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　低域から高域までバランスの良いレスポンスと、伸びやかなロング・サステインが
特徴という “S” シリーズ。その鍵を握るのがレイジングとハンマリング。レイジング
はトップ、ボトムの両面に加工を施して、最適な音色に整え、演奏性も高めていると
のこと。ハンマリングは広範囲に渡り、これが幅広い音域を実現させているそう。

　“S” シリーズのシンバルでまず目を惹くのが、そのきらびやかなルックスだろう。ジ
ルジャン独自の美しいブリリアント仕上げが施され、そのインパクトは抜群。このブリリ
アント・フィニッシュは見た目だけでなく、音ヌケやトーンにも影響を与えているという。

　細分化が広がる現代の音楽シーンに対応するべく、“S” シリーズでは、多様なモデル & サイズ・
バリエーションがラインナップ。サイズは 8" のスプラッシュ／チャイナ・スプラッシュから、24" と大
口径のミディアム・ライドまでバラエティに富み、クラッシュ、エフェクト系のバリエーションが特に充実。
また基本となるハイハット、クラッシュ ×2、ライドをまとめた、BOX 仕様の「S パフォーマー・シンバルセット」
と「S ロック・シンバルセット」も用意。一式揃えて 5 〜 6 万円代であり、その高いコスト・パフォーマンスも魅力だ。
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Katsuma
[coldrain]

“B12アロイ”から生まれる新感覚なサウンド

“
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今年のNAMM Showで初お披露目となり、去る
5月末、ついに日本上陸を果たしたジルジャンの
新モデル＝“S”シリーズ。研究開発に数年の月
日を費やし、ジルジャンが満を持して世に送り出
した本モデルは、B12アロイを採用し、きらびや
かなブリリアント・フィニッシュを施した、新たなコ
ンセプトを持ったサウンド&ルックスのシート・シ
ンバル。豊富なモデル、サイズ・バリエーションを
誇り、その彩り豊かなトーンは、現代のさまざまな
音楽スタイルに対応しているという。そんな“S”
シリーズの真価に迫るべく、close up！②では、
coldrainのKatsumaと04 Limited Sazabys
のKOUHEI、現在のロック・シーンの最前線を走
る2人に徹底検証してもらった。

企画＆構成：リズム＆ドラム・マガジン編集部
撮影：八島 崇
試奏協力：G-ROKS下高井戸スタジオ

KOUHEI
[04 Limited Sazabys]

feat.

close up! ②

close up! ②

●まず“S”シリーズの頭文字には、どのよ
うな意味が込められているのでしょうか？
○ “A” や “K” といった他のシンバルのライン
と同様、我々のファミリーに由来するもので、
新しい “S” はアヴェディス III 世の妻サリー

（Sally）に因んだ名前です。サリーの家族は、
1929 年にジルジャン社がアメリカで起業す
るための資金を援助してくれました。
●多彩なラインナップを誇るジルジャン・シ
ンバルですが、その中で“S”シリーズはど
のようなねらい、コンセプトのもとに開発さ
れたのでしょうか？
○同じ B12 アロイを使用した ZHT の開発
で創り上げたサウンドにさらなる磨きをかけ
た、ジルジャンの B20 合金を使用したもの

よりもブライトなサウンドを持つプロフェッ
ショナル・ドラマーに向けた製品というのが、
この “S” ファミリーのコンセプトです。“S”
ファミリーのシンバルは、音ヌケの良いブラ
イトさと同時に、豊かさのあるサウンドがお
好みのみなさんのために用意されたシンバル
です。クラッシュ・シンバルは特にそうです
が、これらのシンバルは、叩いたときの感触
が硬くありません。
●開発に数年の月日を費やしたということで
すが、完成までに最も苦心した点はどんなと
ころでしょうか？
○最も困難だったポイントは、B12 アロイ
から理想的なサウンドを引き出すということ
でした。曲面の具合いやカップのサイズ、旋
盤加工の具合いなど、我々は完成までにさま
ざまな仕上げを試しました。
●サイズや種類のバリエーションが多い点も

“S”シリーズの特徴ですが、現在のトレンド
やユーザーからの声もそこに反映されている
のでしょうか？
○ジルジャンのあらゆるシンバルの開発プロ
セスと同様、私達は音楽の傾向やドラマーの
みなさんがこのスタイルのシンバルに、どの
ような選択肢を求めているのか、きちんと把
握するようにしています。
●“S”シリーズを試奏したドラマーの方が、
今まで叩いたシート・シンバルと音色と感触
が違うとその印象を語っているのですが、そ
の秘密はどこにあるのでしょうか？
○みなさんが “S” ファミリーを叩いて耳にし
ているのは、393 年に渡るシンバル作りの
経験が盛り込まれた B12 アロイのサウンド
です。つまり、みなさんは豊かでブライトな
サウンドと同時に、“ ジルジャンのサウンド ”
も耳にしているわけです。

