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灰野敬二●KEIJI HAINO 
1952年千葉県生まれ。日本を代表する前衛ミュージシャン。1971年
に日本初のインプロヴィゼーション・バンド「ロスト・アラーフ」を
結成。その後、アルト・サックス奏者・阿部薫との「軍楽隊」、自ら
リーダーを務めるロック・バンド「不失者」など時代によって様々に
変化するバンド活動やソロ活動を通じ自らの音楽を探求し続けてき
た。デレク・ベイリー、ジョン・ゾーンなど内外を問わず多彩なアー
ティストとも競演。エフェクトを幾重にもかけたギター・サウンド、
パーカッション・パフォーマンス、ハーディ・ガーディ、ヴォーカリ
ゼーションなどにより生み出される音の世界に、聴く者は魂を揺さぶ
られる。

 
　灰野さんが創作される音楽にはずっと長い間興味を持ち、CDでその音は聴いていましたし、
周りに灰野さんを尊敬する方々が多いこともあって、お話は伺っていました。けれどそのステー
ジを初めて拝見したのは、ほんの１年半くらい前のことです。 
 

高円寺の小さなライブ・ハウスで行われた『生誕ライブ』、それは私にとってまさに衝撃的なものでした。い
ろいろな機械を駆使して灰野さんが一人で演奏されるソロの作品でしたが、灰野さんの音がどんどん紡ぎ出さ
れていき、ふと気づいたときには３時間もの時が経っていました。終わったときには自分の声すら聞こえない
爆音に包まれていたのですが、体中の細胞が満たされるような、そんな充足した感覚を得られたのです。そし
てその音楽に向かう何も濁りのない姿勢に、崇高なもの、何か尊いものを見た気がしました。 
 
　それからたくさんのライブに足を運ぶようになったのですが、毎回、スタイルが違うのです。様々な方との
コラボレーションもあれば、弾く楽器も違う。けれど、どのライブを拝見しても、そこには誰にも真似できな
い、灰野敬二さんにしか出せない音、色合い、世界観が満ちあふれていました。自分の音楽を突き詰め、自分
の音を探し続けてまっすぐに歩み続けているその姿は、まるで音楽の中を旅する人のように感じられます。 
 
　今回お話をさせていただけて、一つ新しい発見がありました。そうした灰野敬二さんのすべてを創り出す源
は、“無邪気な心”にあるのではないかということです。どんなジャンルであれ、ご自身の表現を確立された
方に共通して言えることなのですが、そこには“天真爛漫な無邪気さ”があるように私は思います。それは子
供が持つこの世界に対する素直な好奇心や、目の前にあるものに対して無邪気に反応する純真な心と言っても
いいかもしれません。灰野さんの奥にあるその“無邪気な心”が、経験の中で培われてきた価値観や美意識と
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結びついたときに、あの類い希な音の世界が生まれるのではないかと思うのです。 
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第一章　「一度しかない、このまま」の音
 

山口 様々なジャンルのミュージシャンとコラボレーションをなさっていますが、毎回、音の世界観が
違うにもかかわらず、灰野さん独自のスタイルは貫かれていて、どのような楽器を使っても、灰
野さんは、灰野さんで、灰野さんにしかできない音が生まれる。そういう灰野サウンドはどう
やって作りあげられるのでしょうか。 

灰野 「一緒にやります」と言った時点で、ぼくの場合まず、うまくいかないはずがない、というポジ
ティヴな考え方をするんです。そしてリハーサルなどで、その人が出す音とどんな音の接点がと
れるかを探っていく。その段階である程度、こうすればいいんじゃないかっていう感触が掴めれ
ば、あとはお互いにありのままで音を出せるので。そうなると相手も色が出せると思うし、ぼく
も自分のやりたいことができるようになるし。いったんいい関係ができれば、もう、果てしなく
いい関係になっていくんです。

山口 初めて競演される方の場合、その音や考え方を、前もって調べたりはされるんですか。 

灰野 表現をする人というのは、たぶんそのときの自分をいちばん見てもらいたいし、聴いてもらいた
いと、お互いに思っていると思うんです。だから、ほんとうに参考程度には聴いたり、ライヴを
見に行ったりはしますけど、基本的にはそのときになって、ですね。

山口 情報を持たないで出会って、リハーサルの中で理解していかれるのですね。

灰野 たとえば（手をパンと叩いて）ここの空間は、あんまり音が響かない。響かなければその人と響
かないサウンドを作るし、すごく響けば、響く音同士をぶつけたり。それがいちばんうまく行
く、というのを分かった上で、ぼくの場合は、響くところでまずいような響かせたり、というい
たづらをしたりしますけど。ただ当たり前ですけど、相手に不快感を与えるようなことは、やり
ませんよ。 
 
