
最強のベーシストが注目のベース用エフェクターをチェック!! Check

IKUO MASAKIvs

CANTAやダイダ・ライダなどでスーパー・テクニック
を披露する MASAKI。そして、ブル・ゼッケン 88
やキュベレイで超絶プレイを聴かせる IKUO。プロ・
ミュージシャンも一目置くふたりのベーシストが、気
になるベース用エフェクターを試奏してくれた。全ベー
シスト注目の企画だぞ !!　※WeROCK 036 より



エレクトロ・ハーモニックス
Deluxe Bass Big Muff　（ディストーション）
￥26,250

タウラス
Abigar Silver Line　（オーバードライブ）
￥22,050

タウラス
TUX Silver Line　（コンプレッサー／リミッター）
￥23,100

〈仕様〉　●コントロー
ル：ヴォリューム、ブレ
ンド、トーン、サステイ
ン、ゲイト、クロスオー
ヴァ ー（HPF／ LPF）、
クロスオーヴァー・スイッ
チ、バイパス・スイッチ、
入力パッド・スイッチ　
●入出力端子：インプッ
ト、アウトプット、ダイ
レクト・アウト、DI ア
ウト　●外形寸法：144

（ 幅 ）×119（ 奥 行き）
×60（高さ）mm　●重
量：580g　●電源：9v
乾電池（付属） or 9vDC
アダプター（別売）

〈仕様〉　●コントロール：
ヴィンテージ／モダン切り
替えスイッチ（ミックスも可
能）、ドライヴ、レベル、ベー
ス、トレブル　●入出力端
子：インプット、アウトプッ
ト　●外形寸法：122（幅）
×144（奥行き）×65（高さ）
mm　●重量：650g　●電
源：専用アダプター（12v／
100mA）

〈仕様〉　●コントロール：
リミッター／コンプレッ
サー・スイッチ、コンプレ
ス（スレッシェルド）、レベ
ル、レンジ（コンプレッサー
が効く周波数の幅を調整）、
パンチ（アタック）　●入出
力端子：インプット、アウ
トプット　●外形寸法：122

（幅）×144（奥行き）×65（高
さ）mm　●重量：650g　
●電源：専用アダプター（12v
／100mA）

――まずは、ベーシストに人気のロシ
ア製のビッグマフの発展系モデル、
デラックス・ベース・ビッグ・マフです。
MASAKI：ファズっぽい、独特のツブ
が粗く大きい歪みですよね。で、この
クロスオーヴァーというツマミで、もう
ひと押し音作りができると。僕だった
ら、ずっと踏みっぱなしで使うというよ
りも、ベースがピックアップされた時に、
飛び道具みたいに使うのが効果的だと
思う。
IKUO：僕は、ブレンドというツマミが、
いいと思いました。原音を混ぜられる
と音ヤセを防げるので、ソロで弾いて
もゲインが下がらずに歪みが作れると
思うんです。あとは、その、ドライ音
にかけられるロー・パス・フィルターが、
とくに効きますね。最近のダブステッ
プみたいなジャンルで使うとか、おもし
ろい歪みの効果音とかイケるような気
がします。ブレンドをウマく使って歪み
を細かく設定すれば、バッキングでも
使えなくないと思います。サスティンを
稼ぎたいとか、ビッグマフらしからぬ
使い方もできるかもしれないですよ。
ロー・パスを使って、ヘヴィ・ロックみ
たいな音もイケるかもしれないし。
MASAKI：実態はないけど、ローはあ
るみたいな使い方とかね（笑）。
――ここからはベース用エフェクター
を多数発売しているタウラスの製品
になります。まずは、オーバードライ
ブであるAbigar SilverLineです。
IKUO：これは、いいですね～。なんか、
アンペグっぽい歪みというか。
MASAKI：ナチュラルな歪みだよね。
IKUO：アンプの歪みっぽいというか、
歪んでるけど、ちゃんと原音が聴こえて
くるんですよ。歪んでるのに音圧が減
ることもなく、音ヤセもないですし、
ベースとトレブルというEQもあるので、
それで補正できてバッキングでも使え
ます。ローBもしっかり鳴ってくれるの
で、ソロ用というよりもバッキングでか
けっぱなしで使えます。
MASAKI：ふつうに使えるよね。好み
としては、Vintage-MIX-Modernスイッ
チをモダンにして使うパターンかな。こ
のセッティングにするとギラギラと歪ん
でくれるので、どうせならガッチリと歪
ませて使ったほうがおもしろいかなと。
“もう、歪んでる”という使い方だね。
歪みのツブが細かいので、耳に痛くも
なくフレーズも見えるし、ホント、使い
やすいよ。
―― そ のVintage-MIX-Modernス
イッチというのは、どういう特徴があ
ると思いました？
MASAKI：歪みのキャラクターが、ぜ
んぜん違う。
IKUO：モダンのほうが、高域が多い
ですよね。よりブライトな感じがします。
――あえて、両者の意見を食い違い
させますが、バッキングでイケる派と
飛び道具派と（笑）。
MASAKI：いや、どっちでもイケるよ
（笑）。レスポンスもいいし、かなりい

