MALUS PUMILA:
ビートルズ全作品の研究と演奏を目的として、2017年に結成。
スタジオ録音版の完全コピーを基本方針に、そのサウンドの変遷をライブで辿る。
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tHe Program today
Masterpieces From Early Singles

1. I Want To Hold Your Hand
(Lennon/McCartney, 1963)
曲全体はイーブンの８を基調として
いるにもかかわらず、ジョンの演奏す
る、5度と6度を交互に繰り返すいわゆ
るロックンロールリフのみがなぜかシ
ャッフルしている。ジョンも他の場所

ではイーブンで刻んでおり、不思議な
演奏としか言いようがないが、その結
果生み出されるグルーヴは独特で我々
コピーバンドが真似しようとしてもな
かなかできない部分なのだろう。

2. From Me To You
(McCartney/Lennon, 1963)
『アンソロジー』の中でポールがGm
から始まる中間部のコード進行を思い
ついたときの喜びを語っている。
中間部はGm→C7→F→D7→Gという
進行、近親調からの借用和音の連続で
特に珍しいものではないのだが、若か

りし頃のポールにとっては、世紀の大
発見であったことは想像に難くない。
初期後半から中期にかけて、ポールの
作風はしだいに職業作曲家のそれに近
づく。そのこととポールの作曲修行時
代の体験は無関係ではないだろう。

3. Love Me Do
(McCartney/Lennon, 1962)
Key of Gの３コードを基調としたブ
ルーズライクな楽曲である。だがbVII
の和音が終止に使われている点が伝統
的なブルースと異なる。また、bVIIは
初期から後期に至るまで、すべての時
期におけるビートルズサウンズを特徴
付けるコードでもある。

余談となるが、ジョンは本当にハー
モニカが上手く、5小節目で巻き舌の
要領で舌を震わせることでトレモロ効
果を得るフラッター・ツンゲと呼ばれ
る奏法をしれっと披露している。

4. She Loves You
(Lennon/McCartney, 1963)
ジョージのギタープレイはあまりに
過小評価されている。たしかに技巧的
にはさほど難しくなく、さもすれば聴
き流してしまうことも少なくない。し
かし、ジョージが弾くオブリの無いShe Loves Youなど考えられるだろう
か。

映画 Eight Days A Weekの中にジョ
ージが“I play ʻSOLOʼ guitar”と自己紹介
するシーンがある。地味だが気の利い
たフレーズを要所に入れることのでき
る、ギタリストとしてのジョージの自
信と誇りが垣間みられる名台詞と言え
よう。

5. Please Please Me
(McCartney/Lennon, 1963)
“Please please me wow yeah”と歌
われる箇所でジョンとポールの声部が
交差しているため、聴感上は主旋律が
ジョンからポールへと受け渡されてい
るように響く。つまり、ビートルズの
コーラスワークは主旋律とハーモニー
が主従の関係にある「ハモリ」ではな

く、全声部が同等の関係で拮抗しあう
ポリフォニーの感覚に近いものと言え
よう。ワシントンD.C.などのライブテ
イクではジョン一人が「主旋律」を歌
っているが、これはレコードとライブ
の音響の違いを考慮したアレンジだと
筆者は予想している。

6. Twist And Shout
（Bert Russell and Phil Medley, covered in 1963）
The Top Notes版(1961)がオリジナ
ルだが、アレンジやコーラスのフレー
ズはビートルズ版( 1 9 6 3 ) と大きく異
なっている。ビートルズが参照したの
はThe Isley Brothers版(1962)だろ
う。この版ではビートルズ版でおなじ
みのコール＆レスポンスやベルトーン

を聴くことができる。ギターのリフも
ビートルズ版と骨格は同じであるが
The Isley Brothers版のリフはシンコ
ペーションしていないため、ビートル
ズ版よりも牧歌的な印象を受ける。

7. I Saw Her Standing There
(McCartney/Lennon, 1963)
鋭いストロークで刻むジョンのリズ
ムギターはコード楽器というよりはパ
ーカッションに近い役割を担っている。
演奏に際しては、このリフが４拍目の
裏から６弦をひっかけて入る、アウフ
タクトのパターンであることを意識し

