
うので、OUTPUTで調整しようと思います。同様

にスネアも少々OUTPUTを下げて、反対にキック

を上げます。デフォルトの状態から少しOUTPUT

を触るだけで、だいぶ力強い印象に変わりました。

というところで書き出すことにします。使用して

みて感じたのはとりわけクラシックなロックに威力

を発揮しそうということです。また、手探りで操作

して時間を浪費するようなこともなく、求めるドラ

ム・サウンドにスピーディーに辿りつくことが可能

なプラグインだと思います。

JJP DrumsとJJP Cymbals and Percussions

はブラック・アイド・ピーズやグリーン・デイ、ジ

ョン・メイヤーをはじめ、数多くのアーティストを

手がけてきたJack Joseph Puig氏によるオールイ

ンワン・プラグインです。ここでは、1つのドラム

セットにJJP DrumsとJJP Cymbals and

Percussionsの両方を使って、ドラム・サウンドを

作っていきたいと思います。

まずはJJP Drumsから見ていきましょう。この

プラグインには普段、あまり見慣れないパラメータ

ー名がちらほら見受けられます。ウインドウ中央の

Center Section Faders（このパラメーターはウ

インドウ下中央のTypeで何を選ぶかによって変化

します）にあるATTITUDEやPUNCH、LENGTH、

WOODといった不思議なパラメーターを見ると、

意表を突かれると同時に「触ってみたい」という好

奇心を掻き立てられます。

さて、実際に曲中のドラムに挿していきたいと思

います。プリセットも豊富にあるのでそこから選ん

でも良いですが、そうでなければウインドウ下中央

の5つのボタンからTypesを選びます。「KICK IN」、

「KICK OUT」、「SNR TOP」、「SNR BOT」、

「TOMS」の5つです。例えば、ソースが生音で、

裏面のスナッピーがある側にマイクを向けて録った

スネアの音だった場合はSNR BOTを、表面の打面

側にマイクを向けて録ったスネアの音だった場合は

SNR TOPを選択する、という風に何をどう録った

音かによってTypesを変えて、より適切にサウン

ドを作りこんでいくことができます。

とはいえ、今回は打ち込みのドラムなので、取り

急ぎプリセットから選んでいくことにします。キッ

クに「TEDDY MOOG 808」、スネアに「ADRI-

AN SNARE」、タムに「TONE TOMS」をそれぞ

れ選んでみました。聴いてみると、ドラムの生っぽ

い空気感が薄れる代わりにメリハリの効いた雰囲気

が出てきました。TypesにSNR TOP / SNR

BOTを選んだ時のWOODというパラメーターはフ

ェーダーを上げると、木胴の胴鳴り感のような深み

が増していく印象を受けます。今回はここを触らず、

周りの音と馴染ませるためにVERBのフェーダーを

大幅に突くことにしました。あとはMASTERを下

げて、全体的に微調整を施します。

次に、JJP Cymbals and Percussionsを見て

いきましょう。JJP Cymbals and Percussions

はシンバルやパーカッションのサウンドメイクに特

化したプラグインです。このプラグインもJJP

Drumsと同じように、ATTITUDEやPUNCHとい

った興味深いパラメーター名が並んでいます。楽器

のタイプを選ぶボタンは6つで、それぞれ「HH

（Hi-hat）」、「OH（Overhead）」、「ROOM」、

「TAMB（Tambou r i ne）」、「SHAKER」、

「LOOPS」です。

実際に曲中のハイハットとシンバルに挿していき

たいと思います。ハイハットにはプリセットの

「KU. HAT」、シンバルにはプリセットの「OVER

HEADS 4」を選んでみました。どちらもEQで

HIGHSを上げ、LOWSを若干下げている設定です

が、ハイハットの方はCOMPが弱め、シンバルの

方はCOMPがきつめになっています。微調整とし

てハイハットのSENSをグっと上げて、MASTER

をそれぞれ調整しました。

というところですべて整ったので、書き出すこと

にします。使用してみて感じたのは単純にプリセッ

トを選択するだけでも楽器個々の輪郭がはっきりと

してくるということです。Typesのボタンによっ

て迷うことなく音作りに臨めるように計算されたプ

ラグインだと思います。

Maserati DRMはレディ・ガガやビヨンセ、

