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3.11 の後で 《マタイ受難曲》 を聴くこと、演奏すること
大村 恵美子（主宰者）
これまでに、東京バッハ合唱団は、正規の定期公演
として、原曲どおりの編成の《マタイ受難曲》を、1982
年（創立 20 周年）と 2007 年（同 45 周年、第 100 回
定期記念）の 2 回演奏してきました。今回は、創立 50
周年を記念して 3 回目（3 月 30 日、紀尾井ホール。4
大合唱作品連続演奏Ⅲ）を準備しています。
この合唱団が始まって半世紀をへた現在、日本の演
奏団体はますます強力になり、大規模な作品としては
まず最高級と目されるバッハの《マタイ受難曲》さえ
も、毎年、シーズンを問わず、多くの都市で聞けるよ
うになってきました。出来てまだ何年にもならないよ
うな合唱団でも、まず大目標を《マタイ》におくよう
なところもあり、それらに比べると、戦後の合唱界に
先駆けてバッハ一筋に演奏をつづけてきた当合唱団と
しては、やっと 20 年目に初演奏し、51 年目が 3 度目
というのは、少なすぎる感をもたれるでしょうか？
言うまでもなく、バッハの音楽は、西洋に伝わって
独自の発展をとげてきたキリスト教文化の精髄ともい
えるもので、そのキリスト教の教義の芯をなしている
のが、イエスの十字架の死と復活です。復活・昇天・
聖霊降臨などの教義にもとづく、やや規模の大きなオ
ラトリオ作品も手がけたバッハですが、もっとも力を
いれて取り組んだのが Passion（受難曲）であり、
「マ
タイ福音書による」ものが最大規模、その他にも、ヨ
ハネ福音書、マルコ福音書による、比較的コンパクト
な作品（後者は歌詞のみ現存、音楽は多くが推定可能）
も残されています。
私たち日本人の宗教性は、なかなか捉えにくいとこ
ろがあって、仏教、儒教、神道と、いくつかの宗教か
ら、時代によって強い影響を受けたり、混淆したり、
弾劾したり、個人選択したりしながら、近代になって
キリスト教を、その文化面を表に出しながら認めるよ
うになりました。しかし、ある時期の為政者の迫害が
あまりにも苛酷凄惨だったせいか、現在に至るまで、
人びとの心の奥では、異教・邪教・外来教の固い偏見
の枠がはめられたままのようで、親米・親ヨーロッパ
のかなり多い都会でさえ、キリスト教の信者はいっこ
うにふえず、全人口の 1％にも満たない有様です。
×
×
×

本格的な西洋音楽が渡来してから 100 年有余（その
行程の半分をこの合唱団も歩みました）、そんな浅い歴
史のなかで、キリスト教の象徴のようなバッハの《マ
タイ受難曲》は、みるみるうちに日本人の心の中に大
きなアピールを起こすようになってきました。
これはいったい、どうしたことなのでしょうか。私
自身は、J.S.バッハの音楽に初めて接した時から、
「あ
あ、頼りになる人間の、熟達した芸術に遭遇した」と
いう、晴ればれとした幸福感をいだいたのですけれど、
《マタイ受難曲》については、巨大な象を目前にした
思いで、なかなか自分自身の反応がつかめませんでし
たが、一方で、こんなに感性に強くうったえるのは、
どちらかといえば〈浪花節〉のような迫り方があるか
らではないか、という疑いさえ生じたのです。
社会のなかの無知・無理解な連中から痛めつけられ
て、善人中の善人が――〈真の神にして真の人間〉と、
イエスのことを表現しますが、神というのは、むしろ
人間側の想像力がとらえた、人間の尺度からなる理想
像のことではないのか――不当な刑を受けて殺される。
それを直に目撃した味方側の連中が、相手に非難を浴
びせたり、憤ったり、そのあげく、いや自分も同様の
罪人なのだと歎く。そこがどうも偽善者っぽく、この
作品をきくたびに、私の心は、あらぬ空間に宙ぶらり
んになってしまうのでした。私が主宰する当合唱団が、

