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軽音学部の顧問の先生方にお知らせです

質問＆リクエスト募集中！
『軽音マガジン』では、軽音学部の顧問をされている先生方からの、本
誌へのご質問／ご要望などを募集しております。 演奏、作詞、作曲、
アレンジ、楽器や機材のことなど、音楽にまつわることであれば何でも
構いません。本誌で取り上げてほしい内容、解決したい疑問などござい
ましたら、右記のメール・アドレスまでお送りください。

PDF 版もあります！
Webでも読めます！

送り先はコチラです

➡︎ keimaga@rittor-music.co.jp
［下記を明記の上お送りください］

■質問／リクエスト内容
■学校名／顧問の先生のお名前／メール・アドレス／
ご住所／お電話番号
※生徒の皆様からのご質問やご要望につきましては、顧問の先生がお取りまと
めの上、お送りくださいますようお願い申し上げます。
※諸事情によりお返事できないこともございます。あらかじめご了承ください。

『軽音マガジン』は右記のサイトからPDF 版をフリーダウンロードできます。
また、一部の記事は Webでも読めます。動画へのリンクもありますよ！

http://musicschool-navi.jp/

Roland ケーブル

モニター・キャンペーン
シンセサイザーや電子ピアノ、
電子ドラムなど、
お試し
ケーブル
内容

さまざまな楽器で知られるRolandがリリースしている
便利で丈夫なケーブル7種類をセットにして、
なんと50校のみなさんに無料でお試しいただけます。

Rolandケーブル一式

①

②

⑥

③

④

⑤

⑦

①ハイグレードPhone－Phone（L 型）標準ケーブル／4.5m：２本（RIC-G15A）
②ハイグレードPhone－Phone 標準ケーブル／6m：２本（RIC-G20）
③ Phone－Phone 標準ケーブル／4.5m：２本（RIC-B15）
④ Phone（L/R）－RCA（L/R）ケーブル／3m：１本（RCC-15-2R28）
⑤ 3.5mmステレオ－3.5mmステレオ／3m：１本（RCC-10-3535）
⑥ Phone（L/R）－Phone（L/R）ケーブル／3m：１本（RCC-10-2814）
⑦ RCA（L/R）－RCA（L/R）ケーブル／3m：１本（RCC-10-2R2R）

［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。
下記の必要事項とともに、以下のアドレスまで
Eメールをお送りください。

応募先はコチラ
➡ keimaga@rittor-music.co.jp

［必要事項］
■ Eメールのタイトル：Rolandケーブル
■学校名／お名前／メール・アドレス／ご住所（ケーブル送付先）／担当楽器
■当選された方は、ケーブルを使用した感想や使用楽器などについて、
SNSやブログへ投稿してください。
また、SNS への投稿の際は「#ローランドケーブル」を付加してください。
■必須ではありませんが、よろしければ本誌のご感想も頂戴できると幸いです。

［締め切り］
■ 2017年10 月 31日（火）

特集 1

文化祭を楽しもう！
秋のお楽しみといえば、もちろん文化祭ですよね！
大好きな曲をカバーするバンド、オリジナル曲を披露するバンドなど
皆さん、ステージに向かって猛練習中なのでは？
というわけで今回は、
文化祭を思いきり楽しむための心構えやテクニックを集めてみました。
お客さんを楽しませるには、まず自分が思いきり楽しむことが大切！
ぜひ参考にしてみてくださいね。

ボーカル編

本番で 実力を 発揮する方法 …………………………………P10

ギター編

ステージ映えするテクニック…………………………………P14

ベース編

スラップで主役になろう…………………………………………P18

ドラム編

実はカウントがすごく大事！…………………………………P22

キーボード編

アルペジオでバラードを盛り上げよう…………………P26

作曲＆アレンジ編

曲作りの基本は「ダイアトニック・コード」…………P30

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！

ボーカル 編
本番で実力を発揮する方法
本番のステージは何回経験しても緊張しちゃうもの。でも、

この本に教えてもらいます

いいんです、緊張しても。ほどよい緊張感はパフォーマン

『あなたにぴったりの練習法が
必ず見つかる！
ヴォーカル上達Q&A』

スに良い影響を与えてくれます。ただガチガチになりすぎ
ちゃうのはやっぱりマイナスです。せっかくなら自分も楽し

■橋北哲哉 著
■ CD 付き
■定価（本体 1,800 円＋税）

みたいし、お客さんにも楽しんでもらいたいですよね。そ
こで、今回は『あなたにぴったりの 練習法が 必ず見つか

著者の橋北哲哉先生は、シンガー、俳優、声優など、さまざ

る！

その豊富な経験から生まれたのが本書。ヴォーカリストを目

ヴォーカル上達 Q&A』という本で、緊張をほぐして、

ステージを楽しむ方法を教えていただきましょう。

まな職業の方にレッスンを行っているヴォイス・トレーナー。
指している方が 悩んだり、疑問に思ったときはぜひこの本を
のぞいてみてください。また、橋北先生のレッスンを受けて
みたい方は下記の URLをチェックしてみましょう。
ミエルズ ヴォイストレーニング：http://hashikita.jp/

61

本番前に
アガらないコツはありますか？

は
緊張しないために
チ！
深呼吸とストレッ

Question

A

効果的な深呼吸の仕方と、
緊張に打ち勝つストレッチを紹介しましょう。

深呼吸は腹式呼吸がオススメ

まずは
結婚式の
エピソード
から

ある結婚式のシーンです。怖そうな感じの初老の男性が慣れないスピーチ。
汗はすごいし顔が真っ赤、マイクを持つ手は震え、言葉は噛み噛み。第一声
がひっくり返った声だったものだから会場は大笑い。それでも心配そうな奥様
の願いが通じたのか、そのあと男性は調子を持ち直し無事終了。終わってみ

結婚式に限らず、
急に人前に出ると、
こうなりがちですよね。

れば、人柄が表われた大変心温まるスピーチでした。
しかし、これは他人事ではありません。こうして緊張でアガってしまうのは自
律神経と関係があるのです。自律神経のバランスが悪くなると、誰でもこうなっ
てしまうかもしれません。

自律神経
私たちの身体の話です。末梢神経は、自分の意思で動かせる体性神経と

10

自分の意 志では動かせない自律 神 経に分 類されます。自律 神 経のなかでも
交感神経、副交感神経に分けられ、これら 2 つの神経は相反する働きをして
います。
交感神経は“闘争と逃走の神経”といわれていて、戦うときや自分を狙う相
手から逃げるときは、興奮と緊張で心臓の鼓動と呼吸が速くなり、発汗や手

その秘密は

「自律神経」
にあるそうです
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しかし、これは他人事ではありません。こうして緊張でアガってしまうのは自
律神経と関係があるのです。自律神経のバランスが悪くなると、誰でもこうなっ
てしまうかもしれません。

自律神経は２種類

交感神経と
副交感神経

自律神経
私たちの身体の話です。末梢神経は、自分の意思で動かせる体性神経と
自分の意 志では動かせない自律 神 経に分 類されます。自律 神 経のなかでも
交感神経、副交感神経に分けられ、これら 2 つの神経は相反する働きをして
います。

自律神経は

自分の意思では
動かせない！

交感神経は“闘争と逃走の神経”といわれていて、戦うときや自分を狙う相
手から逃げるときは、興奮と緊張で心臓の鼓動と呼吸が速くなり、発汗や手
足の震えも起こりやすくなります。運動時などの興奮の神経ですね。
副交感神経は交感神経の逆の働きをしています。食事中や睡眠時のよう
に身体をゆったり休ませているときに強く働く神経です。
第７章

緊張しないおまじない

メンタル＆コンディション

138

第７章

メンタル＆コンディション

深 呼 吸をする、人という字を手のひらに書いて飲み込む、“アマリリス”と
緊張しないおまじない
17 回唱える、左手に折り鶴を握るなど、
日本には人前で緊張しないおまじな
深
呼 吸をする、人という字を手のひらに書いて飲み込む、
“アマリリス”と
いがたくさんありますね。そんななかでも深
呼 吸をすることはよく知られてい

深呼吸は
腹式呼吸で！

17 回唱える、左手に折り鶴を握るなど、日本には人前で緊張しないおまじな
て、実践したことのある人も多いはず。でも、深呼吸をしても効果がなかった
いがたくさんありますね。そんななかでも深 呼 吸をすることはよく知られてい
という意見が多いですね。実はそれ、胸式呼吸での深呼吸だったのではない
て、実践したことのある人も多いはず。でも、深呼吸をしても効果がなかった

でしょうか？

という意見が多いですね。実はそれ、胸式呼吸での深呼吸だったのではない
腹 式 呼 吸の深 呼 吸は自律 神 経のバランスを正
常に戻してくれる作用があ
でしょ
うか
？
り、実際に自律神経失調症の治療にも使われているそうです。伝承としては、

腹 式 呼 吸の深
呼 吸は自律 神 経のバランスを正 常に戻してくれる作用があ
緊張しないために“腹式呼吸で”深呼吸する、
というのが正しいのですね。
り、実際に自律神経失調症の治療にも使われているそうです。伝承としては、

緊張しないためのストレッチ

緊張しないために“腹式呼吸で”深呼吸する、というのが正しいのですね。

日本古来から力士が行なう四股（しこ）踏みというストレッチがあります。極
緊張しないためのス
トレッチします。関
度の緊張から解放し集中力を高めてくれるス
トレッチとしてオススメ

日本古来から力士が行なう四股（しこ）踏みというストレッチがあります。極
係者から聞いた話だと、メジャーリーグで活躍するイチロー選手が打席に入る
度の緊張から解放し集中力を高めてくれるス
前のストレッチとして必ず行なっていたことで、
メジャーリーガーたちにも広まっ トレッチとしてオススメします。関

しこ踏み
係者から聞いた話だと、メジャーリーグで活躍するイチロー選手が打席に入る
ストレッチ
たのだとか。これだけでも緊張せずに集中力を発揮できそうな気がしてきます

前のストレッチとして必ず行なっていたことで、
メジャーリーガーたちにも広まっ
を試し
てみよう
が、四股
踏みストレッチは骨
盤のゆがみを取ったり、
うつ病や統 合 失 調 症の
たのだとか。これだけでも緊張せずに集中力を発揮できそうな気がしてきます
治療に効果があるとする説もあるそうです。
が、四股 踏みストレッチは骨 盤のゆがみを取ったり、うつ病や統 合 失 調 症の
治療に効果があるとする説もあるそうです。

集中力を高める

効果も
四股踏みストレッチ。このように左右交互に行ないます
四股踏みストレッチ。このように左右交互に行ないます
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で覚えているからです。五感を使った歌詞暗記術を、今から始めてみましょう。
で覚えているからです。五感を使った歌詞暗記術を、
今から始めてみましょ
う。
で覚えているからです。
五感を使った歌詞暗記術を、
今から始めてみましょう。
をマッチング
1 行をワン・シーンとして映像化する
1 行をワン・シーンとして映像化する
1 行目を映像化してみましょ
う。次に 2 行目、3して映像化する
行目と映像化を進め
1最初の
行をワン・シーンと
して映像化する
1 行をワン・シーンと
最初の 1 行目を映像化してみましょう。次に 2 行目、3 行目と映像化を進め
ます。そろそろ登場人物や季節や時間帯、ス
トーリーなどが見えてきたでしょ
寒さで冬をイメージ
最初の 1 行目を映像化してみましょ
う。次に
2 行目、3 行目と映像化を進め
最初の
1 行目を映像化してみましょ
う。次に 2 行目、3 行目と映像化を進め
ます。そろそろ登場人物や季節や時間帯、ストーリーなどが見えてきたでしょ
うか
？ 具体的なストーリーが読みとれない歌詞もあるので、
自分の想像で補 トーリーなどが見えてきたでしょ
ます。そろそろ登場人物や季節や時間帯、ス
トーリーなどが見えてきたでしょ
ます。そろそろ登場人物や季節や時間帯、ス
第７章 メンタル＆コンディション
うか？ 具体的なストーリーが読みとれない歌詞もあるので、自分の想像で補
足してもよいでしょう。冬のテーマなら寒さを感じ、海が舞台なら潮の香りが
うか
？ 具体的なストーリーが読みとれない歌詞もあるので、
自分の想像で補
うか？ 具体的なス
トーリーが読みとれない歌詞もあるので、
自分の想像で補
第７章 メンタル＆コンディション
足してもよいでしょう。冬のテーマなら寒さを感じ、海が舞台なら潮の香りが
潮の香りで海をイメージ
足してもよいでしょう。冬のテーマなら寒さを感じ、海が舞台なら潮の香りが
足してもよいでしょう。冬のテーマなら寒さを感じ、海が舞台なら潮の香りが
匂いでシチュエーションを
するほど五感のイメージを強めてください。ストーリーと五感を合わせて覚える
142
と記憶が確かになるので、1
番と2 番の歌詞を間違えるなどのミスも少なくな
するほど五感のイメージを強めてください。ス
トーリーと五感を合わせて覚える
142
142
142
ります。
と記憶が確かになるので、1 番と2 番の歌詞を間違えるなどのミスも少なくな

30分

ストーリー
五感

ります。

分割してもよいので確実に覚える
分割してもよいので確実に覚える

ストーリーと五感イメージを使って覚えたら、記憶を本格的に定着させます。
Aメロ→Bメロ→サビ

一度に1曲丸ごとの歌詞を覚えようとすると記憶が曖昧になりやすくなるので、
ストーリーと五感イメージを使って覚えたら、記憶を本格的に定着させます。
と段階的に覚えていく

段階的に定着させましょう。1 番の A メロをメロディと
ともに覚えたら、歌詞を
のも効果的
一度に1曲丸ごとの歌詞を覚えようとすると記憶が曖昧になりやすくなるので、

見ないで歌って暗記できたかどうかを確認。次は
B メロ。B メロが完全に覚え
段階的に定着させましょう。1 番の A メロをメロディ
とともに覚えたら、歌詞を
られたらサビ、
というように段階的に確実に覚えます。
B メロ。B
メロが完全に覚え
見ないで歌って暗記できたかどうかを確認。次は
確実に覚えたことを確認して

られたらサビ、というように段階的に確実に覚えます。

それでも歌詞を忘れたら
それでも歌詞を忘れたら

次へ進みましょう

（うろ覚えで先に進まないように！）

プロでも記憶が飛んで歌詞がわからなくなることがあります。そうなっても、

絶対に歌を止めてはいけません。迷わず 1 番と2 番をチェンジして歌うか、自
プロでも記憶が飛んで歌詞がわからなくなることがあります。そうなっても、

12 絶対に歌を止めてはいけません。迷わず
信たっぷりに
“ラララ”スキャットなどで歌いましょ
う。失敗を悔んだり、焦ったり、
1 番と2 番をチェンジして歌うか、
自
申し訳なさそうにしないことも大切です。チケッ
トを購入してくれたお客さんに
信たっぷりに“ラララ”スキャットなどで歌いましょ
う。失敗を悔んだり、焦ったり、
そんな顔は見せられませんから。
申し訳なさそうにしないことも大切です。チケッ
トを購入してくれたお客さんに
そんな顔は見せられませんから。

60
Question

MC が苦手です……。
どんな練習をすれば
よいのでしょう？

A

ストの
トークもボーカリ
お仕事です！

MCもヴォーカリストのお仕事の1 つ。
MC 練習法を紹介します。

MCは
Master of Ceremonies
の略、
「司会」の意味です

MCも練習すればうまくなる！
MC（エムシー）の語源は司会、進行役（英：Master of Ceremonies）
ですが、音楽業界ではおもにコンサートで曲の合間にトークをすることを指しま
す。コンサート演出のメイン部分でもあり、歌だけでは不足しがちな観客との
コミュニケーションに欠かせません。
私は授業でもMC を教えているのですが、最初は緊張していた学生も回を
増すごとに慣れてくると驚くほどユニークなトークが大勢の前でもできるように
なっています。皆さんも、下記を参考にたくさん練習していきましょう。

「本題」
「出だし」
「オチ」
の３つを
考えておこう

①まずは 3 つのことだけを決めて話を組み立てよう。
ⓐ本題：何を話すかを決める。 ⓑイントロダクション：どんな話から始めるか、
聴き手の興味がありそうな話題から入るべきか、などを考える。 ⓒエンディ
ング：どんな話で締めくくるのか、オチ、後味は OK？ など。
②話すサイズ（時間）を決める。 組み立てた話を 3 分サイズに濃縮。 聴き手が
理解できるようにする。説明が必要な話は短めに。焦らず程よい間をあける。

スマホの動画
機能で録画して
チェック！

③録画してチェック。トーク中に無駄な動きやおかしな仕草を見つけたら要注
意。 時間配分や盛り上がり、話の落とし所は予定どおりだったかを確認する。
④友人や家族の前で実演。トークは生き物。 予定どおりに進まない場合も、観
客の反応を見ながらペースを見つける。 感想を聞くことも大切。
⑤日頃からトーク・ネタや話術を学ぶつもりでテレビを観る。 芸人のトークに
はヒントがたくさん。 もし、人前で話す機会があればチャンスだと思って。

136

芸人さんのトークも参考になる！

まとめ

腹式呼吸で深呼吸＋シコ踏みで緊張をほぐし
MC を準備しておけばバッチリです！

13

ギター編
Part.
ステージ映えするテクニック

3

エレキ・ギター・テクニックに挑戦！
エレキ・ギターならではのテクニックを使うことで、

文化祭や学園祭が、大会やコンテストとイチバン違うの
ピアノやオルガンなどにはない独特の表現ができるようになります。

この本に教えてもらいます

各テクニックをチェックして、
“ギターらしい”奏法をマスターしちゃいましょう
！ でよくわかる！
『DVD&CD
は「お祭り」というところ。日頃の成果を発表する場でも

はじめてのエレキ・ギター』

ありますが、 少しくらい ハジけてみてもいいと思います！
大会ではイマイチ勇気を出せなくてトライできなかった、

1

■成瀬正樹 監修
■ DVD&CD 付き
■定価（本体 1,800 円＋税）

ちょっと難しい 技にも挑戦して、 お客さんの注目を集め
ちゃいましょう。というわけで、ここでは『DVD&CDでよ

エレキギター入門書の中でも定番中の定番。ギターの種類か

チョーキング
くわかる
！ はじめてのエレキ・ギター』
という本で、チョー

なところから解説されています。でもそれだけじゃないんです。

キングとハンマリング・オン／プリング・オフという技をご

かり紹介されています。DVD の動画で確認できるのもベンリ

Part.

