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木|Iはお忙しい中、私ども水星交稗楽|､jｌ（略称：水群）の演奏会にご

来場いただき、誠にありがとうございます。

今'''1のプログラムは、１９枇紀から20111:紀前半にかけ活雌したイギリ

スの作'111家ホルストの代表作「惑雌」をメインに、このたび令作が完結

し、今里岐終細の映画も公開されたハリー・ポッターシリーズの節ｌ作

｢賢荷のｲi」の組'''１（作曲は、もちろんお馴染みジョン・ウィリアムズで

す)、そして、ガーシュウィンのミュージカル「オー・ケイ！」の序曲と

いうラインナップとなっております。

当聞では、淡奏会のたびに、ご来場いただいたお客さまからアンケー

トをいただいておりますが、減奏会の感想としてよくあがっているのは、

水群プログラムの倣向として「なんか良く知らないけど聴いてみたら結

構いい'''1だった」というものと「今庇はぜひ聴きやすい馴染みのある'''１

を取り上げてほしい（映画音楽やミュージカル)」というご愈兇です。

前半のご意見は、実は非常に淡奏椅其利に尽きるお言葉で、素IIIiiらし

い曲なのに意外に知られていない:fﾉiIllIはたくさん存在しており、それを

音として発信していくというスタイル、これは水群の特徴として続けて

いきたいと考えております。一方、後半のご意見に関しては、なかなか

お応えできる機会がなかったのですが、水群選曲委員会のメンバーを''’

心にさまざまな案を検討した''1で今'111のプログラムとなりました。それ

ぞれの作'111家がIMIの''１で描こうとした||t界、それはクラシックという形

式にはもちろん関係なく、ただ、門楽のilIに感じ取るしかありません。

彼らが全ﾉJで表そうとしたことを、全力で演奏してなんとか音にしてい

く、われわれにできることはそれしかありませんが、是非、膏楽にふれ

ながら、彼らの想いを感じ取っていただきたいと思います。

さて、今'11|の淡奏会は、本来は今年の５月１１｣に開催されるはずでし

たが、会場の部合等により、本||に延期させていただきました。波奏会

を心待ちにしておられた皆さまには'|'しI沢ない限りでしたが、逆に多大

なる励ましのお言葉もいただきました。結果として約１年にわたりこの

プログラムに取り組んできたわけですが、その間、都合により出演でき

なくなったメンバーも何名かおります。本||はすべての袴さまのお気持

ちに応えられるよう精一杯の演奏をいたします。

それではごゆっくりお楽しみください。
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2008年の４０回記念定期では愛知県芸術劇場とすみだトリフオニーホールで「春の祭典」i~新世界」

