
マタイ受難曲　場面構成（２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 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

30 134
ｱﾘｱ
(alt)、
ｺｰﾗｽ

Ach, nun ist mein Jesus hin!
    Wo ist denn dein Freund hingegangen,
    O du Schönste unter den Weibern?
Ist es möglich, kann ich schauen?
    Wo hat sich dein Freund hingewandt?
Ach! mein Lamm in Tigerklauen,
Ach! wo ist mein Jesus hin?
    So wollen wir mit dir ihn suchen.
Ach! was soll ich der Seele sagen,
Wenn sie mich wird ängstlich fragen?
Ach! wo ist mein Jesus hin?

※対訳は著作権の
都合上カットしてあ
ります。
団内配布資料でご
確認ください。

プ
ロ
ロ
ー

グ

・8分の3拍子、ロ短調。
・合唱部分は、「雅歌」第6章1節から引用。
・第Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟ(アルトソロ）の、複雑で極めてニュアンスに富んだ音楽となって浮き彫りにされる
不安に満ちた悲嘆と、第Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ（合唱）の、簡素で素朴ともいえる雅歌のテキストが曲と
なって表される無関係な明るさとの対比。
・初稿(1727年）ではアルトアリアではなくバスのアリアだった。アルト・ロ短調に変更されたことに
より、後に出てくる第39曲のアルトソロ「Erbarme dich （主よ、憐れんでください）」（ロ短調）へ
の繋がりを指し示してもいる。

・一見アウフタクトに見えるリズムを強拍から起こすという独特のシンコペーション効果と、モチー
フを下へ下へと循環的にたたみかける扱いにより、「イエスがいなくなった」ことへの慌しい雰囲
気が全体を覆っている。
・第4小節、音楽が一旦停止するのは、バロック時代の音楽修辞法における「質問
（interrogatio）」と呼ばれたフィグーラ（音楽の表現する内容を聴き手に伝えるために用いる特
別な音の使い方や音型）で、フレーズの最後に疑問符を残すような働きがある。アリアの中で
も何箇所かに使用されており（第20小節、第53小節他、また「hin（どこへ）」が歌われる箇所
等）、疑問文アリアの性格を曲に与えている。

・第Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟの合唱は、アルトソロの問いに対し「あなたの恋人はどこに行ってしまったの？」と
別の疑問を投げかける形で参入。ニ長調。雅歌のテキストのように世俗的なマドリガル風な
性格を帯びており、バッハは明らかに意識して単調なまでな素朴さを描いたようだ。
・両者がそれぞれ問いを発する形で曲が進められるが、お互いは明瞭に隔てられた楽節を構
成し、混じり合うことがない。ソロに対し、合唱は3回「一緒に探しましょう」と呼びかけるが、世
界を隔てたままに、アルトソロの不安は消えないまま、問いかけの形で曲が終わる。

Ⅱ

31 142 福

Die aber Jesum gegriffen hatten,
führeten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas,
dahin die Schriftgelehrten und Ältesten
sich versammlet hatten.

Petrus aber folgete ihm nach von ferne
bis in den Palast des Hohenpriesters
und ging hinein und satzte sich bei die Knechte,
auf daß er sähe, wo es hinaus wollte.

Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat
suchten falsche Zeugnis wieder Jesum,
auf daß sie ihn töteten,
und funden keines.

最
高
法
院
で
の
裁
判

【場面】イエスは大祭司カイアファの元に連行される。カイアファの邸宅には最高法院を構成す
る議員たちが集まっていた。ペテロは一旦逃走したものの、成り行きを案じてこっそり後をつけて
ゆき、手下たちに混じって座った。

・聖句26章57-60節
・ペテロが後をつけてくるくだり「Petrus aber folgete ihm nach von ferne（さて ペトロはイエス
の後を離れてついて行き）」（第6小節～）の音型は、後の「ペテロの否認」の場面（第38b曲）
の出だしに酷似。バッハは意図的に布石を打っている。
・偽証の試みのくだり「Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat（さて祭司
長と長老たち、そして全議会は）」（第11小節）からは♭圏に移行し、１部での裏切りの場面
を思い出させつつ、続く変ロ長調のコラールを導く。

Ⅰ

名古屋市民コーラス



番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

32 144 ｺﾗｰﾙ

Mir hat die Welt trüglich gericht’
Mit Lügen und mit falschem G’dicht,
Viel Netz und heimlich Stricke.
Herr, nimm mein wahr in dieser G’fahr,
B’hüt mich für falschen Tücken!