3

らはじまって、チューニングやピックの持ち方など、超初歩的

エレキ・ギター・テクニックに挑戦！
エレキ・ギター・テクニックに挑戦！
紹介します。

ですよ〜。

エレキ・ギターならではのテクニックを使うことで、
エレキ・ギターならではのテクニックを使うことで、
ピア
ピアノやオルガンなどにはない独特の表現ができるようになります。
ノやオルガンなどにはない独特の表現ができるようになります。
動画をチェック！
各テクニックをチェックして、
“ギターらしい”
各テクニックをチェックして、
“ギターらしい”奏法をマスターしちゃいましょう
奏法をマスターしちゃいましょう！
！

キ・ギターならではのテクニックを使うことで、
ノやオルガンなどにはない独特の表現ができるようになります。
クニックをチェックして、
“ギターらしい”奏法をマスターしちゃいましょう！

ターしよう
ス
マ
を
グ
ン
キ
ー
チョ

1

今回紹介しているようなさまざまなギターのテクニックもしっ

チョーキング

チョーキング
チョーキングとは、弦を押し上げることで音
程を上げ
チョーキング
る、エレキ・ギターを 代 表するテクニックです。全 音（＝

本に 付いているDVD の 動画をYouTube
へアップしました。チョーキングの方法を
確認してみましょう。

https://youtu.be/v0-BanmtU7A

弦を押し上げて音程を上げる
のがチョーキング

１音⇒２フレット分）分の音程を上げる時は、タイととも
に“

”
（または“ ”）と表記されます。

チョーキングの動き

５～６弦（場合によっては４弦も）は
弦を引き下げる方向で行います

NG!
チョーキングをする際には、指をやや立て気味にして

チョーキングの動き
弦を押さえ、親指の付け根のあたりを軸に、手首を少し
チョーキングの動き
ひねるような要領で弦を上げるようにしましょう。

の動き

14

手首をひねる
ように弦を
押し上げるのが
コツ

▲弦を押し上げる時は、指の力だけで
行なわないように！

3

エレキ・ギターならではのテクニックを使うことで、
ピアノやオルガンなどにはない独特の表現ができるようになります。
各テクニックをチェックして、
“ギターらしい”奏法をマスターしちゃいましょう！

1
と表記します
譜面では「cho.」
チョーキング

「cho.」は１音分、例えば「レ」
の音を「ミ」まで上げるとい
う意味の 記号です。 ほかに
も、半音分上げることを表す
「H.C.」など、 幾つかの 記号
があります。
これがチョーキングの記号
「C」
と書いてある場合もあります

Part.3

動画をチェック！

チョーキングの動き
習してみよう！
練

https://youtu.be/ncvuwtVUzy8

１音チョーキングと
１音チョーキングと半音チョーキングのトレーニング
グと半音チョーキングのトレーニング
グ
１・３小 節目で 弾いた 音 程を、続く２・４小 節目では
チョーキングを 使 って 表 現 す る 練 習 フレーズで す。

から下げることです。
半音（１フレット分）だけ音程を上げる半音チョーキング
です。

チョーキングした状態でピッキングしてから
弦を下げるのがチョーキング・ダウン（d.）

NG!

半音上げるのがハーフ・
チョーキング（H.C.）

チョーキングを混ぜたロック・フレーズ
ー
ーズ
チョーキングを含んだ実 践 的なフレーズです。素 早く
上げるチョーキング、
グ、
グ、
上げるチョーキング、半音チョーキング、そしてダウンが
グ 半音チョーキング、
グ そしてダウンが

登場しています。チョーキングをたくさん使ったフレージ
ングは、エレキ・ギターらしさのひとつと言えるでしょう。

!

チョーク・アップを混ぜたトレーニング・フレーズ
HINT!

チョーキングは薬指が定番

チョーキングしたいフレットは薬指で押さえて、そのままチョーキングに入
るのが定番です。薬指だけでは力が足りない場合は中指を添えてもOK。
また５〜６弦（場合によっては４弦も）は下に引き下げてチョーキングする

ことのほうが多いと言えます。上に指板のスペースがないので、十分に音
程を上げられなかったりしますからね。最初はいろいろとまどうと思いま
すが、少しずつ体になじませていきましょう〜。

15
先に左手で弦を上げておいてからピッキングするテク
と言います。１音のチョー
ニックを、
）の高さの
ク・アップ（ ）と半音のチョーク・アップ（

ギター編

2

ハンマリング・
ングで
リオン
ハンマリングとプ
ハンマリング・オン
に
流れるような演奏

2
2

プリング・オフ
動画をチェック！
プリング・オフ

https://youtu.be/Ysq3xF1cZM0

ハンマリング・オン＆プリング・オフ

ハンマリング・オン
ハンマリング・オン

ハンマリング・オン（ハンマリング）は 左 指 で 弦 を 叩
ハンマリング・オン 音をピッキングせずに鳴らすテ
くように押さえ、次の
クニックです。譜面ではタイとともに
“ ”
（または
“

”）

で表わされます。

プリング・オフ
プリング・オフ

プリング・オフ（プリング）は、す で に 押 さえて い る

左 プリング・オフ
指を離すことで、ピッキングをせずに次の音を鳴ら
すテクニックです。譜面ではタイとともに“ ”
（または
“

”）で表わされます。

押さえた弦を
ピッキング
して……

押さえた弦を
ピッキング
して……

弦を指で
引っかけるよう
にして離し、
音を出す！

弦を指で
たたく感じに
押さえて音を
出す！

▲人 差指で押さえている音をピッキングで鳴らし、次の音
は薬指で弦を叩くように押さえて、ピッキングせずに音を
出します。叩く位 置 は通 常 の 押 弦と同じフレット 寄りで、
力強く叩くことでしっかりとした音が鳴らせます。

▲薬指で押さえている音はピッキングで鳴らします。次に押
さえていた薬指をはじくように離して、人差指で押さえてい
るフレットの音を鳴らします。ただ指を離すのではなく、弦
を引っかけるようにして離すと、しっかりとした音が出る。

２つを組み合わせてフレーズを作るのも定番です

16

Part.3

動画をチェック！

練習してみよう！

https://youtu.be/774ycjfGEzo

ハンマリングを使ったフレーズ
ーズ
ー
人 差指を軸に、中指・薬 指・小指を 使ったさまざまな
ハンマリングでのフレーズです。力の弱い 小指などうま

く鳴らせない指があったら、そこを集中的に練習すると
いいでしょう。

ハンマリングの記号（h.）

プリングを使ったフレーズ
ー
ーズ
人 差指を軸に、中指・小指の各指を用いたプリング練
習フレーズです。小 指は特に力が 弱くなりが ちなので、

指を弦にひっかけて離すという意識をより持つようにし
てプレイしましょう。

プリングの記号（p.）
!

ハンマリングと
ハンマリングとプリングを混ぜたフレーズ
グと
ーズ
グ プリングを混ぜたフレーズ
ー
ハンマリングとプリングを素早く連続さ
せるとトリル（tr）という技になります！

ハンマリングとプリングを組み合わせたフレーズに挑
戦！ ４小節目のように、ハンマリングとプリングを素早
と呼びます。ぜひこの
く連続させることを
まとめ
機会に覚えておきましょう。

チョーキングは薬指、
ハンマリング／プリングは人差し指を軸にします

47
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ベース編
スラップで主役になろう
ベースは「縁の下の力持ち」的なイメージがありますが、

この本に教えてもらいます

一躍、主役として目立てる技があります。それがスラップ！

3
3

スラップ

『DVD&CD でよくわかる！
はじめてのエレキ・ベース』

親指で弦をたたき、人差し指で弦を引っ張り上げてはじ

72

く奏法です。サウンド的にも、見た目的にも、派手なテク

スラップ

■御供信弘 監修
■ DVD＆CD 付き
■定価（本体 1,800 円＋税）

パーカッシヴなベース・プレイと言えば、このスラップ。
ニックですよね。曲の一部分に採り入れるだけでも効果

72

難易度の高いテクニックですが、ゆっくり覚えていきましょう。

は抜群です。ぜひ文化祭のステージで披露してみてくだ

エレキベースを始めたいなら、この本がオススメ！

パーカッシヴなベース
・プレイと言えば、このスラップ。
さい。ここでは
『DVD&CDでよくわかる
！ はじめてのエ

押さえ方など、初心者にマストな解説が充実しています。練

スラップとは？
レキ・ベース』
という本で、スラップの基本と練習方法を

難易度の高いテクニックですが、ゆっくり覚えていきましょう。

ベースには、これまで学んできたピック弾きと指弾き
ご紹介します。

スラップとは？

チューニ

ングやアンプの使い方、弦交換の方法、楽譜の読み方、弦の
習譜例もベーシストにとって大切なリズム・トレーニングに重
点がおかれています。重要テクは DVD の動画で確認できるの
で、もう迷うことはありません！

器を、目立たせる奏法でもありますね。

のほかに、スラップという奏法があります。スラップは右
手の親指で弦を叩くサムピングと、人差指で弦を引っ張

ムピング
サ
=
く
た
た
を
親 指 で弦

るプルを組み合わせた奏法で、非常にパーカッシヴなサ
ベースには、これまで学んできたピック弾きと指弾き
ウンドが特徴。普段地味に思われがちなベースという楽
のほかに、スラップという奏法があります。スラップは右
手の親指で弦を叩くサムピングと、人差指で弦を引っ張
るプルを組み合わせた奏法で、非常にパーカッシヴなサ

スラップの ●パーカッシヴなプレイ
動画をチェック！
特徴
●ベースを目立たせることが可能！
器を、目立たせる奏法でもありますね。
本に 付いているDVD の 動画をYouTube

へアップしました。
スラップの ●パーカッシヴなプレイ
スラップの基本を確認してみましょう。
特徴
●ベースを目立たせることが可能！

サムピングのフォーム&叩く位置

ウンドが特徴。普段地味に思われがちなベースという楽
下の写真のように、右手をグーの形にして軽く握り込

https://youtu.be/Gab9st8IEnU

また、親 指 で 弦 を 叩く位 置 は、ネックとボディの 接 続

部分 付近が基 本となります。この位置よりブリッジ寄り
サムピングのフォーム&叩く位置

んだ上で、親指を立てた形を基本とします。この状態で、
親指第一関節の側面を弦に当てて音を出します。人差指

になったり、反 対に指 板 上のあたりになっても音は出ま

から小指は、あまり力を入れて握り込まないようにしま
下の写真のように、右手をグーの形にして軽く握り込
しょう。
んだ上で、親指を立てた形を基本とします。この状態で、

すが、最初はこのネックとボディの接
続部分 付近を狙っ
また、親 指 で 弦 を 叩く位 置 は、ネックとボディの
接続
てサムピングしたほうが音は出やすくなります。
部分 付近が基 本となります。この位置よりブリッジ寄り

スラップは親指と人差し指の
親指第一関節の側面を弦に当てて音を出します。人差指

コンビネーションで行います
から小指は、あまり力を入れて握り込まないようにしま
この部分を使ってサムピングする。

しょう。

になったり、反 対に指 板 上のあたりになっても音は出ま
すが、最初はこのネックとボディの接 続部分 付近を狙っ

てサムピングしたほうが音は出やすくなります。
というわけで、まずは親指を使う

「サムピング」の方法からスタート！
この部分を使ってサムピングする。

▲右手のフォーム。

▲ネックとボディの接続部分付近を叩く。

右手を
サムピングしてみよう
こんな形に

▲右手のフォーム。

▲ネックとボディの接続部分付近を叩く。

してください

上 記のフォームで、親 指が 弦に対して水平になるよう

でバウンドするような感じになって、きれいに音が出れ

に構えます。ここから弦を親指 で叩いていくのですが、

ば成 功です。親指をバウンドさせず弦に押し付けてしま

最初は肘から先の手全体を、弦の上に落としていくよう

うと、きれいに音を出すことはできません。この動きに

な感覚で行ないましょう。その際手首に力が入りすぎな
上 記のフォームで、親 指が 弦に対して水平になるよう
いように気をつけつつ、弦を叩いたときに親指が弦の上
に構えます。ここから弦を親指 で叩いていくのですが、

慣れてきたら、腕の動きを徐 々にコンパクトにしていき
でバウンドするような感じになって、きれいに音が出れ
ましょう。
ば成 功です。親指をバウンドさせず弦に押し付けてしま

最初は肘から先の手全体を、弦の上に落としていくよう

うと、きれいに音を出すことはできません。この動きに

サムピングしてみよう
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だいたい、
この辺りの弦を
たたきます

72な感覚で行ないましょう。その際手首に力が入りすぎな
いように気をつけつつ、弦を叩いたときに親指が弦の上

慣れてきたら、腕の動きを徐 々にコンパクトにしていき
ましょう。

きを確認
サムピングの動

サムピングしてみよう
上 記のフォームで、親 指が 弦に対して水平になるよう

でバウンドするような感じになって、きれいに音が出れ

に構えます。ここから弦を親指 で叩いていくのですが、

ば成 功です。親指をバウンドさせず弦に押し付けてしま

最初は肘から先の手全体を、弦の上に落としていくよう

うと、きれいに音を出すことはできません。この動きに

な感覚で行ないましょう。その際手首に力が入りすぎな

慣れてきたら、腕の動きを徐 々にコンパクトにしていき

いように気をつけつつ、弦を叩いたときに親指が弦の上

ましょう。

1

Part.4

2

Part.4

前ページの右手の
形で、親指が弦に

対して水平になる
ように構えます

ひじを支点に
2
動かしましょう

1

まずは振りかぶる。

最初は肘から先の腕部分を動かすイメージで。

3

4

手首の回転を
使って親指で
弦をたたきます
3

親指を弦の上で

4
で
バウンドさせる感覚

その後、手首の回転を使い弦を叩きます。

叩いたあとは指を弦から離します。

●開放弦でサムピング

練習してみよう！

動画をチェック！

73

https://youtu.be/8Alx6_tnvsU

右手の奏法、弦交換 右手の奏法、
弦交換

●開放弦でサムピング

開放弦で
サムピングを
練習します

65

プルのフォーム
サムピングのみの演奏です。4 弦から1弦に行くにつれて音が出しにくくなっていくと思います。細い弦ほど強めに叩くよ
うにすると、音が出しやすくなります。

プルのフォーム
19

73

65

サムピングのみの演奏です。4 弦から1弦に行くにつれて音が出しにくくなっていくと思います。細い弦ほど強めに叩くよ
うにすると、音が出しやすくなります。

をはじく=プル
人 差し指で弦

プルのフォーム
人差指で弦を引っ張る奏法をプルと言います。基本的
にはサムピングで振り下ろした手を戻す際に行なうこと
が多く、
“ペッ、ペッ”という、アタック音が出るのが特 徴
です。バンドのアンサンブルの中でもひときわ目立つ音
で、これもまたスラップの魅力のひとつです。
サムピングの状 態から、人 差指をカギ状に出した形が
プルの 基 本 的なフォームです。サムピングしやすい 場所
に親指を置いて、人差指が弦に当たっている位置でした
らどこでプルをしても構いません。

▲人 差 指 は カギ 状 の 形 にし
ましょう。

▲サムピングの フォームか ら
人差指のみを出す。

73

この形で弦を瞬時に引っ張り上げます

プルをやってみよう
プルをやってみよう

プルは 人 差 指 の 腹の 部 分より、少しだけ 外 側で 弦を

プルをやってみよう

引っ掛けるのがコツです。指が奥に入りすぎないように

気をつけましょう。ちな みに、プルはほとんどの場合1
〜 2弦で行ない、3 〜 4 弦はあまり使われません。

プルは 人 差 指 の 腹の 部 分より、少しだけ
1
2外 側で 弦を 気をつけましょう。ちな
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プルは 人 差 指の 腹の 部 分より、少しだけ 外 側で 弦を

引っ掛けるのがコツです。指が奥に入りすぎないように

引っ掛けるのがコツです。指が奥に入りすぎないように

1

1

〜 2弦で行ない、3 〜 4 弦はあまり使われません。

〜 2弦で行ない、3 〜 4 弦はあまり使われません。

2

2

3

3

「バチッ」という音が鳴ればOK
▲振りかぶった状態から……

▲弦の下に人差指を潜り込ませる。

▲弦の下に人差指を潜り込ませる。
▲そのまま弦を引っ張ってハジく。
サムピングとプルのコンビネーション

▲振りかぶった状態から……
▲弦の下に人差指を潜り込ませる。

▲振りかぶった状態から……

1
サムピングとプルのコンビネーション
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ントになります。親指を振り下
ろした 際、次 にプルをした い
弦のところに人 差指が来てい
るという風に、サムピングとプ
ルの動きが 連 動しているよう
な感 覚で弾くことが大 切にな
ります。最 初 は 右 手 の 動 きを
確 認しな がらゆっくりと行 な
い、慣れてきたら無 駄 な 動き
が なく右 手が 動かせるように
しましょう。

