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ごあいさつ

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頂き、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。

今回は、当団創立以来初めての 12 月の演奏会となりました。世間一般的にはコンサートの多い月ですが、それだ
けにホール抽選の倍率が上がりやすい月でもあり、当団ではこれまでなんとなく他の月を選んできました。今回も当初
は 11 月を想定していたのですが、抽選に外れた結果、この日となったものです。（12 月はホールが取りにくいはずだっ
たのに？？）

12 月の演奏会ということを特別に意識したわけではないのですが、演目は年末から年始にかけて初演された曲が揃
いました。クリスマスや新年に際して神を賛美する内容が多く、歌っていてもやはり明るい気分になります。皆様にも
お楽しみ頂けましたら幸いです。

聴くと素晴らしいのに、歌うのはとても難しいバッハに苦戦しつつも、私達なりに懸命に、練習に取り組んできたつ
もりです。令和最初の今回の演奏会も、合唱・独唱とも、精一杯演奏させて頂きます。終演までどうぞごゆっくりお聴
きください。

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テノールの水越啓先生に、深く感謝申し上げます。

Ensemble14 代表
室橋 明美

本日は年末のお忙しい中 ご来場賜わり、誠に有難うございます。
２００年以上続いたと言う音楽家の家系「バッハ一族」。その中でも音楽史

上もっとも大切なバッハは言わずもがなの大バッハ = ヨハン・セバスチャン・バッ
ハです。しかし彼も他の作曲家同様、長いドイツ音楽の歴史の流れの中の一
人であり、バッハ家の代々の流れの中の一人に過ぎないのです。確かに J. S. 
BACH は広義では音楽の父なのかも知れません。しかしそれはドイツの文化
が、教会音楽の歴史が、その需要と供給のバランスの中で大バッハという存
在を自然に育み生み出したのです。バッハ先生はお金にも女性にも案外脆い面
があったと伝え聞いております。そりゃあ扶養家族があれだけ多ければお金も掛かったことでしょう。オルガンの腕
は勿論、バス歌手としての歌唱力もかなりのものだったそうです。そして彼の産出した夥しい数の楽曲は、その後の
多くの作曲家の手本となりました。

バッハは生涯「ドイツ」という国を出なかったと言われています。しかしその楽曲は今日、世界のプロアマ問わず
多くの人々に奏する喜びと苦しみ、唱する楽しみと絶望を与え続けているのです。瀬戸内寂聴女史がその波乱万丈
の人生を過ごされたからこそ今の人々に寄り添いかつ説得力を持って老若男女の心を捕らえるが如く、バッハもまた
余りに人間味溢れるその人生があったればこそ、そしてその信仰心と教養と類稀なる才能と感性によって今も我等と
キリスト教の仲介者と成ってくれるのです。我々がバッハに忠実にその音程とリズムと言語で演奏出来れば、我々は
皆さまとバッハを繋ぐ事が出来るかも知れません。古今東西の名曲を奏し唱することとはそう言う事なんだと思うの
です。そしてその作業は新しい気付きと喜びをいつも与えてくれるのです。

末筆ながら私にこんな幸せな仕事をさせてくれている Ensemble14 の諸氏に、ミレニウム・バッハ・アンサンブル
の諸氏に改めて感謝申し上げます。

Ensemble14 指揮者　　　　　　　　
辻 秀幸　　　　　　　　
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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 16 番「主なる神よ、私たちはあなたを賛美します」
Kantate "Herr Gott, dich loben wir", BWV 16

(2) 菅野 松佐登  Bass　(3) 武内 崇史  Bass　(4) 寺崎 淳子  Alt　(5) 中西 隆紀  Tenor

カンタータ 第 28 番「神に賛美あれ ! いまや年は終わり」
Kantate "Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende", BWV 28

(1) 佐藤 かおり  Sopran　(3) 菅野 松佐登  Bass　(4) 室橋 義明  Tenor　 (5) 小田 奈穂子  Alt、室橋 義明  Tenor

Pause / 休 憩

カンタータ 第 121 番「キリストを今すぐ賛美しましょう」
Kantate "Christum wir sollen loben schon", BWV 121

(2) 遠藤 貴之  Tenor　(3) 小田 奈穂子  Alt　(4) 武内 崇史  Bass　(5) 伊藤 泰子  Sopran

カンタータ 第 70 番「目を覚ませ ! 祈れ ! 祈れ ! 目を覚ませ ! 」
Kantate "Wachet! betet! betet! wachet!", BWV 70

(2) 武井 康史  Bass　(3) 橋元 正美  Alt　(4) 隈 健一  Tenor　(5) 室橋 明美  Sopran

(6) 長澤 哲  Tenor　(8) 長澤 哲  Tenor　(9) 大内 良太郎  Bass　(10) 木下 剛  Bass

BWV: Bach-Werke-Verzeichnis ( バッハ作品総目録番号 )
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■指揮　　辻 秀幸
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” のソリストを務

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 16 団体を数える。洗足学園音楽大学、東京藝術大学各講師、日本合唱

指揮者協会副理事長、東京都合唱連盟副理事長。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 オルガン：能登 伊津子
 ヴァイオリン II：磯田 ひろみ、宮崎 桃子 トランペット／ホルン：平井 志郎
 ヴィオラ：高山 愛、福田 道子 オーボエ I：岡 北斗
 チェロ：朝吹 元 オーボエ II：多田 敦美
 コントラバス：寺田 和正 オーボエ・ダ・カッチャ： 山本 楓
 ファゴット：依田 晃宣 

