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ビギナーからプロまで誰もが楽しめる
エレクトロニック・ドラムの“最新型”

企画：リズム＆ドラム・マガジン編集部　文：山本雄一（RCCドラムスクール）
撮影：関川真佐夫（P116、124〜127）、菊地英二（P122〜123）、八島 崇（P121）

“リアルな音質と打感”にこだわり抜い
た新キック・パッド＝KP100搭載の
DTX920KとDTX760Kが加わった
YAMAHA DTX drums。同社最高
峰の音源モジュールとDTX-PAD搭載
のフラッグシップ・モデルから、気軽に
楽しめるリーズナブルでコンパクトな
初心者モデル、多彩なトレーニング機
能を搭載した中〜上級者モデルなど、
あらゆるドラマーのリクエストに対応
し、豊富なラインナップを誇る同シリー
ズだが、今回のclose up！では、ニュ
ー・キット＝DTX920K、760Kの試奏
レポートを軸に、ライヴ・ハウスでDTX
を導入する活用法やアコースティック・
ドラムを組み込んだ“ハイブリッド・セ
ッティング”のバリエーションなども紹
介。最先端をいくDTXの全貌に迫る！

YAMAHA
close up! ①

focus on DTX920K & DTX760K
　DTX400 シリーズは、“ コンパクト・ボディ ” と “ 簡
単操作 ” という 2 点が大きな魅力。電子ドラムの導入
時に悩みがちな “ 部屋に置ける？ ” や “ 使いこなせる？ ”
といった問題を解決してくれます。そのシリーズ内にも、
アコースティック・ドラムの演奏性に近い DTX450K
から、静粛性に優れた DTX400K などがあり、個々の
ニーズや環境に合わせての選択ができるのも魅力。さら
にはリーズナブルな価格でありながら基本性能と練習機
能が充実し、音質的にも十分に満足できるので、ビギナー
から経験者までもが楽しく取り組めるシリーズです。

　DTX502 シリーズは、トリガー・モ
ジュール “DTX502” を軸にさまざまな
パッドの組み合わせで構築されます。その
DTX502 にはドラム・セット、パーカッ
ション、エレクトロ系など 819 種類もの
実用的な音色を内蔵。トレーニング機能も
充実し、3 ゾーン・パッドを用いてのリア
ルな奏法や、両足に生ドラム用のフット・
ペダルを使ったセッティングなど、“ リア
ルな感覚 ” で練習ができます。また、アイ
ディア次第ではライヴや音源制作でも十分
に活用可能。電子ドラムとしての基本性能
を満たし、幅広いドラマーのニーズに応え
るラインナップです。

DTX400 Series

DTX502 Series

〜コンパクト＆練習機能が充実のビギナー向けシリーズ〜

〜本格的に練習したい人に
最適な“502”〜

オープン・プライス

オープン・プライス

DTX450K

DTX582K

【キット数】10【音色】297【ソング】10
【練習機能数】10【その他】リム・ショット可能
※フット・ペダル同梱。

DTX450K Specification

【キット数】50【音色】819【ソング】38【練習機能数】8
【その他】リム・ショット、シンバル・チョーク可能、3ゾーン・パッド対応
※フット・ペダルはセットに含まれておりません。

DTX582K Specification

YAMAHA

の 全 貌close up! ①
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　DTXシリーズの最高峰がこのDTX920K。
パッドの構成は DTX760K と同等ですが、
それをトリガー・モジュールの “DTX900M”
と組み合わせることで究極の DTX が完成。
繊細なタッチからパワフルなドラミングま
で、プレイヤーの意思を余すことなく表現し
てくれます。特にリアルタイムで操作が可能
なスライダーや、外部機器との接続端子は、

プロの現場で求められるさまざまな要求にも
的確に対応。
　さらには、オリジナルのサウンドを本体内
に取り込んで “ ユーザーボイス ” として使用
したり、この写真セッティングの他に最大で
5 個のパッドも追加できるので、ユーザーの
アイディア次第で無限の活用が可能なシリー
ズと言えるでしょう。

DTX900 Series“920K”

