Ensemble 14 第26回演奏会
2017.7.30
（日）14:00開演
浜離宮朝日ホール

Ensemble14

ごあいさつ
フリーアナウンサーの小林麻央さんの訃報が流れ、２０万人が犠牲となったという沖縄
戦から７２年目の日、今日の演奏会場のお隣の市場の行方を争点とした（？）都議選が告
示された日に、私は大きく締め切りを過ぎたこの原稿を書いております（どうなりましたか
ねぇ？）。本当にどうしてこうも不安なことばかり耳にしなければならないのでしょうか？
世界中では無差別な殺戮が繰り返され、今年は欧州での猛暑に続き日本も「スーパー猛
暑」となる見込みという本日、この会場にわざわざ足をお運び下さった皆様には、ただた
だ感謝を申し上げます。
今回は教会カンタータを２曲、その全てが funeral song と言うモテットから第５番、そ
してバッハの遺した当時プロテスタント教会の礼拝でも用いられ、現存する４曲の小ミサ
曲から F-dur ミサ曲を取り上げました。こんなにも未来を予想し難い、否、おそらくは大
戦以降初めて我々は未来を予想したくならない日々を生きている様に感じます。そんな中
で音楽が果たすべき役割の大きさを私は日々強く大きく感じています。小林麻央さんの人
生を見るまでも無くその長短は誰にも解らぬまま、我々は必ず終わりの日を迎えます。し
かし死因が人生の一大事では無く、如何に生きたかが一大事であることを彼女の遺した多
くの言葉から再認識しました。その為に最も寄与してくれるのが音楽であること、そして
我々にとってはそれが「音楽の父バッハの遺された音楽」なのです。
今日会場に足をお運び下さった皆様お一人お一人の心が穏やかになることから世界平和
の小さな一歩が始まることを確信します。どうかスリルとサスペンスに満ちたコンサートに
ならぬ様に皆様も見守って下さいませ。
Ensemble 14

指揮者
辻 秀幸
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26. Konzert

本日は、Ensemble14（アンサンブル ･フィアツェン）の演奏会に足をお運びいただき、誠にあ
りがとうございます。団員一同、心より御礼申し上げます。
Ensemble14 は、1998 年 8 月に、バッハの『マタイ受難曲』の第 2 コーラスを歌おうとの呼
びかけに応じて誕生した合唱団です。以来教会カンタータを中心に、一貫してバッハの声楽作品
を歌い続けてきました。
今回の演奏会は、前回の演奏会から 1 年後と、練習期間がいつもより長いこともあり、合唱を
たくさん歌おう！ というコンセプトで、あえてかなり大変であろう演目を採り上げました。
中でもモテット 5 番は、二重合唱で 8 声となるため、各パートがいつもの半分の人数でそれぞ
れ歌わなければならず、しかも伴奏楽器も少ないという、かなりハードルの高いものです。また、
ミサ曲ヘ長調は、歌い出したらほとんど切れ目なく歌い続けているような感じで、歌いがいがあ
るのは嬉しいのですが、歌う側の体力が非常に必要とされます。
他の 2 曲もそれぞれに難しい曲であり、練習が終わるとへとへと、ということも多く、相変わら
ずのバッハの大変さと、自分たちの年齢（もう若くない）と体力（の衰え）を痛感する 1 年でもあ
りました。それでも、そんな私たちを叱咤激励し、引っ張ってくださる辻先生のご指導のもと、
私達なりに懸命に練習に取り組み、今日この日を迎えたつもりです。
本日は、合唱・独唱曲とも、団員が演奏いたします。練習の成果を発揮すべく、精一杯演奏さ
せて頂きます。終演までごゆっくりお聴き頂ければ幸いです。
最後になりましたが、笑いに溢れた練習のうちに、真摯で活き活きとした音楽作りへと導いて
くださいます指揮者の辻秀幸先生、バッハ演奏のスペシャリスト揃いで、素晴らしい音楽で合唱
を支えてくださるミレニウム・バッハ・アンサンブルの皆様、練習で献身的にサポートしてくださる
練習ピアニストの田城章子先生、そして今回のソリストオーディションで審査員を務めてください
ましたソプラノの佐竹由美先生に、深く感謝申し上げます。

Ensemble14 代表
室橋 明美
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Programm
作曲 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

カンタータ 第 40 番「神の子が現れたのは」
Kantate "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes", BWV 40
(2) 長澤 哲 Tenor

(4) 武内 崇史 Bass (5) 寺崎 淳子 Alt (7) 室橋 義明 Tenor

カンタータ 第 23 番「真の神にしてダビデの子よ」
Kantate "Du wahrer Gott und Davids Sohn", BWV 23
(1) 佐藤 かおり Sopran, 橋元 正美 Alt (2) 遠藤 貴之 Tenor

〜 Pause / 休 憩 〜

モテット 5 番「来てください、イエスよ、来てください」
Motett "Komm, Jesu, komm", BWV 229

ミサ曲 ヘ長調
Missa in F-Dur, BWV 233
(3) 大内 良太郎 Bass (4) 室橋 明美 Sopran

(5) 小田 奈穂子 Alt

BWV: Bach-Werke-Verzeichnis ( バッハ作品総目録番号 )

