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　　そうだね、 今もその 3つの願いのままだよ。 今も前向きに
世界に影響を与えたいと願っているし、 愛も促進し、 それと
子供のように新しく創造的な世界を見たいと思っているよ。

♪ ピアノを始めた経緯について聞かせて下さい。

　　子供の頃からピアノを弾いていたから、 歳を重ねるまでそ
れがキャリアになるなんて本当に考えもつかなかったよ。 若
かった頃は “ キャリア ” は “ 仕事 ” を意味することだと思っ
ていて、音楽が “仕事 ”のように感じたことはなかった。 でも、
音楽は自分自身だと思うし、今ではキャリアを “人生の仕事 ”
だと思って、 日々鍛錬を続けているよ。 そして、 自分自身の
人生がキャリアであることに感謝し、 光栄にも思っている。

♪ 子供の頃はどのような音楽を聴いていたのですか？ その
当時のお気に入りのミュージシャンは誰ですか？

　　ありとあらゆるジャンルを聴いていたよ。 オーティス・レディ
ングからオスカー ・ ピーターソン、 メイヴィス ・ ステイプルズ、
マイルス・デイヴィスまで。 そして、マイケル・ジャクソン、ドリー
ム ・シアター、 ディアンジェロ、 デイヴ ・マシューズとかもね。
名前を挙げればきりがないね。 もしグルーヴ出来れば、 常に
聴いていたよ。

♪ 強い影響を受けたピアニストを 3人挙げて下さい。

　　3人だけ？　それは難しいね。 でも、アート・テイタム、チッ
ク ・ コリア、 そして、 ブラッド ・ メルドーかな。

♪ 作曲はいつ、 どこで、 どのようにしているのですか？

　　普段は大概ピアノで絶えず作曲しているよ。 アイデアが湧
いて来る時は主に移動中だから、 頭の中でそのアイデアを膨
らませてからピアノと向き合って作曲している。

♪ 最新アルバム 『フェイシング･ ドラゴンズ』 はあなたのピア
ノ、フェンダーローズ、キーボードのサウンドがとても心地良く、
ビートルズのカヴァー 「イエスタデイ」 を含む全曲とても気に
入っています。 本誌 「Vol.55」 でも紹介させて頂きましたが、
このアルバムはあなたのキャリアにおいてどのような作品に
なりましたか？

　　『フェイシング･ ドラゴンズ』 は私の他のアルバムと同様に
自分の探究心への足掛かりであり、 私がアーティストとして、
また一個人としての姿を表した作品なんだ。 特にこのアルバ
ムは自省や自分の音楽的、 個人的願望を見付け出す目的が
あって、 その答えを導き出せたと思うんだ。 今は次の冒険に
取り掛かっているよ！

♪ 今年の 4月に自身のトリオで初めてブルーノート東京に出
演されましたね。

　　ブルーノート東京で演奏することはいつでも夢見ていること
だよ。 今回は演奏できて光栄に思うし、観客も楽しんでくれて、
演奏した我々も楽しかった。また演奏できる日が待ち遠しいよ。

♪ 日本のイメージを聞かせて下さい。

　　日本は豊かな文化にあふれた美しい場所だね。 足を運ぶ
度にステージ以外でも新しい体験ができて感激させられるよ。

♪ 本誌「Vol.49」の巻頭特集〈“現代版 ”ジャズ・ミュージシャ
ン 3つの願い 【Part-3】〉 では、 以下の素敵な願いを頂きあ
りがとうございました。 あれから 2年経ちますが、 あなたの 3
つの願いに変わりはありませんか？
　　1 人々に私の音楽を通して前向きに通じ合えること。 
　　2 全ての愛を無条件で自由に。 愛を促進すること。 
　　3 世界を無垢な気持ちで見続けること。

Jazz Interview　Vol.59
★スタイリッシュ & 才能溢れる若きジャズ ・ピアニスト★

クリスチャン ・サンズ 【Christian Sands】
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2017年に Mack Avenue Records から発表され

