
Ｐａｕｌｕｓ　楽曲分析

対　　　訳 対　　　訳
聖書からの
引用箇所

語り手 コメント
場
面

【１部】

1 オーバチュア

対訳は、著作権の関係上
削除してあります。

団内での配布資料を
ご確認ください。

・イ長調→イ短調→イ長調
・４／４拍子→３／４拍子
・冒頭よりコラール「目覚めよ」のテーマ。（詳細は１６番で）
・始めはイ長調、２分音符のゆったりとした動きで低音楽器が重厚かつ厳かに旋律を奏でる。
・イ短調へ転換の後、徐々に４分音符や８分音符の連続した動きに変化を遂げ、高音楽器も
参入して大きなうねりとなる。「テーマ」は木管楽器で何度も奏でられ、「天のお告げ」を表現。
また相対して激しくなる弦楽器の動きは、「目覚め・回心」による、今までの信仰棄却への不
安や葛藤を表し、この先の数ある妨害や危険を予感させる。
・最後に再度イ長調に戻り、金管も一緒に「テーマ」を奏し、弦楽器の動きは喜びへと変化。最
後のﾌｧﾝﾌｧｰﾚで新しい信仰への全幅の信頼と成功を、全楽器で高らかに歌い上げる。

①
前
奏
曲

2 合唱
Herr! Der du bist der Gott,
der Himmel und Erde und das Meer
gemacht hat.
Die Heiden lehnen sich auf, Herr,
wider dich und deinen Christ,
Und nun, Herr, siehe an ihr Drohn
und gib deinen Knechten, mit aller
Freudigkeit
zu reden dein Wort.

 (使 4:24,26,29) 初代キリスト教徒
らの声（合唱）

●キリスト教徒による信仰告白
●聖書引用場面の背景；ステファノ人気に先立ち、ペテロとヨハネが足萎え男を癒す奇跡を
行ったため民衆の人気が高まり、説教は大盛況だった。恐れたユダヤ教の議員、祭司長や
長老らが２人を逮捕し、尋問のあと釈放。そのとき「今後イエスの名においての奇跡の話をす
るな」ときつく脅しておいた。釈放後、２人が（初期キリスト教の）仲間に、祭司長らから言われ
た内容を報告したとき、初期キリスト教徒らが放った祈りの言葉がこの歌詞になる。ここで、妨
害には負けない一致団結の意を新たにしたのだった。
●引用部分で言う「異邦人」とは、主がダヴィデを通して語らせた「なぜ異邦人は騒ぎたち、諸
国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王達はこぞって立ちあがり、指導者は団結して主
とそのメシアに逆らう」からの引用(詩篇２）。正確にはユダヤ以外のものを指しているが、ここ
では主（とそのメシア→イエス・キリスト）に逆らう人、キリストを認めない人たち　すなわちユダ
ヤ教徒のことを指していることになる。

・イ長調
・４／４拍子
・「Ｈｅｒｒ」と何度も呼びかけながら神を力強く讃美する。
・４／４拍子の中、４分音符が力強く刻まれ信仰心の揺るぎなさを表現。
・歌詞的には、この後のステファノ殉教に至る世情を紹介しつつ、メンデルスゾーン自身の信
仰告白をかねていると思われる。

3 コラール 　
Allein Gott in der Höh' sei Ehr
Und Dank für seine Gnade;
Darum, daß nun und nimmermehr
Uns rühren kann kein Schade.
Ganz unermess'n ist seine Macht,
Nur das geschieht, was er bedacht.
Wohl uns, wohl uns des Herren!

コラール キリスト教徒の祈
り（合唱）

・ホ長調
・４／４拍子

■コラール作者はニコラウス・デツィウス「Allein Gott in der Höh' sei Ehr」第１節１～４行、第
２節５～７行。
■「高きところ、ただ神だけに栄光と神の恵みへの感謝がありますように」→讃美歌６８番「父
なる御神（みかみ）にみ栄えあれかし」
■デツィウスはルターと同世代。代表作は「おお神の子羊（O，Lamm　Gottes）」でマタイ受難
曲の１曲めに使用されている。（メンデルスゾーンはそれをも意識した可能性あり）
■この部分が「キリスト教信仰告白」場面のまとめといえる。場面のまとめとしてコラールを利
用するのはマタイに倣っていると思われる。
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4 レツィタティーフと二重唱

Die Menge der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele;
Stephanus aber, voll Glauben
und Kräfte,
tat Wunder vor dem Volk,
und die Schriftgelehrten vermochten
nicht zu widerstehn
der Weisheit und dem Geist, aus
welchem er redet;
da richteten sie zu etliche Männer,die
da sprachen:

 (使 4:32, 6:8～
13)

ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop） ●当時のエルサレムに居たひとたち
　　ａ）パレスチナ・ユダヤ人・・・ヘブライ語を母国語とするユダヤ民族。
　　ｂ）ヘレニスト（ディアスポラ）・ユダヤ人・・・ギリシャ語を母国語とするユダヤ民族。
　　　戦争等でエルサレムから逃げだり奴隷として売られたりして離散した人たちの子孫。
　　C）異邦人・・・ユダヤ人じゃない人たち
●当時の宗教
　　ユダヤ教、初代キリスト教会（元はユダヤ教の一派「ナザレ派」。違いはイエス・キリストが
メシアを認めるか認めないか）、異邦人の宗教（異教）。aもbもｃもそれぞれの宗教に入ってい
た。ステファノは、「ｂ」の初代キリスト教会の人。

・ホ長調→ホ短調
„Wir haben ihn gehört Lästerworte
reden
wider diese heilge Stätte und das
Gesetz.“

(使 6:11) ユダヤ人（律法学
者の雇われ人）・
二重唱（ｂａｓ、ｂａ
ｓ）

・ホ短調
・４／４拍子
・バス二重唱・・・マタイにも祭司長のバスⅡ重唱あり（「銀貨３０枚は受け取らない」とユダを
突き放すシーン）
・チェロやヴィオラの弦楽器の渦巻くよううな１６分連譜が、策略や憎しみのどろどろした気持
を表現。

Und bewegten das Volk und die Ä
ltesten
und traten hinzu und rissen ihn hin
und führten ihn vor den Rat und
sprachen:

(使 6:12) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop） ・ハ長調
・次になにか起こる予感を込めた激しいレツィタティーフ

5 合唱

„Dieser Mensch hört nicht auf
zu reden Lästerworte wider Mosen
und wider Gott.
Haben wir euch nicht mit Ernst
geboten,
daß ihr nicht sollet lehren in diesem
Namen?
Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt
mit eurer Lehre.
Denn wir haben ihn hören sagen:
»Jesus von Nazareth wird diese Stätte
zerstören
und ändern die Sitten, die uns Mose
gegeben hat.«“

