
＊購入のご参考にどうぞ ０８年１０月２１日　技術委員会

指揮者 オケ 合唱団 独唱 １枚目 ２枚目 ３枚目 計 録音 ひとこと レーベル

ジョン・エ
リオット・
ガーディ
ナー

イングリッ
シュ・バ
ロック・ソロ
イスツ

モンテヴェルディ合
唱団／ロンドン・オラ
トリー少年合唱団

アントニー・ロルフ・ジョンソン（福音史
家／Ｔ）
アンドレアス・シュミット（イエス／Ｂr）
バーバラ・ボニー（Ｓ）
アンネ・ゾフィー・オッター（MS)
マイケル・チャンス（ＣＴ）
ハワード・クルーク（Ｔ）他

1:06:03 0:50:01 0:41:19 2:37:23 1988年

テンポが速くて軽めの美しい演奏なので、べったりした演奏が苦手な人
には最適（特にコラール）。きちんとドラマが作られていますが、少し物足
りないと感じる人もいるかも。とにかく合唱が素晴らしい。完璧です。オケ
は古楽器でピッチが低め。個人的にはエヴァンゲリストのドイツ語がもう
少し鋭くてもいいかなと思うのと、もう一人のソプラノの声質が気になりま
すが、全体的にソリストが粒ぞろいで個性が楽しめます。

ユニバーサル・
ミュージック
（５０００円くらい）
※ハイライト版
（２０００円）に注
意!
Bach４大宗教曲
Box版もあり

鈴木雅明
バッハ・コ
レギウム・
ジャパン

バッハ・コレギウム・
ジャパン／静岡児童
合唱団

ゲルト・テュルク（福音書記者／Ｔ）
ペーター・コーイ（イエス／Ｂ）
ナンシー・アージェンタ（Ｓ）
ロビン・ブレイズ（ＣＴ）他

1:09:35 0:53:50 0:42:12 2:45:37 1999年
＊＊＊イチオシです＊＊＊日本が世界の誇るバッハ演奏家グループに
よる最高演奏。まるで絵画を見ているように演奏に引き込まれます。高
価なのが玉に瑕ですが納得のいくお値段です

キング・レコード
（７５００円）

ニコラウ
ス・アーノ
ンクール

 ウィーン・
コンツェン
トゥス・ム
ジクス

アーノルト・シェーン
ベルク合唱団／
ウィーン少年合唱団

クリストフ・プレガルディエン（福音書
記者／Ｔ）
マティアス・ゲルネ（イエス／Ｂ）　他

1:10:43 1:00:54 0:30:38 2:42:15 2000年
バロックらしい緩急のついた、巨匠による渋い名演奏。多少癖があるの
で好みがわかれるかもしれませんが、私は好きです。

ワーナー・クラ
シックス
（４０００円くらい）

グスタフ・
レオンハ
ルト

ラ・プティッ
ト・バンド

ラ・プティット・バンド
と男声合唱団、（合唱
指揮；ｼｷﾞｽｳﾞｧﾙﾄ・ｸｲ
ｹﾝ）、テルツ少年合
唱団

クリストフ・プレガルディエン（福音書
記者／Ｔ）
マックス・ファン・エグモント（イエス／
Ｂ）　他

1:14:39 0:51:06 0:46:30 2:52:15 1989年 少しゆったりめで落ち着いた演奏がお好みの方に。
ドイツ・ハルモニ
ア・ムンディ
（６７００円くらい）

カール・リ
ヒター

ミュンヘ
ン・バッハ
管弦楽団

ミュンヘン少年合唱
団、ミュンヘン・バッ
ハ合唱団

エルンスト・ヘフリガー（福音書記者／
T)
キート・エンゲン（イエス／B)
ディートリヒ・フィッシャー・ディースカ
ウ（アリア／B)　他

1:13:38 1:13:38 1958年

マタイの抜粋です。安直に要点点を聞くのに便利かなと思って購入した
のですが、（私として）大変な当たり！！　テンポ、歯切れ、感情いずれも
個人的には大変受け入れやすいＣＤです。値段は何と880円・・・お買い
得です。騙されたと思って買って見てください。きっともとは取れます（保
証します）。

