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教会カンタータ全曲の訳出開始 
― 創立 41 周年に念願発起 ― 

大村 恵美子 

   

待望の『バッハ・カンタータ 50 曲選』は、あと 10

冊（第５期）が来年発行されれば、完結することに

なります。もうこれは、今すぐにでも取り掛かれる

ように準備はすべて整っているのですが、資金の都

合で、予定通りの 2004 年発行、という時期を守ろう

としているところです。 
  40 曲の楽譜が世に出たことで、さいわいすべての

面で好評をいただき、とくに今年になってＣＤが出

始めると、具体的な音として姿を現した結果、いっ

そう興味を深めてくださる方々がふえてきました。 

 毎年 10 冊ずつ、という発行間隔で、そのあいだに

何とか制作費の大半を回収して次年度に、と見込ん

でいたのですが、それほど販売は順調でなく、この 4

年間、資金の調達に苦労しつづけています。そのた

め、だんだん高まる、「50曲では中途半端、ぜひ全曲

を」という要望も、私の念頭にはまったく実現のイ

メージはありませんでした。むしろ、そういう声を

聞くたびに、これ以上経済破綻に陥って、生涯の最

後を不様に終ることのないように、と自戒の念が強

まっていたのです。 

 けれども、一方では、出版の実現の如何を問わず、

原稿を残しておけば、合唱団の方々があとを、将来

にわたって考えてくださるかもしれない、との希望

も生まれ、とにかく、全曲を見直してみようと思い

立ちました。 

 

いちばん直接的な動機は、カンタータ全作品の表

をつくるというときに、既訳のものは私訳で、それ

以外は、たとえば杉山好氏訳で、タイトルを並べて

みる。そうすると、極端な例では、何組か同じタイ

トルのものがありますが、それが違う訳になってし

まう、ということにもなります。またコラールなど

も、同じテクストは数えられないほど全体にわたり、

くり返し用いられていますので、その統一も必要で

す。その他、多くの統一事項が必要なのです。 

 そこで、思い切って、まず全作品のタイトルを、

歌える形で訳して、それから今まで数えてみたこと

もなかった、既訳作品の数を数えてみました。全 200

曲のうち、今日までに偽作と断定された6曲（BWV15、

53、141、142、160、189）および、楽譜の伝承不完

全な BWV193 とで 7 曲を引いて、193 曲、そのうちま

だ全く訳していないのは、約 50 曲ほどでした。 

今年になって、夏に野尻湖で演奏する、柳沢さん

おすすめの BWV138、139、そして、去る 5 月 10 日の

定期演奏会の折に、佐々木まり子さんからご依頼を

受けて訳出した、アルト独唱用の 3曲、BWV35、169、

170 と、これら 5曲は、もうあっという間に、出来て

しまいました。 

 

私の中で、ものごとが生じるイメージとして、強

く抱いているのは、あのミケランジェロの大理石像

群です。大理石の塊を目の前にして、その中に埋も

れて外に出ようとしている生命をミケランジェロが

感じ、石を彫り進める。手の動きとともに生命が現

れだし、そしてこの世に体積をもつ像が出来あがる。

僭越のようですが、私の訳詞作業も、まさにこんな

感じで、まず、テクストとなった、その日のための

聖書章句が、どんなことを訴えているのか、そのど

んなところにバッハが共鳴しているのか、それを自

分も感じつつ、掘り起こしてゆく。 

ご想像のように、ドイツ語から日本語への作業は、

こんもりとした藪の中から、一本の小径を見出すよ

うな、いわばレジュメ（要約）の仕事に近いのです。

とても多くの言葉や概念の累積の中から、必要最小

限の動きにまとめる。 

その一例として、ここにお示しするのは、もっと

極端な例は数えきれないほどあって、最もふさわし

いと思って選んだわけではありませんが、このテク

ストのメッセージの現代性にかんがみて、引用例に

してみただけです。ここでは、使用できる音符（4

分、8分および 16 分音符）は、たった 84個。そこに、

起承転結をもった筋を入れ込まなければならないの

です。譜例と私訳（文語）、樋口隆一氏の逐語訳（口

語）を比べてみていただきます。 



                  - 2 -       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなわけで、私の仕事のしかたは、集中すると、

