｢志｣と言うべきであろうか,自分の意志と

周りの環境がピタソと一致した時､男には迷
し､がなくなるっ

そして自分の言葉を獲得する｡

勢い推弁にもなるB初めて会った桐明孝′台は

●K】DSというバンドの名前がシーンに再び

そんな男fごったB

出て来たのはイカ天(イカスパンド天国の時｡

現在28才, KIDSというパン

本来は東京ローカルのTV番組0

トのリ‑ダーてある｡

彼は3生前まで博多にいた.彼の塞いてい

‑ロで言え

福岡に居た時と同L,スタイルで､なおかつ

クオリティーを高めた形でやろうというのが
あっ1=から､それを苦のP(lDSを知ってる人

ばアマチュアバンド勝ち抜き合戦なの1='が､

達に知らtH=かった｡つまり､ KIDSは東京で

1=同名のハントは､牡年間福岡では人買tNo l

これがr平成名物テレビ)の1コーナーとして

やってますよ､という告矢口がLf=かっ1=んで

の庄L:あっ1=っ

以上の反軍を全国に点かせ,深夜の奄有名番

すよ｡

散し､上京する｡そして今再び以前と同じよ

組になっているD

●L'やあスンナリ出られた?

う(=ギク‑を持ち､ 3人組でハンドをやって

た)に出演Lf:串が大きいと思うんですけど､

LLる

その事をどう捉えてますか?

しかし被は86年にパントを解

これまての経歴を挙げていくといろい

先日福岡でも放送が始まっ

いや､あの種の時f='ったわ｡だってあの番

組はイロモノの番組でしょ?だから本気のハ

僕等の場合利用出乗るものは絶対利用しな

ンドが誤解される可能性があるんですよ｡あ

僕の目の前にいる網明孝冶は､強い意春に支

きゃ駄目f=､という串ですね｡東京に出て来

れだけウケ狙いのバンドが′尺LLJ出ていると倭

えられf:あるエネルギーを発散させている8

て今の形でやり1̲Jすまでにフランクがあった｡

等が本気のDソクンロールをやったって､｢あ

ライブハウスに出ようと思っても､ 20枚のチ

の人達何きぼっているの7｣｢そん1J.の今流行

ろあるだろうが､ここては省かせてt'ちう｡

｢良いものであれば､みんなが良いと言うの
は当り前なんですよ｡それが係のポリノーた

ケソト･ノルマをやっと果たすか黒たせfiい,

L,やなし､よ｣と軽く言ってしまわれる所があ

かb

今､何処(:出ても誤乃写されrよいという

という所だっ1=んですよ｡もしそれが果たせ

るよね､あの番組って｡ 1='かL?覚悟の上で出

自惚れはありますよ. f=つて､絶対良いもの

ないと､次にライブが出来ない｡そんな状況

たんですよ｡

を作っていると思うから｣

をまず打開しなけれLれ､かなかったんですよ｡

●でも､肩ひL:張った感L'には見えなかった

そんな時(=始まったのがあの番組で､じゃあ

けど｡

以上の発言の通りまったく迷いがfJ.い

言岩

を聴き進むうちに､この強固な意志の底t=見

利用させて貰おうと.

えるのはr志Jなのだと理解した,+

●3人粗になったのは?

メンバーと顔つき合わせて色々作戦を考え
たんですJ:B

で､エラそうにしちや駄目だと.

THE KIDS

奄達素人の番組に出るんだ.素人歌合戦の粟

彼にとってロソクを演る串はどういう奮味を

人なんだ.と自分に言いきかせたわ｡ f=かL?

持っているの1:ろうか｡

あの時は本気でやっf:t'ん.今こいつ等と一

福岡を出る前.そして上京後嗣明はrギター

緒の土俵にいるんだ.って｡

この試みは今の所成功し1=と言える｡その

証拠に､以前と比べて観客の数は明らかに増

●何故ジャズからE) yクL=戻つt=の?

が好きで.ジャズ･ギターのコードをし､しって

取り敢えず欲式不満を解′肖したかったんで

いるうちL=病みつきになってJ一時的にジャ

すよ｡で､苦の曲をやっ1=b凄くスソキリL

ズに讃っていた時期があったようだ｡

T=んですo気持ち良かったんですね｡それが
∩/クを演るようL=なった第‑の理由｡もう

加し､一緒E=やろうというプFjダクションの

そして彼は5人編成のジャズ･バントを組

人間が現れメジャー･デビューの話まで持ち

む｡その頃出会ったのが現在のベースとドラ

かけちれるようになったかりてある｡しかし.

