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ユウ岡崎

YU OKAZAKI
元キャロル～伝説のドラマー

取材 & 文 ： 加瀬正之

1975 4.13. 雨が降る日比谷野音で行われたコンサートを最後に解
散した日本が誇る伝説の Rock'n Roll バンド “CAROL”。 メンバー
は、 矢沢永吉 （b, vo）、 ジョニー大倉 （g, vo）、 内海利勝 （g）、
ユウ岡崎 （ds） の 4 人。 今や伝説と化した 『ラスト ・ ライヴ！』
でのワン ・ シーン… 「ズッコケ娘～スローダウン」 でドラム ・ ソロ
を叩くユウに微笑みながら近づくエーちゃん。 そして、そのエーちゃ
んに微笑み返すユウの姿。 その光景に胸を熱くしたファンは多い
はず。 始めから終わりまで、 全てが伝説的だった 3 年間を疾風の
如く駆け抜けていったキャロル。 解散から 30 年、 メンバーの中で
唯一沈黙を守っていた伝説のドラマー & キャロルの中で一番クー
ルだった男、 ユウ岡崎のインタビューが遂に実現した！
（2005 年 12 月 27 日 Jazz & Coffee 『AROMA』 にて）
取材 & 文 ： 加瀬正之 取材協力 ： 山内浩史 （C's Grafﬁti
Japanese Rock'n Roll Band) & Jazz & Coffee 『AROMA』
≪ 現 在、 C's Grafﬁti Japanese Rock'n
Roll Band で活動中のユウさん。再びスティッ
クを握り始めたその動機とは…≫
20 年くらいブランクがあって、 5、 6 年くら
い前かな。 ずっと一般の会社で一生懸命働
いているんだけど、 何で毎日の生活と人生
がひとつにならないのかって考えていた時
期に、 かみさんに 「ちょっとスタジオに入ろ
うか」 って言われたのがきっかけで、 毎日
のように通うようになって、 そのうちに面白く
なっちゃってね。 何でそんなに煮詰まってい
るのか、 だんだんその疑問が読めてきたの。
その間、 ストーンズとかビートルズ、 ザ・フー
とか昔演奏していたやつを叩きながら、 何
か “ ジャズ的 ” っていう感じなのかなあ…
“ スイングで捉える ” っていう形をずっと演
奏してましたね。 そうやってスイングで捉え
るコツを掴むと、 演奏している人達が本当に
目の前にいるような感じがするんですよ。 ま
あ、 一種の妄想みたいなね。 で、 だんだん
テクニックが上がってくるに連れて、 もう虜
になっちゃってね。 何十年ぶりに人生で一
番知りたかったことっていうのかなあ。 その

人達がどんなことを考えながら、 何をアピー
ルして、 何を目的に演奏しているか。 その
人達の人生と心、 生活とかまで見えてくるよ
うな。 結局、 俺も昼間は会社員として働か
なきゃならない。 俺にも人生と生活と心があ
る。 何かこう、 本当の自分を見つめられる
ようになった感じだった。 それが新たに演奏
しようっていう結果に繋がったんだよね。
≪ GOOD-BYE CAROL ≫
エーちゃんがベース ・ ギターを置いた時点
で 「ああ、 エーちゃんがベース置いちゃった
んだから、 もうあのバンドをやろうっていう方
が無理なんだ。 俺はこの道以外で、 新たに
自分の人生を見つけなきゃならないんだ」 っ
て、 それははっきりした形で自分自身の中
にありましたよ。
≪約 20 年のブランクについて≫
キャロル解散後は、 何やっていいか分か
らなくて、 一年間遊んじゃったんですよ。 で
も、 その後に 「もうガムシャラに生きてみよ
う！ ガムシャラに働いちゃおう！」と思って、

