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《マタイ受難曲》におけるⅠ,Ⅱ群の役割 ―実践的演奏手引き―（5） 

        コラールの役割  15曲のコラール〈下〉 
大村 恵美子 

前回の〈上〉では、飛び入りの形で、15曲の全コラール

楽曲中3分の1の5曲を数え、《マタイ受難曲》全体の根幹

をなす、Ｐ．ゲルハルトのコラール „O Haupt voll Blut und 

Wunden“（曲：Ｈ．Ｌ．ハスラー）のことを、紹介してきた。

この〈下〉ではまた、もとの計画にもどって、 
 
○Ａ  O Haupt voll Blut und Wunden            5曲 
○Ｂ  Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen  3曲 
○Ｃ  O Welt, sieh hier dein Leben              2曲 

○Ｄ  その他 1 回ずつ登場するコラール          5曲  
  

の順に、コラールの役割を考察してみることにする。 

  非難されることを覚悟で私事をうちあけると、学生時代

に、はじめて意識的に《マタイ》全曲のＬＰを聴いたとき、

私はまず、散在する多数のコラールに強い感銘をおぼえる

と同時に、それと矛盾するようだが、ある種の不快感も感

じた。物語の筋道にそって、とらわれのイェスに対し、こ

れでもか、これでもかといわんばかりに、悪意を投げつけ

る合唱が、くるりと態度を変えて、「しかり、そはわれなり」

とか、「みもとをわれは離れ去らじ」とか、「主をかくも打

ちしは…誰ぞ」などと、反省と非難の声をあげ、われこそ

は忠実といった偽善ぶり―。じつは、このような受難曲一

般に対する思いは、現在でもまだ私の中に、消えないでい

る。 

  すでに、受難曲テクストの時系列を、福音書記事、コラ

ール、ピカンダー台本の順と指摘したが、内容的に言うな

らば、16、17世紀に生まれたコラールではあるが、これら

のコラールこそは、現在、すなわち、この作品を歌い聴く

21世紀の私たちの心境をも代弁するものだといえよう。福

音書中の、イェスの同時代者である群衆の合唱を歌った者

が、その口で、その場で、そのまま、立場の距離をわきま

えずに、連続的にコラールを歌うところに、違和感がつき

まとうのである。 

  その解決のためには、たとえば、コラールのみを歌う合

唱群を独立させて、聴衆席前列、あるいはそれをとり囲む

ように、側面に配置してみる。そしてステージ上の群衆合

唱とは対峙した位置から、聴衆代表としてコラールを歌う。

Nr.1、Nr.29、Nr.68の大合唱曲は、一堂に参集した全員が、

立場を越えたカタルシスの場面として共有する。 

  こうなれば、とてもすっきりするのではないだろうか。

何かと不都合もあるだろうが、試してみる価値はあるよう

な気もしている。ここまでせずとも、少なくとも、イェス 

の弾劾役と信徒役とを目まぐるしく交替して演じる合唱に

は、歌いわけと、間の取り方に、かなりの配慮が要求され 

るのである。 

 

