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国宝級のパーカッショニストで、 私が 20代からのお付き合い
です。 今回ドキドキしながらお願いしました。 選曲は私とプロ
デューサーの後藤さんとしました。

♪ベースソロも素晴らしいオープニングの 「Stardust」 は、
幼い頃に見ていた TV 番組 「シャボン玉ホリデー」 のエンディ
ング・テーマで、 初めてジャズを意識した曲もあるそうですが、
音楽との出会いについて聞かせて下さい。

　 11歳で Otis Redding の 「Dog of the Bay」 を聴き、 Otis
にのめり込みました。 彼のレコードをほとんど聴き、 次に
Wes と Jimmy Smith のアルバムを買って、 それからアメリカ
のジャズにハマりました。

♪シダー ・ ウォルトンの 「Bolivia」 はアルバムの中でもお気
に入りの曲で、 ベースがセクシー＆ファンキーで最高です。
この曲は高梨さんにとって難曲だったのですか？

　 19歳の時ピットインでシダー ・ウォルトン ・ トリオを聴いて、
腰が抜けるほどサム ・ジョーンズに驚きました。 サム ・ジョー
ンズさんの Walk は凄かったです。 憧れと恐れの入り混じっ
た曲です。

♪忌野清志郎さんの 「山のふもとで犬と暮らしている」 は、
発足間もない RC サクセションのコンサートツアーのスタッフ
としてベースを弾き始めた頃に、 清志郎さんにいきなりスタジ
オに呼ばれて初レコーディングした思い出の曲だそうですが、
その時のレコーディングはいかがでした？　また、 初期の RC
サクセションのベースは小林和生 （＝リンコさん） でしたが、
リンコさんからはベースについて色々と教わったのですか？

　 16歳で初期の RC サクセションの 3人と出会います。 リン
コさんがコントラバスを弾いていて、 それまでギターはおろかど
んな楽器も弾けない自分だったのに、 何故か弦が 4本、 これ
なら左手の指の数と同じだから、 ひょっとして自分でも弾けな
いかなあ？と思いリンコさんにポジションを教わりました。 初舞
台は 16か 17歳になりたてで、 リンコさんのトラでした。 厚生
年金ホールや日比谷野音、、、 初レコーディングもその頃です。

♪まずは初リーダーアルバム 『イフ・アイ・クッド・ゴー・バック』
のリリースおめでとうございます！　今の率直な気持ちを聞か
せて下さい。

　 初めてのリーダーアルバムで、 大変でした！　ですが、 お
世話になった方々の協力で素晴らしいアルバムが出来まし
た。 何一つ自分だけでは出来ませんでした！　もうひたすら
感謝の気持ちでいっぱいです。

♪ 66歳を迎えての初リーダーアルバムとなりましたが、 どの
ようなきっかけでアルバム制作に至ったのですか？

　 私はベースを色々なバンドで弾いて生きて来ました。 縁の
ある方々と二曲くらいずつレコーディングする予定で構想を
練っていました。 旧くからの友人のピアニストが、 病気になっ
てしまい何組かのレコーディング計画を変更せざるを得ない
事になりました。 4月にレコーディング予定だったけど、 8月
になりました。

♪アルバムタイトルにはどのような思いが込められているの
ですか？

　 色々案があったけど、 「If I Could」 って曲をラストに持って
来たので、 自分の恥ずかしい人生、 昔に戻ってやり直しなん
て感じのタイトルにしました （笑）。 でも、 初めてのアルバム
で過去を振り返るのおかしいですよね。 だからライナーノーツ
の最後に 「これからもガンガン進みます！！」って書きました。

♪選曲やメンバーはどのように選ばれたのですか？

　 基本のトリオは、 ピアニストの森田潔さん、 ドラマーの斉藤
純さんにお願いしました。 私が心から信頼できるバンドマンで
す。 基本的に学校出のミュージシャンて、 私少し苦手なんで
す。 プロデュースを買って出てくれたテナーサックスの後藤輝
夫さんは学校の先輩であり、 今も仲良くしてもらってます。 ギ
ターの加藤崇之さんは、 17歳のジャズデビューの頃からの
戦友です。 誕生日も産まれた病院も同じという縁の持ち主で
す。 コンガ、 パーカッションの今村裕司さんは、 日本の誇る
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16歳から音楽＆バンドの世界に身を置いて50年。

66歳を迎え、 この 8月に自身初のリーダーアル

バム 『イフ ・アイ ・クッド ・ゴー ・バック』 をリリー

スした高梨道生。半世紀に渡ってライヴやコンサー

ト、 レコーディングと第一線で活躍して来た名ベー

スマンだ。 初リーダーアルバムの話は勿論、 ベー

スの師匠であるロン ・ カーターとの出会い、 多大

な影響を受けた MJQ のベーシスト＝パーシー ・

ヒースとの思い出、 また、 日本が誇る伝説のロッ

クバンド＝ RC サクセション〜忌野清志郎とのエピ

ソードなど、 貴重な話を聞かせてくれた。 初のリー

ダーアルバムも最高！　本誌編集長も尊敬する

ファンキー＆セクシーなベースマンです。

【2021年 8月 取材 ・文 : 加瀬正之】
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♪高梨さんにとって、 忌野清志郎さんとはどんな人だったの
ですか？　また清志郎さんとの特別な思い出などはあります
か？