（８８０円）

カール・リ
ヒター

ミュンヘ
ン・バッハ
管弦楽団

ミュンヘン少年合唱
団、ミュンヘン・バッ
ハ合唱団

ペーター・シュライアー（福音書記者
／T)
エルンスト・ゲロルト・シュラム（イエス
／B)
ヘレン・ドナート（S)
ユリア・ハマリ（A)
ジークムント・ニムスゲルン（ユダ、ペ
テロ、大祭司、ピラト／B)　他

DVD1
1:26:20

DVD2
1:50:18

3:16:38 1971年

テンポが遅いですが、よくよく聞くとこれも大変良い演奏と思いました。た
だし、値段が7000円と高いのが難点です。これは古楽器編成ではなくフ
ルオーケストラで、2グループに分けた演奏です。スタジオ録音のようで
合唱、コラールで衣装が異なるこりようです。市民コーラスの演奏スタイ
ルから想像すると、この合唱、オーケストラ編成が当てはまるように思い
ます。通奏低音はオルガンではなく、チェンバロです。これもなかなかい
いですね。（ＣＤ、ＤＶＤあり）

７０００円

フィリッ
プ・ヘレ
ヴェッヘ

LA
CHAPELL
E ROYALE

Collegium Vocale
Gent

ハワード・クルーク（福音書記者／Ｔ）
ウルリック・コルト（イエス／Ｂ）
ルネ・ヤーコプス（ＣＴ）
ペーター・コーイ（Ｂ）　他

0:54:22 0:55:21 1:01:21 2:51:04 1984年
ヘレヴェッヘの「旧版」。2003年に再販しているので多少安くなっていると
思われます。全曲を通じて流麗で美しいマタイ。ソリスト陣は今をときめく
名歌手の若かりし頃の歌声を楽しめます。

ハルモニア・ムン
ディ
（価格不明）

フィリッ
プ・ヘレ
ヴェッヘ

Ghent
Collegium
Vocale
Orchestra,

Ghent Collegium
Vocale
Cantate Domino
Chorus

イアン・ボストリッジ（福音書記者／Ｔ）
フランツ=ヨゼフ・ゼーリヒ（イエス／Ｂ）
アンドレアス・ショル（ＣＴ）
他

不明 不明 不明 不明 1998年

「いかにもイエスらしい威厳を湛えたゼーリヒ､独特の澄み切った声で最
も重要なアリア･パート　アルトを歌うショル､これまでになく情感豊かな福
音史家を聴かせるボストリッジなど､どこを取っても文句無しの布陣｡ヘレ
ヴェッヘらしく声楽陣を隅々まで､テキストに深い共感を持って歌わせて
おり､冒頭の合唱｢来たれ娘らよ､我と共に嘆け｣の約7分という快速テン
ポ(リヒター７９年盤は11分半)のように余計な重さを排除しながら､受難
の物語を真率に進めている。」（ＨＭＶ）

ハルモニア・ムン
ディ
（９０００円くらい）

マタイ受難曲　おすすめＣＤ

Mineko Horio
テキストボックス
 名古屋市民コーラス



指揮者 オケ 合唱団 独唱 １枚目 ２枚目 ３枚目 計 録音 ひとこと レーベル

フランス・
ブリュッ
ヘン

18世紀
オーケスト
ラ

オランダ室内合唱団
／聖バーヴォ教会少
年合唱団

ニコ・ファン・デル・メール（福音書記者
／Ｔ）
クリスティン・ジグムンドソン（イエス／
Ｂ）
マリア・クリスティーナ・キーア（Ｓ）
クラウディア・シューベルト（Ａ）
イアン・ボストリッジ（Ｔ）
ペーター・コーイ（Ｂ）他

1:07:29 0:50:09 0:42:37 2:40:15 1996年

オランダ古楽界の重鎮ブリュッヘン。全体的にテンポよくまとめていま
す。オランダ室内合唱団も期待を裏切らない透明感あふれる美しい演奏
で、それが涙を誘います。ソリスト陣は現在古楽界の代表選手ばかり。
お値段が手ごろなのもヨイです。

Philips Trio
Series
（３０００円くらい）

＊こんなのもあります・ちょっと変わったマタイ

Christoph
Spering,

Das Neue
Orchester,

Chorus Musicus

Jochens, Wilfried (Tenor),
 Lika, Peter (Bass),
 Kazimierczuk, Angela (Soprano)
 Browner, Alison (Alto),
 Schafer, Markus (Tenor),
 Selig, Franz-Joseph (Bass)

