
マタイ受難曲　場面構成（１部） 名古屋市民コーラス　バッハ研究会　楽曲解説班

番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

1 1 ｺｰﾗｽ

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
Sehet ― Wen? ― den Bräutigam,
Seht ihn ― Wie? ― als wie ein Lamm!
    O Lamm Gottes, ungeschuldig
    Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Sehet ― Was? ― seht die Geduld,
    Allzeit erfunden geduldig,
    Wiewohl du warest verachtet.
Sehet ― Wohin? ― auf unsre Schuld.
    All’ Sünd’ hast du getragen,
    Sonst müßten wir verzagen.
Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen!
    Erbarm dich unser, o Jesu!

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。

・冒頭の序奏は、8分の12拍子、ホ短調。十字架を背負ったイエスを先頭にした一行の、ゴルゴタの丘へ向
けての重く悄然とした足どりが表される。
・ホ短調はこの曲全体の中心的な調性となっているが、冒頭から通奏低音により主音のＥ（ミ＝ホ）音が奏
でられる。それが6小節めで上昇を始め、7小節めでＣ（ド）音まで達する。このＥは「Erde（大地＝この
世）」、Ｃは「Christus（キリスト）」の象徴であるとの説もある。

・17小節目から、バスの主題に乗ってソプラノは「Kommt(来なさい）」「klagen（嘆きなさい）」など大きな音の
流れで、アルトとテノールは短い呼びかけで、合唱がスタート。

・第Ⅱコーラスとの呼応は26小節から。
・「子羊」の概念からコラールが登場。子羊が罪なき存在であることを語るコラールは、基調のホ短調の背後
に明るいト長調で登場する。ト長調はホ短調の平行調にあたる調性だが、「マタイ受難曲」では受難と表裏
一体をなす希望への働きかけを示している。

・中間部「unsre Schuld（私たちの罪）」のくだりでは、管弦楽がスタッカートによる活発な音型をやりとりする
が、これは「罪の刺」の具象化と考えられる。

・その後ホ短調に戻り、両合唱は合体して再現部を展開。コラールは最後の最後に「花婿＝子羊がイエス
であること」を明示するが、合唱はその直後に「tragen（背負う）」を4小節にわたり延々と描写的な音型に
よって描き出す。
・最後はホ長調の和音で終わるが、受難から復活への歩みを象徴させたとも考えられる。（第一部の最終
合唱もホ長調で閉じられる）

Ⅰ,Ⅱ
→Ⅰ+

Ⅱ

・コラールはニコラウス・デツィウス(16c）の「おお神の子羊」（ラテン語典礼文「アニュス・デイ」のドイツ語訳）。
・二群の合唱が報告する出来事が、人間の罪を代わりに背負っての行為＝「贖罪」であり、その行為の主
がイエスであることを最後に明示。この「最後に明示」することで、「マタイ受難曲」中のコラールの位置が高い
もの（＝真理の開示）にあたることを説明している。
・バッハは自筆譜の中で聖句のみ赤インクを利用して目立たせているが、この曲のコラールも赤インクで記し
た。この後のコラールがすべて聖句と同等の重みをもつことの証。
・この部分が尐年合唱団に受け持たれることは聴衆にとって視覚的にもこの特別さを表すことになるが、ここ
に尐年合唱団を使うことを始めたのは　あのメンデルスゾーンであった。彼はこの重要性を計算していたのか
もしれない。

　＝メモ＝
・曲の形式は、「シオンの娘」という寓意的な人物と「信ずる者たち」との対話形式。「シオンの娘たち」は受
難の出来事を眼前に見る「証言者」（第Ⅰコーラス）で、「信ずるものたち」は出来事の経過を思いやりこれ
に反応する「今」の敬虔な信徒（第Ⅱコーラス）。両者は、聖書の世界と現実の世界を媒介する役割を果
たしている。
・「シオン」とはエルサレム郊外の丘を指す言葉で、転じて聖都そのものを指す。「シオンの娘」とは信ずる者
（聖なる地にあって主に忠実である者）の表象であり、同時にイエス・キリストを花婿に例えたときの、花嫁に
も例えられる（主を愛し主に愛される魂、花嫁を愛する花婿のイメージの投影）。→旧約聖書　雅歌（がか）
3章11節、ｲｻﾞﾔ62章11節参照
・「子羊」は、犠牲の象徴であると共に、勝利の象徴でもある。→旧約聖書　ｲｻﾞﾔ53章2節、新約聖書
黙示録5章11-14節参照
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

2 21 福、ｲｴｽ

Da Jesus diese Rede vollendet hatte,
sprach er zu seine jüngern:
(Jesus)
„Ihr wisset, daß nach zweien Tagen Ostern
wird,
und des Menschen Sohn wird überantwortet
werden,
daß er gekreuziget werde.“

【場面】ユダヤ教大祭である「過越の祭り」の二日前。イエスは弟子たちに受難を預言する。

・聖句26章1-2節
・喜ばしい過越祭の告知としてト長調から始まるが、十字架への言及に入りたちまちロ短調へと転ずる。
・「gekreuziget（十字架につけられるだろう）」とのイエスの言葉は、屈曲したメリスマの形がとられ、強い不安
を聞く者に与える。また、イエスの旋律に「十字架音型」がいくつも見ることができる。

Ⅰ

3 22 ｺﾗｰﾙ

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daß man ein solch scharf Urteil hat
gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
Bist du geraten?