　 清志ちゃんは懐深い大人物です♪　だってベース始めたて
のガキをコンサートやレコーディングに使う？？？　山の麓は
30何歳の時、 スタジオに遊び行ったらいきなり 「お前弾け !」
と言われて録音した思い出の曲です。

♪ 「Django」 は尊敬し多大な影響を受けた MJQ のベーシ
スト、 パーシー ・ ヒースに捧げられていますが、 パーシーさ
んとの思い出について聞かせて下さい。

　 六本木にボディーアンドソウルがあった頃、 ドラムスの佐
藤節雄さんのトリオで、 森田潔さんと金曜日の夜中の部で毎
週演奏させてもらっていました。 アメリカから帰って大分経ち、
どうやってベースを弾いたら良いのか？全然わからなくなって
しまい、 演奏前に俳優座のバーで一杯引っ掛けて演奏しよう
と思って六本木交番の横断歩道を渡っていたら、 前からパー
シーさんが歩いてこられた。すぐに U ターンして後を追ったら、
案の定ボディーの階段を登って行かれ、 私のプレイを聴いて
くださって、 その後シットインしてくださって！　一生忘れない
pianissimo の Walk を教えていただき、後には相棒のコニー・
ケイさんと一緒に私が演奏していたクラブに来てくれて、 コ
ニーさんと 3時間演奏させてもらいました。 MJQ のコンサー
トにも招待してくださって、 楽器も弾かせてくださって、 俺の為
にニューヨークで楽器探してくれるって言ってくださって。 自分
にとって大師匠、 大恩人です。

♪アルバム唯一のオリジナル曲 「Rwanda Funky」 は、 正
にファンキーなベース ・ ラインと後藤輝夫さんのサックスも最
高ですが、 ルワンダへの旅はかなり思い出深かったですか？

　 一昨年、 後藤さんと旅したルワンダは、 カルチャーショック
でした。 全ての音楽のルーツはアフリカです！！　昔のアメリ
カのジャズには、 アフリカが色濃くありました。 今は残念だけ
ど、 あまり感じない。 Beat、 3連符、 自然な歌声、 踊りはセ
クシャル、 人々は音楽を直ぐ楽しむ。 後藤さんと 2人で演奏
すると、 みんな踊ってくれる！　虐殺記念館では幽霊に乗っ
かられ、 動物パークでは怒った象に追いかけられ。 ルワンダ
では最高の友達ができました。 危ない目にも遭いそうになっ
たけど、 勘ばたらきも少し良くなりました。 「ルワンダ ・ ファン
キー」 はお世話になった方のリビングで作った曲です。

♪師匠でもあるロン ・ カーターさんからのコメントがライナー
に記載されていますが、 嬉しい限りだと思います。 ロン ・ さ
んとの出会いについて聞かせて下さい。

　 ロンさんには、お世話になりっぱなしです。 30歳くらいから、
いろんなジャズフェスでお目にかかって、 だんだんと仲良くし
ていただいています。 私の事を日本人の友達と言ってくれる、
大師匠です！！　駄目元で音源を送ったら、 めちゃくちゃ褒

めてくださって。 いつもは、 ダメ出しの嵐なんですが、、、 世界
一の天才ベーシストが仲良くしてくれる、、 なんでかな？　あり
がとうございます！　おかげ様です。

♪ジャンルに関わらず、 お気に入りにアルバムを 3枚挙げて
もらえますか？

　 MJQ　『Last Concert』
　 スタンリー ・ タレンタイン　『Cherry』
　 高梨道生　『If I Could Go Back』

♪ジャズ ・ ベーシストとして大切なことは何ですか？

　 自分をジャズ ・ ベーシストとは思っていません。 自分の好
きな音楽にまっすぐ向き合って、 バンドにとって一番なリズム
とグルーヴを演奏してバンドが良くなるよう努力する事。

♪本誌由来のジャズ ・ ベースマン、 リロイ ・ ヴィネガーにつ
いて一言お願いします。

　 Walk の天才ベーシスト！　ジミー・スミスのブルー・スミス、
最高です！

♪高梨さんの夢は？

　 早く CD が売れて、 セカンドをレコーディングしたいです。

♪最後に、 「The Walker's」 読者とファンに向けてメッセージ
をお願いします。

　 今後も 「The Walker's」 を宜しく御愛読くださいね。 是非、
私の CD も聴いてくださいね。
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『イフ ・アイ ・ クッド ・ゴー ・バック』
高梨道生

高梨道生の初リーダーアルバム

MSC-9012   ¥ 3,000 （税込） 8月 6日発売


