
【訃報】ジョージ・ムラーツさんを偲んで 

伊勢です、 

ジョージムラーツさんが亡くなったそうだ。 

ほとんどの人にとっては「誰？」という 
人だと思うけれど、 

ぼくにとっては、そうだな、、 

亡くなったと聞いても涙が出るほど 
悲しい気持ちにはならないけれど、、、 

その名前を聞くだけで、人生のページが 
パタパタと巻き戻り、 

セピア色の懐かしい青春時代に 
巻き戻ってしまう、 

そんな存在だ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ジョージムラーツって誰？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ジョージムラーツは、 
JAZZベーシストだ。 

ぼくにとっては、 

人生で一番聞いた曲で 
ベースを弾いていたのが 
ジョージムラーツで、 

音を聞けば、どうしたって 
青春時代に引きずり戻されて 
しまう、 

そんな存在だ。 



ここだけの話なのだけれど、 
ぼくは、青春の大半をトランペットで 
JAZZを演奏することに捧げていた。 

残念ながら、JAZZを 
仕事にはできなかったけれど。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
見苦しい言い訳とエゴ丸出しの自分 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

若かりし頃、 

ジャズを語るような、恥知らずにだけは 
なるまいと、心に戒律を刻み込んだ。 

20年以上、その戒律を守ってきた。 

でも、今からその戒律を 
破ることにする。 

そろそろ恥知らずに 
なってみよう。 

ジョージムラーツが亡くなった 
追悼にかこつけて。 

今日だけは、臆面もなくJAZZを 
語りたいと思う。 

色々と書いたけれど、 

ここから先は、完全にエゴの世界だ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
村上春樹とJAZZと勘違い男 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

JAZZを語るというのは、本質的に 
村上春樹を語るのと同じぐらいこそばゆい事だ。 

そして、村上春樹を語るやつは、 
だいたいエスプレッソを飲みながら 



ジャズも語るわけで、 

そんなやつは、いくつになっても、 

アイビールックで 
紺ブレザーを着がちなわけで、 

あるいは、 

ボタンダウンの紺シャツに 
白や紺のニットとジーンズを 
合わせがちなわけだ。 

そして、 

そんなやつは、だいたい 
インテリぶった自意識過剰な 
ナルシストに決まっていて、 

だから、そんなやつを見かけたら、 

「お前なんか全然いい男じゃないんだかんな、 
それ全部勘違いだかんな」 

と、言いたくなってしまうのだけれど、 

今日は、気取りに気取って 
おれ様のJAZZを語るのだ、 

という長い、長い言い訳。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
そして、ジョージムラーツに出会った 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ジョージムラーツと出会ったのは、 

トミー・フラナガントリオの 
「エクリプソ」というアルバムだ。 

アルバムエクリプソの中でも 
ジョージムラーツのソロがひときわ光り輝くのは 
コンファメーションという一曲かな？ 



---------------------- 
Confirmation： 
https://youtu.be/AQqDIEGs51k 
---------------------- 

ジョージムラーツのベースに 
全神経を集中して、まず聞いてみて。 

ジョージムラーツの凄さは、 
ウッドベースなのに、エレキベースのような 
音程の確かさと、 

類を見ないメロディアスなベースラインだ。 

（特にコンファメーションのメロディアスな 
ソロには、もう、鳥肌立ちっぱなしでぶっ飛んだよね） 

それから、音そのものが、特別なんだ。 

ピンポン玉サイズの 
丁度いい硬さの毛糸の玉を 

ずっと体にぶつけられ続けられているような快感。 

極めつけは、グルーブ製造機と 
言いたくなるような心地よいビートだ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
それは、さておき、 
JAZZって何なん？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

まず、語りたいのは、 
このバンドのリーダーである 

トミー・フラナガンという 

ピアニストについてだ。 

このバンドは、トリオ編成で、 

ピアノが、トミー・フラナガン。 

https://youtu.be/AQqDIEGs51k


ドラムが、エルビン・ジョーンズ、 
ベースがジョージムラーツだ。 

この3名のグルーヴは化け物で 
大好きなバンドだ。 

しかし、 

こんな事をいうのもなんなのだが、 
リーダーのトミー・フラナガンは、 

正直、、 

ピアノの演奏がうまいわけではない。 

そんな事を言うと、 

「え、うまくないのに、好きって 
どういうこと？」 

と、思うかも知れない。 

それは、そうだ。 

スポーツでも、料理でも、上手い人の方が 
すごい人なのは、この世界の常識だ。 

しかし、 

ここがJAZZのJAZZたるゆえんなのだけれど、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「JAZZっていうのはさ、、、」 
遠い目をして男は言った。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「上手ければいいっていうものでもないのよ。」 

