
今、世界4に僕よ!)ベ一ス在3まく嫌け

聞き手ニ浜瀬元彦(ベーシスト) 】八03
隸雜(以下於//と略す).今まで日本で紹介さ

去る6月ウエザーづポートの来日で 

その驚異的なベース.ワークと 
ジョイフルなステージ.アクションで

\今迄にないフレッシュな感動を多くのファンに与えてくれた 

、ジヤコ.パストリアス。

1前号の来日直前インタビ'ュ一に引き続き，
7今回はジャコの研究に関しては誰にも負けないという日本の 

― ^気ベーシストニ浜瀬元彦さんがジャコから直接ハーモニクスのこと，

コード.チェンジのこと，教則本のことなどの秘密をききだした。

ジャコ日く
“こんなに核心をついたインタビューに答えたのは生れて初めてだよ”

だって0
これぞまさしく世界に類をみないジャコ，インタピ'ユーの決定版だ。

れたいろいろなシヤコのインタビュー試^^ごけど， 

あまりインタビューは好きじやないみたいだね。 

ぷ¢0以5ア0似ひ5《以下ゾ户と略す)#もとも 

とインタビューなんてきらいだよ。僕は僕の音楽 

で僕の全ての答えを出してるんた；それに，いつ 

音楽の^はじめたとか，どこの学校行ったかな 

んて，僕の本質を知ることとはかけ離れた些細な 

ことなんだ。音#的なことは，ブレイで^^え 

られてるし…。 ’

ル!//#それはよくわかる。僕もプロのベース奏者 

だから，そうは思う。だけど，ジャコの持ってい 

るメソッド（方^)を，ある^^「言襄というも 

ので撕月してもらえたら，と思うんだな一。とい 

うのも，澳はず一つとあなたを研究してきて，あ
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8X0^1118
(ウエザー’リポートのベーシスト）

る人はいないよ-ジャコ春パス卜リアス

なたの演奏にすごくある種のメソッドを感じてい 

るが，その内実の謎がとけないでいる。

フ斤#君もベース奏者だから，この3^からインタ 

ビュー束頁まれたわけだね。

似//#そうだ。聞いてもあまり答えないだろうと 

は思っていたけど，雑法のためにテクニカルなこ 

，とを閩くよう期待されている。

ソ户#話したっていいんだよ。例えば僕力117オの時 

に結婚して19オの誕生日の1週間後には，父親に 

なってた。そういう僕の人生が今の僕をこういう 

ミュージシャンにしてるんだ。僕は資任ある人間 

として生きてきてる。当時金がなくて，とにかく 

演#するしかなかったんだ。誰のように弾こうと 

か，どんなふうに演奏しようとかなんて考えたこ 

とないよ。たた^かなくちゃ食べられなかつたん 

だから…。だから僕のようにべース弾ける人は， 

世界のどこを拽してもいないよ。誰も僕の真似で 

きないんた'

# ロン⑩カーターは生徒であって僕は先生 
なんだ

赢「どんな^(こ憤のペースをコビーしたのか聴かせてほしい』と実

41//.あなたがプレイするとき特に右手が不思^ 

なんだよね一。

が鲁演奏する時,いちいち考えてないよ。（そうい 

いながら，右手の人さし指と中指を動かしはじめ 

る。)

从//.ほんとに二^だけで弥くの？

か.そうだ。

ル!//鲁でも例えばソロ.アルバム「ジャコ.バス 

トリアスの世界」（€83ソニー25AF>-71> の中の 

くトレイシーの肖像>を闐くとどうしても，ニ本指 

た^けじゃ解決つかない。

ゾ户#あれは胃も使ってる。僕の親指すごく曲が 

るんだ。アメリカじゃこういうのダブル.ジョイ 

ント（二重関節)つて呼んでるけど，実は閱節が- 

つ足りなくて これだけ 曲が るん じ やない かな。 

从//#ほんとにあなたのように体きたいと思って 

も弾けないんだよね。例えば以前は，雉は，ロン 

，カーターに熱中してかなり板^して，ある程度
赢「どんな必こ憤のペースをコビーしたのか聴かせてほしい』と実 
111に浜瀬さんにべ-スをプレイす春ように韈んだジャコ
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赢「くドナ.リー〉の最後のところはこうさ』と爽陳に目分のペースをプレ 
イしながらインタビューに答えるジャコとインタビュア了の浜瀬元彥 
さん

