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2010年代のミナスの音楽
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の活躍が目覚ましかった。何と言っても

？0110咖㊀)』、『06咖3⑶⑶』【③】 (イレ一ニ.ベル夕シニ）の『II”6！！6 ？比伯，
いずれも傑作)。また、10*1810厅31忖3と一 11*6116 803 ^。じ)』【⑤】という作品は
緒に現代のミナス新世代を築いたといえ
傑出している。また、彼女たちは結集し
て『2138 过6 “11138〈2014〉』、『。。16廿マ0
る重要な詩人、1^3レ6汴1(3 (マケリー.
カー）(じ刚(；出身ではない）には『如310 八.队八.。(^七』【⑥】という素晴らしい

八^11(11*68 (アレシヤンドリ，ア

乂01；0『⑶⑷』という優れた作品がある。

ンドレス）の『1^303X6113？161018〈2012〉』

上記、111^10関連の新人たちの多くに

作品を出している。これらの歌手と異な
る系列を挙げると、まず、し12德咖〈リ一

【①】の音楽性の高さは衝撃的であった。
今後、八16X311(^6八11011^8が最も豊かな音
楽的源泉となっていくと予感させる。この
作品に前後する只3饴が1^306(10 (ハファ
エル.マセド）の『011386 5111311611010

とっては80年代から活躍する1)^11(ウ

ス.ヴァレンチ）。これまで聴いたことの

ァクチ）という演奏グルーブが大きな存

ないような柔らかな唱法で自作曲を歌っ
て見事である（『？1ロ3八III肛6丨3に。“)』

1^131:111*3(13 01^11681『3〔ミス
トウラーダ’オルケストラ）

への影響力は健在と思われ、昨年暮れに
は『？13116扭110卿5〉』【④】という素

01^11651X3

晴らしい作品を発表した。この作品では
八16X311(11*6 ^11(11*68 の父、八11；11厂八11(11*68
(アルトウール.アンドレス）の作曲作品
が大半を占めており、いかに八16X311か6
が父の作品の深い影響下にあるか、がよ

は驚くべき作品だ。”3け3113 81*301(マリ

くわかるのである。
10年代にはミナスならではの女性歌手
が多く登場した。じ？1\40関連グルーブと
縁の深いところでは0合311*3110030 (デ一
ア.トランコ一ゾ）『丁11111丁11111丁11111

アナ）作曲の作品集『乂3113113 81‘3111；
1111；61“ロ1“61；3 061*31け0
6 ？6171311(10

2010年代のミナス音楽は名門ミナス，
ジヱライス州立連邦大学（以下、1；？^0

と表記）の音楽部（化⑶ヒ加“如比3)
在籍者、出身者が多くを占める新世代

⑶⑴』、只3【361

^31*11111(ノヽ

『1\401；ル0

ファエル.マルチニ）

了03113 011611“02 (ジヨアナ.ケイロス）
『じ1113 1\4311611‘3 06 01261’(加じ）』、
？6111)6 ^086 (フヱリピ.ジョゼ一）『0此1113厂
1\103103

などはいずれもアカデ

ミックな高度な技術に裏付けられた優れ
た作品であった。八111011�0 1，0111‘611‘0 (ア
ントニ才.ロウレイロ）は『八11101110

1,0111-611-0 (20^0)I【②】、『36 ^。じ)』

在感を持っている。じ3跗には11？1\犯
の教授が複数参加していることもある
が、現在も高い音楽性と新世代グルーブ

という作品により関連の新世代グ

(。(^ア)』、し60ロ01仙!3 (レオポルデーナ）

ルーブ中、最も大きな成功を収めた。そ

『乙60ロ01出113 ^。川）』、了11113113 ？61^セ30

して、彼らの先輩格であり立役者でもあっ
た尺！セ！；の厅81^3 (クリストフ.シウヴァ）
を挙げなければいけない〈『2111ロ6 110

(ジュリアーナ.ペルヂガオン）『人1わ11111

1)68001111601(10⑶⑴』などいずれも素
晴らしいが、とりわけ、11*6116 861“1：30111111
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【⑦】〉。013110丨3 1^38561’(グラウシア’ナ
セール）は、伸びやかかつ繊細な歌が素
晴らしく 83011117 ？1^161*03 (サミー’フイ
ゲロア）と組んだ『丁3118111311⑶⑷』【⑧】
アーナ丨ブランチ）にはミルトン.ナシ
メントとのコンビで有名な父、
81“3111；(フェルナンド.ブランチ）の詩
と061*31(10 “\^30113 (ジェラルド-ヴイ

81-3111：⑶⑶』【⑨】という作品がある。
丹精、緻密で美しい。最後に現代ブラジ
ル最高の歌手、モニカ.サウマーゾに拮
抗しうる実力を持つ唯一の歌手といって

よい？31113 5301：01“0 (パウラ.サン！

ロ）

が現代ミナスには存在することを挙げな
くてはならないだろう（『“肛^01\4611
“110(10⑶⑵』圆、

第1回アルゼンチンプラジ丨I編
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^7^X00-10055 2012年

(丨门己6ロ的咖时6 3か）2014年

クリストフ、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
（演瀬）
一作品集。

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。
（演瀬）

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、ペドロ.
サンターナ、アドリアーノ，ゴイアターで作つ
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ソロ第1作。ウアクチ的アコースティック音
饗合成に加え、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
もない傑作。
（濱瀬）

