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大森元貴
Interview

（Mrs. GREEN APPLE）
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メロディと歌詞は同時に出てきます
トラック・メイクを先にして
そこにのっけていくような感覚です
Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下ミセス）は、ボーカル／
ギターの大森元貴さん、ギターの若井滉斗さん、ベースの髙野清宗さん、キー
ボードの藤澤涼架さん、そしてドラムの山中綾華さんの５人からなるロック・
バンドです。疾走感あふれる彼らの代表曲「Speaking」は、多くの高校生
バンドにも人気なので、皆さんの中にもコピーに挑戦した方がいるのでは？　
そんなミセスが２月に６枚目のシングル『Love me, Love you』をリリース、
また４月にニュー・アルバムを控えているとの情報を聞きつけ、編集部ではボー
カル＆ギターの大森元貴さんに取材をオファー、即OKをいただけたので、
曲作りの遍歴や新作のことなど、いろいろなお話を伺ってきました！ 

『Love me, Love you』
ユニバーサルミュージック
初回限定盤 CD＋DVD：UPCH-89374
通常盤 CDのみ：UPCH-80487

小６でバンドを組んでオリジナルを演奏

──ギターを弾き始めたのはいつごろですか？
ギターは中１なんですけど、楽器は小６でベースから始
めました。そのころモンパチ（MONGOL800）がすごく
好きで、モンパチさんがベース／ボーカルだったのでベー
スを選んだんです。それで卒業式で目立てればと思って

（笑）、バンドを組んでモンパチさんのコピーとオリジナル
も１曲作って演奏しました。
──ベースを始めて、すぐに作曲まで!? 
そうなんです。その後、ちゃんとコードなども学びたいと
思ってギターを始めたんです。家におもちゃみたいなギ
ターがあったので、まずはそれを楽器屋さんに持ってい
き、弦を張り替えるところからでしたね。その後、メーカー
は忘れましたけど、レス・ポール・タイプのギターを買い
ました。ピックアップをフロントとリアで切り替えられる
ので音に幅があるのかなと思って。
──ちなみに、最初に買ったベースは何でしたか？ 
何だったっけ……？　Epiphone（ エピフォン）かな？　
けっこう重低音がしっかりしている、すごく重たいやつで
した。
──ギターは最初にどんな練習をしていましたか？
コードの移動をすぐできるようにしたいとずっと思ってま

したね。といっても、何か特別な運指の練習をしていた
わけではないんです。ギターって「慣れ」じゃないですか。
だから、ギターを持つことに慣れるようにと思って練習し
ていました。
──ちなみに、今のメイン・ギターは？
Fender Telecaster（フェンダー テレキャスター）です。
デビュー前からずっと使っている1本があって、レコーディ
ングとライブの両方で使っています。

中１からDTMで曲作り

──曲作りの方法はどうやって勉強したんですか？
誰かに教わったというわけではなくて、すべて自分の感
覚、独学だったので、どう説明したらいいのか……（笑）。
でも、最初にベースを弾いたことで「ルート」というもの
を知って、キー、つまり調を知ったことが大きかったのか
なと思います。例えば、Gの次にCに行って、Dに行くと
いうスリーコードだけでも、「この曲のキーはGなんだな」
ということがわかりますよね。だからベース音さえわかっ
ちゃうと、コード進行は作りやすいのかなと思います。あ
とはいろんなバンドのコピーをしたり、バンド・スコアを
見たりしているうちに、勉強というよりも、楽しみながら、
いろいろなことを自然と知ることができました。
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──どんなバンドのコピーを？
例えば、RADWIMPSとかONE OK ROCKとかですね。
当時は周りもすごく聴いてましたし。
──当時、ギターは何に録音していたんですか？ 
中１からDTMも始めたので、PC（パソコン）に録ってい
ました。ソフトはAPPLE社のGarageBand（ガレージ
バンド）です。ミセスを組むまでずっと使っていたので、

「GarageBandのことなら任せてください！」みたいなと
ころはあります（笑）。でも、最初はギターの音をPCに
取り込む方法がわからなくて、Macの勉強から始めまし
た。インターネットでいろんな人のサイトを見て「オーディ
オ・インターフェースというものがあるんだ」とか、そこ
からでしたね。それこそ最初は電子ピアノに入っているド
ラムの音色を鳴らして、電子ピアノのスピーカーにマイク
を近づけてリズムを録ったりしてたんです（笑）。「打ち込
み」という概念を知らなかったし、MIDIキーボードとい
う存在も知らなかったので。
──全くの手探り状態で始めたんですね。
ずっと1人で試行錯誤していました。でも、1人でやって
いたからこそ、自分なりの「これはいい」「これはだめなん
だ」という感覚を養うことができたように思います。
──ソフトを使いこなせるようになったのは、いつぐら
いですか？ 
クオンタイズとか、ベロシティとか、そういうことがわかっ
てきたのは中３くらいですかね。最初は「MIDIキーボー
ド買ったのに、なんでこんなにテンポが合わないんだろう
な？」と思ってましたから（笑）。
──よく挫折しませんでしたね。
純粋に楽しかったんだと思います。曲を作りたいという
気持ちは間違いなくあって、具現化させたかったんです。
だから、クオンタイズとかがわかってくるとテンポがズレ
ることもないし、その上で自由にベースとギターを弾ける
と思っただけでワクワクしてました。
──ミセスのために最初に作った曲のことは覚えていま
すか？
はい。ミセスは高校１年生の終わりころに組んだんですけ
ど、そのちょっと前に作りました。世には出てないですけ
ど、今のアンサンブルよりも難しかったと思います。メン
バーを誘うときにその曲を聴かせて、ドラムの山中（綾華）
はそれを聴いて、一緒にやりたいと言ってくれたんです。

メンバーはデモを耳コピ

──現在のミセスの曲作りについて教えていただきたい

のですが、大森さんが最初にデモを作るのですか？ 
そうです。ソフトはApple Logic Pro X（アップル ロジッ
クプロテン）とAvid Pro Tools（アビッド プロツールス）
を使っています。基本的にはLogicですね。
──ギターで曲を作って、それからデモを作っていく？
いえ、前もって曲の形を作っておいてからアレンジすると
いう方法ではなくて、ドラムを打ち込んで、ベースを弾い
て、ギターを録音してということとアレンジを同時進行さ
せています。ですから、ギターを録音するときはアレンジ
しながらなんです。
──曲と歌詞はどちらを先に作るんですか？ 
メロディと歌詞は同時に出てくるので、どちらが先かは自
分でもよくわからないんですよね。トラック・メイクを先
にして、そこにメロディと歌詞をのっけていくような感覚
です。漠然としたビジョンはあるんですけど、完成図を予
想して作っているわけでは決してなくて。「母音がこんな
感じ」とか「絶対にこの言葉は入れたい」「こういうフレー
ズはどうかな」といういろんなイメージを照らし合わせな
がら、作詞と同時にメロディを歌って録音しています。だ
から、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、録音
が済んだころには、もう「他人の曲」みたいな感じなんで
すよ。録ったものを聴き返してみて、「こんなフレーズで
こんなメロディを歌ってたんだ」「あ、Bメロはこんななん
だ」と、ハっとさせられる瞬間がけっこうあるので、自分
でも面白いなと思ってます（笑）。
──ミセスの曲は、Aメロがすごくキャッチーですよね。
うれしいです。YouTubeとか試聴サイトで、はじめの30
秒くらいしか聴けない場合などがありますよね。それに
全く知らない人の曲を聴くときに、サビまでの30秒って、
けっこう長い気がするんです。その30秒を待たせるくら

▲Mrs. GREEN APPLE。左から大森元貴さん（Vo/G）、若井滉斗さん（G）、
髙野清宗さん（B）、山中綾華さん（Dr）、藤澤涼架さん（K）
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いなら、Aメロからつかみにいきたいなという気持ちはあ
ります。
──曲作りのときは、サビからではなく、曲の頭から順
番に進めていくのですか？
そうですね。それこそイントロのアレンジから作っていく
タイプです。もちろん、サビからという場合もあるんです
けど。
──大森さんが作るデモには全パートのフレーズが入っ
ていて、それをメンバーに伝えて演奏してもらうという流
れなのでしょうか？ 
はい。デモはマスタリングまで自分で済ませて、それを
ディレクターにも聴いてもらって、「声はこれくらいコンプ
でつぶしたい」とか、そういうことまでイメージを伝える
ようにしています。また、メンバーには楽譜を書いて渡す
わけではなく、音源だけを聴いてもらっているんです。
──ということは、メンバーの方はデモを耳コピしてい
るんですか？
そうです。「こういうふうに聴こえた」という感覚だけでフ
レーズをとらえてもらったほうが、それぞれの手癖が出る
かなと思って。だから、ギターを引き立たせたい曲でも、
あえてギターの音量を落として若井（滉斗）にデモを渡し
たりしています（笑）。
──大森さんが考えたフレーズであっても、バンドで演
奏すると違うものになったりするのでしょうか？
全然違います。メンバーが弾くから良い部分と、打ち込
みだから良い部分が、それぞれあるんです。小６でバン
ドを組んで、その楽しさを忘れたことはなかったんですけ
ど、中学では友達とも遊ばずに家にこもって音楽を作っ
ていたので、ミセスを組んだときに、あらためてバンドの
楽しさを知ったような感覚なんです。「あ、こういう瞬間
にグっとくるんだ」というのを本格的にわかったのはミセ
スを組んでからですね。だから、もっと早くからバンドを
やっておけばよかったなと思います。友達と合わせるから
こそ生まれるグルーブみたいなものは言葉にできないん
ですけど、そういう言葉にできない感覚は早いうちから
味わっておくと貴重な財産になるんじゃないでしょうか。

舞台のような展開のある曲

──２月にリリースされたシングル曲「Love me, Love 
you」はどういうきっかけで生まれた曲ですか？
もともとブロードウェイのミュージカルのようにすごく華
やかなものが好きなんですね。「人に夢を与える」と言っ
たらちょっとキレイごとかもしれないですけど、いわゆる

エンタテインメントですよね。ディズニーランドや遊園地
なども同じだと思うんですけど、そういうエンタテインメ
ントをあらためて魅力的に感じたので、それをどうにかし
て音楽に落とし込めないかなと思ったのがきっかけです。
展開がたくさんあったり、金管楽器がたくさん出てきたり
と、まさに舞台のような展開のある曲を作りたいなと思っ
たんですよ。
──歌詞のコンセプトは？
自分は今、21歳なんですけど、もう少し下の世代の中学
生や高校生って、恋愛というものがあまり身近でなくなっ
ちゃってるような感覚があるんです。これは自分たちの世
代にもあったものですけど、「恋愛しなくていいや」と最
初から自分で決め込んじゃっていたり、恋愛って「する」
とかそういう「動詞」じゃないと思っていたりするんです
ね。そういう状況に対して、「恋」とか「愛」、つまり人と
のつながりですよね。別に恋人との愛じゃなくて、家族や
友達との「愛」でもいいと思うんですけど、そういうもの
をあらためて歌ってみても面白いんじゃないかなと思った
んです。「自分たちの世代が代表して」と言ったら、言い
過ぎかもしれないですけど。
──今の中学生や高校生の間には、「恋」とか「愛」とい
うものを、能動的にとらえられない雰囲気があるのです
か？ 
あると思います。そういうものにリアリティがなくなって
るというか。「絶食系」という言葉もあったりしますよね。
これは恋に限らずですけど、人とのつながりをあらかじめ
自ら決め込んでいる人が多い気がしてて、「それってどう
なの？」と。それはちょっと寂しい気がするし、まだあき
らめる必要とか、何かを決め込む必要は全然ないのに、
と思うんですよ。もちろん、人生の中で恋人を作るのが
すべてではないと思いますけど、自分はずっと音楽をやり
たくて、それに没頭していたものですから、そういう何か
のめり込めるものがあるといいんじゃないかなと。
──そういう視点で歌詞を読むのも面白そうですね。
そうですね。下の世代だけじゃなくて、自分たちや上の世
代に対しても、いろんな部分で疑問を感じる瞬間があっ
たりして、それが作詞の原動力になったりもするんです。
だから、意識して歌詞を見てくれると伝わるものがある
のかなと思います。ミセスの曲はポップなので、けっこう
際どいことを言っていてもポップスの魔法にかかってると
ころがあるので、柔らかく聴こえたりするとは思うんです
けどね。それも意図ではありますし。でも、あらためて
歌詞だけ見てもらったりすると、ちょっと面白いかもしれ
ませんね。
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小学生のときのほうが声が低い