言葉で言うと簡単すぎるけど、演奏を始めるときに「こうしたい」という要求がないんです。
「こうしたい」ということは「こうなるはず」という理想があるわけで、その理想通りにならな
い限り、自分が気持ちよくなれなくなってしまう。演奏している人はみんなわかると思うけど、
たとえリハですごくうまくいっても、本番になったら違うものになるというのを自分で体験して
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いるから、「こうなるはず」「こうなりたい」というのは自分の中から消えたんです。だって、
そうしないと気持ちよくなれないから。ふつうの言葉の意味での「気持ちいい」ことがないと、
できないと思うんですよ。

山口 そうするとリハーサルはするけれど、本番の瞬間はリハーサルをなぞるのではなく、本番のス
テージ が初めての出会いの場になるということなんですね。

灰野 そうでありたいですね。たとえばリハーサルが30分しかもらえない場合は、「あ、あ、あ、あ、
あ」と声を出して終わることもあるし。 
 
自分でやるバンドの場合、あらかじめこうしましょう、と約束があることを、悪い言い方ですが
ぼくは「お遊戯」と呼んでいます。そこで許される範囲のことはやってしまいます。ドレミと弾
くのなら順番を変えるとか。同じ音のように見えても、強弱や音色で音の作り方を変えたりす
る。それはやります。 
 
そうでなければぼくが楽しめない、という最低限のことをぼくと演る人はわかってて欲しい。と
いうより、そうやらないと自分で自分に対して嘘をつくことになる。ぼくとしては同じようにや
ろうと思って「なぞる」ことは、一生やりたくないですね。 
 
ですからそれは「即興」ではなく、「一度しかない、このまま」という言い方をしたい。「即興
をする」とあらかじめ口にして即興演奏をやった人は一人もいないと思うんですよ。何かをなぞ
ろうという意識があったら、絶対、その人は即興演奏はできない、という捉え方をしているか
ら。

山口 準備をした時点で、即興演奏ではないということですね。

灰野 準備をするということは、ある意味で、自分は終わってしまっていい、ということを情けなく受
け入れてしまっていることだと思うから。ぼくはそこに戻って来たくない。 
 
みんなお上手にやりたがるじゃない、どうしても。即興演奏を演っています、という人に、
「じゃ、３コード弾くから『カラスなぜ鳴くの』を歌って」って言ったら、みんな同じ歌い方を
する。それはまったく即興演奏ではないわけです。 
 
即興という言葉を一度でも口に出した人が、歌い出すときになぜ普通に「カーラース、なぜ鳴く
の」と歌うのか、ぼくにはおかしくってしょうがないんです。それじゃ、「即興」っていう科目
を一個増やしたいんだ？　と。それは即興という授業を受けているのと一緒だから。 
 
始めに歴史として即興を始めた人は、それこそ音楽の概念を変えようとしたわけで、音楽に対し
ての愛情から始まったことだと思う。それがそうじゃない授業になってしまったら、面白くない
と思うから。 
 
ほんとうの意味での「即興」というのは、「覚悟」という言葉よりすごいことだと思いますよ。
一瞬を生きる、ということだから。なんでそこで動揺が生まれないの、ということを言いたいで
すね。
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第二章　デジタルとアナログ
 

山口 ところで灰野さんがいちばん最初に始められた楽器は何ですか？ 

灰野 ぼく、ヴォーカリストだったんですよ。でも自分が歌うためには、何かに絡まなくてはいけない
でしょう。一般的にそれはリズムというけれど、ぼくはの場合は「気配」なんです。自分でまず
「気配」を作って、そこに音楽的な言葉をのせたい。今までその気配づくりをずっとしていたよ
うなものです。まだみんなが見たこともない、あるいは見ようとしなかった「気配」づくりを。
そこで声を出せば、自分のものになると思うから。

山口 灰野さんはいろんな楽器を使われますが、何を演奏されているときも、楽器に自分自身の声を代
弁させているような気がしていたんです。魂の籠り方が尋常じゃないというか。 

灰野 それは、やっちゃダメということをやるから。ハーディ・ガーディという楽器には、一応マニュ
アル本があって、そこに「やっちゃいけない十箇条」というのがあるんです。その十箇条をぜん
ぶ破っているから。好きに演った後になって見てみたら、やっちゃいけません、と禁止されてた
ことばっかりだった。そうでないと、ああいう音は出ない。 
 
