
The Walker's  4The Walker's  4The Walker's  4

Special Feature
【R.I.P.】Roy Hargrove

海野雅威～ロイ・ハーグローヴ追悼文【後編】
Memorial Statement to Roy Hargrove by Tadataka Unno (concluding part)

　本誌前々号 「The Walker's Vol.56」 の巻頭特

集では、 2018 年 11 月 2 日 （米国時間） に突

然この世を去った名ジャズ・トランペッター、 ロイ・

ハーグローヴ率いるクインテットのレギュラーメン

バーとして、 ロイが亡くなる直前まで共に世界中

をツアーしていたジャズ ・ ピアニストの海野雅威

による追悼文の【前編】を掲載させてもらいました。

　今号では海野さんによるロイ ・ ハーグローヴ追

悼文の 【後編】 を掲載。 海野さんが語ってくれた

貴重なエピソードから、 ロイ ・ ハーグローヴとい

うアーティストの才能や人柄やジャズ愛、 そして、

ロイと海野さんの強い絆を感じます。 写真のキャ

プチャーも海野さんによるものです。 （加瀬正之）

　今改めてロイと演奏していたライブの録音を

振り返って聴いてみると、 自分らしくありなが

らも、 同時に自分が演奏したとは思えないも

のが多く、驚きます。 その瞬間のインスピレー

ション、 その場所、 このメンバー、 聴衆、 ピ

アノや会場の音響、 その時のコンディションの

中でこそ生まれる演奏に集中してきたからか

もしれません。

　時折ロイはメンバーが演奏した事のない曲

（しかもロイのオリジナル！） を突然演奏し、

メンバーがどう反応するか楽しんでいるところ

がありました。 その曲が終わるとお客さんにも

聞こえるぐらい大きな笑い声と共に 「B+」 「B」
「C+」 などと、 いたずらっ子のようにその場で

評価していました。 曲がキャッチできず低評

価された時は悔しかったですよ。 正直なところ

ちょっと意地悪にも感じ、 舞台の上で評価す

るんだったらリハをしたり、 前もって予習ぐら

いさせてほしいとも当初は感じた事もありまし

たが、 現場の緊張感の中で、 自然と起こるハ

プニングからしか学ぶ事のできないもの、 そ

のような機会は他ではほぼ皆無で、 いわば最

　ロイは新曲をメンバーに伝える時でも譜面

を使わなかった事、 新曲であってもリハーサ

ルを全く行わず、 本番前のステージ上でのサ

ウンドチェック （30分弱のマイクやモニター

のチェック） でのみ、 新曲や思い浮かんだ曲

をあくまでもサウンドチェックとして軽く試すだ

けだった事は、 前編 （The Walker's Vol.56）
でお伝えしました。 リハをしないというのには

理由があって、 その時の一瞬にしか生まれ得

ないものをロイが熟知していたからです。 ジャ

ズの命で一番の醍醐味でもある、 次の瞬間に

は何が起こるか分からないハプニング。 リハ

を重ねる事でその可能性を奪ってしまう事にも

繋がっています。 ロイはその事について 「ジャ

ズにミステイクは存在しない、 ハプニングはい

わばビューティフルミステイクだから。 それこ

そがジャズを魅力的にするんだ」 と常々話し

ていました。 「すでに知っている事を演奏しよ

うとするな。 自分でも知らない事を演奏しろ」

とは、 有名なマイルス ・ デイビスの言葉です。

ロイから直接この言葉を言われたわけではあ

りませんが、 同様の事を自然と彼と演奏しな

がら感じてきました。
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スのダントン ・ ボーラーから聞いています。 メ

