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―賢者ルカの名において この交響巡礼記を綴らん―

死《M���》と再生《 R����������》を巡り巡る

死は
時に凄まじく
時に静寂に
時に勇ましく
時に崇高 ...
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死を想えばこそ

千々の命の織りなす音色
永遠の安息を人は求め

巡礼の旅路は果つることなし

苦難を越えて巡り往く命
其して 受難を超えて巡り来る

再生

音楽による
音楽の世界の
巡 礼記

此の生は愉しく美しい

新たな命がもたらされ
何時の日にか
永遠の安息 楽園 へ ...

願わくは
気高く輝く海の星
《S������M����》
よ
暗き海路のしるべとなりて
果てなき航海を導きたまえ ...
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旅路に幸あれ
《����������》
―！

1. デュファイ
「アヴェ・マリス・ステラ」Ave Maris Stella
ギヨーム・デュファイ Guillaume Dufay ca.1400-1474
マリア P（合唱指揮）／ trionaP（伴奏編曲・指揮）
：既成作の改作（sm11942666）
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Ave, Maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.

めでたし 海の星なる君、
幸いなる天の門、
至高なる主の
とこしえに処女なる御母。

Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nomen.

ああ はるかなる過ぎし日に、
天使ガブリエルののたまいし、
エヴァの名転ぜしアヴェにより、
下界に平和を建て給いぬ。

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

砕き給え 捕われ人の足かせを、
注ぎ給え 光を盲いたる眼に、
われらのすべての病を追い払い、
あらゆる至福を懇願し給え。

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.

示し給え 御身が母なるを、
捧げ給え 彼にわれらの嘆息を、
御身を軽んずることなく
われらのために人となり給いし彼に。

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto,
Tribus honor unus.
Amen.

全能の聖三位、
聖父、聖子、
聖霊に、
唯一にして同一の光栄あらんことを。
アーメン。

初期ルネサンス、ブルゴーニュ楽派を代表する作曲家、ギヨーム・デュファイによる聖歌
「アヴェ・マリス・
ステラ」です。
グレゴリオ聖歌の単旋律（プレイン・チャント）をベースとした、3 つの声部を持つコーラスが特徴です。
ピュタゴラス音律によるチューニングにより、五度の和声が絶妙に響きます。この世のどんな穢れにも染
まらない厳かな雰囲気をたたえながらも、清らかな百合のように凛とした美しさを持つこの曲は、神の子
イエスを宿した処女マリアを讃える聖歌にこそふさわしい。そう言っても過言ではないでしょう。
今回の録音では、3 つの声部に 3 人ずつの VOCALOID を配置して、できるだけコーラスを厚くしてみました。
（マリア P）

・投稿作品 mylist/3574512
・HP http://www.mikageya.org/

初めまして！ 普段ボカロで主に古楽曲を手がけています、トリーナと申します。
マリア P さんによる美しいアカペラ作品に、今回パイプオルガンとルネサンス時代の古楽器をイメージし
た伴奏を付けてみました。
Stella Maris「海の星」とは、聖母マリアの称号の一つで、イスラエル方面の海岸より見た西の地中海に輝
く宵の明星、もしくは航海のしるべとなる北極星を、
「暁の明星」＝イエスを生む母であり、民の信仰のし
るべとなるマリアに喩えたものといわれています。
プラネタリウム
ルネサンス《Renascentia》音楽を開拓したデュファイによる、大天文儀をも思わせる神秘的で崇高な調べ…
巡礼の航海へのいざないにふさわしい曲と思います。
《Mors》のターンと《Renascentia》のターン、銀盤上の両半球を時計２巡り ...
壮大な 120 分間の巡礼の旅路を、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。Bon Voyage !
（trionaP）

・投稿作品 mylist/7369168
・HP http://kapelle.triona.jp/

合唱：
ソプラノ＆プレイン・チャント…巡音ルカ（JP）
ソプラノ…初音ミク、VY1
メゾソプラノ…メグッポイド、猫村いろは、鏡音リン（ACT.1）
アルト／テノール…がくっぽいど、鏡音レン（ACT.1）、初音ミク dark

伴奏：
サクバット
（トロンボーン）
Ⅰ〜Ⅲ
ヴィオラ・ダ・ガンバⅠ〜Ⅲ
オルガン
（Hauptwerk: St. Anne's Moseley）
音律：ピュタゴラス音律
（F センター） A=440Hz
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2. モーツァルト：夜の女王のアリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」－オペラ『魔笛』より

“Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen” : Singspiel “Die Zauberflöte”

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
レオ P：既成作（sm2588604）

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,
Tod und Verzweiflung flammet um mich her!
Fühlt nicht durch dich
Sarastro Todesschmerzen,
So bist du meine Tochter nimmermehr.

地獄の復讐が我が心の内に煮えたぎり、
死と絶望が我の周りで燃え上がりだす！
お前によってザラストロが
死の苦しみを味わわないならば、
お前はもはや我が娘ではないのだ。

Verstoßen sei auf ewig,
Verlassen sei auf ewig,
Zertrümmert sei’n auf ewig
Alle Bande der Natur,
Wenn nicht durch dich
Sarastro wird erblassen!

蒼白にせしめられないならば！

Hört, Rachegötter,
hört der Mutter Schwur!

聞きたまえ、この母の誓いを！

永遠に勘当されてしまえ、
永遠に見捨てられてしまえ、
永遠に打ち砕かれよう
あらゆる天賦の絆は―
お前によってザラストロが

聞きたまえ、復讐の神々よ、

アマデウス・モーツァルトが最後の年に完成させた魔笛 2 曲目のアリアで
この超高音コロラトゥーラが非常に有名です。
とても普通の人間が歌える代物では無いのですが、ボカロならと思い試したところ
驚く程に上手に歌うのでそのままの勢いで作りました。
（レオＰ）
色々と拙いですが楽しんで聞いて頂けると嬉しいです。
■投稿作品 mylist/4568934
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歌唱：KAITO

3. モーツァルト
『レクイエム』
より
「永遠の安息を～キリエ」
Requiem d-moll K.626 : 1.Introitus/2.Kyrie
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
trionaP：既成作（nm6396419）

Introitus (Requiem)

（入祭唱
「永遠の安息を」
）

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

永遠の安息を彼らに与えたまえ、主よ
絶えざる光で照らしたまえ。
神よ、シオンではあなたに讃歌が捧げられ、
エルサレムでは誓いが果たされます。
我が祈りを聞き届けたまえ
み もと

総ての肉体は御身の御許へ還らん。
永遠の安息を彼らに与えたまえ、主よ
絶えざる光で照らしたまえ。

Kyrie

（キリエ）

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

主よ、憐れみたまえ
キリストよ、憐れみたまえ
主よ、憐れみたまえ

モーツァルトの絶筆として名高い「レクイエム」より、冒頭の２曲です。
未完成にして没し、かなりの部分が弟子のズュースマイヤー（Franz Xaver Süßmayr）による補筆とされますが、
ここでお聴きいただく第１曲目・入祭唱「永遠の安息を」は、唯一すべて自筆によるものと云われます。
死神の使者のような謎の依頼人に急き立てられ、自らに迫る死の影に怯えながら次第に狂気を帯びつつ作
曲した…という伝説がまことしやかに語られていますが、確かに他のレクイエムと比べて、哀悼よりもむ
しろ死に対する畏怖が強く感じられる作品のように思います。そう考えると、DISC2 の最後にお聴きいた
だくフォーレのレクイエムとは対照的かも知れません。
（trionaP）
５トラック目、ミゼレＰさんによる素晴らしい「涙の日」と併せてお聴きください。
合唱：初音ミク…S,A,T ／初音ミク Dark…S,A ／初音ミク Solid…T,B ／鏡音レン…B
音律：ラモー中全音律 A=430Hz
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4. ヴェルディ
『レクイエム』
より
「我を解き放ちたまえ」
Messa da Requiem : Libera me

ジュゼッペ・ヴェルディ Giuseppe Verdi 1813 - 1901
べにしだ：既成作（sm2386864）

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
主よ、永遠の安息を彼らに与え、
絶えざる光を彼らの上に照らしたまえ。

御存知ジュゼッペ・ヴェルディ（1813 〜 1901 年）が作曲したレクイエム（1874 年）
から、
終曲
「我を解き放ちたまえ Libera me」の、ソプラノ・ソロと無伴奏合唱部分の演奏です。
（べにしだ）
第 1 曲の冒頭部の再現となっています。

ソプラノ・ソロ
合唱 ソプラノ
アルト
テノール
バス
使用音律
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初音ミク
鏡音リン
巡音ルカ（JP）
氷山キヨテル
がくっぽいど

キルンベルガー第 3 法
（Ｂ♭センター）

5. モーツァルト
『レクイエム』
より
「涙の日」
Requiem d-moll K.626 : 8.Lacrimosa

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
ミゼレ P：新作・未発表

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus:
Huic ergo parce Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

涙の日、その日は
罪ある者が裁きを受けるために
灰の中からよみがえる日です。
神よ、この者をお許しください。
慈悲深き主、イエスよ
彼らに安息をお与えください。アーメン。