ントになります。親指を振り下
スラップは、サムピングとプ
1
ろした
際、次 にプルをした い

1

ルの
コンビネーションが
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弦のところに人
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ントになります。親指を振り下
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ろした
際、次
い
ルの動きが
連にプルをした
動しているよう
弦のところに人
差指が来てい
な感 覚で弾くことが大 切にな

確 認しな がらゆっくりと行 な
な感
覚で弾くことが大
い、慣れてきたら無
駄切にな
な 動き

3

3

い、慣れてきたら無 駄 な 動き

2

親指と人差し指を
組み合わせます

▲4 弦 ４弦を親指で
を サムピング。この 状 態 で す でに
たたいて……
人差指はプルを行なう準備をしています。

▲4 弦 を サムピング。この 状 態 で す でに
▲4 弦 を サムピング。この 状 態 で す でに
人差指はプルを行なう準備をしています。

▲振りかぶった状態から……

ります。最
初 は動かせるように
右 手 の 動 きを
が なく右 手が
確
認しな
がらゆっくりと行
な
3
しましょう。

▲そのまま弦を引っ張ってハジく。

2

▲振りかぶった状態から……

るという風
サムピングとプ
ります。最 に、
初は
右 手 の 動 きを

▲振りかぶった状態から……
ルの動きが 連 動しているよう

2

▲そのまま弦を引っ張ってハジく。

4
人差指はプルを行なう準備をしています。

4

4

が なく右 手が 動かせるように
しましょう。
▲そのまま弦に人差指を潜り込ませる。

１弦を
人差し指で
引っ張り上げて
▲そして1弦をプル。このプルを行なった
はじきます！

動きのまま、サムピングの準備をします。

▲そして1弦をプル。このプルを行なった
動きのまま、サムピングの準備をします。▲そして1弦をプル。このプルを行なった
▲そのまま弦に人差指を潜り込ませる。

▲そのまま弦に人差指を潜り込ませる。

●開放弦でサムピング&プル

●開放弦でサムピング&プル

プルの記号です

●開放弦でサムピング&プル

20プルの記号です

プルの記号です

動きのまま、サムピングの準備をします。

74

66

74

66

74

66

右手の奏法、弦交換

ベース編

ルの動きが 連 動しているよう

▲振りかぶった状態から……

な感 覚で弾くことが大 切にな

▲4 弦 を サムピング。この 状 態 で す でに
人差指はプルを行なう準備をしています。

ります。最 初は 右 手 の 動きを
確 認しな がらゆっくりと行 な

3

い、慣れてきたら無 駄 な 動き

4

が なく右 手が 動かせるように
しましょう。

練習してみよう！

▲そのまま弦に人差指を潜り込ませる。

●開放弦でサムピング&プル
プル
プ

リズム・キープ
に気を配って

プルの記号です

4

▲そして1弦をプル。このプルを行なった
動きのまま、サムピングの準備をします。

動画をチェック！
https://youtu.be/5-_RvDriG7w

スラップ譜例集

サムピングもプルもきれいに音が出るように心がけましょう。プルで弦を引っ張る動きが大きすぎると次のサムピングの動き
にスムーズに移ることができないので、できるだけ動きをコンパクトにしましょう。

74

オクターブ奏法

親指と人差し指が
連動している感覚を
身に付けよう

オクターブを使ったフレーズです。プルをした際に、指が引っ掛かりすぎるとリズムが悪くなってしまいます。また、この
フレーズは、プルとサムの音量にばらつきが出やすいので注意してください。

サムピングの 2 度打ち

休符は
しっかり
ミュートしよう

2個目の音を強く出すようにイメージする

サムピング で 2 度 打ちする場合、2 打目の音を強く出すような 気持ちで演 奏すると、音の粒がそろいやすいはずです。
2、4 小節目の 休 符とサムが連 続する場面は、休 符のミュートをしっかり行ないましょう。

左手アタック・ノイズを交えたフレーズ
まとめ

スラップは親指で弦をたたき
人差し指で弦をはじくテクニック

21
右手のアタック・ノイズを出すときは、左手でもミュートを行なうと、メリハリがつきます。右手と左手のアタック・ノイズ
が連続するときは、左手を少し強めに叩くように意識するときれいに聞こえます。
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ドラム編
実はカウントがすごく大事！
今回、
『DVD&CDでよくわかるはじめてのドラム』という本

この本に教えてもらいます

の中からご紹介するテクニックは、カウント、オープン・リ

『DVD&CD でよくわかる！
はじめてのドラム』

ムショット、ハイハット・オープンの３つ。どれも普段の練
習では 後回しにしがちなテクニックではないでしょうか。

■山本雄一 監修
■ DVD＆CD 付き
■定価（本体 1,800 円＋税）

でも実はとっても大切です。特にカウントは曲の出だしで
すから、ここを決めるだけでもバンドのノリがググっと変わ

ドラム入門の決定版がコレ。ドラム・セットで 使われる各楽

りますよ。ステージを成功させたいならカウントが重要と

始まって、足の使い方、両手の使い方、８ビート、フィル・イ

器の紹介やスティックの持ち方といった超初歩的な解説から
ン、16 分音符のフレーズなど、基本的な奏法をバッチリ網羅。
DVDに収録された動画で、実際のたたき方をチェックできるの

5

覚えておいてくださいね。

も便利です！

恥ずかし
がらずに

習しよう
カウントも練

しっかりテンポを
キープして
カウントを出そう

カウントの出し方
自分ひとりでいろいろな練 習を積み、CDなどに合わ

入れる雰囲気を作る意識が大切です。カウントの出し方

せてバッチリ決められるレベルになっていても、いざバ

に 絶 対 的 なルールは な い ので、演 奏 する曲に合った カ

ンドで音を出す時に直面する大きな壁があります。それ

ウント法を自分で考えていいのです。ただ、どんな場合

がこの“カウント出し”
。これは、演 奏と同じように練 習

も絶対に恥ずかしがってはいけません。ビギナーによく

が必要なものだと思っていてください。個人練習する時

ありがちなのが、カウントの途中でテンポが 変わってし

も、他人と演奏するような気分でカウントを出してから

まったり、カウントと 演 奏 テンポが 違ってしまうことで

叩きはじめる習慣をつけられるといいですね。実際にカ

す。こういった部分に気をつけて徹底的に練習を積みま

ウントを出す時は、他のメンバーがその曲に気 持ち良く

しょう。

左手のスティックを前に出し

●スティックを使ったカウント
1

2

▲左手のスティックを楽器だと思って構えましょう。

シングル・カウント
22

右手で演奏する感覚で

カウント

▲その楽器を右手のスティックで演奏する感覚だと安定します。

動画をチェック！

ントを練 習
３種 類のカウ

ダブル・カウント
=145グル
シングル・
シングル
グ ・カウント
♩

♩= 120

カウント

Part.3

本に 付いているDVD の 動画をYouTube へ
アップしました。
カウントのやり方を確認してみてください

いろんな曲で
使える
基本の
カウントです

https://youtu.be/Honun8DzL9c

カウント

この部分で、スティックを叩きながら声を出す

テンポの速い曲や、小節の途中からはじまる曲では、ダブル・カウント（2小節分）を出すのが有効です。
シングル・カウント

フィル・
ダブル・
ダブル
ブル
カウント
ブ ・インを交えたカウント
= 145
♩
♩=145

Part.3

２小節間のカウントです

テンポの速い曲
で使ってみてください

カウント
カウント

１小節目は 2 拍と４拍に
休符が入ります
カウントの役割を持ったフィル・インでスタートするのも、よく使われるカッコいい方法です。最初の2 拍は、ハイハット
テンポの速い曲や、小節の途中からはじまる曲では、ダブル・カウント（2小節分）を出すのが有効です。
をオープンにした状態（P.65 参照）で叩きます。

スローな曲での8分音符カウント
フィル・インを交えたカウント
♩
145
♩==73

拍のアタマに
アクセントを付けましょう

カウント
カウント

ユッタリとした曲では、8分音符や16分音符などのテンポ感がつかみやすいカウントを出しましょう。
カウントの役割を持ったフィル・インでスタートするのも、よく使われるカッコいい方法です。最初の2 拍は、ハイハット
をオープンにした状態（P.65 参照）で叩きます。

スローな曲での8分音符カウント
♩= 73

カウント

61
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Part.3

ドラム編

7

オープン・リム・ショット
オープン・

オープン・リム・ショットとは、ドラムのフチである
“リム”
と打面とを同時に叩いて、
リムショッ
トは
を
ト
ッ
ョ
シ
強烈なアタックを出す奏法です。
ム
スネアの真ん中と
リ
・
ン
プ
オー
パワフルなロック・ドラマーは、この奏法を多用しています。
リムを同時にたたく
動画をチェック！

覚えよう

Part.3

テクニック

7

オープン
・リム
・ショット
オープン
・リム・ショッ
トの叩き方
オープン・リム・ショットは、まず叩いた瞬間の手の位

https://youtu.be
/CNpY2Ghc-c8

95

ような意識を持ってみましょう。最初はスティックを振り

オープン・リム・ショットとは、ドラムのフチである
“リム”と打面とを同時に叩いて、
上げすぎず、
“ストン！”と落とす感覚で叩いてみます。確
置を理解しなくてはいけません。左下の写真の高さでは
強烈なアタックを出す奏法です。
実なショットを求めるには、セッティングへのこだわりも
リムを叩くのは無理ですよね？ まん中の写真のように
パワフルなロック・
ドラマーは、この奏法を多用しています。
大切ですが、コツがつかめれば、いろいろな高さや角度
打面の高さに近づくことが条件です。練習時には、
“スネ
アを叩く”という意識よりも、
“ 左手を左足の上に落とす”

でも対応できます。

オープン・リム・ショットの叩き方

95

ような意識を持ってみましょう。最初はスティックを振り
上げすぎず、
“ストン！”と落とす感覚で叩いてみます。確

リムを叩くのは無理ですよね？

まん中の写真のように

実なショットを求めるには、セッティングへのこだわりも

打面の高さに近づくことが条件です。練習時には、
“スネ

大切ですが、コツがつかめれば、いろいろな高さや角度

アを叩く”という意識よりも、
“ 左手を左足の上に落とす”

でも対応できます。

▲手がこの高さではリムを打てません。

これは
実際に叩こう
NGな例

♩= 100

浅い

▲手を打面近くに落下させましょう。

▲浅めに当てると甲高い音も出ます。

浅い

リムの「カン」という音も同時に鳴るので
とてもパワフルでキレの良い音
になります。

80 81
96より高い音が
欲しいなら
こんな感じで

ロック系ではマスト・テクニックと言えるでしょう

ノーマル・ショット
▲手がこの高さではリムを打てません。

してみよう！
練習
実際に叩こう
= 100 ・ショット
オープン・リム
♩

▲手を打面近くに落下させましょう。

▲浅めに当てると甲高い音も出ます。

動画では、ノーマル・ショットとオープン・リム
ショットを２小節ずつ交互にたたいています。
違いを確認してみてください

96

アクセント音にオープン・リム・ショットを使います

80

81

ノーマル・ショット

DVDとCDでは、ノーマル・ショットとの違いがわかるように、2小節ずつ交互に叩いています。その奏法と音の違いを
アクセント音にオープン・リム・ショットを使います
確認してください。
オープン・リム・ショット

63

DVDとCDでは、ノーマル・ショットとの違いがわかるように、2小節ずつ交互に叩いています。その奏法と音の違いを
確認してください。

63
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必修リズムとテクニック 必修リズムとテクニック

オープン・リム・ショットは、まず叩いた瞬間の手の位
置を理解しなくてはいけません。左下の写真の高さでは

Part.3
9

ハイハット・オープン

動画をチェック！

のが
妙に開いて鳴らす
ハイハットのペダルを開き、2枚のシンバルを響かせて演奏することを、ハイハット・オープンと呼
微
上下が完全に
https://youtu.be/
ン
びます。奏法にはいろいろな種類がありますが、ここではその基本を解説しましょう。
プ
離れないように
ー
86rD5R7U3dc
オ
・
ト
ッ
ハイハ
つま先で

ハイハッ
ハイハ
イ
イハット・オープンの叩き方
ハイハット・オープンの 基 本 は
こと。 1

コントロール！

1

2

の 写 真 のように、ボトム側（下）を 少
し傾け、上下が完 全に離れない 状 態
で演奏します。その時の
です
（写真

2

力 を ゆる め る

）。下のふたつの譜例で、

演奏にどのような効果が出るのか確
認してください。

▲この 写 真 のように微 妙に開いた状 態
がハイハット・オープンです。

ハーフ・オープン

▲かかとを上げずに、つま先側でコント
ロールします。

ワイルド感が欲しいとき
にオススメ！

♩= 110

半開きにしたままで演奏します。パワフルでワイルドなビートがほしい時に有効です。

オープン＆クローズ
ー
ーズ
♩= 110

裏打ちビート
もかっこいい

ハイハットのクローズを示します

オープン音とクローズ音とを使い分けると、このようなウラ打ちのビートも作り出せます。

65
まとめ

文化祭のステージは
かっこいいカウントでバンドのノリを引っ張ろう
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キーボード 編
アルペジオでバラードを盛り上げよう
前回、バラードなどで使える「４つ打ち」の方法を紹介しま

この本に教えてもらいます

したが、１曲通してずっと４つ打ちだと、ちょっとモノ足り

『はじめよう！
ピアノでコード弾き』

ない感じがしてしまうかもしれません。せっかくの文化祭で

■野村美樹子／坂本剛毅 著
■ CD 付き
■定価（本体 1,700 円＋税）

すから、もっとグっとくる演出が欲しいところ。そんなとき
に効果的なのが「アルペジオ」です。イントロだけ、あるい

「コードって何？」というビギナーの方でも、安心してコード弾
きを学んでいける本です。大きな図がたくさん使われていて、

は Aメロだけなど、部分的にでも取り入れると曲に広がり

解説も大切なことがわかりやすく書かれています。実際の曲

Lesso n 8
が生まれます。というわけで『はじめよう！ ピアノでコード

で練習できるのもうれしいポイント。CDに入っているメロディ
を聴きながら、コード弾きの練習ができるので、飽きずに楽

しく続けられますよ。
「 ア ル ペ ジオ」でバラードを美しく弾く
弾き』という本で、アルペジオのやり方を学んでみましょう。

「Le
アル
ペジ
sso
nオ8」 ＝ 「 コ ー ド の 音 を 1 つ ず つ バ ラ す 」

すか？
何ジでオ」でバラードを美しく弾く
て
っ
「
ア
ル
ペ
」
オ
ジ
ペ
ル
「ア
「アルペジオ」というコトバは、アルファベットでは

「arpeggio」と書かれるもので、日本語では「分散和音」

「アルペジオ」＝「コードの音を 1 つずつバラす」
と訳されるようですね。ちょっと難しそうですが、この伴奏
スタイルをひと言で表そうとするなら、
「アルペジオ」というコトバは、アルファベットでは
●コードの音を、1つずつバラして弾く
「arpeggio」と書かれるもので、日本語では「分散和音」
という感じでしょうか。コードをいっぺんに鳴らさず、ほぐ
と訳されるようですね。ちょっと難しそうですが、この伴奏
すようにパラパラと弾いていけばOKです。
スタイルをひと言で表そうとするなら、
この「アルペジオ」も、「4つ打ち」「8つ打ち」と並ん
●コードの音を、1つずつバラして弾く
で、ピアノやキーボードの定番的な伴奏スタイルです（ギタ
という感じでしょうか。コードをいっぺんに鳴らさず、ほぐ
リストも好んで演奏しますよね）。第一の特徴は、音をかた
すようにパラパラと弾いていけばOKです。
まりで鳴らさないぶんの「線の細さ」でしょう。

コードの音を
１つずつ
バラして
弾きます

この「アルペジオ」も、「4つ打ち」「8つ打ち」と並ん
「アルペジオ」が使われるのは、スローなバラードが多い
で、ピアノやキーボードの定番的な伴奏スタイルです（ギタ
ようです。ただし雰囲気の違う、速いテンポの攻撃的な曲で
リストも好んで演奏しますよね）。第一の特徴は、音をかた
もよく使われ、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スタ
まりで鳴らさないぶんの「線の細さ」でしょう。
ー」のオルガンほか、ハードロックの曲で聴けるギターのソ
「アルペジオ」が使われるのは、スローなバラードが多い
ロなどが分かりやすい例だと言えるでしょう。
ようです。ただし雰囲気の違う、速いテンポの攻撃的な曲で
もよく使われ、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スタ

CD

42

CD

42

ー」のオルガンほか、ハードロックの曲で聴けるギターのソ
ロなどが分かりやすい例だと言えるでしょう。

意外に
速い曲でも
使われます

コードの音は
コチラ

26

サウンドをチェック！

本に付いているCDと同じ演奏をYouTube
へアップしました。
「カ・カ・カ・カ」
というカウントが入って、
「白玉」
が２小節流れます。その後にまたカウントが入って、
「アルペジオ」
が２小節流れます。弾いて確かめてみましょう。

https://youtu.be/15vLfGnRKtE

s te p A 「アルペジオ」のパターンは、いろいろある！

「アルペジオ」も「両手のコード弾き」ができればすぐ

◆パターン1「1〜2拍目だけ弾いて、あとは伸ばし」：

に弾けてしまいます。同じように、押さえ方を決めてリズ

コードは3〜4つの音で形作られているので、それらを単

ムを変える（1音ずつバラす）だけという感じですね。

純に「タララ〜♪」と下から順に弾いていきます。最後に

例として「ラヴィン・ユー」最初のF△7を弾くなら、

は
●1：F△7の基本形を確認→「F
ルペジオの弾き方+ A + C + Eの音」
ア
●2：左手「F音」、右手「A + C + Eの音」に振り分け
ろいろあります
い
●3：メロディが引き立つ、音の積み方に（CD前半）
●4：そうしてできた「両手のコード」をバラして弾く
といった手順になるでしょう。

