
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私たちのデュオはお互いに歩み寄ったり、支え合ったりしない。

それぞれが違った感性、異なるリズム感、別の方法で音を綴っ

ていく。そこが面白いと思う。三日月に見える月も、陽の光の

当たらない部分がいつも存在していて、実は陰と陽を合わせれ

ば、常に同じ形を保っている。私たちのサウンドも互いにしっかり

その場にありながら、時には影になったり、時には光を浴びたり、

その時々で形を変える。育った国も音楽的なバックグラウンドも

異なるが、なぜかぴったりくるものがある。 ——ジャズはとても

自由で寛容な音楽だから」 

小橋敦子  & トニー・オーバーウォーター 

 

 

 

 

小橋敦子＆トニー・オーバーウォーター 

デュオ 



From Amsterdam 
日本人ピアニストの小橋敦子、オランダ人ベーシストのトニー・オーバー

ウォーターの二人は、アムステルダムを拠点に活動するインターナショナ

ル・デュオです。ヨーロッパの中央に位置し、様々な国々から絶えず多

くの人が訪れるオランダ。音楽への情熱は洋の東西を問わず。国籍も

言語も、音楽的背景も異なる二人が、ジャズを通して共鳴し合うのも、

不思議なことではありません。 

 
 

 

Inspired by John Coltrane 

後期コルトレーンのアルバム「クレッセント」からの曲を中心に、 そのスピ

リチュアルな世界をデュオで描く、深く静かな情感を湛えたヨーロッパ・

ジャズ。コルトレーンの音楽にインスピレーションを得て、原曲への理解

を示しながら独自の解釈で演奏していきます。"I’ve found that 

you’ve got to look back at the old things and see them in a new light." （我々は過去のものを

振り返って新しい視点で見る必要がある）—コルトレーンの言葉の意味が深く伝わってきます。 

 

 

One-on-One 
小橋敦子＆トニー・オーバーウォーターのデュオは二つの楽器の融合とい

うだけではありません。一つ一つ色や形の違う小片が集まってできた美

しいモザイクのように、互いの違いを尊重し、個性を生かした演奏から

は、各々の持つ独特の感性や、ルーツが感じとれるでしょう。 

 

 

 

 

Pure & Organic sound 
できるだけピュアな音を届けたい――小橋敦子 ＆トニー・オーバーウォータ

ーのデュオは、音の響きを大切にし、オランダでは教会をはじめとした自然

な音響空間の中で演奏しています。リスナーの方々に、彼らと一緒に楽

器の生の音を体感していただきたいからです。  



Behind the scene of Crescent  

デュオの最新アルバム「クレッセント」のレコーディングが行われたのは 2021年 2月 14日、オランダのユトレヒ

ト郊外オーステルリッツにある古い昔の教会でした。教会の建物がつくり出す自然な響きと、辺りの雪原の

美しさが相まって、印象的な録音が生まれました。録音からわずか５カ月でスタジオソングス・レーベルより日

本国内で先行発売され、2022年 1月にはオランダのレーベル Jazz in Motion よりオランダ盤がリリースさ

れます。長引くコロナ禍でコンサート活動も制限される中、それぞれの音楽への想いを楽器に託して生まれた

アルバムです。ジャズ界のヒーローであるサックス奏者ジョン・コルトレーンを作曲家という面から捉え、独自の

解釈とアプローチでコルトレーン楽曲を奏でるデュオの演奏には、原曲への理解とレスペクトが感じられます。 

昔から人々は、次第に満ちていく月を、願い事を叶えてくれる象徴と考えていたそうですが、三日月（クレッ

セント）に祈るのは特別なことだったといいます。陽の光を反射して日ごとに満ちていく三日月は完全な形

になるのを待ちわびる欠片のようなもの。夢を託すのではなく、希望や願いに目標を定め、前向きに、自ら

が行動を起こす時だと悟ることだ、と。長く続くパンデミックのさなか、レコーディングに目標を定め三日月に祈

りを込める気持ちとコルトレーンの「クレッセント」が繋がったのも不思議ではないでしょう。 
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Review on Crescent 

