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★ROCKシンガーとJAZZシンガーの間で葛藤はありましたか？ 
　 元々ガンガンの ROCK でしょ？　なので、 その頃からのファン

にしてみるとカッコいい ROCK シンガーでいて欲しいという気持

ちが、やっぱりあると思うんですよね。 だから、 JAZZ にアプロー

チしていくのは、 私自身にとっても覚悟と勇気が必要でした。 一

番大切なのは説得力だと思うんですよね。 自信なんかまだ全然

ないんですが、 このコロナ禍で 「みんなで集まるのダメ」 「大声

出すのダメ」 「立ち上がってタオル振り回すのダメ」 でしょ？　私

も飛沫いっぱいに歌うので、 ROCK は本当に難しい分野だなぁ

と思いあぐねていました。 オンライン ・ ライヴもありますが、 やり

方を間違えると伝わるものも伝わらなくなるかもしれない。 なの

で今の段階では控えた方が良いかな、 と思いました。

　 そういう中で今、 私にできること。 それは以前から温めてい

た JAZZ にチャレンジすることだと…。 本当はもっとすんなりと

JAZZ が歌えると思っていたんですが、 実際に録音してみると想

像していた以上に大変で、 ガックリと肩を落として帰ってくるとい

う経験を何日も繰り返して。 でも、 全く飽きることなく、 歌えば歌

うほどのめり込んでいって。 これには自分自身が一番ビックリし

ています。

 
★ 『Enter』 には 「Speak Softly Love ～ ゴッドファーザー 愛の

テーマ」 も収録されていますね。 
　 私の発想には当初、 この曲は全然なかったんです。 でも、 プ

ロデューサーに 「僕は絶対に合うと思うよ！」 って強く勧められ

てトライしてみることに。

　 この曲をやろうと思った理由は 2つあって、 まず女性にほとん

どカヴァーされていなかったこと。 あと、 映画の中でイタリアの歌

手が登場するんですけど、 「実は、 これはフランク ・ シナトラな

んだよ」 って言われた時に、 シナトラ大好きファンとしては絶対

にやるべし！と思ったんです （笑）

★ 『Enter』 が完成し、 今の率直な気持ちを聴かせて下さい。

　 ひとまずトライということで録音してみよう！となった時は、 ま

だ英語のレッスンも本格的には始めていなかったんです。 協力

してくれるスタッフから、 いろいろと教えてもらいながら本当に手

探りで歌ってみた感じ。 なんとなくの感覚で、 まずは英語の歌詞

をひたすら追いかけて （笑）　でも、 何度も歌っていくうちに腑に

落ちない歌詞がどんどん出てきて。

　 1曲目、 2曲目…とレコーデイングが進んでいった後に、 その

言葉の意味がようやく納得できたりして、 「もう 1回、 最初から

録り直したい！」 と進言したんですけど、 「ファーストテイクは未

完成だけど人を揺さぶるものがあって、 それはその 1回にしか

ない魅力だから、 絶対そのままの方がいいよ」 と説き伏せられ

ました。 そういう未熟な部分も含めての 1st JAZZ アルバムなん

ですよね。 手直しのできないヒストリー。 そういう意味では、 時

を重ねるほど愛着がわく LP になったのかな、 と思います。

★今回 JAZZ に挑戦したきっかけについて聞かせて下さい。 
　 父が他界した後、 その父が大切に集めていたジャズの LP や

カセットテープが出てきたんです。 それから少しずつ聴くように

なって。 フランク ・ シナトラの 「Strangers in the Night」、 この

曲が自分が生まれた年にリリースされていたことを知り、 すごく

興奮したことを覚えています。 アメリカの 50～ 60年代の JAZZ
は弦アレンジが何とも美しく、 父が亡くなってから、 こんな素敵な

世界があるんだな、 ちょっと歌ってみたいなって思いはじめたん

ですよね。

　 実は 3年くらい前からプロデューサーに 「どこかで勇気を持っ

て新しいことにチャレンジしていかなきゃね」 とは言われてて。

それがこのコロナ禍で、 ファンの皆さんを励ますという意味で、