なければならない。４拍目の裏の音を
リフの最初の音と解釈するか、最後の
音と解釈するかでそのグルーヴが大き
く異なってしまうからである。もちろ
ん前者が正しい。

MEMBER INTERVIEW

アキラさん
as George Harrison

ージョージのギターサウンドの再現には

ー初期のジョージといえばGretschです

どのような難しさがありますか？

よね。

そもそも、ジョージの指は細くて長い

Gretschのギターは、聴けばそれとす

のに、わたしの指は太くて短い。普段は

ぐ分かるくらいハッキリしたクセという

自分の指が生み出すサウンドには自信を

か独特のサウンドキャラクターがありま

持っているのですが、ジョージのサウン

す。特にDuo Jetは、一応ソリッドタイ

ドとは致命的に違うものになってしまう

プということになってるんだけど実はボ

のは、悲しいかな宿命というほかないで

ディ内部に空洞部分がかなりあって、ほ

すね。

んのりセミアコに近い香りづけがあるん

だけど、ビートルズがライブでどうい

です。なので今回は、手持ちのギターの

う音を出して、どんな音が多くの人を魅

中ではセミアコのGibson ES-355の方が

了したのかということは、ずっと追い続

近いサウンドが出しやすいと判断して使

けていきたい課題で、とにかくこの指と

ってます。ホントはこのギターを弾きた

手持ちのギターとエフェクタを使ってジ

いだけなのかもしれないですけど（笑)