たデビュー ・アルバム 『リーチ』、 翌 2018年に発

表された Mack Avenue 第 2弾となる最新アルバ

ム 『フェイシング・ドラゴンズ』 も大きな話題となり、

2019年 4月には自身のトリオでブルーノート東京

初出演を果たしたクリスチャン ・ サンズ。 10歳で

プロになったという早熟の天才で、 その後、 クリス

チャン ・ マクブライドのバンドで注目を浴び、 リー

ダーとしても躍進する才能溢れる若き逸材だが、

そのピアノには深みや哀愁も感じる。 今年 5月に

30歳を迎え、 「前向きに世界に影響を与え、 愛も

促進し、 子供のように新しく創造的な世界を見た

い」 と願うクリスチャン ・サンズに話を聞いた。
【2019年 11月 取材 ・文 : 加瀬正之

取材協力 : Mack Avenue Records / photo: Anna Webber】
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♪ あなたはサイドマンとして、 クリスチャン ・ マクブライドのレ
コーディングに参加したり、 日本人ベーシストの中村恭士さん
と共演していますが、彼らについてコメントを下さい。また、ジャ
ズ史において、特に 1950~60年代にはたくさんの偉大なベー
シストがいましたが、 お気に入りのベーシストは誰ですか？

　　クリスチャン ・ マクブライドと中村恭士は素晴らしいベーシ
ストだよ。独特の味わい、サウンドと創造力に満ち溢れていて、
2人ともお気に入りの共演者なんだ。 私はベースに大きな影
響を受けているから、 お気に入りのベーシストを 1人挙げる
というのはとても難しいよ。 スラム ・ スチュアート、 ジミー ・ ブ
ラントン、 オスカー・ペティフォード、 カチャーオ、 レジー・ワー
クマン、 ロン・カーター、 レイ・ブラウン、 ジャコ・パストリアス、
ポール ・ジャクソン、 ブーツィー ・ コリンズ、 ピノ ・パラディー
ノ、 名前を挙げたらきりがないよ。

♪ デンマークのコペンハーゲンで 「ジャズ ・キッズ ・ニュー ・
ジャズ ・ エデュケーション ・ プログラム」、 ジャズ ・ アット ・ リ
ンカーン ・ センターで 「ジャズ ・ フォー ・ ヤング ・ ピープル」
等に従事されていますが、本当に素晴らしいと思います。 ジャ
ズを演奏する上で最も大事なことは何ですか？

　　ジャズは人生や人間性を最もピュアで、 最適な形で表し
ているんだ。 だから、 音楽を教えるということは、 どのように
規律を守り、 楽しく、 そして、 自由に人生を生きることを学ぶ
ことでもあるんだ。 ジャズは単純に音楽についてだけでなく、
人生全てについてでもあるんだ。

♪ お気に入りの日本人ミュージシャンや日本の音楽はありま
すか？

　　小曽根真！　彼は恐ろしい存在だよ（笑）。 誰かが彼の『ス
リー ・ ウィッシズ』 のレコードをくれた時に初めて聴いたんだ
けど、 堂々とした印象を受けて素晴らしかったよ。 あと、 布
袋寅泰も好きだね。 彼はまさにロックだね！　最初に彼の音
楽を聴いたのは私の大好きな映画 「キル ・ ビル」 のサウン
ドトラックだった。 日本の曲に限っては、 正直よく知らないん
だけど、 もっとたくさん聴いて学んでみたいと思っているよ。

♪ 次の来日の予定はありますか？

　　もちろん。 日本で演奏するのが大好きだから、 近々日本
に戻って来れることを期待しているよ！

♪ 音楽以外に趣味はありますか？

　　私はファッション、 車が大好きで、 ビデオゲームのファンで
もあるんだ。 スタイル、 テクノロジー、 あるいは両方を通した
創造物が好きなんだ。

♪ 近々新作をリリースする予定はありますか？

　　2020年に予定しているよ。 ツイッター （@christiansands1）
とインスタグラム （@christiansandsjazz）でリリースに関するアッ
プデートやその他のニュースを配信するからフォローして！

♪ 最後に 「The Walker's」 読者と日本のファンにメッセージ
をお願いします！

　　お互いを愛して、 お互いをいたわって、 いつも平和に暮ら
し、そして、永遠に調和を保ち続けて欲しい。平和。愛。音楽。
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【Christian Sands official website】　http://www.christiansandsjazz.com

クリスチャンの

2nd ＆最新アルバム

Mack Avenue Records
MAC-1143

2018.9.21発売

フェイシング ・ ドラゴンズ／ FACING DRAGONS

クリスチャンの

デビュー ・アルバム

Mack Avenue Records
MAC-1117

2017.4.21発売

リーチ／ REACH