今までやったことがなかったブログも前向きに始めたりもして、 そ

のタイミングで 「そろそろ JAZZ にトライしてもいい時期だね」 と

プロデューサーに背中を押されたもので、 よ～し！と遂に私のエ

ンジンが唸りを上げました （笑）

Jazz Interview　Vol.64
★ ROCKと JAZZでど真ん中を突っ走る！ ★
中村あゆみ 【Ayumi Nakamura】

　1984年 「Midnight Kids」 でデビュー以後、 「翼

の折れたエンジェル」「ONE HEART」「BROTHER」

など 35枚のシングル、 30枚のアルバムをリリース

し、 人気 ROCK シンガーとして活躍し続けて来た

中村あゆみが、初の JAZZアルバムをリリースする。

　単なるカヴァーとしての JAZZ ではなく、 JAZZ を

愛した亡き父親のコレクションから影響を受けた

JAZZ シンガーへの共感とリスペクトを込めて、 直

球勝負を挑んだ。 渾身のアルバム 『Enter』 の誕

生秘話や溢れる JAZZ 愛を赤裸々に語ってくれた。

　ROCK と JAZZ でど真ん中を突っ走る人気シン

ガー＝中村あゆみ初の JAZZ インタビューです！

【2021年 2月 取材 ・文 ：加瀬正之

写真提供／取材協力 ：株式会社 Lady.A】
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★周りやファンの方々の反響はいかがですか？

　 やっぱり中村あゆみは ROCK だよ、 という人。 今までの中村

あゆみは好きじゃなかったけど、 これだったらちょっと聴いてみよ

うかなっていう人。 ファンの方も二分化していくんだと思います。

もちろん新しいファンを獲得したい！という野心は大いにあります

し、 選曲がもの凄く良いと言ってくださる方もいたりして手応えは

感じています。 今回は JAZZ のど真ん中を行ったつもりなんです

よ。 私の好きな曲を全部集めた第一弾みたいな。 もう本当に直

球。 「どうよ！」 っていう感じよ （笑）

★タイトル 『Enter』にはどんな思いが込められているのですか？ 
　 直訳すると 「入る」 という意味。 エンターテイメントのエンター

でもあって、 その世界に入っていく決意を表現したものです。 パ

ソコンのキーボードに Enter ボタンがあるでしょ？　あれを押す

感覚。 他にもいくつか候補があったのですが、 JAZZ への入口、

始まり、 そしてエンターテイメントという意味を重ねて 『Enter』
でいこう !ということになりました。今の私の心境にピッタリなので、

とても気に入っています。

★ 『Enter』 には JAZZ に初挑戦という意味もありますよね！

　 そうです （笑） ！　正直に言うと、ROCK ではイキナリ売れちゃっ

たので、 自分が作り上げていく音楽は、 ある意味とても未熟だった

と思います。 試行錯誤しながら産み落としていくというよりも、 与えら

れた領域の中で上手に組み立てていく。 売れているんだから、 それ

をキープしなければいけないというプレッシャーでいっぱいでした。

　 JAZZ に関してはこれからなので、 MC ひとつにしてもいろいろ

作り上げていくことができるし、 じっくり楽しみながら向き合ってい

けると確信しています。 自分のライフワークの延長線上で素敵に

広げていけたらいいですね。 今、 想えば、 デビューした頃はライフ

ワークも何にもなくて、 何かに追われているように生きていました。

　 でも、 ROCK から学んだこともたくさんあります。 私は挑戦す

ることが大好きなので、 JAZZ もひとつの挑戦なんですよね。 70
歳の時に ROCK をガンガン歌えたら、 それもまた挑戦。 自分の

中で音楽という炎を絶やさないためにはこのやり方が一番いい

のかなって思うんです。 とりあえずは、 これまでのいろんな経験

を JAZZ に活かせたらなって考えています。 

★ 「Fly Me to the Moon」 「You'd be So Nice to Come Home 
to」 の MV もとてもカッコ良くてセクシーですね！