DTX920K

〜あらゆるイメージを具現化する最高峰のDTX drums 〜

オープン・プライス

New
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　DTX760K は、トリガー・モジュールの
DTX700 を核に組み上げた最新キット。
　スネアとタムにはリアルな演奏感が得られ
る大型の DTX-PAD を使い、キック・パッ
ドにも新開発の KP100 を組み込んだ “ 本物
志向 ” です。DTX400 や DTX502 のシリー
ズも電子ドラムの魅力は十分に楽しめます
が、この DTX760K を実際に叩いてみると、

ワンランク上の “ 楽器 ” としての魅力を感じる
でしょう。
　モジュールの DTX700 には 1,396 音色が
内蔵。プリセットのままで即戦力となるのは
もちろん、細かい設定でさらに好みのキット
やサウンドが構築できるので、トレーニング、
ライヴ、録音とあらゆる場面で活用できるシ
リーズです。

DTX700 Series “760K”

DTX760K

〜臨場感溢れるサウンド＆打感　“リアル”を求めるなら〜

オープン・プライス

New

YAMAHA

の 全 貌close up! ①

【音源モジュール】DTX700【セット内容】スネアパッ
ド（XP120SD）、タムパッド（XP100T）×2、フロ
アタムパッド（XP120T）、キックパッド（KP100）、
ハイハットパッド（RHH135＋HS740A）、クラッシュ
シンバルパッド（PCY135）×2、ライドシンバルパッド

（PCY155）、スネアスタンド（SS662）、シンバルホ
ルダー（CH750×2、CH755×1）、ラックシステム

（RS700）【付属】チューニング・キー、CUBASE AI 
ダウンロード・インフォメーション、電源アダプター、取
扱説明書、ケーブルなどあり

DTX760K Specification

【音源モジュール】DTX900【セット内容】スネアパッ
ド（XP120SD）、タムパッド（XP100T）×2、フロ
アタムパッド（XP120T）、キックパッド（KP100）、
ハイハットパッド（RHH135＋HS740A）、クラッシュ
シンバルパッド（PCY135）×2、ライドシンバルパッド

（PCY155）、スネアスタンド（SS662）、シンバルホ
ルダー（CH750×2、CH755×1）、ラックシステム

（RS700）【付属】チューニング・キー、CUBASE AI 
ダウンロード・インフォメーション、電源アダプター、取
扱説明書、ケーブルなどあり

DTX920K Specification

※フット・ペダルはセットに含まれておりません。 ※フット・ペダルはセットに含まれておりません。
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　ヤマハの電子ドラムには、1987 年に発売
されて以来、プロのステージでも多く愛用さ
れた PTX8、そして自宅練習ができるコン
セプトの TMX（93 年発売）という機種が
存在します。どちらも当時としては画期的な
製品でしたが、まだアコースティック・ドラ
ムの存在が圧倒的な時代でもあり、今ほど
“ 電子ドラム ” というポジションの確立には
至っていませんでした。しかし 96 年、ヤマ
ハのさまざまな楽器で繰り広げられる “ サイ
レントTMシリーズ ”の1つとして、初代 DTX
が発売されると、その存在感には大きな変化
が生まれます。何と言ってもクールなラック
にマウントされた近代的ルックスと、単に
“ 音が出る ” から “ 練習ができる ” へ進化し
た機能は、電子ドラムの存在をとても身近な
ものへと変えました。その後、99 年には約
10 万円で高機能＆静粛性が手に入れられる
DTXPRESS が登場して大ヒットとなり、
DTX の人気は一気に高まります。続く
2000 年には本物のヘッドとウッド・シェル
を用い、アコースティック・ドラムのメーカー
らしいルックスと演奏性を重視した初代

“DTXTREEM” を発表。04 年には 3 ゾーン
のスネア・パッドとシンバル・パッド、さら
には本物のスタンドで操作するハイハット・
パッドも組み込んだ “DTXPRESS Ⅲスペ
シャルセット ”、その上位機種には新開発の
大型ラバー・パッドを用いて機能もルックス
も一段と進化した “DTXTREEM Ⅱ S” も登
場します。その一方、シンプルな機能と 10
万円を切る定価で気軽にドラムが始められる
“DTXPLORER” も翌年にリリースされ、ビ
ギナーからプロユースまで DTX には幅広い
選択肢が生まれました。そして 08 年には新
開発の音源モジュール DTXT3 を用いた
“DTXTREEM Ⅲ ” が登場。音色も演奏性も、
ラバー・パッドを用いた DTX としての頂点
に達します。その一方、06 年よりヤマハ社
内で進められていたのが “ 新世代パッド ” の
開発。さまざまな研究やテストを繰り返した
上で辿り着いたのが、“ 発泡シリコン ” とい
う素材を用いた白い打面の “DTX-PAD” で
す。これまでになくナチュラルで心地良い打
感と驚異的な静粛性を実現し、さらには腕へ
の負担も軽減したDTX-PADは、DTXシリー