(使 6:11,12,14) ユダヤ人(偽証
人）（合唱）

●見せ場のひとつ。ステファノと議論して敗れた律法学者らが偽証人を使ってステファノをこき
おろし、有罪にもっていこうとする。
●マタイの一場面（イエスが最高法院で有罪とされる場面）を彷彿とさせる。
●最高法院とは；「サンヘドリン」。ユダヤ教の最高機関で、大祭司カイアファとイスラエル指
導者の会議。ギリシャ語の「集会、議会（ｓａｎｈｅｄｒｉｎ）」に由来する言葉で、第二神殿時代に
設立されたユダヤ教最高法院。「タルムード」によれば、サンヘドリンは７１人のユダヤ教指導
者によって構成され、ユダヤ・コミュニティに関する宗教・政治・律法、および司法の最高権威
を有していた。

・ニ短調
・４／４拍子
・縦割りの激しいリズム、金管楽器の多用により、ステファノを断罪に処しようとする憎しみと
激しさが荒々しく表現されている。
・ステファノのせりふ（偽証言？）の場面で長調に展開。「ナザレのイエス」という単語を長調
で、またそれまでの激しいリズムとは打って変わって長めの音符をあてることで、イエスの存
在を浮き彫りにさせる効果がある。
・また、男声合唱の見せ場。突然男声のみにすることで、イエスをより強調している。
・最後は冒頭の短調に戻り、息を呑むような展開をはらませながら次のシーンへ引き継がれ
る。

6 レツィタティーフと合唱

Und sie sahen auf ihn alle, die im Rate
saßen,
und sahen sein Angesicht wie eines
Engels Angesicht.

(使 6:15) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop） ・ニ短調
・４／４拍子
・美しいレツィタティーフ。次に起こる事件が一層残忍に感じられる。

Da sprach der Hohepriester: „Ist dem
also?“
Stephanus sprach:

(使 7:1,2) 大祭司（sop）
ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop）

・大祭司役もｓｏｐソロが兼ねている。男声にしなかったのは美しさを継続させ次のステファノソ
ロを際立たせるため？
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„Liebe Brüder und Väter, höret zu:
Gott der Herrlichkeit erschien
unseren Vätern,
errettete das Volk aus aller Trübsal
und gab ihnen Heil.
Aber sie vernahmen es nicht.
Er sandte Mosen in Ägypten,
da er ihr Leiden sah und hörete ihr
Seufzen.
Aber sie verleugneten ihn
und wollten ihm nicht gehorsam
werden,
und stießen ihn von sich
und opferten den Götzen Opfer.

Salomo baute ihm ein Haus,
aber der Allerhöchste wohnt nicht in
Tempeln,
die mit Händen gemacht sind;
der Himmel ist sein Stuhl,
und die Erde seiner Füße Schemel;
hat nicht seine Hand das alles
gemacht?

Ihr Halsstarrigen!
Ihr widerstrebt allezeit dem heil´gen
Geiste!
Wie eure Väter, also auch ihr.
Welche Propheten haben eure Väter
nicht verfolgt?
Die da zuvor verkündigten die
Zukunft dieses Gerechten,
dessen Mörder ihr geworden seid.
Ihr habt das Gesetz empfangen durch
der Engel Geschähe
und habt es nicht gehalten.“

(使
7:10,25,34,35,39,
41,47～53)

ステファノ（ｔｅｎ） ●冒頭は美しいテノールソロで、ユダヤ教徒が歴史の中でいかに神を裏切り預言者を虐げて
きたかを切々と語る（歌詞ではかなり省略されているが、聖書の中ではアブラハムと神の契
約からヨセフのエジプトでの成功、モーセの誕生と出エジプトまで連綿と語られている）。最後
に「（あなたたちは、登場が預言されていた）正しい人（キリスト）を殺す者となった」とはっきり
言い放っている。

・前半はレツィタティーフで事柄を述べ、対して「ａｂｅｒ～」（しかし～しなかった）で逆説結果を
述べる形式で統一。
・「頑なな人々よ！（Ihr Halsstarrigen!）」以降、２／２拍子。ここから、ステファノの直接的な訴
え(ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ）にあわせ弦楽器が動きをそろえ（a　tempo）、最後の静止（ジャン！）でその都
度責めを強調。ステファノの訴えを聞くユダヤ人ともども、聴衆が責められる気持になる効
果。

„Weg mit dem!
Er lästert Gott;
und wer Gott lästert, der soll sterben!
“

(使 21:36 / ﾚﾋﾞ
24:16)

ユダヤ人（合唱） ●聖書の引用部分は、後にパウロがエルサレムで逮捕されたときのシーンとレビ記より。
●レビ記24:16・・・主がモーセに言われたことの一部で、「主の御名を呪うものは死刑に処せ
られる。共同体全体が彼を石で打ち殺す。神の御名を呪うならば、寄留するものも土地に生
まれた者も同じく、死刑に処せられる」　（レビ記とは・・・旧約聖書の『モーセ５書』の中の１
書。律法の細則が多くを占め、古代ユダヤ教では『神がモーセに語ったこと』とされ、特に尊
重されてきた）

・イ長調→ニ短調→変ホ長調
・２／２拍子
・ソロの激しさのまま合唱になだれ込む。低声部から順に「彼を殺せ！」と歌う様子、音域の低
さから、じわじわと込み上げる我慢ならない憎しみを感じ取ることができる。また整然としたリ
ズムからは確固たる殺意が表れている。
・最後は「彼は死ぬべきだ」が繰り返され、次のレツィタティーフに引き渡す。

„Siehe, ich sehe den Himmel offen,
und des Menschen Sohn zur Rechten
Gottes stehn!“

(使 7:56) ステファノ（ten） ・ニ長調
・オーケストラが和音のみを奏す中　歌われるステファノの最後の説教。短いが美しい。
・「人の子」；イエス・キリスト。

③
ス
テ
フ
ァ
ノ
の
殉
教

名古屋市民コーラス　Paulus構成hp3 ページ



7 アリア

Jerusalem!
Die du tötest die Propheten,
die du steinigst, die zu dir gesandt,
Wie oh hab ich nicht deine Kinder
versammeln wollen,
und ihr habt nicht gewollt.
Jerusalem !

 (ﾏﾀｲ 23:37) アリア－イエスの
声か（sop）

●聖書引用はマタイ福音書とあるが、ルカ福音書にも同様の記載があり（13:34～35）、ルカ
のほうがちょっと詳しく書いてある。ファリサイ派の人々がイエスの所へやってきて「ヘロデが
あなたを殺そうとしているのでここを立ち去ってください」というが、イエスは「今日も明日も、翌
日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえな
いからだ」といわれ、続けて「エルサレム、エルサレムよ、預言者たちを殺し、自分に使わされ
た人々を石で打ち殺すものよ・・・」と続く。
●ステファノが天に見た「人の子」（イエス・キリスト）の声としてこのアリアに引用されたともい
える。

・ロ長調
・３／４拍子
・聞きどころのひとつで非常に美しいソプラノアリア。木管の三連符に乗せてクラリネットソロに
メロディーを先導された「主の声」が、天上からおりてくるかのようである。

8 レツィタティーフと合唱

Sie aber stürmten auf ihn ein,
und stießen ihn zur Stadt hinaus,
und steinigten ihn und schrien laut:

