Top Interview
アーノ ・ ルーカス 【Arno Lucas】
パーカッショニスト ・ サイドマンというには、 桁はずれの
才能とスケールを持つアーノ ・ ルーカスは、 40 年を超え
るキャリアを持ちながら常に全力投球で益々グレード ・ アッ
プし続けている。 自身が結成した伝説のバンド＝クラッキ
ンをはじめ、ルーサー・ヴァンドロス、アル・ジャロウ、ジョー
ジ・デューク、ベット・ミドラー、ジャクソン・ブラウン、ボニー・
レイト、 ドン・ヘンリー、 ザ・ニュー・エディション、 マイケル・
ジャクソン、 バート・バカラック、 ランディ・ニューマン、 リッ
キー ・ リー ・ ジョーンズ、 チャカ ・ カーン等、 その共演歴
はこの場ではとても書き切れない。 作家としても多くの楽
曲を提供し、EXILE の最新作で 「願い」、昨年は 「forever
love」 と 2 曲の作曲を手掛けている。 そんな最高の音楽
人が気さくに語ってくれた。 その人柄も最高でした！
【2010.8.26 東京 ・ 品川にて 取材＆文 ： 加瀬正之】

現在、 日本で EXILE と活動中！ 伝説のバンド＝元クラッキンのメンバーで数々の
名立たる世界的アーティストと共演してきた Musician's Musician ＆最高の音楽人！
★日本
2009 年と 2010 年は EXILE との仕事で１年の半分を日
本で過ごしているんだ。 日本は本当に大好きだよ。 人間
的にも素晴らしい人がたくさんいるし、 互いに尊敬の念を
抱いているところが素晴らしい。 あと、 交通機関も発達し
ていて便利だしね。 私の家族は長野県に住んでいて、 カ
リフォルニアにも家があるんだけど、 長野県も本当にいい
所だよ。 子供を育てる環境にもとても適しているから、 今
後も長く日本で暮らしたいと思っている。 音楽の仕事で年
中ツアーに出ているから、 プライベートでは家族とのんび
りと静かに過ごしたいんだ。 私の息子は今 4 歳でスティ－
ヴィー ・ ワンダーやモーツアルト、 ジェームス ・ ブラウン
等を聴きたいと言ったりして、 音楽にも興味を持ち始めて
いる。 今は EXILE が大好きなんだ！
★音楽との出会い
カリフォルニアで生まれて、 10 歳の頃にネブラスカ州の
オマハという町に移ったんだ。 オマハは観光でみんなが
訪れるような所ではなかったけど、 とてもいい街でたくさん
の思い出が残っている。 オマハ出身のミュージシャンでは
ドラマーのバディ ・ マイルスなんかがいるけど、 私の音楽
的な成長はオマハにいた頃に培ったと思っている。 母親
は少し歌を歌ったりもしていたけど、 両親は音楽家ではな
くて、 家族では私だけがミュージシャンになったんだ。 10
歳の頃から歌い始めて、 それから友人のレスリー ・ スミス
に会って、同じジュニア・ハイスクールに通ってね。 それで、
ハイスクールの時に彼と R&B のバンドを結成して、 毎週
のようにステージで歌って、 16 歳にしては結構稼いだね
（笑）。 みんな私をパーカッショニストと認識しているかもし
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れないけど、ギターも弾くし、最初はシンガーだったんだよ。
★クラッキン （Crackin’） 誕生！
レスリー ・ スミスと私、 そして、 『Minutes by Minutes』
（グラミー賞も受賞したアルバム） で知られるレスター ・ エ
イブラムスで、 クラッキン （Crackin’） というバンドが誕
生するんだけど、 ハイスクール卒業後にメンバーと一緒
にニューヨーク州のウッドストックに移ることになったんだ。
当時ボブ ・ ディランのマネジャーだったアルバート ・ グロ
スマンが私達にレコーディングの話を持ちかけて来てね。
1970~71 年辺りのことだった思うけど、 それでウッドストッ
クで 3 年間過ごしたんだ。 ボブ ・ ディランにトッド ・ ラング
レン、 タジ ・ マハール、 ザ ・ バンド、 ジャニス ・ ジョップ
リン等、 毎日のように凄いミュージシャン達に遭遇したよ。
本当に信じられないような時間だった。 その後はカリフォ
ルニアに移ってライヴ活動をしていたんだけど、 ある日ボ
ニー・レイット、 ドゥービー・ブラザーズのトム・ジョンストン、
それにリトル ・ フィートのローウェル ・ ジョージの 3 人が同
じ日に 「ワーナー ・ ブラザーズ」 の （経営者） モー ・ オー
スティンに「“ クラッキン ” っていういいバンドがいるよ！」っ
て電話をかけたんだ。 それで契約に至ったんだよ！
★パーカッショニストとして
「ワーナー・ブラザーズ」 のプロデューサーだったレニー・
ワロンカーやラス ・ タイトルマンと知り合って、 ラスとはと
ても仲の良い友人になったんだけど、 クラッキンが解散し
た後にラスが私をシンガーとして雇ってくれたんだ。 いろい
ろなジャンルのアーティストと仕事をして、 とてもいい経験
をさせてもらったね。 その後、 真剣にパーカショニストとし

