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美しい人
才女たちの奏でる唯一無二の音楽

瞧-鋼

靈
賺

月刊ラティーナ6月号の特集は「美しい人才女たちの奏でる唯一無二の音
楽」と題して、女‘注ミュージシャンにフォーカスします。
選盤記事では、揺るがぬ審美眼で多様なジャンルの音楽を長年に渡り深く愛
好し、編集部が全幅の信頼を寄せる濱瀬元彦氏と松山晋也氏に、選盤をお願い
しました。それぞれにオールジャンル、才ールタイムのベスト50を選んでい
ただき、解説コメントをお願いしました。とても貴重なティスクガイドとなりま
した。
インタビュー記事では、以前からお話を聞きたいと思っていた女性音楽家の
人たちに連絡をとり、インタビューが実現しました。日本語で読めるインタ
ビューとして貴重なものばかりですので、ぜひお読みください。
本特集を彩っているイラストは、イラストレーターの中村ナナさんの作品で
す。本号の表紙のイラス卜も中村ナナさんの作品です。

選者フロフイ一ル
スト、現在「濱瀬元彦8丄，？.—レ十菊地成孔」で音楽の新しI、形を追求している。1976年よ
りアコースティックおよびエレクトリック.ベース奏者として土岐英史、鈴木勲、益田幹夫、秋山一将、清水靖晃、ジョー
ジ大塚らのジャズ.グループで活躍。多数の録音参加作品を残す。演奏家としてはフレットレス，ベースの新しいスタイ
ルを確立した。1982年に実験的音楽ユニッ卜「ラーゲル」を結成し、1985年まで音楽の新しいフォーマットを摸索し続け

た。その後、ソロ活動を開始し、5つのソロアルパムを発表している。音楽理論の面でも「ベースライン-ブック」（1987)

でベースラインに関する理論、「ブルー，ノートと調性」（柳ヱ）で即興演奏、作曲のための全く新しい調性理論、「読譜と
運指の本（理論編-実技編)」（巧リ石）で読譜のメカニズムを解析し、弦楽器の読譜，運指に関する新しい理論を提出する。
近著はパーカーの膨大な数のアドリブを徹底採譜し，20年の考察を経て完成させた『チャーリー.パーカーの技法インプ
ロヴイゼ一シヨンの構造分析』〔岩波書店；)。

松山晋也：1958年鹿児#巿生まれ。音楽評論家。『ミュージック，マガジン』他の音楽専門誌や朝日新聞などでレギュラー
執筆。時々、ラジオやイベント等での解説、選曲なども。ワールド’ミュージックと実験音楽系の仕事が中心。著書『めか
くしプレイ〜拙！!め『ピエ一ル.バル一とサラヴアの時代』、編著書『プログレのパースぺクティヴ』のほか数多
くの音楽関係のガイドブックやムック類に寄稿している。
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澶^彦の選ぶ女性音楽家の美しき50枚
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春ブラジル、リオ出身の歌手、作曲家。優れた声
質、完璧な音程、強力なリズム感を併せ持つすご
い歌手である。サンバは無論素晴らしいが、作曲
に於いてゼリア-ドウンカン、ジョアン’カヴァ
ルカンチど!の要人との共作が多く、見事な
曲を書いている。これまでに4つのソロアルバム
があるが『1\10ソ05バ丨V。5』(之。：!。)、『闩0』’6 6巾61110广
丨リ卽「』ロ。]^)の2つはサンバとのバラン

離ドイツのヴァイオリニス卜。13歳でカラヤンに
招かれべルリン，フィルと共演するという天才少
女として現れ、現在に至るまで第一人者として活
躍し続けている。1991年に小澤征爾指揮ボス卜ン
交響楽団と共演したバルトーク「バイオリン協奏
曲第2番」は数ある録音の中でも私が一番好きな
演奏だ。ここで挙げた80乂にはバルトークを含む
20世紀の作品が収められており、とりわけ現代音

