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テイクになっているジョン ・ コルトレーンの 「ナイーマ」 っていう

曲です。 Shima&ShikouDUO4作目にして最高傑作かなあとは

思いますね、 本当に！　あと、 自分のレーベル 『MOS sound』
の一発目の作品になるので、 気合いが入っていますね。 6月

15日 （金） には、 渋谷 「Jz Brat」 で Shima&ShikouDUO の

ワンマン ・ ライヴも決定しています！

★ 『MOS sound』 レーベル立ち上げ！

　僕はプロデューサー業もやっているんで、 結構レーベルへ売り

込みをしていたんですが、 何せこういう景気なのでなかなか決ま

らないし、 決まったとしても条件は悪い…、 決まるにも時間がめ

ちゃくちゃかかる…など、 何かとそんなにいいことがないわけな

んですよ （笑）。 だから結局、 自分の好きな音楽を作っていくと

したら、 やっぱり売るっていうこと自体にもアーティスト自身が責

任を負わないといけないんじゃないかって常々感じていたので、

それを実行に移そうと思ったのが今回の立ち上げになったんで

す。 アーティストの自己責任ですよね。 また、 そういう宣言をし

ていかないと、 みんなも付いて来てくれないっていうこともあるの

で、 そういう責任感もあります。

★ "Silent Jazz Case" としてのプロデューサー業について

　そもそもなんでプロデューサーという肩書でも活動をしているか

というと、 トランペッターとして面白い現場がどんどん少なくなっ

ているんですよね。 J ポップとかでも最近ホーンが入っているサ

ウンドも少なくなっているし、 上の世代の方々、 諸先輩を見てい

ると、何か音楽に対してワクワクしていないと感じるんです。また、

そういうワクワクする現場がない。 仕事が少なくなっているってい

う管楽器業界の事情もあるんですよね。 それだったら自分で作っ

ていこうということで、 トランペッターとしてできるプロデュースや

アレンジをやり始めたんです。 僕の気に入ったアーティストに声

をかけて積極的に音を作って行こう。 そういうことをアプローチし

て具体化していこうということですね。 ジャム ・ セッションを企画

している理由もそういうところなんです。 もっと自分より若い世代

のミュージシャンとも交流を持ちたいですしね。

★今注目しているアーティストは

　今日のライヴにも出る bohemianvoodoo やピアニストの高木

★今日の 『バースデー＆プロ活動 10周年記念　ライブイベント』

について

　僕の地元の 「元住吉 POWERS 2」 っていうこの店で、毎月ジャ

ム・セッションをやっているんですけど、今日はライヴと言うかホー

ムパーティーみたいな感じですね。 出演者も僕がプロデュースと

かサポートや曲等で関わっているアーティストに声をかけました。

≪＊ P20にライヴ ・レポート掲載！≫

★プロ活動 10年を振り返って

　10年ですね…。 10年前と音楽業界の事情も違いますし、 何

とかやってこれたかなあという気持ちです。僕は元々ジャズ・シー

ンやジャズ ・ クラブで活躍していたのではなくて、 僕等の世代の