ョージのサウンドに出来る限り迫ってい
きたいと思っています。

ー初期のレコードで聴けるジョージのギ

なんだと思います。私はZOOM G2を使

ターサウンドは、非常にトレブリーな印

って音色を調整しています。

象があります。

ー設定を教えてください。

アンソロジーのDVD（編注：BOXセット特

要となるのはEQで、試行錯誤の末、ベー

典盤所収の ”Back To Abbey Road Studio”）でジ

スはフルカット、トレブルは12時くらい

ョージが「フルトレブル、フルベースだ！」

で、ミドルを2時から3時ぐらいという設

って言ってるんですけど、実際にアンプ

定に落ち着いています。自分ではあのサ

のトレブルとベースをフルブーストすれ

ウンドに結構近づけたような気がしてい

ばレコードのジョージのようなサウンド

るのだけどどうでしょう？

になるかというと、実は全然そうならな
い（笑）

ー他に音作りのポイントは？

多分、レコードで聴かれるきらびやか

アンプシミュレータはコンボタイプを

なサウンドは、ジョンのギターと区別し

選んで、ディレイとリバーブを組み合わ

やすくするためにミックス段階で処理さ

せることで当時のエコーサウンドを再現

れたものなんじゃないかな。実際ライブ

しました。今思ったんだけど、もしかし

テイクを聴いてみると、二人のサウンド

たらアンプシミュレータをスタックタイ

の差がわかりにくいんですよね。だから

プに設定したらより乾いた感じの音色に

あのサウンドにするには、レコーディン

なるかもしれないですね。本番ではその

グ・エンジニアがするような処理が必要

設定で演ってるかもしれません。

←Gibson ES-355
↓ZOOM G2、EQとリバーブ、アンプシミュレータを使用

リハーサル日誌
ー演 奏 に 対 比 を つ けることの大切さー

MALUS PUMILA
ビートルズを演奏する上で、楽器隊が

曲の場合はそうもいかない。

最も大切に考えなければならないことは

そこで我々Malus Pumilaはセクシ

何だろうか。 She Loves You を題材に

ョンごとの対比を明確につけて演奏

この問題を考えてみたい。

することを試みた。

◆

She Loves Youは[A][B][A]の3つの

一般に、She Loves Youはビートルズ

部分、そしてコーダからなる。コピー

の代表作のような扱いを受けているが、誤

バンドがShe Loves Youを演奏する場

解を恐れずにいえば、A Hard Dayʼs Night

合、通常、冒頭[A]を元気いっぱいに

以降の作品群に比べると、旋律もハーモニ

演奏する。もちろんそれで構わないし

ーも荒削りで、楽曲そのもの力は弱いと

そうでなくてはならないのだが、それ

言わざるをえない。

に続く[B]のセクションは少々注意を要

それにもかかわらず、本作品が聴衆の

す。

心を掴んだのは、歌や演奏によるところ

[B]９小節目において、リンゴはシ

が大きい。つまり、この時期のビートル

ンコペーションを含むフレーズを叩きジ

ズは楽曲の弱さを、演奏や歌の魅力で補

ョージは"Yeah! Yeah! Yeah! ” をパ

っていたのである。Twist And Shoutや

をパラフレーズしたオブリを加える。

Please Mr. Postman などのカバーに印

これが単調な曲に変化をもたらす絶妙

象的な録音が多いことも、初期の彼らが

な仕掛けになっている。しかし[A]の

作曲能力よりも楽曲解釈能力に優れてい

勢いにのったまま[B]を演奏すると、リ

た証明といえよう。そして、我々コピー

ンゴのシンコペーションとジョージの

バンドがShe Loves Youを演奏するとき

オブリが活きなくなり、全体として単

に問題となるのがまさにこの部分なので

調で、面白みのない演奏になってしま

ある。

う。

初期の楽曲の演奏自体は、技術的には

それを避けるには[B]の躍動感を極

さほど難しいものではないが、実際に演

力抑えて[A]との対比を明確につける

奏してみると、なかなか感じがでない。

と良い。そうすることで初めて、リン

楽曲そのものの力が強くなる中・後期の

ゴとジョージの仕掛けが衝撃をもって

曲ならば、丁寧に音を採って、丁寧に演

響くのである。

奏しさえすれば、それなりの出来にはな
るのだが、楽曲自体の力が弱い初期の楽
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Sir George Martin (1926-2016)

ビートルズとファッション
ー ス ウ ィ ン ギ ン グロ ン ドンの文化と社会ー

髙橋滉太郎
「あなたのネクタイが気に入りません。」 スカートの流行、バブル崩壊後の、「極
短」と呼ばれるほどに短かった男子の学
これは、1962年6月6日に行われたオ

生服、そして、女子の学生服におけるミ

ーディションの後の、ジョージ・マーテ

ニスカートの流行等からも、ファッショ

ィンの「何か気に入らないことがあるん

ンと経済状況の関連性を見て取ることが

じゃないのか？」との問いかけに対する

出来ますね。

ジョージ・ハリスンの発言です。

このことを踏まえ、50年代初頭のイギ

この出来事は、ビートルズとマーティ

リスが60年代よりも好景気だったことを

ンの運命的な出会いの伝説としてよく語

考慮すると、50年代には太い幅のネクタ

られています。このジョージの発言によ

イが流行していたと推測されます。当時

ってメンバーの緊張が解け、和やかなム

既に社会人であったマーティンも幅の広

ードになったというのです。

いネクタイを好んでいたようで、ビート

ところで、ジョージが「気に入らな

ルズに出会う以前の1961年に撮られた写

い」と一刀両断したネクタイは、一体ど

真から大剣の最大幅が10センチはありそ

のようなものだったのでしょうか。この

うな太いネクタイを身に着けていること

時の写真などは残っていないので、今回

が確認できます。

は社会情勢とファッションの流行の関係
性に基づいて推測してみましょう。
◆
ファッションと経済は密接に関連して
います。景気がいいと、その分、布も多
く使えるので、ネクタイの幅は太くなり
ますし、女性のスカート丈は長めのもの
が流行ると言われています。反対に景気
が悪いと、ネクタイは幅の細いものが主
流になり、女性のスカートも丈が短いも
のが流行る、というわけです。
例えば、日本においても、バブル期の
学生の特攻服や、女子学生の異様に長い
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一方、60年代イギリスは「英国病」の
全盛期で、景気はかなり悪いものでした
なかにし さおり

ので、スウィンギングロンドン前夜の62
年頃から、全盛となる66年頃は、布地を

あ
る
か
ね
？

多く使わずに作れる細身のネクタイが主
流でした。ビートルズのステージ衣装や
プライベートでのネクタイは、黒のニッ

こ
と
は
何
か

気
に
入
ら
な
い

トタイを中心に、その殆どが細身のもの
ですし、当時のイギリスの街の様子を撮
った写真、ビートルズも出演したテレビ
番組、Ready Steady Goのオーディエン
スの服装等からも、細いネクタイの流行
が確認できます。ビートルズがデビュー
する頃には、61年のマーティンの写真に
確認できるような太いネクタイは、既に

ネ
ク
タ
イ
か
な

時代遅れだったのですね。
◆

あ
な
た
の

ジョージはビートルズの中でもおしゃ
れだともっぱらの評判があり、当時のフ
ァッション雑誌にも取り上げられるほど
でした。そのジョージが流行に敏感であ
ったことは想像に難くありません。マー
ティンが身に着けていたネクタイが、既
に流行遅れであることを指摘するために
「あなたのネクタイが気に食わないです」
と伝えたのかもしれませんね。