・アーダム・ロイスナーのコラール「私はあなたに望みをかけます、主よ（In dich hab ich gehofft,
Herr）」の第5節(1533年）。変ロ長調。
・歌詞の中核は「欺きと企み」であり、「イエスが天上の神に祈る」とも「イエスと同じ苦境に落
ちた信徒が、イエスに身をなぞらえた」とも解釈が可能。（こうした二重性の含みを、敢えてこの
場面に生かしている）
・場面的にも異常に大胆な和声付けが為され（第3小節　「Lügen（嘘）」、第10～11小節
「falschen Tücken（不実な企み）」等）、音域の高さもあいまって響きの上でも緊張したコラー
ル。

Ⅰ+Ⅱ

33 145
福、大祭
司、証人
Ⅰ・Ⅱ

Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten,
funden sie doch keins.

Zuletzt traten herzu zween falsche Zeugen und sprachen:
(Zeugen)„Er hat gesagt:
»Ich kann den Tempel Gottes abbrechen
und in dreien Tagen denselben bauen.«“
Und der Hohenpriester stund auf und sprach zu ihm:
(Hohenpriester)„Antwortest du nichts zu dem,
das diese wider dich zeugen?“
Aber Jesus schwieg stille.

【場面】イエスを死罪にするべく、偽証人が登場してイエスの罪を述べるが、イエスは黙して語
らない。

・聖句26章60-63節
・証人の二重唱（アルト、テノール）は、証言の一致を表すかのようにカノン（誓いや掟の象徴と
して用いられる）で始まるが、テノールの出だしがアルトより１オクターブ高いＡ音（ラ）であること
で、苦しい口裏合わせのような効果を出している。また、「bauen（建てる）」のメリスマ部の最
高音が、アルトがＥｓ音（♭ミ）であるのに対しテノールはＥ音（ミ）と半音できしませ、偽証のほ
ころびを表してる。その後ユニゾンで終了するのも、偽証がばれそうなのを慌てて取り繕っている
かのようである。

＝メモ＝
・ユダヤの掟では、二人が独自に同じ内容の証言をしなくては容疑者を死罪にできない。この
曲の部分でもわかるように、証言者二人が共謀して口裏合わせをしたことが示唆されているこ
とになる（だからこそ、バッハは、上記のような音型や音程の違いで偽証を表現したと思われ
る）。　なお、マルコ福音書では「証言はあったが混乱と不一致があった」ことが書かれており、ヨ
ハネとルカの福音書には偽証の件は記載が無い。
・ヨハネ福音書によると、過越祭の前にイエスがエルサレム神殿から商売人を追い出したときに
「この神殿を壊してみよ、三日で建て直してみせる」と発言したとある。そのためあながち偽証と
もいえないのだが、イエスの言う「神殿」とは「自身の体」のことであり、死後3日での復活のこと
を話したのであった。

Ⅰ・Ⅱ

34 148
ﾚﾁﾀ
（ten）

Mein Jesu schweigt
Zu falschen Lügen stille,
Um uns damit zu zeigen,
Daß sein Erbarmens voller Wille
Vor uns zum Leiden sei geneigt,
Und daß wir in dergleichen Pein
Ihm sollen ähnlich sein
Und in Verfolgung stille schweigen.