* コンサートマスター

■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
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本日演奏するカンタータ４曲は、いずれも待降節からクリスマス、年末年始にかけての時期にライプチヒで初演
されたカンタータである。まず 70 番は、その原曲（BWV70a）がバッハのワイマール時代の 1716 年 12 月 6 日、
待降節第 2 日曜日用として作曲され、のちにライプチヒで 1723 年の待降節直前週の三位一体後第 26 主日（11
月 21 日）用に補筆改作されたもの。121 番は 1724 年のクリスマス第 2 日（12 月 26 日）用。28 番、16 番
は翌 1725 年の年末に作曲されたもので、28 番がクリスマス後日曜日（12 月 30 日）用、16 番は新年 1 月 1
日用である。ちなみに、これはまったくの偶然だが、今日の演奏順はちょうど作曲された順番の逆になっている。

カンタータ 第16 番「主なる神よ、私たちはあなたを賛美します」
Kantate "Herr Gott, dich loben wir", BWV 16

新年のためのカンタータ 歌詞：Georg Christian Lehms

新年の礼拝用のカンタータである。歌詞はダルムシュタッ
トの宮廷詩人ゲオルク・クリスティアン・レームスの台本に
よる。内容は当日の福音章句であるイエスの割礼と命名に
は触れず、新しい年を迎えて神に感謝し、平和を祈るもの
となっている。

冒頭合唱（第 1 曲）は、軽やかではあるがやや暗い感
じの通奏低音で始まり、ソプラノがかなり低いところから「主
なる神よ」とテーマを歌いだす。私の勝手な解釈だが、こ
の暗さは新しい年の黎明（夜明け）を表現しているのでは
ないか。歌詞はラテン語の讃美誦（テ・デウム）をマルティ
ン・ルターがドイツ語に訳したもので、アルト以下の下３声
が、ソプラノの歌う１節ごとにフーガ風に装飾を付けていく。
やがて弦楽が加わってくると、新しい年が動き出してくるの
を感じる。しかしこの合唱曲は意外と短く終了を迎える。

続くバスのレチタティーヴォ（第 2 曲）は「この喜ばし
い時に祈りとともに心からの捧げものをします。」と語り、
最後に「熱い愛をもって歌わずにおれません。」と歌って、
第３曲を導き出す。

第３曲は楽譜を見ると「Aria」と書かれているが、華や
かな合唱で幕を開ける。ここでは、第１曲でソプラノのメロ
ディーをなぞっていたコルノ・ダ・カッチャ（ホルン）が活
躍し、曲想はようやく新年らしくなってくる。口々に歓呼の
声を挙げ新しい年を寿ぐ感じがよく出ている。合唱がひとし

きり歌い終わると、バス・ソロが「神は祝福してくださる。
私たちは永遠に幸福になると信じなさい。」と、やや熱狂
的な合唱を諭すように歌う。短い冒頭合唱、バスのレチタ
ティーヴォ、そしてバスのソロを含む合唱と続くこの３曲を、
ひとまとまりの楽曲と見ることもできよう。

第４曲はアルトのレチタティーヴォ。セッコ・レチタティー
ヴォで際立った特徴はないが、最後の「なんと幸いなので
しょう・・」の部分は情感が籠っていて印象に残る。

第５曲はこのカンタータ唯一の独唱アリアで、オーボエ・
ダ・カッチャのオブリガートに乗せてテノールにより歌われ
る。「愛するイエスよ、あなただけが私の魂の富となる」と
いう歌詞は、これまでの４曲が「私たち」を主語に語られ
たのに対し、「私」を主語として語られる。何度も形を変え
て歌われる「愛するイエスよ」の甘美なメロディーを、オー
ボエのどこかのんびりした感じの伴奏がほんわかと包んでい
る。「幸せ」を感じさせる音楽だ。完全ダ・カーポ形式で
あるが、中間部の終わりに終止がなく、すぐ再現部に入る
のがちょっと変わっている。

終曲（第 6 曲）のコラールの歌詞はレームスの台本に
はなく、ポール・エバー作のコラール≪ Helft mir Gottes 
Güte preisen ≫の第６節による。

楽曲解説：中西　隆紀　　歌詞対訳：室橋　明美
楽曲解説・歌詞対訳
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1. Chor １．合唱 
Herr Gott, dich loben wir, 主なる神よ、私たちはあなたを賛美し、
Herr Gott, wir danken dir. 主なる神よ、私たちはあなたに感謝します。
Dich, Gott Vater in Ewigkeit, あなたを、永遠の父なる神よ、
ehret die Welt weit und breit. この世のすべてが敬うのです。

（Martin Luther 作　ドイツ語による≪ Te Deum ≫第 1 節）

2. Rezitativ (Bass) ２．レチタティーヴォ（バス）
So stimmen wir それゆえ私たちは
bei dieser frohen Zeit この喜ばしい時に
mit heißer Andacht an 熱い祈りとともに歌声をあげ、
und legen dir, そしてあなたに、
o Gott, auf dieses neue Jahr おお神よ、この新しい年にあたり、
das erste Herzensopfer dar. 最初の心からの捧げものをいたします。
Was hast du nicht von Ewigkeit あなたは永遠の昔から
vor Heil an uns getan, 私たちを救うためにどれほどのことをしてくださり、
und was muss unsre Brust そして私たちの胸は今なお
noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren! どれほどの愛と誠を感じていることでしょう！
Dein Zion sieht vollkommne Ruh, あなたのシオンは完全なる平安を目にし、
es fällt ihm Glück und Segen zu; そこには幸いと祝福が与えられるのです。
der Tempel schallt 神殿には
von Psaltern und von Harfen, プサルテリウムと竪琴の音が鳴り響き、
und unsre Seele wallt, そして私たちの魂は高ぶるのです。
wenn wir nur Andachtsglut in Herz und Munde fühlen. ただ、心と口で熱い祈りを唱えるだけで。
O, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen ああ、ですから、新しい歌が鳴り響くことなく、
und wir in heißer Liebe singen? 私たちが熱い愛をもって歌わないということがありえましょうか？