髙橋滉太郎

なかにし さおり

ビートルズに憧れウエ
ストミンスター大学に
留学。スウィンギング
ロンドン時代の文化と
ファッション、社会の
関係を研究。

学生時代の友人と組んだ
アンサンブルに子ども達
を加え、そらぴよ合唱団
を結成。ロンドン五輪の
Hey Judeに号泣、子ども
達に心配される。

上
手
く
や
れ
そ
う
で
す

マ
ー
テ
ィ
ン
先
生
と
は

う

ん

90
変
細
え
い
て
ね
る
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後
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MALUS PUMILA REPORTS Vol.1
表紙解説

イラストについて
創刊号の表紙は、初期らしくワイワイ
とスタジオへと向かうデビューしたばか
りの初々しい４人。
アビーロードスタジオはあの有名なジ
ャケットの左奥にあります。イラストは
ジャケットとは反対側から見たアングル
で描きました。
ポールの肩に飛び乗ってるうらやまし
いバッタさんは、2013年のブラジル野外
公演でポールとお友達になったバッタの
ハロルドさんがモデルです。もしかした
らご先祖さまかも！
（なかにしさおり：イラスト）

四人の服装について
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Special thanks to NAO

表紙に描かれた四人の服装は、ビート

一方、ジョンが着ているジャケットはヘ

ルズのメンバーがプライベートで愛用し

リボーン柄のグレーの厚手の物をモデルと

ていたスーツがモデルです。そのデザイ

しており、左側の上襟と下襟の間にボタン

ンは時期によって大きく異なります。今

ホールがあることが特徴です。ジョンはこ

回は1963年に彼らが好んでいたスーツを

のジャケットの着方に大きなこだわりを見

参考にしました。ポール、ジョージ、リ

せてはおらず、その時々で前ボタンを閉め

ンゴはステンカラー・コート風のデザイ

たり、開けたりして、比較的自由に着てい

ンを取り入れた、同じタイプのスーツを

るようです。 イラストでは、他の3人のス

着ています。

ーツとの違いを明確にするため、ジョンに

前ボタンは3つから4つですが、ビート
ルズはボタンを1つも閉めずにラフに着
るスタイルを好んでいたようです。ポー
ルがジャケットの下に着用しているグレ
ーのセーターも、1963年を中心にポール
がよく好んで着ていたものがモデルです。

はボタンを閉めて着てもらいました。
(髙橋滉太郎 : 服飾監修)

the

Malus
Pumila
r e p o r t S
編集後記にかえて：
2017年にMALUS PUMILAを結成し
て早一年、ようやく初ライブに漕ぎ着く
ことができた。

楽への理解がより深まると考えたからで
ある。
このプロジェクトがいつ完了するのか

我々はビートルズのトリビュートバン

はわからないが、先を急がず、されど立

ドを名乗ってはいるが、本質的にはバン

ち止まらず、丁寧にビートルズの音楽を

ドというよりは「プロジェクト」だと考

探求するつもりである。どうか気長にお

えている。 なぜなら我々はビートルズ全

付き合いいただけると幸いである。

作品を制覇することのみを目的に結成さ
れたバンドであるからである。
これまで全曲演奏を成し遂げたバンド

◆

は、いずれもキャリアの長いトリビュー
トバンドばかりである。一方、我々はレ

最後になるが、本誌に斬新な切り口の

パートリーも少ない新興バンドに過ぎな

エッセイを寄稿してくださった髙橋氏、

い。

可愛らしいイラストを描いてくださった

それにもかかわらず「全作品演奏」とい

中西氏、最高の音響の会場を使わせてく

う無謀な目標を挙げたのは、デビューア

ださった御徒町 Jam Sessionの村田氏

ルバムから時系列に沿って、演奏という

フライヤーを作ってくれた内貴氏、そし

行為を通じてビートルズサウンズの変遷

て、会場に足を運んでくださったすべて

を辿ることで、敬愛するビートルズの音

のお客様に感謝の意を表する。

2018.9.8(土) 19:00
上野御徒町 Jam Session

Rock'n Roll Dance Party
1st. Stage (Oldies Band):
Vocal りか
Vocal ゆか
Vocal 蜜音星繋
Saxophone 小野友寛
Guitar なかちゃん
Keyboard 藤野純也
Bass TK
Drums KEN2
2nd. Stage (The Ventures Band):
Guitar YASU
Guitar UG
Keyboard 藤野純也
Bass TK
Drums KEN2
3rd. Stage (The Beatles Band):
<Malus Pumila>
ニシダショウゴ

(as John Lennon)

やさし (as Paul McCertney)
アキラさん (as George Harrison)
タムラテルカズ (as Ringo Starr)
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