指揮

辻 秀幸

管弦楽 Millennium Bach Ensemble
声楽
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26. Konzert

楽曲解説・歌詞対訳

楽曲解説：中西

隆紀

歌詞対訳：室橋

明美

カンタータ 第 40 番「神の子が現れたのは」

Kantate "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes", BWV 40
降誕節第 2 主日のためのカンタータ

このカンタータはバッハがライプチヒのカントル（教会音

歌詞：作者不詳

この後、第３曲、第６曲、終曲と３曲のコラールが配置

楽家）に就任した年である 1723 年の 12 月 26 日に初演

されているが、すべて単純な四声のコラールとなっている。

された。この日はクリスマスの翌日、降誕節第２主日であり、

また、これらのコラールは、そこまでのレチタティーヴォや

またキリスト教史上最初の殉教者である聖ステファノの記念

アリアの内容を礼拝に参加した会衆が再確認できるよう、

日でもある。したがって、キリストの誕生を祝う内容の他に、

締めくくりの役割を果たしている。１曲のカンタータの中に

聖ステファノの殉教に関するテキスト（第７曲の「雛たちを

３回もコラール合唱が出て来るのは珍しいが、バッハはこ

翼で覆い」の部分）も見られる。

の頃から複数のコラール合唱を含むカンタータ（同じ降誕

冒頭合唱は比較的大規模なもので、Ａ－Ｂ－Ａ ´ の構

節期間の 64 番、153 番など）を作るようになり、それが

造になっており、Ｂの部分はフーガである。冒頭の器楽に

翌年 1724 年から 1725 年にかけてのコラール・カンター

よる前奏部では、降誕節第２主日の聖書朗読箇所である

タの作曲へと繋がっていく。

「羊飼いたちが飼い葉桶の幼子を捜しあてる」（ルカ伝 2

第４曲からの３曲では、いずれも歌詞に悪魔の象徴であ

章 15 ～ 20 節）にちなんで、２本のホルンと２本のオーボ

る「蛇」が出て来る。まず第４曲のバスのアリアはこの蛇

エが牧歌的な祝祭ムードを醸し出している。喜ばしい雰囲

との闘いが激しい曲調で歌われる。「Schlange（蛇）」と

気の中で「神の子が現れたのは」という歌詞が２回繰り返

「zerknickt（踏み潰す）」には跳躍した高い音が当てられ、

し歌われた後、「悪魔の業を滅ぼすためなのです」の部分

激しさを表現している。続く第５曲のアルトのレチタティー

ではよりリズミカルな音楽となる。やがて、テノールから歌

ヴォでは、冒頭から「蛇」は出て来るものの、救い主がす

い出す「神の子が・・・」の歌詞による整然としたフーガ

べての毒を消し去ったと、穏やかに歌われる。ただ、最後

となるが、バス、ソプラノ、アルトの順でフーガに加わった

の「悲しむ罪びとたちよ。」に付けられたメロディーと不協

のち、テノールが今度は「悪魔の業を・・・」の歌詞で

和音はまだ不安に満ちている。キリストの受難を経なけれ

メリスマを含む動的なメロディーを歌い出し、そこから「神

ば救いは完成しないことを暗示しているのだろう。

の子」と「悪魔」の対照的な音楽がみごとに絡み合ってい

第７曲のアリアでは、多用されるメリスマによって、はじ

く。この部分はのちにミサ曲ヘ長調の終曲（Cum Sancto

けるような喜びが表現されるのだが、歌うテノールにとって

Spiritu）に転用された。本日の後半ステージの最後に出

はまさに
「受難」
の曲である。何もここまでやらなくてもと思っ

て来るので、メロディーを憶えておいていただきたい。

てしまうほど、これでもかこれでもかというメリスマ攻撃であ

第２曲のテノールのレチタティーヴォはメロディアスで多
分に説教的である。特に曲調の変わる
「Bedenkt doch（よ

る。テノールのアリアは難しい曲が多いが、カンタータの中
でも技巧面で屈指の難曲だと思う。

く考えなさい）」以降の部分では、喩えを使って語られる内

かくして、終曲コラールではさらに喜びが表現される。
「喜

容が説得力を持って聴き手に伝わる。バッハのレチタティー

びの上に喜びを」、「歓喜の上に歓喜を」と音楽で喜びが

ヴォの素晴らしいところだ。

みごとに重ねられていく。
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1. Chor

１．合唱

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,

神の子が現れたのは、

dass er die Werke des Teufels zerstöre.

悪魔の業（わざ）を滅ぼすためなのです。

2. Rezitativ (Tenor)

２．レチタティーヴォ（テノール）

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,

言葉は肉となってこの世に宿り、

das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,

世の光は地上をくまなく照らすのです。

der große Gottessohn

大いなる神の子は

verlässt des Himmels Thron,

天の玉座を捨て、

und seiner Majestät gefällt,

威厳ある方みずから望んで

ein kleines Menschenkind zu werden.

