2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
打楽器セクションワンポイントレッスン
課題曲Ⅲ

ジェネシス

鈴木英史・作曲

ウェブサイト：https://komakitsusho.co.jp/suisou/����rp�.html

【楽曲について】

はしっかりアピールしてください。

すべてのパートが、場面ごとに効果的に書かれている曲で
す。打楽器の積極的なアプローチが、この曲の鍵になるこ
と間違いなしですね！「なぜこの楽器がこう書かれている
のか」、「どのような役割・効果があるのか」を考え、それ
ぞれのバンドに合った演奏を発見出来ると良いですね。是
非、打楽器からも積極的に「キャラクター」や「雰囲気」
を作っていきましょう！

【各パートへのアドバイス】
Timpani：ティンパニ

[��]、rim ですがスティックのどの部分で演奏するか、ステ
ィックの素材でも音色が変わるので、いろいろ試して好き
な音色を見つけてみましょう。ここは木管楽器とのアンサ
ンブルを意識しましょう。

[��]、ティンパニとともに【Ｄ】に向かう小節。ここは今ま
での伴奏してきた感じとは少し違うキャラクターを見せた
いですね。アクセントの音はしっかりアピールしましょう。

フレーズの最初と最後など、和音の大事なところに音があ
ります。何調で演奏しているか把握しておく事が大事です。
そしてアクセント、アクセンティッシモが丁寧に書かれて
いますので、良く楽譜を読んで意識しましょう。

【Ｄ】に入ったら f ですが【Ａ】のような伴奏時のキャラク
ターに戻してみましょう。

[�]、打楽器パートのソロの様な小節ですね。E♭と B♭が調
性の上で大事な音なので、他の楽器よりも少しハッキリ聞
こえているのが良いと思います。そしてアクセントの音は
音量も大事ですが、リズムのキャラクターがしっかり出る
ようにイメージしてみましょう。

【Ｆ】、低音・Trb. とシンコペーションのリズムで伴奏して
いて、スネアドラムのリズムがポイントになってきます。
８分休符で流れが止まらないようにしましょう。

[�]、fp で す がＧ音→Ｃ音 を し っ か り 決 め て、p か ら の
crescendo をしましょう。

[��]、スネアドラムと共に【Ｄ】に向かってテンポとエネル
ギーを作りたいので、流れを止めないように。Ｆ音→B♭へ
のマレットの移行がスムーズにいくと良いですね。B♭の音
はしっかり crescendo をアピールしましょう。

[��]、２拍目 ff アクセントの音は低音と一緒にしっかり聞
かせたいので、小節の頭の音を演奏した後に ff の準備をし
っかりしましょう。

【Ｇ】はスラーのメロディの中で Trb.、St.B. とシンコペー
ションのリズムで流れを作ります。裏の拍が次の拍へと自
然に流れていくように演奏出来ると良いですね。マレット
の動きが止まらないように手順を考えましょう。
[��]、poco piu mosso でテンポが変化しますのでティンパ
ニからテンポを発進出来ると良いですね。ロールの dim の
後ですが小節の頭の音がハッキリ聞こるように叩くポイン
トなどを考えてみましょう。

[��]、曲終わりの直前アクセンティッシモのキャラクターは
全体が ff なのでしっかりアピールしたいところです。

Percussion �：スネアドラム

一曲を通してスネアドラムがリズムを刻んでいますね。場
面変化の中でバンド全体の音量が変わっても、スネアドラ
ムのリズムがちゃんと聞こえてくる音量バランスを意識し
ましょう。「タンタカ」と「タンタカタン」この２つのリズ
ムはキャラクターをしっかり作れるとよいですね。

「タンタカ～」

「タンタカタン～」

[�]、fp ですが f の時間を８分音符分くらいしっかり作って
から p を作りティンパニと一緒に crescendo 出来ると効果
的です。

[�]、ここからスネアドラムのリズムが始まります。全体を
引っ張っていくような気持ちで演奏しましょう！この小節
は f とアクセントでバチの高さを変化させ、crescendo で叩
く場所を少し変えながら演奏してみると良いと思います。

【Ａ】の８小節間は４＋２＋２小節のフレーズを意識して演
奏してみてください。フレーズを意識しつつ、リズムが平
たくならないように、ひとつひとつのリズムに躍動感が出
るように。
[��]～[��] と同じく [��]～[��]、スネアドラムだけ強弱が変
化します。ここは隠し味的重要ポイントです！この dim は
他のパートにはありません。この dim の意味をよく考えて
効果的に演奏しましょう。この場面は和音の変化がポイン
トなので、バンド全体を意識したいところです。crescendo