ラインナップPoint.3

フィニッシュPoint.2

レイジング&ハンマリングPoint.1

Zildjian     Family Cymbals

開発秘話から探る“S”シリーズの特徴とこだわり

What’s the      Family Cymbals
まずは“S”シリーズについて解説していこう。
ここではジルジャンのシンバル開発総責任者＝ポール・フランシスへの
インタビューと共に、その特徴的なポイントを紹介していく。

393年に渡るシンバル作りの経験が
盛り込まれたB12アロイのサウンド

開発担当者に聞く“S”シリーズの製作理念
Interview

ポール・フランシス Paul Francis
［ジルジャン“S”シリーズ開発総責任者］

翻訳：坂本 信
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●今回“S”シリーズを試してみて、率直に
どんな印象を持ちましたか？
Katsuma 　音色的にはサステインが長いと
ころが “S” シリーズの共通した特徴だと思い
ましたね。感触も音も、口径よりもひと回り
大きなシンバルを叩いているような感じで、
意外性があって面白かったです。種類がこれ
だけ多くて、しかも価格も手頃じゃないです
か。今からドラムを始める人はもちろん、実
践でも問題なく使えるクオリティなので、あ
る程度叩けるドラマーも試してみる価値はあ
ると思いましたね。
KOUHEI 　俺も Katsuma さんと同じ印象

ですね。クオリティが高くて価格は安いとい
うことで、ライヴ・ハウスやリハスタにぜひ
導入してもらいたいと思いました。シンバ
ルって消耗品なので、使い続けるとやっぱり
割れるじゃないですか。最近のライヴ・ハウ
スは、割れたままになっていることが多くて、
あれは本当に良くないと思うんですよ。
Katsuma 　たまにひどいシンバルに出会う
ときもあるけど、テンションは下がるし、モ
チベーションにも影響するよね。それは良い
アイディアだと思う。
KOUHEI 　しかも鳴らないからどうしても

強く叩いちゃうじゃないですか。“ シンバル
は強く叩くもの ” って思っている高校生や大
学生も多いと思うんです。“S” シリーズは
ちゃんと鳴るし、耐久性もありそうなので、

ライヴ・ハウスやリハスタにすごく合うと思
うんですよ。良いシンバルに触れる機会を増
やすことは、ドラマーのレベルの底上げにつ
ながるんじゃないかって。
●なるほど。印象的だったのは音色で、叩き
手によってかなり変わりますよね？
KOUHEI 　それは Katsuma さんが叩いて

いる音を聴いて思いましたね。もちろん座っ
ている位置が違うので、聴こえ方は違って当
然なんですけど、同じシンバルを叩いている
感じがまったくしなくて。特に自分が先に叩
いていたこともあって、“ あれ、こんな悪い
音が出たっけ？ ” って（笑）。
Katsuma 　（笑）。確かに変わるよね。KOUHEI
が叩くと軽快な音がしてたのに、俺が叩く
と俺の音がするというか（笑）。プレイヤー
の色が出やすいのかもしれないですね。だか
らバシっと自分に合うものが見つかる可能性
がありますよね。しかも種類が多いから、そ
れを選ぶ楽しみもありますし。
KOUHEI 　選ぶ楽しさはありますね。“ シ

ンバルは何を選べば良いですか？ ” ってよく
聞かれるんですけど、“S” シリーズはバッチ
リだと思います。僕はKも好きなんですけど、
K は良くも悪くも音楽のジャンルを選ぶじゃ
ないですか。でも “S” シリーズは種類も豊富
で、オールマイティに使えるので、何なら俺
も乗り換えようかなって（笑）。今使ってい
る A のミディアム・シン・クラッシュよりも、

“S” シリーズのミディアム・シンの方がサス
テインが伸びる分、若干音も大きいように感
じましたし。軽快さもAやAカスタムに劣っ
ていないし、俺は全然メインでも使えるなっ
て。Katsuma さんみたいにヘヴィさを追求
するスタイルだと、どうですか？　若干物足
りなかったりします？
Katsuma 　確かにメインで使っているシン
バルと比べると若干パワー感は落ちるけど、
でもそれに準ずる力は全然あると思う。特に
“ ロック系 ” は使えるなと思いましたね。こ
の間、初めてドラム・セミナーをやったんで
すけど、“Katsuma さんみたいな音にした
いんですけど、どのシンバルを選べば良いで
すか？ ” っていう質問がそのとき仮に出てい
たとすれば、迷うことなく “S” シリーズを薦
めますね。初心者だけじゃなく、上〜中級者
もシート・シンバルだからといって、侮るな
よって。
KOUHEI 　それは俺も言いたいところです