──大森さんのボーカルはハイトーンがとても魅力的で
すね。ミックス・ボイス的というか、どこからどこまでが
地声なのかよくわからないのですが……。
自分でもわからないんです（笑）。意識しなくてもミックス・
ボイスになっちゃうというか。だから、逆にチェスト（地声）
を出したいくらいです（笑）。ミックス・ボイスって簡単に
言えば「裏声の表」みたいなことなんですよね。裏声は引
いて出すような声なんですけど、それを鼻に通して裏声に
聴かせないのがミックス・ボイス。でも、そういうことを
知ったのは後からで、僕は昔からそういう歌い方だったん
ですよ。
──どれくらいの音域で歌えるんですか？
それは調べたことがないですね。今はホイッスル・ボイ
スの勉強をしているんですが、どこまで出るのかわから
ないんです。
──ちなみに、声変わりはしましたか？
それがなかったんですよ。小学生のときの映像を見ると、
今より声が低いんです。それって生物学的に大丈夫かな？
という（笑）。変声期のときにバンドを組んでずっと歌っ
ていたから、そこでノドが固まった感じなんですかね。
──ボーカリストで参考にしている方などはいますか？
特に目標にしているわけではないんですけど、「こういう
シンガーってかっこいいよな」と思う方はいます。例えば、
マルーン5のアダム（レヴィーン）とか、サム・スミス、ア
デルなどですね。ああいうシンガーは強いなと思います。
特にアダムは自分と声質は違いますけど、ミックス・ボイ
スを使っている部分などはライブDVDや動画を観て勉強
したりはしました。
──歌の表現力に関して何かトレーニングをしたこと
は？ 
トレーニングはしていないですね。やはり作詞している
のが自分なので、おのずと歌詞を歌うときに自分が反映
されているというのが一番大きいと思います。あとは先
ほどもお話したように、エンタテインメントが好きなの
で、音楽もエンタテインメントであるべきだと思っている
んです。だから、声にしても展開があって見てて飽きない、
聴いてて飽きないという音楽を作りたいと思っています。
だから、「Speaking」も最初は語りかけるように始まりま
すしね。演劇と言うと大げさかもしれないですけど、音
楽とは通じているものがあるのかなと思います。 ギターの若井滉斗さん（写真左）とベースの髙野清宗さん

（写真右）が、話題のギター＆ベース製品を試奏してくだ
さいました。（上の写真はご自身の楽器）P22／P24を
チェックしてみてください！

エンタテインメントを掘り下げたアルバム

──既にアルバムもほぼ完成しているそうですね。
はい。「2018年の年間コンセプト」というわけではない
ですけど、「エンタテイメントをもっと掘り下げていこう
よ」という話をしているので、これまでとはまた違うMrs. 
GREEN APPLEをアルバムで表現できたと思います。「バ
ンド」という概念で聴くと、「これはバンドなのか？」とい
う疑問を持ってしまうような曲があったり、逆にごりごり
のバンドっぽい曲もあったりするので、とても音楽的なア
ルバムですね。あと、例えば「Love me, Love you」は
ビッグバンドをコンセプトとした曲ですけど、そういうア
レンジを採り入れるというのは歴史の勉強でもありますよ
ね。そんな音楽のいろんな歴史が詰まっているアルバム
になっているんです。だから、すごく面白いですよ。
──高校軽音楽部でコピーできそうな曲もありますか？
もちろん！　すごくやりやすい曲もあるので、ぜひ聴いて
ほしいです。
──５月からは全国ツアーも始まりますね。
ライブに関しては、もうロック・バンドではなく、すごく
エンタテインメントだと思います。何をもってロック・バ
ンドと言うのかというナゾはありますけど（笑）。とにかく
面白い挑戦になると思います。

こちらも
 チェック！



すべての楽器プレイヤー、そしてボーカリストにとって必要な能力
それは「リズム感」と「音感」です。

そして、この２つはある意味、
一生かけて養っていく能力とも言えます。

そこで大切なのは「意識して練習しているかどうか」です。
１年後、５年後、10 年後の楽器＆ボーカルスキルは

「リズム感」と「音感」を意識しているかどうかで変わってくるでしょう。
というわけで、この特集では、

簡単に楽しく、そして部員全員で取り組める
「リズム感」と「音感」のトレーニング方法を紹介します。

リズム感のトレーニング………………………………………………………………………………P12

リズム譜を読めるようになろう……………………………………………………………………P14

童謡で音感を鍛えましょう…………………………………………………………………………P16

本特集は、いろいろな本から一部を抜き出して再構成しています。
「もっと詳しく知りたい！」という方は、元の本をチェックしてみてください！

リズム感＆音感の
トレーニング

特集1



4拍子でパ！を叩こう!
【体内メトロノーム】トレーニング１

パ

ワン トゥ スリー・ フォー・
1 2 3 4

カウント

プレイ

いち にい さん しい

パ パパパ パ パパパ パ パパパ パ パパ

基本トレーニング
◉手拍子はカウントに合わせて４回！

07

　まずは「１、２、３、４」のカウント（4分音符）を歌いながら、同じタイミングで手をパ!
と叩くエクササイズからスタートです。非常にシンプルな基本中の基本と呼べる内容
ですが、ここで「１、２、３、４」の正確なタイミングをつかんでおくことが、後々のエク
ササイズの成果を大きく左右します。
　まずは「しっかりとお腹の底からカウントを歌うこと」を意識して取り組んでください。
　そして「１、２、３、４」の間合いを正確に感じること、そしてカウントとパ！のタイミン
グがきちんと揃っているかどうかを確認することも大切なポイントになります。

基本トレーニング：枠内を何回も繰り返します（以下同様）

エクササイズのやり方は12ページの「この本の使い方」もお読みください

16

12

リズム感のトレーニング

■長野祐亮 著
■定価（本体1,800 円＋税）
／CD付き

手拍子をたたくだけの超カンタンな方法

「リズムの良しあし」は演奏の印象を大きく左右し

ます。簡単に言えば、「リズムが良いとうまく聴こ

える」ことが多いのです。そこで皆さんにおすすめ

したいのが「体内メトロノーム」トレーニングです。

この方法は、『歌、楽器、ダンスが上達! リズム感

が良くなる「体内メトロノーム」トレーニング』という

本で紹介されています。この本では口でカウントを

歌いながら、手拍子を繰り返すというシンプルなト

レーニングでリズム感を鍛えていきます。毎日テー

マを決めて、部員全員でトライしてみてください。

この本に教えてもらいました

本書で最初に紹介されて
いる

「４拍子でパ！を叩こう！
」

というトレーニングです

カウントに
合わせて

手拍子「パ！」

「ワン・トゥ・スリー・フォー」
のカウントを

声に出して歌う
ことがとても大切

サウンドをチェック！

https://youtu.be/8x4iyus7QLE

本に付属のCDと同じサウンドを
YouTubeへアップしました。

『歌、楽器、ダンスが上達！
リズム感が良くなる
 「体内メトロノーム」
トレーニング』

本書のコンセプトは、「メトロノー
ムのように一定のテンポを図る感
覚を自分の体で養う」というもの。
ボーカリスト＆全楽器プレイヤー
必修の内容と言えるでしょう。



応用トレーニング3
◉手拍子は「トゥ」と「フォ」のタイミングで！

カウント

プレイ

ワン トゥ スリ フォ
1 2 3 4
いち にい さん しい

エン エン エン エン
＆ ＆ ＆ ＆
と と と と

ウ ウウン ン ンンウ パ パパパ

13 0:31～

　「1＆、2＆、3＆、4＆」のカウントを歌いながら、2拍目と4拍目だけパ！と手拍子す
るエクササイズです。前にも述べたように、2拍4拍というのはポピュラー・ミュージッ
クではアフター・ビートやバック・ビートと呼ばれるタイミングであり、リズムのアクセント
が強調されます。カウントと２拍４拍の手拍子が上手く重なれば、ロックなどの基本の
リズムである8ビートのノリが心地よく感じられるはずです。

また4拍子でパ！を叩こう!
【体内メトロノーム】トレーニング3

各トレーニングに慣れてきたら、遅いテンポ、速いテンポなど、
基本となるテンポを変えたトレーニングもやってみてください！

30

4拍子でウパ！を叩こう！
【体内メトロノーム】トレーニング5　

カウント

プレイ

ワン トゥ スリ フォ
1 2 3 4
いち にい さん しい

エン エン エン エン
＆ ＆ ＆ ＆
と と と と

ウ ウウン ン ンンウ パ パパパ パ パパパ

基本トレーニング
◉ウパ！のタイミングで４回手拍子！

　「1＆、2＆、3＆、4＆（8分音符）」のカウントを歌いながら、手を叩かない数字の
部分を「ウ」と感じ、ウラ拍をパ！と叩くエクササイズです。前にも述べましたが、ウラ
拍はリズム感を養うためのとても大切な音符になります。流れが雑にならないよう
に、ゆっくりとした速さから確実に練習してほしいと思います。
　カウントの基本としては、「＆」よりも数字の部分を強めに歌うことで、4拍子のサイ
クルを強く意識するよう心がけてください。手につられてウラ拍の「＆」の部分が強調
されてしまわないように注意しましょう。

17

38

13

カウントを歌いながら手拍子をたたいて
「体内メトロノーム」を身に付けよう

まとめ

　練習のポイントは何といっても「カウン
トを歌うこと」なのだそう。そして、「でき
るだけ長い時間継続して繰り返し歌う」と
よいそうです。１曲分の長さくらいはキー
プできることを目指しましょう
　ちなみに、ここで紹介したのは、ほん
の一部。曲に合わせて手拍子したり、３
拍子で手拍子したり、３連符で手拍子し
たりと、どんどん複雑になっていきます。
本書をマスターできれば、かなりのリズ
ム達人と言えるでしょう。とにかく、どこ
でも練習できるので、ぜひ毎日の習慣に
してください！

「エン」の
部分が

「ウラ拍」です

手拍子は
２拍目と４拍目

ウラ拍を
手拍子する
トレーニングもあります

少し先へ進むと「ウラ拍
」も歌います

サウンドをチェック！

https://youtu.be/
ltbUzcM1WRw

サウンドをチェック！

https://youtu.be/
DVtwA7640H8
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　ここからは、長さの違う音符や休符を
組み合わせたリズムを、わかりやすいひ

とまとまりで考える方法と、便利にとら
えていく練習を紹介していきます。

キーワード タータタ

【ラーメン】のリズム、
タータタを覚えよう19

リズムの形に「ラーメン」の言葉を当てはめて覚えましょう

　８分音符４つで２拍になりますが、最
初の８分音符をタイで繋ぐと４分音符に
なります。つまり、４分音符＋８分音符
＋８分音符で、ちょうど２拍分のリズム
の形として把握すると便利なのです。
　さらに「ラーメン」のように言葉を当て
はめると、この「タータタ」のリズムを感
覚的に覚えられそうです。もちろん「ソ
ーメン」でも「アーメン」でかまいません。

　この基準の８分音符を、倍の４分音符（譜例左側）、あるいは半分の16分音符
（譜例右側）で考えても、お互いの相対的なリズムは変わりません。ここでは「リズ
ムの相似形」（拡大・縮小パターン）として併せて覚えてしまいましょう。
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14

■侘美秀俊 著
■定価（本体1,500 円＋税）
／CD付き

楽器初心者の方は、当然、楽譜に関しても初心者

ですよね。きっと「苦手だなあ」と思っている方も多

いことでしょう。でも、好きなバンドのスコアだった

り、教則本だったりで、どうしても楽譜と向き合わ

なければいけないこともあると思います。そこでオ

ススメしたいのが『できるゼロからはじめる楽譜＆リ

ズムの読み方超入門』という本です。特に、この本

に書かれているリズム譜の攻略方法が面白いんで

す。ぜひ試してみてください。リズムがわかるよう

になると、一気に楽譜を読むのがラクになりますよ。

この本に教えてもらいました

『できる ゼロからはじめる
  楽譜＆リズムの読み方
  超入門』

まずは
「ラーメン」を覚えよう

リズム譜を読めるようになろう
音符を言葉にしてみよう

この記号はタイ ２つの音符を
つなげる記号です

タイが出てくると
混乱しがち

ですよね

そこで、この形は
「ラーメン」で

覚えてしまいましょう！

楽譜が読めるようになると、コ
ピーもラクにできるようになりま
す。本書なら丁寧に教えてくれ
るので挫折しらず。楽譜コンプ
レックスから脱出しましょう！
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19

タ

タ
タ

ta_a,ta, ta

終わり

　ここからは、違う長さの音符や休符の
組み合わせのリズムを、わかりやすいひ

とまとまりで考えて、便利にとらえてい
く練習をしてみます。

キーワード タータタ、ta_a,ta,ta

【ラーメン】のリズム
タータタを覚えよう！19

リズムの形に「ラーメン」のコトバを当てはめて覚えましょう

　８分音符４つで２拍になりますが、最
初の８分音符をタイで繋ぐと４分音符に
なります。つまり、４分音符＋８分音符
＋８分音符で、ちょうど２拍分のリズム
の形として把握すると便利なのです。
　さらに「ラーメン」のようにコトバを
当てはめると、感覚的に覚えられそうで
す。もちろん「ソーメン」でも「アーメン」
でかまいません。

　この基準の８分音符を、倍の４分音符、あるいは半分の16分音符で考えても、
お互いの相対的なリズムは変わりません。ここでは「リズムの相似形」（拡大・縮小
パターン）として覚えてしまいましょう。

