
メンデルスゾーン「Ｐａｕｌｕｓ」op.36 楽曲解説 
 

■「Ｐａｕｌｕｓ」におけるコラールの役割■ 

メンデルスゾーンは２０歳のとき、「マタイ受難曲」をバッハの死後ほぼ８０年ぶりで蘇演した。 

「Ｐａｕｌｕｓ（聖パウロ）」は２６歳のときの作品であるが、序曲から４５番までの合唱・アリア・

レツィタティーフをみると、バッハヘの傾倒とりわけ「マタイ受難曲」の影響の大きさが認められる。

また、６つの場面に大別される「Ｐａｕｌｕｓ」の各場面の中間または終りにコラールが置かれている

ことからもそれを感じることができる。 

「Ｐａｕｌｕｓ」はバッハの世界をおおいに参考にしつつも、しかし決して物真似に終わることなく、 

２０代のメンデルスゾーン本人が持つ瑞々しさ、優美さ、誠実さ、变情性が加わった素晴らしい作品に

仕上がっており、１９世紀のオラトリオ作曲の機運を復活させた重要な曲である。ここでは、６つの場

面の中心的存在を示すコラールを軸に解説を進めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■曲目解説■ 

＝第１部＝ 

【場面① 序曲】 

冒頭よりコラール「Wachet auf! ruft uns die Stimme（目覚めよ！と我らを呼ぶ声あり）」のモチー

フを、低音楽器がゆったりと重厚かつ厳かに奏でる。イ短調へ転換の後、徐々に緊迫した動きに変化し

つつ、高音楽器が参入して大きなうねりとなる。曲中、木管楽器により何度も奏でられる「目覚めよ」

のテーマは「天のお告げ」を、また相対する弦楽器の激しい動きはユダヤ教棄却に対する不安や葛藤、

この先訪れる迫害への予感を 

表している。 

イ長調に戻った後、金管 

楽器がファンファーレ的に 

テーマを奏で、最後は新しい 

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。 

 

 

【場面② キリスト教徒の信仰告白（Nr.２～３）】 

合唱曲 Nr.２「Herr! Der du bist der Gott（主よ！あなたは神であり）」。ペテロたち初代キリスト教

徒による信仰宣言を聖書から引用し、合唱が「Ｈｅｒｒ！（神よ）」と何度も呼びかけ、神を力強く讃

美する。また序曲の激しさとは異なり、４／４拍子の規則正しいリズムを力強く刻むことで揺ぎ無き信

仰心を表現している。 

 

～～～コラールとは～～～ 

「衆讃歌」ともいい、ドイツルター派教会の讃美歌。宗教改革者マルティン・ルター自身がその 

発展に大きく寄与した、ドイツにおける芸術形式。 

ドイツでは既に１１，１２世紀頃「ドイツ語の宗教的民謡」が発生していたが、１６世紀、ルター

はこれらを発展させ、難解なラテン語のグレゴリア聖歌の代わりに、誰もが身近に感じられるドイツ

語の宗教歌として形付けた。コラールは礼拝式に採用され、ルターの「讃美歌は信徒ひとりひとりの

心から歌うべきもの」という考えのもと、聖歌隊員だけなく信徒一同で歌うように改革され、広く 

認められるようになっていった。 

コラールは、民衆にとってメロディーも歌詞も覚えてしまえるほど日常的に親しめるものとなり、

またその後ルターの考えに共鳴した何人ものコラール作者によってその精神は受け継がれ、何千曲、

何千詩句ものコラールが誕生した。その後幾多の作曲家によりオルガン・コラールなどへの発展を 

みつつ、ルターの時代から２００年後、Ｊ．Ｓ．バッハによって多くのカンタータや受難曲に形を 

変え、新たな形として世に生まれ出ることになった。 

 
（譜例１ 序曲冒頭部分） 
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【場面③ ステファノの殉教（Nr.４～１１）】 