要するに楽器にしても、変なハーディ・ガーディを弾く人がいたら、ぼく、ハーディ・ガーディ
は弾かなかったと思うし、ジミヘンとは違う変なギターを弾く人が日本にいたならば、ギターを
弾くことはなかったと思うよ。だって歌いたいんだもの。 
 
あまりにも自分の歌が歌いたいと思っていたのが、30歳くらいのとき。でも音を自分で作らな
きゃいけなかった。今は、ハーディ・ガーディを弾きながら歌っているから、ソロで歌うことは
できる。

山口 アナログな楽器とデジタルな楽器を使われるときに、意識の違いはありますか？

灰野 今、どうあがいても2005年で、デジタルなものはもうあるわけで、あるんだから使うのは自然な
ことだと思うんです。で、一つなにかやると、アナログの人たちからクレームがついたりするん
だけど。
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山口 クレームというのは、たとえばどういうことに対してですか？

灰野 たとえばサンプラーを使って１回出した音をリピートして次に繰り返していくことに対して、ふ
だんぼくが「この世に音は１回しか出さない」といってることと矛盾するじゃないか、と問われ
たりするんです。 
 
それに対してはこう答えます。たとえば「音を作る」という概念には、作曲、編曲、インプロ
ヴィゼーションなどがありますが、この関係を、ジャズの人たちはなし崩しにし、いい意味で
どっちが主役になるかわからないようなことをしました。 
 
それと同じように「時間」というものの関係さえも、対等なものとして考えるならば、サンプ
ラーを使うということの意味も、前の時間をも、今の時間と対等な関係にする、ということにな
ると思うんです。 
 
それはみんながやっていることですが、そこまで考えている人は少ないんじゃないかな。便利と
か、やりやすい方向にデジタルなものは向かっていくから。一回ひっかけたところで使うなら
ば、何をやろうと、ぼくの音にしかならない。だから、それでいいんじゃないかな、と思うんで
す。ぼくは、限りなくいろんなものを広げたいんですよ。 
 
みんな好きにやればいいじゃないですか、としか言いようがない。リハをやっているとき、みん
なエフェクターのつまみのチャンネルをメモしたりするじゃない。ぼくはそれはしない。リハー
サルと本番とでまったく同じようにしたくないんですよ。

山口 サンプラーは、素材を仕込んでおいててライブで鳴らしますが、灰野さんの場合、もっと自由に 
使われる。

灰野 だから、デジタルなものは使うけど、使い方としてはまさにアナログだと思う。楽器もたまた
ま、電気を使っているというだけ。今、デジタルというものが出てきてしまったから、それを
触っているだけなんですよね。

山口 アナログな楽器を使っても、デジタルな楽器を使っても、変わりはない、ということですね。

灰野 具体的に言えば、今、zoomのリズムマシーンを使っています。ほんとうに小さなもので、1万円
くらいのものなんですが（笑）。10年くらい音楽をやってる人ならわかってくれると思うんです
が、昔のリズムマシーンは、強弱が出せなかったんですよ。ところが今のものは５段階くらい出
せる。 
 
そうするとぼくにとっていちばん大事な、タッチが強い・弱い、というのが、こんな小さなもの
で実現できてしまう。楽器屋さんで初めていじったときは、カルチャーショックでしたね。「う
わぁ、自分が30年間考え続けていたドラムのビートが、これである程度カバーできてしまうぞ」
と。今まで一人ではできなかったことを、ソロでもさらに広げて展開できる。

山口 ドラミングのスタイルも、いわゆるドラマーのドラミングとは違いますよね。ふつうのドラムを
叩くときと、リズムマシーンとでは、演奏されるときに違いはあるんでしょうか。
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灰野 そもそもぼくの中で、デジタルとアナログの区別ってないんですよ。たとえばパーカションをや
りながら、発振器でパーカッションよりも小さな音を出していたり。みんながアナログの音に喜
んでいるときに、かすかにデジタルな音を出し、それをスッと消すと、みんなは、あれ、どっち
かなぁ、と不思議そうな顔をする。でも、ぼくにとってはどちらでも、なんでもいいんです。 
 
