
ティアドロップ

～ BOWL への道のり～

ギター、ベース、ドラム、ヴォーカル、４つ

の音が一丸となって迫ってきた。

スピーカーからの音の塊に吹き飛ばされないように両足を踏みしめた。

4人の気迫が一気にステージ上から客席を飲み込んだ。丸山の歌は表現力を増し

てどっしりしていた。お互いを知り抜いた４人が対等な自己主張をして、BOWL

を作り上げていた。この時まで BOWLの曲に多彩な表情を持たせる役割の多く

を中村のギターが担っていた事に気付かなかった。丸山の表現力が増した事で中村がいるべき位置にもどり、ドラム

がよりシンプルになった印象を受けた。誰かがBOWLの世界を引っ張っていくのではないのだ。

「最高の夜にしたい。よろしく」丸山のMCはこれ以上のバンドの布陣はない。その先はみんな次第とも聞こえた。

生身の自分を表現する音楽だから

こそ余計なものを削ぎ落として出

来た楽曲達。歌を生かすという一

点に絞り込んでのプレイ。むしろ

疾走感や重厚さは本来のままだ。

丸山の最大の武器 ｢ 伸びやかな

声 ｣がどこまでも果てしなく伸び

るんじゃないかって位気持ちがよ

かった。

これぞBOWLの醍醐味！

この 4 人で BOWL な事。この場

にいられることを感謝せずには

いられなかった。

　　　  　BOWL

���������������vo. 丸山　和弘 (まるやま　かずひろ）�

　　　　Ｇ . 中村　太郎（なかむら　たろう）�

　　　　Ｂ . 錦戸　篤　（にしきど　あつし）�

　　　　Ｄ . 寺崎　経幸（てらさき　つねゆき）
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『SET　OUT』