・コラールは、ヨハン・ヘールマン(17c）の受難コラールの第１節。旋律はヨハン・クリューガーのもの。（「ヨハネ
受難曲」の最初のコラールにも使われている。)ロ短調。
・聖書にはイエスの預言に対する反応が記されていないためか、このコラールが投入された。

Ⅰ+Ⅱ

4a 23 福

Da versammleten sich die Hohenpriester
und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk
in dem Palast des Hohenpriesters, der da hieß
Kaiphas,
und hielten Rat,
wie sie Jesum mit Listen griffen und töteten.
Sie sprachen aber:

【場面】最高法院の構成者であるユダヤ教の重鎮らの、イエスに対する謀議の様子。

・聖句26章3-4節
・エヴァンゲリストが緊迫した口調で陰謀について説明。「Hohenpriester　(祭司長）」「Schriftgelehrten
(律法学者）」「die Ältesten im Volk(部族の長老たち）」は、身分の高い順に列挙されるが音の高低も身
分の順番になっている。

Ⅰ

4b 24 ｺｰﾘ
„Ja nicht auf das Fest,
auf daß nicht ein Aufruhr werde im Volk.“

・聖句26章5節
・ハ長調の合唱曲。属調のト長調に移行して終わる。
・２つの合唱グループを対話させ、フルート、オーボエと弦の一種軽薄な音型を伴った、落ち着きのない合唱
曲。

Ⅰ,Ⅱ

4c 27 福

Da nun Jesus war zu Bethanien,
im Hause Simonis des Aussätzigen,
trat zu ihm ein Weib,
die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser
und goß es auf sein Haupt,
da er zu Tische saß.

Da das seine Jünger sahen,
wurden sie unwillig und sprachen:

【場面】挿話的な話に視点を移し、「ベタニアの塗油」の場面となる。イエスの頭に貴重な香油をかける女
と、それを勿体無いとなじる弟子たち、そしてこれは埋葬の準備なのだと解き明かすイエス。

・聖句26章6-8節
・前曲までの受難の預言を受ける位置に、この挿話が置かれた。

Ⅰ

4d 28 ｺｰﾗｽ
„Wozu dienet dieser Unrat?
Diese Wasser hätte mögen teuer verkauft
und den Armen gegeben werden.“

・聖句26章8-9節
・弟子たちの合唱（第Ⅰコーラス）
・イ短調のせわしない曲想のもので、二本のフルートの動きも浮薄な印象を与える。前半は「Wozu(誰が）」
後半は「Diese Wasser（その香油）」の言葉が強調された紋切り型のフーガになっている。

＝メモ＝
油は一般的にはオリーブ油だが、ここではナルド（甘松香）の根を原料にした超高級油が使われた。（マルコ
の福音書によるとその価格は300デナリオン→１ﾃﾞﾅﾘｵﾝが労働者の一日の賃金。）

Ⅰ
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

4e 31 福、ｲｴｽ

Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:
(Jesus)
„Was bekümmert ihr das Weib?
Sie hat ein gut Werk an mir getan.
Ihr habet allezeit Arme bei euch,
mich aber habt ihr nicht allezeit.
Daß sie dies Wasser hat auf meinen Leib
gegossen,
hat sie getan, daß man mich begraben wird.
Wahrlich ich sage euch:
Wo diese Evangelium geprediget wird in der
ganzen Welt,
da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis,
was sie getan hat.“

・聖句26章10-13節
・イエスはヘ長調からト短調へと響きを沈めながら弟子たちを順々に諭してゆきく。「daß man mich
begraben wird.　（私が葬られる備えのためにしたことなのだ）」の部分では著しい「十字架音型」が作られて
おり、伴奏部分にも何重もの十字架が現れる。
・これを区切りとし、イエスは「Wahrlich ich sage euch　（よく、お前たちに言っておく）」と、ニ短調の決然とし
た旋律で宣告する。その後イ短調に転じつつ音階は上昇し、「in der ganzen Welt　(全世界で）」の部分で
最高音（Ｅ音＝ミ）に達する。

＝メモ＝
・十字架音型とは→

Ⅰ

5 33 ﾚﾁﾀ(alt)

Du lieber Heiland du,
Wenn deine Jünger töricht streiten,
Daß dieses fromme Weib
Mit Salben deinen Leib
Zum Grabe will bereiten,
So lasse mir inzwischen zu,
Von meiner Augen Tränenflüssen
Ein Wasser auf dein Haupt zu gießen!

・第Ⅰグループによるアリア、自由詩のレチタティーヴォ、ロ短調。
・器楽の自立した伴奏パートを持つアッコンパニャート様式。
・「女は香油を塗る」→「（私は）涙を注ぐ」という歌詞より、両者の違いを明示。
・２本のフルートの、絶えず続く同じ音型で香油が注がれる様を具象化→「涙のしたたり」を描く。また、「Ein
Wasser auf dein Haupt （一滴の香油を頭に）」と語る部分では歌声部にも著しい下降音型があらわれ、
同様に香油（涙）が流れ落ちる様子を描く。
・２本のフルートの平行音程は対位法を好んだバッハには珍しく、特に宗教曲における特別な意図を表す。
この曲の場合は「愛」であり、歌詞の中には出てこない「愛」を平行進行するフルートを通じて、香油を注ぐと
いう行為の源にイエスへの愛・信仰があることを暗示している。

Ⅰ

6 34 ｱﾘｱ(alt)

Buß und Reu
Knirscht das Sündenherz entzwei,
    Daß die Tropfen meiner Zähren
    Angenehme Spezerei,
    Treuer Jesu, dir gebären.