 (使 7:57～58) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ｔｅｎ） ・ト長調
・４／４拍子
・テノールによるレツィタティーフ。

„Steiniget ihn!
 Er lästert Gott;
und wer Gott lästert, der soll sterben.
“

 ( ﾚﾋﾞ 24:16) ユダヤ人民衆（合
唱）

●６番同様、聖書の引用部分はレビ記。

・ハ短調
・４／４拍子
・６番との歌詞の違いは「Steiniget ihn（石で打ち殺せ）」「Weg mit dem!（殺せ）」のみ。
・３８番の後半と同じ旋律（調性違い）
・低声部から順に「殺せ！」と歌う構成も６番と同様であるが、リズム、テンポ感がかなり速く
なっており、人々がステファノを町の外に引きずり出す様子が表現されている。
・「石で打ち殺せ」（Steiniget ihn）で音が１オクターブ下に飛ぶのは、石を投げてそれが落下
する様子か。
・曲の終わりまでリズムは刻み続けられ、最後の一投石まで表しているかのようである。

9 レツィタティーフとコラール

Und sie steinigten ihn.
Er kniete nieder und schrie laut:
„Herr, behalte ihnen diese Sünde
nicht!
Herr Jesu, nimm meinen Geist auf!“
Und als er das gesagt, entschlief er.

(使 7:58～59) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ｔｅｎ）
ステファノ(ten）
ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ｔｅｎ）

●イエス・キリスト同様、ステファノは人の罪をかばいながら死んでゆく。

・へ短調→変イ長調
・４／４拍子
・引き続きテノールによるレツィタティーフ
･ステファノソロは６番と同じ音型（Ｅｓ－ＤーＣなど）が繰り返される。

Dir, Herr, dir will ich mich ergeben,
Dir, dessen Eigentum ich bin.
Du nur allein, du bist mein Leben,
Und Sterben wird mir dann Gewinn.
Ich lebe dir, ich sterbe dir:
Sei du nur mein, so g'nügt es mir.

コラール 初代キリスト教徒
らの声（合唱）

・へ短調
・４／４拍子
・この部分がステファノ殉教のシーンにおけるまとめ部分。殉教も幸せと歌う。

■コラール作者はゲオルク・ノイマルク。
■コラールは旋律のみ採用する場合も多く（作詞者がたくさんいた）、メンデルスゾーンもノイ
マルクの作詞とは違うものを採用している。バッハはこのコラールがお気に入りでカンタータ
の中でも一番多く使用した→メンデルスゾーンにも影響？
■ノイマルクのコラールは「ただ愛する神の支配にまかせる人、そして神のどんなときも望み
を抱く人、その人を神は素晴しく守ってくれるでしょう」という内容の歌詞。讃美歌３０４番「まこ
となるみかみを」でもある。
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10 レツィタティーフ

Und die Zeugen legten ab ihre Kleider
zu den Füßen eines Jünglings, der hie
ß Saulus;
der hatte Wohlgefallen an seinem
Tode.

Es beschickten aber Stephanum
gottesfürchtige Männer
und hielten eine große Klage über
ihn.

 (使 7:58, 8:1,2) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop） ・へ短調
・４／４拍子

11 合唱

„Siehe Wir preisen selig, die erduldet
haben.
Denn ob der Leib gleich stirbt,
doch wird die Seele leben.“

(ﾔｺﾌﾞ 1:12) 初期キリスト教徒
（合唱）

●聖書引用は「ヤコブの手紙」より。「試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は的確者と認め
られ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。」

・変ホ長調
・４／４拍子
・ヴァイオリンの流麗な流れにのってファゴットソロとチェロがメロディーを先導し、合唱が続く。
・ステファノの死はキリスト教初の殉教であったが、信仰の幸せをあくまでも穏やかに歌う。

12 レツィタティーフとアリア

Saulus aber zerstörte die Gemeinde
und wütete mit Drohen und Morden
wider die Jünger,
und lästerte sie und sprach:

 (使 8:3, 9:1) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ｔｅｎ） ●背景的には、ステファノの殺害を機にエルサレムでは一気にユダヤ教側からの初期キリス
ト教徒への迫害が始まっていた。

・ロ長調
・４／４拍子
・テノールによるレツィタティーフ。

„Vertilge sie, Herr Zebaoth,
wie Stoppeln vor dem Feuer!
Sie wollen nicht erkennen,
daß du mit deinem Namen heißest
Herr allein,
der Höchste in aller Welt.
Laß deinen Zorn sie treffen,
verstummen müssen sie!“

(詩 59:14,
83:19,16)

サウロ（bas） ●サウロの心情を歌うアリア。若いサウロが、自分の教義に基づいて初代キリスト教徒らを
一網打尽に退治しようとする決意を力強く歌い上げる。

・ロ短調
・２／２拍子
・ロ短調を用いている。Ｈ音自身がもつ不吉で悪魔的な最も暗い調。（古来、和ある不協和音
の中でもほとんど忌避されてきたが、平均律の登場でそれほど鋭い響きではなくなった。）

13 レツィタティーフとアリオーゾ

Und zog mit einer Schar gen
Damaskus
und hatte Macht und Befehl von den
Hohepriestern,
Männer und Weiber gebunden
zu führen gen Jerusalem.

 (使 9:2） ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ａｌｔｏ） ・ロ短調→ロ長調
・４／４拍子
・アルトによるレツィタティーフ。
・オーケストラは弦楽器のみ。

④
サ
ウ
ロ
の
奇
跡
・
目
覚
め
と
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Doch der Herr vergißt der Seinen
nicht,
er gedenkt seiner Kinder,
Fallt vor ihm nieder, ihr Stolzen,
denn der Herr ist nahe!

 ( 2ﾃﾓﾃ 2:19) ｱﾘｵｰｿﾞ（alto） ●讃美歌第２編　２０９番「み民を主はかえりみ」（独唱曲）はここからとられた。
●引用は「テモテへの手紙２」で、パウロの書簡。

・ト長調
・４／４拍子
・続くアリオーゾ。
・オーケストラは弦楽器のみ。

14 レツィタティーフと合唱

Und als er auf dem Wege war
und nahe zu Damaskus kam,
umleuchtete ihn plötzlich ein Licht
vom Himmel;
und er fiel auf die Erde　und hörte
eine Stimme, die sprach zu ihm:
„Saul! Was verfolgst du mich?“
Er aber sprach:
„Herr, wer bist du?“
Der Herr sprach zu ihm:
„Ich bin Jesus von Nazareth, den du
verfolgst.“
Und er sprach mit Zittern und Zagen:
„Herr, was willst du, das ich tun soll?
“
Der Herr sprach zu ihm:
„Stehe auf und gehe in die Stadt,
da wird man dir sagen, was du tun
sollst.“

 (使 9:3～6) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（ten）
ｲｴｽ（女声合唱）
サウロ（bas）

・ト長調／合唱　嬰へ短調
・４／４拍子
・聞き所のひとつ。サウロに奇跡が起こり回心のきっかけとなる神秘的なシーン。
・レツィタティーフ、サウロ、イエスと交互に繰り返される対話形式によって臨場感溢れる場面
になっている。
・イエスの声は女声合唱により歌われ、天の向こうから聞こえるような演出になっており、メン
デルスゾーンが「汝はいかなる像も造ってはならない」の旧約聖書の戒律を意識しているとも
いえる。
・どこからか主の声が聞こえる直前には大抵ティンパニが使われ、神秘的な雰囲気を盛り上
げている。最後は木管だけが残り、主の声が天空に消え入るかのごとく、音も消え入ってい
く。
・オケは１９番の「主の声」が登場するとき同じモチーフ。

15 合唱

Mache dich auf! Werde Licht!
Denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn gehet
auf über dir.
Denn siehe, Finsternis bedeckt das
Erdreich
und Dunkel die Völker.
Aber über dir gehet auf der Herr,
und seine Herrlichkeit erscheinet ü
ber dir.