くる音は1小節の終わりまで伸ばせばOKです。手の動き
は少なめなので、ラクに弾けると思います。

アルペジオの弾き方の基本

◆パターン2「音数の多いもの」：こちらは応用で、「タ

①：コードの基本形を確認します。
例えば、F△ 7 なら「ファ・ラ・ド・ミ」です。
も、鍵盤を押さえる指は決まっているわけなので、「指を
②：左手「ファ」、右手「ラ・ド・ミ」に振り分けます
もう一回落とす」という感じで弾けると思います。
③：メロディが引き立つ音の積み方を考えます
ラララララ〜♪」と少し長めに音をつなぐ。音数は増えて

「アルペジオ」で問題になるのはリズム、そして音を弾く

◆パターン3「高い音から弾く」：ちょっと大ざっぱな言

順番です。いろいろな形が考えられるため、例を3つ挙げて

い方だけど、コードの構成音であれば弾く順は自由。「フ

おきます（CD後半）。選択のポイントとして、メロディ
リズムと、音を弾く順番を考えましょう

ァ→ド→ラ→ミ」も、「ラ→ド→ミ→ファ」もOK！かもし

を生かすこと、曲の雰囲気に合わせることが大切です。
例えば、
下の３つのパターンは、
いかが？

④：あとは両手のコードをバラして弾けばOK

れないけど、メロディに合うものを選ぶことが重要です。
サウンドをチェック！
３パターンのアル ペジオ例
をYouTube へアップしまし
た。最初に「白玉」が流れま
CD 43
す。
その後にカウントを挟み
ながら、
３つのパターンが流
れます。

https://youtu.be/gt2xpSpfl mY

s te p A 「アルペジオ」のパターンは、いろいろある！

「アルペジオ」も「両手のコード弾き」ができればすぐ

◆パターン1「1〜2拍目だけ弾いて、あとは伸ばし」：

に弾けてしまいます。同じように、押さえ方を決めてリズ

コードは3〜4つの音で形作られているので、それらを単

ムを変える（1音ずつバラす）だけという感じですね。

純に「タララ〜♪」と下から順に弾いていきます。最後に

例として「ラヴィン・ユー」最初のF△7を弾くなら、

くる音は1小節の終わりまで伸ばせばOKです。手の動き

●1：F△7の基本形を確認→「F + A + C + Eの音」

は少なめなので、ラクに弾けると思います。

●2：左手「F音」、右手「A + C + Eの音」に振り分け

◆パターン2「音数の多いもの」：こちらは応用で、「タ

●3：メロディが引き立つ、音の積み方に（CD前半）

ラララララ〜♪」と少し長めに音をつなぐ。音数は増えて

●4：そうしてできた「両手のコード」をバラして弾く

も、鍵盤を押さえる指は決まっているわけなので、「指を

といった手順になるでしょう。

もう一回落とす」という感じで弾けると思います。

パターンは、いろいろある！

アルペジオ」のパターンは、いろいろある！
70

弾き」ができればすぐ

「アルペジオ」で問題になるのはリズム、そして音を弾く
◆パターン1「1〜2拍目だけ弾いて、あとは伸ばし」：

◆パターン3「高い音から弾く」：ちょっと大ざっぱな言

押さえ方を決めてリズ

順番です。いろいろな形が考えられるため、例を3つ挙げて
コードは3〜4つの音で形作られているので、それらを単

い方だけど、コードの構成音であれば弾く順は自由。「フ

ァ→ド→ラ→ミ」も、「ラ→ド→ミ→ファ」もOK！かもし
おきます（CD後半）。選択のポイントとして、メロディ
純に「タララ〜♪」と下から順に弾いていきます。最後に
という感じですね。
も「両手のコード弾き」ができればすぐ
◆パターン1「1〜2拍目だけ弾いて、あとは伸ばし」：

れないけど、メロディに合うものを選ぶことが重要です。
を生かすこと、曲の雰囲気に合わせることが大切です。
くる音は1小節の終わりまで伸ばせばOKです。手の動き
のF△7を弾くなら、
す。同じように、押さえ方を決めてリズ
コードは3〜4つの音で形作られているので、それらを単

は少なめなので、ラクに弾けると思います。
A + C + Eの音」
ずつバラす）だけという感じですね。
純に「タララ〜♪」と下から順に弾いていきます。最後に

◆パターン2「音数の多いもの」：こちらは応用で、「タ
+ィン・ユー」最初のF△7を弾くなら、
Eの音」に振り分け
くる音は1小節の終わりまで伸ばせばOKです。手の動き

ラララララ〜♪」と少し長めに音をつなぐ。音数は増えて
み方に（CD前半）
形を確認→「F + A + C + Eの音」
は少なめなので、ラクに弾けると思います。

CD

43

も、鍵盤を押さえる指は決まっているわけなので、「指を
ド」をバラして弾く
」、右手「A
+ C + Eの音」に振り分け
◆パターン2「音数の多いもの」：こちらは応用で、「タ

もう一回落とす」という感じで弾けると思います。
ラララララ〜♪」と少し長めに音をつなぐ。音数は増えて
引き立つ、音の積み方に（CD前半）

◆パターン3「高い音から弾く」：ちょっと大ざっぱな言
リズム、そして音を弾く
も、鍵盤を押さえる指は決まっているわけなので、「指を
きた「両手のコード」をバラして弾く

るため、例を3つ挙げて
るでしょう。

い方だけど、コードの構成音であれば弾く順は自由。「フ
もう一回落とす」という感じで弾けると思います。

ァ→ド→ラ→ミ」も、「ラ→ド→ミ→ファ」もOK！かもし
ントとして、メロディ
◆パターン3「高い音から弾く」：ちょっと大ざっぱな言
で問題になるのはリズム、そして音を弾く

れないけど、メロディに合うものを選ぶことが重要です。
ることが大切です。
い方だけど、コードの構成音であれば弾く順は自由。「フ
ろな形が考えられるため、例を3つ挙げて

後半）。選択のポイントとして、メロディ

ァ→ド→ラ→ミ」も、「ラ→ド→ミ→ファ」もOK！かもし

の雰囲気に合わせることが大切です。

れないけど、メロディに合うものを選ぶことが重要です。
CD 43
CD

43

➡メロディを生かすこと
➡曲の雰囲気に合わせること
この2つが大切！
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キーボード編
step B

「アルペジオ」が、
「4 つ打ち」
「8 つ打ち」と大きく違

かない部分もしっかり意識

Par t1

1 音ずつしっかり弾く！リズムもていねいに
!!
う点は、コードの音をいっぺんに鳴らさず、指 1 本ずつ

で弾くというところです。まったくのピアノ初心者の人に

「アルペジオ」が、「4 つ打ち」「8 つ打ち」と大きく違

う点は、コードの音をいっぺんに鳴らさず、指 1 本ずつ

音の大きさが
で弾くというところです。まったくのピアノ初心者の人に
バラバラにならないように
は少々キツいかもしれませんが、がんばってくださいね。
気をつけると
リズムをより良く出していくためには、まず、1 音 1
リズムも安定します
音をしっかり弾くことが大切だと言えます。弱い音になら
ないよう（強すぎる音にもならないよう）バランスをとっ

「アルペジオ」
のパターン

は少々キツいかもしれませんが、がんばってくださいね。
かない部分もしっかり意識して数えれば大丈夫でしょう。
リズムをより良く出していくためには、まず、1
音1
§

て、芯がある音を鳴らすように心がけてください。
どきで少しずつ変えても OK です（自分で演奏の中身を くしようということを忘れ
そして、例によって「タツタツタツ♪」と拍のオモテ／
実際の演奏では「前半は
考えるのって楽しいことですよ！）。ただし自由なぶん、
ウラを意識したいところです。
注意すべきは、
図のように
「ウ
メロディを大切にして、音の高低やリズムのバランスを良
ラ拍から入るとき」
と「ウラ拍で弾くのを終えるとき」
（CD
くしようということを忘れずにいてくださいね。

は少々キツいかもしれませんが、がんばってくださいね。

弾く音の順序は自由に組みかえられるし、音数はそのとき
「ウラから入るアルペジオ」
の例と、
「ウラから入って、

リズムをより良く出していくためには、まず、1 音 1

ウラで終わるアルペジオ」
の例をYouTube へアップ
どきで少しずつ変えても
OK です（自分で演奏の中身を
しました。
カウントはウラ拍も鳴らしています。

ないよう（強すぎる音にもならないよう）バランスをとっ

CD 44
考えるのって楽しいことですよ！）
。ただし自由なぶん、
https://youtu.be/1LSt7RHvYz0
メロディを大切にして、音の高低やリズムのバランスを良

て、芯がある音を鳴らすように心がけてください。

くしようということを忘れずにいてくださいね。

音をしっかり弾くことが大切だと言えます。弱い音になら

ウラを意識したいところです。
注意すべきは、
図のように
「ウ

のアルペジオで」などというように、展開に応じてパター

ラ拍から入るとき」と「ウラ拍で弾くのを終えるとき」
（CD

ンを変える場合も多いようです。上達の早道としては、パ

）
。こういうパターンって、シャレた演奏になるので結構

ターンをいくつか覚えたり、自分なりに作ったりすること。

使いたくなりますよね。パターンを崩さないためには、弾

そして、それらを組み合わせて弾くことなどでしょう。

Par t 3

HINT!

１拍を半分に分けたものが「拍のオモテとウラ」です。例えば、１拍が４分音符
だったら、等分すると８分音符２個になりますよね。そのうち最初の８分音符
のタイミングを「オモテ」
、２個目の８分音符のタイミングを「ウラ」と呼びます。

28

71

ソ ロ・ピ ア ノ も ！ ら く ら く 演 奏 で き る

オモテとウラとは？

!!

ソ ロ・ピ ア ノ も ！ ら く ら く 演 奏 で き る

44

Par t 3

CD

両手で！メロディを伴奏してみよう

実際の演奏では「前半はパターン A、サビはパターン B

そして、それらを組み合わ

Pa r t 2

そして、例によって「タツタツタツ♪」と拍のオモテ／

ターンをいくつか覚えたり

両手で！メロディを伴奏してみよう

§ 自分なりに作ったりすること。
ターンをいくつか覚えたり、
「アルペジオ」
のパターンには、
決まった形がありません。
サウンドをチェック
！
そして、それらを組み合わせて弾くことなどでしょう。

ンを変える場合も多いよう

Par t 2

）
。こういうパターンって、シャレた演奏になるので結構
実際の演奏では「前半はパターン A、サビはパターン B
使いたくなりますよね。パターンを崩さないためには、弾
のアルペジオで」などというように、展開に応じてパター
かない部分もしっかり意識して数えれば大丈夫でしょう。
ンを変える場合も多いようです。上達の早道としては、パ

のアルペジオで」などとい

まずは！コードに慣れるレッスン

ラ拍から入るとき」と「ウラ拍で弾くのを終えるとき」
（CD
を意識！
う点は、コードの音をいっぺんに鳴らさず、指
1 本ずつ
）
。こういうパターンって、シャレた演奏になるので結構
で弾くというところです。まったくのピアノ初心者の人に
使いたくなりますよね。パターンを崩さないためには、弾

どきで少しずつ変えても

Par t1

拍の
ウラを意識したいところです。
注意すべきは、
図のように
「ウ
オモテとウラ
「アルペジオ」が、「4 つ打ち」「8 つ打ち」と大きく違

弾く音の順序は自由に組み

音をしっかり弾くことが大切だと言えます。弱い音になら
「アルペジオ」のパターンには、決まった形がありません。 考えるのって楽しいこと
ないよう（強すぎる音にもならないよう）バランスをとっ
弾く音の順序は自由に組みかえられるし、音数はそのとき メロディを大切にして、音

て、芯がある音を鳴らすように心がけてください。
s te
p B 1 音ずつしっかり弾く！リズムもていねいに !!
そして、例によって「タツタツタツ♪」と拍のオモテ／

まずは！コードに慣れるレッスン

にするかを
どん なリズム
考えよう
s te p B

1 音ずつしっかり弾く！リズムもていねいに !!

!!

Lesson 8
「アルペジオ」というコトバは、アルファベットでは
「アルペジオ」で
バラードを美しく弾く
「 ア ル ペ ジ オ 」 で バ ラ ー ドを美しく弾く
「arpeggio」と書かれるもので、日本語では「分散和音」
と訳されるようですね。ちょっと難しそうですが、この伴奏

「 ア ル ペ ジ オ 」 ＝ 「 コ ー ドの音を 1 つずつバラす」
スタイルをひと言で表そうとするなら、
1 音ずつしっかり弾く！リズムもていねいに !!
「アルペジオ」＝「コードの音を 1 つずつ バ ラ す 」
Par t1

tep B

「アルペジオ」＝「コードの音を 1 つずつ バ ラ す 」

Le ss o n 8

Le ss o n 8

●コードの音を、1つずつバラして弾く
「アルペジオ」というコトバは、アルファベットでは
という感じでしょうか。コードをいっぺんに鳴らさず、ほぐ
「アルペジオ」というコトバは、アルファベットでは
「arpeggio」と書かれるもので、日本語では「分散和音」
アルペジオ」が、「4 つ打ち」
「8 つ打ち」と大きく違
かない部分もしっかり意識して数えれば大丈夫でしょう。
すようにパラパラと弾いていけばOKです。
「arpeggio」と書かれるもので、日本語では「分散和音」
点は、コードの音をいっぺんに鳴らさず、指
1 本ずつ
§
と訳されるようですね。ちょっと難しそうですが、この伴奏
この「アルペジオ」も、「4つ打ち」「8つ打ち」と並ん
「アルペジオ」
のパターンには、
決まった形がありません。
弾くというところです。まったくのピアノ初心者の人に
と訳されるようですね。ちょっと難しそうですが、この伴奏
スタイルをひと言で表そうとするなら、
「 ア ル ペ ジ オ 」 ＝ 「 コで、ピアノやキーボードの定番的な伴奏スタイルです（ギタ
ードの音を 1 つずつバラす」
弾く音の順序は自由に組みかえられるし、音数はそのとき
少々キツいかもしれませんが、がんばってくださいね。
スタイルをひと言で表そうとするなら、
●コードの音を、1つずつバラして弾く
曲の中で
リストも好んで演奏しますよね）。第一の特徴は、音をかた
どきで少しずつ変えても
OK です（自分で演奏の中身を
リズムをより良く出していくためには、まず、1 音 1
●コードの音を、1つずつバラして弾く
という感じでしょうか。コードをいっぺんに鳴らさず、ほぐ
パターンを
「アルペジオ」というコトバは、アルファベットでは
まりで鳴らさないぶんの「線の細さ」でしょう。
考えるのって楽しいことですよ！）
。ただし自由なぶん、
をしっかり弾くことが大切だと言えます。弱い音になら
変えるのも
という感じでしょうか。コードをいっぺんに鳴らさず、ほぐ
すようにパラパラと弾いていけばOKです。
「arpeggio」と書かれるもので、日本語では「分散和音」
メロディを大切にして、音の高低やリズムのバランスを良
いよう（強すぎる音にもならないよう）バランスをとっ
「アルペジオ」が使われるのは、スローなバラードが多い
アリ！
すようにパラパラと弾いていけばOKです。
この「アルペジオ」も、「4つ打ち」「8つ打ち」と並ん
と訳されるようですね。ちょっと難しそうですが、この伴奏
くしようということを忘れずにいてくださいね。
、芯がある音を鳴らすように心がけてください。
ようです。ただし雰囲気の違う、速いテンポの攻撃的な曲で
この「アルペジオ」も、「4つ打ち」「8つ打ち」と並ん
で、ピアノやキーボードの定番的な伴奏スタイルです（ギタ
自分なりの
実際の演奏では「前半はパターン
A、サビはパターン B
そして、例によって「タツタツタツ♪」と拍のオモテ／
スタイルをひと言で表そうとするなら、
もよく使われ、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スタ
で、ピアノやキーボードの定番的な伴奏スタイルです（ギタ
リストも好んで演奏しますよね）。第一の特徴は、音をかた
アイディアで
のアルペジオで」などというように、展開に応じてパター
ラを意識したいところです。
注意すべきは、
図のように
「ウ
●コードの音を、1つずつバラして弾く
ー」のオルガンほか、ハードロックの曲で聴けるギターのソ
いろいろなパターンを
リストも好んで演奏しますよね）。第一の特徴は、音をかた
例えば、下のような音の並びが
まりで鳴らさないぶんの「線の細さ」でしょう。
ンを変える場合も多いようです。上達の早道としては、パ
拍から入るとき」と「ウラ拍で弾くのを終えるとき」
（CD
という感じでしょうか。コードをいっぺんに鳴らさず、ほぐ
ロなどが分かりやすい例だと言えるでしょう。
作り出してみよう
考えられます。
まりで鳴らさないぶんの「線の細さ」でしょう。
ターンをいくつか覚えたり、
自分なりに作ったりすること。
）
。こういうパターンって、シャレた演奏になるので結構
「アルペジオ」が使われるのは、スローなバラードが多い
すようにパラパラと弾いていけばOKです。
最初の音は左手で押さえて伸ば
そして、それらを組み合わせて弾くことなどでしょう。
いたくなりますよね。パターンを崩さないためには、弾
「アルペジオ」が使われるのは、スローなバラードが多い
ようです。ただし雰囲気の違う、速いテンポの攻撃的な曲で
この「アルペジオ」も、「4つ打ち」「8つ打ち」と並ん
し、８分音符のタイミングで右
ようです。ただし雰囲気の違う、速いテンポの攻撃的な曲で
もよく使われ、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スタ
手の３音を弾くイメージです。
で、ピアノやキーボードの定番的な伴奏スタイルです（ギタ
もよく使われ、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スタ
ー」のオルガンほか、ハードロックの曲で聴けるギターのソ
もちろん、音の並びやリズムは
CD 44
リストも好んで演奏しますよね）。第一の特徴は、音をかた
ー」のオルガンほか、ハードロックの曲で聴けるギターのソ
「自由」
に考えてOKです！
ロなどが分かりやすい例だと言えるでしょう。
まりで鳴らさないぶんの「線の細さ」でしょう。
ロなどが分かりやすい例だと言えるでしょう。
「アルペジオ」が使われるのは、スローなバラードが多い
CD 42
ようです。ただし雰囲気の違う、速いテンポの攻撃的な曲で
まずは！コードに慣れるレッスン

「アルペジオ」で
しろい！ バ ラ ー ド を 美 し く 弾 く
自由だから、おも

Par t2

両手で！メロディを伴奏してみよう

練習してみよう！

もよく使われ、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スタ
ー」のオルガンほか、ハードロックの曲で聴けるギターのソ

右手

ミ・シ・レ・ソ〜CD 42
左手

ソ ロ・ピ ア ノ も ！ ら く ら く 演 奏 で き る

『はじめよう！ ピアノでコー
ド弾き』では、
「ラヴィン・
ユー」という曲でアルペジ
オの練習ができます。ぜひ
チェックしてみてください！

左手
Pa r t 3

右の４つのコードで
ロなどが分かりやすい例だと言えるでしょう。
自分なりにアルペジオを
作ってみましょう。

ファ・ド・ミ・ラ〜

右手

レ・ラ・ド・ファ〜
68

左手

右手

!!