・自由詩、嬰へ短調→嬰ハ短調。（嬰へ短調・・・大変に憂愁で悩ましげ。さらに孤独な厭世的なものを有
する）
・後悔の苦しみを強い修辞的な表現によって歌わせる。たとえば何度か出てくる「咎めと後悔で」の旋律線
が、半音階や下降半音階（当時イエスの「苦難の歩み」に通じるとされ、悲嘆や嘆きの表現に用いられ
た）、通奏低音の音と３度違い（「音楽の悪魔」と呼ばれた不協和音）など、耳だけでなく歌詞の表現が楽
譜の形で視覚的に把握されている。
・フルートも、涙のしたたりを彷彿とさせるようなスタッカートの下降音型を奏する。
・形式は「ダ・カーポ・アリア」で、Ａ→Ｂ→Ａの形でアリアの冒頭に戻る。途中長調が何度か現れるが、冒頭
の短調（悔恨の主部）に戻り、香油に関する一連の場面が終了する。

Ⅰ

7 38 福、ﾕﾀﾞ

Da ging hin der Zwölfen einer
mit Namen Judas Ischarioth
zu den Hohenpriestern und sprach:
(Judas)„Was wollt ihr mir geben?
Ich will ihn euch verraten.“
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.
Und von dem an suchte er Gelegenheit, daß er
ihn verriete.

ユ
ダ
の
裏
切
り

【場面】イスカリオテのユダの裏切り。

・聖句26章14-16節
・「Judas Ischarioth（イスカリオテのユダ）」「verraten（売り渡しましょう）」の単語に、聞き手の意表をついた
和音をはめて強調。
・単なるエピソードには済まさず、次のアリア(ロ短調）を導入。

Ⅰ
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

8 39 ｱﾘｱ(sop)

Blute nur, du liebes Herz!
    Ach! ein Kind, das du erzogen,
　　Das an deiner Brust gesogen,
　　Droht den Pfleger zu ermorden,
　　Denn es ist zur Schlange worden.

ユ
ダ
の
裏
切
り

・ロ短調のアリア（切迫感を出すため、前振りの伴奏付きレチタティーヴォがない）
・「あなた」＝「イエス」　「蛇」＝「ユダ」
・通奏低音に不気味な蛇の動きがあり、中間部のソプラノパートにも大きな蛇のうねりが表現されている。

Ⅱ

9ａ 42 福
Aber am ersten Tage der süßen Brot
traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:

【場面】弟子たちは、過越の祭りを喜びつつどこで食事をしようか思案している。

・聖句26章17節
・ト長調の明るい雰囲気

Ⅰ

9b 42 ｺｰﾗｽ
(Chor)„Wo willst du, daß wir dir bereiten,
das Osterlamm zu essen?“

【場面】弟子たちがイエスに、食事の場所について伺いをたてる。（本来はエルサレム市内でとるのが決まりだ
が、市内の混雑を考慮して郊外の一定範囲の地域も許されていた）

・弟子の合唱（第Ⅰコーラスのみ）
・聖句26章17節
・神殿で屠る子羊をメイン・ディッシュとする過越の聖なる食事はユダヤ教徒にとって最高の楽しみ。この場面
でもト長調の３和音を基礎とし、暗い影もない。

Ⅰ

9c 44 福、ｲｴｽ

Er sprach:
(Jesus)„Gehet hin in die Stadt zu einem
und sprecht zu ihm:
»Der Meister läßt dir sagen:
Meine Zeit ist hier,
ich will bei dir die Ostern halten mit meinem Jü
ngern.«“

Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen
hatte,
und bereiten das Osterlamm.
Und an Abend satzte er sich zu Tische mit den
Zwölfen.
 
Und da sie aßen, sprach er:
(Jesus)„Wahrlich, ich sage euch:
Einer unter euch wird mich verraten.“

【場面】イエスは「ある人」のところを食事の場所と定め、一同は食事を共にする。最後の晩餐である。イエス
はそこで突然裏切りの告知を行う。

・聖句26章18-21節
・イエスの最初の命令は、弟子たちの明るい足取りを思わせるト長調の上行音階楽句。

・伝言を命じた後の「私のときが近づいた」の宣言は、二長調の決然とした分散和音の楽句。Ｄ（レ）音→Ａ
（ラ）音→Ｆｉｓ（ファ♯）音→Ａ（ラ）音・・・これも十字架音型のひとつと解釈。
・「私のときが近づいた」は、マタイ福音書のみにある受難の予告。

・フラット圏への下降開始。このあたりでフラットが多用され始め、裏切りのテーマとして用いられる。
・イエスの裏切りの預言・・・変ホ長調→ヘ短調→ハ短調と推移する不安定な和声が背景。
・「ｖｅｒｒａｔｅｎ（裏切るだろう）」の部分にはヴァイオリンとヴィオラに十字架音型。

Ⅰ

9d 45 福
Und sie wurden sehr betrübt
und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und
sagten zu ihm:

【場面】弟子一同は驚き、裏切ることになる者は自分なのかを師に問う

・聖句26章22節
Ⅰ

9e 46 ｺｰﾗｽ (Chor)„Herr, bin ich's?“

・聖句26章22節
・弟子の合唱（第Ⅰコーラスのみ）
・変ロ短調
・弟子たちが口々に発する問いかけは、不協和音（７の和音）が解決なしに慌しくたたみかけられる。
・５小節のうちに「Ｈｅｒｒ（主よ）」が１１回　→　ユダを除く１１人の弟子が言葉を発したことを暗示する　という
説もある。

Ⅰ

最
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

10 47 ｺﾗｰﾙ

Ich bin's, ich sollte büßen,
An Händen und an Füßen
Gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel.