・テノール　レチタティーヴォ・アッコンパニャート
・ヴィオラ・ダ・ガンバのパートは、バッハがマタイ受難曲を自分で最後に指揮をした演奏のため
に付け加えたもの。

・イエスの「沈黙」への省察。2本のオーボエと通奏低音が鳴らし続ける8分音符は常に8分休
符と交互になってるが、これは「中断のフィグーラ」として「イエスの沈黙」を表現している。
・オーボエ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、通奏低音の器楽が10小節の間に奏する和音の数の合計が
39。これは、詩篇の第39篇　第10節における　「私は黙し、口を開きません。あなたが計らっ
てくださるでしょう。」という「沈黙の記述」に対応していると解釈する説もある（スメントによる）。
また、この詩篇はイエスの受難を予告するもののひとつと解釈されてきた歴史を持っている。

Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

35 149
ｱﾘｱ

（ten）

Geduld!
Wenn mich falsche Zungen stechen.
    Leid ich wider meine Schuld
    Schimpf und Spott,
    Ei, so mag der liebe Gott
    Meines Herzens Unschuld rächen.

・テノールアリア　イ短調
・伴奏が通奏低音のみに限られている、全曲中唯一の曲。

・通奏低音の8分音符が二つずつのスラーで区切られているのが印象的だが、スラーの持つ意
味「結ぶ」に掛けながら「口を固く結ぶ」という沈黙の表現を補強している。
・スラー部に対する鋭い付点リズムの部分では、歌詞の「falsche Zungen（不正な舌）」が刺
すさまを描いている。
・冒頭以降、12小節の間は全く同じ伴奏が3周り繰り返される。つまり、絶えず繰り返されるこ
と、変化のないことには「忍耐」（この曲のテーマ）が必要であることの証。
・スラーと付点の交互に奏される伴奏とは融合せずアリアが歌い続けられる。アリアの旋律は
角ばってぎくしゃくしたもので、「Schimpf（侮辱）」「Spott（嘲り）」「rächen（報いる、仇を討
つ）」といったきつめの言葉を際立たせ、印象づける造りになっている。

＝メモ＝
第1小節の最後の音、第2、3小節の第1拍と第3拍、第4小節の第1拍と第4拍をつなげると、
第15曲、第54曲などの受難コラール（O Haupt voll Blut und Wunden）の1行目の旋律にな
る。

Ⅱ

36a 154
福、大祭
司、ｲｴｽ

Und der Hohenpriester antwortete und sprach zu ihm:
(Hohenpriester)„Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott,
daß du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes?“
Jesus sprach zu ihm:
(Jesus)„Du sagest’s.
Doch sage ich euch:
Von nun an wird’s geschehen,
daß ihr sehen werdet des Menschen Sohn
sitzen zur Rechten der Kraft
und kommen in den Wolken des Himmels.“

Da zerriß der Hohenpriester seine Kleider und sprach:
(Hohenpriester)„Er hat Gott gelästert;
Was dürfen wir weiter Zeugnis?
Siehe, itzt habt ihr seine Gotteslästerung gehöret.
Was dünket euch?“
Sie antworteten und sprachen:

【場面】大祭司に「お前は神の子か」とずばり聞かれたキリストは、今まで沈黙を守っていたの
に突如肯定し、死刑のきっかけを与える。

・聖句26章63-66節

・イエスは大祭司からの問いに対し「Du sagest’s.（あなたの言うとおりだ）」の答えをロ短調の
明確なカデンツで回答。この「Du sagest’s.」は、新共同訳では「それはあなたが言っているこ
とだ」と訳すが、ルター派においては「そのとおり」との積極的な肯定と理解されていた。
・続いて弦合奏を率い「人の子が力ある方の右に座って天の雲に乗ってくるのを見る」という再
臨の預言に入る。
・第12小節、「den Wolken des Himmels（天の雲）」の部分では、雲で飛来するさまをヴァイ
オリンが高音域で浮遊する音型を作る。

・イエスの再臨の預言は、旧約聖書ダニエル書から引用されている。
「夜の幻を見ていると、見よ、『人の子』のような者が天の雲に乗り『日の老いたる者』の前に
来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆、彼に仕
え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない」　（「ダニエル書」第7章13,14
章）
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