ンバーの集中力、 ミュージシャンシップがお分

かり頂けると思います。 この手法はマイルス

の歴史的名盤 「カインド ・ オブ ・ ブルー」 を

彷彿とさせます。 このセッション最後の証人、

90歳のジミー ・ コブからも全く同様の話を聞

いた事があります。 メンバーが現場で初めて

何を演奏するか知らされる、 この極度の緊張

感はもしかすると名盤誕生の秘訣かもしれま

せんね。

　ロイの演奏の心構えは、 もちろん生き方と

一体となっています。 飾らず自分の直感を大

事にし、 いつでも自然体でした。 ブレない確

固たる自分を持ち、 音楽に、 そして自分に正

直な人でした。 特筆すべきは、 人に良く思わ

れようとしたり、 カッコよく見せようとする演奏

など当然ながら一切なく、 欲を感じない事で

す。 毎晩一緒に演奏して心から感動し、 思わ

ず涙が出てしまうような日々の連続でした。 ロ

イとの演奏でどんな時でも、 まさに心揺さぶら

れる熱いものを感じながら一緒に音楽を作っ

ていけた事は私の一生の宝物です。

高のスクール、 ロイ学校でした。 （ロイは大先

輩から同じような状況で曲を現場で学んでき

たのです。 彼自身どんなに複雑な曲でもワン

コーラス後には、 完璧に曲を把握して演奏で

きたので、 それをメンバーにも要求していまし

た。） これは大変難しく厳しい状況ですが、 ロ

イの優しいところは、 「お前なら曲を知らなくて

もその場でなんとかできる」 と心から信頼して

いてくれていた事でした。 でも、 ほとんどのお

客さんは分からないでしょうね。 全く一度も演

奏した事もない曲、 メロディーもコードも曲の

小節さえわからないでその場で演奏している

緊張感や、 それを即座にリーダーに評価され

ている私の気持ちは （苦笑）。

　知らない曲を突然演奏させられる事は、 時

と場所を選びません。 １万人の聴衆が熱狂的

に待ちわびるヨーロッパのジャズフェスだろう

と、 なんとレコーディングの場でも！！　到底

信じられないと思いますが、 本当なんです。

例えばロイの名盤 「イヤー ・ フード」 収録の

曲もほぼレコーディングの場で初めて試した

曲が収録されていると、当時のメンバー、ベー
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「2018.4.12 ドイツ、 シュトゥットガルトにて、 本番

前の数分のサウンドチェック。 気が向くと突然ピア

ノを弾き出すロイ。 メロディー、リズム、ハーモニー

を全て短時間で耳で覚えなければならず、 相当の

集中力、 記憶力が必要だった。」
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　この日のロイは特に機嫌が良く終演後ホテ

