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映像と音楽を配合させた最新スタジオ・アルバム『statiDiImmaginazione』の再現や、「人生

は川のようなもの」「麺る世界」「原始への回帰」など彼らの代表曲とクラシックの各曲をオー
ケストラと演奏するという、かつてないほどPFMの魅力のすべてを詰め込んだ壮大なステージ。
70年に綜成されたイタリア、ミラノ出身のグループ72年、
アルバム『友よ』発表前後にEL＆Pのイタリア公演の前座を

クリアン・ロック・ブームが起こった。2002年には75年以来
27年ぶりとなる来日公演を行ない、健在ぶりをアピール。05
年には初のロック・オペラに挑戦した『DRACULA』を発表。

務めたことをきっかけに、キング・タリムゾンを退いたピート・

06年には『Stati DiImmaginazione』で映像と一体化し

シンフィールドに見出され、73年、EL＆Pが設立したレーベル、

たアルバムに挑戦している。イタリアン・プログレッシヴ・ロ
ック・フェステイヴァル・秋の陣2011では映像を駆使したス

アルバム『幻想物語』でデビューを果たす。同72年のセカンド・

マンティコアからアルバム『幻の映像』で世界デビューを飾
った。彼らの世界的な成功によって、その後イタリアのロック・
バンドが次々と紹介され、特に日本では、70年代後期からイ

テージに加え、オーケストラを率いてクラシックの有名曲と
自身の代表曲を演奏予定。

Franz DICiocclO［Ds，VoI

Fpanco MussidalG，VO］
PatricDJivasiB］

Luc10FabbritVlOlmI

GlanIJucaTagliavinitKeyl
Roberto GualdilDs］

08分NN凧蒜霊薬監藷露控発端課鰯雑業顎鷲磐霧講読諸シ
イタリアでも行なわれることのなかった試みを日本で初めて挑戦。このライヴを観ずにイタリアン
ロックは決して語ることはできない。フアン必聴＆必見の奇跡のパフォーマンス。
ノ

∴書＿○ヽヽご書、＿プさ、1．ノぎー二一、言霊．、裏（、・7、−
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PFM、ニュー・トロルス、ハンコなどと並んでイタリアを代 その後『ランド・スケープオブ・ライフ』（74年）、『スッダンス
表するプログレッシヴ・ロック・グループがオサンナだ。71／南の踊り』（78年）を残し、78年に解散。以降、チック・フロン
年、チッタ・フロンターレを母体にダニロ・ルステイチ（g）と クーレ、ウーノ、チェルヴェッロ、ノヴァ、ルーナなどのゲル
エリオ・ダーナ（sax、flute）を中心にナポリで結成。同年ア ーブによってオザンナのDNAが受け継がれ、いずれのグル
ルパム『L

UoMO』でデビューを飾った。72年にはルイス・エ

ープもクオリティの高いアルバムを残している。2000年に

LmoValrettitVo，Flutel
IrvinValret，tl［Keyl
Salvat，Ore Priore［Keyl

ンリケス・パカロフとオーケストラを使用した名作『ミラノ・ なって、ヴォーカルのリノ・ヴァイレッティを中心に再結成

PasqualeCapoblan00［GI

カリプロ9』を制作し大きな話題となる。73年にはキング・ク

Arlel10DiAnna【BI

されたオザシナはJFTAKABOOM』（01年）『PROGFAMILY』

リムゾンを彷彿とさせる暗黒的な作品『パレポリ』を発表した。（08年）のリリースを経、09年には待望の初来日を果たした。

GOBLIN

ノト．青書ヽヽ｝二タヽ，＿

MarlanO Ba轟〕alDsI

恐櫛映画のサウンドトラックで世界的な成功を蝶めたグループ、ぜプリンのステージは『サス
ペリア』『サスペリア2』『ゾンビ』などの代表作からの選曲によるペスト・オブ・ゴブリン。ゴシッ
ク＆ダーク・シンフォニック・プログレの第一人者による待望のライヴ。
ホラー映画監督ダリオ・アルジェントの作品で一世を風暁 優れたプログレ作品も発表。2010年クラウティオ・シモネッ
したゴブリンは数多くのホラー映画のサントラを手がげ、後 ティ、マッシモ・モランチ、マウリツイオ・グアリー二を中心に

世に多大な影響を与えたバンドだその意味からすると、イタ ゴブリンが再結成される。今回のステージはプログレ・フア
リアで世界的に最も成功したグループと言ってもいいだろう。 ン必臆の『ローラー』や『マークの幻想の旅』からの曲を始め、「赤
75年のデビュー作『赤い深淵〜サスペリア2』は56週間チヤ い深淵〜サスペリア2」「サスペリア」「シャドー」「フェノミナ」