ね。今まで持っていたシート・シンバルのイ
メージを思い切り覆されましたから。とにか
く興味を持った人は、ぜひ試してほしいです。
1 〜 2 年後には主流になってるんじゃない
かって思うくらいの可能性を感じますね。
Katsuma 　その可能性はあるよね。最初の
話に戻るけど、リハスタやライヴ・ハウスに
導入されたら、一気に広がっていくんじゃな
いかな。

Katsuma 　マスターサウンド・ハイハットは歯切れがすごく良い
ですね。音は硬質で、最初に単体で叩いたときに、ちょっとハイが
強いかなと思ったんですけど、セットで一緒に叩くと聴こえてほし
い部分だけ聴こえて、しっかりとヌケていく。ロック・ハイハット
は名前の通りロック向きというか、無骨で 14" にしては音量もあ
るので、ビートを刻んでいると “ ボトムを支えている ” っていう感
じがしますね。ミニ・ハイハットは他とは違う音で、振り切れてい
て良いと思いました。メインで使うのはイメージできないですけ
ど、パーカッシヴな感じで使うのはありですね。
KOUHEI 　マスターサウンド・ハイハットはちょっと音が高いん

ですけど、そのぶん速いサウンドに向いているように思いました。
ボトムだけ A に変えてみるのも面白そうですね。ロック・ハイハッ
トはマスター〜に比べると重心も下がって、音が分厚いです。テン
ポが速いと、ツブが若干ボヤけるかもしれないけど、ロックならこ
れくらいバスっと鳴る方が良いですよね。これはマイクを通した音
が聴きたいなぁ（笑）。ミニ・ハイハットはすみません、俺の技量
では表現しきれなかったです（笑）。でもハーフ・オープンの状態
にキープして、エフェクト的に使うのは面白そうですね。

Katsuma 　coldrain ではライドを刻むことが少なくて、カップ
を鳴らす使い方がメインになるんですけど、20" のミディアム・ラ
イドは、そのカップの音が気持ち良いですね。オールマイティで、
あえてジャズなんかで使ってみるのも面白いんじゃないかと思いま
す。22" の方も基本的には同じ印象で、よりライドっぽい部分が際
立っている感じがしましたね。だからロック的にエッジをクラッ
シュする使い方は違うかな、と。ロック・ライドはとにかく音伸び
がすごい。口径以上の音の広がりを感じましたね。今使っているラ
イドも 22" なんですけど、音も叩き心地もほぼ違和感なしです。
KOUHEI 　ライドはどれも音の伸びがすごい！　でかい会場だと

ライドって埋もれがちになんですけど、“S” シリーズのライドは野
外でも大丈夫ですね。俺はライドもクラッシュ的に使いたいんです
けど、ミディアム・ライドはその意味ですごく好みです。大きいラ
イドはクラッシュしたときに “ ボワーン ” って感じが出ないので苦
手なんですけど、この 22" はその感じがちゃんとあるので、俺の
叩き方だとクラッシュとして使うのもありかなと思いました。ロッ
ク・ライドは特に音伸びが強力で、ツブ立ちも明確。分厚いライド
をクラッシュと両立させて使うのも面白そうですね。

“S”シリーズはプレイヤーの色が出やすいと思う
バシっと自分に合うものが見つかる可能性があるし
種類が多いから選ぶ楽しみもある （Katsuma）

今まで持っていたシート・シンバルの
イメージを“S”シリーズで思い切り覆された
興味を持った人はぜひ試してほしい （KOUHEI）

Zildjian     Family Cymbals

Total Impression

Katsuma & KOUHEIが
“S”シリーズを検証！

試奏に当たって

Test Report

HiHats Cymbals

続いて、KatsumaとKOUHEIによる試
奏レポートをお届けしていこう。今回は
豊富なラインナップを誇る同シリーズか
ら、ハイハット3種類、ライド3種類、クラ
ッシュ7種類、チャイナ&スプラッシュの
エフェクト系4 種類を試した。まずは試
奏を通じて2人が感じた“S”シリーズの
印象を語り合ってもらった。

　今回は30畳のスタジオに、Katsuma、KOUHEIがそ
れぞれメインで使用している自身のドラム・セットを持ち
込み、それに組み込む形で試奏。KOUHEI→Katsuma
の順番で行い、お互いの音もチェックしながら、進めてい
った。なおレビューには個人的な見解も多分に含まれる
ため、気になる製品は、ぜひ取り扱っている楽器店などで
実際に試してほしい。

