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tHe Program today
« Please Please Me (SIDE A) »

1. I Saw Her Standing There
(McCartney/Lennon, 1963)

ジョージが歌中で弾くオブリには繰り
返しがほとんどなく、とりわけ曲の中
盤で聞かれるアルペジオはポールのヴ
ォーカルとの相乗効果によってオーデ
ィエンスを高揚させるという面で効果
的である。また、鋭いストロークで刻
まれるジョンのギターはコード楽器とい

うよりはパーカッションの役割に近く、
４拍目の裏で6弦を引っ掛ける「アウフ
タクト」が曲にスピード感を与えてい
る。

2. Misery
(McCartney/Lennon, 1963)

ギターとピアノのユニゾンで弾かれる
冒頭のコードのサウンドを完全に再現
することは非常に難しい。オリジナル
のレコーディングではテープの回転速
度を落として後からピアノがダビング
されているためアルペジアーレの発音
タイミングが完全に一致するが、生演

奏でそのように演奏することは現実的
にはほぼ不可能だからである。そこで
今回はジョージマーティンとほぼ同じ
方法で事前にレコーディングしたサウ
ンドを使用することにした。MIDIギタ
ーを使用することでも同様の効果を得
ることができるだろう。

3. Anna (Go To Him)
(Arthur Alexander, 1962, covered in 1963)

リンゴのドラムは原曲のリズムパター
ンをほぼ忠実にトレースしているが、
Arthur Alexanderのオリジナルがオンビ
ートで開始しているにのに対し、ビー
トルズ版ではスネアが半拍先行するこ
とで心地よい緊張感が加味されている。
この緊張感を活かして演奏するために

は「フォーカウント」は極力避けるべ
きだろう（欲を言えばノーカウントで
身振りだけで合わせるのがベストであ
る）。

4. Chains
(Gerald Goffin /Carol King, 1962 , covered in 1963)

基本的なグルーヴはThe Cookiesの原曲
を踏襲しているが、イントロにハーモ
ニカを加えたことでよりポップな印象
に仕上がっている。ジョージのギター
はオリジナルでホーンセクションが受
け持っていた役割を担っている。特に
注目してほしいのが「音の長さ」が厳
格に意識されたポールのベースプレイ

である。イントロはテヌート、テーマ
部分は休符を意識してリズムを強調
し、中間部ではレガートでウォーキン
グしている。殊更に「メロディベース」
ばかりが強調されがちであるが、実は
このような点にこそベーシストとして
のポールの優秀さが表れている。

5. Boys
(Luther Dixon/Wes Farrell, 1960, covered in 1963)

1960年にThe Shirellesがリリースした
原曲を聴くと、ピアノのリフが主体と
なっているためビートルズ版とはかな
り異なった印象を受ける。ビートルズ
のアルバムにおいてもピアノのサウン
ドはデビューアルバムから聴くことが
でき、セカンド以降その使用頻度は次

第に増えていくが、初期のビートルズ
のピアノの使い方と、カバー作品の原
曲のピアノを比較すると、初期のビー
トルズではピアノが使われてはいても、
ギター主体のサウンドに仕上がるよう
注意深く使用されていることがうかが
われる。

6. Ask Me Why
(McCartney/Lennon, 1963)

基本的な構成はビートルズの曲に頻繁
に見られる[A]-[B]-[A]の三部形式であ
る。だが、リピート時のみ[B]の前に
[A']が挿入されているため、聴感上は
実際の形式以上に複雑に感じられる。

[A]
II LOVE
love you…
YOU… that I know… Now you’re mine…

Ask me why…

[B]
I can’t believe…

[A]
Ask me why…

7. Please Please Me
(McCartney/Lennon, 1963)

“Please please me oh yeah”と歌われる ォニー」に近いものなのである。
箇所でジョンとポールの声部が交差し
ているため、聴感上は主旋律がジョン
からポールへと受け渡されているよう
に響く。つまり、ビートルズのコーラ
スワークは主旋律とハーモニーが主従
の関係にある「ハモリ」ではなく全声
部が同等の関係で拮抗しあう「ポリフ

If I cry...

