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アルバム、シングル、企画盤、別ユニットと、P-MODEL関連の判明している限りの全作品を
紹介。オリジナル・アルバムに関しては平沢進自身が作品背景を語る。なお、P-MODEL脱
退後の各メンバーの作品についてはこのスペースでは紹介しきれないので、メンバー・イン
タヴューのプロフィルを参照されたい。 

音楽産業廃棄物回収ステイション 
P-MODEL PLANT

●曲名のあとは(作詞者+共作者/作曲者+共作者)の順で記載。作詞・作曲者が同じ場合は
まとめて記載。曲順は初出時に沿った。同一作品でも発売時期によってメーカ名や品番が
違うものも多いが、アナログは発売時のメーカ、CDは現在のメーカと品番を記載した。 
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RECOVERY STATION

79年8月25日発売
ワーナーパイオニア
92年1月25日CD化
ワーナーミュージック・ジャパン
2003年10月20日再発
SS RECORDINGS
SS-101

SIDE-A
①美術館で会った人だろ（平沢進）
②ヘルス・エンジェル（田中靖美）
③ルームランナー（田中靖美）
④ソフィスティケイテッド（平沢進）
⑤子供たちどうも（平沢裕一／平沢進）

SIDE-B
①KAMEARI POP（平沢進）
②サンシャイン・シティー（平沢裕一／田中靖美）
③偉大なる頭脳（平沢進）
④ホワイト・シガレット（平沢進）
⑤MOMO色トリック（平沢進）
⑥アート・ブラインド（平沢進）

イン・ア・モデル・ルーム
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今『ヴァーチュアル・ライヴ-1』を作っていて

「そうだった!」って思い出したんですが、1stの

コンセプトの下敷きにはオーウェルのSF『1984

年』があったんです。あのシチュエイションを池

袋に当てはめたわけです。P-MODELのコンセプ

トが固まっていく時、ちょうど日本で1番高いビ

ルだという触れ込みでサンシャインシティが建設

工事中だったんですね。わたしたちは夜な夜な工

事中のサンシャインに忍び込んで遊んでました。

工事中にもかかわらず電気が全部ついていて、守

衛もなんにもいないんです。P-MODELが最初に

自主的に作ったアーティスト写真はそこで撮った

もので、ライヴのチラシに使いました。

わたしたちは70年代から活動してるミュージシ

ャンですから、物心がつく時に“新宿クリーン作

戦”――新宿からサブカルチャーを締め出して、

健全な街にしようとした挙げ句、単なる酔っ払い

の町になってしまった――があったんです。今で

もそうでしょうけど、サブカルチャーは気持ち悪

い、あれは悪い人達だという印象がありましたし。

都市の過渡期ですね。そして、新宿に続いては池

袋の整備だと。しかし、あの洗練されてない街に

超高層のテナント・ビルが建つとなれば、これで

東京は終わりだと思った。そうしたそこはかとな

い『1984』的絶望感を1stに込めたんです。

P-MODELは、田井中を除けば全員東京原住民で、

東京が憧れの的ではないことぐらいバレている。

どこへ行っても東京原住民のためのエリアはなく、

周りから消費しにくる人のためのエリアになって

しまった、価値観を共有できる人なんて電車のな

かにひとりもいないという意識がありました。い

ろんなものがあってみんな楽しそうにしてるけど、

なにが面白いの? 東京なんて全然カッコよくないじ

ゃないか。こういうサウンドだからといって、東

京の中心の文化の最先端と位置付けるのはよそう。

まして、原宿・青山みたいなところをバンド・イ

メージにするのはカッコ悪い。わたしが亀有に住

んでいたこともあって、これは常磐線ポップだと

言ってしまおう。そんなところから「KAMEARI

POP」というタイトルが出てきたんです。

あんたと仲よくしたいから美術館に火をつけ

るよ――とんでもなく面倒な手続きの上に成り

立つ日常を一刀両断する言葉とともに、P-

MODELは眼前に現れた。しかし、その衝撃は、

今となっては説明するのが難しい。1979年と

いう時代の空気との関係が密接だからである。

わざとオモチャぽくしたちゃちぃシンセとリ

ズム・ボックスの音。ものものしい機材を原色

で塗りたくる。黒いはずのレコードをピンクで

リリースする。などなど、ことごとくロックと

いう権威を小バカにしてしまうポップ感覚。そ

れがTVゲームに代表される時代の気分に“新

しいもの”として受け入れられた。

と言ったところで通じないだろう。しかし、

従来の日本語の音楽のセンスからは全く考えら

れない文体は、掛け値なしに新時代の到来を告

げていた。都市、マスコミなど具体的な事象を

扱いつつも、核にあったのは、現在まで一貫し

た“全人格的なコミュニケイションの方法論”

だ。早くも無意識へ食い込んでいる。

テクノ・ポップと言うよりは“テクノ・パン

ク”と表現したくなるハードなサウンド。シン

セやリズム・ボックスの裏ではギターが鳴り続け

てる。P-MODEL自身も、もっとポップな仕上が

りを想定しており、できあがった時には「こん

なはずじゃなかった」と思ったそうである。

プロデュースは佐久間正英。P-MODELはテ

クノ・ポップの原点であるばかりか、日本に初

めて登場したロック・バンドである。それまで

日本にロックなんてないも同然だったのだ。

にしても、ピンク盤が初回限定400枚という

のはホントだろうか。もっと出回ってたような

気がする。うちにはピンク2枚、黒1枚あるぞ。
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（G,Vo,Syn, 
　Heavenizer） 

平沢進 
(G)

田中靖美 
（B） 

田井中貞利 
（Dr） 

安部文泰 
（Vo&Vln） 

1973～1974？ マンドレイク #1

平沢進 
（G&Vo） 

田中靖美 
（Syn） 

田井中貞利 
（Dr） 

関弘美 
（B） 

1974～1976？ マンドレイク #2

平沢進 
（G&Vo） 

田中靖美 
（Syn） 

田井中貞利 
（Dr） 

阿久津徹 
（B） 

1976～1978？ マンドレイク #3

ナイショマ・ルミエ 

1979.1～1980.11P-MODEL #1

平沢進 
（G,Vo,Syn） 

田中靖美 
（Key） 

田井中貞利 
（Dr） 

菊池達也 
（B） 

引退 

1980.11～1983.3P-MODEL #2

平沢進 
 

三浦俊一 
（Key） 

田井中貞利 
（Dr） 

菊池達也 
（B） 

1983.3～1984.8P-MODEL #3

平沢進 
（G,Vo,Syn） 

田中靖美 
（Syn） 

田井中貞利 
（Dr） 

秋山勝彦 
（B,Syn,Vo） 

エルナディア 
ヒア・イズ・エデン 

阿鼻叫喚 

引退 

みかんむくっ 

平沢進 
（G&Vo） 

平沢進

平沢進 
（G&Vo） 

P-M

プノンペ

平沢進 
（G&Vo） 

こ

平沢進

平沢進 
（G&Vo） 

平沢進

平沢進 
（G&Vo） 

ことぶき光 
（Key） 

田井中貞利 
（Dr） 

1987.10～1988.12P-MODEL #8

中野照夫 
（B&Key&Vo） 

ソロ バリケフホニウム 
ジキル浜田+ことぶき光 

雪山ブラザーズ 

引退 ソニック・スカイ 
ロング・バケーション 

ソロ 

平沢進 
（G&Vo） 

高橋芳一 
（Systems） 

荒木康弘 
（Dr,etc） 

中野照夫 
（B&Key&Vo） 

1986.1～1987.3P-MODEL #6

引退 

引退 

ルーム 

有頂天 
ソニック・スカイ 

アレルギー 

ソロ 
メトロファルス 

etc

平沢進 
（G&Vo） 

三浦俊一 
（Key） 

田井中貞利 
（Dr） 

横川理彦 
(B&Vln,etc)

