打楽器のコマキ通商がお届けする、2021年度全日本吹奏楽コンクール課題曲対策！

打楽器セクションワンポイントレッスン
課題曲Ⅴ

吹奏楽のための「幻想曲」

ーアルノルト・シェーンベルク讃
映像はこちらで

尾方凛斗・作曲

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

【楽曲について】

「幻想曲」の名が表す通り、序盤から打楽器だけ見ても、

濃淡さまざまな音色が浮かび上がる作品ですが、例えば冒
頭、クラリネットから派生したＨ音が、ヴィブラフォンとコ

ントラバスによって広がり、その波紋がサスペンデッドシ
ンバルへ渡り、ため息のようなマラカスのノイズ、高音木
管とヴィブラフォンが高鳴り、低音木管やシズルシンバル

を軋ませ、大太鼓と銅鑼の遠雷が逆行へと導く。それらは

「なんとなく」雰囲気で彩られたものではなく、楽譜に示さ
れた音と音との関係が、その幻想的な世界へ誘う、明確な
道しるべになっているのだと思います。

もちろん、これらはどんな発想、空想、妄想でも構わず、

むしろ楽譜に書かれた記号から「どうあるべきか」と求め
ることこそ演奏者の自由であり、楽しみであり、そうした

思考を具現化するための技術の創造、道具の選択もまた、
奏者の自由と楽しみだと言えます。

先の冒頭から、５小節目では管楽器の減衰→沈黙を打楽

器が誘導してゆきますが、管楽器が沈む中、ヴィヴラフォン

が半音低い音色でひずみ、ティンパニにはデクレッシェン

示す意思そのもの。一方通行の音量増加ではなく、上下左右、
縦横斜めと、まさに縦横無尽に駆け上がる、押し寄せる熱

量が求められます。もはや尋常ではない、のです。最後の
８分音符３つも、ただのパルスではなく、クラリネットを
躍らせるリズムになるといいですね。

【各パートへのアドバイス】
Timpani：

�� 小節目のロールは、奏しているところが頂点ではなく、

直後の �� 分休符に本当の頂点があると思います。自ら絶つ

のではなく、絶たれるようなクレッシェンド。ギリギリま
でそのエネルギーを失わないように攻めましょう。

【６】からの４分音符は休符を伴っていますが、このＨ音

（【８】からはＥ音）が「持続している様」が大切で、休符
のたびにマフリングしながら進むより、この音＝杭を打ち
続け、響きを常に前進させる方が合っていると思います。