スがよく特に優れた作品である。

楽を得意とする彼女を聴くのには最適だと思う。

會アメリカ合衆国の史上最高の女性ポピュラー歌
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手。60年を超えるキヤリアの末に2013年に84歳で
亡くなった。昔のポピュラー歌手はジャズのよう
な専門業界と異なり巨大市場を相手に幅広い聴衆
の欲求に応えることのできる本当の実力がないと
通用しなかった。彼女はそんな世界でずっとトッ
プを張ってきた歌手の中の歌手だ。イーディの作
品は全ていいが、ここでは録音のいい『…巾ロ5比6
尺03「1唣20‘3』(廳)を挙げておく。
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春イタリア、ミラノに生まれ、インドで10年以
上歌唱、ダンス、打楽器を学び、現在はベルリン
を拠点として活躍するインド音楽声楽家。ブラジ
ルの作曲家シコ，メロのインド音楽歌唱の師匠と
して私は知ることになった。テリー.ライリー、
シコ.メロら現代音楽の作曲家たちは彼女の声
のために作品を書いている。ここに挙げた作品は
ジヨン.ケージの501\16 800ド(”了。）からの初
演で、先鋭的かつ濃厚な魅力に満ちた作品だ。

紗良，オット
长八0丁丁『1\1丨叻忖3丨1』讓)
春父がドイツ人、母が日本人のドイツのピアニス
卜。グリーク、リスト、それにフランチェスコ.
トリスターノとのデュオのス卜ラヴィンスキー
も素晴らしかったが、ドビュシー、サティ一、ラ
ヴェルを集めた『1\1丨扑忖3丨丨』はとりわけ素晴らし
い作品だ。柔らかく芯のある美しいピアノの音で
私にとって最高のフランス音楽となった。まこと
悲しいことに、彼女は今年2月に多発性硬化症に
罹患したことを公表した。

春フランスのピアニスト、教育者。2010年に86
歳で亡くなった。20世紀の巨匠メシアンの二人目
の妻。彼女の超絶的な技術に触発されてメシアン
の1940年代の作品は新しい展開を遂げたと言わ
れている。パリ音楽院での彼女の教育は有名で現
代の名だたるピアニストの多く（ピエール.ロラ
ン，エマールなど）が彼女の指導を受けた。ここに
挙げたメシアンの遺作中のロリオのピアノソロの
信じがたい美しさに本物の凄さを感じてほしい。
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書ドイツのヴァイオリニス卜。心地よい緊張感の
ある演奏が魅力の硬派、実力派だ。ここ十年ほ
どの活躍ぶリとその評価の高さには目覚ましい
ものがある。ここに挙げた作品以外もほぼノン’
ビブラー卜のバッハの無伴奏ソナタの2枚、バル
トークのソナタおよび協奏曲、ヤナチェック、ル
トコフスキ、シマノフスキーのアルバム、ジョリ
ベの協奏曲などいずれも鬼気迫るものがあり、素
晴らしい。

^061：『み3 0丨26ド51巾』咖之）
書この25年以上に渡ってブラジルで極めて質の
高いアレンジ、作品を作り続けているマリオ.アジ
ネーの実の娘である。父と同じように歌、ギター、
作曲、アレンジを行う。箱入り娘ではなくギター
と理論をセリア.バースに学び、リオ.デ.ジャ
ネイロ連邦大学で編曲の学士号をとり、後にはホ
ベルタ，サ一のバンドにギタリス卜として7年間
參加している。ここで挙げた作品は彼女の第2作
で歌、曲、アレンジとすべて楽しく素晴らしい。

フィ一’フォン’才ッター
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書パウロ，セザール.ピニIイロに見出されたブ
ラジル、バイーアの歌手で2009年に『8吨30|0「』
という作品がある。その後アレシヤンドレ.アン
ドレスの傑作『1\^303\6！「3「1160)5』に参加してい
て非常に驚いたものだが、結婚で活動の場所をミ
ナスに移したとのことだ。2つ目のソロアルバム
はブラジルで最も前衛的な作曲家チアゴ.アム一
ヂがプロデュースする作品で、彼女の歌と内容の
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春スウヱ一デンのメゾソプラノ歌手。ブーレーズ
指揮のラヴェル「シ1一ラザード」、ここに挙げた
アバド指揮のベルク「初期の7つの歌」、「ワイン」
など私がとリわけ好んで聴いていた作品はことご
とく彼女が歌っていた。しかし、ジャンルを越え
た「歌」の何か本質を掴んでいる人で、ポップス
をエルヴィス，コステロとの作品では歌い、シャ
ンソンを『001106ド「3006』という作品では歌って
いるが本当に素晴らしいのである。