いね。
――ちなみに、これはベース用の歪み
エフェクターなのですが、歪みエフェ
クターはギター用とベース用でぜんぜ
ん違いますか？
IKUO：ぜんぜん違いますね。
MASAKI：昔は、ギター用しかなかっ
たから、しょうがないから使ったりして
たけど（笑）、近年のエフェクターって
言ったらね。
IKUO：近年は、いろいろなベース・エ
フェクターがありますよね。僕が使って
いるコンプもベース用なんですが、同
じメーカーでベース用って付いてないモ
デルを試すと、ぜんぜん違いますもん。
それに、ベース用のほうがノイズが抑え
られてたりすると思います。ギター用を
ベースで使って、原音とレベルを合わせ
るとノイズがすごいんですよ。ベース用
エフェクターは、そのあたりも考えられ
てるんじゃないですかね。ベース用の
帯域が考えられているんですよ。
――さて、今度は、コンプレッサーで
す。タウラスのTUX Silver Lineで、
これはリミッターとしても切り替えら
れるというエフェクターです。
MASAKI：これは、いいですね～！
効きがハッキリしている。輪郭が出てく
れるのでベースの存在が増すし、各ツ
マミのキャラクターがしっかりしている
んですよね。コンプのエフェクターのな
かには、かかってるのか、かかってな
いのかわからないナチュラルすぎるモ
デルもあるじゃない？　これは、しっ
かりとかかるね。僕は、リミッターとし
てよりもコンプのモードがよかったな。
――リミッターとコンプで、どう違う
んですか？
MASAKI：リミッターのほうが、コン
プよりも落ち着いた感がありますよね。
コンプのほうが、しっかりヌケてくれる。
僕が大事にしているのは、サスティンの
長さなんだ。速弾きとかタッピングとい
うのは、サスティンが長いほうがやりや
すいんですよ。そういう意味では、コ
ンプのほうが長くなるから、コンプのほ
うが好きですね。
――IKUOさんは、かなり気に入って
いるようすでしたが。
IKUO：いいですね～、これは。コンプ・
マニアの僕としても、そうとういいです
ね。リリース・ツマミがないんですが、
そのぶんリリースが自然なんですよ。
ちゃんとベース用に考えられているんで
しょうね。ツマミが４つあるので難し
いかなと思ったら、それぞれがわかり
やすい。ノイズも少ないし、音ヤセも
皆無なので、すごく余裕が感じられる
んですよ。音が太くなるし、ローBも
広がりを抑えてグッと締まってくれる。
これ、そうとう使えるんじゃないです
かね。あ、僕もコンプのモードのほう
がよかったです。歪みエフェクターとつ
なげた時の相性もよさそうだし、ちょっ
と久々に欲しくなるエフェクターを見つ
けちゃいました（なんと、この試奏のあ
と、本当に購入されました）。

※デラックス・ベース・ビッグ・マフ、タウラス、Voodoo-Bass Classic、BASSBONE ＝問：日本エレクトロ・ハーモニックス㈱
http://www.electroharmonix.co.jp

