
Interviews & News of Excellent musicians collaboration 
with YAMAHA musical instruments products.

Vol.2 
2008 August

『このギターは僕の分身だ』
MIKE STERN 
PLAYS Pacifica1511MS

ＨＹ 仲宗根泉
PLAYS MOTIF XS

則竹裕之&坂東慧 
PLAY Birch Custom Absolute

キマグレン 
Plays LL36

RYTHEM
Plays

LS26 & S90ES

『RYTHEMを支えるパートナー』

『サウンドの中心にある音』

『僕らがバーチを使う理由』

『“7”と“8”を使い分けるコツ』

DE1161

発売元：ヤマハ株式会社
LM営業部 ARTグループ
TEL.03-3476-1529
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Bill Kelliher
Plays SG1000 Custom
my first 'real' guitar was a yamaha SG. i loved that guitar but i had to 

sell it for rent money. but these days i'm back to my roots. i LOVE my 

yamaha SG 1000 silverburst and sunburst. one of the best playing and 

sounding guitars i own, it has a certain gritty attack that i really like. 

great guitar all the way 'round...

Bill Kelliher

Troy Sanders
Plays TRB1005
every country! 

every tour! 

my yamaha basses deliver!

on tour or in the studio, my 

yamaha basses punish, batter 

and destroy!

僕が初めて手にした「本物」のギターがヤマハのSGだった。お気に入りのギターだったけど、家賃を払う為に売りに出さねばならなく
なってね。でも、最近は自分のルーツに戻ってるんだ。ヤマハSG 1000は、シルバーバーストとサンバーストの二本を持っているけど、ど
ちらも最高に気に入ってるよ。僕が所有してるギター・コレクションの中でも最も演奏しやすくて、良い音で鳴ってくれるギターなんだ。特
に僕が好きなザラついた感じのアタックがあるところがいいんだよね。どこをとっても素晴らしいギターの一言に尽きるよ…。

どんなツアーで、どんな国を訪れようとも、僕のヤマハ・ベースさえあれ
ば安心さ。ライヴでもスタジオでも、私のヤマハ・ベースは、聴き手を痛
めつけ、打ちのめし、破壊し尽くす「武器」になってくれる。

 

 

■ヤマハキーボードとの出逢いはいつですか。
●１９歳の頃です。
■ヤマハの印象は？　何か想い出はありますか？
●音が好き！！
■MOTIF XSで気に入っている点は？　例えばライブ
でいい点
●液晶が見やすいので、とてもＧＯＯＤです！
■例えば気に入っている音色
●００１番のピアノの音
■例えば操作性や機能
●MOTIF XS７のコンパクトで、高機能なところ
■レコーディングの時にはどんな使い方をしますか？
●音が良いので、軽い感じの音がほしい時は７を、本物
のグランドピアノのような重みを出したい時には、８と
使い分けています。
■仲宗根さんならではの使い方やコツ
●２台を使い分けているところかな…

■今回のツアーでは移動先のホテルで「MM6」を使
用されているそうですが、使ってみていかがでしょう
か？（他メンバーの方々の感想もあれば！！）
●すごく使いやすくて、録音が簡単にできて、小さいの
に多種多彩な音やリズムがあるのもお気に入り♪
■どの様な使い方ですか
●作曲で重宝します。
●僕も使っていますよ！（Ｄｒ．名嘉俊）
■使い勝手は良いですか？・・・軽いのはGood？
●見た目より軽いので、楽に持ち運びできて最高です♪
●何より、持ち運び易さと、多機能なところが最高です
ね。一台でいろいろできる！！（Dr.名嘉俊）

■作曲はどんなふうにするのでしょうか。シンセサイ
ザーは作曲で使用しますか？
●思うままに（笑）シンセも使用します。いろんな音が
使えるから、作曲中に新しい発見もあって楽しいです。
■HYのサウンドの特徴はどんなところでしょうか。
●さわやかさ、激しさ、楽しい感じ、悲しい感じ…。様々
な色のサウンドがあるところかな…？