3. Chor & Arie (Bass) ３．合唱とアリア（バス）
Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen: 歓呼の声をあげ、喜びましょう。
Gottes Güt und Treu 神の慈しみと誠は
bleibet alle Morgen neu. いつまでも、朝が来る度に新たになるのです。
 Krönt und segnet seine Hand, 　　神の御手は冠を授け、祝福を与えてくださいます。
 ach so glaubt, dass unser Stand 　　ああ、ですから信じなさい、私たちの境遇は
 ewig, ewig glücklich sei. 　　永遠に、永遠に幸福なものになるのだと。
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※歌詞および対訳中の太字で斜体の部分は、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。

4. Rezitativ (Alt) ４．レチタティーヴォ（アルト）
Ach treuer Hort, ああ、誠なる守護者よ、
beschütz auch fernerhin dein wertes Wort, この先もあなたの貴い御言葉を守り、
beschütze Kirch und Schule, 教会と学校（*）を守ってください。
so wird dein Reich vermehrt そうすればあなたの国は栄え、
und Satans arge List gestört; サタンの邪悪な策略は妨げられるのです。
erhalte nur den Frieden ただ平和と
und die beliebte Ruh, 人々の願う平安を守り続けてください。
so ist uns schon genug beschieden, それだけで私たちは十分なものを授かり、
und uns fällt lauter Wohlsein zu. ひたすらに幸せが与えられるのです。
Ach! Gott, du wirst das Land ああ、神よ！あなたはこの地に
noch ferner wässern, この先もなお、水を与え、
du wirst es stets verbessern あなたはこの地を絶えずより良いものとし、
du wirst es selbst mit deiner Hand あなたは自らの御手で
und deinem Segen bauen.  祝福をもって、耕されるでしょう。
Wohl uns, wenn wir なんと幸いなのでしょう、私たちが
dir für und für, いつまでもあなたに
mein Jesus und mein Heil, vertrauen. 私のイエス、私の救いよ、依り頼むならば。

（* 当時の学校ではキリスト教の教義も教えていた）

5. Arie (Tenor) ５．アリア（テノール）
Geliebter Jesu, du allein 愛するイエスよ、ただあなただけが
sollst meiner Seelen Reichtum sein. 私の魂の富となるのです。
 Wir wollen dich vor allen Schätzen 　　私はいかなる宝よりもあなたを
 in unser treues Herze setzen, 　　この忠実な心の中に抱くことを望みます。
 ja, wenn das Lebensband zerreißt, 　　そうです、命の絆が引き裂かれる時でも、
 stimmt unser gottvergnügter Geist 　　神を喜びとする私たちの霊は
 noch mit den Lippen sehnlich ein: 　　なおもその唇で声を合わせ、あこがれとともに歌うことでしょう。

6. Choral ６．コラール
All solch dein Güt wir preisen, このようなあなたの慈しみのすべてを、私たちはほめたたえます。
Vater ins Himmels Thron, 天の玉座におられる父よ、
die du uns tust beweisen あなたは私たちにそれらの慈しみを
durch Christum, deinen Sohn, キリスト、あなたの子を通して示してくださいます。
und bitten ferner dich, そして私たちは、さらにあなたに請い願うのです。
gib uns ein friedlich Jahre, 私たちに平和な年を与え、
vor allem Leid bewahre あらゆる苦しみから守り、
und nähr uns mildiglich. 私たちを慈悲深く養ってください。

（Paul Eber 作のコラール ≪ Helft mir Gottes Güte preisen ≫ 第 6 節）
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カンタータ 第 28 番「神に賛美あれ ! いまや年は終わり」
Kantate "Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende", BWV 28

降誕祭後第 1 日曜日のためのカンタータ 歌詞：Erdmann Neumeister

このカンタータの台本は、マドリガーレ様式の自由詩を
取り入れた、新しい教会カンタータ形式の創始者である、
エールトマン・ノイマイスターによる。クリスマス後日曜日の
福音章句には言及せず、旧年の恵みを神に感謝し、新年
も祝福くださるよう祈る内容となっている。大晦日一日を挟
んで新年１月１日に演奏された前曲の 16 番とはいくつか共
通点が見られる。

第１曲はソプラノのアリアで始まる。オーボエ２本とオー
ボエ・ダ・カッチャから成る管楽器と、弦楽が掛け合う舞
踏風のテーマは喜びであふれ、そこにソプラノが「神に賛
美あれ！」と感謝の声を上げる。後半部ではまず「frohes（喜
ばしい）」に喜びを表す装飾が付き、さらに「gedenken（御
心にかけ）」では技巧的な長いメリスマが歌われる。

ソプラノの「喜ばしい感謝の歌を神に歌いなさい」という
歌詞に促されるように第２曲の合唱が始まる。これも前曲
の 16 番の第 2 曲、第 3 曲とよく似たパターンである。お
そらくこの２つのカンタータは同時並行的に作曲されていた
のだろう。ちなみに冒頭曲がアリアで、続いて合唱曲が歌
われるカンタータは希少で、他には 120 番があるのみであ
る。

1 曲目のアリアがどちらかというとモダンな感じの楽曲
だったのに対して、第２曲の合唱曲は古風な響きを持つモ
テット楽曲となっている。すなわち、コラールの各行を、ま
ずアルト以下の３声が先行して（主にテノールが一番手）
模倣的メロディーでもって歌いだし、その上にソプラノがコ
ラール旋律を長音で歌っていくというもので、パッヘルベル・

コラールと呼ばれる形式だ。曲はけっこう長く、コラールが
12 行あり、２行ずつセットとみると大きく６つの部分で構成
される。全体に荘厳な中に感謝の祈りが感じられる音楽だ。

