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★ 今最もブルージーでスインギーなジャズ・ピアニスト ★

　初めて彼のピアノを聴いた時の衝撃は忘れられない…。 それは 2枚目
のリーダー作 『ケリー・ブルー』 の冒頭 「ノー・ブルース」 を聴いた瞬間だっ
た。 彼自身のアイドルだったオスカー ・ ピーターソンをはじめ、 ウィントン ・
ケリーやたくさんの偉大なピアニスト達からの影響を受けて自身のジャズを
表現するダン ・ニマーは、 今年 28歳を迎える若きジャズ ・ ピアニスト。
　昨年めでたく日本人女性と結婚し、 この 6月には 4枚目のリーダー作
『モダーン ・ デイ ・ ブルース』 を発売するなど、 公私共に充実した日々
を送るダン ・ 二マーとは、 何を隠そう…現代ならではのツールとも言える
“Facebook”を通じてコンタクトを取り、このインタビューが実現した。そして、
元々日本の文化や音楽に興味があり、 山下達郎やピチカート ・ ファイブも
知っていて、 あの “ピンク ・レディー ” もお気に入りということも判明した！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材 & 文 ：加瀬正之

バラ ・ ブンジというクラシック ・ ピアノの先生が僕に創作能力が

あることを発見してくれて、 ジャズの先生を紹介してくれたんだ。

それで 「Wisconsin Conservatory of Music」 でマーク・デイヴィ

スという先生にジャズを教わったんだよ。彼が僕にオスカー・ピー

ターソン （p） やマイルス ・ デイヴィス （tp） を聴かせてくれて、

その日からオスカー・ピーターソンが僕のアイドルになったんだ！

♪　生まれ育ったミルウォーキーの音楽シーンはどうでしたか？

　ミルウォーキーの音楽シーンは良かったけど、 本当に狭くて小

さかったんだ。 僕が演奏し始めた頃には、 デヴィッド ・ ヘイゼル

タイン （p）、 ブライアン・リンチ （tp）、 ジェラルド・キャノン （b）、
リック ・ ジャーマンソン （p）、 メルヴィン ・ ライン （b） 等、 本当

