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ホフ・アンサンブル Hoff Ensemble － 静かな冬の夜 (Quiet Winter Night)

ゲイル・ボーレン Geir Bøhren、
ベント・オーセルード Bent Åserud（作曲）／グドニ・インゲビョルグ・ハーゲン
Gudny Ingebjørg Hagen（作詞）
／ヤン・グンナル・ホフ Jan Gunnar Hoff（編曲）

1. マウンテンローズの女王 Dronning Fjellrose

3’34

2. そっと、
静かに僕らはやってくる Stille, stille kommer vi

4’00

ヘレーネ・ボクスレ
（ヴォーカル）Helene Bøksle (voc)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アー
リル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

ウンニ・ヴィルヘルムセン（ヴォーカル）Unni Wilhelmsen (voc)／マティアス・アイク（トランペット）Mathias Eick (trumpet)／ヤン・グンナル・ホフ（ピ
アノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アーリル・アンデシェン（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

3. 言葉と思考を共にして Dele alle ord og tanker

3’37

トミネ・ハルケット
（ヴォーカル）Tomine Harket(voc)／ビョルン・ヨハン・ムーリ
（ヴォーカル）Bjørn Johan Muri
(voc)／ボルゲ・ペーテシェン＝オーヴェルライル
（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホ
フ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネ
セン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

4. 不安がる母さん Redd Mamma

2’53

ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／
ルーネ・アルネセン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

5. 歌え、
歌え、
つるこけもも Sulla, sulla krekling

3’13

アンビョルグ・リーエン
（ハリングフェレ、
ヴォーカル）Annbjørg Lien (hardanger fiddle and vocal)／ボルゲ・ペーテシェン
＝オーヴェルライル（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／
アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

6. 青い少年 Blågutten

3’57

マティアス・アイク
（トランペット）Mathias Eick (trumpet)／ボルゲ・ペーテシェン＝オーヴェルライル
（ギター）
Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アーリル・アンデシェ
ン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

7. 山の若者 Ville fjellgutt

3’19

ソンドレ・ブラトラン（ヴォーカル）Sondre Bratland (voc)／マティアス・アイク
（トランペット）Mathias Eick (trumpet)／ボルゲ・
ペーテシェン＝オーヴェルライル（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff
(piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)
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8. さあ、
何が起きる？ Hva skal hende nå?

4’04

9. 火のそばで Ved bålet

2’22

10. Tufsa danser

3’34

ボルゲ・ペーテシェン＝オーヴェルライル（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ（ピアノ）Jan Gunnar
Hoff (piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

セシリア・ヴェンネシュテン（ヴォーカル）Cecilia Vennersten(voc)／ビョルン・アイスヴォーグ（ヴォーカル）Bjørn Eidsvåg (voc)／ボルゲ・ペーテシェン
＝オーヴェルライル（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／マティアス・アイク（トランペット）Mathias Eick (trumpet)／ヤン・グンナル・ホフ（ピア
ノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アーリル・アンデシェン（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

オスネ・ヴァラン・ノルドリ
（ヴォーカル）Åsne Valland Nordli (voc)／マティアス・アイク
（トランペット）Mathias Eick (trumpet)／ボ
ルゲ・ペーテシェン＝オーヴェルライル（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ（ピアノ）Jan Gunnar Hoff
(piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

11. 小さく奇妙な村の子供 Vesle, rare bygdeunge

4’06

12. 青ニッセの夕べ En blånissekveld

2’46

13. 夕べに子供たちを呼ぶ声 Kveldslokk for små unger

2’56

14. 十二月の光 Lys i desember

3’46

15. 火のそばで Ved bålet (instrumental)

2’22

ヘレーネ・ボクスレ
（ヴォーカル）Helene Bøksle (voc)／ボルゲ・ペーテシェン＝オーヴェルライル（ギター）
Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／アーリル・アンデシェ
ン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

アンビョルグ・リーエン（ニッケルハルパ）Annbjørg Lien (nyckelharpa)／ヤン・グンナル・ホフ（ピアノ）Jan Gunnar Hoff
(piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

ソンドレ・ブラトラン
（ヴォーカル）Sondre Bratland (voc)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff (piano)／
アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン
（パーカッション）Rune Arnesen (perc)

ヘレーネ・ボクスレ
（ヴォーカル）Helene Bøksle (voc)／マティアス・アイク
（トランペット）Mathias Eick (trumpet)／ボルゲ・
ペーテシェン＝オーヴェルライル（ギター）Børge Petersen-Øverleir (guitar)／ヤン・グンナル・ホフ
（ピアノ）Jan Gunnar Hoff
(piano)／アーリル・アンデシェン
（ベース）Arild Andersen (bass)／ルーネ・アルネセン（パーカッション）Rune Arnesen (perc)
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クァイエット・ウィンター・ナイトの魅力