赢浜瀬さんのリクエスト(龙じていボナ〉のペース，ラインを窨譜する 
ジャコ

赢アメリカ大リーグの中でもフィラデルフィア.フィリーズの大ファ 
ンというジャコそのフィリーズのキャップをいつも愛用している

赢ジャコがベースの練罾の特に使っている00のチエロ教
則本

は彼の方法を学び得た。だけどジャコの場合には， 

そのジャコ独自の方法というの力「誰よりも高度に 

雜しているということヵ歷然としていながら， 

その内実たるやわからない。

パ#それは何故だかわかるかい？ ロン，カータ 

一は生徒であって，僕は先生だからだ。ロン.力 

一ターは人から学んだけれども，僕は，みずから 

それを作ったんだ。さっきもいったように誰のよ 

うに弾こうとかなんて考えたことない。ただただ 

弾くしかなかった。そして長いこと弾いてくるこ 

とによって，それがうまくなってきてるってこと 

はあるかも知れない。今，世界中に僕よりベース 

をうまく弾ける人はいない。演奏は僕にとっては, 

心臟の患^と同じように自然のことなんだ。心臓 

の鼓動がナチュラルに4分音符をきざみ，それを 

もっと細かくきざんでいけば8摊符になるとい 

う具合さ。それにハーモニクスが何故美しくきこ 

えるかといえば，それは自然の法0丨]にのっとって 

いるからなんだ。7つの音があるよね，それは光 

力プリズムを通ると7色に分解するのと同じよう 

に変えられない自然の法^なんだ。

籲执うち僕のベース.ソロの嫌面集を出す 
1)^2 ―一——一———

ル!//像(11の知ってる限りでは，あなたがはじめて 

レコ一デイングしたのは，アイラ.サリバンと一 

緒だったと思うんだけど…。

フ户#いや，最初のレコードは，僕のソロのアルバ 

ム「ジャコ.パストリアスの世界」だ。実際に最 

初にレコーディングしたのは，リトル.ビーノで一 

のレコードなんだ。 リトル ， ビーバーっていうの 

は，マイアミ出身のすごくいい尺のアーティ 

ストなんだけど，僕はその一曲だけ,くI 
丫〇〇日吐ヌ〉っていう曲のレコーディングに参加 

した。この曲は，でも誰も聞いてない。

从//#ところで，僕は今日あなたの入っているア 

ルバムを全^参したんだけど，このポール.ブ 

レイのレコード「ジヤコ.ノ、。ストリアスとの出会 

い」（日本フオノグラム亿1-7145〉やったのはいつ 

頃？

ソ户#4, 5年前かな。最初にレコーディングした 

レコードだけど，出たのは最初じゃない。それに 

これ澳のレコードじやない。ポール.ブレイのリ 

一ダー.アルバム。これは完全な海賊盤だよ。ポ 

一ル，ブレイとはいい友達だけど，彼はこのレコ 

一ドが牛で拆えられるよ。このレコード表を悪た，よ0 

ル!//#これについては，おかしいと思ってた。ジ 

ャコの即興とかジャコのアイディアをポールが自 

分の作曲のようにクレジットしちやって，虫のい 

いレコードだって気がしてたんだ0 

ソ户#そうなんだ。確か4,5年前だったと思うけ 

ど，覚えてもいないよ。僕達ニューヨークにいて， 

ほんの-诗間ぐらいスタジオにはいつた。そこで

テープがまわっていたというわけ。金は-^も払 

ってもらってないし…。僕がウエザー.リポート 

にはいってから出されたんだ。しかもアメリカじ 

や，このアルバムのジャケットの表紙には，僕の 

演奏してる時の写真がのってるんだぜ。僕は訴え 

るつもりだ。時間があればね…。裁判で決着つける。 

ル^#作曲のクレジット見たり，録音も古いもの 

だろうとも思ったから，何かうさんくさいものを 

怒じてた。

ル#そうだよ。実際に「音楽^やってるのは僕だ 

けなのに…。

ル!//#そのうさんくささにもかかわらず，僕は何 