に凄い人たちは既にニューヨークに行ってしまった後だったんだ。

ただラッキーなことにミルウォーキーの伝説と呼べる 2人の素晴

らしいミュージシャン、 バークリー ・ フッジ （sax） とマンティ ・ エ

リス （g） がミルウォーキーに残っていてくれたんだ。 フッジは僕

にとってとても熱心な指導者で、 僕が満足に演奏できる前から一

緒にギグをさせてくれて、 実演することの大切さを教えてくれたん

だ。 あと、 ミルウォーキーからシカゴまでは車で一時間半ほどの

距離で、 シカゴは音楽的にも大きな都市だったから、 シカゴ近郊

の大学に数年通いながら、 シカゴの街でたくさんの偉大なミュー

ジシャン達と演奏し始めたんだ。 あれはとてもいい経験だった。

♪　6月に発売されたばかりの 4枚目のリーダー作 『モダーン ・

デイ ・ブルース』 について教えて下さい。

　僕も大好きなアルバムで、 ヴィーナス ・レコードからの 1st リー
ダー作と同じデヴィッド ・ ウォン （b） とピート ・ ヴァン ・ ノストラ

ンド （ds） とのトリオでレコーディングしたんだ。 彼等と一緒に演

奏するのは本当に好きで、 3人とも年齢が近いんだ。 3人で最

高のサウンドが出せたし、 3人でまた他のアルバムも作りたいと

思っているよ。 録音した曲は僕が好きな曲や新しく作ったオリジ

ナル曲で、 ストレイト ・アヘッドでスイング感も抜群なピアノ ・ トリ

オのあるべきサウンドを出せたと思っているよ。

♪　オリジナル曲はいつも書き溜めているのですか？

　常に書いているわけではないんだ。 僕は曲よりもアレンジをよ

く書いている。 でも、曲を書きたい気分になったり、新しいプロジェ

クトに取り掛かる時は書くようにしているよ。

♪　まず初めに、 少し前のことになりますが 「結婚おめでとうご

ざいます！」。 奥さんは日本人でとても美しい方だそうですが、

お二人の馴れ初めを聞かせてもらえますか？

　ありがとう！　僕が日本に来た時に銀座を歩いていたら 「山野

楽器」 を見つけて、ジャズの CD が置いてあるフロアに立ち寄っ

たんだ。 そこで彼女が働いていて、 ヴィーナス ・ レコードから発

売されていた僕の 1st リーダー作 『ティー ・フォー ・ トゥ』 のジャ

ケット写真から僕だと分かって話しかけてきてくれたんだ。 それ

からお互いにメールで連絡を取り続けて、 僕が東京に来る度に

会うようになって付き合い始めたんだよ。 その後、 彼女がニュー

ヨークにやって来て約 1年前に結婚、 今年の 2月に東京で結婚

記念パーティーを開いたんだ。 本当に素敵な結婚式だった。

♪　結婚前と後で感情面や音楽面で何か変化はありますか？

　そうだね、 僕の人生で新たに大きな一歩を踏み出したっていう

感じかな。 とても素晴らしい気分だし、ピアノの演奏も同じでリラッ

クスして落ち着いた感じだね。 今、 本当に最高の気分だよ！

♪　現在の活動について聞かせて下さい。

　今はウィントン ・ マルサリス （tp） の小編成のグループやビッ

グ ・ バンドでの仕事で忙しいんだ。 先日毎年フランスで行われ

る 『Marciac Jazz Festival』 に出演して、 ちょうどフランスから

戻ったばかりなんだけど、 今週は 『Newport Jazz Festival』 （8
月 6~8日開催） にも出演予定で、あと今ウィントンと一緒にルイ・

アームストロングの人生を描いた 『Louis』 というタイトルのサイ

レント ・ フィルムに携わっているんだ。 僕はそのフィルムのバン

ドの一員で、 この 8月から 9月にかけてフィルムと一緒にツアー

に出たり、 サウンド ・ トラックのレコーディングも行われる予定な

んだ。 その他にも、 ニューヨークでトリオやソロでの仕事が入っ

ていて忙しいんだけど、 とても有難いことだと思っているよ。

♪　ピアノを弾き始めたのはいつですか？　

　叔母が僕にピアノをくれたことがきっかけで、 10歳の時からピ

アノを弾き始めたんだけど、 その前に父がロックン ・ ロール等の

バンドでドラムを叩いていた影響でドラムも少し叩いていたんだ。

でも、 ピアノを弾き始めたらその魅力にはまってしまったんだよ。

それからオリジナルの曲を作ったり、 両親にピアノを習いたいと

頼んでクラシック ・ ピアノを学び始めたんだ。 14歳の時にバー
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♪　2ndリーダー作の『ケリー・ブルー』をはじめ、ウィントン・ケリー

