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★ ポーランドが誇る No.1女性ジャズ・ヴォーカリスト ★

　首都ワルシャワの “文化大使 ”にも任命された JAZZ が熱い国 = ポーランドが誇る No.1 ジャズ・シンガー、 アガ・ザリヤン。

この夏にポーランドの最高音楽賞 “ フリデリク ”受賞作でもある待望の日本デビュー ・アルバム 『ルッキング ・ウォーキング ・

ビーイング』 がリリースされ、 9/3 「コットンクラブ」、 9/4 「CLUB TOKYO JAZZ 2011」 出演で初来日を果たす直前に実現し

たインタビュー。 国際的に新世代のジャズ ・ヴォーカリストとして認められているこの華麗なるジャズ ・シンガーに要注目です。
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それを私が望むサウンドに仕上げる時間も必要。 1~2日で素早
く書き上げる時もあるけど、 通常はある程度長いプロセスが必要
ね。全てのことばは私の実生活や他人の生活に関わっているの。
頭にメロディが浮かんだらそれを直ぐに録音して後から詩を考え
る時もあるけど、 ほとんどの場合は詩が先ね。

★　「星もひとりぼっち」 はポーランド人のベーシスト （Zbigniew 
Wegehaupt） の曲だそうですが、 お気に入りのベーシストは？

　私は今、 私のカルテットの中で一番若くて、 望むように何で
も演奏できてしまう素晴らしい才能を持つミハウ ・ バランスキ
(Michal Baranski) と、 何年も前にアメリカに渡って向こうで成
功しているダレク ・ オレシュキエヴィチ (Darek Oleszkiewicz) と
いう 2人のポーランド人のベーシストと仕事をしているんだけど、
彼等との演奏はとても楽しいわ。 国際的なベーシストでは、レイ・
ブラウン、 ジョージ ・ ムラーツ、 バスター ・ ウィリアムス、 チャー
ルス ・ ミンガスがずっと好きで、 彼らは皆他人とは異なるサウン
ドを持っていて個性的よね。この頃はアヴィシャイ・コーエンのファ
ンなの。 彼の存在はとても興味深いわ。

★　作品の中で偉大な詩人の詩を採用するなど、 あなたは詩を
とても大切にしていることがわかりますが、 日本の詩人や日本
の詩に影響を受けたことは？

　アルバムに向けて詩を書いていた時、 いくつか最高級の素晴
らしい詩を加えたいと思ったの。 デニーズ ・ レヴァトフ (Denise 
Levertov) は偉大な詩人で、 あらゆる角度から世界を見るよう
な彼女の人生観にはとても親近感が湧くの。 それで彼女の詩を
採用しようと思ったのよ。 特に彼女のニューヨークについての詩
「フェブラリー ・ イヴニング ・ イン ・ ニューヨーク」 が大好きで、
生きていく中で人生の中のささやかな事柄の中にある幸せにつ
いて記された 「ルッキング・ウォーキング・ビーイング」 も好きよ。
私達は明日何が起こるか本当にはわからないから、 自由に生き
て、息が出来る日々を大切にすべきだと思うの。「ウォンティング・

★　日本デビュー作 『ルッキング ・ ウォーキング ・ ビーイング』
がリリースされて、 今の気持ちは？

　日本のリスナーはジャズをよく理解して、 ジャズの良さをわかっ
ていると聞いていたので、 その日本で私の作品がリリースされて
とても嬉しいわ。 私にとって 5枚目の作品になるけれど、 これま
で書き溜めてきた多くの詩を収めることができた最初の作品なの。

★　レコーディングで苦労した曲や一番好きな曲は？

　最もレコーディングで難しかった曲は 「ザ ・ スレッド」 ね。 7/4
拍子で他の収録曲とは異なるフィーリング、 異なる雰囲気を持っ
ている曲で、 私にとって実験的といえる曲だったわ。 一番好きな
曲についてはそれぞれが少しずつ私自身についての事だったり、
私の人生観に関してだったりするから選ぶのは難しいわ。

★　母国ポーランドのジャズ ・シーンについて

　ポーランドは 1989年以来自由な民主主義の国になって、 国
境も開かれて、 世界中を旅することも出来て、 音楽的なアイデ
アも交換できるようになったんだけれど、 それ以前はとても困難
な状況だったわ。 ジャズは自由の音楽だからこそ、 第二次世界
大戦後の共産主義の時代には禁止されていたのよ。 長い歴史
を経て、 人々はジャズで踊ったり、 アメリカのジャズ ・ シーンに
好奇心を持つようになったの。 ポートランドには才能あるジャズ ・
ミュージシャンがいて、 新世代のミュージシャンは自分達のルー
ツとなる音楽と他のスタイルを融合して、 更に即興の要素も加え
ている。 彼等はポーランドで生まれた音楽やスタイルにはある種
のスラブ的なフィーリングがあると言っているわ。