　 観ていただけましたか？　自分でも言っちゃいますけど、 とて

も素敵にできているでしょ！？　

　 実のところは、 とにかく大好きなヘレン ・ メリルの 「You'd be 
So Nice to Come Home to」 のイメージを壊したくない、 その一

心でした。 それに、 私がイメージする JAZZ の世界を表現して

みたら、 あんな感じに仕上がったんです。 しかも、 ディレクター

をはじめスタッフさんのセンスが素晴らしくて、 低予算で短期間

にもかかわらず、本当にベストを尽くしてくれたと感謝しています。

　 JAZZ という大人の世界では、 歩き方もモンロー ・ ウォークの

ようにセクシーで、 そのセクシーさの中にもキュートな感じもあっ

て。そんなことをイメージしながら、私も映画の中の女優のひとり、

という感じでやらせてもらいました。

★ 3月 14日 （日） にコットンクラブでアルバム発売記念ライヴ

が行われますが、 ロックの会場とは雰囲気も全く異なりますね。 
　 全然違いますね。 JAZZ を主にされている会場は空間の雰囲

気そのものがワインやカクテルにいい感じで似合うじゃないです

か。 私の歌を聴いているうちに、いつの間にかグラスが空になっ

て、 ついついお替わりしちゃう…そんな甘い魔法のようなステー

ジにできたら、 いいですね。

　 去年、 横浜と大阪のビルボードライブに出演させてもらったん

ですが、 アリーナやスタジアムでのコンサートよりもガチガチに緊

張してしまって、 手も足も震えちゃって （笑）　今回のステージで

はもう少しリラックスして、 お客様と一緒に楽しみながらのライヴ

ができたら最高ですね。

★コットンクラブ公演では特別な演出など考えていますか？ 
　 今回はとてもシンプルにピアノとギター、 そしてサキソフォンだ

け。 ROCK でもずっとギター 1本だけで歌っていた時代もあった

ので、 例えばピアノだけで歌うってのも嫌いじゃないんです。 今

回のアルバムも結構そういう曲が多いと思いますが…私だけの

丸裸の世界みたいな （笑）　

　 以前 「Daddy」 という曲を作ったことがあって、 JAZZ と珈琲

はここにあるから戻って来てお父さん！っていう歌なんです。 ビ

ルボードライブではその曲から 「Fly Me to the Moon」 へと続い

ていって…。 大好きだった JAZZ と父親に書いた曲でオープニン

グがスタートし、 今日はあなたのために歌うよ！みたいな演出で

やってみたんです。 それがかなり好評だったので、 さて、 今回

はどう演出しようかと、 ちょうど今それを考えているところでした。

今回のメンバーでの最高の演出、 楽しみにしていてくださいね。

 
★お父さんは 『Enter』 にどんな感想を持つと思いますか？

　 珈琲を飲みながら聴いてくれていると思います （笑）　父は自

分で珈琲豆をミルで挽いて飲む人だったんですね。 そのミルを

最近、 母からもらったんです。 この前、 それを使って自分で珈

琲豆を挽いて、 自分のアルバムを聴きながら珈琲を飲んでみま

した。 そうしたら、 ふと、 お父さんが遊びに来ているような感じ

がしたんです （笑）　財産や遺産などを子供に遺すとかではなく

て、 こういう遺し方もあるんだなって思いました。 
　 父が遺してくれたアルバムを聴くことがなかったら、 今の私は

ないんじゃないかと。 コロナ禍の時期で八方塞がりになっていた

時に JAZZ を歌う。 そういう希望の光ももらえたし、 新しい世界

にトライするチャンスも頂いて。 感謝しかありませんね。

★お父さんは JAZZ の演奏はされていなかったのですか？

　 特に演奏していた記憶はありません。 聴くだけでしたね。 大学

生の頃は卒業できないんじゃないかっていうくらい毎日 JAZZ 喫

茶に通っていたみたいです （笑）

 
★今回はしっとりと JAZZ を歌うイメージですが、 今後アップテン

ポでハードな JAZZ も歌って欲しいです！

　 私はスティングが大好きだったり、 JAZZ は元々楽器による遊

びの一環でメロディよりもリズムから来る、 という話を聞いたりし

ていたので、 次はそういうリズムを取り入れた JAZZ にも挑戦し

てみたいですね。 もちろんスタンダードや映画音楽も。 「名曲と

JAZZ」 というテーマで、 皆さんが大好きな曲を私なりに歌ってい

けたら絶対楽しいですね。 
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 Live!★スティングの「Englishman In New York」は、JAZZミュージシャ