異なる文化圏で小橋が得たメッセージは、「ジャズは自由で寛容な音楽である」ということ。自由と寛容、コ

ロナ禍によって分断と混乱を極めつつある今の社会から抜け落ちる二つの要素が、彼女の音楽には息づい

ている。聴き進むにつれて、共演のトニー・オーバーウォーターが師事したベーシストの一人、チャーリー・ヘイデン

の影響も浮かび上がる。デュオという形式にとらわれないヘイデンの思想が、トニーのアプローチからも感じられ

る。２人の間で交わされる魂の対話。自由と寛容に満ちた演奏の彼方に、人生の喜びが見える。 

後藤 誠 （音楽評論家） 



Who we are… 

 

小橋敦子 Atzko Kohashi （ピアノ） 

神奈川県茅ヶ崎市出身。慶応義塾大学卒。 1994 年から2001 

年までニューヨーク滞在、スティーブ・キューンに師事。 2005年からア

ムステルダム在住。「アムステル・モーメンツ」（2009）をはじめに、

ベーシスト、ドラマー、チェリスト、ボーカル、トランぺッター、パーカッシ

ョニストとのデュオやトリオ作品を次々にオランダから発信。緩やか

な音楽性と音質へのこだわりに定評がある。日本、アメリカ、ヨーロ

ッパ、3つの異なる文化を経験し、多文化的な音楽観を持つピア

ニストと言われ、その独特なスタイルは 「あたたかく、自然で、人間

的な温もりがある」「深い静かな流れ」「過不足のない音の選択は

禅に共通する」と評される。2013年にデュオで、2016年にはトリオで来日公演し好評を博す。最新作「クレッ

セント」は自身にとっての10枚目のアルバムとなる。               

www.atzkokohashi.com 

 

 

トニー・オーバーウォーター Tony Overwater（ベース） 

オランダ、ロッテルダム出身。オランダジャズ界で最も権威あるボー

イ・エドガーアワード、及びエディソンアワードを受賞したトップベーシ

スト。ハーグ王立音楽院在学中に、ヨーロッパツアー中のサニー・マ

レーに見出されてグループに加わり、A Sanctuary Within などのレ

コーディングにも参加。ジョン・クレイトン、チャーリー・ヘイデン、デイ

ヴ・ホランドらに師事。ユーリ・ホーニング(sax)のトリオでネオバップや

フリーインプロを探求する一方で、レンブラント・トリオやカイハン・カ

ルホールとのアラブ、ペルシャ音楽のコラボレーションなど幅広い音

楽性が注目される。ノースシー・ジャズをはじめ数多くのフェスティバ

ルに参加、近年はロンドンのロイヤル・フェスティバルホールで演奏するなど活躍が目覚ましい。また映画音楽、

ダンス音楽の作曲など、多才な音楽活動はヨーロッパ内外で評価されている。 

現在、ハーグ王立音楽院 Koninklijk Conservatorium Den Haag で後進の指導にもあたる。                   

www.tonyoverwater.com 

 

 

http://www.atzkokohashi.com/


our Repertoire 

予定演奏曲目 

 クレッセント Crescent (by John Coltrane) 

 ワイズ・ワン Wise One (by John Coltrane) 

 ロニーズ・ラメント Lonnie’s Lament (by John Coltrane) 

 ミスター・シムズ Mr. Syms (by John Coltrane) 

 ナイマ Naima (by John Coltrane) 

 サム・アザー・ブルース Some Other Blues (by John Coltrane) 

 エキノクス Equinox (by John Coltrane) 

 アイシャ Aisha （byJohn Coltrane） 

 ホワッツ・ニュー What’s New (by Bob Haggart) 

 ソウル・アイズ Soul Eyes (by Mal Waldron) 

 イン・ア・センチメンタル・ムード In a Sentimental Mood (by Duke Ellington) 

 マイ・リトル・オールド・ブック My Little Old Book (by Duke Ellington) 

 フラメンコ・スケッチ Flamenco Sketches (by Miles Davis) 

 マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ My One and Only Love (by Guy Wood) 

 ラ・パッショナリア La Pasionaria (by Charlie Haden) 

And more…. 

 

 

 

 

 

 



Media Links  
 

Mini documentary ミニ・ドキュメンタリー（録音風景＆インタビュー） 

https://youtu.be/gRjqBxFtwqY  

 

Lonnie’s Lament CDクレッセントより 

https://youtu.be/toQT0dqOjjE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gRjqBxFtwqY


Photo Gallery 
 

     
                at Fenix Music Factory, Rotterdam                                        at Wisseloord studio, Hilversum 

 

 

   

 
                     at Filmhuis, Oosterbeek                                                                  at Oosterkerk, Amsterdam 

 

 

            
                                                                                at Beauforthuis, Austerlitz 