ルへ向かう私を呼び止めて、 「お前をメンバー

に迎えてから、 バンドのサウンドが一気にまと

まって良いものに変わった。 俺はリハもしない

し、 新曲の連続で大変だと思うけど、 耳が良

いから即座に理解してくれて、 俺と一緒に世

界中をツアーで回ってくれて本当にありがとう

な！」 と。 いやいや、 感謝しても仕切れない

のは私の方ですと伝えましたが。自分がレギュ

ラーメンバーになったのか、 前任ピアニストの

代理で呼ばれ続けているのか、 わからない状

態が最初の数ヶ月続き、 また呼ばれるという

事は気に入られているのだろうと漠然とは感じ

ていましたが、 必要とされている事を明確に

ロイから直接伝えてもらい、 心から嬉しく感じ

た印象に残るライブの一つです。

　ところで、ロイはほとんど会話をしてくれない、

友達にはなれなかった、話をしても非常にそっ

けなかった、 などと感じたファンやミュージシャ

ンの話はよく聞きます。 写真を一緒に撮りた

いファンにも不機嫌でそっぽを向いている場

　2017年 9月 16日に西海岸のモンタレージャ

ズフェスで演奏した時の事、 ロイ ・ ハーグロー

ヴ ・ クインテットの前にベースのカイル ・ イー

ストウッドのグループが演奏していました。 メン

バーに友人のドラマー、 ジョー ・ ストラッサー

が参加していた事もあり、 私も演奏を聴いてい

ましたが、 そのバンド全員が演奏後に残って

我々のグループを聴いていてくれました。 終演

後、 一人の初老の男性がロイに 「ずっとファ

ンです。 今日も最高の演奏をありがとうござい

ます。 感動しました！」 と握手を求めてきまし

た。 座ったままでそっけない対応のロイ。 （な

んだこの爺さんは？　距離が近いんだよ、 あっ

ち行ってくれよ） とでも言いたげな表情に見え

ましたが、 次の瞬間カイルがささっと登場して

来て 「あっ、 紹介が遅れてすみません。 この

人は私の 88歳になる父親で、 クリント ・ イー

ストウッドです。」 と一言。 サングラスをかけて

る事もあって全く気がついていなかったロイが、

「おっと！」 と突然立ち上がってサングラスを

外し挨拶していたのは漫画のような光景で、

その場にいた皆で大笑いしていましたっけ。

「2018.2.25 一番多く演奏した会場、 ニューヨーク、 ブルーノート。 次にパリのニューモーニングだろう。

ロイのホームとも言える会場での熱くリラックスした演奏は、 さらにコアなファンを歓喜させた。」
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面などあり、 残念ながら冷たい人だと感じてし

まった人もいたようです。 でも、 それは正直に

言ってロイの本質を全く知らない人の意見で

す。 こういう風に話しかけたらこう対応して欲

しいなどと心の中で勝手に望んでいる人には、

ロイは見事に期待を裏切ってくれます。 何も

求めずに話をする人とロイが意気投合してい

る所を何度も見てきました。 ロイは無駄な会

話を必要とせず、 心でその人の魂が感じられ

る人でした。 私はロイほど自由奔放で温かい

人に会った事はありません。

　ロイが亡くなった日、 ロイの弟で RH ファク

ターのキーボード、 ブライアン ・ ハーグローヴ

から 「大丈夫？　兄貴はタダを本当に愛して

いたよ」 とわざわざ LA から電話をくれました。

兄を亡くし、 家族を失った悲しみの中での彼

の心の温かさに触れた時、 そして、 私は一度

も共演した事のない前任のドラマー、モンテス・

コールマンが 「俺たちは一度も共演した事が

ないけど、 ロイを通じての音楽ファミリーだ。

俺たちは一生涯 RH ファミリーだから、 ロイの

為にもスイングし続けていこう。 それがロイが

俺たちに望んでいる事の全てだから」 と二人

がメッセージをくれた時、 さすがに私は涙が止

まりませんでした。

　ロイが繋いでくれた縁は、 彼が亡くなった後

も、 新たなにいろいろな形で私を助けてくれて

いると感じます。 ロイに最後のピアニストを託

されたというのは、 私にとって本当に大きな意

味を持ちます。 ロイと音楽を共に作り、 その

人柄に触れ、 感じる事の出来た経験、 ロイか

らの教えは私自身の音楽にも深い所で自然と

生き続けるでしょう。 ほとんどの人が知り得な

かった彼の人柄やエピソードは到底語り切れ

ませんが、 彼の生き方全てがジャズでした。

現代に生きたレジェンド、 ロイ・ハーグローヴ。

これからも音楽史の中で永遠にオンリー ・ ワ

ンの存在として語り継がれるでしょう、 マイル

スやコルトレーンのように。

　　　　　　　　　　　　（Photo by Sayaka Unno）

「ロイの歌は純朴で演奏と同様、 歌心に溢れていた。 インストの

オリジナル曲であっても、実はほぼ全てに自ら歌詞をつけていて、

音以上の伝えたいストーリー、 ハートがいつもそこにはあった。」

「2017.7.28 スイス、 ラングナウで行ったロイ ・ハーグ

ローヴ・クインテットのクリニックより。 地元ミュージシャ

ンからの質問に丁寧に答えるロイ」