■ヒエロニムス・ボス（1450 頃-1516）「十字架を担ぐキリスト」
（1510/16）
．板に油彩，76.7×83.5 ㎝，ベルギー・ゲント美術館蔵
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50 年も続けている間にたったの 3 回しか公演しなかっ
たのも、この事情が大いに考えられるでしょう。
×
×
×
ところが、今回は、私自身に変化がありました。正
直にいえば、2011 年 3 月 11 日の大災害がきっかけに
なったと思われます。これは、過去形の歴史ではなく、
今でも私たちが現在形として体験しつつある状況です
ので、私ばかりでなく、皆様も同じ思いでいらっしゃ
るのではないでしょうか。
一言でいうと、あの時から、私たち人類は、自分た
ちが間違いなく大きな自然の一員であって、たとえば
創造主に認められて地球上の権利をすべて委任され、
支配するような高級存在であるのではない、という厳
然たる事実を、身をもって痛感したのです。もう地球
上は、科学の前進とともに一つとなり、どんな片隅の
できごとも、全住民の知るところとなってしまいまし
た。どんな災厄も事故も過失も、無関心で過ごせるも
のではなくなりました。地球全体の存続のためにすべ
ては人類総意によって扱われなければならない。動
物・植物・鉱物・水・火・ガス、どんな地球上の存在
物も、バランスのとれた存在許可が必要になり、それ
をどこの誰が力で抜け駆けをしても、この地球そのも
のが吹き飛んでしまうことがわかったのです。
そんな状況に目覚めた私たちが、あらためて《マタ
イ受難曲》をきくと、どうなるでしょうか。
私は、所属宗教・国家、その他のあらゆる枠ぬきに、
この作品が人類の心を徐々に占有してきた理由が、バ
ッハの透徹した人間性洞察力とその巧緻な表現力だっ
たのだと、あらためて気づきます。心が勇んでも、肉
体がそれを裏切る。信頼を深めている自他の関係を、
状況に迫られた機会が、ごくあっさりと裏切らせる。
尊敬する人、ものごとも、ちょっとした圧力が、目く
らまさせる。――このような、人間だれでもが、やる
せなく日夜くり返している行動が、なまなましく目の
前に描き出されているのです。
〈まことの人、まことの神〉イェスが、むごたらしく
殺され、そしてある転換をへて、3 日後に復活した。
このようなキリスト教の信仰は、私たち人間の熱い憧
れであり、希望だったのです。生も死も、この地上に
呼び出したものの掌中にあり、常日ごろ踏みしめてい
る地面が砕け、海が氾濫しても、人間の魂は、存在の
根源に立ちもどって平安を得る、という奥義は、私た
ちの生を賭して、やっと得ることのできる真理なので
しょう。努力も、汗も、涙も、私たちは飛び散らせた
すえに、真理あるいは永遠に、至ることになるのでし
ょう。
このような心の位置から《マタイ受難曲》を見ると、
そこに現われるどのシーンも、浅はかな者も、見当違
いな者も、くずおれる者も、勇み立つ者も、どれもこ
れも、いとおしく、慈しむに足る、たった一つしかな
いこの地上の同時代者だ、と懐かしまないではいられ

ません。地上の一木一草も、海中の一砂一魚も、何も
かも私たちを取り巻いてくれる友でないものはありま
せん。
そうした大きな大気を吸い込み、反芻して、私たち
は演奏会場を出てくることができるでしょう。これこ
そが、巨匠バッハの功績ではないでしょうか。折りし
も、紀尾井ホールに向かう沿道には、桜の花がおそら
く咲き乱れたトンネルをつくって、バッハの無限抱擁
の音楽の余韻で、私たちの帰途を包みこんでくれるこ
とでしょう。そして、あしたは復活祭。
創立 50 周年記念「バッハ 4 大合唱作品［日本語］連続演奏」［3］

第 108 回定期演奏会

《マタイ受難曲》
日時■2013 年 3 月 30 日(土)、14:00 開演
(開場 13:00、終了予定 17:30)
会場■紀尾井ホール
(四谷/赤坂見附 Tel.03-5276-4500)
鏡 貴之 (エヴァンゲリスト/テノール) 渡邊 明 (イェス/バス)
光野孝子 (ソプラノ) 佐々木まり子 (アルト)
鳥海 寮 (テノール) 藪西正道※ (バリトン)
草間美也子 (オルガン) 東京カンタータ室内管弦楽団 (管弦楽)
東京バッハ合唱団 (合唱)
東京バッハ児童合唱団 (ソプラノリピエーノ)
大村恵美子 (指揮/訳詞)

●出演者変更のお知らせ●
※ バス・アリア等で出演予定だった小松英典氏（バリトン）
は、事情により藪西正道氏と交替いたします。ご了承くださ
い。
藪西正道 （やぶにし・まさみち、バリトン）
東京芸術大学卒業，同大学院修士課程修
了．イタリアに留学．テルニ国際声楽コンクー
ル優勝．フィレンツェ歌劇場新人オーディショ
ン第 2 位．｢ドン・ジョヴァンニ｣のタイトルロール
はじめ，レパートリーは 50 役を超える．
｢第九｣｢メサイヤ｣｢レクィエム(フォーレ)｣｢天地
創造｣｢テレージア･ミサ｣｢戴冠ミサ｣などの独唱
者として宗教曲公演にも数多く出演している．

