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　「プログレッシヴ」とまだ呼ばれていなかった時代に、そのスタート・ポイントとなったTHE TRIPは、1972 年に起こした
ビッグバンで、音楽的進化を加速させ、芸術的解釈をプログレッシヴ・ロックに定義した。ネオ・プログレッシヴ／ロック／
ブルース／サイケデリクスの影響を強く反映した素粒子は、混成され、最高潮に誇張して「Caronte」を生成する。しかし、
真のTHE TRIP 誕生には、それを可能にし得る純要素と新境地を必要としており、3人ユニット（ジョー・ヴェスコヴィ、
ウェッグ・アンダーセン、新規加入のフリオ・キリコ）が放射した「Atlantide」で、THE TRIPはプログレッシヴを不動のも
のとし、その名を世界に知らしめたのである。「Time Of Change」後、中断を余儀なくされたトリオの旅は、Furio Chirico's 
THE TRIPの「Equinox」で今日再開する。中心人物である、フリオ・キリコに全てを語ってもらった。

フリオ・キリコ

ジョー（・ヴェスコヴィ）とウェッグ（・アンダーセン）との体験は、
僕自身のその後の音楽制作に

挑戦とインスピレーションを与えてくれている
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のミュージシャン人生で起こったことや、特にツアー
中での珍事に笑い転げたよ。
　THE TRIPの音楽は、
ジャズ・ロックや激しいフ
ュージョン・プロダクション
より表面的にはシンプル
に聴こえても、「Time Of 

Change」（'73）のように
コンストラクチャー、ハー
モニー、メロディ、リズム
が複雑難儀かつ洗練されているアルバムも制作し
た。ジョーとウェッグとの体験は、僕自身のその後
の音楽制作に挑戦とインスピレーションを与えてく
れている。
── 再結成からジョーとウェッグが他界するまで
の間、あなたの記憶に焼き付いている2人の様子
や、あなただけが知っている2人とのやりとりなどを
お訊きしたいです。
FC：「Time Of Change」リリース後、ウェッグは
ベッドにまる1年間寝たきりになる交通事故に遭っ
て、バンドが活動停止を余儀なくされてから数十年
間も、2人とは連絡が途絶えていた。事故から回
復したウェッグは、音楽エンターテイナーとして、シェ
フとして、特に彼の情熱だった考古学研究に没頭

してエジプトに行ったりしていた。 一方、ジョーは
ACQUA FRAGILEやI DIK DIKでのバンド活動、
シンガーのウンベルト・トッツィと共演したりしていて、 
僕はARTI & MESTIERIでの活動とAMMトリノ
校でディレクター兼インストラクターとして音楽に直
結した日 を々送っていた。再結成のきっかけは、ス
フェラ・エンタテインメントからの提案で、2009年に
2人の意思を確認するために連絡をした。最初は
難色を示していたが、驚いたことに「OK」と答えた
んだ。そして、約 35年振りにトリノで3人の再会
が実現した。何もかも素晴らしかった。  

　再結成は、バンド史に永遠に輝く3つの “バッジ” 
をもたらした。ひとつは2010年のローマでの（イ
タリアでは '70年代以来最重要とされるプログ・イ
ベント）『Prog Exhibition』への出演、次にTHE 

TRIPの初来日コンサートになった『Italian Pro-

gressive Rock Festival』への出演。この来日
公演は「Live In Tokyo 2011」として、「Atlan-

tide」のリマスタリング盤と合わせて 2012年に
Sony Musicからリリースされた。全てが上手く運
んでいるかのように見えた。でも、ウェッグの身体は
だいぶ前から病魔に蝕まれていて、手の施しようが
ない状態だった。決死の覚悟で日本に来たのだと
思う。“誇り” なのさ。ステージに立ったウェッグは