 (ｲｻﾞﾔ60:1, 2) （合唱） ・ニ長調
・２／２拍子
・聞き所のひとつ。続く１６番とあわせ、この曲のテーマである「目覚めよ」と歌う。
・冒頭、ティンパニとコントラバス、チェロで１音のみ発音し、それから休符のあとに４音続き、
その後は付点を効かせながら徐々に各楽器が参画し、やがてフルオーケストラでの前奏とな
る。最初の一音はサウロの気付き、その後は音楽の盛り上がりとともに気持の高ぶりを、また
付点はまるで走り出した様を表現しているかのようである。
・待ちかねたようにテノールを先頭に合唱が飛び出し、付点を刻み続ける弦楽器とは対照的
に、力強く光と主の輝き、そして目覚めを歌う。フーガに転じると雰囲気が変わり、「闇が地を
覆い暗黒が国々を包んでいく」様子が雲の流れのように連綿と各声部で歌い継がれるが、「し
かしあなたの上には主が輝き出でて」から、長調に戻り、主の栄光を高らかに歌い上げる。最
後は「起きよ」「光を放て」が執拗なほど繰り返され、これでもかと歌いつくした後ファンファー
レとともに次の曲へ移る。

④
サ
ウ
ロ
の
奇
跡
・
目
覚
め
と
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心
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16 コラール

Wachet auf! ruft uns die Stimme
der Wächter, sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Wacht auf! Der Bräut'gam kommt.
Steht auf! Die Lampen nehmt!
Halleluja!
Macht euch bereit zur Ewigkeit!
Ihr müsset ihm entgegengehn!

コラール （合唱） ・ニ長調
・４／４拍子
・序曲でも使われており、この曲のテーマと言ってよい。また、「サウロの奇跡・目覚めと回心」
場面の中核部分。
・節ごとに金管楽器がファンファーレを鳴らし神への讃美を強調している。

■コラール作者はフィリップ・ニコライ。「Wachet auf! ruft uns die Stimme」第１節１～３行、８
～１１行
■ニコライがこの讃美歌を作成した当時、その町はペストに見舞われていた。人口５０００人
の町が半年に１５００人も亡くなるほどであった。彼は多いときは日に３０人も埋葬せねばなら
ないほどで、教会や牧師館の庭にある墓地からは絶えず死臭が漂っていた。そのような恐ろ
しい状況の中でこの曲は書かれた。「今花婿であるキリストが到着する、さあ手に手にランプ
を持って讃歌を歌いながら迎えよう、天国の宴会があなたたちを待っている」、という賛美歌
は、死の恐怖におびえる市民にとって大きな励ましとなったといわれている。
■出典はマタイ２５章、「世の終わりに花婿であるキリストが人々を迎えに来たが、準備が出
来ていた賢い花嫁だけが天国の祝宴に参加できた。我々は『その日・そのとき』を知らないの
だから、準備を怠りなくしておきなさい」というたとえ話から。
■このコラールを元にしたバッハのカンタータ140番は有名。

17 レツィタティーフ

Die Männer aber, die seine Gefährten
waren,
standen und waren erstarrt,
denn sie hörten eine Stimme und
sahen niemand.
Saulus aber richtete sich auf von der
Erde,
und da er seine Augen auftat, sah er
niemand;
sie nahmen ihn aber bei der Hand
und führten ihn gen Damaskus;
und war drei Tage nicht sehend,
und aß nicht und trank nicht.

(使 9:7～9) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ten） ・ロ短調
・４／４拍子
・テノールによるレツィタティーフ。
・弦楽器のみ

④
サ
ウ
ロ
の
奇
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・
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18 アリア

„Gott, sei mir gnädig nach deiner Gü
te,
und tilge meine Sünden
nach deiner großen Barmherzigkeit.
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir.
Ein geängstetes und zerschlagenes
Herz wirst du, Gott, nicht verachten.

Denn ich will die Übertreter deine
Wege lehren,
daß sich die Sünder zu dir bekehren!
Herr, tue meine Lippen auf,
daß mein Mund deinen Ruhm verkü
ndige.

Und tilge meine Sünden
nach deiner großen Barmherzigkeit.
Herr! Verwirf mich nicht!“

(詩
51:3,13,19,15,17)

サウロ（bas） ●引用は詩篇から。
●サウロはイエス・キリストとの邂逅（かいこう）と、それにより目が見えなくなったことで３日間
食べも飲みのせず過ごしていたが、アナニアがやってきて自分の上に手を置き、元通り目が
見えるようしてくれるのを幻で見ていた（使徒言行録で主がアナニアに語った内容による）。恐
らくその幻を見たため既に奇跡があるものとし、今までの行いを悔い、今後は伝道する側にな
ると言って祈る心境になっていたのかも。

・ロ短調
・４／４拍子
・サウロの意気込みを歌ったアリアと同じくロ短調を使用。
・オーボエとファゴットが冒頭よりモチーフを先行し、アリアが続く。
・フルート、クラリネットの木管なし（オーボエ、ファゴットはある）

19 レツィタティーフ

Es war aber ein Jünger zu Damaskus,
mit Namen Ananias,
zu dem sprach der Herr:

(使 9:10) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ten） ・ト長調
・４／４拍子
・テノールによるレツィタティーフ。
・弦楽器のみ

„Ananias, stehe auf! und frage nach
Saul von Tarse,
denn siehe, er betet!
Dieser ist mir ein auserwähltes Rü
stzeug;
ich will ihm zeigen,
wie viel er leiden muß um meines
Namens willen.“

(使 9:11,15,16) イエス・キリスト
(sop）

・ハ長調
・４／４拍子
・ソプラノソロによる美しい「お告げ」
・弦なし、木管・ホルンのみ
・オケは、１４番の主の声のときと同じ音型

20 合唱付きアリア

„Ich danke dir, Herr, mein Gott,
von ganzem Herzen ewiglich;
denn deine Güte ist groß über mich,
und du hast meine Seele errettet aus
der tiefen Hölle.“

(詩 86:12,13) サウロ（bas） ●18番のアリア同様、詩篇より引用。

・イ短調
・６／８拍子。流れるように進む。

Der Herr wird die Tränen von allen
Angesichtern abwischen,
denn der Herr hat es gesagt.