J ポップとジャズ、 ジャズに近い J ポップみたいなシーン、 EGO-
WRAPPIN' とかオレンジペコーとか、 そういう人たちと一緒に

日々音楽をクリエイトしてきたので、 そういう意味では特種な世

代ですよね。 10 くらい上の世代だとフュージョンとかスタジオ ・

ワークやストレート ・ アヘッドなジャズをやるプロフェッショナルな

人がいっぱいて、 逆に 20代前半くらいの若い世代になると昔に

戻ってストレート・アヘッドなジャズをやっている人が多いですが、

僕等は特種で面白い世代なんで、 そういう意識を持って今後も

活動していきたいですね。 ジャズと J ポップとかオール ・ ジャン

ルがグチャとなっている感じをやっていきたいと思っています。

★ 4月 18日発売の Shima&ShikouDUO 3年振り＆ 4作目の

ニュー ・アルバムについて

　今回は 1500人くらいのホールを貸し切って 2日間で一発録

りした限りなく生々しい音で録れているアルバムです。 かれこれ

250タイトルくらいのレコーディングや CM のレコーディング等たく

さんやってきたんですけど、 一番最高の音で録れたなあと思える

作品になっています！　管楽器の音色に関しては、 かなり自信

があります。 タイトルは『呼吸』です。 息遣いとか息を合わせるっ

ていう音楽の醍醐味が伝わってくるアルバムなので、 そういうタ

イトルにしました。 全 13曲中 11曲がオリジナルで、 全曲いい

曲が書けたと思います！　2曲のカヴァーは昨年の秋に 『そうだ

京都に行こう』 という CM の音楽でもやらせてもらった 「マイ・フェ

イヴァリット ・シングス」 と、 バラードなんですけどファンタジーな

感じの最高のグルーヴを Shikou が作ってくれて、 かなり面白い
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Jazz Interview　 Vol.28
日本のジャズ・シーンを牽引していく男

有言実行のトランペッター＆プロデューサー！

　一音で情景を一変させ、 聴く者を釘付けにしてしまうような存在感

ある島裕介のトランペット。13歳からトランペットを吹き始め、2002年、

27歳からプロ活動を開始。 自身のトランペットと伊藤志宏のピアノに

よるユニット "Shima&ShikouDUO" は、 シンプルな編成でありながら

叙情的 ・ 情熱的な演奏で話題を呼び、 2009年にビクターより 3作

目のアルバム 『Poetry』 をメジャー ・ リリースした。 また、 2009年

からはプロデューサー名義 "Silent Jazz Case" としても活動を始め、

数多くのアーティストたちをサポートし続けている。 そして、 プロ活動

10周年となる今年、 自身のレーベル 『MOS sound』 を立ち上げ、

4月に Shima&ShikouDUO 3年振り＆ 4作目のアルバム 『呼吸』

リリースを控える中、 ライブイベント直前に語ってもらった。

【2012年 2月 12日（日）「元住吉 POWERS 2」にて　取材＆文：加瀬正之】

島裕介【Yusuke Shima】
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里代子ちゃんとかも面白いですよ。 キャラもいいし、 ピアノも上