第 3 曲はバスのレチタティ－ヴォ＆アリオーゾとあるが、
レチタティーヴォ部分は「主はこのように語られました」と
いうわずか 1 小節で、すぐにイエスの言葉を歌うアリオーゾ
となる。ここで見られるように、イエスの役を担うのはバス
と決まっている。

第 4 曲はテノールのレチタティーヴォ。神は泉であり、光
であり、宝であり、主であると、甘美な弦楽伴奏に乗って
メロディアスに歌われる。カンタータの魅力の神髄はレチタ
ティーヴォにあり、というのは少し言い過ぎかもしれないが、
こういった曲から、バッハのレチタティーヴォの持つ美しさ
を多くの人に知ってもらいたいと思う。

第 5 曲は通奏低音の伴奏で歌われるアルトとテノールに
よる二重唱アリアである。全体は三つの部分に分かれる。
アルトから歌いだす最初の部分とテノールから歌いだす２つ
目の部分では、２つのパートがフーガのように後追いでそ
れぞれ別々に歌っている感じだが、最後の部分ではより一
体となって感謝の心で神をほめ讃えるといった趣向になって
いる。

終曲（第 6 曲）のコラールは、どこかで聞いたようなと
思われたと思う。そう、ついさっき聴いた 16 番の終曲であ
る。実際には下３声による和声だけでなく、ソプラノの歌う
主旋律もわずかに違うのだが、やはりこの２つのカンタータ
は同じ時期に作られたのだと感じる。

1. Arie (Sopran) １．アリア（ソプラノ）
Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende, 神に賛美あれ！いまや年は終わり、
das neue rücket schon heran. 新しい年がすでに近づいて来ています。
Gedenke, meine Seele, dran, 思い起こしなさい、私の魂よ、
wieviel dir deines Gottes Hände どれほど多くの善いことを、神の御手が
im alten Jahre Guts getan. 暮れ行くこの年に、おまえにしてくださったかを。
Stimm ihm ein frohes Danklied an. 喜ばしい感謝の歌を神に歌いなさい。
So wird er ferner dein gedenken そうすれば、神はさらにおまえのことを御心にかけ、
und mehr zum neuen Jahre schenken. より多くのものを、新しい年に与えてくださるでしょう。
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2. Chor ２．合唱 
Nun lob, mein Seel, den Herren, いまこそ、私の魂よ、主を賛美しなさい。
was in mir ist, den Namen sein. 私の内にあるものよ、主の御名を賛美しなさい。
Sein Wohltat tut er mehren. ご自身の恵みを、主はより多くしてくださるのです。
Vergiss es nicht, o Herze mein. そのことを忘れてはなりません、私の心よ。
Hat dir dein Sünd vergeben 主はおまえの罪を赦し、
und heilt dein Schwachheit groß. おまえの大変な弱さをいやしてくださいます。
Errett’ dein armes Leben, おまえのあわれな命を救い、
nimmt dich in seinen Schoß. おまえをご自身の懐に受け入れてくださいます。
Mit reichem Trost beschüttet, 豊かな慰めを注ぎ、
verjüngt, dem Adler gleich. 鷲のように若返らせてくださいます。
Der Kön’g schafft Recht, behütet, 王は正義を行い、守ってくださるのです。
die leiden in seinem Reich. 自分の国で苦しんでいる人々を。
  （Johann Gramann 作のコラール

≪ Nun lob, mein Seel, den Herren ≫ 第 1 節）

3. Rezitativ & Arioso (Bass) ３．レチタティーヴォとアリオーソ（バス）
So spricht der Herr: 主はこのように語られました。
Es soll mir eine Lust sein, 「私が喜びとするのは、
dass ich ihnen Gutes tun soll, 　彼らに恵みを施すこと、
und ich will sie in diesem Lande pflanzen treulich, 　私は誠実に彼らをこの地に植える。
von ganzem Herzen und von ganzer Seelen. 　心を尽くし、魂を尽くして。」

（『エレミヤ書』 32 章 41 節）

4. Rezitativ (Tenor) ４．レチタティーヴォ（テノール）
Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleußt. 神は泉、まことの慈しみが湧き出るところ。
Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet.  神は光、まことの恵みが輝くところ。
Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt. 神は宝、まことの祝福を意味する方。
Gott ist ein Herr, der’s treu- und herzlich meinet. 神は主、誠なる心から私たちを思ってくださる方。
Wer ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt, 信仰をもって神を愛し、愛をもって子供のように神を敬い、
sein Wort von Herzen hört 神の御言葉を心から聴き、
und sich von bösen Wegen kehrt, 悪しき道からは離れる人に、
dem gibt er sich mit allen Gaben. 神はあらゆる贈り物と共に、ご自身を与えてくださいます。
Wer Gott hat, der muss alles haben. 神を得る人、その人は全てを得ることになるのです。

5. Arie (Duett : Alt und Tenor) ５．アリア（アルトとテノールの二重唱）
Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet, 神が今年、私たちを祝福してくださったので、
dass Wohltun und Wohlsein einander begegnet. 慈しみと幸いが、互いに出会ったのです。
Wir loben ihn herzlich und bitten darneben, 私たちは神を心から賛美し、また請い願います。
er woll auch ein glückliches neues Jahr geben. 神が同じように幸せな新しい年を与えてくださるように。
Wir hoffen’s von seiner beharrlichen Güte 私たちは、神の変わらぬ慈しみにその望みをかけ、
und preisen’s im Voraus mit dankbarm Gemüte. 来る新年を前に、感謝の心をもってほめたたえます。