(ｲｻﾞﾔ 25:8) （合唱） ●15番の合唱同様、イザヤ書より引用

・イ短調
・６／８拍子
・アリアから引き続き、同様の拍で進む。各パートが同じ音型を連綿と続け、重なり合い短い
歌詞を繰り返し述べる。

④
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21 レツィタティーフ

Und Ananias ging hin und kam in das
Haus
und legte die Hände auf ihn und
sprach:

(使 9:17) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ・イ長調
・４／４拍子

„Lieber Bruder Saul,
der Herr hat mich gesandt,
der dir erschienen ist auf dem Wege,
da du herkamst,
daß du wieder sehend
und mit dem heil'gen Geist erfüllt
werdest.“

(使 9:17) ｱﾅﾆｱ(ten）

Und alsbald fiel es wie Schuppen von
seinen Augen,
und er ward wieder sehend,
und stand auf und ließ sich taufen;
und alsbald predigte er Christum in
den Schulen,
und bewährte es, daß dieser ist der
Christ.

(使 9:18～20,22) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ・２／２拍子
・１５番冒頭のような、いよいよ何か起きそうな予感に満ちた出だし。木管とホルンが遠く天上
からのお告げのように鳴り渡り、１部終曲の幕を開ける。

22 合唱

O welch eine Tiefe des Reichtums der
Weisheit
und Erkenntnis Gottes!
Wie gar unbegreiflich sind seine
Gerichte
und unerforschlich seine Wege!
Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen !

 (ﾛｰﾏ 11:33,36) （合唱） ●引用の「ローマ人への手紙」はパウロによるもの。

・ヘ長調
・４／４拍子
・１部終曲、聞き所
・冒頭の神の叡智への讃美は、合唱ともにオルガンと弦が厳かに奏する。続いて短調に転じ
神の裁きと道の難しさを説くところでは、オルガンが抜け、弦に木管が加わり、下降音型を交
互に繰り返す。再度冒頭の音型に戻り再び神の叡智を讃美するときはフルオーケストラで。
続いてフーガに入り、「栄光が神に永遠にありますように」と繰り返す。この部分のモチーフは
上昇音型で、神の栄光を表現。最後に改めて全員で「神の叡智」を讃美し、神への絶対的信
頼を断言。

【２部】

23 合唱

Der Erdkreis ist nun des Herrn und
seines Christ.
Denn alle Heiden werden kommen
und anbeten vor dir.
Denn deine Herrlichkeit ist offenbar
geworden.

(黙 11:15, 15:4) （合唱） ・変ロ長調→ヘ長調→変ロ長調
・４／４拍子→３／４拍子
・引用は黙示録から。
・冒頭のグラーヴェはファンファーレ的に、厳かにキリストの世を宣言する。続いて５声に分か
れた長いフーガに突入。１声部単独で始まるが、徐々に声部を重ねてゆき、楽器も厚みを増
す。音符の動きもどんどん細かさを増し、弦楽器の６連符の大きなうねりと共にクライマックス
に達し、神の栄光を歌う。

④
サ
ウ
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24 レツィタティーフ

Und Paulus kam zu der Gemeinde
und predigte den Namen des Herrn
Jesu frei.

Da sprach der heil'ge Geist:
»sendet mir aus Barnabas und Paulus
zu dem Werk, dazu ich sie berufen
habe.«
Da fasteten sie und beteten
und legten die Hände auf sie und ließ
en sie gehen.

 (使 9:28b)

 (使 13:2,3)

ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop）
聖霊（ｓｏｐ）
ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop）

●パウロはエルサレムの初代キりスト教の使途らのところに行くが、前身を知られているため
最初は恐れられ、信頼されなかった。しかしバルナバのとりなしもあり使途らに認められる。
後日、聖霊のお告げがありいよいよパウロはバルナバと宣教に出発する。使徒らは彼らのた
めに出発の儀式を行った。

・ニ長調
・４／４拍子

25 二重唱

„So sind wir nun Botschafter an
Christi Statt.
Denn Gott vermahnet durch uns.“

(2ｺﾘ 5:20) バルナバ、パウロ
（ten,bas）

・ト長調
・４／４拍子
・パウロとバルナバの二重唱。穏やかな中にも将来への豊富や自負を感じさせる小曲。

26 合唱

Wie lieblich sind die Boten,
die den Frieden verkündigen.
In alle Lande ist ausgegangen ihr
Schall,
und in alle Welt ihre Worte.

(ﾛｰﾏ 10:15,18) （合唱） ●引用はローマ人への手紙からで、ヘンデル「メサイア」　№38「How beautifulare」ト短調～
39「Their sound is gone out」変ホ長調と同じ箇所。メンデルスゾーンはロンドンに滞在し、ヘ
ンデル・メサイアの影響も尐なからず受けたと思われる。
●この曲はヴィクトリア女王のお気に入りだった。1842年のロンドン訪問時、メンデルスゾーン
はバッキンガム宮殿を訪問。当時23歳の新婚２年目のヴィクトリア女王とアルバート公は音楽
好きで、新しいオルガンをアルバート公とメンデルスゾーンで弾き比べしたりして過ごした。メ
ンデルスゾーンがパウロのこの曲を弾き始めると女王と公がすぐに歌い始めたという。（冒頭
のアルトとバスパート？）

・ト長調
・６／８拍子
・曲を通しての三連符の繰り返しが印象的。「平安を伝える者」の足取りの軽やかな様子が伺
える。
・冒頭より第一のテーマがアルトのパートソロで始まり、続いてバスが歌う。これに最初からク
ラリネットの二重奏の音色が絡まり、ひとつの合唱のような出来上がりになっている。第二の
テーマより全パート参加となりふたつのテーマを繰り返す。

27 レツィタティーフとアリオーゾ

Und wie sie ausgesandt von dem
heil'gen Geist,
so schifften sie von dannen
und verkündigten das Wort Gottes
mit Freudigkeit.

(使 13:4,5) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ●１回目の伝道旅行開始。まず、キプロスへの船出の様子。

・ヘ長調
・４／４拍子

Laßt uns singen von der Gnade des
Herrn ewiglich
und seine Wahrheit verkündigen!
Ewiglich!

