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大野俊三
日本が誇る名トランペッター！

1974年にアート ・ ブレイキーの誘いでＮＹへ渡ってから

34年…。 数々の名立たる伝説のグループを渡り歩き、

2度のグラミー賞も獲得する傍ら、 1988年に唇を切り、

前歯を折る交通事故に巻き込まれ、 1996年には扁桃

ガンを除去する大手術を受けるも、 不撓不屈、 強靭な

精神力で見事に復活を果たして来た大野修三。 3年ぶ

りの新作 『SAKURA』 のレコーディングのために来日

したその名トランペッターとのインタビューが実現した！

（2008年 2月 26日（火）「ホテル・アバンシェル赤坂」にて）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材 & 文 ：加瀬正之

♪　大野さんの代表曲でもあり、前作 『ホーム』 にも収録の 「バ

ブルズ」 が新作でも再演されていますね

　特に今回アレンジを大きく変えたわけではなくて、 ドラムの渡嘉

敷くんの閃きで、 土着性のあるリズムを出してくれたんですけど、

ああ、 こういう風にもできるんだなあって新鮮に感じましたね。

♪　大野さんがトランペットを吹くようになった経緯を教えて下さい

　小学校の頃に文部省推薦の映画を年に 1~2回、 学校の生徒

全員で映画館に見に行ったんですよね。 その中に 『トランペット

少年』 っていう映画があって、 その影響からトランペットに興味

を持ち始めたんです。 中学校に入って吹奏楽部があったんです

けど、 トランペットの席が空いてなくて、 それで、 バスケットボー

ルとかスポーツクラブに入ったんですけど足を痛めちゃって、 仕

方がないから吹奏楽部に入って、 最初はユーフォニアムという楽

器をやって、 それからトロンボーンに替わって、 高校 2年になっ

て初めてトランペットの席に着くことが出来たんです。 ジャズに興

味を持ち始めたのは、 中学 2年生くらいの時に 『グレン ・ ミラー

物語』 という映画が来て、 7回か 8回くらい見に行きましたけ

ど、 その中でルイ ・ アームストロングとかジャズ ・ ミュージシャン

がたくさん出るシーンがあるんですよね。 その影響も大きかった

と思います。 あと、 僕の地元岐阜の市内にジャズ喫茶があって、

あの頃はギャバレーやナイトクラブのミュージシャンが仕事が終

わってからレコードを聴きに来るんですよね。それで、ミュージシャ

ンの人から 「自分の店に遊びにおいでよ！」 って言われて、 高

校生の初めの頃にトランペットを持ってナイトクラブとかに行くよう

になったんです。 そこでは、 いろいろなことを教わりましたね。

♪　1974年にニューヨークへ渡るきっかけとなったアート ・ ブレ

イキーとの出会いについて

　1973年にアート ・ ブレイキーが来日した時、 あの頃 NHK で

『世界の音楽』 っていう番組がありましてね。 その番組にアート・

ブレイキーが出演するということだったんですけど、 トランペット

の人が来れなくて、僕が代役で一緒に演奏させて頂いたんです。

最初は僕の所ではなくて、僕の友人に電話が行ったんですけど、

友人がビビッちゃって。 それで、 僕の所に電話が掛かって来て

「しょうがないなぁ」 って行ったんです。 そして、 演奏後にアート・

ブレイキーに 「ニューヨークへ来い！」 って言われたんですよね。

でも、 直ぐにニューヨークに行ったわけではなくて、 あの頃僕は

ジョージ大塚さんのグループにいて、 僕の友人で日野皓正さん

のグループでピアノを弾いていた益田幹夫と、 お互いにグルー

♪　新作でも日本の名曲が 3曲 （「さくらさくら」 「赤とんぼ」 「浜

辺の歌」） 収録されていますが、9作目の 『ポエトリー・オブ・ジャ

パン』 から日本の童謡 ・唱歌等に積極的に取り組んでいますね

　即興になってしまえば、 もうジャズの世界なんですけども、 メロ

ディの入り口の部分で知っている曲だとリスナーの人と接点がで

きて、 スッと中に入って来てくれるんです。 それで日本の曲もい

いんじゃないかと思ってね。 もうひとつは、 ニューヨークに住んで

34年になるんですけど、 仕事でいろいろな国の人たちとラテン

の音楽ならラテンをやった時に、 自分の血は違うんだなあって感

じざるを得なくて、 それなりにジャズの演奏家として、 トランペッ

ターとして仕事はこなしているけど、 自分の文化がある音楽を

やっているのかって言うとそうじゃないんですよね。 それで、 自

分のアイデンティティがあって、 自分にしか出来ないことをやりた

いと思ったんです。 日本で育った自分にとっては 「さくらさくら」

とか、 日本の唱歌だったら考えなくても歌えるし、 曲の意味も分

かってますからね。 そういう流れで、 日本の曲もたくさん取り上

げるようになったんです。 その結果、 ジャズに全く縁のなかった

人も近づいて来てくれて、 ジャズの楽しさやひとつの形態を受け

入れてくれる人が増えて来ているような気がするんですよね。

♪　新作のメンバーについて

　このメンバーで一緒に演奏するのは初めてだったんです。 ピア

ノの野力奏一さんとは随分前から時々一緒に演奏していたんで

すけども、 ベースの岡沢章さんとドラムの渡嘉敷祐一さんは、 全

く未知の世界だったんです。 それで、 レコーディングの前に名古

屋の 「ラヴリー」 で２日間、 東京の 「アルフィ」 で 1日の合計

3日間、 リハーサルを兼ねて一緒にライヴをやったんです。 そ

の時にお互いのプレーだとか人間にも馴染んで、 そのままスタジ

オに入ることが出来たので、 違和感なく演奏できたと思います。

♪　新作でスティングの 「フィールド・オブ・ゴールド」 やマーヴィ

ン ・ゲイの 「ホワッツ ・ゴーイング ・オン」 を取り上げてますね

　スティングは凄く好きなアーティストで、今回の選曲にあたって、

昨年の夏にアメリカ最北端の州のメイン州に行く用事があって、

車を運転しながらラジオをつけたら、 ちょうどこの曲が流れて来

たんです。 それで、 いい曲だなあって思って、 その時にやろうっ

て決めたんです。 「ホワッツ ・ ゴーイング ・ オン」 は、 ベトナム

戦争の頃に出来た反戦歌で、 今イラク戦争とか世界で戦争して

いる国がいっぱいあるけど、 この曲が持っているメッセージが、

時を経て今ちょうど良い時じゃないかということで選びました。
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プの仕事が入っていない時にカルテットを組んでやっていたんで