・前曲でへ短調の属和音に半終止するとすぐ、Ⅰ＋Ⅱコーラス全員で変イ長調のコラールに入る。
・「bin ich's?（私ですか？）」の混乱した問いに、和声を整えた四声がただちに「Ich bin's（,それは私です）」と
即答する設定は、受難の責任は他ならぬ我々自身にあるとするマタイ受難曲の思想が凝縮されている。

・コラールは、パウル・ゲルハルトの受難節コラール第５節。バッハは「ヨハネ」「マタイ」で２回ずつこのコラールを
使用。マタイでは第37曲でもう一度使われる。大元の歌はハインリヒ・イザークの「インスブルックよさらば」。

Ⅰ+Ⅱ

11 48 福、ｲｴｽ

Er antwortete und sprach:
(Jesus)„Der mit der Hand mit mir in die Schü
ssel tauchet,
der wird mich verraten.
Des Menschen Sohn gehet zwar dahin,
wie von ihm geschrieben stehet;
doch wehe dem Menschen,
durch welchen des Menschen Sohn verraten
wird!

Es wäre ihm besser,
daß derselbige Mensch noch nie geboren wäre.“

Da antwortete Judas, der ihn verriet, und
sprach:
(Judas)„Bin ich’s Rabbi?“
Er sprach zu ihm:
(Jesus)„Du sagest’s.“

【場面】イエスの予告を受け、他の弟子に続いてユダも「裏切り者は自分か」と問う。肯定するイエス。食事
がたけなわになった頃、イエスはパンを裂き、ぶどう酒を注いで弟子たちに与える。最後の晩餐の核心部。

・聖句26章23-29節

・イエスの「裏切りの預言」はヘ短調が主体。「verraten 密告する」「wehe　災いだ」の言葉は不況和音に
よる強調が見られる。

・ユダの呼びかけは他の弟子のように「Herr　主よ」ではなく「Rabbi　ラビ（先生）」となっている。「ラビ」はユダ
ヤ教の伝統的な呼称。ユダヤ教徒がイエスと議論する際には「主」ではなく「ラビ」を用いており、すでにユダが
イエス側に属していないことの証明でもある。

Ⅰ

   <Des Herrn Abendmal>

Da sie aber aßen,
nahm Jesus das Brot,
dankete und brach’s
und gab’s den Jüngern und sprach:
(Jesus)„Nehmet, esset, das ist mein Leib.“

Und er nahm den Kelch und dankete,
gab ihnen den und sprach:
(Jesus)„Trinket alle daraus;
Das ist mein Blut des neuen Testaments,
welches vergossen wird für viele zur Vergebung
der Sünden.
Ich sage euch:
Ich werde von nun an nicht mehr
von diesem Gewächs des Weinstocks trinken
bis an den Tag, da ich’s neu trinken werde mit
euch
in meines Vaters Reich.“

・ユダの「Bin ichs　（主よ、私ですか）」は、他の弟子が下から上へのイントネーションで歌われたのに対して
上から下への音階、Ｃ（ド）音→Ｆ（ファ）音で処理されており、ここにも他の弟子たちとの対比がある。
・イエスの「Du sagests（お前の言うとおりだ）」の台詞には、古来様々な解釈（「汝の言ふが如し」「いや、あ
なただ」など）があるが、ルター訳のドイツ語でははっきりとした肯定と理解している。バッハもこの句を、ト短調
の明確なカデンツ（終止形）をなすように作曲している。
・ユダとイエスのこのやり取りはマタイ福音書のみに存在するもの。

・感謝の祈りをささげるイエスの姿。エヴァンゲリストの「dankete　（感謝して）」は２回とも身振り豊かな音型
で、強調されている。またイエス自身の独唱も、他の部分のイエスの歌唱（台詞）とは異なり非常に旋律的
であり、イエスの歌唱の中ではもっとも長く、アリオーソと読んでも差し支えない。神の国の到来が近いという約
束の確かさを印象付けつつ、ト長調で終止する。

Ⅰ

最
後
の
晩
餐

名古屋市民コーラス



番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

12 52 ﾚﾁﾀ(sop)

Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt,
Daß Jesus von mir Abschied nimmt,
So macht mich doch sein Testament erfreut:
Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit,
Vermacht er mir in meine Hände.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Nicht böse können meinen,
So liebt er sie bis an das Ende.

・自由詩のレチタティーヴォ・アッコンパニャート。
・前曲の長調の終止形に反し、突然の短調、不安定な和音で始まる。伴奏の３連符は涙の音型。前曲の
イエスの「別れの言葉」による発した悲しみを表現。
・冒頭伴奏部分の３音は、前曲のイエスの言葉によるパンとぶどう酒のモチーフになっている。「nehmet（食べ
なさい）」のＡ（ラ）音→Ｂ（シ♭）音→Ｃ（ド）音、「trinket（飲みなさい）」　のＥ（ミ）音→Ｆ（ファ）音→Ｇ（ソ）
音。
・語りの最終行「So liebt er sie bis an das Ende.（世の終わりまで愛してくださる）」では、最高音が「liebt
（愛して）」、最低音は「Ende（終わり）」と、１オクターヴ半に及ぶ大きな下降句となっており、イエスの愛が広
く末永くゆきわたる様子が表現されている。

Ⅰ

13 54 ｱﾘｱ(sop)

Ich will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein!
    Ich will mich in dir versenken;
    Ist dir gleich die Welt zu klein,
    Ei, so sollst du mir allein
    Mehr als Welt und Himmel sein.