SYNTHETIC�MUSHROOMS( 以下マッシュ )。　　

ギターポップの重厚な音。現代に生きる自分達の日常のくすぶりや感

情に向き合った歌詞が独自性のバンドがBOWLの前身。　

98 年たまたま目にしたビジュアル系バンドを輩出するきっかけと

なった TV 番組「Break�Out」。画面に映るチューリップハット、リ

ストバンド、茶髪のマッシュは異質だった。必要以上の事は口にしな

い彼らは華美な装飾とは距離を置き、ストイックに音楽そのもので自

分達を主張していた。それは番組に無言のケンカを売っているように

も見え関心を持って LIVE に足を運んだ。当時メンバーは全員新潟在

住、地元を拠点に活動していた。月一回位のペースで東京渋谷にある

DESEOという LIVEHOUSE に出ていた。徐々に活動は関東一円に広

がっていった。

マッシュとして 4年間でマキシシングルを含む 6枚の新作を発表。

2001 年 6 月東京の自主レーベル、グラントレコーズより２年ぶりと

なるマキシシングル ｢SET　OUT｣ を発表。それに伴う新潟２本関東

５本のツアーが予定されていた。２ヶ月弱の間に７本の LIVE が決定

している事からも力の入れようが伺えた。しかし、それは 5月頃から

訴えていたヴォーカル松永和有希の喉の不調により LIVE をキャンセ

ル、活動停止という形で幻となった。状況を飲み込む間もなく、7月

松永脱退が発表された。

このバンドを心の糧にしていた私にとって、マッシュの世界を握る

彼の脱退はあまりにショックで公式な脱退理由を信じる気にはなれな

かった。その後ギターの中村太郎が地元の路上で一人アコースティッ

クギターを抱え歌っていた丸山和弘に声をかけ、マッシュの新ヴォー

カルに迎えた。

新生マッシュとして 7月 29 日新潟の LIVE より活動を再開。

一別の予兆

2001 年 12 月、バンドを BOWLとして再出発し

た。バンドとしての歩みを止めず、方向性を変

えることもしなかった。2001 年 12 月 27 日下

北沢２５１。BOWL初 LIVE。マッシュの曲を全

て捨て新曲 5曲にヴォーカルの丸山がコンポー

ザーとして係わっていた。妙に明るすぎる声色。

何語で歌っているかも聴き取りづらい状況に私

の中で一気にバンド自体が迎合化した様に思わ

れた。無料配布された2曲入りCDにも心に引っ

掛かるものが見つけられずじまい。いずれにし

てもバンド自体が固まるには時間が必要だとい

うことだけを胸に持ち帰った。

ただ同時に相変わらず丸山以外のメンバーの能

力の高さは維持されていた事、そこに丸山のメ

ロディセンスの良さが持ち込まれた事で「この

バンドでメジャーデビューするな」と直感的に

思った。

いや・・・本当のことを言うと、この苦渋の選択をし、それでもバン

ドを前に進めようとする姿勢の先にメジャーデビューの他に何がある

のだろう。デビューしたらまた観にいこう。自分に必要な音楽ならば

必ずまた出会えるはず・・・。

BOWLは 2002 年から 2004 年の間に 4タイトルのCDを発表。

2005 年 8月

シングル ｢99%｣ が TVアニメのオープニングに起用

2005 年 12 月　

1st ミニアルバム「その向こうへ」でメジャーデビュー。

繋ぎとめるもの　“バンドの結晶 ~

私は渋谷の雑踏で反応した曲が BOWL だった偶然やライブ情報誌の

記事でBOWLのデビューを知った。

2006 年 1月 21 日

関東にも深深と雪が降り、街では車はチェーンを履いて走っていた。

私は、傘をさしていても斜めに入ってきては積もっていく大きな牡丹

雪を手で掃いながら柏 ZAXまでの道を急いでいた。

普段なら外出する事さえ躊躇するような天候。

しかしこの日は前へ進まないと後悔する思いにかられ、降り積もる雪

を踏みしめ駅から遠い ZAXへの道を白い息を吐きながら歩いた。

ステージ上のメンバーはカラフルな照明で次々と映し出されるのに

BOWLの色を感じられずにいた。

雪にも動じず集まったファンの黄色い歓声と照明の中で、私は華やか

な場所で一人侘しく取り残されたような感覚だった。

BOWLの実像が掴めずにいた。

そのもどかしさを語彙の乏しい私は、世界観という言葉でアンケート

に記した。今考えればバンドの胎動期だった。

後日ドラムの寺崎は、ネットを通じて反応をくれた。

「世界観ってことですが、BOWLはまだまだだと思っています。

小手先だけのものはすぐに剥がれてしまいますからね。若いボーカル

丸山にがんばってもらいます。言い方がキツイですが、ボーカルはそ

の重責を担うポジションだと思ってますから」

この日の LIVE で ｢ 蝉の声と茜色 ｣という曲の切なさと力強さが私の

頑なな琴線に触れてきた。

丸山のヴォーカルに太郎のギターのアルペジオで一気に詞も曲も全て

俯瞰されていく。

最低限の手数のリズム隊は無常の時の流れを浮彫にする。

わかってはいても、捨てきれない想い。

それでも時は流れ自分と向き合う事でしか前に進めない現実。



この曲に新ヴォーカル丸山の心情を感じ一筋の光を見た。

そして、何より失恋の心情を歌ったこの歌詞がマッシュのヴォーカ

ル脱退時の自分の心情と重なって涙が溢れた。　松永が抜けたのも夏

だった。脱退は、私にとって心のよりどころを失った失恋にも似た感

覚に近かった。

　　　　　　　　　　　　　　　色んなものを犠牲にして

　　　　　　　　　　　　　　　　此処へやってきた事を

　　　　　　　　　　　　　　　　僕はずっと歩いていく

　　　　　　　　　　　　　君のいない夏が終わっていく

　　　　　　　　　　　　　　　「蝉の声と茜色」歌詞抜粋

バンドは苦渋の選択をして歩き始めたのに聴き手の自分が全く歩き出

せていなかった事を思い知らされた。この曲が私と BOWL を繋ぎと

めた。今から考えると BOWL の世界観と私の中のしこりのそごの悪

さは丸山のヴォーカルの説得力不足と勘違いしていた。丸山が丸山の

言葉で歌っているのに、リアルな感触、丸山が見えてこないのはなぜ

なんだろう？そればかりを私は追い求めていた。

2006 年 1月２７日

渋谷O-Crest��　BOWLワンマン　｢その向こうへ ｣

2006 年 3月 31 日　

渋谷O-Crest���BOWLワンマン　　「さらにその向こうへ、春」

少しずつ丸山の世界の輪郭が私に明らかになってきた。それ

でも尚、私の気持ちの頑なさと鈍さが、タイトルのようにそ

の向こうへ行く事への障害になっていた。「蝉の声と茜色 ｣

には、はっきりと捉えている丸山の世界を自分の中の確かな

ものにしたいという願いにも似た思いだった。

ありのままの丸山和弘

その輪郭が私の目に明らかになったのは、6 月の下北沢

SHELTER。tae( たえ ) との２バン LIVE だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　空っぽの僕の両手に　