2018年10月29日(月)
ポールがまた日本にやってくる！

「奇跡の再来日」とまで言われた2013年の公演以来、ほぼ毎年のように日本に来てくれてい
るポールに日本のアーティスト以上の親近感を覚えるファンは少なくないだろう。
この日は仕事が終わるやいなや電車に飛び乗り羽田に急いだ。SNSでは羽田に集結したポ
ール仲間達の投稿が早くも飛び交っている。あぁ今年もポールが来るのだな、否が応でもそ
う実感するのであった。
羽田国際線ターミナル

さて、羽田空港の国際線ターミナルに着いて
最初に目にしたのが人、人、人。毎度の事な
がらその数には驚かされる。「奇跡の再来
日」から数えてポールが日本に来るのはこれ
で5回目。ファンも慣れたもので、関係者の
動きやポールの到着口は熟知していて「ベス
トポイント」には人だかりができていた。
あともう少しでポールが到着する、そんな
時間にきても最前列など取れるはずもなく、
後ろからでもポールの顔を見ることができそ
うなポイントを探して配置についた。周囲を
見渡せば見覚えのある顔がちらほら…臨戦態
勢を崩さないよう、そそくさと挨拶を済ませた。

SPやキョードー東京のスタッフが動きはじめると周囲の空気は一転する。期待と不安が複
雑に絡み合ったその時の気持ちを一言で表現するのは難しい。私たちファンは一種のトラン
ス状態に陥っていた。
2018年10月29日 19時14分
国際線ターミナルは絶叫で包まれた。奥様のナンシーをエスコートして歩くポール。その姿
は、それはそれは素敵で70代の男性とは思えない。ファンサービスをしながらゆっくりと歩
いていく。
私も微かな隙間からポールの姿を目に焼き付けた。たった５分少々の出来事であったが「今
ここで」本物に会えた幸せ、そしてこれから数日間にわたるジャパンツアーが始まる幸福を噛
みしめるには十分だった。
ポールが空港を後にすると、ファンはクモの子を散らすように帰路に着いた。私は羽田空港に集
まった仲間達とこの日の感動を共有し、これから始まる夢のような日々に対する期待を終電まで語
った。

2018年10月30日(火)
この日のポールはオフ日。何人かの仲間は
ポールが宿泊する某ホテル周辺に集まる中、
私はソワソワしながら仕事をしていた。
通常、オフ日にポールが姿を見せることは
ないのだが、定時を過ぎた頃、ポールがリハ
ーサルのために東京ドームに向かっていると
いう情報が飛び込んだ。その瞬間に立ち会え
なかったもどかしい気持ちは今でもよく覚え
ている。
ポールの滞在期間中は、いつ、どこで、どん
な情報が飛び込むかがわからないから気が抜け
ない。「ポールが同じ空の下にいる！」その緊
張と喜びを我々ファンは全力で味わっていた。

この現場にいた主宰藤野のSNS投稿

2018年10月31日(水)
2018年11月1日(木)
〈東京ドーム〉
私が今回のツアーで最も期待していたのは、何と言ってもトランペット、トロンボーン、
サクソフォンの3パートからなる生のホーンセクション Hot City Hornsが編成に加わったこと
である。Let ‘Em Inはまさにこのために選曲されたと言っても過言ではない。その雰囲気はさ
ながら « Over America »だった。
通常キーボーディストのウィックスがホーンパートを演奏するGot To Get You Into My Lifeや
Live And Let Dieも随分と印象が変わり、特にGolden Slumbers/Carry That Weight/The Endでは華
麗かつ充足感を伴ったサウンドを堪能できた。

ニューアルバム « Egypt Station »からはWho Cares, Come On To Me, Fuh Youの3曲が披露された。
Come On To Meでは冒頭に「イチバン！イチバン！イチババンバンバンババン」を付け加えて演奏
された。賛否両論あるかもしれないが、私はポールが日本だけの特別な演出をしてくれたことを
嬉しく思っている。
まさかあの曲を演らないなんて！?
「イチバン！」以上に物議を醸し出したのが、Yesterdayが31日の公演以降、セットリストから
姿を消したことである。その理由に関して、Yesterdayを演奏する時に使用しているアコースティッ
クギター、Epiphone FT-79N Texan の調子が悪くなったからであるという噂も一部でささやかれて
いたが、サウンドチェックではテキサンが使用されているため、何かの勘違いだろうと思う。
何はともあれ、今回のポールは終始機嫌が良く、日本に慣れ親しんでくれていることが感じられ
た。4万5000人のオーディエンスを相手にしているにもかかわらず、どこか身近に感じられるの
はそのためなのかもしれない。