写真提供 ： カドヤ
もう何でもいいから、 親類が 「こういうとこ
で、 おせんべい屋さんがあるよ」 なんて言
うと、とにかく 「そこへ働きに行こう」 と。 で、
朝 6 時頃起きて、 自転車で 10 キロくらい
走って通いましたよ。 27 歳くらいで、 若かっ
たからね。 で、 そのおせんべい屋さんで働
いていたら、 そこが潰れちゃったんです。 で
も、 その配達をしていた人達を西武が雇う
形になって、 そこで働いていた奴はみんな
西武に入るきっかけになったのね。 それで
西武に入って、最終的に喧嘩して辞めちゃっ
たんですけど、 7~8 年働いていたのかなあ。
俺から言わせると、 西武って神様みたいな
会社なんですよ。 でも、 昔のアンダーグラ
ンドなんかやってた連中がチョッカイかけて
来て遊びに行ったりして、 結局潰されちゃっ
た形ですね。 で、 西武を辞める羽目になっ
ちゃって…。 その時に 「神様みたいな会社
だったんだなあ」 って思いましたよね。
≪ C's Graffiti Japanese Rock'n Roll
Band に加入≫
今現在、 キャロルにしてもコピーバンドが
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ファンキー ・ モンキー ・ ベイビー
キャロル
（ユニバーサルミュージック：PHCL-3028）
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キャロル
（ユニバーサルミュージック：PHCL-3027）
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ライヴ ・ イン “ リブ ・ ヤング ”
キャロル
（ユニバーサルミュージック：PHCL-3029）
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たくさんあるけど、 俺が演奏しなかったら、
結局コピーバンドが混雑した状態になっちゃ
うっていう気持ちがあってね。 スイングで捉
えていると、 そのコピーバンドの姿っていう
のも見えてくるんですよ。 それに、 昔一緒
に演奏したり、 対バンした人達とか、 そうい
う人達の姿がだんだん見えてくるの。 でも、
それを捉えるまでには、 行き詰っちゃたり、
一度、 新宿でアングラやってた人達に誘わ
れて、 ブルースのバンドを立ち上げたとこま
で行ったんだけど、結局ブルースは駄目だっ
たね。 根底にはあるんだけど、 日本人とし
てブルースをやることに関して、 「ちょっと筋
が違う部分があるなあ」 って感じてね。 で、
一人でスタジオ入って練習している頃に、 山
内と知り合って、 このバンドで活動を再開し
た ん だ。 （C's Grafﬁti Japanese Rock'n
Roll Band については、 P22 参照）
≪ドラムを始めたのはいつ頃ですか≫
小学校 4 年生の時で、 ドラム ・ セットじゃ
なくて鼓笛隊で叩いた時。 70 円のスティック
買ってね。 でも、 人前でやっても目立ちた
がり屋っていう部分が先に出ちゃって、 演奏
はもうメロメロだったの （笑）。 本当にフル ・
セットを使い始めたのは、 16 歳の時だね。
≪バンドを組んだのはいつ頃ですか≫
本格的にグループ組んだのは、 17 歳の時
だね。 学校行きながら、土曜日っていうとディ
スコ行って叩いていたから。 学校をサボって
はなかったんだけど、 あんまり広まっちゃっ
たもんだから、 学校でも 「お前卒業式で叩
け」 って、 謝恩会でストーンズとかビートル
ズとか叩いたことあるんですよ。 大受けし
ちゃってね （笑）。 で、試験休みの時なんか、
俺が叩いているディスコで、 学校の友達な
んか 150 人くらい来て踊ってんですよ （笑）。
「お前、 こんなところにいて退学になっちゃっ
たらどうするんだよ」 って言われるんだけ
ど、 「俺には神様がついているから大丈夫。

俺はみんなの喜ぶ顔が見たくてタイコ叩い
ているんだし、 そこにはちゃんと神様がいる
んだから、 無期停学だ、 退学だなんて絶対
ありえないよ。 神様がちゃんと許してくれる
よ！」 って言ってたんだよね。 それが当時
の俺の口癖だったんですよ （笑）。 その頃
から音楽と神様っていうのが結びついている
ような感覚がありましたね。
≪最初に憧れたドラマーは誰ですか≫
憧れたドラマーとか、 そういうのはなかっ
たね。 例えば、 町内会で一番！ 池袋で一
番！ こればっかりだったからね （ユウさん
は、 東京都豊島区生まれ）。 だから、 周り
の人達に 「何だアイツ、 始めから曲が分か
んないのに叩けちゃうって、おかしいなあ？」
なんて、そういう風に言われてましたよ （笑）。
タイコって結構運動神経いるじゃない。 どっ
ちかっていうと運動神経で叩いている部分
が多かったみたい。 あの頃よく聴いていた
のは、 やっぱりローリング ・ ストーンズかな。
≪キャロル加入前の活動≫
学生バンドの頃は、 プロになるとか、 それ
で飯を食うなんて考えてなかったんだけど、
あ れ は 19 歳 の 頃 だ ね。 「 何 と か し て、 プ
ロになりたいなあ。 これで 4 畳半の部屋を
借りて、 毎日演奏して飯が食えればいいな
あ」 って思うようになったんですよ。 で、 た
またま俺の先生っていうのかなあ。 サウス
ポーのドラマーで、 今アロー ・ ナイツってい
うところで叩いている人なんですけど、 その
人がバンド持ってて、 赤羽っていうところに
見に行ったんです。 「プロになりたい」 って
いう意識を持ってね。 でも、 その時は諦め
ちゃったんだけど、 ちょうど同じ頃に学校の
友達から電話が掛かってきて、 「青山ってい
うところにいるんだけど、 いい女たくさんい
るから遊びに来いよ」 って言われてね。 朝
の 4 時頃までやっている店で、 地下室なん
ですよ。 聖心女学院とか、 ああいうところに