★　デビュー以来の音楽面のパートナー的存在＝ミハウ ・ トカイ
（Michal Tokaj） について

　ミハウと会ったのは私が音楽高校を終える頃。 私達は音楽的
にも、 感受性という面でも似た部分があるの。 彼はピアニストと
しても、 即席演奏家としても素晴らしくて、 とても才能のある作
曲家でもあるのよ。 歌い手を伴奏する際に何が大切か、 その術
を知っているの。 これまでデュオでたくさんのコンサートに出演し
たり、 私のトリオでも一緒に演奏しているけど、 私にとって彼は
MD ＝ミュージカル ・ ディレクターという存在で、 私の作品につ
いて議論したりアイデアを出し合っているわ。 日本でも間もなくリ
リースされることを願っている私の最新作で、 彼は驚くような素
敵なストリングスのアレンジを施しているのよ。 彼は常に耳を傾
けて、 私が翼を羽ばたかせるのに必要なスペースを残してくれる
の。 彼のピアノ ・ ソロも大好きよ。

★　作詞や作曲について

　私はいつも詩から書き始めるの。 ノートを持ち歩くか、 携帯電
話に短い詩を書いたり、 旅行中の空港や休暇中のビーチでメモ
したり、 家でふとアイデアが浮かんでくることもあるわ。 でも、 ひ
とつの曲として書き上げるためには集中することが必要で、 更に

The Walker's  18

Jazz Interview　 Vol.26

アガ・ザリヤン【Aga Zaryan】

写真提供 ： EMI ミュージック



The Walker's  19

ザ ・ ムーン」 は強い欲望についての魔法のような詩。 日本の詩
や詩人についてはよく知らないけど、 村上春樹の本はかなりたく
さん読んでいて、 今は吉本ばななの本を読んでいるわ。 多分今
回日本を訪れた後に何かに影響されるかもしれないわね。

★　日本デビュー作には日本盤ボーナス ・ トラックとして、 あな
たの 1st アルバム 『My Lullaby』 からの 3曲が収録されていま
すが、 当時と比べて思うことは？

　『My Lullaby』 は 10年前にレコーディングした作品。 これまで
6枚のアルバムをリリースしていて、 今新作のレコーディングに取
り組んでいるの。 10年前よりは成熟していると思うけど、今も 『My 
Lullaby』 は好きで、 素直にあの作品は自分にとって良いスター
トだったと思っているわ。 『ルッキング ・ ウォーキング ・ ビーイン
グ』 は私たちの曲だけで構成されていて、 スタンダードもカヴァー
も入っていないんだけど、 完全なオリジナルの作品を作る時期だ
と感じたの。 とてもカラフルで様々なスタイルが程良くブレンドされ
ていて、 私と共演したミュージシャンたちの魅力も伝わると思うわ。

★　今レコーディングしている新作について

　今レコーディングしている新作 『A Book of Luminous Things』
は今年の 7 月にイギリスでリハーサルしたのよ。 今はそのポーラ
ンド ・ ヴァージョンに取り組んでいるところ。 ポーランド人の小説
家 Czeslaw Milosz と彼の翻訳を担当した彼の友人で彼がお気に
入りの 3人の詩人によって書かれた詩なの。 彼らのうちの 1人は
Anna Świrszczyńska というポーランド人で、 あとの 2人は Jane 
Hirshfield とデニーズ ・ レヴァトフというアメリカ人。 このように、
私の詩に対する興味は続いているの。 この新作はポーランド人と
アメリカ人のミュージシャンとロサンゼルスで録音した驚くようなプ
ロジェクトになったわ。 ワルシャワで録音されたポーランド・ラジオ・
ストリング ・ オーケストラが楽曲に花を添えて、 クラシカルな雰囲
気を出しているの。 ミハウ・トカイと私はこの作品のプロデューサー
でもあるのよ。 この作品には 9 月に日本にも同行する素晴らしい
ジャズ ・ギタリスト、 ラリー ・ クーンズ (Larry Koonse) に、 ベース
のダレク・オレシュキエヴィチ (Darek Oleszkiewicz)、 パーカッショ
ニストのムニュンゴ ・ ジャクソン (Munyungo Jackson) も参加して
いて、 Czeslaw Milosz の偉業を称えるべく生誕 100周年に際し
てリハーサルされているの。 彼の詩は普遍で永遠。 彼はとても賢
い人で 「A Song on the End of the World」 というタイトルの詩を
書いたのが彼なの。 音楽的にジャズ、 クラシック、 ブルースやソ
ウルの要素が融合されていて、 詩に対する異なったアプローチを
聴くことができるわ。 音楽がたくさんの場所に誘ってくれるはずよ。