○Ａ  O Haupt voll Blut und Wunden 

Paul Gerhardt 作の受難節コラール（1656）．曲：Hans Leo 

Hassler（1601）．*なお，EG は現行ドイツ讃美歌集を示す． 

全15曲のコラールは、Nr.19の、テノール・レチタティ

ーヴォ（Ⅰ群）と歌い交わす〈この煩いは いずこより〉が、

Ⅱ群のみの合唱にゆだねられるのを例外として、他の 14

曲とも、合唱Ⅰ･Ⅱで歌われる。コラールは、合唱の全員で、

会衆を代表して歌われる、というバッハの意図を表すもの

であろう。 

第 1 部で 2回（Nr.15、17）、第 2 部で 3回（Nr.44、54、

62）用いられるこのコラール○Ａ は、はじめの3曲で、主を

信じて忠実に従う気持ちを歌い、最後の2曲で、イェスの

十字架の受難と、臨終を歌っている。 

なお、Nr.44 は、旋律は共通であるが、歌詞は同じゲル

ハルトが „O Haupt“（1656 年）に先立ってつくった別のコ

ラール（1653 年）なので、○Ａ は厳密にいえば4曲となる。 

○Ａ は、5 回現われるたびに調性を変えて、内容に応じた

音域で歌われるのが、大きな特徴である。 

1）Nr.15〈牧人イェスよ 認めたまえ〉„Erkenne mich, mein 

Hüter“（○Ａ の第5節）      

これに先立つ Nr.14 のイェスの予告で、弟子たちが今夜、

主をおいて散り散りになるだろうと言われたのを受けて、

私こそはあなたと共に、と、ゆるがぬ忠誠心を訴える。受

難の頂点にあたる Nr.54 の次に高音域のホ長調で、強気に

歌う。 
2）Nr.17〈みもとを われは離れ去らじ〉„Ich will hier bei dir 

stehen“（○Ａ の第6節）                    

間に Nr.16のレチタティーヴォをはさんで、Nr.15 の第5

節にひきつづいた形で歌われるが、私こそは、と主張する

ペテロに応えて、イェスは、お前が私を3度否認すること
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になるのだ、と告げ、意気消沈して、そんなことはありま

せん、死んでもついてゆきます、と返す、弟子のその声は

くぐもり、不安にかられる。Nr.15 よりも半音下がった変

ホ長調となる。 

3）Nr.44〈み手に委ねよ ながゆくてを〉„Befiehl du deine 

Wege“（Paul Gerhardt 作同名コラール（1653）の第1節） 

第 2 部に入り、Nr.43 レチタティーヴォ、審問する総督

ピラトに対し、沈黙するイェス。無駄な申し開きを断念し

て、父なる神の導きに従う決意を固めたイェスとともに、

信従の道を歌う。音域は、手堅く、決然としたニ長調。 

4）Nr.54 〈おお 主のみかしら 血におおわれ〉„O Haupt voll 

Blut und Wunden“（○Ａ の第 1，2 節） 

これこそ受難物語のクライマックスである。Nr.53bで〈や

すかれ ユダヤの君〉とあざけりの合唱、Nr.53ｃで唾をかけ

られ、葦でたたかれ、非礼のかぎりを受けるイェスを目の

あたりにして、大きな嘆きが爆発する。バッハがこの場面

のために、蓄えに蓄えていたエネルギーの奔出である。5

回のうち最も高音域のヘ長調。 

5）Nr.62〈いまわの時に 主よ かたえに〉„Wenn ich einmal 

soll scheiden“（○Ａ の第９節） 

  Nr.61e の〈ふたたびイェス声あげ、終りぬ〉をうけて、

最低音域のフリギア旋法［ホ･ヘ･ト･イ･ロ･ハ･ニ･ホ］で、

死にゆくイェスへの餞（はなむけ）の歌。それにしては、

自分自身の最期を述べることばばかりだが、イェスとの一

体、イェスの救い、そして、主を孤独のうちにゆかせはし

ないという強い絆の表現ととるべきであろう。 

  これら、同じ旋律の5曲をたどってゆけば、それぞれに

異なった気分にいろどられた変奏曲をなすようにも思われ

て、バッハの扱いの細やかさに驚嘆する。 

 

○Ｂ  Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 

 
1）Nr．3〈わが主イェス なにゆえなれは〉„Herzliebster Jesu, 

was hast du verbrochen“（○Ｂの第 1 節） 

コラール○Ｂは、○Ａ のつぎに多く登場する。イェスに渾身

の同情と哀惜、慰めを寄せる、やさしい、ひそやかな歌で

ある。 

《マタイ受難曲》中の4声体コラールとして、最初におか

れるこの Nr.3 は、Nr.2 レチタティーヴォで、イェスみずか

ら、2 日後に来るべき十字架の死を告げるのをうけて、た

だただ率直に、「どうしてこんなに酷い刑を？」と問いかけ

る。受難劇の発端に生じる、ひとびと全員の心を占める大

きなクエスチョンマークである。 

2）Nr.19 〈この煩いは いずこより〉„Was ist die Ursach aller 

solcher Plagen“（○Ｂの第３節） 

  このテノール･レチタティーヴォについては、「（3）レチ

タティーヴォと福音書中の人物のせりふ」の項で、すでに

とり上げた（月報 505 号、2004 年 7 月）。テノールⅠの動

的な、イェスの苦悩の描写に対して、それと交互に置かれ

た4声体の合唱Ⅱのみのコラールは、またしても「この煩

いはいずこより？」というクエスチョンマークから歌いは

じめ、主の負う重荷は、私自身が負うべき罪なのだ、と、

慙愧の念を吐露する。唯一、独唱といっしょに、合唱Ⅱの

みが受けもつコラール。 

3）Nr.46〈いかに恐るべき この裁き〉„Wie wunderbarlich ist 

doch diese Strafe! “（○Ｂの第4節） 

  第2部に入り、バラバよりもイェスを選んだ群衆の「十

字架に架けよ」という凶暴な叫びをうけて、ぞっとするよ

うな内面のひそかな声で、正しく良きイェスが断罪される、

この裁判の恐ろしさを指摘する。 

 

○Ｃ  O Welt, sieh hier dein Leben 

Paul Gerhardt の受難節コラール （1647）. 