2018年11月5日(月)
〈両国国技館〉
この日は今までにない特別な公演である。相変わらずそそくさと仕事を終わらせ会場へ向かう。
両国駅の改札を出るといきなり長蛇の列。それが国技館まで延びていた。これには本当に驚いた。
駅から会場まで「直結」の人の波ができているとは思わなかった。
ライブの内容自体はいつものセットリストの短縮版で、曲数だけを考えれば通常公演を観た方が
確かにお得である。でも私はこれで良いと思っている。ドーム公演に比べ曲数が少なくなった分、
明らかに声の調子が普段よりも良く、いつも以上にパワー溢れるライブを楽しむことができた。例
えば、Letting Go, Come On To Meのシャウトはいつもより飛ばしているように感じた。そしてポール
との距離も近かった。ライブの価値は値段や曲数では測れない。実際、終演後会場を後にするオー
ディエンスはみな満足げな顔をしているように感じられた。

2018年11月8日(木)
〈名古屋ドーム〉
ついに千秋楽
今回のツアーの公演はすべて平日に設定されていたためスケジュールの調整に苦労された方も多
いだろう。私もその一人で、この日も東京で仕事を終えて、3時の新幹線に飛び乗った。平日に新
幹線に乗って、それも日帰りで地方に行く事などめったにない。そして何より目的がポールに会い
に行くことである。そんな非日常感もあり、車内でも落ち着きなく過ごしていた。
会場周辺にはどこであろうと、いつもなぜかいるいつもの仲間達。この日はちょっとしたハプニ
ングがあった。いつもなら開演前に流れる映像にヘフナーが登場するのが開演の合図であるが、こ
の日はヘフナーが現れてもライブが始まらなかったのだ。こんな小さなことでさえ何かのサプライ
ズの予兆を感じる、それほどまで気持ちは高まっていた。そうして定刻を少し過ぎた頃、ついに千
秋楽公演が始まった。

2018年11月8日 21時33分

全公演が終了

終演後、関西の仲間とお酒を飲みながらライブの話で盛り上がった。その話題の中心にあったの
は「次」の来日に関することである。「次もきっとある」そんな願いにも似たファンの期待は今回
のツアーのポールの様子から紡ぎ出されたものなのだろう。12時発の東京に戻る夜行バスに揺られ
ながら振り返る。こうして10月29日から続く楽しい楽しいPaul Weekは幕を閉じた。

MALUS PUMILA NEWS
マルス初のミュージック・クリップを公開!
Blackpool Night Out (1965)をイメージしたミ
ュージック・クリップがMALUS PUMILAの
公式You Tubeチャンネルで公開された。
ポール役やさしは66年製のEpiphone FT-79N
Texanを演奏。マイクを極限まで近づけて録っ
たノイズまじりのサウンドはThe Beatlesの原曲
にとてもよく似ている。
弦楽四重奏のパートは、KORG KRONOS2を
用いて、5人目藤野が演奏している。第一、第二
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロをそれぞれ
個別に録音するとともに、エ
クスプレッション・ペダル
を用いて注意深く弦特有の
ボウイングによる呼吸を表
現している。

自慢のテキサンをポールそっくりの音で録音するやさし

生のハンドクラップを再現する
藤野純也
(MALUS PUMILA 主宰)

