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かりませんでしたが、良い仕上がりになりました。私のバージョ
ンは静かでエキゾチックですが、 原曲の作曲者が映画のテー
マソング用にアレンジする前に思い描いていたアレンジと似て
いるということを後で知りました。 

★ 日本盤のみのボーナストラックとして 「As Times Goes 
By」 が収録されていますが、 日本のファンにとっては嬉しい
限りです。 この曲は私たち日本のファンのためにどのように
選んだのですか？

L:　私の作品が日本で流通していることが本当に嬉しくて、 日
本のファンに向けてスペシャル ・ ギフトとして収録しました。
選曲は本当に大変でした！　なので、 そのときの気持ちに素
直に従って選びました。 この曲は 「月の光と恋の歌はけして
色褪せない」 と歌っていて、 私の音楽を完璧に要約していま
す。 また、 おなじみのクラシックなコーラス部分につながるま
での、 知られざるイントロ ・ ヴァースは皆さんに気に入ってい
ただけると思います。 

★ 難しい質問かもしれませんが、 最も愛着のある曲はどれ
ですか？

L:　全然難しくないですよ！　最も愛着があるのは 「Once 
Upon A Time」 ですね。 この曲を聴くと、 特に “The tree is 
gone” 「もうその木はない」 という部分で泣いてしまうので、
最近まで歌ったことがありませんでした。 でも今回は乗り越え
られたので、 これからは歌えるでしょう。 今はトニー ・ ベネッ
トに捧げたいと思っています。 彼はこの曲の美しいバージョン
を歌っていましたし、 私がちょうどこの曲を録音した頃に、 彼
がステージから引退することを知りました。 私は彼のほとんど
すべてのアルバムを持っていますし、 何度も彼に会いました。
そのうちの 1回は、 私の父がダラス ・ ベネチアン ・ ルーム ・
オーケストラで彼のバックを務めたときです。 私はずっと彼の
ことが大好きです。

★ レコーディングはテキサスの Crystal Clear というスタジオ、
その後 Golden Beetle というスタジオでも行われたそうです

★ 最新アルバムの 『ユー ・ アスクト ・ フォー ・ イット』 はあ
なたの歌声とバンドの演奏と共にサウンドも最高で、 ノスタル
ジックな雰囲気に溢れていますね。 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？

L:　ありがとうございます。 私は自分のキャリアの中でのこの
アルバムの位置付けといったものは考えていなくて、 シンプ
ルに、 自分が大好きな、 有名スタンダード曲を歌う機会とし
て考えていました。 今までのアルバムでは、 主にあまり知ら
れていない曲にフォーカスしていましたが、 今回はファンから
たくさんいただいたリクエスト曲を皆さんに聴いていただきた
いと思ったのです。 ただ、 ありきたりな 「スタンダード集」 に
したくなかったので、 いくつかの曲 （特に 「Goldfinger」） は
独自のアプローチを取り入れ、 またいくつかの曲には、 初め
て聴いた人が 「これは何の曲？」 と思うような、 めったに歌
われることのないオリジナル・イントロ・ヴァースを入れました。

　　楽器演奏に関しては、 プロデューサーでアレンジャーのブ
ライアン ・ パイパーが、 今回のバンドには昔ながらの手法で、
スタジオで一斉にライブ演奏をしてほしいと頼みました。 これ
は私もずっとやりたいと思っていたことです。 後からホーン奏
者のソロを別録りするのではなく、 一斉に演奏して補い合って
もらいました。 そのためにブライアンがホーンの素晴らしいメロ
ディを書いたので、 奏者たちにとっても興味深いものになりま
した。 これが今回のアルバムの今までとは少し異なる部分で、
演奏により自然な感じを与えていますが、 私にとっては大きな
変化ではなく、 基本的にやりたいことは一貫しています。 

★ アルバム全曲好きですが、 映画 “007” からのナンバー
「Goldfinger」 はどのように選んだのですか？

L:　気に入ってくださって嬉しいです！　これは今作の中で最
も気に入っている 2曲のうちのひとつです。 私が実際にライ
ブで歌っているのを聴いた方からいただいたリクエストで、 テ
キサス州ダラスのクラブ 「The Balcony Club」 で働いている
女性からです。 原曲を歌っているシャーリー ・ バッシーと私
の声質が全然違うので、 私に合っている曲かどうか最初はわ
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ね。 Golden Beetle という名前はユニークですが、 どのよう
なスタジオなのですか？

