特集：サンパウロ前衛派

歌 手 ナ ー・ オ ゼ ッ チ と
作曲家 ゼー・ミゲル・ヴィズニキの
共
演
が
MPB を 更 に 深 化 さ せ る
文●ヂエゴ・ムニス

texto por DIEGO MUNIZ

ゼー・ミゲル・ヴィズニキ
（Zé Miguel Wisnik）
1948 年 10 月 27 日。サンパ
ウロ出身。作詞家作曲家 /
歌手 / ピアニスト / 大学教
授。ピアノの神童で音楽活
動を行うと並行し、サンパ
ウロ大学で文学を学ぶ。20
才のときに、自作曲が歌謡
音楽祭で取り上げられる
も、アカデミックな活動が
中心となり、初めてのソロ・
アルバムの発表は 44 才の
時であった。これまでに 4
作のソロ作を発表した。サ
ンパウロ大学の大学生も
多数参加していたヴァング
アルダ・パウリスタ（サン
パウロ前衛派）のムーヴメ
ント興盛の時代には、既に
30 才を越えており、同ムー
ヴメントには参加していな
いが、同ムーヴメントが象
徴する前衛的かつ知性的な
音楽観を共有している。ブ
ラジル最大手メディアのグ
ローボ紙のコラムニストで
あり、著作も多い。現代ブ
ラジルを代表する知性の一
人である。
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ナー・オゼッチ
（Ná Ozzetti）
1958 年 12 月 12 日。サンパ
ウロ出身。歌手 / 作曲家。
ヴァングアルダ・パウリス
タ（サンパウロ前衛派）の
中心的存在だったグルー
ポ・フーモにヴォーカルの
1 人として参加。最年少の
メンバーであった。30 才
の時に、ソロ歌手としてデ
ビューアルバムをリリース。
同作には、まだデビューア
ルバムを出す前のヴィズニ
キの曲が 4 曲録音されてい
た。ナーとヴィズニキの曲
との出会いは、ヴィズニキ
の結婚式に歌手として参加
し、彼の曲を歌ったことで
あった。デビュー以降、趣
向の違う作品をコンスタン
トにリリースし続け、それ
ぞれの作品が高い評価を
得てきた。一流音楽家の作
品での客演も多い。サンパ
ウロを代表する女性歌手の
1 人である。
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時代ごとに、ブラジル音楽は作曲家と
その解釈者との共作というものを示してい
る。まさに、エリス・レジーナとトム・ジョ
ビンが『エリス＆トム』をレコーディング
するためスタジオ入りしたとき、あるいは
マリア・ベターニアとシコ・ブアルキが、
『ラ
イヴ シコ・ブアルキ＆マリア・ベターニア』
の基になるショーを行なったときは 年代
であった。
さらにもう一つのアルバムがその古典の
領域に加わっただろう。歌手ナー・オゼッ
チと作曲 家ゼ・ミゲル・ヴィズニキはＣ
Ｄ『ナー＆ゼー』をリリースしたのである。
１９７８年から２０１４年の間に作られ
た、ヴィズニキの 作品を収め、そのＣＤ
は音楽家たちのあいだの 年におよぶパー
トナーシップを祝うものとなっている。
ナーとヴィズニキ作品の出会いはヴィズ
ニキの結婚式のときに起こった。造形芸術
家のラウラ・ヴィンシとの結婚式で、ヴィ
ズニキはナーを結婚式で彼のいくつかの音
楽をやるように誘ったのだ。最初のソロＣ
Ｄで、
ナーはヴィズニキの 曲を歌っている。
本誌への独占インタビューで、ブラジル
のアーティストである彼らはその再会、最
初のデュエットＣ Ｄとソロでのキャリアの
創作について語った。必見です。
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●ＣＤ『ナー＆ゼー』
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ヴとの間では、
アレンジと同じように、
レパー
トリーがいくらかの変更を受けているわ。
──アルバムは 曲で、未発表のものと
１９７８年から２０１４年にかけて作られ
たものがありますね。レパートリーの選別
はどのようなものだったのでしょう？
ゼー・ミゲル・ヴィズニキ（以下、ゼー）
最初の目的は単純にＣ Ｄになるレパー
トリーを集めることだった。その後、僕ら
はそのレパートリーが二人の出会いと軌跡
を語っていることに気づいたんだ。いくつ
かの時代を集めたということだね。僕ら
が主に選んだのはレコーディングされた
ことのなかった僕らが共同で個人的に保
管してきた音楽なんだ。つまりは、僕ら
にとって非常に大事なもので、今になっ
てレコー デ ィン グ し たい と 思 う よ う に
なったんだ。集めてみたとき、いくつかの
重要なパッセージがお互いに関係、
「雰囲
気」を創りながら、歌同士が会話し始め
たんだ。曲のうち 曲で僕のパートナー
になっているパウロ・ネーヴェスは、
「思
い出と賞賛」のＣＤ、
しかし「今」や「世界」
の一つの感性を伴っているものだと言って
いるよ。はっきりしない形でなら、こう
も言えるね、時代についてのＣＤ。しか
し近くの時代ではなくて、現在にまで運
ばれてきている最も長い時代とね。
──その作品は 年間の音楽家としての
友情を示しているわけですが、多くの時
間が経った後のスタジオでの再会はどう
でしたか？
ナー 作品と私たちの音楽家としての関
係の本質全ては私たちが知り合ったときと
同じままよ。だけど、今、この年月と共に、
私たちはたくさんの企画のなかで一緒に得
てきた経験をもっているわ。私たちは、明
らかに、さらに成熟し、さらに確信をもつ
ようになっているの。
ゼー 雰囲気はとても力が抜けていて、同
14
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── 人の共作関係の結晶であるＣ Ｄの
アイデアはどのようにして生まれたので
すか？
ナー・オゼッチ（以下、ナー） 最初、私
たちはショーを行なったの。まだ録音する
気じゃなかったわ。バンドを引き連れた形
での再会は素晴らしかった。音を残すよう
に私たちに促したのは、彼らバンドとＣＤ
のプロデューサーを務めることになったマ
ルシオ・アランチスだったの。ＣＤとライ
2