■ロックバンドのキーボーディストとして気をつけてい
ることはありますか。またアマチュアのロックバンドに
いるキーボーディストにアドバイスをいただけますか。
●大事にしているのは、感情をどう音に表現するか？で
す。曲に合わせて、指のタッチや「７」「８」の使い分け
で音の表情を出すという感じ。なので、アドバイスは…
感情を音で伝え、楽しむ事が一番大事！という事です。
■ＨＹとして、めざしていることを教えてください。
●この先もずっと５人で音楽を続けて行く事です。当た
り前の事でも、決して簡単な事ではありません。
■仲宗根さんが個人的に目指していることは？
●ＨＹメンバーがそれぞれ、自分が表現したい曲を
次々と出してきているので、私もどんどん負けないよう
に自分を出していって、ＨＹというバンドを色々な人に
知ってもらう事かな…？
■最後に読者に一言メッセージをお願いします。
●ＨＹも、本当に音楽が好きな５人が集まってできたバ
ンドで、仲の良さもあり、結成してもうすぐで１０年にな
ります。その月日の中、トントン進んできたわけでもな
く、当然大変な事もたくさんありましたし、これからもあ
るでしょう。学んだのは、夢をはっきり持ってあきらめな
いで努力する事。音楽が好きな者同士、一緒にがん
ばって行きましょう！
■今後のスケジュール、告知などをお教えください。
●８月１日に私の２冊目となる詩集が発売されます。そ
の詩集の中に、１曲だけ新曲が封入されるのですが、
それはＭＭ６を使って作った曲です。是非聴いてみて
下さい♪

ＨＹ 仲宗根泉 PLAYS MOTIF XS

待望の仲宗根泉第2弾詩集が
8月1日ついに発売!!!

ＨＹ夏フェス出演決定!!!

『バイバイ』  【出版社】ディスカヴァー ●MONSTER baSH2008
【出演日程】2008年8月24日(日)
【会場】国営讃岐まんのう公園内 芝生広場第一弾詩集『あなたへ』は、仲宗根泉が中学生

時代から書きためた詩によって構成され、その
赤裸々な想いが25万人もの心をつかんだ。今
回、満を持して発売となる第2弾『バイバイ』
は、20代をむかえ少し大人になった彼女の恋愛
模様、葛藤がつづられている。前作同様、本文
の写真はすべて仲宗根泉の撮り下ろし。仲宗根
泉（HY）の新曲「バイバイ」収録のCDを封入。

MOTIF XS8
メーカー希望小売価格（税込）378,000円
バランスドハンマー鍵盤採用の88鍵モデル

MOTIF XS7
メーカー希望小売価格（税込）299,250円
FSX鍵盤採用の76鍵モデル

MM6
オープンプライス
軽量（5kg）コンパクトながら
高音質を実現したモデル

Information Instruments

ミュージックシーンで圧倒的な人気を得ている沖縄出身のロックバンドHY（エイチ
ワイ）。2008年4月に5枚目のアルバム『Hear tY』をリリースし、現在
「PACHINAI×32 BAMMICASUNDOH TOUR '08で日本全国ツアー中だが、
ボーカル＆キーボードの仲宗根泉に、愛用のMOTIF XSについてアンケートに答え
てもらった。
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『サウンドの中心にある音』

『RYTHEMを支えるパートナー』

『僕らがバーチを使う理由』

★ＨＹアリーナツアー追加公演も決定！！
HY PACHINAI×32 BAMMICASUNDOH 
TOUR '08をステップに、HYメンバーの
更なる挑戦が始まる…。

※詳しくは、ＨＹ ＭＯＤＥでチェック！！　　　
　http://www.hymode.net/



Love Cal l

至高の鍵盤タッチと高
品位なピアノサウンド。 

MUSIC SYNTHESIZER
S90ES
メーカー希望小売価格
273,000円（税込）

Steinberg
SEQUEL
オープンプライス

フレーズを貼り付けるだけで
簡単に音楽が作れる入門向け
音楽ソフト。

Information Instruments

Love 

Life 
Local
+L
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キマグレンの3つのＬ、
そしてもうひとつのＬ「LIVE」
■キマグレンは「音霊」がキッカケだと聞いています
が、どうしてライブハウスをはじめたのですか。
KUREI●僕らは13年前に地元の逗子のスイミングス
クールで出逢ったんですが、2人とも海が好きで、音楽
が好きなんです。でも両方が楽しめるところがないね、
という話になって、じゃあつくろうと。で、音霊というラ
イブハウスをはじめて、ある日ブッキングのワクが空い

ていたもんだから、ISEKIが当
時やっていた「きまぐれ」という
ユニットで出ちゃえ、ということ
で。しかも「きまぐれん」ってミ
スタイプして、さらにカタカナ変
換してしまって。それが今に至
ると（笑）。
■ライブハウスとアーティスト
活動の両方で忙しくないです
か？
KURE I●ご想像の通りで
す、というかご想像を絶する
感じです。音霊がオープンし
ている66日間のブッキング
を本当に2人だけでやってい

