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新世代賺ナス音楽

21世紀のクルピ，ダ，エスキーナ、その現代性と肥沃さを聴く
〗

以(上、文攀濱瀬元彦 )

，でもある第一新世代のクリストフ.シルヴァはこれらの第 一新世代と共に、最も高度なブラジル音楽を作りつつあるといえるのである。

：.ば、，，，アレシヤンドリ..アンドレス、アントニオ-ロウレィロ、ハファエル-マルチニらがその中心人物である。そして、001\4？の講師

60年代末のミルトン.ナシメントを中心とするクルビ.ダ.エス^^!
ムープメントがロー,ポルジェストニーニョ，オル夕などミ
ナス飾の巨頭を輩出したように、2000年代初頭には自分たちのミナスの音楽シ ー
ンをスタ ー
トしようとする若い音楽家が集まり へ
「
ジクロ.ジェラル という第一新世代が生まれた。このへシクロ.ジェラルとはマケリー.力、クリストフ.シルヴァ、パ ブロ.カストロ、
」
レオポルヂーナ、セルジオ.ペレレなど現在、中心的に活躍する人々を指す。さらに、2000年代後半になるとミナスジヱラィス連
学の音楽部002？の出身者を中心とする新しい世代が生まれ、従来と異質な作品を生み出した。これを第一一新世代と呼べ

、：，、'、‘や,“雄

クリストタ.シルヴァが語る
ミナス新世代の豊潤
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文春花田勝暁

作曲家で、歌手、ギタリストでアレン
「
ジヤーの クリストフ，シルヴァは、 それぞ

いミナスジ ヱラィスの新世代音楽家の中で

ストフ，シルヴァは、才能ある音楽家が多

72年生 まれ、ミナスジ ヱラィス州べ 口才
リゾンチを中心に音楽活動を続けるクリ

ルバムを1枚 (『
エン.ぺ.ノ.ポルト 』
2007年 、)2人の同世代の コンポーザー

最新作 『
デリーヴァ 』
は昨年発表さ
れたアルバムだが、それまでに ソロ.ア

も、最も多才な音楽家だ。ギタリスト、歌手、

ケリー，カ&パブロ ^ カストロ 『
ア^ オウ
トラ.シダ デ 2003年 、それに エン.
ー 』
)
『

との共同名義のアルバム ク(リストフ、マ

れの才能において特別な才能を持った音楽
家で、そのそれぞれの才能の組み合わせの

作曲家、音楽理論の教師、演劇やダンス

」

様相において唯一無一一の存在で ある

のために作曲するなど多様な顔をもつ。

ジョゼ，ミゲル，ヴィズニキ 音(楽家、作

曲家、随筆家。サンパウロ大学文学部教授 )

を止めて、ミルトン.ナシメント、トニーニョ.

た。自分の周りでは、やつていたことの手

ブラジル音楽があるのを感じながら育つ

ナスジェラィス州のベロオリゾンチに住ん
でいる。自分のことを完全にブラジル人だ
と思っている。自分の周辺の人の生活に、

がプロジェクトのために半月ごとに ヘ
シ
〈
クロ.ジェラ ル5601010
という
0631》
バー そ(こはリサイクルするために紙資源
を収集する人たちをまとめるための組織
が運営しているスぺースだつた に)集まり、
専ら未発表曲を発表した。それぞれの作
曲家は、歌のために歌手も招いた。イベン
トは1年間続き、参加したそれぞれのアー

作品を通して聴く場をベロオリゾンチ、サ
ンパゥロ、リオデジャネイロの三都巿で設

ベ.ノ.ポルト 』
の発表後の ライヴを収録
て印象を変えてきて最後に待つのは"肯
した0 0を発表している。
定の音楽"である。本作は通して聴いても
〉
ア オウトラ，シダーヂ は、00年代初
らう必要が あるとして、 クリストフはアル
『 ，
』
バムの完成後に、完成記念ライヴではなく、
頭の当時のミナスでは ヘシ クロ.ジェラル
「
」
と呼ばれた、本特集では第一新世代と呼ん