手いし、 しかも曲がいい！

★ 27歳からプロ活動を開始するまで

　13歳からトランペットを吹き始めて、 学生時代はずっとブラス ・

バンドをやっていて、 アドリブとかもとっていました。 大学時代は

慶応のライト ・ ミュージック ・ ソサエティと慶応のジャズ研究会に

所属していてビッグ ・ バンドで演奏していました。 僕と同世代だ

とTOKU (tp, flh)とか小沼ようすけ (g)は、学生の頃から親しくて、

よくジャム ・ セッションに行っていたんですよね。 彼等はその後

デビューして華やかな所に行ったんですけど、 学生の頃にギグ

を何回かやったので、 ギャラが安いってことはよく知っていたん

で、これじゃ食っていけないっていうことを感じて、僕はパナソニッ

クという会社に一度就職したんです。 それで 3年間悶々としてい

たんですが、食えるか食えないかではなくて、やっぱりやりたいっ

ていう衝動を抑え切れなかったということなんでしょうね。それで、

27歳になる手前でパナソニックを辞めて現在に至っています。

★ジャズに興味を持つきっかけとなったアルバム

　いっぱいありますけど、 しいて言うならば、 マイルス ・ デイヴィ

スの 『クッキン』 ですね。 高校の先輩に薦められて聴いたんで

すけど、 「マイ ・ フェイヴァリット ・ シングス」 のあのトランペット

で歌う感じは衝撃的でした！　それで目覚めちゃったんですね。

★思い出に残るライヴ

　Shima&ShikouDUO で 『フジ ・ ロック ・ フェスティバル』 に出

た時はやっぱり嬉しかったですね。 サポートとしては何回か 『フ

ジ ・ ロック』 や他のフェスティバルにも出ていたんですけど、 自

分がリーダーで出るっていうのは嬉しかったです。 特に最初は観

客が 30人くらいだったのが、 最後の方でディレクターがザックリ

数えたら 1500人 （！） くらいいたって言っていたので。

★島さんの好きなベーシスト

　LA で生で聴いたこともあるんですけど、 レイ ・ ブラウンは好き

ですね。 あとやっぱりジャコ・パストリアスは音楽もそうですけど、

生き様とか活動のスタンスとかが好きです。 でも正直、 僕ベーシ

ストってあんまりいいイメージがないんですよ…。 なぜかって言う

と、 仕事的に受け身な人がほとんどなんですよね。 楽器の特性

もありますが、 曲は作るんですけど、 自分で何かを作っていくっ

ていうパッションがある人にあまり出会ったことがないんです。 そ

れを考えるとジャコは凄いですよね。 あんなに器用で何でもでき

るのに、 凄い大所帯のビッグ ・ バンドを率いて （赤字覚悟のよ

うな状況下で） ワールド ・ ツアーに出たり、 『ワード ・ オブ ・ マ

ウス』 等の作品を作るというのはなかなかできないことだと思う

んです。 ジャコほど弾けたら、 スタジオ ・ワークでいくらでも仕事

があったはずですが、自分の看板であれだけ音源を残してツアー

回ってって、 そうそうできないことだと思うんですよね。

The Walker's  19

★トランペッター＆プロデューサーとして

　あまり大きな事は考えられないんですけど、 とりあえず自分の

できることをやるしかないですよね。 でも、 まずトランペッター

であるというスタンスがないと説得力がないと思うんです。 プロ

デューサーとかアレンジャーというのは必要だと思うんですけど、

昔ほどお金がある時代、 音楽にお金をかけていける時代ではな

いので、 そうするとやっぱり軸となる人に何か軸となるサウンド

がないとダメだと思うんです。 僕の場合だとトランペットのサウン

ドなので、 そこは大切にしていきたいし、 日々精進して練習して

います。 それありきですね。

★島さんの夢

　やっぱり音源を作り続けることですね。 あと、海外でももうちょっ

と活動できるようにしたいと思っています。 特にアジアで！　タイ

とかインドネシアで僕のことを知ってくれていて、 実際聴いてくれ

ている人がいるみたいなんです。 だから、 実際に向こうに行って

ライヴをしたり、 向こうのアーティストとコラボして音を作るという

所まで行きたいですね。

★最後に、 島さんのようなミュージシャンを目指す若い人たちに

メッセージをお願いします！

　若者でいまだにスタジオ ・ ミュージシャンを夢見ている人がい

るんですけど、 「絶対無理だよ！」 って言いたいですね。 エリッ

ク宮城くらい吹ければあり得るかもしれないけど （笑）。 とにかく、

自分のサウンドを作って自分で売って欲しい！　雇われようと思

わないで欲しい！　それだけですね。

Shima&ShikouDUO4作目＆MOS sound第一弾作品！

MOS Sound：MOSS-1
￥2,500 (tax in)

2012.4.18 In Stores!

呼吸

Shima&ShikouDuo

【島裕介ホームページ】　↓
http://www.k5.dion.ne.jp/~ssduo/shima/index.html

【Shima&ShikouDUO ホームページ】　↓
http://www.k5.dion.ne.jp/~ssduo/index.html

島裕介が立ち上げたレーベル MOS sound（モス・サウンド）

≪ MOS = Music Office Shima ≫。

4 月 18 日発売の Shima&ShikouDUO の 4 作目 『呼吸』

を皮切りに、 様々なアーチストと音を作って作品をリリース

していくという注目のレーベル。 ロゴもクールでカッコいい！

＊ご興味のある方は、 こちらまで⇒ info@officeshima.com