6. Choral ６．コラール
All solch dein Güt wir preisen,  このようなあなたの慈しみのすべてを、私たちはほめたたえます。
Vater in’s Himmels Thron, 天の玉座におられる父よ、
die du uns tust beweisen, あなたは私たちにそれらの慈しみを
durch Christum, deinen Sohn, キリスト、あなたの子を通して示してくださいます。
und bitten ferner dich: そして私たちは、さらにあなたに請い願うのです。
Gib uns ein friedsam Jahre, 私たちに平和な年を与え、
für allem Leid bewahre, あらゆる苦しみから守り、
und nähr uns mildiglich! 私たちを慈悲深く養ってください！

（Paul Eber 作のコラール ≪ Helft mir Gottes Güte preisen ≫ 第 6 節）
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カンタータ 第121番「キリストを今すぐ賛美しましょう」
Kantate "Christum wir sollen loben schon", BWV 121

降誕祭第 2 日目のためのカンタータ 歌詞：作者不詳
Martin Luther 作のコラール ≪ Christum wir sollen loben schon ≫による

このカンタータが初演された 1724 年は、バッハがライ
プチヒのカントル（教会音楽家）に就任して２年目であり、
一連のコラール・カンタータを作曲していた時期である。
教会暦の３大祝日は、クリスマス、復活祭、聖霊降臨祭で、
それぞれ３日間に渡って祝われる。この年のクリスマスに演
奏されたカンタータは、クリスマス第 1 日（25 日）から順
に 91 番、121 番、133 番である。この 3 曲を聴き比べ
てみると、主に冒頭合唱から受ける印象だが、鳴り物入り
で祝祭的な 91 番と軽快で明るい 133 番に挟まれて、この
121 番はちょっと古くて陰気臭い感じがする。しかし、それ
ぞれに魅力的なカンタータであることはまちがいなく、よく
考えると３日間連続でこんな音楽を聴くことができた当時の
聴衆（礼拝参加者）はほんとうに幸せだと思う。もちろん
毎日熱心に通っていればの話だが。

このカンタータの歌詞は、古いラテン語の降誕節讃歌
をマルティン・ルターがドイツ語に訳したコラールに基いて
いる。冒頭合唱（第 1 曲）はその第 1 節を歌詞にしてい
る。28 番の冒頭合唱と同様にいわゆるパッヘルベル・コ
ラール形式をとっており、やはり最初に歌いだすのはテノー
ルである。「キリストを賛美しましょう」という歌詞にしては
暗い雰囲気だが、下３声のメリスマの重なりの上にソプラノ
がコラール旋律を長音で歌いだすと、聴いている者に強く
訴えてくるものを感じる。特に最後の方は大聖堂に響く荘
厳なオルガンのような重厚さが感じられる。こういった音楽
は、コラールに慣れ親しんでいる聴衆には非常にわかりや
すかったのではなかろうか。コラール旋律を模倣したメロ

ディーが３パートで繰り返され、最後にダメ押し的に長音
でコラール旋律が歌われるのだから、いやでも当日の礼拝
の趣旨が自然と頭に入って来ただろう。

合唱が厳粛な感じで終わったあと始まるテノールのアリア
（第 2 曲）では、まずオーボエの伸びやかなメロディーに
ほっと一息という感じがする。ただ、テノールはキリストが
人間となった神秘を歌うため、ここではまだロ短調の曲と
なっている。完全ダ・カーポ形式で、メリスマ部分の音が
高く、美しいがかなり技巧的なアリアである。

第３曲のアルトのレチタティーヴォでは、最後のところで
調性がロ短調からハ長調に変わり、「（神が人のもとへと）
向かう（kehren）」ことが表現され、続くバスのアリアへ
橋渡しとなる。

第４曲のバスのアリアは実に楽しげな音楽だ。出だしの
通奏低音からして弾んでいる。これは聖書にある（ルカ
1.39-56）「マリアの挨拶をエリザベトが聞いたとき、その
胎内の子（洗礼者ヨハネ）がおどった。」ことを表していて、
バスの歌い方も今にも躍り出しそうである。中間部は少し
趣を変えて、教義的な内容となっている。

第５曲のソプラノのレチタティーヴォでは、バス・アリア
の中間部の歌詞を引き継ぎ、飼い葉桶の中のイエスについ
て歌い出す。アリオーゾに近く感銘深い。

終曲（第 6 曲）のコラールは前半ステージの終曲とはだ
いぶ雰囲気の違うものだ。最後の「永遠に至るまで」の
音楽が歌詞とよくマッチし、冒頭合唱が回想されるような曲
想にもなっている。

1. Chor １．合唱
Christum wir sollen loben schon, キリストを私たちは今すぐ賛美しましょう、
der reinen Magd Marien Sohn, 清らかな乙女マリアの子である方を。
so weit die liebe Sonne leucht’, 愛すべき太陽が輝くはるか彼方、
und an aller Welt Ende reicht. 全世界の果てに至るまで。

（第 1 節）
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2. Arie (Tenor) ２．アリア（テノール）
O du von Gott erhöhte Kreatur, おお、神によって高められた被造物よ、
begreife nicht, nein, nein, bewundre nur: 理解しようとするのではなく、いや違う、ただ賛嘆しなさい。
Gott will durch Fleisch des Fleisches Heil erwerben. 神は、肉（**）を通して肉の救いを勝ち得るおつもりなのです。
 Wie groß ist doch der Schöpfer aller Dinge, 　　なんと偉大なのでしょう、万物の創造主は、
 und wie bist du verachtet und geringe, 　　あなたがさげすまれ、卑しい存在であるので、
 um dich dadurch zu retten vom Verderben. 　　同じ存在となって、あなたを破滅から救うおつもりなのです。

（** ここでは霊に対して人間の身体（肉体）のことを意味する）

3. Rezitativ (Alt) ３．レチタティーヴォ（アルト）
Der Gnade unermesslichs Wesen 計りしれない存在たる（神の）恵みが
hat sich den Himmel nicht その住まいとして
zur Wohnstatt auserlesen, 天を選ばなかったのは
weil keine Grenze sie umschließt. いかなる境界もその恵みを閉じ込めてはおけないからです。
Was Wunder, dass allhie Verstand und Witz gebricht, なにを驚くことがありましょうか、
ein solch Geheimnis zu ergründen, その恵みが、けがれなき心に自らを注ぎ込む時に、
wenn sie sich in ein keusches Herze gießt. そのような秘儀を解き明かす思考と知恵がこの世にないとしても。
Gott wählet sich den reinen Leib zu einem Tempel 神は清らかな肉体を栄光の神殿として定められました。
                                               seiner Ehren, 
um zu den Menschen sich mit wundervoller Art 人のもとへとなんとも不思議な方法で向かうために。
                                                  zu kehren. 