・ｱﾘｱ
・再び明るいト長調に回復し、「過越の場面」冒頭の喜びの雰囲気に立ち戻り、締めくくりとなる。
・オーボエ・ダモーレの冒頭のモチーフは続くソプラノの旋律を先取りしている。このモチーフは、１１番のイエス
の言葉「Trinket alle daraus　（皆 この杯から飲みなさい）」の直後の第一ヴァイオリンの間奏の音型を受け
ついだもので、ソプラノの旋律も、１１番のその間奏の後の「Das ist mein Blut des neuen Testaments,
（これは新しい契約のための私の血）」の旋律を肉付けしたもの。このように、このアリアは前々曲のイエスの
別れの言葉と対応するつくりになっている。

Ⅰ

14 57 福、ｲｴｽ

Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten,
gingen sie hinaus an den Ölberg.

    < Des Ärgernis Ankündigung >

Da sprach Jesus zu ihnen:
(Jesus)„In dieser Nacht werde ihr euch alle ä
rgern an mir.
Denn es stehet geschrieben:
»Ich werde den Hirten schlagen,
und die Schafe der Herde werden sich
zerstreuen.«
Wenn ich aber auferstehe,
will ich vor euch hingehen in Galiläam“

【場面】過越の食事の後、イエスと弟子たちはユダヤ人の習慣どおり讃美歌を歌い、オリーブ山に登った。（エ
ルサレム入りしてからのイエスは、日中はエルサレムの神殿で教え、夜には開いたままの門を出てオリーブ山で
祈るのが習いだった）

・聖句26章30-32節
・山への一同の歩みは、１６分音符が続いて上昇する通奏低音、またそれを引き継ぐ形で歌うエヴァンゲリス
トの同様の上昇音型にも表れている。
・イエスの「In dieser Nacht werde ihr euch alle ärgern an mir.（今夜 おまえたちは皆 私のもとを離れてい
くだろう）」では預言の意外性を示すかのように半音階的転調を重ね、嬰へ短調へ。
・「Ich werde den Hirten schlagen,
und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.（私は羊飼いを打つ、すると 羊の群れは散らされる
だろう）」の預言部分では、「vivace」の音楽指示のもと、荒々しいト短調へ。また、弦と通奏低音にスタッ
カートの動きの激しい音型が現れる。
・イエスは最後に、１オクターヴ半の上昇音型を歌いきり自らの復活とガリラヤ入りを予告し、ホ長調に安定
して終止。

Ⅰ

15 59 ｺﾗｰﾙ

Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Gut’s getan.
Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süßer Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.

・コラールは、パウル・ゲルハルト(17c）の受難節コラール「おお、血と傷にまみれたみかしらよ」の第５節。元
は、ハンス・レーオ・ﾊスラー（16cルネッサンス時代）の「わが心は千々に乱れ」。Ｅ（ミ）音から始まるフリギア調
の動きを持ち、短調のイメージだが、バッハは長調で和声づけし、ホ長調とした。
・バッハもこのコラールを重視しており、自筆総譜ではこの部分に例外的に赤インクを用いている。また、この
後４回、調性を変えて登場する。

・１部の冒頭１曲目と最後のコラール（29番）はホ短調で終わっているが、１部のちょうど半ばのこの曲はホ長
調。受難を指し示すのがホ短調とすると、ホ長調は「復活」という開かれた希望だと想定できる。

Ⅰ+Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

16 60
福、ｲｴ
ｽ、ﾍﾟﾃﾛ

Petrus aber antwortete und sprach zu ihm:
(Petrus)„Wenn sie auch alle sich an dir ä
rgerten,
so will ich doch mich nimmermehr ärgern.“

Jesus sprach zu ihm:
(Jesus)„Wahrlich ich sage dir:
»In dieser Nacht, ehe der Hahn krähet,
wirst du mich dreimal verleugnen.«“
Petrus sprach zu ihm:
(Petrus)„Und wenn ich mit dir sterben müßte,
so will ich dich nicht verleugnen.“

Desgleichen sagten auch alle Jünger.

【場面】躓きの預言をペテロは打ち消すが、イエスはさらにそれを打ち消し、「今夜鶏が鳴く前に３度私を否
定する」と予告する。

・聖句26章33-35節
・ペトロが躓かないと言い張るのに対し、イエスの「Nacht(夜）」　「dreimal （３度）」の言葉は大幅な下降音
型で強調されている。
・ペトロが「Und wenn ich mit dir sterben müßte　（たとえあなたと共に死ぬことになろうとも）」という空しい
約束をするあたりから、音楽は今までの♯調を離れ、裏切りの場面を支配していた♭調（9c～11番参照）
へと急速に移行。

Ⅰ

17 62 ｺﾗｰﾙ

Ich will hier bei dir stehen;
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.

・15番コラールと同じくパウル・ゲルハルトの受難節コラール第6節。
・「マタイ受難曲」の中で、他の自由曲を挟まずにコラールが連続するのはこの部分のみ。
・15番より半音下がり、変ホ長調となっている。編曲が同一であり、バッハは意図的な反復としてここにこのコ
ラールを導入したと考えられる。

Ⅰ+Ⅱ

18 63 福、ｲｴｽ

   <Bitte in Gethemane>

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hie
ß Gethsemane,
und sprach zu seinen Jüngern:
(Jesus)„Setzte euch hie,
bis daß ich dort hingehe und bete.“
Und nahm zu sich Petrum und die zween Söhne
Zebedäi
und fing an zu trauern und zu zagen.
Da sprach Jesus zu ihnen:
(Jesus)„Meine Seele ist betrübt bis an den Tod,
bleibet hie und wachet mit mir!“