ビートルズの初期の録音ではしばしば

シンセサイザーを使用した場合も、大半

ハンドクラップ（手拍子）の音が効果的

のシンセサイザーに内蔵されている「ハ

に用いられており、トリビュートバンド

ンドクラップ」の音色は「80年代のリズ

のライブでも、I Want To Hold Your Hand にオ

ムマシンに入っていたハンドクラップの

ーディエンスがクラップで「参加する」

音」をイメージしたものが多いため、ビ

光景がよく見られる。

ートルズの曲に使用するには雰囲気がそ

しかし我々はオーディエンスの手を借り
ずに自分たちでクラップのパートを演奏す
ることにした。

ぐわないように思われた。
そこで、Pure Dataというコンピュータ
ソフトウェアを用いて、「生っぽい」ハ

方法は二つ考えられる。一つはマイク

ンドクラップ音を演奏するためのプログ

に向かって実際に手を叩くこと、もう一

ラムを組むことにした。とはいっても、

つはシンセサイザーでクラップの音を出

あらかじめ録音した３種のクラップ音を

すことである。しかしどちらにも問題が

トリガーを受けて鳴らすだけの極めて単

ある。ステージ上の4人は全員手が塞が

純なプログラムなのだが、各クラップ音

っているため、クラップのパートを演奏

の発音タイミングを僅かにずらすととも

できるのは舞台袖の藤野しかいない。そ

に、トリガーを受けるたびにそのタイミ

のため、たとえマイクを使用したとして

ングをランダマイズすることで、より自

も複数で叩いているあの感じはでない。

然なサウンドに聴こえるように工夫して
ある。本日の公演ではI Saw Her Standing
Thereの演奏に使用される。

（図）MALUS PUMIAオリジナル PURE DATAパッチの画面。MIDI信号を
受けてリアルなハンド・クラップの音色を鳴らす。

表紙イラストのためのアイデアスケッチ
2019 NAKANISHI, Saori

LIVE REPORT
演奏を通じて
ビートルズの音楽性を
再発見・理解する
文：髙橋 滉太郎

Set List
1.I Want To Hold Your Hand
2.From Me To You
3.Love Me Do
4.She Loves You
5.Please Please Me
6.Twist And Shout
7.I Saw Her Standing There

Rock’n Roll Dance Party
2018年9月8日（土）上野御徒町 Jam Session
ビートルズ全曲演奏プロジェクトMalus

がデビューした頃に流行していた音楽を

Pumilaの初回公演が終了しました。 今回

演奏するバンドを対バンに迎えたことで、

の演奏はデビュー直後からの7曲でした。

その時代の音楽の空気の中でビートルズ

バンドのメンバーも細かいところまでこ

の音楽を味わうことができた点でしょう。

だわって合わせていて演奏そのものはと

課題はまだまだ多く残されているとは

てもクオリティの高いものでした。
一方、ビートルズサウンズの魅力の大

いえ、「演奏を通してビートルズの音楽性
を再発見し理解する」という、本来の目的

部分を担うコーラスはかなり難しく、メ

に沿ったイベントであったという点で、

ンバーも苦労していたようでした。ここ

第一回のプロジェクトはまずまずの成功

がもっと決まると、よりそれらしくなる

を収めたのではないかと思います。

のになぁというのが正直な感想です。

余談ですが「キャバーン・スタイル」

しかしながら、初期のナンバーが中心

で客席を歩き回りながら撮影していたら、

という事もあり、演奏には自然と熱が入

「あの人がマネージャーなのかと思った」

り、お客様も大変盛り上がっていたよう

との声があったようです。もしかしたら今

に見えました。

後ブライアン・エプスタインのコスプレをす

今回のイベントで特筆すべきなのは、ロ
ネッツやヴェンチャーズなど、ビートルズ

る必要があるかもしれません（笑）

WINGSFAN 〜Tribute Festival
2018年12月16日（日）六本木 ABBEY ROAD
W i n g s f a n さ ん 主 催 の W i n g s ト リ ビ ュ ー ト イベ ン ト に や さ し と 藤 野 が 出 演 !
会 場 は な ん と 、 ビー ト ル ズ ラ イ ブハ ウ ス の 老 舗 、 六 本 木 A B B E Y R O A D !