死の前日まで書き綴ったモーツァルト絶筆の曲として大変有名な曲です。
モーツァルトの天才的なその筆は 8 小節で永遠に置かれることになりました。
９小節目以降はジュスマイヤーの補筆によるものです。
1961 年にモーツァルトによる 16 小節の草稿が見つかり、アーメンフーガの構想があったことが伺えます。
ジュスマイヤーによる補筆は音楽的に未熟な部分も多々あり後世の研究者からは不評でさまざまな変更が
加えられています。
有名なところではフランツ・バイヤーによるバイヤー版。彼はジュスマイヤーの功績を認めつつ、オーケス
トレーションの冗長な部分をカットしています。リチャード・モーンダーによるモーンダー版は逆にジュ
スマイヤーが作曲したと思われるサンクトゥス・ベネディクトゥスを削除し、ラクリモザの後にアーメン
フーガを配置しています。
さまざまな批判があるものの、ジュスマイヤーはモーツァルトの残した指示に従って作品を完成させてお
り、現代に生きる我々にとって、ジュスマイヤー版こそがモーツァルトのレクイエムとして伝えられてき
た事実に変わりはありません。
（ミゼレＰ）
当演奏はジュスマイヤー版で演奏しています。
・投稿作品 mylist/4730309
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編成：
ソプラノ：PRIMA、初音ミク、GUMI、巡音ルカ
アルト：PRIMA、初音ミク、GUMI、巡音ルカ
テノール：KAITO、神威がくぽ、QLSC
バス：KAITO、神威がくぽ、QLSC

6. Byrd one brere －茂みの中の鳥－
イングランド古曲（13 世紀、作者不明） Anon. (13c. England)
みくる J：新作・未発表

Byrd one brere, brid, brid one brere,
Kynd is come of love, love to crave,
Blythful biryd, on me thu rewe,
Or grayth, lef, greith thu me my grave.

茂みの鳥よ 茂みの鳥よ
人は愛から生まれ 故に愛を求める
無邪気な鳥よ 私に憐れみを
それとも 深く愛を 深く私を貫いて欲しい

Hic am so blithe, so brighit brid one brere,
Quan I se that ende in halle,
Yhe is quit of lime, loveli trewe,
The is fayr and flur of alle.

茂みの鳥よ 私はとても幸せで楽しい

Mikte hic hire at wille have,
Stedefast of love, loveli trewe,
Of me sorwe yhe may me saven,
Ioye and blisse were eere me newe.

もし私が 彼女を手に入れられれば

彼女を屋敷で見かける
彼女は真に 純白で美しく
公平で 誰からも愛される

揺ぎなき 真実の愛を
私をこの悲しみから救い
喜び、至福で私は生まれ変わる

ツイッターがきっかけで急遽参加する事になりました、みくる J です。
アレンジした曲は単旋律のイギリス古典で作曲者も不明です。
ソロパートの生バイオリンが入れたくてこの曲にしました。
ボーカロイドと、普段使っているクワイア音源を組み合わせてみました。
ボカロの英語は初めてで思い通りに歌ってくれなくて苦労しましたが、
（みくるＪ）
これから色々と挑戦してみたいです。
使用音源：
GUMI（コーラス）
EW/QL SYMPHONIC CHOIRS（Boys,Alto,Tenor）
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・投稿作品 mylist/19015225
・HP http://moemikuru.web.fc2.com/
・ブログ http://moemikuru.blog37.fc2.com/
・TwitterID mikuru100

7. スカボロー・フェア Scarborough Fair
イングランド民謡 English Trad.
はとまつり P：既成作の改作（sm6150264）

歌唱：巡音ルカ

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine.

スカボローの市に行くのですか？
── パセリ，
セージ，
ローズマリー，
タイム
それなら，
そこに住んでいるあの人によろしくと伝えてくれませんか
かつて，
私の恋人だった彼に

Tell him to make me a cambric shirt
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Without no seams nor needlework
Then he'll be a true love of mine.

彼に，
亜麻布のシャツを作るように伝えてくれませんか
── パセリ，
セージ，
ローズマリー，
タイム
もし，
縫い目無く，
針の跡も残さずに縫えたなら
彼は私の永遠の恋人になるでしょう

Tell him to find me an acre of land
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Between the salt water and the sea strand
Then he'll be a true love of mine.

彼に，
１エーカーの土地を探すように伝えてくれませんか
── パセリ，
セージ，
ローズマリー，
タイム
もし，
海岸の波打ち際に見つけられたなら
彼は私の永遠の恋人になるでしょう

Tell him to reap it in a sickle of leather
Parsley, sage, rosemary, and thyme
And to gather it all in a bunch of heather
Then he'll be a true love of mine.

彼に，
革でできた鎌で収穫するように伝えてくれませんか
── パセリ，
セージ，
ローズマリー，
タイム
もし，
ヒースの束に貯めておくことができたなら
彼は私の永遠の恋人になるでしょう

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine.

スカボローの市に行くのですか？
── パセリ，
セージ，
ローズマリー，
タイム
それなら，
そこに住んでいるあの人によろしくと伝えてくれませんか
かつて，
私の恋人だった彼に

イギリスに古くから伝わる伝統的バラード。縫い目無くシャツを縫え、波打ち際の土地を見つけろ、等の
無理難題を要求し、それらを成し遂げれば、二人の愛は復活するだろう、といったお話。古い民謡の故、歌
詞も諸説ありますが、Simon and Garfunkel や Sarah Brightman が歌唱する代表的な歌詞を参考にしな
がら、ルカ様に歌って頂きました。歌詞やルカ様の歌い方が、ニコ動に公開しているバージョンとは少し
（はとまつり P）
異なりますので、そのあたりも聴き比べてみていただければと思います。
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8. The Water is Wide
アイルランド民謡 Irish Trad.
Sei：新作・未発表

The water is wide, I can't cross o'er.
And neither have I wings to fly.
Build me a boat that can carry two,
And both shall row, my love and I.
A ship there is and she sails the seas.
She's laden deep, as deep can be
But not so deep as the love I'm in
I know not if I sink or swim.
O love is handsome and love is fine
And love's a jewel when it's first new
but love grows old then waxes cold
And fades away like morning dew.
The water is wide, I can't cross o'er.
And neither have I wings to fly.
Build me a boat that can carry two,
And both shall row, my love and I.

歌唱：巡音ルカ
DTM 音源：D-Pro LE

この河は広く私には越えられない
飛び越える翼も無い
二人乗るための舟があったなら
愛しい人と漕いでゆきたい
一隻の船が海を進む
沈むほど深く荷を積み
けれど私の愛ほど深くはない
沈むのか泳げるのか私には分からない
愛は凛々しく、愛はやさしい
はじめのうちは宝石よりも美しい
けれど愛はいつしか古び
朝露のように薄れ消えゆく
この河は広く私には越えられない
飛び越える翼も無い
二人乗るための舟があったなら
愛しい人と漕いでゆきたい

Sei と申します。普段は電子音楽系の曲を作っています。
Vocaloid は他のシンセ音と混ぜて使う事が多いのですが今回は歌に特化しています。
アイリッシュトラッド The Water is Wide のカバーです。
（Sei）
CV03 英語 DB の柔らかい音質にも良く合うのではないでしょうか。
・投稿作品 mylist/11281901
・HP http://sei-peri.seesaa.net/
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（カンタータ第8番より）
9. J.S.バッハ
「最愛の神よ、いつ私は死ぬのでしょうか」

Liebster Gott, wenn werd ich sterben? (BWV8 : 1.Chor)

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ Johann Sebastian Bach 1685-1750
trionaP：既成作（nm11044484）

Liebster Gott, wenn werd ich sterben?

最愛の神よ、いつ私は死ぬのでしょうか

Meine Zeit läuft immer hin,

私の時は常に走り去り

Und des alten Adams Erben,

いにしえのアダムの末裔は

Unter denen ich auch bin,

―その中には私も含まれますが―

Haben dies zum Vaterteil,

父祖からの定めを背負っています

Daß sie eine kleine Weil

即ち、ほんのひとときを

Arm und elend sein auf Erden

地上で貧しく孤独に生き

Und denn selber Erde werden.

その後、自らを大地に還すのです。

―遠い晩鐘のように鳴り響く通奏低音、ちくたくと秒を刻むピチカートと、24 笛の時報を告げるフラ
ウト・トラヴェルソが、刻々と過ぎゆく無常の時への瞑想を誘いつつ、オーボエ・ダモーレが穏やかなデュ
エットを紡ぎ、コラール合唱が哀愁の祈りを捧げます―
「春の墓地の気分」にも喩えられる、バッハの傑作教会カンタータより。
何て鬱なタイトルだ！と思っていざ聴いてみると、思いのほか甘美な調べに驚くかも知れません。
鬱な詞でありながら、どこか達観したような穏やかさ…
（trionaP）
東洋的な無常観にも通じるものがある気がします。
伴奏：オーボエ・ダモーレⅠ，Ⅱ／フラウト・トラヴェルソ／ホルン／ヴァイオリンⅠ，Ⅱ，ヴィオラ
（ピチカート）
／通奏低音［チェロ／ ファゴット／ヴィオローネ／ポジティフオルガン］
合唱：初音ミク…S.A.T ／巡音ルカ（EN）…S.A.T.B ／鏡音レン…B
音律：シュニットガー中全音律（D センター） A=415Hz
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10. メンデルスゾーン
「死せる者は幸いなり」Beati mortui
フェリックス・メンデルスゾーン Felix Mendelssohn 1809-1847
べにしだ：新作・未発表

Beati mortui in Domino morientes deinceps,
Dicit enim spiritus,
ut requiescant a laboribus suis,
et opera illorum sequuntur ipsos.
今から後、主において死する者は幸いである。
なぜなら、と霊は仰せになる。
わざ

彼らの労苦は憩いとなり、

その業は末永く受け継がれるからである。

フェリックス・メンデルスゾーン（1809 〜 1847 年）作曲の、
「２つの宗教合唱曲」
（作品 115、
1845 年）の 1 曲。
グリーメン御用達の曲で、男声合唱経験者の中には歌ったことがある人が多いと思います。
（べにしだ）
ラストのポリフォニックな部分が美しいですね。
トップ・テナー
セカンド・テナー
バリトン
ベース
使用音律
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KAITO
氷山キヨテル
がくっぽいど
がくっぽいど

キルンベルガー第 3 法
（Ｃセンター）

（カンタータ第125番コラール）
11. J.S.バッハ
「安らぎ、喜びとともに私は往きます」

Mit Fried und Freud ich fahr dahin (BWV125 : 6.Choral)
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
trionaP：既成作（nm8514482）

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

安らぎ、喜びとともに 私は往きます

In Gottes Willen,

神の御心のうちに―

Getrost ist mir mein Herz und Sinn,

私の心と思いは慰められ

Sanft und stille.