2009年に楽団創設25周年を迎え、常任指揮者・西藤氏が選曲した「家庭交響曲」などを特別プロ

して演奏した。

を披露。｜
グﾗﾑと函

へご戸
一一型_ﾉ当人．.．．.?、

気あふれる演奏で聴衆の感動を誘う。ベートーヴェンなど時代を超えた名曲の熱

皇

一橋大学管弦楽団出身者を中心に結成。



オーストリアにて演奏旅行を行い、ザルツブルグ音楽祭などにて

指揮

祷藤栄 一

オルフ祝祭合唱団は、オーケストラ、ダンサー、独唱者と合唱によるエンターテインメント〃合唱舞踊劇〃を

１
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日のプログラム本

Ｇ・ガーシュウィン

｢オー。ケイ！」序曲(約'0分）

‘T-GeorgeGershwinOh,Kay!:Overture

l・＆Br，・剛一・Ｊ・ウキリアムズ”
伽〃くりi－．ポツターと賢者の石j紬(約叫一Ｊ丑

‘…い』JohnTownerWilliamsHarryPotterandtheSorcerer1sStone:Ｓ

ｉ１議客'野'鰯蝋緬嘘篭』1吋

して

2０１(バッハ作曲：「モテット３番｣)、『ヨハネ受難曲jｌ（バッハ作曲）などを合唱舞踊劇として上演。

２９日に『カルミナ・ブラーナ』を上演、２０１１年１０月１日２日に『ヨハネ受難曲』の上演を予定

指揮。’８２年には関西二期会室内オペラ・シリーズ第９回公演、

ブリテン作曲「ねじの回転」（関西初演）の副指揮者を務める。

１９８４年に水星交響楽団の常任指揮者に就任。水星交響楽団、

オルフ祝祭合唱団との共催で、佐多達枝振り付けのバレエ「カル

ミナ・ブラーナ」（'９５年、東京文化会館)、「ダフニスとクロエ」

('９９年､新宿文化センター)を指揮した。その後､｢カルミナ･ブラー

ナ」のバレエ公演では､神奈川フィル､東京シティ･フィルも指揮した。

2005年には、同曲を含むオルフの「トリオンフイ」３部作（４台の

ピアノと打楽器）を指揮している。

明治学院大学文学部芸術学科教授。また、著書に「往還する視

uiｔ 石
厘

GustavHolstThePlanets,Ｏｐ､３２
３

曙ifz耐

F､Ｃ"の専属合唱団｡０．F.Ｃは合唱を群舞として使う独特の手法が大きな特徴となっている｡

京都大学にて音楽学を、国際基督教大学大学院にて美術史学を

線１４－１７世紀ヨーロッパ絵画におけ

芸社)、｢振っても書いてもしょせん酔狂」

研究‘，この間、指揮法を尾高忠明、田中一毒、円光寺雅彦の各氏

に師事。１９８１年には京都大学交響楽団と２週間に渡り、ドイツ、
(さいとうえいいち）

宅

1995年の発足以来、創作バレエ界の第一人者として名高いコレオグラファ一佐多達枝を芸術監督に、劇的三

部作『トリオンフィ』(オルフ作曲:｢力ルミナ･ブラーナ｣､｢カトゥーリ･カルミナ｣､｢アプロディーテの勝利｣)､『ルー

ドヴィヒ』（ベートーヴェン作曲：「交響曲第９番｣)、『ダフニスとクロエ』（ラヴェル作曲)、『イエス、わが喜び』

創造するカンパニー‘'０．

オルフ祝祭合唱団
弓
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曲目紹介１
二隻＝蚕寅ごこり。＝星鶏一

Ｇ・ガーシ１１ウィン

｢オー・ケイ！！］:序曲ロ

｢オー

ノカをイ

､ｰウィンのミュー

ル英米プログラム｣、オープニング

t表する作''11家、ジョージ･ガーシュ

ジカル「Ｏｈ,Kay！（オー.ケイ！）」

もⅢIるくて細しみやすい、そして序曲です。とてもlﾘlるくて親しみやすい、そして

どこかで聴いたことがあるようなメロディーが次

から次へと出てきて、あっという間に終わってし

まいます１

ガーシュウィンはミュージカルを501111も作Illlし

ましたが、この「Oh,Kay！」はその''1で３７訴llの

作IHIだそうです。そしてこの作''111,は1926年にニュー

ヨークのブロードウェイで初減され、２５６１１１|も興行

されて人好評を博しました。また、その翌年にはロ

ンドンでも興行され、こちらも21311'１というロング

ランとなりました。火ヒットですね。１９２６年とい

えば、ガーシュウィンがあの代炎作「ラプソディー・

イン・ブルー」を光炎した２年後、脂の乗り切った

時期だったのでしょう。ちなみにこの「ケイ（Kay)」

というのは主人公の女性の伽iiです。

このミュージカルのあらすじは、禁酒法時代のア

メリカ、密造酒を密輸しようするちょっと間抜けな

一味とその''１の一人の妹ケイ（腹人公)、そして彼ら

がアジトとした海岸の別>Ⅱ;の持ち主ジミー（フィア

ンセ)、そして裕輸監祝↑(たちが繰り広げるドタバタ

恋愛コメディーで、雌後はケイとジミーがめでたく

結ばれて終わります。

本I|波炎する「オー・ケイ！」序曲の特徴は、な

んと言っても次ﾉ〔<に11}てくるすばらしいスタンダー

ドナンバーにあります。それでは順需に、ＩＷ<詞の一

部とともに紹介します！（ＩＭＩは続けて波奏されます）

GeorgeGershwin

Ｏｈ,Kay!:Overture

１．HEAVENONEARTH（この世の天国）

オープニング（序奏）に続いて始まる、行進曲風

のIMIです。落ち込んだジミーが、自らを鯖い立たせ

ようとしてI秋います。

Reachuphigh-pulldownthesky-

手を伸ばして……空を引きずり下ろそう……

Makethisaheavenonearth，

ここをこの･世の天２国にしよう

２．，０，，０，，０

サックスが奏でるすてきな旋律。まだ結ばれてい

ないジミーとケイが、監視官から逃れるために、新

婚のふりをして歌います。

ＤＣ,ｄｏ,ｄｏ

ドウー・ドウー・ドウー

Whatyou，vedone,done,ｄｏｎｅ

前に君がやったことを

Befbre,Ｂａｂｙ

やっておくれ、ベイビー。

3．MAYBE（ひょっとして）

ケイがジミーに一晩泊めてほしいと頼む場面｡ゆっ

くりとした優しい旋律。

Soonorlate-maybe，

今すぐ、それともあとで……ひょっとして



さて次はハリーポッター､冒険と魔法の'１t界へ､どうぞ。

（高橋淳）

篭

そして、何よりも

人々の温かさです。ト

リフォニーホールのス

タッフの皆さんを始

め、錦糸町は演奏しや

すい環境を与えて下る

のです。（Ｐ７に続く）

北斎通りを歩くと、

まず目に入るのは

｢ビジネスホテル元

春」の看板。ロッ

ク界の巨人・佐野

元春を思い出さず

にはいられません。

F

水星交響楽団第45回定期演奏会｜
』
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５．ＳＯＭＥＯＮＥＴＯＷＡＴＣＨＯＶＥＲＭＥ