ての活動を始めたんだけど、 あれは 30 代半ばの頃だっ
たかな。当時はレニー・カストロっていう世界的なパーカショ
ニストがいたんだけど、 毎晩彼のプレイを見ていて、 ふと
「これは自分にもできそうだな…」 と感じたんだ。 それで楽
器を揃えて独学でプレイし始めて、 ある日リッキー ・ リー ・
ジョーンズのツアー ・ メンバーのオーディションに行ったん
だ。 そしたらリッキーが 「もうヴォーカルはいるから、ヴォー
カルは必要ないわ」 って言うから、 「いや、 パーカッション
で来たんだ」 って演奏したんだ。 それでリッキーがひと言
「Oh! You got GIG!」 で決まり！ それから 10 年くらいは
ベット ・ ミドラー、 ボビー ・ コールドウェル、 ルーサー ・ ヴァ
ンドロス等、 たくさんのアーティストと一緒に共演できたか
ら、 私にとって本当に素晴らしい経験だったね。
★音楽
思うんだけど、 もし本物のミュージシャンになりたければ、
（ヴォーカルも含めて） ひとつだけの楽器ではなくて 2 つ
以上の楽器をマスターするべきだね。私も歌やパーカッショ
ン以外にギターを弾いているんだけど、 より世界が広がる
気がする。 ルイス・コンテ、 レニー・カストロ、 パウリーニョ・
ダ ・ コスタ等、 素晴らしいパーカッショニストがいるけど、
彼等はただ座って太鼓を叩いてリズムを刻んでいるだけで
なくて、 みんな素晴らしいメロディが聴こえるんだ。 回りの
音 ・ 音楽、 他のメンバーが何を演奏しているのかをよく聴
いていて、 それに楽器を通して答えているんだ。 お互い
に会話をしているようにね。 それが大事だよね。 私も相手
のプレイを聴いてそれに答えているんだよ。 音の空間を埋
めていくような感じでね。 でも、 たくさんの素晴らしいミュー
ジシャンと共演できていることは本当に幸せだし、 ラッキー
だと思っている。 「I love my job!」 本当に “ 仕事 ” と呼
んでいいのか分からないけどね （笑）
★ EXILE
今は EXILE との仕事が一番大事だね。 EXILE は本当
に素晴らしいんだ。 彼等は歌もダンスも全てにおいて常に
全力で取り組んでいるし、 彼等の周りの人間たちも素晴
らしい。 みんなが同じ目標に向いていて、 全てにおいて
妥協しないところが私は好きなんだ。 家族みたいな団結
意識もあるしね。 私はこれまでたくさんの有名なアーティ
ストたちとも仕事をしてきたけど、 ステージ以外では全く会
話を交わさなかったり、 見下すような態度をとったり、 そ
んなことはたくさんあった。 でも、 EXILE での仕事は本当
に最高だし、 いつもエナジーを感じているよ。 これまでに
ATSUSHI が歌った 「願い」 と 「forever love」 の 2 曲を
作ったんだけど、 先日 ATSUSHI のために 3 曲目の曲を
書いたんだ。 タイトルとか詳細はまだ分からないんだけど、
彼が日本語で歌詞を書いて、 次のアルバムに収録される
かもしれない。 彼は本当に素晴らしいシンガーで、 日本
の中でも間違いなくトップ ・ クラスだよ。 人間的にも素晴ら
しいし、彼の歌にはスピリチュアルを感じるね。 全てがハー
トから伝わる感じ。 「Great!」 だね。 そして、 HIRO さんも
素晴らしい。 彼はいつも 2~3 年先を見据えて行動してい
るね。 私達もそのように行動すべきだと思うよ。 勿論、 今