36b 157 ｺｰﾘ (Chor)„Er ist des Todes schuldig!“

【場面】大祭司に神への冒涜についてどう思うかと問われた人々は、我れ先にイエスを処刑す
るよう叫ぶ。

・聖句26章66節
・この曲を冒頭とし、「マタイの心臓部」が開始し、ゴルゴタの場面まで続く。
・ト長調。わずか5小節の中に1,2ｸﾞﾙｰﾌﾟ合唱計8声が模倣的に扱われ、両アンサンブルで興
奮のさなかの群集心理を表現。
・勢いよく通奏低音が導入し、人々はほとばしるように「Er ist des Todes schuldig!（彼は死
に値する！）」と、互いを追いかける形で模倣的に歌い、繰り返し叫ぶ。最後の「schuldig!」は
全員一致の断定。

＝メモ＝
・本来、ユダヤの最高法院では、誤った審判を避けるために全員の意見が一致した場合は裁
決をやり直さなければならなかった。しかしイエスに関しては全員が一致して死刑を望んだにも
関わらず、裁決のやり直しは行われなかった。

Ⅰ,Ⅱ

36c 158 福
Da speieten sie aus in sein Angesicht
und schlugen ihn mit Fäusten.
Etliche aber schulgen ihn ins Angesicht und sprachen:

【場面】イエスは唾を吐かれ、殴られる。

・聖句26章67節
Ⅰ

36d 159
ﾄﾞｩｴ･ｺｰ

ﾘ
(Chor)„Weissage uns, Christe,
wer ist’s, der dich schlug?“

【場面】人々は「お前を打ったのは誰か当ててみろ」と嘲る。

・聖句26章68節
・ニ短調。嘲笑の合唱。終わりに向かって残虐性を帯びる。
・1,2ｸﾞﾙｰﾌﾟの合唱は応答の形をとり、お互いに合いの手を入れ合うように歌う。
・嘲り、加虐の快感を味わうようなリズミックな処理により、殴りつける情景が目に浮かぶようで
ある。特に第36小節めからは２つの合唱の掛け合いが、両側から降ってくるゲンコツを表現。

Ⅰ,Ⅱ

37 163 ｺﾗｰﾙ

Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht’?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder;
Von Missetaten weißt du nicht.

・コラールは、パウル・ゲルハルトの受難節コラール第3節で、第10曲に続いて2回目の登場（1
回目は第5節）。
・またこの曲は、前曲の第36d曲「お前を打っているのは誰だ」に対する答えの役目を持つが、
第9曲「主よ、私ですか？」に対する第10曲コラール「私です、私こそ」の応対の形に似てお
り、同じコラールを使った意図が見られる。

Ⅰ+Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

38ａ 164
福、女中
Ⅰ・Ⅱ、
ﾍﾟﾃﾛ

Petrus aber saß draußen im Palast;
und es trat zu ihm eine Magd und sprach:
(Magd)„Und du warest auch mit dem Jesu aus Galiläa.“
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach:
(Petrus)„Ich weiß nicht, was du sagest.“

Als er aber zur Tür hinausging,
sahe ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren:
(Magd)„Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth.“
Und er leugnete abermal und schwur dazu:
(Petrus)„Ich kenne des Menschen nicht.“

Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden,
und sprachen zu Petro:

【場面】大祭司のところに潜入したペトロは、居合わせた下女に「イエスと一緒に居た人だ」と
証言され、否定を重ねる。

・聖句26章69-73節
・冒頭、ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄにより「ﾍﾟﾄﾛ」の名が高いC音（ド）で響かせられ、聞き手にもﾍﾟﾄﾛに関す
る新しい話が始まるのだと分かる。
・下女1,2による2回の問い掛けは、いずれも素朴で明るい曲付けが為されているが、対するﾍﾟ
ﾄﾛの応答は、下女と同じような旋律をなぞってはいるものの、1回目は全音低いロ長調（か
つ、オウム返しに返答する様子からいかにも後ろめたさが隠れているように感じられる）になって
おり、2回目は最初がＥ音（ミ）という突然の高音域での反復になり、無理に嘘を隠そうとするう
ろたえぶりを暗示しているかのよう。
・ﾍﾟﾄﾛの一度目の否定は「leugnete（否認する）」、二度目は「schwur（誓う）」と、都度、激
しさを増している。