濱瀬元彦の選ぶ女性音楽家の美しき50枚
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春フランス人のピアニスト。『野生のしらべ』、『幸
せのレッスン』という著書があり、文章でも自分
について掘り下げないと気がすまないタイプの
天才ピアニストだ。また、すごい美貌でもある。
『^3セ6卩』は水をテーマに近代から現代の音楽作品
と丨门53咖11门6乂のエレクトロニクス’ミックス
の作品とが交互に構成されたコンセプチャルな
アルバムで、冒頭のベリオの作品と武満徹の「雨
の樹」がとりわけ美しく印象的である。
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春サンパウロ大学（ブラジルおよび南米一の大学
で日本の東大に相当）の建築学部を卒業してから
音楽への気持ち止みがたく歌手になった超高学
歴の歌手。ハスキーな声でサンバを歌う彼女は本
当に魅力的だ。ここではシコ，サライヴアとの
共作『506「6ド3丨3ガ35』じ。。…を挙げる。近年

暴60年代から今日に至るまで活躍し続けている
圧倒的な歌唱力を持つブラジルの歌手。しかし、
この人ほど、時々の志向する音楽コンセプトとの
ミスマッチを続けてきた人は珍しいのではない
か。トロピカリア時代の作品を今、聴くのは少し
つらいだろう。『03013「』、『83匕乂』、『ド3门13513』
を推奨するが、『丁00135 33 001535 6 611』(之。。』）が
落ち着いていていい。58歳の時点で全く、声の衰
えがないのだ。

絝カロル，サボイア
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の2作はサンバ歌手からの脱却を試みており、全
曲自ら作曲した新しい音楽をやっている。最新作
『八01リシ10』⑶⑶)はとくに優良な作品である。

^エスべランサ，スポルディング
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春アメリカ合衆国のジャズ-ベーシス卜、歌手、作
曲家。私はブラジル音楽がアメリカの音楽を凌駕
していると見ているのだが、全米で、男女を問わず
にブラジルの最先端の音楽性と拮抗できるか、あ
るいはそれ以上のレベルの音楽を作りうる可能性
を持つのは彼女だけであろう。彼女はブラジル音

春ブラジルの歌手。作曲家、ジャズピアニストの
アントニオ.アドルフォの実娘。アメリカで歌を
勉強した後、帰国し最初に作った『03叫3016ソ02』
(1998)はブラジル新人女性歌手賞を受賞した。そ
の後の作品もすベて良質で実力に人気、評価が
伴っていないような気がする。ここに挙げた作品
は日本人の企画制作だが、しリ丨2 ^61131’のアレンジ
が見事で、彼女の見識ある歌によって素晴らしい
作品に仕上がっている。
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春2013年に『ソ6爪ソ6卩』で彗星のように現れた
驚異的な歌唱力を持っブラジルの歌手。御夫君の
フイ’マロステイカのベースとのデュエツ卜と
いう特異な編成だったが、卓越したベース.テク
ニックが素晴らしい音楽を作った。この組み合
わせでの『00「65ソ丨俯5』も素晴らしい。
2017年のソロ，アルバム『[巾ロ0ソ1巾61110』も
見事で、夫婦ともに今後のブラジル音楽を牽引し
ていくのではないかという予感と期待を感じる。
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春ブラジル出身のジャズ，ピアニス卜、歌手。15
歳でジャズの即興演奏を教えていたという天才
で、米国に渡って80年代には5^(35パ卜636のメン
バーとしてニューヨークのジャズ，シーンのど真

春1940年代ビ，バッブの黎明期からチャーリー，
パーカーなど共に活動し、モダン.ジャズ.スタ
イルの歌唱を確立したジャズ.ボーカルの頂点に
立つ大歌手である。ここに挙げた作品は晚年、ブ
ラジルを訪れて録ったものだ。ミルトン.ナシメ
ン卜やジョビンの曲が彼女の圧倒的な歌唱力に
よって新しい生命を与えられていくさまはまさ
に圧巻である。彼女が、最後に作った『8「32丨1丨30
只0^13叫6』（1987)もブラジル音楽だった。

