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Vol.3
Kenny Dorham 【ケニー ・ ドーハム】

～切ないくらいに哀愁が漂う名トランペッタ－～
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 I am Jazz! （ジャズ ・スーパー列伝）

Profile
1924 年 8 月 30 日、 テキサス州フェアフィールド生まれ。 本名はマッキンリー ・ハワード ・ ドーハム。 音楽一家の中で育ち、 7歳の時

にピアノを始め、 地元オースチンのハイスクール時代にトランペットを習得。 トランペット奏者としての初舞台は、 自身が薬学を学んだウ

ィリー ・ カレッジ時代のダンス ・バンドでの演奏。 42年に軍隊に入隊し、 ボクシング ・チームに所属する傍ら、 43年からラッセル ・ジ

ャケー （イリノイ ・ジャケーの兄） と演奏を始める。 40年代半ばにニューヨークに進出。 40年代後半には、 ライオネル ・ハンプトンや

ディジー ・ガレスピー、 ビリー ・エクスタイン等と共に数々のビッグ ・バンドに在籍し、 トランペット以外にヴォーカルも披露した。 48~50
年にはマイルス ・デイビスの後任として、 チャーリー ・パーカーのグループに加入。 その後、 セロニアス ・モンクのレコーディングに参

加するなど、 暫くフリーランスとしで活動し、 55年にアート ・ブレイキー＆ザ ・ジャズ ・メッセンジャーズの創立メンバーとなる。 56年に、

J.R. モントローズ等と自己のグループ、 “ケニ－ ・ ドーハム & ザ ・ジャズ ・プロフェッツ ”を結成するも短期間で活動中止。 その後は、

事故死したクリフォード ・ブラウンの後任としてマックス ・ローチのグループに参加。 次いでジャッキー ・マクリーンやジョー ・ヘンダー

ソン等と共に活動。 60年代はブルーノートにアルバムを吹き込み、 晩年はフリーランスとして活動した。 64年来日。 死を迎える間際ま

で、 「NYU スクール ・オブ ・ ミュージック」 で教鞭もとっていた。 1972年 12月 5日、 腎不全によりニューヨークで死去。 享年 48歳。

ジャズの発展に貢献し、 その歴史に名を刻んだ名プレイヤーたち。 その人生は、 楽器が異なる如く千差万別。 このコーナーでは、

そんな個性的なジャズマンたちの功績を称え、 生き様を紹介することで、 より多くの人々にジャズの素晴らしさを伝えていきたい。
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人一倍哀愁漂うケニーの最も哀愁漂う

作品といえばこれ！　疾走感の中に切ないまでの哀

愁を感じさせる 「ロータス ・ ブロッサム」 から、 ケニ－のク

ールな世界が広がりっぱなし。 そう、クドイくらい哀愁があるのだ。

「マイ・アイディアル」 の良さが頻繁に取り上げられるが、 「アローン・

トゥゲザ－」 も相当泣ける。 「アイ・ハド・ザ・クレイジェスト・ドリーム」

でのケニーから T ・ フラナガンのソロへの流れは鳥肌もの。 この作

品におけるケニーのラッパを “地味だ ”“暗い ”などと簡単に切り

捨てるような人がいるなら、 その人にはきっとジャズの良さな

ど一生わかるまい。 ケニーの真骨頂、 バラードの

魅力がギッシリの名盤！ 1959年録音。

ジャズ ・ メッセンジャーズから独立後の

1956 年春にケニ－が結成したこの “ ザ ・ ジャズ ・

プロフェッツ ”の活動期間は僅か 2 ヶ月余り。 本作の録音は

56 年の 4 月 4 日。 唯一のスタジオ録音盤故に、 幻と称される名

盤。 一匹狼的存在のケニ－が珍しくグループ ・ リーダーとしての意

欲をみせた渾身の一枚。 冒頭のグループのテーマ曲ともいえる 「ザ ・

プロフェット」 のカッコ良さといい、 収録全 5 曲中 4 曲のオリジナルを

披露する作曲家としてのケニ－の実力が光る。 J.R. モンテローズ

のテナーも冴え渡り、 メンバー 5人のクールで熱いジャズ魂

がそこら中に充満。 もっと多くの作品を残して欲しか

った本当にカッコいいグループだ。
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KD's Great Album 以下の 3作品以外にも、 多くの素晴らしいリーダー ・アルバムの残してくれたケニ－。 トランペット

片手に佇むその姿だけでも絵になる男だ。 そのクールさでは、 あのマイルスにも負けていない！

Kenny Dorham 
and The Jazz Prophets Vol.1
Kenny Dorham 
and The Jazz Prophets
(ユニバーサル：UCCU-5189)

'Round About Midnight 
At The Cafe Bohemia 
Kenny Dorham
(東芝EMI：TOCJ-6426)