1984.8～1984.12P-MODEL #4

99,99 
4-D

引退 

平沢進 
（G&Vo） 

三浦俊一 
（Key） 

荒木康弘 
（Dr） 

横川理彦 
(B&Vln,etc)

1985.1～1985.12P-MODEL #5

ex  
P-MODEL平沢進 

（G&Vo） 
高橋芳一 
（Systems） 

田井中貞利 part2 
（Dr） 

中野照夫 
（B&Key&Vo） 

1987.3～1987.10P-MODEL #7

平沢進 
（G&Vo） 

こと

平沢進

part2
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平沢進 
（G&Vo） 

ことぶき光 
（Key） 

高橋ボブ 
（B） 

友田真吾 
（Dr） 

秋元一秀 
（Key） 

平沢進（Vol&G） 

ことぶき光（Key&Cho） 

小西健司（Key2&Cho） 

秋元一秀（Com1） 

名倉丈雄（Com2） 

1989.9～1989.11平沢進バンド #1

平沢進 
（G&Vo） 

ことぶき光 
（Key） 

上領亘 
（Dr） 

戸川純 
（Cho） 

高橋ボブ 
（B） 

1992.12平沢進バンド #5

平沢進 
（G&Vo,etc） 

小西健司 
（System-2） 

福間創 
（System-1） 

TAINACO 
（Dr） 

1997.5～2000.12P-MODEL #11

福間創 
（Systems） 

平沢進 
（G&Vo,etc） 

中野テルヲ 
（Systems） 

TAINACO 
（Dr） 

ソロ、ロング・バケーション 

1999.4平沢進バンド #7

グラス・バレー 
ソフト・バレエ、etcザ・グルーヴァーズ 

バリケフホニウム 

Shi-Shonen 
リアル・フィッシュ 

ヒカシューetc

平沢進 
（G&Vo） 

ことぶき光 
（Key） 

藤井ヤスチカ 
（Dr） 

秋山勝彦 
（Key） 

1991.9～1993.10P-MODEL #9

ヒア・イズ・エデン 
ザ・グルーヴァーズ 

プノンペン・モデル ザ・グルーヴァーズ 

平沢進 
（G&Vo） 

ことぶき光 
（Key） 

高橋ボブ 
（B） 

友田真吾 
（Dr） 

砂原良徳 
（Key2） 

戸川純 
（Cho） 

1991.6平沢進バンド #3

電気グルーヴ 

平沢進 
（G&Vo） 

ことぶき光 
（Key） 

友田真吾 
（Dr） 

高橋ボブ 
（B） 

1991.12平沢進バンド #4

藤木弘史 
（Key） 

戸川純 
（Cho） 

セッション 

平沢進 
（G&Vo,Syn） 

小西健司 
（System-2） 

上領亘 
（AlgoRhythm） 

福間創 
（System-1） 

1994.12～1997.4P-MODEL #10

ソロ 

4-D コントロールド・ヴォルテイジ 

野照夫 
Key&Vo） 

ソニック・スカイ 
ロング・バケーション 

ソロ 

中野照夫 
（B&Key&Vo） 

ソロ 
メトロファルス 

etc

横川理彦 
(B&Vln,etc)

99,99 
4-D

平沢進 
（G&Vo） 

TAKA 
（Key） 

上領亘 
（Dr） 

戸川純 
（Cho） 

高橋ボブ 
（B） 

1993.12～1994.12平沢進バンド #6

ソロ 
ザ・グルーヴァーズ 

横川理彦 
(B&Vln,etc)

L 中野照夫 
（B&Key&Vo） 

平沢進 
（G&Vo） 

友田真吾 
（Dr） 

ことぶき光 
（Key） 

秋元一秀 
（Key） 

梅津和時 
（Sax,etc） 

秋山勝彦 
（B） 

戸川純 
（Cho） 

1990.7～1990.12平沢進バンド #2

ヒア・イズ・エデン 
ex P-MODEL

ヤプーズ 

LIVE PHOTON 1990.5
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P-MODEL唯一のオリジナル・メンバー、平沢進。彼に