小さき人の子となられました。

Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann; よく考えなさい、
この交換を、
それを思い起こすことができる者は。
der König wird ein Untertan,

王が臣下となり、

der Herr erscheinet als ein Knecht

主がしもべとなって現われ、

und wird dem menschlichen Geschlecht,

人類の

– O süßes Wort in aller Ohren! –

――おお、全ての耳に甘い言葉よ！――

zu Trost und Heil geboren.

慰めと救いとなるためにお生まれになったのです。

3. Choral

３．コラール

Die Sünd macht Leid;

罪は苦悩を生み出しますが、

Christus bringt Freud,

キリストは喜びをもたらしてくださいます。

Weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.

この方は、慰めとしてこの世に来られたのですから。

Mit uns ist Gott

私たちと共に、神は

Nun in der Not:

今や苦しみの中におられます。

Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?

誰が、キリスト者である私たちを罪に問えるでしょうか？
（Kaspar Füger 作のコラール ≪ Wir Christenleut ≫第 3 節）
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4. Arie (Bass)

４．アリア（バス）

Höllische Schlange,

地獄の蛇よ、

wird dir nicht bange?

怖れないのですか？

Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,

お前の頭を、勝利者として踏み潰す方が、

ist nun geboren,

今、お生まれになったのです。

und die verloren,

そして、失われた者たちは、

werden mit ewigem Frieden beglückt.

永遠の平安に、大いに喜ぶことになるでしょう。

5. Rezitativ (Alt)

５．レチタティーヴォ（アルト）

Die Schlange, so im Paradies

蛇は、楽園にて

auf alle Adamskinder

全てのアダムの子らに

das Gift der Seelen fallen ließ,

魂を侵す毒を降りかからせたが、

bringt uns nicht mehr Gefahr;

もはや私たちに危険をもたらすことはありません。

des Weibes Samen stellt sich dar,

女性の子として現われ、

der Heiland ist ins Fleisch gekommen

救い主は肉の体をもってお生まれになり、

und hat ihr allen Gift benommen.

全ての毒を消し去ってくださったのです。

Drum sei getrost! betrübter Sünder.

ですから、安心しなさい！悲しむ罪びとたちよ。

26. Konzert
6. Choral

６．コラール

Schüttle deinen Kopf und sprich:

その首を横に振って、こう言いなさい。

Fleuch, du alte Schlange!

消え去れ、年老いた蛇よ！

Was erneurst du deinen Stich,

何になりましょう、お前が再び鋭い牙で

Machst mir angst und bange?

私を怖れさせ、不安がらせようとも？

Ist dir doch der Kopf zerknickt,

お前は頭を踏み潰され、

Und ich bin durchs Leiden

そして私は、救い主の受けられた苦しみによって

Meines Heilands dir entrückt

お前から引き離されて

In den Saal der Freuden.

喜びの広間にいるのです。
（Paul Gerhardt 作のコラール
≪ Schwing dich auf zu deinem Gott ≫第 2 節）

7. Arie (Tenor)

７．アリア（テノール）

Christenkinder, freuet euch!

キリストの子らよ、喜びなさい！

Wütet schon das Höllenreich,

地獄の国が怒り狂い、

will euch Satans Grimm erschrecken:

あなたたちをサタンの憤怒が脅かそうとも、

Jesus, der erretten kann,

イエスが、救うことのできる方が、

nimmt sich seiner Küchlein an

自分の雛たちを気にかけて

und will sie mit Flügeln decken.

翼で覆い、庇ってくださいます。

8. Choral

８．コラール

Jesu, nimm dich deiner Glieder

イエスよ、あなたの肢体である者たちを

Ferner in Genaden an;

この先もずっと、恵みのうちに御心にとめてください。

Schenke, was man bitten kann,

叶えてください、人々が願い求め得ることを、

Zu erquicken deine Brüder:

あなたの兄弟を元気づけるために。

Gib der ganzen Christenschar

与えてください、全てのキリスト者の群れに

Frieden und ein selges Jahr!

平安と、幸福な一年を！

Freude, Freude uber Freude!

喜びを、喜びの上に喜びを！

Christus wehret allem Leide.

キリストはあらゆる苦しみを押しとどめてくださいます。

Wonne, Wonne über Wonne!

歓喜を、歓喜の上に歓喜を！

Er ist die Genadensonne.

キリストこそ、恵みの太陽なのです。
（Christian Keymann 作のコラール
≪ Freuet euch, ihr Christen alle ≫第 4 節）

※歌詞および対訳中のゴシック体部分は、バッハが作曲した当時、既に教会で
一般的に歌われていたコラール ( 讃美歌 ) の歌詞が用いられている箇所です。
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カンタータ 第 23 番「真の神にしてダビデの子よ」

