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酷評のの龍

イタリアン・ロック壇上最強にして最高のグループ

『ミラノの映像』『パルシフアル』 等のアルバムを中電
ステージは、情本のプログレッシヴ0鞍ックeフアンのた

しを香り漂う驚異のライヴを見逃す榛i

塩〆籍霜時鷲籠曲譜瓢蘭

40年以上にもわたり‘イタリアン・ロック史上最高のバンドとして君臨するイ・プ一。これまで長い

間切望されながらも来日公演は不可能と言われた彼らが遂に奇跡の来日を果たす。71年に発表したア

ルバム『オペラ・プリマ』からオーケストラを交えた叙情的な作風へ路線転換し、『ミラノの映像』（72年）、

『パルシフアル』（73年）、『ロマン組曲』（75年）と立て続けに傑作を発表。不動の人気を築いたイ・プーは、

その後も順調に活動を続け、80－90年代は時代の波に合わせたポップス路線で安定した人気を保った。

21世紀に入り再び全盛期を迎えるも09年には長年連れ添ったドラマーの脱退で解散の危機も噴かれ

高い最新作『DoveCom面CiaIISole』を発表。同アルバムを引っさ 力を収めている。今回の《イタリアン・プログレッシブ・ロック・フェ ′の誕生》へ参加するための初来日公演は、日本独自の企画に応えて クラシカル・シンフォニック・ロックの頂点『ミラノの映像埴パルシ 劔 僖ｨ���ﾂ���｢�ﾋ��

tた美しいメロアイ、そして幻想的で優美なサウンドに包まれたイ ッシヴ・ロック・フアンが経験したことのないステージを演出す ドしてプログレッシヴ・ロックを語ることなかれ。その優美 凵�FdmL ��露認醒艶麗譲 
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しかし2010年には傑作の登れ高た。

げた大規模なツアーも敢行し、成功

ステイヴァル春の障2012

の特別なもの。ステージの半分はク

フブル帥ロマン組曲』を中心と

ような構成だ。情感と切なさに溢れ

日本のプログレ、プーの音世界は、

るに違いない。ブーのライヴを見ず

なる世界に浸ることなしにイクリ

NEWTROLLS・uT

『コンチェルト・グロッソ』『UT』『アトミック・システム』、そしてイビスの傑作『サ
ン・シュプリーム』を演奏するためだけに、ニュー・トロルスのメンバーによって結成さ

…。本当に聴きたかったハードでドラ　　　　墨子 � ��h��)｢������ﾞｲ������������｢�?�ﾄ��耳耳�r�

／て最後の公開！！ 　　　　　　　　　　　　＼塾叢‾ 

傑作『UT』は、ニュー・トロルスが72年に発表したアルバムだ。 

費の危機にあり、アルバム『UT』発表後、ニュー・トロルスは分 
、リオ・スカルッツイはN．T．アトミック・システム名糖で『アト 

〈一口（vo、g）、ジャン二・ベレーノ（ds）、フランク・ラウジェッ 

の4人は『？』をリリースした。2つに分かれたニュー・トロルス 

トつた結果、ヴィットリオがニュー・トロルスを率いることに 

lクートする。しかしその後2つの派閥は和解して合体、再び 〕ることになる。こうした背景には、甘美でドラマティックな イメージから脱却し、新たな音楽性を生み出そうとしたアー チイの高まりがあったようだ。それを物語るように『UT』も『ア　浮 

ら＿ユー“トロルスーUTは、＿ユー“トロルスの変革期に残 oログレッシヴ置ロック作品を演奏するためだけに ごス作品の演奏も含め、第2回イタリアン・プ アルの目玉となることは必至だ。誓 　　∴∴●∴一 　　子 ����"����襍B�∵∴ ∴言 語 轡 「∵∴∴ ∴∴∴ 

‾＼＝）誤送響案喜田一認開聞闘顕酸藩 ��

トロルズーUTだ

最初にし

れたスピンオフ・グループがニェー
マテイツクなニュー・トロルス・サウンドの、

イタリアン・ロック史に燦然と輝く
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しかし、このときすでにバン

裂してしまう。ギタリストのヴィッ

ミック・システム』を発表、ニコ・デ・／

リ（b）、マウリツイオ・サルヴィ（key）

はグループ名の使用権をめぐって争

なり、ニコらはイビスと

－ユ－“

して活動をス

トロルスとして活動しはじめ

代表作『コンチェルト・グロツ

してのクリエイチイヴィテテイストと

トミック・システム』もニュー・

らに、イビスとしてスタート

をものにしている。今回初来日

されたハードでドラマティ

線成されたクリレープた。まさかのイ

ログレッシヴ・ロック・フェステイヴ
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イダ）アのEL＆Pと称されたレ・オルメが日本のフアンを前に蒲を指しでの登場！！代表