Ⅰ

38b 166 ｺｰﾗｽ
(Chor)„Wahrlich, du bist auch einer von denen;
denn deine Sprache verrät dich.“

・聖句26章73節
・ニ長調。場面にそぐわず、のどかにすら感じられる曲調。
・第19-20小節、テノールの「deine Sprache（あなたの訛り）」は他のパートから際立っており、
ﾍﾟﾄﾛのｶﾞﾘﾗﾔ訛りを表現していると思われる。

＝メモ＝
・ガリラヤ人は「ｓｈ」と「ｔ」の発音がはっきりせず、強い訛りがあった（そのためユダヤ教会堂での
聖書朗読や祝祷が禁じられていた）。

Ⅱ

38c 167 福、ﾍﾟﾃﾛ

Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören:
(Petrus)„Ich kenne des Menschen nicht.“

Und alsbald krähete der Hahn.
Da dachte Petrus an die Worte Jesu,
da er zu ihm sagte:
»Ehe der Hahn krähen wird,
wirst du mich dreimal verleugnen.«

Und ging heraus und weinete bitterlich.

【場面】3度目の否定の直後、鶏が鳴き、ﾍﾟﾄﾛはイエスの預言「あなたは鶏が鳴く前に3度私
を否定するだろう」を思い出し、涙にくれる。

・聖句26章74-75節

・ﾍﾟﾄﾛの3度めの否定は前の2回とは異なり、明確なフレーズになっている。直後にｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽ
ﾄが「Und alsbald krähete der Hahn.（すると同時に鶏の鳴き声がした）」と歌うのは、ﾍﾟﾄﾛのフ
レーズの5度高い同じ音型の反復（ｵﾘｼﾞﾅﾙ楽譜の音部記号は、ﾍﾟﾄﾛがバス記号、ｴｳﾞｧﾝｹﾞ
ﾘｽﾄがﾃﾉｰﾙ記号になっており、全く同じ音型）であり、「行為と結果」の対応を表している。ま
た、ﾍﾟﾄﾛに彼が言ったことをもう一度突きつけているようでもある。
・また、否定の言葉は「verfluchen（呪う）」にまで発展する。（形容詞では「くそいまいましい」
「ちきしょう」のような意味もある）

・第29小節「krähen（鳴く）」の音型には鶏の鳴き声の模倣が見られ、第30-31小節「Und
ging heraus（そして外に出て）」の音階上行ではﾍﾟﾄﾛがつ、と歩き出した様子が（さらに最高
音のB音（シ）まで達することにより悲痛な心境を強調）、第31-32小節「weinete（泣いた）」
ではメリスマによる嘆き悲しむ様子（もしくは涙が流れる様子）が描かれ、音型により情景が目
に浮かぶ形となっている。

Ⅰ

ペ
テ
ロ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

39 n ｱﾘｱ(alt)

Erbarme dich,
Mein Gott, um meiner Zähren willen!
    Schaue hier,
    Herz und Auge weint vor dir
    Bitterlich.

