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 何よりもまず、このアルバムに気持ちを向けて頂き、心より

お礼を申し上げます。今回は、対訳に加えて、アルバムノー

トとし、このアルバムのコンセプトや各トラックの作品について、

少しお話してみたいと思います。  

これは、ファーストアルバムの”hindsight”に続く位置づけの

アンビエント・フュージョン・コンセプトアルバムなんですが、実

は数年前に一度有料配信と言う形で、アメリカの某サイトで公開したこともありました。今回やっとこういう形でお耳に

かかれることになった日本で制作した最後のアルバムとして、私自身にも深い意味のある音の記録です。命、生きると

いう私たちの経験の局面に様々な緑の色合いを重ね合わせ、このタイトルにたどり着きました。その後で書き下ろした

作品がタイトルトラックになっています。決して楽な制作ではなかったのですが、それを振り返りながら自ら耳を傾けると、

苦しかった分も愛着が増すような気がします。 

まるで、他のアルバムは作るのが楽だったように話してるかな？（笑） 

 

歌詞のあるものは対訳も交え、各トラックについて少しずつコメントしてみましょう・・・それぞれの作品への距離を縮

めてくれることを祈りつつ・・・。 

感謝をこめて・・・心より・・・kajé 

 

All tracks written, arranged, performed, engineered and produced by kajé 

Recorded and mastered by kajé at studio jk 

 
© 2010 studio jk / mynewt productions 
contact: mynewtproductions@gmail.com 

 

 

Track1 - shades of green --Voices of Reflection 
これはアルバムのオープニングとして最後のタイトルトラックからボーカルの一部を抜き出しリミックスしたプロローグです。 

“心の声”・・・としてみました。第一の楽器である声を冒頭に置きたかったのかもしれません・・・刻む印や署名のように。 

 

(lyrics) 

Shades of green, a secret scheme             

I am looking for my paradise 

Shades of green, a silent scream 

I just wanna see my own sunrise,  

my only dream  

（対訳） 

緑の色合い 秘められた企て 

私自身の楽園を探し求めて 

緑の色合い 声のない叫び 

ただ 私自身の日の出を目にしたいだけ 

それが唯一つの夢・・・ 



Track2 – lo siento 
ロ・シエント・・・スペイン語で“I am sorry”という意味の言葉。英語の訳語と同様、日本語の「ごめんなさい」よりも広い

意味を持っていて、謝罪だけでなく、遺憾や後悔の意を込めることの出来るフレーズです。お悔やみの言葉にも使わ

れます。友人の人生の過渡期を見守っている時に、彼女の人生の皮肉な展開を目撃しながら、何も力になってやれ

ず、もどかしかったことを音にしている・・・と書き下ろした時に気づいた作品でした。昔からあこがれているフィドルの音で

旋律を綴ってみました。 

 

Track3 - aurora 
映像でしか見たことはないのですが、極地の空を流れるオーロラを思い浮かべての作品。一度でいいから見てみたいも

のの一つ・・・この作品の制作はシステムを新しくする前のもので、実はカセットのＭＴＲで録った音が元になっています。 

地球の命の不思議さも含めてこのアルバムを構成したいと思ったので、アルバムのコンセプトを作る前に書き上げてい

た曲でしたが、収録したいと思いました。Track3-5 はインスト作品を書き始めた初期の作品でもあり、インストとボーカ

ルのフュージョンという一つの表現方法を形にしたいと思うきっかけを与えてくれた作品の一つでもあります。”hindsight”

にはまざらない内容でしたが、このアルバムには相応しい作品だと思い、リマスタリングすることでそれ以降に作った音と

の違和感がないようにしてみました。さらから同じ構成で作り上げることは技術的に出来ても、これを録った時に使って

いた音源の空気感はとても復元できません。このアルバムを作り始めた頃からそういうことも考えるようになりました。

様々な意味で思い入れの深い作品の一つになっています。 
 
Track4 - Catch 22 
キャッチ・トゥエンティトゥとは、好きなイディオムの一つで、八方塞がりの状態を表す言葉です。語源が何なのかはまだ

調べていませんが・・・この曲を書き下ろしたのは、歌物を書くことに限界を感じてたり、生きることの難しさも味わってい

るような時期でした。じっと耐えることしか出来ずに、この窮地をどう抜け出したらいいのかもわからないでいたような・・・。

そんな時に思い出したこのフレーズ。まだ慣れないインストでの書き下ろしだったんですが、知らない間に旋律やフレー

ズが自分の中から飛び出してきて、何かを吹っ切ってくれたような瞬間を覚えました。自分の作品に救われるというのは

こういうことなんだろうか・・・と。今でも大好きな作品の一つです。短い歌詞ですが、その時の気持ちをよく伝えてくれて

いるように思います。今でも、頻繁にこんな気持ちに陥るんですが（笑）。 

 

(lyrics) 

Give it up, no, no  

Give it up, no, no 

Don't stop 

 

 
Track5 - ART of Ignorance 
アートオブ・・・という言い回しは、何かを極めていることを表現する時にも使います。ここでは「無関心さの極致」とでも