L:　これまでの作品はすべてCrystal Clearで録音しましたが、
今回はスケジュールの都合がつかなかったので、 Golden 
Beetle には救われました！　できたばかりのスタジオで、 私
が録音を行っていたときはまだオープン前で、 オフィススペー
スを準備している最中でした。 Golden Beetle の創業者の 1
人は、私のプロデューサー、ブライアン・パイパーとオーディオ・
エンジニアとして仕事をしていることもあって、 このスタジオの
クオリティの高さはブライアンのお墨付きでした。 ボーカル録
音機材の多くは Crystal Clear のものと同じものです。 ボーカ
ルを聴き比べても、 どちらのスタジオで録音したかわからない
ほどです。 

★ アルバムには素敵な折りたたみポスターが同封されていま
すが、 ファンにとっては特別ですね。 とても素敵なバーで背
景にフランク ・ シナトラの写真も見えますが、 どこのバーなの
ですか？

L:　写真撮影はすべて、 ダラスの友人、 ワイアットの自宅で
行われました。 彼は私と同じくヴィンテージ ・ムーブメントが好
きで、 素敵なミッドセンチュリー ・ モダンの家を所有していて、
このアルバムのテーマとして思い描いていた 「カクテル・パー
ティー」にぴったりでした。 ジャケットの写真は暖炉の前で撮っ
たものですが、 今ではレンガを別の色に塗り替えたそうです。

　　ごく最近、 テキサス州アーリントンにある私のお気に入り
のティキバー 「4 Kahunas」 のアニバーサリーパーティーで
彼に会いました。 その日彼は DJ で、 サーフやエキゾチカの
曲をかけていました。

　　いつか近いうちに私のミッドセンチュリー様式の自宅で写
真撮影したいと思っています。 ただ、 撮影のゴタゴタで我が
家で飼っているオウムたちを怖がらせたくないのですよね。 

★ 日本はどのようなイメージですか？　これまで日本に訪れ
たことはありますか？　もしあれば、 日本での特別な思い出
について聞かせて下さい。 もしなければ、 見たり行きたい場
所や食べたいものはありますか？

L:　私はまだ日本に行ったことがありませんが、 古代からの
伝統と超現代的な文明が融合した魅力的な国というイメージ
を持っています。 そういう意味では、 私が行ったことのあるド
バイに少し似ているかもしれません。 私が今まで訪れたこと
のある最も遠い場所はインドのバンガロールと西海岸のゴア
です。 歴史が好きなので、 できれば博物館、 美しい史跡、 も
ちろんジャズクラブにも行きたいですね！

　　また、 私は行く先々でその土地のシーフードや野菜を食
べるのが好きで、 日本でもそれが楽しみです。 私の住むテキ
サス北部にはアジアの市場とレストランの大きな複合施設が
あって、 試してみたいものがたくさんあります！ 

　　これはちょっと変わった回答になると思いますが、 私は
「Red birb」 または 「グミ」 という名のインコのファンで、 彼
の YouTube チャンネルを毎日見ています。 見ればわかりま
すよ。 彼の飼い主が日本のどこにいるのかはわからないの
ですが、 もし日本を訪れたらなんとか探してグミと一緒に飼わ
れている鳥たちにも会いたいです。 私の歌に反応するグミの
ビデオを撮りたいですね。

★ アメリカのテキサスで様々なジャンルの音楽を聴きながら
育ったと思いますが、 子供の頃はどんな音楽を聴いていたの
ですか？ 

L:　私の父はジャズ ・ ミュージシャンで、 コマーシャル歌手で
もあったので、 その影響で私は友達とはまったく違う音楽を聴

いていました。 ナット ・ キング ・ コール、 エラ ・ フィッツジェラ
ルド、 ペギー ・ リー、 ジャック ・ ジョーンズなどの偉大な歌手
を聴いていましたね。 父はジングル ・ グループのボーカル ・
セッションリーダーとして、 The Singers Unlimited や The 
Manhattan Transfer などの素晴らしいハーモニーグループを
よく聴いていました。 ジャズでは、 昔のビッグバンドや、 ブラ
ジル ’66 とパット・ウィリアムズ。 また、 私たちは家でクラシッ
ク音楽、 特にラヴェルをよく聴いていました。 映画や演劇の
サウンドトラックも大好きで、 自分でミュージカルに出演したこ
ともありました。 信じがたいかもしれませんが、 私はテキサス
にいながら、 大人になるまでカントリーミュージックを実際に
聴いたことがなかったのです。 でも、今はクラシック・カントリー
が大好きですよ。