ClaudioSimonett，ilKeyI

Massio Morame［GI

ートのトップとなる大ヒットとなり、その後も『サスペリア』『ゾ「ゾンビ」などのヒット曲を網羅したペスト・オブ・ゴブリン。

Ma．urizioGuarml［Keyl

ンピ』『シャドー』など話題作を連発。しかし2000年の『沈黙』 ゴシック＆ダーク・シンフォのパイオニアが放つライヴパフ

Bruno Previt，ali［G］

を最後にバンドは解散状態となる。一方では『ローラー』など オーマンスは多方面からも注目されること必至だ。

Ti的a Tani【Dsi

柵皿帥鵬丁附謹謹撰誓豊謙語諾寵荒業罷講豊能譜驚
ト・ライヴを破露。趨怒級テクニカル・チューン「重力9．81」はフアン垂涯の一曲。
イタリアン ジャズ・ロック／プログレの最高峰アルテイ・結成し、復活を印象づける傑作『ムラレス』を発表した。し
エ・メステイエリは、トリップを脱退した超絶ドラマー、かし03年にオリジナル・ギタリストのジジ・ペネゴ一二
フリオ・キリコが、卓越したテクニックを表現し得る高度 らが脱退。メンバー・チェンジを経て05年に待望の初来
な楽曲と強固なオリジナリティを兼ね備えたバンド結成 日を果たす。2010年に再始動した彼らはジジ・ヴェネゴ
を目論み、ジジ・ヴェネゴ一二（g）、ペッペ・クロヴェッラ ー二を再び迎えて6年ぶりとなる来日を果たす。ジジの加
（key）らと綜成したバンド。74年に『ティルト』、75年に『明 大した編成は今回だけの日本特別編成。名盤『ティルト』
日へのワルツ』をクランブスよりリリース。78年に一旦 を中心に、『明日へのワルツ』、復活作『ムラレス』からの曲
解散するも98年にオリジナル・メンバーに近い布陣で再 を演奏予定。

THETRIP

Fur10ChmlCOiDsi

GlgiVenegonliGl
BeppeCrovella［Keyl

MapcoRoagna沌i
RobertoPuggionl［BI
工anoNicolb［VO〕

懇請見繕㌶莞辣黙契鷺鷺鶴舞詔藤繰諸露

トランティーデ』『ガロンテ』のナンバーを演奏。テクニカルなイタリアン・ロック日本初お目見
えに期待は高まる。
ザ・トリップはロンドンで緒成され、当初リッチ一・プラ ボードと手数の多いテクニカルなドラムによるEL＆Pスタ
ックモアも在籍していたことでも知られるグループ。その イルのプログレを披露。73年にも同傾向の『タイム・オブ・
後イタリアへ渡り、ヴェッグ・アンダーセン（b）、ジョー・ヴ チェンジ』を発表した。しかしキリコの脱退、アンダーセン
ェスコウィ（key）を中心に70年にアルバム『ザ・トリップ』、の交通事故によりバンドは解散。昨2010年、全盛期のメン
71年に『カロンテ』を発表。ギターやハモンド オルガンを バーで奇跡の再結成ライヴが行なわれた。今回の初来日は
中心にサイケ色を残したヘヴィ・プログレを聴かせた。のち ジョー・ヴェスコウイ（key）、フリオ・キリコ（ds）、ヴェッグ・

にアルテイ・エ・メステイエリで活躍するフリオ・キリコが アンダーセン（vo）を中心とした編成。『アトランティーデ』
加入した『アトラシティーデ』（72年）ではクラシカルなキー や『カロンテ』を中心に彼らの代表曲を演奏する予定だ。

JoeVescovilKeyI

ArvidWeggAndersenlVoI
FurlO ChlrlCOiDs］
FabI，l ChiarelliIGI

Ange10Pernl［B］

IL脚TTO咽0嘩詔競業莞詳藷誤器龍豊競凝議藷議豊
ーク＆ゴシック・ヘヴィ・プログレ・サウンドが炸裂するステージは伝説となるか！！
イル・パレット・ティ・ブロンゾは69年にナポリで結成さ に、変拍子と複雑な曲展開を怒溝のように畳みかける演奏
れたハード・ロック・スタイルのグループ。70年、フアース を聴かせ、イタリアン・ヘヴィ・プログレの傑作としてとり
ト『シリウス2222』発表後、一旦解散状態となる。しかしオ わけ高い人気を誇るアルバムとなった。この後、メンバーの

ザンナの前身、チッタ・フロンターレのメンバーだったジヤ 脱退により解散。96年には再結成しアルバムを発表。イル・
ンニ・レオーネ（key）を迎え、ローマへ活動拠点を移し、より パレット・デイ・フロンゾ名義での来日は、07年にマルコ・
プログレッシヴな方向性を突き詰めた『YS（イブシロン・エ カポズィ（b）、アドルフオ・ラムンド（ds）らと再々結成したト
ッセ）』を72年にリリース。メロトロンやオルガンを駆使し リオ編成で、名盤『YS（イブシロン・エッセ）』を中心とした
たレオーネの退廃的なキーボードとヘヴィなギターを中心 ステージを予定している。

GianniLeonetVo，KeyI

Ado虹o Ramundo［DsI
Ivano Salva．tOrilBI

今世紀最大のイタリアンプログレシヴ
ロックオス売場ル開帳決定！！
初めてイタリアのプログレッシヴ・ロックを聴いたとき、世の中にこんなにも

rrl

美しくドラマティックな音楽があるのかと感じたリスナーは多いはずだ。当時、

誓言誓；豊謹諸器器禁器宗盗塁舅霊

…

とのないグループが数多く存在することを知った。その時の衝撃は、30年以上 を経た今でも少しも薄れてはいない。特に日本は他国に比べて早くからイタリア
ろ
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最後にして最大のイタリアン・プログレッシヴ・ロックの祭典を見逃すな！！真
の奇跡を見逃すな！！

−

ストレンジ．デイズ岩本晃市郎の il

，1