畚ブラジルの歌手。180(^1を超える身長とその
美貌で最初からスター性がある上に、その独特の
声は、唯一無二の魅力をもっている。ブラジルで
なければこんなスタイルの歌が舞台に上がるこ
とは到底考えられない。1973年のデビュー’ア

ん中で活躍した。2004年の『0「631116「』で歌手と
しての作品を出し、彼女としては本当の大きな成
功を獲得した。ブラジル本場のテイストに適度に
アメリ力のテイス卜も加味された彼女のハスキー
ヴォイスの低音の魅力はすごい。
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楽の形式ではなく音楽に求める価値の捉え方を学
んでおり、音楽の見かけは違っていても確固とし
た土台となっていることがわかるのである。

レジーナ
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，60年代から80年にかけての人気、実力ともに
一番のブラジルの国民的歌手。多くのの作曲
家たちの曲を彼女が歌うことで育て、今日の
の発展に寄与した。ここに挙げたのは彼女の死後
リリースされたモン卜ルーでのライヴで、近年、完

ルバム『51巾006』ですぐに大きなメディアに登

全版の2枚組となって出たものだ。ネット映像で

場するような存在になったが、音楽的には高度な
"叩を作り続けた。『ド306パ「306』“977〉では

このときの映像を見られるが、強烈なリズム感を
示すアクションと涙を隠しながらの熱唱は見るも
のを感動させること間違いなしである。

彼女の歌に魅了されること請け合いである。
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春カナダ出身の歌手、ジャズ.ピアニスト。現在
では米国ジャズ界、一番の人気アーティストに
なった。アメリカのポピュラー音楽の優性遺伝を

會イスラエル生まれ、スウェーデン在住のフ
ルート奏者。多くのアルバムがスウェーデンの
815レーベルから出ている。私はそれらのうちの

残した最後の場所が彼女だという様相であり、卜
ミ一，リピューマやデヴィッド’フォスターのよ

『？丨ロ6 0631715』という作品を聴いてこのフルー
卜奏者に魅了された。息継ぎをせずに演奏を続け
られる循環呼吸法を学び新たな次元の演奏解釈
に到達できたという。彼女の超絶的な能力に多く
の現代音楽作曲家が曲を書いている。現代音楽も
彼女の肉声のようなフルー卜で聴くとわかりや

うなタイプのプロデューサーが関わっているの
はそのためだ。実際、ジョニー.マンデル、クラ
ウス，オガーマンの濃密なアレンジを聴くことが
できるのは彼女のアルバムくらいしか無いので
はないだろうか。

すい。
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鲁モニカ，サウマーゾに続く次の世代の歌手中抜
きん出た実力を持つブラジルの歌手。歌手である
母親と一緒に参加した2004年のテオ，ヂ’バーホ
ス『丁卜60』から始まり現在に至るまで夥しい数の

聽3

参加作品があり、如何に彼女の歌がクリエイタ一
から期待されているかがわかる。他に彼女名義の
アルバムは4つある。最近の彼女のフヱイスブッ
クでは50人の一人として選んだパトリシア’ロぺ

還
戌

スとのセッションの様子がアップされている。

^ダニ，グルジェル
1^*111^1811^1『|\|0550』（咖幻

春ブラジルの歌手、作曲家。ミルトン.ナシメン
卜、カエターノ.ヴヱローゾらより4歳若いが
活動は1964年に始まり、彼らと同世代だ。しか
し、現在に至るまで滞リなく第一線でパリパリ活

書カナダ出身のシンガーソングライター。1967
年に「青春の光と影」のソングライターとして登
場し、次の年にアルバム『501^10 563^1』で歌
手デビューした。この作品は今聞いてもその素晴
らしさは全く衰えておらず、今後末永く聴き継が
れるべき傑作だ。ここに挙げた阳6〗レ3』では、
ジャコ.パス卜リアスとの衝撃的な出会いがあ
り、両者の音楽を新しい次元に押し上げた。ジャ
コは彼女とのコラボで一番いい業績を残した。

4^合体させた活動を行ってきた。2007年には母のデ
ボラ’グルジェルとの「03 ？3ソ1『3北」に対して
！サンパウロ大学文化長官賞が授与された。この賞
，金で作ったのが『|\|0550』である。ちなみにこの賞
の受賞者にはアンドレ.メマ-リ、シコ.ピニェ
イロなどがいる。昨年の『丁邮』はこの原点に戻
ろうという彼女の努力であったと思う。