ド・ソ・シ・ミ〜
左手

68
68

まとめ
68

右手

71

アルペジオのポイントは「音の並び」と「リズム」
メロディと曲の雰囲気に合わせて考えよう
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作曲＆アレンジ編
曲作りの基本は「ダイアトニック・コード」
曲のコード進行には「パターン」があるって知ってました
か？

この本に教えてもらいます

その
「パターン」の元になるのが
「ダイアトニック・コー

『コード進行を覚える方法と
耳コピ＆作曲のコツ』

ド」と呼ばれる７つのコードです。例えば今、文化祭用に
練習している曲でも７つのうちの幾つかが中心になって作

■いちむら まさき 著
■定価（本体 1,300 円＋税）

られているハズなんです。つまりダイアトニック・コードを
知ると、曲作りのレベルがグンとアップするというわけ。こ

「曲のコード進行が覚えられない」
「耳コピが苦手」
「曲を作る
ときにコードが思い浮かばない」、そんな悩みを解説してくれ

字と「度」という単位で表します。これは下図のようにどの音から数えるるのがこの本です。ギター、ベース、キーボード、ウクレレの

こでは、そんな７つのコードについて『コード進行を覚える

４種類の楽器でコード進行の秘密を学べます。何より「実践」

方法と耳コピ＆作曲のコツ』という本に教えてもらいます。

もオススメです！

ことも可能です。そして、これらの音程を積んで作られるのがコードです。
を大切にした内容なので、
「理論はあんまり……」という人に

ダイアトニック・コードの説明の前に、
まずはその大元になる「ダイアトニック・スケール」をご紹介。
下の図は誰でも知ってる「ドレミファソラシド」
。
これを難しい言い方では

コードは基本的に、そのコードの中で一番低い音程を
1度として考えま
と言います。
「ダイアトニック・スケール」
ァソラシ
フ
ミ
ドレ
す（分数コード除く）
。このコードの
1
度は
「ルート音」
とも呼び、コード
ル
・スケー
イアトニック（
=ダ
名では大文字で表します
。
Cmというコード名であれば「C」の部分）

音階（スケール）とダイアトニック・スケール
いくつかの音程を並べたものを音階と言い、最も代表的かつ基本的なも
のは、7 つの音程を「全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音（本書では
飛ぶ飛ぶ飛ばないが 2 回と説明／詳細は P.030を参照）
」の間隔で並べたダイ

ダイアトニック・スケールでは
音が、
「全音、全音、半音、全音、
全音、半音」という間隔で
並んでいます

アトニック・スケールと呼ばれるものです（下図）
。
左の図は
「C音
（ド）
」
を最初の音にしているので、
キー
（調）
は「C」
ということになります。

ただし、これは C音を基準とした Cキーのダイアトニック・スケールです。
音程は全部で 12 種類あるので、その各音を基準とした（キーとした）12 種類

こういう場合は「Cキーのダイアト
ニック・スケール」と言います。
１オクターブに音は 12 個あるの
で、それぞれを始まりの音とする
12 種類のダイアトニック・スケー
ルがあるわけです

のダイアトニック・スケールがあると覚えておきましょう。

● Introduction ─本書を読み進めるにあたって─
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013

ード」登 場
コ
・
ク
ッ
ニ
ト
「 ダイア

ダイトニック・コードとは？

ここで、ダイアトニック・コードの説明をします。ダイアトニック・コー
ダイアトニック・スケールをルートにして
ドとは、7 音あるダイアトニック・スケールをルート音としたコード群です。
作られたコードが
ダイトニック・コードとは？
例えば、Cキーのダイアトニック・コードは以下となります。
「ダイアトニック・コード」です
ここで、ダイアトニック・コードの説明をします。ダイアトニック・コー
ドとは、7 音あるダイアトニック・スケールをルート音としたコード群です。
Cキーのダイアトニック・コード
右の図はCキーのダイアトニック・コード
例えば、Cキーのダイアトニック・コードは以下となります。

２番目と３番目と６番目は
Cキーのダイアトニック・コード
コードになります
「m（マイナー）」
♭
（
」
コードになります
７番目は「m 5）

この 7 つのコードのルート音をそれぞれ数字化すると、以下になります。

コード」を ダイアトニック・コードを数字に置き換える
・
キーが変わるとコード名も変わってしまいます。
ク
ッ
ニ
ト
ア
「 ダイ この 7 つのコードのルート音をそれぞれ数字化すると、以下になります。
そうすると、コードの「パターン」を考えるときに面倒です。
ます
え
換
き
置
に
そこでダイアトニック・コードを「数字」に置き換えます
数字
ダイアトニック・コードを数字に置き換える

ダイトニック・コードの覚え方
下の図は前ページの数字で表したダイアトニック・コードに「8」を加
えたものです。8 は 1 のオクターブ違いの同音程のコードです。ダイアト
ニック・コードの覚え方としては、まずこのうち「1、4、5」が（ mの付か
（♭5）
ない）メジャー・コードで、それ以外の 4 個が m 、つまりマイナー・コー

なお、このうち「7m

ドになっていると覚えます。

」は、それほど頻繁には出てこないので、割と 6

個のコードが基本となります。

メジャー・コードとマイナー・コードの数を確認する
♭5）

なお、このうち「7m（

」は、それほど頻繁には出てこないので、割と 6

個のコードが基本となります。

●第 1 章

033

コード進行を覚える方法

この並びは下のように、
「両手をキツネにする」と覚えましょう。
ダイアトニック・コードを「キツネ」で覚える！

●第 1 章

コード進行を覚える方法

033

キーが変わっても
２番目と３番目と６番目は
「m（マイナー）
」コード、
」
コードで
７番目は「m（♭5）
あることは同じ
そこで、右のような手の形で
覚えてしまいましょう
034
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STEP 2

いよいよコード進行の本題に入ります
ずばり！

ストーリーでとらえる
コード進行は

ここが
ポイント！

「１、４、５」の合間に

本 パターンを
「2m、3m、6m、7m（♭5）」が入る
基
コード進行を上手に組み立てていくアプローチとして、筆者は進
の
行
進
ド
コー
というのが基本です
行を「ストーリーでとらえる」手法を推奨しています。
えましょう
覚
で
ー
リ
ー
スト
コード進行をストーリーで考える
これをCキーで、
「私の散歩」
というストーリーに仕立てたものが

STEP 2

これまで紹介してきたように
「1、4、5」の合間に、「2m、3m、6m、
以下のイラストです。
♭

まずは基本パターンから。 C キーで説明します。
7m（ 5）」が入るのがコード進行の基本です。では、

ストーリーでとらえる

P.079 のストーリーを復習しながら、もう少し細かく考えます。

私（C）は自分の家です。そこから散歩に出て、ファミリー公園（ F）に
行って、コンビニセブン（G7。これは 57 だから）に寄ってから帰ってくる
コード進行を上手に組み立てていくアプローチとして、筆者は進
ことが多いです。
行を「ストーリーでとらえる」手法を推奨しています。

私の散歩ストーリーの基本形

基本
パターン

コード進行をストーリーで考える
これまで紹介してきたように「1、4、5」の合間に、「2m、3m、6m、
♭

7m（ 5）」が入るのがコード進行の基本です。では、C キーで説明します。
トーリーに出てくる要素
P.079ス
のストーリーを復習しながら、もう少し細かく考えます。

数字で考えると
1-4-5-1
です

私（C）は自分の家です。そこから散歩に出て、ファミリー公園（ F）に
これがストーリーの基本形です。またストーリーを構成するのに、ほかに
行って、コンビニセブン（G7。これは 57 だから）に寄ってから帰ってくる
以下の要素を使うことも可能です。
ことが多いです。
近所にアミちゃん（Am）、エミちゃん（Em）という友人が住んでいるので、
どちらかか、両方を誘ってファミリー公園に行くこともあります。公園には

私の散歩ストーリーの基本形

♭5）

裏口があって、そちらからも出られます（Dm）
。たまに、微妙（Bm7（

「m」コード
などを
足したパターン
110

）な

商店に寄ることもありますけど、実は、その商店はコンビニ（G）のチェーン
店です（次ページ図）
。

これらのパターンから、
コード進行はさまざまなバリエーションを
作り出せるのですが、
そのお話はまた機会があれば！
これがストーリーの基本形です。またストーリーを構成するのに、ほかに

以下の要素を使うことも可能です。
以上がコード進行の基本例です。このようにコード進行をストーリーで
近所にアミちゃん
（Am）、エミちゃん（Em）という友人が住んでいるので、
とらえると、進行の基本を覚えやすくなるかと思います。これは
Cキーで
どちらかか、両方を誘ってファミリー公園に行くこともあります。公園には
（♭5）
の覚え方ですが、
これを実際に指板や鍵盤でプレイし慣れると、
裏口があって、そちらからも出られます
（Dm）
。たまに、微妙（Bほかのキー
m7 ）な

にも対応できるようになります。それで、これらには意図があります。そ
商店に寄ることもありますけど、実は、その商店はコンビニ（G）のチェーン
♭5）

れぞれのコードは、
「。
「2m、4」
「5、7m7（
1、3m、6m」
店です（次ページ図）

」に分けられて、

私とエミちゃんとアミちゃんは人間です（イサム君）
。出口と公園は遊び場
110
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です
（ニシ君）
。コンビニと微妙な商店は店です
（コナン君）
。これらは、コー
ドとしての役目が同じなので、代理 or 挿入できます（P.046参照）
。

STEP 1

作曲の心構え
作曲の心構え

ダイアトニック・コードのことは何となくわかりましたか？
最後に、本書で書かれている
初めて作曲をする人は曲を作るということを難しく考えがちです。
「作曲の心構え」についてもご紹介しておきましょう
以下のような心構えで、最初は気軽に取り組んでいきましょう。

最初から素晴らしい曲を作ろうと思わない
作曲の方法には、歌詞から作る人、メロディから作る人、コードからメ
ロディを作る人、それらの合体、といろいろな方法があります。どの方法
でも良いですし、ひとつに決定する必要もないでしょう。
その中で、メロディに合うコードを付けることも作曲の一部です。しか
し、初めての作曲で、素晴らしい曲を作ろうと気負ってしまうと、せっか

最初は
４、
５」だけで
「１、
何曲も
作ってみよう

くスタートできそうだった機会を逃しがちです。最初は簡単なコード
最初は簡単なコード「1、

4、5」でいいのです。それで何曲も作って、慣れてきてから、ほかのコー
ド（mコード）を加えたり、アレンジするほうが良いです。
「それだと同じような曲しかできないんじゃ？」
。いいえ、
「1、4、5」だ
けでも良い曲は作れます。もし、同じような曲しか作れないときはキーを
変えるのです。同じ「1、4、5」でも、
「C、F、G」で作るときと、
「A、D、E」

同じ「１、
４、
５」でも
キーを変えると
別のメロディが
生まれることも

で作るときでは、声の出しやすい音域から別なメロディが生まれるもので
声の出しやすい音域から別なメロディが生まれるもので
す。ギターではカポを使うのも良いでしょう
す。ギターではカポを使うのも良いでしょう。
ロックンロール曲の基本は、メジャーの3コードです。海外のチャック・
ベリー、リトル・リチャード、ジェリー・リー・ルイス、ストレイ・キャッ

既成曲に似てても気にしない

ツや、日本のキャロル、ダウン・タウン・ブギウギ・バンド、横浜銀蝿など、
自分で作った曲が、すでに知られているアーティストの曲に似ている
3 個のコード中心で活動した人たちは大勢います。また、
「7」を付け「17、

……、そんなことは当たり前です。完全に
8 小節同じメロディだとパクリ
4
7、57」にすればブルースになります。まずは曲作りに慣れることが先決

と言われてしまうので、気をつけないといけませんが、たとえ 4 小節だと
です。
しても、音の組み合わせとリズムの組み合わせは無限です。人に「似てる」

音とリズムの
組み合わせは
無限！ 108

と言われたら、だんだんその曲は歌わなくなっていくかもしれませんが、
それでも曲を作り続けていく、大量の作品の
大量の作品の 1 曲なだけです。似ることを
曲なだけ
気にしていると、いつまでも1 曲目が作れません。
最初に作った曲が、素晴らしいなんて奇跡は、まず起きません。気にせ
ず、多くの曲を作っていく所存で進むことです。その進行が理論上で合っ
ているかどうかも気にしません。音楽は自由なはずです。もちろん、後に
修正できるノウハウを身に付けたら、修正すれば良いです。一番のコツは、
めげずに作曲する行為を好きでい続けることです。
めげずに作曲する行為を好きでい続ける

臨機応変な心を持って挫折を避ける
まとめ

作曲を
好きで
い続けよう！

コード進行を作っていく際に「このコード進行で合っているのか？」と
最初は
「1、４、５」だけで OK
迷うことはあります。そこでは、音楽理論としての正しさを求めるよりも、
慣れてきたら
「m」コードも加えてみよう
流れとして自分が気持ち良いかどうかで判断したいところです。また、メ
ロディを一旦先に作った後、コード進行を決めていく最中に、メロディを
変えたくなったら変えて良いです。そうした臨機応変に考えることが、挫
折を回避することにつながります。
では、次ページから、これまでに紹介してきたコード進行の仕組みを、
さらに理解しやすく、ストーリー仕立てで紹介していきます。
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特別連載 「バンド・サウンド向上委員会」

PA担当
者
必見！

episode 3

歌が良くなると、
バンドも良くなる！
〜「バランスの取れたサウンドを目指せ！」の巻〜
photo：hiroki obara

前回、
「ボーカルが聴こえるようにする」をテーマにお届けし
たところ、皆さんから大きな反響をいただきました。やっぱ
り歌の悩みは軽音楽部共通なんですね。そこで今回は、そ
の続編的な内容「歌が良くなると、バンドも良くなる！」をお
届けします。前回、
「歌を主役にする」ためのノウハウをお伝
えしましたが、実はこれを進めていくとバンド全体のレベル
も向上するんです！

ご協力いただいたのは、 神奈川県立

横浜清陵高等学校の軽音楽部の皆さんです。

chapter 1

充実のライブ環境

学校の多目的室。非常に天井が高く、小
さめの体育館といった雰囲気の空間で
す。軽音楽部は合同ライブなどに利用し
ているそうですが、ダンス部や演劇部が
使用することもあるそう。 驚いたことに
照明設備も常設されていました。
取材当日はステージが 組まれていて、
その上にドラムやアンプ類が設置されて
いました。ステージの左右には机を利用
してメイン・スピーカーをセッティングし、
客席を想定したエリアの 後ろにはPA 用
のミキサーと照明卓もスタンバイ。非常
に本格的です。 はたしてここではどんな
サウンドが鳴り響くことになるのでしょう
ます。
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委員長

紅谷亮次さん

ソウルでポップなバンド、
Wabi_Sabiのベーシスト
／DJをメインに活躍され
る一方で、レコーディング、
ミックス、そしてPAまで
手がけるエンジニアとし
てもマルチに活動中。
Glenn Music
（グレン
ミュージック）
代表。

Wabi_Sabi http://wabisabi.dip.jp/
Glenn Music http://www.glennmusic.jp.net/

横浜清陵高等学校の多目的室

今回の舞台となったのは横浜清陵高等

か。取材班の期待はいやが上にも高まり

バンド・サウンド
向上委員会

ステージは、ライブのたびに平台を組み
合わせて自分たちで作っているそう

chapter 2

メイン・スピーカーの高さに注目

スピーカーをよく見てみよう

「この多目的室、すごいですね～」と充実の環境に浮か
れ気味の取材班でしたが、我らがバンド・サウンド向上委
四角いスピーカーは
中域から高域

員会の委員長、紅谷さんは別のことに目を向けていました。
それはメイン・スピーカーの高さです。部員の方に伺った
ところ、ライブは床に座って観覧することが多いそう。し
かし、前述の通りメイン・スピーカーは机の上に置かれて