ズを新たなステージへと昇華。10 年に発売
された DTX900K と DTX550K から、今
日の DTX-PAD を使ったシステムの歴史が
スタートしたのです。

DTX drums History

　バス・ドラムの打感はドラマーのプレイに少なからず影
響するもの。お気に入りのマイ・ペダルを使っていても、
本体の打感がシックリこなければ、セット全体までもが叩
きにくく感じられてしまいます。そして “ その感覚は電子
ドラムも同じ ” ということで、“ 打感 ” に重点を置いて開
発されたのが、新登場のキック・パッド “KP100”。固さ
の違う素材を 3 層に重ねた打面は、今までのキック・パッ
ドにはないリアルな打感と反応とで、ドラマーのフット・
ワークを心地良くサポートしてくれます。また、この大き
な打面はツイン・ペダルのフレーズも確実にキャッチ。ト
レーニングからステージまで、DTX シリーズの魅力を足
元から変える “ 新兵器 ” と言えるでしょう。

〜進化を続けるヤマハ・エレクトロニック・ドラムの歴史〜

まずは新たに発表されたキック・パッド＝KP100を搭載したDTX700シリーズ“760K”、DTX900シリーズ“920K”をチェック。
今回試してくれたのは、横山和明、山本真央樹、川口千里という次代を担う3名のドラマーたち！

　実は僕、普段電子ドラムを演奏することは
ほとんどないのですが（笑）、DTX-PAD は
すごく良いですね。従来のラバーとはだいぶ
打感が変わっていて、この弾力があってもっ
ちりしたナチュラルな感覚はとてもありがた
いです。新しくなったキック・パッドの KP 
100 も良い感じで、楽器ってやっぱり、叩
いているときの打感が気持ち良いってことが
すごく大事だと思うので、そういう点では、
DTX-PAD や KP100 の感触はすごく気持ち
いいです。特に KP100 は口径が大きいので
安心感があるし、ドラム・セットを叩いてい
る感覚ってキックですごく変わるんだなと思
いました。音源モジュールは両シリーズ共に
さまざまな音色が入っていますが、DTX760K
は、メイプルカスタム、バーチ、オーク……
それぞれ比べて叩いて聴くと、各キットの特
徴が出ていると感じます。もちろんアコース
ティック・ドラムのように、ごく繊細なタッ
チの表現で難しいところはありますが、小さ
なバズ・ロールでも結構ついてきてくれます。
特にタイコ類に関してはとても良い感じに
鳴っていると思いました。DTX920K は、さ
すがにフラッグシップ・モデルですね、叩い
てすぐに “ 違う！ ” って感じました（笑）。
700 シリーズの音源がそのままにもう一段
階アップしたような、ダイナミクスのつなが
りが自然になった印象です。
　個人的にはアコースティック・ドラムに触
れることを前提に自宅での練習として DTX 
drums が使えると良いなとは思うんですけ
ど、自分のプレイした音を録って聴いてみる
と、いろいろなタッチ、ニュアンスがよく拾
えていると思うし、やっぱり自分の音になり
ますね（笑）。想像しているよりもずっとナ
チュラルに聴こえてきます。僕としては 900
シリーズの方が実際に音を録ったり実践的に
使うことを考えると絶対に良いと思うのです
が、700 シリーズも十分に上等というか、
音色的にもいろいろと楽しめると思います。