現在も大事だけど、 日々の仕事を一生懸命にこなしなが
ら将来のことを意識して、 常に考えながら行動することが
大事だね。 そういう意味でも彼等は本当に素晴らしい！
★もうひとりの ATSUSHI
ATSUSHI はプライベートでよく小さなピアノ ・ バーに行く
んだ。 そこで彼は 「煙が目にしみる」 とか 「ミスティ」 を
歌うんだよ。 彼はまだ若いし、 彼が生まれるずっと前に流
行った曲だから知らなくてあたり前なのにビックリしたよ。
多分、 彼のハートに何かを訴える曲なんだろうね。 私に
はみんなが知っている ATSUSHI とは異なる一面が見え
るんだ。 彼は小さい頃にクラシック ・ ピアノを学んでいたこ
とも関係しているのかもしれないけどね。
★ Captain 佐野健二
彼は EXILE のミュージカル ・ ディレクターで、 みんなに
「Captain」 と呼ばれていて、 私とは親友と呼べる仲なん
だ。 彼の CD がこの 10 月に出る予定で私も参加している
んだけど、 そのアルバムにデヴィッド・T・ウォーカーやシー
ラ ・ E も参加しているんだ。 その中で 1 曲 「ホワッツ ・ ゴー
イン ・ オン」 を演奏していて、 ATSUSHI が英語で歌って
いるんだけど、 とても美しいんだ。 デヴィッド ・ T ・ ウォー
カーのギターも本当に素晴らしかったね。 私が今こうして
日本で EXILE と仕事をしているのも彼のおかげなんだよ。
昨年のことなんだけど、 私がジョージ ・ デュークとの仕事
でロスの空港にいた時に彼に偶然出くわしたんだ。 その時
に 「君に頼むかもしれない仕事があるんだ。 6 ヶ月先にな
るかもしれないけど…。 また電話するよ！」 と言われたん
だ。 ミュージシャン仲間の間ではそんな会話はよくあって、
そのまま連絡がないこともよくあるんだけどね。 でも、 不思
議なことが起きたんだ。 私の奥さんは日本人なんだけど、
彼女に妹がいて、 その妹に白血病が見つかってしまった
んだ。 まだ 30 代前半でとても悲しい出来事だったんだけ
ど、 それで私の奥さんが妹と一緒に過ごすために日本に
一時帰国することになったんだ。 私はその時にグラディス ・
ナイトとの仕事でアメリカにいたんだけど、 妹が白血病であ
ることが分かった 3 日後に突然健二からメールが来たんだ
… 「EXILE との仕事があるから日本に来て欲しい！」 って。
そのこと自体は奇跡みたいな出来事だったんだけど、 その
妹は今年の初めに亡くなってしまったんだ…。
★作曲
昨晩も ATSUSHI と一緒だったんだけど、 ATSUSHI が
歌った 「願い」 や 「forever love」 を私と一緒に作曲した
フランスに住んでいるシンガーで、 ジェローム ・ デュフォー
という私の良きパートナーがいるんだ。 彼とはアル ・ ジャ
ロウのツアーでパリに行った時に知り合って、 その後もア
メリカとフランスで連絡し合っていたんだ。 今はパソコンと
スカイプがあるから、 彼はキーボードで私はギターを持っ
て一緒に曲作りができるからね。 彼は私がこれまで出会っ
たシンガーの中でも特別な存在で、 本当に驚くほど素晴
らしいんだ。 でも、 日本で ATSUSHI のヴォーカルを聴い
た時に彼と似ているものを感じたんだ。 その彼が東京に 1
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週間ほどの滞在で来ていて、 昨晩 ATSUSHI とジェロー
ムが初めて会ったんだよ。 10 人くらいのミュージシャンが
いて 2 人が一緒に歌ったんだけど、 ことばにできないくら
い素晴らしかった。 その時に ATSUSHI とジェロームと私
と健二の間に強い連帯感、 絆のようなものも感じたんだ。
★記憶に残るライヴ
ルーサー ・ ヴァンドロスの最後のテレビでのパフォーマ
ンスとなった番組で共演した時、 ジョニー ・ ギルやエル ・
デバージ等も出演したんだけど、 その時に聴いた 「If I
Knew How Much I Love You」 のルーサーの歌…あの時
は本当に感動したね。 あと、 アル ・ ジャロウのバンドで彼
とデュエットした時かな。 もうひとつは EXILE の ATSUSHI
が 「願い」 のレコーディングをした時だね。 さっき今年初
めに亡くなった私の奥さんの妹の話をしたけど、 この曲は
彼女が亡くなる前にレコーディングされて、 実は病床の彼
女のことを思って私が曲を書いたんだ。 その後 ATSUSHI