ムという訳だ.しかし､この時代は桐明にと

まだ日本も捨てたもんじゃない.と思いまし

桐明L=とっては｢メデイ7ほ利用しても利用

って満足のいくものではなかっf=｡彼に言わ

たね｡

●こんな奴が出てきたか､という感L'?

‑つはブルー･/､‑ツが売れた事てしょうね｡

されるな｣という串に尽きるよう1:｡軌二宝

せれLS r薬曲はそれなりに満足のいくものだ

島誌上で｢イカ天脱会宣言｣なるものをプチ上

ったけt'､どうも歯がゆい｡なんか欲兼不満

いや､二んlJ.奴を聴く奴が出て果たか､と

lfている｡

が濡ってくるJという串だったL?しい｡そして

いう串ですね｡ KIDSの昔の由でHIToHaTaとい

｢イカ天の人達はKIDSはおいしい所だけを
持っていっf=と思っているけど､当然ですよ｡

何時の間にかメンバーは5人かb3人へ.そ

う曲があるんですよ｡これは｢昔の人は開拓す

してジャズからロンク‑と再び戻っていった｡

るものがあって､それを開拓しf=と言ってエ

僕等は自分の身を守る為f='ったりそんな事気
にしない｣(桐明)

テL/E'で久し探りに見たKIDSは確かにク

オリティが高かつ1:｡それは桐明自身の力丑
に負う所も大きいが､他の二人のメンバーに
よる所も大きいiう1=｡そこT.桐明L:2人の
パートナーについて語って買った,

●t'ういうきっかけで知り合ったんですか?
ベースの票田は患TJ.る知り合いの知り合い｡

たまたま倭等が演奏しているのを見て｢カソ
コイイじゃん｣｡次に億が被がやっているのを
見て｢ナイスIl悪いけど一緒にやbせて貰う

よ｣という訳です｡ドラムの西川は友達の友
達だった｡音楽的(=ほ西川はブライアン･ア
ダムスみたいなアメリカン,ロノクが好きで､
栗田はもろジャズ｡そして傍がプリティソ/
ユ･ロ/クが好きという具合いに.それぞれ好

きな音楽が全然遼うんです｡ f二三かb､最初は
うまくいかTJかった｡何かやると｢えっ7Jと

恩を見合わせるみたいTA｡でもそんなエゴを
持ちつつなんでうまくいっ1=かといえば､音
欲1='ったからでTね､お互い｡

;

●

‥●1‑‥J∵.''

･

傍もギターがうまくなったからね｡でもテク

二ノタとは違う部分で自分はそれ以上に良い
ものを持っていると思っf=かL?.自分も彼等

に良いものを見せたもん｡気に入bれようと
して｡ポーカJL,はかノコイイよL

ギターはカ

ソコイイよって｡それと薬曲聴かせてね､話

例えば票田の場合､以前はベースを胸の辺
りまで持ち上げていたのを下に下(1T=もんね.
5人メンバー1=つた時I=‡高岡までツアーした

布があって､その時倭が背負っていた博多の
ビートに触れ1=事が原因かもしれないけど､
何も言ってないのにそれまで指で弾いていf=
のをt:'/クに代えたんT='.そこに彼の食欲さ
1

を見1=ような気がする｡
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バっているけど､俺達はお前等が捨てていっ
た残りカスしか抜わされてないで.それを受
け逝いていくしかない0

7EjンティアfJ.んて

らう何処にもIilいんf:'Jという内容なんです｡

今でもそういう気持ちでやっているんf=けt'､

随分乱

それこそハンドを始めた頃に作った

取なんてすが､これは絶対へスト10t=は入L5
ないEiZ]1='と思ってい1=んですよ｡でも,今1='

ったら入るかもしれない｡それだけみんなが
押し着せの歌謡曲E=は満足していない,とい
う感じがあるんですよ｡
それとt.うーっ､今ハント･ブームという車

てロックかり外れたものがロックンロールに
なっている｡それを見て｢悪い17といっちよや

らせて貰うよJみたいな感じ｡正直言ってそん
な所もある.まあ結局は先祖帰りというか.
今自分をヘストに表現出来るのはロンクンロ
ールしかないと気づいたんです｡
●昔も今も3人粗という面では同L=てすが､