言えばいいかもしれません。Catch 22 の気分でいた頃のことなので、対象が何であれ、周りの人の無関心さ加減が腹

立たしい・・・そんな毎日だったんでしょう。They don’t care…と感じる時の空しさ・・・そんな気持ちの繰り返しでした。これ

を書いた瞬間はもう思い出せないくらいぼやけた記憶になっていますが、あっという間に書いたことは頭に残っています。

言葉ではとても言い表せない・・・生きていれば何度でもぶちあたるような壁を感じていたんだろうと思います。その憤り、

苛立ちを音にぶつけたような・・・突っ張っていたんですねぇ（笑）。これも、本当はもっといい音源で一から作り直したい

（対訳） 

あきらめちゃいなよ・・・ううん、だめ 

あきらめちゃえって・・・ううん、だめだって 

止まってはいけない・・・ 



と思う作品の一つなんですが・・・この勢いはとても再現できないことは目に見えています。何が音の表現で、存在感な

のかを考えると、リマスタリングの技術にたよるしかありませんでした。 

 

(lyrics) 

Doesn't anybody want to know? 

Doesn't anybody show? 

Why doesn't anybody want to know? 

 

Track6 - God's Day Off 
この曲はまさしく、「神様の休日」という意味なのですが、安息日のことではなく、神様が人の苦しみに背を向ける日と

いう意味あいです。作品を通して使われているある効果音（聞いていただいた方にはおわかりのあの音です）は、誰か

が神頼みをしたくて鳴らしているもので、神様は応えようとしません。神様は休みだからとうきうきまったり遊んでいます。

その間に悲劇が起こったりもして・・・でも、今日は神様のお休みの日。神様だっていつも見ていてくれるわけじゃないと

いう思いが根底にあったんでしょう・・・そんな意味合い伝わります？（笑）。 

 

Track7 - Heat WAVE 
これを書き下ろしてたのは、奈良県の北葛城郡王寺町に住んでいた夏のある日。エアコンなしで生活していたので、

開けた窓から湿った熱気が入り込んでくる中、キーボードに向かってリズムを刻んでいました。真夏日に道路にうかぶ蜃

気楼のようなものが目の前をよぎったりしながら・・・夏の濃い緑の裏にはこんな不快な空気感も背あわせにあります。

それが生きるということとオーバーラップしているような・・・その時の自分の音のすべてを出しきれたと思う数少ない作品

の一つです。 

 

(lyrics) 

Heat wave, no shade 

Too late for the cooling rain 

Heat wave won't fade  

So save a little soothing rain 

 

Heat wave, behave 

You made this buring pain 

Heat wave to blame 

So wait for the ruling rain 

 

 
Track8 - agua 
ヒートウェーブの後には、水を・・・海、川、雨、雪、氷、霧、あらゆる形で水は私たちの命や生活を作りだす。恵みであ

りながら、天罰にもなる。その偉大さと畏れを音にこめて・・・ 

“kajéの忘れた頃に・・・”の同名のブログものぞいてください。YouTubeにアップしているこの曲の PVをご覧いただけます。 

 

 

（対訳） 

誰も知ろうとはしないの？ 

誰も伝えようとはしないの？ 

なぜ 知っておきたいとは思わないの？ 

（対訳） 

ヒートウェーブ 隠れられる陰もない  

冷たい雨が降ったところで 遅すぎる 

ヒートウェーブ 弱まる様子もない 

だから 癒しの雨をとっておいて・・・ 

 

ヒートウェーブ おとなしくしてよ 

お陰でこの焼けるような痛み・・・ 

責めるべきは ヒートウェーブ 

ほら 裁きの雨を待ちながら・・・ 



Track9 - Shades of Green 
タイトルトラックでしめくくるのは珍しいことで、最初で最後かもしれません・・・でも、このアルバムにはそれが一番自然で

した。歌詞と対訳で私の思いが伝われば何より嬉しいです・・・ 

 

(lyrics) 

Shades of green, so serene                  

I am reaching out for peace of mind 

Shades of green, a perfect dream 

Is it something nobody is to find? 

 

Shades of green, a secret scheme 

I am looking for my paradise 

Shades of green, a silent scream 

I just wanna see my own sunrise,  

my only dream  

 

Shades of green, a youthful gleam 

Keep on shining, makin' everyone blind 

Shades of green, a timeless theme 

Always changing but ever so refined 

Shades of green, so serene 

I am reaching out for peace of mind 

Shades of green, shades of green... 

 

 

 

 

With gratitude, 
Kajé 

 

（対訳） 

緑の色合い 限りない静寂 

今求めるものは心の安らぎ 

緑の色合い 完璧な夢 

それは誰にもめぐり逢えないもの？ 

 

緑の色合い 秘められた企て 

私自身の楽園を探しながら・・・ 

緑の色合い 声のない叫び 

ただ 私自身の日の出を目にしたいだけ 

それが唯一の夢・・・ 

 

緑の色合い 若さのきらめき 

輝き続ければいい 周りの人すべての目を眩ませて 

緑の色合い 永遠の主題 

常に変わり続けるのに いつも何より洗練されている 

緑の色合い 限りない静寂 

今求めるものは心の安らぎ 

緑の色合いに・・・緑の色合いに・・・ 