るので。会計から役所への申請まで。でも楽しく頑
張りたいと思っています。
■キマグレンには3つのLというキーワードがあると聞
きましたが教えてもらえますか？
KUREI●まず最初は、恋愛、家族愛、友情も含めた
LOVE。そして生き方、日々の生活のLIFE、そして地元
の逗子、音霊のLOCAL。この3つのＬなんです。でも実
はもう一つ大好きなＬがあって。それはLIVE。生きると
いう意味の「リブ」ですが、読み方を変えれば「ライ

 

キマグレン 
Plays 
LL36

RYTHEM Plays LS26 & S90ES

2008年2月にメジャーデビューしたISEKIとKUREIのユニット「キマグレン」。音楽活動と並行
して逗子海岸で夏限定の「音霊 OTODAMA SEA STUDIO」ライブハウスの経営を行ってい
るという2人に、キマグレンの音楽とライブハウス「音霊」について、ISEKI氏愛用のヤマハのア
コースティックギターLL36について、そして「RYTHEM with キマグレン」名義で7月23日に
発売されたニューシングル「Love Call」についてインタビューした。

音霊 OTODAMA SEA STUDIO

http://www.otodama-beach.com/

オリジナルジャンボボディが生み出
す伝統の“L”サウンド。太くハリのあ
るサウンドとバランスのとれたトーン
は、アルペジオからストローク、フィン
ガースタイルまで幅広く対応。

LL36ARE
メーカー希望小売価格
378,000円（税込）

ブ」。僕らが生きる意味はライブなんだな、と最近思っ
て活動しています。

LL36はキマグレンの
サウンドの核になってます
■ISEKIさんにうかがいたいんですが、愛用のヤマ
ハＬＬ-36はいかがですか？
ISEKI●音が繊細なのに、すごくハッキリした音なんで
すよ。ライブをやっていても、前のギターより歌いやす
い。ちゃんとミキシングされている音、という感じ。ギ
ターの音がハッキリと聞こえるから、歌もちゃんと聞こ
えるんです。このギターを手に入れて、改めてキマグレ
ンの音楽にとってアコースティックギターがいかに大切
だったか、を再確認できました。一音一音がとてもしっ
かり出るから、すごくていねいに弾くようになりました。
だからギターが上手くなったような気がしますね。
KUREI●僕は最初、なかなか周りの音が聴けなかった
んですが、最近はISEKIのギターが良く聴こえます。
LL36になってすごくいい音になったなって、思いまし
た。溶け込み具合とか音の分厚さとか。LL36はキマグ
レンの音楽の中で核になっている部分だと思います。

「ZUSHI」はオンタイムの
リアルな僕たちそのもの
■ニューアルバム「ZUSHI」を聴かせてもらいました
が、枠にとらわれない自由な音楽性を感じました。
KUREI●キマグレンは「ポップ」であることを意識し
てやっています。でも結構自然にやっていて、最初の
頃、仕事の合間にISEKIがポロポロギターを弾いてい
る間にできた曲もありますよ。「君を忘れない」という
曲です。
ISEKI●いまでもセッションぽく作ることもあるけど、お

互いの意見をハッキリいうので、毎回全力投球なんで
す。今回のアルバムもストックしていた曲じゃなく、いま
の自分たちの感情や思いがそのまま出ている曲ばかり
です。だからライブで歌うと凄くリ
アルなんですよね。オンタイムの
ものを全部出しているので、伝わ
るものも大きいんじゃないかな、
と思っています。
■RYTHEMとのコラボレーショ
ン「Love Call」はどんな経緯
だったのですか。
KUREI●ラジオの収録で一緒
になったりしているうちに、
RYTHEMから「いっしょにやりま
せんか」って、ラブコールをいた
だいて。キマグレンとしてはコラ
ボ自体が初めてだったのでとても
新鮮でした。僕たち以外の人のコ
ンセプトでやるっていうのもなかったですからね。
「Love Call」での僕たちは女の子から見た、ある種理
想的な男の子なんですけど、そういうキャラで歌える
かなっていう悩みはありました。でも難しかったからこ
そ、勉強になって。自分たちのレコーディングにもいい
影響がありました。

LS26 は暖かい音が出せる、
頑丈で頼れるギターです
■最近はYUIさんのキーボードとYUKAさんのギ
ターだけでライブをすることが多いそうですね。
YUI●バンドではなく2人だけでライブをやるのは、最
初はちょっと不安だったんです。でもギターとキーボー
ド、そして2人の声だけで成り立つ世界がある、って分
かって、新発見でした。
■YUKAさんは前からギターを弾いていたんですか。
YUKA●最初は2人ともエレクトーンでした。ギターは
デビューしてからはじめたんです。3年ぐらい前からか
な。ライブで弾きはじめたのは約1年前くらいから。最
初は握力もなかったし、指も痛くて大変でした。
■ヤマハのギターを使い始めたキッカケを教えてもら
えますか。
YUKA●それまで使っていたギターが、ワンマンライ
ブ前日のリハーサルの時にギタースタンドから自然に
落ちてネックが真っ二つに折れてしまったんです。
とってもショックで、これから全国を回ろうっていう時
に、こんな弱っちいギターじゃツアーは回れないな、と
思って。それで「頑丈な頼れるギターを」ということで