通っている綺麗な姉ちゃんとか結構いるお
店だったんですけど、 2、 3 回行っているう
ちに、 そのお店の人が、 俺が 1 曲か 2 曲く
らいタイコ叩いたの見たんですよ。 で、 「ド
ラム探してるんですけど、 一ヶ月トラでやっ
てもらえませんか？」 って言われて、 そこで
始めたのがきっかけですね。 その時は、 大
木トオルさんとか、 大木さんのザ ・ サードっ
ていうバンドがいました。そこでは、CCR とか、
当時のヒット ・ ソング。 ジェームス ・ ブラウ
ンとか、 オーティス ・ レディングとか、 ああ
いう黒人ソウルね。 あと、 俺が入ってから
ニュー ・ ロックやり始めて、 トム ・ ジョーン
ズの曲が多かったですよね。 で、 「お前は
もう “ トムトム ” っていう名前にするから」 っ
て言われてね （笑）。 （注 ： C's の山内さん
曰く、 「キャロルのアルバムで唯一 “ ユウ岡
崎 ” でなく、 “ 岡田トム ” でクレジットされた
ものがあり、 キャロル ・ マニアはこの “ トム
トム ” って聞けばピンとくる」 そうだ。） その
ソウル・バンドやっているうちに、新宿の 『サ
ンダーバード』 っていうところで、 帰国した
サムライと対バンがあったんですよ。 その時
にマイナー ・ レーベルで村井邦彦さんが立
ち上げた 「マッシュルーム ・ レーベル」 って
いうレコード会社があって、 「そこに入れよ」
なんて言われて、 その時はトゥー ・ マッチと
か、 小坂忠さんとかがいました。 で、 そこ
へ入ったけど、 結局レコーディングしないう
ちにポシャっちゃったりしてね。 あと、 昔ドリ
フターズってヴォーカルがいたんですけど、
そのヴォーカルの人の事務所で働かして頂
いていたんですよ、 キャロルに入る前にね。
≪キャロルのドラマー、 ユウ岡崎誕生≫
その 「マッシュルーム ・ レーベル」 のこと
があって、 そのうちに 「キャロルのドラムが
辞めるからお前入れよ」 なんて言われて、
フィリップスに行って叩いたら 「うん、 お前
入れよ」 って、 それでキャロルに入ることに
なったんだけど、 俺の場合はレコード会社

GOOD-BYE CAROL
キャロル
（ユニバーサルミュージック：PHCL-10）
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燃えつきる＝キャロル・ラスト・ライヴ！
1975 4.13
キャロル
（ユニバーサルミュージック：PHCL-3031）
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の人に誘われて、 うちの兄貴と俺と本契約
したんです。 兄貴が契約してたから、 よく分
かんなかったんですけどね （笑）。 キャロル
に関してはミッキー （カーティス） さんが発
掘したって言われてるけど、 （内田） 裕也さ
んは「あれはフジテレビで発掘したんだから、
何でテメエが電話一本で発掘しなきゃならね
えんだ！」 って、 これ 20 何年間ずっと言い
続けてますから （笑）。 どっちが発掘したっ
ていいじゃないですかってね （笑）。 で、 フィ
リップスに行った時に、 「芸名にしようか」 っ
て言われて、 本名が “ たかとも （友） ” だ
から “ ユウ ”、「お前、今日から “ ユウ ” な」っ
て言われちゃってね （笑）。