穏やかに静まっています

Wie Gott mir verheißen hat:

神が約束してくれたように

Der Tod ist mein Schlaf worden.

死は私の眠りとなりました。

マルティン・ルター作詞＆原作のコラール（讃美歌）を元に、バッハが４声コーラス化＆オーケス
トレーションしたコラール合唱です。
カンタータ 125 番の終曲でコラール第 4 節の詞が歌われますが、ここではあえて第 1 節の詞を用
いました。詞を差し替えた以外は BWV125-6 の再現演奏です。
―信仰篤いシメオンという老人が、マリアに抱かれて初宮参りに神殿へ来た幼子イエスを抱
きあげて、
「ああ、救い主がやってきた！これでわしも思い残すことがない！」と涙を流した―
という、新約聖書『ルカの福音書』にある「シメオンの頌歌」が元の元ネタで、それに基づきルター
がドイツ語に意訳したものです。
と筋書きはさておいても、宗教を問わず心に響くものがある詞ではないかと思います。
（trionaP）
こんな心持ちで臨終を迎えられたなら、理想の大往生ですね。
伴奏：オーボエ・ダモーレ／フラウト・トラヴェルソ／ホルン／ヴァイオリンⅠ，Ⅱ，ヴィオラ／
通奏低音［チェロ／ ファゴット／ヴィオローネ／ポジティフオルガン］
合唱：初音ミク…S,A,T ／初音ミク Dark…S,A ／初音ミク Solid…T,B ／鏡音レン…B
音律：シュニットガー中全音律（D センター） A=415Hz
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12. パーセル
「わが祈りを聞きたまえ、おお主よ」
Hear my prayer, O Lord

ヘンリー・パーセル Henry Purcell 1659-1695
Napier：未発表作

Hear my prayer, O Lord,
And let my crying come unto thee.
わが祈りを聞き給え、おお主よ、
そしてわが叫び、汝に届け。

バロック時代イギリスの合唱曲ですが、普通の純正律では使われない 7 倍音を使って
みようと思い、短三和音は 6:7:9、減三和音は 5:6:7 の周波数比にしています。ただし 7 倍
音は短 7 度としては狭いため、それと引き替えに音程の自然さは失われています。奇妙
（Napier）
な音階とあまり使われない和音をお楽しみ頂けると有難いです。
・投稿作品 mylist/6618008
歌唱：初音ミク
音律：7 倍音を含む純正律
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13-14. J.S.バッハ
「来たれ、異邦人の救世主よ」
Nun komm, der Heiden Heiland
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
メッサ P

（13）カンタータ第 62 番より 終曲コラール BWV62 Choral
「来たれ、異邦人の救世主よ」
（“Nun komm, der Heiden Heiland”）
既成作（sm12377603）

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

来たれ、異邦人の救世主よ
乙女の子として知られ
それ故に世を驚かしむ

しょう

彼の生を定め給いし、其は神なり
テキスト Author: Martin Luther (1524)

初演 1724 年 12 月 3 日／待降節第 1 日曜日

待降節用カンタータから最終合唱です。歌詞は 1 〜 8 番まであり本来 8 番が歌われますが、この作
（メッサＰ）
品では BWV659 との関連性から 1 番を歌わせています。
使用ボカロ：初音ミク（Normal+Append）
使用音律：1/4 コンマ中全音律（D センター）

（14）オルガンコラール BWV659 より

「来たれ、異邦人の救世主よ」
（“Nun komm, der Heiden Heiland”）
既成作（sm12318129）
初稿 1708 年頃、最終稿 1744 〜 1748 年頃

18 のライプツィヒ・コラールより。この曲集はバッハが晩年に（恐らくは死を予感しながら）若い
頃の自分のオルガンコラールをまとめ、更に手を加えたもので、自選ベスト曲集とも言える高水準
なものとなっています。中でもこの BWV659 は完璧な構成と和声進行で知られ、彼のオルガン曲の
（メッサＰ）
最高傑作の一つと言えましょう。同名コラールの定旋律が巧妙にアレンジされています。
使用ボカロ：初音ミク（Normal+Append）
使用音律：A. ジルバーマン
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・投稿作品 mylist/16911882

（
『The
15. ステイナー
「God So Loved The World」

Crucifixion』
より）

ジョン・ステイナー Sir John Stainer 1840-1901
聖ルカ学院合唱団：新作・未発表

合唱：巡音ルカ

God so loved the world that he gave his only begotten Son,
that whoso believeth in him should not perish,
but have everlasting life.
For God sent not his Son into the world to condemn the world,
but that the world through him might be saved.
神は世を愛して、そのひとり子を与えてくださった。
それは、すべて彼を信じる者が滅びることなく、
永遠の命をもつようになるためである。
神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、
御子によって世が救われるためである。
( ヨハネによる福音書

第 3 章 16・17 節）

初めての方は初めまして。ご存知の方はこんにちは。主にニコニコ動画で活動しております Cloudia と
申します。どうぞよろしく。
サー・ジョン・ステイナーは 19 世紀にイギリスで活躍した作曲家。日本ではあまり馴染みが無いですが、
教会音楽にある種の規範を作った人として本国では大事にされているそうです。
God so loved the world は、彼の代表作であるカンタータ『磔刑』に挿入されているアンセムです。何
ら奇を衒うところのない短い曲ですが、テキストを過不足無く表現した佳品であり、今でも広く歌わ
（聖ルカ学院合唱団 Cloudia）
れています。
・投稿作品 mylist/13346941
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（
『エレンの歌』
第3番）
16. シューベルト
「アヴェ・マリア」
Ave Maria - Ellens dritter Gesang 52-6 (D.839)

フランツ・ペーター・シューベルト Franz Peter Schubert 1797-1828
レオ P：既成作（sm3404108）

歌唱：KAITO

Ave Maria! Jungfrau mild,
Erhöre einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hin wehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind.
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, hör ein bittend Kind!
Ave Maria!

アヴェ･マリア！優しき乙女よ、
一人の娘の願いを聞いてください、
この堅く険しい巌からも
きっとたしの祈りはあなたへと届くでしょう。
それでわたしたちは安心して朝まで眠っていられるのです
世の人々がどんなに冷たくても。
おお 乙女よ、この娘の不安を見て、
おお 母よ、願う子の声を聞いてください！
アヴェ･マリア！

Ave Maria! Unbefleckt!
Wenn wir auf diesen Fels hinsinken
Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt
Wird weich der harte Fels uns dünken.
Du lächelst, Rosendufte wehen
In dieser dumpfen Felsenkluft,
O Mutter, höre Kindes Flehen,
O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!
Ave Maria!

アヴェ･マリア！汚れ無き方よ！
わたしたちがこの巌で眠る時、
あなたの護りがわたしたちを包んでくれ
硬い巌も柔らかく感じられるのです。
あなたが微笑めば、バラの香りが匂い立ちます
この湿った岩間にも。
おお 母よ、子の願いを聞いてください、
おお 乙女よ、一人の娘が呼びかけています！
アヴェ･マリア！

Ave Maria! Reine Magd!
Der Erde und der Luft Dämonen,
Von deines Auges Huld verjagt,
Sie können hier nicht bei uns wohnen,
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,
Da uns dein heil'ger Trost anweht;
Der Jungfrau wolle hold dich neigen,
Dem Kind, das für den Vater fleht.
Ave Maria!

アヴェ･マリア！清き女性よ、
地の、空の悪魔たちを
あなたの眼の慈しみで追い払い、
わたしたちの側に住み着けないようにしてください。
わたしたちはじっとこの運命に従います。
あなたの神聖な慰めがもたらされるのですから。
この娘にやさしく身をかがめてください、
父の為に祈るこの子に。
アヴェ･マリア！
訳詞：damo 氏（許可転載）
http://www.damo-net.com/
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フランツ・シューベルトの歌曲集「湖上の美人」の中でも特に有名な曲です。
アリアで空耳ドイツ語について沢山の指摘を頂きましたので、発音に気を付けて制作しました。
（レオＰ）
楽しんで聞いて頂けると嬉しいです。

17. マスネ
「タイスの瞑想曲」
（歌劇「タイス」より－第 2 幕第 1 場と第 2 場の間の間奏曲）

Opera“aïs” : Entr'acte to Act III “Méditation”

ジュール・エミール・フレデリック・マスネ Jules Emile Frédéric Massenet 1842-1912
ミクナール P：既成作（sm8585230）

タイスの瞑想曲は、フランスの作曲家ジュール・マスネが作曲した歌劇
「タイス」
（1894 年初演）の第 2 幕第 1 場と第 2 場の間の間奏曲。その甘美
なメロディーによって広く知られている。本来はオーケストラと独奏楽
器の形ですが、室内楽編曲も多く広く親しまれている曲です。
歌唱：初音ミク
DTM オケ音源：Miroslav Philharmonik
・投稿作品 mylist/12883359
・ブログ URL
机上管弦楽でたりらりら
http://kijyou-kanngenngaku.blogspot.com/
ボカロクラシカ
http://vocalo-classica.blogspot.com/
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（第１曲） Stabat Mater
1. ヴィヴァルディ
「スターバト・マーテル」
アントニオ・ヴィヴァルディ Antonio Vivaldi 1678-1741
マリア P（合唱指揮）／ trionaP（伴奏指揮）
：新作・未発表

Stabat mater dolorosa

悲しみの母は立っていた

juxta Crucem lacrimosa,

十字架の傍らに、涙にくれ―

dum pendebat Filius.