探して、LS26を紹介して
もらいました。LS26はネッ
クも強いし、苛酷なツアー
でもビクともしませんね。常
に安定したコンディション
で弾けるのでとても気に
入っています。
■頑丈さ以外ではどんなと
ころが気に入っていますか。
YUKA●私がこだわってい
たのは暖かい音が出せるこ
と。これは譲れないこだわり
で。あと女性でも弾きやす

いちっちゃいサイズっていうところもこだわりました。弦
も押さえやすいし、もう違うギターは弾けなくなっちゃ
いました。
■YUIさんからみてYUKAさんのギターは？
YUI●私はアルペジオの音が好きですね。YUKAだ
な、って思います。人柄が出てる感じ。前のギターは繊
細で女性的でしたけど、YAMAHAのギターは暖かみ
があって、ちょっとだけ男らしい気がします。

ステージではS90ESの「001」番
のピアノの音じゃないとダメ
■YUIさんはいつもS90ESを弾いてるんですか。
YUI●ステージでも家でもS90ESを使っています。楽
器屋さんの店頭で試したときにタッチが一番しっくり来
て、ピアノの音色も一番好きでした。見た目も赤い色が
アクセントになっていて可愛いなと思って。デザイン的
にもすごく気に入ったんです。
■気に入っている音色は。
YUI●アコースティックピアノの音が一番気に入ってい
ます。一番ナチュラルな「001」番の音色が好きです
ね。ライブでもその音じゃないと落ち着かないんです。
デモ制作の時にはもうちょっと明るいピアノとか、暗い
ピアノ音色とか使い分けるんですが、ライブではとにか
く「001」でないとダメ。一番信頼できるんです。
■YUKAさんからみてYUIさんのS90ESは？
YUKA●S90ESの音色はYUIの弾き方にあってる
なって思います。YUIは歌いながら演奏するので、ピア
ノも歌っている感じが凄くしますね。
■曲作りはどうしてますか
YUI●私、ついこの間SEQUELをインストールした
ばっかりですが、使いやすそうだし、とにかく楽器パ
ターンのバリエーションは圧倒的に多いですね。
YUKA●SEQUELは日本語なので使いやすかったで
す。メカが苦手な人にもお勧めしたいです。

キマグレンとの「Love Call」は
予想を超えた仕上がり
■キマグレンとコラボした「Love Call」という曲
について聞かせてください。
YUI●Love Callは女性
目線の恋愛の歌だったん
ですけど、男性にいくら思
いを告げてもすれ違ってば
かりという歌詞で、これを
もっとリアルに伝えたく
て、男性アーティストとコ
ラボできたらいいなって温
めていたんですよ。ある
キッカケでキマグレンさん
に出逢って、幼なじみで、
神奈川でっていうお互い
の共通点から話が広がっ
て。で、ラブコールをしたら
受けていただけました。
■レコーディングは楽しかったですか
YUI●すごく楽しかった。コラボは私たちにとってもト
ライアルだったんですが、予想以上のものができて、
本当にキマグレンさんとコラボできて良かったです。

このギターの音は、キマグレンのサウンドの中心です。

YUIとYUKA。中学・高校そして大学生活を同じ
学校で過ごしてきたという2人のシンガーソング
ライター・ユニット"RYTHEM（リズム）"。伸びや
かで魅力的なボーカルと絶妙なハーモニーでデ
ビュー以来高い支持を得ている。今回はYUIの
S90ESとYUKAのLS26、そしてキマグレンと
のコラボレーションが話題の新曲「Love Call」
についてお2人に、話を聞いた。

ヤマハはRYTHEMのライブには
欠かせない、頼れるパートナー。

http://www.universal-music.co.jp/kimaguren/

Information Instruments
RYTHEM withキマグレン/
Love Call 
RYTHEM/あかりのありか
AICL-1953（初回盤）

