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Special Feature

　2010年 5月 16日（米国現地時間）、偉大なジャズ・ピアニストのハンク・ジョーンズさん（享年 91歳）が亡くなりました。

その悲報を耳にした時、 今から約 15年ほど前ニューヨークでハンクさんにサインをもらった日のことを思い出しました…。

　サインをもらうことについては、 人それぞれいろいろな意見があるかも知れませんが、 小さい頃に憧れのプロ野球選手

のサインが入ったボールを手にした時の感動のように、 憧れのミュージシャンのサインが欲しいという思いも同じだと思い

ます。 今回の巻頭特集では、 『The Walker's』 の発行人＆編集人である私自身がニューヨークで生活しながらジャズに

思いを馳せていた頃、 憧れのジャズマンたちに書いてもらったサインの一部を紹介させて頂きました。

　これは決して自慢などではなく、 純粋にジャズの歴史や既に亡くなってしまったジャズマンたちの息吹を感じて欲しいとい

う願いと共に、若気の至りでメモ帳のようなものにサインを書かせてしまったジャズマンたちへの償いの意も込めています。

　それぞれのサインに様々な思い出がありますが、 ライヴの前やライヴの休憩時間、 ライヴの終了後などに、 タイミング

を見計らってサインをお願いした時の緊張感は今でも忘れていません。 そして、 どのジャズマンたちも嫌な顔をひとつせ

ず、 気さくにペンを手にとってくれたことへの感謝 ・感激 ・感動も忘れていません。

　ひとつだけ残念なのは、 日本では、 例えば海外から来日しているジャズマンたちにサインをもらえるような機会が少な

いことでしょうか…。 勿論、サイン会が行われることもありますが「CD を買った人だけサイン OK ！」みたいな状況も多々

あり、 ビジネス面などいろいろと大変なこともあるのでしょうが、 もっと気軽にサインをお願いできる状況や雰囲気があれ

ば、 ジャズがもっと身近に感じられるのではと思っています。 …と、 そんなことを語っておきながら、 紙の切れ端のよう

なものにサインを書かせてしまうなんて失礼極まりないですよね…。重ね重ね、反省しています。　　　　　　　　　　　（加瀬）

特別公開！

ジャズマン ・サイン ・ コレクション！
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Hank Jones (p)
2010 年 5 月 16 日 （米国現地時
間） に 91歳で亡くなったジャズ ・
ピアニスト、 ハンク ・ ジョーンズの
直筆サイン。 セントラル ・パーク内
にあるレストラン 「Tavern On The 
Green」 でのライヴの休憩時間に
右上のサインと一緒に書いてもら
いました。 紳士的で素敵な方でし
た。 謹んでご冥福をお祈りします。

Hank Jones (p), Kenny Burrell (g), Art Taylor (ds)
大好きなポール ・ チェンバース (b) の名盤 『ベース ・ オン ・ トップ』 に参加し
たメンバーたちの直筆サイン。 （ポール ・チェンバースは 1969年に死去。）

Max Roach (ds)
2007 年に亡くなったモ
ダン ・ ジャズの名ドラ
マー、 マックス ・ ローチ
の直筆サイン。 ウェイ
ターとして勤務中、 本当
はいけないことですが、
マックス ・ ローチが店を
出た直後に店の裏口か
ら飛び出して 8th アヴェ
ニューの道端で書いて
もらいました。感謝です。
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Leroy Vinnegar (b)
本誌 『The Walker's』 由来のジャズ ・
べーシスト、 リロイ ・ ヴィネガーの直筆
サイン。1995年にニューヨークからポー
トランドを訪れて書いてもらいました。

Ray Brown (b)
「ブルー ・ ノート NY」 の楽屋で書
いてもらったジャズ ・ ベースの巨
匠、 レイ ・ブラウンの直筆サイン。

Milt Hinton (b)
2000 年に亡くなった大御所ジャズ ・
ベーシスト、 ミルト・ヒントン “ジャッジ ”
の直筆サイン。 当時 83歳、 ライヴの
休憩時間に書いてもらいました。

Cecil Mcbee (b)
ジャズ ・ ベーシスト、 セシル ・ マクビー
の直筆サイン。 1993年 「スイート ・ ベ
イジル」 での山下洋輔 NY トリオのライ
ブの休憩時間に書いてもらいました。

Percy Heath (b)
MJQ （Modern Jazz Quartet） の
ベーシストとしても大活躍したパー
シー ・ ヒースの直筆サイン。

Earl May (b)
2008年に亡くなったジャズでは珍
しいサウスポーのベーシストだった
アール ・ メイの直筆サイン。

Christian McBride (b)
今では一番の売れっ子ジャズ ・ べーシストになった
クリスチャン ・ マクブライドがデビューして間もない
頃に書いてもらった直筆サイン。 当時まだ 20代前
半でしたが、貫禄十分でそのベースに驚愕しました。

Ron Carter (b)
“ ミスター ・ ベース ” こ
と、 ロン ・ カーターの直
筆サイン。 レコード店に
プロモーション用に飾ら
れていたロン ・ カーター
自身のプレートを店主
に頼み込んで譲り受け、
今は無き 「スイート ・ ベ
イジル」 でのライヴの休
憩時間に書いてもらい
ました。 今号の 『Jazz 
Live!』 のページ （P20）
にも登場していますが、
当時も今も変わらずとて
も紳士的な方です。
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Marcus Miller (b)
現代のカリスマ的存在のジャズ ・ ベーシスト、 マー
カス ・ ミラーの直筆サイン。 1993年、 この 『ザ ・
キング・イズ・ゴーン』 リリースに合わせて 「SOB's」
で行われたライヴ会場で書いてもらいました。