から、 昔の名残で 「ユウさ～ん」 なんて声
をかけられても、 「あ、 そう」 で終わりです
よ。 俺の心の中ではね。 ただ、 毎年一回
「Super LIVE in YAMANASHI ＜キャロ
ル祭＞」 （詳細は P7 参照） ってやってます
けど、 俺を慕って見に来て、 俺のタイコを聴
いてタイコ叩いている人。 キャロルによって
人生が変わった人。 そういう人達が見に来
ているんだよね。 同じ風には叩かないけど、
やっぱりそこにはあるのは俺自身なんです
よ。 この前も静岡で 「ゼット・ミーティング」 っ
ていうバイク ・ チームの集まりがあって、 そ
こにちょっと出演させてもらったんです。 演
奏じゃなくてトークでね。 それで、 前の日か
ら宴会に出席して、 そこで 「何か歌って下さ
いよ」 って言われたから、「いいよ」 って言っ
て、 エーちゃんの 「時間よ止まれ」 歌たっ
たんだよね （笑）。 そしたら、 いきなりサイ
ン攻めにあっちゃって、 ビックリしちゃったよ。
あと、 初めて名古屋にで呼ばれた時も 「ユ
ウさん、 300 人くらい集まるんですけど、 何
かやってもらえませんか？」 って言うから、
一人で行って 「何やるんだよ」 って言ったら、
「ユウさん、 『ラスト ・ ライヴ！』 やって下さ
い」 って言うの。 で、 一曲目から叩き方変
えた新しい俺自身でやったら、 もう総立ちで
すよ。 昔の俺じゃないんだけど、 叩き方違
うんだけど、 やっぱりお客さんはちゃんと俺
自身を見ててくれるんだよね。心の底で、「楽
しくやってるかい？」 「間違わない人生歩ま
なきゃまずいよ」 って、 そういう気持ちはあ
りますよね。

≪キャロル時代の思い出のライヴ≫
一番思い出に残っているのはね、 ドリフ
ターズの 『8 時だヨ！全員集合』 に出たこと
があるんですよ。 そこで「ジョニー・B・グッド」
叩いたの。 もう完璧だったすね （笑）。 う
ん、 「あれが一番！ 絶対ってこれ！」 って
感じだったですね。 でも、 やっぱりあの番組
の偉大さ、 いかりや長介さんなり、 加藤茶
さんなり、 あのグループの陰に潜んだもの。
本当に真剣勝負で最高の音を出させちゃう、
そういう場を作り出したあの人達って本当に
凄いんだと思いましたよ。 あれは八王子で
の収録で、 一曲やるために朝 9 時頃から夜
8 時過ぎまでいたんですよね （笑）。 でもあ
れがやっぱり一番印象的だったですね。 あ
と、 『ワン ・ ステップ ・ フェスティバル』 （1974
年） で共演したオノ ・ ヨーコさん。 今、 大人
になって考えると、 ヨーコさんと楽屋で話な
んかしなかったんですけど、 凄く親切にして
くれてたんだなあって思いますね。隣にジム・
ケルトナー （ds） がいて、 バリバリ練習し
てるっていう凄い状況ね。 俺、 今 54 歳で
すけど、 そういう何か感情論みたいなもの、
内在に秘めたものを感じ取りながら、 「あの
時こうだったなあ。 優しかったなあ」 って考
えるようになりましたね。

≪ビートルズの存在≫
衛星中継とか今テレビでやってるけど、 あ
れを最初にやったのはビートルズの 「愛こ
そはすべて」 だからね。 人間の心の中から
歌える曲をやっている。 地球の存在ってい
うんですか。 そういうものを発しているって
いう感じ。 「並みのものじゃないぜ」 ってい
う見つめ方がありますよね。 彼等の大きさっ
ていうのは、 もうちょっと近づけないよね。

≪一番好きなキャロル ・ ナンバーは？≫
一番楽に叩ける 「ハニー ・ エンジェル」 と
かいいっすね。 バンドでやったことないけど、
楽して叩けりゃ一番受けるからね （笑）。 だ
から迫力も何もないですけど （笑）。