★　あなたの父親はクラシックのピアニストで母親は英語の先生
で作家だったそうですね。 また、 あなたは 14 歳の時にワルシャ
ワでテニスのチャンピオンになったそうですね！

　「これをしなさい」 「あれをしなさい」 と言われることはなかった
けど、 両親からたくさんの影響を受けたのは本当よ。 子供の時
の夢はプロのテニス選手になることだったわ。 トーナメントに勝っ
て、 ワルシャワのチャンピオン ・ シップにも勝ったけど、 その数
年後に辞めて、 良い高校へ進学することに決めたの。 それで
17歳の時に音楽学校に行くことに決めたのよ。 女優になること
も考えたけれど、 音楽の方がより自由を与えてくれるし、 私の感
情を表現できるこの道を選んだの。 父はクラシックのピアニスト
で教師でもあったけれど、 私にはピアノのセンスはなかったみた
い （笑）。 上手く演奏できなかったから。 父は特に私にピアノを
教えたり、 小さい頃に私に習わせることもなかったわ。 英語が話
せるのは、 イギリスから戻る時に母が私にプライベートでレッス
ンをしてくれたからよ。 だから今でも忘れていないのね。

★　あなたが歌い始めた頃に憧れていたジャズ ・シンガーは？

　最初の頃はカーメン ・ マクレイとシャーリー ・ ホーン。 その少
し後にアビー ・ リンカーンとジャズ ・ シンガーではないけれど多
くのジャズ ・ ミュージシャンたちと共演して素晴らしいアーティスト
でもあるジョニ ・ ミッチェルね。
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★　音楽以外の趣味について

　私はスキーが大好きで得意なのよ （笑）。 山間の斜面を滑降し
ていると自由な気分に浸れるの。ヨガも始めて大好きなんだけど、
全くの初心者。 あと、 海で泳ぐことも楽しいわ。 タップ ・ ダンスを
始めたりもしたんだけれど、 ツアーが始まってしまって、 私の新
しい趣味が終わりを迎えてしまったの。 音楽が私の時間の大半
を奪ってしまって、 趣味の時間はあまりないというのが現状ね。

★　日本について

　日本に行くのは今回が初めてで、 本当にエキサイティングな気
持ち！　東京で 2つのコンサートがあって、 東京以外の他の場
所にも行く予定だわ。 日本については本で読んだり、 映画で見
たりした事しか知らないけど、 私が好きな映画は 『ロスト ・イン ・
トランスレーション』 （ソフィア ・ コッポラ監督 / 脚本の東京を舞
台にしたアメリカ映画） という作品なの。 3月 11日のあの大地
震と大津波の震災後、 2つのチャリティー ・ コンサートで歌って、
何人かの素敵な日本人に会ったわ。 観客もみんな素晴らしかっ
た。 あと、 私はお寿司も大好きなのよ。 日本で本場のお寿司が
味わえると思うと待ち切れないわ！

★　あなたの夢や目標は？

　音楽的にもっともっとたくさんの経験を積んで、 世界中で歌える
チャンスが欲しい。 私の目標は私生活と音楽活動で良いバラン
スを見つけることでもあるの。

★　最後に 『The Walker’s』 読者へメッセージを

　『The Walker’s』 読者の皆さん、日本で行われる私のコンサー
トをぜひ見に来て！　ジャズを聴くのに一番良い方法はライヴの
演奏を自由に聴くことだと思うの。 みんなに会えることを楽しみに
しているわ。

アガ ・ザリヤンの日本デビュー ・アルバム！

EMI ミュージック：TOCJ-90071
￥2,500 (tax in) ＜高音質 HQCD ＞

Now On Sale!

ルッキング ・ウォーキング ・ビーイング

アガ ・ザリヤン

【アガ ・ザリヤン ・オフィシャル ・サイト】 http://www.zaryan.com/
【アーティスト ・サイト】 （日本語） http://emij.jp/aga/ （PC ・携帯）
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