
［インタビュワー：テリー・ケリー @ The Bridge］

　アラン・ジュールズ・ウェバマンは1945年5月26日にニュー
ヨーク州ブルックリンで誕生。ミシガン州立大学やニューヨーク
市立大学に通っていたこともある。最初にボブ・ディランの歌に
興味を持ったのは、『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラ
ン』(1964)がリリースされた頃だった。A・Jは、1967年2月よ
りイースト・ヴィレッジ・アザー誌でディランの作品論の発表を
開始したのをきっかけに、曲に関する講義を行なったり、イ
ジー・ヤングやボブ・ファスのラジオ・ショウに出演したりする
ようになった。しかし、彼が真の意味で有名になったのは、ディ
ラン宅から出たゴミを漁り、会話を録音し、ディラン解放戦線
（Dylan Liberation Front）の創始者として活動するようになっ
た時だった。ウェバマンは『Dylan To English Dictionary』に
次ぐ非常に風変わりなディラン研究本『RightWing Bob - What 
The Liberal Media Doesn't Want You To Know About Bob 
Dylan』（右派ボブ - ボブ・ディランについてリベラル派マスコ
ミが人々に知らせたくないこと）を出版した。以下のインタ
ビューはザ・ブリッジ誌用に2009年11月に行なわれたものであ
る。

●まずはあなたのスタート地点に戻ることから始めましょう。最
新の著書『RightWing Bob - What The Liberal Media Doesn't 
Want To Know About Bob Dylan』（The Yippie Museum 
Press, NY, 2009）の前書きで、ディランに関連して有名になる
以前に、学生時代に“アーカンソー州モーガンズ・コーナー出身で
体重601ポンドのプロレスラー、ヘイスタックス・カルホーン・
ファンクラブ会長”を名乗ってTVに出たことがあるそうですね。
有名になりたいという欲望は、子供の頃から、あなたの人格の中
の強い要素だったのですか？



　昔はそうじゃなかった。単にヘイスタックスが好きだっただけ
さ。でも後に、名声の中毒になってしまい、もう寄りつきません
て誓っておきながら、またディラン宅のゴミのところに戻ってし
まった。不滅の名声が欲しいという私の欲望については、ポー
ル・サイモンが「ユー・キャン・コール・ミー・アル」（オレを
アルって呼んでいいよ）で歌ってるんだ。

●1960年代後半にはニューヨーク市立大学で英語学を学んでい
たそうですね。専攻して、論文を書いて、卒業したのですか？

　ラオスとカンボジアの侵攻の後に成績優秀で卒業したよ。本当
は、大学がストライキに入る2週間前にドロップアウトしていた
んだが、教師達に内部情報を教えてやったのさ。

●ボブ・ディランがあなたの人生の中に初めて入ってきたのはい
つのことですか？ 『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』
(1964)がターニング・ポイントだったのですか？ ディランに
「改宗」したことについて、もっと詳しく語ってください。

　CL1776、1962年。

●1967年前半に、あなたはイースト・ヴィレッジ・アザー誌で
ディランについて書いた記事を発表するようになりましたが、
ディランの「レーダー」にもっとはっきり捕えられるようになっ
たのは、1960年末に当時まだ未発表だった『タランチュラ』の
海賊版を出版した時でしょう。未発表の原稿の少なくとも一部を
どのようにして手に入れたのですか？ どこでどのように印刷し、
配布したのですか？



　ウッドストックのある人物からゲラ刷りをもらったんだ。私の
ディラン学教室の生徒たちがページ順に並べるのを手伝ってくれ
た。印刷は私がコロムビア・レコードでやったんだ。社員のふり
しながらね。