Kantate "Du wahrer Gott und Davids Sohn", BWV 23
四旬節前日曜日のためのカンタータ

このカンタータはカンタータ２２番と共に、バッハがライ

の伴奏にコラール旋律を組み入れるという作曲技法を用い

プチヒのトーマス教会のカントル採用試験のために作曲した

た。翌 1724 年のコラール・カンタータ群の中では、この

もので、ライプチヒに移る前に勤めていたケーテンで書かれ

手法がよく見られるようになる。使われているのは最終曲に

たものである。1722 年 6 月に先代の高名なカントル、ヨ

出て来る受難節コラールの「キリスト、神の子羊」で、オー

ハン・クーナウが亡くなり、ライプチヒの市当局は後任にハ

ボエとヴァイオリンで奏され、テノールの歌うメロディーを

ンブルグを本拠地としていた有名なＧ．Ｐ．テレマンや、ダ

ひときわ美しく際立たせる。特に最後の「私はじっと耐え、

ルムシュタットの宮廷作曲家、Ｃ．グラウプナーに声をか

あなたを離しはしません。」の所は心に沁みる。

けるがいずれも失敗、結局、市当局によれば「次善の者」

第３曲の合唱曲は「全ての目は待ち望んでいます、主よ、

であったバッハがその職に就くことになる。バッハのことだ

全能の神よ、あなたのことを！」という歌詞が４声の合唱で

から、たとえ運命が狂っていてもどこかで偉大な足跡を残

７回繰り返され、その間にテノールとバスの二重唱（今日

したかもしれないが、後世の私たちからすれば、こういう

の演奏では男声２部合唱で歌う）が挟み込まれる形になっ

結果になって良かったと素直に喜びたい。

ている。４声の合唱部分では神に向かって希望と期待が歌

そんなわけで、この２つのカンタータはバッハの並々なら

われ、一方二重唱部分では「私の目」について具体的な

ぬ思いが込められた力作、傑作となっている。いずれもエ

願いが語られる。この二つの合唱部分のコントラストがこの

ストミヒと呼ばれる四旬節前日曜日の礼拝用で、1723 年

曲の魅力で、転調して歌われていく４声部の繰り返しも効

は 2 月 7 日に当たっていた。当日の聖書朗読はルカ伝の

果的である。バッハが作った合唱曲の中でも傑作のひとつ

18 章 31 ～ 43 節、弟子たちへの受難の予告と信仰ある

と言ってよいだろう。

盲人の癒しであり、２２番が前者、この２３番は後者をテー
マに書かれている。
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歌詞：作者不詳

第４曲は受難節コラール「キリスト、神の子羊」による
器楽の前奏、間奏付きのコラールで、Adagio の厳粛な雰

第１曲は２本のオーボエと通奏低音による前奏で始まる

囲気で始まる。歌詞はラテン語ミサ典礼の「アニュス・デイ

ソプラノとアルトの二重唱曲である。前奏は盲人の覚束な

（Agnus Dei）」のドイツ語訳であり、このメロディーは第

い歩みを描写し、二重唱は「私をあわれんで、救いと慰め

２曲のテノールのレチタティーヴォでも使われていたが、後

をもたらしてください」という切なる願いを歌う。曲はカノン

半ステージのミサ曲へ長調のキリエにも出て来る。繰り返

風に歌われ、そのハーモニーは実に美しいが、一方「つ

される歌詞の２節目のところから Andante となり、曲想も

ぶさに見守ってくださる」のところや中間部最後では二人

希望に満ちたものに変化していくが、この合唱の合間に現

の歩みが揃い、心をひとつにして祈る感じがよく出ている。

れるオーボエ主体の間奏がとても魅力的だ。最後のアーメ

第２曲のテノールのレチタティーヴォは引き続き盲人の癒

ンも簡潔で美しい。バッハはこのコラールを 1725 年の聖

しがテーマだが、イエスを呼び止めようとする出だしの部

金曜日に演奏したヨハネ受難曲（第２稿）の終曲にも用い

分がまず印象的だ。ここでバッハは初めてレチタティーヴォ

ている。

1. Arie (Duett: Sopran und Alt)

１．アリア（ソプラノとアルトの二重唱）

Du wahrer Gott und Davids Sohn,

真（まこと）の神にしてダビデの子よ、

der du von Ewigkeit in der Entfernung schon

永遠の昔からずっと、はるか遠く離れた場所で

mein Herzeleid und meine Leibespein

私の心の苦しみと肉体の痛みとを

umständlich angesehn, erbarm dich mein!

つぶさに見守ってくださる方よ、私をあわれんでください！

Und laß durch deine Wunderhand,

そしてあなたの奇跡の御手、

die so viel Böses abgewandt,

幾多の悪事を退けたその御手によって、

mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!

私にも救いと慰めをもたらしてください！

26. Konzert
2. Rezitativ (Tenor)

２．レチタティーヴォ（テノール）

Ach, gehe nicht vorüber,

ああ、通り過ぎてしまわないでください、

du, aller Menschen Heil,

全ての人々の救いよ、

bist ja erschienen,

あなたは現われたのです、

die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.

健やかな人ではなく、病める人に仕えるために。

Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;

それゆえ、私もまたあなたの全能の力を享受するのです。

ich sehe dich auf diesen Wegen,

私はあなたを見るのです、この道の上で、

worauf man

人が

mich hat wollen legen,

私を置こうとしたその場所で、

auch in der Blindheit an.

たとえ目が見えなくとも。

Ich fasse mich

私はじっと耐え、

und lasse dich

あなたを離しはしません。

nicht ohne deinen Segen.