――ちなみに、おふたりのコンプ選び
のポイントと言えば？
MASAKI：僕は、やっぱりサスティン。
IKUO：僕は、スラップした時のハリハ
リ感、あとはローBをグッとタイトにし
てくれること。それから、原音を変え
ないコンプですね。よく、ローが削ら
れてハイ・ミッドが強くなる傾向がある
んですが、そうではないのが好きです。

なおかつ、音が、ややブライトになる
と歪みを合わせた時に生きてくるんで
すよ。そういう意味で、このコンプは
理想に近いですね～。
――さて、かなり高評価のコンプの次
は、タウラスT-Di Silver Line（プリ
アンプ／ DIボックス）です。
MASAKI：このメーカーのものは、ベー
スの特性にピッタリきますね。これは、

▲歪みのタイプを使い分ける
スイッチ付き

▲コンプレッサーとリミッ
ターは、スイッチで切り替え
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名前の通り、プリアンプだったりDIと
して使うとバッチリでしょう。ある程度、
これで自分の音を作って、アンプとPA
に送るといいよね。一歩進んだエフェク
ター、みたいな感じがする。コントロー
ラーでいうと、感度を増加してくれると
いうパンチ・ボタンがいいね。ずっと、
押しっぱなしにしておきたいぐらい。
音のヌケがよくなります。
IKUO：バイパス音と比べると、明らか
に音圧が上がるんですよ。トレブルを
使うと、しっかりとハイが出るので、パ
ンチ・ボタンでうまくミッド・レンジを
使うと、いろんな音が作れる気がしま
す。明らかに通すと、音がよくなるとい
うかリッチになります。ワン・ランク上
の音になりますよね。
――かなりの好評価だったタウラスか
らの最後は、コーラスとフランジャー
を切り替えられるというVechoor 
SilverLineです。
MASAKI：フランジャーとコーラスと
なってるけど、コーラスの域が強いエ
フェクターだね。フランジャーとしては、
コーラスの揺れが激しいみたいなタイ
プに感じられた。で、音色としては、
ナチュラルというよりも個性的な方向か
な。ウネリに個性がある気がしました。
IKUO：ステレオ・コーラス的な広がり
を求めるタイプではなく、このコーラス
のトーンを使うタイプですよね。フラン
ジャーもコーラスの一種みたいな効き
ですね。
――続いては、ロジャー・メイヤーの
製品で、ベーシストの定番ディストー
ション、Voodoo-Bass Classicです。
IKUO：レイド・バックしたサウンドが
作れますね。アクティヴ・ピックアップ
のベースではなく、パッシヴのプレベみ
たいなタイプのベースで弾くと、ブリっ
としていいと思います。
MASAKI：僕は、以前、前のタイプの
Voodoo-Bassを使ってたんですよ。で
も、歪ませて使うのではなく、エフェク
トはオフにしてアクティヴ・スプリッター
（アンプを２台で使用する場合やエフェ
クトを並列で接続する２系統に分ける
アウト）として使ってた。エフェクトがオ
フでもバッファーが入っているので、音
ヤセせずに、２つに分けることができ
るんだよね。それに、音が暴れなくなっ
て、収まりもよくなる。歪みは、ビッグ
マフよりも、さらに暴力的なトーンです
よね。プレイで取り込むなら、さらに
超飛び道具としてじゃないですかね。
IKUO：あと、ノイズがないのは優秀
ですよね。
――そして、このコーナー最後は、ラ