Percussion �：Vibraphone, Snare Drum

ヴィヴラフォンと小太鼓、どこにセッティングしましょ

ドの指示はなく。「なんとなくみんなでデクレッシェンド」

う。ホルンの弱音に隠れて忙しく移動するのは曲想に合わ

【１】からの鍵盤群がもたらす秩序が、全体の灯台になっ

の曲に関してだけ言えば「小太鼓をどこにセッティングし

とならない工夫が、この序盤の面白さを印象付けます。

ています。��、�� 小節のチューブラベルも含め、この光が
全体を照らすリズムであり続けることが、�� 小節目へ音が
高揚してゆく原動力です。

ず。自由曲によっては他のアイデアもあるでしょうが、こ

たいか」でヴィヴラフォンの位置を決める方がいいと思い
ます。当然近くに、です。どちらもこの曲の中では軸にな

るようなところがありますので、あまり舞台の端に行くと

レッスン執筆：冨田篤

打楽器奏者、ブリヂストン吹奏楽団久留米音楽監督・常任
指揮者、ソナー SQ２クラシカル・アーティスト

Percussion �：Maracas, Bass Drum, Ratchet

底深い響き、ロールの陰影、ここぞの１打など、大太鼓

の魅力が詰まったパートです。「楽曲について」でも触れま
したが、後半がお気楽なピクニックではないことを、この

大太鼓の音色で語って欲しいですね。序盤の銅鑼と共に深
まる音色、【４】からは、奈落の底から少しずつ現れ、やが

て定速で刻み始めるも、決して歩みを進めるものではなく、
むしろ鎖につながった重石のごとく。�� 小節目から増え続

ける２拍３連との対峙も、この作品の見所だと思います。
これらはすべて４分音符ですが「そうではない」意味と意
義を、ぜひ見出してください。

Percussion � ： L a rge G o n g , Tu b u l a r b e l l s ,

全体のアンサンブルが難しくなるかもしれません。

Triangle, Sus.Cymbal

音空間の拡大と開放（解放）を目指したいところです。

ングを参考に、音色を使い分けてみましょう。

セント、スタッカート、p と、額面通りの要求に答えるだけ

Percussion � ： Sus.Cymbal, Sizzle Cymbal,

ギの一端を担っているのは間違いなく、洞穴の奥底から響

【３】前後の鍵盤群、この連符が「どこに行きたがってい

るか」という前提のもと、音量だけ変化させるのではなく、
【４】から続く小太鼓、音符の表情が厳しいですね。アク

でなく「なぜそこまで厳しいのか」と読みたいところ。運

動会の行進と軍隊の進軍が違うように、その音や音楽が求

【７】からのロールと装飾は、動画の奏法、手順やタイミ

Glockenspiel, Whip

シズルシンバルは、スタンドのティルター部にトライア

序盤の空気というか匂いというか。銅鑼の音が、そのカ

くような重厚な音も、あたりを覆う濃霧の広がりある音色
も、管楽器との組み合わせの中で、好みに応じて、その成
分をじっくり吟味したいところです。

【５】からのサスペンデッド・シンバル、マレットの指定

めるものを探すには、打面をミュートして、はっきりくっ

ングルビーターを引っ掛けたもの、コインを紐で垂らした

がありますが、Perc.� と同じく、どんな筆であっても求め

含め、映像を参照ください。

り、動画ではトライアングルビーターを使用しています。

とって大切な技術の一つです。特にこのパートは、クライ

きりするだけでは見えないものもあると思います。手順も
【５】からは大太鼓とサスペンデッドシンバルが、【６】

からティンパニ（グロッケン）が加わり、この行進の、冷
静かつ強靭な意思を形成してゆきます。【８】から少しずつ
熱気・狂気が増し、
【９】冒頭から続くテーマの大合唱（合

奏）へ高まり続けます。ダイナミクスだけではなく、打楽

器群の足取り（質感）が、管楽器群の声を高めるエネルギ
ーになればいいですね。

最後は ffff まで到達する小太鼓（�� 分音符）の放銃から、

押し寄せる B♭dur の進軍、遮断する警笛。ここに至るまで
の緊張の高まり、脈拍の加速こそが、このダイナミクスが

もの、あるいはシンバルそのものに加工されたものなどあ

ビーターの太さや本数によってシズル感が変わりますので、
ぜひ試してみてください。マレットはソフトとありますが、
その硬度より、どういう響きを出すべきかを求めたいとこ
ろ。

グロッケンという楽器は単体ですが、ヴィヴラフォンに輝

られる音に答える・答えようとする工夫も、打楽器奏者に

マックスに向かって、鎖を引きずるような金属音の高まり
が重要になってゆきますので、局面だけではなく、後半の

全体像を描ける筆を求め、腕を磨き、ぜひその創意工夫を
楽しんでください。

きを与えたり、高音木管に色を重ねたりと、その役割は何

役にも渡ります。ぜひその役ごとに見合う音色を求めて。
�� 小節目の鐘のような音、深い色が欲しいですね。�� 小節

目からの３連は、拍にはめず、その即興性を失わないように。

2021 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅴ「吹奏楽のための『幻想曲』ーアルノルト・シェーンベルク讃」

推 奨品のご紹介

■スネアドラム

マジェスティック
MJ-MPS1465MB ¥163,900（税込）

ソナー
SQ-1406SD-EHI ¥226,600（税込）

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ6.5インチ
●シェル材：メイプル12mm

●シェル：サイズ：直径14インチ×深さ6インチ
●シェル材：ビーチ8mm

「クラシック・スネアドラム」の決定版小太鼓。４種の響き
線を自在に調整し、繊細な表現にも強い一打にも的確に
応えてくれます。
発行元：コマキ通商株式会社

ビーチシェルの強く大らかな響きを、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。

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。
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2021 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅴ
「吹奏楽のための『幻想曲』ーアルノルト・シェーンベルク讃」 推奨品のご紹介