「ラーメン」のリズムの形を口ずさんでみます❶

休符に置き換わったリズムの形も口ずさんでみます❷

手やメトロノームで拍をカウントしなが
ら、口ずさむ、あるいは楽器で音を鳴
らしてみましょう

手やメトロノームで拍をカウントしなが
ら、口ずさむ、あるいは楽器で音を鳴
らしてみましょう

リズムの相似形（拡大・縮小パターン）
を繰り返すことで感覚的に覚えます

リズムの相似形（拡大・縮小パターン）
を繰り返すことで感覚的に覚えます

41

42

最初に戻って繰り返す
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15

音符の細かさが変わっても
「ラーメン」は「ラーメン」なのです

まとめ

音符だけ
見ると

何だか難しそう
ですよね……

でも、
語呂合わせなら
すぐにイメージが

わきます！ラーメン以外の
メニューもどうぞ

音符の細かさが変わっても
ここにあるのは全部「ラーメン」！サウンドをチェック！

https://youtu.be/
gqdUTof-Bzw



ドレミで歌うと
なぜ音感が良くなるのか？1-2

- 12 -

　本書では、“ドレミ”でメロディを歌う“階

名唱法”を扱っています。階名唱法と聞くと、

小学校で学んだことを思い出すかもしれま

せん。そういった経験から、何曲かは、ドレミ

（階名唱法）で歌える人も多いのではない

でしょうか？

　本書の“はじめに”では、“咲いた～、咲

いた～、チューリップの花が”の歌詞で有

名な、「チューリップ」のメロディを“ドレミ、

ドレミ、ソミレド、レミレー”と歌える人でも、

“ぽっぽっぽ～、鳩ぽっぽ～”という歌詞

　こういった共通点を見つけるには、メロ

ディをあっさりと早く歌っていては意識する

ことができません。1曲が長く、高度なアレ

ンジが施された流行歌では、なかなかメロ

ディの音程をゆっくりと味わうことができま

せん。

　そこで、童謡や唱歌のシンプルなメロ

ディを通じて、似たメロディを比較しながら、

口ずさんでいくことが大事なのです。

　まず、「チューリップ」と「はと」の出だしが、

小学校でも習った“階名唱法”

メロディの共通点を見つける

で知られている「はと」は階名唱では歌え

ないという例を挙げました。

　小学校での音楽教育がうまくいってい

れば、これはおかしいのです。なぜなら、

「チューリップ」と「はと」は、よく似たメロ

ディの要素を持っているからです。

　“ぽっぽっぽ～、鳩ぽっぽ～”の歌詞の

「はと」の出だしは“ドレミ～、ソミド～レ～”

で、両者のメロディは非常に類似していま

す。両者には、“ドレミ”という部分や、“ソミ”

という部分が共通しているのです。

ともに“ドレミ～”で同じであること。そして続く

“ソミ”も同じであることを記憶し、少しずつい

ろいろな曲への関心を増やしていきましょう。

　こうして覚えていけば、“ドレミ～”という

出だしのメロディは、「チューリップ」や「は

と」だけではなく、「めだかの学校」の“ドレ

ミ～ミ、レ～レドレ～”も同じだと気づくこと

ができるのです。

　また、例えば、“ソミ”というメロディを歌っ

て下さい、と言われたら、この“ソミ”とい

16

童謡で音感を鍛えましょう

■友寄隆哉 著
■定価（本体1,300 円＋税）
／CD付き

音符を口に出して歌うトレーニング

音感があると、耳コピや演奏にとても役立ちます。

ぜひとも欲しい能力ですよね。そこで試していただ

きたいのが『童謡を聞くだけで音感が身につくCD

ブック』です。この本の付属CDには音感を鍛える

ために 効果的な20 曲の 童謡が 収録されていて、

音階の名前、つまり「ドレミファソラシド」で歌われ

ています。これを繰り返し聴いて、自分でも歌って

みることで音感が身に付くのだそうです。なぜそう

なるのか、まずは本書冒頭に掲載されている解説

から紹介していきましょう。

この本に教えてもらいました

『童謡を聞くだけで
音感が身につくCDブック』

「ドレミで歌う」ことを

「階名唱法」といいます

付属CDには「ふじの山」「うさぎ
とかめ」「どんぐりころころ」など
20 曲の 有名な 童謡が 収められ
ています。CDと 共に 階名唱法
で歌って音感を鍛えましょう！

童謡の「はと」と
「チューリップ」には

似ているメロディ
があるのだそう！

気づいてましたか？
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ドレミ、ソミレド、レミレー”と歌える人でも、

“ぽっぽっぽ～、鳩ぽっぽ～”という歌詞

　こういった共通点を見つけるには、メロ

ディをあっさりと早く歌っていては意識する

ことができません。1曲が長く、高度なアレ

ンジが施された流行歌では、なかなかメロ

ディの音程をゆっくりと味わうことができま

せん。

　そこで、童謡や唱歌のシンプルなメロ

ディを通じて、似たメロディを比較しながら、

口ずさんでいくことが大事なのです。

　まず、「チューリップ」と「はと」の出だしが、

小学校でも習った“階名唱法”

メロディの共通点を見つける

で知られている「はと」は階名唱では歌え

ないという例を挙げました。

　小学校での音楽教育がうまくいってい

れば、これはおかしいのです。なぜなら、

「チューリップ」と「はと」は、よく似たメロ

ディの要素を持っているからです。

　“ぽっぽっぽ～、鳩ぽっぽ～”の歌詞の

「はと」の出だしは“ドレミ～、ソミド～レ～”

で、両者のメロディは非常に類似していま

す。両者には、“ドレミ”という部分や、“ソミ”

という部分が共通しているのです。

ともに“ドレミ～”で同じであること。そして続く

“ソミ”も同じであることを記憶し、少しずつい

ろいろな曲への関心を増やしていきましょう。

　こうして覚えていけば、“ドレミ～”という

出だしのメロディは、「チューリップ」や「は

と」だけではなく、「めだかの学校」の“ドレ

ミ～ミ、レ～レドレ～”も同じだと気づくこと

ができるのです。

　また、例えば、“ソミ”というメロディを歌っ

て下さい、と言われたら、この“ソミ”とい

ドレミで歌うと
なぜ音感が良くなるのか？1-2
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う階名唱を持ついくつかの童謡や唱歌を

知っていればいいのです。“ソミ”のメロディ

を持つ曲は、前述の「チューリップ」や「はと」

と途中もそうですが、“ちょうちょう、ちょうちょ

う、なのはにとまれ”という歌詞の「ちょうちょ

う」は、冒頭から“ソミミ～”です。これらの

曲を思い浮かべれば、“ソミ”というメロディ

は簡単に歌うことができます。

　階名唱を歌う際には、こうした“類似性”

を見つけながら歌うことが大切です。この

類似性が注目されていなかったので、多く

の人が体験している階名唱は、ただ歌詞と

してドレミを覚えるだけに留まってしまった

のです。

「チューリップ」作詞：近藤宮子、作曲：井上武士　　「はと」文部省唱歌　　「めだかの学校」作詞：茶木滋、作曲：中田喜直
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　本書のメソッドは、つかみどころのない

純粋な音としてのメロディ音を、言語として

脳で処理される歌詞や階名唱と合体させる

という、一種の“音の記憶法”です。その結

果、そのメロディを聴いた時に、さまざまな

詞を持つ同じメロディの曲が頭に思い浮か

ぶわけです。

　言語能力が発達した大人が音感を鍛え

るには、こうした総合力を活用することが大

大人が有利になる音感のトレーニング法

事です。

　曲もよく知らない、それぞれの曲への思

い出もない、という曲のメロディを覚えられ

るのは、天才（？）の子供の特権ですが、さ

まざまな経験と音を結び付けるという脳の

使い方は大人こそ有利になります。階名唱

と歌詞を利用する本書のメソッドは、子供

にはもちろん、大人にとっても大変有効な

音感トレーニングなのです。

　こうした類似性のあるメロディへの意識

をさらに高めてくれるのが歌詞の世界で

す。ある同じ音程を組み合わせたメロディ

に対して、別の歌詞が付いたメロディがあ

ることを知ると、音程が簡単に記憶に定着

していきます。

　例えば、“ドレミ”というメロディに対して、

“咲いた～”（チューリップ）と歌う曲もあれ

ば、“ぽっぽっぽ～”（はと）と歌ったり、“め

～だ～か～”（めだかの学校）と歌う曲もあ

ります。こうしたさまざまな曲の歌詞を知る

と、ドレミというメロディが記憶に残りやすく

なります。

　この場合は、“ドレミ”というメロディを聴

いて、“咲いた～”なのか、“ぽっぽっぽ～”

なのか“め～だ～か～”なのか、という３曲

もの記憶があるわけです。

　こうしたことから、多くの曲の階名唱を知

歌詞を利用して音感を磨く

れば知るほど、“あっ！これはドレミのメロ

ディだ！”と気づく可能性が高くなります。

　音感に自信のない人は、“この歌詞のメ

ロディは、ドレミなんだな”ということをまず

は、“知識”として知ることが大事です。

　その結果、ドレミ～というメロディを聴い

た瞬間に、“咲いた～”、あるいは“ぽっぽっ

ぽ～”、あるいは“め～だ～か～”と聴こえ

たりするわけです。

　こうした知識を通じて学んだメロディを

基礎に、他のメロディに対して、“あっ、これ

もドレミじゃないか？”と判別できるようにな

るわけです。

　誰しも、“あれ？　このメロディ、どこかで

聴いたことがあるな？”と思った経験がある

と思います。そこに歌詞という知識や、階

名唱という知識があれば、どこで聴いたメ

ロディだか判明するのです。
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「チューリップ」
作詞：近藤宮子　
作曲：井上武士

「はと」
文部省唱歌 

「めだかの学校」
作詞：茶木滋  
作曲：中田喜直

「チューリップ」
「はと」 「めだかの学校」

すべての出だしは
同じ「ドレミ」！

似ている
メロディがある
ことに気づいて
口ずさむ
ことが大事

付録CDには
２番に歌詞での

歌唱が収録
されています

歌詞は
音程を覚えるのに

役立ちます



第2章  音感が身につく20の童謡と唱歌
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童謡で音感を鍛えましょう

本書に掲載されている楽
譜の例です

これは「赤とんぼ」

音階と歌詞の
両方が掲載されています

付属CDでは

１番が階名唱、
２番が歌詞

での歌唱です



赤とんぼ
作詞：三木露

ろ

風
ふう

　作曲：山田耕筰

 曲について

　ここに載せていない3番の歌詞の出だしは“十五で姐やは嫁に行き”ですが、明治時代、

雇われて子守りをした“姐や”たちは、まだまだあどけなさの残る少女たちでした。三木露風

の母が離縁して家から去ったのは露風がまだ5歳の頃です。晩年、90歳の母の天寿を看

取り、その2年後、タクシーにはねられ74歳の生涯を終えています。

　一方、作曲した山田耕筰は、露風が亡くなった翌年の同じ日に病死しています。父親を10

歳で亡くし、17歳で母親をガンで亡くしています。

　“母親”という存在に対する想いが込められた詞と曲です。

 メロディのポイント

　冒頭の“ソドドレ、ミソドラソ”は、本書収録の「茶摘」と同じ“ソドレミ”のメロディです。こ

の曲の一番低い音の“ソ”の音から、一番高い“ド”の音までは、専門的には、１オクターブと

4度です。広い音域で作られているので、歌う場合には高い音が出るように、自分に合った

キーを見つけるといいでしょう。

　3小節目の“ラドド”の下行メロディの音程は、音感を学ぶのに“美味しい音程メロディ”

です。

CD TRACK 19 ／ 30

1921年（大正10年）『樫の実』に歌詞初出

1927年（昭和2年）『童謡百曲集』に曲初出
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ドレミで童謡を歌いながら
似ているメロディを見つけていこう

まとめ

本書には「固定ド」と「移動ド」の話や、日本語のアクセ
ントの話、リズムの話など、童謡や唱歌を通して学べ
るさまざまなトピックが登場します。シンプルでありな
がらも奥深い童謡の世界をぜひ体験してみてください。

各曲には、曲とメロディ
の

ポイントについての解説
が

掲載されています

下は
左ページに
掲載した

「赤とんぼ」の
解説です

曲への
理解も

深まります

「美味しい
音程メロディ」
に着目してみましょう

https://youtu.be/4-ATrMCxj4A

YouTubeに本書の紹介動画アップされ
ていて、 階名唱も聞くことができます。
ぜひアクセスしてみてください！

紹介動画で階名唱をチェック
してみましょう
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［応募方法］
■必ず顧問の先生よりご応募をお願いいたします。右記の「必要事項」
　をご確認いただき、下記のアドレスまでEメールをお送りください。

