チープ・トリック

昭和洋楽の盛り上がりが日本
クの大ブレイクだ 。初来日公演

つけた事例が、チープ・トリッ

審美眼を持っていたし、多分に

日本のリスナーは確かに独自の
トリック 武道館』がアメリカ

様を収録したアルバム『チープ・

イーンのブライアン・メイは、
熱気を放つ日本でのライブ音源

ていなかった彼らが、圧倒的な

取材・文

宇都宮ミゲル

日本盤のみだった『 武道館』

ンはシャイだけど、女の子は本

と違う印象で、そのスタンスが

なに珍しいのかとも思った（笑）。

ぐにわかる 。冒頭から炸裂する

ったかは、アルバムを聴けばす

その公演がどれだけ盛り上が

はこう説明する 。

の逆輸入現象について、リック

き出すのである 。この昭和洋楽

バムは全米４位という記録を叩

れることに 。最終的にこのアル

までもビートルズを筆頭に武道

を 有 名 にしたんだ（ 笑 ）。 それ

思われてるけど、僕らが武道館

武道館が僕らを有名にしたって

れたんだろうね 。それにしても、

ックの音楽のよさに気づいてく

Clinch
写真：Danny

およそ 年前︑
日本のリスナーが世界的な大ブ
レイクのキッカケを作ったバンド︑チープ・トリ
ック︒昭和洋楽のパワー︑大ブレイクのキッカケ
となったアルバムなどについて︑
メンバーのリッ
ク・ニールセンに取材を敢行した︒

を席巻した１９７０年代中盤か

で大ヒット 。それまでアメリカ

の翌年には、武道館ライブの模

世界への影響力を有していた 。
ではさしたる存在感を発揮でき

ら 年代終盤まで 。この時代の

たとえば 年に初来日したク
日本のファンのあまりの熱狂ぶ
をキッカケに世界的な人気を獲

わらないバンドの情熱などにつ

りに「 僕たちはいきなりビート

実に衝撃を隠さなかった 。この
いて、バンドの顔であるリック・

得していくのである 。こうした

ツアーでの人気ぶりが本国にも
ニールセンにインタビューを敢
当に積極的だって感じたのも覚

ルズになった」と公言 。世界で

伝わり、来日直後に発表された
行 。昭和洋楽を代表するトリッ
えてる 。だって空港に着いた瞬

そして当時から現在まで全く変

名盤『オペラ座の夜』は初の全
クスターは本音半分、ジョーク

昭和洋楽のパワフルな影響力、

英チャート１位に到達 。これを
もう身動きがとれなかったんだ 。
ど、たくさんの女の子のファン

そこからすぐ車に乗ったんだけ

当によく覚えてるよ 。といって

がタクシーで何台も追っかけて

「 年の初来日の時のことは本
も羽田空港と京王プラザホテル

来てね 。今じゃそうでもないだ

運命を変えた
武道館でのライブ
の 中 の 記 憶 がほとんどだけど

ろうけど、当時は外国人がそん

さらなる世界への影響力を見せ

が 年に急遽、本国でも発売さ

四方八方からの嬌声 。クライマ

「あのアルバムの日本やアメリ

あったからこそ、チープ・トリ

それは冗談だけど、これだけ人

ックスの『 甘 い 罠 』ではヒート

中に武道館っていう場所はすご

てたね 。日本のファンからは、

の熱狂をそのまま伝える 。当時、 この時代、日本のリスナーって

日本のファン向けにと武道館で

音楽から何かを得よう、耳に入

いって認知されたのは、あのア

プレイ 。この収録音源がアメリ

る音楽のことをとにかく理解し

いうのは本当に真剣に音楽を聴

カのラジオＤＪによって広めら

ようっていう気持ちをいつも感

本国でのライブのセットリスト

れたことをキッカケに、チープ・

バンドロゴが印刷されたライブチケ
ット。この武道館公演の5 ヶ月後に
ライブアルバムが発売された

はアメリカや他の国とはちょっ

初来日ツアーの武道館公演を記念
して制作されたTシャツ。日の丸メ
インのインパクトがすごい

じられた 。そういう向き合い方

リック本人が提供してくれた来日時のオフショット。78 年から3年連
続で来日したリックは日本食がお気に入りのようで、特にごひいきは、
鍋焼きうどんとコンビニのサラダだとか