作『フェローナとソローナの伝説』『包帯の男』『コラージュ』を中心とした華麗なパフォー
マンスと美しいメロディがオーディエンスを魅了する。

1960年代後期から活動するレ・オルメは、キーボード、ベース、ドラムスというトリオ編成から、イタリ

アのEL＆Pと呼ばれたグループだ。しかし彼らの魅力は、EL＆Pと比較されるキーボードを中心としたサ
～費　ウンド・メイキングではなく、イタリアらしいメロディを叙情性たっぷりに歌い上げる楽曲にある。特に

彼らの名を一躍有名にしたアルバム『フェローナとソローナの伝説』（72年）での楽曲のクオリティの素

晴らしさは、他のグループの追従を許さぬ仕上りを誇っている。モーグ・シンセサイザーやメロトロンの

使い方も独特で、地中海の水面に反射するキラキラと輝く

浦田田園漢音m－一組　間　ている。レ・オルメiま；2料二三 
軽減田回書隠一品回国国電　を発表し続けてきた。しかし00争 

繋罷議運国臨／睦確漢音　認諾諾意謀議 
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ようなシンフォニック・サウンドを作り上l

活動を停止するも、90年に高窓成され、以降マイペースながらアル

た最新作『La ViaDeIla Seta即事、『フェローナとソローナの

とさせるシンフォニックなプログレッシヴ・サウン

を喜ばせてくれた。 日本初登場となる今回

全期とも言えるレ・オルメのアグ

披露してくれる。

ミ来削！名作『夢のまた夢』『神秘なる館』

を中心にイル・ヴオーロの楽曲も加えた、日本だけの特別なパフォーマンス。

、義塾董 ；：∴I 納 

塵／悪9軸

フォルムラ・トレはアルベルト・ラディウス（8、VO）を中心として、1968年に縛成され

たトリオ編成のグループ。イタリア音楽界に大きな影響力を持つアーティスト、ルー

チョ・バテイスティの秘蔵っ子としても知られ、70年、シングル「狂気の感覚」とアルバ

ム『怒りの目』でデビューを飾っている。翌71年に発表したセカンド・アルバム『フォル

ムラ・トレ』がヒットすると、その勢いに乗ってイタリアン・ロックの重要作と評され

る『夢のまた夢』（72年）を制作。多彩なキーボード・ワーク、ヘヴィなギター、重量感あ

るドラムスによって構成されたアルバムは、イタリアならではの情熱的なブログレッ

シヴ・ロック・サウンドで埋め尽くされ、その高度な音楽性は多くのリスナーを驚かせ

た。縮く『神秘の館』（73年）は歌心溢れる彼らの総決算的傑作で同著のまた夢』とともに

イタリアの音楽史にフォルムラ・トレの名を深く刻む作品となっている。しかしこの

アルバム発表後フォルムラ・トレは解散。ラディウスは新たな音楽の創造を目指し、イ

ル・ヴォ一口を結成、『イル・ヴォ一口冊イル・ヴォ一口2』という2枚の傑作アルバムを

残している。今回の来日公演では『夢のまた夢』と『神秘の館且を中心としたフォルムラ“

トレの名曲が遠に選る。さらにラディウスから日本のフア

トとして、イル・ヴォ一口の曲も演奏予定洩
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DELLE醐E
77年に彗星のごとく現れ、たった一枚のアルバム『妖構』

姿を消した伝説のグループ ロカンダ・デッレ・フアーチ。懐くも美しいサウンドがファンを魅

了して止まない名盤『妖播』を完全再現するステージは全プログレ・ファン必見だ！！

∴∴ ���"����H�h�h�b���ｲ�
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／謹曝発達藷醒闘闇整 