誤解をしないで欲しいのだけれど、 
トミー・フラナガンはピアノがうまい。 

こんな独特のリズム感で 
ピアノを弾ける人はそうはいない。 



それは、誰よりも上手いということだ。 

でも、クラッシク的にきれいに 
早く弾くという意味では、 

もっと上手い人はたくさんいる。 

トミー・フラナガンは、音も外すし、 
リズムもモタったり、指の動きが 
蹴躓いて、つんのめったりもする。 

だから、 

ものすごく演奏がうまい、 
超絶技巧派というわけではない。 

でも、トミー・フラナガンのピアノは 
間違いなく「最高にいい」のだ。 

すごく味がある。 

このことが意味するのは、 

『JAZZっていうのは、 
うまいのが正解な世界ではない』 

ってことなんだ。 

一般社会は 

「うまい＝正解の世界」 

だけど、 

JAZZっていうのは、 
ちょっと違うのだ。 

うまいから、良い、ってもんでもないのよ。 

それがJAZZ的価値観なのだ。 

トミー・フラナガンのモタつきや、 



微妙な空白に、 

ジョージムラーツの奏でる 
メロディアスなベースラインが 
滑り込むから、 
心地よいグルーヴが生まれる。 

トミー・フラナガンのリズムの揺れと 
エルビン・ジョーンズのスネアブラシが 
相まって、 

走ったり、モタったりを繰り返すので 

f分の1、ゆらぎの世界で 
とてつもなく心地よいのだ。 

そうやって、 

不確かで、不安定な世界で 
遊ぶことでしか、 
生み出されない凄いものだって 
あるのだ。 

今の時代っていうのは、 
工業生産時代だから 

正確であること、 
均一であることこそが、 
正解という価値観の時代だと思う。 

でも、JAZZは違う。 

不確実で、偶発的だから 
こんなにも魅力的なのだ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「JAZZっていうのはさ、、、」 
遠い目をして男は言った。（二度目） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

史上最高のJAZZMANと言えば 
マイルス・デイヴィスだろう。 



トランペッターとしても、 

ジャズ界全体を見ても、 

史上最高の存在は、 

マイルス・デイヴィスだろう。 

マイルスこそが、 

JAZZを進化させ、 
JAZZを何度も生まれ変わらせ 

後のポップスやヒップホップの世界にまで 
影響を与えたのだ。 

マイルスは、 

正真正銘の音楽の天才であり、 
トランペットを打楽器のように吹く 
唯一無二のプレイヤーだ。 

だが、 

そんなマイルスもまた、 

演奏のうまさでいうと、 

めちゃくちゃうまいわけではない。 

楽器の演奏レベルだけでいえば 
マイルスよりうまいトランペッターは 
山ほどいるし、 

ウイントン・マルサリスなんて 
うますぎて、聞いているだけで 
目の前がクラクラしてくるほど超絶技巧を持つ。 

それと比べると、 

マイルスは、耳が良くて音程にも 
敏感なのに、しょっちゅう音を外す。 



しかし、そうであったとしても、 

マイルスの音は、やっぱり最高なのだ。 

最高も、最高も、最高も、最高で、 
正真正銘、最高の演奏なのだ。 

マイルスが、紡ぐメロディーは泣ける。 

染みて、染みて、染み渡るのだ。 

かすれながら鳴るロングトーンが、 
あっちの世界に連れて行ってくれるのだ。 

マイルスの音は、唯一無二なのだ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
結局、JAZZって何なん？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

JAZZは、侘び寂びの世界に 
通ずるものがあるかもしれない。 

侘び寂びの世界は 
見るものでなく 
味わうものだとしたら、 

JAZZもまた、聞くのではなく 
味わうものなのだ。 

さあ、みんで、JAZZを味わおう。 

聞くのではなく、味わおう。 

話はガラッと変わる。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
仕事にJAZZを求める？ 
それはとんだ大馬鹿野郎だ。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