RYTHEMライブ
2008年12月14日（日）
渋谷C.C.Lemonホール公演決定!!!
開場17:00 / 開演17:30

ISEKI

KUREI

YUKA

YUI

ブラス製ペグ、ベッコウ柄ピックガードな
ど、ビンテージフレーバー溢れるデザ
イン。スモールサイズボディは、長い歴
史を持つフォークタイプのボディにフ
ルサイズボディの深さを持たせるこ
とで、小型とは思えない音量を誇る。

LS26ARE
メーカー希望小売価格 304,500円（税込）

1st ALBUM『ZUSHI』
oricon weekly chart初登場1位
（2008/7/28付）
UMCK-1254　2,800円（税込）
debut single「あえないウタ」、2nd 
single「LIFE」を含む12曲にボーナス・
トラック2曲が追加され全14曲収録。
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新旧メンバー9人で奏でる
T-SQUAREサウンドの楽しさ
■9人のメンバーが結集したT-SQUARE SUPER 
BANDは凄いですね。
坂東●小学校の頃からT-SQUAREはずっと憧れでし
たからね。ファンとして憧れていた人たちと演奏できる
のは夢のような感じです。
則竹●僕はT-SQUAREから離れて久しいので、現在
進行形の今のT-SQUAREはカッコいいなと思ってまし
た。バンドに入ってみるとさらに先に行ってるのがよく
分かります。そこで演奏できるのはとても刺激的です。
■9人でツアーっていうのも凄いですよね。
則竹●いろんなメンバーが入れ替わり立ち替わりで、
面白いですよ。ドラムが変わるとバンドの音って変わる
んですよ。ベースも田中さんと須藤さんでは、似て非な
るものでやっぱり違う。音楽ってまずその人がありき、
で、そこがなんて素敵だろうって思います。幸せな時間
を持てて嬉しいですし、ファンの人にも楽しんでほしい
です。

サイズまで同じドラムだけど、
セッティングも音も違う
■お互いのドラムセットを見ていかがですか
則竹●同じバーチカスタム・アブソリュートを使ってる

全く同じドラムで、これだけ違う音が出る。
それもT-SQUARE SUPER BANDの聴き所です。
日本が誇るポップ・インストゥルメンタル・バンド「Ｔ－SQUARE」は今年でデビュー30年。5月には
T-SQUARE SUPER BAND として新旧のメンバーが結集。現在のメンバーに和泉宏隆（P）、田
中豊雪（Ba）、則竹裕之（Ds）、須藤満（Ba）、宮崎隆睦（Sax）を加えてデビュー30周年記念アルバ
ム『Wonderful Days』を発売した。また“Wonderful Days”CONCERT TOUR 2008では
この豪華メンバーでライブを行い、大きな話題を集めている。今回はT-SQUAREを支える新旧2人
のドラマー、坂東慧と則竹裕之にインタビューした。

T-SQUARE SUPER BAND/ 
Wonderful Days
ICL-1953（初回盤）

T-SQUARE 
30th Anniversary Concert 2008
“野音であそぶ”
T-SQUARE SUPER BAND
THE SQUARE×T-SQUARE～since1978
新旧メンバーによる30年に1度だけの
スーパーなスペシャルコンサート!!
9月27日(土) 東京・日比谷野外音楽堂
開場17：00／開演18：00

んだよね。
坂東●口径のサイズも全部同じです。たまたまだけど
ヘッドまで同じだったりして。
則竹●でも全然違うんだよね、音もセッティングも。
セットアップはお客さん側から見るより全然違います。
坂東クンは、彼がレギュラーグリップが得意ってことも
あって、打面が傾斜しているんです。
坂東●リバウンドが得やすいようにしているんです。
■坂東さんから見て則竹さんのドラムはどんな印象で
すか。
坂東●流れるよう
です。流れが止まら
なくて凄く気持ちい
いんですよ。それと
チューニングが凄
い。一個一個がすご
く気持ちよく鳴って
いるんですけど、同
時にドラム全体とし
てまとまりがあって
綺麗です。僕なんて
いろんな音が出ちゃ
うんですけど。
則竹●僕から見た
ら、坂東クンは素晴らしいと思いますね。テクニック的
に見ても時代の最先端の方法論を取り入れて、どんど
んクリエイトしてる感じです。坂東クンの音を聞くと、あ
あバーチカスタムって、ああいう音もするんだ、って。
彼の音は名前通り、バン・ドウッっていう音がするんで
す。溌剌とした音っていうか。外に向かう音です。僕に
ないものがキラキラ輝いている感じで。ツインドラムを
していても「いま坂東クン何やったんだろう！」って思う
ことがよくあります。
■お二人のツインドラムが聴けるというのも豪華です