（誰かが私を見つめてる）

蚊もｲﾆ沖'なlllIですね。最近ＣＭでもよく使われて

います。ケイがまだ結ばれぬ恋人（ジミー）を思っ

て歌う曲。

Ifyouwait-maybe，

待っていれば……ひょっとして

Somekindfate-maybe，

優しい運命が……ひょっとして

Willhelpyoudiscover

教えてくれるでしょう

Wheretofindyourlover、

恋人がどこにいるかを。

There'sasomebodyrmlongingtosee：

私には会いたい人がいる。

Ihopethathe

あの人が

Ｔｕｒｎｏｕｔｔｏｂｅ

私を兇守ってくれる人に

Someonewho'llwatchoverme．

なったらいいな。

4．ＣＬＡＰＹＯ'HANDS（手を叩いて）

一転してテンポの速い軽快な曲です。ケイがいな

くなって心配な兄を、他の仲間が元気づけます。

Clapyo，hand1Slapyo'thigh1

手を叩け！膝を打ち鳴らせ！

Halleluyah1Halleluyah1

ハレルーヤ！ハレルーヤ１

Ev，rybodycomealongandjointheJubileel

さあみんなこっちへ来てお祭に加われ！

そしてフィナーレ。

２６回（００年）ヴィラ・ロボスブラジル風バッハ第４番

ガーシュウィンピアノ協奏曲

チヤイコフスキー交響曲第５番

３７回（07年）バルトーク「中国の不思議な役人」マーラー交響曲「大地の歌」

４０回（08年）ドヴオルザーク交響曲第９番「新世界より」ストラヴインスキー「春の祭典-

41回（09年）モーツァルト交響曲第26番シユーマン交響曲第２番

Ｒ､シュトラウス家庭交響曲

４２回（09年）フアリヤ「恋は魔術師」ドビユツシー「遊戯」矢代秋雄交響曲

４４回（１０年）プロコフイエフ特集交響曲第７番

ヴァイオリン協奏曲第１番バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より抜粋

そして、打ち上げ会場の「下町

のうまいもん居酒屋祭りば

やし」に行く途中の公衆トイ

レの屋根にはキュウリ風の人

物がヴァイオリンを弾いてい

るオブジェが！何と音楽的

な町なのでしょう。

ただいま！錦糸町◎私たち水響が錦糸町で演奏さ

せていただくのは今回で７回目。演奏歴は上記の通

りで、アマチュアの常識を超えた難曲ばかり。ただ、

それぞれの演奏会ではお客様の心に残る演奏を残せ

たと自負しています。

それを可能にしたものは何か？まずは歴史の香り。

鬼平こと長谷川平蔵を始め、勝海舟、河竹黙阿弥、

三遊亭円朝ら偉人たちゆかりの地が点在しています。

それに、常に音楽を感じさせる空気。地下鉄駅から

ざ



HarryPotterandtheSorcerer1sStone:Suite

出生の秘栴、師との出会い、そして「名前をいえな

いあの人」との試練をへて第１学年を終えるまでの

物語です。まだ幼いハリーが魔法社会の風物に目を

丸くしながらなじんでいく過稗が実に楽しく描かれ

ています。

さて、その映画音楽はハリウッド映画音楽の｢〔

匠「ジョン･ウイリアムズ」によってL¥かれました。

ジョーズ、未知との遭遇、スターウォーズシリーズ、

インディージョーンズシリーズ、スーパーマンシ

リーズなど数々の名曲を細Ll1されたことはよく知ら

れているとおりです。映画に議場する魔法社会やハ

リー・ポッター、ふくろうのヘドウィグなどそれぞ

れのキャラクターに個別のテーマ(ライトモチーフ）

が与えられ「ピーターと狼」のようにそれぞれの登

場場IiIiで効果的に現れます。この手法はかのスター

ウオーズシリーズにて必ず呪れるスターウォーズの

テーマ、アナキンのテーマ、ダーズベーダーのテー

マなどの使われ方とよく似ていますね。

〔
●

I

１ヘドウィグのテーマ（Hedwig1sTheme）

ヘドウィグはハリーの相棒となるl'｣いふぐろう

の名前です。魔法の世界では手紙はいつもふくろ

うによって服けられます。Illlはチェレスタのソロ

によって神秘的にはじまり私達を魔法の世界へと

いざないます。やがてそこここから魔法使い達が

顔を出すかのように曲調が活発となりフルオーケ

ストラでついに秘められた魔法|ｉｔ界が拡がります。

２賢者の石（TheSorcererIsStone）