4. Arie (Bass) ４．アリア（バス）
Johannis freudenvolles Springen ヨハネが喜びに満ちて跳びはねたのは
erkannte dich, mein Jesu, schon. あなたのことを、私のイエスよ、すでに知っていたからです。
 Nun da ein Glaubensarm dich hält, 　　今や、信仰の腕があなたを抱き、
 so will mein Herze von der Welt 　　私の心はこの世から離れ
 zu deiner Krippe brünstig dringen. 　　あなたの飼い葉桶へと熱く燃えて突き進みます。

5. Rezitativ (Sopran) ５．レチタティーヴォ（ソプラノ）
Doch wie erblickt es dich in deiner Krippen? ですが、飼い葉桶の中に見出すあなたは
  なんというお姿なのでしょう？
Es seufzt mein Herz: Mit bebender und  私の心は呻きます。震える、ほとんど閉じられたままの唇で
                             fast geschlossner Lippen 
bringt es sein dankend Opfer dar. 感謝の捧げものを贈るのです。
Gott, der so unermesslich war, 神は、あんなにも計りしれない存在であった方は、
nimmt Knechtsgestalt und Armut an. そのしもべの姿を受け入れ、貧しき者となられたのです。
Und weil er dieses uns zugut getan, 神は、このことを私たちのためにしてくださったのですから、
so lass ich mit der Engel Chören どうか私に、天使の合唱と共に
ein jauchzend Lob- und Danklied hören. 歓喜に満ちた賛美と感謝の歌を聴かせてください。

6. Choral ６．コラール
Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt,  賛美、栄光、そして感謝があなたに語られますように。
Christ, geborn von der reinen Magd, キリストよ、清らかな乙女から生まれた方よ、
samt Vater und dem Heilgen Geist 父と聖霊と共に
von nun an bis in Ewigkeit. 今より永遠の後に至るまで。

（第 8 節）
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カンタータ 第70 番「目を覚ませ! 祈れ! 祈れ! 目を覚ませ!」
Kantate "Wachet! betet! betet! wachet!", BWV 70

三位一体の祝日後第 26 日曜日のためのカンタータ 歌詞：Salomo Franck

このカンタータは、元々バッハのワイマール時代の 1716
年に待降節第 2日曜日用として作曲されたもので、バッハは
それを1723 年 11 月21日の三位一体節後第 26日曜日用
に改作した。バッハはカントール着任直後の時期、ワイマー
ル時代に作曲した旧作の再演や改作しての演奏を少なから
ず行っている。有名な 147 番や次回取り上げる186 番など
もそうである。毎週毎週新作を提供するのはやはりたいへん
だったのだろう。ただこの 70 番に限っては単なる再演はで
きなかった。なぜなら、ライプチヒでは待降節第 2 ～第 4日
曜日の期間、盛大な音楽を慎むため、簡単なオルガン音楽
以外の演奏が禁じられていたからである。そこでバッハが思
いついたのが、待降節第 2日曜日と、当日読まれる福音聖
句の関連が深い三位一体節後第 26日曜日への転用であっ
た。それも単なる再演ではなく、新たに4つのレチタティーヴォ
とコラール 1 曲を付け加えて、11 曲からなる２部構成のカン
タータに作り替えた。本日の演奏会でも最後を飾るに相応し
い大作に生まれ変わったのだ。1716 年の原曲の台本はザー
ロモ・フランク作であるが、書き加えられた４曲のレチタティー
ヴォの歌詞は、バッハ自身の作ではないかとも言われている。

冒頭合唱（第 1 曲）は進軍ラッパのような勇ましいトラン
ペットで始まる。なにかワクワクする様な音楽だが、これはこ
の世の終りとキリストの再来を告げるラッパであり、けっして
楽しいものではない。この勇ましい音楽に乗って合唱が歌う
のは、「目を覚ませ！祈れ！」という歌詞である。最初に駆け
上がり躍動する「Wachet（目を覚ませ）！」に対して、「betet

（祈れ）！」は長く伸びた音符で対照的である。曲はＡ、Ｂ、
Ａ’ の自由なダ・カーポ形式で書かれており、中間部ではせ
わしなく「備えていなさい、いついかなる時も～」と歌われる。
この中間部はＡの部分と比べると、弦楽よりも合唱が主体の
音楽となっている。中間部が終わり、再現部に入るところで
は通奏低音が下降音階を弾くが、これが合唱の再開の部分
の音階と真逆になっているのが面白い。

合唱曲が終わると、すぐさまトランペットが、今度は不安
を煽るような連打音を吹く。バスのレチタティーヴォ（第 2 曲）
は、それに促されるように「恐れなさい、罪人たちよ！」と
歌い出し、「あなたたちを厳しく裁き・・永遠の心の痛みをも
たらす」と厳しく告げる。やがて「その日は真の喜びの始ま
りなのです。」のところでレチタティーヴォはアリオーゾとなり、
音楽が和らぐ。