P-MODELの20年がもたらしたものはなんだったのか。

P-MODELが20年も続くなんて、平沢さん自身、デ

ビュー当時には考えられもしなかったと思うんですが。

「5年くらいでやめてると思っていました。5年もやれば、

こんなところは耐えられないだろうとね」

デビューして知ったメジャー・シーンの体質に我慢な

らなかったということですか。

「そうですね。ところが20年も続いてしまいました。こ

れも、ひとえにお客さまの熱いご支援、ご鞭撻の賜物で

す(笑)。おかげで、わたしは20年間も牢獄に閉じ込めら

れてしまったわけです」

ソロに専念しようかと思えば、いつになったらP-

MODEL始めるんだと言う人間もおり。

「ソロになりゃ、こんな平沢に誰がしたんだと言うし。み

んな言いたい放題ですね」

ヴァーチュアル・ライヴ・シリーズのために、初期の

音源を聴くという作業をされたと思いますけれども。改

めて発見とかってございました？

「いや、よくできてるなと思いましたよ。全体的に、アレ

ンジとか。それと、やっぱり800DV（コルグ）じゃな

いと、なかなか当時出してた音を出せないんです。P-

MODELサウンドにならないんですね。つやつやの可愛

い減衰音だと、どうしてもおしゃれに、どっちかってい

うとプラスチックス・サウンズになっちゃうんですよ。

ノイズがないとP-MODELの音に聴こえないんですね」

でも、こういう機会でもないと、過去の音源を聴きな

おすことなんてないんでしょうね。

「しません。仕事じゃなけりゃ、聴きたくないです。作曲か

らミックス・ダウン、マスタリングに到るまで、なん100回

聴いてるかわからない。ライヴもやるし、リハーサルもやる。

そういうものを、また引っ張り出して聴くのはおかしいで

す。持ってないアルバム、たくさんありますし。かろうじて

ソロになってから、完パケて1・2回は聴きますけどね。だい

たい悔いが残るというか。やっぱりミュージシャンって、

みんなそうだと思うんですけど、あとからアレンジを変更

したかったり、いろいろあるわけです。ある時点での断片

を公表するわけですから。やっぱり、改めて聴くと、こうし

たかったなみたいな気持ちが蘇ってくるわけです」

MP3で配信するなんてことになると、平沢さんのこ

とだから、ひと月に１回ぐらいヴァージョン・アップし

ちゃうんじゃないかっていう気がしますが。

「それはやりたいですね。ただ、今はとにかく年内にアル

バム4作分の楽曲を作らなきゃならないので、物理的に

無理ですけれども。そんなことは、やろうと思えばいく

らでもできますね。またそれがたとえばミュージシャン

の欲求としては満足できるんだけれども、リスナーがい

ちいちお金払ってどこまで聴きたいかっていう問題もあ

りますよね。無料ヴァージョン・アップでもいいですけ

どね…それ、考えてみます(笑)」

せっかくですから“ヴァーチュアル・ライヴ”のころ

のエピソードなんかうかがいたいんですが。当時、ほか

のテクノ・ポップと呼ばれるバンドについては、どう思

われてました？

「わたしはプラスチックスもヒカシューも好きだったし、レ

コードも買いましたよ。それまでも、日本にもロック・バン

ドが、たとえばカルメン・マキとか、フラワー・トラベリン・

バンドとか、ぽつんぽつんとはあったけれども、ひとつの

シーンができることではなかった。なにがしかのシーンが

できたのは、東京ロッカーズ、テクノ御三家からですよね」

YMOは？

「あれはフュージョンだと思ってましたから」

東京ロッカーズは、共演されたことも多いわけですが、

どんな印象をもたれました？

「フリクションはカッコよかったよね。レックを見て初め

て“こういう人、カッコいい”って思ったんですね。初

めて憧れられる男性像を得た気がしました。それまでは、

ほとんど男にはイヤな印象しかなくて。常に大人の男に

はなりたくないと思っていたのが、レックならいいや、

ああいうふうになれるかなと思ったりしましたね。すご

くヘンな言い方だけど、ちゃんとカッコいい男になって

る人って、あんまりいないじゃないですか。同年代のサ

ラリーマンなんか見たら、近寄りたくはないですよね

(笑)。情けないか偉そうかどっちかで、レックみたいに

カッコいい人ってそんなにいないですから」

ヴァン・ヘイレンやXTCとも共演されてますが。

「とにかく打倒ピンク・レディーで行こうと思っていまし

たからね。ライヴもニュー・ウェイヴと一緒にやるより、

ニュー・ミュージックと一緒にやっていこう。レコード

店では、ニュー・ミュージックの場所に置いてくれと、

我々は言っていたんです。そうしたら“ヴァン・ヘイレ

ンが来るんだけど、一緒にやる？”と言われて、こっち

としては是非って感じでした。デビュー後いきなり武道

館ですよ。あれでファンになった人ってけっこういるん

音楽業界のあまりのひどさに
P-MODELは5年ももたないと思った

ヴァン・ヘイレンって楽屋で
P-MODELのコピーしていたんです
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PIX by Namai Hideki

人間は頭がよくなる生き物なんです

です。もちろん早く引っ込めと思っていた人もいました

が。してやったりですね。あの時はヴァン・ヘイレンの

機材車の隙間を貸してもらって、自分たちで機材の積み

降ろしをしながらツアーしてたんです。面白かったのは、

すごくフレンドリイなんですよ、ヴォーカル（デイヴ・

リー・ロス）以外は。あれはメンバーにも嫌われてたか

もしれない(笑)。ギター（エドワード・ヴァン・ヘイレ

ン）とベース（マイケル・アンソニー）が仲いいらしく

て、よく一緒にいて。どうもあのふたりがすごくP-

MODELを気に入っていたみたいです。リハーサルの時、

ステージの横にきて、PAになにか言ってくれたり。その

うち楽屋でP-MODELのコピーを始める。ヴァン・ヘイ

レンの楽屋は個人別になっていて、ステレオ装置やギタ

ーとベースのアンプがあるんですが。ギターとベースの

ふたりで『ホワイト・シガレット』とか演ってるわけで

す。日に日にレパートリイが増えて行くんです。しまい

にはP-MODELのステージの間、ベースが横で見ていて

くれて“今日はOKだ！”みたいなことを言ってくれたり

とか。非常に楽しかったですね」

XTCは?

「XTCのサポートも別の意味で面白かったです。ヴァ

ン・ヘイレンと違って地味なんですね。ヴァン・ヘイレ

ンの場合は、PAやライティングのスタッフまでみんな両

脇に女のコ抱えて飲みに行ったりするんだけど。XTCは

タクシーからひとりずつ自分で楽器を持って出てくる。

XTCはあまりに質素ですごくいいなぁと思った。アンデ

ィ・パートリッジは自分からP-MODELの楽屋に来て

“オレたちXTCだからよろしくね。キミたちの曲聴いた

よ”って。こっちは“あ、しまった。P-MODELから行

かなきゃいけないんじゃない”って。楽屋にP-MODEL

のアルバム持っていったら、あとからXTCのレコード送

ってくれましてね。こっちは英語を喋れないので、それ

以上の交流はなかったんですが。P-MODELは全員XTC

を尊敬しているし。リハーサルのサウンド・チェックな

んて、ジャム・セッションですからね。めちゃめちゃ上

手い。ライヴはP-MODELのほうが盛り上がっちゃった

けど、こっちはXTCのほうがぜんぜんすごいと思ってた

んです」

P-MODELって、よくXTCと比較されましたね。

「よく“XTCにそっくり”と言われたことがあって、メ

ンバー内では“XTCに失礼だよな。向こうはもっとヴァ

リエイションがあるぞ”って言ってました。あれは偶然

なんです。アンディ・パートリッジの下からしゃくりあ

げてすぐにミュートするギターのカッティングと、バリ

ー・アンドリュースのYC-10に近いオルガンの音。その

組み合わせが似て聴こえるんですね。そういう意味で、

P-MODELに成り立ちが1番近いのはレッド・ノイズ。レ

ッド・ノイズって、イギリスのビー・バップ・デラック

スのギターの人（ビル・ネルソン）がやっていたバンドで、

高橋幸宏のツアーで白いギター弾いてた…いっときは乞

食のような生活していたという。P-MODELって海外で

レッド・ノイズと比較されたりしたんですよ」

P-MODELの20年が平沢さんに与えた影響というと、

まずなんでしょう。

「わたしは自分の能率がどんなものかということを、よく

知ることができました。その能率は拡張することができ

るということも、なにができないのかもわかりました。

つまり結成当時と今とでは、ものを作るペースが10倍以

上違うと思うんです。結成当時、どうやっても不可能だ

ったものが、今はできる」

以前は「音楽が降りてくるのを待っていなくては、作

曲はできなかった」と言っていましたが。今は、強引に

引きずりおろすことができるようになった？

「強引に引きずりおろせますよ」

それは術を学んだということですか。

「ということであると同時に、それをなん回か経験すると

確信を持つんですよ、自分はそれができると。そうする

といつでもできるようになるんです」

梯子を架ける民にたとえますと、昔はどこにあるかわ

からない場所に梯子を架けて、ここは開くか、あそこは

開くかと試行錯誤してたのが、今は開けてみなくとも

「あそこが開くな」とわかるようになったような感じ？

「たとえが非常に抽象的になってしまうけれども“あそこ

が開くな”じゃなくて“ここに開けられる”という感じ

なんです」

探さなくても、開けたい場所を開けてどこからでも取

り出せる。

「ここに開けられる──わけです。今ここで、作曲しまし

ょうか？　できるわけです」

昔はものすごく歌詞に悩んだけれども、ソロになって

しばらくしてから、非常に簡単に書けるようになったと

もおっしゃっていましたけれども。

「そうですね。それも、今のとたぶん同じ意味だと思いま

す。P-MODELよりソロのほうが規制が緩いという意味

でも書きやすいんですが、P-MODELにおいても、やは

り昔よりは書きやすくなりました。術を学んだというよ

りは、ここなん年かの間にわかったんですけど、人って

頭がよくなるんですよ。頭のよくなり方にもパターンと

いうのがあって、わたしの言うのは、望んだことを実現

する方法論をたやすく見つけられるっていうことですね。

これはアミーガの影響なんです。アミーガを使うことに

よってわかったことです。つまり、アミーガというのは

誰も助けてくれないんですよ。まず、わたしは、コンピ

ュータを初めて手にして、マウスがなんだかわからない、

OSがなんだかわからない状態から始めた。やがて、まっ

たくなにもわからない状態から、わかることが点在して
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<あ>
Archetype Engine／女性の元型のエンジン。ディスコグラフ