（p） の影響を強く感じますが、 ご自身ではどう思われますか？

　ウィントンは僕がとても強い影響を受けたピアニストの一人で、

彼のサウンドやフィーリングはとても自然に僕の中に入ってくるん

だ。 彼はスイング感を促す術のようなものを持っていたし、 いつ

もグルーヴしていたし、 彼の演奏に感じられるブルース感覚は

格別だよね。 よく全く意識せずに彼のように演奏している自分に

気付くこともあるんだけど、 彼のレコードを本当にたくさん聴いて

きたし、 僕の演奏にその感覚が染み付いているのかもしれない

ね。 ウィントンを含めて、 僕の大好きなミュージシャン達の息吹

を感じながら日々僕自身のサウンドを見つけるようにしているよ。

♪　音楽家としての転機はいつだと思いますか？

　たくさんあるけど、 一番最初はオスカー ・ ピーターソンのレコー

ドを聴いた時で、 彼がしていることが僕が永遠に続けたいことだ

と分かった気がするんだ。次はピアノを弾いて初めてギャラを貰っ

た時だね。 これで何とか生活していけるかな…と思ったよ （笑）。

でも、 大きな転機はニューヨークに進出してウィントン ・ マルサリ

スのバンドに入った時と 1st リーダー作が発売された時かな。

♪　自分自身のピアノ ・ スタイルをどう思いますか？　また、 ピ

アノを弾いている時は何を考えているのですか？

　僕のスタイルは一言で言うとストレート・アヘッドなスイング・ジャ

ズ ・ ピアノだね。 偉大な先輩達が残した遺産を受け継ぎながら、

僕自身の声 ・ 音 ・ 音楽を見つけていきたいと思っているんだ。

ピアノを弾いている時はその時々でいつも違ったことを考えてい

るよ。 お客さんのことだったり、 一緒に演奏しているミュージシャ

ンのことだったりね。 だけど、 いつも抜群のグルーヴ感とスイン

グ感、グルーヴの後に音が迫って来るような感覚を出せるように、

そして、 常にみんなをハッピーにさせられるように努めているよ。

♪　好きなベーシストを 3人挙げるとすれば、 誰を挙げますか？

　ワォ！…それは難しい質問だね。 僕にとっては既に伝説となっ

ているトップ ・ ベーシストと現役で活躍しているトップ ・ ベーシス

トがいるから、 申し訳ないけど 3人だけ挙げるというのはできな

いけど、 ポール ・ チェンバース、 レイ ・ ブラウン、 サム ・ ジョー

ンズ、 イスラエル ・ クロスビー、 デヴィッド ・ ウォン、 ピーター ・

ワシントン、 ジョン ・ウェバー、 クリスチャン ・マクブライドかな。

♪　同じく好きなピアニストを 3人挙げるとすれば？

　オスカー・ピーターソン、ウィントン・ケリー、エロール・ガーナー、

アート ・テイタム、 レッド ・ガーランド、 バド ・パウエル、 ソニー ・

クラーク、 アーマッド ・ ジャマル、 トミー ・ フラナガン、 カウント ・

ベイシー、 デューク ・エリントンに…まだまだたくさんいるよ！

♪　日本の文化や音楽から影響を受けることはありますか？

　日本の文化も音楽も大好きだよ。 日本はジャズという音楽に対

して尊敬の念や深い理解があるよね。 レコードを聴くために足を
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ヴィーナス ・レコードからリリースされているダン ・ニマーの全リーダー ・アルバムです！

[1st]        TKCV-35360
ティー ・ フォー ・ トゥ

運ぶジャズ喫茶のような場所があることも素晴らしいと思う。 僕

は日本の伝統的な音楽も聴いていたし、 山下達郎やピチカート・

ファイブ等の日本のポップ ・ ミュージックも知っているよ。 あと、

響きが面白くて新鮮に感じるんだけど、 ピンク ・ レディーも好き

なんだ（笑）！　日本食も大好きだし、早くまた日本に行きたいね。

♪　プライベートではいつもジャズを聴いているのですか？

　ジャズはたくさん聴いているけれど、 他にもいろいろなジャンル

の音楽をい聴いているよ。 ブラジルの音楽は本当に大好きで、

CD もたくさん持っているし、 もちろんクラシック音楽も好きだし、

R&B やロックも聴いて育ったんだ。 音楽には 2種類 （good か

bad） しかないと思うけど、 やっぱり良い音楽が好きだね。

♪　これまでトリオでリーダー作を 4枚出していますが、今後違っ

た編成での作品も考えていますか？

　今のところまだ分からないね。 できるなら違った編成にも挑戦

してたくさんのアルバムを作れたらいいけど、 現時点では何も決

めていないんだ。 でも、 直ぐに何かできれば嬉しいね。

♪　日本ツアーの予定はありますか？

　近いうちにぜひ実現したいんだけど、 今はウィントンとのツアー

や演奏でかなり忙しいんだ。 でも、 もし良いブッキング・エージェ

ントを知っていたら教えて！

♪　あなたの夢やゴールは何ですか？

　僕の夢は常にハッピーで刺激的な自分でいること。 そして、 僕

のピアノでたくさんの人をハッピーにさせ続けることだね。

♪　最後に 『The Walker's』 読者にメッセージをお願いします。

　『The Walker's』 読者のみなさん、 この記事を読んでくれてあ

りがとう！　そして、 いつも僕の音楽をサポートしてくれてありが

とう！　日本にツアーで訪れた時にみなさんに会えることを楽し

みにしています。

[2nd]      TKCV-35379
ケリー ・ブルー

[3rd]        VHCD-1005
ユアーズ ・イズ ・マイ ・ハート ・アローン 

[4th]        VHCD-1042
モダーン ・デイ ・ブルース