　応募先はコチラ
　➡keimaga@rittor-music.co.jp

［締め切り］
■2018 年４月30日（月）

FENDERデジタルギターアンプ
モニター・キャンペーン
FENDERから昨年発売されたばかりのデジタルギターアンプを、

抽選で3校の皆さんに無償でお使いいただける
モニター・キャンペーンを実施！

MUSTANG GT 100 は、歴代の名機「Bassman」  や「Twin 
Reverb」など21種をモデリングしたデジタル・アンプ。プリセッ
トを選ぶだけで“フェンダーサウンド”を手軽に楽しむことができ
ます。加えて、歪み系やディレイ、リバーブ、フェイザー、フラン
ジャーなど46種もの多彩なエフェクトも搭載。何とルーパー機能
まで用意されています（コントロールにはオプションのフットスイッ
チを使用）。その上、Bluetooth機能でスマホから音楽を再生で
きるので、音楽を流しながらの練習にも便利！　無償で入手でき
るスマホ用アプリ、FENDER TONE APPを使えばプリセットを
簡単にエディットできるほか、Wi-Fi機能でFENDER TONEサイ
トにアクセスして、世界のユーザーとプリセットを共有したり、プ
ロのアーティストによって作成されたプリセットを入手することも可
能。最先端の機能が凝縮されたまさに次世代のギタ-アンプと言え
るでしょう。なお、MUSTANG GTシリーズには、100Wモデル
のMUSTANG GT 100のほかに、自宅練習などに最適な40Wモ
デルのMUSTANG GT 40と、プロのステージでも使える200W
モデルのMUSTANG GT 200もラインナップされています。
製品の情報はコチラへ→ https://shop.fender.com/ja-JP/mustanggt

■INORAN（LUNA SEA）／プリセット名：“INORAN Clean”
■大山聡一（BRADIO）／プリセット名：“Funky Groovin Lead”
■圭（BAROQUE）／プリセット名：“BAROQUE GIRL SHIMMER”
■ken（L'Arc~en~Ciel）／プリセット名：“Galaxy Red Lead”
■菰口雄矢／プリセット名：“Komoguchi Super Guitar”

FENDER TONEでオリジナルプリセットトーンを
公開済みの国内アーティスト（五十音順）

MUSTANGTM GT 100

［必要事項］
■Eメールのタイトル：Fenderギターアンプ
■メールにご記載いただく内容：学校名／お名前／メール・アドレス／
　ご住所（ギターアンプ送付先）／2018 年 4月時点での概算部員数
■モニター方法
①当選された軽音楽部には、メーカー担当者が製品の説明に伺わせていただきます。
②一定のモニター期間の後、メーカー担当者が製品の感想等をお尋ねに伺います。　　　
　また、その様子は、ウェブサイトなどで記事化される可能性があります。

■Shinji（シド）／プリセット名：“Shinji Lead”
■HARUNA（SCANDAL）／プリセット名：“HARUNA Cool Distortion”
■HIROSHI（FIVE NEW OLD）／プリセット名：“Jet Bath”
■MAMI（SCANDAL）／プリセット名：“MAMI Leeeeeeeead Special”
　　　　　　　　　　　　　　　　　 “MAMI MAIN BACKING”
■柳沢進太郎（go!go!vanillas）／プリセット名：“Vanillas Basic Tone”
■山内総一郎（フジファブリック）／プリセット名：“My Favorite Things”
■WATARU（FIVE NEW OLD）／プリセット名：“Relax Pillow”
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Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーン
アップル）は、2015 年７月にミニアル
バム『Variety』でメジャー・デビュー
を果たした５人編成のロック・バンド。
本特集のPART 1とPART 2 では、疾
走感あふれるカッティングやリフに定
評のあるギタリストの若井滉斗さんと、
バンドのグルーブを支えるベーシスト
の髙野清宗さんに、 話題の製品を試
奏していただきました。P5 では ボ ー
カル／ギターの大森元貴さんにインタ
ビューも敢行。必読です！

※本特集に記載の価格はすべて税別です

エレキギター編
ビギナーに最適！ 人気のハイコスパ・モデル
この方に試奏していただきました ➡︎ 若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）

エレキベース編
ビギナーに最適！ 人気のハイコスパ・モデル
この方に試奏していただきました ➡︎ 髙野清宗（Mrs. GREEN APPLE）

コンパクト・エフェクター＆アクセサリー・カタログ

キーボード・カタログ

PAミキサー＆スピーカー・カタログ

PAスピーカー＆ヘッドフォン・カタログ

P22

P24

P26

P27

P28

P29

楽器＆機材選びを
楽しもう！

春が来た！ 特集 2

PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

PART 6

ギター試奏
若井滉斗

（Mrs. GREEN APPLE）
Hiloto Wakai

ベース試奏
髙野清宗

（Mrs. GREEN APPLE）
Kiyokazu Takano

新入生もそうでない人も、
春は新しいことをはじめたい季節。
ぜひ本特集で、
新しい楽器や機材を探してみてください！Text：Idonuma Naoya（PART 1 & PART 2）

Photo：Takashi Yashima（PART 1 & PART 2）

エレキギター＆エレキベースの試奏はこの方 ！々 
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エレキギター編 ビギナーに最適！ 
人気のハイコスパ・モデル

PART 

1

右上に見えるのが５種
類のサウンドを選べる５
ウェイ・スイッチ。どんな
楽曲にもマッチする明る
く乾いた音は、まさにト
ラディショナル！

１本持っておけば間違いのない王道のギターですね。ネッ

クを握った感じがすごくいいですし、日本製のギターの作り

の良さを感じます。ピックアップの選び方一つでかなりサウ

ンドのバリエーションをつけられるので、いろいろなジャン

ルに挑戦してみたい人にはお勧めです！　カラーバリエー

ションが豊富なのも、好きなタイプを選べていいと思います。

ちょっとバイトを頑張れば買える価格だし、頑張って買えば

将来もずっと使える、しっかりしたギターですね。

Fender
MADE IN JAPAN TRADITIONAL 60S STRATOCASTER

★まさに王道！ ずっと使える永遠の定番！
★日本製ならではの作りの良さが魅力！

95,000円 （Blue Flower / Pink Paisley：110,000円）   フェンダーミュージック  0120-1946-60

デジマートで
検索

COLOR

3-Color 
Sunburst

Blue
Flower

Pink
Paisley

Arctic
White

Candy
Blue

Sonic 
Blue

Black

Candy 
Tangerine

Torino
Red

いろいろなジャンルに挑戦したい人にお勧めです！

パワフルなハムバッカー・ピックアップ
は、リッチな響きのコード弾きにも、激
しいギター・ソロにも相性がいい！ ち
なみに、初心者にぴったりの Squier 
by Fenderはフェンダーの DNAを受け
継ぎながら、BulletやAffinityシリーズ
など、2万円代から手に入るラインナッ
プ豊富な品揃えも人気。

このネックは最高に弾きやすいですね！　手触りがいいし、

太さもちょうどいいし、ポジション移動がすごくしやすいです。

ぜひ試してもらいたいですね。音はハムバッカー・ピックアッ

プを搭載しているから、すごく太くてパワフルです。でも音が

濁ったりしないで、コードを弾いても１音１音がくっきりして

いるのがいいですね。それからボディとヘッドの色が合って

いるマッチング・ヘッドもかわいいです。女の子が持っても似

合うんじゃないでしょうか。

Squier by Fender
Contemporary Telecaster HH

★かわいさ満点のマッチング・ヘッド！
★弾きやすいネックとパワフルなサウンド！

50,000円　  フェンダーミュージック  0120-1946-60

デジマートで
検索

COLOR

Pearl White

Dark Metallic Red

Black Metallic

とにかく弾きやすいネックが最高です！
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若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）

カラッとしたサウンドが
魅 力のシングルコイル・
ピックアップを搭載。価
格からは想 像できない
実力を持つ。

コードを弾くとものすごく気持ちがいいです。エフェクターで

歪ませても音がつぶれないし、個人的にはバッキングで使

いたいギターです。それに軽くて扱いやすいから、ギター＆

ボーカルの人にはお勧めですね。これは８万円くらいですか？

……１万5000円!?　とてもそんな感じのギターじゃないです

よ！　リアは激しい曲、センターはミドルテンポの曲、フロン

トはバラードとか弾き語りとかもできちゃいそうな感じです。

見た目のかわいさもいいですよね。

Epiphone
Les Paul SL Electric Guitar

★価格以上の実力を誇るコスパ最高の１本！！
★可愛いルックスと選べるカラバリも魅力！

15,000円　  ギブソンジャパン service.japan@gibson.com

デジマートで
検索

COLOR
Pacific
Blue

Heritage
Cherry
Sunburst

Turquoise

Ebony

Sunset 
Yellow

Vintage
Sunburst

扱いやすいし音もいいし、この価格は信じられません!!

プッシュ／プル・タイプの
トーン・コントロール。こ
のノブを引くと、パワフ
ルなハムバッカー・サウ
ンドがキレの良いシング
ル・サウンドに変わる。

このギターを持つと、他のギターでは弾かないフレーズも自

然に出てきます。スイッチだけで音のキャラクターがかなり

変わるので、それに合わせてフレーズも自然と変わる感じで

す。僕は特にリア・ピックアップのパワフルな音が気に入りま

した。激しい音楽をやっている人には理想に近いはず。とに

かくPRSは音、見た目、弾きやすさなど他のギタリストを威

嚇できるレベル（笑）。２本目、３本目のギターとしてグレー

ドアップしたい人にもお勧めです。

PAUL REED SMITH
SE Custom 24

★手が届く価格で入手できる、憧れのPRS！
★指板上に舞う鳥がプロ・クオリティの証！

106,000円　  コルグ／KID  お客様相談窓口  ☎ 0570-666-569

デジマートで
検索

COLOR

Scarlet Red

Tobacco Sunburst

Trampas Green

Whale Blue

音、見た目、弾きやすさなど、２本目や３本目のギターとしてもお勧めです！

この方に試奏していただきました
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エレキベース編 ビギナーに最適！ 
人気のハイコスパ・モデル

PART 

2

ビンテージ・スタイルな
がら高出力のスプリット・
シングルコイル・ピック
アップの音が、迫力のあ
るサウンドを生み出す。

王道の“ プレシジョン・ベ ース 感 ”が 満点ですね。 僕は

最近、 ビンテージのプレ ベを 使っているんですけど、 そ

のビンテージが持っているプレベらしさ……ボトムの力強さ、

太めのネックの握り具合などが、このベースにもしっかり引

き継がれています。渋いイメージのモデルですが、低音がしっ

かり出ますし、実は激しい音楽も含めてジャンルを問わない

でしょう。優等生的なジャズ・ベースと比べてプレベにはロッ

クな魅力があるので、ぜひ弾き比べてみてください。

Fender
MADE IN JAPAN TRADITIONAL 50S PRECISION BASS

★プレシジョン・ベースの“渋いロック感”を再現！
★日本製ならではの作りの良さで、長く使える

90,000円   フェンダーミュージック  0120-1946-60

デジマートで
検索

渋さがあってロック感もある、プレベらしさが満点です！

フェンダー・デザインのシ
ングルコイル・ジャズベー
ス・ピックアップを搭載。
ピックアップが２箇所に
付いているので、プレベ
以 上に幅広い音作りが
可能。

ジャズ・ベースは、プレシジョン・ベースと比べるとネックの

太さが全然違うんですよ。ジャズベの方が細いんです。だから、

どちらにしようか迷っている人は、できれば一度弾いてみる

といいですね。それから、音作りの幅もジャズベの方が広い

です。このベースは、王道のジャズベらしさをしっかりと受け

継いでいますね。例えばスラップみたいなパキッとした音を

出したいときにもしっかり反応してくれるので、気持ちがいい

です。価格以上の魅力がありますね。

Squier by Fender
Vintage Modified Jazz Bass

★べっ甲ピックガードの王道ジャズ・ベース！
★リーズナブルな価格と弾きやすさも魅力！

52,000円　  フェンダーミュージック  0120-1946-60

デジマートで
検索

COLOR

COLOR

3-Color Sunburst

2-Color Sunburst

Olympic White

Black

US Blonde

王道の“ジャズベらしさ”を受け継いだ、価格以上の１本！
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髙野清宗　（Mrs. GREEN APPLE）