ゲ
ツ
セ
マ
ネ

【場面】オリーブ山での讃美を終えた一行はゼツセマネの園と呼ばれるところに来た。イエスの、受難を前にし
た人間的苦悩が扱われる。

・聖句26章36-38節
・変ロ長調で開始するが、イエスの最初の言葉から変ホ長調に転じ、再び♭圏へ下降してゆく。
・イエスの「bete（祈る）」、エヴァンゲリストの「trauern（悲しむ）」が、引き伸ばす形で印象づけられる。またイ
エスの「betrübt bis an den Tod　(悲しみで死にそうだ）」は低いＤｅｓ（レ♭）音、一層低いＡｓ（ラ♭）音の
滞留によってより強調されている。

＝メモ＝
・ゼベダイの子・・・ヤコブとヨハネの兄弟。「雷の子ら」と呼ばれて重んじられ、イエスはよくこの二人とペトロだ
けを連れて行動した。ヤコブは使徒の中で最初の殉教者であり、ヨハネは初代教会においてペトロに次ぐ位
置を占め、特にイエスに愛されていたといわれる。

Ⅰ
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

19 64
ﾚﾁﾀ
(ten),
ｺﾗｰﾙ

O Schmerz!
Hier zittert das gequälte Herz;
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!
    Was ist die Ursach aller solcher Plagen?
Der Richter führt ihn vor Gericht.
Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
    Ach! meine Sünden haben dich geschlagen;
Er leidet alle Höllenqualen,
Er soll vor fremden Raub bezahlen.
    Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet,
    Was du erduldet.
Ach könnte meine Liebe dir,
Mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
Vermindern oder helfen tragen,
Wie gerne blieb ich hier!

・管弦楽付きレチタティーヴォ。自由詩にコラール合唱と挿入する形で構成。内容的には、「情景の描写」
（シオン・第Ⅰグループ；テノール独唱と管弦楽）と「それに対する省察」（信徒・第Ⅱグループ；合唱と通奏低
音）を平行して提示。
・ヘ短調は、バッハにとって強い悲嘆を表す一種特別な調性といわれている。

・通奏低音による16分音符のトレモロの上で、初めて登場するリコーダーがオーボエ・ダ・カッチャと絡み合い
独特の音色効果を作り出す。それに乗りテノールがイエスの恐怖と苦悩のさまを生々しく描写。

・第Ⅱコーラスのコラールは3番に使われた　へールマンの受難節コラールの第3節。イエスに同情を寄せつつ、
苦悩の原因がほかならぬ我々自身にあることを告白する。
・加えて、コラールの編曲は3番とは異なり、常にどこかのパートで8分音符を歌うあわただしいものになってい
る。
・コラールの音量は「piano sempre　常に弱く」の指示だが、それに対して苦しみを伝えるテノールは音程の
跳躍が頻出し、苦しみの大きさが表れる。

Ⅱ

20 69
ｱﾘｱ
(ten),
ｺｰﾗｽ

Ich will bei meinem Jesu wachen.
    So schlafen unsre Sünden ein.
Meinen Tod büßet seine Seelen Not;
Sein Trauern machet mich voll Freuden.
    Drum muß uns sein verdienstlich Leiden
    Recht bitter und doch süße sein.

・ﾃﾉｰﾙｱﾘｱ。イエスによる「目覚め」の命令への喜ばしい服従を歌う。
・「目覚め」はバッハのｶﾝﾀｰﾀ１４０番（またﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ「パウロ」でも）でテーマとなっているが、聖書の出典
は「マタイによる福音書」で、受難曲に用いられた部分の直前の、24～25章で述べられている説話。
・テノールがひとつのフレーズを歌うと第Ⅱコーラスが子守唄のような曲想でこれを受ける。
・31小節から、変ホ長調に始まる中間部に入り、魂の贖いの成就と、悲しみから喜びへの転化が伝えられ
る。（長く引き伸ばされた「Tod（死）」が、3小節にもわたる躍動的な「Freuden（喜び）」の音型に変化してい
く）
・徐々に主導権は合唱に移り、何小節かに拡大された合唱楽節が増えてゆく。

Ⅱ

21 81 福、ｲｴｽ

Und ging hin ein wenig,
fiel nieder auf sein Angesicht und betete und
sprach:
(Jesus)„Mein Vater, ist's möglich,
so gehe dieser Kelch von mir;
doch nicht wie ich will,
sondern wie du willt.“

【場面】イエスはひれ伏し、第一の祈りを始める

・聖句26章39節

・語りはごく簡素で、「betete（祈り）」の単語に振られた通奏低音と歌の身振りが効果的である。

Ⅰ

22 82 ﾚﾁﾀ(bas)

Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder;
Dadurch erhebt er mich und alle
Von unsern Falle
Hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereit,
Den Kelch, des Todes Bitterkeit zu trinken,
In welchen Sünden dieser Welt
Gegossen sind und häßlich stinken,
Weil es dem lieben Got gefällt.

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート。
・前曲での弱音とも思えるイエスの祈りに対する考察の役割を果たす。
・「fällt （ひれ伏す）」の直前の弦楽器の下降音型は、「ひれ伏す」行為の模写。また「Hinauf (高める）」で
は上昇音型で高みを表現。弦楽器は下降音型を続けていたが、「Hinauf zu Gottes Gnade wieder.（神
の恵みへと救いあげた）」の直後に全曲でただ一度となる7つの音符による著しい上昇音型を奏する。

Ⅱ

ゲ
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

23 83 ｱﾘｱ(bas)

Gerne will ich mich bequemenGerne will ich
mich bequemen,
Kreuz und Becher anzunehmen,
Trink ich doch dem Heiland nach.
    Denn sein Mund,
    Der mit Milch und Honig fließet,
    Hat den Grund
    Und des Leidens herbe Schmach
    Durch den ersten Trunk versüßet.