時に、非常に集中できていた。僕もナー
もレコーディングは大好きで、そのスタジ
オで起こることが、時代において、僕たち
の、さらに多くの人々の人生において、ま
さに録音されるんだということをわかって
いるんだ。だから、
僕らは全身全霊を捧げ、
レコーディングの期間中は残りの全てのこ
とは忘れてしまうんだ。
── Ｍ Ｐ ＢのＣ Ｄのなかには『エリス＆
トム』や『マリア・ベターニア＆シコ・ブ
アルキ』のような、優れた出会いのＣ Ｄ
というものが存在していますよね。
『ナー
＆ゼー』という作品をレコーディングして
いるとき、そうしたことも念頭に置かれて
いるのですか？
ナー 今挙げたそれらのＣ Ｄは私にとっ
てとても重要なものだわ。本当に素晴ら
しいＣ Ｄで、ブラジル音楽の古典ね。私
たちの出会いはというと考えた上での行為
というわけじゃなかったの。実際には予期
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せぬ再会だった。それがついにはＣＤに録
音されるに至ったショーを生み出したのよ
ね。私たちには個人的な軌跡があって、こ
の瞬間に一緒になって一つのＣ Ｄを作った
というのは素晴らしいことだったわ。
ゼー 僕らはそういったアーティストたち
は大好きだし、彼らは僕らにとって人生の
参考になるよ。でも僕らが自らＣ Ｄを作
りに行ったとき、正直いうと、そういった
偉大なデュエットとの関係を考えてはいな
かったよ。ただＣ Ｄを作り上げるために
頑張らなきゃいけない段階のことだけを考
えていたんだ。
──お二人は、ブラジル音楽にとってその
出会いの重要性について自覚されていま
すか？
ゼー 僕はリリースされ、自らの道を進む
べき一つのＣＤとして考えているだけだよ。
ナー 重要 性についていえば、ただ時が
語ってくれるでしょうね。ただ、私がゼー
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について言うとすれば、彼は全ての時代に
おいて偉大なブラジルの作曲家の一人だと
いうことかしら。彼の作品はギンガ、
エドゥ・
ロボ、シコ・ブアルキ、カエターノ・ヴェロー
ゾ、ジャヴァン、ミルトン・ナシメント、ト
ム・ジョビンのようなクリエイターたちに連
なるものだわ。私にとって彼とこのＣＤをレ
コーディングするということは、彼の素晴
らしい歌に声を与えるということなのよ。
──「 裸 眼（ A Olhos Nus
）
」
、
「 オ ルフェ
（ Orfeu
）
」のような音楽（ナー・オゼッチ
の最初のソロアルバムに収められた音楽）
を見直すというのはどうでしたか？
ナー 歌というのは決して老いたりするも
のじゃないわ。私にとって新しいものを演
奏するという感じだったわ。全ての歌を通
して見ても、これらの曲は新しいもののよ
うに響いていたわ。アレンジも変更を受け
ているわ。