あなたからの祝福を受けずには。

3. Chor

３．合唱

Aller Augen warten, Herr,

全ての目は待ち望んでいます、主よ、

du allmächtger Gott, auf dich,

全能の神よ、あなたのことを！

und die meinen sonderlich.

そして、とりわけこの私の目が（望んでいます）。

Gib denselben Kraft und Licht,

この目に力と光を与え、

laß sie nicht

私の目を

immerdar in Finsternissen!

永遠に暗闇の中に置いておかないでください！

Künftig soll dein Wink allein

これからは、あなたの示唆だけが

der geliebte Mittelpunkt

私の目の働き全てにおいて

aller ihrer Werke sein,

最も慕うべき、大切なものとなるのです。

bis du sie einst durch den Tod

あなたがいつの日か死によって

wiederum gedenkst zu schließen.

この目を再び閉じようと思われるまで。

4. Choral

４．コラール

Christe, du Lamm Gottes,

キリストよ、神の子羊にして、

Der du trägst die Sünd der Welt,

世の罪を背負われる方よ、

Erbarm dich unser!

私たちをあわれんでください！

Christe, du Lamm Gottes,

キリストよ、神の子羊にして、

Der du trägst die Sünd der Welt,

世の罪を背負われる方よ、

Erbarm dich unser!

私たちをあわれんでください！

Christe, du Lamm Gottes,

キリストよ、神の子羊にして、

Der du trägst die Sünd der Welt,

世の罪を背負われる方よ、

Gib uns dein’n Frieden! Amen.

私たちにあなたの平安を与えてください！アーメン。
（ドイツ語による ≪ Agnus Dei ≫）
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モテット 5 番「来てください、イエスよ、来てください」

Motett "Komm, Jesu, komm", BWV 229
Paul Thymich 作の葬送歌 による

モテットは葬儀など特別な機会のために作曲された合唱

けられるからだ。

作品だが、ほとんどが具体的な用途が不明である。このモ

この曲の構成は、４声の二重合唱部と最後に置かれた４

テット 5 番も 1730 年 3 月 26 日に行われたヨハン・シェ

声のアリアとから成る。冒頭、
３回繰り返される
「Komm（来

レの未亡人の葬儀のために作曲されたとされるが、真偽の

てください）」と哀願するようなイエスを呼び求める声がま

ほどは定かではない。バッハの時代、モテットは古い形式

ず耳を捉える。そこから動き出す合唱は交互に、まるでイ

の音楽になりつつあり、教会での礼拝用音楽はカンタータ

エスを手繰り寄せようとするかのように「イエスよ、来てくだ

が主流となっていた。したがって、バッハの作曲したモテッ

さい」を繰り返す。やがて、合唱はイエスに「私の肉体は

トの数はカンタータに比べてずっと少ない。

疲れ、
力はいよいよ無くなっていき」と訴え、
「平安への切望」

バッハの現存するモテットは６曲（BWV225 ～ 230）あ

を内省的かつ安らかに歌う。続く「つらい道のりは・・・」

り、その他に作品番号上はカンタータの範疇にあるがモテッ

の部分では８パートが順に重なっていき、
「saure（つらい）」

トに分類される BWV118、さらに偽作とされる作品が他

と「zu schwer（あまりにも重い）」という言葉が何度も重

に数曲存在する。BWV225 ～ 230はBWV 番号順にモテッ

ねられる。

ト１番～６番とも呼ばれ、このうち１番、２番、４番、５番

曲想が変わり、再び「Komm（来てください）」という

は二重合唱で作曲されている。これまで Ensemble14 の

言葉が出て来るが、ここでは軽やかに「あなたにこの身を

演奏会では、
モテットは３番（BWV227）
と６番（BWV230）

ゆだねます。」と歌われる。この後は「あなたこそは正しき

を取り上げたが、今回初めて二重合唱の５番（BWV229）

道、真理、そして命なのです。」という歌詞を、２つの合唱

に挑戦する。

部が交互に繰り返し歌う。この部分で歌われる主旋律のメ

さて、ここで問題をひとつ。もしバッハのモテットの人気

ロディーがこのモテットの最大の魅力であろう。

投票を行なったら、はたしてどの曲が最も多くの支持を集

アリアと名付けられた最後の部分では、人生を終えるに

めるだろうか？ それは、最も長大であり、モテットである

あたって神への絶対的信頼の心が歌われる。ソプラノの歌

にも拘らず華麗な雰囲気のある１番だろうか、はたまた６曲

う美しいメロディーに下３声がハーモニーを付けていくが、

の中で最も芸術性が高いと思われる３番か。いやいや、私

中でも行末の Nacht!、Angebracht、そして bleibt

が思うにそれはこの５番ではないか。なぜなら、甘美なメ

付けられた和音が実に美しい。

に

ロディーとこの曲の持つピュアな魅力に聴く人の心が惹き付

写真：第 25 回演奏会
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Komm, Jesu, komm,

来てください、イエスよ、来てください

mein Leib ist müde,

私の肉体は疲れ、

die Kraft verschwindt je mehr und mehr,

力はいよいよ無くなっていき、

ich sehne mich nach deinem Friede;

私はあなたの平安を切望するのです。

der saure Weg wird mir zu schwer!