ビートルズプレイヤーなら一度は立ちた

で使用したKay Jazz Special Electric Bassを持参、

い憧れのステージ。一流のプロが毎晩演奏

満を持しての参加となりました。藤野はウィッ

している会場だけあって、中音（プレイヤ

クスと同様、YAMAHAVL-70mとブレスコントロ

ーが演奏中に聴く音のこと）のバランスが

ーラを用いて、サックスパートを演奏しました。

非常に良く、素晴らしい演奏環境でした。
このイベントは本来はWingsのトリビュ
ートイベントなのですが、雇われバンマス
の藤野がウィックス（ポールのサポートキ
ーボーディスト）にかぶれているため、Listen

To What The Man Saidは2013年のOut There
Japan Tourヴァージョン、Letting Goは2018
年のFreshen Up Japan Tourに基づいた演奏に
なりました。
やさしは、新調したばかりのRickenbacker
4001、ポールがBBCの番組Top Of The Pops

やさし使用機材。Kay Jazz Special Electric Bass(左)
Rickenbacker 4001 V63 Mapleglo(右)

《村越農場》
やさし(Vocal & Bass)
角(Guitar)
梅市椎策(Guitar)
藤野純也(Keyboards)
あずみん(Drums)
Mai(Background Vocal)

Set List
1. Junior’s Farm
2. Listen To What The Man Said
3. Letting Go

源流としてのテディーボーイスタイル
ー ス ウィンギングロンドン前夜のビートルズー

髙橋滉太郎
この連載はビートルズのファッション

スウィンギングロンドン以前、1950

が当時の文化とどのように関わり、どの

年代の中頃、イギリスの若者の間で流

ように変遷していったのかを考察します。

行していったのは、テディ・ボーイ・

今回は1950年代中頃からビートルズがレ

スタイルと呼ばれるファッションでし

コード・デビューした1962年頃までを扱

た。角ばった大き目のジャケットに対

います。

し、「ドレインパイプトラウザーズ（排

◆
1960年代初頭、イギリスの文化は大

きな変革の縁に立っていました。「歴

水管ズボン）」と呼ばれる細身のズボン
を合わせ、髪型はリーゼントであること
が特徴です。

史や伝統」に対する若者の対抗意識が
生み出した文化、「カウンターカルチ
ャー」が徐々に力を持ち始めていたの
です。
デザイナーのマリー・クワントや、
ヘアスタイリストのヴィダル・サスー
ンといった若いファッショニスタが登
場し、既成概念に捕らわれない若者独
特の視点がファッション業界に革新を
もたらします。その結果、ロンドン中
心部には活気があふれ、イギリスの保
守層もこの若者文化を無視できなくな
りました。
このような、ロンドンの若者を中心
とした一連のムーヴメントはアメリカ
でも話題となり、『タイム』誌（1966
年4月号）が「揺れる街、ロンドン」と
報じました。それ以来、この現象は「ス
ウィンギングロンドン」と称されるよう
になります。

2019 NAKANISHI, Saori

お詫びと訂正
前回、1962年前後のイギリスにおける
経済不況を「英国病」と表現しましたが、
「英国病」は本来、1960年代後半から
1970年代にかけた景気の悪化を示す言葉
です。ここにお詫びして訂正いたします。

©

太目のシルエットが流行だったネク

このことからも若者の間でいかにテ

タイは、テディボーイスタイルの登場

ディボーイスタイルが流行していたか

を機にどんどんと細くなり、ついには

を読み取ることができます。

リボンのように短く細いループタイに

このような若者ファッションの流れ

まで布地を減らしていきました。エル

を変えようとしたのが、ビートルズの

ヴィス・プレスリーのスタイルを思い

マネージャーのブライアン・エプスタ

浮かべるとわかりやすいでしょう。

インでした。

デビュー前のビートルズ、クオーリ

ビートルズがまだリバプールを主な

ー・メン時代というとレザージャケッ

活動拠点にしていた1962年、エプスタ

トのイメージがあるかもしれません

インの発案でデザインされたスーツは、

が、彼らも結成当初はこのスタイルで

一見テディボーイスタイルとは程遠い

演奏していました。

ものでした。
しかし、そのスーツには「細身のズ
ボンとネクタイ」という、テディボー
イスタイルの要素が残されていました。
そして、もう一つの要素であった、大
き目で角ばった印象のあったジャケッ
トを、細身で丸みを帯びたスタイルへ
と変え、よりスリムで上品な印象を与
えるようなデザインにしたのです。こ
のデザインはビートルズスーツの基本
形となり、これ以降も彼らのステージ
衣装に取り入れられていきました。
時代が大きく変わろうとしていた1960
年代初頭、文化も変化の兆しを見せて
いました。エプスタインは流行を取り
入れつつ、ビートルズに独自のイメー
ジを与えようとしたのでした。