ロー、ゾ、ジルベルト.ジルといつた立日楽家

テイストたちは、同世代のアーテイストた

家では、祖父がチャ ィコフスキーやラ
ヴェルを聴くのが好きで、祖父の レコード
は私の大好きな遊び道具になっていった。
くるみ割り人形 」
や ボ
レロ の
振り付
「
」
「
けを想像しながら、何度も夕刻を過ごし
たものだつた。ダンサーになりたいといぅ
夢をもつていた。それから
精神におい
……

て踊るために音楽家になつた。

では、中心から遠心分離機で分離したよ

エン.。へ.ノ.ポルト で釣り合いのと
『
』
れたものとして示したものが デ
リーヴア 』
『

な時期だった。

和な時間だ。当時の私の私生活も、そん

リハーサルを重ねた。このアルバムが備え
ているのは、全員が一体となった親密で平

する作品を作りはじめた。アントニオ.ロ
ウレイロ、ハフアエル.マルチニ、ペドロ.
トリゴ，サン 夕1ナ と、家族のようなグルー
ブを作つた。彼らは とても献身的で、私と

けて、 エン.。へ.ノ-ポルト として結実
『
』

まり面識がなかった音楽家たちに声をか

そのユニットは、突然終了した。私はあ

くつかの曲だ。

のもと製作した。私は作曲をはじめたばか
りで、収録されたのは私の作った最初のい

他の共演者と対話して やるという約束事

』

シダーヂ は共同プロジェクトだったので、

密に扱うという性格だが、 ア.オウトラ『

ところで出会うようになつてきたと感じて
いる。自分は、自分が作るものはかなり厳

何かに近づいてきて、自分自身とより深い

ド 00
少しずつ少しずつ、 より内面的な

の内的な変化について教えていただけま
すか？

べ.ノ.ポル卜 』『
デリヴァ で
のあなた
』

アルバム ア-才ウ卜ラ -シグ デ
エン
ー 』『
『

Iあなたがこれまでに発表した3枚の

ちだと，認識された。

のアルバムを聴くのが普通だった。

オル夕、シコ.ブアルキ、カエ夕丨ノ.ヴェ

を聴くためだけの時間をぜひ一度それぞれ
で設けてほしい。アルバムのコンセプトの
完成度、曲の美し さとその基礎にになつて
いる博識、詩の描く世界、 クリストフの歌、

けた。本作を聴く機会があるなら、本作

共存するアレンジで収録されている。情報
量が多いアルバムで薄れてしまうが、ゲス
プログラミングの現代性、演奏技術の高さ、

でいる世代の才能が集結した記念碑的な
作品だ。 クリストフ.シルヴァ、 マケリー.
力、パブロ， カストロらのオリジナル曲が、

ト参加の女性歌手には同世代だけでなく

弦楽重奏含む生楽器とブロ グラミングが

パ ウラ，サント ーロやチ夕丨ニといつた当

音楽を聴いている人に広く彼の音楽が届い

プログラミングと生演奏の融合
どこで
切り取っても興味が尽きない傑作アルバム
である。特に普段、同時代のエレクトニ力

時既に実力派として知られていた歌手も
参加し、アルバムに華を添えている。 ヘシ
「
クロ.ジヱラル 世代の他の主要なアーティ
」

たら.：ピョ ークやレ アイ才，ヘッドジェ^
〖
―

ジェラル について教えてもらえますか？

ムズ.フレイクグリズリ^ #ベアダ^
Iあなたの世代の音楽家が広く認知さ
~
―
テイー^プロジェクターズに ぺ|\4〇
にコー
れるよぅになったプロジェクト ヘシクロ.
「
ネリアス といつたエレクトロニ力と生楽

ストについては、ミナス新世代のディスク
ガイドでも取り上げているのでそちらも参
照して欲しい。概ね、彼らは現在40歳前
後のミナス出身の音楽家だ。

ド5 2002年の ことで、16人の作曲家

」

器の融和した美しく挑戦的な音楽に引き
付けられるなら、ポルトガル語の音楽とい
う壁を越えて、クリストフの音楽に魅了さ
れる可能性も十分にあるだろう。

…

ソロとしては131アルバム となる 『
エン.
ベ.ノ.ポルト は
、少数精鋭のメンバー
』
の"バンド〃をべースに録音された。その
バンドのメンバーは、ピアノのハフアエル.