しろジャコのやってるものを見つけられて嬉しか 

った。

フ斤#このアルバムのタイトルを“ 1〇 5416 0！ 

(〜にもかかわらず)”にすべきだな“笑）

401伯#日本でのタイトルは「ジャコ.パストリ 

アスとの出会い」で出されてる。

プ户鲁僕のげんこつと出会うことになるよ。(笑） 

ル^鲁僕はあなたを研究するために，ウエザー， 

リポートの「ヘビー.ウエザー」（€85ソニー25 

八戸ボア）の最初から最後まで，ジャコのベース. 

ラインをフル.コピーした。

プ斤鲁锻後の曲くハボナ〉の音とれた？

/#テープを遅くしてやったりしたけど，…商 

所だけ，わからない所があった。低い音…。

ゴ户#今，僕の本を出そうと思っている。僕がこれ 

までやったすべてのソロのすべての音を譜面にお 

いている0：^どから君がアメリカに来たら，そのコ 

ピーあげるよ。そしたら持ち帰って一音残らず覚 

えられるだろう。しかも僕の直筆の謝面のコピー 

だぜ。

ル!//#くれるのはうれしいんだけど，僕コピーは 

したものの実際には弾けない。

ソ户#誰も僕のように演奏できないよ。心配するな 

よ。それに僕だって全く同じようには演奏できな 

ぃし…“笑）

/11//#でも，だからあなたをアメリカまで追っか 

けてって，何とかI寅奏をものにしたいんた；

フ/誰も僕のように弾けないっていうのは冗談だ 

よ。今の時点では誰もできないってこと。だけど 

みんな弾けるようになるよ。君がその最初の人に 

なるといいよな。

/#いや，しかし…。

ノ户鲁读が手つけてるさっき言った本だけど，どう 

やって演奏したか思い出したり，研究したりしな 

きやなんないことたくさんあるんだけど，フィン 

ガリングも載せるつもりなんた；

ル^#それは最高。是非やってほしい。

が#そうすれば役に立つはずだ。

ル!"#右手も左手も害いてほしい。

が#いや,右手については前にも言ったけど合く 

覚えてない。ごく自然に弾いてるだけで，右手の
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通瞬

こと考えないんだ。左手はわかるけど…バイオリ 

ン奏者と同じだよ。

楽器にとって番の謎は,.その右手だと

思ぅ。

フ户翻迷だよ。だから僕にもわからない0(笑） 

ル!//#た^から，それを知るには，ジャコの所にい 

って長いことあなたの丨寅#を覲察するしかないよ。 

V户#それは僕の今についても宫えることだ。長い 

こと演奏してきてるから，今じや考えないでごく 

内然に择けるんだ。今までに，数えあげても5度 

だよ，演奏をとめて'矣際にどう弾〈かを考えたの 

は。

从"籲その5度っていラのが，僕にとっては大き 

なヒントになると思う。

ソ户#それを乂演舞した時に思い出すだろうけど， 

そういう瞬問を切り出してきたようには，覚えて 

いない0

似//#それはわかる。要するに楽器っていうのは 

衝适じゃなくて想触た^からね。

ノ/>0あ，一つ思い出した。「ジャコ.パストリアス 

の世界」の中のくドナ.リー〉…。

ル”/#あれは，むずかしい。

ぶ触後の狀'歌の部分の終りの所。どぅして 

もピックできなくてスラ一しなくちやならなかっ 

た。すぐ次に上に弾いていく所があってそれは全 

部皆をピックしなきやならなかったから…。何し 

ろそこでスラ一しなきゃならなかったんだ。もう 

4年も前のことだから，よくは覚えてないけど…。

#¢1のコード，チェンジは超通常な^^7 
わかるかな？

ル#//，ドナ，リー〉の曲では，半分ぐらいコピー 

したんだけど，迨中でこれは気力班ってると思っ

てあきらめちゃった。

フ斤#みんな普いてあるよ0心配するなよ0〈ドナ. 