・バスアリア。
・総じて低い音域に置かれ、ヴァイオリンのユニゾンによるオブリガードもこれに対応して暗く沈んだ響きを奏で
る。また、バスの出だしの「gerne（喜んで）」のモチーフである、6度上行してすぐ下に戻る動きや、シンコペー
ション、楽節の不均衡な延長、歌声部と低音部における区切りのずれなど、何重にもぎくしゃくした書法が
見られる。→「喜んで」行われる行為の「苦渋に満ちた」実質という、ギャップの大きい行為の性質に対する
意図的な処置と思われる。

Ⅱ

24 86 福、ｲｴｽ

Und er kam zu seinen Jüngern
und fand sie schlafend
und sprach zu ihnen:
(Jesus)„Könnet ihr denn nicht eine Stunde
mit mir wachen?
Wachet und betet,
daß ihr nicht in Anfechtung fallet!
Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach.“

Zum andernmal ging er hin, betete und sprach:
(Jesus)„Mein Vater,
ist's nicht möglich, das dieser Kelch von mir
gehe,
ich trinke ihn denn,
so geschehe dein Wille.“

【場面】戻ってきたイエスは、3人が眠っているのを発見する。叱ったあと、また進み行き、祈る。

・聖句26章40-42節
・18番に続いて二度目の「Wachet und betet,　（目を覚まして、祈りなさい）」の命令だが、先回がＤｅｓ（レ
♭）音だったのに今回はＥｓ（ミ♭）音と上がり、一層切実なものとなっている。他にもエヴァンゲリストの
「betete（祈って）」が、21番ではＤｅｓ（レ♭）音だったのがここではＤｉｓ（レ♯）音と、尐しずつ音を上げること
で窮迫さを表している。

Ⅰ

25 88 ｺﾗｰﾙ

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

・コラールはプロイセン公アルブレヒト（16c）作、旋律はフランスの作曲家、クローダン・ド・セルミジに由来。
・「御心が行われますように」というイエスの言葉に共感し、声援を送る趣旨。
・ロ短調／ニ長調の和声づけは活気に富み、依り頼むことへの希望に満ちている。イエスが祈りのうちに受難
を受け入れる心を固めてゆくことで、こうした希望のコラールがふさわしいものとなる。

Ⅰ+Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

26 89
福、ｲｴ
ｽ、ﾕﾀﾞ

Und er kam
und fand sie aber schlafend,
und ihre Augen waren voll Schlafs.

Und er ließ sie und ging abermal hin
und betete zum drittenmal
und redete dieselbigen Worte.

Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu
ihnen:
(Jesus)„Ach! wollt ihr nun schlafen und ruhen?
Siehe, die Stunde ist hie,
daß des Menschen Sohn in der Sünder Hände
überantwortet wird.
Stehe auf, lasset uns gehen;
siehe, er ist da, der mich verrät.“

【場面】イエスは再度戻ってきて、またもや3人が眠っているのを発見。3人はイエスの受難の意味を今なお理
解できていなかったのだ。叱咤するイエスの元に、ユダに率いられた一行がイエスを捕らえにやってくる。

・聖句26章43-50節
・3度目の「ゲツセマネの祈り」はエヴァンゲリストの間接的な報告のみでイエスの言葉はなく、前曲と同じくロ
短調／ニ長調が基調となっている。
・イエスが戻ってきて弟子に話しかけるところから急に展開が始まり、嬰へ短調に転じる。「Siehe,（見よ）」の
言葉の直後のヴァイオリンの突然の上昇音型は弟子たちが飛び起きる様子を暗示。またイエスが弟子を起
こして出発を促すくだりで音楽は♯方向へ緊張した動きを見せる。イエスの言葉の最後は嬰ト短調（♯５つ
で、当時としては大変珍しい調）で閉じられる。
・「er ist da, der mich verrät　（私を裏切る者がそこにいる）」というユダの裏切りを告げる音型は、のちにエ
ヴァンゲリストが彼の自殺を報告する音型と同じで、先取りした形になっている（41c番）。

Ⅰ

26 89
福、ｲｴ
ｽ、ﾕﾀﾞ

    < Gefangennehmung Jesu >

Und als er noch redete,
siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer,
und mit ihm eine große Schar
mit Schwertern und mit Stangen
von den Hohenpristern und Ältesten des Volks.

Und der Verräter hatte ihnen
ein Zeichen gegeben und gesagt:
»Welchen ich küssen werde, der ist's,
den greifet!«

Und alsbald trat er zu Jesu und sprach:
(Judas)„Gegrüßet seist du, Rabbi!“
Und küssete ihn.
Jesus aber sprach zu ihm:
(Jesus)„Mein Freund, warum ist du kommen?“
Da traten sie hinzu
und legten die Hände an Jesum und griffen ihn.

・「Gegrüßet seist du, Rabbi!　（ごきげんよう、ラビ！）」のユダの挨拶の音型は、下降幅の大きい異常に大
きな身振りに思えるものになっており、彼がかぶさるようにイエスを抱きかかえる姿を彷彿とさせる。
・エヴァンゲリストの運命的な接吻の報告は、イ長調の明確なカデンツ。
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

27a 93
ｱﾘｱ

(sop,alt)、
ｺｰﾗｽ

So ist mein Jesus nun gefangen.
    Laßt ihn, haltet, bindet nicht!
Mond und Licht
Ist vor Schmerzen untergangen;
Weil mein Jesus ist gefangen.
Sie führen ihn, er ist gebunden.