御子が架けられているその間。

「聖母哀傷」とも訳される「スターバト・マーテル」
（悲しみの聖母の意）は、中世以来のローマ・カト
リック教会における宗教曲の一つ。
伝統的な歌詞は、わが子イエスを磔刑にされた母マリアの悲しみを想う内容となっており、数百人
とも言われる作曲家が手がけた楽曲です。
今回は、
「四季」などで日本でも広く知られる作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディ作曲による楽曲
の冒頭を聴いていただきます。
しっとりとした巡音ルカの歌と、
「古楽オケの神様」triona さんによる伴奏をぜひお聴きいただきた
（マリアＰ）
いと思います。
当初は多忙のため遠慮を決め込んでいた今企画ですが、「とり〜なさんのオケでこの曲をやりた
い！！」とおっしゃるマリアＰさんの熱意に動かされて参戦させていただきました。
柔らかく透明感のある古楽器演奏をイメージして伴奏を再現しました。
華やかな「例のアレ」だけではない、ヴィヴァルディの教会音楽家としての一面をお聴き下さい。
（trionaP）
アルト：巡音ルカ
（JP）
伴奏：ヴァイオリンⅠ，Ⅱ，ヴィオラ／通奏低音［チェロ／ヴィオローネ／ポジティフオルガン／テオルボ］
音律：シュニットガー中全音律
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A=415Hz

2. J.S.バッハ
『ヨハネ受難曲』
－第２部冒頭（15,16,17）
Johannes-Passion BWV245 : 2.Teil 15-17
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
小川 P：新作・未発表

15. Choral
Christus, der uns selig macht,
Kein Bös’ hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Geführt für gottlose Leut
Und fälschlich verklaget,
Varlacht, verhöhnt und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.

15. コラール
私たちに幸せをもたらすキリストは
何の悪事もしていないのに、
私たちの代わりに、夜中に
盗人として捕らえられました。
神を恐れない人々の前に連れ出され、
虚偽の罪で訴えられ、
嘲られ、侮辱され、唾を吐かれました。
それは聖書が語っているとおりなのです。

［Michael Weiße 作のコラール≪ Christus, der uns selig macht ≫第 1 節］

<Verhör vor Pilatus>

≪ピラトの訊問≫

16. Bibeltext
Da führeten sie Jesum von Kaipha vor das Richthaus,
und es war frühe.
Und sie gingen nicht in das Richthaus,
auf daß sie nicht unrein würden,
sondern Ostern essen möchten.

15. 聖句
人々がイエスをカイファの所から総督官邸へ連れて行くと、
夜明けになっていた。
ところが 人々は総督官邸へ入らなかった。
それは彼らが身を汚さずに
すぎこし
過越の食事をしようとしたためであった。

Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
(Pilatus) „Was bringet ihr für Klage
wider diesen Menschen?“
Sie antworteten und sprachen zu ihm:
(Chor) „Wäre dieser nicht ein Übeltäter,
wir hätten dir ihn nicht überantwortet.“
Da sprach Pilatus zu ihnen:
(Pilatus) „So nehmet ihn ihr hin
und richtet ihn nach eurem Gesetze!“
Da sprachen die Jüden zu ihm:
(Chor) „Wir dürfen niemand töten.“

そこで、ピラトは彼らの前に出て来て言った。
（ピラト）
「何の罪でおまえたちは
この者を訴えるのか？」
彼らはピラトに答えて言った。
（合唱）
「この男が罪人でなかったら、
あなたに引き渡したりはしていない」
またピラトは彼らに言った。
（ピラト）
「では彼を引き取って
おまえたちの律法によって裁くがいい！」
するとユダヤ人たちはピラトに言った。
（合唱）
「私たちには人を殺す権限がない」

Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu, welches er sagte,
da er deutete, welches Todes er sterben würde.

それはイエスの語った言葉が実現するためであった。
そこで 彼は自分がどの様に死ぬかを暗示していたのである。
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Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus
und rief Jesu und sprach zu ihm:
(Pilatus) „Bist du der Juden König?“
Jesus antwortete:
( Jesus) „Redest du das von dir selbst,
oder haben’s dir andere von mir gesagt?“
Pilatus antwortete:
(Pilatus) „Bin ich ein Jüde?
Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir
überantwortet; was hast du getan?“
Jesus antwortete:
( Jesus) „Mein Reich ist nicht von dieser Welt;
wäre mein Reich von dieser Welt,
meine Diener würden darob kämpfen,
daß ich den Jüden nicht überantwortet würde;
aber nun ist mein Reich nicht von dannen.“

ピラトは再び官邸に入り、
イエスを呼んで言った。
（ピラト）
「おまえはユダヤ人の王なのか？」
イエスは答えた。
（イエス）
「あなたは自分自身でそう言っているのか、
それとも誰かがあなたに私についてそう言ったのか？」
ピラトは答えた。
（ピラト）
「私をユダヤ人のような人間と思っているのか？
おまえの民と祭司長たちは おまえを私に
引き渡した。おまえは一体 何をしたのだ？」
イエスは答えた。
（イエス）
「私の国はこの世のものではない。
もし 私の国がこの世のものであったら、
しもべ
私の僕たちが戦い、
私がユダヤ人に引き渡されないようにするだろう。
しかしいまは 私の国はここにはない」

17. Choral
Ach großer König, groß zu allen Zeiten,
Wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten?
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken,
Was dir zu schenken.

17. コラール
ああ あらゆる時代にわたって偉大な王よ、
どうすれば あなたの正しさを十分に伝えられるでしょうか？
どんな人の心も、あなたに何を捧げればいいか
思いつくことはできません。

Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
Im Werk erstatten?

私にはできません、
自分の心持ちを あなたの憐れみと比べることなど。
一体どうやって 私があなたの愛の業に
行為で返すことができるでしょうか？

［Johann Heermann 作のコラール
≪ Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen ≫第 8, 9 節］

ヨハネ受難曲第二部冒頭部分。
歌詞対訳：若林敦盛氏
『対訳 J.S. バッハ声楽全集』
（慧文社）
より許可転載
15. コラール
16. イエスに対するピラトの審問が始まります。
イエスに対してどういう訴えを起こすのか？
というピラトの問いに対し群集が答えます。
DTM 環境：Logic Express 9
歌唱・合唱：初音ミク
17. コラール
ハード音源 : Roland M-SE1, M-OC1
ピッチ A=435Hz

（小川Ｐ）

・投稿作品 mylist/3945589
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ソフト音源 : Logic Express 付属音源 ,
Apple GarageBand Jam Pack : Symphony Orchestra

3. J.S.バッハ
『マタイ受難曲』
より－アリア
「憐れみたまえ、我が神よ」
Matthäus-Passion BWV244 : 39-Arie “Erbarme dich, mein Gott”
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
クラヴィーア P：既成作（sm2443390）

Erbarme dich, mein Gott,
Um meiner Zahren willen;
Schaue hier, Herz und Auge
Weint vor dir bitterlich.
Erbarme dich, erbarme dich.

憐れみたまえ、わが神よ、
流れ落ちるわが涙のゆえに。
ご覧ください、心も目も
あなたの前にはげしく泣くのを。
憐れみたまえ、憐れみたまえ。
歌唱：初音ミク
（ノーマル）

イエスが逮捕されたとき、弟子の一人であるペテロが自分も逮捕されることを恐れて「私は彼の
ことなど知らない」と言ったという「ペテロの否み」の場面。その直後に演奏されるアリアで、
『マ
タイ受難曲』の中でも大変感動的な曲として知られています。ペテロの後悔の気持ちを歌ってい
るのですが、宗教的な意味を越えて、人間なら誰もが持っている自分の心の弱さへの嘆きとして、
普遍的に人の心を打つ名曲といえると思います。
バッハの声楽曲の中で最も好きな曲で、２年前に一度、ミクで完成させたのですが、このたびリ
メイクいたしました。以前のバージョンよりさらに情感を込めた歌唱になるよう工夫したつもり
（クラヴィーアＰ）
です。よろしくお願いいたします。
・投稿作品 mylist/3963683
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4. J.S.バッハ
『マタイ受難曲』
より－コラール
Matthäus-Passion BWV244 : Choräle 15,17,44,54,62
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
TuKuRu：新作・発表済（sm12993398）

S：Prima
A：巡音ルカ（EN）
T：Tonio
B：Big-AL

Nr.15 Choral
Erkenne mich, mein Hüter,
mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
ist mir viel Guts getan.
Dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und süßer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.