1:05:39 0:50:24 1:56:03
メンデルスゾーン蘇演版。コラールのフェルマータがいちいち長かった
り、金管楽器がつけたされたりとメンデルスゾーンの苦心のアレンジがそ
こかしこに。

Tete A Tete
（２５００円くら
い）

ジョン・
バット

ダンディ
ン・コン
ソート＆プ
レーヤー
ズ

スロヴァキア・フィル
ハーモニー合唱団

ニコラス・マルロイ（福音史家／テノー
ル）
マシュー・ブルック（イエス／バス）

1:07:41 1:06:46 0:43:11 2:57:38 2007年
珍しい「1742年頃バッハ最終演奏版」。コーラスはゾリになっているた
め、合唱の出来としては多少聞きづらい部分もあるが、オケつき音取りＣ
Ｄとしても使えそう。

Ｌｉｎｎ Ｒｅｃｏｒｄ
ｓ
（５３００円くら
い）

＊購入のご参考にどうぞ ０８年１０月２１日　バッハ研究会

「Ｊ．Ｓ．バッハ」　磯山　雅（講談社現代新書） ¥756 バッハについて概略を知る絶好の書

「マタイ受難曲」　磯山　雅　東京書籍 ¥3,059 「マタイ受難曲」解説はこれに尽きるか？

「聖書の音楽家バッハ『マタイ受難曲』に秘められた現代へのメッセージ」　　杉山好 ¥2,940 バッハが聖書をいかに徹底的に読み込み、その神髄を楽曲に結晶させたか。

「バッハ－生涯と作品」　ヴェルナー・フェーリクス（講談社文庫） ¥1,365 百余点の楽譜と写真資料を駆使しながらバッハの音楽の豊かな作品世界とその神髄に迫る。

「バッハの生涯と芸術」　Ｎ．フォルケル　（岩波文庫） ¥693 音楽家フォルケルによる，ドイツの国民的財産としてのバッハを顕彰した最初の本格的評伝。

「バッハ　神はわが王なり」　ポール・デュ・プーシェ／樋口隆一監修　知の再発見双書 ¥1,680 妥協を許さず、最高の音楽表現を求め続けた生涯を、信仰・家族・時代背景など各面から照射。

「バッハとの対話」　小林義武　小学館 ¥3,990 自筆譜の筆跡や透かし模様の研究などによるオリジナルスコア再現への探求の模様を解説。

「バッハ伝承の謎を追う」　小林義武　春秋社 ¥2,900 ７００曲余の真偽不明の作品、『フーガの技法』の５つの謎、忘れられた演奏習慣…謎の解明に挑む

「バッハからの贈り物」　鈴木雅明　春秋社 ¥2,940 ＢＣＪ鈴木雅明氏が、バッハ音楽の魅力と演奏の極意を語り尽くす

「バッハの風景」　樋口隆一　小学館 ¥3,570 作曲家、演奏家、教育者など多様な側面分析で“人間バッハ”を浮き彫りに

「バッハ＝魂のエヴァンゲリスト」　磯山　雅　東京書籍 ¥2,290 平易な表現で伝記的要素の多い、できた入門書

「バッハ辞典」　磯山　雅　東京書籍 ¥6,900 バッハの全作品解説、年譜、文献、関連人名、蔵書など関連資料完備

「バッハへの旅」　加藤浩子他　東京書籍 （税別） ¥3,000 バッハが辿った都市とそこにおける活動をカラー写真つきで解説

「J.S.バッハ　時代を超えたカントール」　川端純四郎　日本基督教団出版局 （税別） ¥3,000 著者「バッハとイエスとの関わりに視点を置いた」

「図解雑学　バロック音楽の名曲」　宮崎晴代／皆川達夫監修　ナツメ社　 ¥1,650 ＣＤつき。バッハ、ヴィヴァルディ、ヘンデル他バロックの世界が丸わかり

●コメントは団員の方にご協力いただきました。　　●他にもまだまだ販売されています。

●ＣＤの定価は５～８０００円くらいが多く高価な印象ですが、同様の値段（もしくはもっと安く）で他の受難曲とセット販売になっていたり、何年も前の録音だと焼き直し廉価版で格安のものもあるよ
うです。

マタイ受難曲　おすすめ書籍

Mineko Horio
テキストボックス
 名古屋市民コーラス