〜総評〜

〜ハイハット〜
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14" S Rock HiHats
（¥11,500 ／トップ・ボトム共通）

14" S Mastersound HiHats
（¥11,500 ／トップ・ボトム共通）

10" S Mini HiHats
（¥9,000 ／トップ・ボトム共通）

20" S Medium Ride
（¥19,500）

20" S Rock Ride
（¥19,500）

22" S Medium Ride
（¥22,000）

Ride Cymbals 〜ライド〜

close up! ②

p131p130



♯3

Katsuma 　ミディアム・シン・クラッシュは 18" も 20"
も広がりがある感じで、俺みたいに “ ドッシャーン ” って使
うドラマーは、相性が良いように思いました。特に 18" は
厚みがあるのに、立ち上がりが早くて、使いやすいですね。
ロック・クラッシュは、真っすぐ伸びてそのまま消えるイメー
ジで、“S” シリーズの特徴が如実に表われている感じですね。
18" はハイが綺麗に出ているので、ロックじゃなくても使え
るし、逆に20"は立ち上がりが早くてアタックも強力なので、
ロックでガツガツと使いたいです。シン・クラッシュは 17"
も 20" も薄いぶん、鳴りが豊かで、歌モノのバラードとか
に良さそうですね。1 枚あるだけで表現の幅が広がるという
か。トラッシュ・クラッシュは……欲しいです（笑）。穴あ
きシンバルは初めてなんですけど、刻みにもエフェクト的に
も使えて、ハイハットとのバランスも良いですね。いや、本
当に欲しい（笑）。
KOUHEI 　クラッシュは A カスタムを使ってるんですけ

ど、もうちょっと欲しいと思っていた外回りの輪郭が “S” シ
リーズにはあったので、普通に買いたいです（笑）。ミディ
アム・シン・クラッシュの特に 18" の方は音の伸びがダイ
ナミックで気持ち良かったですね。ロック・クラッシュは小
さいハコだと “ うるせぇ ” って怒られそうなくらい（笑）、
18" も 20" も音量感がありますね。でも叩いているときは
それが超気持ち良い。硬くて太くて伸びもあって、ロックに
はバッチリだと思います。シン・クラッシュは明るい体操の
お兄さんっていう感じで（笑）、ポップスに合うと思います。
20" はシンとは思えないほど太くて、使い勝手が良いですね。
穴あきのトラッシュ・クラッシュは、最初は叩くのが怖かっ
たんですけど、Katsuma さんが叩いても大丈夫なので安心
しました（笑）。刻むのはもちろん、チャイナと重ねて使う
のもありだと思いますね。

Katsuma 　最近あんまりスプラッシュを使ってないんですけど、今回試
して取り入れたくなっちゃいました（笑）。静かな曲で、ハイハットの刻
みに混ぜて使うと、バッチリですよね。チャイナ・スプラッシュは、言葉
は悪いですけどアホっぽい音で（笑）、こっちはビートの中というよりは、
サビ前とかで単体で聴かせると効果的だと思います。チャイナは 16" と
18" でキャラクターが違って、16" は立ち上がりが早くて、ヘヴィなビー
トもこれで刻むとソリッドになるというか。パルスを前面に出したいとき
にも使えると思います。18" は音量感が一気に上がって、ローも出るので、
叩いていてボトムを支えている感じがしました。
KOUHEI 　スプラッシュは耳に残る、良い意味でチープな音が好きなん

ですけど、これは “ まさに！ ” ですね。しかも音に厚みがある。チャイナ・
スプラッシュは、その特徴が際立った感じで、メチャクチャ好みですね。
オリエンタルに 11" の（トラッシュ）スプラッシュがありますけど、そ
れより音域を下げたイメージで、よりオールマイティに使えそうです。
16" チャイナはトラッシーなサウンドで、オリエンタルな雰囲気が出ま
くってます（笑）。アクセントはもちろん、ツーバスに混ぜて使っても面
白そうだなって。18" はチャイナらしい音で、全方向に音が広がっていく
感じがしました。これはロック系のドラマーにオススメです。

Crash Cymbals 〜クラッシュ〜

Effect Cymbals
〜チャイナ&スプラッシュ〜
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18" S China
（¥16,000）