ステファノが最高法院に突き出されユダヤ人から断罪された挙句、石で打たれて殉教するまでを描く。 

この一連の事件の中で、合唱は主に攻撃するユダヤ人の役目を務める。断罪のシーン Nr.５「Dieser 

Mensch hört nicht auf（この者はやめようとしない）」の荒々しいリズムとテンポ、また殺害を先導す

るシーン Nr.６「Weg mit dem!（その男を殺せ！）」、Nr.８「Steiniget ihn!（彼を石で打ち殺せ！）」

での縦割りの激しいリズム、低声部からの積み重ねなどに、沸きあがる憎しみや殺意が表れている。 

テノールのレツィタティーフ Nr.６「Liebe Brüder und Väter, höret zu（親愛なる兄弟であり父であ

る皆さん、聞いてください）」はテノールソロの見せ場。自分の危険を顧みずユダヤ人に説教する姿に、

現代の我々も厳粛な気持ちにさせられる。またソプラノアリア Nr.７「Jerusalem!（エルサレムよ）」は、

木管楽器の３連符に乗ったクラリネットソロにメロディーを先導された「主の声」が、殉教せんとする

ステファノの上に天から降りてくるような、荘厳で美しいアリアである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【場面④ サウロの奇跡・目覚めと回心（Nr.１２～２２）】 

「Ｐａｕｌｕｓ」の中でも一番のハイライトシーン。若きユダヤ教徒サウロがキリスト教徒の摘発に

向かう中で体験した、イエス・キリストとの邂逅、突然の失明と治癒という奇跡、回心による精神の目

覚めを描く。 

サウロに奇跡が起こる神秘的なシーン、Nr.１４「Und als er auf dem Wege war（そして旅の途中）」

は、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と

なっている。イエスの声は女声合唱によって歌われ、天から聞こえるような演出効果を醸し出している

が、これはメンデルスゾーンが意識的にイエスを偶像視しないようにしたのではないかと考えられる。

また、全曲を通してこの曲にだけ嬰へ短調が採用されており、狙いどおり非常に張り詰めた雰囲気が漂

う印象的な曲となっている。 

 また、前出 Nr.１４と Nr.１９「Es war aber ein Jünger zu Damaskus（さてダマスコに弟子がいた）」

では「主の声」の登場シーンとして木管楽器が共通するモチーフを奏でていたり、サウロの凶暴なアリ

ア Nr.１２「Vertilge sie, Herr Zebaoth（彼らを根絶やしにしてください、万軍の主よ）」やサウロの後

悔の祈り Nr.１８「Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte（神よ、その慈しみをもって我を憐れみたま

え）」などの不安げな場面には、古来より「不吉な調」と敬遠されてきたロ短調が用いられる等、様々

な工夫がみられる。 

また、アルトのアリオーゾ Nr.１３「Doch der Herr vergißt der Seinen nicht（しかし主は自分の者

を忘れることなく）」はアルトソロの聞かせどころであり、弦楽器のみのオーケストラを伴い温かく变

情的に歌われる。讃美歌２０９番「み民を主はかえりみ」（独唱曲）はここからとられた。 

合唱曲で特筆すべきは、「目覚めよ」のテーマの２曲 Nr.１５「Mache dich auf! Werde Licht!（起き

よ！光を放て！）」とそれに続くコラール Nr.１６「Wachet auf! ruft uns die Stimme（目覚めよ！と呼

ぶ声あり）」。Nr.１５では、光と主の輝き、そして覚醒が力強く歌われる。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、それから付点を効かせながら徐々に各楽器が参画、やがてフルオー

～場面②のコラール～ 

Nr.３「Allein Gott in der Höh' sei Ehr（高きところ、ただ神だけに）」第１節１～４行、第２節
５～７行。神の栄光を称える内容になっている。讃美歌６８番「父なる御神にみ栄えあれかし」と
しても有名。 
作者はニコラウス・デツィウス。デツィウスはルターと同世代で、代表作に「O,Lamm Gottes 

（おお神の子羊）」（マタイ受難曲に引用）などがある。 

～場面③のコラール～ 
Nr.９「Dir, Herr, dir will ich mich ergeben（あなたに、主よ、私はこの身をゆだねます）」。 

ステファノの殉教すらも「すべて主の望むように。それで間違いはないのだ」と信仰の深さを述べる。 
本来は歌詞・旋律ともにゲオルク・ノイマルクの作品「Wer nur den lieben Gott läßt walten（ただ

愛する神の支配にまかせる人）」。コラールは同旋律で歌詞が異なるケースが珍しくなく、通常は「コ
ラール作者」というと作詞者を示すことが多かったが、メンデルスゾーンもここでは別の歌詞を採用し
た。讃美歌３０４番「真実なるみかみを」でもある。また、バッハのカンタータの中でも一番多く使用
されたコラールであり、このことからもバッハのメンデルスゾーンへの影響の大きさが認められる。 
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ケストラへと発展する前奏は非常に印象的であり、その盛り上がりは、覚醒した気持の高ぶりや走り出