クリストフ シ
ルヴァの詳しい情報は、
，

イン夕1ネット上にもそれほど多くない。

マルチニ、ドラムのアントニオ. ロウレイロ、

ベースの ペドロ.トリゴ サ
， ン夕 1
ナという、

が、 『
デリーヴァ が
発表され、本特集を
』

リカで生まれたけれど、1歳のときからミ

クリス卜フ.シルヴァ 以(下 ド 00〉
アメ

きっかけを教えていただけますか。

I小さな頃の環境と、音楽家になった

彼に メ ル^インタビューを行つた。
ー

り、 この作品を作った音楽家が一体どんな
音楽家なのかずっと興味津々であった。本
特集の機会あって、 ベロオリゾンチに住む

間では何度も クリストフのことが話題にな

共同執筆していただいている濱瀬元彦 氏と
の間や、当方の周りのブラジル音楽好きの

現在では第一一新世代の中心として活躍す

る音楽家たち。彼らとの高度で〃家族の
ような"息の合ったアンサンブルに、クリ

ストフの暖かみの ある歌声と曲が響いてい
く。プログラミングの要素は、3作中最も
低い。本作のライヴを収録した0 0
も発
〉

売されたが、現在のミナスの若い音楽家の
一転して、6年後の昨年発表された211(1

レベルの高さを映像で示す貴重なものだ。

ソロ 『
デリーヴァ で
は 『
エン.ベ. ノ.
』

。ホルト が持っていた暖かさを否定するよ
』
うな、プログラミング主体の音楽が迫って
くる。しかしながらアルバムは進むにつれ

芪“81；0【【811”

811”

うだ。

ために作つた曲で、 パラヴロ リオ と

パウロ州立交響楽団の歌と弦楽四重奏の

をど、っアレンジしていくかを考えていく。

う融合させるかを イメージすることだ。特
に、私がすでに作つていたブログラミング
と、アコ ス
ティックな楽器やバンドの音
ー

元に詩が届いてから作曲をはじめる。そこ
でやることは、私が用意していた音と、ど

マ ケリー，力、ルイス，タチらの共作者た
ちに声をかけて各曲のテーマを伝えた。手

り始めるので、ベルナルド.マラニヤウン、

曲を作曲した。いつも作詞を元に曲を作

た曲だが、一連の流れができるょうに他の

ヴィダ 」
は、歌と電子音という依頼で作つ

「
ー
」
アウトモチーウ才
ドウランチス
ア^
「
」「
」「
“

うに、私の破片が全ての方向に散乱したよ
バンドは散り散りになって、私の結婚生
活が終わつた。それから引き受けた二つの
仕事が デ
リ ヴ
ア 』
にも関係している。
『
ー

ひとつは、サンパウロ州立交響楽団の基金

のために歌と弦楽四重奏の曲を作曲する
というもので、もうひとつは、芸術基金
目ミ苞の依頼で歌と電子音だけを使っ
(？
た曲を作ることだつた。そういう流れがあ
り、 バ
ンド の
いない作品を作るという
「
」
考えに汕りついた。でもそれは、音楽的な
ことだけでなく、友情の面で もとても大切
な価値を捨てることかもしれなかつた。そ
れらの状況を整理し補完しながら、一貫し

ド5彼らは、現在のブラジル音楽に言

家だ。

せないピアノの記述法を発達させた作曲

希望していたけれど、彼が私のことを推し

出版社はリオデジャネイロに住む誰かを

彼の作品のフアンであることも知つていた。

てくれた。私自身もアIテイスト として、

品にとても深く愛情を感じているとわかつ

への愛情を伝えた。彼らは、私が彼らの作

私にとつて素晴らしい数ケ月だつた。彼は
第一線の知識人で、コード記号だけでは表

てくれた。ヴイズニキと一緒に仕事をして、

及するなら、私が今 番
ジ
1好きなミユ ー
シヤンで、最も心を打たれる。なるべく
色々 聴こうと努めてはいるけれど、地理的
に近いのと同様に、愛情的もあり、彼ら
の音楽が私の心の中に強く響く。その3
人以外にも私が新世代のミナスの音楽家