ドラム・セットを叩いている感覚って
キックですごく変わると思いました
想像しているよりもずっと自然な鳴り
叩いているとやっぱり自分の音になる

“New”DTX drums Test Report
〜 DTX920K & DTX760Kを3人のドラマーが試奏！〜

〜リアルな打感と反応の“新兵器”〜

New Kick Pad“KP100”
¥45,000

KP100

【センサー方式】トリガー・センサー（圧電素子）×1
【出力端子】標準ステレオフォーンジャック
【入力端子】標準モノラルフォーンジャック
【外形寸法】340mm×288mm×464mm（WDH）
【重量】5.0kg【付属】ステレオフォーンケーブル×1、取扱説明書

KP 100 Specification

横山和明

Profile●よこやまかずあき：1985年生まれ。3歳よりドラムを始める。中学生の頃から
地元・静岡での演奏活動を始め、師である本山二郎氏のグループを中心に多くのミュー
ジシャンと共演を重ねる。高校3年の春、渡辺貞夫カルテットのツアーに参加し、翌年の
ツアーの模様はNHK「人間ドキュメント」にて放映、話題を集める。高校卒業後に上京
し、現在は市原ひかりカルテット、Oakyをはじめ、さまざまなグループで活動している。

YAMAHA

の 全 貌close up! ①
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　僕は “ 電子 ” からドラムに入っているんで
すけど、当時持っていたのはラバー・パッド
だったので、このDTX-PADは驚きですよね。
コーテッドみたいな “ 皮感 ” がすごい（笑）。
叩いててすごく気持ちいいです。従来のラ
バー・パッドは良くも悪くも跳ね返りがすご
いので、いざアコースティック・ドラムで叩
こうとすると、音量やタッチなどの “ 勝手 ”
が違うぶん、生と電子の切り替えが難しいの
ですが、これはすごく “ 生 ” に近いので、タ
ムが過剰に跳ね返らないとか、良い意味で実
践的に再現されているのが良いですよね。し
かもパッドに搭載されているボタン（パッ
ドコントローラー）でタムのピッチやスナッ

　DTX drums は自宅にあって、そのおか
げでドラムを始めたということもあります
し、セミナーで何度も使ってきて……本当に
昔からお世話になってます（笑）。やっぱり
DTX-PAD の弾力は、固過ぎずちょうど良い
柔らかさがあって良いですよね。最近のセミ
ナーでは、アコースティック・ドラムと電子
ドラムを置いて 1 曲アコースティックで叩
いて次は電子で……ということもあるのです
が、そういう両方を叩く状況でも変な違和感
を持つことなく叩けそうです。KP100 はツ
イン・ペダルがすごく踏みやすいです！　私
はよくツインでドコドコやるので、誤作動な

ピーのテンションが調整できて、ボトム・ヘッ
ドをチューニングしているような感覚です。
キック・パッドは、僕はすごくダブルを使う
んですけど、跳ね返りが良過ぎると一発で
“ ダダッ ” って誤作動になることがよくあっ
て。KP100 はちゃんと 1 〜 2 打目のベロ
シティが思った通りに踏めている感覚があり
ますね。1 打目をちょっと弱く、2 打目に重
心を置くとか、ちゃんと聴こえてくるので、
さすが！です（笑）。打面が沈み込む感じも
リアルで、ペラペラ感がないですし、打面が
大きいからツイン・ペダルもいけてものすご
く良いです。音源モジュールは音ヌケが良く
て使いやすいし、DTX920K になると音の
解像度が全然違います。一発叩いたときの気
持ち良さで、“ すごいんだな ” って感じまし
た。音のダイナミクスも、かなり小さなとこ

く確実にスレイヴ側も鳴ってくれるのはすご
く良いですね。大好きな“バケラッタ・フレー
ズ ” もガンガンできるなと思います（笑）。
ヘッドに沈み込む感じもアコースティックに
近くて、強く踏み込むことが多い私にとって、
とても良い感触で演奏できます。音源モ
ジュールは馴染みのあるメイプルの音色を使
うのが好きなんですけど、最近は力強さが欲
しいなってとき、バーチに浮気したりする傾
向があります（笑）。700 シリーズの最初に
出てくる音色（DTX700）もバランスが良
いので、フュージョンの曲をやってもちゃん
と馴染んでくれるので、このまま使うことも
あります。DTX920K は今回初めて試した
のですが、叩いていてすごく気持ちが良いで
すね。タイコ類も金物もより細かく表現でき