ィ参照。

愛／P-MODELの詞で“愛”“ラヴ”“恋”が肯定的に使われる

ことはまずない。『「ラヴ」ストーリー』がカッコ付きの「ラヴ」

であるのは象徴的で、たいていはシニカルに、引用句的に使わ

れる。ただし「列車」での“愛して”は本気っぽい。

「あれはマジです。珍しいですね。ただ、勢いというか、言葉を

はめていく過程で出てきたんですけど」

アカシック・レコード／太古から未来まで人類のすべての歴史

が記されているという神の記録盤。

Astro Notes／宇宙飛行士。ふつうastronotesと1語。ベンチ

ャーズみたいなエレキ・バンドにアストロノーツがあった。

ATOM-SIBERIA／シベリアという原子。ウラジオストックなど

の軍港には原潜がウヨウヨいるが…。

「いや“ATOM-SIBERIA”って言葉じゃないんです。『アトム

“SIBERIA”』っていう感じなんです。わかります？」

another／平沢は“アナザー的発想”が好き。迂回路、バイパ

スも同様に好き。

「なにか達成しようとして失敗した時、また同じ路線で変数だけ

を変えて行ったのでは永遠に失敗する。だったらいっそのこと

別路線で行こうということですね。野球を疑うんだったら、相

撲をやれっていうことですね(笑)」

アニマ／ユング心理学で言うところの男性の無意識にある女性

的要素のイメージ化。夢に出てくる知らない女性はたいていア

ニマ。

アホのリノ／ユージさん／79年当時、ニュー・ウェィヴを極め

て表層的に扱っていた“水曜イレブン”(11PM・水曜日）の

MC、かたせ梨乃と今野雄二。

アポロ／ギリシャ・ローマ神話で、太陽・詩・音楽・予言・医

療の神。初めて月へ行った有人宇宙船はアメリカのアポロ11号。

AMIGO／スペイン語で“友達”の意味の男性名詞。AMIGAは

その女性名詞。

アモール・バッファー／愛の蓄積装置。amorはスペイン語で愛。

bufferは緩衝材、コンピュータ用語では一時的にデータなどを

蓄積しておくこと。

嵐の海／静かの海／ともに月面の地名。静かの海にアポロ11号

は着陸した。

アルゴリズム／algorismはアラビア式記数法(0.1.2.3…)のこ

と。algorithmは中世イスラムの数学者アル・ファリズミの名に

由来する計算の手続き形式。コンピュータでいえば、プログラ

ム。AlgoRhythmは上領亘。

イオ／木星の第1衛星。ちなみにマーズは火星、マーキュリーは

水星、テラは地球、ルナは月。

<い>
石の輪／曼荼羅を指す。

イヨマンテ／アイヌの熊送りの儀式。これを残虐だなどという

動物愛護団体は反エコロジイである。正しい書物で正しい知識

を得ましょう。

1778-1985／1778年にメスメルはウィーンからパリへ移り

熱烈歓迎された。→Mesmer

異邦人／不条理作家・カミュの同名の短篇小説があるが関係な

し。マンドレイク時代は「異邦人目覚めよ」と歌われた。

IN A MODEL ROOM／「ジャケットを見た通りです。たとえ

ばヨシコちゃんならヨシコちゃんが社会生活を営もうとした時

にはなにがしかの、お医者さんのヨシコちゃんだとか、学生さ

んのヨシコちゃんみたいなことになっていくっていうこと」

<う>
迂回路→another

<え>
FGG／「全くの気分です」

ENOLA／広島の爆撃機はエノラ・ゲイ。OMDのヒット曲に

「エノラ・ゲイの悲劇」がある。80年の2ndアルバムも日本で

は同じタイトル。

エントロピー／物質または場からなる系の状態量のひとつ。も

ともと理工から出た概念だが、社会学でも転用されて流行った。

ネゲントロピーは負のエントロピー。

エルモ／セント・エルモス・ファイアー。暴風雨の日に出て船

を先導する。放電現象か。語源はエルモという神話的人物がい

たとか、ヘレネからきてるとかなど諸説ある。

Nsetn…OiraoIvook／単に「ジャケット・デザイン上のバラン

ス」で入れたらしいが、意味は自分で考えよう。

遠藤ミチロウ／「ミチロウさんは、すっごく人柄が好きなんで

す。魅かれるところがありますね」

エンブリオ／embryo。胚(芽)胎児、萌芽。ピンク・フロイドの

曲名とは関係ない。

<お>
Old Man's Voice／「当時、頻繁に起きた元日本兵シンクロニシ

ティのうちのひとりです。『三界の人体地図』のために、原稿を

読んでもらう老人を探しに老人ホームへ行き、そこで知り合った。

ひとりでは歩行もできず、戦争のトラウマで言葉もろくに出て来

ない状態でした。老人ホームの人は“この人はだめ、ちゃんとし

ゃべれないから”と言ったのですが、わたしはこの人がいいと言

いはったんです。しかし、テープレコーダーに刺激されて、とた

んに饒舌になりました。テープは40分ほどあります。間もなく

亡くなりました」

長(の爺)／ユング心理学で“老賢者”のこと。

オゾノ・コブラノスキー／ビラ『ブリュムケール』以降、多出。

一時期はアミーガをこう呼んでいた。

「わたしの老賢者に当たる架空の人物ですが、モデルはいるんで

す。言問橋の下の公園にインテリ乞食ばっかりいるエリアがあ

って、本棚に難しい本がバーッて並んでるの。ひとりのおじい

さんが、七輪かなにかの明かりで本を読んでたんです。それが

霧がかかって、オゾンが発光してるみたいに見えたんですね。

ちょっと話をして、そういうキャラクター設定をその人から得

て、家に帰った。で、オゾノ・コブラノスキー。アミーガは、

グルのメディテイションのなかに住んでる女のコっていう設定

なんです。そこから、自分のグルがオゾノ・コブラノスキーだ

から、オゾノテック・コンピュータ」

オド（の火）／フォン・ライヘンバッハ男爵が唱えた磁気流体エ

ネルギー。ライヘンバッハのオドの力は今で言うところのフリ

ー・エネルギー。

オルゴン・ボックス／心理学者ウィリアム・ライヒが考えた性

的エネルギーに基づく奇妙な治療装置。

<か>
カーリー／ヒンズー教のシバ神の妃。ドゥルガー、パールバテ

ィーとも言う。もとは独立の神格であったが、シバと結婚して

その特性を失った。ヒンズー教のシャクチ派ではカーリーを特

に崇拝する。

カオス／混沌。カオス理論においては、非線形差分に固有の現

象として扱われる…らしい。よくわからんが、数理生態学の発

見で、要するに予測不能のことか。平沢はCGで見たフラクタル

が生みだすカオスに大きな影響を受けた。

拡張スロット／AmigaにはZorro slot/Video Slot/CPU Fast

Slotなどがある。

Kapsel／独語でカプセルのこと。

カムイ・ミンタラ／アイヌ語で「神々が遊ぶ庭」の意味。

カルカドル／カルクァドル／「いろんな意味で、なにをやってい