Jay-Zなどを手がけてきた東海岸のヒップホップや

R&Bの代表的なエンジニア、Tony Maserati氏に

よって設計されたドラム用オールインワン・プロセ

ッサーチェーンです。インターフェースはなかなか

シンプルな構成で、5つのつまみと7つのボタン以

外はメーターのINPUTとOUTPUTを切り替えるス

イッチのみとなっています。

実際に曲中のドラムに挿していきたいと思いま

す。Maserati DRMはドラムのパーツごとに潤沢

にプリセットが用意されているので、そこからイメ

ージに近いものを選んで微調整していこうと思いま

す。今回はパラデータがありますが、ドラムの音が

既に2mixにまとめられているという場合（例えば、

ドラムのループ素材）でもプリセットのMISCとい

うグループの中にそれに適したプリセットが用意さ

れています。

キックに「YN Bass Drums 2」、スネアに

「YS Snare Drum 2」、ハイハットに「HiHats

for Techno」、タム類に「Toms 2」、シンバル類

に「Crash 2」というプリセットを選んでみました。

ざっくり触ってみるとTHUMPは低域、SNAPはコ

ンプレッション、TREBLEは高域をそれぞれ処理

しているようですが、7つあるボタンのどれを選ぶ

かによって処理される帯域が変わってくるように感

じます。おおむね音色は作ることができたので、あ

とはバランスを微調整していきます。

というところで書き出すことにします。使用して

みて感じたのはシンプルな作りでも幅広いジャンル

やスタイルに対応できるポテンシャルを秘めている

ということです。今回は使用しませんでしたが、例

えば、スネアをTR-909ようにするプリセットがあ

ったり、キックを80年代風にするプリセットがある

など、とても自由度の高いプラグインだと思います。

WAVESの「Signature Bass & Drums

Collection」のドラム用プラグインを紹介するにあ

たり、今回は参考曲として「WUMP-TEMP」という

オジリナルのVOCALOID曲を使って比較していきた

いと思います。ドラムパートは生音ではなくドラム

音源を使って作られており、それぞれを一旦、パラ

のwaveにしてあります。そこに各プラグインを挿し

て特徴を捉えつつ、使用感を述べていきます。そし

て、曲中で試しつつ、最終的には2mixのwaveファ

イルにして書き出すところまでいきたいと思います。

CLA DrumsはChris Lord-Algeによるドラム用

のオールインワン・プラグインです。異なった6種

類のモード（Kick、Snare、Toms、Overheads、

Room、Cowbell）があり、その6つにそれぞれ豊

富なプリセットが用意されているので、ここからイ

メージに近いものをチョイスし、微調整しながら音

作りをしていくこともできそうです。ザッと見てい

くと、Cowbellだけは他と少し異なる部分があるこ

とに気付くと思いますが、Cowbellのモードには

noise gateをコントロールするフェーダー部分が

なく、その代わりにDelayとなっています。noise

gateでアタック感を出すことはできなくなります

が、Delayで広がりを出すことが可能です。ディレ

イタイムはボタンを押すごとに設定した曲のテンポ

に準じた16（16分音符）、DOT EIGHT（付点8

分音符）、QUARTER（4分音符）と順に変わって

いきます。名前こそ「Cowbell」となってはいます

が、キックやスネアに挿してダブ的な使い方をする

のも面白そうです。とはいえ、今回の参考曲は隙間

のある感じの曲ではなくテンポも速めなので、

noise gateをうまく活用して、曲中でもドラムが

埋もれないように調整していこうと思います。

まずはプリセットの中からキックに「kick -

Extragate」、スネアに「Snare - Rock 2」、ハイ

ハットに「OverHeads - All top」、タム類に

「Toms - Jumbo」、シンバル類に「OverHeads -

All top」を選んでみました。挿していない状態と

聴き比べると、キックのこもったモワっと感が解消

してグッとアタック感が出ていますね。それと同時

にEQのBASSとTREBLEが強調されつつ、COM-

PRESSがかかることによって、全体的にすっきり

して聴きやすい印象になりました。曲調やテンポ感

によっては、さらにREVERBを多くして馴染ませ

