Interview with

Andy Vaz
Andy Vaz, who used to manage the label “Background Records” which lead a
minimal techno scene, He has superintended the label “Yore Records” since
2007 which has sent a good and high quality with his own selections those
are not only veterans but also young talented artists of Detroit and Chicago
sound. We interviewed him about his artist activities with his new album
“Straight Vacationing” after a release of 6 years and origin of “Yore Records”
which is very popular label in current. What is “House Music” for him?

Interview & Text :

運営していた Andy Vaz。2007 年以降は、デトロイトやシカゴのベテランから
若い才能まで、彼独自のセレクトで良質なデトロイトハウスを送り出している
“Yore Records” を主宰。今や人気レーベルとなったその成り立ちについて、また、
アーティストとしても活動している彼の 6 年振りにリリースとなったアルバム
“Straight Vacationing” について思いを聞いた。彼にとっての「ハウスミュージッ
ク」とは。
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DESTINATION MAGAZINE (DM) : Can you share us about your
background?
Andy Vaz (AV) : I was born and raised in Düsseldorf, Germany. I'm the
only Child of a Swiss mother & half Indian descent. I started getting into
Music, like early Hip Hop when I was around 12 years old, then with 15 I
got turned onto my ﬁrst Techno Nightclub experience. It literally, like for
so many of us, changed my life. I then started buying Techno and House
12"ches from that magic moment onwards. I spent any money I'd Have
access to into Vinyl. So I have been collecting Techno and House for 20
years now. I still consider myself a music collector, a nerd, a person who is
obsessed with music.
DM : You have been active in a minimal techno scene and presided the
label “Background Records” for a long time. Currently you have also
presided another label “YORE Records” which has sent out a “Post Detroit House” music. Tell us the reason you had a chance to start the
label and origin of the name “YORE”
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かつてミニマルテクノシーンを牽引していたレーベル “Background Records” を
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AV : I strongly got sucked in by the minimal side of electronic music.
Robert Hood - Minimal Nation, Sähkö and alikes and last but not least
Terrence Dixon's `95 release on Utensil Records, called “Minimalism” . I
started the Background label then in `97 to actively build a platform for an
international diverse sound of minimal techno on the 50 releases the label
had until it stopped to then start my latest label to date: Yore Recordings.
But don't get it wrong, I was always into House Music also. Especially
Chicago and New York styled House Music. It just came naturally after i
got so heavily addicted to collecting records back in the day. I felt I wanted
to contribute more as well to the House Sound. So before Yore, then A
Touch Of Class for minimal house was born, then my own 12" series for
my own experimental electronic free jazz-inﬂuenced conceptual musical
excursions on my very own Sound Variation, then Yore for the soulful side
of the music, we call Techno OR House. When 'minimal' became a popular
genre, and the sound of this new Minimal had moved away so much from
what we used to refer to as Minimal Techno back in the days (again: Stuﬀ
like Robert Hood, M-Plant, early Chicago drumpattern stuﬀ and all that).
things did change for me. I wasn't part of this NEW minimal, that was not
DESTINATION MAGAZINE 013

00

Background Vision. To me. It all got turned into something cheesy and
opposite to what it was supposed to be (maximum eﬀects rather than
strict repetition and true minimalism) and the name Minimal was taken
for something that had nothing to do with what i knew as Minimal
Techno before. The result was a new form of empty hearted, soulless and
meaningless music that just didn't interest me. It just got weak when
it got taken out of its original context and has been transformed into
something else. So, that's when I decided its time for the deep side of
things and YORE was born.
DM : You have been active not only an owner of labels but also an artist,
and released an album “Straight Vacationing” late last year. Can you tell
us about a concept of the album?
AV : There wasn't so much of a concept involved, or I wouldn't use the
term “concept” for the album. It does sound way to planned, but infact
it was all very spontaneous, straight jamming And recording. I wanted
to ﬁnd my very own deﬁnition of variations in House Music, between
inﬂuences from old to new and the inbetween, Some disco, some acid, but
all in my own individual language. It's easier to say What is not included
in this House Album and that is cliché Deep House – yet the Album has
moments of Deepness, but also raw acid house moments and pieces that
are almost songs, rather than House Tracks. I think it's a very diverse
aﬀair, showing a wide range of what house music sounds like to me.
DM : There is a track uses “A Taste Of Honey - Boogie Oogie Oogie”
which is disco classic on the album. We feel it has a fantastic content
with element of disco and deep. How do you select such a track when
making your own? Is there any guideline for choosing them? It is a track
“Fukuoka Liquid” on the album. Does the name come from Fukuoka
located in Japan?
AV : I just Hang out at the studio listen to records, throw on the machines,
mess Around with it. Sometimes I just program a bassline on the tb-303
just For fun and when all of a sudden, it grabs me, I spontaneously decide
to Make music then and on the spot. Unplanned. Using what is just there in
front of me. Sometime when something grabs my attention or I get