何か変わった所はありますか?
福岡でやっていた頃は､た[='何とrJ.くやっ

ていたと思う｡力′コイイからという､ある

桂純粋な動機で｡でも,東京は口yタンロ‑
ルをやるというのは褒付けがある人ですよ｡

自分でロンクやる串の意味が
●それはどんな事だろう?
一言で言えばJohn LenOnのImaEITleですよ｡

倭はあれに凄く費味を見つけ1=んです｡こう
し､う歌は流行歌L=やなくて､ずっと引き継が
れていくと思うQ

これが倭にとっての口yク

なんですよ｡そういう意味で倭のロンクは他
と遭う｡

●自分の取を残したい?
残bなかっf=E3駄目ですよ｡倭の負け.
●それはイカ天で取ったr1954年の嶺に｣みT=
いな取って事? ､

あれは明日にはゼロ戦に乗り込む特攻前夜
の被に向けて取っているんですよ｡｢俺達は耗
伎する為に生まれてきたんじゃlJ.い｣とね.こ

の歌で言いたいのはそれだけ｡そうやって取
にしていかないと自分自身がそれを忘れてし
まうんです｡ハツと気がついたら､艶憎する

為に生きてきT=ような行動を取るんですよ｡
たから｢そうじゃTJ:いぞ､嗣明｣つて自分自身

に言い聞かせているんですよ｡僕の歌はみん
なそうなんです｡

●どうして敬うようになったんですか?

桐明自身語っている様に､彼の歌はあくま

●これからどうしたら負いと思し､ますか?

で自分自身に向けられたもののJ:うT:'｡しか

とL=かく一人でも多くの人に聴いて貰いた

なんで僕が歌い始めたかというと.子漢の

ち.それが人々の妃憶に預る歌になる串を望

い｡認めて貰い1=いというんじゃなくて､聴

頃から自分が何故生まれてきたか照らなかっ

んでいる.自分の為に敬う串とそれを時代に

いて貰いたい｡たf=それf=けです｡昔RICh

たからです｡だから何の為に生まれ､何の為

刻印する串は本来矛盾している｡しかし,良

Kldsというハンドがいましたよね.あのRICh

に死んでいくかをすっと知りたいと思って生

分が作っT=歌が他者に迎合する串なく.全て

は苦楽的にRIChでありf=い､とし､う事だと思

きてきて.それを確かめる為に取を歌ってき

の人I=アピール出来る等[='という確信を桐明

うんです.マイナーでもいい､マスターへ‑

たんですJ:｡歌にはその時々の結論があるん

は持っている｡ 1='としたL7.枚がやるべき革

ンヨ>.でもいい.というのはPoorですよね｡

です｡

はただ一つだろう｡

f='から今日指しているのは.多くの人に聡い

24TH【

て貰えるスタンスを作る申なんです｡それが
僕等にとってのRIChなんです｡だから､何が
今自分にとってのI Wantかと聞かれれば.世

界中の人に聴いて貰いたいという事ですね.
KIDSがイカ天に出演した時.倭の様にブ
ラウン管を通して見f:者も含めて会場(=い1:

他のハンドの両々､それに審査員の人間まで
ある環のインパクトを与え1=｡審査員の伊藤
銀次には｢こんなバンドが見たかった｣ときて
言わしめたo

二の番組を見T=事のある人なら

解るだろうが､イカ天は審査員が出場するバ
ンドに何T̲Jかんf=言いたい放題に批評する布
が番組の一つの見モノになっていて.出る佃
もともすればウケ考且いL=嶺しているきらいが
ある｡そん1J:雰囲気を一掃したのがKIDSの
満車1='った｡誰もが真顔になってしまった｡
また,そうさせる力があったと思う｡

桐明の作った歌も滞っていたし.演奏の技
術的TJ.L面でも言う所がなかった.
r柔よく剛を制す､と言うでしょ｡でもt

剛

が柔を兼ね備えたb有無を言わさないよね.
慣等もロックだかb下手でも良い.というん
じゃなくて有無を言わきTJ:Ll技術も身につけ

たい｣と､桐明が言う通りである｡これは失礼
かもしれないが,僕I=これf='(1の串を言った

男が挫折するのは見たくない｡本当にうまく
いって欲しいと思う｡

●これからのKIDSはどうなる?
ライブハンドですよ､ KIDSは｡ T:'からとに

かくライブをやりf=い｡アンアでも何処でも.
もちろん.日本中でも｡

●福岡の人に言いたい串は?
はっきり言ってコノンIlだね｡ 2年もブス

ブスしててBでも.僕は福岡の人は待ってて
くれると思うからね｡そのうちそれを確かめ
に行くからD

多分来年l月末か2月亘削=なる

と思う｡とにかく2人の特別なメンバーが見
つかったから､今すぐにでも飛んでいきたし､｡
だから待っててくれ｡

10月25日/マザー
取材･構成/scRATCHふL,お
25