ゼー すでに長い時間にわたってそうした
曲を知っていて、それらの円熟に加わるこ
とのできた音楽家たちと一緒にそうした曲
を再び演奏するというのは本当に喜ばし
いことだったね。
「裸眼」が新しいＣＤにあ
るのは、それが僕らの音楽家としてのパー
トナーシップにとって一種のシンボルになっ
ていたからなんだ。
「オルフェ」については、
そのほかの理由のなかでも、もっときちん
としたレコーディングが望まれていたと、
僕自身考えているというのが理由だね。
── Ｃ Ｄのタイトルはどのようにして生
まれたのでしょうか？
ゼー 最初に僕らは、単純に「裸眼」と
呼ぶことを考えたんだ。でも、その後に、
僕らはもっと直接的で、もっと総括的な名
前を選んだんだけど、理由はたった二つの
音節、実に口語的かつ近しい形での僕たち
の名前において全てが語られるからだね。

── Ｃ Ｄの響きは実に現代的ですね。あ
なたはこのＣ Ｄでどのように歌ったので
しょうか？
ナー 私の歌声を導くのは歌なの。歌が
私にその固有の道というものを示して、声
が馴染んでいくの。そうして自然と出来
上がっていく演奏というものが構成されて
いくのよ。同じ重さ、響きと一緒にね。私
たちが一つの身体を形作るように、私は声
を楽器に近づけるの。
──アルバムはヴィズニキの最も優れたな
る特徴の一つ、詩を歌に変えるというもの
をもたらしていますね。Ｃ Ｄにはオズワ
ルド・ヂ・アンドラーヂ、フェルナンド・
ペソーア、カカーゾ、それにレミンスキが
ありますね。いつ詩は音楽に変わるので
しょうか？
ゼー 書かれた詩をポピュラー音楽に変
えるということがいつも意味を成すわけで
はないね。でも、
オズワルド・ヂ・アンドラー
ヂの場合、例えば、詩は独特な形で舞台
音楽に結びついた示唆に富む演劇作品の一
部となっていて、舞台音楽になることを望
んでいるわけだ。フェルナンド・ペソーア
は彼の詩のなかで歌にむけた多くの暗示を
行なっているね。そして、
カカーゾとパウロ・
レミンスキは共に本と歌のあいだに流通し
ているブラジルの詩人だ。総じて、僕は出
てきたいと望んでいる潜在的なメロディが
フレーズやリズムのなかにあるかどうか聞
き取ろうと試みるんだよ。
──そうした詩を歌うというのはどうで
したか？
ナー ゼー・ミゲルは詩を演奏するという
非凡な能力をもっているの。あたかも常に
そうしたものがあるかのように、詩のなか
にある音楽を捉えることができ、その音楽
からまさに詩を作ることのできる彼の手法
には感動したわ。そうして、私は、ヴィズ
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ニキとの協力で、自分がオズワルド・ヂ・
アンドラーヂ、フェルナンド・ペソーア、
カカーゾ、レミンスキの歌を歌っていたん
だと感じているわ。
── Ｃ Ｄは初めにデジタル版という形で
リリースされ、その後でハード版という形
になりましたね。それは 年前には想像
もされていませんでした。 年のなかで音
楽を作るということについて何が最も変
わったのでしょうか？
ゼー 興味深いことに、ナーの最初のディ
スクはレコードで出たんだ。僕の最 初の
ディスクはＣＤとして出たけど、それがま
だ新しいものだった時代に出たんだ。今日、
僕の周りではレコードへ回帰する熱につい
ての話しか耳にしないね。僕はそのディス
クのフォーマットの行き来がおもしろいと
思うけど、その時代のテクノロジーの最
大の変化は、全世界の日常における大き
な衝撃も伴っていたが、もちろんインター
ネットだったわけで、ネットにおいて音楽
の記録が利用できるようになり、ディスク
産業が解体し、音楽の流通の新しい形式
が創造されたということだよね。
──作曲家として、スタジオで、ナーのパ
フォーマンスへの口出しはどうだったので
しょう？
ゼー 僕らは曲について大いに話し合っ
て、何度も繰り返したよ。ナーは創造的
な 対 話に心を 十 分に開いてくれるんだ。
彼女は、いろいろなことのなかでも、ルイ
ス・タチという作曲家でかつ歌の思想家と
共に、グルーポ・フーモという学校を出て
いるからね。そのグループは実に独創的な
形で抑揚の機微へと戻っていったんだ。僕
の曲のなかには、メロディーの進行、言葉、
フレーズ、音の調子なんかに、たくさんの
小さな意図があるんで、演奏するときにそ
うしたものの形が変わってしまう危険がい
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イムが」とね。
──あなたはヴィズニキの作品をどう規
定しますか？
ナー ゼー・ミゲルは幅の広い作曲家ね。
当然のように様々なジャンルで作曲するん
だものね。いつでもすごい個性が備わって
いるわ。彼の曲は特有の進行をもっていて、
すでに私たちが参考にする他の曲とは似
ていないの。いつも未知の場所からやって
くるのよ。完璧主義者でもあるわね。作
品の意図のなかにないどんな些細なことで
もそのままにはしておかないわ。ゼーは私
たちを瞑想状態、超越的な状態に導く力
をもっているわ。そして、曲は非常に美し
いものになるの。
──あなたはどのようにナーの歌を規定
しますか？
ゼー その答えはほとんどそらんじること
ができるくらいよくわかっているよ。僕は
お経のようにこう繰り返しているからね。
ナーの声は非常に澄んでいて、最も難しい
メロディも明瞭さによって保ってみせる。
同時に言葉は非常にはっきりとし、リズム
のなかに確かな表現性がある、とね。僕は
その固体ではない声の結晶、流れる水の結
晶に恩恵を受けているんだ。