●ファンとしての質問なのですが、あなたのディラン・コレク
ションはどのくらいの規模なのでしょうか？ 一般には出回ってい
ないレコーディングは持っているのですか？

　全部サンディー・ギャント（ディラン・コレクターのパイオニ
ア的存在）にやってしまったよ。

●イギリスの熱心なディラン・コレクターは、1960年代後半か
ら1970年代前半にかけて、貴重で今までに聞いたことのない
ディランのテープを、ニューヨーク・シティーのA・J・ウェバマ
ンという人物から入手したと語っています。テープの終わりに余
裕があると、さらに貴重なマテリアルをオマケとして入れてくれ
たとも言ってます。あなたが最初に入手したディランのブート
レッグは何ですか？ 当時、あなたはニューヨークでテープ・シェ
アリングを行なっていた人脈の一員だったのですか？

　サンディー・ギャントからたくさんもらって、オレがディラン
のレアなテープがあるよって広告を出したんだ。ディランからも
電話があって、レアなテープは持ってないが、死んだ猫は欲しく
ないかって言ってたね。

●1960年代後半以来、ドラッグやセラピーはあなたの著作にお
いてどのような役割を果たしてきたのですか？

　そんなに大きくはない。ただし、ドラッグ文化のおかげでディ



ランの詩を翻訳するのが多少簡単になったっていう意識はある
よ。

●A・J、あなたはマリファナの宅配サービスを行なっていた廉で
逮捕されて服役しましたが、捜査官が違法な薬物を、皮肉なこと
に、あなたの家から出たゴミの中から発見したというのは本当の
ことなのですか？

　FBIにマリファナを梱包してたものを発見されてしまったん
だ。長年の友人で、そういうコネクションだった奴が、終身刑に
なるぞと脅されて、私のことを密告さしたのさ。

●あなたは1970年9月から、グリニッジ・ヴィレッジのマク
ドゥーガル・ストリートのディラン宅の裏にあるゴミ箱を漁るよ
うになって、ゴミ学という犯罪まがいの行為を有名にしました。
自分のしたことを後悔していますか？

　いや。今でもゴミの調査はやってるよ。

●2006年2月にインタビューした際には、あなたが「発見したも
の」の中には詩の断片もあると語っていましたが（round & 
round the mountain／round & round we go／picking 'm up 
& putting 'm down／& then getting some sack time）、他
はどんなものがあったのですか？ ジョニー・キャッシュへの手紙
とか、『自画像』のアウトテイクのリストとか、珍しい写真と
か。

　私が発見したものは、Dylanologyのウェブサイトで見ること
が出来る。



●遂に、あなたはディランからニューヨークのサリヴァン＆
ヒューストン・ストリートにあるスタジオに招かれました。あな
たはこれを「アート・スタジオ」と呼んでいて、そこに「午前11
時に到着して、日没までいた」そうですね。これはいつのことで
すか？ 何回ほどそこに行ったのですか？ どんなことを話したの
ですか？

　1970年代の始めさ。40年前だ。私は檻の中にいるライオンを
手なずけたんだが、それでもディランの気持ちを変えるのには十
分ではなかった。あの頃のディランはいろんなことに関して右寄
りだった。私はクレイジーな毛沢東主義者だった。いいかい、私
は、ディランは「右」だったと言ってるんだよ。

●ディランはあなたに未発表曲を聞かせてくれましたか？ 賛否両
論の当時の最新作『自画像』をレコーディングした目的等を話し
てくれましたか？

　「川の流れをみつめて」を人に聞かせたのは、私に対してが初
めてらしい。

●あの頃のアンダーグラウンド・プレスの持っていた影響力の大
きさを考えて、ディランはA・J・ウェバマンを「中和」し、正し
い位置にいてもらおうとしたのでしょうか？

　私をスタッフとして雇おうとしたよ。久しぶりに会った昔の友
人みたいな関係になってくれたら、レコーディング・スタジオに
来てもいいし、ツアーに同行して、ボディーガードをやってくれ
てもいい、ギャラも払うって言われたのさ。