さんばかりの喜び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

「起きよ！」と歌う。力強くフーガに転じ、「闇が地を覆い暗黒が国々を包んでいく」様子が暗雲の流

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」からは長調に戻

り、主の栄光を高らかに歌い上げる。最後に「起きよ」「光を放て」が執拗なほど繰り返し歌われた後、

一気に Nr.１６のコラールへ移る様子は圧巻ですらある。 

 

 

 

 

 

 

 第１部の終曲は Nr.２２「O welch eine Tiefe（ああ神の叡智）」。冒頭は合唱とともにオルガンと弦楽

器が厳かに神の叡智を讃美。フーガ「栄光が神に永遠にあれ」のモチーフは上昇音型で、神の栄光を繰

り返し表現する。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して歌い終わる。 

 

＝第２部＝ 

【場面⑤ ユダヤ人への伝道と迫害（Nr.２３～２９）】 

キリスト教徒に生まれ変わり名前もパウロと改めたサウロが意気揚々と伝道を開始したものの、同胞

であるユダヤ人たちからは受け入れられず迫害されるまでを描く。 

第２部の幕開けは大合唱 Nr.２３「Der Erdkreis ist nun des Herrn und seines Christ（世のすべて

は今や主とそのキリストのものとなり）」。冒頭のグラーヴェで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声部単独で始まり、徐々に声部を重ね楽

器も厚みを増してゆく。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。 

続いてのパウロ（バス）とバルナバ（テノール）の男声二重唱、Nr.２５「So sind wir nun Botschafter 

an Christi Statt（私たちはキリストの代わりの使者）」では、キリストの福音を伝える使者としての誇

りと喜びが歌われ、続いて合唱が２人を讃美する。この合唱曲 Nr.２６「Wie lieblich sind die Boten（こ

の使いはなんと素敵なことでしょう）」では３連符の繰り返しが印象的で、「平安を伝える者」の足取り

の軽やかな様子が伺える。テキストの引用はパウロ自身の手による「ローマ人への手紙」（新約聖書）

から。この曲は英国ヴィクトリア女王のお気に入りでもあり、１８４２年、メンデルスゾーンがバッキ

ンガム宮殿を訪問した際、当時２３歳の新婚夫婦ヴィクトリア女王とアルバート公はメンデルスゾーン

のオルガン伴奏でこの曲を歌われたというエピソードがある。 

物語の舞台は伝道旅行へと進み、パウロらは船出し小アジア（現トルコ地方）で伝道を試みるが、同

胞のユダヤ人は頑なに受け入れようとしないばかりか、嘘つきの裏切り者と罵り人々を扇動してパウロ

らの殺害を企てる。場面③のステファノ殺害時と同様、合唱がその役割を受け持ち、Nr.２８「So spricht 

der Herr（主はこのように言っている）」、Nr.２９「Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte alle（彼

はエルサレムで迫害していたのではなかったか）」を歌う。Nr.２８では、縦割りのリズムがエホバへの

絶対的信仰の厚さを表し、また Nr.２９では短い音符を繰り返す動きや音量の小ささで密談の様子を表

現したり、ティンパニの効果的な使い方で憎悪や殺意を増幅させるなど、細かい計算が功を奏している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～場面④のコラール～ 

Nr.１６「Wachet auf! ruft uns die Stimme（目覚めよ！と呼ぶ声あり）」第１節１～３行、７～ 
１１行で、コラール作者はフィリップ・ニコライ。このコラールを元にしたバッハのカンタータ 
１４０番、オルガン・コラール６４５番は非常に有名である。「Ｐａｕｌｕｓ」の序曲でも使われてお
り、全体を通してのテーマといえる「キリスト教への目覚め」が力強く歌われるコラールである。 
また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。 

～場面⑤のコラール～ 

Nr.２９「O Jesu Christe, wahres Licht（おおイエス・キリスト、真の光よ）」第１節、第５節で、
コラール作者はヨハン・ヘールマン。ヘールマンはシュレージェン（現ポーランド付近）出身で、 
「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みながら神への信仰を貫いた人と
言われている。 
このコラールが選ばれた理由は、やはりテーマ「目覚め」に関連するからであろう。「キリストをい