ろまで綺麗に拾ってくれますし、音色の変化
もしっかり感じられて。しっかりスティック
についてくるんです。
　ライヴでもアコースティックのセットに
パッドを組み込んで使ってみたいなと思いま
すし、神保 彰さんみたいなパフォーマンス
ができる “AJ” という音色で、1 人でいくら
でも演奏できるような気がしますね（笑）。
アイディアや使い方次第で本当にいろいろな
ことができると思います。

ると思います。
　DTX drums を使って自宅で練習するの
はもちろん、ライヴでパッドを組み込んで
……というのはやってみたいなぁと思います
ね。私は不器用なので導入するまでに時間が
かかりそうですが（笑）、セットの中に違和
感なく馴染んでくれそうですし、パーカッ
ション的に曲中でアクセント的に入れてみた
いです。

良い意味で実践的に再現されているのが良い
アイディアや使い方次第で
本当にいろいろなことができると思います

Profile●かわぐちせんり：1997年生まれ。5歳でドラムを
始め、8歳より菅沼孝三に師事。06年に本誌・誌上コン
テストで敢闘賞、07年に準グランプリを受賞し、10年に
はドラム・マガジン・フェスティバルに出演を果たす。13年
には初ソロ作『A LA MODE』、14年には2枚目となる

『Buena Vista』をリリース。また同年には、E-girlsのツ
アー・サポートも務めた。近年は菅沼孝三、広原かおりとの
KKK-CORE、大高清美とのKIYO＊SENでも活動中。

ツイン・ペダルがすごく踏みやすい
自宅での練習はもちろん
ライヴでセットの中に組み込んでも
違和感なく馴染んでくれそう

山本真央樹

川口千里

Profile●やまもとまおき：1992年生まれ。両親の影響で
幼い頃よりさまざまな音楽／楽器に触れる。9歳のときに
ドラムを始め、中高では吹奏楽部でパーカッションを担当。
卒業後はアメリカのバークリー音楽大学へ進学、帰国後に
プロとしてのキャリアをスタートさせる。14年にフュージョン・
バンドDEZOLVEを結成。現在は楽曲提供や制作、角松
敏生、KAMIJOのサポートも担当するなど、幅広い活動を
展開中。

Information!
今回試奏してくれた3人による、DTX drumsパフォーマンス動画が、8月25日発売10月号の付録DVDに収録されます！　
なお、7月中にドラム・マガジンの公式HPにて先行でショート・バージョンもアップされるのでこちらもお見逃しなく！

YAMAHA

の 全 貌close up! ①
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〜 DTXをライヴ・ハウスで使う！〜
最後は“DTXをステージで使ってみたい！”という人のために、実際にライ
ヴ・ハウスに持ち込み、PAエンジニアと共にあれやこれやと徹底検証！
セッティング・バリエーションも提示したので、ぜひ参考にしてみてほしい！

レポート＆解説：山本雄一
協力：CLUB GOODMAN（http://clubgoodman.com）

　“DTX（＝電子ドラム）をライヴ・ハウスに持ち込む ”……今回、ドラマガ編集部か
らこの企画の話が届いたとき、“ それ、面白そう！ ” と思いました。というのも、私自
身が過去に自宅の DTX700 を持ち出してライヴを行った経験があり、その感触が予想
以上に良かったからです。特に、自宅で練習したままのセッティングが容易に組めて、
曲によってのキット変えやチューニングもそのままライヴ会場で再現できるというのは
新鮮な感動でした。ただ、そのときはバタバタとした進行の中だったので、細かい部分
をチェックできずじまい……。そこで今回の企画では “DTX をライヴで使う ” というこ
との可能性や注意点などをあらためて検証しつつ、生ドラムとのハイブリッド・スタイ
ル、さらには gen16 という “ アコースティック・エレクトリック・シンバル ” も交え
ていろいろと探ってみましょう。

　運搬やセッティングも兼ねて手軽かつ実用
的な一例がコレ。DTX700 のモジュールと
パッド（XP100T）1 枚だけを生ドラムに加
えたハイブリッド・スタイルです。パッドは
アタッチメント（CSAT924A）を使ってハ

　日頃から “ 叩けば音が出る ” という状況に
慣れているドラマーにとって、“ 電源がない
と音が出ない ” という状態はいろいろと不安
があるでしょう。でも実は、ギタリストもベー
シストも電源あってこその演奏をしていま