つらい道のりは、私にはあまりにも重いものとなるのです！

Komm, ich will mich dir ergeben;

来てください、私はあなたにこの身をゆだねます。

du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben. あなたこそは正しき道、真理、そして命なのです。
Drum schließ ich mich in deine Hände

ですから、私はあなたの御手の中に閉じこもり

und sage, Welt, zu guter Nacht!

そして言うのです、この世よ、さらば！

Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,

私の人生の歩みが終わりへと急ごうとも、

ist doch der Geist wohl angebracht.

私の霊は十分に備えができています。

Er soll bei seinem Schöpfer schweben,

霊は自分の創造主のもとで漂うでしょう、

weil Jesus ist und bleibt

なぜならイエスは今もこれからも

der wahre Weg zum Leben.

命へと至る真の道であり続けるのですから。
（Paul Thymich 作の葬送歌 第 1 節、第 11 節）

写真：ライプチヒ聖トーマス教会前にあるバッハ像
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ミサ曲 ヘ長調

ミサ曲とはミサ通常文に作曲された楽曲で、通常文とは

な楽曲ありと思わせるに十分な傑作だ。

礼拝の祈りの中で１年を通じて変わらない式文であり、ラ

第１曲の「Kyrie」はヴァイマール時代に書かれたキリエ

テン語のキリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、アニュス・

へ長調 BWV233 ａの改作と推定されている。キリエ・エ

デイから成る。バッハが所属したライプチヒのルター派の教

レイソン、クリステ・エレイソン、２回目のキリエ・エレイソ

会では、ラテン語の祈りに代わってドイツ語に翻訳したもの

ンの３つの部分からなるが、いずれもフーガで、クリステで

が使われるようになり、ミサ通常文については、大きな祝

は最初のキリエの主題の転回型主題が使われ、２回目のキ

日の主要礼拝において、キリエ、グローリア、サンクトゥス

リエではその両方が使われる反行フーガとなっているところ

の一部だけが多声音楽で演奏された。これから聴いていた

が面白い。また、３つの部分のいずれでも、オーボエとホ

だく「ミサ曲へ長調」もキリエとグローリアだけに作曲され

ルンが、前半ステージのカンタータ２３番で使われていたド

たものであり、ミサ通常文全部に作曲されたミサ曲に対して

イツ語版「アニュス・デイ」のテーマを奏でることにも注目

「小ミサ曲」と呼ばれることがある。バッハのミサ曲という
と何と言っても「ロ短調ミサ曲（BWV232）」が有名だが、

してほしい。
第２曲の「Gloria」の合唱はたいへん躍動的だ。オー

これも元々は小ミサ曲として作られ、それに長い時間をかけ

ボエとホルンの奏でるリズムがワクワク感をかきたて、それ

てクレド以下の部分を付け加えて、バッハの作曲人生の最

に乗って流れるようなメロディーで合唱が歌われる。合唱

期にその集大成としてミサ曲として完成された経緯を持つ。

団にとってとても歌い甲斐のある楽曲である。

バッハは小ミサ曲を本日演奏するへ長調（BWV233）

第３曲「Domine Deus」はバスのソロ曲。舞曲風の伴

を含めて４つ作曲した。その他に、サンクトゥスも何曲か残

奏に乗って、全能の父なる神を讃える、優雅な中に威厳が

している。４つの小ミサ曲はおそらく1738 ～ 9 年ごろに成

感じられるアリアとなっている。

立したと言われている。1738 ～ 9 年というとバッハのライ

続く第４曲のソプラノのソロ曲「Qui tollis」は前曲から

プチヒ時代の半ば過ぎに当たり、着任後精力的に多くのカ

休止なしで演奏される。前曲を引き継ぐオーボエのしみじみ

ンタータを作曲した時期から１０年以上経過した頃である。

とした音色が印象的である。この曲は 1726 年に作曲され

この頃バッハはほとんど新作のカンタータを作曲していない

たカンタータ１０２番第３曲から転用された。

が、面白いことにこれらの４つの小ミサ曲は、過去に作っ

第５曲のアルト独唱の「Quoniam」も同じくカンタータ

たカンタータの楽曲をパロディー（転用）して作られている。

１０２番第５曲からの転用で、原曲におけるフルートの伴

４つの小ミサはいずれもキリエ（合唱）、グローリア（合唱

奏をヴァイオリンの伴奏に変えている。アルトの歌う旋律は、

－ソロ３曲－合唱）（注：ソロ曲は二重唱の場合がある）

歌詞に合わせて原曲からかなり変更が加わっている。

の６つの部分から成っているが、原曲が分からない曲も一

終曲の「Cum Sancto Spiritu」は前述したようにカン

部あるものの、おそらくすべてがカンタータからの転用だと

タータ４０番冒頭合唱からの転用だ。４０番における「神

推測される。

の子」と「悪魔の業」のテーマが、ここでは「聖霊と共に

こんな話を聞くと、バッハも晩年は手抜きをしていたと

（Cum Sancto Spiritu）
」と「父なる神の栄光のうちに（in

か、作曲に行き詰ったなどと思うかもしれないが、そんなこ

gloria Dei Patris）」に置き換わっているが、まったく違和

とは決してない。あのロ短調ミサ曲にしても大半の曲がパロ

感はなく、最初からこの歌詞に音楽を付けたかのような、

ディーであるが、長大でありながら見事にまとまった至宝の

神への讃歌に変身しているのは見事としか言いようがない。

作品に作り上げられている。これらの４つの小ミサ曲はどの
曲もそれぞれ独自の魅力を持ち、この延長線上にあの偉大
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26. Konzert

1. Kyrie (Chor)

１．Kyrie（合唱）

Kyrie eleison.