第 15 曲 コラール
私を認めてください、私の守り手よ。
私の羊飼いよ、私を受け入れてください！
すべての宝の泉であるあなたから
私のために多くのよいことが行われました。
あなたの口はミルクと甘い食べ物で
私を元気づけてくださいました。
あなたの聖霊は多くの天国の喜びを
もたらしてくださいました。

Nr.17 Choral
Ich will hier bei dir stehen;
verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
im letzten Todesstoß,
als denn will ich dich fassen
in meinen Arm und Schoß.

第 17 曲 コラール
私はここに、あなたのみもと留まります。
私を見捨てないでください！
あなたの胸が傷つき破れるときも、
私はあなたから離れません。
あなたの胸がとどめの一突きで
息絶えるとき、
私はこの腕と懐に
あなたをしっかり抱きかかえましょう。

Nr.44 Choral
Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn
der wird auch Wege finden,
da deun Fuß gehen kann.

第 44 曲 コラール
お前の行く道と、
心の患いを、
天を統べる方の
変わることのない護りに委ねなさい。
その方は雲にも、大気と風にも
行くべき道を与えてくださる。
その方が新しい道を見つけてくださるだろう、
お前が歩むことのできる道を。
歌詞対訳：国井健宏神父
（http://pacem.web.fc2.com/lyrics/）
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Nr.54 Choral
O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zu Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret,
gegrüßet seist du mir!

第 54 曲 コラール
（1節のみ）
おお、血と傷にまみれた御頭、
苦痛と、嘲笑に満ちた御頭よ、
おお、嘲笑され
いばらの冠をかぶせられた御頭よ。
おお、御頭よ、いつもなら立派に
最高の栄誉で飾られていたのに、
今やひどく辱められている。
私の心からの挨拶を受け入れてください。

Nr.62 Choral
Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir.
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein!

第 62 曲 コラール
いつしか私がこの世に別れを告げるとき、
私から離れないでください。
私が死の苦しみにあるとき、
目の前に現れてください！
この上ない恐怖が
私の心を囲むとき、
あなたの苦悩と痛みの力で
私を恐れからお救いください！

マタイ受難曲の中で、フレーズは同じなのに調を変えて５回も登場する有名なコラールです。曲自体は有名
なので詳細はググってもらうとして（おい）、今回の製作のトピックなどを少し書こうと思います。
まずは、初めてきちんと使用した Antares 社の Harmony Engine Evo について。
このソフトは、ケロ声ソフト Auto-Tune で有名な Antares 社が開発した、リアルタイムボーカルハーモニー
生成プラグインです。今回は、このソフトでピッチのゆらぎなどを調整することによって出来る擬似コーラ
ス効果によって 4 人のボーカロイドの声を数十人編成程度のコーラスに化かしています。
もう一つ、これはデータ作成時に考慮した点ですが、５つの同じフレーズのコーラスをただ並べても面白く
ないと思ったので、テンポを徐々に遅く（BPM を 2 づつマイナス）、音量を徐々に小さく（約 1dB づつマイナス）
しました。
後の方のコラールになるにつれて落ち着いた感じにしようという考えからそのようにしてみました。
ということで、上記の点などを意識しながら聞いて頂けると、更に楽しんで頂けるのではないかと思います。
（TuKuRu）

・音律：キルンベルガー第 3 法
（Kirnberger3） A=440Hz
・投稿作品 user/884858
Twitter ID：TuKuRu
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5. ビクトリア
「暗闇となりぬ」
Tenebrae factae sunt

トマス・ルイス・デ・ビクトリア Tomas Luis de Victoria 1548-1611
るねさんす P：新作・未発表

Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Judaei.
Et ciruca horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna, ait:
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Et inclinato capite emisit spiritum.

ユダヤ人がイエスを十字架にかけたとき、
辺りは暗闇となった。
そして、第 9 時課のころ、イエスは大声で叫んだ。
我が神よ、
我が神よ、
なぜ私を見捨てられたのですか？
そして、イエスは頭を垂れ、息絶えた。
イエスは大声で叫んだ。
父よ、我が魂をあなたの手に委ねます。
そして、イエスは頭を垂れ、息絶えた。

「太陽の沈まない国」とよばれた黄金時代のスペインが生んだ偉大な音楽家、トマス・ルイス・デ・ビクトリア
（1548-1611）。
彼は高位の聖職者としても知られ、その生涯を教会のために奉げました。
ビクトリアの作品は全て教会の典礼音楽であり、世俗音楽を一切手がけていないことがその証でしょう。
そのビクトリアの傑作中の傑作と評されるのが、1585 年に留学先のローマで出版された「聖週間聖務曲集」
に含まれる「暗闇のレスポンソリウム集」です。
この曲集は、復活祭前の一週間である「聖週間」の、聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の朝課で歌われるレスポン
ソリウム（応唱）をまとめたもので、夜の暗闇の中で行われる儀式にその名が由来しています。
さて、今回取り上げましたのは、この曲集に含まれる聖金曜日のレスポンソリウム「暗闇となりぬ」
です。
十字架に掛けられたイエスが、神に魂を委ねて息を引き取る場面を、ビクトリアの音楽は見事に表現しきっ
ています。
聴くものを圧倒するビクトリアの音楽表現に、ボカロによってどこまで近づけたかは分かりませんが、お聴
（るねさんす P）
きいただけたら幸いです。
合唱：初音ミク Append Solid（SSAT の 4 声）
音律：ミーントーン（F シフト・はちゅ〜んによる）
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・投稿作品 mylist/15102731
・Twitter ID：t2̲renaissance

6. J.S.バッハ
「十字架にかけられて」Crucifixus
「インヴェンションとシンフォニア」－シンフォニア第 9 番 BWV795 による 3 声モテット
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ （aripon ／ Triona Klee・編曲）
ありぽん P（合唱編曲）／メッサ P（合唱指揮）／ trionaP（伴奏編曲・指揮）
：新作・未発表（予告編 sm12722303）

Crucifixus etiam pro nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
dona nobis pacem.

われらのために十字架につけられし
神の小羊、世の罪を除きたもう主よ
われらをあわれみたまえ。
われらに平安を与えたまえ。

原曲は J.S. バッハのクラヴィーア曲『３声のシンフォニア 第９番ヘ短調』BWV795 で、ミク・リン・レン・ルカがうたう
合唱曲に編曲してみました。
このコンピアルバムへ収録のために組まれたコラボ作品です。ボカロべたうちと歌詞入れまでしたところに、合唱の表
情づけをメッサ P 様、オケ制作と MIX を trionaP 様に頼んで完成しました。
ごくコンパクトなつくりをした独奏用の小品ですが、
すばらしいフーガ技法によってとても精緻に織り込まれた旋律と
和声は密度がたいへん濃く、ふかく極められた精神性を感じさせる音楽です。
３つの主題がくみあわせで出てくる３重フーガになっています。
「ため息音型」
をともなって喘ぎつつもぼりつめる第１
主題、主音から４度下まで半音階下降していくいわゆるラメント・バスによる第２主題、そして第３主題は曲がりくね
り、刺すような下降跳躍音型によって神に背く罪の心を思わせます。そして展開部ではジグザクの
「十字架音型」
がはっ
きりと現れ、それが次々折り重なっていく様はまるでイエス受難のシーンに立ち会うかのようです。それに対して今回
（ありぽんＰ）
の歌詞はミサの式文からそれぞれふさわしそうなフレーズをぬきだして当てました。
・投稿作品

mylist/3175396

合唱の表情付けを担当させて頂きましたメッサ P です。この曲は極限まで考え抜かれ、人が到達しうる最高の知性と深
い情性が込められたバッハ渾身の作品です。この傑作にボカロならではのテキストとダイナミクス、そして DTM 新時
（メッサＰ）
代の最高再現度の古楽オケが加わった「21 世紀の新しいバッハ」
をご堪能頂ければと思います。
ありぽん師匠のアカペラに私がオケを付けるというおなじみの師弟コラボに加え、今回あこがれのメッサ P 様も加わり、
念願の 3 人コラボ《Trinitas》が実現しました。ありぽんＰ様の見事な編曲によって 21 世紀に再誕《Renascentia》したこのモ
テットは、
元々そうであったとしか思えないほど、
詞と歌声と旋律の
「三位」
がしっくり一致しています。
その魅力をうま
く引き立てられるよう、バッハの様式を意識してオーケストレーションを施し、当時の古楽器の響きをイメージして表
現しました。シンプルな鍵盤曲を管弦楽付き合唱曲に編曲するというまったく斬新な編曲でありながら、伝統的なラテ
ン語ミサの歌詞に、古楽の声楽を特徴づけるメッサ・ディ・ヴォーチェ唱法、そして古楽オケという、あたかもバッハ自
（trionaP）
らが蘇って改作・指揮したような「新しくて古い」
バッハ音楽のレナセンティアをお聴きください。
合唱

1st : ミク dark + リン act2
2nd: ミク soft + ルカ J
3rd: ミク solid + レン act1
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伴奏：フラウト・トラヴェルソ／オーボエ・ダカッチャ／ヴァイオリンⅠ，Ⅱ／
通奏低音
［チェロ，ファゴット，ヴィオローネ，ポジティフオルガン，テオルボ］
音律：ヴェルクマイスターⅢ（E センター） A=440Hz, in cis-moll
（伴奏は F シフト音律・A=415Hz, in d-moll）

7. フォーレ
「アヴェ・ヴェルム・コルプス」Ave verum corpus
ガブリエル・フォーレ Gabriel Urbain Fauré 1845-1924
Napier：未発表作

Ave verum corpus natum de Maria Virgine,

めでたし、
乙女マリアより生まれ給いしまことのお体よ。

Vere passum, immolatum in cruce pro homine;

人々のため犠牲となりて十字架上でまことの苦しみを受け、

Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine,

貫かれたその脇腹から血と水を流し給いし方よ。

Esto nobis praegustatum, mortis in examine.