よね。
則竹●今回坂東クンが作ってくれたド
ラムデュオの曲があって、2人で合わ
さって１つのリズムになるところなん
か、気持ちいいですよ。ずっとやってい
たくなるよね。
坂東●でもここはそう来たか、という
新鮮な驚きもありますね。
■ 先輩を脅かしたりするんですか
則竹●僕なんて驚かされっぱなしです
よ。坂東クンは音楽に面白い流れを
パッと提示するのがものすごく上手な

んです。仕掛けていく。つねにアンテナが張られている
感じがしますね。
■お互いに似てるな、と思うところもありますか。
坂東●そうですね、手順とか。完璧にシンクロしている
時もあります。

バーチカスタムアブソリュート
の音とタッチが基準
■お二人ともバーチカスタムアブソリュートを使って
ますね。
坂東●僕がドラム
レッスンをはじめた
とき教室にあった
のがバーチででき
たYD9000でし
た。ドラムって楽し
い！って初めて思っ
た小学生のときの
音と感触が今でも
忘れられないので、
今もバーチを使っ
てます。
則竹●僕は高校入学の時にYD9000を買ってもらい
ました。僕にとってあのタッチと音が最も自然でいい音
だったんです。
■バーチの音のよさを言葉で表現すると？
坂東●叩いた後で一瞬沈み込むようなタッチの心地よ
さ。それから中音域が美味しく出ている感じ。
則竹●僕も同じですね。サブのセットとしてオークカス
タムのセットも持ってますが、もっと骨太でストロングな
音がして、それも素晴らしい音なんですよ。でも、自分
の中でのドラムのダイナミックレンジのイメージはバー
チが基本。そのくらい体に染みこんでいます。

『則竹裕之×坂東慧』from T-SQUARE SUPER BAND

NORITAKE & BANDOH PLAY Birch Custom Absolute Nouveau

■則竹さんのシグネチャースネアについて教えてくだ
さい。
則竹●素材はバーチです。穴がいっぱい空いてるんで
すよ。抜けのいい、パーンと鳴る音が出ます。充実し
た打感、アフタービート、リムショットが味わえます。な
おかつ自分で穴を塞いで微妙なバウンスを得るように
も調整できます。バズロールとか、繊細な表現をした
いときには穴をふさいだ方がコントローラブルでリバ
ウンドがいかせる。T-SQUAREでは全部空けてます。
最近クラシックのオケの中で演奏する機会があって、
その時は穴を１つだけ残して後は塞いでいました。
タッチはずいぶん変わりますよ。バーチそのものの音
の暖かさを活かしながら、そういうことができるのはい
いと思います。
■坂東さんはDTXTREMEIIIも使っていらっしゃい
ますね。
坂東●学生時代、家で練習している時からヤマハの
DTXを使ってましたから、自然と使うようになりました。
当時から家で音を作りながら、いつかステージでこうい
う音を使おうなんて思っていたんですよ。DTXTREMEIII
は凄く音が良くなって、もう音が全然違いますね。則竹
さんがメインのグルーブをやっている時は僕が
DTXTREMEIIIでパーカッション的なことをやったりし
ます。
則竹●ほんとに、面白い音からパーカッションのリアル
な音までDTXTREMEIIIで出してるよね。ぜひそのあ
たりも、見てほしいと思います。

朝起きて「今日もドラムが
叩きたい」と思えるかが重要
■最後にお二人からメッセージをお願いします。
坂東●自分のことを言うと、最近リズムパターンを叩く
時キックやスネアよりハイハットの音色の叩き分けに気

■T-SQUARE SUPER BAND
安藤 正容（G）/伊東 たけし（Sax）/
和泉 宏隆（P）/田中 豊雪（Ba）/則竹 裕之（Ds）
須藤 満（Ba）/宮崎 隆睦（Sax）/
河野 啓三（Key）/坂東 慧（Ds）

を使うようになりました。ハットは開け閉めで音の長さ
が調節できるので、手に感じる音の長さに気を使って
いくと、バンドの中での音の溶け込み方が違うんだなっ
て思うようになりました。みなさんもキックやスネア以
上に気をつけてみてはいかがでしょうか。
則竹●ドラムっていうのはゴールのない、深みのある楽
器で、理想は常に先にあるわけです。僕は今でもグリッ
プで悩んでいたりしますし。ですからドラムは、あまり急
がずに、ゆっくりと
長くやってほしいで
すね。僕にとって、
重要なのは朝起き
て「今日もドラムが
叩きたい」って思え
るかどうかが重要な
んですよ。あとは自
分と向き合って、音
楽を一緒に演奏す
る仲間と心を通い
合わせることを大
切にする。最近はそのために、僕にはドラムが与えられ
たんだな、って思うようになりました。