# 2014年に80「3门づ3から『03门10ド3「3八丨づ663「3』
で登場したブラジルの歌手、作曲家である。ダン
テ，オゼッチのプロデュースでルイス，タチと曲
を作るというとサンパウロ前衛派の流れの人脈
の中にいるように見えるが、昨年、“31:6115ド0「1：0
の『031110』という作品では一曲提供し、三曲歌っ
ており、共演しているタチアナ-パーハに全く位
負けしない歌いつぶリで大いに感心した。最も期
待できる新世代の一人。

‘プーランジェ
1(1016巾II：ト，06匕リ55乂 - 5卩八![！\1 0113011361’ 1\^05|0
”；ズ嫌5
ぐ
80111.^0^

春フランスの作曲家、教育者。1979年に92歳で
没している。音楽の教育者として20世紀で最大
の功績のある人物と言えるだろう。有名なところ
ではレナード.パーンスタイン、アーロン.コー
プランド、エリオット.カーター、フィリップ，

拊廳�汀"
卿1/55デ

グラスなどアメリカの作曲家。また、ジャズのミ
シェル.ルグラン、キース.ジャレット、またエ
グベルト，ジスモンチなどが彼女に師事してい
、4�讀袖1 IV 11
XIV，4 蝴‘1XV

た。ここで挙げた作品は珍しい彼女の作品の最近
の録音である。

『ド601||1丨03』(；!^。)を挙げる。

トジョニ.ミッチェル
！！？？們游惊1611『闩6】1ド3』（挪仔)

^1^11111111像彼女はサンパウロの新進作曲家（ノボス，コン
，‘^：：場：’^國ポ-ジ卜）のキュレ-タ-の役割と自らの音楽を

黔タミレス タヌース
丁3门00145『。3门1：0 ？3『3八1づ6匕3咱』⑶⑷
界3巾げ651

躍し続ける真の実力派である。昨年、1968年の
処女アルバム『」0乂06』からの50周年を記念した
アルバム『50』を出したが傑作だった。ここでは
色んな意味で彼女のすべてが完成したと思える

^スー，レ
レイニ一
^06^『し316！0しけ6』⑶巧）
^00 只306、
春ァメリカ合衆国、西海岸で最高のジャズ、ポップ
ス歌手。17歳でキヤピ卜ル.レーベルから『\^116门
丫0リ卩し0ヮ6「ド35 60116』でデビュー。この作品は

蟪'
レ’，I

いまだによく再発される。60年代にはスタン-ケ

1

，：

ン卜ン楽団、70年代はテレビ、ラジオで活躍し80
年代から多くのソロ作品を出した。声質のよさ、
並外れた音程の良さは齢をとってからも全く衰え
ず、ここに挙げた作品は75歳のときのものだが声
は「いい女」のエロスに溢れている。

^セシル，ウ—\1
0601^？05561『尺3ヮ6卜 丁卜6 7\^0 内300 00II06^05,1 (瓶）
瞬幻

會フランスのピアニスト。この方も14歳でパリ音
楽院を首席で卒業し、早くからピアニストとして
活躍した。幾多のピアノコンクールで入賞、優勝を
重ねサイモン，ラトルなど著名な指揮者と共演し
ている。ものすごいテクニックと、それを統括す
る節度、明晰さのあるすばらしい演奏を行う。ド
ビュッシー、ラヴェルの演奏はとりわけ素晴しく、
ここで挙げたアルバムの「クープランの墓」はこ

の曲の私の一番好きな演奏である。

濱瀬元彦の選ぶ女性音楽家の美しき50枚

，カイミ
トナナ，力

^ファチマ，ゲヂス
？げ6580巾^01:60016010^ (廳）

游織”『IV！リ0)31^3 008 ワ6111：05』（誦）
1^303 ！3乂『
鲁ブラジルの歌手。ドリヴァル，カイミの長女と
はいえ成功への道のりは大変だったようで相当
の苦労人である。意外だが66年からトロピカリ
ア運動に加わりプロテス卜ソングを歌っていた
そうだ。それも問題となり長い間ブラジル周辺諸
国のクラブで歌うことを余儀なくされていた。80
年代に[！VIIから作品を出すようになり1993年の