①クチナシと紫陽花（Gardênias E Hortênsias）
〜もっと昇って（Subir Mais）
②そう、分かっている（Sim, Sei Bem）
③陽気なセミ（Alegre Cigarra）
④幻影（Miragem）
⑤響きと怒り（Som E Fúria）
⑥ゼロの瞬間（Momento Zero）
⑦口紅の跡（Sinal De Batom）
⑧深夜のマンギ（Noturno Do Mangue）
⑨裸眼（A Olhos Nus）
⑩オルフェ（Orfeu）
⑪夜（A Noite）
⑫俳諧の跡（Sinais De Haikais）
⑬すべての二倍（Tudo Vezes Dois）
⑭讃歌（Louvar）
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ゼー・ミゲル・ヴィズニキ & ナー・オゼッチ
『ナー＆ゼー』
●大洋レコード
( 問い合わせ : ☎ 03-3235-8825)
TAIYO-0026 ¥2,500 ＋税 5 月 30 日発売

つでも存在しているんだ。ナはそうしたも
の全てに繊細な注意を払い、難なく、デモ
ンストレーションもなしに、自然な正確さ
を得てしまうんだよ。
──同じスタジオで作曲家と一緒に音楽を
やるというのはどうでしたか？
ナー とってもよかったわよ。私たちとバ
ンド、全員が見事に一体化したわ。皆一緒
にレコーディングをした、素晴らしい集中
力でね。
──あなたの音楽をレコーディングする
ナーを今現在聞くというのはどういうこ
となのでしょう？
ゼー
年というのは理性を得る年齢、円
熟の時だと言われているよね。そして、
年前にナーは僕の音楽を最初に歌い、その
ことが私たちを後に、一緒にショーを開き、
レコーディングするということにつながった
んだ。正確にどの点でと言うのは難しいけ
ど、その時代の経験は私たちの身体の一部
になっているんだ。
「すべての二倍（ Tudo
）
」という曲でそういったことに
Vezes Dois
触れているよ。
「どれほどの太陽と雨を／
時は経たのだろうか／今の君／今の僕のた
めに／どれほどのデュエットが／ゴールのた
めのシュートが／どれほどの嘆きとショータ
30

