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高木ブー
Boo Takagi
ザ ・ ドリフターズ第 5 の男、 “ ミュージシャン ” 高木ブーの素顔

取材 & 文 ： 加瀬正之

「8 時だよ！」 といういかりや長介さんの掛け声と共に、 土曜の夜 8 時は全国の子供達がテレビの前に釘付けになった時代
があった。 最高視聴率 50.5％を記録した驚異の番組 「8 時だよ！ 全員集合」 を見入ったあの頃も、 今では遠い昔のように
も感じられるが、 ザ ・ ドリフターズの人気は未だ衰えることを知らない。
インタビュー当日は、 日本橋三越本店で開催されたザ ・ ドリフターズ結成 40 周年記念展 「40 周年だョ ! 全員集合」 の初日
にあたり、 4 人のメンバーも来場し大盛況で幕を開けた。 また、 リーダー、 いかりやさんの一周忌ということもあり、 テレビで
は特番も組まれるなど、 嘗てのザ ・ ドリフターズ黄金時代が蘇って来たような慌しさの中、 メンバーのひとり、 高木ブーさん
とのインタビューが実現した。
3 月 8 日の誕生日で 72 才になったブーさん。 いかりやさんの自伝『だめだこりゃ』（新潮社）でも、「ブーちゃんがドリフターズ、
イチのアーティストだってことをみんな知らないから、 …」 と述べられているように、 ザ ・ ドリフターズ加入以前は、 バンドマン
として活躍していたブーさんの歴史は、 2 年前に出版されたブーさんの著書 『第 5 の男 どこにでもいる僕』 （朝日新聞社）
で明らかにされるまで、 世間にはあまり知られていなかったが、 「ドリフの大爆笑」 での、 雷様のコントでギターやウクレレを
弾くようになったの機に、 最近ではウクレレを弾くブーさん、 ハワイアンのブーさんとして広く認知されるようになった。 そして、
2001 年には、 麻布十番に、 ハワイアンバー 「ブーズ ・ バー ハロナ」 をオープンした。
記念すべき “The Walker” 創刊号巻頭インタビューでは、 “ ミュージシャン ” 高木ブーという一面にスポットをあてて、 『第
5 の男』 では書き尽くせなかった音楽の話を中心に語ってもらった。
（2005 年 3 月 22 日 「ブーズ・バー ハロナ」 にて）
★ ≪ブーさんといかりやさん≫
――いかりやさんが亡くなって、 もう一
年になるんですね。
「全員集合」 の頃は毎日のように会っ
てましたからね。 だから、 未だに繋がっ
ているような感じというか、 死んだような
感じがしないんです。 メンバーも皆そう
言ってましたね。
――いかりやさんも晩年は CM でベース
を弾く渋い姿が話題になりましたが、ブー
さんのウクレレとのセッションは実現しな
かったのですか？
残念ながら、 それはなかったです。 「全
員集合」 の時代は、 サイドの仕事を好
まない人で、 「そんなのやるんだったら、
ひとつのギャグでも考えろ」 って言われ
てました。 でも、 バラバラになってから
は、 僕が音楽やるのも、 店を出すことに
も、 「もうそれぞれ自分達でちゃんとやれ
ばいいんじゃないか」 っていう感じでした

ね。 あの人も原点はハワイアンだから。
★ ≪ブーさんとバンド時代≫
ジェリー藤尾さんのバンド 「パップ・コー
ンズ」 のメンバーで結成したエレキバン
ド 「シャドーズ」 は、 ギターもベースも
楽器は全部赤、 衣装は黄色と黒という
元祖ビジュアル ・ バンド的衝撃を感じさ
せるようなグループ。 このバンドは、 当
時のベンチャーズ人気に対抗して結成さ
れたそうだ。
あの頃は、 アメリカのベンチャーズ、 イ
ギリスのシャドーズって言われてましたけ
ど、 右も左もベンチャーズっていう時代
でしたからね。 それで、 僕達は音楽的
にベンチャーズでなくて、 シャドーズの方
に影響されたんです。
ブーさんのバンドマン時代の音源も探
せばあるそうだ！

★ ≪ブーさんとジャズ≫
――ジャズとの出会いは、 実家にあった
レコードだそうですね。
そうですね。 あと、 バンド時代、 ジェ
リー藤尾さんのバンド 「パップ・コーンズ」
にいた頃なんかにも、 デキシーやスイン
グもやりましたしね。 でも、元々僕はボー
カルだったんで、 一番影響を受けたのは
やっぱり 「フォー ・ フレッシュメン」 でしょ
うね。 彼らのコピーもやってましたんで。
一時は日本でも、 ダークダックスとか、
デューク ・ エイセスとか、 ジャズ ・ コーラ
ス ・ グループが流行りましたよね。
★ ≪ブーさんとエルビス ・ プレスリー≫
―― 「高木智之とハロナ ・ リズム ・ コー
ラス」 時代の写真 （『第 5 の男』 に掲載）
に、 プレスリーを意識したようなポーズを
きめている写真もありますね。
僕は結構プレスリーの曲はやってまし
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ハワイアン ・ クリスマス
（ソニーレコード ： SRCL-3727）