不思議な白い光で燃え立ってい
るようだった。日本から戻って、
ウェッグが息を引き取った知らせ
を受け、その後、THE TRIPとし
てコンサートを続けたが、ジョーも
病に倒れ、運命はジョーを “カロ
ーン” の小舟に乗せて、冥界へ
連れ去った。そして、2014年、
全ては停止した。
── その、2014年の地点から
繋がって、今年 1月末に始動し
たあなた名義のフォーメーション

について教えてください。単にTHE TRIPと名乗
るのではなく、Furio Chirico's THE TRIPとした
のは何故ですか？
FC：リッチー・ブラックモアと共に前身バンドからの
メンバーで創始者だったウェッグと、結成当初から
のリーダーでコンポーザーのジョーが死去して、事
実上、THE TRIPは2014年以降存在しなくなっ
た。2人の作詞／作曲を失ったバンドをどうして
僕が “THE TRIP” と呼べるだろうか。大支柱だ
った偉大なジョーとウェッグに敬意を表すならば尚
更のこと、間違ってはならない。それならば、プログ
レッシヴを確立したトリオのいちメンバーである自分
の名を付け加え、僕の “THE TRIP（旅）” を新し
く続けていこうと決意した。全てが終わってしまっ
た地点から再生するためにね。Furio Chirico's 

THE TRIPは2019年に誕生した。
── 新フォーメーション結成までの経緯をお話い
ただけますか？
FC：2019年の春、2人のミュージシャンが僕を訪
ねてトリノへやってきた。若い盛りのマルコ・ロスタ
ンニョと、あまり若くないジュゼッペ（ジュゼ）・ラナリ
で、「1972年の『Atlantide』が再燃する新プロ
ジェクトを立ち上げて欲しい。メンバーに最適なキ
ーボーディストを知っている」と言い張るので、3人
まとめて面接することにした。このキーボーディスト
がパオロ（シルヴァー）・シルヴェストリだった。3人
の熱意は相当のものだったが、THE TRIPは並大
抵の覚悟では再始動できない。「君たちに作詞／
作曲の才能があって、飛び抜けたアイディアを持っ
ていて、それがTHE TRIPのラインに合っていたら
考えてもいいよ」と言ったら、ジュゼが自分で作曲し
た素材をすぐ送ってきたんだ。聴いてみて、彼は真
のヴォーカル曲を書くことのできる能力の持ち主と
気づいた。プログは、時に、外部を固めるインスト
部分の作曲構造は明確かつ骨太でインスピレーシ
ョンに満ちたものであることが要求されると同時に、
側面となる（内部の）ヴォーカル部は、色彩に溢れ、
表現力に富み、表情豊かな美しいメロディ・ライン
で満たされていることが大事だ。ジュゼが持ち込ん
だヴォーカル曲はどれもインスピレーションに満ち満
ちて、プログの特徴を兼ね備え、曲として見事な完
成度を持っていた。しかも、しかも、彼のヴォーカル
の音色はウェッグに非常に近いものがあった。そ
れに、ベーシストだ！ ウェッグ同様にベース兼ヴォー
カルがフォーメーションにいるアイディアに僕は吸い
寄せられたよ。
　さっそく実践しようということで、再度全員で集ま
った。「Atlantide」を全曲、「Caronte」の数曲

Time Of Change 
('73)
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を各自で練習してから
の合同リハで、すでに
第1回目から、シルヴァ 