が歌詞を付けてくれたんだけど、 ATSUSHI には妹のこと
を思って作った曲だったことを最近知らせたばかりなんだ
…。 スタジオでリハーサルに同席したんだけど、 みんな
この曲に隠されたストーリーを知らなかったし、 日本とい
う土地で、 EXILE という日本の凄いグループのヴォーカ
リストが歌ってくれていることにも強い感動を受けたんだ。
ATSUSHI の歌は本当に素晴らしかった。
★スティーヴィー ・ ワンダーと共演した 『第 40 回スーパー
ボウル （2005）』 のショー
ああ、 あの時も凄く感動したよ！ スティーヴィーにジョ
ン ・ レジェンドやジョス ・ ストーン達と 7 万人くらいの観客
の前で演奏したんだ。 あの時は 2 週間くらいリハーサル
期間があって、 これはほとんどの人が知らない事だと思う
んだけど、 スティーヴィーはストレート ・ アヘッドなジャズ
も演奏できるんだよ！ リハーサル中に何気に弾き出すん
だ。 若い頃にハーモニカやドラムも演奏していたけど、 ス
ティーヴィーはこの世界の中でも飛びぬけた存在で、 あ
の才能は本当に驚きだね。 あと、 あのスティーヴィーとの
ショーは 『スーパーボウル』 のオープニングで行われたも
ので、 ハーフ ・ タイム ・ ショーはローリング ・ ストーンズだっ
たんだ。 だから私達の控え室の隣にはミック ・ ジャガー達
がいたんだ！ 普段は誰が居ようとあまり気にしないんだ
けど、 ミック・ジャガーだったから一緒に写真を撮ってもらっ
たんだ！ あれも貴重な体験だった。
★マイケル ・ ジャクソンとの共演
マイケルと共演したのはライヴ ・ パフォーマンスで、 その
時に撮った写真は宝物のように額に入れて自宅に飾って
あるんだ。 マイケルとボニー ・ レイット、 マイケル ・ マクド
ナルド、 ケニー ・ ロギンスと私が写っているんだけど、 と
ても素敵な写真なんだ。あれはマイケルのアルバム『オフ・
ザ・ウォール』がリリースされた年だったから 1979 年だね。
マイケルの死は本当に悲しかった。 エルヴィス・プレスリー
等も同じだと思うけど、 あまりにも有名で偉大になり過ぎる
と、 回りの人間が 「ちょっと休んだら？」 とか 「それはす
る必要がないんじゃない？」 ということを助言できなくなる
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今年アーノさんの愛すべき 4 歳の息子さんが通う長野県
の学校で開いたドラム＆パーカッション ・ クリニックでの
一枚。 4~6 歳までの生徒約 150 人が参加したそうだ！
＊ P16 にアーノさんから提供して頂いた貴重な写真が！
んだろうね…。 マイケルは本当に素晴らしい人間だったし、
彼を失ったことは本当に残念なことだよね。
★ジャズとの接点
ジャック ・ ディジョネット （ds） やキース ・ ジャレット （p）
のライヴを見たり、 デヴィッド ・ サンボーン （as） も私の
家の近所に住んでいたんだ。 ヴィクター ・ ルイス （ds）
は私の友人で、 同じ学校に通って一緒に育ったんだよ。
ジャズといえば、 私自身にとても大きな転機をもたらせてく
れたのは、 私がジャック ・ ディジョネットのバンドで演奏し
ている時だった。 ジャックはピアノの腕前も信じられないく
らい凄かったから、 その時に私もパーカッション以外にメロ
ディカルな楽器を弾けるようにしようと思ったんだ。 それで
ギターを始めたんだよ。 物事を見る目や考え方においても
完全に新しい世界をもたらしてくれたんだ。 あと、 みんな
がイメージしているジャズとはちょっと違うジャンルになると
思うけど、 アメリカで 「スムース ・ ジャズ」 って呼ばれて
いる音楽には結構携わっているよ。
★オリジナル ・ アルバム
これまで私自身のアルバムはまだ出ていないんだけど、
今日本のレーベルと話し合っているところなんだ。 アイデ
アとしては、 ボビー ・ コールドウェルやレスリー ・ スミス等、
私の友達を集めて一緒にレコーディングすることかな。 で
も、 もうちょっと時間がかかるかもしれないね。
★今後の予定
来年も日本で EXILE と一緒に仕事ができれば最高だね。
この夏は EXILE のツアーがあって、 9 月 30 日にアメリカ
に戻って映画音楽の仕事が 2 つ入っているんだ。 その後
はラスベガスでグラディス ・ ナイトとの仕事がある。 勿論、
作曲も続けるよ。
「アーノさん自身のアルバム期待しています！」
ありがとう！ 私も実現できることを楽しみにしているよ！