丸いスピーカーは
中域から低域

いるので、これでは高すぎるのだそうです。
「スピーカーは丸いところからだけ音が出ていると思われ
がちですが、実はそうではないんです」
右の写真を見てください。スピーカーには丸い部分と四
角い部分がありますね。このどちらも“スピーカー”なんで
す！
「丸いところからは中低音から低音の音が出ています。そ

横浜清陵高等学校の軽音楽部の皆さん

して、四角い部分からはボーカルや楽器の高い音が出て
いるんです。この２つのスピーカーの音が手前から遠くま
で、すべてのオーディエンスにまんべんなく届けられるよ
うな高さに調節するのが理想です」
というわけで、メイン・スピーカーは高さ調節が可能な
スタンドを使うのがベストとのこと。今回は高さ調節がで
きなかったので、部員の皆さんにはイスに座ってもらうこ
とにしました。

chapter 3

演奏していただきましょう！

部員の皆さんと挨拶を済ませた後は、早速、バンド演

今回はイスに座って観覧していただきました

奏を披露していただくことにしました。ご協力いただいた
のは“Chups:) ”の皆さん。ギター＆ボーカル、ベース、ド
ラムの３ピースで、曲はONE OK ROCKの「欲望に満ち

Chups:)の皆さん

た青年団」
。ミキサーの操作はPA担当の部員の方にお願
いしました。
というわけで、演奏は無事終了。まずは紅谷さんからサ
ウンドについてコメントをいただきました。
「とても聴きやすいバランスで演奏できているなと思い
ました。３ピースのバンドでありがちなのは、“ドラムが
大きな音でたたく→自分の音が聴こえないのでギターも
アンプの音量を上げる→ベースも聴こえなくなってアンプ
の音量を上げる→全体の音が大きすぎて歌が聴こえなく
なる”という状態ですが、そういうこともなく、それぞれ
が適切な音量で演奏していたと思います。ドラムが若干
小さめだったのと、ベースが若干大きめでしたが、声はよ

ボーカル＆ギターは土屋優海さん、
ベースは青木真鈴さん、ドラムは高山桃果さん

く聴こえていたと思います」
取材班も、全く同じ感想でした。とてもバランスが良い
ので、今回ばかりは特に調整の必要はないのではないか
と思ってしまったのです。ところが……。
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chapter 4

毎度おなじみグライコです

次に行われたのは、恒例の“グライコ前後聴き比べ”で

さて、今回使用したグライコはこれまでとはタイプが異

す。もし、“グライコ”が何のことだかわからないという方

なります。前回＆前々回ではミキサーに内蔵されたグラ

は、前号＆前々号のバンド・サウンド向上委員会をお読

イコを使用していました。しかし、横浜清陵高校の軽音

みいただきたいのですが、一応、ここでも簡単に説明し

楽部は、この取材のためにわざわざ下の写真のグライコ

ておきましょう。

専用機、dbx 2315 を用意してくださっていたのです！
前回までのグライコと比べてみてください。スライダー

●グライコは “グラフィック・イコライザー”の略

の数が多いですね。それだけ細かく周波数帯域を調節で

●イコライザーとは低域や中域、高域などの音量を個別

きるというわけです。詳しく言うと、上下にスライダーが

に調節できるエフェクター

31本ずつ付いています。プロが使うグライコもたいてい

● PA機材をセッティングしたら、最初にいつも聞いてい

このスライダーの数です。紅谷さんはリファレンス曲を流

る音楽をメイン・スピーカーから流して、その音が “いつ

しながら、慣れた手つきでサクサクとスライダーを動かし

も通りの良い音”になるようにグライコで調節することが

ていきます。

大切。これがすべての音の土台となる

グライコを調整する紅谷さん。幾つ
かのリファレンス曲を流しながら音
を見極めていきます

これがグライコ、
dbx 2315

今回使用した
グライコとミキサー

ミキサーは
YAMAHA MG20
ミキサーとパワーアンプの間にグライコを接続していま
す。グライコの上のノート・パソコンは紅谷さんが持ち
込んだもので、リファレンス曲を再生するためのもの

chapter 5

グライコをオン／オフしてみます

グライコの調整は10 分ほどで終了。ここで紅谷さんは

になればいいんです。私は高域がしっかり出ている音が

部員の皆さんが、どれくらい音の違いを聴き分けることが

好みなので、そういうサウンドに調整しています。という

できるのかという実験を提案されました。

のも、高い音は空間の“広さ”を表現するときに欠かせな

「これから曲を流しながらグライコをオン／オフするの
で、オンになったと思ったら手を挙げてください」
もちろん、紅谷さんの手元は部員の皆さんには見えま

い要素だからです。試しに、どんな部屋でもいいので手
を“パンッ”とたたいてみてください。そうすると“パン”
の後に“ゥワン”という感じの“残響”を感じることができ

せん。しかし、実際やってみると、ほとんどの部員の方
がオンのときに手を挙げるという結果になりました。
「では、どんなふうに違ったか教えてもらえますか？」と
紅谷さん。これに対して部員の方からは、
「低音系のリズムが少し抑えられ、その分、高音がすご
く出てきた」
「こもっていた音が広がったように聴こえた」
という的確な指摘が！
「全くその通りですね。まず覚えていただきたいのは、こ
のグライコの調整に理論は要らないということ。良い音
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オンだと思ったら
手を挙げてくださ〜い

ると思います。この残響の長さや音質で人間は部屋の広
さを感じるんですね」

ハウリングについては前回の“episode 2”を参照して
いただきたいのですが、簡単に言えばスピーカーの音を

例えば、ウワーンという長い残響を聴くと、その部屋

マイクが拾うことで起きる“キーン”というノイズのことで

を実際に見ていなくても、
「ああ、広いホールなんだな」

す。高い音を出しつつも、ハウリングは防ぐ、そのために

とか、
「洞窟かな？トンネルかな？」と思うかもしれません。

グライコには細かく周波数帯域を調節できるようにスラ

いずれにしろ４畳半の部屋は想像しないと思います。

イダーがたくさん付いているのです。

「楽器を録音するときには残響も確実に録るために、マイ
クの立て方を工夫したりします。そうして録った音を２本

では、どのような設定になっているのでしょう？

下の

写真を見てください。

のスピーカーで鳴らすと、まるでそこに演奏者がいるよう

「右側がちょっと上がり気味です。これは高音をちょっと

な音にできるんです。この残響をスピーカーで忠実に再

足している感じですね。真ん中辺りはデコボコしてます

現するには、高い音をしっかり出せる状態にしておく必

けど、左にいくほど全体的に下がっていますね。これは

要があります。ただPAにおいて難しいのは、高い音は

低音のゴワゴワしたところをカットしていって、鮮明に聴

ハウリングの原因にもなりやすいということです」

こえるように調整した結果です」

調整後の
グライコ

chapter 6

左側の低音部が下がり、
右側の 高音 部のほうが
上がっています

再度、Chups:)に演奏してもらいました

グライコの効果を実感したところで、再度、Chups:)の
皆さんに演奏してもらいました。その途中にも紅谷さんに

にすることができたと思います」
では、ここまでの流れをまとめてみましょう。

グライコをオン／オフしてもらったのですが、ボーカルの
土屋優海さんは、
その変化をまざまざと感じていた様子で、
「歌っていて、声が抜けて聴きやすいときと、こもってて

①グライコで高域を上げて低域をカット
②声がより聴こえるようになる

聴こえづらいときがありました！」とのこと。また、観客

③低域を上げる余裕が生まれる

の部員の１人からは「スネアがよく聴こえるようになった」

④バスドラムを上げる

との声も。

⑤もともと大きかったベースとの相乗効果で迫力が生ま

「はい、今の演奏ではスネアの“カン”という音と、バスド
ラムの“ドン”という音をミキサーのEQで目立たせました」

れる
⑥バスドラムとバランスを取るためにスネアも音量アップ

そういえば、すっかり忘れていたのですが、今回、ミキ

スネアに立てたマイク

サーにはスネアとバスドラムに立てたマイクも接続してい
たのでした。でも最初にChups:)が演奏したとき、それら
の音はメイン・スピーカーから出していなかったそうです。
「最初のようにこもった音の状態で、バスドラムのような

製品名は SHURE SM57。
ギター・アンプなどにもよ
く使われるマイクです

低音の音量を上げると、さらにこもってしまいます。そし
てバスドラムを出していない以上、スネアだけ上げてもド
ラムとしてのバランスが崩れてしまうので、最初は何もし
なかったんです。でもグライコ調整後はバンド全体の低

バスドラムに立てたマイク

域に余裕が生まれました。なので、バスドラムの音量を
上げることができ、それに合わせてスネアの音量も上げ
られたんです。ベースは何もしていないのですが、もとも
と大きめだったので、バンド全体で気持ちよいバランス

製品名は SHURE PG52。
バスドラム用のマイクです。
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chapter 7

「近接効果」で声は「太く」できる！

紅谷さんのバンド・サウンド向上テクニック解説はま

とです。テレビで役者さんが自分でマイクを持ってしゃ

だまだ続きます。次はサウンド・チェック時のハウリング

べってたりしますけど、機会があればよく観察してみてく

対策の定番 “チェック・ワン・ツー”を解説してくださいま

ださい。多くの場合、マイクを下唇の下辺りに当ててい

した。これについては前回の“episode 2”でたっぷり紹

ます。実はこれが一番声がよく聴こえる状態なんです」

介しているので、そちらを参照してください。
ここでは、もうひとつ解説されていたマイク・テクニッ
クを紹介しましょう。それはマイクに近寄るです。皆さん
「え？」と思いました？

でも、これが簡単な割に効果絶

大なんです。ぜひ覚えておいてください。
「マイクに近づけば大きい音になるし、離れれば小さくな

ちなみに、
「ほかの人が顔にくっつけたマイクを使うの
はイヤだな～」と思った人に朗報です。
「今回使っているマイク、SHUREのSM58 はマイクの
上の部分を外せます」と紅谷さんは実際にクルクルと回し
て外してみせました。部員の皆さんからは「エ～！」とど
よめきが。

りますよね。ですから、声量に自信のない方はとにかく

「SM58 の一番上の丸いところはカバーなんです。息を

マイクに近づけばいいんです。これができていない人は

直接マイクの本体に吹きかけてしまうと、“ボンッ”という

意外に多いので、ぜひマイクとの距離を意識してくださ

ノイズが出てしまうので、
それを防いでいるんですね。で、

い」

このカバーだけ売っているので、もし気になるのであれ

しかも、ただ声が大きくなるだけではないんだそうで
す。
「口をマイクに近づけると声が “ 太く”なります。つまり低
音が強調されるんです。これを専門用語では“近接効果”
と呼びます」
「近接効果」の説明は難しいので省略しますが、
「声が
細い」と悩んでいる人はぜひ試してみてください。
「マイクに近づくコツは、下唇の辺りにマイクを寄せるこ

マイクを近づける

ば、マイカバーを買って付け替えることができます」
また、ギターなどの楽器を持ったまま歌う場合は、マ
イク・スタンドの高さや向きが重要と紅谷さん。
「スタンドに立てたマイクは、意外に鼻の辺りに向いてし
まっていたりします。そんなときは、マイクが自分の下唇
の下辺りに向くようにセッティングしてください。このス
タンドで、良い声を伝えられるかどうかの勝負が決まっ
てしまいますからね」

マイクに近寄る

スタンドに 立てた 場合はこんな 感じ。
Chups:) の 土屋さんに 実践していただ
きました

実は外れます
マイクを手に持っている場合はこんな
感じで、アゴにマイクをくっつけてしゃ
べると、声がよく通るそう

ボ ー カ ル・マイクの 定番、SHURE
SM58の丸い部分はカバー(グリルと
呼びます)。外して交換可能。カバー
部分だけでも販売されています。
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chapter 8

三度、Chups:)のステージを堪能

マイクの使い方を部員の皆さんにも試してもらった後、
もう一度、Chups:)の皆さんに演奏してもらいました。
すると、これまでの演奏の中で一番、歌詞が聴き取れ

で弾きやすかったです」と感想を語ってくれました。歌が
聴こえるということは、メンバーの演奏にとっても非常に
大切なことなんですね。

るパフォーマンスになりました。声の張りもいちだんと増

また、ここまで紅谷さんの隣りで、その操作の一部始

したように感じられます。紅谷さんも
「最初と今では違う

終を見ていたPA担当の村山富士子さんはある発見をさ

バンドのようですね」と確実に向上したバンド・サウンド

れていました。
「これまで低音と高音だけを注目していたんですけど、紅

にうれしそうです。
「マイクに近寄って歌えていたので声自体がしっかりス

谷さんの操作を見て、中低音や中高音も大切ということ

ピーカーから出ていましたし、言葉の一つ一つが鮮明に

がわかりました。また歌い出しとサビの部分で、全く違

伝わってきました。これは恐らく、自分が良い声で歌え

う設定にされていたのに気づけたのも良かったです」

ているということに慣れてきたのも大きいのではないか
と思います」

そうなんです。紅谷さんは演奏を聴きながら、その都
度、細かく設定を変えていたのです。これはプロならで

では、ボーカルの土屋さんはどんな風に自分の声を感
じていたのか聞いてみました。

はのテクニック。この境地に達するにはやはり経験を積
むしかありません。すぐには難しいとは思いますが、紅

「 最初は 緊張していたこともあって、 全然うまく歌えな
かったんです。普段はマイクを使わずに発声練習してい

谷さんは「とにかくグリグリ回すこと」とアドバイスしてく
ださいました。

るんですけど、そのときみたいな響き方じゃないし、ス

「ちょっと回しただけじゃ、意外とその違いはわからない

ピーカーから自分の声がこもった感じに聴こえていたの

んです。だから低音が足りないなと思ったら、まずグリ

で、“アレ？ ”と思ってたら歌詞を間違えてしまいました。

グリ回してみる。それで“ドン”と低音が出すぎたりした

でも、最後の演奏では自分の声が透き通って聴こえて、

ら、ちょっと下げればいいんです。そういう経験を何度

正確に聴き取れたので、普段の練習に近い感じですごく

も積むことでだんだん感覚が身に付いてきて、極端に回

歌いやすいと感じました」

さずに適度な調整ができるようになります。頑張ってく

ドラムの高山桃果さんも、
「グライコをオンにしたとき

ださいね！」

は声が通って聴こえるので演奏しやすかったです」とのこ

最後に部長の下田美汐さんにも感想を伺いました。

と。ベースの青木真鈴さんは、
「いつものライブだとボー

「新しい音響のことを学べてすごく良かったです。特にマ

カルがあまり聴こえないこともあって、そういう場合は

イクの音の通り具合が本当にこれまでとは全然違ってい

合わせづらいんですけど、今日は透き通って聴こえたの

ました。この経験を今後も生かしていきたいと思います」

中低音や中高音も
大切だということに
気づけました

た だい た
担 当してい
は
今 回 PA を
バ ン ドで
。
ん
さ
子
村山富士
当
ベースを担

演奏する表情にも余裕がうかがえるChups:)の皆さん

マイクの通り具合が
これまでとは全然
違っていました！

部 長の下田
美 汐さん。
バンドではベ
ース担当
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chapter 9

歌の重要性を再認識しました

今回、“ 歌を主役にする”ことによって見えてきたこと
があります。それは“歌を主役にすると、バンド全体のレ

ところ、やはり同じ感想をお持ちになったようです。
「Chups:)が最初に演奏したときは、ベースが大きくて、

ベルが上がる”ということです。

ドラムが小さいという音量バランス的にデコボコのある

実は、最初にChups:)が演奏したとき、取材班は「演

状態でした。でも、グライコやミキサーのEQ、それに

奏も歌もバランスもいいんだけど、何かモノ足りない気

マイクの使い方などで歌がハッキリ聴こえる環境を作れ

がする」とボンヤリ思っていました（生意気ですみませ

たので、そういう楽器間のバランスはほとんど気になら

ん！）
。その理由を振り返って考えてみると、バンド全体

なくなりました。いわば、ボーカルが楽器と楽器の間を

の音量が控えめだったこと、そしてバンドの一体感的な

つないでいるような感じですね。この状態であれば、バ

ものに少し欠けていたことが理由だったように思います。

ンド全体の音量をもっと上げても成立すると思います。

というのも、その後に“歌を主役にする=ボーカルが
しっかり前に出ている”という状態を作れたことによって、

やっぱり、ボーカルがきちんと聴こえるというのは、バ
ンド全体にとって本当に大事なことなんです」

バスドラムやスネアの音も出せるようになり、結果として
バンド全体の音量バランスが改善され、ロック・バンド

こうして取材は終了したのですが、この日はもうひとつ

らしい迫力も出ました。結果としてバンド全体の音量を

イベントがありました。それは1年生のバンドが初ステー

無理なく上げることに成功したわけです。

ジを踏んだのです！

しかも、初めてとは思えない堂々

そして、先ほどのバンド・メンバーの方の感想にもあっ

としたステージングで会場は大いに盛り上がりました！

たように、全員が歌をきちんと聴きながら演奏できるよ

この経験を生かして、今後もどんどん成長してもらいた

うになりました。そのことがバンドの一体感にもつながっ

いな～と思いながら、帰路についた取材班でした。

たのではないでしょうか。そんなことを紅谷さんと話した

の
バンド
１年生 ージ！
初ステ

ボーカルは原田果歩さん、ギターは北村
勇輝さん、ベースは朝倉陽大さん、ドラム
は 片倉有梨さん。これからも楽しんで 演
奏してくださいね！

皆さんのギモンにお答えします！
全国の “音に悩んでいる” 軽音楽部の顧問の先生方 に朗報
です！

バンド・サウンド向上委員会が音に関するお悩み

を解決いたします！

PAシステムだけに限らず、歌や楽器

など“音”に関することなら何でも構いません。お悩みの内
容と使用している機材やPAシステムについて詳しく教えて
ください。できるだけ具体的なアドバイスをご提案いたし
ます（内容によっては紅谷委員長が皆さんの学校に来るか
も？）
。どしどしご応募ください。
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送り先はこちらです（E-mailでお願いいたします）

keimaga@rittor-music.co.jp
［下記を明記の上お送りください］

■質問内容
■学校名／お名前／メール・アドレス／
住所／電話番号
※質問は必ず 顧問の先生からお送りいただきますようお
願いいたします。部員の皆さんは顧問の先生に相談して
みてくださいね。
※諸事情によりお返事できないこともございます。あらか
じめご了承ください。