春15歳で作曲家としてキャリアを開始し、1979
年にはエリス.レジーナが彼女の作品『0门26
「1135』を録音した（『り1710丨3』に収録：)。同年
0^600と契約し3枚のアルバムをリリースした。
「1\^3！5 1)1118003」（！^呂。）のヒッ卜で地位を築い
た。その後はイヴァン.リンスの\；6丨33レーベル
から非常に優れた作品を複数出し、ギンガとは互
いのアルバムに参加し合う関係を持った。ブラジ
ル最良の歌手の一人。

モリーナ
^フアナ’：
’113 门 3 1\1101
る“03『^601 21』

『80丨6卩0』で大きな成功を収めた。父親譲りの心
に強く訴えてくる歌唱力は本当に素晴らしい。

齡ナラ’レ:
レ才ン
630『1\^6リ卩ド!^16！ド0八010ド』（巧ァ日）
两3厂3 1630
書アルゼンチンの歌手。作曲家。アルゼンチン音
響派と括られるのだろうか。前衛的であるにもか
かわらず目的と方法は確信に満ちており音楽性が
高く成熟してさえいる。最初の作品だけは聴いて
いないが2番めの作品から最新作に至るまでその
安定性と作品の質の高さはゆるぎがない。大変な
人がいるものだと思う。これらの作品を出す前は
アルゼンチン一番のコメディアンだったというの
だから、面白いものだなと思う。

鲁ボサノヴァ黎明期のパトロンのように言われ
たブラジルの歌手。後に彼女はこれを否定する
が、メネスカル、ジョアン，ジルベルトなどボサ’
ノヴァの立役者の多くが彼女の家に来ていたの
は事実だ。同時期に活躍し始めていたエリス，レ
ジーナとはあらゆる意味で対称的で、犬猿の仲で
あったという。当時の軍政を批判したため1968
年にはカエターノらと共にパリに亡命した。ここ
に挙げたのは少し下った時期の落ち着きのある
作品だ。

^パウラ，サンI"一ロ

^ペギー，リ一

露^？!行5’卜31八II 丁卜6ド6 15？』咖旬

？‘3？！1^？301：01‘0 & 0リ0 7311^10『丁11010 561‘3 00010 八0165』咖幻
鲁ブラジルの歌手。マリオ，アジネーの『じ171
01卜3「\71丨丨3~し0匕05』中の「030(^0 06
01が3丨」と「丁！"15101*053」における彼女の歌は本
当に素晴しく、サンパウロのモニカ.サウマーゾ
に対して、ミナスにパウラ.サン卜一口あり、と
の思いを強くした。その前後に3枚のソロ.アル

書アメリカ合衆国の歌手、作曲家、女優。50年代
からデッカ、続いてキヤピトル.レーベルで多く
の作品を出した大スター。60年代からのロック旋
風に杭して、1969年には『13比31 3丨丨沩6「6 13？』の
大ヒットを出した。日本の業界は彼女もこの曲も
ポップスとして軽視していたようで、当時アルバ
厶は出たがその後の再発はなく、今でも手に入れ
にくいと思う。しかし八ロロ丨6 IV！リ5丨0では聴ける。
本当に素晴らしいです。
‘ホーザ，パッソス

^053

バムが出ているが、今年出た『丁11010 56^3 001710
八IIお3』は、上述のアジネーのアルバムに匹敵す
る歌唱を全曲で味わうことができる。

^パトリシア，ロペス

『ゎね』(：^)

閃!?!?1!?^0(365『0「6巾10丨00 [巾？65503』⑶让）
春ブラジルのピアニスト、作曲家。リオ，デ.ジャ
ネイロ出身。サンパウロ大学でトム，ジョピンの音
楽世界についての研究により博士号を取得したと
いう学者である。昨年、ポルトガルの詩人、フエ
ルナンド.ペソアの詩にインスパイアされた『0
「601丨00 [！71？6550』という作品を発表した。卜ム，
ジョビン、ミントン，ナシメント、レア，フレイ
リ、アンドレ.メマーリ、アルヴオ.ペル卜など