（詩 89:2) (パウロとバルナ
バの心境）
ｱﾘｵｰｿﾞ（sop）

・ｱﾘｵｰｿﾞ　ヘ長調
・３／８拍子
・コントラバス、チェロ、ファゴットら低音楽器とソプラノソロの温かみある重奏。パウロとバルナ
バの、使徒としての謙虚な使命感が歌われる。
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28 レツィタティーフと合唱

Da aber die Juden das Volk sahn,
wie es zusammenkam, um Paulus zu h
ören,
wurden sie voll Neid
und widersprachen dem, das von
Paulus gesagt ward,
und lästerten und sprachen:

(使 13:45) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ten） ●パウロとバルナバはキプロス島を出てペルゲから大陸に上陸。伝道先の現トルコであるヘ
レニズム・ギリシャ圏で多くの信者をかち得るが、ピシディア州アンティオキアでの宣教時、
集った群集を見てユダヤ人が妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対する。

・ニ短調
・４／４拍子

„So spricht der Herr:
»Ich bin der Herr, und ist außer mir
kein Heiland.«“

(ｲｻﾞﾔ 43:11) ユダヤ人（合唱） ●引用はイザヤ書。ユダヤ人は究極の「主の教え」で反論する。

・ニ短調
・４／４拍子（３拍めから開始）
・３拍目の弱拍？から開始だが、「Herr」の言葉が必ず１拍めにあたりかつ２分音符になって
いる。強調のためか。
・最初から最後まで４声は縦に揃ったほとんと同じ音型であり、信仰の厚さを表現していると
いえる。

Und sie stellten Paulus nach
und hielten einen Rat zusammen,
daß sie ihn töteten, und sprachen
zueinander:

(使 9:23,24) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ten） ●聖書の引用箇所は時間的には遡り、パウロが回心直後ダマスコで宣教を始めた頃にユダ
ヤ人から命を狙われた時期の逸話。このときも命を狙われていたという流れ。

・４／４拍子

29 合唱とコラール

„Ist das nicht, der zu Jerusalem verstö
rte alle,
die diesen Namen anrufen?
Verstummen müssen alle Lügner!
Weg mit ihm!“

？(使 9:21)？ ユダヤ人（合唱） ・ト短調
・６／８拍子
・ユダヤ人から見ればパウロは裏切り者で虚言者以外の何者でもない抹殺すべき相手。
・テノール、アルト、ソプラノ、バスが順番に「彼はエルサレムで迫害していたのではなかった
か？」と歌い継ぐが、１６分音符と８分音符を交互に繰り返す細かい動き、音量がｐｐであるこ
とから、民衆がひそひそと悪い話をしている様子が伺える。人々の不信感が大きくなってｆに
なったところでティンパニが登場、憎悪、恨み、妬み、それから殺意が力強いティンパニによっ
て増幅される。また、各声部が絡み合う中で「Weg mit ihm(彼を殺せ）」の言葉だけが鋭く突出
して聞こえるのも言葉の効果を十分に生かした音の動きであるといえる。

O Jesu Christe, wahres Licht,
Erleuchte, die dich kennen nicht,
Und bringe sie zu deiner Herd,
Daß ihre Seel auch selig werd.

Erleuchte, die da sind verblend´t
Bring her, die sich von uns getrennt,
Versammle, die zerstreuet gehn,
Mach fester, die im Zweifel stehn!

コラール キリスト教徒の立
場から（合唱）

・変ロ長調
・４／４拍子
・テーマである「目覚め」についてのコラール。キリストをいまだ知らない人、知っていても理解
できない人に真の光をあて目覚めさせてくださいと祈る。
・パウロらを頑なに否定するユダヤ人に対して「目覚めてほしい」という祈りは、すなわちメン
デルスゾーンがユダヤ人であることで彼を否定する社会に対しての気持が込められていたの
かもしれない。
・合唱が歌うコラールと平行して、クラリネット、ファゴット、チェロがもうひとつのメロディーを奏
する。お互いに合いの手を入れあう形で曲が進む。コラールが素朴な音型であるのに対し、
木管・弦は美しくも起伏の激しい、变情的かつ感傷的なメロディーとなっている。

■「O Jesu Christe, wahres Licht」第１節、第５節
■コラール作者はヨハン・ヘールマン。現ポーランドあたりのシュレージェン地方の人で「シュ
レージェンのヨブ」と呼ばれるほど、一生を病苦と戦禍に苦しんだが神への信仰を貫いた。
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30 レツィタティーフ

Paulus aber und Barnabas sprachen
frei und öffentlich:

(使 13:46) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（ｔｅｎ） ・ハ長調
・４／４拍子

„Euch mußte zuerst das Wort Gottes
gepredigt werden;
nun ihr es aber von euch stoßet,
und achtet euch selbst nicht wert des
ewigen Lebens,
siehe, so wenden wir uns zu den
Heiden.“

(使 13:46) パウロ（bas） ●頑ななユダヤ人はイエス・キリストを認めないばかりかパウロたちへの妨害をやめないの
で、パウロたちはユダヤ人以外の異邦人への布教を決意、宣言する。

・イ長調
・４／４拍子

31 二重唱

„Denn also hat uns der Herr geboten:
»Ich habe dich den Heiden zum
Lichte gesetzet,
daß du das Heil seist bis an das Ende
der Erde.«
Denn wer den Namen des Herrn wird
anrufen,
der soll selig werden.“

(使 13:47) パウロ、バルナバ
（ten,bas）

・ホ長調
・２／２拍子

・３０番から引き続き決意をバルナバと二重唱で述べる。
・ユダヤ人への伝道を開始するときも二重唱を歌ってた。
・弦楽器のスラーつきの８分音符の動きが２人の希望に満ちた軽やかな足取りを連想させ
る。

32 レツィタティーフ

Und es war ein Mann zu Lystra,
der war lahm und hatte noch nie
gewandelt,
der hörte Paulus reden,
und als er ihn ansah, sprach er mit
lauter Stimme:
„Stehe auf! Auf deine Füße!“
Und er sprang auf und wandelte
und lobete Gott.

Da aber die Heiden sahn, was Paulus
getan,
hoben sie ihre Stimmen auf
und sprachen zueinander:

(使 14:8,9,11) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ●2人はイコニオンを経由しリカオニア州リストラの町に到着（聖書によるとイコニオンでも宣
教が功を奏し多数の入信者を得、町の人がユダヤ人派とパウロ・バルナバ派に二分・対立す
るほどになった。パウロらは投石乱暴の難を避けリストラに入った）。
●そしてリストラの足の不自由な人を治す奇跡を行った。

・ホ長調
・４／４拍子
・結構重要なシーンと思われるがレツィタティーフでひとまとめに。奇跡のシーンは１４番の主
とサウロの邂逅のみにして、そちらを際立たせたかったのか？

33 合唱

„Die Götter sind den Menschen gleich
geworden
und sind zu uns hernieder gekommen.
“

(使 14:11) リストラの人々＝
異邦人（ギリシャ
人）　(合唱）

●リストラの人々は奇跡を目の当たりにして喜ぶ。

・ハ長調
・４／４拍子
・弦楽器の１６分音符の細かい動き、絶え間ない上昇音型などから、民衆の喜びや高揚感を
表現。短い時間で歌いきる。

34 レツィタティーフ

Und nannten Barnabas Jupiter,
und Paulus Mercurius.
Der Priester aber Jupiters, der vor
ihrer Stadt war,
brachte Rinder und Kränze vor das
Tor
und wollte opfern samt dem Volk,
und beteten sie an.