■則竹氏のドラムセッティング

■坂東氏のドラムセッティング
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則竹裕之シグネチャーモデル
BSD1455HN
メーカー希望小売価格61,950 円 ( 税込 )
14"×5 1/2" バーチシェルのスネアドラム。

則竹裕之シグネチャースティック
YCSHN
メーカー希望小売価格1,575円（税込）

バーチカスタム アブソリュート
メーカー希望小売価格329,910円（税込）
※シェルのみの価格

坂東慧

則竹裕之

本体：BirchCustomAbsolute/Nouveau
カラー：アップル･スパークル･フェード
BBD1522
BTT1516
BTT1514
BTT1512U
BTT1510U
BTT1508J
MSD1204（プロトタイプ）
BSD1455HN
DFP9315
FP9310

本体：BirchCustomAbsolute/Nouveau
カラー：アンバー･フェード
BBD1522
BTT1516
BTT1514
BTT1512U
BTT1510U
BTT1508J
BSD1204（プロトタイプ）
BSD1455NJR
ASD1455AC
DFP9315
FP9310
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ランディが僕の曲を吹いて
いるんだよ、素晴らしいだろ？
■今回来日のマイク・スターン・バンドは凄いメンバー
ですね。
●本当にグレイトなバンドだよ。ドラムのデイヴ・ウェッ
クルは、僕が世界で一番好きなドラマーの１人。今回の
日本のステージではヤマハの新しいドラムを試してい
るようだけど、パンチがすごく効いてるんだ。素晴らし
い音だよ。ベースのクリス・ミン・ドーキも大好きなベー
スプレイヤーで、ヤツのベースは本当に凄い。彼のサ
イレントベースは、アコースティックベースより音が良
いかもしれないな。そしてトランペットはランディ・ブレッ
カー。ランディは“スペシャル”だ。ランディの音は信じ
られないほど美しい。再結成したブレッカー・ブラザー
スのギタリストとしてランディと演奏したことはあるけ

このPacificaはもう10年以上も
弾き続けている、僕の分身なんだ。
1981年、マイルス・デイヴィス・バンドでシーンに彗星のごとくあらわれ、その後ジャコ・パスト
リアス、ステップス・アヘッド、ブレッカー・ブラザースなど最もコンテンポラリーなジャズの最
先端でギターを弾き続けてきたマイク・スターン。今回はランディ・ブレッカー（tp）を自己のバ
ンドに迎えての来日公演の合間をキャッチし、バンドのこと、そして愛用のシグネーチャモデル
Pacifica1511MSについて聞いた。

マイク・スターン/フー・レット・ザ・キャッツ・アウト？ 
UCCT-1167
発売元：ユニバーサル クラシックス＆ジャズ

イエロージャケッツ・
フィーチャリング・マイク・スターン/
ＬIFE CYCLE 
UCCT-1198
発売元：ユニバーサル クラシックス＆ジャズ

ど、ランディが僕の曲をプレイするのは初めてなんだ。
だから本当に嬉しいし新鮮な体験だ。
■ランディ・ブレッカーはプレイヤーとしてだけでなく
コンポーザーとしても素晴らしいですね。
●彼は美しい曲を書く偉大な作曲家でもある。独自の
ハーモニーを使ってオリジナルなスタイルを築いてい
ると思う。今『サム・スカンク･ファンク』（ブレッカー・ブ
ラザースの代表曲）を練習してるんだよ。昔ブレッカー
･ブラザースでプレイした時はランディとマイケル（ブ
レッカー）をメロディー吹いていたから僕はコードを弾
いていれば良かった。だけど、今回のライブではラン
ディと僕がユニゾンでメロディーを弾いてるんだよ、
コードも弾きながらね。これが難しいんだ。こんな風に
ね（凄い速さで実演！）イエー！難しいぜー。……練習し
ないと。とにかくランディと一緒にプレイするといろん
なことを勉強できるよ。彼は時々マイルスを髣髴とさせ
るようなプレイをすることもあるんだよ。

マイルスに言われたんだ、
「ジミみたいに弾け！」って
■マイルス・デイヴィスのグループでは長くプレイして
いたんですよね。
●マイルスとは4年ぐらいプレイしたよ。当時僕は太っ
ていたんだけど、マイルスは僕のタイムフィールが気に