リー〉の曲のメロディーの所だけだって，どうや 

って指を使ったかを完全に思い出して書きとるの 

に2年かかった。左手のこと^^けど……簧隹しい曲 

だよ0昔，アイラ.サ4バンとこの曲よくやった 

けど，すご一く早〈弾いてたもんだった。

从//#!契は，テーマが終ってビーンとあがるあそ 

この商所を聞いて，これはもう普通じゃないと思 

ったよ0

ゾ户修^，普通じゃないよ。（笑）丘ベースで8フラ 

ット13の所の音だろ。あそこにはみんなノック. 

アウトされてる。

ル”/#あなたがコード.チェンジする時には，通 

常のコード分解じゃないような気がするんだけど

ゾ户鲁僕のコード.チェンジは超通常なんだ。僕み 

たいにストレートにチェンジを弾く奴はいない。 

ハ一ビー，ハンコックとかジョー.ザビヌルとか 

キーボード奏者だけが，僕よりうまいコード.チ 

ェンジのできる人達だ0あと多分，チャーリー.

ノ、。一力一（モダン.サックス奏者）にジョン.コル 

トレーン（モダン.ジャズ.サックス奏者）ぐらい 

だと思う0僕のコード，チヱンジは，とにかく超 

正調というか，こんなに正しく禅く人いないんじ 

ゃないか。一つのメロディ一の中にも多くのメロ 

ディ一があって，僕は上にも下にも自在にコード 

，チェンジしていけるんだ。僕の本が出てきたら 

わかってもらえると思うけど…。すべての個々の 

メロデイ一にコード.チェンジがあって，それは 

あたかもべ一トーベンやバッハのように，完令む 

間違いのないものた"。そんなふうにチェンジ力す挪 

ける人はいないよ。しかもベースでだ。

ル^/#もうそれは充分に感じてる。だからァメリ 

力にいってあなたの丨寅#を勉強したいんた，。

フ产#欧迎するよ。誰も家に招侍したことないんだ 

けど…。

ル^//#ありがとう。ところで括は違うけど，あな 

たのいろいろなレコード聞いて，ベースの音質に
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変化を感じるんだ。その中で一番美しい迕質だと 