クラシカルなデ ザイン
がかわいいボリュームや
トーン・コントロールの
ノブなど、細部までこだ
わったデザイン。

面白いベースですね！　見た目も個性的ですが、音も個性的

です。パワーがあって太くて、粘りもあって、独特な音です。

中域が持ち上がっている感じですね。なんだかピックで弾き

たくなります。ひずませて弾いてもかっこよさそうですね。ネッ

クは、握りやすくて弾きやすいですよ。ボディもよく鳴ってい

るので、弾いていて気持ちがいいですね。他と違ったベース

で差をつけたい人、激しい曲をピックでガンガン弾きたいロッ

ク系の人にお勧めしたい１本です。

Epiphone
Embassy PRO Bass

★絶対に目立つ！ 人とは違う個性的なベース！
★パワーがあって粘りのある音も独特！

56,000円　  ギブソンジャパン service.japan@gibson.com

デジマートで
検索

これは面白い！  他と違ったベースで差をつけたい人にお勧めです！

COLOR

COLOR

Dark Cherry

Solid Black High Polish

Antique Ivory

Natural Transparent
High Polish

Ebony

Honey Violin Transparent
High Polish

アクティブ回路を駆動す
るための電池はリアのパ
ネルを開いて簡単に交
換可能

これはアクティブ（プリアンプを内蔵し、幅広い音作りとロー

ノイズを実現した回路のこと）ですよね。パワーがあるし、エ

フェクターやアンプに頼らず、手元だけで多彩な音が作れる

のが魅力です。とにかくサウンドを調整できる幅が広いので、

好みの音が作りやすいと思います。それからハイポジション

がものすごく弾きやすいので、その辺りを多用するテクニカ

ルなプレイをしたい人や、いろいろなバンドを掛け持ちでや

る人にも合いそうです。

Warwick
Rock Bass Streamer NTⅠ 4

★驚くほど多彩な音が作れるアクティブ・サーキット！
★小ぶりなボディで取り扱いが楽

100,000円　  コルグ／KID  お客様相談窓口  ☎ 0570-666-569

デジマートで
検索

テクニカル系をプレイしたい人やバンドを掛け持ちする人にもぴったり！

この方に試奏していただきました



26

コンパクト・エフェクター＆アクセサリー・カタログ
Fenderのコンパクト・エフェクター＆アクセサリー

PART 

3

 フェンダーミュージック  0120-1946-60

PUGILIST DISTORTION

FT-1 PRO CLIP-ON TUNER FENDER FE405 ELECTRIC GIG BAG（写真左）

FENDER FB405 ELECTRIC BASS GIG BAG（写真右）

FENDER CALIFORNIA
INSTRUMENT CABLE 

2" CUSTOM COLOR FENDER MONOGRAMMED STRAP 各3,000円

13,000円

2,500円

4.5m：2,500円
（１本）

２系統の歪みをブレンドできるディストーション　

多機能で視認性バツグンのクリップ式チューナー

耐久性と音質に優れたシールドケーブル

カラフルなモノグラムストラップ

　AとBの2 系統の 独立した 回路を 搭載するこ

とで、バリエーション豊かな歪みサウンドを可能

にしたディストーションです。各系統にはTONE

ノブとGAINノブを配し、A/Bを直列、もしくは

並列の接続にスイッチひとつで 切り替えること

ができます。並列接続時は、両者のバランスを

BLENDつまみで調整可能。よりパワー感が欲し

いときには、 低域を 補強するBASS BOOSTス

イッチも役に立ちます。

　デュアルヒンジ構造により、ヘッドの裏と表のどち

らにもセットできるクリップ式チューナーです。「クロ

マティック」「ギター」「ベース」の各モードを備えてい

るのはもちろん、バイオリンやウクレレにも対応して

います。内蔵のバイブレーションセンサーによって、

爆音の環境下でも正確なチューニングが可能で、音

程が完全に一致した場合は、バックライトが緑色に変

化するというわかりやすさが魅力です。

　クラシックなモノグラムがデザインされた

色鮮やかなストラップです。幅は約 50.8mm

で、長さは約 80cmから約147cmまで調節可

能と、どんな演奏スタイルにもフィットします。

表面は耐久性に優れたポリエステル、裏面は

滑りにくい合成樹脂を採用。エンボスロゴが

刻印された本革のストラップエンドやクラシカ

ルなメタルハードウェアのバックルなど、細部

にまでこだわった造りも魅力です。

▲Candy Apple Red ▲Lake Placid Blue

▲Daphne Blue ▲Sea Foam Green

MARINE LAYER REVERB 18,000円

“シマー”サウンドを生み出せるリバーブ

　広い空間の響きを生み出すHALL、部屋の雰囲

気を再現するROOM、そして“シマー”と呼ばれる

きらめき感のある残響音を得られるSPECIALの

３モードが用意されたリバーブです。各モードで２

種類のバリエーションを選択できるので、計６種

類ものリバーブ・サウンドを生み出すことができま

す。エフェクトをミュートした際にリバーブ音が途

切れないようにするスピルオーバー仕様もうれし

いポイントです。

　ギターやベースはもちろん、あ

らゆる楽器や音響機器に使用でき

るシールドケーブルです。優れた音

質とバランスの良い周波数が特徴

で、高い耐久性と絶縁性も備えて

います。カラー・バリエーションは

３色。使い勝手のよい4.5m（15ft）

のほかに、3m（10ft）、6m（20ft）

もラインナップ。

　FE405はエレキギター用、FB405はエレキベース用のギグバッグ。いずれの外

装も破れにくい 400 デニールのポリエステル製で、内装には 5mm厚のパッドと手

触りのよいベロアを採用しているため、楽器にキズをつけてしまうこともありませ

ん。ストレスなく持ち運べる２ピース式のハンドルとショルダーストラップを備え、

フロントにはアクセサリー類を収納できるスリップポケットも用意されています。

各5,500円

大切な楽器をしっかり守ってくれるギグバッグ

▲左からLake Placid Blue、Candy Apple Red、
　Surf Green
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キーボード・カタログ
studiologicのステージ・ピアノ＆シンセサイザー

PART 

4

　88 鍵のセミ・ウェイテッド・ピアノ鍵盤を採用し、7.1kgという軽さを実現したス

テージ・ピアノ。スピーカー内蔵なので、どこへでも気軽に持ち運んですぐに演奏で

きます。ピアノ音色は全部で８種類、そのほかにエレクトリック・ピアノやオルガン、

シンセサイザー、ギター、ベース、オーケストラなど全部で88 種類もの音色が内蔵

されているのもポイント。２音色を重ねて鳴らす「レイヤー」機能や、右手と左手で

別々の音色を鳴らせる「スプリット」機能でアレンジの幅もグングン広がります。リ

バーブのほか、２系統のエフェクトを備え、FX1ではドライブ、コーラス、フェイザー、

フランジャー、FX2ではロータリー、トレモロ、パン・トレモロ、ディレイを装備。

Numa Compact 2

Numa Concert

Sledge 2.0 Numa Organ 2

Numa Stage

オープン・プライス
（市場予想価格：65,000円前後）

オープン・プライス（市場予想価格：210,000円前後）

オープン・プライス（市場予想価格：150,000円前後） オープン・プライス（市場予想価格：180,000円前後）

オープン・プライス（市場予想価格：150,000円前後）

軽くて持ち運びやすいステージ・ピアノ

こだわりの鍵盤とサウンドを搭載したステージ・ピアノ

直感的な音作りでシンセを学ぶのにも最適 オルガン・サウンドにこだわった専用機

リッチなサウンドと軽量化を両立

　イタリアの有名鍵盤メーカー、FATAR（ファタール）の木製鍵盤を採用した高級

感漂うステージ・ピアノ（studiologicはFATARが作ったブランドです）。音色は

ピアノ、エレクトリック・ピアノ、クラビネット、パッド、オルガン、ベースなど12

種類。ピアノ音色は５つのマイクで、９段階の強さにより録音されたというこだわ

りのサウンドで、「レイヤー」や「スプリット」も可能。表現力抜群のモデルです。

 銀座十字屋ディリゲント事業部  ☎ 03-6264-7820    https://dirigent.jp/

　世界的に有名な老舗シンセサイザー・メーカー、Waldorf（ウォルドルフ）社の

技術が注ぎ込まれたアナログ・モデリング・シンセサイザー。「たくさんツマミがあっ

て難しそう」と思った方、実は逆です！　ツマミを回していくだけで音が変わるの

で、直感的なサウンド作りを楽しめます。サウンドの幅も非常に広いので、個性

的なアレンジをバンドに採り入れたい方にお勧め。シンセを学ぶのにも最適です。

　往年の名機のサウンドを「フィジカル・モデリング・シンセシス」で再現したオ

ルガン専用機です。トーンホイール・サウンドをはじめ７種類のオルガン音色をプ

リセットしているほか、９本のドローバーを組み合わせて幅広い音作りが楽しめ

ます。鍵盤はFATAR製の「ウォーターフォール鍵盤」。とても繊細なタッチ感が

特徴です。オルガンに欠かせないレスリー・スピーカーの接続端子も搭載。

　Numa Concertと同等のリッチなピアノ・サウンドと、88 鍵のハンマー・アクショ

ン鍵盤を搭載しながらも、13kgという軽量化を実現したステージ・ピアノ。ピア

ノ以外のサウンドもエレクトリック・ピアノ、クラビネット、パッド、オルガン、ベー

スなどの12種類とNuma Concertと同じ。「レイヤー」「スプリット」なども可能で、

豊かな表現力と軽さを両立したとてもバランスの良いモデルです。
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　EMX5は、スピーカーを鳴らすためのパワーアンプを搭載した「パワード」タイ

プのPAミキサー。スピーカーを用意すれば、すぐにPAシステムを構築できます。

630W＋630W（4Ω）のパワフルな出力で、合同ライブや文化祭など多彩なシチュ

エーションで活躍してくれるでしょう。モノラル４系統、ステレオ４系統の計12ch

入力を備え、マイクは最大８本まで接続可能。フォーン端子やRCAピン端子など

も用意されています。また、ハウリングをボタン１つで抑えてくれる機能、ツマミを

回すだけで会場に応じた音質補正が行える「1-Knob Master EQ」、１つのノブを

回すだけでかけられるコンプレッサーなど、PA初心者も安心の機能がそろってい

ます。デジタル・マルチエフェクター「SPX」も搭載し、ボーカルにリバーブやディ

レイをかければライブもさらに盛り上がること間違いなし！ 

　CBR12は軽量（13.9kg）かつコンパクトで使いやすい高音質なPAスピーカーです。

12インチのウーファーと1.4インチのボイスコイルコンプレッションドライバーを搭載

した２ウェイ型で、 縦置きでメイン・スピーカーとして、あるいは横置きでフロア・モ

ニターとして利用できます。HFユニットには過大入力を防ぐ保護回路が組み込まれ

ているので、ボリュームの上げすぎでツィーターを飛ばしてしまうという事故も減らせ

る安心設計。許容入力も最大700Wなので、大音量でライブを演出できるでしょう。

　EMX5014Cは、最大500W＋500W（4Ω）のパワーアンプを内蔵した「パワード」

タイプのPAミキサー。こちらも上述のスピーカー、CBR12と相性抜群。EMX5と

の大きな違いは、フェーダーが搭載されているタイプのミキサーである点。好みに

よってEMX5と選び分けるとよいでしょう。最大 6 系統のモノラル入力と４系統の

ステレオ入力の計14chを備え、マイクは８本まで接続可能。もちろんフォーン端

子やRCAピン端子も搭載。ch1〜10 にはハウリングを検知してランプが光るFCL

機能を装備。デジタル・マルチエフェクターの「SPX」も搭載するほか、グラフィッ

クEQを備え、視聴覚室や体育館など会場に合わせてスピーカーの出音を細かく

調整できます。ch1〜 6 には１つのノブを回すだけでかけられるコンプレッサーも

用意。各チャンネルには３バンドのEQがあり、ch1〜 6まではMID（中域）の周波

数も設定できるので、ボーカルの繊細な調整も可能です。AUXも２系統備えてい

るのでモニター環境もバッチリ。

EMX5 

EMX5014C

CBR12

CBR12

オープン・プライス（市場予想価格70,000円前後）

132,000円

45,000円（１本）

45,000円（１本）

PA初心者でも使いやすいミキサー
日々の練習での使用に最適なボックス・タイプ

機能豊富なフェーダー・タイプのPAミキサー
発表会／ライブでの使用にも最適

パワフル＆高音質なスピーカー

 株式会社ヤマハミュージックジャパンPA営業部 プロオーディオ・インフォメーションセンター  ☎ 0570-050-808    http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/