ンが参加していますよね。

　 そういう曲や皆さんが知っていて、 私にぴったり合いそうな曲な

どリクエストしてくれたら嬉しいです！　今はとにかくインプットの時

期なので、 いろいろなことを吸収したいんですよね。 今後 JAZZ
を歌っていくための肥やしにしたいと思っているので、 ぜひ！

 
★個人的にプロレス・ファンなのですが、 2018年にプロレスラー

鈴木みのるさんのデビュー 30周年を記念して 「風になれ」 の

NEW ヴァージョン「風になれ～ The King to the World」をリリー

スされましたが、 鈴木みのるさんは今回の JAZZ アルバムに関

して何かおっしゃっていましたか？

　 「いいね～！」 って言ってました （笑）

★ 『Enter』 は JAZZ シーンにとっても良い刺激と思っています。 
　 ええ～嬉しい！　実は前から JAZZ のお話はいくつか来ていた

んですけど、JAZZ って大人しくなっちゃう気がしてたんですよね。

でも、 いろいろなことを経験した中で、 大人しいだけではなくや

れる方法もあるだろうって、 実は思っていて。

　 私が心揺さぶられたのは、 エルヴィス ・ コステロの奥さんでも

あるダイアナ ・ クラール！　5年くらい前にダイアナ ・ クラールを

聴いた時に 「JAZZ をやってみようかな」 とちょっと思ったんです

よね。 歳も私と同じくらいだし、 彼女の低音は本当に素晴らしい

んですよ。 あと、 ザーズ！ JAZZ とは違うかもしれないけど、 私

は彼女に ROCK スピリッツを凄く感じるの。 だから、 ダイアナ ・

クラールとかザーズに出会って、 その時からすでに JAZZ の方

にグイッと引き寄せられていたような気がします。 
　 元々、 ロッド ・ スチュワートが JAZZ っぽい感じでアンプラグド

で歌っているアルバムを 3枚ほど持っているんですけど、 それも

凄く聴きまくっていた時期があって、 その辺から徐々に JAZZ の

波が押し寄せて来ていたんですね。

　 こうして振り返ってみるとストーリーがくっきりと見えてくるんで

すが、 成るべくして成るプロセスを踏んで、 こうして今回 JAZZ
を歌うことになったんでしょうね。 来るべき時が来たって感じ。 こ

れぞ、 満を持して、 ですね。

 
★ ROCK の道に進まれた時、お父さんに何か言われましたか？ 
　 大阪人だったので「JAZZ もええで～！」って言っていました（笑）

　当時、 私が選んだ音楽業界の道には、 父はあまり賛成していま

せんでした。 でも、 一所懸命に打ち込んでいる初めて見る私の姿

に圧倒されていたようで、 特に何かを言われたという記憶はない

です。 それに、 短期間で一気に売れたこともあって、 ますます何

も言うことができなくなって、 いつもそっと見守っていてくれました。

　 メッセージ性の強い ROCK を歌っていた当時は JAZZ の魅力

がわからなかったのですが、 父が大好きだった JAZZ やスタン

ダードを歌うようになった今、 もし父が生きていたら、 さあ、 何と

言うでしょうね？ きっと寝ないで朝まで講義をしてくれたと思いま

す。 それに 「これもええで、 あれもええで」 って、 たくさんの曲

をリクエストしてくれたんじゃないでしょうかね。 もしかしたら歌詞

の解説までしてくれたかもしれません （笑） 　
　 正直、 英語で歌うことに慣れていなかったので今回のレコー

ディングは大変でした。 けれど、 つい挫けそうになると亡くなった

父や、 2018年 12月に他界したデビユー以来のパートナー ・ 鎌

田ジョージがふっと出てきて「そこで諦めてしまうのか！？」とか、

時には 「その調子だ！！」 とか励ましてくれたりするんです。

　 ジョージが残してくれたデモテープの中に、 彼が弾いているギ

ターソロがあって、 今回の音源にそれを使用していたりもしてい

て、まるで一緒にプレーしているような、そんな感覚が何度もあっ

たんですよね。 とても温かい何かにフワッと包まれながらの、 不

思議なレコーディング体験でした。

★ JAZZ でやってみたいことなどありますか？ 
　 言っちゃってもいいですか？ ビッグバンドに呼ばれたいです。

飛び入りでも共演したい！ そういう場数を踏んでいきたいんです。

★ JAZZ シンガーとして夢などありますか？

　 ある！　ビッグバンドにラインダンサー、 それにセクシーなポー

ルダンサーなんかもいて、 いわゆる古き良き時代のキャバレー

みたいな空間で、 大好きなスタンダードを歌う SHOW をやって

みたいな。 お客様もドレスアップして来てくれたら嬉しいですね。 
まさしく 「Strangers in the Night」 がしっくりくる世界。 あの優雅

で大人っぽい世界を作りたいですね。

 
★ JAZZ に凄く刺激を受けられているのがよく分かりました！ 
　 とにかくめちゃ楽しいんですよね。 すでに新しい曲を歌い始めて

いるんですけど、 英語がだんだん怖くなくなってきたんです。 口の

動かし方が日本語とは全く違って、 英語はもっと横に広げるんで

すよね。 定期的にレッスンを受けて、 最近は海外の映画ばかり観

ています。 JAZZ と出逢えて、歌うことがますます楽くなりましたね。

★最後に 「The Walker's」 読者とファンのみなさんにメッセージ

をお願いします。

　 読者の方は JAZZ が本当に好きで JAZZ を愛されている方が

ほとんどだと思うので、 皆さんに 『Enter』 を聴いて頂いて、 私の

成長を一緒に見守ってもらえたらなって思います！

【中村あゆみオフィシャルサイト】
http://ayumi-nakamura.com

2021年 3月 14日発売

アナログ LP33回転 180g 重量盤

☆ダウンロードカード付

KS-5267
￥4,400 （税込）

【Ai songs】
【※ P11でも紹介！】

『Enter』
中村あゆみ
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“翼の折れたエンジェル ”で知られる ROCK シンガー

中村あゆみの初の JAZZ アルバム！　全 8曲収録。