ヴィンテージ～ブーのハワイアン ソングス～
（ソニーレコード ： SRCL-4322）

レット ・ イット ・ ブー
（ソニーミュージック：AICT-1166）
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たね。 米軍キャンプで演奏している時代
にレコードを仕入れて、 知らず知らずの
うちにやってました。 まあ今、 「やれ」 っ
て言われてもできないけどね （笑）。 僕
がプレスリーを好きなのは、 バックコーラ
ス付けてたでしょ。 あれは 「ジョーダネ
アーズ」 （＝ 14 年間エルビスのバック ・
コーラスとして活躍したグループ） なん
ですよ。 僕もコーラスをやってましたし、
LP も持ってましてね。 コンサートの映像
で、 エルビスの後で変なおっさん達が 4
人立っているんですよ。 ギター、 ベース、
ドラムにあの賛美歌的なコーラスね、 そ
れをそのまんまプレスリーは使ってんで
すよね。 これは後で気が付いたんです
けど、 「ああ、 すげえなあ」 と思いまし
たよ。 だから、後半のプレスリーのレコー
ドに、 賛美歌が入っているのがあるんで
すけど、 あれは好きですね。
エルビスのゴスペルを完全収録した
3 枚 組 Ｃ Ｄ 『Peace In The Valley Complete Gospel Recordings』 などは、
お薦め！
★ ≪ブーさんとギター≫
――バンド時代のレパートリーについて
昔 は、 カ ヴ ァ ー じ ゃ な き ゃ 許 さ れ
な か っ た ん で す よ。 日 本 の 歌 や オ リ
ジナルっていうのはまだない頃だからね。
あの頃はレコード通り弾かないと無視さ
れたり、 エレキのソロなんかでも、 レコー
ド通り弾かないと 「へたくそっ」 て言わ
れちゃうしね。 そういう時代だったんです
よ。 また、 あの頃はエコー・マシンで歌っ
ているのを日本人は知らないから、 そう
いう歌い方だって思って聴いたりしてね
（笑）。 アンプだって、 でっかいのを並べ
て使ってましたからね。 日本の楽器屋さ
んもコピーするんで大変だったみたいで
すよ。 ドリフタ―ズでギター弾いている頃
は、 ギブソンとかジャガーなんかを使っ
てました。 あと、ビートルズがリッケンバッ
カ―を使っていたから、 それでグヤトー
ンが全く同じようなものを作って、 それを
貰って弾いていたこともありましたね。 ド
リフタ―ズの前なんて、 鈴木のギターで
すよ！ ドリフターズに入ってようやくギ
ブソンなんか使い始めたんですよね。 み

んなお金が無かったから。 今回の 「ザ ・
ドリフターズ結成 40 周年記念展」 にも
出てましたよ。 「ビートルズ公演で使った
ギター！」 なんて。 ただそれだけなんだ
けどね （笑）。
――最近ギターは弾いていますか？
いや、 もう弾けないね。 昔弾いていた
頃は指先に線がついてましたもん。 でも
それがなくなっちゃって、 もう完全にウク
レレの指になっちゃったんでね。
…と謙遜するブーさんもやはり元々は
ギタリスト。 ギターや楽器の話題になる
と、 ―瞬少年のような目の輝きをみせる
表情がとても印象的だった。 ブーさんは
生粋のミュージシャンなのだ。
★ ≪ブーさんとベース≫
――バンド時代にベースを弾いたことは
ありますか？
僕はないですね。 ヴォーカルやギター、
バンジョーでしたから。 でもベースってい
えば、 ビル ・ ヘイリー & コメッツが出て
きた頃に、『女はそれを我慢できない』 っ
ていう映画がありましてね。 その中で、
いろいろなバンドが出てきて、 ベースが
見えるのがコメッツだけなんですよ、 ウッ
ドベースがね。 他のグループは、 絵図
らで見ると、 どう見てもベースがないん
ですよ。 でもよく見たらエレキベースな
んだよね。 まだ、 当時の日本にはエレ
キベースなんてない頃でね。 それで、 う
ちのベーシストがどうしてもエレキベース
が欲しいっていうんで、 当時東京にあっ
たアーニ－パイル劇場っていう所で、 ト
ミー ・ パーマー ・ オーケストラっていった
かな？ そのオーケストラがエレキベー
スを使ってるっていうんで、 交渉しに行っ
たんですよ。 結局、 断られたんですけど
ね。 日本の楽器屋さんに頼んでも、 「弦
が無いから、 無理だよ」 って言われまし
てね。 でも、 何とか強引に作ってもらっ
たんですよ。 僕が弦を取り寄せて、 普通
のギターのボディーに取り付けてもらっ
たんです。 多分、 僕達が初めてじゃない
のかな？ ハワイアンのバンドでエレキ
ベース取り入れたのは。 あの頃はみん
なウッドベースでしたし、 いかりやさんも
ずっとウッドベースでしたからね。 エレキ