暴1993年、彼女の『「63乜』は私がブラジル音楽
に深入りしていくきっかけとなった。この作品か
ら彼女の音楽へのスタンスや価値基準の有り様
がよく伝わり感銘したのである。自分が頑張って
捉えたものと似ていて、仲間がいたことに喜んだ
のである。後になってそれが現代のブラジル音楽
ではごく普通のものであることがわかったのだ
が。ホーザ，バッソスにはそうした意味で恩義を

を敬愛し素晴らしい曲を書いている。

感じている。

畛マリア…ンユナイダー

^ヒフリー，ハーン

1^371^50^061(16^『丁116 丁[！0叩500「丨化5』（皿5)

而5？5币^『胸丨3*7 ^3^1円3” 83011』（挪了）

春アメリカの作曲家、アレンジャー。イーストマ
ン音楽学院で修士号をとった後、ギル，エヴァン
ス、ボブ，ブルックマイヤーに弟子入りし、編曲
を学んだ。現在までに彼女の作品や活動に対して
は多くのグラミー賞が与えられている。現代音楽
的な純度の高い作風が特徴でアメリ力.ジャズ’
オーケストラの最良の部分を継承.発展させてい
る逸材である。現在も活躍中で、今年はヨーロッ
パ各地でオーケス卜ラの指揮をとることになっ
ている。

鲁アメリカ合衆国の天才バイオリニス卜。11歳
でポルテイモア交響楽団との共演でデビューして
以来、バッハから現代音楽までの幅広いレパー卜
リーで現在まで約20年間、第一線の位置に立ち続
けている。17歳のとき録音した…1丨3ツ？13乂5
83出』がデピュー作だが、今なおこの作品の素晴
らしさは衰えない。ネット映像でこの時期の幼な
顔のヒラリーによる圧倒的なバッハ独奏をみるこ
とができる。

濱瀬元彦の選ぶ女性音楽家の美しき50枚

^リーズ.ドウ，ラ.サール

ドマルタ，アルゲリツチ

05575？！^も3丨丨6『830卜リ11丨1巾丨1:601』咖マ）

ト『户『0卜0们6行-？!300 00006110

~春フランス人のピアニスト。8歳でパリ音楽院に
入学、12歳で主席で卒業という天才であり、しか
も女優並みの美貌をもつ。私はラフマニノフのエ
チュードとラヴヱルを演じた作品が非常に素晴
しく聴くようになったが、『83(^11II门II巾け6づ』と
いう最新作ではバッハと各方面で注目されてい
るトマス，エンコの作品を取り上げる意欲を示し
た。アルバム所収のエンコとのデュオではジャズ
即興的な演奏も見せている。

ノレリン’フイルとやっている「？丨3门0 001106^0
1^)0.3」はまさにこの世のものと思えない演奏だ。

黔メリーナ.モギレフスキー

トレア，フレイリ
1^3(16^3

#3,只3ソ6ト？1300 000061^0 丨门 6』(1967)

春アルゼンチンに生まれた鍵盤の女王との異名
を持っ押しも押されもしないピアノの巨匠だ。こ
んな演奏が人間に可能なのかと思わせるような
超絶的な技巧で現代ピアノ音楽を牽引してきた
人である。どんなスピードで弾いても常にタッチ
が最適でうるさくない。プロコフィエフの作品の
演奏が私には特に素晴らしく感じる。アバド、ベ

�『1^/1リ如』⑶�）

丨3丨』咖ァ）
春ブラジルのフルー卜奏者、アレンジャー、作曲家。

鲁アルゼンチンの歌手、作曲家。プエンテ.セレ
ステのメンバー、マルセロ.モギレフスキーの娘
である。アルゼンチンの大学で学んだ後、ブラジ

多くの演奏家、音楽家の尊敬を集めるブラジル，
ジャズ界の重鎮。ジャズ.インプロヴィゼーション
を教える優れた先生でもある。テコ，カルドーゾ、
チアゴ’コスタ、エドウ.匕べイロを擁するソ6010

ルに行きレア.フレイリに即興をアンドレ，マル
ケスのもとでアンサンブルに参加し歌った。楽器
としての声の研究を中心に器楽も学ぶことでさ
らに声の可能性を模索した。『八出0丨3』口。”）が
デビュー作、『1\；|1^3卩』じ。“）は全曲が自作曲で
素晴らしい作品になった。