入って、いつも僕を“ファット･タイム”って呼んでいた
よ。「Fat-time, What’s Happening Mother-
fucker!」（しゃがれたマイルスの声色で）って風にね。
マイルスの 『The Man with the Horn』というアル
バムに「ファット･タイム」って曲が入っているけど、僕
はその曲で長いギターソロを弾いて、マイルスは僕の
ソロが気に入ったから、ニックネームを曲名にしてくれ
たんだ。
■マイルス・デイヴィスの言葉で印象に残ったものは。
●うーん、マイルスからは言葉よりも彼のプレイや音楽
そのものから、多くを学んだ気がする。彼は毎晩、いつ
も心を込めてプレイしていたよ。ミスなんて問題じゃな
い、テクニックよりハートがいかに大切かということを
学んだんだ。マイルスは多くを語らなかったけど、「もっ
とロックっぽくやれ！　ジミ・ヘンドリクスみたいに」って
言われたのを覚えてるな。マイルスはジミが大好きだっ
たんだ。でも、彼はいつも僕に自分らしいプレイをさせ
てくれたよ。

■ほかにも多くの偉大なジャズマンたちと共演してい
ますね。
●マイルスだけじゃなく、ジャコ・パストリアス、ブレッ
カー・ブラザース、ジョー・ヘンダーソン、ジミー・コブ、
ジョージ・コールマン。偉大なプレイヤーたちとプレイ
できていい経験ができた。こんな人々とプレイできて
僕は幸せだと思うよ。

ロックとジャズ、その両方が
ミックスされたのが僕のスタイル
■あなたのプレイはロック的な側面とジャズ的な側面
と両方があるように思います。
●ギターをはじめた頃、ブルースやロックに夢中だった
よ。ジミ・ヘンドリックス、B.B.キング、バディー・ガイ。そ
の後、ジャズを聴くようになってからはウェス・モンゴメ
リー、ジム･ホール。さらにホーンプレイヤーたち、たと
えばマイルスやソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーンか
らも学んだ。ホーンのソロはよく採譜して勉強したよ。で
もジャズを聴き始めてもロックのフィーリングは忘れな
かった。そんなすべてミックスされて、いまの僕のギター
スタイルがあるんだ。ロックやブルースが好きな人が僕
の音楽がきっかけでジャズを聴くようになった、という話
はよく聞くんだけど、これはとても嬉しいことだね。

MIKE STERN PLAYS
Pacifica1511MS

このギターはソリッドボディなのに
音が太くウォームなサウンドが出せる
■Pacifica1511MS（マイク・スターンモデル）に
ついて聞かせてください。
●このギターは、もう10年以上使ってるんだ。レコー
ディングでも使ってるけど、ステージでは100％このギ
ターだね。まさに自分の分身なんだよ。ボディに重い材
を使っているから、ソリッド・ボディと思えないぐらい音
が太くてウォームだ。でも
ネックはメイプルだからレ
スポンスはとても速い。
ピックアップはSeymore 
Duncanで、フロントがハ
ムの59、リアがHot Rails
だけど僕は80％位の比率
でフロントポジションを使
う。特別なエッジがほしい
とき、ロックっぽい感じにしたい時はリアに切り替える
んだ。センターポジションはリズムギターの時だね。
■Pacifica1511MSで気に入っている点は？
●このギターのいい点は多彩な音が1台で出せるとこ
ろ。ダークな音も、メローな音も、エッジが立ったロック
サウンドも、歯切れのいいリズムサウンドも全部出せ
る。ラウドなロックバンドも、ソフトなボーカルのバッキ
ングでも使えるんだ。それから、このギターは重たいか

らさ、バンドでドラマーと喧嘩になったとき、ギターで闘
うことだってできるよ（笑）。
■今後の予定について教えてください。
●このあとすぐカナダに行って、それからイエロー・ジャ
ケッツとヨーロッパに行く。イエロー・ジャケッツの
ニューアルバムには僕がフィーチャーリングで入ってる
んだ。8月はイエロー・ジャケッツとアメリカ西海岸をツ
アー。8月末にはイスラエルで行われるジャズ･フェス
ティバルに出演する。10月、11月は今回のメンバーで
ヨーロッパをツアーする予定だよ。
■最後に本誌を読んでいるギタリストへアドバイスを
お願いします。
●自分の気持ちを思いっきりギターにぶつけて弾きな
さい。それが一番大切。それからギターを探しているな
ら、自分にぴったりと合ったギターが見つかるまで探す
こと。僕はヤマハのギターを推薦するよ。ヤマハは低価
格帯のギターでも、いい音がしてるからね。

PACIFICA 1511MS
メーカー希望小売価格　
210,000円(税込) 

マイクスターンをインスパイアしつづ
けるパシフィカ。PUはSeymour 
Duncanピックアップ"'59"（フロン
ト）と"ホットレール"（リア）のコンビ
ネーション。