PAミキサー＆スピーカー・カタログ
YAMAHAのPAミキサー＆スピーカー

YSC10NN 6,600円／1本
スピーカーケーブル

（スピコン ‐ スピコン）×２（別売）

YSC10NN 6,600円／1本
スピーカーケーブル

（スピコン ‐ スピコン）×２（別売）



29

PART 

6

　XPRS 10 は、2,400WのD級アンプを内蔵したパワード・スピーカー。10 イン

チ・ウーファーと1.75 インチのチタニウムダイアフラム・コンプレッションドライバー

を搭載、視聴覚室や音楽室などでの使用に適しています。堅牢かつ軽量（18.9kg）

な木製キャビネットにより、明るくクリアなサウンドを実現。４種類のEQモードを

用途に応じてスイッチひとつで切り替えられます。アンプ、スピーカー、電源には、

それぞれ保護機能を装備。入力端子はミックス可能な３系統を用意し、楽器やマ

イクを直接接続して使用できるのも便利です。

　XPRS 12は、12インチのウーファーと、1.75 インチのチタニウムダイアフラム・

コンプレッションドライバーを搭載したパワード・スピーカー。XPRS 10と同等の

機能を備えていますが、こちらは体育館や講堂などより大きな会場に適しています。

またホーン部分は90度単位で回転可能。ホーンの指向特性は90度×60度なので、

会場や用途に合わせて最適なセッティングを選択できます。

　XPRS 115Sは、XPRS10 やXPRS 12と組み合わせて使用するサブウーファー。

2,400WのD級アンプを搭載したパワード・タイプで、豊かさと立ち上がりの良さを

兼ね備えています。ローパス・フィルターのカットオフ周波数は 80/100/120/150

Hzの４段階で切り替えることができ、素早いセッティングが可能です。

　HRM-5は音楽制作時のモニターに適した密閉型ヘッドフォン。5Hz〜30kHzま

での再生が可能で、ハウジングにバスレフ方式のチャンバー（空気室）を設け、遮

音性を保ちながらも立ち上がりのよい低音を実現しています。ケーブルは着脱式で

1.2mのカール・コードと3mのストレート・コードの２本が付属。

　HDJ-X5はDJなど大音量が再生される環境でのモニタリングに適した密閉型。

耐久性に優れ、DJに限らず、ステージ上での使用に向いています。ハウジング部分

の可動性が高いスイベル機構を備え、ドライバー口径は40mm、再生周波数帯域

は 5Hz〜30kHz、ケーブルは着脱式で1.2mのショートカール・コードが付属。

　HDJ-X7は、HDJ-X5 の上位モデルで50mm口径のドライバーを採用し、引き締

まった低音と伸びのある高音が特長の密閉型。スイベル機構を備え、ケーブルは

着脱式で、1.2m片出しカール・コードと1.6mのストレート・コードが付属。

　HDJシリーズ最上位機種のHDJ-X10は、5Hz〜40kHzというワイドな再生周波

数を実現した密閉型。24ビット／96kHzのハイレゾ音源にも対応。イヤーパッド

やヘッドバンドにはナノコーティング加工を施し、汗や汚れの付着を軽減。ケーブ

ルは着脱式で1.2m片出しカール・コードと1.6mのストレート・コードが付属。

　なお、HRM-5／HDJ-X5／HDJ-X7にはキャリング・ポーチが、HDJ-X10 には

キャリング・ケースが付属。全モデルにステレオ標準プラグアダプターも同梱し、

HDJ-X5／HDJ-X7／HDJ-X10にはブラックとシルバーの２種類が用意されています。

XPRS 10 XPRS 12 XPRS 115S

HRM-5 HDJ-X5 HDJ-X7 HDJ-X10

 Pioneer DJサポートセンター    0120-545-676   　　 https://www.pioneerdj.com/ja-jp/

PAスピーカー＆ヘッドフォン・カタログ
Pioneer DJ のPAスピーカーとヘッドフォン

オープン・プライス（市場予想価格：130,000円前後） オープン・プライス（市場予想価格：140,000円前後） オープン・プライス（市場予想価格：160,000円前後）

 オープン・プライス
（市場予想価格：12,037円前後）

 オープン・プライス
（市場予想価格：12,000円前後）

 オープン・プライス
（市場予想価格：22,963円前後）

 オープン・プライス
（市場予想価格：36,852円前後）

視聴覚室や音楽室に適した
パワード・スピーカー

体育館などでも使える
パワード・スピーカー

レスポンスの良い
サブウーファー

曲作りを
的確にサポート

大音量環境での
モニタリングに最適

引き締まった低音と
伸びのある高音

ワイドレンジな
再生周波数帯域





セミナー・レポート

プロ・ミュージシャンや

機材のスペシャリストの方々が軽音楽部を直接訪問！

今回はドラムの音色とPA 機材について教えてくださいました！ 

Ludwigドラム meets 横浜清陵高等学校……………P32

Bose S1 Pro meets 正則高等学校……………P36

［ドラム・セミナー］

［PAセミナー］

 叩けばわかる！
ドラム・セットが変わると
 音楽はこんなに変わる

 超小型でクリアなサウンド！
 練習からライブまで大活躍
 高音質ポータブル
 PAスピーカー
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エボリューション・メイプルシリーズ 価格：205,000 円（税抜き）

EVOLUTION MAPLE Series
［使用ドラム・セット　その１］

ドラム・セットが変わると
     音楽はこんなに変わる！

ドラム・セミナー

100％北米産メイプルシェルに45度の
ベアリング・エッジ、ラッカー塗装を施
した、明るくハッキリとしたサウンドが
持ち味のモデル。その実力は完全に「プ
ロレベル」！　扱いやすい20インチ・
バスドラムの5点セットはどんなジャン
ルに使用しても楽曲に明瞭なアタック
を加え、華やかに盛り上げてくれます！

［写真のセット構成／品番：LCEM520XTB］

■バスドラム：16インチ×20インチ
■フロアタム：14インチ×14インチ
■タム：8インチ×10インチ
■タム：9インチ×12インチ
■スネアドラム：5インチ×14インチ
■ダブルタムホルダー付き

※シンバルおよびスタンド類は含まれません

text：Naoya Idonuma
photo：Takashi Yashima

ドラムって、どれも「ツツタツ・ツツタツ」と同じように鳴るものだと思っ
ていませんか？　でも実は材質、口径、パーツ、塗装による違いがあって、
さらにブランドによる個性があり、同じように叩いても「ドドガド・ドドガ
ド」と鳴ったり、「チチパチ・チチパチ」と鳴ったりします！　ホントです!!　
ということで、今回は音の違いを確かめるため、世界的に有名なLudwig

（ラディック）のドラム・セットを２台用意し、講師にドラマーの春日利之
さんをお招きして、神奈川県立横浜清陵高等学校にお邪魔しました！

Ludwigドラム
meets

横浜清陵高等学校
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キーストーン エックス シリーズ 価格：285,000 円（税抜き）

KEYSTONE X USA Series
［使用ドラム・セット　その2］

３層（3ply）のメイプルのコアを、 両側
からレッドオーク材で挟み込んだ５層

（5ply）シェルが特徴。外側と内側それ
ぞれ45度のエッジデザインでクリアなア
タック感が魅力です。エボリューション・
メイプルとは材質やバスドラムの口径が異
なる点に注目！　こちらもオール・ジャン
ルに対応し、どんな楽曲もリッチで深みの
あるサウンドでしっかりと支えます！ 

［写真のセット構成／品番：L76433AX］

■バスドラム：16インチ×24インチ
■フロアタム：16インチ×16インチ
■タム：9インチ×13インチ
※スネアドラム、シンバルおよびスタンドなどの
ハードウェア類は含まれません
※セミナーでは、16 インチ×22インチのバス
ドラム、16 インチ × 16 インチのフロアタム、8
インチ×12インチと7インチ×10 インチのタム、
CLASSIC MAPLE 5 インチ×14 インチのスネ
ア（LS401）を使用しました。

セミナーに参加してくれた皆さん講師

春日利之さん
米国イリノイ州シカゴ出
身。 幼い 頃からソウル、
R&B、 ラテン、 ジャズ、
ヒップホップを聞き育つ。
８歳でサンフランシスコ
のドラム＆ビューグルコー

（ マーチングバンド）で
ビューグルを始めるが１
年後にドラムに転向。そ

http://toshikasuga.com/
http://diddlelab.com/

オフィシャル・サイト
diddle lab

の後日本に移り、学生時代にはオーケストラ、ミュージカル、
バンド活動を経て18 歳でアメリカへ戻り本格的に音楽を学
ぶ。拠点を東京に移し近藤真彦、ハルナ、福場庸介、ハナウ
タイム、田中昌之、イズミカワソラ、Speaker Sgt.、真琴つばさ、
藤木直人、Olivia Ong、Childhood、山崎育三郎、魔都夜
曲、Thriller Live Japan、etc.などさまざまなアーティストの
サポート・ライブ／レコーディング、舞台に参加。また 2011
年よりDrum Gymの講師として参加。レッスン、セミナー、ワー
クショップ通して後進の指導にも積極的に行う傍ら、教育シ
ステムの研究など多方面にも活動の場を広げている。2016
年、diddle labを立ち上げ代表・講師を務める。

Ludwig（ラディック）は、1909年の設立以来、世界中の打楽器奏者から100年以上も愛され続けている超
一流のブランドです。プロのドラマーでラディックを叩いたことがない人はいませんし、ドラマーの皆さんが
日頃何気なく使っているフット・ペダルを初めて実用的なものにしたのもラディックです。ロックの歴史を作っ
てきた名プレイヤーたちが使用した「ラディックの音」を知っておくことは、ドラマーにとってはもちろん、他
のパートの人にとっても有益なことだといえるでしょう。

●Ludwigとは？

神奈川県立
横浜清陵高等学校　
軽音楽部

今回参加していただいた
のはドラマー４名を含む、
１〜２年生の皆さんです。
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　この日、セミナーに参加してくれたのは軽音楽部の１〜２年生12
名。そのうちドラマーは４名です。ということは、他のパートの人数
が多い──とみるや、講師の春日先生は「ギターやベースでも、メ
イプル指板とローズ指板では音が変わるでしょう？　ボーカルでも
体が大きな人と小柄な人では、声も違うよね？　ドラムも同じなん
です」と説明。なるほど、わかりやすーい！　
　「だから、ドラムも“ただそこにあるドラムを叩くだけ”だと、“曲に
合わない”ということが起こります。ドラムが何で出来ているか、ど
ういうチューニングにすればいいかを理解すると、曲をしっかり支え
ることができるんです」
　そう言って、春日先生はまずメイプル材で作られたドラム・セット

「EVOLUTION MAPLE」を、次にメイプルをコア材にしてオーク
で挟み込んだ「KEYSTONE X」のセットを叩きました。おおっ、音
が違う！
　「メイプル材のEVOLUTION MAPLEは一つ一つの音にしっかり
とフォーカスした感じ、オークを使ったKEYSTONE Xは音圧があっ
て、ローも出ているのがわかるかな？」
　部員の皆さんは、何となく音の違いは感じているようですが、ま
だ少し緊張もあってなかなか言葉にできない様子。それを察した春
日先生は、２年生のドラマー、大泉勇人さんを指名！　実際に叩い
てもらうことにしました。

　「バンドの中では、いろいろな音が聴こえていると思います。ドラ
ムは倍音がすごく出る楽器なので、倍音を出す／あえて出さないと
いう叩き方によって周りの人には聴こえ方が全然違ってくるし、単純
に他のプレイヤーが立っている位置によっても聴こえ方が違ってきま
す。それを皆さんに、ぜひ体験してもらいたいと思います」
　春日先生の呼びかけで、部員は全員起立！　先生が一定のビート
を叩き、それに合わせて全員がドラムの周りをぐるぐると歩き回りな
がら、音の聴こえ方を確認しました。すると、「音を聴きとりやすい
のはドラムの後ろ」「実際に演奏するとしたら弾きやすいのは正面」
など、いろいろな感想が部員の皆さんから聞かれました。
　「ベースの人は、ドラムのハイハット側に立つのが好きな人もいれ
ば、反対側が好きな人もいます。ドラムの何を聴きたいかによって
立ち位置を変えているんですね。ベーシストに限らず、キーボードで
もほんの少し座る位置を変えるだけで音の聴こえ方が変わりますか
ら、ぜひ試してみてください」

　大泉さんはまずEVOLUTION MAPLEで、続いてKEYSTONE 
Xで、見事な演奏を披露！　それを聴いていた春日先生は「違いは
わかったかな？　もっと違いをわかりやすくするには、音に強弱を
つけて、弱いところからだんだん強くしていくといいですよ。一打に

ドラムも「材」によって音が変わる！　 立ち位置によって音は変わる？

「弱く→ 強く」一打ごとに魂を込めて叩く！

実際に２台の音の違いをチェック！
皆さんの好みの音は、はたしてどちらか!?

