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レイト／ Kelly Great』 だったと思いますが、 その
時は何か特別な思いはありましたか？

　私とリー ・ モーガンがあのアルバムに参加して
吹くように頼まれた時、 あれは正に寝耳に水の出
来事だったことを覚えているよ。 驚きというのはそ
のうちにやって来るものなんだ （笑）。

★あなたが嘗てそれぞれのバンドに参加していた
アート ・ ブレイキーとマイルス ・ デイヴィスはどの
ような存在でしたか？

　アート ・ ブレイキーとマイルス ・ デイヴィスは
ミュージシャンとしてだけでなく、 ひとりの人間とし
ても強い人だった。 そして、 彼らは社会変革を提
唱した人物でもあった。

★あなたはこれまでたくさんのアルバムをリリース
されていますが、 もしその中からあなたの代表作
として 1枚か 2枚選ぶとしたら、 どのアルバムを
選びますか？

　次のアルバムだね。

★あなたは幼い頃から映画を観ることが好きだっ
たと聞いていますが、 これまで観た映画の中でお

★ 2013年にリリースされたブルーノート復帰作
『ウィズアウト ・ ア ・ ネット／ Without A Net』 は
とても素晴らしい作品でしたが、 次のアルバムの
レコーディングは既に予定されているのですか？

　そうだね、次のアルバムの計画はある。オルフェ
ウス室内管弦楽団と私のカルテットで構成される
作品で、 既に制作過程に入っているよ。

★ 9月に日本で行われるハービー ・ ハンコックと
あなたのデュオによるスペシャル公演はどのよう
なライヴになるのでしょうか？

　ハービー ・ ハンコックと私が披露するパフォーマ
ンスは、即興／インプロヴィゼーションの成り立ち、
一体どんな風になるのだろうという想像を基に構
成されるだろう。

★現在のアメリカのジャズ ・ シーンはあなたには
どのように写っていますか？

　私にはアメリカ全体のジャズ ・ シーンが様々な
異なる驚きの光景として見えている。

★あなたの記念すべき初レコーディングは、 1959
年のウィントン ・ ケリーのアルバム 『ケリー ・ グ
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Jazz Interview　Vol.42
現代ジャズ ・シーン最高峰の Saxophonist / Composer

　この 9月に日本独自企画のハービー ・ ハンコッ
ク＆ウェイン ・ ショーターの最新ベスト ・ アルバム
リリース。 その直後には 「ビルボードライブ東京」
「第 14回 東京 JAZZ」「ビルボードライブ大阪」で、
ハービーとの貴重なデュオ ・ ライヴを行なうことに
なっている現代ジャズ ・ シーン最高峰のジャズ ・
ジャイアンツのひとりであるウェイン ・ ショーター。
　本誌では来日を直前に控えたウェインとの念願
のインタビューが実現！　初レコーディングのこ
と、 アート ・ ブレイキーとマイルスのこと、 お気に
入りの映画のこと、 自身の代表作のこと等、 貴
重なインタビューとなり、 超多忙の中で回答してく
れたそのことばには深みと重みを感じる。
　本誌発行時には今回のハービーとのライヴは伝
説としてジャズ史に刻まれていることだろう…。

　　　　　【2015年 8月　取材 ・文 ：加瀬正之
　　　　　　　　　　　　　　　取材協力 ：ビルボードライブ東京】

ウェイン ・ショーター 【Wayne Shorter】
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気に入りの映画を 3つ挙げてもらえますか？

　『赤い靴／ The Red Shoes』
　　　　　　　　　　　　（1948年公開のイギリス映画）
　『明日なき抱擁／ Death Takes A Holiday』
　　　　　　　　　　　　（1934年公開のアメリカ映画）
　『波止場／ On The Waterfront』
　　　　　　　　　　　　（1954年公開のアメリカ映画）

★最後に日本のファンに向けてメッセージをお願
いします。

　知らないこと、 未知の世界を恐れるな。
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ウェイン ・ショーター　オフィシャル ・ ウェブサイト ： http://www.wayneshorter.com/

フレンドシップ～
オール ・ タイム ・ベスト
ハービー ・ハンコック
＆ウェイン ・ショーター

ユニバーサルミュージック ： UCCU-1498/9
¥2,700 （税込）

2015年 9月 2日発売

 ＜ Disc 1 - ハービー ・ハンコック＞
 01. ウォーターメロン ・マン
 02. サコタッシュ
 03. カンタロープ ・アイランド
 04. 処女航海
 05. スピーク ・ ライク ・ア ・チャイルド
 06. シーヴス ・ イン ・ザ ・テンプル
 07. セントルイス ・ブルース feat. スティーヴィー ・ワンダー
 08. ザ ・ ソーサラー
 09. リヴァー feat. コリーヌ ・ベイリー ・レイ
 10. メモリーズ ・オブ ・エンチャントメント with ウェイン ・ショーター

 ＜ Disc 2 - ウェイン ・ショーター＞
 01. オリエンタル ・ フォーク ・ ソング
 02. ジュジュ
 03. スピーク ・ ノー ・ イーヴル
 04. フットプリンツ
 05. スーパー ・ ノヴァ
 06. マスカレロ
 07. サカジャウェア
 08. アンゴラ
 09. オービッツ
 10. アウン ・サン ・スーチー with ハービー ・ハンコック
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【日本独自企画】

■現代ジャズ ・シーン最高峰のジャズ ・ジャイアンツ 2人の最新ベスト ・アルバム。

■ Disc 1にハービー ・ハンコック、 Disc 2にウェイン ・ショーターの代表的名演を収録。

■いずれも、 ふたりの初期から近年の録音までを網羅した選曲。

★ P11に 『フレンドシップ～オール ・ タイム ・ベスト』 紹介記事掲載！

ハービーとウェインは 9月に来日公演が実現！ （注 ：弊誌今号発行時には公演は全て終了しています。）

■第 14回 東京 JAZZ
　 9月 6日 ( 日 ) 東京国際フォーラム ホール A
■ BBL 8th Anniversary Premium Stage
　 9月 5日 ( 土 ) ビルボードライブ東京／ 9月 8日 ( 火 ) ビルボードライブ大阪
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