●A・J、あなたはディラン宅のゴミ箱を漁り、1971年1月6日と



9日に電話で行なったプライベートな会話を録音した人物という
ことで、人々の記憶に残っています。あなたはどこにいて通話を
録音し、ディランはどこにいたのですか？

　私はブリーカー・ストリート6番地の自分の机のところにいた
んだ。ディランは…知らないな。

●怒ったディランが「アンディー・ウィリアムズのレコードを逆
回転でかけてみろよ。」と言ったり、いかにもディランらしい発
言がいくつかある他、この会話には、あなたが数人のシンガー・
ソングライターを芸術的にディランと同レベルのアーティストと
して挙げたのに、ディランが基本的に彼等全員を自分よりも劣る
存在としてこき下ろすという、面白いシーンもあります。ディラ
ンは自分の声が録音されていると気づいた後も、どうして会話を
続けたのだと思いますか？

　そこで電話を切っちゃったらヘタレだからだろう。私を言い負
かすことが出来ると思ったのかもね。ディランは今も昔も常に私
に、私が送っている冒険的な人生に興味津々なんだ。ディランは
私の友人の多くと友達になった。私とはならなかったけど。

●フォークウェイズ・レコードが1977年にディランの電話イン
タビューを収録したアルバムをリリースしましたが、どういう契
約がなされたのですか？ なぜ、どのような経緯で販売中止になっ
たのですか？

　テープをブロードサイド・マガジンのゴードン・フリーゼンに
あげたのさ。その後、ディランの法律顧問がフォークウェイを告
訴すると脅したんだ。



●ディラン解放戦線の目標のひとつが、ディランにもっと社会に
目を向けさせ、再びプロテスト・ソングを歌ってもらうことでし
た。1971年8月1日にマディソン・スクエア・ガーデンで行なわ
れたバングラデッシュのコンサートにディランが出演したのは、
ある種の証明だと思いましたか？

　ディランは偉大だった。それ以降はゴミ漁りなんかすべきでは
なかった。

●数週間後に、あなたはディランとの約束を破って、共同通信社
の女性リポーターへの好意として再びゴミを漁りに行き、その
際、サラ・ディランを怒らせてしまいました。これがもとであな
たはエリザベス・ストリートでディランに襲われます。3年前の
インタビューでは、あなたは「当然の報いを受けた」と語り、自
分の行動を後悔していました。1971年12月には、ジョンとヨー
コは他の人々と連名で、ディランを困らせるのは止めてくれとい
うあなたへ向けた嘆願書を掲載しました。

　私はレノンと親しくなって、1972年にマイアミで反乱を起こ
すための金をもらったんだ。あの頃は、私はジョンとヨーコが大
好きだったが、今ではヨーコからは嫌われている。私が、ヨーコ
とサム・ハヴァトイとの関係について、彼女が耳にしたくないこ
とをしゃべったからさ。

●あなたの著書には『My Life In Garbology』(Stonehill Press, 
1980年)の他、『Dylan To English Dictionary』(Yippie 
Museum Press, 2005年)や最新本『RightWing Bob - What 
The Liberal Media Doesn't Want You To Know』がありま
す。『RightWing Bob』でのあなたの主張は、ディランの作品の
多くは右翼的、反共産主義的思想に支えられており、『Dylan To 



English Dictionary』は「ディランが一時期、左翼だったという
誤った前提に基づいていて書かれたものだ」というものです。こ
のような宗旨替えの告白は、あなたの過去の著作の効力を削り
取ってしまうことにならないでしょうか？ ディランの作品の解釈
する上で突然の方向転換をしたのはなぜですか？

　『Coup D'Etat in America』と『Homothug』も忘れちゃい
けないな。もとしっかり下調べをしなさい。『Dylan To English 
Dictionary』でやった政治的解釈の多くは間違っていた。だが、
数ブロック離れたところに住んでいるチャーリー・アラーって奴
が助けてくれたので、今回はしっかり出来た。

●A・J、ディランがもしあなたが主張する通り、右派的な見解を
自分の歌の中に密かに採用しているとしたら、彼が一生かけて自
分の作品の中でブルースの伝統を語り継ぎ、ロバート・ジョンソ
ンやチャーリー・パットン等の黒人ブルースのアイコンへの称賛
を歌っているのはなぜなのでしょうか？