ルバムからじゃない？ あらため

カでのヒットには本当に驚いた 。 館での名演があったけど、世界

at

アップしたシンガロングが場内

79

にこの曲は入っていなかったが、 いてくれる人たちだなって感じ

事実だ」

気があるってことに驚いたのも

クイーンの日本公演に遅れる
こと３年 。日本のリスナーが、 （笑）。日本って、男の子のファ

78

ドクラスへとのし上がっていった。 でくれた 。

間からものすごいファンの数で、

•Prof i l e

半分で終始、軽快に言葉を紡い

Rick Nielsen ／リック・ニールセン
1948年、米イリノイ州生まれ。オペ
ラ歌手の両親のもとで育ち、10 代

端緒に、彼らは本格的なワール

のブレイク前夜、すでに日本で

at

熱狂的に受け入れられていた事

75

トリックの名は本国でも浸透し

われた記者会見時のショット。この後、メンバーは福
岡へと飛び、初来日公演の初日をスタートさせた
Hasebe

https://www.crete.co.jp/s40 otoko/vol ̲ 050 /

80

ていった 。その結果、もともと

78 年 4月24日、京王プラザホテル「高尾の間」で行

036
『昭和40年男』
vol.50 ／2018年8月号
特集「俺たちを虜にした昭和洋楽」より抜粋…修正電子版

からさまざまな楽器を演奏し始め
る。その後、いくつかのバンドに参
加した後、74年にチープ・トリックと
して活動開始。以降、コンスタント
にアルバムを発表しながら、これま
で15回以上の来日ツアーを実施 。
他アーティストへの楽曲提供も精力
的に行う
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Hunstein/SONY MUSIC ENTERTAINMENT.

そんなに外国人が珍しい
（笑）。
のか？と思ったよ

写真：Don

写真：Koh

写真提供：リック・ニールセン

もともとは、78 年の武道館で演奏された
全19曲から日本のファン向けに10曲を厳選
してレコードに。その後、現在ではセットリ
スト順に全19曲を収めた『ザ・コンプリート・
コンサート』バージョンが発売されている

初来日ツアーでは福岡、名古屋、大阪、武道館、静岡と5箇所、翌年の来
日ツアーでは、金沢、秋田、仙台、札幌も含め9箇所を精力的に巡った。
写真は79年来日時のライブの様子と思われるが、会場など詳細は不明

興奮の武道館トリック

（ '78 ）
『チープ・トリックat 武道館』

ギターコレクターとしても知られるリック。
2012年には故郷イリノイのロックフォード
で「リックス・ピックス」という展覧会を
開催 。膨大なコレクションの他、バンド
関連の貴重な資料なども披露され、約8
ヶ月間、ファンを楽しませてくれた

こちらもリック提供写真の中から、
『 Player Magazine 』の
企画「リックにギターをデザインしてあげよう」の応募作品。
右のデザインが1位で実際に製作され、リックに贈られた
Hasebe
写真：Koh