賢者のｲiは第１作の謎の課題として現れる不老

不死をもたらす魔法の物質で、これをめぐる探索

さあいよいよやってまいりました！Ⅱ;わず

Ｊ・ウイリアムズ

と知れたあのｆｉ作「ハリー・ポッター」シ

｢ハリー･ポッターと賢者の石｣組曲

JohnTownerWilliams

本||の「賢者の石」組曲はつぎの４曲から成り

ます。

ファンタジー１本11は机次いで映IIIIi化された

この塙作シリーズの記念すべき第１作！映IIIIi

れたジョン・ウイリアムズ作1111の細'111です。

リーズ１７作からなるＪ,K､ローリングの述作

版「ハリー・ポッターと賢荷のｲi」から紺ま

蛇足ながらあらすじを少々。

「ハリー・ポッター」というのは主人公の少年の

名前ですね。孤児としておじさんの家で虐げられ

ながら暮らす彼の元にあるＲのたくさんの手紙が

届けられます。それは１１歳となった彼がホグワー

ツ魔法魔術学校に人学許可された通知だったので

す。そう「ハリー・ポッター」シリーズというの

はわれわれ緋迦の人間の裏側にひっそりと成立す

る魔法使い達の社会に迎え入れられ、７年間の学

校生活を描くハリーの成長の物語であるとともに、

出生と同時に宿敵となった「名前をいえないあの

人」の復活から魔法界を巻き込むにいたる戦いの

物語ですね。

小説は１９９７ｲ｢ﾐから２００７年にかけて川版。ま

た映画版も２００１イドから順次公開され今イド２０１１

年ついに全７作が完結しました。物語は妓初の３

作くらいはまったくもって「学園もの」の!』.酸っ

ぱい楽しいお話が'''心ですがやがて後､'4にさしか

かりますと俄然命をかけた戦場スペクタクルＲ編

といったおもむきになってまいります。

もちろん物I謡はみなさんご存知のとおりですの

でここで述べてもまったく問題はないと思います

が、これからはじめて味わうことのできる杵い方々

に申し訳ありませんのでこれ以上のネタばらしは

やめておきます。

というわけで木１１の｢ハリー･ポッターと賢背の石」

は１１歳のハリーが始めての魔法社会に触れ、友情、



いるのです。

公演チラシ

で紹介した｢漁

だし亭」は、

店長さんが独

立されたとか

で「双麺」に

リニューアル

オープンしま

した。先月「極

太平打ちつけ

麺醤油」を

いただきまし

たが、魚介系

のさっぱりし

てコクのある

４ハリーの不思議な世界

（Harry1sWondrousWorId）

ハリーの不思議な世界はハリーが成長していく

よき魔法社会を象徴する音楽で、第１作では脆

法学校ホグワーツの大広間で開かれる学年/kパー

ティーで使われました。おじさんの家で虐げられ

鶏

螺
脅緬

スープは健在でした。うれしいのはスタンプカードの

サービスです｡１０個集めると｢スカイツリーラーメン」

をおごってくれるそうです。何と総重量は１．５ｷﾛ！

いつか完食出来るよう、錦糸町で演奏を続けたい

と決意を新たにしました。

（祐成秀樹）

水星交響楽団第４５回定期演奏会
L

てきたハリーがようやく居場所を見つけたホグ

ワーツでの１年間を振り返り胸がいつぱいになる

ような気持ちがよくあらわれているのではないで

しょうか！「スターウオーズエピソード４」の「Ｅ

雌の間とエンドタイトル｣や本日お送りする｢惑星」

のなかにあらわれる「木星」のノスタルジーを思

い川すような名曲だと思います。

と解決が第１作のテーマとなっている。1111は一興

したミステリオーソで書かれ強力な力を持つ魔法

の石とそれを奪おうとする「名前を言ってはいけ

ないあの人」の邪悪な意思を髪髭とさせるどろど

ろとしたテーマがひたすら繰り返されます。

３ニンバス２０００（Nimbus2000）

ニンバス２０００はクィディッチと呼ばれる礎

フ

雛

法社会のサッカーのようなスポーツで使川される

ほうきの塙前ですね。魔法使い達はほうきにまた

がり空を飛びながら３種の空飛ぶ魔法のＫを使っ

て戦います。空飛ぶほうきにはかつて競泳川水満

で話題になったようなブランドがあり、ニンバス

２０００は第１作当時の最速を誇るブランドほう

きなのです１曲はMagicoと書かれた一種のスケ
ルツオで、木管楽器だけで書かれた水稗木榔Iliの

腕の見せ所ですね。

さて、サントラのライナーノーツによればもと

もとジョン・ウイリアムズは孫の影稗から原作の