曲：Heinrich Isaac （15 世紀） 

 

1）Nr.10〈しかり そは われなり〉„Ich bin’s, ich sollte 

büßen“ （○Ｃの第 5 節） 

  Nr．9ｄ，ｅ で、弟子の裏切りをイェスに予告されてうろ

たえる「主よ、それは私ですか？」という問いかけ（合唱

Ⅰ）に答えて、主に代わって「そうだ、それは私なのだ」

と断定する。 

2）Nr.37〈主を かくも打ち〉„Wer hat dich so geschlagen“  

（○Ｃの第３節） 

  イェスへの侮辱はつづき、「いまお前をぶったのは誰か、

あててみよ」と、はやしたてる合唱（Nr.36ｄ）に畳みかけ

るように、〈主をかくも打ち かく悪しざまに裁きしは誰

ぞ？〉と鋭くやりかえす。罪びとは、われわれのほうでは

ないか、と。 

  2回現われるこのコラール○Ｃは、Ｐ．ゲルハルト詩のもう

ひとつ別の受難コラール〈おお世よ、ここに汝の生命を見

よ〉だが（○Ａ は1656年、○Ｃは1647年作）、旋律は15世紀

のハインリッヒ・イザークの故郷離別の歌〈インスブルッ

クよ、さらば〉にもとづく。しかし原曲の情緒とは、およ

そ様変わりをして、ここでは2曲とも、憤りと自責の激情

をぶつける動的な歌として現われる。 

 

○Ｄ その他１回ずつ登場するコラール 

1）Nr.1〈おお きよき子羊〉„O Lamm Gottes, unschuldig€34 
Nikolaus Decius „Agnus Dei“のドイツ語訳に基づくコラール

（1529 年以前．曲とも）の第 1,2 節．（EG 190.1） 

冒頭合唱のバックボーンとして、児童合唱で歌われるコ

ラール旋律。合唱Ⅰ,Ⅱはホ短調だが、それと同時に、並行

調のト長調で、この旋律が受難曲全体の主人公である「神

のけがれなき子羊イェス」を明示する。「憐れみたまえ お

お イェス」と取りすがる祈りとともに。 

2）Nr.25〈み心は つねに成し遂げらる〉„Was mein Gott will，
das g’scheh allzeit“  

Markgraf Albrecht von Brandenburg 作同名コラール（1547）

の第 1 節．曲：Claudin de Sermisy （1529）. （EG 364） 

Nr.24 レチタティーヴォ、イェスの「父よ われより過ぎ

 

 

Johann Heermann の受難節コラール （1630）．

曲：Johann Crüger （1640） 

EG 84 
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去りがたくば み心のまま為したまえ」という決意をうけて、

苦渋のさなかにあるイェスとわれわれ自身とを励まし、神

の導きに信頼をかける。 

3）Nr.29〈人よ なが罪に泣け〉„O Mensch，bewein dein 
Sünde groß€34  

Sebald Heyden 作の受難節コラール（同名）（1525）の第 1

節. 曲：Matthäus Greiter（1525）． (EG 76) 
  第 1部のしめくくりとして、4声体にまとまった合唱Ⅰ,

Ⅱと児童合唱とで歌われる（第2部には児童合唱はないの

で、これを歌って児童合唱は退場）。コラール旋律は児童合

唱とソプラノ声部とが受けもち、オーケストラの前・間・

後奏をともなう。良きわざのみを地上に残しながら、十字

架刑を受けて葬られたイェス―自らの主―を死に追いやっ

た人類の罪を歎く。 

4）Nr.32〈いつわりの裁き 世はわれになせり〉 „Mir hat die 

Welt trüglich geｒicht’“ 
Adam Reusner 作の詩編 31 によるコラール“In dich hab 
ich gehoffet, Herr”（1533）の第5 節．曲：ボヘミア民謡（15

世紀）．(EG 275)  