角田郁雄 / Ikuo Tsunoda（オーディオ評論家）

このアルバムは、
優れた空間性と臨場感に溢れたリアルな演奏が堪能できることが、
大きな魅力です。
夜間には、
少し、
照明を暗くして
聴いてみて下さい。
ホフ・アンサンブルは、
一日の疲れを癒すような、
絶品の歌唱と演奏を披露します。
ライナーノートには、
録音セッション
写真と5.0chサラウンド・マイクと楽器／ソリスト位置を示すイラストが掲載されています。
これを参考にされると、
このアルバムを聴く思
いも増すことでしょう。
なお、
写真を見ますと、
各楽器に近接マイクも配置されていますが、
これは、
楽器の明瞭度を上げるためで、
補助的
に使われているようです。
このアルバムは、
オーディオ・システム調整のリファレンスの一つになるでしょう。
オーディオ機器選びでも、
活躍
することと思います。
ぜひ、
末長く、
ご愛聴下さい。

レクトリック・ギターの響きが流れ、
パーカッションが、
巧みなリズムをとりながら繊細さを加えているように感じさせます。

8. さあ、
何が起きる？
（Hva skal hende nå?）

始まりから、
ブリリアントな響きのエレクトリック・ギターがリードをとります。
他の曲では、
あまりクローズアップされないベースも曲の
途中で、
右からインタープレイを披露してくれます。
その柔らかで、
木質感たっぷりの胴の響きが、
何とも曲に深みを加えてくれているよう
に思えます。
2Lは、
352.8kHz/24bit(DXD)録音しているので、
SACD盤にしても、
その柔らかで、
繊細な質感や豊かな倍音再現性を存分
に披露してくれます。

9. 火のそばで
（Ved bålet）

「クァイエット・ウィンター・ナイト」
の幕開けに、
ふさわしい曲です。
始まりから、
ピアノの響きが、
残響豊かな教会に流れ渡る思いがしま
す。
中央には、
エレガントさを感じる女性ヴォーカルが登場します。
よく、
聴いてみると、
微妙に向きを変えて歌っている様子が分かるはず
です。
まさに2Lの5.0chサラウンド・マイクの効果です。
ヘッドフォンだと、
もっと分かりやすいことでしょう。

1. マウンテンローズの女王（Dronning Fjellrose）

低い音色のドラムスとピアノの響きを背景にして、
男性、
女性ヴォーカルがデュオで歌唱します。
男性ヴォーカルは左、
女性ヴォーカル
は右に定位し、
トラック3と同様に少し、
間隔をとって歌唱しています。
本当に、
エレガントで深遠さを感じさせる曲です。
もっと曲が長けれ
ばなあと思う方も、
おられることでしょう。
この曲に限らずの話ですが、
このアルバムは、
空間性に優れたスピーカーやヘッドフォン選びに
も役立つことでしょう。

2. そっと、
静かに僕らはやってくる
（Stille, stille kommer vi）

10. Tufsa danser

始まりから、
ドラムスが活躍します。
5.0chサラウンド再生をすると分かるのですが、
実は、
ドラムス／パーカションは、
左右のリア・マイク
(後方マイク)が捉えています。
巧みなマスタリングにより、
2ch再生でも、
あたかもヴォーカルの後方で奏でているように聴こえてきます空
間に美しく流れます。
またトランペットは、
奥から手前に響いてくる感じがします。
素晴らしい空間性です。

ノルウェー伝統の民謡を感じさせる、
静かな女性ヴォーカル曲です。
この曲を聴いていると、
日本の民謡に繋がる曲風、
雰囲気を感じさ
せます。

3. 言葉と思考を共にして
（Dele alle ord og tanker）

ピアノから始まり、
左から繊細な響きのアコースティック・ギターが再現します。
右からは、
深みのあるベースが響き、
開放感に溢れた伸
びやかな女性ヴォーカルが、
中央に定位します。
この曲でも低い音色のドラムスとシンバルが、
この曲のレンジ感を引き出し、
ベースの短い
インタープレイが曲に魅力を添えているように感じさせます。

男性、
女性ヴォーカルのデュオがハミングし、
その後、
若々しさを感じさせる男性ヴォーカルがリードをとります。
このデュオの美声は、
本
当に魅力的で、
照明を落として聴くと、
さらに実在感が増すように思えます。
さて、
皆さんのスピーカーでは、
デュオが重なって聴こえてい
ませんか、
寄り添って再現されますか。
答えは、
少し間隔を空けて歌っています。
ヘッドフォンなら分かりやすいことでしょう。
スピーカーの
向き調整などに役立ちます。