イハット・スタンドにマウントし、モジュー
ルはライヴ・ハウスのイスに置いてみました。
この XP100T は 3 ゾーンなので、この状態
で常に 3 種類の音色を使い分けることが可
能。もちろん 3 ゾーンにどんな音色を割り当

す。ここは思いきってチャレンジしてみると
いいですね。また出音の迫力も不安かもしれ
ません。実際 “ 生音 ” の成分が皆無となるの
で、ステージ上でのモニター・バランスは当
のドラマーのみならず、他のメンバーにとっ

てるか？は自由自在。サイド・スネアのよう
に使ったり、さまざまな効果音を鳴らしたり、
またオリジナルの音やフレーズを取り込んで
鳴らすこともできるので、このセッティング
だけでもかなり面白いことができるのです。

ても重要になってきます。逆にそこの調整が
うまくいくと、PA スピーカーから出てくる
トータルの音は実にバランスが良くなるのが
魅力。生ドラムだと埋もれがちなフレーズも、
DTX なら明確な音で会場に届けられます。

　DTX をライヴ会場に持ち込む場合、必ず事前にその旨を伝えましょう。そう
すると、DTX と PA 卓とをつなげる役割の “ ダイレクトボックス ” を用意して
くれます。このとき、DTX から送り出すケーブル（この場合は標準フォン ×2）
までは持参しましょう。ここまではドラマー側で用意するのがマナーです。そし
て、DTX の音のモニター方法も大事な要素。上記のように PA 卓に送られてい
れば、モニターから DTX の音を返してもらうことはできます。しかし、モニター
がない会場や、音量が不安な場合は自力でモニターできる準備をしておくと安心。
最も簡単なのはヘッドフォン（もしくはイヤフォン）を用意して DTX の PHONE
端子から直接聴く方法です。この DTX700 ならば PHONE 専用のボリューム
があるので、好みの音量でモニターすることが可能です。

　ワンマン・ライヴであれば、セッティングの転換は気にすることはありません。
しかし、対バン形式では、会場のドラム・セットと共存（!?）することになりま
す。そんなとき、ラックシステムでほとんどのパーツを一体化できるDTXは便利。
ステージ袖にスタンバイさせておくときは、写真④のようにラックを畳むと小さ
なスペースですみます。そして出番のときは 2 人でラックごと運べば、意外な
ほど素早くセットできます（写真⑤）。この移動のときは、スネア、キック、ハ
イハットのケーブルを抜いておくのがポイント。ステージ上でのセッティング場
所は会場の大きさなどにもよりますが、生のドラムは動かさず、その前にドンと
置くのもありですね。いつもは奥に埋もれがちなドラマーが、DTX と共に前に
出る光景というのもカッコいいと思います。

◀▲写真①はモジュール
側。上段向かって右から
PHONE端子、PAに送る
アウトプット。写真②がダ
イレクトボックス、写真③
がDTXとダイレクトボッ
クスとを接続した様子。

◀ラックごと2人で運べば、
DTXの移動はアッという間
に完了。通常のバンド転換
の時間があれば、十分にセッ
ト・チェンジが行える。

◀ステージ袖でのスタンバ
イ状態。このようにラック
を折り畳めば、小さなスペー
スにも置ける。スネア、キッ
ク、ハイハットのケーブルは
パッド側から一旦抜いてお
こう。

ラックシステムだから簡単＆素早く！
対バンでのセット転換について

事前に持ち込むことを伝える！
DTXの接続について

“DTXをライヴで使う”を検証する
DTXをライヴ・ハウスに持ち込むにあたって

LIVE HOUSE
R e p o r t

1

3

4

5

2

“まずはコレ！”なお手軽＆実用的仕様

“Plus One”Hybrid Setting

完全エレクトロニックのエレドラ・キット！

“ALL DTX”Kit

Setting 2

Setting 1

DTX drums

YAMAHA

の 全 貌

close up! ①
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山本 　今回のようなアコースティック・ド
ラムとエレクトロニック・ドラムの “ ハイブ
リッド・セッティング ” だと、PA 的にはど
のような感じになるんでしょうか？
佐藤 　面白いですよね。PA 的にというよ