　そうした連中からネタをパクっているのさ。

●T・S・エリオットの作品を論じるとなると、ダンテやマ
シュー・アーノルド、ジュール・ラフォルグ、エズラ・パウンド
について言及しないわけにはいきません。あなたはボブ・ディラ
ンに関して還元主義的見解を取っていながら、ブルースやフォー
クの伝統、聖書、映画、現代のアメリカのポピュラー・カル
チャーとのリンクを完全に無視して、文化的コンテクスト抜きで
ディランの作品を分析していますが、それはなぜですか？

　そうしたものは全部考慮に入れてるさ。私はアンクル・デイ
ヴ・メイコンもブラインド・レモン・ジェファーソンもブライン



ド・ボーイ・グラントもウィリー・マクテルも大好きだ。ガス
リーの歌は全部そらで歌える。古いブルースの多くもね。

●もしディランの曲の中に右派的なメッセージが暗号化されて含
まれているとしたら、数十年に渡って多くのファンに聞いてもら
えていないはずです。ファンはディランをリベラル派の重要人物
であり、過去40年間における最も偉大な文化的シンボルのひとり
だと思っていますから。

　ディランは私を含む皆を騙したんだ。ディランの歌詞のおかげ
で私は人生の多くの部分を無駄にしてしまったよ。今知ってるこ
とを、あの頃知っていたならば、ディラノロジーなんか存在しな
いだろう。でも、ディランには優れた時期も何度かあっただろ。
クリスチャンか、私が知り合いだった頃の親イスラエル派の人間
であり続けるべきだったのに…。

●あなたはこのところディランを激しく批判していますが、今で
もなおディランの作品を楽しんでいますか？ それとも、曲の研究
に人生を捧げてしまったことを後悔しているのですか？

　1カ月くらいディランの曲は聞いてないね。もはや解明すべき
謎など皆無だ。ディラン以外だったら誰のものでもいいから、ク
リスマスCDを持ってくればよかったのに。確かに、私はこんな
ことに人生の大半を無駄に費やしてしまったが、未来の人間はそ
うは考えないかもしれないね。私はいつも時代より数歩先に行く
人間だから。

●アンソニー・スカデュトやポール・ウィリアムズ、マイケル・
グレイ、クリントン・ヘイリン、クリストファー・リックス、グ
リール・マーカス等によるディランの伝記本や批評研究本を読ん



だり、それに感心したりしたことはありますか？

　アンソニー以外は全員気に入らない。アンソニーは私の友人
だ。

●あなたの人生に基づいたドキュメンタリー映画『ザ・バラッ
ド・オブ・A・J・ウェバマン』についてはどう思いましたか？

　見たことはない。悪い思い出をたくさん思い出しそうだから。

●イギリスで発行されているディランのファンジン、ザ・テレグ
ラフの編集長だった故ジョン・ボールディーのことは覚えていま
すか？ 1982年の夏にあなたのところを訪れてるはずなのです
が。

　記憶なんか全てTHC（テトラヒドロカンナビノール＝マリファ
ナの成分）に洗い流されてしまったよ。

●『Dylan To English Dictionary』は何部売れたのですか？

　十分ではないな。辞書を読む人間なんていないだろ。

●この先も、A・J・ウェバマンによる新たなディラン研究本は期
待出来るのでしょうか？

　いや。これが最終決定版だ。多くの時間をかけて『タランチュ
ラ』を翻訳するつもりなんかない。

●最後の質問です。批評家の中には、ディランの最近の作品を
イェイツの晩成にたとえている人もいます。『タイム・アウト・



オブ・マインド』や『ラヴ・アンド・セフト』『モダン・タイム
ズ』『トゥゲザー・スルー・ライフ』、それから『クリスマス・
イン・ザ・ハート』は、それよりも前の作品に比肩すると思いま
すか？

　思うよ。歌詞はハイ・グレードだ。


