か らこだまして くる声が、向 こ うで歌 われてるファ ドの
声 と重 なった ときに、なるほ ど、 と感 じま した。で もや
っぱ リファ ドは リスボ ンの 町で生 まれて育 った人 に しか
歌 えないん じゃないか、 これはたいへ んだ、 と思 ってい
る矢先 に、 ファ ドを東洋人が歌 ってる、珍 しい とい うこ
とで、テ レビに出たんですね。で、そんなことが あ った
あ と、 アマ リアさんが久 しぶ りに カザ ・ド・ファ ド (註 :
ファ ドを演奏 す る店)で 歌 ったんです。私 は入 回の とこ
ろで小 さ くな りなが らライヴを聴 い て い たんですが、そ
の ときに、 「テ レビでこの前見たんだけ ど、 日本の女性が
ファ ドを歌 っていて ……Jと おっ しゃって。 私が来て い
るのが なぜ わか ったんだ ろ う、 と思 うんで すが (笑)、
「じゃ、い らっしゃい」 って呼 び寄せて くださって、初め
てお会 い して、抱 き合 って (笑)。そのあ とでアマ リアさ
んのお うちに呼ばれたときは、私 のCDを 持 っていったん
です。アマ リアさんの (コ ン・
ボス (どんな声 で)〉 と
ケ・
い う歌 を日本語で歌 ってるの を聴 い て、一緒 に歌 って く
ださって。夢のような時間を過 ごさせていただ きました。
濱田 夢 の よ うですね、それは。 アマ リアさんが70年 代
に 日本 へ 来 られた とき、私 も親 しくお話 しさせ ていただ
い たことが あるんですけ ど、 とて も気 さ くな方でね。 い
い方ですね。 じゃ、 ファ ドの道 に入 られたのはやっぱ り
アマ リアさんの レコー ドが きっかけで ?
月田 そ うなんです。あの方 の声 はす ごいです よね。 〈
暗
い は じけ〉 の 出て くる 過去 を持 つ愛情 "も フランス映
画ですけ ど、 アズナブールが アマ リアさんのために 〈
愛
に死 す)と い うの を作 って…… シャンソンであって も、

もポル トガルの一― リスボ ンの石畳 とか朽ちた石壁 とか、
ペ ンペ ン草が咲 いてるような レンガの屋根 とか、そ うい
うものがなかったら、そこに住 んで素朴に身を寄せあっ

やっぱ リアマ リアさんの声 はすば らしい し。 (サマー タイ
ム)な んか歌 って らして も、 ゾクゾクす る、ってい うぐ

てる人たちが い なかった ら、たぶん生 まれてなかったん
じゃないか と思 うんですね。

らいす ばらしい声 で。
濱田 そう、すべ てがアマ リアの歌になってね。
月田 アマ リアさんがポル トガルに生 まれてファドを歌 う

濱田 そ うですね、背景がなければ、 ファ ドもフォルクロ
ー レ も生 まれてなかったで しょうね。 で もお もしろいの
は、アマ リアにして もユパ ンキにしても、 伝統その もの"

ことで、そ してアマ リア さんが海外 に出てい くことで 、

じゃない んです よね。その上 に作 り上げ られた、本 当に
個人的な大芸術 なんです。で もそ うな って も: ち っ とも
本質 を裏切 って ない ところが す ごいです よね。 エ ッセ ン
ス とい うものは しっか り持 って、 しか もそれ を磨 き上げ

フアドはず っと世界的になっていって。
漬田 それはもう間違 い ないですね。アマ リアが いなかっ
た ら、 ファ ドが こん なに世界的に聴かれ るとい うことは
なかったのか もしれない な。

た とい うか、新 しく造型 した とい うのがす ば らしいです

月田 そうですね、私 もファドを歌 うことはなかったと思
い ます じ。

ね。

濱田 考えてみると、ユ ーラシア大陸の最果ての リスボ ン
にファ ドみた い な歌がある、 とい うのは、本当に奇跡の
よ うな ことですね。歌 い方や楽器 の使 い方 のひ とつ の典
型が、純粋 な結晶の よ うにで きあが って ますで しょう ?
世界中の民衆的な歌 を見渡 して もまれに見 る存在 じゃな
いか と思 うんです よね、ファドとい うのは。
月田 私 はフォルクローレも好 きなんですけれ ど、アルゼ
ンチ ンのパ ンパ ( 大草原) や そ こに吹 く風 とか土の匂 い
がない とユバ ンキの歌が生 まれなかった ように、 ファ ド

月田 私 もそう思 い ます。ただ、いわゆる トラデイショナ
ル なファ ドを頑 なに歌 って らっ しゃる方 もい ます。それ
濱田 ええ、それはそれで必要な ことですね。
月田 ファ ドが持 っている 変わ らない" と い うエ ネルギ
ー も、 またすごい な、 と思います。
ファドの場合 は特 に感 じるな、それを。 リスボンの
下町に根 を下 ろ した強 さとい うか、純粋 さとい うか ……
で もそ うい うもの を月田 さんは、本当によ く知 って らっ

濱田

しゃるか ら。 月 田 さんの新 しい デ ィス クに入 っていた
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