自分でも考えられなかったほどのスピードで進行し

てしまいます。未訳の 50曲も、この分では今年中に

優に完成してしまうでしょう。まるで、楽譜のほう

から、それを待っていてくれたかのように思えるの

です。 

そこで、私は全部をきちんと整理して、後人の手

に委ねようと思います。その先は摂理に従い、どう

にかなるでしょう。 

現在、下書きに使っているのは、50 年前、私の 20

歳代、大阪のササヤ書店に、カンタータ全曲の楽譜

がそろっていると聞いて取り寄せたもの。赤茶けて、

背表紙などがボロボロ自然に剥がれ落ちてきます。

そこで訳の下書きを終え、清書用に最新のブライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コプフ版を取り寄せてみると、あれこれ細かい改善

のあとはありますが、大きな変化はほとんどない。

フランス語訳が英語訳と並記されていたものがかな

りの数あったのに、それが姿を消したことくらいで

しょうか。ドイツの出版社の、悠揚たる存在感を感

じます。 

そして 1 曲訳し終えて見せるたびに、大村健二が

「この曲もいつか歌いたいね」というのがおかしく、

いまや相当長命となった私の人生も、歴史の大きな

流れから見れば、短いものなのだとの実感に打たれ

ます。その大きな流れの中に、自分の人生が加わっ

ていることの充実感でもあるのです。これは、創立

41 周年をともに祝ってくださる合唱団の皆様すべて

の感慨でもあることでしょう。■ 

●訳詞：大村恵美子 

サマリアびとの 心を もて 

愛を なさしめたまえ 

痛み わかち  

ともに 悩みて 

棄て去りゆく こと なく 

傍(かたえ)に 仕えしめよ 

されば 喜びの とき 

主の たまものと なりて 

願いは かなえらるべし 

（「バッハ・カンタータ 50 曲選」Ｎｏ．25）

 

●逐語訳：樋口隆一 

わが神よ、その上わたしにサマリア人の心を与え、 

わたしがまた隣人をも愛し、 

彼が苦しむときは 

彼のことを悲しむようにしてください、 

そうしてわたしが彼を見過ごしたり 

苦難にある彼を見捨てたりしないようにしてください。 

わたしが自己愛を憎むようにさせたまえ、 

そしてあなたがわたしにいつの日か喜びの生命を 

わたしの望むまま、しかし御恵みによって与えられますように。 

（小学館版「バッハ全集」第 2 巻）

［譜例］ カンタータ第 77 番 《主を愛すべし 心のかぎり》 4．レチタティーヴォ（テノール） 
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入団して１年 

梅田杏美（団員・ソプラノ） 

早いもので、この東京バッハ合唱団に入団してか

ら、約１年が経とうとしています。入団時にはガチ

ガチだった緊張感もほぐれ、毎週楽しく歌わせてい

ただいています。 

最初は世代の違いや、体験したことのない練習に

戸惑いを感じていたのですが、気兼ねなく話しかけ

てくださる団員の皆様の温かい人柄に、心が救われ

ました。今では皆様とお話しすることが、ひとつの

楽しみになりました。 

私自身のほうも、技巧の習得や表現の幅など、以

前と比べものにならないほど上達してきていると感

じ、たいへん嬉しく思っています。もとから歌が大

好きで入団した私ですが、ますます好きになれてい

る、そんな想いがしています 

先日、20 歳の誕生日を迎えました。もう社会人と

なる身です。私自身の表現の幅を広げるためにも、

バッハの作品やその背景なども積極的に聴き入れな

がら、ぜひとも主体的な行動をしていけるようにな

りたいと思っています。 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：千葉光雄（団員）

創立 41 周年記念懇親会 
7 月 5 日（土）18：30－20：30 

会場：渋谷「ロゴスキー」プラザ店 

（渋谷駅南口バスターミナル前，東急プラザ 9 階 

電話 03-3463-3665）  

会費：5000 円（要予約） 

 

 

 

【参加申込み】 

振替用紙に「7 月 5 日参加」とご記入のうえ、郵便

局でお振込みいただくか、事務局へ直接お申込みくだ

さい。 

郵便振替：００１９０－３－４７６０４ 東京バッハ合唱団 

事務局：（電話）03-3290-5731 （FAX）03-3290-5732 

郵便：〒156-0055 世田谷区船橋 5-17-21-101 

E-mail：Bachchortokyo＠aol.com 

東京バッハ合唱団  7 月～8 月のご案内 

特別演奏会 

8 月 2 日（土）18：00 開演、 世田谷中央教会 

8 月 9 日（土）19：00 開演、 野尻湖・神山教会 

入場：いずれも無料 

 