楽譜は必要なものだ。ヴイズニキだけ

のレベルの高さを証明している出版物だ。

作曲家のエロマールの作品も楽譜にした。
ぅわべだけの謙遜なしで言わせてもらえる
なら、二つの楽譜集はブラジルの歌の作曲

じやなく、他の3人の ギタリストとともに、

た〃歌の，作曲家だ。

2
人の名前を上げたりできないくらいだ
〜
けれど
もし1人だけ名前上げるなら、
……
私の世代の好きな音楽家で ア
. オウトラ『
シダーヂ 』
を一緒に製作したパブロ，カス
トロの名前を上げたい。私に とつて、優れ

あなたはルイス，夕チやヴイズー キと
——
|

いったサンパウロの知識人の作曲家と近い

ン夕クト先を探して自分の抱いている作品

関係にありますが、その関係はどのよぅ
に生まれたんですか？
ド5私が彼らの作品が好きで、彼らのコ

フーモとイタマール.アスンサウンだ。イ
タマ ー
ルの影響は今も残っていて、私はキ
コ-ヂヌシが、そのいい闽だと思つている。

ド5ヴアングアルダ.パウリスタは、そ
の中に様々なア^ テイストを含んでいる。
~
私にとって最も刺激的なのは、グルーポ.

たサンパウロの前衛的な音楽シ ン
につい
ー
ては、どう思っていますか？

ウロ前衛派 の)ム プ
メントからはしまっ
ー

ヴァングアルダ.パウリスタ サンパ
——
(

側にいる存在だ。

で友人でぁるだけでなく、私の修士課程の
指導教官だった。同じ都市に住んでいるわ
けではなく、離れてはいるが2人はいつも

そういうことがどれだけ勇気づけてくれる
ことかを理解している。それから、私たち
は友達になった。ルイス.夕チは、共作者

で好きな音楽家は沢山いる。沢山いて、I

I例えば、アレシヤンドリ.アンドレス、
た作品として完成させたのが、私の デリー
『
ヴァ という作品だ。
アントニオ.ロウレイロ、八ファエル.マ
』
ルチ 一Iといったミナスのもっと若い世代に
アルバム 『
デリ ヴ
でプログラ
ーァ 』
——
ミングを担当し、あなたと共同プロデュ ー 対してどんな印象を持っていますか。

サ ー
をしているペドロ，ドウランイスとは

どこで知り合ったのですか？
エン.。へ.ノ

『

ド5 さっき名前を挙げた3人の ミュージ
シヤンが私に紹介してくれた。

ボルト のライヴ時には、ペドロ.ドウラ
』
ンィスは、私たちと一緒に演奏していた。 デ
『

リIヴア 』
のフロジェクトがスタ^ ト“した
とき、彼はバンドの他の人たちより重要な
役割を担っていたわけではなかった。でも、

プロセスが進むうちに、不可欠な役割を
担うようになつていつた。プログラミング
においてだけではなく 彼(は僕よりずつと
プログミングを行つた 、)録音のプロセスに
ついてきて、録音のテクニックにおいても

ミゲル’ヴィズー キIの楽譜集を書いていま
すが、どういうきっかけがあったのですか？

あなたはサンパウロの作曲家ジョゼ，
——

るときに私に色々教えてくれた。

ド5出版社から楽譜集の出版で コンタ

力を発揮して、私が声やギターを録音す

進んだかについて教えてください。

クトがあつたヴィズニキが、私を推薦して
くれたんだ。彼は私のことを知つていて、

I デ
『リ ヴ
ーァ の
』製作がどのように

ド3 「
パルセリア 」
と ア.ヴォス， イ.
「
オ.ヴェルソ-の2曲は先ほど言ったサン

12

フーモの影響はもっと弱く、その影響下に

今日少し薄められ弱くなつている。

ある音楽家やグルーフを挙げるのは難し
い。今日サンパゥロで作られる面白いもの
はヴアングアルダにょって始まった実験性
の領域にある。おそらく、その実験性は、

ボルジェ

ジェライスで育つ といぅことは音楽と関

パウリス夕、またギンガなどもよく聴いた。

ノ.ヴヱローゾ、その後、ヴァングアルダ.