2019 NAKANISHI, Saori

髙橋滉太郎

なかにし さおり

ビートルズに憧れウエストミンスター大学
に留学。スウィンギングロンドン時代の文
化とファッション、社会の関係を研究。

学生時代の友人と組んだアンサンブルに
子ども達を加え、そらぴよ合唱団を結
成。ロンドン五輪のHey Judeに号泣、
子ども達に心配される。

©

MALUS PUMILA REPORTS Vol.2
表紙解説
なかにし さおり

イラストについて
表紙のイラストはレコード店にて、出
来たてホヤホヤのデビューアルバムに興
奮する4…?え？3人!? ジョージは一体
何をしているのでしょうか…
それはさておき、今回締め切りギリギ
リな中、下書きを終えた後に監修さんか
ら「パースを勉強してやり直してくださ
い」と言われて涙目になったり、衣装監

レ
コ
ー
ド
だ

修くんからのシャツの色の指定の色を探
して画材やさんに問い合わせたり試し塗

ホ
ン
ト
に

りしたり、なかなか大変でしたが楽しか
ったです。 （なかにしさおり：イラスト）

見 ジ
て ョ
み ー
ろ ジ
よ も

好そ
きの
だバ
っン
けド
？
別
に
2019 NAKANISHI, Saori

2019 NAKANISHI, Saori

the

Malus
Pumila
r e p o r t S
編集後記にかえて：
前回の本公演〈初期シングル特集〉か

焦ってはいけないが、立ち止まっても

ら早くも1年が過ぎてしまった。結成から いられない。そこでお客様には失礼なが
数えるともう2年である。いったいいつに ら、勇気をもって現状のありのままをお
なったら「全曲演奏」の企画を始動でき
るのだろう、そんな不安もメンバーに広
がり始めていた。
プロジェクトが遅々として進まなかっ
たのは「中途半端なものにしたくない」

聴かせすることことにした。
私は主宰としてマルスの演奏力を信頼
している。コーラスの問題が解決した暁
には、唯一無二のビートルズバンドが完
成すると信じて止まない。

「全曲演奏などという大それた目標に見

小さな町の小さなバンドだったビート

合わない演奏はしたくない」そのような

ルズが音楽史に名を残すバンドとなって

想いがあったからだ。

いったように、我々の成長を見守ってく

自分で言うのもなんだが、我々マルス

ださると幸いである。

は楽器の演奏力、アンサンブル能力は他

最後になるが、プロジェクトメンバー

のバンドと比較しても高い水準にあると

として企画に関わってくれている髙橋滉

思う。

太郎氏、なかにしさおり氏、理想の音を

主宰の重箱の隅をつつくような要求に

追求し、切磋琢磨しているマルスのメン

も的確な音で返してくれるし、結成当初

バー、本誌の裏表紙を作ってくれた妻の

より意識してきた「対比」を意識した演奏 藤野令子、日本のビートルズバンド文化
も申し分ない。
その一方、ヴォーカルハーモニーの不
安定さがネックとなった。楽器のアンサ

の支えとなっている下北沢 BREATHさん、
そして、会場のお客様に心より感謝を申し
上げる。

ンブルを緻密に作り込んでも、コーラス
ワークしだいでは魅力もスポイルされて

2019年9月

しまう。その壁を乗り越えられないまま

MALUS PUMILA主宰

今日まできてしまった。

藤野 純也

活動履歴

2018年9月8日（土）
上野御徒町 JAM SESSION

Rock’n Roll Dance Party
初期シングル特集
2019年6月9日（日)
綱島フライドポテト

綱島UKロックフェス
2019年9月29日（日)
下 北 沢 B R E AT H

A l l To g e t h e r N o w ! !
«Please Please Me» A面全曲演奏
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