特集 2

機材にくわしくなろう
皆さんは、自分が持っている楽器やエフェクターを
どれくらい理解していますか？
意外と「キザイにはヨワくて」という人も多いのでは？
確かに、機材を使おうとすると
意味がわからない用語がいっぱい出てきたりして、とまどうこともあると思います。
そこで、この特集ではマルチエフェクターとキーボードの基本を
それぞれメーカーの方にレクチャーしていただきました。
機材を使いこなせるようになると、演奏も確実にレベルアップしますよ！

マルチエフェクターがあれば
もっとウマくなる！ ステージが楽しくなる！
「BOSS GT-1 / GT-1B meets
東京都立武蔵丘高校 軽音楽部」………P42

音色のことをもっと知って
ワンランク上のキーボーディストに！
「studiologic numacompact 2 meets
日本大学第一中学・高等学校 ギター部」……P46

マルチエフェクター・セミナー

マルチエフェクターがあれば
もっとウ
マくなる！ステージが楽しくなる！

Photo：Takashi Yashima

「エフェクターって難しそう」と思っていませんか？ 「たくさん買わなきゃいけない
んでしょ？」と思ってるかもしれませんね。わかります、その気持ち！ そんな皆さ
んにお伝えしたいのが、
マルチエフェクターです。マルチエフェクターとは、いろい
ろなエフェクターを１台にまとめてしまった製品のこと。ひとことで言えば、すごく
便利！ ここではBOSS 社のギター用マルチエフェクターのGT-1と、ベース用マル
チエフェクターのGT-1Bを使ったセミナーの様子をお届けします。参加していただ
いたのは、東京都立武蔵丘高等学校 軽音楽部の皆さんです！

［ギター用マルチエフェクター］
BOSS

GT-1

オープン・プライス（市場予想価格：18,500 円前後）

● ❷
● ❸
● ❹
● ❺
● ❻
●
❶

for

●
❼

r

Guita

★エフェクト数は 108 種類！
❶FX1/COMP：ここでは以下のエフェクトを
選べます。コンプレッサー／リミッター／タッ
チ・ワウ／グラフィック・イコライザー／パラメ
トリック・イコライザー／トーン・モディファイ
／ギター・シミュレーター／アコースティック・
シミュレーター／スロー・ギア／オクターブ／
ピッチ・シフター／ハーモニスト／オーバートー
ン／フィードバッカー／アコースティック・プ
ロセッサー／フェイザー／フランジャー／トレ
モロ／ロータリー／ユニV／ビブラート／コー

「① FX1/COMP」と同じです。
ラス／サブ・ディレイ
❺DELAY：カラオケのエコーのように、１音
❷OD/DS：
「ギュイーン」と音をひずませる定
弾いただけで音が繰り返されるエフェクター
番エフェクト。これがなくてはロックは始まり
です。
ません！
❸PREAMP：ギター・アンプを再現します。 ❻REVERB：これもエコーの仲間で、余韻
を伸ばすエフェクトです。ちょっとかけるだけ
GT-1だけでアンプをつないだときのような
でも効果抜群！
音にできるんです。自宅練習もこれでバッチ
❼PEDAL FX：ワウやピッチ・ベンドなど、
リ！
ペダルを使ってかけるエフェクトもあります。
❹FX2/MOD：このボタンでも、いろいろな
エフェクターを選べます。選べるエフェクトは

GT-1 & GT-1B 共通の特長
★軽い！ 小さい！

★ヘッドフォンで自宅練習できます

重さはたったの1.3kg。

ギター・アンプ／べース・アンプの音を再

ギグ・バッグのポケット

現する「アンプ・モデリング」も入っている

に入れてカンタンに持

ので、ヘッドフォンさえあれば、いつでも

ち運べますよ。

どこでも練習できます。
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キホン的な使い方
その１：GT-1/GT-1Bではエフェ

この２つのスイッチを
押せばパッチが 切り
替わります。 同時に
押せばチューナーが
オンになります

このツマミでもパッチを
選べます

クターを 組み 合わせた 状態を
「パッチ」と呼びます。このパッ
チは左と真ん中のスイッチを踏ん
で次々に切り替えていけます。
その 2：ツマミでもパッチは切り
替えられます

もっとくわしい内容は次のページへ！

［ベース用マルチエフェクター］
BOSS

GT-1B

オープン・プライス（市場予想価格：20,000 円前後）

● ❷
● ❸
● ❹
● ❺
● ❻
●
❶

●
❼

for

Bass
★エフェクト数は 90 種類！
❶FX1/LIMITER：ここでは以下のエフェク
トを選べます。コンプレッサー／リミッター／
タッチ・ワウ／グラフィック・イコライザー／
パラメトリック・イコライザー／エンハンサー
／トーン・モディファイ／ベース・シミュレー
ター／スロー・ギア／デフレッター／ベース・
シンセ／オクターブ／ピッチ・シフター／ハー
モニスト／オーバートーン／フェイザー／フラ
ンジャー／トレモロ／ロータリー／ユニV／ビ
ブラート／リング・モジュレーター／ヒューマ

ナイザー／コーラス／サブ・ディレイ
❷OD/DS：ベース用に作られたオーバード
ライブやファズなどのひずみエフェクトがあり
ます。
❸PREAMP：ベース・アンプを再現するエフェ
クトです。自宅練習には欠かせません。スピー
カーの種類なども選べますよ。
❹FX2/MOD：
「① FX1/LIMITER」と同じ
く、いろいろなエフェクト選べます。選べるエ
フェクトは「① FX1/LIMITER」と共通です。

❺DELAY：カラオケのエコーのように、１音
弾いただけで音が繰り返されるエフェクター
です。
❻REVERB：これもエコーの仲間で、余韻
を伸ばすエフェクトです。
❼PEDAL FX：ペダルを使ってワウやピッチ・
ベンドなどをかけることもできます。

★チューナーも入ってます

★ペダルも便利！

★乾電池で動きます

演奏がカッコよく決まるかどうかはチュー

ステージではボリュー

ステージ上で電源アダプターをつなが

ニング次第！ 演奏直前は必ずチューニ

ム・ペダルが便利。演

なくても大丈夫！

ングしよう～。チューナーを使ってるとき

奏しないときはペダ

は自動的に音が出なくなるのも便利！

ルを下げて音量をゼ
ロに！ これは最低限
のマナーですよね。
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マルチエフェクター・セミナー

セミナー
・
レポート
東京都立武蔵丘高等学校
軽音楽部の皆さんに
GT-1/GT-1Bを使っていただきました！

step 2 「エフェクターの組み合わせ」=「パッチ」
GT-1/GT-1Bでは、幾つかのエフェクターを組み合わせた
状態を
「パッチ」と呼びます。例えば、
「オーバードライブとディ
レイ」の組み合わせで１つのパッチです。パッチは本体のペ

東京都立武蔵丘高等学校 軽音楽部の
皆さんと顧問の室井利仁先生（写真左）

ダルスイッチで次々に切り替えられます。GT-1/GT-1Bには
最初からパッチが 99 個も用意されていて、自分で作った設
定もそれとは別に99 個まで保存できます。
ここが光ってるとオン
パ ッ チを 選んだところ。 下
の ボ タ ン で 光 っ ている
「PREAMP（プリアンプ）
」と
「REVERB（リバーブ）
」が組
み合わさった音色です

step 3 「OUTPUT SELECT」が大切！
講師の方々

今日は、GT-1をギター・アンプ

RETURN

のRoland JC-40 につないでいま
講師を務めてくださったボス株式会社
の飯田和守さん（写真左）とローラン
ド株式会社の高橋晃彦さん（写真右）

ここからは東京都立武蔵丘高等学校 軽音楽部で開かれたマル

す。ただし、普通のインプットではな
く
「RETURN（リターン）
」という端
子につなぎました。
「RETURN」はエ
フェクター用の端子で、普通は空間

チエフェクター・セミナーをレポートしていきます。お話してく

系エフェクターに使います。なぜここ

ださったのは数々のエフェクター製品で知られるボス株式会社

につないだのかが大事なポイントです。

JC-40 の裏側にある
「RETURN」端子に
GT-1を接続

の飯田和守さんです。GT-1とGT-1Bの操作方法は基本的に同

ギター／ベース・アンプは、音を作る「プリアンプ」と音を

じなので、セミナーではGT-1をメインに解説が行われました。

大きくする「パワーアンプ」の２つが組み合わさってできてい

step 1 マルチエフェクターの特長とは？

ます。今回はプリアンプはGT-1のものを使い、JC-40 はパ
ワーアンプだけを使うために「RETURN」につなぎました。

皆さん、こんにちは。ボス株式会社の飯田と申します。本

これでGT-1のプリアンプの音を一番正確に出すことができ

日はよろしくお願いいたします。今日、皆さんにご紹介させ

ます。もちろん、GT-1を普通のインプットにつないでも間違

ていただくマルチエフェクター、GT-1とGT-1Bはオーバード

いではありません。ただ、どのようなつなぎ方をする場合で

ライブやディストーションなどのひずみ系から、コーラスやフ

も「どんなアンプのどの端子につなぐのか」という設定を行う

ランジャー、フェイザー、ディレイやリバーブなど、たくさん

ことが大切です。

のエフェクターが入っています。エレキギターの音をアコース

これをGT-1/GT-1Bでは「OUTPUT SELECT」
という機

ティック・ギターのような音に変えたり、オルガンのような音

能で行います。今回は「JCのRETURNにつなぐ」という設

にするなど、これ１台で本当に幅広い音を出せるんです。こ

定を選びましたが、もし「JCのインプットにつなぐ」という設

れがマルチエフェクターの最大の特長です。さらに、GT-1/

定を選ぶと音はかなり変わります。設定を間違えると自分が

GT-1Bにはアンプも入っているので、ギターあるいはベース

本当に出したい音にならなくなるので注意しましょう。皆さ

とヘッドフォンをつなぐだけで、本物のアンプと同じ音を作れ

んがお持ちのマルチエフェクターを使うときも同じような機

ます。もちろん、ギター／ベース・アンプをつないで使うこと

能がないか確認してみてください。

もできますよ。

多彩な 音色を 駆使
した 飯田さんの 演
奏から セミナ ーは
スタート。
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GT-1の「OUTPUT SELECT」画面で「JC
のリターンに接続」を表す「JC-120 RE
TURN」を選んだところ。つなぐアンプ
に合わせて最適な設定を選びましょう。

step 4 音作りは「PREAMP」から始めよう
一般的にギターの音作りはアンプから始めますよね。なの
で、マルチエフェクターでもアンプからスタートするとスムー

ズに音作りができます。GT-1/GT-1Bのアンプは
「PREAMP
（プリアンプ）
」で選びます。
「PREAMP」のボタンを押して
ランプを赤く光らせるとオンになります。そして同じボタンを

これはもともとオルガン用のレスリースピーカーをギター用に
改造したものなんです。
空間系の代表はディレイ
（DELAY）とリバーブ（REVERB）

長押しすると、アンプを選んだり、いろいろな調整ができる

です。ディレイは音が繰り返しながら、少しずつ小さくなって

画面に切り替わります。画面のツマミの絵は、隣にある本物

いく山びこのような効果で、リバーブは残響を生み出します。

のツマミと対応していて、画面が複数あるときは「ENTER」

ディレイはアルペジオにかけると、実際に弾いているよりも

ボタンで切り替えられます。

速いフレーズのように聴かせることができたりして面白いです

「１」のツマミでアンプを選べます

「PREAMP」の調整用画面

よ。曲作りでフレーズを考えるときに使うのもオススメです。
リバーブは静かな曲で余韻を聴かせたいときに使ってみると

「ENTER」ボタンで
画面を 切り替えて、
イコライザーも調節
できます

効果的です。
§
飯田さんから、マルチエフェ
クターのいろんなテクニックを
教わった後は試奏タイムに突

ボタンを長押しすると調整用の画面に切り替わります

入！ ６人の部員の方に感想を
伺いました。

step 5 ひずみ系の音作り

伊原芽吹さん（２年／ギター）
「マルチは音が細いのでは？

アンプの音を決めたら、次はひずみ系のオーバードライブ
／ディストーション
（OVER DRIVE/DISTORTION）の音作
りに進むとよいでしょう。オーバードライブは温かめのひず
み、ディストーションはよりひずみが強くて、切れ味が鋭いと
いう特徴があります。いろいろなタイプが用意されているの
で、自分の好きなひずみを探してみてください。
ちなみに、アンプやオーバードライブなどでひずませたと
き、ギター側のボリュームを絞ることでクリーン・トーンにも
できます。ひずみ系エフェクターがあれば、クリーン・トーン、
アンプのひずみ、エフェクターのひずみと３種類の音を作れ
るわけです。でも、演奏中にギターのボリュームを触るのは
難しいですよね。そんなときはボリューム・ペダルを活用して
ください。GT-1/GT-1Bではアンプやオーバードライブの前
にボリューム・ペダルを設定できるので、ペダルを下げるだけ
で簡単にクリーン・トーンを作れます。ちなみに、どれくらい
の音量でどんなひずみ具合になるのかもチェックしてみてく
ださい。意外と、少し絞ったときの方が好きなひずみ具合に

という偏見があったのですが、GT-1はひずみ系もしっかり
した音でしたし、空間系もいい感じでした」
山家潮音さん（２年／ギター）
「今すごく欲しいと思ってい
るコーラスの音がとても良かったです」
旭朋子さん（２年／ギター）
「最近、同じような音色を使い
がちなので、トレモロとかそういうのも使ってかっこいいフ
レーズを作れるといいなと思いました」
前田梨沙さん（２年／ベース／副部長）
「ベースがエフェク
トをガンガンかけると、バンド・アンサンブルが崩れてしま
うんじゃないかと思っていたのですが、コーラスを部分的に
使ったりすると雰囲気を出せそうだなと思いました」
富田湧介さん（２年／ベース）
「前からBOSSのPS-6 Har
monist（ハーモニスト）を使ってみたいと思っていたんです
けど、GT-1Bにも入っていて試せたのが良かったです。ひ
ずみ系では幅広い音作りができそうだなと思いました」
高屋敷鈴音さん（２年／ベース）
「GT-1Bには“ベースじゃな
いでしょ、コレ”みたいなエフェクトもありましたね。効果
音のような使い方もできそうで、とても面白いと思いました」

なることもありますよ。
これがペダルのアイコン

左 か ら 伊 原 芽 吹さ
ん、 山 家 潮 音さん、
旭朋子さん、 前田梨
沙さん、 富田湧介さ
ん、高屋敷鈴音さん

画面の「PV」がボリュー
ム・ペダルのアイコン。
「OD（ オ ー バ ードライ
ブ）
」の前に設定してお
けば、ボリューム・ペダ
ルでもひずみ 具合をコ
ントロールできます。

step 6 モジュレーション系＆空間系
最後はモジュレーション系や空間系です。コーラス
（CHO
RUS）では 厚みや 広がり感を 作ることができます。 また
カッティングに使うと気持ちいいフェイザー（PHASER）や、
ジェット機のような音になるフランジャー（FLANGER）など
も定番。音程ではなく、音量を揺らすトレモロ
（TREMOLO）
もよく使われます。面白いのがロータリー（ROTARY）で、
協力 : BOSS

GT-1/GT-1Bには、ほかにもさまざまなエフェクターが入っ
ています。演奏を録音して繰り返し再生しながら、重ね録り
もできるルーパー機能や、パッチ全体の音を微調整するとき
に便利な「MASTER EQ」
、それにパソコンと接続して音を
作ったり、録音したりする機能など、いろんなことができます。
ぜひお近くの楽器店で試してみてくださいね。

お問い合わせ : ローランドお客様相談センター TEL 050-3101-2555

URL https://boss.info/jp/
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音色セミナー

音色のことをもっと知って
ストに！
ワンランク上のキーボーディ
Photo：Hiroki Obara

日本大学第一中学・高等学校
ギター部の皆さん
キ ー ボ ード 担当は 前列の４人。
左から 小林璃奈さん（ 中 1）
、北
野充紀さん（ 高 1）
、 海老原桃香
さん（高1）、
初鹿野優さん（高2）
。

キーボードにはいろんな音色（オンショク）が入っている
ので、
「選び方がわからない」
「弾き方がわからなくて雰
囲気を出せない」なんてお悩みも多いのでは？ そこで
今回、studiologic社のnumacompact 2（ヌマコンパ
クト ツー）というキーボードで「音色セミナー」を開催し
講師の方々