Quiet Kenny
Kenny Dorham
(ビクターエンタテイメント：VICJ-41234)

Kenny Dorham (tp), J.R. Monterose 
(ts), Kenny Burrell (g), Bobby Timmons 
(p), Sam Jones (b), Arthur Edgehill (ds)

Kenny Dorham (tp), Tommy Flanagan 
(p), Paul Chambers (b), Arthur Taylor 
(ds)

Kenny Dorham (tp), J.R. Monterose 
(ts), Dick Katz (p), Sam Jones (b), 
Arthur Edgehill (ds)

ケニ－ vs マイルス、 ガチンコ対決！ ヴォーカリストのケニ－ ・ ドーハム

『静かなるキニー』

時期的に 1957 年初頭になるのだろうか。 「カフェ ・ ボヘミ

ア」 に出演中のマイルス ・ デイビスに、 飛び入りを懇願し

たケニ－。 この時の模様は、『マイルス・デイビス自叙伝Ⅰ』

（宝島社文庫） に詳しく書かれている。 旧知の仲であり、 そ

のプレイも認めていたマイルスは快くケニ－をステージに上

げる。 しかし、 ここでケニ－はマイルスを凌ぐ素晴らしいプ

レイを披露！　「オレのステージに来て、 オレより目立って、

オレが面白いわけがない。オレのはらわたは煮えくり返った」

と怒り心頭のマイルスは、 誰とも口をきかず帰途につく…。

そして、 翌日もケニ－は姿を現し、 マイルスに再度飛び入

りを懇願。 その晩は、マイルス曰く 「完璧にねじ伏せてやっ

た」 とされる。 「一九六〇年代にも、 サンフランシスコで同

じことが起きたが、 やっぱり引き分けに終わった」 そうだ。

全ての聴衆がこの只ならぬ雰囲気を察知していか定かでは

ないが、 「それが当時のやり方だった」 とのマイルスのこと

ばに、 ジャズが熱かった時代の様子が垣間見れる。 現代

のジャズ ・シーンにも、 こんな緊張感が欲しいところだ…。

『静かなるケニ－』 に象徴される哀愁漂うプレイからシャイ

な印象を受けるが、 マイルスにシュート （格闘技界でいう真

剣勝負） を仕掛けるなど、　意外にアグレッシヴな気質も持

ち合わせていた様だ。 そんなケニ－は歌声も披露しっちゃっ

てます！　アルバム 『ディス・イズ・ザ・モーメント！』 では、

自身のヴォーカルをフューチャー！　評価は様々ですが…。

本名のマッキンリー ・ ハワード ・ ドーハムのマッキンリーの

略から、元々 “キニー （Kinny） ” と呼ばれていたが、その

綴り間違えの多さから “ケニー （Kenny） ” に変えたといわ

れている。 そんな洒落た逸話もあるケニー・ドーハム。 バー

ドのグループではマイルスの後任、マックス・ローチのグルー

プでもブラウニーの後任と、 ちょっぴり日陰の存在、 No.2
的存在のラッパ吹きだが、 この男はやる時はやる男。 そこ

がまたクールで渋く、 何ともいえない哀愁を醸し出すのだ。

幻の名コンボ “ジャズの予言者達 ”唯一のアルバム

ケニーのクールな佇まいが目に浮かぶ最高のライヴ盤

ケニー ・ ドーハムといえばこの一枚！

この 「カフェ ・ ボヘミア」 でのライヴが

行われたのは、1956年 5月 31日。 前月には、“ ザ・

ジャズ ・プロフェッツ ”のアルバムを録音したケニ－。 このラ

イヴのメンバー中、 ケニ－ ・ バレルとボビー ・ ティモンズ以外の

4人はその “ジャズの予言者達 ”だが、 名義はあくまでもリーダーの

ケニー ・ ドーハム。 翌 6 月には、 “ ザ ・ ジャズ ・ プロフェッツ ” を解

散し、 ケニーはブラウニーの後釜としてマックス ・ ローチのグループ

に参加するなど、 状況が目まぐるしく変化する時期だが、 とても

充実していたのであろうアグレッシヴなケニーがここにいる。

ブルー調のジャケ写に映えるチェック柄のジャケット

もオシャレだし、 演奏も最高！　

1. Lotus Blossom 2. My Ideal 3. Blue Friday 4. Alone Together 5. Blue 
Spring Shuffle 6. I Had The Craziest Dream 7. Old Folks 8. Mack The 
Knife

1. Monaco 2. 'Round About Midnight 3. Mexico City 4. A Night In Tunisia 
5. Autumn In New York 6. Hill's Edge 

1. The Prophet 2. Blues Elegante' 3. DX 4. Don't Explain 5. Tahitian Suite