セミナー・レポート

ドラム・セミナー

手前がEVOLUTION MAPLE、
奥がKEYSTONE Xだ

最初に叩いてくれたのは２年生のドラマー、
大泉勇人さん

ドラム・セットの周りを皆でグルグル！

音の違いを
聴いてみてください

強弱をつけて
叩いてみてください
１打ごとに魂を込めて！

音の違いを感じてください

魂を込めて叩いてみてください」とアドバイス。それを受けた大泉さ
んの気持ちの込もったサウンドが響きました。その後も残りの３名
のドラマーが次々に両ドラム・セットに挑戦！　気になる皆さんの感
想は右ページにまとめてありますので、参考にしてみてください。
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協力    : 野中貿易 　お問い合わせ       TEL   045-211-2022　URL  https://www.nonaka.com/

★EVOLUTION MAPLEとKEYSTONE Xを叩き比べてみた！★

当日参加してくれた、唯一の2 年
生男子ドラマー、大泉さん。セミ
ナー中は真っ先に演奏を聞かせて
くれました。

「EVOLUTION MAPLEは“ 目に
見えるんじゃないか”というくら
い、はっきりした音、KEYSTONE 
Xは音に深みがあって、僕として
はこちらの方が好みです」

外山さんは、 勢いがあるドラム・
プレイを披露してくれました。春
日先生も「おお っ！　迷いがなく
てかっこいいね！」と絶賛です。

「どちらのドラムの音も良かったの
ですが、KEYSTONE Xは低音が
出てよかったです。私は、特にフ
ロアの感じはKEYSTONE Xが好
きです」

お父さんがドラマーという石田さ
ん。１年生ながら２台のドラムの
特性を即座に感じ取って表現して
くれました。

「EVOLUTION MAPLEは 鋭い音
が跳ね返ってくる感じがよかった
ですし、KEYSTONE Xは 重心が
低くて、音が“モアッ”と出てくる
感じが心地よかったです」

ドラムを始めてセミナーの時点で
２ヶ月という益子さん。今回のセ
ミナーで、しっかりとラディックの
音を認識してくれたようです。

「あまりドラムの経験がない僕が
叩いても２台のドラムの音ははっ
きりと違いました。それと、学校
のドラムともずいぶん音が違うん
だなと思いました」

　音楽は楽しく演奏することが大切です。例えば、練習していて楽
しくないなと感じたら、それは何かが間違っているということが多い
のです。周りの人とも協力しあって、自分が楽しめる環境や、皆が楽
しめる環境を作っていってください。ドラムの音を知ることが、そう
した環境を作ることに役立てばうれしいです。今日は、お疲れさま
でした！

春日先生が手に持っているのが
LM404K。 下に 並んでいるの
は 左端がEVOLUTION MAPLE
の セットに 含まれるスネアで、
その 隣りから 順番にLLS354、
LW5514SL、LM400と 並んで
います。

　セットの音の違いがわかった後は、スネアの音の違いをチェック
しました。今回使用したのはメイプル＆ポプラ・シェルのLLS354、
スティール・シェルのLM400、アルミ合金・シェルのLM404K、
スティール・シェルのLW5514SLの４種です。材質のみならず、ボ
ルトの数やラグ（リムとヘッドを固定する金具）の違いも音に関係し
ているとわかり、参加者一同驚いていたようです。「倍音を抑えたい

　このようにドラム・セットやスネアによって音が違う一方で、春日
先生によれば、実はラディック全体に共通する特徴もあるとのこと。

「ラディックは音が前にしっかりと出て、自分の周りでも心地よく鳴
る特性があるようです。自分の周りだけで気持ちよく鳴るだけでは、
他のバンド・メンバーやお客さんにベストな音を提供できません。

憧れのマイ・スネア購入のヒント！

春日先生より

ときは、紙を１枚敷い
て叩くだけでもずいぶ
ん音が変わるので、そ
ういったこともぜひ試
してみてほしいですね」
と春日先生。

そういう意味でラディックのドラムはバンドで使うための最適な特
性を持っていると思います」
　これは、ぜひ読者の皆さんにも経験していただきたいと思います。
春日先生も「良い音で練習することは、とても大事です」と繰り返し
強調されていました。
　その後セミナーでは、アクセント移動などの基礎練習の仕方、人
の演奏を見ることの大切さなどについても解説が行われました。
　こうして２時間にわたるセミナーが終了。最後に、部長の田中芙
佳さん（２年／キーボード）にセミナーの感想を伺いました。

「ドラムも材質や叩き方で音が全然違
うことや、立っている場所によって聴
こえ方が違うんだということがよくわ
かりました。自分が演奏する時にも、
聴きとりやすい立ち位置に注意したい
と思います」

田中芙佳さん（２年生）

大泉勇人さん（２年） 外山あかねさん（２年） 石田鼓音さん（１年） 益子航さん（１年）
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Multi-Position PA system
S1 Pro

練習からライブまで大活躍 

高音質ポータブル
PAスピーカー

PAセミナー

メインPAスピーカーとして、あるいはフロア・モニターとして、はた
またギターやベース、キーボード、マイクなどの楽器／ボーカル用ア
ンプとしても使えるポータブルPAスピーカー。水平方向は100度
の指向性で広い範囲をカバーできる一方、垂直方向は40度と適度
な指向性で天井や床からの反響をおさえられる設計。３チャンネル・
ミキサーを搭載し、置き方に応じた最適な音質を実現してくれる
Auto EQ機能も内蔵。別売の充電式リチウムイオンバッテリーでは
連続６時間の使用が可能。小さなボディに最先端のテクノロジーが
凝縮された新製品です。

※スタンドは別売。
一般的な 35mm スタンドを使用可能

photo：Hiroki Obara（P37-39／ミキサー部写真除く）

「PAスピーカー」というと、重くて、セッティングも大変というイメージを持っ
ている方も多いと思います。でも、実は超小型の軽量なPAスピーカーもあ
るんです。それがBose（ボーズ）社のS1 Pro。弾き語りライブなら、その
ままメイン・スピーカーとして利用できますし、バンドのライブではフロア・
モニターとしても使用できます。しかも楽器やマイクを直接つなげてしまえ
るスグレモノ！　今回はBose社の長谷洋樹さんに講師をお願いして、正
則高等学校 軽音楽部の皆さんにS1 Proを使ってみてもらいました。

価格：78,000 円（１本／税抜き）

Bose S1 Pro
meets

正則高等学校

超小型で
クリアな
サウンド！

★４種類の設置方法
右上の写真のように、床に縦方向で上向きに置けるほか、下の写真のよう
に３種類の置き方が可能。内蔵の位置センサーが置かれた状況を判断し、
Auto EQ機能が自動的に最適な音質に調節してくれます。

フロア・モニター
として床に上向き
で横置きに

スタンドに
設置も可能

メイン・スピーカー／モニター用として
机などに縦置き＆水平に
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講師

長谷洋樹さん
（Bose マーケティングマネージャー）

Boseではマーケティングを担当され
ている長谷さん。ご自身も高校生時
代は軽音楽部でボーカル／ギターとし
て活躍されていたとのこと。

Boseは、1964 年にマサチューセッツ工科大
学の教授であったアマー・G.ボーズ博士により
設立されたアメリカの音響機器メーカーです。
利益よりも研究に重きを置くユニークな社風で
知られ、生演奏の感動を再現することをコンセ
プトに、ライブ用、商業施設用、家庭用など
幅広い音響機器を開発しています。特にノイズ・
キャンセリング・ヘッドフォンの先駆けとしても
知られており、近年では、ワイヤレス・スピー
カーも人気。さらに、S1 Proと同じくポータブ
ルPAスピーカーのL1は欧米のライブ・シーン
で絶大な人気を博しています。

●Boseとは？

正則高等学校 軽音楽部
今回参加していただいたのは1、2年生の皆さん13 名です。

セミナーに参加してくれた皆さん

★とにかくコンパクト ★３チャンネル・ミキサー

★Bluetooth対応

★充電式リチウムイオンバッテリーも　
　オプションで用意

生徒さんと比べてみ
ても小さいのがわか
ります。持ち運び用
のハンドルも付いて
いるので、運搬もラ
クラクです。

ch1/2にはXLR/フォーン・コンボ端子を用意。マイクやギター、キーボー
ドなどを接続して使用可能。ToneMatchスイッチを切り替えて、接続した
楽器に最適な音質を得られます。ch3はAUX入力（ステレオ・ミニ端子）と
Bluetooth接続が可能。ライン・アウト端子も用意されているので、もう１台
のS1 Proを接続して、モノラル２スピーカーのシステムを組むこともできます。

スマホとBluetoothを
ペアリングすれば、簡
単に音楽を再生できま
す。コピー曲の確認を
したり、ダンス練習や
パーティなどにも最適。

上の写真はS1 Proの底面にオプションの充電式リ
チウムイオンバッテリー（10,800円／税抜き）を装
着したところ。連続６時間の再生が可能です。

❶XLR/フォーン・コンボ端子：マイク、ギター、キーボードなどを接続します。
❷リバーブ：ボーカルなどにリバーブをかけることができます。
❸トーン・コントロール：TREBLE（高音）とBASS（低音）で音質を調整できます。
❹ToneMatchスイッチ：接続したギター／マイクに応じてスイッチを切り替えると、
	 	 　		それぞれに最適な音質を得られます。
❺ボリューム：各チャンネルの音量を調節します。
❻AUX入力（ステレオ・ミニ端子）：音楽再生機器やスマホなどを接続します。
❼Bluetoothペアリング・ボタン：スマホなどとワイヤレス接続するときのボタンです。
❽ライン・アウト：もう１台のS1	Proに出力する際に使用します。

●❶ ●❺

●❹

●❷ ●❸

●❻

●❽

●❼



38

　セミナーでは、最初に長谷さんからBoseの歴史についてお話が
ありました。まずはその一部を要約してご紹介しておきましょう。
　「Boseは、アメリカのマサチューセッツ工科大学の教授であった
ボーズ博士によって1964年に創業されました。クラシック愛好家
であった博士は、当時のオーディオ機器の音が、あまりにも生音と
かけ離れていることに失望し、自らスピーカーの開発に乗り出した
のです。つまり、いつもホールで聴いている生のオーケストラの音を、
スピーカーでも忠実に再現したいという思いが、Bose創業のきっか
けとなったわけです」
　その後、Boseは世界中に支社と工場を持つ大企業へと成長しま
したが、その一方で、ボーズ博士は亡くなるまで大学の教壇に立ち
続け、研究／開発に没頭されたそうです。
　「そうしたボーズ博士の姿勢は企業理念にも受け継がれていて、
Boseにとって最も大切なのは“研究／開発”であり、決して利益追
求ではありません」

　「次はS1 Proを２台使って、１台はバンド・モニター用に、もう１
台はスタンドに立てて外音用のメイン・スピーカーにしてみましょう。
S1 Proにはライン・アウトが付いているので、複数台を接続して使
うことができるんです。また試しにモニター用のS1 Proはボーカル
側に置いてみますね」
　このセッティングでMonkey Businessの皆さんには同じ演奏を
お願いしました。すると、部員の皆さんからは、「普段の練習では歌
がモコついて聴こえることが多いんですけど、こんなにクリアな音は
初めてです。すごく臨場感があります」（板金竜悟さん）、「照明を担
当しているので、部屋の一番後ろで聴くことが多いんですけど、いつ
もは声がモコモコしているんです。でも、今日は一番後ろでも、声
がすごくきれいに聴こえてきました。欲しいです！」（松舘穂乃花さ

　Boseへの理解が深まったところで、早速、S1 Proをバンド練習
用モニターとして使ってみることになりました。協力していただいた
のはMonkey Businessの皆さんです（ボーカル／ギター：高見澤
海羽さん、ベース：中大路雅楽さん、ドラム：今井健太さん）。
　「まずボーカル用マイクをS1 Proに接続して、ToneMatchスイッ
チもマイクの位置に合わせます。気持ち良く歌えるようにリバーブも
少しかけましょう。S1 Proは床に縦＆上向きで、バンドの中央辺り
に置くのがオススメです。水平100度の指向性がバンド全体をカバー
するので、全員が歌をモニターできます」
　設置はあっという間に終了。早速、演奏してもらいました。すると、
とてもS1 Proのサイズからは想像できないパワフルな歌声が響き

「研究・開発」を最優先に考えるユニークな企業 

モニター＋メインの２台使い
バンド練習用モニターとして

バンドから弾き語りまで
クリアな音質でライブできる！ 

セミナー・レポート

PAセミナー

Boseにとって一番大事なのは
研究と開発です

渡りました。試しに取材班はボーカル、ベース、ドラムの各ポジショ
ンで試聴してみたのですが、どの位置でも伸びやかな歌声がはっき
り聴こえてきます。ドラムにも全く負けていません。そしてその音質
はとても「クリア」、非常に透明感があります。演奏終了後、ボーカ
ルの高見澤さんに感想を伺ってみました。
　「めっちゃ自分の声が聴こえました！　いつもはメイン用のPAス
ピーカーを自分たちのほうに向けて練習しているのですが、こんな
に歌が聴こえたことはなかったです！」
　ベースの中大路さんも「歌がよく聴こえて演奏しやすかったです」
とのこと。ドラムの今
井さんに至っては「いつ
もの練習よりも歌が聴
こえてきたので驚いて
ます」と本当にびっくり
した様子でした。これ
は想像以上にすごいス
ピーカーのようです！

部員の皆さんにもいろんなポジションで
サウンドをチェックしてもらいました

100 度の指向性でバンド全体をカバー

マイクを接続
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　「次は弾き語りライブ用セッティングです。まずマイクとアコース
ティック・ギターに付いているピックアップの出力をS1 Proに接続
し、ToneMatchスイッチもそれぞれの位置に切り替えます。アコ
ギの場合はToneMatchスイッチを切り替えることで、不要なこも
りを抑えてくれるんです。そして、S1 Proは床に縦＆上向きに置いて、
お客さんのほうへ向けます。準備はたったこれだけです」
　このセッティングで演奏してくれたのも、Monkey Businessの
高見澤さん。実は、弾き語りを部員の前で披露するのはこの日が初
めてだったそうなのですが、躍動感のあるとても素晴らしい演奏と
歌声を披露してくださいました。S1 Proの感想を伺うと「これまで
生音でしか鳴らしたことがなくて、今日初めてラインをつないだんで
すけど、すごくいい音だなと思いました。気持ち良かったです」と笑
顔で答えてくれました。

弾き語りライブ用セッティング

2台をスタンドに立ててモニター＆メインに

ん）という声が聞かれました。また、バンドの皆さんも問題なくモニ
ター＆演奏できたそうです。このセッティングにおいてもパワフルか
つクリアというS1 Proの特長がいかんなく発揮される結果となりま
した。