ました。この楽器は“ステージ・ピアノ”と呼ばれ
ていますが、実はピアノ音色だけではなくオルガ
ンやシンセ、ギターなど、いろいろな音色が入っ
ているんです。参加していただいたのは、日本大
学第一中学・高等学校 ギター部の皆さんです。

numacompact 2 の販売元であるディリゲントの
倉持貴圭さん（写真左）と山藤佳世さん（写真右）。

studiologic

numacompact 2

軽くて持ち運びがラク
オープン・プライス（市場予想価格：65,000 円前後）

女子でも１人で軽く持
ち上げられます。ケー
スに入れての持ち運び
もラクラク。

ピアノと同じ 88 鍵盤

音色は 88 種類

スピーカー付き

ピアノ経験者にはうれしい弾

「多すぎて選べない！」

いつでもどこでも音

き心地のよい 鍵盤が 特徴で

ということのない選び

を出して練習できま

す。88 鍵仕様なので「鍵盤が

抜かれた音色が、ピア

す。もちろん、ヘッ

足りない！」ということもなく、

ノからシンセまで幅広

ドフォンでも演奏で

どんな曲でも弾けちゃいます。

くスタンバイ。

きますよ。

セミナー・
スタート！

女子でも
持てます！

スピーカー

ここからは講師の方の解説を文章でお届けしていきます。
部員の皆さんの感想も掲載しているので参考にしてください。

step 1 まずはピアノ音色から
まずはピアノ音色から紹介しましょう。この楽器には８種類のピ
アノ音色が入っています。グランドピアノやアップライトピアノ、ビン

「A-PIANO」を押して、
ダイヤルを回せばピア
ノ音色を選べます

テージな音やロックっぽい音などを使い分けられて楽しいですよ。
音色の選び方は簡単。SOUND BANKSで「A-PIANO」を押し
てから、ダイヤルを回して音色を選べばOKです。
また鍵盤は、普通のシンセよりも弾き心地がピアノに近い、
「セミ
ウェイト・ピアノ型鍵盤」です。しかもイタリアの鍵盤メーカーが手
がけていて、品質にこだわった作りになっています。
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これがダイヤル

私たちはみんなピ アノを習ってい
たのですが、 そういう人にとって
ピアノ鍵盤は弾きやすいと思いま
す（海老原さん）

step 2 「Rhodx」って？ エレピ音色をチェック

step 5 「エフェクト」をかけてみよう

SOUND BANKSの「E-PIANO」ボタンでは８種類のエ

選んだ音色をひずませたり、エコーのように響かせたり

レピ音色を選べます。
「エレピ」は「エレクトリック・ピアノ」

する機能が「エフェクト」で、
「FX1」
「FX2」
「REVERB」

の略で、ポップスではとてもよく使われます。

の３つを同時に使えます。ギターがいないバンドではキー

音色名を見ると「Rhodx」
「Wurlix」とまるで暗号のよう
ですが、実はこれ有名なエレピの製品名を表しています。そ

ボードがギター・フレーズを弾いたりしますが、そんなとき
は「BASS/GUITAR」ボタンでギター音色の「El-Guitar」

れぞれ個性があるので、曲の雰囲気や好みに応じて選ぶとよ

を選び、
「FX1」でひずみ系の「Drive（ドライブ）
」をかけ

いでしょう。普通のピアノ音色より軽めに弾いたりすると、エ

てみるといいですよ。ほかにも「Phaser（フェイザー）
」や
「Flanger（フランジャー）
」など面白いエフェクトがたくさん

レピらしい軽やかさを出せますよ。
ローズの音は あ、聴いたことある と思いました。エ
レピの上手な弾き方も研究したいです（初鹿野さん）

あるので試してみてください。
今作っているオリジナル曲のサビの盛り上がるところで
「Flanger」を使ってみたいです（北野さん）

「ローズ」は
聴いたこと
ある！

この３つを同時に使えます

「Rhodx」は ロ ー ズ、
「Wurlix」
はウーリッツァーのこと。どちら
も超有名なエレピの名前です
「FX１」は「Drive」
「Chorus」
「Phaser」
「Flanger」
、
「FX2」は
「Rotary」
「 Tremolo」
「Pan Trem」
「Delay」
の中から１つを選べます。

step 3 「ストリングス」をそれっぽく弾くには？
バイオリンなど弦楽器の音色を「ストリングス」と言い

step 6 ２つの音を重ねたり分けたりできます

ます。これもキーボーディストが弾くことの多い定番音色
で、
「ORCHESTRA」 ボ タ ンを 押すと、
「Strings1」と

「２つの音色を重ねる＝レイヤー機能」と、
「２つの音色を

「Strings2」の２種類を選べます。
「1」はシンセっぽい音、

鍵盤の左と右で分けて使える＝スプリット機能」は、1人で何

「2」は弦の雰囲気が色濃いリアルなサウンドです。本物っぽ

役もこなすキーボーディストにとって超便利。ピアノとストリ

く聴かせたいなら
「2」がオススメですね。この音色を
「それっ

ングスを重ねて厚みを出したり、右手でピアノ、左手でベース

ぽく」弾くには、伸ばすところは伸ばして切るところは切るこ

を弾いたりできますよ。

と。メリハリが大事です。
「Strings1」は普段使ってる
キーボードでも聴き慣れた
音だけど、
「Strings2」はリ
アルな感じでいいなと思い
ました。私もストリングス
を 弾くときは メリハリに 気
をつけるようにしています
（北野さん）

操作がシンプルなので、レイヤーやスプリットをオンにし
たり、オフにするのも簡単にできました（海老原さん）
スプリット機能を使うと……

「Strings2」は
リアルな感じで
いいですね！

ース音 色
左側はベ

右側はピ

操作は
シンプルですね
アノ音 色

step 4 壮大さは「パッド」にお任せ
次は「パッド
（PAD）
」
。これもキーボードの定番音色です。
「フワァ～」としたサウンドで、壮大な雰囲気がほしいときに
ピッタリ。
和音を押さえるだけでそれっぽい雰囲気になります。
「SYNTH」ボタンで「SynthPad」を選んでみてくださいね。
オリジナル曲でストリングス音色を使っても音の厚みを
出せずに悩んでいたのですが、パッドなら壮大さや厚
みが出せていいなと思いました（海老原さん）

こうしてセミナーは終了。部員の皆さんはキーボードの面白
さを再発見してくれたようです。numacompact 2は簡単
操作で持ち運びもラク。その上、本格的な鍵盤なので、ピア
ノ経験者にオススメ。楽器店で触ってみてくださいね。

協力 ：銀座十字屋ディリゲント

お問い合わせ : TEL 03-6264-7820

URL https://dirigent.jp/
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連載企画

先輩！
教えてください！
音楽系の学校を卒業した先輩方にお話を伺うというこの企画。
今回は「ESP ギター・クラフト・アカデミー」の
卒業生の皆さんにご登場いただきました
ギター製作を学べる学校ですが、実は意外な方も卒業生なんですよ！

ESP ギタークラフト・アカデミーの卒業生の方に伺いました

「楽器製作を学んで良かったこと」は何ですか？……………………………………P50

ESPギタークラフト・アカデミーの卒業生の方に伺いました
特別連載 「バンド・サウンド向上委員会」

「楽器製作を学んで良かったこと」
は何ですか？
ギター／ベースの製作（クラフト）や修理（リペア）を学べる学校、それが ESPギタークラフト・アカデミー（GCA）
です。
卒業すると、メーカーや工房などでギターやベースを作ったり、修理をしたりという仕事に就く場合が多いのですが、実
はそれだけではないんです。GCAで学んだことは音楽業界のいろいろな仕事で役に立つんですよ。というわけで、今回
は４組の卒業生の方にお話を伺いました。

04 Limited Sazabys

HIROKAZ さん
RYU-TAさん

最新シングル

『Squall』

（GCA名古屋校卒業）

ギターの調子が悪いときは
全部自分で対処していました

▲左端が RYU-TAさん、右端が HIROKAZさん

デビュー以来、快進撃を続けるロック・バ

作業です。今はテックの方にお任せしてい

い？」と誘ってもらったんです。楽しそうだっ

ンド、04 Limited Sazabys の 2 人のギタ

ますが、インディーズのときは、ギターの

たし、ギターを作ってみたかったので進学

リスト、HIROK A Z さんとRYU-TA さんは

調子が悪いとき（ネックが反ってたり、ガリ

を決めました。GCAではストラト・タイプ

GCA 名古屋校のご出身。GCAでの 経験は

が出るとき）など、ちょっとしたトラブルは

やモズライト・タイプ、変形ギターなどを作

今、どのように生かされているのでしょうか。

全部自分で対処していました。自分でメン

りました。得意だったのは塗装です。GCA

HIROKAZ「高校のとき、自分でピックアッ

テナンスをできるようになったので GCAに

に通って良かったのは、ギターが完成する

プ交換をしたりしていて、よく遊びに行って

行って良かったと思ってます。木材の特徴

までの過程やパーツの種類、塗装などを覚

いた 楽器店の方にGCAの 存在を教えても

を知ることができたのも良かったですね。

えられたこと。ギターや音楽のことを話せ

らいました。GCAには２年間通って、スト

僕は軽音楽部がない高校だったので、読

ラト・タイプ×２、レスポール・タイプ、ジャ

者の皆さんが正直羨ましいです（笑）。高校

ボディの重さやRの歪み、ネックの握りなど

ズベ・タイプ、バイパーなど基本的な形のも

生活が終わってからもぜひバンドを続けて

は選んでギターを買うようになりました。

のを中心に作りました。今は実家にあります

いってほしいです！」

（笑）。RYU-TAとはCGAの同じクラスで出

る友達ができたのも良かったです。 また、

好きなことをするのはすごく楽しいし、練

RYU-TA「 同じ 高校から３人で GCAに 入

習してできたことが 身になるとまた 音楽が

学したんですけど、当時はそのうちの１人と

楽しくなるので、頑張って自分のものなるよ

コピーバンドを組んでいて、
「一緒に行かな

うに楽器を楽しんでほしいと思います」

池部楽器店ハートマンギターズ

ンドリン／バンジョーの専門店。三好真瑠

内容は販売がメインですが、GCAでの経験

三好真瑠果さん

果さんは、アコギ好きが高じて、このお店

を生かして、ネックをトラスロッドで調整し

に就職されたそうです。

たり、サドルをサンダーで削ったりといった

会いました。
学校で好きだったのはボディ外周を削る

（GCA御茶ノ水校卒業）

アコギ好きが高じて
楽器店に就職

「ゆずが 好きだったことがきっかけで、 ア

調整関係も行っています。状態の悪い楽器

コ ギを 弾き 始めたのですが、YAMAHA

をサクサク直せて、お客様に喜んでいただ

FG180 の形が好きだったり、構造に興味が

けるとやはりうれしいですね。

あったりして、次第にギターを作ってみたい
と思うようになり、GCAへ入学しました。

働きはじめて７年目ですが、もっともっと
アコギのことを知らなければと思っていま

GCAで 好きだったのは 木工で、 特にブ

す。また最近は女性のお客様も増えている

リッジを削るのは楽しかったですね。就職

ので、今後はそういう方とアコギの構造の

池部楽器店ハートマンギターズは、東京・

先は、もっとアコギのことを知りたいと思っ

話などもできるようになればいいなと思っ

渋谷にあるアコギ／エレアコ／ウクレレ／マ

てハートマンギターズに決めました。仕事

ています（笑）」
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ウクレレアトリエcotan

考えていたのですが、“老後になってから??

ています。GCAで学んだ経験を生かし、エ

佐藤匡史さん

いや、 今やらないと 絶対後悔する！ ”と 考

レキギターの優れた面をウクレレにも取り

え直したんです。最初に茶位ギター工房さ

込みたいですね。また、優しく心地よい演

（GCA仙台校卒業）

んへ１年ほど月１程度で通い、ネットで情報

奏が好きなので、優しく深い音色で演奏で

を集めながら自力でウクレレを作ってはみ

きるウクレレ作りも常に考えていることのひ

たものの納得いくものができませんでした。

とつです。

勤めていた会社を
退職して独立開業

そこで自分で調べるより、実際に習っていろ

小６から ベースを 弾いていたので “楽器

いろ質問したいと思い、GCA仙台校へ入学

の演奏は将来も続けているだろうなぁ”とは

しました。GCAは先生方がとても良い方々

思っていましたが、今のような 職業に就い

でいろいろとご相談に乗っていただけたこ

ているとは、当時はまったく思っていません

佐藤匡史さんは、勤めていた会社を退職し、

とと、設備がすごかったことが印象に残っ

でした（笑）。趣味を仕事にすることに賛否

GCAで学んだ後に、宮城県塩竃市でウクレ

ています。特に木工と塗装の授業がすごく

両論はあると思いますが、好きなことだか

レ工房を開業されたという製作家。ウクレ

勉強になりました。

らこそ大変なことがあっても続けていくこと

レ教室の先生としても活動されています。

卒業と同時に開業し、現在も試行錯誤中

ができるのだと思います。高校生の皆さん

「ウクレレは趣味で作ったりもしていたので

なのでまだまだ修行の身ですが、ネックの

も進路に悩んだりすると思いますが、やる

すが、 会社員をしていた 2012 年頃から製

グリップ感や指板のＲ加工、エッジの処理、

前からあまり考えすぎないこと。やってきた

作家を 意識しはじめました。“ 定年退職後

サドルのピッチとその形状、ナットの高さと

結果がつながっているだけですからね。な

にこの 趣味を 活かせたらいいな”と漠然と

弦高など、プレイヤーとしての目線で制作し

んとかなるから大丈夫！（笑）」

EPSカスタムショップ

作ったりしました。組み込んでちゃんと光る

理などは即日お渡しできますよ。

石崎健太さん

のかドキドキでした（笑）。また、一枚の木

現在の業務内容は、主にお客様からお預

の板がギターの形になっていくところに喜

かりした楽器や、店頭品などのリペアと店

（GCA梅田校卒業）

びがあったので、木工の授業が楽しかった

頭での 楽器販売です。 楽器構造の 基礎的

です。

な部分はすべてGCAで学べたので、挙げだ

今後は学校などで
出張リペアも

卒業後はESPのショップ、BIG BOSS京

すとキリがないくらい、 いろいろな 場面で

都店で販売員として勤務していたのですが、

役立っています。リペアで手掛けるのはお

現在のESPカスタムショップへ異動するこ

客様からお預かりしている大切な楽器ばか

とになり、そのタイミングでリペアマンのお

りなので、 楽しいというよりは 緊張の方が

話もいただきました。

大きいのですが（笑）、その分バッチリ仕上

自分の体格に合ったベースを作りたいとい

ESPカスタムショップは、梅田という大阪

げてお客様にお渡しする際に満足していた

う理由からGCAに入学したという石崎健太

の繁華街にあり、近くにライブ・ハウスや音

だけたときは、やりがいと同時に“やってい

さん。現在はギターのオーダーメイドやリペ

楽スタジオもたくさんあるので、プロ・アマ

てよかった”と感じます。

アなども可能な楽器店、ESPカスタムショッ

問わず多くのミュージシャンの方に来店して

今後はお店以外の場所、例えば学校など

プで販売からリペアまで幅広く活躍されて

いただいています。また専用のリペア・ブー

で出張リペアなどができると面白いと思う

いるそうです。

スがあり、ほとんどの修理・改造を店舗で

ので、来てほしいという学校の方、お待ちし

行っている点が特徴です。簡単な調整や修

ています!!」

「GCAでは指板にLEDを仕込んだベースを

協力

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

御茶ノ水校

〒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

梅田校

〒530-0016 大阪府大阪市北区中崎 3-1-2 ESP 梅田東ビル
TEL：0120-06-2082 E-Mail：osaka@esp-gca.com

名古屋校

〒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

仙台校

〒 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

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！
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ギター・コード早見表
メジャー
□

マイナー
□m

C
2

3

C♯/D♭

C7
3

4

5

C♯m/D♭m
4

5

6

D
2

4

3

D♯/E♭

5

6

7

1

8

E

2

7

2

3

F

2

2

3

F ♯/G♭

2

F♯m/G♭m
2

3

4

G

3

2

3

G♯/A♭

4

5

6

A

5

2

3

A♯/B♭

2

2

3

B

2

3

4

2

5

2

3

4

7

8

2

3

2

3

3

4

2

3

5

6

2

1

3

2

3

2

3

6

7

8

1

2

3

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

1

2

3

1

2

3

2

3

4

A♯m7 /B♭m7
1

2

3

BM7
1

3

Am7

A♯M7/B♭M7
1

2

G♯m7/A♭m7
4

3

1

Gm7
1

6

6

F♯m7 /G♭m7
2

3

5

Fm7
1

4

B7
2

3

AM7
1

3

Bm
2

3

4

Em7
1

3

A♯7/B♭7
1

2

G♯M7/A♭M7
4

3

A♯m/B♭m
1

2

5

D♯m7/E♭m7
6

3

A7
1

6

GM7
1

6

Am
1

2

4

Dm7
1

8

G♯7/A♭7
4

5

F♯M7/G♭M7
2

5

G♯m /A♭m
4

7

3

C♯m7/D♭m7
4

3

G7
3

3

FM7
1

4

Gm
1

2

F♯7 /G♭7
2

2

EM7
1

3

1

6

F7
1

Cm7

D♯M7/E♭M7
6

3

Fm
1

5

E7
1

CM7

DM7
1

8

マイナー・セブンス
■m7

3

D♯7/E♭7
6

メジャー・セブンス
■M7

C♯M7/D♭M7
4

3

Em
1

2

D7

D♯m/E♭m
6

1

C♯7/D♭7

Dm
1
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セブンス
□7

Cm
1

～まずは覚えておきたい５種類を12キーで～

Bm7
2

3

4

キーボード・コード早見表
メジャー
□

マイナー
□m

～まずは覚えておきたい５種類を12キーで～

セブンス
□7

メジャー・セブンス
■M7

マイナー・セブンス
■m7

C

Cm

C7

CM7

Cm7

C♯/D♭

C♯m/D♭m

C♯7/D♭7

C♯M7/D♭M7

C♯m7/D♭m7

D

Dm

D7

DM7

Dm7

D♯/E♭

D♯m/E♭m

D♯7/E♭7

D♯M7/E♭M7

D♯m7/E♭m7

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♭

A♯m/B♭m

A♯7/B♭7

A♯M7/B♭M7

A♯m7 /B♭m7

B

Bm

B7

BM7

Bm7
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