(使 14:12,13) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ●リストラの人々はギリシャ神話になぞらえて、バルナバをゼウス（バルナバの風貌が立派
だったため）、パウロをヘルメス（パウロが主に話していたため→ヘルメスは神の伝令役を務
め、能弁だった）と呼び、崇め奉ろうと、ゼウス神官が生贄を捧げにやってきた。

・ハ長調
・４／４拍子
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35 合唱

„Seid uns gnädig, hohe Götter!
Seht herab auf unser Opfer!“

？？？ 異邦人（ギリシャ
人）　(合唱）

●異教徒の祈りの音楽。

・イ長調
・３／４拍子
・冒頭ホルンの一声に始まり、テノールのパートソロからバスパートソロへと厳かにつなげら
れ、女声も加わり一斉に音楽が大きくなる。ここからフルートが加わり、最後まで天上の世界
を縁取り続け、最後は高いA音で消え行く。（キリスト教の天上ではないけど）

36 レツィタティーフ、アリアとコラール

Da das die Apostel hörten,
zerrissen sie ihre Kleider
und sprangen unter das Volk,
schrien und sprachen:

(使 14:14) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ten） ・ニ短調
・２／２拍子
・「衣を裂く」は強い嘆きの表現。
・印象はがらりと変わって、弦楽器のスタッカートの強い調子が注意を引く。続いて咎めるよう
な調子のレツィタティーフへ。

„Ihr Männer, was macht ihr da?
Wir sind auch sterbliche Menschen
gleich wie ihr
und predigen euch das Evangelium,
daß ihr euch bekehren sollt von
diesem falschen
zu dem lebendigen Gott,
welcher gemacht hat Himmel und
Erde und das Meer.

Wie der Prophet spricht:
»All eure Götzen sind Trügerei,
sind eitel Nichts und haben kein
Leben;
sie müssen fallen, wenn sie
heimgesuchet werden.
Gott wohnet nicht in Tempeln mit
Menschenhänden gemacht.«

Wisset ihr nicht,
daß ihr Gottes Tempel seid?
Und daß der Geist Gottes in euch
wohnet?
So jemand den Tempel Gottes
verderben wird,
den wird Gott verderben.
Denn der Tempel Gottes ist heilig,
der seid ihr.

Aber unser Gott ist im Himmel,
er schaffet alles, was er will.“

(使 14:15／ｴﾚﾐ
ｱ 10:14～15／ｺ
ﾘ 3:16,17／詩
115:3)

パウロ（bas） ●パウロはこのような偶像崇拝をやめ、唯一の神を信じようとキリストの福音を説き、結果民
衆は生贄を捧げるのをやめた。

・ニ短調→ニ長調→ニ短調？？
・３つめのパウロのアリアは、続く合唱と合わせて聞き所のひとつになっている。
・「皆さんはなぜこんなことをするのですか」弦楽器の上昇音型、「私もあなた方と同じく死に
ゆく人間」再度弦楽器の上昇音型、印象的なアレンジで聴衆の注意をひきつける。
・預言者の言った内容に入ると一転して厳かな調整に（ヘ長調？）。加えてオルガンが登場。
・「皆さんは知らないのですか？自分たちが神の神殿であり～」以降はニ長調（？）。弦楽器
の流麗な動きとともに理想の姿が歌われる。
・「我々の神は天におられ」以降はニ短調。詩篇からの引用。続く合唱を先導する形で歌われ
る。
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Aber unser Gott ist im Himmel.
Er schaffet alles, was er will.
　　Wir glauben all an einen Gott,
    Schöpfer Himmels und der Erden,
    der sich zum Vater geben hat,
    daß wir seine Kinder werden.

（詩 115:3)
＋コラール

（合唱） ・ニ短調
・３／２拍子
・先ほどのパウロと同じメロディーで詩篇の詩を合唱４声が掛け合いで歌う中、コラールの旋
律が荘厳に歌われる。コラール部分の合唱は１声部だが、オーボエやホルン、トロンボーンが
一緒に奏しており荘厳な雰囲気に満ちている。
・ニ短調だが、最後は長調に転じ、曲を終える。

■「Wir glauben all an einen Gott」第１節１～４行
■コラール作者はマルティン・ルター。宗教改革者であり音楽家。当時腐敗していたカトリック
に一石を投じ宗教改革の幕をあけ、聖書をドイツ語に翻訳するなど民衆へのキリスト教浸透
につくした。また同じ理由でたくさんのドイツ語讃美歌を作ったり編纂したりして、ドイツ・コラー
ルの発展に大きく寄与した。
■ルターの「信仰宣言」とも言えるのこ曲が、パウロのこの場面に挿入されること自体がメン
デルスゾーンのルター派信仰の証ともいえるのではないか。

37 レツィタティーフ

Da ward das Volk erreget wider sie,
und es erhob sich ein Sturm der
Juden und der Heiden,
und wurden voller Zorn und riefen
gegen ihn:

(使 14:2,5) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop） ●聖書引用は遡り、リストラのひとつ前の町であるイコニオンでユダヤ人と異邦人が乱暴して
きたときの模様。聖書によると、リストラの町にもアンティオキア、イコニオンとこれまで巡って
きた町からユダヤ人が追いかけてきて、群衆を抱きこみパウロらに投石等の乱暴を働いた。

・ロ短調（不吉な）
・４／４拍子

38 合唱

„Hier ist des Herren Tempel!
Ihr Männer von Israel, helfet!
Dies ist der Mensch,
der alle Menschen an allen Enden
lehret wider dies Volk,
wider das Gesetz
und wider diese heil'ge Stätte!
Steiniget ihn!“

(ｴﾚﾐｱ 7:4／使
21:28)

民衆（異邦人、ユ
ダヤ人）　（合唱）

●引用は、後日パウロがエルサレムにのぼったとき「エルサレムの神殿にギリシャ人を連れ
込んで（誤解）聖なる場所を汚した」とアジア州から来たユダヤ人に責められる場面から。歌
詞の「イスラエルの人々よ」とあるのは、聖書の中の話し手がこのアジア出身のユダヤ人のた
め。

・ホ短調
・４／４拍子
・パウロの中で最後の攻撃的シーン。攻撃的シーンは今まで何度もあり、出だしは各パートが
順番に出てきて、それにより「じわじわとした怒りの込み上げ」を感じさせるもが多かったが、５
番とこの曲は冒頭より４声の合唱が同時に同じリズムで歌われ、怒りの深さ（＝殺意？）が顕
著である。
・５番もそうだが、まず縦の形で怒ったあと横の流れを意識させ、また縦に戻る、というパター
ンが多い。
・ラストは８番の石打ちシーンとまったく同じ（あちらはハ短調、こちらはホ短調）。サウロが以
前ステファノにしたことを、今自分もされていることの表れ。
・「石で打ち殺せ」（Steiniget ihn）で音が１オクターブ下に飛ぶのは、石を投げてそれが落下
する様子か。
・ティンパニの動きが一層の怒りを表現。
・最後Ｐで終わっているのはパウロたちが石を当てられながら命からがら逃げ出した様子？
（聖書では、このときはパウロは死んだかと思われるほど石を投げられたらしい）

39 レツィタティーフ

Und sie alle verfolgten Paulus auf
seinem Wege,
aber der Herr stand ihm bei und stä
rkte ihn
auf das durch ihn die Predigt bestätigt
würde
und alle Heiden höreten.