でも私はジルべルト，ジルやカエ 夕丨

ニョ.モゥラ、べト.ゲヂス

わることが深く刻まれることだ。夕ヴィー

I今後の活動について教えてください
ド5
英語のアルバムを録音する。私の曲

の英語バージョンやまだ発表していない曲
を録 #1
するつもりた。それから、サンパゥ

これら全てが私に影日を与えた。

.
ー

ロ州立交響楽団のために作った声と弦楽四
重奏のための曲を録音する。
おそらくこのフ才丨マットのためにもつ
と作曲してアルバム1枚録音する。誰か、

ロ
，

ス、ゥアクチや、既に名前を上げたミルト

の他にグリズリ ，
ーベアとダ^ テ“ィー^
プロジヱク夕丨ズの影響を強調したい。彼
らのことを知つてからひつきりなしに聴い

外国からの影響については、明確なもの

ンやトニ ーニョ，オル 夕といつた音楽家が、
ミナスの音楽を作つてきた。
これらの音楽家の音楽が、他の音楽家
や、ブラジルの他の地域の音楽、それに他

’し のブロジヱクトに興味が ある日本の弦楽

I音楽に関係のないことで、好きなこと
はなんですか？
ド5
娘を盍

すか？

こ
ド
0
0うしたィンタビュ

ーで日本の印象

I日本についての印象はどんなもので

四重奏を知らないかい？

ているんだ。

に自然と大きな影響を与えてきた。そぅ

の国の音楽のハーモニー、様式、アレンジ

ブラジルの音楽家と海外の音楽家、
どんな音楽家にあなたは影響を受けてい
ますか？また、ミナスの影響について話
いつたことを、私たちは、音楽の学校でで

ばIIせることならなんでも。

されるのは、偉大かつ唯一の存在としての

について問われた時に思い浮かぶ感情は、
考えられうる限り、 とても良いものだとい
うことだ。日本の文化にある物事に対す
る関心の度合いやそれらの素描から理解

人間が1000年もの間持ち合わせてきた

感情に、継続と未来の創造という緊急課
題への判断力とを融合させうる文化であ

る， とを示しているという’V— ，とだ。
」

私は地球の反対側にいて、日本の問題
はわからない。日本や日本人は、必ずしも

天国や天使じやないことはわかつている。

でも これ以上ない程いい印象を持ってい
る。 もしこのィン 夕ピューを読んですぐ

があるということを考えてみてほしい。

に日本に住むことやその文化の悪い部分を
考える人は、お願いだ、こう思わせる魅力

日本のフアンにメッセ ジをお願いし
——
ー

ます。

たい。こちらでは、どんなに音楽がやり辛

ド3このょうに私や友人たちのやってい
る ことに興味を持つてくれる ことに感謝し

い状況になったとしても、私たちは作曲し、

確陋を持ってもらってぃぃ。

演奏し、あなた方の興味を尽きないよう
な音楽を探し続ける だろうという ことに、
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はなく、耳で聞いて理解する。
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していただけますか？

一弘

ド5ミナスの影響から話そう。ミナス

ズ〇7卬 061^0讲〇
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冊册I邮盯旧
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拙70X1010昍昍0

80

(邮0丨60 000161111301‘31160 ミか）201 2 年

クリス卜フ、アレシヤンドリ、ロウレイロなど
ミナス新世代の中心人物の活動にことごとく
参加し、演奏のみならず作曲、編曲、歌によっ
て現在のブラジル音楽に非常に重要な役割を
果たしている彼の素晴らしい世界を集めた第
一作品集。
（濱瀬）

1^X00-100^ 2012 年

ポランダというクオリティ一"レーベルからリ
リースされた第2作。ジャズ的な自由発展空
間が多くを占め、前作のような緻密な構成とは
異なる方向に向かった。タチアナ，パー八の素
晴らしい歌による「ルース.ダ.テ一八」は傑
作である。