人ファンで、映両化の際には秘かに汗楽をjlml1す

る野望を持っていたそうです。やっぱり野望って

大'"ですよね。

「ハリー・ポッター」シリーズはハリーの成長の

物語であるとともに魔法社会が邪悪な力と偏頼のﾉＪ

の間で揺れ動く物語でもあります。（｢スターウオー

ズ」シリーズが２人のスカイウオーカーの成長の

物語であるとともにフォースの光と影をめぐる物語

であることを連想せずにはいられませんね。ああア

ナキン…ちなみに私は「ハーマイオニー・グレン

ジャー」の大ファンです｡）秋の夜長にもう一皮「ハ

リー・ポッター」シリーズ全７巻（'1本舗版では４

巻以降は上下巻ですね｡）を読み返してみようと静

かな野蝿をもっております。

（111本勲）

さ

演奏会前、私た

ちは午前１０時ごろ

からリハーサルに入

ります。複雑で長大

な曲を練習するた

め、性々にして予定

時間ギリギリまで長

くやりがち｡すると、

あおりを受けるのは

ま安心です。「日高屋」

｢喜多方ラーメン坂内」

1！

など偉大なラーメ

ン屋がずらり。実

は、私たちバイオ

リンパートは、前々

コンマスの鈴木尚

志氏が大のラーメ

ン好きということ

もあり、本番前は

ラーメンでエネル

ギーを補充するこ

とが恒例になって

■
■
ｂ

■
勺
■

■

昼食時間です。その点、錦糸町は安心です。

｢こってりら－めんなりたけ｜「喜多方ラー



昭竺

L

扉

ﾜに管弦楽のための組曲
〃･崇総漁．．

水盤と上)１４がとても大きいですが、木星の直径

が地球の１１．２倍ということはザ体積は１１２の３

乗で約1,400倍にもなるわけですから、それに比

べて覗さが３１８倍ということは、実は大きさのわり

にずいぶん'経い惑星だということがわかりますｂ士

堪も休職が８５０倍（＝９．５の３乗）に対して頭さ

睡些口

曲目紹介３
箕雪≦畠。．一、 ＝

■

たくさんの小惑堪などからできています。

Ｇ・ホルス薦貼
卜

lE＝ Ｐ

■

は太|場系の概観から

■

人|場と、８つの惑星、５つの準惑星、

が９５倍なので、水ｊｌｌ４と同様にI怪い惑星です。

天腺１４や海l懇は、水星～火星と、木星～士展

の''１問くらいの大きさ．重さですｂ

水肥～火雌を「地球型惑星（固体惑星)｣、木

雌～'二jI4を「木嶋型惑型（I.〔大ガス惑星)｣、天王

展～海~1羽,』を「天王星咽惑星（巨大氷惑星)」と

分類することがあるそうです。

また、軌道の半従や公転周期をみると、いちば

ん外側の海EjI4は太陽から地球までの距離の３０

陪も離れていて、地球が１年で太陽のまわりをｌ

周するのに、海脚１１は１６５年もかかって太陽のま

わりをｌ周します｡地球の３０倍も遠くにあるので、

太陽の熱はほとんどIillかず、氷に閉ざされて唯物

もいない||堺なのでしょうが、地球の人間の411ｔ

代か511t代分もかかってやっと海王星の１年（１

周期）が終わると考えると、気が遠くなりそうです６

③
ロ

■

＊

GustavHolst

ThePlanets,Ｏｐ､３２

人|場系は、

(J､Lごﾐﾐﾐ』

リ
８つの惑堆を表に整哩しました。「地球と比べたら

どうか」も計算して付記しました。数字ばかりで恐縮

ですが、じっくりご覧ください。宇宙のスケールの大

きさを少しばかり感じとっていただけると思います６

1.まず

名前

水星

金星

地球

火星

木峻

土星

天王星

海王星

直径

「霊零地球と
上kべて

４，８７９kｍ

１２，１０４kｍ

１２．７５６kｍ

６，７９４ｋｍ

１４２，９８４kｍ

１２０，５３６kｍ

５１，１１８kｍ

４９，５７２kｍ

0.38倍

0.95倍

0.53倍

11.21倍

9.45倍

4.01倍

3.89倍

質量

「露蚕I言
地球と
比べて

３．３０２×ｌＯ２０ｔ

４．８６９×ｌＯ２Ｉｔ

５．９７４×１０２１ｔ

６．４１９×１０２０ｔ

１．８９９×１０２４ｔ

５．６８８×１０２３ｔ

８．６８３×１０２２ｔ

１．０２４×１０２３ｔ

006僻

0.82傭

０．１１俗

３１７．８８

９５．２１

1４．５３

17.14倍

fｆ
Ｉｌ

】ｼ：
1．１

､龍
１１

軌道の半径

「霊寒言地球と
比べて

5,791万kｍ

'億0,820万kｍ

1億4,958万kｍ

2億2,794万kｍ