チープ・トリックが表紙を飾った日本の
音楽誌の写真も。各誌がこぞって特集
した70年代の狂騒がうかがえる

うことだね」

とが、今につながってるってい

らしい場所でライブができたこ

ミングで、しかもあれだけすば

て思うのは、まさに絶好のタイ

共にどう変化してきたのか 。今

いつも意識してたんだ」

らのオリジナリティとは何かを

たと思う 。でも当然だけど、僕

の成長においてとても大きかっ

ッスとの音楽的な交流は、自分

はちょうど

作目のアルバムを

の他、自身の音楽的ルーツにま

大きな影響を受けたという 。そ

トリックもこの３大バンドには

れてデビューを果たしたチープ・

時代 。これらのバンドに少し遅

ミスが圧倒的な人気を得ていた

はクイーンやキッス、エアロス

から今まで、ただいい曲を書き

って感じる 。僕らはデビュー前

になりたがってるバンドが多い

「今の時代はとにかく大スター

がどう変わってきたのだろう 。

作り、バンドとしてのスタンス

ーンや、それにつれて自身の曲

激変した世界のミュージックシ

時のチープ・トリックのアルバ

そういう影響はもちろんその当

英国の音楽中心に聴いてたね 。

もちろんビートルズもだけど、

とにかく僕らが楽しんでいるか

きだし、それは昔から変わらな

っていう気持ちこそ大切にすべ

ずだ 。昔と変わらぬキャッチー

プライズをもたらしてくれるは

ないことが重要なんじゃなくて、 耳にはとりわけフレッシュなサ

いね 。ライブでも一切ミスをし

なメロディの連続で、かつての

の世代 。そんなリスナーたちの

のを目の当たりにしてきた我々

なからず音楽的に劣化していく

プ・トリックを気に入ってくれ

アーに同行してね 。彼らもチー

プニングアクトでそれぞれのツ

ト！』を聴いてみればいい。 年、 られ、ゆっくりとうねるような

の『 ウィア・ オール・ オーライ

いなら、たとえば最新アルバム

このコメントを耳で確認した

もベテランの余裕とタメが感じ

し 。ロビンの声もリックのリフ

名曲を焼き直した感もまるでな

クイーン、キッス、両方のオー

たし、僕らももちろん大好きだ

クしている様子を音から容易に

なら、メンバーが心身共にロッ

だ 。何より耳の肥えたリスナー

けじゃなく、純粋に曲がいいと

のも、アイドル的なルックスだ

「当時の日本で受け入れられた

にコメントしてもらった 。

の確かな審美眼にこそあった 。

真骨頂はこうした日本のファン

ーの耳 。やっぱり、昭和洋楽の

させてしまった質の高いリスナ

に導き、アメリカへ逆輸入まで

グルーヴはかつてなかった魅力

イメージできるだろう 。

か、ライブが楽しいからってい

年と続く多くのバンドが、少

「１枚、２枚とアルバムを出し

武道館の嬌声と熱気と一体感が、

それでもそのバンドの質が高い

だから、僕らはちょっと老けち

やっぱりライブバンドなんだ 。

この秋、プレミアムな
来日公演が実現！

めてこの耳で確認したい 。

う理由が大きいと思う 。会場で

イブアルバムがヒットしたのは

た後、アメリカでそんなに人気

特別なことに感じたしね 。そう、

どれだけ音楽そのものの魅力を

いい演奏ができてるって自信は

ファンと楽しむってことをいつ

あったからね 。ものすごくいい

僕らとしてはレコードとかＣＤ

が出なくても僕は気にならなか

バンドでも最終的に売れずに終

ってことは変わらないわけだ 。

ゃったけど、次の来日に期待し

わるっていうケースは結構ある 。 ももちろん楽しんでほしいけど、

僕らだって一夜にしてスターに

てほしいよ（笑）」
見抜き、かのライブ盤をヒット

彼らの価値を本国よりも早く

なったわけじゃなくて、やっぱ
りいつもいい音を追求していた
から武道館があったわけだし、
その後にもつながった 。流行を
追わないっていうスタイルもよ
かったのかもしれない 。確かな
変化は、自分たちが歳をとって、
プレイの経験がさらに積み重な
ったこと 。それを進化と感じて
こう聞くと、彼らの進化ぶり

くれるならうれしいね」
を直に目撃したくなるわけだが、
そんなチャンスが今年 月、つ
いに到来する 。伝説のラ
イブアルバム発売 周年
を記念して、いよいよ来
日するチープ・トリック 。
その日に向けて、リック