≪キャロル時代に自作の 「素敵な天使」 を
発表していますが、 現在、 曲作りは？≫
何年か前、 スタジオ通いしていた時に、 ス
タジオの人に 「シャレで曲作りたいんだけ
ど」 って言ったの。 そしたら、 「機材も揃っ
てますし、 いいですよ」 って言うわけ。 「じゃ
あ、 俺がリズム叩いて、 その上にベースと
ギターかぶせて何とか曲になるようにした
い」 って言ったら、 「できますよ」 って言う
の。 でも、 初めてその人に会った時、 「お
前何だ、 ドラムやんのか？」 って、 俺に向
かって言うわけ。 当時の俺を知らなかった
のね。 でも、 演奏しているうちに、 その人
の態度がだんだん変わって来るわけですよ。
それで、昔の俺のことが分かった時点で、「ユ

≪元キャロルとして≫
今、 C's Grafﬁti でいろいろな人達とやっ
てるけど、 結局、 「エーちゃんがベース置
いたんだからもう別のものなんだ」 っていう
見方は必ず自分の中にあって演奏してます
ね。 エーちゃんがベースを捨てた後のその
人間性。 そして、 どういう風にあのバンドを
持っていっていいか。 そこに俺自身があっ
たっていうか。 「同じことやっていたんじゃ駄
目だ」 と、 そういう俺自身がありますね。 だ

「Good Old Rock'n Roll」 本邦初公開！
ユウ岡崎、 幼少期の貴重なショット！！
ウさん、 今度一緒に演奏しましょうよ」 だっ
て （笑）。 あの時はビックリですよ。 それか
ら、 「俺は有名じゃないんだ」 って自分自身
に叩き込まれちゃったんですよね、 あの一
言で （笑）。 それで、 オリジナルは 2 曲ば
かり作ってみたの。「波の光」っていう曲とね、
もう一曲は 「ブラック ・ ナイト」 みたいな曲。
この 2 曲は形にしたいっていうのはあります
ね。 でも、 どうしても昔の曲の方がいいって
いうメンバーの意見が多くて、 俺の意見が
通らないんだよね （笑）。
≪ユウさんの夢 ・ 希望≫
音楽的にもっと上手くなりたいとか、 一流
や外国のミュージシャンの誰とやりたいと
か、 そういうのはないですね。 タイコを叩い
ていく上で、例えば一昨年にキャロルの 『ザ
★べスト』 が 40~50 万枚くらい売れたんで
すけど、 その時に数字的にプレスリーの記
録を飛び越しちゃったっていうことがあった
んですよ。 そういう軌跡みたいなことという
か、 音楽を通して、 俺だったらドラムを叩く
ことで、 荒んじゃってるこの世の中を活性化
できればいいかなっていう希望は強いね。
≪キャロル再結成について≫
何かこう、 明るい社会になってもらいたと
いう希望の元で、 世の中を活性化したり、
人に喜びを与えたり、 何か作り上げるんで
あれば、 それが一番手っ取り早いと思いま
すよ。 ただ、 バンドとしてまとまるかっていう
のがあってね。 これまで 「いいよ、 お前ら 3
人でキャロル演奏しろよ」 って言ってくれた
エーちゃんがいたんですよ。 今まで否定し
てたものが肯定になったんですよね、 「いい
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燃えつきる＝キャロル ・ ラスト ・ ライヴ
キャロル （DVD）
（ユニバーサルミュージック：UMBK-1524）

現在���岡崎�在籍��

ザ★ベスト
キャロル
（ユニバーサルミュージック：UMCK-4048）

C's Grafﬁti Japanese Rock'n Roll Band
������全二十曲入�！

日比谷野外音楽堂
1975 4.13.
�行われ�伝説�����解散
������������映像！

���� ���������
��音源��話題�呼��
���盤！ 貴重�写真�満載�
�

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ユウ岡崎 & His Family 2000
C's Graffiti Japanese Rock'n Roll Band
（詳細は P22 参照）