（濱瀬）

01^08011^
01^ 6^ 081^0^11&8
‘亡印60づ6016 8/1*0 2014 年

1(81810^81^
0[隱
(！门づ印6110|601：6 5か〉201 3 年

アレシヤンドリの最新作。本作はアンドレ’メ
マーリなどサンパウロ勢の助けを借りずに全
編をミナスの八ファエル，マルチニ、ぺドロサンターナ、 アドリアーノ.ゴイアターで作つ

クリストフの2013年の最新作。現代のブラ
ジル音楽の最高度の到達点を示した傑作。大半
を占める生楽器演奏と声に対置されたペドロ，
ドウランイス（共同制作者として参加）のエレ
クトロニ力は新たな音楽的美の提示に成功し
ている。
（濱瀬)

ており、言わばひとり立ちした秀作と言えるだ
（濱瀬）
ろう。

@

卿8咖隱
011[！)冊II[(！猫

關70X101011昍110

しオノラ.ヴェルスマン（歌）、ハフアエル.

ソロ第1作。ウアクチ的アコースティック音
響合成に加え、彼及びミナス第一新世代のセル
ジオ’ペレレ、クリストフ’シルヴァらによる
素晴らしい歌により緻密に構成された見事な
作品で第二新世代の隆盛を知らしめたまぎれ
（濱瀬）
もない傑作。

X肝1870阡引I抓
啪时間？0肝70
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冊I诎XII财昍105

(！!!0)6(36001601:6 5か〉2008 年

(^「づ丨巾？「00|115665 5か〉2007 年

(り闩丁 ~亿012012 年

マルチニ（ピアノ、ギター、歌）を中心にした
新世代ミナスの作品を演じるグループ。アント
ニ才.ロウレイロの151ソロの出る2年前に
彼の名曲「ホーダ.ジガンチ」をすでに録音し
（濱瀬）
ている。

アレシャンドリのソロ第2作。ブラジル音楽
の近年の最高の成果である。ミルトン，ナシメ
ントのクルピ，ダ，エスキーナを彷彿とさせる
沸き立つ創造性や溢れ出る楽曲の美に圧倒さ
れる大傑作。

（濱瀬）
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111118711肌0110叫赃87抓
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财!!!拙0财朋08找
如圓!

マウロ ’ホドリゲス教授のもとに八ファエル，
マルチニ、ハファエル.マセードなど第二新
世代の作曲家、演奏家（大半はミナスジエラ
イス連邦大学出身者》が結集したオーケスト
ラ。先鋭的かつ芳醇な音楽が見事に実現され
ている。
（濱瀬）

ダニエル.パントージャ（フルート）、フェ

当時18歳の処女作である。彼はウアクチのア
ルトウールを父とし、この父の制作、アレンジ、
ウアクチ、クリストフ，シルヴァの参加という
構図からミナス第二新世代の誕生を最も純粋
かつ象徴的に告知する作品（傑作!）というこ
とができる。
（濱瀬）

(巳3门93丨6

131‘0^0？665

^00 011” 2011年

(^「づ丨巾11^065 ミか）2009 年

リピ，ジョゼ一（チェロ）、フレデリコ，エ
リ才ドロ（ベース）、アントニオ.ロウレイ
ロ（ドラムス）というミナス第二新世代の作
曲家が集まったグループの非常に優れた器楽
（濱瀬）
作品。

(い咖叩门咖“饴厶03リムしリ202从り）2008年

“

肌听1081
01冊III诎邮81邸

00016136110161116 5か〕2009 年

6110161116 5/115 201 3 年

(��づ6ロ

ミナス第二新世代を代表する作曲家のひとり。

ミナスジェライス連邦大学出身、ウアクチの

鋭角的な作風だがギンガの音楽を思わせる薰

マルコの薫陶を受け、チェロ奏者としてグルー
ポ-八ーモに参加するなど、第二新世代の様々
な活動に参加する重要人物。ソロ第一作は現代

り高さカヽ'伴っており、ピアニストながらギター
の弾き語りは本当に素晴らしい。今後の仕事に
（濱瀬）

的かつブラジルの情緒を深く湛えた非常に高
度な器楽作品。
（濱瀬）

|

0011780 610001
(丨门亡6ロ60づ601：6 51^1001-15 2003 年

作品名義の3人だけでなくチタ一二、マイザ，
モウラ、セルジオ.ペレレ、パウラ.サン!^一
ロ、レオポルヂーナ、ジュリアナ“ペルヂガゥ
ンなど第一新世代の音楽家が結集したへシク
ロ，ジェラル宣言の意味を持つと考えられる重
（濱瀬)
要作。