『 at 武道館』発売 40周年を記念し、
東京での一夜限りのライブが開催
決定。メンバー全員の強い希望によ
り思い出の地・日本での企画が実
現した。彼らの止まらない進化ぶり
を目撃する絶好の機会だ。

左からリック（ギター）69歳、ロビン・
ザンダー
（ボーカル）65歳、トム・ピー
ターソン（ベース）68歳のオリジナル
メンバーに加え、リックの息子ダッ
クス・ニールセンをドラマーに迎えた
現在のチープ・トリック

開場18 : 00 ／開演19 : 00
10月11日（木） Zepp

倍増させていたかも、今あらた

った 。この時期のクイーンやキ

30

った。だって、
すでにいい曲作り、 だって重視してたから、あのラ

40

『ドリーム・ポリス』（ ' 79）
ザッパやジミヘン、アメリカ南部のブルースも大のお気に入りだというリック。パワーポップの
象徴的存在とされる彼らだが、その音楽的な振れ幅はすこぶるワイドだ 写真：Koh Hasebe

そのオリジナリティは時代と

僕らはスターに
なりたかったわけじゃない

つわる質問を向けると、リック
たい、いい音楽をやりたいって

制作中だと話してくれたリック 。

は速射砲のように話し続けた 。

頃は、特にヤードバーズとかス

「１

ムにも出てると思う 。そういえ
は昔から変わってないかな？」

チープ·トリックのライブに209回参戦 ! 日本のツワモノ·ファン

どうかが大事 。そういう意味で

トーンズ、ジェフ・ベックとか、 ジシャン自身がエンジョイする

続けてきただけ 。それとミュー

気持ちをエネルギーにプレイし

年代中盤といえば、日本で

20

アルバムをリリースした

70
st

ば武道館に行く前年の 年には

｢これまでライブに209回も来てくれている日本のファンがいるよ! ｣ と、リック。
1978年に武道館で初めて観て以降、日本はもちろん、アメリカ、カナダ、英国など世界中でライブ
を観続けている、横浜市在住の JUNKOさんにコメントをもらった。
｢あの初来日の武道館を観て人生が変わりましたね 。コンサート後は毎日レコードを聴き、
『この大
好きな気持ちを直接伝えたい! 』
『どれだけ大好きかはコンサートを観ている私の姿をステージから
見ればきっとわかるはず! 』などと思いながら、ひたすら再来日を待ちました。あれから早 40年! 今
でも自ら飛んで行くパワーを持続できているのは、あの頃よりもずっとグレードアップした彼らのライ
ブに絶大な魅力があるからです。何回観ても『早くまた観たい! 』と心から思わせてくれます。そん
な私の200回目のコンサートでは、リックが私をステージに上げてくれ、みんなでお祝いをしてくれま
した。才能あふれるミュージシャンであるだけでなく、優しく暖かい心を持つ彼らの人柄もまた、こ
のバンドをずっと好きでいることができた大きな理由のひとつです。チープ･トリックがこの先もずっ
と私の No.1バンドであり続けることは間違いありません。
｣

Tokyo
https://cheaptrick-budokan2018 .com

日本のリスナーが僕らの
よさに気づいてくれた。

伝説の武道館ライブの直後に録
音されたスタジオアルバム第 4弾。
ところがアメリカで予想外に『 at
武道館』がヒットしたため、約1年
間、発売が延期されることになっ
た。最終的には全米チャート6位
をマーク。明るく、かつハードな
名盤中の名盤
ギターマニアっぷりは初期か
ら発揮。自らの姿をかたど
った特注 2本ネックなど、無
数のおもしろギターを所有
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40

リックが送ってくれた写真のなか
にあった当時の販促 POP。貴重！
写真：Michael

Graham

ライブでも自慢の変態ギターを
駆使。度肝を抜かれる5本ネック
にトレードマークのチェック柄を
配したこのモデルは『サレンダー』
や、近年では『グッドナイト・ナウ』
の演奏時に登場
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