ただ、ぼくにとって音楽は、一度空気に触れないと音楽ではない、というのが厳然としてあっ
て。今のパソコンなどを駆使する人たちは、パソコンの中で全て作るから、音が一度も空気に触
れていない。それは新しい音楽というより……新しい形態とはいえるかもしれないけれど、音楽
のいちばんいい部分が欠けているような気がする。みんなが音楽に癒されると口にするけれど、
「癒される」という感覚は、皮膚感……皮膚を経由した信号が脳に向かっていくことが大切。そ
の感覚は当然、空気に触れていないと生じない。肉体より大きい何かで包まれないと。
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第三章　灰野式DJ方法
 

山口 DJもされますね。

灰野 １年に２，３回ですけど。そのときはCDプレイヤーも、ぼくはぜんぶ楽器として使います。バス
ドラ、ベース、スネア、ギターとして。

山口 それはCDの音源をベースに使って、たとえばCDのボーカルやリズムを使って、１曲つくるとい
うようなことですか。

灰野 いや、そうではなく。たとえば、ビリーホリデーを、ぼくは４枚かけるとします。メインボーカ
ルには、ゆっくりの曲に歌ってもらいます。早いテンポでやってる曲があったら、それをハイ
ハットとして使います。それは、ドラムセットとしてぼくがCDプレイヤーを使う場合です。

山口 CDJも使われたりするんですか。

灰野 あ、ぼくはCDJは使わない。ふつうのCDプレイヤーを使うんです。 
 
ほとんどのDJの方は、みんな回転を変えたり上げたりして、ピッチを合わせようとしますよね。

山口 はい。

灰野 違う音楽をかけているけれど、同じテンポにして、同じ音程にして、一つの音楽に固めようとし
ている。ぼくにはそれは何か、正義はたった一つしかない、という硬直した考えに通じるものが
あるように思うんです。みんなが戦争をやめろ、と言いながら、知らないうちにたった一つの正
義に向かって、みんな右にならえしていることをほとんどの人がやっている。 
 
で、いちばん始めにDJをやったときは、世界四大宗教をいっぺんにかけました。さぁ、どっちの
音のほうが大きいのって格闘させながら。大きい音というのはボリュームの問題なんで。じゃ
あ、信者の数が多ければいいの、という皮肉を込めて。

山口 ４枚一度にですか。
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灰野 たとえば、モロッコの音楽とイヌイットの音楽とを同時にかける。ビートは違うんですけれど、
ほんの一瞬だけ、どこかでテンポをズラしてあげると、合っちゃうんですよ。 
 
音楽はぼくにとっては素材ですけれど、それを使ってなんで一つの音楽ができないが不思議で
しょうがない。 
 
ぼくは目を瞑ってかけるCDを選びます。何も考えずに、ぱっと選ぶ。入れた瞬間、しまったと
思ったら、しまったと思ったということをやったという意味でそれは事故で、絶対に消せないこ
とですけど、自分が音楽が好きだと思っているのならば、その事故を何かに変えなければいけな
い責任があると思うんです。 
 
１コ音を出して、次に出した音を間違ったとします。これはミストーンです。でもそう言ってし
まったとき、やれる音楽はすごく狭くなってしまうわけです。どうしてこの音を出しちゃいけな
いのか、どうしてこれがいけない音なのかと考えたら、音楽の好きな人なら、１つ目の音との関
係が悪くて「間違い」とされる２つ目の音さえも、３つ目の音に行くときに、良くできるはずだ
と思う。音楽が好きならなんでそれをやらないの、と思うんです。

山口 アクシデントを表現にする、ということですね。

灰野 DJって、一般の人よりも音楽が好きな人であってほしいんですよ。DJってプレイヤーを２台使い
ますけど、ふつう家でレコードをかけて音楽を聴くときは１台のプレイヤーですよね。なぜ２台
か、と考えたら、人よりも音楽が好きで、いっぺんに２台で聴きたくなったから、と思いたい。
２台も３台も使うほど、音楽が好きなことを証明してほしい。これはぼくの理想ですけど。 
 
みんな、何があってもいいと言い、好きな格好をしているくせに、ほんとうに頭の中が固いか
ら。１つの音に、どっちのほうにも向かってほしくない、というのがすごくあるように感じられ
てしまう。 
 
あと。今、いろいろな人が、挨拶として「私／ぼく、なんでも聴きます」「なんでも見ます」っ
て言ってるけど、なんか「なんでも好き」「なんでも聴きます」というジャンルを作っているよ
うに思えるんです。 
 