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

チケット（前売り）発売中 ： 4500 円（全席自由）
●お申し込み（合唱団事務局）
電話：03-3290-5731、 FAX：03-3290-5732
メール：bachchortokyo@aol.com
ホームページから：http://bachchor-tokyo.jp/
または、チケットぴあ
電話：0570-02-9999 （P コード 186-038）
昨年 11 月のチケット発売以来、お蔭さまで売れ行き好調
です。お早めにご入手頂けますよう、ご案内申し上げます。
2

東京バッハ合唱団の日本語演奏 ＣＤ

バッハを合唱するということ（その３・上）

●バッハ 4 大合唱作品［日本語］連続演奏［2］

倍音から日本語演奏を考える

《クリスマス・オラトリオ》Ⅰ-Ⅲ
＋ カンタータ第 71 番

― 中村明一著『倍音』に触発されて ―
上
村山 英司（団員）
月報での本シリーズも 3 回目となり，いよいよ日本
語でバッハを合唱することの難しさについての本質的
な議論に立ち入ってみたい．当合唱団のオリジナリテ
ィである日本語でバッハを歌うことに対しては以前か
らいろいろと意見があり，50 年を経過しても世間一般
には広まっていないのが実態である．また演奏会場で
のアンケートで，ソリストの日本語はよく分かったが
合唱では聞きとりづらかった，等の批判を受けること
が多い．本稿では，日本語でバッハを歌うことがいか
に無謀かつ不合理であるかを実証すると同時に，それ
を逆手にとって，日本語で歌うことの必然性について
新たな展開と手法の確立をめざすものである．
副題にあげた書名（春秋社，2010 年刊）は，作曲家
で尺八演奏家でもある著者が「尺八の存在価値はどこ
にあるのか」という問いに端を発して，倍音によって
作られる尺八の音質に気付き，音楽・言語・音響の全
ての根底をなすものが倍音であると考える視点に至る
過程が述べられ，大変に刺激的な内容であると同時に，
音響物理学的な裏付けを伴う側面も持っている．以下
の文章の１～４は同書からの引用や私なりの要約など
を主にしており，５においてバッハを日本語で歌うに
あたっての私論をまとめている．

第 107 回定期演奏会
（2012.11.9 杉並公会堂）
CD 2 枚組＋日本語歌
詞つきプログラム
頒価 2500 円（送料とも）

●バッハ 4 大合唱作品［日本語］連続演奏［1］

《ロ短調ミサ曲》
日本語演奏・初演

第 106 回定期演奏会
（2011.12.3 杉並公会堂）
CD 2 枚組＋日本語歌詞
つきプログラム
頒価：2500 円（送料とも）

１．倍音とは
音はひとつの音として聞こえる場合でも，複数の音
による複合音からなっている．様々な高さや音量を持
つ音がどのような割合で含まれるかによって音色（お
んしょく）が作られる．その中で周波数の最も小さい
高さの音を基音，それ以外が倍音であり，基音の周波
数をその音の高さとする．人間の聴覚能力は 3～4 千
Hz が最も敏感とされているが，話し声は 300Hz（１秒
間の振動数）以下，声楽では数十～千 Hz が通常の音域
であり，話し声ではこの領域を出せない．人間の聴覚
能力は倍音を聞いて音色を判別するために使われてい
るとさえ考えられている．
倍音には基音の振動数の整数倍の関係にある整数
次倍音と，それ以外の不規則な振動により起こる非整
数次倍音がある．基音・整数次倍音・非整数次倍音の
組み合わせ，それぞれの音量，それらの経時変化によ
って音色が決まる．音は一般に音量・音高・時間的位
置の３要素に規定され，その連続性からハーモニー・
リズム・旋律が生まれてくる．物理的には倍音とハー
モニーは同じものだが，同一の音源から出てくる場合
を倍音，複数の音源から出てくる場合をハーモニーと
呼んでいる．一般的に構成形式が複雑な音楽は倍音構
造が単純であり，倍音構造が複雑な場合は構成形式が