　また部員の方々からは、「弾き語りでも違和感なく聴ける音でした。
すごく良かったです」（田中佳穂さん）、「アコギの1本1本の弦の音
が鳴っている感じがクリアに伝わってきました。アコギの上にボー
カルが自然に乗っていて、スっと耳に入ってくる音で、弾き語りには
最適だなと思いました」（白水亜美さん）という感想が聞かれました。
長谷さんいわく「一般的なスピーカーは床に置くとモコモコした音に
なりがちなのですが、S1 Proは上に傾けられることと、その状態
で最適な音質にAuto EQ機能が調節してくれることによって、お
客さんの耳の辺りへ直
接的に音を届けられる
ように設計されていま
す。そのため、クリア
なサウンドになってい
るんです」とのこと。原
音に忠実な音を目指し
たボーズ博士の理念は
このS1 Proにもしっか
り受け継がれているわ
けです。

　最後は２台のS1 Proをメイン＆モニターとして使用するセッティ
ングです。入力したのはマイクのみで、ライン・アウトで２台のS1 
Proから同じ音を出しました。この使い方が特殊なのは、マイクの
後ろにS1 Proがある点。つまりハウリングしやすい状況なのですが、

「S1 Proはハウリングしにくい構造になっているんです。絶対しない
わけではないですけどね」と長谷さん。
　「もともと、S1 Proは演奏者と観客が同じ音を共有できるように
というコンセプトで開発されているからこそ、このようなセッティン
グも可能なんです」

§
　本セミナーでは、ほかにもベースやギターの楽器用アンプとして、
あるいは横置きでフロア・モニターとしてなど、さまざまな使い方
を体験できました。小型、パワフル、クリアと３拍子そろったS1 
Pro。今後はストリート・ライブ等で見かける機会も増えそうです！

２台をスタンドに立てたメイン＆モニター・セッティング
やや内側に向けて指向性を調整

外音用

バンド・モニター用

モニター用のS1 Proから
ライン・アウトで外音用の
S1 Proに接続

縦＆上向きに設置
メインとモニターを兼ねる
セッティング

部屋の一番後ろでも
声がきれいでした
（松舘穂乃花さん）

すごく臨場感があります
（板金竜悟さん）

弾き語りでも
すごく
良かったです
（田中佳穂さん）

1本1本の弦の
鳴っている感じが
クリアでした
（白水亜美さん）





先輩！
教えてください！

ギターやベースの製作ノウハウを学べる学校、
それが「ESPギタークラフト・アカデミー」です。

卒業生は楽器メーカーをはじめ
音楽業界のさまざまな分野で活躍されています。

では、この学校では実際にどんな授業が行われているのでしょう？
というわけで、今回は、

授業潜入レポートをお届けします！

ESPギタークラフト・アカデミーの
楽しげな授業に潜入してみました……………………………………………………………P42

連載企画
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ESPギタークラフト・アカデミーの
楽しげな授業に潜入してみました

知識ゼロから専門家に成長できる！ 夢を叶える自由なコース設定

GCAでは原則的に「新入生は全員初心者」と
いう前提でカリキュラムが組まれているので、
事前の知識はゼロでもOK！　就業期間も１年
〜３年まで選べ、プロのギター・クラフトマン、
リペアマンを目指す人から、「世界に１本の自分
だけのギターを作りたい」という人まで、各自
の夢に向かって自由にコースを設定できます。

ギターの製作やリペア（修理）の技術を、世界的なギター・
メーカー「ESP」のスタッフから直接指導を受けられる学
校として評価が高いESPギタークラフト・アカデミー（以
下、GCA）。東京、大阪、名古屋、仙台と全国に４箇所
あるGCAのうち、今回は楽器の聖地・御茶ノ水にある
御茶ノ水校に潜入！　そこでは真剣、かつ楽しいギター
作りの授業が行われていました！　「ギターって自分で作
れるの？」と思った方、必見です!!

▲1年で製作や修理の基本を学び、２年ではより専門的な知識を各コースで身につけていく。最大で
３年制まで用意されているが、１年や２年で卒業することも可能だ

取材／文：井戸沼尚也　撮影：八島 崇／岡見高秀（※）

エレクトリックギター＆ベースコース

アコースティックギターコース

リペア＆カスタマイズコース

クラフト＆プレイヤーコース

目的に合わせてコース選択

制作修理本科

プレイヤー専攻

基礎テクニックを習得

カリキュラムは各自で自由に設定

クラフトスタイルを確立

1年制 2年制 3年制

自由に好きなギターを

作れるのが楽しいです！ 

今、７本目のギターを作ってます
石井さんは、アコースティック・ギターのネックとボ

ディを、「蟻溝工法」と呼ばれるジョイント方法で接

続中！　精度の高さが問われる重要な工程です。

ギターの弾き心地や音に大きくかかわる、ネック・グリップ、ボリュート、ヒールの成形中！　グリップは薄いほどテクニカルなプレイに向くが、削りすぎるとトラスロッドが出てきてしまうため、限界にチャレンジしている臼倉さんも「気を使います」とのこと。

ESPのギターって、見れば
分かる通り、とても丁寧に作
られていますよね？　その
技術を学べるところがGCA
の魅力です。それから授業
で作る作品の自由度が高く、
好きな ギターを作れるのも
楽しいです！　

石井晴也さん 
（２年：アコースティック・コース）

臼倉崚さん 
（2年：エレクトリックギター&ベースコース）

入学して一番最初の 授業
は、かんなの研ぎ方から始
まるんです。だからギター
作りの知識がなくても大丈
夫！　僕は２年で６本のギ
ターを作り、これで７本目
です。ギターが好きな気持
ちがあれば、いろいろなこ
とを学べますよ！
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協
力

御茶ノ水校

梅田校

名古屋校

仙台校

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-9 ESPお茶の水ビル 4F
TEL：0120-03-0915　E-Mail：tokyo@esp-gca.com
〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西 2-5-18
TEL：0120-06-2082　E-Mail：osaka@esp-gca.com
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 4-10-89 トキワビル 3F
TEL：0120-05-2075　 E-Mail：nagoya@esp-gca.com
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 2-3-33-2F
TEL：0120-02-2376　 E-Mail：sendai@ esp-gca.com

ESPギタークラフト・アカデミー
http://www.esp-gca.com/

多くの有名アーティストのカスタムモデルを手掛ける
「ESP」。そのギター／ベース製作のノウハウを学べる
学校がESPギタークラフト・アカデミーです。修学
期間は１年〜３年まで用意されていて、製作／修理
の基本を学べる１年次だけでも卒業は可能ですが、
より専門的な技術を身に付けるために２年、３年で
のコースも用意されています。「一体、どんな授業な
んだろう？」と興味を持った人は、オープンキャンパ
スを体験してみることをオススメします。エフェクター
製作や楽器メンテナンスなどを体験できるので、リ
ピーターもいるほど楽しいそうですよ。まずはWeb
サイトをチェックしてみてください！

ギターを弾けなくても、ギターは作れます!!

　最後に講師の水島亮二さんにもお話を伺いました。
「ギターを習いに行く人は“自分はギターを作れないけど、弾けるかな”なんて考えません
よね？　ギターを弾く技術と作る技術は全然違うものなんです。だから、“ギターがうまく
ないんだけど作れるのかな”と心配する必要は、全くありません！　それよりも、ゲームで
もアニメでもいいのですが、何か一つのモノに熱中した経験がある方はギター作りの才
能がありますよ！　技術は後から学べます。そして、学べば一生楽しむことができますし、
それを仕事にすることもできます。ぜひGCAで、一生モノの技術を身につけてください」

ESPギタークラフト・
アカデミー講師　

水島亮二さん

リペアコースの授業でネック折れを修復！ 

ぱっと見た感じ、ネックが折れていたことさ

えわからない完璧な修理。なんでも、折れ

た部分のあて木に、元の木と同じ木目を描く

んだとか。

ネック材と指板材の、接着後の処理をしている矢野さん。ネック材側をわずかに大きくとって接着し、接着後にコンマ数ミリの単位でネック材を削って成形するのだそう。

世界のプロミュージシャンが使っているESP
の 学校ということでGCAに 入学しました。
ネック折れ修復の授業では、直すためにまず
ネックを折るんですが、自分が作ったサンプル
ネックはどうしても折れないので、二人一組に
なってお互いのネックを折るんですよ（笑）。

井出英雄さん 
（2年：リペアコース／現3年エレキギター製作コース）

ネック折れ修復の授業は

まず折るところから もともと
バレエ・ダンサーでした

矢野稜晴さん 
（１年：製作修理本科）

Tokyo 7th シスターズ
ともコラボ
大人気のアイドル育成リズム＆
アドベンチャーゲーム、「Tokyo 
7th シスターズ」に登場するバ
ンド4Uの、九条ウメのギターと
鰐淵エモコのベースを、ESPギ
タークラフト・アカデミーが３次
元化！　もちろん、演奏できる
んですよ！　さすがの技術力！

僕はもともとバレエ・ダンサーだった
んです。でも怪我で断念せざるを得
なくなって、“何か、舞台にモノを残
したい”と思ったんですね。同時期に、
欲しかったESPのギターが240万
円だとわかって「自分で作った方が安
い」と思い（笑）、GCAに入りました。
ここには音楽の話ができる人しかい
ないので、本当に楽しいです！

バインディングを貼ったネックにフレットを打ち込むため、フレットの下処理をしている小山内さん。木材がギターの形になって、弦を張って弾く瞬間が最高の喜びだという。

小山内玲音さん 
（１年：製作修理本科）

なんでも自分の目で見て判断
することが大事だと思うので、
GCAに興味がある人は、と
にかく体験入学してみること
をお勧めします。学校の雰囲
気や、ギター好きだらけの周
りの学生の感じは、体験して
みないとわかりませんよ！

体験入学をお勧めします！

※
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ギター・コード早見表 ～まずは覚えておきたい５種類を12キーで～

1 2 31 2 3

C Cm

メジャー
□

マイナー
□m

セブンス
□7

メジャー・セブンス
■M7

マイナー・セブンス
■m7

1 2 3 3 4 5

C7

1 2 3

CM7

1 2 3

Cm7

3 4 5

C♯/D C m/D m♭ ♯ ♭

4 5 6 4 5 6

C 7/D 7♯

4 5 6

C M7/D M7♯ ♭

4 5 6

C m7/D m7♯ ♭

D Dm D7 DM7 Dm7

D♯/E♭

E Em E7 EM7 Em7

F Fm F7 FM7 Fm7

F♯/G F m/G m♭ ♯ ♭ F 7/G 7♯ ♭ F M7/G M7♯ ♭ F m7 /G m7♯ ♭

G Gm G7 GM7 Gm7

G♯/A G m/A m♭ ♯ ♭ G 7/A 7♯ ♭ G M7/A M7♯ ♭ G m7/A m7♯ ♭

A Am A7 AM7 Am7

A♯/B Am/B m♭ ♯ A 7/B 7 A M7/B M7♯ ♭ A m7/B m7♯ ♭

B Bm B7 BM7 Bm7

4 5 6

1 2 3

1 2 3

6 7 8

1 2 3

1 2 3

2 3 4

1 2 3

2 3 4

1 2 3

2 3 4 2 3 4

1 2 3

2 3 4

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

3 4 53 4 5

2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 4 2 3 4

1 2 3 1 2 3

1 2 31 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

♭

D m/E m♯ ♭

6 7 8

1 2 3

D 7/E 7♯

6 7 8

1 2 3

D M7/E M7♯ ♭

6 7 8

1 2 3

D m7/E m7♯ ♭

6 7 8

1 2 3

♭

1 2 3

1 2 31 2 3 1 2 3

1 2 3

♭♯♭
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キーボード・コード早見表 ～まずは覚えておきたい５種類を12キーで～

C

メジャー
□

マイナー
□m

セブンス
□7

メジャー・セブンス
■M7

マイナー・セブンス
■m7

C♯/D♭

D

D♯/E♭

E

F

F♯/G♭

G

G♯/A♭

A

A♯/B♭

B

Cm

C m/D m♯ ♭

Dm

Em

Fm

F m/G m♯ ♭

Gm

G m/A m♯ ♭

Am

Am/B m♯

Bm

D m/E m♯ ♭

♭

C7

C 7/D 7♯

D7

E7

F7

F 7/G 7♯ ♭

G7

G 7/A 7♯ ♭

A7

A 7/B 7

B7

♭

D 7/E 7♯ ♭

♭♯

CM7 Cm7

C M7/D M7♯ C m7/D m7♯ ♭

DM7 Dm7

EM7 Em7

FM7 Fm7

F M7/G M7♯ ♭ F m7 /G m7♯ ♭

GM7 Gm7

G M7/A M7♭ G m7/A m7♯ ♭

AM7 Am7

A M7/B M7♯ ♭ A m7/B m7♯ ♭

BM7 Bm7

D M7/E M7♯ ♭ D m7/E m7♯ ♭

♯

♭