JAZZのように仕事をしようとする 
大馬鹿野郎がいる。 



私だ。 

JAZZの魅力といえば、 

インプロビゼーション（即興）と 
メンバーとのセッションだ。 

JAZZというのは、 

テーマという譜面があるものの 
譜面を演奏するのは、全体の1割に満たず、 

演奏の9割は、譜面無しの 
アドリブ（即興）で進めていくものだ。 

譜面がない、 

それは、言い換えると 

台本のない、筋書きのない世界だ。 

台本がない不確実性の中で 
生まれる音がJAZZの魅力だ。 

演奏している本人だって、 
何が出てくるか分からないところがある。 

その不確かで、偶発的な流れの中で 
生まれる音にたまらなく興奮するのだ。 

JAZZを演るのが好きというのは、 
言い換えると、偶発フェチと言えるかもしれない。 

未熟なプレイヤーのぼくが 
言うのは、はばかれるけれど、 

JAZZを演奏するということは、 
偶発性を楽しむという価値観を持つ 
という事でもある。 

JAZZMANの口癖は、 



「セションしよう」 

だ。 

メンバーとセッションをして、 
そこで、偶発的に生まれる音と 
グルーヴがエクスタシーなのだ。 

ピアノの演奏に呼応して、 

ドラムが盛り上がり、 

その音に引っ張られて 
ベースが一瞬の煌めきを見せ、 

その音に刺激されて、 
トランペットの熱量が上がり、 

再び、ピアノが、渦を巻く熱気の 
中で、鍵盤を叩く。 

というように、 

お互いに、自分のクリエイティブを 
ぶつけ合う事で、更に高みを目指して 
昇天していく。 

いつだって、まだ見ぬ世界に 
たどり着きたい一心なんだ。 

JAZZのセッションというのは、 
そういうものだ。 

何が生まれるかは、どうメンバーが 
響き合うかが全てなのだ。 

で、 

仕事でも、セッションしようとするのが 
大馬鹿野郎のこの私である。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
しかし仕事はJAZZではないし、 
人生もJAZZではないのだよ。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一緒に仕事をしたことがある人なら 

私がやたらと、 

安定を嫌い、 

常に状況を引っ掻き回し、 

偶発的に生まれる何かを 
生み出そうともがき続け、 

既定路線を毛嫌いしがちなのは 
知っての通りだと思う。 

だから、ひとつの投げかけに 
さらなる熱量でかぶせてこられると 

ご満悦になりニコニコしてしまい、 

さらなる、カブセを仕掛けて 
どうだ、どうだ、とやってしまう。 

クリエイティブなぶつけ合いで 
生まれる火花を、 

偶発性の中で生まれる 
美しい煌めきを、 

見れるものなら 
見たいと切望してしまう。 

まだ見ぬ世界へ、その先の世界へ。 
だた、高め合いながら行ってみたいのだ。 

逆に、引っ掻いても引っ掻いても 
他の人がグルーヴにのってこないと、 

途端につまらなくなって、 



やる気がなくなってしまう。 

仕事になんの意味も見いだせなくなる。 

これはもう、JAZZに精神を蝕まれた 
男の悲しい性である。 

しかし、仕事はJAZZでもないし 
セッションでもない。 

同一視してはいけないのだ。 

不確実性だけだったら 
仕事にならないし、 

仕事という面で見ると、 

それは、美しくない。 

だから、自分の価値観を押し付けては 
いけないんだ。 

今回、よく分かったよ。 

変わらなくてはならないのは 
ぼくの方だ。 

ごめんよ。 

でも、 

丹田に力を入れて 
楽器を構えて、 

メンバーと目配せをして、 

一瞬、軽く目を閉じた後、 

全神経を集中して、 
最初の1音目を鳴らすとき、、 

そんな神聖な気持ちで、仕事を向き合うと、 



もう、ダメなんだ。 

火花をちらして、行くところまで、行きたくなるし、 
まだ見ぬ世界へ昇りたいと思ってしまう。 

でも、それは、大馬鹿者のやることだ。 

申し訳ない。 

こんな結論になるとは 
思っていなかったけれど、 

未だにJAZZの幻影に囚われて、 
仕事をしているようだ。 

誰かと仕事をするときに 
己が何を求めているのか？ 

それは、 

こういう事なんだなと、 
今、気づいてしまった。 

なるほどね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
セッションしようぜ！ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

JAZZを語るのはやはり恥ずかしい。 

そして、夢やぶれたのち、 
仕事にJAZZを持ち込むのは 
もっと恥ずかしい。 

青春というのは、 
青の時代だ。 

まだ何者でもなく、 
何者になるかも分からず、 

人生に安定性もなにもない。 



先行き不透明で 
前途多難。 

でも、不安定で、 
先行き不透明だからこそ、 

何者にでもなれる、 
偶発性の中で大いに化けられる 
時間でもある。 

やがて人は、 
不確実でJAZZみたいな 
青春時代を抜け出し、 

大人になり、何者かになり、 
アイデンティティーを確立していく。 

でも、 

どうやら私は、未だに 
あのときのままみたいだ。 

取り憑かれたように 
のめり込んだJAZZの世界。 

不確かで、不安定で、偶発的で 
そんな筋書きのない世界。 

そこで、生まれる音に 
やっぱり、たまらなく興奮するのだ。 

偶発的で、どこまでも自由で、 
不思議に美しい、 

そんな世界を愛する気持ちが 
今も、心の奥底にあり、 

きっと、これからも 
それを追い求めながら、 
生きていくのだろう。 

まだ見ぬ世界に 
たどり着きたい一心で。 



それが、不確実性を 
自分のアイデンティティとして 
固定してしまった、 

JAZZに魅せられた 
男の末路である。 

・・・・・ 

天国でもベースを響かせて 
セッション楽しんでください。 

ありがとう。 

ジョージムラーツさん。 

ようやっと涙が出てきたよ。 

合掌。 

伊勢隆一郎 

追伸 

セッション： 
https://www.amazon.co.jp/dp/B016B9JQ0S 

https://www.amazon.co.jp/dp/B016B9JQ0S