主よ、あわれみたまえ。

Christe eleison.

キリストよ、あわれみたまえ。

Kyrie eleison.

主よ、あわれみたまえ。

2. Gloria (Chor)

２．Gloria（合唱）

Gloria in excelsis Deo.

いと高きところでは、神に栄光がありますように。

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

そして地上では、善き心の人に平和がありますように。

Laudamus te, benedicimus te,

私たちはあなたをほめ、あなたを祝福し、

adoramus te, glorificamus te.

あなたを崇（あが）め、あなたをたたえます。

Gratias agimus tibi

私たちはあなたに感謝を捧げます

propter magnam gloriam tuam.

あなたの大いなる栄光のゆえに。

3. Domine Deus (Arie: Bass)

３．Domine Deus（アリア：バス）

Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens,

主なる神よ、天の王よ、全能の父なる神よ、

Domine Fili unigenite, Jesu Christe,

主なるひとり子、イエス・キリストよ、

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

主なる神よ、神の子羊よ、父の御子よ。

4. Qui tollis (Arie: Sopran)

４．Qui tollis（アリア：ソプラノ）

Qui tollis peccata mundi,

世の罪を取り除いてくださる方よ、

miserere nobis,

私たちをあわれんでください。

qui tollis peccata mundi,

世の罪を取り除いてくださる方よ、

suscipe deprecationem nostram.

私たちの願いを聞き入れてください。

Qui sedes ad dexteram Patris,

父の右に座られる方よ、

miserere nobis.

私たちをあわれんでください。

5. Quoniam (Arie: Alt)

５．Quoniam（アリア：アルト）

Quoniam tu solus sanctus,

ただあなただけが聖なる方であり、

tu solus Dominus,

あなただけが主であり、

tu solus altissimus,

あなただけが至高なる方なのです、

Jesu Christe.

イエス・キリストよ。

6. Cum Sancto Spiritu (Chor)

６．Cum Sancto Spiritu（合唱）

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris,

聖霊と共に、父なる神の栄光のうちに、

Amen.

アーメン。

13

Ensemble14

辻 秀幸

■指揮

Ensemble14 指揮者。幼少よりヴァイオリン・ピアノ・フルート・金管楽器・作曲を学び、東京藝術大学声楽科及び
同大学院独唱科修了。声楽を渡邊高之助、宗教音楽を小林道夫、佐々木正利の各氏に師事。
1985 年イタリアのミラノを中心にヨーロッパへ音楽遊学。Ｌ . グゥアリーニ女史、Ｆ . タリアヴィーニ、Ｈ . リリングら
の各氏に師事。1986 年イタリアのノバラ市国際声楽コンクール入賞。同年ドイツのハイデルベルク、1988・89 年には
ウィーン楽友協会大ホール、2000 年にはカイザースラウテルン、パッサウ他、数都市でベートーヴェン “ 第 9” のソリス
トを努め、ヨーロッパ各地でコンサートに出演し好評を博す。国内でもドイツ・イタリア・日本歌曲を中心に各地でユニー
クなリサイタル活動を展開し、オペラでは古典から現代に至るまで、数多くの作品に出演し、その優れた演技力と歌唱は、
新聞・音楽誌上でも度々絶賛された。宗教音楽の演奏家としての活躍は特に目覚ましく、バッハ・ヘンデル・ハイドン
の宗教曲・オラトリオの演奏では、ソリスト・エヴァンゲリスト・指揮者として、その活動は常に注目を集めている。
現在指導に当たっているアマチュア合唱団は１3 団体を数える。洗足学園音楽大学客員教授、東京藝術大学講師、日
本合唱指揮者協会副理事長、東京都合唱連盟理事。共著に「わかって歌おう − レクイエム発音講座」、「フィガロの結
婚 発音講座」等がある。
※ 辻 秀幸 公式サイト http://www.davide-hide.com/

■管弦楽

Millennium Bach Ensemble

（ミレニウム・バッハ・アンサンブル）

2000 年 4 月に田園調布教会で行われた「マタイ受難曲」演奏会において辻秀幸先生の呼びかけにより結成される。
各方面の第一線で活躍中の演奏家からなる器楽団体。第 2 回演奏会以降、Ensemble14 との共演が続いている。