Suni 睡瞳盤古∴4／89 

ロカンダデッレ・フアーチはプログレッシヴ・ロックの衰退期に現れた‘‘遅れて来たとこロー”だ。

彼らが77年に発表したアルバム『妖精』は言慎めく抒情性と敬密な技巧による優美なシンフォニック・

ロック作品で、発表されてから35年を経た今でも多くのフアンに愛されるイタリアン・プログレッシヴ・

ロックを代表する一枚となっている。『妖精』発表後しばらくして解散した彼らは、99年に再結成して

新作をりリリースするまでば幻のバンドの異名を欲しいままにしていた。そんな彼らが第2回イタリ

アン・プログレッシブ“ロック・フェステイヴァルのために初来日を果たし、アルバム『妖精』をそのま

ま再現するステージを行なう。アルバム『妖精』のオープニングを飾る「ひとときの静寂」の情感塾か

ピアノの旋護が流れた瞬間、オーディエンスは至福の時に身を委ねるだろう。妖精のよう

情実に溢れた珠玉の名曲群が華麗に起る一度き

ない。

に遁めく滞



今世紀最大のイタリアンプログレクシヴ
ロックオス責喜界ル早くも窮2回開帳決定！！

2011年11月の4日から7日にかけて行なわれた《第1回イタリアン・プログレッシヴ・ロック・フェステイヴ

ブル秋の陣2011：夢のまた夢がば多くのオーディエンスに大きな感動を残し幕を閉じた。70年代のイタリアを

彩ったプログレッシヴ・ロック・グループによるフェステイヴァル－という稀代未聞の企画もさることながら、PFM、

オザシナ、ゴブリンなどのビッグ・グループがそろって来日したことも話題となり、予想を超えるフアンの方々が会

場に足を運んでくれた。そして会場となったクラブチックが歓喜の渦に飲み込まれたことは記憶に新しい。しかし、

その興奮も覚めやらぬうちに、《第2回イタリアン・プログレッシヴ・ロック・フェステイヴァル春の陣2011：ロ

マンの誕生》の開催が決まった。すべては第1回を成功へ導いてくれたフアンの方々のおかげだ。

第2回となるイタリアン・プログレッシヴ・ロック・フェスライヴァルの出演アーティストは前回を越えるライン

ナップとなった。その筆頭はなんといっても、“絶対に来日公演は不可能’’と言われてきた、イ・プーだ。彼らの勇

姿を日本で見られることを誰が想像しただろうか。そしてそこにレ・オル〆、フォルムラ・トレといった重鎮の名も

連なり、その時点で蘭画を凌ぐフェスの予感がする。また、たった1枚のアルバム『妖精』で多くのフアンを虜にし

た幻のグループ、ロカンダ・デッレ・フアーチ、さらに、ニュー・トロルスのハードでドラマティックな面を打ち出

したア）レバム『UT』『アトミック・システム』と、そこから派生したスーパーバンド、イビスの『サン・シュプリ
ーム』を演奏するために鮨柴した、ニュー・トロルズーUTもエントリー。鰭架としてすべてが初来日となるアーテ

ィストばかりが集まった。奇跡は奇跡を呼ぶ－そんな言葉が最も似合うフェスライヴァルはすでに芳しき伝説

の匂いを漂わせはじめている。前回同様、見逃したら必ず後悔するフェステイヴァルであることは間違いない！！

ストレンジ・デイズ　岩本晃市郎
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（日）
C原肥CIHn’
開場／16：30

開演／17：30

終演予定／21：30

IPOOH
FORMuL凧タ

LOt酬附附鵬棚田

★前売り
◎￥14，800（税込）オータ一別

◎全席指定／限定600庸※入場の際にドリンク代筆500が必要となります．
※出演者が一部変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※終演時間に多少の変更がでることも有りますのでご了承ください。

【CLUBCITTLrホームページ先行受付】

http：／／clubcitta．co．jp／ticket．html

☆受付期間：①1月　7日（土）一1月12日（木）※抽選制

②1月15日（日）～1月19日（木）※抽選制

【店頭先行販売】1月14日（土）～

☆ディスクユニオン新宿プログレッシヴ・ロック館03－3352ゼ141

☆目白ワールド・ディスク03－3954－5348

【チケット1月28日（土）一設発売開始】

☆チケットぴあ　　0570－02－9999（Pコード：158－967）

☆ローソンチケット0570－084－003（Lコード：75177）

☆イープラス　　　http：／／eplus．jp

◆主　　催：bayfm78「POWERROCKTODAY」

◆企画制作：クラブチック

◆招　聴；クラブチック　鑓

◆後　援：イタリア大使館誓段丘

ィクリア文化会飯田

ィクリア政府観光局（EMT）！蟄票聖上A

◆協　力：ストレンジ・デイズ篭覇／ディスクユニオン

◆問い合せ：CLUBCITTA o44－246－8888　http：／／clubcitta．co．jp

◆特設ページ：http：／／clubcitta．co．jp／001／italianprogfes／

／ノ逢e馳Bc町腹醍醐TS