0^11^3(1611-9は彼女がつくった現代ブラジル，ジャ

ズ最高峰のグループである。作曲に於いては“ド已

のアーティストとの共作も多く、とりわけジョイス
とのコラボレーションは有名である。

トモニ力’サウマーゾ

ドレイラ.ピニエイロ
ほ丨ド0’『031：3ゾ6111：0巳61ド3550丨』（：蘭)
春1983年にアルバム『し61丨3问门ト6レ0』で登場
したブラジルの歌手、ピアニスト。医学部を中
退して音楽にすべてを捧げる道を選んだ。ボサ
メ ヴァ歌手と言われることが多いが、実際は本格
派!\；1？8の実力者である。ギンガを世に出そうと
動いた何人かの立役者の一人で、1991年のギン
ガ.ソロ，デビュー作では冒頭を彼女の歌で飾っ
ている。また全曲ギンガを演じた『〇31；3乂6门1；0已
6け35501』“996〉は傑作である。

‘ローラ.マプーラ

而6？11漂》3[巾350 & ？3リ丨0 06111^31:1『八ず!"0-531111335』（挪日）
春現代ブラジルの最も優れた歌手。本年の来日
公演でも完璧な歌唱を披露した。従来のポピュ
ラー音楽の発声よりもクラシック声楽的な澄ん
だ発声であること、ノンビブラートを有効に使
い、ビブラートを意識的に抑制することで明晰さ
と器楽的な強さを有し、過度な感情表現やフェイ
ク（旋律の変形）なしに音楽本来の美しさを表現

5紅!^50ど

入?"只ひ5八^18入5

することができる、まさに正攻法で世界の声楽の
トップに昇りつめた偉大な歌手である。

^ユジャ’ワン

『し3叶3 1\^リ丨3

1\^6む0ロ0丨6 0^651』⑶“）

VI！]3 \^3叫『50门3135 &

離中国人のクラシック-ピアニス卜。現在の最も有
能なピアニストの一人だ。なかでもリゲティのエ
チュードの演奏は本当にすごい。多くのピアニス
卜が挑戦する難曲だがピエール.ロラン.エマ一
ル（リゲティは彼のためにこの曲を書いた）の演
奏では見えなかった風景を彼女の演奏は表現する
ことができている。現代のアルゲリッチといおう
か、ピンヒールとミニスカートでものすごい難曲
をガンガンと演奏する姿は何ともキュートだ。

春イギリスから登場した全く新しいタイプの歌手、
作曲家である。当初からオーケストレーションと歌
がー体となったイメージで曲が作られていること
が従来の作曲家歌手と違うところだ。個人的なコン
ピューター，シミュレーションが容易になったこと
が、このような作品を作りうる人材の出現を可能に
したのだが、やっとそうした環境を有効に使う作家
が現れたということである。いずれにせよ彼女の歌
と音楽は新しくまた素晴らしい。

6门づ65 & 8『35！1 66『0乂51：3丨1丨1リ5！0门5』(細)
561-^10 ！5716

卿^^

會日本のメゾソプラノ歌手。ド-85で高橋悠
治と演っているのを見て、発声から立ち居振る舞
いから普通のクラシックの声楽家と全く違い、思
わず「この人すごい」と声が出てしまった。クラ
シック声楽の枠に収まることのないもっと普遍的
な「歌」の本質を掴んでいることがわかる。何で
も歌えるはずだ。この人は日本の宝だと確信する。
ここに挙げた「ゆめのよる」ではサティの「ダフィ
ネオ」が極めつけだ。ぜひ、お聴き下さい。

ホ一ル
トラニ，ホ

1

^波多野睦美
：&高橋悠治『ゆめのよる』（加。9)

：リづ65』（�9)

鲁セルジオ，メンデス8卩35丨卩66の女性二人の歌手
でリードをとっていた方が、ラニ.ホールという
アメリカ人の歌手である。8卩351丨‘66のサウンドの

特徴と魅力はまさにこの人の歌にあったと言って
過言ではない。69〜71年の8卩351丨‘66の作品では
ラニ.ホールが大きくフイ一チヤ一され、ソロで
歌う曲も増えていった。71年の『5训”655』を最
後に退団しソロ活動に入るが、やはり彼女の歌は
8「35丨丨‘66時代のものにつきる。