いのかハッキリわからない、調子よくなかった時期なんですね。

ちょうどカウンセリングを受けていて『それならカウンセリング

を受けている間に出てきた無意識の内容を全部作品にしてみろ』

と言われまして。その時つけてたノートにカルカドルっていう鳥

が出てくる元型的イメージみたいな絵が描いてあったんです。で、

カルカドルを受け止めたのがダンス素凡夫なんです」

カンブリア／5億9000万年前に始まる地質年代。

<き>
擬態／ナナフシみたいに、昆虫などが環境にある物体とよく似

た色や形をしていること。

「このころ、ナナフシもらったりしてね。擬態は好きなんだ。ナ

ナフシはナナフシたる遺伝子によってナナフシになるのに、な

んで違う経緯にある葉っぱの形をできるかっていうのが面白く

て。ワニゼミとかね。ワニとセミっていうまったく違う出所な

のに、DNAなりなんなりのなかにお互いの情報が包括的にある

という設定が好きということです」

キじるし／鬼印／天才のこと。

キミ／ボク／平沢進がもっとも高い頻度で使う、あまり人間臭

くない人称代名詞の表記方法。P-MODELの1st・2ndでは“あ

んた”なども使われてたが、その後は姿を消す。ちなみに田中

靖美は“アンタ”や“キミ”を使用。

「やっぱり“あんた”って、ロックン・ロールぽい感じがして。

ノリはいいんだけど、ちょっと違うかなと。人称代名詞はなる

べく使いたくないんです。たとえば、あんた、キミ、あなたっ

ていう言葉で、歌ってるひとの性格がある程度決まるでしょ」

共時性／シンクロニシティのこと。因果律ランダム連鎖である。

錦城薫／遠藤ミチロウの作品にも参加しており、ソロ・アルバ

ムもリリースしている。

<く>
クラスター／群体。群れがひとつの総体を作る。磁気ディスク

の論理的な単位や、フラクタル理論で相転移によって起こる現

象も指す。テクノの先駆的グループの名でもある。

グレートブラボーボックス／ウィルヘルム・ライヒのオルゴ

ン・ボックス（アキュムレイター）、クリストファー・ヒルズの

パイレイ・コファーのイメージらしい。ライヒはフロイトの弟

子にあたる精神分析医で、獄死した。オルゴン（生命エネルギ

ー）が思想の中核となっている。オルゴン・エネルギーを使っ

て、オルゴン・モーター、気象制御装置クラウド・バスターを

発明し、ケイト・ブッシュに歌われた。

クロノ／時間。

global village／マクルーハンを読もう。

<け>
gestalt／独語で形態。心理学の分野としてゲシュタルト心理学

がある。

「ホモ・ゲシュタルトからきてるんです。だって『人間以上』は
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P-MODELの曲にはわからん言葉がいっぱいあって困る！　とお嘆きの貴兄への嬉しい企画です。ここではP-MODELや平沢ソロの歌詞、ブック
レット、ジャケットに登場する難解な言葉、平易であっても特別な意味を持っている言葉、謎の人物を中心にピック・アップ。あいうえお順に
並べ、簡単な解説を加えました。スペースの都合もあるので、ご家庭の国語辞典・英和辞典で調べられるものは省きました。また、これだけの
解説じゃわけわからんのもありますが、そこはそれP-マニアなら自分で調べる努力も必要です。もちろん、ナゾはナゾのまま、好き勝手にイメ
ージを膨らませて聴くのも正しい姿勢ではあります。また、断り書きがない限り、解説中での「」内の発言は過去の平沢進の発言からの引用で
すが、ほんとに平沢本人はこの企画にノー・タッチです。なお、初出は広瀬充責任編集『ピコエンタテインメント2号』(93年)に掲載された拙文
で、大幅に加筆訂正しましたが、どの曲に出てくる言葉かは省略しました。

平沢進・無監修不許可用語集
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漢字習う前から読んでましたから」

結晶／平沢いわく“テクノ”のキーワード。

原史／原始の誤植。

<こ>
コイル／テスラの発明したテスラ・コイルは、普通のコイルの

ように鉄心を使わず、2次側のコイルの上に1次コイルを数回巻

く構造になっており、高圧高周波が得られる。テスラの伝記本

に出てくる火花を散らすアレである。

コペンハーゲン解釈／現代の正統的な量子力学のおおもとを作

ったコペンハーゲン学派の考え方。

コロニー／集落、植民地、隔離地、リハビリ施設、シャーレな

どで培養した菌などの群体。

「バンコクのナース・カフェ、プーケットのタンモウ（スイカ）

というオカマが集う店があるんです。元来はオカマが仕事を終え

て集まってリラックスする店なんてなかなかないんですけど、タ

イにしては珍しく静かな店でね。タンモウはいわゆるコーヒーシ

ョップみたいなものなんですけれども。その辺一帯はオカマにす

ごく理解があって、わたしはコロニーと名づけたわけです」

<さ>
サイボーグ／cyborgはcybernetic organismの略。

「こういう曲に『サイボーグ』ってつけたらびっくりするだろう

なと。それだけ。けっこういいかげんでしょ」

siren／サイレンまたはセイレーン。セイレーンはギリシア神話

でシシリー島近くに住み、美声で近くを通る船人を誘い寄せて

難破させたという半女半鳥の海の精。魅惑的な美人や歌手にた

とえられる。

サマーディ／ヒンディー語で悟りの状態。空間そのものの意識

を取り戻すこと(山手國弘)。

サワキ・カズミ／火の宮のヴォーカル。占い師。サワキカズヤ。

サンシャイン・シティー／池袋にあるのはサンシャインシティ

である。

サンシャイン・シティー・ガールズ／「どうもどうも♪　ってと

ころには子供の声とかいろんなものが混じっていてほしい、少な

くとも女のコの声が入ってるのがよいだろう、と。録音中断して

メンバーでマクドナルドに行ったんです。みんなよけるよける

(笑)。しょうがないからディレクターが名刺を出しても、怪しむ

怪しむ。そこにいた制服の女子高生たち3～4人にコーラスをや

ってほしいって言ったら、ちょうど音楽学校の付属高校の生徒だ

ったんです。つまり使えるものは誰でも使うっていうP-MODEL

の姿勢です(笑)」

サンパリーツ／子供たちが出てきて“サンパリーツ！”って気合

を入れる怪獣モノのドラマ仕立てのレコードが昔あった。中野は

作曲（デモ）の段階ではそのレコードからサンプリングして曲の

パーツにしていたが、レコーディングでは合唱団が歌った。

<し>
シェヴロン／山形の紋章。平沢進の愛車シトロエンのエンブレ

ムでもある。

「シトロエンはブレーキを踏むとお尻がクッと上がる、チャチな

ところがいい」

シトロエンDS21／インタラクティヴ・ライヴ“シム・シティ”