りは、音楽的にいろいろなジャンルも対応で
きると思いますし、単純に音色も増えるわけ
ですからそういう点で可能性は広がりますよ
ね。PA としても特に問題ないですし、音を
もらってもノイズがないのでクリアです。た
だ、音色でレベルのバラつきがあって、この
音は大きい／小さいとか、音量差があると困
るときがありますので、そこをプレイヤーが
理解してコントロールしてもらえると良いで
すね。ライヴ・ハウスでの対バンだと、リハー
サルの時間も限られますので、そういう点を
プレイヤー側が理解していると、リハーサル
での PA とのやり取りがスムーズになるのか
なと思いますね。
山本 　プレイヤー側で、瞬時にある程度の

エディットができますからね。
佐藤 　そのへんの “ 事前準備 ” 的なところ

は電子ドラムを所有しているのであれば、自
宅でヘッドフォンを使ってできると思います
ので、ある程度のバランス作りは先に仕込ん
でおくと良いと思います。もちろんアコース
ティック・ドラムとの組み合わせとなると、
難しいとは思いますが……。
山本 　変な話ですが、スタジアム・クラス

になると、電子ドラムの音の方が “ クリアに ”
届いてくれるでしょうし、ライヴ・ハウスだ
と生音の成分がドラムだけに限らず、ギター
やベースなど、すべて “ 生の成分 ” が鳴って
いるわけですし……。
佐藤 　電子ドラムとはまた違ってくるんで

すけど、トリガー的なところで例えば、キッ
クだと、生のキックとトリガーの成分を混ぜ
たりというドラマーもいますからね。
山本 　DTX の場合はある程度のサウンド・

エディットはできて、例えばフロアの余韻が
長過ぎた場合、もっとリリース……サステイ
ンを切ったり、というのはできますよ。今回
使った DTX700 は、マフリング＝ミュート
という画面で、操作方法を覚えて慣れてしま
えば簡単に余韻をコントロールできるんです
けど、サウンド・チェックでいきなり、いろ

いろ言われるとドキドキしちゃいますね
（笑）。
佐藤 　（笑）。そういうトラブルはなるべく

避けたいところですね。
山本 　音質ではなくレベルという点で、ア

コースティック・ドラムをマイキングしたス
ネアの音と、電子ドラムから出るスネアの音
を近づける作業……メイン・スピーカーから
出る音を揃えたいというリクエストが来た場
合、物理的には可能なのでしょうか？　例え
ば、生と電子、両方交互に叩いたときの場合
とか……。
佐藤 　レベルを近づけることはもちろん可

能だと思いますよ。
山本 　電子ドラムから出たスネアの音が、

オンマイクで録ったスネアの音と似ているの
か、それとも、違うのでしょうか……？
佐藤 　スネアもいろいろな音があると思い

ますが、今回聴いた限りですと、シャープな
感じにはなりますね。もう少しボヤける感じ
だと、“ マイクで録ってます ” という感じに
はなるかもしれないですね。ただ L・R のシ
ステム全部でもらうと「スネアだけリヴァー
ブかけてください」ということはできないの
もポイントだと思います。
山本 　そこは自分の中でやるしかない、と

いうことですよね。あとはいわゆる電子ドラ
ムには “ 奏者側の叩いた音 ” というのが生で
は聴こえてこないので、“ 本当に客席側で音
が鳴っているんだろうか……” という不安と
言いますか（笑）、そこは慣れが必要だと思

いました。あと今
回感じたのは、モ
ニター・スピーカー
で音を返していた
のですが、普段ヘッ
ドフォンだと両耳
で聴いているんで
すけど、モニター・
ス ピ ー カ ー だ と
“ 片側 ” しか鳴って
いないので、おそ
らくそこにも慣れが必要なのかなとは感じま
した。2 台モニター・スピーカーを用意する
のは現実的ではないですが（笑）、できるな
らあっても良いかもしれないですね。あるい
は自分の小型ミキサーを持ち込んで、“ モニ
ターにくる音を、このミキサーにもらいたい
んです！ ” というのは可能ですか？
佐藤 　自分でミックスしてもらうイヤモニ