inspired when hearing music while Working on label stuﬀ or whatever,
I jump up, record, sample something and start making it into a track …
The track you mentioned with the sample “A Dope Jam” is one's another
dance-ﬂoor, disco-type aﬀair. I've really been getting into early disco
music recently and so wanted to somehow incorporate that feel into my
music with a mixture of classic samples, acid basslines, and weird textures
and voices, things you wouldn't typically ﬁnd in a classic disco-tune or
edit. And Yes, with Fukuoka in my track-title I am referring to the city
Fukuoka. I have played there numerous times and had great and wild (to
say the least) experiences there, its my ﬁrst home in Japan whenever I tour
there.
DM : “YORE” has been released tracks not only Alton Miller and Rick
Wade who are a veteran artists and but also new and talented artists such
as Morning Factory, Kez YM or Orlando B. How do you select artists to
release from your labels?
AV : If I like it and the chemistry feels right, I just work with new people.
Its pretty simple. If it ﬁts the agenda That I have for the sound of yore and
all that. I will be done.
DM : There are a lot of re-edited works in current scene and sometimes
they are called “Nu Disco” or “Beatdown” and seems becoming more and
more excited. How do you feel such a situation?
AV : Yes, true. I quite liked a few of those disco-edits when they ﬁrst
Started coming out, but I tend to think its all getting a bit much these
days. Too much being edited, it seems to be A trend now and everybody
does it. But that's cool. I do really like the slo-motion aspects of it. I tend
to love house (disco) When its slow, really slow. Its my tempo / groove.
DM : What is a future plan of “YORE” ? Also tell us about your view as an
artist.
AV : I have the next release coming up by IBEX Followed by welcoming
Niko Marks to the Label. He will join the yore imprint with a splendid
super soulful Vocal House EP – Yore-030. Pure Magic.