7億7,830万kｍ

１４億2,939万kｍ

28侭

45億0,445〃k、

(7,503万kｍ

0.39倍

0.72倍

1.52倍

5.20倍

9.54倍

19.19倍

30.07倍

公転
周期

0.24年

0.62年

1.00年

1.88年

11.86年

29.46年

84.02年

164.77年



準惑星には、冥一脂型、エリス、ケレス、マケマケ、

ハウメアの５つがあり、ケレス以外は海.E星よりも

さらに外側を回る「太陽系外緑尺休」です（ケレ

スは小惑星帯にあります)。其ElII4は１９３０年に発

見されて、しばらくの間太陽系の節９惑星とされて

きましたが、２００６年に惑雌の定義が見直されて灘Ｉ

準惑星という分類ができ、輿:1蝿は惑星から準惑塁

に格下げとなってしまいました。

太陽系の外縁における唯惑ＩＩ４の発見は（冥王星

を除き）ごく最近のことなので、今後も観測技術の

進歩などに伴って数が１脚える''1能||§があります。

小惑星は、そのほとんどが火114と木娘の間の小

１－』Jごﾐﾐﾐき‐

12占星
～惑星は、

術には惑附4が不｢11欠

占星術（両洋I'雌術）において重要な

役割を演じていますｂ

朝のワイドショーのエンディングで流されたり、

女性誌の聖表紙のところに絞っている「星占い｣。

これは占星術の簡易ヴァージョンです。星占いで

は、おひつじ座からうお‘までの１２の坐座別に逆

勢が記されますが、これは、ノkまれたその日その

時その地点で､｢太陽がどの)州‘の位憧にあったか」

でI'了っています。太陽はその人の意識の中心、本

来の基本的性格を示すため、大雑把な傾向がこれ

でつかめるのです。

しかし、占星術では、太陽とlril様に、月、水星、

金雌、火星、木星、上培、天Ｅ雌、海Ｅ星、真

l水星交響楽団第45回定期演奏会Ｉ

惑澗冊にあり、その数２５万個以上、大きさはほと

んど111〔径lOOkm以下の小天体で、数I'iｍ程度の

ものも少なくなく、形状も必ずしも球体とは限りま

せん。昨年、｜|本の小惑盤探杏機「はやぶさ」が

幾多の|な'雌を乗り越えてミッションを遂行した$開２こ

とは||本''１に大きな感動をもたらしましたが、こ

の「はやぶさ」が着陸した小惑雌「イトカワ」は、

298ｍ×244ｍ×550ｍと、東京ドームをタテに

lO11liI枝み埴ねた程度の小さなもので、ラッコが海

に浮かんで貝をコツコツと割っているときのような

姿をしていました。

EjlMLの各惑星;罷３が、それぞれどの堪座の位満に

あったかを把握して、星座の傾向と惑星の傾向を

組み合わせ、さらに惑星どうしの位慨関係なども考

慮に入れながら複雑な分析を行います｡

また、１２の星施にはそれぞれ「守護惑星（ルー

ラー)」があるとされています。惑Ｉｌ４がどの坐座の

伽Ｉ!‘fに入った時に最もその力を発仰できるかを表

しており、ギリシャ・ローマ神話等の影稗も受けつ

つ、）剛‘の性格と惑星の性格の瓶似性から結びつ

けられていったようです。

おひつじ座からうお座までの１２の雄座と、それ

ぞれの守護惑星、そして守護惑星の意味するもの

(キーワード）を一覧にしておきましょう。この表

はあとでもう一度出てきます６

星座
守護惑星の意味するもの

守護惑星： （キーワード）

おひつじ座 火泉 闘争攻盤災難磁気意志活動情熱…

おうし座 金雌 平和美優雅魅力愛情協調装術…

ふたご座 水ｊＩ４ 伝達機敏知性知識分析順応…

かに座 川 感性感情内面女性母変化受容…

しし座 太陽 生命活ﾉＪ’'1我ｿj性父権威支IIid…

おとめ座 水)14 (ふたごﾊ‘の,ＩMにlIilじ）

てんびん座 金jI4 (おうし雌の柵にlIilじ）

さそり座 冥:ＥｊＩ４＊ 極限変1Vｉ稗示死再生破局秘密…

いて座 ﾉＭ１ 快活荘厳Ｉ肌'１成功寛大拡大発展…

やぎ座 止星 諦観孤独愛鯵曜実秩序忍耐試練…

みずがめ座 天..Ｅ歴 魔術専制独創雌躍自由変化発Iﾘｌ…

うお座 海１２星 神秘幻想花洋暖昧空想霊感逃避…

＊冥王星が発見される前は、火堪が'､]隆護惑星だった。

篭

Ｓ



1個

が、それ以上に、ホルスト自身の性癖として、時
浅からぬ関係

代を超越した神秘的なものへの傾倒杵しいことが

r惑星』」は、１９１４年あったのではないかと思われます。