④

⑧

綱VII

隨I
7隱8爪

編曲で表彰された。

70年代末から活躍する創作打楽器の著名なグ
ルーフ。フェリピ，ジョゼ一、アレシヤンドリ
はメンバ一の直接の弟子であつたり第二新世代
と関わりが深い。本作にはアレシヤンドリと作
風が共通する彼の父、アルトゥールの作曲作品
（濱瀬)
が多く収録されている。

0議�0

011^6(3011016016 3/1*0 2011年
マルコ，アントニオ’ギマランイスと彼が創
始したウアクチに多大な影響を受けたグルー
プ。第二新世代の多くを輩出しているコンテス
ト〈巳：)レ!0インストウルメンタル年）〉
で優勝し、メンバ一のアレシヤンドリは作曲と
（濱瀬）

& 5005 1^X007〕1996 年

文參濱瀬元彦、花田勝晓

讓旺隠咖0

1|财8[[補肌I昍10

非常に期待できる逸材である。

クリストフのソロ第1作。第二新世代の演奏家、
八ファエル，マルチニ、アントニオ.ロウレイ
ロ等と詞のマケリー、ルイス，タチとのコラポ
レーシヨンに加え、ジユサーラ，シルヴエイラ、
ナ一，オゼッチの参加も華やかな魅力を放つ傑
作。
（濱瀬)
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ミナス新世代ディスクガイド
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56年生まれ、95年ソロデビューという遅咲
きのセルジオ。その質の高さにより日本でも積
極的に紹介されてきた。13年発表の本作では
彼の声とギター、それにサポートギターとい
う編成で、声とギターのみのブラジル音楽の1
つの到達点を示した。

（花田)

财仙70聞0て冊&油丁肝101/1106&70
0018 昍托88011
㈧只丁 0002-1099/1100〉2004 年

冊IX[請
仙70甩60

クリストフからも最も信頼される第一新世代
の実力派シンガーソングライターである彼の
151ソロは、③の発表から約10年後となった。
その3者のソロの中では、最も③の雰囲気を
湛えており、10年後の『八0リ1：「3 0:0)30)6』

クリストフとパブロと共に、③に参加したヘシ

ということもできよう。

を代表する詩人。

(丨？“！咖ロ611016111：6 ミか）201 3 年

ソロ作としては本作のみを残し11年に35歳
の若さで他界した。音楽家であり画家だった。
彼は第一新世代だが、本作では第二新世代も巻
き込んで多様で壮大な世界を繰り広げる。音楽
監督は頭角を現し始めた八ファエル，マルチニ
（花田）
らが務めた。

1101‘01011！]I
II職藤
(561：60I^^V05 01^1-141825

叩8100肪760
朋7昍圓

2010 年

(わ咖ロ印づ6016ミか）2007年

（花田)

冊II财籼!!描
關冊

本作の前年にマケリーとデュオ作を発表して
いるマイ一ザ。本作ではミナス新世代の他、
ヴィズニキやルイス，タチらサンパウロの重要
作家の作品も取り上げる。双方に共通する知的
で芳醇な音楽性が、彼女の冷静で力強い歌声で
強調される。
（花田）

(！“咖ロ600)61116 ミか）201 3 年

2005年に同じく第一新世代のドゥドゥ-ニ

第一新世代の黒人シンガーソングライター、本

た2枚組の大作。り只丁からの国内盤化で同時
代のミナスの音楽としてリアルタイムに紹介
された。ディスク「53⑴匕3」は軽快なテンポで、
「03门印65」では空間を活かしたアレンジで聴
かせる。
（花田)