P.�

[��]、この曲の中で何度も出てくるこのリズム（タンタカタ
ン）４分の４拍子と少しズレた感じがあるかもしれません
が、作曲家の意図したのものなので、楽譜に書かれている
とおりのリズムのキャラクターを作りましょう。

[��] は３拍目から p ですが前の流れで ff から dim している
途中なので、弱すぎないように気をつけましょう。少し積
極的に入って【Ｆ】で音量をピッタリコントロール出来る
と良いと思います。

【Ｊ】、【Ａ】や【Ｄ】と少し違うリズムとアクセントで書か
れていますね。スコアをみると [��]・[��] は木管楽器と同
じフレーズなので、意識してみましょう。

最後の小節はアクセントとアクセンティッシモがあります。
スティックの高さを変化させてエネルギーを変えてみると
良いと思います。

Percussion �：クラッシュ・シンバル、トライアングル、サスペンド・シンバル
クラッシュ・シンバル

冒頭は Trp.・Trb. の音のスピード、音量をイメージして演
奏しましょう。音量も大事ですが音色を大切に。スピード
が速くなりすぎないように注意しましょう。

[�]、バンドの tutti の後なのでしっかりとした f で、アクセ
ントの音なので少しスピードを上げて演奏してみましょう。
[�]、f からの mf、f の後は楽器が鳴っていますので、mf を
演奏するときのエネルギーを考えないと、思ったより大き
な音量になってしまうので気をつけましょう。
[��]、音の止め方がポイントになります。ギュッと止めるの
ではなく、低音パートの音符の長さと合うように、少し響
きが残る止め方を探してみましょう。

【Ｋ】８分音符は音の長さを意識して。４拍目の裏の f のアク
センティッシモから次の小節の２拍目の p への繋げ方は、
dim している他のパートと合わせて、シンバルも自然な
dim を作っておくと準備しやすくなります。ここでも「止
め方」がポイントです。
最後の一発は ff のアクセンティッシモです。シンバルの聞
かせどころなので、１拍目にしっかり準備してソロの意識
で演奏してみてください！
トライアングル

[��]・[��] にしか出てきませんが、ここだけにしかない音色
をアピールできると良いですね。mp なので細めのビーター
を選択しそうですが、ここは少し太めのビーターでしっか
り音を出してみましょう。
サスペンド・シンバル

場面が変化する際に効果的に書かれていますね。[��] はバ
ンド全体の crescendo をサポートするように響かせたいで
すね。【Ｃ】からの木管楽器のメロディにつながるように。

[��] はティンパニとスネアドラムを聞きながら、バンド全
体で f になる【Ｄ】に繋がる音色と音量をしっかりと作りた
いですね。

[��]・[��] は non atack とわざわざ書いてあるので、柔ら
かく響くように。そして Trp. を超えないくらいの音量が良
いかと思います。

レッスン執筆：山口大輔

打楽器奏者、ソナー SQ� クラシカル・アーティスト

Percussion �：バスドラム、ウインドチャイム
バスドラム

マーチのような、
「 低音パートと共にビートを作る場面」と、
「バンド全体に低音の響きをプラスする場面」とがあります。
キャラクターをしっかり変化させて演奏してみましょう。
[�]、１拍目は全体の支え、３拍目の裏はソロのようなキャラ
クターを作りたいですね。アクセントの音はマレットで、音
の長さを左手でコントロールしましょう。また、ティンパニ
の音量を超えないように気をつけましょう。

【Ａ】からはバンド全体をリードするビートを積極的に出し
ていきましょう。スネアドラムと質感を合わせて、しっかり
アンサンブルできると良いですね。
[��]、低音パートにleggieroが書いてあるので、バスドラムが
重くなりすぎないように気をつけましょう。

最後の小節はティンパニと一緒に２拍目裏と３拍目をしっ
かりキメられると、バンドの最後の音がバシッと決まると思
います。
ウインドチャイム

３回出てきますが、高い音からか、低い音からかは指示があ
りません。奏者と指揮者がイメージを合わせて、バンドの演
奏に合った方を選びましょう。楽器のどの場所から演奏する
か、動かすスピードなどワンパターンにならないように、
色々なパターンを研究してみましょう。