から１９１７ｲにかけて作曲されました。・世界史的

には第一次大戦の時代、Ｈ本史的には大正デモク

ラシーの時代、そして両iWf楽史的にはラヴェル

『ダフニスとクロエ』（１９１２年)､ストラヴィンスキー

『春の祭典』（１９１３年）など、デイアギレフ率い

るロシア・バレエ団に提供された斯新なバレエ音

楽が一躍脚光を浴びた時代一とにかく世界中で

ありとあらゆるものが激動していた時代です。

バスオーボエやテナーチューバといった特殊楽

器を含む４’剛,j成の人オーケストラに、パイプオ

ルガン、さらには舞台裏の女声合ｌＩｌＩまでも要求する

『惑星』が、この時代の大規棋で華やかなバレエ

音楽に影舞を受けて作曲されたことも事実でしょう

『惑星』
の曲順

副題

ホルストは若い頃からヒンズー秤学に関心を抱

き、自らサンスクリット語まで学んで、マハーバー

ラタによるオペラ『サヴィトリ』、「リグ・ヴェーダ

からの合唱讃歌」などを!蝶いています。そこへ来

て、１９１３年、劇作家のクリフオード・バックスか

らI'了星術の手ほどきを受けると、これにハマってし

まい、ホロスコープをIWEに操るまでに熟達したそ

うです６広大な宇市への犬文学的なロマン以上に、

,Ii鼎術のスピリチュアルな神秘性こそが、ホルスト

の創作意欲を刺激したと言えるのではないでしょう

か。

というのも、ｒ惑堪‘［の曲順と、各曲につけられ

た副題に、それが表れていると考えられるのです６

星座 守護惑星
守護惑星の意味するもの

（キーワード）

1.火星

2.金星

3.水星

戦争をもたらす将

､Iz和をもたらす者

翼をもった使者

おひつじ座おひつじ座

おうし座

ふたご座

おうし座

ふたご座

火星 闘争攻撃災難…

金吊 平和美優雅…

水ﾉー,』 伝達機敏知性…

かに砿 月

ぐ
しし座

おとめ座

てんびん座

太陽

水星

金星

さそり座 火星

4.木星 快楽をもたらす街

5.土星 老いをもたらす者

6.天:Iﾐ星 魔術師

7.海1畠堪 神秘主義者

上の衣はＪ，惑星」の曲順と各'''1の副題、右表は

前出の表そのものです（さそり雁の守護惑星の冥

王星はまだ発見されておらずく火羅がその位置を

占めています)。

ｒ惑星』の''１１順は､太陽に近いllIiつまり｢水金(地）

火木上天海（其)」から、水曜と火雌を入れ替え

た格好になっています。占星術を知らないと「どう

してここだけ入れ替えたんだろう？」ということにな

るのですが、右表のように、Ｉｌｉ曜術の守護惑星の

並び順を知っていれば、『惑雌』では各惑星を守

いて雁 木星 快活荘厳Ｉ師1.1…

やぎ座 土星 諦観孤独憂鯵…

みずがめ座 天1ﾐ星 魔術専制独創…

うお座 海王星 神秘幻想花洋…

継惑県の順番に並べたのだろうということに気がつ

きます（ただし、川、太陽、及び重複する惑星（表

の塗りつぶし部分）は除いています)。

また、副題についても、守護惑星のキーワード

の重要なニュアンスが活かされていることがわかり

ますも各曲の雰|ﾙl気は、当然副題が示すとおりな

のですが、守護惑jl:のさまざまなキーワードも念頭

に撒けば、もっとイメージを膨らませて聴いていた

だけるはずです６
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lJJごミミミと

リ4.『惑星』と水群､浅からぬ関係
淡奏城度の,附くないこの'''1を、アマオケの私たち

が|りび波奏する幸逆に忠まれようとは、１Ｍ|Iのと

きには妙にも思いませんでした。時が経ち、多数

を11｢める|''fい'､j世にとってみれば、Ｉ，惑堪瞳:'は、一

膜はやりたい'111、やっておかなければならないチャ

レンジということなのでしょうが、１１｢株I､jl負にして

みれば、２０年近い後のllt代にも選んでもらえる''１１

をその､11時もやっていたんだという、ある稲誇りに

も似た感慨を抱かずにはいられません。

Ｉ'『株卜j脳の経験から、了惑jI4』演奏この留意点

を以下に記しておきましょう。これらは、お客様に

とってもある意味で「見どころ」になっていますが、

'111そのものの聴きどころとは必ずしも関係ありませ

んので、ここにぱかり注ｌ１して、いいところを逃す

ことのありませんように。

水郷が『惑Ａｌｌ」を波葵するのは２１ulllとなりま