第３曲のアルトのアリアは通奏低音のみによる伴奏で歌わ
れ、全般的に不安な心が満ち満ちている。「fliehen（（ソド
ムから）逃れる）」、「Feuer（炎）」という歌詞に付けられた

音形がそれを現わしている。
第５曲のソプラノのアリアを挟んで、テノールによる２つの

短いセッコ・レチタティーヴォが歌われる。第４曲の内容は
まだ悲観的で、最後には悲嘆に満ちた声まで上げてしまうが、
第６曲の方では、神の救いが感じられる。ソプラノのアリア
では、通奏低音にヴァイオリン、ヴィオラがユニゾンで加わる。

「私たちがイエスを・・いと高き所で見ることになる時が来る」
と歌われ、曲想には希望の光が見て取れる。

第１部を締めくくるコラール（第 7 曲）はライプチヒで新た
に付け加えられた曲である。第６曲のレチタティーヴォを引き
継ぎ、「喜び」の心が穏やかに歌われる。

当時の礼拝では牧師の説教のあとに再開された第２部は、
テノールの歌う明るいアリア（第 8 曲）で始まる。思わずステッ
プを踏んでしまいそうな優雅な舞曲だ。テノールは「頭を高
く上げて」と歌い出し、元気を出すように聴衆を鼓舞してい
るようだが、よく聞くと冒頭合唱の中間部の「seid bereit（備
えていなさい）」のメロディーが織り込まれていることにお気
づきになっただろうか？中間部の歌詞には、第６曲のレチタ
ティーヴォにもあった「エデンの園」が出てくる。

しかし、エデンの園を望む気分は、第９曲バス・レチタティー
ヴォの「Ach」という叫びと激しいストリングスの動き、そし
て再び現れた世の終りを告げるラッパによってかき消される。
ここでトランペットによって奏でられるのは、最後の審判のコ
ラール「Es ist gewisslich an der Zeit（その時や必ず来た
れり）」だ。やがて、レチタティーヴォは救いのアリオーゾへ
と変化し、最後は穏やかに終止する。

そのまま前奏なしに第 10 曲のバスのアリアが始まる。
Molt’ adagio で、まさしく「至福の復活の日」の気分が歌
われるのだが、これでもう終りではなかった。もう一度あのラッ
パが現れ「最後の一撃で、世よ天よ、砕け散るがよい！」と
歌われる。それにしてもこの「Trümmern（砕け散る）！」
のメリスマは強烈だ。それでも最後には「イエスが喜びあふ
れるところへ導いてくれる」と、再び夢見心地のまどろむよう
な歌となっていく。この第９曲、第 10 曲は、バス歌手にとっ
てとても表現しがいのある曲であり、正に名曲と言ってよかろ
う。

終曲の第 11 曲のコラールは合唱と器楽による７声のコ
ラールとなっていて、穏やかな中にも華やいだ感じを受ける。
トランペットは裁きの役目を終え、ソプラノの歌う定旋律を奏
でる。最後にコラールのタイトルでもある「私のイエスから、
私は離れることはありません」という歌詞が確信を持って歌
われ、この名曲カンタータを締めくくっている。
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1. Chor 1．合唱
Wachet! betet! betet! wachet! 目を覚ませ！祈れ！祈れ！目を覚ませ！
 seid bereit 　　備えていなさい
 allezeit, 　　いついかなる時も、
 bis der Herr der Herrlichkeit 　　栄光の主が
 dieser Welt ein Ende machet; 　　この世に終わりをもたらす時まで。

2. Rezitativ (Bass) ２．レチタティーヴォ（バス）
Erschrecket, ihr verstockten Sünder! 恐れなさい、頑なな罪人たちよ！
Ein Tag bricht an,  夜は明け、
vor dem sich niemand bergen kann: 誰一人、そこから逃げ隠れすることはできないのです。
Er eilt mit dir zum strengen Rechte, その日は急ぎ来て、あなたたちを厳しく裁き、
o! sündliches Geschlechte, おお、罪深き人類よ、
zum ewgen Herzeleide. 永遠の心の痛みをもたらすのです。
Doch euch, erwählte Gotteskinder, しかし、選ばれた神の子たちよ、
ist er ein Anfang wahrer Freude. その日は真の喜びの始まりなのです。
Der Heiland holet euch, wenn alles fällt und bricht, 救い主は、すべてが倒れ、砕け散る時に、
vor sein erhöhtes Angesicht; 高貴な御顔の前にあなたたちを呼び寄せてくださいます。
drum zaget nicht! ですから、臆することはありません！

3. Arie (Alt) ３．アリア（アルト）
Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen いつその日は来るのでしょうか、
aus dem Ägypten dieser Welt? 私たちがこの世のエジプトから出ていく日は？
Ach! lasst uns bald aus Sodom fliehen, ああ、すぐにもソドムから逃れさせてください、
eh uns das Feuer überfällt! 炎が私たちを襲う前に！
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit 目を覚ましなさい、魂よ、安心しきって疑わぬ心から、
und glaubt, es ist die letzte Zeit! そして信じなさい、その日こそ最後の時なのだと！

4. Rezitativ (Tenor) ４．レチタティーヴォ（テノール）
Auch bei dem himmlischen Verlangen 天を熱望しながらも
hält unser Leib den Geist gefangen;  私たちの肉体は霊を捕らえたままです。
es legt die Welt durch ihre Tücke この世はその策略によって
den Frommen Netz und Stricke. 敬虔な人 を々罠や縄にかけようとします。
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach; 霊は（天を）望んでも、肉は弱いのです。
dies presst uns aus ein jammervolles Ach! このことが、私たちに悲嘆に満ちた声を上げさせるのです！