的な使い方ですね。事前に言っていただけば
可能です。安定したモニタリングで、という
ことであればイヤモニは確実ですからね。
山本 　PA の方として、あるバンドが “ エ

レドラを持ち込みます ” と来たら、“ えっ ” っ
てなるのか、“ あ、いいですよ ” となるのか、
正直なところを（笑）。
佐藤 　（笑）。突然持ってこられると驚くか

もしれないですね。
山本 　あとは移動手段が車でないとほぼ不

可能なので、まずはパッド 1 個をカバンの
中に入れて持ち込むっていうのも良いですよね。

単純に音色も増えるわけですから
そういう点で可能性は広がりますよね（佐藤）

まずはパッド1個をカバンの中に入れて
持ち込むっていうのも良いですよね（山本）

＊DTX drumsに関する問い合わせは、ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター　ギター・ドラムご相談窓口（☎0570-056-808）まで。

　最後は生ドラム、gen16、そして DTX の
スネア・パッド、シンバル・パッド、キック・
パッドというハイブリッド・スタイルです。
メイン・クラッシュの位置にある DTX のシ
ンバル（PCY155）は、当然クラッシュの音

　基本セットは生ドラムなので、ベーシック
なフレーズは生ドラムの音で演奏できます。
そこに、DTX のスネア・パッドとタムパッド
を各 1 枚、そして “gen16” のシンバルを組
み込んだのがこのセッティングです。ここで

でいいのですが、3 ゾーンを生かせば多彩な
音色を鳴らすことが可能。また、ツイン・ペ
ダルの応用で鳴らすキック・パッド（KP100）
と左サイドのスネア・パッド（XP120SD）
を使えば、生ドラムのコンビネーションでは

使った gen16 は無数の穴が空いた本物のシ
ンバルの音を専用マイクで拾って出す構造。
これによって、シンバルの生音は小さくても、
PA スピーカーからは非常にクリアなシンバ
ル音が出せるのです。このセッティングでの

出せないエレクトリックなビートを生み出す
こともできます。このようにライヴ・ハウス
のドラム・セットをメインに使いつつ、DTX
と gen16 を持ち込むことで、さまざまな楽
曲に対応できるキットが作り出せますね。

音を客席側で聴いてみましたが、gen16 は
DTX のシンバル音とも、また生のシンバルの
音とも違う独特のクリアな音像が魅力。生ド
ラム、DTX のサウンドと共に、個性的なドラ
ム・サウンドを生み出せる印象です。

個性で勝負!? “超”ハイブリッド仕様！

“Multi”Hybrid Setting

DTXとgen16の“ダブル”エレクロトニック！

“DTX＋gen16”Hybrid Setting

まとめ DTXを“外に持ち出す”その一歩を！

Setting 4

Setting 3

◀DTX のアウト
プットからgen16
の外部入力端子
に接続すること
で、両者のサウン
ドをミックスし、
1つのステレオ回
線でPA側に送る
ことができる。

ここでは、今回ご協力いただいたPAエン
ジニアの佐藤征巳氏に、実際にオペレート
してみて感じたことや、DTXおよびエレク
ロトニック・ドラムをライヴ・ハウスに持ち込
む際の注意点などを語ってもらった。

“Drummer×PA”Cross Talk
〜 DTXをステージに持ち込んでみて〜

　今回はライヴ・ハウスにDTXとgen16を持
ち込み、エンジニアの方と話し合いながらの
テストができたので、個人的にもとても有意
義でした。生ドラムの響きと比較したら、そ
れはやはり別物なわけですが、最終的にメイ
ン・スピーカーから聴こえる音はとてもクリ
アで迫力があります。また、世の中に多種多
様なアレンジの楽曲がある以上“ドラムの音
はこれだけです”とは言ってられない場面に

も遭遇します。現に、ギタリスト、ベーシスト、
ピアニスト達はアコースティックからエレク
トリックに移行し、楽曲ごとに音色を使い分
けていますからね。自宅練習用として最適な
DTXですが、今の機能と性能は、外に持ち出
しても十分に活用できます。“最初の一歩”こ
そ、勇気とヤル気が必要になると思いますが、
興味を持った方はぜひその一歩を踏み出して
みてください。

インタビュー：山本雄一
エンジニア：佐藤征巳［CLUB GOODMAN］

YAMAHA
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