我らの臨終の試練をあらかじめ知らせ給え。

O Jesu dulcis,

優しきイエスよ、

O Jesu pie,

慈悲深きイエスよ、

O Jesu, fili Mariae.

マリアの子イエスよ。

Tu nobis miserere.

我らを憐れみ給え。

Amen.

アーメン。

比較的新しい曲ですが、伴奏に使ったバロック時代フランスのパイプオルガンに合わせてミーン
トーン系の調律を使用しました。伴奏で使用したストップはMontreとBourdonの8フィートです。
（Napier）
オルガンの柔らかな響きと初音ミクの組み合わせをお楽しみ頂けると有難いです。
・歌唱：初音ミク
・オルガン音源：Hauptwerk ＋ St. Maximin（Sonus Paradisi）
・音律：自然な調律エラーを含む改良ミーントーン
（伴奏オルガンのオリジナル調律） A=401.3Hz
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8. ブルックナー
「キリストは我等のために」Christus factus est
アントン・ブルックナー Anton Bruckner 1824-1896
聖ルカ学院合唱団：既成作（sm12274076）

Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum
et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.

キリストは我等のために
十字架の死に至るまで従順であられた。
それゆえに神は彼を上げられ
名を与えられた、
あらゆる名に勝る名を。

ブルックナーといえば壮大な交響曲の数々が有名ですが、卓越した教会音楽家でもあり、管弦楽伴
奏のミサ曲のほか多くの合唱曲を残しています。
Christus factus est も無伴奏モテットの傑作のひとつとして歌い継がれ、日本でもたびたび演奏さ
れています。
厳かながらも華やかな前半から、ベースの持続音に乗せて次第に緊張感を増した響きとなり、
限界に達した緊張を全休止でさらに引き締めた後に、大オルガンのようなクライマックスが来ます。
（聖ルカ学院合唱団
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Cloudia）

（ドイツ古曲） Christ ist erstanden
9.「キリストは復活せり」
作者不詳 Anon. (15c. Germany) from the Apel Codex
ハツネンブルク州立歌劇場の使用人：既成作（sm10306452）
歌唱：Prima

Christ ist erstanden

キリストは復活せり

von der Marter allen

果て無き責苦より

des solln wir alle froh sein

我ら皆、歓ばん

Christ soll unser Trost sein

キリストは我らが慰めと成り給う

Alleluia Alleluia Alleluia

ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ

ライプツィッヒ大学図書館写本番号 1494、15 世紀末にニコラス・アーペルが収集した曲が
収められていることから通称ニコラス・アーペル写本と呼ばれている曲集に含まれている
一曲です。
原写本には楽器の指定がなく、EML の校訂者はこの曲は純粋に器楽曲だったのではないか
と推定していますが、綺麗に歌詞がのりそうだったので、のせてみました。
（ハツネンブルク州立歌劇場の使用人）

・投稿作品 mylist/4872843
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10. ペロタン
「アレルヤ」Alleluia, Nativitas
「アレルヤ、乙女マリアのほまれある御誕生」より冒頭
ペロタン（ペロティヌス） Pérotin (Perotinus) c.1200
Napier：既成作（sm4968392）

Alleluia
アレルヤ

曲の最初の部分のみですが、800 年ほど前の合唱
曲です。重音テトの際立った声と、鏡音レンとの掛
（Napier）
け合いをお楽しみ頂けると有難いです。
・合唱：鏡音レン、がくっぽいど、重音テト
（UTAU）
・オルガン音源：Hauptwerk
Notre Dame de Metz（Milan Digital Audio）
・音律：ピタゴラス音律 ピッチ：A=440Hz
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11. マーラー
「原光」
（交響曲第2番《復活》
第4楽章）
Symphonie Nr.2 “Auferstehung” : 4.Satz “Urlicht”
グスタフ・マーラー Gustav Mahler 1860-1911
グスタフ P：既成作（sm2859222）

O Röschen rot!

おお、紅の小さなバラよ！

Der Mensch liegt in größter Not!
Der Mensch liegt in größter Pein!
Je lieber möcht ich im Himmel sein!

人間は大きな苦悩の中にいる！
そう、出来るならば私は天国にいたい！

Da kam ich auf einem breiten Weg;
Da kam ein Engelein und wollt mich abweisen.

すると一人の天使が来て、私を追い返そうとした。

Ach nein! Ich ließ mich nicht abweisen!
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben!

人間は大きな苦痛の中にいる！

そこで私は一本の広い道にたどり着いた。

いや、私は引き下がりはしなかった！
私は神様から生まれ、再び神様の元へ戻るのです！
神様はきっと小さな光を与えて下さって、
その輝きが永遠の喜びに満ちた生命にまで
導いて下さるだろう！

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて活躍した指揮者及び作曲家、グスタフ・マーラー（1860-1911）
の作品です。
歌詞は、A.v. アルニムと C. ブレンターノが編纂した民謡詩集「少年の上思議な角笛」から採られました。交響曲第
2 番《復活》の第 4 楽章として知られていますが、独立した歌曲として演奏されることもあります。交響曲におい
ては、長大な第 5 楽章への橋渡しの役割を持っています。葬儀（第 1 楽章）の参列後に現実へ引き戻され
（第 3 楽章）
、
死を意識して恐れの感情を抱いた時に、信仰の歌声が聞こえてくる、という意味合いがあるようです。
オーケストラは大編成でありながら大変控え目な伴奏に徹しており、全楽器が一斉に鳴ることはありません。中
でも 4 本のトロンボーンは、わずかひと吹きで終わってしまいます。
アルト独唱は VOCALOID2 の初音ミクです。当初はドイツ語をよく知らないまま歌わせてしまい、おかしな発音
（グスタフ P）
が多々ありました。今回、少しは改善出来たかと思います。
・投稿作品 mylist/5227239
・HP http://www5d.biglobe.ne.jp/˜mabushis/
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12-13. フォーレ
「レクイエム」ニ短調

作品48

Requiem in D minor, Op.48
ガブリエル・フォーレ
マリア P

（12）第 5 曲：アニュス・デイ V. Agnus Dei et Lux Aeterna
新作・未発表

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

この世の罪を取り除く神の小羊よ

Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum Sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

主よ、彼らを永遠の光でお照らしください。

彼らに安息をお与えください

聖者たちとともに永遠に
あなたは慈悲深くあられるのですから。
主よ、永遠の安息を彼らに与え、
絶えざる光でお照らしください。

（13）第 7 曲：イン・パラディスム VII. In Paradisum
既成作の改作（sm11111376）

In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu
suscipiant te martyres,
et perducant te, in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere,
aeternam habeas requiem.
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天使があなたを楽園へと導きますように。
楽園についたあなたを、
殉教者たちが出迎え、
聖なる都エルサレムへと導きますように。
天使たちの合唱があなたを出迎え、
かつては貧しかったラザロとともに、
永遠の安息を得られますように。

「レクイエム」とは、死者の安息を神に願うカトリック教会のミサであり、死者の為に行うミサのこと。転じて、
そのミサで用いる聖歌のことを「レクイエム」と呼びます。
数多くの作曲家がレクイエムを題材にした作品を残していますが、とりわけモーツァルト、ヴェルディ、フォー
レ―この 3 人の作曲家によるレクイエムは有名であり、
「三大レクイエム」と呼ばれています。
その中でも最も安らぎに満ちているフォーレ作曲のレクイエムこそ、死と再生をテーマとした「ルカの巡音書」
の締めくくりにふさわしい―そのように考え、この曲を選びました。
第 5 曲：アニュス・デイ（神の子羊）は別名「平和の賛歌」とも呼ばれますが、神の小羊であるキリストに世の平安
を祈る聖歌。弦による優雅で幻想的なメロディが特徴です。
第 7 曲：イン・パラディスム（楽園にて）は、フォーレのレクイエムの終曲。本来の死者ミサの一部ではなく、棺を
埋葬する時に用いられる赦禱文に作曲したものですが、フォーレのレクイエムを特徴付ける穏やかな旋律はあ
まりにも有名です。
フォーレのレクイエムのもう一つの特徴として、モーツァルトやヴェルディではおなじみの「ディエス・イレ」
（怒りの日）が含まれていないことが挙げられます。ディエス・イレは、死者の為に行われるミサ曲であるレクイ
エムの中でも、とりわけ重要な位置を占める歌であり、作曲当時の死者ミサでは必須とされていました。この為、
「斬新過ぎる」
「死の恐ろしさが表現されていない」
「異教徒的」などとの批判が出されるほどでした。
これらの批判に対して、フォーレ自身はこのように述べたとされています。
「私のレクイエム……は、死に対する恐怖感を表現していないと言われており、なかにはこの曲を死の子守歌と
呼んだ人もいます。しかし、私には、死はそのように感じられるのであり、それは苦しみというより、むしろ永遠
の至福の喜びに満ちた開放感に他なりません。」
死を苦しみとして恐れるのではなく、その彼方の安息へと至る過程である―それは死ではなく、楽園への再生
である。そのように、フォーレは感じていたのでしょうか。晩年、彼はこのように語っています。
「私が宗教的幻想として抱いたものは、すべてレクイエムの中に込めました。それに、このレクイエムですら、徹
頭徹尾、人間的な感情によって支配されているのです。つまり、それは永遠的安らぎに対する信頼感です。
」
そして、作曲から百年余りを経て―フォーレの遺したレクイエムは、モーツァルト、ヴェルディと並び立つ不
（マリアＰ）
朽の名作として、その地位を確固たるものとしているのです。
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《合唱パート》 #12： ソプラノ…初音ミク、鏡音リン（ACT.1）
アルト…メグッポイド、VY1
テノール…巡音ルカ（JP）、鏡音レン（ACT.1）、初音ミク vivid、猫村いろは
バス…初音ミク dark、がくっぽいど、TONIO、BIG-AL
#13： ソプラノ…初音ミク、巡音ルカ（JP）、VY1
アルト…メグッポイド、鏡音リン（ACT.1）、猫村いろは
テノール…鏡音レン（ACT.1）、初音ミク solid、がくっぽいど
バス…がくっぽいど、TONIO、BIG-AL