Arno Lucas Discography
アーノ・ルーカスがネブラスカ州オマハの出身の仲間と結成した初のバンド＝クラッキン（Crackin'）は、白人黒人混合のセッション・
ミュージシャンによる編成でニューヨーク郊外のウッドストックで誕生した。 その後、 活動の拠点をサンフランシスコに移し、 70 年代
に人気を博した伝説のバンド。そんな彼等が残した全 4 枚のアルバムを紹介！ シンガー時代のアーノ・ルーカスの歌声が聴ける！

『クラッキン 』
クラッキン （1977）
ヴィヴィド ・ サウンド : VSCD-3502
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『メイキングス・オブ・ア・ドリーム』
クラッキン （1977）
ヴィヴィド ・ サウンド : VSCD-3501
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『Crackin’-1』
Crackin’ （1975）
Polydor : PD-6044 (Import LP)

『スペシャル ・ タッチ』
クラッキン （1978）
ヴィヴィド ・ サウンド : VSCD-3503
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『ホエア ・ イズ ・ ラヴ』
ボビー ・ コールドウェル （1993）
ビクターエンタテイメント : VICP-63195

『Trouble In Paradise』
Randy Newman （1983）
Warner Brothers : 7599237552 [Import CD]
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『エヴリバディ ・ オン ・ ザ ・ バス』
フランシス・ロッコ・プレスティア （1998）
P-VINE Records : PVCP-8606

『FANTASY』
EXILE （2010）
rhythm zone : RZCD-46587 ＜ CD のみ＞
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��� ���� ����
����� ���作品！

�� ��参 加 �� ��
� �奏 者 �� ��� �
�����枚目�作品�

『Crossings』
Tom Saviano （2000）
Miramar Records : 23147 [Import CD]

『愛すべき未来へ』
EXILE （2009）
rhythm zone : RZCD-46448 ＜通常盤＞

� � �作 曲 �願 ��
収 録� 新 曲 �曲 入 �
����� ������

『オール ・ アイ ・ ガット』
アル ・ ジャロウ （2002）
ユニバーサル ・ ミュージック : UCCR-1024

� � �作 曲 � forever
�収録���人体
love
制後最初������

���作曲�����
�曲 � 収 録 � れ � �
� ������快作！

サイドマンとして参加したアルバムは数知れず。多くのミュージシャンがひとつあるいはふたつの音楽性にもとづいて演奏・
録音活動を行うのに対し、 カントリー、 R&B， ジャズ、 ロック、 ポップ、 教会音楽、 スムース ・ ジャズと音楽ジャンルの垣
根を越えて錚々たる世界的ミュージシャン達のアルバムにその名を連ねているアーノ ・ ルーカス。
今回のインタビューに際し、 アーノ ・ ルーカス自身に思い入れのある作品の一部を挙げてもらった。 アーノ ・ ルーカスが
作曲し、 ATSUSHI が作詞した 「願い」 が収録された EXILE の 『FANTASY』、 同じく 2 人が作った 「forever love」 が収
録された EXILE の 『愛すべき未来へ』 をはじめ、 12 枚のアルバムを紹介！ 尚、 ここに挙げた作品以外にドン・ヘンリー
の 『Disography ＜ VH1 Storytellers 2000 ＞』 も挙げてくれたが、 ジャケット写真などが入手できず割愛させてもらった。

『レトロスペクタル～ベスト・オブ・トーマス・ドルビー』
トーマス ・ ドルビー （1998）
（TOCP-3398 ＊現在廃盤）

世界中�������
��巻�起�����
�������作！

���� ������
総 出 演 �� �� � �
���� �����！

記 念 � �� 初 来 日 前
������れ���
��節満載�作品�

����� �����
����������
���移籍第一弾作�

『浪漫』
リッキー ・ リー ・ ジョーンズ （1979）
ワーナーミュージック : WPCR-75433

『パイレーツ』
リッキー ・ リー ・ ジョーンズ （1981）
ワーナーミュージック : WPCR-75434

『マガジン』
リッキー ・ リー ・ ジョーンズ （1984）
ワーナーミュージック : 20P2-2087

『フライング ・ カウボーイズ』
リッキー ・ リー ・ ジョーンズ （1989）
ユニバーサル ・ ミュージック : UICY-91507
The
The
Walker's
The Walker's
Walker's 77
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