ベースもいいけどやっぱり、 「ドゥン、 ドゥ
ン、 ドゥン、 ドゥン」 っていうウッドベース
の方がいいね。 昔は弦が羊 （ガット弦）
だったから、 弾いているとだんだん剥け
てくるのね。 だから、 その部分を燃やし
たりして。 指にはマメもできましたしね。
今のベーシストはアンプを通して弾くし、
楽ですよね。
★ ≪ブーさんとザ ・ ドリフターズ≫
――バンドからコントへの変換期
いや、 変換期っていうか、 志村 （＝志
村けんさん） が入って駄目だっただけな
んだよね。 志村も最初は僕のギターを
使って弾いていて、 僕がオルガンやった
んだけど、 僕が全然弾けないんで、 結
局それで駄目になっちゃたんですよ。 で
も、 ドリフタ―ズのミュージシャンとして
の腕前は、 特別上手じゃなくても、 一応
皆それなりの実力はありましたよね。 あ
の時は、 コントやるんで忙しくって、 バン
ドへの未練なんか感じる時間もなかった
んですよ。 でもまあ、今は「こぶ茶バンド」
（＝仲本工事さん＆加藤茶さんとのバン
ド） で、 多少その頃の名残みたいなこと
をやってますけどね。
――志村さんが正式メンバーになってか
らのドリフは、 （早口ことばとか、 ヒゲダ
ンス等） 音楽的にもソウル色の濃いもの
が増えてきましたよね。
そうですね。 志村はソウル系とか聴く
のは好きなんですよね。 僕の場合は、
コモドアーズまではいったけど、 16 ビー
トはできないっていうんで、 もうそこで駄
�
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ハワイアンで聴く モーニング娘。
シングルコレクション
（ゼティマ：EPCE-5167）
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美女と YA!Boo
～ハワイアンサウンドによる昭和歌謡名曲集～
（ユニバーサル：UICZ-4102）

ザ ・ ドリフターズ ベストコレクション
（渡辺音楽出版 ： WMP4003）

なかった頃だったんだけど、 トリオ・ロス・
パンチョスとかも来たしね。 今と違って長
年夢に見た人達が目の前に来たでしょ、
あの衝撃は凄かったよね。 いい時代でし
たよ。

目になっちゃいました。 ロックンロールと
かロカビリー、 プレスリーくらいの音楽ま
ではできたけど、 ビートルズなんかとて
もじゃないっていう感じでしたね。 彼らの
曲やコード進行なんか、敵わないもんね。
ビートルズを聴いて、「ああ、駄目だな」 っ
て思いました。
★ ≪ブーさんとビートルズ≫
――ドリフターズは武道館のビートルズ
公演の前座で 「のっぽのサリー」 を演
奏したことでも有名ですが、 ビートルズと
の接点は本当に全くなかったのですか？
いや、 とてもじゃないけど、 警備が凄
かったですからね。 一応、 前座という感
じでやりましたけど、 ドラムは貸してくれ
ないし、 オルガンとかキーボードも置か
せてくれなし、 惨めな話ですよ…。 です
から、 どういうわけか荒井さん （＝荒井
注さん / ピアノ＆キーボード担当） が、
ギター弾いているんですよね （笑）。
この前座公演に関して、 1966 年 6 月
30 日と 7 月 1 日 ( 午前の部 ) の 2 回出
演説など諸説あるが、 ブーさんに確認
したところ、 初日だけの登場だったこと
が判明。 また、 ビートルズと同じステー
ジで演奏できたのはドリフタ―ズだけで、
他の出演者はステージ下で演奏したそう
だ。 当時はビートルズをはじめ、 今や伝
説となった海外のバンドやアーティストが
初来日を飾る時代でもあったが、 その頃
の想い出を懐かしむように振り返ってい
たブーさんの表情も印象的だった。
あの頃は、 なかなか外タレが日本に来