「ルカの巡音書」
に寄せて

主催

マリアＰ

皆さま、ごきげんよう。マリア P です。
ボカロクラシカ・オムニバス第 2 弾「ルカの巡音書」をリリースすることができ、感無量です。今回のオムニバス
につきまして、最初に解説をさせて頂きたいと思います。
じゅんいんしょ

まず、
「ルカの巡音書」とは―わたくしがとりわけ好きなVOCALOIDのボイスキャラクターの１つ
「巡音ルカ」
と、
「福音記者ルカ」
（ギリシア語 Loukas ／ラテン語 Lucas ／ドイツ語 Lukas ／日本語 路加）による『福音書』を掛け
たタイトルです。
ふくいんしょ
（『ルカによる福音書』とも）を執筆したこと
福音記者ルカは、キリスト教においては新約聖書の一篇『ルカの福音書』
で知られ、医師を本職としながら画家としての才能も併せ持っていたことから、画家および医師の守護聖人にも
位置づけられています。
音楽による、音楽の世界の巡礼記―それが、このオムニバスを貫くコンセプトとなっております。
前作、ボカロクラシカ・オムニバス第 1 弾「UK Baroque 18th」が予想以上に好評であった為、今回の第 2 弾はコン
セプトを思い切って変えたオムニバスとして制作致しました。
前作が United Kingdom ―つまり、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（イギリス）
と、アイルラン
ドの 18 世紀以前の楽曲に絞って収録曲を厳選したことに対して、本作はヨーロッパ大陸をも含めた広い文化圏
における中世以降〜 1800 年代以前の楽曲を収録曲としていることが特徴です。前作において文化圏を狭く限定
したことにより、収録できなかった楽曲群を収録する為の施策として、このように致しました。
その結果、一定のテーマ性を維持することに苦心したものの、年代と文化圏を広く横断した
「巡礼記」
のように、
時間と空間のスケールの大きなオムニバスとして仕上げることができました。
最も古い年代の収録曲は、今からおよそ 800 年前の西暦 1200 年頃（中世ゴシック期）に活躍したペロタン（Pérotin）作
（Alleluia）です。これに対して最も新しい年代の収録曲は、今からおよそ 100 年前の西
曲のオルガヌム「アレルヤ」
暦 1900 年頃に活躍したフォーレ（Fauré）作曲の「アヴェ・ヴェルム・コルプス」
「レクイエム」
や、マーラー（Mahler）
の
「復活」等であり、実に約 700 年という年代の幅があります。
文化圏でみれば、ノートルダム楽派（フランス）のペロタンやブルゴーニュ楽派（現・ベルギー付近）のデュファイと
いった中世ヨーロッパの古典音楽黎明期に始まり、イングランドとアイルランドの民謡・古曲、時あたかも栄
華を誇った大航海時代スペイン帝国の作曲家ビクトリア、クラシック音楽の本家イタリアが輩出した巨人ヴィ
ヴァルディやヴェルディなど、ヨーロッパ文化圏の広範囲に及んでいます。
そして、クラシック音楽で最もメジャーであるドイツ・オーストリアの音楽も、このアルバムにおいて大きな地
位を占めています。
「音楽の父」ヨハン・ゼバスティアン・バッハによる「マタイ受難曲」
「ヨハネ受難曲」
等の傑作
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群、ウィーン古典派三大巨匠の一人モーツァルトによる「魔笛」
「レクイエム」、前期ロマン派を代表するシューベ
ルトやメンデルスゾーン、後期ロマン派を代表するブルックナーやマーラーの楽曲もその範疇に含まれます。そ
の他、フランス革命による混乱から 1 世紀を経て蘇った近代フランス音楽からはフォーレ、マスネ、そしてイギ
リス音楽ではパーセル、ステイナー…といった幅広い作品を収録しています。
これらの多岐にわたる年代、文化圏の収録曲に一貫したテーマは Mors et Renascentia ―「死と再生」
です。宗
教曲や世俗曲を問わず、年代や文化圏にとらわれない普遍的なテーマとして、この Mors et Renascentia （ラテン
語：モルス・エト・レナセンティア）をオムニバスのコンセプトに据えました。
DISC1 は Mors と題し、狭義のクラシック音楽の範疇にとどまらず、民族音楽や現代的シンセアレンジ曲な
ども幅広く含め、「巡礼紀行」の「オムニバス」らしい編成となりました。ただ、一貫して底に流れるテーマは
《Memento Mori》
「死を想え」です―これは古今のあらゆる芸術に広く通底するテーマでもあります。
高らかな船鐘、満天の海の星を仰ぐ厳かな船出も束の間、死神の雄叫びのごとき「夜の女王のアリア」
の嵐に見
舞われますが、鎮魂ミサ曲「レクイエム」、浮き世の儚さを歌いあげるかのような哀愁深い民謡を経て、救い主
の到来を待ち望みつつ、次第に安息に包まれた慰めの響きとなります。
DISC2 は Renascentia と題し、より一貫したテーマ性に基づくシナリオ構成となっています。
前半では、いわば「死と再生」の究極であり、古今多くの教会音楽の題材とされてきた「キリストの受難と復活」
にテーマを絞り、J.S. バッハの二大受難曲の抜粋を中心に受難劇を展開します。この「受難と復活」の物語は、
まさに「巡音書」もとい『福音書』の核心的テーマでもあります。
後半は、天上から復活と昇天を祝福する天使の歌声のように「アレルヤ」が鳴り響き、翻って現世の人間の立
場から救いへ向かわんとするマーラーの「復活」を経て、ついに天から光降り注ぐような癒しに満たされた
フォーレの「レクイエム」にて締めくくられます。
この２つの巡礼路が、互いに交差しつつ「死」と「再生」の物語を紡いでまいります。
オムニバスの制作にあたっては、VOCALOID によるクラシック・カヴァー―ボカロクラシカにおける実力派
の作品を世に広く流布させる一助となること、これを最大の目的として、数多くの制作者にお声掛けを致しまし
た。その結果として、19 人の制作者による 30 トラック、およそ 120 分という未曾有のスケールの楽曲群が 2 枚
の CD に収まることになりました。
以下に、簡単ながら制作者各位をご紹介致します。
レオ P：ニコニコ動画にて「高音の魔術師」の異名をとる実力派 P。とくに KAITO の調教に定評があり、モーツァル
ト
「魔笛」より夜の女王のアリア、シューベルト「アヴェ・マリア」のカヴァーが有名です。
trionaP（トリーナ）：Midi による古楽演奏に定評があり、古楽的な素朴な音作りにより「古楽オケの神様」
との異名
を持つ。ありぽん P やマリア P 等とのコラボレーションでオケ制作を担う他、VOCALOID によるドイツ・バロッ
クを中心とした古楽カヴァー作品も多数。本作「ルカの巡音書」制作でも、陰に陽に多大なご尽力を頂きました。
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べにしだ：ルネサンス期から近代まで広い年代の合唱曲に精通し、VOCALOID と一緒に男声パートを歌うこと
もある「歌う P」。堅実な調声の片や、動画のサムネのネタが歪みねぇコトでもよく知られる人気者です。
ミゼレ P：ヴァティカン教皇座門外不出の秘曲・アレグリの「ミゼレーレ」で一躍注目を浴び、その実力を知らし
め、出世作に由来する称号を贈られています。今回は連作的に手がけていらっしゃるモーツァルト「レクイエ
ム」より、待望の最新作「涙の日」にてご参加いただきました。
みくる J：耽美的な作風が人気のオリジナル曲を中心にリリースし、同人音楽サークル「もえ＠みくる」主催。今
作では、なんと自らヴァイオリンを弾いて、演奏に参加してくださいました。
はとまつり P：
「伝説のルカマスター」の一人。ルカ発売後まもなくリリースした「スカボロー・フェア」
により、一
躍その地位を確立した鬼才。
「SeikoP」こと Sei さんとともに「伝説のルカマスター」としてオムニバスに参加し
て頂き、とても光栄です。
Sei：「伝説のルカマスター」の一人。ニコニコ動画では「SeikoP」として、数多くのオリジナル曲と何作かの民謡・
古典曲カヴァーを手がけ、ファンタジックな世界観と自作による愛らしいイラストも相まって、絶大な人気を
誇ります。筆者も個人的に大好きな作品が多く、オムニバスにお招きできて幸せです。
Napier（ネイピア）：ニコニコ動画における Hauptwerk （Virtual Pipe Organ ハウプトヴェルク―実在するパイプオルガンを
サンプリングした音源）を使用したオルガン曲の第一人者。VOCALOID や UTAU を使用した曲も制作されています。
メッサ P：デビューからまもなく「メッサ P」の称号を得て、期待の新人として注目された実力派。P 名の由来で
ある「メッサ・ディ・ヴォーチェ」と呼ばれる古楽唱法を生かした VOCALOID 調声に定評があります。
聖ルカ学院合唱団：架空の学園「聖ルカ学院」が誇る合唱団。Cloudia 氏による巡音ルカの合唱指導に定評があり、
歌姫が幾重にも織り成す甘美な響きは、まるで一幅の絹の織物のような美しさを醸し出します。
ミクナール P：
「ボカロオケの魔術師」の異名を持つ。VOCALOID のヴォカリーズを巧みにフルオーケストラに取
り入れた作品に定評があるほか、「ボカロクラシカ生放送」
「ボカロクラシカ音楽祭」等のイベントをも牽引す
る、ボカロクラシカ界の旗手というべき有力者です。
クラヴィーア P：「鍵盤曲の旧約聖書」と云われるバッハの「平均律クラヴィーア曲集」全 96 曲を初音ミクのヴォ
カリーズによりカヴァーした「鉄人」。その他にも「インヴェンションとシンフォニア」
「ゴルトベルク変奏曲」
等の膨大な連作をコンプリートしてきた不動の実績を誇ります。
小川 P：バッハの「マタイ受難曲」を地道に作り続ける名職人にして、Bach（ドイツ語で「小川」を意味する）に由来する
称号を贈られている実力派。今回は同じくバッハの「ヨハネ受難曲」にてご参加いただきました。
TuKuRu：初音ミク黎明期から「初音ミクが本気で『約束はいらない』を歌ってくれた」等の傑作を送り出してきた
実力派。今は DS-10 等による作品が主力ですが、このオムニバスの為にマタイ受難曲のコラールを制作して頂
きました。
るねさんす P：ビクトリア、タリス、パレストリーナ、ジョスカン・デ・プレといったルネサンス期の古典曲を多
数手がけ、VOCALOID によるルネサンス声楽の旗頭的存在。丹念に調声された崇高な合唱に定評があります。
ありぽん P：VOCALOID 界 における古典調律の第一人者で、初音ミク黎明期からバッハの「平均律クラヴィーア
曲集」に基づくキリエ合唱等で、当時「ミクラシック」と呼ばれていたボカロクラシカを牽引した古参。古典曲
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オーセンティック