・アンダンテ、ホ短調、四分の四拍子の行進曲調。イエスを引き立てての行列の様子が表される。
・ソプラノとアルトの二重唱は第Ⅰグループ(シオンの娘）。
・序奏部分の合奏編成にはバロック音楽には不可欠の通奏低音が存在しない。このようなバス抜きの例外
的な楽曲をバセットヒェンと呼ぶが、バセットヒェンはバッハの教会音楽では内容的な意味づけをもって使われ
るのが常であり、ここでは「支えを失った心の不安を象徴するもの」とみられる。
・二重唱がイエスの逮捕を告げると、第Ⅱグループ（信徒たち）の合唱は全合奏を伴い「Laßt ihn, haltet,
bindet nicht!　（離せ、やめろ、縛るな！）」とスタッカートで叫んで介入。
・続いての二重唱「Mond und Licht　Ist vor Schmerzen untergangen（月も光も苦痛のあまり沈んでし
まった）」では両者の動きが平行音程におかれ、ため息のモチーフが連なる。

Ⅱ

27b 99 ｺｰﾘ

Sind Blitze, sind Donner in Wolken
verschwunden?
    Eröffen den feurigen Abgrund, o Hölle,
    Zertrümmre, verderbe, verschlinge,
zerschelle
    Mit plötzlicher Wut
    Den falschen Verräter, das mördrische Blut!

・第65小節で八分の三拍子の突然のヴィヴァーチェに転じ、「稲妻と雷は」の荒々しいフーガが爆発。両グ
ループは合体した形となり、掛け合いへと移る。
・再度の合体の直後、第104小節で全員が総休止となる。これは、「verschwunden　(消え去ったのか）」の
単語の具象化であり、また「そこにいる全員が耳を澄まして主の到来を待つ様子」の表現であるという説もあ
る。
・「Eröffen den feurigen Abgrund（燃え上がる深淵を開け）」では一層の激しさが表現されるが、ニ長調か
ら嬰ヘ長調への唐突な展開部分は、まさに「開いた深淵を覗き込む」かのような驚きの効果を発揮する。
・その後も合唱は恐ろしい言葉を続け、最後の裏切り者への糾弾の叫びに達する。この終止形は冒頭第１
曲めの終止と全く同じ和音になっている。

Ⅰ+Ⅱ
→Ⅰ,
Ⅱ

28 111 福、ｲｴｽ

Und siehe,
einer aus denen, die mit Jesu waren,
reckete die Hand aus,
und schlug des Hohenpriesters Knecht
und hieb ihm ein Ohr ab.
Da sprach Jesus zu ihm.
(Jesus)„Stecke dein Schwert an seinen Ort;
denn wer das Schwert nimmt,
der soll durchs Schwert umkommen.
Oder meinest du,
daß ich nicht könnte meinen Vater bitten,
daß er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion
Engel?
Wie würde aber die Schrift erfüllet?
Es muß also gehen.“

Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen:
(Jesus)„Ihr seid ausgegangen als zu einem Mö
rder,
mit Schwerten und mit Stangen, mich zu fahen;
bin ich doch täglich bei euch gesessen
und habe gelehret im Tempel,
und ihr habt mich nicht gegriffen.
Aber das ist alles geschehen,
daß erfüllet würden die Schriften der
Propheten.“

Da verließen ihn alle Jünger und flohen.

【場面】イエス側の一人が事態に怒り、剣を抜いて反撃する。大祭司の手下に打ちかかり、片方の耳を切り
落としたのだ。イエスは抜刀した者をいさめ、なぜ自分が神の子としての力を発揮しないか、その正当性を述
べる。しかし結局、弟子たちは見捨てて逃げ出してしまった。

・聖句26章51-56節
・イエスの言葉は♯圏の短調で動き、預言の成就を述べたところでイ長調のカデンツの到着。
・エヴァンゲリストの「Da verließen ihn alle Jünger und flohen.（この時、弟子たちは皆 イエスを見捨てて逃
げ出した）」では、大きく孤を描く音型によって強調させ、嬰ハ短調で報告を締めくくる。
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番
号

頁 形態 テキスト 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

29 114 ｺﾗｰﾙ

O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt dabei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd,
Wohl an dem Kreuze lange.

イ
エ
ス
の
逮
捕

・ゼーバルト・ハイデン（16c）の受難節コラールに基づく、ホ長調の雄大なコラール合唱曲。
（※初稿ではクリスティアン・カイマンのコラール「私のイエスを離しません」の四声体編曲だったが1736年の改
作で今日使われているこの曲に置き換えた。また、このハイデンを基にしたコラール合唱曲は、1725年の「ヨ
ハネ受難曲」第二稿上演でその冒頭曲として変ホ長調で使われ、そのとき限りでヨハネから外された曲でも
ある。）
・ハイデンのコラールは、２４節を通じて受難の出来事全部を歌い上げた壮大な発想のもの。
・曲の形は、定旋律はソプラノが拡大装飾された形で受け持ち、他の三声が歌詞を意味づける対位法的
な動きを積極的に示し、管弦楽が前奏、間奏、後奏でこれを彩る形をとっている。

・「Äußert und kam auf Erden （離れて地上に来たのですから）」部分の下降音型は降誕を表す。また、第
5～7小節のオーボエ・ダモーレの下降も同様。
・最終行「Wohl an dem Kreuze lange （十字架の上に長くつけられて）」部分は、それまでのソプラノ先行
型から逆転し、下3声部が4小節にわたって先行し、ソプラノを導き出す。
・合唱の最後のフレーズ、「lange（長く、丈高い）」では、バスパートに明瞭な十字音型が刻まれており、この
ように受難の明瞭な表象を示した合唱曲は、短い後奏を経て静かに終わる。

Ⅰ+Ⅱ

Ⅰ・火曜：①＋②＋④＝19曲
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