ーは（ハモンドを含め
て）キーボード類を山
積みにして持ち込ん
で、リハでは各自の演
奏と組曲の演奏技術
など何度も確かめた。
アルバムでしか聴いた
ことのない僕のドラム
と「Atlantide」を生で
手合わせするということ
で、3人ともアドレナリ
ンが絶頂まで噴き出し
ているようなガッツだったから、刺激的で強烈なリハ
になったけど、ピリピリすることなく進んだ。楽曲を
解釈する彼らの能力は際立っていたよ。最後の
決め手はシルヴァーの作曲能力だった。彼には、
楽曲を極度に構造化することなく組曲を書き上げ
る才能があって、それはジョーと同じだった。僕の
意思は固まった。3名との出会いから1年経ち、
決断から2年間、作曲／作詞／レコーディングの
日々に明け暮れた。試行錯誤を繰り返しながら、
歌詞を書き上げ、音楽的アレンジも全員で行な
い、楽曲をひとつひとつ仕上げるという気の遠くな
る作業を行なう中で、僕らのチームワークは素晴ら
しく、アルバムが完成する頃にはひとつの完全な
バンドとなっていた。
　ニュー・アルバムの楽曲のほとんどはジュゼとシ
ルヴァーによるもので、（当時 25歳だった）バンド
最年少のマルコ作（美しいメロディの骨太のロック
曲）もある。全曲オリジナルの新曲で、僕はプロジ
ェクトの芸術監督／プロデューサーとして曲のセレ
クション／ディレクション／制作／アレンジ指示を
担当している。 僕らの理想としていた “音世界” 
を精巧に創造してくれたのはサウンド・エンジニア
のマティア・ガリマノだ。「Equinox」は「Atlan-

tide」50周年記念という絶好のタイミングで、全
世界で今秋リリース予定だ。
── その「Equinox」について詳しく教えてくださ
い。  作品のコンセプト、聴きどころ、魅力は？
FC：“equinox”（エクイノックス）とは、天文用語で
は天の赤道と黄道が交わる点を太陽が通過する
瞬間である “分点” を指すのだが、僕らの “equi-

nox” はラテン語の神話言語に由来する “昼夜平
等” に起源を持つ。根底にある理念とは、つまり、
この世の “闇” と “光” 
が等しい割合で存在し
ている現代の有様を
表現していて、「Equi-

nox」に込めたコンセ
プトは “再生とその精
神的な歩み” なんだ。
Furio Chirico's THE 

TRIPは、THE TRIP

から誕生したフォーメ
ーションだ。「Atlan-

tide」では、“前向きな
再生、世の中の好転を
期待して、破壊された
当時の世界に生きる
人間とその権力” を語

った。「Atlantide」と比較して、「Equinox」もま
た、人類が今生きている世界のメタファーだが、“地
上、人間、ありとあらゆる存在が、中間なく、常に極
端に二分している現代社会の姿” を語っていて、
収録曲の歌詞はどれもそういった二部に等しく分裂
した世界を謳っている。トリオで制作した2枚にあ
ったような “詩” 世界への回帰、それが生き生きと
渾然一体化した音楽性、ミュージック・パートのメロ
ディクス／ハーモニクス／リズミクスの多様な “破 

壊” を試みた。つまり、“THE TRIP” 本来の音楽
的構造にさらなる研究と実験を重ねながら、新しい
道を切り開くこと、それが「Equinox」に実を結ん
だ。目指したのは限りなく純粋な “プログ” だ。
──「Equinox」は日本盤がキングレコードから、
イタリア盤がZdBから、ヴァージョン違いでリリー
スされると聞きました。
FC：日本盤もイタリア盤もタイトルとフロント・カヴァ
ーは同じだが、規格がちがう。両方にデビュー・ア
ルバム 「Equinox」のCDと、最新ライヴ映像の
ボーナスDVDを入れたが、日本盤にはスペシャル
・ボーナスCDが入っている。これは、1973年に
イタリアのフォッジャで行なったTHE TRIPの未発
表ライヴ音源で、レコーディングがままならない頃
の、“アマチュア・レコーディング” だから、雑音や歪
みなど聴きづらいとは思うが、当時のライヴ音源が
他に残っていないのと、「Time Of Change」から 

“Rhapsody” と「Atlantide」から数曲演奏して
いたり、歴史的音源としての希少価値はあると思
う。ファンには “逸品” だろう。CD「Equinox」
は全 9曲で 、うち3曲はインストゥルメンタル、6曲
はヴォーカル曲、THE TRIPなので歌詞はもちろ
ん英語。DVDは今年 5月末にトリノで行なった