■サスペンド・シンバル
小出シンバル／センシティブ・シリーズ

小出シンバル／インテンソ・シリーズ

素直にナチュラルに響く、反応の良いシンバル。

少し抵抗感を持たせ、
「タメ」の効いた立ち上がりを演出。

808-S18CSM ¥46,200（税込）

808-S19CSM ¥50,600（税込）

10J-in18CSM ¥46,200（税込）

10J-in19CSM ¥50,600（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19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

●サイズ：直径19インチ、ウェイト：ミディアム

■シズル・シンバル

■グロッケンシュピール

小出シンバル
808-S18CSM
+トライアングル・ビータ−
KK-TB1×2

マジェスティック
MJ-B3125S ¥149,600（税込）
●音域＝G59～C88／30音（2.5オクターブ）
●音板材：ハイカーボン・スティール,
音板幅：32mm／音板厚：10mm
極厚の音板からキラキラのサウンドが轟きます。

■タムタム（銅鑼）
K.M.K
KG-36 ¥209,000（税込）

K.M.K／ホワイトゴング
KWG-36 ¥275,000（税込）

●サイズ：直径36インチ
●本体付属品：マレット、オリジナル・ソフトケース

●サイズ：直径36インチ
●本体付属品：マレット、オリジナル・ソフトケース

別売スタンド：KK-GSR36￥45,100
（税込）

別売スタンド：KK-GSR36￥45,100
（税込）

銅鑼の定番、最も販売数の多いのがKG-36。

弱奏での極めて繊細な反応、そして大音量
時の、煌びやかな高次倍音を纏った迫力あ
る低音は特筆。銅鑼の秘める表現の多彩さ
は、“ホワイトゴング”が別次元へと高める。

■トライアングル

■ウィップ

スタジオ49
SD-Ti3 ¥22,000（税込）

グローバー
GV-TRBPH7 ¥41,800（税込）

●カーボンスティール製φ12mm
●１辺8” ●クロムプレート

●ブロンズ製φ12.7mm
●１辺7” ●ハンマリング仕上

■マラカス

■ラチェット

スタジオ49
SD-RP2 ¥28,600（税込）

サウンドキング
KU-RAT ¥5,500（税込）

●長さ500mm×厚み15mm

●ハンドル回し式
スピードコントロールのしやすい
ハンドル回し式。

ソナー
・黒
SN-MMBR ¥2,640（税込）
・赤
SN-MMR ¥2,640（税込）
●プラスティック球＋木製柄
小さいながら、繊細かつ音量も十分。
キレの良いマラカスです。
発行元：コマキ通商株式会社

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。
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課題曲Ⅴ／「吹奏楽のための『幻想曲』ーアルノルト・シェーンベルク讃」使用楽器リスト
パート

楽器名

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・グランド・
シリーズ

硬度にとらわれず、状況に応じて音程と響きが得られ K.M.K／KK-TMK03, 13, 23,
るマレットを。【６】からも、あまり硬すぎないように。
KK-TMK04, 14, 24など