一個一個を深く掘り下げない。ステイタスとして、このくらいのものは今は知ってなくちゃいけ
ない、という教科書がある。ほんとうはそれがいちばん恐い。自分は何も知らないんだ、と思っ
ている人は広がる余地はあるけれど、私は知ってます、なんでも聴きます、と言っている人の場
合、それって、ほんとうに何でも聴く用意はできてるの？　と訊きたい。
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第四章　気配が佇む色、黒
 

山口 いつも黒を召されて、黒に包まれていますが。

灰野 黒については論文がかけるほど喋っているので（笑）、具体的に質問していただけますか。

山口 では、黒の温度は。

灰野 温かい。白は冷たいし、なんか偉そうで嫌い。でも、ぼくがふだん言っていることや、今まで30
年やってきた行動って、おそらく白に近いと思う。

山口 灰野さんのその透明な音楽に対する気持ち。崇高な貴い気持ち。それは確かに白に近いですよ
ね。

灰野 あるとき、自分が気づかないうちに白になればいいな、と思いますね。

山口 内側が白なのではないでしょうか。

灰野 それはすごくほめられて嬉しいんですけれど……、白魔術を実践しているつもりの人が、亡くな
る寸前に、黒魔術の餌食になることのほうがほとんどじゃないですか。だからぼくは黒魔術に隙
を与えないために、仲間のふりをしていようかな、と（笑）。 

山口 ある意味、魔除けのようなものですか。
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灰野 自分が音楽至上主義者であることは認めます。聖書に、始めに言葉ありき、とありますが、それ
は文字によって伝えられ、日本語ならたとえばひらがなですよね。「あ」と書いたときに、（指
で"あ"と書いてみせる）こっちから動いてこちらにきますよね。「お」なんて、（指で”お”と
書いてみせる）こう動いて、最後に、プツンと切れますよね。それすらぼくにとってはリズムな
んです。 
 
ぼくはいつも始まる瞬間でいたいんです。始まる瞬間に、かすかな音をぼくは出すと思うんです
けれど、そのかすかな音をいちばん人が聴ける色が黒だと思うんです。 
 
それはひょっとして黒の前の、色と呼ばれる世界以前の話かもしれないけど。そういうところ
に、ぼくはまずいちばん始めに「空気」……というよりも、いわゆる「気配」を作りたい。「気
配」というものがいちばん佇みやすい場所は、どうしても黒なんです。

山口 「気配」が佇む色が「黒」ということですね。

灰野 それからぼく、密かにドローイングをずっとやっているんです。それはみんなが思うように、当
然、墨なんですね。墨でずっと描いていて。しかしこの２ヵ月くらい前から、なぜか色をつける
ようになりまして。それが自分でもびっくりするくらいカラフルなんです。 
 
でもそれは黒が、すべての色が統合されたものだということなんだと思います。「すべての色が
ありますよ」と言って部分部分を見せるのは、ぼくが嫌いなコラージュのやり方。20世紀のアー
トはほとんど嫌い。その前の19世紀の世紀末のモノトーンの世界が好きで、自分はそこが居心地
がいいんだなぁ、と思います。

山口 始まりの前、あるいは終わった後には静寂がありますよね。沈黙や静寂、音のない世界について
はどう思われますか。

灰野 ある意味、気持ちいいけど……恐怖感を感じますね。音楽をやる人ってたいがい、すごく寂しが
りやだと思うんです。画家とか一人で住んで創作するでしょ。音楽家だってソロはあるけど、で
も、ギターには弦が６本あるわけだし。５弦の音がやんだとき、１弦の音がないと寂しいような
気がする。それがコードの始まりなわけで。 
 
隙間ってできるじゃない、時間って。点の連なりが線になるとしたら、36分刻みで早くやれば点
が線になる。でも、いくら早くやろうと、32と33の間はできるわけだよね。その恐怖感というの
は永遠にある。それを埋め尽くしたいんだよ。それを埋めるために、音楽を意識しているし、聴
いている。お客もそうだしぼくもそう。 
 
音楽を聴いているという意識をさらに高めるために、ボクの場合は、わざと音を出さないときも
あるんです。ぼくのパーカッションを見ている人はわかってくれると思う。それはジョン・ケー
ジのずっと音を出さない『４分33秒』とは違って、音を出したことをより効果的に伝えるための
沈黙であり、静寂です。

山口 確かに沈黙や静寂って恐いですね。何か話してしまったり。

灰野 幽霊がなんで出てくるのか、というと、一人じゃ恐いから。人を脅かせば、自分が恐くない状態
にいられる。恐怖感とはそういうものだよ。 
 
だから演奏をしていて、聴いている人に時間を忘れた、と言われると嬉しいですね。時間の感覚
がない、というのは死の恐怖感を少しでも忘れているということだから。自分がやろうとしてい
ることの意味が少しでも伝わっているということだから。 
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第五章　50年かかって灰野敬二となった
 