DESTINATION MAGAZINE ( 以下 DM) : まずは、簡単にこれまでの経歴を教

Recordings” を始めたんだ。間違えて欲しく無いのは、僕はハウスミュー

えて頂けますか？

ジックにも興味があるということ。特に、シカゴやニューヨークハウスが
好きで、レコード収集に没頭したよ。僕は “Yore” を始める前からハウス

Andy Vaz ( 以下 AV) : 僕は生まれも育ちもドイツのデュッセルドルフで、母

ミュージックにもっと貢献したいと思ってたんだ。そこで、ミニマルハウ

はスイス人、半分インド系の血も混ざっている。12 歳の頃、アーリー・ヒッ

ス寄りの “A Touch Of Class” レーベル が生まれ、実験的なエレクトロニッ

プホップ周辺の音楽に興味を持ち始めたんだ。15 歳の時にテクノをクラブ

ク・フリージャズの 12 インチシリーズで、概念的な音の探索が僕自身の

で初体験したことは僕にとっては大きな出来事で、ライフスタイルにまで影

音のバリエーションにとても影響し、テクノやハウスと呼ばれる音楽のソ

響したね。そこからテクノやハウスの 12 インチを買い始める魔法のような

ウルフルな側面を “Yore” が担うこととなった。
「ミニマル」がポピュラー

時が始まったんだ。お金さえあればヴァイナルにつぎ込んで、もう 20 年以

なジャンルになり、この「ニューミニマル」が、僕らが親しみ慣れてきた

上も集め続けている。僕は今でも音楽コレクターでありオタクであり、音楽

ミニマルテクノ (Robert Hood、M-Plant、シカゴハウス初期のドラムパター

に取りつかれてる人間だと思うよ。

ン等 ) を押しやってしまった。僕はこの「ニューミニマル」の中にはいな
かったし、これは自分のバックグラウンドでも無いのさ。
「ミニマル」と

DM : あ な た は 長 い 間、ミ ニ マ ル・テ ク ノ シ ー ン で 活 動 し、レ ー ベ ル

名付けられたサウンドは、以前に僕が知っていたミニマルテクノとは全く

“Background Records” を主宰して来た訳ですが、現在はポスト・デトロ

別物になってしまった…忠実なリピートや本来のミニマリズムというより

イト・ハウスを送り出しているとも言える “YORE Records” も主宰してい

も、最大限のエフェクトという感じだね。本来あるべき姿とは反対の方に

ます。このレーベルを立ち上げることになったきっかけを教えて下さい。

行ってしまったと思う。結果、心が空っぽでソウルが無く、無意味な音楽
になってしまって、全然興味が無くなったのさ。元々の要素が取り除かれ

AV : 僕は Robert Hood “Minimal Nation” や “Sähkö Recordings” 辺りの、ミ

形を変えてしまったものは弱いんだ。それが、僕がディープサイドなもの

ニマル系のエレクトロニック・ミュージックにやられてしまったんだ。95

を始めるきっかけとなり、“Yore” が生まれたんだよ。

年 に “Utensil Records” よ り リ リ ー ス さ れ た Terrence Dixon “Minimalism”
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に留まらず、僕は “Background Records” というレーベルを 97 年にスター

DM : あなたはレーベル・オーナーのみならずアーティストとしても活動し、

トし、基盤を確立するため、インターナショナルなミニマルテクノサウンド

昨年暮れにはアルバム「Straight Vacationing」をリリースされました。こ

を、50 タイトル程 リリースしてきた。 その後、 現在の レーべル “Yore

のアルバムのコンセプトは？
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AV : コンセプトというものは無くて、全てが自然に生み出されたジャムや

したことがあり、素晴らしくワイルドな経験だったんだ。日本における僕の

レコーディングなんだ。僕は、過去のものから現代のものへの影響だった

ホームタウンだと言えるね。

り、ディスコとアシッドの間等、ハウスミュージックにおけるバリエーショ
ンの定義を、自分自身の言葉で見つけたかった。このハウスアルバムの中

DM : “YORE” は、Alton Miller や Rick Wade といったベテランアーティスト

に含まれていないものを、
「ディープハウス」という決まり文句を使って

から、Morning Factory や Kez YM、Orlando B. と言った新しい才能のリリー

表現することはとても簡単だけど、このアルバムはディープな瞬間だけで

スもありますが、どのような基準でリリースするアーティストを選んでいま

なく、ありのままのアシッドハウスの瞬間もあり、それら 1 つ 1 つがハウ

すか？

ストラックというよりもむしろ曲になっている。幅広くハウスミュージッ
ク・サウンドを表現していて、多様性があると感じているよ。

AV : 僕が気に入って相性が良いと感じたら、その人と仕事をするんだ。と
てもシンプルだよ。“Yore” のサウンドに合うアジェンダであればそれを起

DM : こ の ア ル バ ム で は、デ ィ ス コ・ク ラ シ ッ ク で も あ る、A Taste Of

用するんだ。

Honey “Boogie Oogie Oogie” をネタとしている楽曲もあり、全体的にディ
スコの要素もあり、かつディープな素晴らしい内容だと感じています。こ

DM : 現在のシーンではリエディット作品も多く、“Nu Disco” や “Beatdown”

うした楽曲の制作の際、どのような基準でネタを選ぶのでしょうか？また、

という呼ばれ方もして盛り上がって来ていると感じますが、このような流れ

“Fukuoka Liquid” という楽曲もありますが、これは日本の福岡に由来する

をどう感じますか？

曲なのでしょうか？
AV : その通りだね。ただ、ディスコ・エディットは僕も出始めた頃から好
AV : 僕はただスタジオにいて、レコードを聴いて PC に曲を取り込む。ベー