よやれよ」 って。 俺も内海さんともジョニー
とも一緒に演奏したけど、 その肯定をいい
方向に持っていけば良かったんだけどね…。
≪ジャズからの影響≫
ジミー ・ スミスっていう人とか、 ウェザー ・
リポートの鳥の羽をガーって広げてるあのア
ルバムとか凄いですよね。 もう 「これこそス
イング！」 って感じだったね。 でも、 俺がそ
れをやりたいんじゃなくて、 何かこう、 心の
透明感っていうのを凄く感じたのね。 日本だ
とカシオペアがそういう感じじゃないですか。
「ジャズ」 って言うとどうしても、 サッチモと
かナット ・ キング ・ コールとかああいう人達
の方向に走っちゃって、 日本人として汚らし
い感覚になっちゃうようなところがあってね。
曲自体は感動的なんですよ。 でも、 日本人
として生きている俺自身には、 「ジョン ・ レノ
ン聴いていた方がいいなあ」 ってなっちゃう
んだよね。 俺も若い時分にはスイングなん
て分からなかったですからね。 新宿の 『タ
ロウ』 とかで、 スイングやっている人達をよ
く見てたんですけど、 「ああ、 この人達は天
才なんだからしょうがねえや」 なんて、 そう
いう風に見てましたよ （笑）。 たまたま俺が
ブラシ覚えたのは、 猫をジャラしていた時で、
8 の字描いていたんです。 それが猫にとっ
ては一番ジャレやすいんですよ。 それでブ
ラシ覚えちゃったんですよね （笑）。 でも、「ア
イ ・ ラヴ ・ ユー ・ OK」 なんてエーちゃんやっ
てるじゃん。 あれブラシでやったらいいなあ
と思いますね。
≪ユウ岡崎とブラームス≫
どっちかって言うと俺が一番気に入ってい
るのがね、 ブラームスとか、 ああいう感覚。
ああいうの好き。 何か聴いてると凄く落ち
着くっていうか、 「自分なんだ！」 って気が
するんですよ。 ガキの頃から何を聴くにもブ
ラームス。 「あれを忘れちゃいけないよ！」っ
てずっと思ってた。 それに、 ブラームスとか
ベートーベン、 そういう人達の音楽そのもの
よりも、 何でそういう曲を作ったのかって、
俺凄く興味があったの。 戦争やって、 戦争
に勝てって言って、 戦争に負けて、 その時
に人間が衰退しちゃって。 それに喜びを持
たせるために「喜びの歌」を作ったんだよね。
ここなんですよ。 やっぱりそこに凄い興味が
あったね。 何のために作ったのか。 それが
分かるとね、 例えば、 「第九」 なんかもタイ

コで表現したくなっちゃうんですよ。 「やっぱ
り音楽っていいなあ」 って感じるんですよね。
≪知られざる 『ラスト ・ ライヴ！』 の裏側≫
あの昭和 50 年 4 月 13 日に俺の甥っ子が
生まれたんだよ。 で、 同じ屋根の下に住ん
でいる姉さんがお医者さんでお使い頼まれ
ちゃって、 俺はあの日ははっきり言って演奏
どこじゃなかったんだよね （笑）。 あっちフラ
フラこっちフラフラしちゃってね （笑）。 でも
そんなこと誰も知らないじゃないですか。 あ
の火事もね、 上見たら火の粉がポッポ落ち
て来て燃えてんだよ。 「最後まで演奏するん
だろうなあ」 って思ったら、 タイコをセッティ
ングしてくれてた人が来て、 「ユウさん、 逃
げて下さい！」 って言うんだよね （笑）。 「演
奏しなきゃまずいだろ？」 って言ったら、 「い
や、 そんなこといいです！」 ってね （笑）。
でも、 あれで革ジャンから何からどこ行っ
たか分からなくなっちゃてね。 解散してか
ら、 それを回収するところから始めたんだよ
（笑）。 それでタイコ磨いて、 それから新しい
俺の人生が始まると。 楽器も俺の家に全部
置いてあったんですけど、 あげちゃたものも
ありますね。 その他にも人に貸して戻って来
なかったりしてね。 でも、 キャロルのスタッ
フは本当に楽器を大切にしてくれたんです
よ。 俺、 解散して思ったけど、 当時楽器一
回も磨いたことなかったの （笑）。 それは 「可
哀想だったなあ」 と思ってね （笑）。 あのラ
イヴの後は、 青山の店で打ち上げやって、
それ終わってからはみんな全然別行動だっ
たね。 エーちゃんは、トム・マックさんとレコー
ディング決まってたしね。
≪ドラマー、 ユウ岡崎の魂≫
最後に、 俺がひとつ言いたいのは、 音楽
を通しての喜びとか活性とか心の通い合い、
外国で言うソウルって言うんですか。 でも、
日本人にも魂ってあるんですよ。 それは何
かって言うと、 俺なんかのガキの頃は、 各
家庭に神様、 魂がいたんですよ。 そこに日
本人としての音楽があったんですよ。 今は
それがなくなったって言うじゃないですか。
「自分の好きなように生きるんだ」 って、 「子
供生まれたら殺しちゃえばいいや」 って、
食わすの大変だから。 今、 こういう社会が
あるのね。各家庭に神様、魂がなくなっちゃっ
た。 これを取り戻すが一心にタイコ叩いて
CD が売れて、 それをきっかけに新しいユー