Percussion �：グロッケンシュピール

主旋律や木管楽器の細かいパッセージと常に一緒ですので、
合わせるポイントは分かりやすいでしょう。楽譜には丁寧に
スラーやアクセントなどのアーティキュレーションが書い
てあります。スラーがあるなしでタッチを変化させられると
良いですね。マレットを持ち替える時間がないのと、音域も
下のＣ音～上のＡ音までと広く使われているので、マレット
の選択が重要になります。
また、木管楽器と同じフレーズなのに、グロッケンだけ音数
が少ない場所があります。１度スコアを見てチェックしまし
ょう。そこを知っておくとニュアンスがつかめると思いま
す。
[�]、アクセントの��分音符と次の８分音符の３つの音を１セ
ットとして考えて練習してみると良いと思います。

【Ｂ】は木管楽器の細かいフレーズに合わせたいので、８分音
符の音からのフレーズをキャッチしましょう。
【Ｃ】は木管楽器がスラーで演奏していますが、グロッケンを
少しハッキリ出すことで、木管楽器のリズムが明確に聞こえ
ると良いと思います。
【Ｆ】はleggieroのキャラクターをPicc.と合わせる事を意識し
ましょう。

【Ｊ】からは、細かいパッセージが出てきますが、スケール練
習を取り入れ、丁寧な演奏を心がけましょう。アクセントの
場所には注意してください。
※本文中【 】内の記号は楽譜の練習番号、[ ]内の数字は小節番号
を示しています。

課題曲Ⅲ／「ジェネシス」使用楽器リスト
パート

楽器名

レッスン執筆者からのアドバイス／楽器

弊社当該商品

レッスン執筆者からのアドバイス／マレット&ビーター 弊社当該商品

Timpani

ティンパニ

─────────

マジェスティック／シンフォニック・シリーズ

この曲は幅広いマレット選択が出来そうです。細かい
リズムも意識したいですが、響きを意識したヘッド
が大きめのマレットが良いと思います。

K.M.K／KK-TMK13, 14
K.M.K／KK-TMK23, 24など

Percussion 1

スネアドラム

5〜6.5インチの深さでピッチを少し高めのチュ
ーニングにしたもの。

マジェスティック／MJ-MPS1450WA,
MJ-MPS1450BRなど
ソナー／SQ-1405SD-EHI, D-515PAなど

チップが丸型もしくは円錐型で、重すぎるよりは少し
軽めが良いでしょう。

K.M.K／KK-CSJ, KK-CSJ2
ベーター／PICCOLO, PICCOLINO

Percussion 2

クラッシュ・シンバル

18インチでミディアムもしくはミディアムヘビー。

小出シンバル／11S-in18CCM,
11S-in18CCMH, CAB-18CCM*

─────────

─────────

トライアングル

音色が明るく響くものが良いでしょう。

スタジオ49／SD-Ti3
K.M.K／KK-TCS812N*, KK-TCS812C*

細すぎず、響きがしっかり出せるものを選びましょう。

K.M.K／KK-TB5

サスペンド・シンバル

18インチもしくは19インチで響きが豊かなもの。 小出シンバル／10J-in18CSM, 10J-in19
CSM, 808-S18CSM, CA-18CSMT*

響きをコントロールしやすいヘッドが小さめなもの。

アンコール・マレット／EM-TM1

バスドラム

重厚すぎずコンパクトな音色の出るもの。

レフィーマ／LF-BD32S

ヘッドが大きめで響きがしっかりと出るもの。

K.M.K／KK-BMDY03, KK-BMDY04

ウインドチャイム

軽やかな音色が出るもの。

ツリーワークス／TW-TRE630

─────────

─────────

マジェスティック／MJ-B3125S

少し硬めでクリアに聞こえるもの。

バルター・マレット／BM-BGP2

Percussion 3

Percussion 4

グロッケンシュピール 明るい音色のもの。

※品番に*印の付いた商品は、今後発売予定の新商品です。
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■スネアドラム
マジェスティック
MJ-MPS1450WA ¥170,500（税込）

ソナー
SQ-1405SD-MHI ¥226,600（税込）

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：ウォールナット材5.1mm+リインフォ
ースメント
ウォールナット材の軟らかな音響特性を引き出す薄めの
シェル構造。ふくよかで大らかな響きと4種の響き線の組
合せで、楽曲のサウンドを的確にキャッチします。

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：メイプル8mm - 12プライ
●フィニッシュ：N（ナチュラル）PA（ローズウッド）
メイプルシェルの明るく強い響きを、極厚のダイキャスト
フープがしっかりまとめ上げる、極上のスネアサウンド。
※ご注文の際はフィニッシュの記号を品番に添えてお申し込みください。