4. 不安がる母さん
（Redd Mamma）

ピアノ、
ベース、
ドラムス／パーカションのトリオによるインストゥルメンタル曲です。
若干タッチを強めた明瞭度の高いピアノが空間に
響き渡り、
右から、
柔らかな胴の響きを示すベースが再現されます。
中央には、
ドラムス／パーカション奏者が、
シンバルなど多数の打楽
器を、
忙しく演奏している様子が、
生々しく、
リアルに再現されます。

5. 歌え、歌え、
つるこけもも
（Sulla, sulla krekling）

女性ヴォーカルが、
ノルウェー伝統の弦楽器(8または9弦)、
「ハリングフェレ(ハッダンゲルフィドル)」
を奏でながら、
歌唱します。
この色
濃い響きが聴きどころです。
深みのあるベースやベル、
シンバルの響きが、
このファンタスティックな世界を絶妙に引き立ててくれているよ
うに感じます。
空間性に加えて、
繊細さや柔らかさを感じさせます。

6. 青い少年（Blågutten）

複数の低い音色のドラムスが、
左右に展開しています。
スティックを使わず、
素手で叩いているのでしょうか。
そんな質感を感じさせま
す。
右には、
静かにベースが奏でられ、
中央には、
奥から手前を横切るかのようなブリリアントで美しい響きのトランペットが再現されます。
中央から、
やや左方向かけてエレクトリック・ギターの響きも再現され、
2ch再生でも、
2Lの空間再現性の高さを実感できます。

7. 山の若者（Ville fjellgutt）

深みを感じさせ、
心に語りかけてくるような男性ヴォーカルが、
何と言っても、
この曲の魅力です。
その背景には、
トランペット、
ピアノ、
エ
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11. 小さく奇妙な村の子供
（Vesle, rare bygdeunge）

12. 青ニッセの夕べ
（En blånissekveld）

トラック5では、
ノルウェー伝統の弦楽器が登場しましたが、
この曲では、
スウェーデン伝統の弦楽器、
「ニッケルハルパ」
が登場します。
2ch再生では、
その背景に、
ピアノ、
ドラムス、
拍子木の打音のようなパーカッションが加わり、
まさに伝統楽器を使いながらも、
洗練された
コンテンポラリー・ミュージックを展開します。
5.0chサラウンド再生では、
ここでも絶品の立体空間を描写します。

13. 夕べに子供たちを呼ぶ声
（Kveldslokk for små unger）

トラック7で登場した男性ヴォーカルが、
ソロをとります。
明瞭度、
透明度の高いピアノが漂い、
人に語りかけるような、
深みのある歌唱
が、
何とも魅力的です。
高解像度マイクロフォンの使用により、
実在感、
臨場感を鮮明にしています。

14. 十二月の光
（Lys i desember）

トランペットの美しい響きから始まり、
このアルバムの終わりを飾るにふさわしい、
エレガントかつ優しさに溢れた女性ヴォーカル曲で
す。
そのデリカシーに富んだ声使い、
旋律を紡いでゆく絶妙なアーティキュレーションが、
この曲でも高解像度で聴け、
生演奏のようなライ
ブ感を体験させてくれます。
トラック１でも解説しましたように、
女性ヴォーカルが微妙に向きを変えて、
歌唱する様子も再現されます。

15. 火のそばで
（Ved bålet）
インストゥルメンタルver.