まだ知らない人、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する「目覚めてほしい」という祈りには、言い換えればメンデルスゾーン
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。 
曲の構成としては、合唱が歌うコラールと対象的に、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し、お互いに合いの手を入れあう形で進行する。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。 
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【場面⑥ 異邦人への伝道と迫害、エルサレムへの永遠の旅立ち（Nr.３０～４５）】 

パウロらが、迫害をやめないユダヤ人同胞ではなく異邦人に対して神の言葉を説く道を選ぶ場面から、

その後数年してパウロが人々の反対を押し切ってエルサレムへ向かうまでを描く。 

二人はリストラの町で奇跡を起こし民衆から感謝されるが（Nr.３３「Die Götter sind den Menschen 

gleich geworden（神々が人間の姿をとり）」、Nr.３５「Seid uns gnädig, hohe Götter!（私たちにお恵

みを、貴き神々よ！）」）、異教の神になぞらえて崇められたため「こういう偶像崇拝はしてはいけない」

と、真の神を見つけるよう諭す。このパウロのアリア Nr.３６「Ihr Männer, was macht ihr da?（皆さ

ん、なぜこんな事をするのですか？）」は圧巻で、聴く者の気持を惹きつけずにはおかない迫力を持っ

て信仰が歌われる。続いて合唱を先導する形で「私たちの神は天におられ、御心のままに全てを行われ

る」と歌うと、合唱が呼応して大コラールに入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場面⑥にも、またしてもユダヤ人が追ってきて民衆を焚き付け妨害するシーン Nr.３８「Hier ist 

des Herren Tempel!（ここは主の神殿だ！）」がある。やはり合唱が民衆役となり、投石で殺そうと声

を荒げる。「Ｐａｕｌｕｓ」の中で最後の攻撃シーンだが、この曲は冒頭より４声部同時に出て同じリ

ズムで歌っており、怒りの深さや殺意が顕著に現れている。ラストの「石で打ち殺せ！」は第１部でス

テファノを殺そうとした場面と調性が異なるだけで同じ旋律であり、最初パウロがステファノにしたの

と同じことを、今パウロが受けているということをメロディーでも表している。 

テノールソロによるカヴァティーネ Nr.４０「Sei getreu bis in den Tod（死に至るまで誠実であれ）」

も聞きどころのひとつであり、流麗なチェロのソロとテノールの二重唱となっている。内容は黙示録と

ヨシュア記からの引用だが、曲中で紹介されていない２～３回めの伝道旅行の間のパウロの辛く厳しい、

しかし神がそばにいてくれる幸せな日々をこの１曲に込めて紹介している。 

フィナーレは圧巻の最終合唱 Nr.４５「Nicht aber ihm allein（しかし彼にだけでなく）」で、引用は

パウロが書いた「テモテへの手紙二」。冒頭は神への信義を歌い、続くフーガは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りつつ、フルオーケストラで演奏。「神を讃美せよ」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。 

 

（ソプラノ 堀尾峰子） 

 
（参考文献）・「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 
・「コラール名曲集」中村太郎、宮崎市郎 ㈱全音楽譜出版社 
・「マタイ受難曲」 磯山雅／東京書籍㈱ 
・「Deutsches Evangelisches Kirchen－Gesangbuch. In150 Kernliedern.」themen köln 
・「ＰＡＵＬＳ」 BREITKOPF&HÄRTEL 

（参考サイト）http://www.gesangbuch.org/index.html 

～場面⑥のコラール～ 
Nr.３６「Wir glauben all an einen Gott（私たちは皆、唯一の神を信じます）」第１節１～４行で、

作者はマルティン・ルター本人。 
ルターは、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り、編
纂するなど、ドイツ・コラールの発展に大きく寄与した人物である。 
ルターの「信仰宣言」とも言えるこの 

曲がパウロのこの場面に挿入されること 
は、すなわちメンデルスゾーンの信仰宣 
言であるともいえないだろうか。 
曲構成は、パウロのアリアに先行され 

たメロディーによる詩篇の詩を合唱４声 
が掛け合いで歌う中、コラールが定旋律 
で歌われる形式。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。  

（譜例２ コラール譜<部分>） 
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