Joshua Redman (ts)
90年代前半に彗星の如くジャズ ・ シーンに登場し
たサックス奏者、ジョシュア・レッドマンの直筆サイン。
1993年のデビュー ・ アルバム 『ジョシュア ・ レッド
マン』 の曲目部分に書かれていますが、 これは今
ではほとんど目にしなくなったカセット ・ テープです。
当時はテープが擦り切れるほど聴いていました。

George Mraz (b)
チェコ出身のジャズ ・ ベーシスト、 ジョージ ・ ムラー
ツの直筆サイン。 秋吉敏子さんのバンドでセントラ
ル ・ パーク内にあるレストラン 「Tavern On The 
Green」 に出演した時に書いてもらいました。

Mickey Bass (b)
いぶし銀＆職人気質のジャズ・ベーシスト、ミッキー・
ベースの直筆サイン。 知名度は決して高くはないで
すが、 渋いプレイと名前が印象的でした。

Jimmy Cobb (ds)
マイルス・デイビスの名盤 『カインド・オブ・ブルー』
でもドラムを叩いているジミー ・ コブの直筆サイン。
ニューヨークで初めてもらったサインで、 この時にサ
イン入りのドラム・スティック （1本） ももらいました。

Walter Booker (b), etc
「スイート ・ ベイジル」 でナット ・ アダレイのグループを見
た時に書いてもらったサインで、ベースのウォルター・ブッ
カーとドラムのジミー ・ コブの娘のサインの他、 あと 2人
のサインがナットか誰のものだったか思い出せません…。
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Lenny Kravitz
レニー ・ クラヴィッツの直筆サイン。
1995 年にリリースした 4 作目のアル
バム 『サーカス』 リリースに合わせて、
ダウンタウンの HMV で行われたサイン
会に長時間並んで書いてもらいました。

BIG BLUE
ストレイ ・ キャッツのベーシストだった
リー ・ ロッカーが率いていたブルース ・
バンド＝ BIG BLUE のメンバーの直筆
サイン。 小さなブルース ・ バーでのライ
ヴの合間に書いてもらいました。

Carl Perkins
ビートルズも好んで曲をカヴァーした伝
説のロカビリー ・スター、 カール ・パー
キンスの直筆サイン。 ライヴ後に書い
てもらいましたが、 生で聴く 「ブルー ・
スウェード ・シューズ」 は最高でした！
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以下はジャズマンたちのサインではなく、 ロック系のミュージシャンたちのサインです。

Brian Setzer
ストレイ ・ キャッツのギター＆ヴォーカルだったブライ
アン ・ セッツァーの直筆サイン。 自身のオーケストラ
を率いてアッパー ・ ウエストの HMV でライヴ＆サイ
ン会を行った時に書いてもらいました。 カセットです。

Wolfman Jack
ミュージシャンではあり
ませんが、 映画 『アメ
リカン ・ グラフィティ』 に
も登場した伝説の DJ、
ウルフマン ・ ジャックの
直 筆 サ イ ン。 1995 年
7 月 1 日 （ 米 国 現 地
時間 ） に亡くなりまし
たが、 その死の直前に
ニューヨークで一日だけ
公開生放送を行い、 そ
の時に書いてもらいま
した。 名前を聞かれて
「MASAYUKI」 と伝えた
のに 「MASAYUNG」 と
書かれてしまったことも
今では良い思い出です。

最後に今年夏以降に日本各地で行われるジャズ ・ フェスティバル （一部） の詳細です。

皆さんもチャンスがあれば、 憧れのジャズマンたちに思い切ってサインをお願いしてみてはどうでしょう。

★ （札幌） 『サッポロ ・シティジャズ』 ⇒ 7/16 (Fri) ~ 8/5 (Thu), 8/7 (Sat), 8/8 (Sun) @ 札幌各地
★ （鳥取） 『妖怪 JAZZ フェスティバル』 ⇒ 7/24 (Sat) @ JR 境港駅前特設ステージ
★ （石川） 『モントレージャズフェスティバル イン 能登』 ⇒ 7/31 (Sat) @ 七尾マリンパーク
★ （山梨） 『八ケ岳ジャズフェスティバル』 ⇒ 8/8 (Sun) @ 小淵沢 アルソア野外劇場
★ （名古屋） 『江南サマージャズフェスティバル』 ⇒ 8/8 (Sun) @ 江南市民文化会館大ホール
★ （東京） 『すみだストリートジャズフェスティバル』 ⇒ 8/21 (Sat), 8/22 (Sun) @ 錦糸町
★ （横浜） 『YOKOHAMA 本牧ジャズ祭』 ⇒ 8/29 (Sun) @ 本牧市民公園内野外特設会場
★ （東京） 『東京 JAZZ』 ⇒ 9/3 (Fri), 9/4 (Sat), 9/5 (Sun) @ 東京国際フォーラム 
★ （仙台） 『定禅寺 ストリートジャズ フェスティバル』 ⇒ 9/11 (Sat), 9/12 (Sun) @ 仙台市中心部
★ （横浜） 『横濱ジャズプロムナード』 ⇒ 10/9 (Sat), 10/10 (Sun) @ 横浜エリア約 50会場
★ （東京） 『阿佐谷ジャズストリート』 ⇒ 10/22 (Fri), 10/23 (Sat) @ 阿佐谷エリア各会場