ヴァイオリン I：大西 律子 *、鍋谷 里香

ファゴット：井上 直哉

ヴァイオリン II：宮崎 桃子、廣海 史帆
ヴィオラ：伴野 剛、高山 愛
チェロ：高群 輝夫

オルガン：能登 伊津子
オーボエ I：岡 北斗
オーボエ II：多田 敦美

コントラバス：寺田 和正

ホルン：大貫 ひろし、加治 佑子
* コンサートミストレス

■声楽

Ensemble14（アンサンブル・フィアツェン）

辻秀幸先生のもとで J. S. バッハのカンタータ等を歌うアマチュア合唱団。1998 年 8 月結成。ソリストは団内オー
ディションにて選出し、プロのオーケストラ（主に現代楽器）と共演する演奏スタイルで、東京周辺にて活動している。
※ Ensemble 14 公式サイト http://www.ensemble14.org
E-Mail info@ensemble14.org
指揮者：辻 秀幸

練習ピアニスト：田城 章子

代表：室橋 明美

副代表：小林 尚弘、柿原 紀子、佐藤 容司

練習指揮者：木下 剛、小田 奈穂子、室橋 明美、長澤 哲
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Ensemble 14

出演メンバー

ソプラノ (Sopran)

アルト (Alt)

テノール (Tenor)

バス (Bass)

大軒 京子

中阪 理津子

Jesse Astalos

寺崎 淳子

遠藤 貴之

大内 良太郎

河野 優子

橋元 文子

上田 暁子

中井 杏瞳

隈 健一

木下 剛

川村 昌子

原田 篤子

小田 奈穂子

中神 康一

笹部 雅人

熊倉 均

子井野 真貴子

三上 香子

改田 晶子

橋元 正美

佐藤 容司

小林 尚弘

佐藤 かおり

湊 佳代

柿原 紀子

頼 甲子

島津 欣矢

菅野 松佐登

菅野 総子

室橋 明美

片山 薫

長澤 哲

武井 康史

中西 隆紀

武内 崇史

室橋 義明

次田 章
三浦 貴博

Ensemble 14 これまでの演奏 ( 抜粋 )

作曲者 : J. S. バッハ

1999 年 4 月

マタイ受難曲 抜粋演奏（ピアノ伴奏）に、「マタイを歌う会」とともに出演（日本基督教団奥沢教会）

1999 年 9 月

第 1 回演奏会 カンタータ 第 106 番、第 150 番、第 155 番（ルーテル市ヶ谷センター）

2000 年 4 月

マタイ受難曲の全曲演奏に第 2 コーラスとして出演（日本基督教団 田園調布教会）

2000 年 9 月

第 2 回演奏会 カンタータ第 131 番、第 182 番、第 196 番（神奈川県民ホール 小ホール）

2003 年 5 月

第 7 回演奏会 ヨハネ受難曲 BWV 245（津田ホール）

2005 年 9 月

第 10 回演奏会 マタイ受難曲 BWV 244（日本大学カザルスホール）

2010 年 7 月

第 16 回演奏会 ミサ曲ロ短調 BWV 232（紀尾井ホール）

2013 年 10 月

第 21 回演奏会 カンタータ 第 9 番、第 67 番、第 115 番、第 176 番（津田ホール）

2014 年 6 月

第 22 回演奏会 カンタータ 第 84 番、第 94 番、第 102 番、第 108 番、モテット6 番（浜離宮朝日ホール）

2015 年 2 月

第 23 回演奏会 カンタータ 第 33 番、第 43 番、第 71 番、第 74 番（紀尾井ホール）

2015 年 11 月

第 24 回演奏会 カンタータ 第 64 番、第 97 番、第 150 番、第 177 番（浜離宮朝日ホール）

2016 年 7 月

第 25 回演奏会 カンタータ 第 14 番、第 36 番、第 109 番、第 133 番（浜離宮朝日ホール）

一覧
1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241

(BWV の数字に対応。赤字がこれまでの演奏曲 )

2
22
42
62
82
102
122
142
162
182
202
222
242

3
23
43
63
83
103
123
143
163
183
203
223
243

4
24
44
64
84
104
124
144
164
184
204
224
244

5
25
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245

6
26
46
66
86
106
126
146
166
186
206
226
246

7
27
47
67
87
107
127
147
167
187
207
227
247

8
28
48
68
88
108
128
148
168
188
208
228
248

9
29
49
69
89
109
129
149
169
189
209
229
249

10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230

11
31
51
71
91
111
131
151
171
191
211
231

12
32
52
72
92
112
132
152
172
192
212
232

13
33
53
73
93
113
133
153
173
193
213
233

14
34
54
74
94
114
134
154
174
194
214
234

15
35
55
75
95
115
135
155
175
195
215
235

16
36
56
76
96
116
136
156
176
196
216
236

17
37
57
77
97
117
137
157
177
197
217
237

18
38
58
78
98
118
138
158
178
198
218
238

19
39
59
79
99
119
139
159
179
199
219
239

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
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15

次回

第 27 回演奏会のご案内

2018 年 3 月 18 日（日）浜離宮朝日ホール
J. S. バッハ 作曲
カンタータ 第 39 番、第 101 番、第 182 番

主催
後援

Ensemble 14
日本合唱指揮者協会