デビュー公演の映像 

で、「Equinox」から数 

曲、「Atlantide」から数
曲、最後に「Caronte」
から “Caronte I” を演
奏している。僕のTHE 

TRIPがどんなライヴを
するのか皆に観てもら
いたい。
── そのデビュー・ラ
イヴは、イタリアでも格
式高いSalone Inter-

nazionale del Libro

で飾ったわけですが、
著名なマッシモ・ラニエ

リやネックと肩を並べて演奏したことは、プログ・バ
ンドとして初の快挙と言えるのではないでしょうか。
今後の活動予定、目標など伺いたいです。
FC：ツアー日程の1発目は9月1日のカリアリ、セ
スツでの『 In Progress...One』だ。この歴史的
なフェスのステージで「Equinox」を初披露するこ
とになる。スペシャル・プログラムで、「Equinox」
の大部分と、「Atlantide」の全曲完全再現、
「Caronte」から “Caronte I” を、そして「Time 

Of Change」から “Corale” を演奏する一大コ
ンサートさ。“Corale” は当時もライヴ演奏する
ことはなかった曲だから、世界初披露というわけ
だ。2023年にリリースする 2作目のアイディア
もすでにある。 新ヴァージョンでの「Atlantide」
CD+DVDで、オリジナルのトリオ演奏パートと楽
曲構造は忠実に再現し、そこへギター・パートを挿
入した分、全体の解釈に色を加えて、新鮮味を持
たせたFurio Chirico's THE TRIPヴァージョン、
スタジオ・レコーディングの「Atlantide」だ。音源
と一緒に、1972年「Atlantide」制作時の秘蔵ド
キュメンタリー映像をDVD（約 15分）にして入れ
る予定で、ジョー、ウェッグ、僕の「Atlantide」制
作現場の当時の演奏風景や、インタビュー、ライフ
・スタイルなどを知ることができると思う。
── では最後に、日本のファン、本誌読者にメッ
セージをお願いします。
FC：Furio Chirico's THE TRIPの DNAは聴
き手の愛と応援でフル機能する。 曲作りとコン
サート、この 2つの可能性が合致した成分プロジ
ェクトで、僕らの細胞本体は構築されていて、それ
は演奏を願うファンの皆と相俟って相乗効果を
生み、バンドは活かされ、成長することができるん

だ。 皆のフィードバッ
クを待っているよ。な
ぜなら、音楽は、文化
変容した不自然な世
界を望む人 を々負かす
驚異の力を秘めてい
る。Furio Chirico's 

THE TRIPにはそれが
あるのだから。

（2022.7.7）

＊フリオ・キリコのインタ
ビューは、本誌 Vol.26 / 
Vol.52 / Vol.65 / Vol.66 
/ Vol.82 / Vol.85 / Vol.87
にも掲載されています

Furio Chirico's THE TRIP
Equinox ('22)
キング　番号未定 (2CD+DVD)
CD: Equinox
DVD: Live at Salone Internazionale del Libro 2022
Bonus CD: THE TRIP Live in Foggia 1973
＊今秋発売予定

　Furio Chirico's THE TRIPのデビュー作にして初の
コンセプト・アルバム。冒頭からパワー全開で畳みかける 

“I'm Fury” や、アンセムの風格を備えた美しい組曲 “A 

Suite For Everyone” など、作品全体の骨格を深く印象 

付けるインスト3曲に、抒情性豊かなヴォーカル 6曲と、
次々に放たれる多様性に富んだ楽曲はどれも秀逸で、そ
の完成度の高さに圧倒させられずにはいられない。これぞ
プログレッシヴ・ロックの真骨頂。5年に一度、巡り合える
かどうかの超大作だ。ボーナスとして、DVDに最新ライヴ
映像、日本盤のみ未発表秘蔵ライヴ音源CD付と豪華。