ジアルのBASSBONEです。
MASAKI：ふだん、このメーカーの
DIを使ってます。これは、ベースの持
ち替えをする時に、補正するみたいな
使い方がいいんじゃないかな。
IKUO：個性的な感じではなく、あくま
でも補正ですね。
――これは、DIとしての使用も可能
ですが、ベーシストにとって、やはり
DIというのは重要ですか？
MASAKI：もちろん。そこからPAに
行くわけだから。僕の場合は、エフェ
クトを通った音をDIに通してPAに送っ
てます。
IKUO：一緒ですね。
――インディーズ・バンドがライヴ・
ハウスなどでライヴをやる場合、多く
はライヴ・ハウスのDIを借りて行なう
ことが多いですが、マイDIを持ち込
むというのも考えられます？
MASAKI：こだわりがあるんだったら、
そうだろうね。あとは、そこにいくケー
ブルも大事だったりします。
――ところで、今回、IKUOさんのベー
スにはエリクサーの新製品である弦
が張ってありましたが、どうでした？
MASAKI：あれって、ハーフ・コーティ
ングとかかな？
IKUO：新製品のモデルで、もともと
のモデルより、コーティングが薄くなっ
たみたいですよ。
MASAKI：昔、僕もエリクサーを使っ
たことがあるんだけど、その時よりも、
ずいぶんとテンションも柔らかくなっ
て、いいね。コーティングという感じも
しない、ふつうの弦みたいで、すごく
いい。
IKUO：エリクサーって、“一度、試し
たけどやっぱりやめよう”という人が多
いと思うんですよ。そういう人って、値
段が高かったり、テンションが強かっ
たり、コーティングのせいでブライトさ
が欠ける、ということをあげるんです
ね。今回のモデルは、まずコーティン
グの方式が変わって、これまで以上に
倍音が出てくれて、さらにテンションも
柔らかくなってるんです。なおかつ、
持久力も維持してくれているので、こ
れは最強じゃないかと。ちなみに、こ
ないだのTMRのツアーで６本ライヴが
あったんですが、一度も弦を張り替え
てないです。サビずに、音色の変化も
なく、どこの会場でも安定した音を出
してくれます。そういう意味で、ツアー
をするベーシストには、とてもPAさん
にありがたがられる弦だと思います。
弾くほうのコンディションが、つねに同
じというのはすごくいいですよ。

タウラス
Vechoor Silver Line （コーラス／フランジャー・ペダル）
￥26,250

ラジアル
BASSBONE　（プリアンプ）
 ￥50,400

〈仕様〉　●コントロール：
モード切り替えスイッチ（フ
ランジャー A ／コーラス／
フランジャー B）、デプス、
スピード、デチューン、エン
ハンサー　●入出力端子：
インプット、アウトプット●
外形寸法：122（幅）×144（奥
行き）×65（高さ）mm　●
重量：650g　●電源：専用
アダプター（12v／100mA）

〈仕様〉　●コントロール：
ブースト、ハイ、ミッド、ロー、
レベル２、レベル１、ブース
ト・アサイン・スイッチ、チャ
ンネル１コントゥアー・スイッ
チ、XLR グランド／リフト・
スイッチ　●入出力端子：
インプット（１＆２）、XLR
アウト、ループ、チューナー・
アウト　●外形寸法：175

（幅）×108（奥行き）×54（高
さ）mm　●重量：1060g　
●電源：15v 専用アダプター

エリクサー
NANOWEB ベース弦
¥5,700（4 弦）＆ ¥7,100（５弦）
※ 多種類なゲージで発売中！
問：日本ゴア㈱　http://web.gore.co.jp

エフェクターじゃないですが !?
番
外
編

ロジャー・メイヤー
Voodoo-Bass Classic　（ディストーション／アクティヴ・スプリッター）
￥41,790

〈仕様〉　●コントロール：
ゲイン、トーン、アウトプッ
ト　●入出力端子：インプッ
ト、ハード・ワイヤード・ア
ウト1（電子回路を通らない
アウト）、バッファー・アウ
ト2&3　●外形寸法：116

（幅）×90（奥行き）×50（高
さ）mm　●重量：340g ●
電 源：9v 乾 電 池 or 9vDC
アダプター（別売）

タウラス
T-Di Silver Line （プリアンプ／ DI ボックス）
￥26,250

〈仕様〉　●コントロール：
ヴィンテージ／モダン切り替
えスイッチ（ミックスも可能）、
ゲイン、ベース、トレブル、
ヴォリューム、ベース－／＋、
トレブル－／＋、パンチ・ボ
タン、フット・スイッチ・モー
ド切り替え、グラント／リフ
ト・スイッチ　●入出力端
子：インプット、アウトプット、
XLR アウトプット　●外形
寸法：122（幅）×144（奥
行き）×65（高さ）mm　●
重量：600g　●電源：専用
アダプター（12v／100mA）

▲多彩なスイッチで音色が作
り出せる

▲こちらも、スイッチでコーラ
スとフランジャーを選択する
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