●パートナーシップ
──あなたは彼の結婚式で歌ったときに
彼の作品を発見したのですか？ その経緯
はどのようなものだったのでしょうか？
ナー 私も加わっていたグルーポ・フーモ
を通じて私たちは知り合ったんだけど、ま
だそのときは友達だったわ。それで、ゼー
が、ヴァニア・バストスと一緒に、私を結
婚式で歌うように誘ってきたの。私が結婚
式の曲を調べに行ったとき、彼は私に他の
未発表の曲を見せてくれたの。すごく感
動したわ。すごいクオリティで、まさに作
品の非常に独創的な特徴があったわ。それ
以来、すぐに私はいくつかの曲を私のソロ
でのショーで演奏するようになって、私た
ちはスザーナ・サレスと共に、共同で他の
企画もやって、最終的に私は最初のソロア
ルバム（１９８８）で彼の 曲をレコーディ
ングすることになったの。
──あなたはナーを自分の音楽の最高の
理解者だと思いますか？
ゼー 私は素晴らしい理解者と仕事する
幸運を得たし、仕事が深まっていくと非常
に特別な関係がつくられ、それがそれぞれ
の人とそれぞれのアーティストの唯一無二の
魔法につながっていくんだ。そうした関係
のレベルにおいては、ヒエラルキーを確定す
ることなんてできないし、必要もない。僕
が感じるのは彼女が共に活動する作曲家や
グループと有しているパートナーシップに
おいてナーもやはりそういう感じなのだと
いうことだね。でも僕らが個人的なキャリ
アを歩み始めて以来つながりをもっている
ということ、僕ら自身よりも前に存在して
いるようなもの、僕らの決断、僕らの意思
というような必然的に音楽的な類似性を
僕らがもっているということは本当さ。
──作曲家と演奏者というのも作曲家と
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作詞家のような音楽的パートナーシップ
と考えることができるのでしょうか？
ゼー そういうことは考えたことがなかっ
たな、でもその比較は面白いと思うよ。作
曲家と演奏者はお互いに影響を与え合い、
それぞれが特別な寄与を受け取り、もう一
方に与える。そして、一人で作ったり、他
のパートナーと作ったときとは違った第三
のものが創り出されるわけだよね。
──何らかの形であなたは自分がヴィズ
ニキの作品のパートナーになっていると感
じていますか？
ナー いいえ、全くそんなことはないわ。
──１９８８年にナーの最初のＣ Ｄでレ
コーディングしたあなたの作曲した 曲
の重要性とは何でしょう？
ゼー 僕にとってそれはありがたいことであ
り道を大きく切り開くことだったよ。簡単
な歌じゃなくて、歌えばいいだけでなく、そ
れらの曲にふさわしい音の環境を探すこと
にもなったからね。「バランスをとって
（ Libra
）
」
は愛の擁護を表明するものだった。
「裸眼」
は分類できないジャンルの歌で、決まった調
子がない、僕の父の思い出についての歌だ。
「オルフェ」は謎めいたバラードで「ブラジ
ルのソクラテス（ Sócrates Brasileiro
）
」は一
人のサッカー選手を讃えるサンバだ。彼女の
方からすれば、デビューアルバムにそうした
曲を使うのは大変な勇気だったでしょう。
そうしてほとんどデビューしたばかりの人の
私の歌が、彼女のアルバムのなかで、ドメニ
コ・モドゥーニョの「神は君の愛を食う（ Dio
）
」やホベルト・カルロスの「君
Come Ti Amo
の馬鹿さ加減（ Sua Estupidez
）
」のように
クラシックを素晴らしく感動的に再解釈す
る伴侶を得たわけさ。
──あなたたちのあいだの一番の類似点と
は何でしょう？
ナー 繊細なところじゃないかしら、
たぶん。
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