  第 2部に入り、Nr.31「偽証者求むれども見出せず」とい

うレチタティーヴォのあと、何とかしてイェスを死に定め

ようとするこの裁判に、危機に瀕した切迫の叫びをあげる。

高音域の変ロ長調、第2部で最初に現われる、臨場感にあ

ふれるコラールである。 

5）Nr.40〈主を離れし われ〉„Bin ich gleich von dir gewichen“  
Johann Rist 作，夕拝用コラール“Werde munter, mein 
Gemüte”（1642）の第 5 節．曲：Johann Schop（1661）．

(EG 275) 
ペテロがイェスを3度否認し（Nr.38c）、とりわけ長いア

ルトⅠ・アリア Nr.39 で悔恨と懺悔を歌い尽くしたあと、

こんな自分を、イェスが死をもって贖い、慈しんでくださ

った。その愛は罪をおおって余りある、イェスのもとに、

ふたたび帰りゆくのだ、と、心をとり直す。有名なカンタ

ータ147番で、慰めにみちたイェス讃美を高らかに歌う、

あのコラールと同じ旋律で、ここでも、ペテロの裏切りと

いう、もっとも劇的な場面のただ中に、ひとびとの心を、

静かに本筋に引きもどす、重要なコラールである。 

2005年，2006年はBWV101-200 に集中 

   
  2004年 6月号（504号）月報に、今後の定期演奏会の計

画として、次のように掲げました。これらは1998年時点で 

の「今後10年の演奏計画」をほぼ踏襲するものでした。 

 

2005年（BWV101-150より） 

5月 〇97定演：BWV116,129,137,147＋モテットⅤ 

12月〇98定演：BWV123＋《クリスマス･オラトリオ》後半 

2006年（BWV151-200より） 

5月 〇99定演：BWV180,187,194,197＋モテットⅥ 

12月〇100定演：BWV192＋《クリスマス･オラトリオ》前半 

2007年 

3月 〇101定演：《マタイ受難曲》 

 

その後変更が加わり、大きく動くことになったのは以下

の諸点です。 

 

・第100回定演から第101回《マタイ受難曲》までの間

隔が短く、余裕がないので、2006 年 12 月の定演は省略

する。 

・《マタイ受難曲》の準備にさらに余裕をもたせるため、

モテット（2 曲）を割愛し、その練習時間を充てる。モ

テットは2008年以後の定演でとり上げる。 

・2006年中にＣＤ「50曲選」の収録カンタータ演奏を消

化するため、この間の《クリスマス･オラトリオ》は割愛

する。 

・よって《マタイ受難曲》公演（2007年 3月）は第100

回定演となり、これをもって創立45周年記念公演とする。 

 

  上記の変更をとり入れた結果、2005年、2006年の定演は

月報前号でお知らせしたとおり、次のような予定となりま

した。 
 

〇97定演（2005年 5月 15日） 

カンタータ第129番《ほめ讃えよ 主を》 

カンタータ第137番《ほめよ主を 強き栄えの君を》 

カンタータ第116番《平和の君 イェス》 

カンタータ第147番《心と日々のわざもて》 
 

〇98定演（2005年 12月） 

カンタータ第123番《いとしインマヌエル》 

カンタータ第192番《ああ 感謝せん 神に》 

カンタータ第197番《主 かたき望み》 

《クリスマス･オラトリオ》より No.64〈あだは いま

しも〉、アンコール用にNo.9〈いとしき み子イェス〉 
 

〇99定演（2006年 5月） 

カンタータ第180番《よそおえ心よ 罪の闇を去り》 

カンタータ第187番《待ち望む みな なれを》 

カンタータ第194番《大いなるこの日 新たの宮を》 
 

（〇101定演（2007年3月）《マタイ受難曲》） 

《マタイ受難曲》におけるⅠ,Ⅱ群の役割 

―実践的演奏手引き― 

  これまでの連載は、やむをえず不規則になってしまいま

したので、それぞれの回のタイトルと掲載号をかかげてお

きます。 

公演（2007年3月予定）までには、改めてまとめた形の

ものを準備するつもりです。 

 
(序論) ｢マタイ受難曲｣の5つのアリアを追う 

―第Ⅱ群アリアの位置づけ…2004年2月号（No.500別刷）

(1) アリアを中心に……………………2004年2月号（No.500）

(2) 多層的なアプローチの準備………2004年4月号（No.502）

(3) レチタティーヴォと福音書中の人物のせりふ  

………2004年7月号（No.505） 

(4) 15曲のコラール〈上〉……………2005年1月号（No.511）

(5) 15曲のコラール〈下〉……………今回 

(6) 福音書中の群衆合唱…………予定2005年3月号（No.513）
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「私の好きなカンタータ」アンケート第2回 