すけど、 益田幹夫が 「俊ちゃん、 もうそろそろ自分のグループ

を始めなよ。 俺がピアノをやるからさ」 って言うんで、 「じゃあや

ろうか」っていうことになったんですよね。 それで、お互いにジョー

ジさんと日野さんのグループを辞めなきゃいけないから、 「同じ

日に辞めよう！」 って決めて、 確か水曜日だったんですけど、

当時六本木にあった 「ミスティ」 っていう店で落ち合おうってこ

とになったんです。 僕はジョージさんに 「来月から自分でやりた

いんで、 今月いっぱいで辞めさせて頂きます」 って伝えて、 新

しい事務所とマネージャー、 ツアーのスケジュールも決まってい

て、 これで始められるなあって思って待っていたんです。 そした

ら、 益田幹夫が店に入って来て 「俊ちゃんゴメン！」 って言うん

ですよ （笑）。 「何がゴメンだよ」 って言ったら、 「俺、 辞めれな

いんだよ」って言うんだよね （笑）。 「何でだよ」って言ったら、「裏

切りもの！」 って言われたって （笑）。 それで、 もう出来ないっ

てことになっちゃって、 僕はジョージさんに辞めるって言っちゃっ

たし、 でも益田幹夫と一緒に出来ないんじゃやりたくないと思っ

てね。 それで、 アート ・ブレイキーが 1974年に再来日した時に

楽屋に挨拶に行ったら 「早くニューヨークに来い！」 って言われ

て、 最初は 3 ヶ月から長くて 6 ヶ月くらい行ってみようと思ったん

ですけど、それからもう 34年になってしまいましたね（笑）。 でも、

もし益田幹夫とグループを始めていたら、 絶対ニューヨークにな

んて行っていなかったよね。 運命ですね。

♪　マイルス ・デイビスについてどう思われますか

　やっぱり凄いですよね。 共演する機会はなかったですけど、 僕

が演奏している時に 2回見に来たんです。 １回目はロイ ・ へイ

ンズ、 ２回目はギル ・ エヴァンスの時だったんですけど、 前の

方であの表情でジッと見てるんですよね （笑）。 それと、 ギル ・

エヴァンスと仕事をした時に最初に日本に来たんですけど、 その

時はマイルスのバンドがギルのバンドと一緒に来ていて、 マイル

スと話そうと思えば話せる機会はいっぱいあったんだけど、「How 
are you?」 って言った所で、何の話題があるんだよってね （笑）。

♪　1996年扁桃ガンの手術後のカーネギーホールへの出演依

頼～ 98年の来日ツアーにも同行したウェイン ・ ショーターは大

野さんにとってどんな存在ですか

　命の恩人っていうか、 僕がガンの手術で入院中の時も、 心配

で不安な僕のかみさんに電話をくれて 「俺は家族と同じだ。 心

配するなと伝えておいてくれ」 って言ってくれて、 ウェインとアナ・

マリアさんっていう奥さん （1996年に飛行機事故で他界） が、

一日 4~5回励ましの電話を掛けてくれたんです。 それで 「カー

ネギーホールでコンサートがあるから一緒にやらないか？」 って

言ってくれたんです。 だけど、僕もまだ放射線治療を受けていて、

胃の中にチューブが入っている状態だったから 「無理だと思い
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大野俊三 3年ぶりのニュー ・アルバム！

【大野俊三オフィシャルサイト】