5. Arie (Sopran) ５．アリア（ソプラノ）
Lasst der Spötter Zungen schmähen, 嘲笑する者の舌には罵らせておきなさい。
es wird doch und muss geschehen, ですが、その時は必ず来るのです、
dass wir Jesum werden sehen 私たちがイエスを
auf den Wolken, in den Höhen. はるか雲の上、いと高き所で見ることになる時が。
Welt und Himmel mag vergehen, この世と天が消え去ろうとも、
Christi Wort muss fest bestehen! キリストの言葉は揺らぐことなく在り続けるのです！

6. Rezitativ (Tenor) ６．レチタティーヴォ（テノール）
Jedoch bei dem unartigen Geschlechte しかしながら、人類が教えに背こうとも
denkt Gott an seine Knechte,  神はご自身のしもべのことを思ってくださいます。
dass diese böse Art この悪しき気質が
sie ferner nicht verletzet, しもべたちをさらに傷つけることがないように。
indem er sie in seiner Hand bewahrt 神は彼らを御手の内に守り
und in ein himmlisch Eden setzet. 天のエデンの園へと置いてくださるのです。
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7. Choral ７．コラール
Freu dich sehr, o meine Seele, 大いに喜びなさい、おお、私の魂よ、
und vergiss all Not und Qual, そしてすべての苦しみや悩みを忘れなさい。
weil dich nun Christus, dein Herre, 今や、キリスト、あなたの主である方が
ruft aus diesem Jammertal! あなたをこの嘆きの谷から呼び寄せてくださるのですから！
Seine Freud und Herrlichkeit その方の喜びと栄光を
sollt du sehn in Ewigkeit, あなたは永遠に見るでしょう。
mit den Engeln jubilieren, 天使と共に歓びの声を上げ、
in Ewigkeit triumphieren. 永遠に勝利を祝うでしょう。

（作者不詳のコラール ≪ Freu dich sehr, o meine Seele ≫第 10 節）

8. Arie (Tenor) ８．アリア（テノール）
Hebt euer Haupt empor, その頭を高く上げ、
und seid getrost, ihr Frommen, 安心しなさい、敬虔な人 よ々、
zu eurer Seelen Flor! あなたたちの魂が花開く時に！
 Ihr sollt in Eden grünen, 　　あなたたちはエデンの園で青葉のごとく栄え、
 Gott ewiglich zu dienen. 　　神に永遠に仕えるのです。

9. Rezitativ (Bass) ９．レチタティーヴォ（バス）
Ach, soll nicht dieser große Tag,  ああ、この大いなる日が、
der Welt Verfall この世の崩壊と
und der Posaunen Schall, （それを告げる）ラッパの響きが、
der unerhörte letzte Schlag, 未曾有の最後の一撃が、
des Richters ausgesprochne Worte, 裁き主が告げる言葉が、
des Höllenrachens offne Pforte 地獄の深淵に開いた門が、
in meinem Sinn 私の心の中に
viel Zweifel, Furcht und Schrecken, 多くの疑念、不安や恐れを
der ich ein Kind der Sünden bin, 罪の子である私の心に
erwecken? 呼び起こさないことがあるでしょうか？
Jedoch, es gehet meiner Seelen しかしながら、私の魂には
ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf. 喜びの光、慰めの光が生まれ出るのです。
Der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen, 救い主はその心を隠すことはできず、
so vor Erbarmen bricht, 溢れ出るあわれみゆえに
sein Gnadenarm verlässt mich nicht. その恵みの腕は、私を見捨てることはありません。
Wohlan, so ende ich mit Freuden meinen Lauf. さあ、私は喜びと共に私の（人生の）歩みを終えましょう。

10. Arie (Bass) 10．アリア（バス）
Seligster Erquickungstag, 至福の復活の日よ、
führe mich zu deinen Zimmern! 私をあなたの家へと導いてください！
Schalle, Knalle, letzter Schlag, 響き渡れ、とどろけ、最後の一撃よ、
Welt und Himmel, geht zu Trümmern! 世と天よ、砕け散るがよい！
Jesus führet mich zur Stille, イエスは私を静寂へと導いてくださるのです。
an den Ort, da Lust die Fülle. 喜びがあふれるところへと。

11. Choral 11．コラール
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht この世でもなく、天でもありません、
meine Seele wünscht und sehnet, 私の魂が望み、あこがれるのは。
Jesum wünsch ich und sein Licht, 私はイエスと、その光とを望むのです。
der mich hat mit Gott versöhnet, 私を神と和解させ、
der mich freiet vom Gericht, 私を裁きから解放してくださるその方を。
meinen Jesum lass ich nicht. 私のイエスから、私は離れることはありません。

（Christian Keymann 作のコラール ≪ Meinen Jesum lass ich nicht ≫ 第 5 節）
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一覧  (BWV の数字に対応。赤字がこれまでの演奏曲 )

ソプラノ(Sopran) アルト(Alt) テノール (Tenor) バス (Bass)

伊藤 泰子
岩倉 ひろみ
河野 優子
川村 昌子
子井野 真貴子
佐藤 かおり

菅野 総子
原田 篤子
平永 玲子
三上 香子
室橋 明美
森田 洋子

Jesse Astalos
上田 暁子
大石 明子
小田 奈穂子
改田 晶子
柿原 紀子

片山 薫
岸本 可奈子
寺崎 淳子
中井 杏瞳
中神 康一
橋元 正美

遠藤 貴之
隈 健一
佐藤 容司
島津 欣矢
長澤 哲
中西 隆紀
室橋 義明

大内 良太郎
木下 剛
小林 尚弘
菅野 松佐登
武井 康史
武内 崇史
次田 章
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次回　第 30 回演奏会のご案内
2020 年 10 月 25 日（日）浜離宮朝日ホール

J. S. バッハ 作曲 
カンタータ 第 6 番、第 26 番、第 125 番、第 186 番