ここまで、
良い音で楽しんで下さいましたでしょうか。
ホフ・アンサンブルの素晴らしい演奏に加え、
2Lの空間性と臨場感に溢れた高解像度レコーディングのコンビネーションは見事です。
CD再生では、
MQA技術により、
352.8kHz/24bitのオリジナル・マスターに迫る音質も体験できます。
では、
最後に
「クァイエット・ウィン
ター・ナイト」
の幕を閉じるインストゥルメンタル曲をお聴き下さい。
（トラック9の楽器だけの演奏）
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『静かな冬の夜』
――楽器本来の響きを生かしたジャズ・プロジェクト
ホフ・アンサンブルはノルウェーで最高のジャズ＆セッション・ミュージシャンによって構成されている。
トランペッターとしてフロントに
立つのはECMのアルバムによって名を高めたマティアス・アイクだ。
アイクはいくつかの曲で主役を務めている。
アンサンブルの基盤をな
すカルテットでは、
伝説的なベテラン・プレイヤー、
アーリル・アンデシェンがベースを弾き、
アレンジャーも務めるヤン・グンナル・ホフがピ
アノの椅子に座っている。
ホフは1993年以来、
自らのグループを率いて活動しており、
これまでマイク・スターン、
パット・メセニー、
マリア・
ジョアン、
アレックス・アクーニャといったアーティストと共演してきた。
今回、
この素晴らしいノルウェーのバンドを得て、
彼は“クロスオー
ヴァーな”設定により、
さまざまな味わいを混ぜ合わせている。
アイク
（ホフは以前のプロジェクトでもアイクと共演している）
は
『静かな冬
の夜』
の録音にあたって彼が真っ先に声をかけたアーティストだったし、
アンデシェンやバンドの残りのメンバー――パーカッション奏者
のルーネ・アルネセン
（N.P.モルヴェルのグループの元メンバー）
、
ノルウェーの一流セッション・ギタリストであるボルゲ・ペーテシェン＝
オーヴェルライル――もそうだった。
そして傑出したフィドル奏者アンビョルグ・リーエンがホフ・アンサンブルに加わることにより、
ジャズ
やフォークの要素が織り込まれた確固たる北欧のサウンドが生み出され、
『静かな冬の夜』
はリスナーを心惹かれる斬新な旅に誘うアル
バムになった。
器楽演奏曲のなかには、
アイクとペーテシェン＝オーヴェルライルをフィーチャーした
〈青い少年〉
のような、
全面的にジャ
ズ・フュージョン・スタイルで演奏されるトラックもあるし、
トリオ編成による
〈不安がる母さん〉
のような、
スウェーデンのヤン・ヨハンソンに
よる作品を想起させるトラックもある。
〈さあ、
何が起きる？〉
ではメセニーのバラード・プレイと比べても遜色ない演奏が繰り広げられる
が、
このギター・サウンドはよりロック志向だ。
ここではまたアンデシェンの目覚ましいベース・ソロが披露される。
収録曲はすべて映画音楽の作曲家であるゲイル・ボーレンとベント・オーセルードによって書かれた。
フィーチャーされるヴォーカリス
ト――ヘレーネ・ボクスレ、
オスネ・ヴァラン・ノルドリ、
ソンドレ・ブラトラン、
ウンニ・ヴィルヘルムセン、
トミネ・ハルケット、
ビョルン・ヨハン・
ムーリ、
セシリア・ヴェンネシュテン、
ビョルン・アイスヴォーグ――のなかにには、
ノルウェーのポピュラー音楽シーンでトップ・クラスの
（そ
して世界的にも名を知られる）
アーティストもいる。

この録音によせて

ヤン・グンナル・ホフ／ホフ・アンサンブル

『静かな冬の夜』
は、
編曲を担当し音楽上のリーダーを務めた私にとって、
じつに心躍るプロジェクトだった。
このプロジェクトにより、
私
は初めて音響エンジニアのモッテン・リンドベルグと組んで録音する機会に恵まれた。
作曲者のボーレンとオーセルードから与えられた課
題は、
彼らがノルウェーの人気テレビ・シリーズ
『Blåfjell』
と
『Månetoppen』
のために書いた音楽から適切な曲を選び、
ジャズのコンボ演
奏のために再編曲することだった。
私たちが目指したのは、
穏やかな、
“ダウンテンポ”風の気分に満ちた、
ジャズっぽいレコードだった。
この
プロジェクトの土台となる音楽的アイデアを実現させるためには、
それに相応しいミュージシャンを選ぶことがきわめて重要なポイントに
なった。
3日間にわたった録音セッションは張り詰めた空気に包まれていたが、
出来上がった音楽には心安らぐ、
寛いだ雰囲気が横溢して
いた。
こうして
『静かな冬の夜』
は他に例を見ない特異なアルバムになった。

日本のリスナーへのメッセージ

モッテン・リンドベルグ/2L

録音芸術が美しいのは既定の方法や青写真がないからです。
その美しさはすべて音楽から生まれます。
あらゆるプロジェクトは、
楽譜
の掘り下げと、
作曲者
（もし現代の音楽なら）
や演奏者との会話からスタートします。
商品という制約のなかでコンサートの状況を再創造
することは、
私たちプロデューサーやエンジニアの仕事ではありません。
そうではなく、
私たちは録音のための媒体を通して理想的な音を
組み立て、
最強の幻想を創り出し、
より良い場所にいるかのような気持ちを抱かせる音体験をリスナーに提供しなければならないと思って
います。

2011年8月、
オスロのソフィエンベルグ教会にて

訳：川嶋文丸
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