Percussion 1

ヴィブラフォン

─────────

ある程度の高音域も出てくるので、「ソフト」「ミディア
ム」といったワードにとらわれ過ぎず、柔軟な選択を。

ソフト：
バルター・マレット／MB-B46AR×2
ミディアム：
バルター・マレット／MB-B46R×2,
MB-BCRなど

Percussion 2

Percussion 3

Percussion 4

レッスン執筆者からのアドバイス／楽器

スネアドラム

クライマックスへの響きに呼応できる深胴のも
のを。

マジェスティック／MJ-MPS1465MB,
ソナー／SQ-1406SD-EHI

シャープな線から太い線まで描けるスティックを。

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

サスペンド・シンバル

少しインチが大きめなものを。

小出シンバル／10J-in18CSM,
10J-in19CSM, 808-S18CSM, 808-S19CSM

ソフトとあるが、あまり柔らか過ぎないように。

バルター・マレット／MB-B48R

シズル・シンバル

振動が出来る限り持続するよう、吊るすビーター
の組み合わせを。

小出シンバル／10J-in18CSM,
10J-in19CSM
+K.M.K／KK-TB1×2（シズラーとして）

あまり反応が遅くならない硬度のものを。

バルター・マレット／MB-B47R,
MB-B48R

グロッケンシュピール 余韻が沈まず響きの香りが得られるものを。

マジェスティック／MJ-B3125S

きらびやかな鐘の音が出るものを。

バルター・マレット／MB-BGP2,
MB-B10R

ウィップ

作品のラストを締める、ドライで厚みのある音が
出るものを。

スタジオ49／SD-RP2

─────────

─────────

マラカス

きめの細かいものを。

ソナー／SN-MMBR

─────────

─────────

バスドラム

吐息から怒号まで、幅広く重厚な響きが得られ
る楽器を。

レフィーマ／LF-BD36S

ビーターの重さが音色に活かせるものを。

K.M.K／KK-BMDY03＋KK-BMDY04
レフィーマ／LF-301＋LF-302

ラチェット

ラチェットはむやみに回さず、歯車の回転をコン サウンドキング／KU-RAT
トロールしながら、極上の豆を挽くようなつもりで。

─────────

─────────

ラージ・ゴング

パート別に書いたような好みに合わせ、楽器の
個性が活かせるものを。

K.M.K／KG-36, KWG-36

マレット自体に重さがあり、無理なく響きが得られる
ものを。

バルター・マレット／MB-BGB3

─────────

音色が太く（濃く）響くものを。

グローバー／GV-PM3×2

チューブラー・ベル
（5音：A, C, C#, F ,G ）
トライアングル

澄み渡るような音色のものを。

スタジオ49／SD-Ti3
グローバー／GV-TRBPH7

楽器との相性はもちろん、他の楽器の響きの中で輝
くように。

K.M.K／KK-TB5
グローバー／GV-TBB2

サスペンド・シンバル

柔軟に音色（高低・ダイナミクスなど含め）が変
化できる楽器を。

小出シンバル／10J-in18CSM,
10J-in19CSM, 808-S18CSM, 808-S19CSM

あまり素材の硬度に頼らず、深い音からシャープな
音まで紡げるマレットを。

ソフト：アンコール・マレット／EM-TM2

Mallets Recommendation!!

おすすめマレット

使用楽器リストに掲載のマレット、ビーター製品です。
使用する楽器の状況に合わせてお選びください。

ティンパニ・マレット
■テーパーモデル

■微テーパーモデル：12mm ■微テーパーモデル：13mm

KK-TMK03 KK-TMK04 KK-TMK13 KK-TMK14 KK-TMK23 KK-TMK24

¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込） ¥8,250（税込）
M.ハード
ミディアム
M.ハード
ミディアム
M.ハード
ミディアム

グロッケン・マレット

バスドラム・マレット

KK-BMDY03 KK-BMDY04

LF-301

LF-302

¥12,650（税込） ¥13,200（税込） ¥27,500（税込） ¥24,200（税込）
ライト・スタンダード スタンダード

発行元：コマキ通商株式会社

MB-BGP2

MB-B10R

¥7,480（税込） ¥6,050（税込）
フェノリック
フェノリック
+真鍮芯
φ31.7mm

ヴィブラフォン・マレット

スティック

■ソフト

■メイプル

MB-B46AR

¥8,690（税込）

■ミディアム

MB-B46R

¥8,690（税込）

ゴング・
マレット

MB-BGB3

¥8,580（税込）
ヘビー

MB-BCR

¥8,140（税込）

チャイム・
マレット

GV-PM3

¥7,040（税込）
ミディアム

PICCOLO

トライアングル・ビーター
■ジャトバ

PICCOLINO

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

サスペンド・シンバル用
■大きめヘッド

MB-B48R

¥8,690（税込）

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。

KK-TB5

GV-TBB2

¥660（税込） ¥4,400（税込）
ハイカーボンスチール ブラスチューブヘッド
全長24.9cm

シズル・シンバル用

■中庸サイズ

EM-TM2

¥9,570（税込）

MB-B47R

¥8,690（税込）

MB-B48R

¥8,690（税込）
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