きだけど、やり過ぎな感じもする。エディットされ過ぎてるようなね。今の

スラインだけを TB-303 でプログラミングしていると、突然ひらめきが生ま

流行りで皆がやっていのはクールなことだと思うよ。僕はスローモ―が好き

れたりするんだ。目の前にあるものを使って、計画もせずに、その場で音

なんだ。これでもかっていう位スローなハウスやディスコが好きで、それが

楽を自然と作り始めるのさ。音楽を聴いてインスパイアされたり、ひらめ

僕のテンポ / グルーヴだと言えるね。

きがあった時は、即座にトラックを作り始める。A Taste Of Honey “Boogie
Oogie Oogie” をサンプリングした “A Dope Jam” は、ディスコ風でダンスフ

DM : “YORE” の今後の方向性、また、あなた自身のアーティストとしての展

ロア向けだね。僕は最近、初期のディスコミュージックにはまっていて、ダ

望等を教えて下さい。

ンスクラシックのサンプルやアシッドなベースライン、珍しいテクスチャー
やヴォイス等、普通のディスコ・クラシックやエディットでは見つからない

AV : Niko Marks をレーベルに迎えての、IBEX によるリリースを予定してい

ものを、どういうわけか、僕の音楽の中にある感覚と合わせてみたいんだ。

るんだ。Nico は “Super Soulful Vocal House EP” (Yore-030) で、Yore の歴

タイトルの “Fukuoka” は、日本の福岡のことだね。福岡では 何度もプレイ

史に加わることになるよ。

ANDY VAZ “Straight Vacationing”
YORE / CD / 2011

昨年暮れに自身のレーベル “Yore Records” からリリースさ
れたフルアルバム。ディープハウスサウンドを軸に、様々
なクラブでもヘビープレイされた “Just Another Round”、
デ ィ ス コ ク ラ シ ッ ク で も あ る A Taste Of Honey “Boogie
Oogie Oogie” を サ ン プ リ ン グ し た “Dope Jam” 等、Andy
の世界観がぎっしりと詰まった、素晴らしい内容の作品。
ANDY VAZ “Feelin'”

SOIREE / 12inch, Digital / 2012

Andy の最新リリースは、デトロイトの名門レーベル
“Soiree Records” からの登場。Eva Soul によるディープ
なヴォーカルをフィーチャーし、Norm Talley と、レー
ベル主宰でもある Derrick Thompson のプロジェクト
Drivertrain によるミックスも収録。デトロイトの空気感
溢れる、ディープなグルーヴ溢れる最新作。

Andy Vaz
Andy Vas was born in Düsseldorf, Germany and half Swiss and half Indian.
He established “Background Records” in 1997. It becomes a key label in
a deep minimal scene and represents the scene also and those have been
released great works such as Todd Sines, Sutekh, Kit Crayton, Akufen and
so on. On the other hand, he also raised a sub label “A Touch Of Class /
ATC” which is more deep house side and it became very popular with those
deep and mellow works even they are minimal approaches. After that he
started new label “Yore” based in Cologne while taking his own activities
as an artist. That concept is soulful and deep sounds and we can feel a
traditional house and techno sound. It has been releasing not only his own
works but also high quality works such as Rick Wade, Terrence Dixon and
Alton Miller.
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www.yore-records.com
ドイツのデュッセルドルフ出身。インド人の父とスイス人の母の元に生ま
れる。97 年に自身のレーベル “Background Records” をスタート。Todd
Sines、Sutekh、Kit Crayton、Akufen 等の傑作を次々とリリースし、ディー
プミニマルテクノを代表する、非常に重要なレーベルとなる。その一方で、
よりディープハウス色の強いサブレーベル “A Touch Of Class / ATC” も手
掛け、ミニマル的なアプローチながらもディープでメロディックな作品が
大きな注目を浴びた。その後、アーティストとしても活動する傍ら、ケル
ンを拠点として新たなレーベル “Yore” をスタート。ソウルフルでディー
プなサウンド、そしてハウスとテクノの伝統を感じさせる音楽をコンセ
プトに、自身のリリースの他にも、Rick Wade、Terrence Dixon、Alton
Miller 等の良質な作品を、現在も世に送り続ける。
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