★ お父さんのビリー ・ エインズワースは、 有名なビッグバン
ドのサックスとクラリネットの名プレイヤーでアレンジャーでも
ありましたね。幼い頃はお父さんのようにサックス・プレイヤー
になりたいと思わなかったのですか？

L:　面白い質問ですね、 今まで訊かれたことはありませんで
した！　それは考えたことがなかったです。 父の世代では伝
統を重んじる傾向がまだあって、 管楽器は女性向けではない
と思われていました。 また、 彼は完璧主義者で、 本当に優
れた演奏家だったので、 同じ楽器を演奏するのはとんでもな
いと思っていました。 私は独学で楽譜を読んだり、 本でピアノ
を学んだりして弾けるようになりましたが、 ブライアンのように
素晴らしい奏者に伴奏してもらうほうが好きですね。 

★ 強い影響を受けた 3人のボーカリストを挙げて下さい。

L:　もちろん、 エラ ・ フィッツジェラルドですね。 彼女の何もか
もが好きです。 ジュリー ・ ロンドンの官能的なスタイルと自然
なフレージング、 ローズマリー ・ クルーニーの非常に特徴的
なメゾボイスと歌詞に込める 「魂」 にも影響を受けています。
他にも大勢いますよ！ 
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★ 強い影響を受けたジャズのアルバムを 3枚挙げて下さい。

L:　こちらも 3つに絞るのは難しいですね！　私にとって、 も
ちろんボーカルは最も重要な判断材料です。

　　ELLA FITZGERALD SINGS THE COLE PORTER
　　SONGBOOK
　　（エラが私の父宛にサインを入れてくれたこのダブルアル
　　 バムのディスク 2は、 私が最も大切にしているものです） 
 
　　THE MANHATTAN TRANSFER
　　（ザ ・マンハッタン ・ トランスファー） 

　　IN THE WEE SMALL HOURS
　　（フランク ・シナトラ） 

★ 歌を歌う上で最も大切なことは何ですか？

L:　歌うときに最も重要なことは、 音楽的にはピッチやトーン
などと言いたいところですが、 これらは自然に得られるもの
で、 あまり意識して考える必要はないでしょう。 私は発声に
ついてかなり勉強してきましたが、 素晴らしい先生に恵まれ
て幸運でした。 私は、 まるで役者がその役を演じるように歌を
歌うことをいつも意識しています。この曲にはどのようなストー
リーがあるのだろう、彼女は誰に向かって歌っているのだろう、
彼女のこの気持ちに解決策はある？　などと考えながら歌い
ます。 スタジオにいるときは、 自分の声だけですべてを伝え
なければなりませんからね。

★ 音楽以外の趣味はありますか？

L:　保護した 12羽のインコ ・ オウムたちと過ごすのが大好き
です。 小型のオキナインコから大型のオウムまでさまざまな
種類がいます。 何百もの言葉を話せるヨウムもいて、 彼は私
にとって特に大切な子です。 ときどき家の中がものすごく賑や
かになりますよ！

　　その他に興味があるのは、 ミッドセンチュリー ・ デザイン、 

映画、 特にフィルム ・ ノワール、 ファッションとファッションの
歴史です。 

★ 2022年に何か特別な計画はありますか？

L:　年が明ける前に、 メキシコ旅行をするかもしれません （信
じられないことに、 テキサス人なのにメキシコに行ったことがな
いのです）。 また、 自分の曲をもっと書いて、 来年には録音す
る予定です。 これまでに自作曲はアルバム 「New Vintage」
に収録されている「The Man I Love Is Gone」の1曲しかリリー
スしていませんが、とても好評です。 この曲の共作者ジョージ・
ガリアルディとのコラボレーションを進めています。

★ 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！

L:　皆さんが今これを読み、 私の作品に興味を持ってくださっ
ていることを、とても光栄に思います。ビンテージ・ジャズのファ
ンは本当に特別です。 私が思うに、 皆さんは素晴らしい趣味
をお持ちです。 皆さんのおかげでこの音楽が生き続けている
ことに、 心から感謝します！
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