　　　　　　　　　　　　　明日こそ何かをつかみたくて

　　　　　　　　　　　もっとこんなもんじゃないんだと　

　　　　　　　　　　　　　　　　腕を伸ばしているんだ

　　　　　　　　　　　　　　「空っぽの両手に」歌詞抜粋

丸山が“もっと”の歌詞

に露骨に自分の思いを剥

き出しにて歌った瞬間「き

た！」と思った。歌によ

うやく私の頑なさが崩さ

れた。

そして私の中にマッシュ

の残像などなかった。

BOWL が BOWL である為

の絶対条件はメンバー 4

人が自分自身である事。

丸山が他の誰かではなく丸山である事が最重要であった。

中村のギター、寺崎のドラム、錦戸のベース。

３人の外壁は、ちょっとやそっとでは崩れるものではない。

その中で丸山の等身大の心情が形作られ喫水線を超え同時に溢れか

えった。ようやく私の中で外壁だけだった船に BOWL という主が住

み着いた瞬間だった。

4 人で為し得た大器・・・BOWL

私が葛藤を抱えるのと同時にこの時期丸山自身が暗中模索、糸口の見

えない闇の中でもがいていた事を後になって知る事になる。

「ただいま。」というタイトルで始まる自身のブログで丸山は胸のうち

を綴っている。

『自分を偽ったり飾ったりする必要なんてなくて、むしろどれだけ自

分をさらけだせるかってことが大事なんだね。きっと僕にはそれが大

切だった。って気付くのに時間がかかり過ぎたかな。』

丸山の歌声に絶対的な自信を感じたのは８月のDESEOの LIVE。

焦点が定まって、余計なものにまみれていないスッキリとした顔。こ

の顔で LIVE がよくないわけないじゃん！！と観る前から確信させる

ものだった。自分を取り戻してからの丸山は声の出方がまるで違った。

今まで以上に歌詞が聴き取れるようになった。自分を解放させて気持

よさそうに歌う彼の歌からは切なさだけでなく、優しさや、温かさ、

憂える思い、悔しさ、意地 etc を感じさせ、聴き手の心のドアを沢山

叩いては、開放させるものだった。目の前に明らかに２ヶ月前と違う

バンドが存在していた。勢いづいた 2曲目。間奏でいきなり丸山のギ

ターのシールドが抜け音が消えた。まだ歌のフレーズは残っていた。

次に繋げるには長すぎる間。

「どうするの？丸山さん？」フロアから冷静にお手並み拝見状態の私。

その間、ドラムとベースは力強くリズムを刻み続けた。丸山は慌て

る事もなく対処しつつ、残りのフレーズをすっぱり切って勢いづけの

MCを挟み次の曲名を叫び繋いだ。出鼻を挫かれるようなトラブルを

起爆剤に変えたのだ。自信がない時は不必要に自分の中に色々なもの

を取り込もうとする。しかし、自信があれば必要なものにだけ手を伸

ばせばいいから焦ったりしない。不必要なものは、取り入れないとい

う判断は反対に見るものに自信をうかがわせる。

新曲の「テイアドロップ」

　

　　　　　　　　　　うつむき笑うその頬をつたう涙一粒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　強がる君の裏側に　

　　　　　　　　　　　　　　隠すため息　笑顔は曇って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(中略 )

　　　　　　　　　　　　　胸の痛みさらけ出していいよ

　　　　　　　　　　　　　　「ティアドロップ」歌詞抜粋

うすっぺらな印象だった丸山の印象はなく、強がる人間の裏側の表情

をきちんと捉える人間の厚みを感じさせる。

3人の壁の中に見事にはまった丸山の世界。

BOWL がバンド名の通り 4人が混ざり合う場所としての BOWL が大

器として完成したのだ。「話す事特になくなった。バッチリなくなった」

今までよく喋っていた丸山がこう言い放ちすぐ曲へ移った。

５年の歳月をかけメンバーはこの４人でのBOWLを必然にしていった。

意味があったよね。

苦渋の選択をしてBOWLとしてコマを進めたこと。



　　　