アレシヤンドリのソロ第2作。ブラジル音楽

クリストフのソロ第1作。第二新世代の演奏家、

の近年の最高の成果である。ミルトン，ナシメ

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、

…此ヒ。001^6巾ロ0「自1160日か）2012年

III！[！I卿議

(い咖ロ60づ60伯ミか）2008年

0|1づ6ロ60づ6016 さか）2010 年

レオノラ.ヴェルスマン（歌）、八ファエル’
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
ニオ，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
ている。

悪芝5丈”只雄’ 3

（演瀬）
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(丨门づ印6如的伯^か）2013年

ており、言わばひとり立ちした秀作と言えるだ
ろう。
（演瀬）

[補托冊1*011下0

031“0||171？1*00111^663 らか）2007 年

(り只丁!^00-1008〉2012年

ン卜のクルピ，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
（演瀬）

れる大傑作。

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
（演瀬)
ている。

国ミナス新世代デイスクガイド

⑤

ナー，オゼッチの参加も華やかな魅力を放つ傑
作。
（演瀬)
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(日ョ叩�9「001リ？665从00 011” 2011年
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.マセ一ドなど第二新

世代の作曲家、演奏家（大半はミナスジェラ
イス連邦大学出身者）が結集したオーケス卜
ラ。先鋭的かつ芳醇な音楽が見事に実現され
ている。
（濱瀬）

肛間叩冊柏0
議0

03^1^1？[-0^0^065 5八0 2009 年
ダニエル.パン卜ージャ（フルート）、フェ
リピ，ジョゼ一（チェロ）、フレデリコ-エ
リオドロ（ペース）、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
作品。
（濱瀬）
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当時18歳の処女作である。彼はウアクチのア
ル卜ウールを父とし、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）

0门づ6ロ600)6016 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，ペレし、パウラ，サン!^一
ロ、レ才ポルヂーナ、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。
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011016^6110161116 5ゾ1“0 2009 年

ミナス第二新世代を代表する作曲家のひとり。
鋭角的な作風だがギンガの音楽を思わせる薫
り高さが伴っており、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
非常に期待できる逸材である。

（濱瀬）

0门づ6ロ6110161116 5か〕201 3年
ミナスジェライス連邦大学出身、ウアクチの
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
的かつブラジルの情緒を深く湛えた非常に高
（濱瀬）
度な器楽作品。

0门己6ロ6001601：6 5か〕2011年
マルコ畠アントニオ，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
フ。第二新世代の多くを輩出しているコンテス
ト〈巳01^1(3インストウルメンタル年)〉
で優勝し、メンバーのアレシヤンドリは作曲と
編曲で表彰された。
（濱瀬）

& 50115 リ厶ド。。？）1996 年

70年代末から活躍する創作打楽器の著名なグ
ループ。フェリピ.ジョゼ一、アレシヤンドリ
はメンバーの直接の弟子であったり第二新世代
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
が多く収録されている。
（濱瀬)

文
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0叩3け巾3�001^-0193〉2013 年

リ3「づ丨巾？「001リ5扭5

56年生まれ、95年ソロデビューという遅咲

^6100087110

2010年

議[曙
仙70印60

麗8108

(！��ロ6�づ61116 5か》2007年

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
（花田）
つの到達点を示した。

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ハファエル“マルチニ
（花田）
らが務めた。

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
15”ノロは、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 (：丨由咖』

クリストフとパブロと共に、（！)に参加したヘシ
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
を代表する詩人。
（花田)
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�只丁 0002-1099/1100 2004 年
フェルナンド’ペソアの詩に2人が曲をつけ
た2枚組の大作。〜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「53印匕3」は軽快なテンポで、
「03叩665」では空間を活かしたアレンジで聴
かせる。
（花田）

^
63&0,^0

011^7(70 006^008/11
006^00^1

^3 050195 2012 年
マリアナ’ヌネス、フラヴィ才，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）

I印？010隱

〔36文60�咖03 ⑶1-14182〉2010 年
2005年に同じく第一新世代のドゥドゥ-ニ

カーシオとアルパムを発表した女性歌手。同
世代実力^10.1の彼女が、今度は第二新世代
の面々をパックに録音した151：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
（花田）
分に示す好作。

？觀84隱0
怕邶00肌II冊!間0

拍 8六0016〉2012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
ントニオ，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
（花田）
広く知られる。

ということもできよう。

（花田）

8昍酐1怕

(��己印60づ61116 3/0〕20�3年
第一新世代の黒人シンガーソングライタ一、本
作で4作目を数える。声の力に魅力があり、
彼の声の力は、声域は違うがミルトンの声の力
を彷彿させるほど。ぼ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
（花田）
感じさえ。

7170111
油II

(�！！亡印6^6!!!6 5か〉2007 年
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)

0册姐閱町&叩抑汗
福1111關

0001613611づ601 八^)八(^。已）2008 年

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
え取り上げられる。
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(！��ロ60づ6016さか）2013年

（花田）

061-113 ^03；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)

⑳

は如10 II[圖1(1昍四”補仙I仙補肋!!仙0I 财61狀811的170
桃6隱肝帕70
1\财仙仙7011108011108 61116^0
(…八50~0只八3か〉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
（花田）
る。

(リ0|76「50 ？厂。亡リ印65が0) 2001年
歌手で舞台女優のへジーナ。「第一新世代」の
曲が取り上げられた極初期の作品として取り
上げた。セルジオ，ペレレ、フラヴイオ，エン
ヒキ、マケリー，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
（花田）
督はフラヴイオ。
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08年に本作、09年にもう1作を録音し、子

彼女と@のし才ポルヂーナ、@の\70でソロ作
の発表が待たれるレオノラを、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、時にフォルクローレのような

育てのためか積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日的な視
点から選曲される本作だがクリストフの曲が4
曲取り上げられている。
（花田）

表情も。

（花田)