   BWV51-100（2004年度）の 結果発表 

 

昨年は、BWV51-100 の中から、次の 5 曲を定演で演奏し

ました。 

BWV72、BWV77、BWV78、BWV93、BWV99 

 

12月末で締め切らせていただいた第2回アンケートの結

果は、以下のとおりです。お応えくださった方が少数でし

たので、あるいは偏ったものになったかもしれませんが、

そのままご報告します。 

 

得票数   カンタータ 

15票    BWV78 

10票    BWV72 

9票     BWV93 

7票     BWV61 

6票     BWV80、BWV99 

5票     BWV56、BWV64、BWV65、BWV82 

4票     BWV63、BWV68、BWV70 

3票     BWV77 

2票     BWV84、BWV100 

1票     BWV51、BWV58、BWV71、BWV76、BWV81、BWV96 

 

BWV51-100 中、「カンタータ 50 曲選」に含まれるものは

13曲で、すべて上の表中に掲げられました（下線）。「50 

 

曲選」に含まれない曲は、BWV51、BWV58、BWV64、BWV65、

BWV70、BWV81、BWV82、BWV96、BWV100の 9曲が挙げられて

います。 

姿を現さなかった中にも、もちろん名曲が残っています。

われわれが過去にとり上げたことのある曲（既演）と未演

のものに分けて列挙しますと、 

 

既演：BWV54，59，66，67，75，79，83，86，91（9曲） 

未演：BWV52，55，57，60，62，69，73，74，87，88，89，

90，92，94，95，97，98（17曲） 

（BWV53は偽作） 

 

 

アンケート第 3 回の予告 

2005,2006年度はBWV101-200 

 

  先述のようないきさつで、本年末の定演ではBWV101-150

のグループと BWV151-200 のグループを合わせてとり上げ

ることになりましたので、「私の好きなカンタータ」アンケ

ートの第3回も、2005年、2006年の2年間にわたって、全

教会カンタータBWVの後半100曲、BWV101-200を対象とす

ることにします。 

 

  冒頭に掲げたとおり、このうちから10曲が3回の定演で

とり上げられますが、これらも含め、「50 曲選」には以下

の20曲が収載されています。 

 

 

BWV101-200に含まれる「バッハ･カンタータ50曲選」と演奏歴 

 
ｶﾝﾀｰﾀ 50曲選 東京バッハ合唱団における演奏歴（定期演奏会） 

BWV104 （No.31） 1963年（2定）、1964年（4定）、1972年（25定）、1994年（76定） 

BWV106 （No.32） 1969年（17定）、1976年（36定）、1980年（47定）、2000年（87定） 

BWV110 （No.33） 1982年（52定）、1997年（82定） 

BWV116 （No.34） 1977年（40定）、2005年（97定） 

BWV123 （No.35） 2005年（98定） 

BWV124 （No.36） 1978年（42定）、1998年（84定） 

BWV129 （No.37） 2005年（97定） 

BWV131 （No.38） 1966年（9定）、1969年（17定）、1979年（45定） 

BWV137 （No.39） 1991年（69定）、2005年（97定） 

BWV140 （No.40） 1970年（20定）、1976年（37定）、2001年（89定） 

BWV147 （No.41） 1964年（5定）、1965年（7定）、1974年（31定）、1985年（59定）、2005年（97定） 

BWV150 （No.42） 1979年（45定）、1997年（81定／Ⅳ独） 

BWV156 （No.43） 2000年（87定） 

BWV180 （No.44） 1996年（79定）、2006年（99定） 

BWV187 （No.45） 1998年（83定）、2006年（99定） 

BWV190 （No.46） 1990年（68定）、1997年（81定／Ⅳ独） 

BWV192 （No.47） 1976年（36定）、2005年（98定） 

BWV194 （No.48） 1985年（59定）、2006年（99定） 

BWV196 （No.49） 1969年（17定）、1979年（45定）、1993年（73定／Ⅲ独） 

BWV197 （No.50） 2005年（98定） 

凡例：下線は、2005,2006年度の演奏予定. （2定）は「第2回定期演奏会」を、

（81定／Ⅳ独）は「第81回定期演奏会 および 第Ⅳ回ドイツ公演」を表わす. 