(使 21:36／2ﾃﾓ
ﾃ 4:17)

ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(sop） ・ホ長調→ハ長調
・４／４拍子
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40 カヴァティーネ

Sei getreu bis in den Tod,
so will ich dir die Krone des Lebens
geben!
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!
Sei getreu bis in den Tod!

(黙 2:10／ﾖｼｭｱ
1:9)

主の声？
ｶｳﾞｧﾃｨｰﾈ（ｔｅｎ）

●パウロの宣教はこの後も続き、第二回、第三回の宣教旅行を行い、各地で神の福音を説
き、奇跡を行った。その間迫害も続いたが常に神がそばについていた。
●この曲１曲で、２，３回の伝道旅行が命からがらだったであろうことや、パウロがへこたれる
ことなく伝道活動をしてきたのだろうということが推察される。

・ハ長調
・４／４拍子
・チェロソロとテノールの二重唱。（ﾏﾀｲの影響？）
・メンデルスゾーンらしい、变情的で感傷的なメロディー。

41 レツィタティーフ

Paulus sandte hin
und ließ fordern die Ältesten von der
Gemeinde zu Ephesus
und sprach zu ihnen:

(使 20:17) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ●３回目の伝道旅行からエルサレムに戻る決心をし、出港予定のミレトス（エーゲ海岸）という
町にエフェソスの教会から長老を呼び寄せた。

・イ短調
・４／４拍子

„Ihr wisset,
wie ich allezeit bin bei euch gewesen,
und dem Herrn gedient mit aller
Demut
und mit vielen Tränen,
und habe bezeuget den Glauben an
unsern Herrn Jesum Christum.
Und nun siehe, ich, im Geist
gebunden,
fahre hin gen Jerusalem;
Trübsal und Bande harren mein
daselbst.
Ihr werdet nie mein Angesicht
wiedersehen.“
Sei weineten und sprachen:

 (使 20:17～
19,21～23,25,37)

パウロ・ﾚﾂｨﾀﾃｨｰ
ﾌ（bas）
ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop）

●エルサレムへ戻るがもう二度と会わないだろうと告げる。

42 合唱とレツィタティーフ

„Schone doch deiner selbst!
Das widerfahre dir nur nicht!“

(ﾏﾀｲ 16:22) ｴﾌｪｿの教会の長
老ら(soli、合唱）

●引用はマタイにより福音書で、イエスが「自分は必ずエルサレムに行き、そこで殺され三日
目に復活する」と告げたのに対しペテロが「とんでもないことです、そんなことがあってはいけ
ません」と返答するシーンより。パウロもイエスと同じ道を歩もうとしている。

・イ短調
・４／４拍子
・冒頭の短い四重唱に続き合唱が短い言葉を何度も繰り返す。シンプルな作りのため歌詞の
繰り返しが印象的であるし、悲しみ、不安が際立つ。

„Was machet ihr,
daß ihr weinet und brechet mir mein
Herz?
Denn ich bin bereit,
nicht allein mich binden zu lassen,
sondern auch zu sterben zu
Jerusalem,
um des Namens willen des Herren
Jesu.“

(使 21:13)？ パウロ（bas) ●引用は、尐し場面が進み船が内陸に着き、エルサレム北方の町カイサリアで引き止められ
たことに対してのパウロの答え。

・イ短調
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Und als er das gesagt,
kniete er nieder und betete mit ihnen
allen,
und sie geleiteten ihn in das Schiff
und sahen sein Angesicht nicht mehr.

(使 20:36,38) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ(ten) ●エフェソの人々に別れを告げ、ミレトスを出港。

・イ短調→変イ長調

43 合唱

Sehet, welche Liebe
hat uns der Vater erzeiget,
daß wir sollen Gottes Kinder heißen

(1ﾖﾊﾈ 3:1) （合唱） ・変イ長調
・４／４拍子

・冒頭、弦楽器で始まる８分音符のスタッカートの上昇音型が印象的。弦楽器は基本的に１曲
通して同様に動く。
・テノールのパートソロに始まり、アルト、それからソプラノとバスと続く。各フレーズとも、各
パートが順番に出る形をとっており、弦楽器の動きも合わさって「父の愛に向かって歩んでい
る」印象。朴訥な感じが却って信仰心を強調している。

44 レツィタティーフ

Und wenn er gleich geopfert wird
über dem Opfer unsers Glaubens,
so hat er einen guten Kampf gekä
mpft;
er hat den Lauf vollendet;
er hat Glauben gehalten;
hinfort ist ihm beigelegt die Krone der
Gerechtigkeit,
die ihm der Herr an jenem Tage, der
gerechte Richter,
geben wird.

(2ﾃﾓﾃ 4:6～8) ﾚﾂｨﾀﾃｨｰﾌ（sop） ●引用は「テモテへの手紙２」。パウロからテモテに宛てた書簡で、福音宣教者としての心得
などが書かれている。

・イ長調
・４／４拍子

45 最終合唱

Nicht aber ihm allein,
sondern allen,
die seine Erscheinung lieben.
Der Herr denket an uns und segnet
uns.

Lobe den Herrn!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen
Namen.
Lobet den Herrn, Ihr seine Engel,
lobet den Herrn!

(2ﾃﾓﾃ 4:8／詩
115:12, 103:1,20)

（合唱） ●前曲のテモテへの手紙の続きから始まり、詩篇など引用。ニ長調

・４／４拍子
・冒頭はファンファーレ的に、前曲のレツィタティーフの続きから開始。
・続くフーガはソプラノのパートソロから開始し、アルト、テノール、バスと低音へ向かう。ソプラ
ノ部分はオーボエが、アルト部分はクラリネット、テノール部分はファゴット、バス部分はコント
ラファゴット、と木管が合唱と同じ旋律をなぞる。（一部弦と交代）
・フーガは「神を賛美せよ」と最後まで幾度も繰り返し、神への絶対的信仰を歌い上げて幕を
閉じる。

参考文献； ・「ユダヤ人とローマ帝国」（講談社現代新書）　　大澤武男／㈱講談社
・「面白いほとよくわかる　ユダヤ世界のすべて」　中見利男／㈱日本文芸社
・「コラールのあゆんだ道　ルターからバッハへの二百年」　長與惠美子　㈱東京音楽社
・「バッハのコラールを歌う－名曲５０選」　川端純四郎　関谷直人　今井奈緒子(演奏）／キリスト新聞社
・「＜大作曲家＞メンデルスゾーン」　ハンス・クリストフ・ヴォルプス　尾山真弓（訳）／㈱音楽之友社
・「メンデルスゾーン家の人々　－三代のユダヤ人－　」　Ｈ．クッファーバーグ　横溝亮一（訳）／㈱東京創元社
・「対訳　Ｊ．Ｓ．バッハ声楽全集」　若林敦盛／㈱慧文社
・「マタイ受難曲」　磯山雅／東京書籍㈱
・「Ｄｅｕｔｓｃｈｅｓ　Evangeliscｈes　Kirchen－Gesangbuch. In 150 Kernliedern.」themen köln

参考サイト； http://www.gesangbuch.org/index.html
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名古屋市民コーラス　Paulus構成hp16 ページ

http://www.gesangbuch.org/index.html