思ったのは「ヘビー，ウエザー」なんだけど，こ 

れはどんな録^方法をとった？

ソ斤#レコーディングをはじめたのは，ほんのここ 

2年前ぐらいた^から，よくなってきてるってこと 

だけだよ。例えば，後のソロ，アルバムだって「へ 

ビー，ウエザー」のよラな音質が出せたのかも知

れないけどミックス.ダウンに淡はコントロール 

持ってなかった。しかもはじめてのレコード;^っ 

たしね〇「ヘビー，ウエザー」では僕はプロデュー 

サ一の一人だったからサウンドをコントロールで 

きた。今やりたいと思ったけど，この最初のアル

ノぞム「ジヤコ.ノ、0ストリアスの世界」をミックス

し直すんだ。もしオリジナルのテープが残ってい 

れ^^ごけど…。そうしたらみんなビックリするも 

のできるよ。このソロのアルバ’ムでいいのは，い 

や音楽としてはすでにすごくいいものがはいって 

いるんだ。この当時の他の誰よりもいい音楽だ。 

サウンドとしては，全く僕の音になってたかって 

いうとそうじやない。だけど，このソロ，アルバ 

ムカ完全なるミックスじやないから，だから僕の

その後のアルバムで成長してるように聞こえるつ 

てのはいいよ。

ル!//#このアルバムて特に好きな曲は,くコンティ 

ニューム〉だ。

フ户#くコンティニューム〉つてのは，公演旅行中の 

バスの中で書いたんだ。わかるだろ，旅の連統つ 

て感じ。曲の話で思い出した。一つスクープさせ 

てあげる。こんなことまだ誰にも話してないんだ 

けど，今度僕が次のソロ.アルバム〈，79年1月に 

発表の予定）をつくる時に，僕はく』〇ト〇と^打ン〉 

という曲を入れる。僕の7"供^の名まえなんだ。

くコンティニューム〉を書いたのと同じ日ぐらいに 

普いた。感じ似てる。昔はこのニ曲を-曲として 

統けて演奏してた。しかもベースを弾きながら歌 

うつもりなんだ。

ル!//#ジョージ，ベンソン風た^ね。（笑）あなたつ 

てメイジャー7というコードに対するセンスがす 

ばらしいと思うんだ。

答は簡単だよ。楽しいからさ…。

从//#大学でベース教えてた時のカリキュラムは？ 

マイアミ大学は，クラシックとジャズのすご

〈いいカリキュラムを待ってる所^,懷日身は迕 

楽学校なんて行ったことなかったけど，そこでは， 

ベースと-光音楽理論とビッグ.バンド用ず满曲 

を教えるのカ^)仕事だった。僕はすごくいいビ 

ツグ，バンド，ライターだ。

从//祭べースでは具体的に何を教えたの？

ゴ户#実をいうと，この時の経驗は，僕の人生の中 

で最も退屈なものだった。学生達は，何しろバカ 

だった。ほんとに時間鱗にしたよ。ただ一つよ 

かったといえば，当時いい曲が書けたってことぐ 

らい。僕の生徒の半分は，開放弦の名前も知らな 

かったんだぜ。大^/ごよ，大学/悲しいことだよ。 

実際にクラスでは音のチューン.アップの仕方と 

か，弦の名まえとか，そんなこと教えなきゃなら 

なかった。最悪だよ。クラスに丨ね2人〜25人の生 

徒がいたけど，その中で，そうだな一，4人だけ 

だ，音楽を弾けたのは。残りは，靴のひもの結び 

方を教えなきやならないような感じ。

#ベースの練要にはチェロの教則本を使う 
といいよ ―^一

似//#それでは「ヘビー.ウエザー」にもどって， 

この中で僕は，あなたの作曲したくティーン，タ 

ウン〉という曲がすごく好きなんだけど…0 

ゴ/^いい趣味だね。(笑）

从//#その録音方法を推測すると，デジタル，デ 

イレイをかけてとったものと，ネリジナルのベー 

スの音をミックスIている様た3し，〇 

フ户鲁くティ一ン.タウン〉で？いや令然逮うよ。 

从//#どうやったの？

ガ春僕はまずドラ’ムを録音して，それからベース 

をかぶせただけ…。何故ニ本のベース力明!えるか 

っていうと，僕と冏時に，ジョー.ザビヌルがオ 

一パ、一ハイム，シンセサイザ一てべ一スのパ一ト 

を禅いてるんた、

ル!//#ああ，そうたグったのか。

ゾ户#そして僕がミックスした時に，樓のベースの 

皆をジョーのよりず一っと大きくした。そうして 

ジョーのベースがあたかも何本かのベースでやっ 

てるような音を出す効果をあげた。この伐とジョ 

一とのベースのパートの録痒は刺で終った。 

ル”/#コード.チェンジは？

ソ/>鲁基本的には4つのコード.チェンジだけで， 

07,八7，尸7，07。曲の終りも全く同じ。 

たた^调して，已7，0シヤ一ブ7，八7，卩シ 

ャーブ。

从//#そんなにシンフ。ルな理路整然としたものだ 

と思わなかった。

フ/^「ヘビー.ウエザー」の楽蹯本がもうアメリ 

力で出てるから兄てごらん。ただその中に何ヶ所 

かまちがってる所がある。その本をフロリダの家 

に持ってくればそういう简所を滴:してあげるよ： 

从//#ありがとう。

ぶ#そういえば.くテイーン，々ウン〉は次:味にあ
赢ライブ，ハウスてパノタリ"左よ〇澹辺貞夫.ジャコ.；兵瀬元彥.壜飑好?火の面々
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る町の名だって知ってるかな？その近くに今住 