で「Caravan」のバックには、シトロエン・ジャポンから借り

てきたシトロエンDS21の映像が使われた。

時間等曲率漏斗館／クロノ・シンクラスティック・インファン

ディブラム（時間等曲率漏斗）を見せるプラネタリウム。カー

ト・ヴォネガット・JrのSF『タイタンの妖女』より。

Shining／“迷路”とともにキューブリックの映画『シャイニン

グ』を想起させるが…。

「田中にも『ソリッドエアー』が『シャイニング』とすごくシチ

ュエイションが似てるって言われたんですよ。でも、わたしは

まだ『シャイニング』は観てなかったんです。この“シャイニ

ング”は“光った”です。“ラリパッパになった”は関係ないで

す。そういったアメリカの不良が使うような言葉って、あんま

り使わないんです」

ジャーニー・スルー・ユア・ボディ／秋山の解剖経験より。ピ

ンク・フロイドが音楽担当した映画『ボディ』や映画『ミクロ

の決死圏』も想起させる。タイトルはタンジェリンかTGか。

ジャイロ／「宇宙ゴマとか、ジャイロコプターとか、回転する

もののイメージですね」

<す>
スートラ(sutra)／梵語で仏教典。

スカラープール／スカラーは数学で習うように、ベクトルの反

対概念。座標系の変換に対して不変で、適当な単位をきめれば

ひとつの実数で完全に表すことのできる量。長さ、時間、質量、

エネルギー、電荷など。アメリカのフリー・エネルギー研究者、

トーマス・ベアデンはスカラー波電磁場理論を打ち立て、ロシ

アのテスラ兵器に対抗しようとした。

「スカラー理論のプールなんですよ(苦笑)」

スキューバ・ボール／スキューバのブックレットにも載ってい

るヘンなボール。叩くとヘンな音がする。田井中がステージで

使っていて、引退ライヴのアンコールでは、田井中コールに応

えて客に叩かせていた。

スケルトン・コースト公園／平沢がTVで見た、骸骨の門がある

海岸に難破船を展示した公園。

スタック／コンピュータ用語辞典を引けばたいてい載ってる。

STONE AGE!／石器時代。トランジスタやシリコン・チップ、

CPUを“石”と呼ぶことから、コンピュータ時代を“石の時代”

と呼ぶ。

SPEED TUBE／量子の衝突実験のための全長数kmに及ぶ巨大

なチューブ。筑波に実在する。

スピンドル／回転軸。宇宙ステーションの中心。

スプートニク／ロシアの人工衛星。平沢が好きだったベンチャ

ーズみたいなエレキ・バンド。

世界タービン／ニコラ・テスラの考案した“世界システム”と

“テスラ・タービン”がモチーフ。

寸善尺魔／世の中にはよいことが少なく、とかく悪いことが多

い。まったくもってそう思う。

<せ>
Save Load／コンピュータでsaveは保存、loadは読みこみ。

Zebra／同名曲発表当時のシンボル。ほかにもコヨーテ、ドッ

グ、キャット、鹿、ヤギ、ウサギ、鷲、ニワトリ、獅子、牛…

など、平沢ソングには意外と動物が出てくる。

「ゼブラ模様というのがあるけど、実際のゼブラは同じ模様をし

てないっていうことじゃないかな」

線形非線形(linear/nonlinear)／線形は、数学的には「一次式で

表される」こと。物理的には、一次式で表される現象の形容詞。

つまり、指数関数との関連で構造がはっきりしている状態。し

かし、非線形では、爆発や分岐のような非連続的な現象の起こ

る可能性が生まれる。というわけで、カオス理論、フラクタル

理論の重要なキイ・ワード。リニア/ノンリニアはヴィデオ編集

用語としても使われる。ソリトン解は非線形方程式と考えられ

る…って、わけわかりませんね。

<そ>
ソユーズ／ロシアのロケット。

Solid air／「凝固した空気です。びっしりつまった空間という。

コンクリートの中で生活しているような感じですね」

ソリトン(soliton)／孤立波(solitary wave)が語源。1箇所に集

中し、形を変えずに伝わっていく波。衝突後もそれぞれの形を

保ちながら離れていく。素粒子論でも重要。

ソレノイド／円筒状のコイル。

<た>
対局／“対極”の誤植ではないかと思うがどうか。“対局”では

碁や将棋の勝負になってしまう。

「誤植かもしれないし、迷った挙げ句、そうしたのかもしれない」

ダイジョブ／なぜか英語表記では“DAIJOB”になってるが…

意味がわからなくてもDAI!

太陽の木／これも諸星大二郎とは関係ないが、神話的なイメー

ジ。元が一緒。

魂のふる里／ジョージ秋山の『デロリンマン』とは関係がない

らしい。

<ち>
CHARAN SANITWONG 24／「Miss Nの実家があるんです

が、東京で言ったら北千住みたいな感じです」

チューブラー・ヘルツ／正体はカシオFZ-1。

<つ>
ツゥァイト(Zait)／独語で時間。タンジェリン・ドリームに

『Zait』というアルバムがある。

つて／伝。伝手。てづる。ことづて。ひとづて。

「伝というのはたとえば“あの人と知り合いたいんだけど、なに

かいい伝はないか”の伝です。人間はそういう伝を持ってるの

を離したんです。それで隠れ家で石で曼陀羅を描くんです。こ

れも『BOAT』と発想は一緒ですね」

<て>
テスラカイト／ニコラ・テスラは交流電気を実用化した技術者

だが、マッド・サイエンティスト的側面もある。こんなスペー

スじゃ説明できない。

テクタイト／世界の限られた地域にしか産出されないガラス物

質体。生成起源にナゾがあり、宇宙物質、月からの飛来物、地

球の岩石の溶けたものなど諸説ある。

デューン／銀河帝国1万年の歴史を綴ったハーバートの大河SF

『デューン』シリーズより。

デラワーカメラ／ジョージ・デラワーというマッド・サイエン

ティストの発明品。花の種子を撮ると咲いてる姿が映るとか、

血液を撮ると被験者の全体像が映るとか…。医療機具としても

利用可能らしい。

テロートマトン／ニコラ・テスラが発明した世界初の無線操縦

潜水艦。元祖ラジコン。

TELE EXISTANCE／マジック・ハンドみたいなもので原発の

危険作業を行ったりする。ヴァーチュアル・リアリティ・シス

テムの先駆。

てんびん／『ポプリ』のコンセプトが「てんびんから降りる」

だった。つまり、批判者と被批判者がいてつりあいが取れてい

る構造のこと。“いちぬけた”も同義。

<と>
Totem／トーテム・ポールのトーテム。トーテミズムは、北米

インディアンやアフリカ、南太平洋などの島々など世界各地に

見られる、動物などに対する精霊信仰。

Trick Star／文化人類学用語。自由奔放な行為ですべての価値

をひっくりかえす神話的悪戯者。ユングには“トリック・スタ

ー元型”という分類がある。コヨーテはナヴァホの神話でトリ

ック・スターとして現れる。

トリビュー／製図で3つの視点から見た3面図のこと。

<な>
ナーシサス／ナルシス。水仙。

ナヴァホ／ホピ族／ともにアメリカ・インディアンの部族名。

ホピ族の母＝大地、である。平沢はアボリジニが好き。

ナノ・クラフト／「超微細工作です。要するに米や原子に絵を

描くようなことですね」

<に>
二重思考／ジョージ・オーウェル『一九八四年』(ハヤカワ文庫)