マジェスティック
MJ-MPS1450BR ¥193,600（税込）

ソナー
D-515 PA ¥239,800（税込）

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5インチ
●シェル材：ビーデッド・ブラス・シェル

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ5.75インチ
●シェル材：ビーチ10.5mm - 12プライ

金属シェルのマジェスティック・スネアドラム。サウンド
レンジが格段に広がり、鳴らす空間の空気をしっかりキ
ャッチし、華やかに響きます。

現行品の中で最も歴史のある定番スネアドラム。

■クラッシュ・シンバル

N（ナチュラル）

■サスペンド・シンバル

■小出シンバル／インテンソ・シリーズ ■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ

■小出シンバル／ケーデンス・シリーズ ■小出シンバル／インテンソ・シリーズ

「強い」「鋭い」サウンドを得意とするシリーズ。ハンマー
スタイルによるキャラクターの違いで、曲別にお勧め品を
チョイスしました。

この春発売予定の新機軸「ケーデンス・シリーズ」のクラシック・
シンバルです。倍音の豊かさにフォーカスし、さらに明るい音色の
「ブライト」、暗めの音色の「ダーク」を分けてラインナップ。
次世代型小出シンバルにご期待ください。

11S-in18CCM ¥92,400（税込・ペア）

CAB-18CCM ¥99,000（税込・ペア）

CA-18CSM ¥49,500（税込）

10J-in18CSM ¥46,200（税込）

●サイズ：直径18インチ／ウェイト：ミディアム

●サイズ：直径18インチ
●ウェイト：ミディアム
●サウンド・キャラクター：ブライト
※手革は別売りです。

●サイズ：直径18インチ
ウェイト：ミディアム

●サイズ：直径18インチ、ウェイト：ミディアム

11S-in18CCMH ¥92,400（税込・ペア）
●サイズ：直径18インチ／ウェイト：ミディアム・ヘビー
※手革は別売りです。

この春発売予定の新機軸「ケーデンス・シリーズ」のクラシッ 「強い」「鋭い」サウンドを得意とするシリーズ。
ク・シンバル。倍音の豊かさにフォーカスしました。次世代型
小出シンバルにご期待ください。

10J-in19CSM ¥50,600（税込）
●サイズ：直径19インチ、ウェイト：ミディアム
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■トライアングル

■グロッケンシュピール

スタジオ49
SD-Ti3 ¥24,200（税込）

K.M.K
KK-TCS812N ¥18,700（税込）

K.M.K
KK-TCS813C ¥18,700（税込）

●カーボンスティール製φ12mm
●１辺8” ●クロム・プレート

●カーボンスティール製φ12mm
●１辺8” ●ニッケル・プレート

●カーボンスティール製φ13mm
●１辺8” ●焼付けオイル仕上

マジェスティック／MJ-B3125S

オーソドックスな、瑞々しいスティール
サウンド。

オールド・トライアングルを彷彿とする、
瑞々しいスティールサウンド。

表面処理が極薄い焼付け仕上げ。スティ
ールの芯の通ったサウンドにより多く倍
音成分が含まれた極上のサウンドです。

リーズナブルながら、十分な音圧とキラキラのサウンド。

●¥149,600（税込）

■ウインドチャイム：

ツリーワークス
TW-TRE630 ¥25,300（税込）
●全長585mm、チャイム数：34本、ダンパー付

Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

ティンパニ・マレット

KK-TMK13 KK-TMK23 KK-TMK14 KK-TMK24

¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込）
Mハード
Mハード
ミディアム
ミディアム
微テーパー
微テーパー
微テーパー
微テーパー
グリップ：12mm グリップ：13mm グリップ：12mm グリップ：13mm

バスドラム・マレット

KK-BMDY03 KK-BMDY04

¥12,650（税込） ¥13,200（税込）
ライト・スタンダード スタンダード

スネアドラム
■メイプル・スティック

PICCOLO

KK-TB5

KK-CSJ

KK-CSJ2

¥1,650（税込） ¥1,650（税込） ¥4,510（税込） ¥4,510（税込）
メイプル
メイプル
ジャトバ
ジャトバ

トライアングル・ビーター

¥825（税込）
カーボンスティール
φ6.5mm

PICCOLINO

■ジャトバ・スティック

ビーターセット
KK-TBS10 : ¥8,360（税込）
5種類各２本セット

KK-TBS5 : ¥4,840（税込）

5種類各1本セット

記載の商品価格、仕様は ���� 年 � 月現在のものです。予告無く変更される場合があります。

サスペンド・
シンバル

EM-TM1

¥9,680（税込）

グロッケン

BM-BGP2

¥8,580（税込）
フェノリック
+真鍮芯