HEAVEN　ｏｒ　HELL

｢ ねぇ・・・これ以上の LIVE ってあるの？

あるとしたら天国 ?じゃなかったら地獄の入り口？この世のものじゃ

ない気がする・・」

それ位音楽で至福の絶頂にいた。

｢二人を引き合わせるきっかけとなった曲 ｣と紹介され、丸山と中村

の二人でアコースティックギターのみで演奏された ｢季節日記 ｣。

時の儚さを感じながら、メンバー4人の出会い、そしてBOWLとの日々

に思いをめぐらせていた。

柄にもなくあらゆる事に感謝の気持ちでいっぱいになる程のうっとり

する優しい時の流れだった。

丸山は、何度も今日来てくれた事に感謝の言葉を述べていた。

本編最後の曲は BOWL のさらにその向こうの世界を見てみたい！と

期待が膨らんだ曲 ｢空っぽの両手に ｣

歌い終えると丸山は、既に汗でヨレヨレのタオルを両手に広げ、顔を

覆うようにして大量の汗をぬぐった。

そして、タオルで顔を覆ったまま腰を半分だけおこして、１, ２秒何

かを躊躇した。

( 感極まって ) 泣

いているようにも

見えた。

けれど、次の瞬間

顔を上げた丸山の

表情に何かを決意

した事を瞬間的に

感じずにはいられ

なかった。

会場全体が呼吸を

整える間を置かず

丸山はいつもより

低い声で話し始めた。

「今日は本当にありがとう。改めてお礼を言います。

ここでみんなに大事なお知らせがありまして、２月３日に

渋谷のDeseo という所でワンマン LIVE をやるんですが、

その LIVE を持ちまして BOWL は解散することになりま

した。今まで応援してくれてどうもありがとう。

２月３日に会いましょう ｣

気付くとメンバーはステージ中央に一列に並んで立っていてその言葉

を残しステージを去った。

満ちる想い ｢上弦の月 ｣

BOWLの LIVE 以外では LIVEHOUSE には縁がないような、この日の

ために精一杯のお洒落をしてきた 10 代の女の子。開演前仕事の愚痴

をこぼしていた２０代の女性。遊戯王のオープニング曲で BOWL を

知り、初めて LIVE に来た風の中学生男子。観客は ｢キャー ｣でもな

く「いやー」でもなく静まり返って身動きするものもいなかった。そ

んな状態が６０秒位続いて、徐々に我を取り戻しているようであった。

バンドってこれ以上ないってくらいの LIVE を見せてくれる時って既

に聴き手より更にその先の景色を求めて歩み出している事がほとんど

だ。アンコールをしようと思ったら声がうまくでなかった。

今更ながら BOWL の音楽が自分の中に大きく住み着いていた事を改

めて思い知らされていた。心臓の鼓動が一気に波打った。けれど丸山

の言葉は、私の中で喪失ではなく完結を意味していた。

「空っぽの両手に」で今日の LIVE を締めくくるわけにはいかなかった。

終わっちゃうよ。早くはやく。声が出なくて、勇気を振り絞ってアン

コールの拍手の先陣をきった。アンコールは一曲「上弦の月」

　　　　　　　　　　　　

�　　　　　　　　　　　　答えは今も　僕の中にしかない

������������������������������������������������������������「上弦の月」歌詞抜粋

最後の最後でワンマンの LIVE タイトル通り会場は｢ティアドロップ」

(大粒の涙 ) のるつぼ。常に何が大事か、自分が求めているかを捕ら

えていく事は、キツさをともなう作業だ。丸山はそれを探っては詞に

してきた。メンバーは音で表現する事に徹してきた。それを真摯にし

てきたからこそ目の前の問題に向き合っていかなければ進めない事を

掴んだ。それ

は、一時の流

行りすたりの

域を超えて、

同じ時代を生

きる同志の姿

として聴き手

の心根に宿っ

ている。

「自分自身だ

よ !」 っ て い

つも歌い続け

たメッセージ

を受け取って、

それぞれが自

分の道を歩む

ことで、上弦

の月は、個々

の想いの中で

満ちて満月の

BOWLを形づくる。

BOWLをここまでのバンドに花開かせた４人を誇りに思うよ。

投げだしての結果じゃない事をこの日の LIVE が証明しているから。

��������������������������������������������������������天国はあともう一回。

　����������������������������2007 年 2 月 3日。渋谷DESEO。
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