すｂもっとも、ｌｕｌＩは１９９２年５ﾉｨ（第１４１１１１定

演)、なんともう１９年も前のi活なので、そのときも

今Ｈも舞台に乗っているIli株団員は、ヴァイオリン

のＳｚ氏、Ｓｋ氏、Ｉ嬢、Ｈ嬢、ヴィオラのI<氏、チェ

ロのＴ嬢、Ｓ氏、ベースのＯ氏、Ｋ嬢、フルート

のＨ氏、Ｋ嬢、クラリネットのＮ氏、Ｙ、ファゴッ

トのＴ社長、ホルンのＱ嬢、トロンボーンのＳ氏、

Ｔ氏、チューバのＵ委員長、打楽器のＴ氏、Ｙ氏、

ハープのＴ嬢、そして常任指揮将のＳ氏、…「数

えるほどしか」と11にうと思ったのですがけつこう

残っているものですね。

極大編成を要することから、プロオケでも決して

曲名

火星

金星

水星

木星

土星

天王星

海王星

留意点（見どころ）

冒頭の５拍子のリズムのテンポ（弦楽器、ティンパニ、ハープ)。
１回口のとき、ステリハで指揮と綿裕に合わせたのに、いざ本番、
ないアップテンポで、しかもオケートjlで一糸乱れず「ダダダダッ、

蒋藤さんの余拍とまったく関係
ダツ、ダダダ」と始められて仰

天したと、本番後の打ち上げで杵笑されていたのを思い出します。さて今Ｈはどうなりますか。

中間部の伴奏のシンコペーション。オーボエさんホルンさんよろしくお願いします（クラリネットも
あります)。ヴァイオリンのメロディーを「聴かずして聴く」境地に到達すればＯＫ！

当同命名の由来はこの曲とは関係ありませんが、やっぱり、意識してしまいます。しかし、全曲一
短いのに、全曲一難しい。11両|Ｉｌのときのプログラムには「(水)農交群楽卜jlという名前は）決して
この曲を世界で一番うまく演奏できるオーケストラという意味ではない」とわざわざ注意I¥きがさ
れていました。

今となっては､F原綾香さんの「JupiteIJの方が有稲になってしまったこの曲の第４主題。水禅は
昔も今もこういうこぶしのきいた国歌調のメロディーが人好きなので、（本番ではとくに）雌初から
ぶりぶり歌いまくってしまう｢１J能性があります。守護惑曜のキーワードにもある「商貨」さをいか
に出すか－でも、火星の冊頭もそうですが、「やったもん勝ち」ということもあります。

最後の弦楽器のゆったりとしたメロディーの型で、フルートとホルンが小さい密で延々と細かい動
きをやっています。とくにホルンはけつこう汗が尚くて辛いのですbllIlllIのとき､これを「-ｋ愛（ど
のう）的扱い」と喝破した先推がいました。

後半の行進曲調の部分は打楽器が人活躍。llIIllIのときは､糾淵でもすでに|-分な汗'1tでしたが、
本番では完全に自らを解き放って乱打を繰り広げていました。今川も期待…できます！

後半に出てくる舞台裏の合唱は、鮫後にフェードアウトして'111が終わるのですが、どうフェードアウ
ﾄするか。１回１１のときは､合IIHの皆様は靴を雌かず､;＃(いながら歩いてだんだん郷台から遠ざかっ
ていってもらったように記憶しています。今|lどのような方法をとるかは、ステリハで決めることに
なります…が、いずれにしても客席からは兄えませんね。

(横地篤志）

※ｌ其王曜の軌道の形態が特殊である（海ＥｌＩｌの軌道と交焔する部分がある）ことや、其ＥＩＩ&に似た犬休が海l;J1:の外側に小惑狼のよ

うに次々と発兇されたことから、翼Ｅ埴を悪)14と呼ぶべきかのI術イトが続けられてきたが、２０()６年のIRI際天文学述合総会で、悪ｊＩ４

の定義が次のように定められ、里I蝿は３つめの条件を満たさないとされた。
１.太陽のまわりを公職していること。
２．，【_l‘の蔽力によって球形になるほど｜･分な礎１，tを緋っていること。

３.軌道上の他の天体を排除していること。

※２「はやぶさ｣は､２００３年５ｊｌにＩ.｢ち上げられ､２００５年哩に｢イトカワ｣に別逃し､その炎IrIiのサンプル採災を試みた後､２０１０年６ノ１，
６０億kｍの旅を終え、表1ｍけ血のサンプルを収めるカプセルがり１１}遡した（｢はやぶさ」のノド体はﾉ<鉱IlIで焼失した)。IIilイド１１ノl、
カプセルIﾉ､lからＭ収された微粒．j雀が「イトカワ」のものと断定された。ノlより速い尺休からのサンプル1111収は、111界初の快碓。

※３iHi洋占蝿術では､尺動説的にノミ体を捉えるため､人|跡やﾉlも惑ｊＩ４として扱う。また､其lijI4はH１l/l;でも惑狼として扱うのが通例である。
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