カーシオとアルパムを発表した女性歌手。同

作で4作目を数える。声の力に魅力があり、

世代実力り0.1の彼女が、今度は第二新世代
の面々をパックに録音した131；ソロの本作は、
女性歌手の視点から同シーンの可能性を十二

彼の声の力は、声域は違うがミルトンの声の力

1111仙7盯0008冊⑶肌I
008冊00冊I
^3 050195 2012 年

マリアナ，ヌネス、フラヴィオ，エンヒキ、ぺ
ドロ.モライス、力ドウ.ヴィアナというそれ
それ活躍してきた歌手/ソングライターたち
が、一緒の活動による化学反応を求めて結成し
たコーラス"グループ。ミナスの名曲の再解釈
も。
（花田)

（花田）

油111/18仙70的
IV！冊00附II冊!間0

を彷彿させるほど。ほぼ自作曲で占められるが
曲のジャンルも多様。器用すぎて損をしている
感じさえ。
（花田)

II醫

(巳。「如也8奐00巧）2012年

00016136001601；パりパ0008〉2008 年

「第一新世代」より一世代上ながら③にも参加
したミナス’シーンの実力派女性歌手。3作目
の本作では、クリストフとマケリーの曲や、ア
ントニ才，ロウレイロの曲を取り上げるなどミ
ナス新世代への共感は今も続く。女優としても
広く知られる。
（花田）

（花田）

益861011昍昍1
咖謂

フェルナンド’ペソアの詩に2人が曲をつけ

分に示す好作。

クロ，ジェラル世代の精神的中心人物。現在は
ミナスの文化関係の要職を歴任していること
もあり、自身の音楽活動から距離を置いている
彼の唯一のソロアルパムが本作。ミナス新世代

1960年ミナス生まれ。80年代後半から実力
派歌手と認められていた彼女の08年作は、新
世代への共感が全面的に感じられる作品。マケ
リーやクリストフの作品が八ファエル，マルチ
ニらの新世代のアレンジャーを音楽監督に迎
（花田)
え取り上げられる。

(丨门咖叩！“！咖对6 5か）2007年

0册！&冊！^四!1!)汗
編補1116财

([^「此り05丨03 0し562〉2012 年

ユリ.ポポフの娘で、トニーニョ.オルタの姪
であるヂアナの音楽は、ミナス音楽特有の大
きなスケール感と八一モニーを受け継きつつ、
電子音楽ネイティヴの世代として軽やかに電
子音も取り込み、正統ミナス音楽を21世紀に
アップデートする。
（花田）
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盱如10呢圓0旺^011邮鬧II邮0冊001
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(ソ！厶50り0闩八ミ/门）2000年
女性歌手マリーナ“マシャードと3人組女性
コーラスグループのアマラントが、第一新世代
と深く関わることになる作曲家のフラヴイオ，
エンヒキの曲を鉄壁のコーラスで歌い上げる。
3者ともに現在まで素晴らしい活動を続けてい
る。
（花田)

财6丨朋评05170
肝61譴8时抓0

[隠瞧180
011冊的旧補四肝如!:姐

冊呢8[抓10111出
冊昍押印1,1册II8011

歌手で舞台女優のへジーナ。「第一新世代」の

08年に本作、09年にもう1作を録音し、子
育てのためか稹極的な音楽活動から遠ざかっ
てしまった彼女だが、その2作とも非常に質
の高い音楽で固められている。汎^II3巳的な視
点から選曲される本作だがクリストフの曲が4
（花田)
曲取り上げられている。

彼女と@のレオポルヂーナ、⑭のソ0でソロ作

(リ0〜6「30 ？「1X1リ^65 5か〕2001年

曲が取り上げられた極初期の作品として取り
上げた。セルジ才.ペレレ、フラヴィオ.エン
ヒキ、マケリ一，力らの曲が、素朴ながら深淵
さも感じられる編曲で取り上げられる。音楽監
督はフラヴィオ。
（花田）

(！门咖砰！！咖门伯ミか)2008年

(丨门咖ロ印づ6!^6 5か）2013年

の発表が待たれるレ才ノラを、今後も活躍が楽
しみなミナス新世代の女性歌手3人衆だと思つ
ている。作曲も行うイレ一二の歌声は伸びやか
でオーガニック、時にフオルクローしのような
表情も。

（花田）