の解釈という従来のクラシック音楽の枠を超えた斬新かつ正統的な編曲の数々が特筆されます。
ハツネンブルク州立歌劇場の使用人：ボカロクラシカ有数の映像編集技術を誇る「ハツネンブルク州立歌劇場」
の支配人…ならぬ「使用人」。ボカロクラシカ作品の映像化にも携わる他、VOCALOID を用いた古典曲やオリ
ジナル曲でもご活躍です。
グスタフ P：マーラーによる歌曲を中心に VOCALOID によるカヴァーを数多く制作し、グスタフ・マーラーの
ファーストネームに由来する P 名を持つ。Midi によるオーケストラの再現にも定評があり、ボカロクラシカ
有数の器楽曲の名手でもあります。
マリア P（主催）
：代表作「初音ミクが歌うアヴェ・マリア」シリーズの他、最近はルネサンス期のアカペラ楽曲の
カヴァーを手がけています。本作「ルカの巡音書」主催として、企画を担当致しました。
オムニバスのエクステリアの根幹を成すジャケットイラストにつきましては、pixiv などのイラストサイトで人
気の高い、こみねさんに描き下ろしていただきました。また、オムニバスのプロモーション・ビデオについては、
みくる J さんに制作頂きました。いずれもオムニバスのコンセプトを深くご理解の上、とても美しいイラストと
動画を仕上げていただき、感激の極みです。
そして、アルバムの装丁などのエクステリア、曲順検討などのインテリアの全てにわたって腕と頭脳を振るった
triona さんのセンスにより、素晴らしいオムニバスが出来ました。triona さんの尽力なくしては、このオムニバ
スは成立していないでしょう。
また、今回の収録曲に携わってはいないものの、本作制作の上でキリスト教に対する理解の深いお立場から、コ
ンセプト等へのご助言を頂いたふるる P さんにつきましても、この場を借りて御礼申し上げます。
その他、本作の制作を見守っていただいた数々のサポーターの皆さまに、御礼申し上げます。
20 人あまりの制作者各位、その他のサポーターの尽力により生み出された、ボカロクラシカ・オムニバス第 2 弾
「ルカの巡音書」―その壮大なる音楽の旅路に、皆さまもぜひご一緒に旅立ちましょう。
2010 年 12 月

《ホルツモーント・レコード》 http://holz.mond.jp/
ボカロクラシカ＆民族調曲レーベル Holzmond Records

ボーカロイド（Vocaloid）
と DTM によるクラシック音楽・民族音楽を中心に、
CD 制作・流通を行うレーベル
（非営利同人サークル合弁体）です。
レーベル名の由来：
「ホルツモーント」
とは、ドイツ語で「木の月」を意味し、
木彫で三日月を象ったドイツの伝統的オーナメントです。
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こんな素晴らしいアルバムに参加出来て嬉しいです。
有難う御座います。
（レオＰ）
前回コンピ UK Baroque 18th に引き続き携わらせていただきました。
皆さんの航路に良き帆風が吹きますように！
（trionaP）
ボカロクラシカ・コンピＣＤ第２弾おめでとうございます。
今から第３弾が楽しみです。
（べにしだ）
死の直前まで書き綴ったモーツァルト渾身の１曲をどうぞ。
（ミゼレＰ）
スライディングセーフで参加させていただきました。
古典のバイオリン、楽しかったです！
（みくる J）
このたびは参加させていただきとても光栄です！
音楽の世界の巡礼地の一つとしてお楽しみいただければ幸いです。
（はとまつりP）
今回はアイリッシュトラッドのカバーで参加させて頂きました。
楽しんで頂けると幸いです。
（Sei）
素晴らしい企画にお呼び頂き有難うございます。
ニコニコ動画では、主にオルガン音源を使った動画を上げている
ネイピアと申します。VOCALOID を触るのは久しぶりすぎて、既作の改良
だけで手間取ってしまいましたが、聴いて楽しんで頂ければ幸いです。
（Napier）
新たなるクラシカコンピ CD、完成おめでとうございます！
素晴らしい企画に参加させて頂き、大変光栄に思います。
（メッサＰ）

音楽を愛する人のために。
（聖ルカ学院合唱団）
ボカロクラシカ＆民族調のコンピ CDも２作目！力作ぞろいです。
皆様宜しくお願いいたします！
（ミクナールＰ）
がんばってリメイクしてみました！
よろしくお願いいたします。
（クラヴィーアＰ）
このような企画に参加させていただき、とても嬉しいです。
普段、クラシックをあまり聴かれない方にも、
この機会に手に取っていただけると幸いです。
（小川Ｐ）
まず、このようなコンピ企画にお誘い下さったマリアＰさんに
感謝します。今回、合唱のシミュレートにHarmony Engine evo
というソフトを使用してみましたがどうでしょうか？
お楽しみいただけたら幸いです。
（TuKuRu）
今回は６声レクイエムと並び賞される傑作
「暗闇のレスポンソリウム集」
から、美しくも悲哀に満ちた
１曲をお届けします。どうぞよろしくお願いいたします！
（るねさんすＰ）
UKB18に引き続きましてコラボ作品です。
メッサP 様・trionaP 様との合作で VOCALOID から生まれた
バッハの新合唱曲をお楽しみください！
（ありぽんＰ）
アルバムの一部として関われて、とても光栄です。
ありがとうございました！
（グスタフＰ）
今回は絵という形ですけどコンピ参加できて嬉しかったです！
これを聞きながら世界中を旅するのが夢です！
（こみね）

ごきげんよう、マリアPです。
ボカロクラシカでおなじみの皆さまに加えて、日ごろはボカロクラシカ以外で活躍されていらっしゃる方々もお招きしての
オムニバス―
果たして一つにまとまるのか、という不安もありましたが、今までに無い素晴らしいものに仕上がったと思います。
ルカ好きなわたくしとしては、ニコニコで
「SeikoP」
として知られるSeiさん、はとまつりPさんという
二人の
「伝説のルカマスター」
をお招きできたことが、最大の光栄です。
そして、わたくしを含めた19 人の制作者各位が結集して、このようなオムニバスを形にすることが出来たことが最大の喜びです。
願わくば、皆さまとこの喜びを分かち合いたいと思います。
ボカロクラシカ・オムニバス第 2 弾の構想を考えてから、およそ 4 ヶ月。そのわずかな時間の間に、これほど多くの皆さまが
素晴らしい作品を作り上げてくださったことに、心よりの御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
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アルバム特典
Speci a l Bonus

デスクトップ壁紙

BMP画像
各サイズをクリックするとビューアが開きます。
ローカルに保存後ご使用下さい。

プロモーション動画
▲

Click to Play

FLV 動画形式 size: 1440＊1088
（推奨再生ソフト GomPlayer http://www.gomplayer.jp/）

全ての収録コンテンツの無断転用・再配布を禁じます。
Copyright © 2010 Holzmond Records. All Rights Reserved.

＊上記リンクからロードできない場合は、CD 内の
データファイルに直接アクセスして下さい。