●後援会員・団友のみなさま●
先月号月報に同封して、
《マタイ受難曲》へのご招待状
をお送りいたしましたが、お手許に届いておりますでし
ょうか、ご確認ください。
紀尾井ホールは、初めての使用となります。音響にも
定評のある心地よい会場です。ぜひとも、お知り合い・
ご友人をお誘い合わせの上、ご来聴いただけますようご
案内いたします。
座席は全自由席です。ホール開場時間を開演の 1 時間
前、13：00 としましたので、余裕をもってお越しいただ
けますようお勧めいたします。なお、終演は 17：30 を予
定しています。
ご来聴くださる皆様には、あらかじめ、 小冊子『演奏
と鑑賞の手引き』 をお届けいたします。2007 年の《マタ

イ》公演時に、後援会員・団友の皆様にお配りしたもの
と同じものですが、ご希望の方には再度、贈呈いたしま
すので、事務局までご連絡ください。
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単純である傾向がみられ，西洋音楽はどちらかといえ
ば前者であり日本の音楽は後者である．いわゆる西洋
クラシック音楽は主として基音と低次の整数次倍音で
できているのに対し，それ以外の世界中の音楽の大半
は基音と整数次倍音と少しの非整数次倍音から作られ
ている．
２．倍音の働き
整数次倍音を聞くと荘厳な雰囲気を感じ，自然を超
えたもの・普遍性・宇宙的なもの・神々しさ・宗教性・
カリスマ性といった感覚になる傾向がある．楽器でい
うと西洋楽器全般，特にオーボエは基音が小さく倍音
が大きいことが特徴である．高次の整数次倍音を出す
楽器はチャルメラ・バグパイプ・篳篥（ひちりき）が
あり，ブルガリアンボイスなどの民族的発声，日本の
民謡・謡曲・声明・長唄・地歌に多く見出される．基
音より倍音を主に聞かせる声ではモンゴルのホーミー
があげられる．日本の歌手では郷ひろみが代表的でギ
ラギラしてまぶしい声をしている．
自然の音は主として非整数次倍音でできているた
め，それを含む音を聞くと自然を思い起こさせ，注意
を喚起させ，情緒性や親密性を感じ，日本的には「重
要である」という意味を伝えるとされる．非整数次倍
音を多く含むものはケーナやパンパイプのようにかす
れた響きのものや打楽器の多くであり，いわゆるハス
キーボイスやウィスパーボイス，日本では義太夫・説
教節・浪曲などの語りものである．日本の歌手では森
進一が代表的で濁ったガサガサした声をしている．ち
なみに美空ひばりと都はるみは別格であり，両種類の
倍音を自在にあやつって歌っている．
日本の伝統音楽は非整数次倍音を非常に重視して効
果的に扱っており，尺八，三味線など海外から日本に
輸入された楽器は非整数次倍音の種類や量をコントロ
ールできるように日本で改良されてきている．例えば
三味線や琵琶，最たるものである尺八，語り物では，
整数次倍音・非整数次倍音・倍音の少ない音を激しく
変化させている．
クラシックの声楽の発声や裏声(ファルセット)は
倍音が少なく，フルートに代表されるやわらかいと感
じる音も倍音が少ない．
「バッハを歌うテノール歌手で，
よく高い声をファルセットのように軽く抜いて歌う人
がいますが，私はそうはしません．そのように歌うと
音楽が平板になり，退屈なものになってしまいます．
私は非常に様々な声の色，ハーモニーの変化によって
音楽の色彩ができることを頭において，それをテクニ
ックで自分のものにしてゆくのです．」（Ｅ．ヘフリガ
ー，1985 年リサイタルのプログラムより）という裏声
についての発言は，シン（芯）のある裏声とない裏声，
あるいは支えのある裏声とない裏声という云い方と通
底し，シンのない支えのない裏声をファルセットとす
ると，無意識のうちに倍音の効果を語っていると解釈
できる．
（以下次号に掲載予定．<下>３.日本語と倍音，４.音楽とはコミュ
ニケーション，５.どうすればよいのか）
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■図：いろいろな楽器の音域（前掲書より）

●第 100 回記念定期演奏会（創立 45 周年記念）

《マタイ受難曲》
2007 年演奏・新盤

（2007.3.21 杉並公会堂）
CD 3 枚組＋日本語訳
詞つきプログラム
頒価 3000 円（送料とも）

●創立 50 周年記念

バッハ宗教歌曲集
［日本語演奏］
名演 20 選
・全曲楽譜つき
・ドイツ語/日本語歌詞
併記（A4 判，21 ページ）
CD 1 枚＋楽譜冊子
頒価 1500 円（送料とも）