を読むかデヴィッド・ボウイ『ダイアモンドの犬』を聴くとわ

かる・かも。人間、逆の考えをするとラクになるもんだ。

<ね>
ネオテニー／幼形成熟。ウーパールーパーのように幼体のまま

成体になること。個体もしくは種の成長形態として“大人”に

なりきらぬ“子供”のまま成熟すること。楳図かずおのマンガ

『14歳』や山手國弘の『創業夢塾』“惑星ネオテニー”参照。

<の>
のこぎり鳥／「これは完璧な架空の動物で、こんなものは世の

なかにいません。嘴がのこぎりになってるんです」

<は>
BINARY GHOST／2進法の幽霊。ちなみにユング心理学で

Geist（ガイスト）が精神、Seele（ゼーレ）がこころ、

Psyche（プシケー）が心、と区別して使っている。

バス／「バスは好きですよ。感覚的に電車とかより公共性が高

い感じがするんです。わたしの頭のなかにあるバスは、だいた

い夜行くんですね。それもやはり公共性が高い乗り物で、いろ

んな職業のひとが無理なく乗り合わせられる。そのひとたちに

は、昼は電車の生活を送って、夜はバスに乗って行く部分があ

るんです」

Perspective／遠近法。ジャケットは絵本『星の王子様』とフ

リップ&イーノのアルバム『イヴニング・スター』より。

PERSONAL PULSE／当時あったP-MODELの半オフィシャ

ル・ファン・クラブの名前。最初は「ラジオ」という曲名だっ

た。

HARM HARMONIZER／HARM（損害）とHARMONIZER

（調和させるもの／音階を変えるエフェクター）の語呂合わせ。

ハーモニウム／リード・オルガンの一種で、空気を押し出して

リードを鳴らす。カート・ヴォネガット・Jrの小説『タイタン

の妖女』には「水星でこれまでに発見された、ただひとつの生

物」として登場。

「なんでハーモニウムがオルガンを意味するんだろうって思って
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2月25日 オムニバス・アルバム『アンファンII』がリリース。平沢はアトランテ

ィックスのカヴァー「トゥーリスタ」を提供。

3月1日 マネージメント・オフィスをモデル・ハウスから“オクターブ”に改称。

4月4日 ポリドール（現・ユニバーサルミュージック）との契約が決まり、新譜の

レコーディング開始。

6月25日 徳間ジャパンから『Perspective』『ANOTHER GAME』がCDとして再発。

7月4日 第1回“時空の水”ツアーがスタート。博多、広島、大阪、名古屋、東京

を回る。バンド・メンバーは、平沢進(Vo&G&Key)・ことぶき光(Key)・秋元一秀

(Com)・高橋“ボブ”敏彦(ザ・グルーヴァーズ/B)・友田真吾(Dr)の5人。

7月25日 平沢進、ザ・グルーヴァーズのメジャー・デビュー・アルバム『マキシ

マム・キス』をプロデュース。

7月29日 めざめの里でライブ。

9月1日 平沢進、ポリドールへ移籍して1stソロ・アルバム『時空の水』がリリース。

9月3日 第2回“時空の水”ツアーがスタート。東京、博多、広島、大阪、名古

屋を回る。

9月8日 品川・寺田F号倉庫でソフト・バレエと共演。

9月28日 インクスティック芝浦ファクトリィで橋本一子と共演。橋本一子とはギ

ター＋ピアノでお互いの曲を1曲ずつ共演。

10月1日 マネージメント・オフィス“アイスリー・プロモーション”に所属する。

オフィシャル・ファン・クラブ“HIRASAWA BYPASS”設立。

11月5日 平沢進、日本大学芸術学部大講堂にてコンサート“across the

forewaters”が開催。バンド・メンバーは前同。

12月16日 平沢進が収録曲の半分を編曲&プロデュースした戸川純のミニ・アルバ

ム『昭和享年』がリリース。

1990
1月9日 平沢進、ことぶき光、秋元一秀が参加した戸川純の“昭和享年ツアー”

スタート。大阪ミューズホール、名古屋クアトロ、渋谷クラブ・クアトロほかにてライヴ。

1月17日 平沢進、2ndソロ・アルバムの準備。3か月間にも及ぶレコーディング

開始。

5月7日 渋谷クアトロにて、平沢進のCGレーベル“フォトン”のイヴェント

“ライヴ・フォトン”が開催。メンバーは平沢進(Vo&G)・ことぶき光(Key&Cho)・小

西健司（Key&Cho）・秋元一秀(Com)・名倉丈雄(Com)の5人。続いて5/19に大阪・

国際交流センターで行われた“ライヴ・フォトン”では戸川純と共演。

5月25日 平沢進、2ndソロ・アルバム『サイエンスの幽霊』とシングル「世界タ

ービン」がリリース。

7月1日 平沢進、サントラ・アルバム『ADポリス』に「テクノの娘」を提供。

7月4日 平沢進“世界タービン・ツアー”がスタート。東名阪を回る。バンド・メ

ンバーは、ベースがヒア・イズ・エデンの秋山勝彦にチェンジ。どくとる梅津（和時/Sax）

がゲスト参加。なお、これに先立ち平沢進は梅津和時のアルバム『キネマ』にヴォーカル

で参加している。7/11の渋谷公会堂では当初ゲストに予定されていた戸川純が病欠。

7月29日 平沢進、めざめの里でライヴ。

9月21日 平沢進、渋谷公会堂のライヴ・ヴィデオ『エラー』がリリース。

9月23日 日比谷野外音楽堂にて、平沢進プロデュースによるイヴェント“エラ

ー・フォース”が開催。構成は、ヒカシュー、ヒア・イズ・エデン、P-MODEL、戸川

純、平沢進ソロ。このP-MODELは「1回限りの、あくまでシャレ」として結成された

もの。メンバーは、ケラ(Vo)・平沢進(Vo&G)・秋山(B)・ことぶき光(Key)・田井中貞

利(Dr)・荒木康弘(Dr)の6人。リード・ヴォーカルはケラと平沢が、ドラムスは田井中

と荒木が、曲によって担当を変えてプレイした。平沢ソロのバンド・メンバーは前同。

戸川純のバンドには、平沢、ことぶき、秋元のほか、ザ・グルーヴァーズのリズム隊で

ある高橋“ボブ”敏彦と藤井ヤスチカ（のちにP-MODELに加入）が参加した。

10月21日 平沢進が編曲&プロデュースした戸川純のシングル『バージンブルー

ス／吹けば飛ぶよな男だが』がリリース。

10月25日 平沢進、渋谷公会堂＋ライヴ・フォトン（大阪）のライヴ・アルバム

『error CD』がリリース。

11月10日 クリスマス向けのオムニバス・アルバム『ホワイト・アルバム'90』がリ

リース。平沢進は島崎和歌子をヴォーカルに迎えた「アフリカのクリスマス」を作編曲・

プロデュース。アルバムのアンケートに答えると“参加アーティストのメッセージ集入

りニューイヤーズ・カード”が貰え、平沢進のメッセージは「アフリカのお正月 以上！」

だった。

12月2日 “世界タービン・ツアー Vol.2”として新宿シアター・アプルでコンサ

ート。東名阪を回る。前同のメンバーに加え、戸川純がゲスト参加。

12月 平沢進が参加した横川理彦のアルバム『TWO OF US』がリリース。

1991
3月1日 平沢進がサウンド・トラックを担当したOAV（オリジナル・アニメーショ

ン・ヴィデオ）『デトネイター・オーガン』の製作発表会見が半蔵門ダイヤモンド・ホテル

で開催。

4月1日 ポリドールが平沢進機関紙『役立つ宇宙 vol.1』発行。

5月25日 平沢進ソロ3部作の完結編として3rdソロ・アルバム『ヴァーチュア

ル・ラビット』がリリース。

6月4日 「魂のふる里」香港バージョン（タイトルは「童年夢想」）が収録され

たダニー・サマー（夏 韶聲）の『ASID RAIN（酸性雨）』がTIME RECORD（時代鳴

片公司）からリリース。

6月7日 平沢進が参加したヤプーズのアルバム『ダイヤルYを廻せ!』がリリース。

6月10日 ポリドールより平沢進機関紙『役立つ宇宙 vol.2』発行。

6月21日 平沢進の“ヴァーチュアル・ラビット・ツアー”がスタート。東名阪を

回る。バンド・メンバーは、ベースに高橋ボブが復帰、キーボードが秋元一秀から砂原
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良徳（のちに電気グルーヴへ加入）にチェンジ。ゲストはヴァイオリンに本地陽子と横