たり、広げたりといった調整をする局面も出てきそ

うですが、ここではタイトにしておきたいので、そ

のままにしておきましょう。

というところで書き出すことにします。使用して

みて感じたのはポップスやロックだけに限らず、幅

広いジャンルに対応できそうということです。必要

最小限の機能が揃っているので、欲しいドラム・サ

ウンドを容易に作ることができます。

Eddie Kramer Drum ChannelはEddie

Kramerによるドラム用のオールインワン・プラグ

インです。Eddie Kramer氏本人のコメントによる

と、「レッド・ツェッペリンのような空気感に溢れ

る巨大なサウンドやローリング・ストーンズよりド

ライで実直なサウンド、過激に潰したコンプ感のあ

るジミ・ヘンドリックスのサウンドにも素早く簡単

に到達できる」とあります。

実際に触ってみると、ウインドウ中央の下の方に

BD、SNR、HH、TOMS、OH、ROOMという6

つのボタンがあり、個々のモードを選択できること

がわかります。キックならBDを、スネアならSNR

を、ハイハットならHHを、といった風に使い分け、

音作りをしていくことが想定されているようです

（もちろんわざと違ったモードを選択して意表を突

いた音にしていく、といったイレギュラーな使い方

もありだと思います）。例えば、この時にSNRモー

ドを選択するとゲートのスレッショルドを決める

GATEのつまみがグレーアウトしたり、HHモード

を選択するとCOMPRESSとGATEとFXのつまみ

がグレーアウトするなど、ユーザーが操作できる部

分をあらかじめ制限することによって、より素早く

直感的にサウンドを構築していける作りになってい

ることがわかります。「それでは痒いところに手が

届かない！」という場合はFull Resetの状態から

コツコツ作っていけば、問題ないと思います。

では、ドラムに挿していきたいと思います。選択

するモードはキックに「BD」、スネアに「SNR」、

ハイハットに「HH」、タム類に「TOMS」、シンバ

ル類に「OH」を使用しました。今回は「ROOM」

を使っていませんが、試しに見てみるとデフォルト

の状態ではFXとGATEがグレーアウト、COM-

PRESSが弱め、EQでTREBLEとBASSがだいぶ

カットされています。このセッティングを見ると、

例えば、生ドラムの音でアンビエンスも録ってあっ

た場合に合いそうです。

デフォルトの状態で聴いてみるとコンプ感のある

ファットな雰囲気が出て、既にこの段階で良い感じ

です。タムは特にコンプが強くかかってだいぶ過激

になっていますが、このままだと前に出過ぎてしま

■お問い合わせ：メディア・インテグレーション MI事業部　■お客様窓口：03-3477-1493 ■www.minet.jp/waves

CLA Drums

Chris Lord-Alge、Eddie Kramer、Jack Joseph Puig、

Tony Maseratiといった業界をリードするプロデューサーや

エンジニアによってデザインされ、ベース／ドラム・サウン

ドに最適な9種類のプラグインが収録されたWAVESの

「Signature Bass & Drums Collection」。ここには数多く

のヒット曲に携わってきた彼らの長年の経験を通して研究さ

れた、プロセッシングの技術が集約されています。今回はそ

の中から5つのドラム用プラグインを紹介します。

Eddie Kramer
Drum Channel

JP Drums / JJP Cymbals
and Percussions

Maserati DRM

WAVES
Signature Bass & Drums Collection
3月限定価格：14,630円

（通常価格60,000円の76%OFF）
このバンドルに含まれる単体プラグイン
：4,200円（通常価格15,000円の72%OFF）
※価格は税抜です

せひうすP ボカロPとして楽曲を発表する傍らフロッタージュ、OL忠臣蔵といったバンドで都内を中心に活動。映画、ゲーム、
アーティスト等ジャンルを問わず数多く楽曲を提供している。作編曲の他、マニピュレーター、シンガーソングライター、ドラマー、ギ
タリスト等様々な顔を持つ。趣味は怪異蒐集。好きな食べ物は唐揚げ。

今回紹介しているプラグインを施した音源の試聴はコチラ　www.minet.jp/waves
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