Photo by Mika Sakai
トピアができればいいと思う。 俺はそっちを
望みたい。 誰と共演したいかとかそんなこと
どうでもいいの。 魂存在で演奏している奴、
今あまりいないからね。 ジャズメンにも 「8
ビートには魂がねえ」 って言われることが多
いけど、 俺、 8 ビートなのよ。 でも、 8 ビー
トにそれがないんじゃないんだって。 あるん
だって。 だって、 ビートルズやビーチ ・ ボー
イズにあるじゃない。 俺はそれをやりたいん
ですよ。 今の若い人たちは 8 ビートにそれ
があると思って一生懸命やっているんです
よ。 ね、 そこなのよ。 でも、 今の若いやつ
らが何やってるのか全然分かんない部分も
ある。 テレビにしても、 まねばっかりで心に
残んないんだもん。 でも、 エーちゃんの歌
は心に残るでしょ。 何でか。 やっぱり魂が
あるんだよね。 俺にとって、 タイコっていう
のは祈りの道なんですよ。 自分がどれだけ
神様信じてるか。 それを祈っている自分自
身がタイコとして表現できれば、 それは祈り
なんですよ。 日本人として、 日本人に残す
魂を大切にしたいよね。 音楽を通して、 「魂
を見つめていこうよ」、 「心の生き方していこ
うよ」 って、俺はそれを一番訴えたいですね。
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★ユウ岡崎プロデュース★
Super ＬＩＶＥ in YAMANASHI Vol-7 ＜ CAROL 祭り＞
2006 4.15 （Sat） 甲府カズーホール 055-243-7069 （http://kazoohall.com/）
1. ユウ岡崎 （元 CAROL） C's Grafﬁti Japanese Rock'n Roll Band （ユウ岡崎 BAND） ＜ http://sound.jp/cghp/ ＞
2. 内海利勝 （ご存知元 CAROL のスーパー ・ ギタリスト！） ＜ http://sound.jp/uchiumi/ ＞
3. MICHELE （CAROL & TROUBLE コピーバンド） 愛知県・関西代表 ＜ http://m-pe.tv/u/page.php?uid=michelle&id=1 ＞
4. CAROLO （CAROL コピーバンド） 三重県 ・ 関西代表 ＜ http://carolo-web.hp.infoseek.co.jp/ ＞
5. LEGEND （CAROL コピーバンド） 埼玉県 ・ 関東代表 ＜ http://www3.plala.or.jp/lennon/? ＞
6. THE REVERSE （CAROL コピーバンド） 山梨県代表 ＜ http://sound.jp/cghp/reverse.htm ＞
7. YOKOHAMA LADY （CAROL カバー ・ R&R 全般） 神奈川県 ・ 関東代表 ＜ http://www.yokohama-lady.com/ ＞
8. リッキー （廣田龍人） さん （元バッドボーイズ現リボルバー） ＜ http://www.moz.co.jp/revolver/ ＞
9. BONOBO （一般参加 BAND） 東京都 ＜ http://sound.jp/bonobo/ ＞
10. ラスカルズ （一般参加 BAND） 東京都 ＜ http://www.geocities.jp/rascalz_jp/ ＞ 【順不同】

2006 1.25 より WEB チケット予約受付いたします。 ( 限定 250 枚 ) ／ 2006 2.1 より発売予定。
価格 2006 2.1 ～前日まで￥5.000 円 ( 税込 ) ／ 当日￥6.000 円 ( 税込 ) ／ 注 ： 前売り券完売の場合は当日券はございません。
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