★ ≪ブーさんとハワイアン≫
――最近は、 「美女と YA!Boo」 やモー
ニング娘。 等、 いろいろな人たちと競演
していますが、 今後の具体的な活動に
ついてお聞かせ下さい。
最近は、 何でもかんでもハワイアンに
しちゃおうって、 いろいろな曲をカヴァー
する方向にいっているんですよ。 で、 今
度は 「童謡」 をハワイアンにしたらどう
かなあって思っているんだけどね。 僕も
孫が生まれたんで、そういう意味でも 「童
謡」 なんていいんじゃないかなあと思っ
ているんですけど。 でも、 やっぱりそう
いうことに乗ってきてくれないとね…。
ブーさんの 「童謡」 をハワイアンにと
いうアイデア、 ブーさんのウクレレと常夏
のハワイのようにポカポカとあたたかい
ヴォーカルで聴く 「童謡」 なら最高だ！
各レコード会社さんも、 ブーさんのこの
アイデアには黙っていられないはず！！
――日本のハワイアンの現状について
今の日本のハワイアンは、 フラダンス
の勢いに押されちゃっている感じで、 少
し寂しい気もしますね。 サザンの関口く
んとか、 小錦なんかも頑張ってますけ
ど。 バンドとしてのグループ活動っていう
のは少ないんですよねえ。 でも、 これは
完全にカラオケのおかげですからね。 僕
等が銀座とか新宿でバンドやっている時
は、ハワイアンやっている店なんて、 あっ
ちにもこっちにもありましたし、 どこから
でもハワイアンが聞こえてきましたよ。 そ
のくらい流行ってたんですよね。 それが
カラオケのおかげで全部ダメ。 バンドマ
ンの失業っていうのもそういうところから
来てるんですよね。
――ハワイアンを広めるために
そのカラオケに行っても、 本当に惨め
なの。 ジャズやラテンなんかは， 昔の曲
も結構たくさんあるんですけど、 ハワイ
アンの曲はほんの数曲しかないんだもん
ね。 日本のハワイアンにもいい曲はたく
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「ザ ・ ドリフターズ結成 40 周年記念盤
8 時だヨ ! 全員集合 DVD BOX」 （3 枚組）
（発売元：TBS / 販売元:ポニーキャニオン）
【発売中 ￥10,290 （税込）】

第 5 の男 どこにでもいる僕
（朝日新聞社 ：
ISBN4-02-257840-8）

さんあるんですよ。 カラオケでも歌えるよ
うに、 もう少し増やして頂ければなあって
思います。 あと、 少しずつウクレレやる
人も増えてきたけど、 どうしたらいいんだ
ろうかね…。 フラダンスの人口なんかは
増えてますから、 もっといろんなところか
ら人気が出てくればなあと思っているん
ですけど、 踊りだけでなくて、 やっぱり
歌の方ももう少し盛り上がってくれると嬉
しいですね。
――最後にウクレレを始めようという人
に、 楽器選びの点でアドバイスをお願い
します。
楽器屋さんに聞いてみるのが一番だろ
うけど、 最低限 2~3 万円出さないといい
音が出ないね。 僕の “ 高木ブーモデル ”
なんかもありますし、 これからもウクレレ
人口が増えるとありがたいですね。
お疲れのところ、 とても気さくに語って
くれたブーさん。 「全員集合」 直撃世代
の私にとっては、 夢のような時間だった。
インタビュー後のライヴでは、 ニューハ
ロナのメンバーで、 スチール ・ ギターの
高橋昭二さんも飛び入りして、 ブーさん
が 「ブルー ・ ハワイ」 「小さな竹の橋の
下で」 などの名曲を披露。 お客さんもフ
ラダンスを踊り、 「ブーズ・バー ハロナ」
の店長、 美香さんをはじめ、 素晴らしい
スタッフの方々からの美味しいお酒と料
理による手厚いおもてなしを受け、 すっ
かりハワイ気分を満喫させてもらった。
皆さんも 「ブーズ ・ バー ハロナ」 に
行けば、 素顔のブーさんに会えますよ！

ブーさんからの耳より情報！
この夏、 高木ブーさんプロデュース
によるイベントが開催されます！
ハワイアン ・ コンサート
ファッション ・ ショーに
ウクレレ ・ コーナーなど
楽しいイベントが盛り沢山！
もちろん、 ブーさんも歌います。

日時 ： 2005 年 7 月 22 日 （金曜日）
場所 ： 東京読売ホール
ブーさんのお店 Boo's Bar HALONA
ブーさんのソロや
ニューハロナとの
ライヴもあるよ！
詳しくは電話か
ホームページで
チェックしてね！

ブーズ ・ バー ハロナ
〒 106-0045 東京都港区麻布十番 1-5-6
昇陽麻布十番ビル 3F （鳥居坂下）
Tel & Fax: 03-3405-9594
http://www.takagiboo-halona.com
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