山口 ご自身の中にあるアジア的なものや日本的なものは意識されていますか。

灰野 西洋より日本のほうが好きです。「ほうが」であって、決して積極的に日本が好きとかアジアが
好き、ということはないです。日本的、とか、日本の血、とか、伝統、とか、そういうの嫌いだ
から。ただ、自分の中にある、生まれ育ちの中にある、自然に見える、どうにもならない、ここ
にいる人、ここなんだ、とうなづくこと。それは受け入れるしかないんで。

山口 どうにもならない、というのは？ 

灰野 地球の中で、この日本という緯度で生まれ育った、ということです。ぼくは小学校４年生くらい
のとき「あ、自分は宇宙人だ」と思い、そう思わないとどうにもならなくなった時期があって。
それからは、自分は宇宙人だ、という認識があるんです。 
 
今は日本の風景のほうが好きですね。ヨーロッパの絵画を見ても、もういいや、と。見た瞬間、
あぁ、見たい、という気持ちにさせてくれるのは、今は日本のほうがはるかに強いです。和菓子
のほうが好きだし。

山口 今後、どのような方向、どういう音に向かおうとされているのか伺いたいのですが。 

灰野 たぶん、50何年かかってようやく灰野敬二になったと思います。だからこれから灰野敬二の作品
を作ります。やっと自分で納得ができるところまで辿り着いた。 
 
自分のやりたいことって、音楽でも、他の芸術と呼ばれることでも、スポーツでも、始めの頃は
自分が思うことの10％か20％くらいしかできない。でもずっと続けていくうちに「あ、自分のや
りたいことができるようになってきた」と思える時が来ると思うんですね。今は、70％ぐらいの
ところまで、自分がやりたいことをやれているんだなと思えているんです。
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山口 きっと……一人でたくさんの事と対峙なさって、あらゆる葛藤を乗り越えていらしたからこそ、
濁りのない純粋な音のきらめきの迸りが、わたし達の細胞を揺さぶり、感動に導かれるのだとい
う気がします。おそらくその純潔を保つ為には、日々の中でのいろいろなことを排除し律してい
ないと無理ではないかと思うのですが。

灰野 ただシンプルに、ほんとうに音楽が「好き」なだけなんですよ。最近、口やかましくなってきて
いるという自覚があるんですけれど（笑）、自分よりも音楽が好きではない人がやっていると、
違うよなぁ、ちゃんとやれぇ、というのがあって。前は「人は人」って割切ってたけど、最近そ
れを口に出して言うようになってます。 
 
何をもって「好き」というかを定義するのは難しいですが。一つは音に時間を割くこと。時間を
割いたことによって、リスクを背負い、音楽に向かうために何かを排除せざるを得ない。そうい
う実感があんまりないような気がする。 
 
それと「表現」って、表に現すわけで、まさに引きずり出さないといけない。内に入り込むのは
表現と言わない。何かをどこかから引きずりだすわけだから、ものすごいエネルギーがいる。エ
ネルギーというのは、表に出てくるその瞬間は、誤解されて負のエネルギーに見られがちなもの
だと思うんです。負のエネルギーに向かうということは、逆行するわけですから、引きずり出し
たとき身体は絶対よじれてしまう。 
 
「あ、痛い」と思ったとき、何か一つ見つけられたかな、というのはありますね。「活き活き」
と「楽しげに」だけでは、決してその何かは引きずり出せないと思うんです。

山口 肉体を使う表現というのは、どうしても身体を痛めつけざるを得ませんね。

灰野 健康には気を使っていますよ。ヴェジタリアンだし、唯一身体に悪いことと言えば、夜が遅くな
ることくらい。ぼくは小さい頃、身体が弱くて死にそうな目にいっぱいあったんです。だから
今、自分に対して「おまえは元気だぞ、元気だぞ」と演奏しながら言ってるんじゃないかな。そ
の後、身体が痛くなるのはわかっているんだけど、その瞬間に自分が元気でいられるから。 
 
まぁ、言わせてもらえば、いちばんピュアなヤツがいちばんハードなことを証明しようとしてい
るから。お酒とドラッグとロックンロールという一つの定義ができているけど、かっこいいロッ
クは何もやらないこと、というのを証明しようとしているんですよ。

構成：下田敦子　　 
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