16" S China
（¥14,000）

10" S Splash
（¥9,000）

18" S Medium
Thin Crash（¥16,000）

17" S Thin Crash
（¥15,000）

18" S Rock Crash
（¥16,000）

20" S Thin Crash
（¥19,500）

20" S Rock Crash
（¥19,500）

18" S Trash Crash
（¥17,000）

20" S Medium 
Thin Crash

（¥19,500）

10" S China Splash
（¥9,000）

Zildjian     Family Cymbals

Katsuma & KOUHEIが推薦する“S”セッティング

Recommended“      ”Settings
ラストに今回試奏した“S”シリーズの中から、
KatsumaとKOUHEIが“こう使いたい！”と
いうオススメのセッティングをそれぞれ2パタ
ーンずつ選出してもらった。自己流のセッティ
ングを組む上でぜひ参考にしてほしい！

　パターンAの方は、coldrainで使うことをイ
メージしたセレクトで、自分がメインで使ってい
るセッティングと、音と叩いた感触の違和感のな
いものをSシリーズで選んでみました。結構バ
ラバラのモデルを使っているんですけど、“S”シ
リーズで揃ってしまったことに自分でもちょっと
驚きましたね（笑）。右手で刻む20"のシン・クラッ
シュと、22"ミディアム・ライドのカップの音は

　俺が考えた2パターンのシンバル・セッティン
グは、自分が使うことをイメージして選んでみま
した。ポイントは18"のミディアム・シン・クラッ
シュと10"のチャイナ・スプラッシュで、気に入り
過ぎてAとB両方のセッティングに取り入れて
います（笑）。この2枚はすぐにでも使いたいく
らい、自分達のバンド・サウンドに合っていると思
いましたね。ハイハットも共にマスターサウンド・

ほぼ遜色ないですね。coldrainのコピーをした
い人は、これでバッチリだと思います。
　もう1つのパターンBは、バンドと切り離して
単純に俺が使ってみたいシンバルを選んでみま
した。ライドの位置に20"のロック・クラッシュ
を置いているんですけど、これはクラッシュとし
て刻めるし、ライドとしても使えるので気に入り
ましたね。刻むのはトラッシュ・クラッシュとこ

ハイハットなんですけど、Bはボトム側だけロッ
ク・ハイハットにしています。マスターサウンド
同士の組み合わせも歯切れが良くて好きなんで
すけど、ちょっと上が強いように感じて、思いつき
で試してみたら芯が太くなって、良い感じでし
た。Aの方の22"ライドはカップがめちゃくちゃ
好みの音で、何よりサステインが“どこまで芯の
ある音で伸びてくれるんだ！”って感覚になりま

の2枚で、チャイナとスプラッシュはアクセント
として使うイメージで、例えば歌モノをサポート
するときは、こういうセッティングもありかと思
いました。

した。音数の多いバンドはもちろん刻んで使え
ますが、音数の少ないバンドにもアクセントとし
て、このカップの音が使えると思うので、いろん
なシーンで使えるところに魅力を感じましたね。

●パターン A（L→R）：18" S Trash Crash、14" S Rock HiHats、
18" S Rock Crash、22" S Medium Ride、20" S Thin Crash、18" S China

●パターン B（L→R）：10" China Splash、14" S Mastersound HiHats、
17" S Thin Crash、20" S Rock Crash、18" S Trash Crash、16" S China

●パターン A（L→R）：14" S Mastersound HiHats、
18" S Medium Thin Crash、10" S China Splash、22" S Medium Ride、
20" S Medium Thin Crash、18" S Trash Crash

●パターン B（L→R）：14" S Mastersound HiHats（Top）＋
14" S Rock HiHats（Bottom）、18" S Medium Thin Crash、
10" S China Splash、20" S Medium Thin Crash、20" S Thin Crash、18" S China

Profile●2011年に04 Limited Sazabysに加入。イン
ディーズでミニ・アルバム、シングルを発表し、15年に

『CAVU』でメジャー進出。今春に初となるバンド主催の
野外フェスを開催。6月1日に新曲「AIM」をリリースした。
HP（http://www.04limitedsazabys.com/）

Profile●大手海外マネジメントと契約し、世界を舞台に
活躍中のラウド・ロック・バンド、coldrainのドラマー。
昨年4thアルバム『VENA』を世界同時リリースし、話題
を集めた。8月23日より“原点回帰全国ツアー”がスター
トする。HP（http://www.coldrain.jp/）

Katsuma’s“S”SettingKatsuma’s“S”Setting

KOUHEI’s“S”SettingKOUHEI’s“S”Setting

パターンBパターンA

パターンBパターンA

《ジルジャン“S”シリーズに関する問い合わせは、ヤマハミュージックジャパン管弦打楽器ご相談窓口／☎0570-013-808まで》
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