　　　　　　　http://www.shunzoohno.com/jp/

55 Records：FNCJ-1003
￥2,500 (tax in)
2008.4.16 In Stores!

SAKURA
大野俊三

ます…」 って言ったんですけど、 ウェインが 「わかってる。 お前

が吹けない分は俺がお前の横でカバーしてやるから、 心配する

な」 って僕を励ますつもりで言ってくれたんですね。 それで、 結

果的に一緒にやることが出来たんです。 でも、 その後にウェイン

のバンドのツアーで日本に来たんですけど、 その時に 「お前は

ギャラはいくら欲しいんだ？」 って言うわけ。 僕にとっては高校

の頃からの憧れの人だったから 「一緒にできるならタダでもいい

です！」 って言ったんだけど、 「じゃあ、 マネージャーに電話さ

せるから決めろ」 って言われてね。 それで、 マネージャーとギャ

ラを決めたんです。 そうしたら、後からウェインから電話が掛かっ

て来て 「お前は家族 ・ 子供もいるんだし、 これじゃ少ないんじゃ

ないか？」って言うんだよね（笑）。そういうこと言うバンドリーダー

は、 生まれて初めてだったけど、 ギャラを渡す時も一人一人封

筒にお金と 「Thank you very much! You are really great.」 と

かメモに書いてあるんだよね。 本当に感動しちゃったよね。

♪　これまでたくさんのベーシストと共演していますが、 ベーシス

トについて聞かせてもらえますか

　マーカス ・ ミラーとは彼が有名になる前に、 僕のアルバムで

一緒にやったんだけど、 センスも良くて凄く好きなベースですね。

ウッドベースでは、 やっぱりバスター ・ ウィリアムスは凄い好き

ですし、 ハーモニーについてとても勉強になりましたね。 彼の書

く曲ってハーモニーの形態が普通の人と違って、 一小節ずつ勉

強するのが大変だったよね。 リハーサルの時に、 僕がソロを吹

くと演奏止めちゃって 「Fuck you!」なんて言われてね （笑）。 「俺

がどこ弾いているのか分からないのにいい加減に吹くな！」って。

それから目を覚まされたっていうか、 もっとしっかり勉強しないと

まずいよなって思いましたね。 あれでかなり成長できましたね。

♪　交通事故～扁桃ガンと 2度に渡る危機を乗り越えて、 大野

さんが今もトランペットを吹き続ける理由は何ですか

　それしか出来ることがなかったから （笑）。 でも、 10代の頃か

らいいトランペッターになりたいっていう願望が強くて、 いろいろ

な経験を積んでここまで来たんですけど、 やっぱりその願望とト

ランペットを演奏することが好きだったからじゃないですかね。

♪　大野さんにとってのジャズ、 そして、 夢は何ですか

　ジャズって演奏者の思いと人柄 ・人間がそのまま音に出て行っ

てしまうものだから、 とにかくトランペットを自由自在に、 あらゆ

る表現力を自分の中で制限なく、 常に演奏できる状態になって、

より多くの人が自分が創作していく音楽に共感を持って頂けるよ

うに毎日精進していくことですね。

この 5月から 8月に、 新作 『ＳＡＫＵＲＡ』 の日本ツアーで再来

日する大野さん。是非その魂のトランペットを生で聴いてみたい！

＊ P11にレビューも掲載！