カンタータ BWV138、BWV139 より 

ヴァイオリン独奏 BWV1004 より 

カンタータ BWV26、BWV30 より 

 

ﾋﾟｱﾉ 内山亜希、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 小田幸子 

指揮 大村恵美子（BWV138、139） 

橋本眞行（BWV26、30） 

 

野尻湖合宿 
8 月 7 日（木）～10 日（日） 

後援会員の方々のご参加も歓迎いたします。 

詳しくは事務局までお問い合わせください。 
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（いろいろな機会に短信を添えてくださいました） 

 

御無沙汰しています。 

御活躍のご様子、月報にて拝読させてもらってい

ます。楽譜（第４期）の申込みをさせて頂きます。

よろしくお願いします。 

加藤正彦（元団員） 

 

いつも美しい音楽をありがとうございます。 

先日メモリアルホールにてカンタータのＣＤを手

に入れましたが、素晴らしい音色で感激しました。 

斎藤繁儀（後援会員） 

 

創立 41 周年、おめでとうございます。 

鈴木玲子（元団員・後援会員） 

 

お元気でいらっしゃる事と存じます。いつも月報

御恵送下さいましてありがとうございます。“ここ

ろの友”に先生のお顔を拝見して、とても嬉しうご

ざいました。日本語のバッハで讃美できる合唱団は、

何と恵まれた、幸せなことでしょう。先生の御苦労

のたまものであると、本当に感動いたして居ります。

創立 41 周年を心よりお祝い申し上げます。 

41 年と一口で云っても本当に長い長い年月で、ど

んなに大変な事もおありになった事でしょう。私共

のような者を一生懸命ご指導下さった25年位前の事

を思い出して、なつかしく感謝をして居ります。 

最初があの大曲、マタイ受難曲であった事、毎晩

主人の帰りを待つ時間、オルガンで音取りをした事

を、昨日の事のように思い出します。本当に色々あ

りがとうございました。 

主がますます先生をお用い下さいますように、心

からお祈り申し上げます。 

瀬底恵子（元団員） 

 

  ＣＤ選集を聴いたり、月報を読んだりするたびに、

私は大きく力づけられます。いつもありがとうござ

います。 

ますますの素晴らしいご活動をお祈り申しあげま

す。                

長井しのぶ（元団員･後援会員） 

こころの友 2003 年 6 月号で、先生の記事と写真を

拝見しました。先生のすばらしいお働きにあらため

て感動いたしました。益々のご活躍を祈念致します。 

丹羽 茂（元団員・後援会員） 

 

冬子が Wolfgang Rihm の研究でニューヨーク大学

にて Ph.D.を取得いたしまして、脩と私とで 5 月に授

与式に参列して来ました。いろいろ辛いこともあっ

たであろうと感慨無量でした。ずっと続く学究の道、

大変でしょうが幸せでもあるでしょう。 

今後ともよろしくおねがいいたします。 

福中香穂子（元団員・後援会員） 

 

久々におなつかしいお話を西田和子様（ボンヘッ

ファー研究会員）より伺い本当にうれしうございま

す。 

ずっとバッハで御活躍の御様子、その内にぜひコ

ンサートに伺わせていただきたいと思います。 

どうぞお元気で御活躍下さいませ。 

堀江孝子（ピアニスト） 

（1963 年、後援会発足式でピアノ演奏をお願いし

た大村芸大時代の学友） 

 

東京バッハ合唱団創立41周年をお迎えになってお

めでとうございます。記念懇親会のお知らせをいた

だきましたが、私はただ今、体調をくずしておりま

して外出を控えておりますので失礼いたします。 
これからのますますのご活躍をご期待申し上げて

おります。 
森 節子（団友） 

 

先日の定期演奏会に出席して感銘を与えられまし

た。一回ごとに団員の方たちの演奏が盛り上がって

いくように感じられ、次回が楽しみになります。 

森野善右衛門（牧師） 

 

消息＆メッセージ 

室田悠介･真由（団員見習） 