んでいる…。13の頃には,よくティーン.タウン 

に踊りにいった。週末に18オ以上お断わりのダン 
ス.パーティ一力观かれた。

似//#ところでストリング(ベース弦）をどのくら 

いの周期で変える？

ソ/>0週に一度で変えたいんだけど，高くてやって 

られない。

ル!//#ロト.サウンド.スイング.ベースの弦だ 

ね？

が#そうだ。

ル!"#この弦に出会うまでに，どれだけいろんな 

弦をためしたことか…。

ガ赠だって全くその通りだ。この弦を8年前に 

兄つけたんだけど，それ以来これ以外を求めよう 

とも思つてない。ただ一つ問題なのは，これをだ 

まらしておくつてことができないんた；

赢本坊钃集宜を訪れた"ペースの違人，もこの日ばかりは寒钃集長に 
変身/ハジヤコのグ，ビア頁はどうなってるんだ"とガナっているつもり

ソ户鲁くドナ.リー〉を練朽してた時なんて,僕は指 

をどうやって完全にあげて次の痒に行けるかって 

ことだけを練朽したよ。

ル!//鲁弾かなくても，つまり高音弦だけ弾いてて 

も低音弦が吸り出すんだよね。

ノ户#そう。だから右手の親指，薬指,小指の三本 

は音を出さずにおさえておくのに使って，残りの 

ニ本，入笔し指と中指だけで^赛するんだ。それ 

から左手ももちろん弦を静かにさせておくってこ 

とに使ってる。

ボ心，ト'.4れ产

，フロリダにいる時は遇に3度は野球をやるという野球狂のジャコ。ホテル近くのグラウンドでキャッチ，ポールとシャレこんでみた

くっていうのはむずかしいテクニックだね。

ソ/^でも僕考えてないんだ。ただやるだけ。

从//#もう一つ，あなたはペンタトニック（5音 

階）の解釈がすごくおもしろいと思う。

一户魯ユニークな耳持ってるね。

ル”/#^]えばくハボナ〉とか…。

ソ户鲁くハボナ〉はペンタトニックの傑作だ。

ル!//#僕もそう思う。ペンタトニックの解釈に何 

力特別な哲^#つてるの？

ゾ户參ペンタトニックに対する僕のフイロソフイー 

は-.つさ。つまりペンタトニックは5つの音だよ

ね。だから僕はリズム的にも5を基調にしたらい 

いんじゃないかと考えた。この5のリズムを5つ 

の音にあてていくというコンビネーションを聞い 

てもらってるんだと思う。

ル!//#それとあなたのペンタトニックはすごくハ

一モニックに使っていると思う。

フ斤#もちろん。いろいろやり方はあるけど，音程 

は6度の開きが好きだ。でもこれは単にアイデイ 

アの一つであって，演奏する時にいちいち考えて 

ないよ。だけど頭はくたびれる。

ル!"#^ースの練習の時にチェロの糊丨]本を使つ

てると閗いたが…。

フ户鲁「00丁2八じ已只」の113 5丁じ01だ5を使って

いる。

於"#そのどこを特にやつたの？

ゾ户#4冊に別れてて，澳の一番好きなのは，第二 

册丨!。第叫冊目はベースで弾くなんて不可能だよ。 

各茳各音が連# 符なんだから…。第四冊9は忘れ

ていいよ。

ル^#敁後に，ベースという楽器に何か理念を持

ってるとしたらそれカ啊か教えてほしい。

フ户鲁^ースという楽器に持っている僕の理念は一 

つ。それは』六〇0さ。それだけ。僕は自慢して大 

ぼらふいてるんじやないんだ。将来の真実を話し 

ているんた、

似//#どうもありがとう。

(インタビュー：浜瀬元彦写真：有原隆八0〇8 
編集部協力：ユニバーサル.オリエント.ブロ
€85 ソニー〉

，フェンダー，ジャズ，ペースのフレットレスとフレットつきの#が 
ジャコの贊用楽器だった

ル!//#だけど，右手の三本で弦を静かにさせてお
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