川理彦、コーラスに戸川純、秋山勝彦、グルーヴァーズの藤井一彦、藤井ヤスチカ。

6月25日 平沢進、シングル「バンディリア旅行団」がリリース。平沢進プロデュ

ースによるヒア・イズ・エデンのアルバム『夜になっても遊びつづけろ』がリリース。

メイキング・ヴィデオ『デトネイター・オーガン0』がリリース。

7月5日 平沢進、ヤプーズのツアーにギタリストとして参加。渋谷公会堂ほかで

公演。

8月3日 『デトネイター・オーガン』のイヴェントが東京、大阪で開催。

8月25日 サントラ・アルバム『デトネイター・オーガン1』がリリース。徳間ジ

ャパンから『PerspectiveII』がCDとして再発。

9月23日 平沢進プロデュースのイヴェント“エラー・オブ・ユニヴァース”が開

催。本格的にP-MODELが“解凍”する“声明文”が配られる。出演はP-MODEL、ヤ

プーズ、ロング・バケーション、4-D、ヒア・イズ・エデン。この日をもって“解凍”

されたP-MODELのメンバーは、平沢進(Vo&G)・秋山勝彦(Syn&Vo)・ことぶき光

(Syn&Vo)・藤井ヤスチカ(Dr)の4人。新曲はなかったが、凍結前のナンバーをシークエ

ンス・サウンドによる全く新しいアレンジでプレイ。

9月30日 新宿・日清パワーステーションで行われたTVKのイヴェントで、ソフ

ト・バレエのライヴに平沢進がゲスト出演。平沢の「スケルトン・コースト公園」「嵐の

海」など、お互いの曲を演奏。

10月16日 平沢進が参加したヤプーズのライヴ・ヴィデオ『ヤプーズ・デ・ラ・ク

ルスの犯罪的人生』がリリース。

10月25日 平沢進のサントラ・アルバム『デトネイター・オーガン2』がリリース。

12月3日 P-MODELのマネージメント・オフィスであるアイスリー・プロモーシ

ョンのイヴェント“I3DAYS”が、渋谷オンエアで3日間にわたり開催。3日=P-

MODEL、4日=ヤプーズ、5日=平沢進ソロ。P-MODELはアンコールで新曲「SPEED

TUBE」「2D OR NOT 2D」を披露。平沢進ソロのバンド・メンバーは、キーボードが

砂原から藤木弘史にチェンジ。ゲストに戸川純。

1992
1月25日 ワーナー・パイオニアから『IN A MODEL ROOM』『ランドセル』『ポ

プリ』がCDとして再発。

2月21日 アルファ・レコードから『カルカドル』『ワンパターン』が再発。

2月26日 解凍P-MODEL初の、8thのアルバム『P-MODEL』がリリース。

3月10日 “P-MODEL TOUR'92”がスタート。新大阪メルパルクホール、渋谷

公会堂で公演。ツアー・パンフレット販売。時報をリミックスしたオープニングSE、平

沢進が制作したCGの上映など、演出にも凝る。

3月25日 平沢進のサントラ・アルバム『デトネイター・オーガン3』がリリース。

4月10日 平沢進、シングル「魂のふる里」がリリース。サントリー“サントリー

オールド　お帰りなさい篇”のCFソングとしてオンエア。西荻窪・アケタの店にて、梅

津和時の“続々・大仕事”に平沢進、小西健司とともに参加。

4月29日 平沢進が1年間にわたり阿寒まで行き取材、サウンド・トラックを担当

したドキュメンタリ番組『カムイ・ミンタラ』がテレビ朝日系でオンエア。

5月2日 平沢進、ベスト・アルバム『魂のふる里』がリリース。

5月11日 P-MODEL“TOUR ON GRID”がスタート。東名阪のクラブ・クアトロ

(東京2日、名古屋1日、大阪2日)および東京・インクスティック鈴江ファクトリィでライ

ヴ……という予定だったが、大阪の2日目はマシン・トラブル発生。演奏中止となった。

6月27日 新宿・日清パワーステーションにてイヴェント“サタデイ・ナイトR&R

ショウ”に“P-MODEL・LO-RES”として参加。藤井ヤスチカはザ・グルーヴァーズ

のライヴのため不在で、変則的な3人編成でプレイ。平沢進は金タルボを床に叩きつけ

破壊。金タルボ全治3か月の重傷。

7月14日 心斎橋クラブ・クアトロで演奏中止になった5月のライヴの振替公演。

9月2日 P-MODELのヒストリイ・ヴィデオ『BITMAP 1979-1992』がリリース。

9月13日 渋谷ディスク・ユニオンのホール(クラフトワークス)にてヴィデオ発売

記念イヴェント開催。平沢進も出演。

9月23日 渋谷公会堂にて、平沢進の完全ソロ・コンサート“Hi-Res”開催。映

像とサウンドはすべてコンピュータでコントロール。サンプラーを改造した自作の楽器

“チューブラー・ヘルツ”も登場。

10月1日 山中湖のスタジオでニュー・アルバムのレコーディング開始。

10月20日 ポリドールより平沢進機関紙『役立つ宇宙 vol.3』発行。

10月25日 日比谷野外音楽堂にて、イヴェント“プラネット・エラー”が開催。出

演はヤプーズ、小西健司、デイト・オブ・バース、P-MODEL。アナログ・シンセと自

作マシンの山に囲まれた小西健司は、のちのP-MODEL参加時のパフォーマンスにつな

がる異様なライヴを展開。

10月28日 平沢進が参加したヤプーズのアルバム『Dadada ism』がリリース。

10月31日 11/15までアムラックス・ホールにて『カムイ・ミンタラ』の上映イ

ヴェント開催。

11月3日 名古屋セントラルパークにてイヴェント“'92 NAGOYA CHAMPS

ELYSEES FETE”に参加、演奏。

12月7日 P-MODEL“能率の予感”と題してライヴ。12/7・8渋谷クラブ・ク

アトロ、12/11大阪心斎橋クアトロ。12/8のアンコールでは、珍しく秋山勝彦がエレ

キ・ベースで「列車」をプレイ。

12月29日 渋谷オンエアにて、イヴェント“I3DAYS'92”が12/31まで開催。

大晦日は平沢ソロ。バンド・メンバーは、平沢進、ことぶき光、高橋“ボブ”敏彦、そ

してのちにP-MODELのドラマーとなる上領亘の4人。

1993
1月25日 平沢進、小説(作・柿沼秀樹)のイメージ・アルバム『グローリー戦記』

がリリース。ドキュメンタリ番組『カムイ・ミンタラ』がVHSとLDでパッケージ・ソ
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