・ロ短調、アルトアリア。（第1グループ）
・マタイ受難曲の中でも特に長大であり、かつ胸打つ名曲のひとつ。ﾍﾟﾄﾛではなくアルトソロの
アリアになることで、主体がﾍﾟﾄﾛを踏まえながらも普遍的な人間存在へと広げられた。（第一
の弟子であるﾍﾟﾄﾛでさえこのような裏切りを犯した、それは自分自身にとっては一層切実な問
題である、として、アルトソロによる懺悔が為される）
・通奏低音には「ピチカート」の指示があり、「涙のしたたり」を具象化している。
・冒頭のアウフタクト、第1-2小節(2拍めまで）の通奏低音の拍の頭をつなげると「受難コラー
ル」の旋律になる（第35曲と同様）。
・冒頭「Erbarme （憐れんでください）」のモチーフは、短6度に跳躍してから音階的に戻ってくる
形をとっており、エクスクラマツィオ（感嘆）と呼ばれる悲しみや嘆きの表現によく用いられるフィ
グーラ。バロック時代には広く使われたもので、当時の聴衆にはより深く音楽が伝わったであろ
う。

Ⅰ

40 176 ｺﾗｰﾙ

Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld;
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets in mir befinde.

・コラールは、ヨーハン・リストの夕べの礼拝のためのコラール「Werde munter, mein Gemüte
（雄々しくあれ、私の心よ）」（1642年）の第6節、旋律の原型はヨーハン・ショープによるもの
（1625年）。

・前曲のアルトアリアのテーマ「涙」「後悔」の、客観的意識として「verglichen（贖い）」「Gnad
（恵み）」「Huld（愛）」「Sünde（罪）」等共同体の立場からの考えを表したコラール。
・コラールの1行目は嬰へ短調で始まり、2行目までにイ長調に移行。5行目「Ich verleugne
nicht die Schuld　（この罪を否定しません）」でロ短調に曇った後、6行目「Gnad und Huld
(恵みと恩寵）」でニ長調へ到達。最後に、イ長調に戻り、「ﾍﾟﾃﾛの否認」部分が閉じられる。

Ⅰ+Ⅱ

41ａ 178 福、ﾕﾀﾞ

Des Morgens aber
hielten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volks
einen Rat über Jesum,
daß sie ihn töteten.

Und bunden ihn,
führeten ihn hin
und überantworteten ihn dem Landpflieger Pontio Pilato.

Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte,
daß er verdammt war zum Tode,
gereuete es ihn,
und brachte herwieder die dreißig Silberlinge
den Hohenpriestern und Ältesten und sprach:
(Judas)„Ich habe übel getan,
daß ich unschuldig Blut verraten habe.“
Sie sprachen:

【場面】祭司長たちはイエスの死刑を決め、総督ピラトに引き渡すことにした。それを知ったユ
ダは後悔し、報酬として受け取った銀貨30枚を返してイエスに罪は無いと言う。

・聖句27章1-4節
・コラールでイ長調に安定したが、また嬰へ短調に戻り、ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄがイエスの死刑決定を
告げる。中では「töteten（殺す）」「Pontio Pilato(ﾎﾟﾝﾃｵ・ﾋﾟﾗﾄ）」の言葉が際立って目立つ。
なお、「töteten」直後の通奏低音の下降音型も、命を断たれた印象を与える。

＝メモ＝
最高法院には死刑執行権がなかったので、ﾛｰﾏ帝国から派遣されているユダヤ属州総督ポ
ンテオ・ピラトの判断に委ねなければならなかった。

Ⅰ

41b 180 ｺｰﾘ
(Chor)„Was gehet uns das an?
Da siehe du zu!“

【場面】祭司長たちは、後悔するユダを全く相手にしない。

・聖句27章4節
・第Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟが交差する、冷たく簡潔な合唱。最初はやや軽蔑的で面倒臭そうだが、次第
に同情のない冷酷なものに変わってゆく。
・そんな中にも、ﾌﾗｳﾄ･ﾄﾗﾍﾞﾙｿによって奏でられる第39曲アリアの憐れみのモチーフが垣間見
える。

Ⅰ,Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

41c 182
福、祭司
長ⅠⅡ

Und er warf die Silberlinge in den Tempel,
hub sich davon, ging hin
und erhängete sich selbst.

Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge
und sprachen:
(die Hohenpriester)
„Es taugt nicht, daß wir sie in den Gotteskasten legen,
denn es ist Blutgeld.“

【場面】ユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って自殺。

・聖句27章5-6節
・第24-25小節、「erhängete sich selbst（自分の首を吊った）」の部分の音型は、首吊りの
絵のような表象。
・第28小節以降の祭司長たちの論評は、まず模倣的な二重唱に始まり、「Blutgeld（血の代
金）」の部分で融合し、ロ短調で終わる。
・なお、第28～34小節の「Es taugt nicht, daß wir sie in den Gotteskasten legen,（これは
神殿の献金箱には入れられない）」の部分の通奏低音の音符の数は30個で、銀貨30枚に
相当している。

Ⅰ

42 184 ｱﾘｱ(bas)

Gebt mir meinem Jesum wieder!
    Seht, das Geld, den Mörderlohn,
    Wirft euch der verlorne Sohn
    Zu den Füßen nieder!

・バスアリア　ト長調（第Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ）
・ヴァイオリン独奏、弦合奏と通奏低音の編成、低声部独唱、等の点で、ﾍﾟﾄﾛの否定場面
のアルトアリア（第39曲）と対になっている。
・序奏の下降しては跳ね上がるモチーフは銀貨を神殿に投げ入れるさまを、また第5小節以
降の独奏ヴァイオリンの急速な音階は、銀貨が神殿の床に当たって跳ね返るさまの描写と解
釈できる。
・「私」＝ユダとすると、このアリアがユダの後悔と改悛を表し、バッハはペトロに与えられた許し
をユダにも与え、それにより先のペトロの場面と一対の「許しの場面」としてこの場面を構成し
たと考えられる。（「放蕩息子」の概念には、「悲惨の中から本当の信仰を知り、悔いて神に
迎えられる人」という深い意味がある。バッハがユダを放蕩息子になぞらえたとしたら、当時のユ
ダへの低い評価を考えるとかなり画期的なことといえる。）

＝メモ＝
「放蕩息子」のたとえ話（ルカによる福音書　第15章11-32節）・・・ある裕福な人に息子が２
人いた。弟は自分が貰う予定の財産をせがみ、家を出て放蕩三昧し使い果たす。豚のえさを
食するほど落ちぶれ、過ちを悟り、家に戻り「天にも父にも罪を犯しました。息子の資格はな
いがどうぞ雇い人に」と謝罪する。父親は叱るどころか「生きて帰ってきた」と温かく遇し、祝宴
まで開く。ところが、一生懸命真面目に父親に仕えてきた兄は納得できず、何故あんな弟を
厚遇するのかと不満を述べる。父親は「お前はいつも私と一緒におり、私のものはお前のもの
だ。しかし弟は死んでいたのに生き返った。祝宴を開くのは当たり前だ」と諭す。
→世間的には、兄が正しく弟が悪いのだろうが、聖書は弟こそが迎え入れられたと語る。これ
は、兄が真面目を自負するがゆえに自分を高め、正当化し、他人を差別する心境に陥って
いることへの警告でもある。逆に弟は悲惨の生活を体験したために我が身を悔い、父への感
謝を知り、神の認識に到達。根本的な体験を経ずにきれいごとの日常を送る人に神は必ず
しも目を止めない、という説話。

Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

43 190
福、ﾋﾟﾗ
ﾄ、ｲｴｽ

Sie hielten aber einen Rat
und kauften einen Töpfersacker
darum zum Begräbnis der Pilger.
Daher ist derselbige Acker
genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag.
Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias,
da er spricht:
»Sie haben genommen dreißig Silberlinge,
damit bezahlet ward der Verkaufte,
welchen sie kauften von den Kindern Israel,
und haben sie gegeben um einen Töpfersacker,
als mir der Herr befohlen hat.«

Jesus aber stund vor dem Landpfleger;
und der Landpfleger fragte ihn und sprach:
(Pilatus)„Bist du der Jüden König?“
Jesus aber sprach zu ihm:
(Jesus)„Du sagest’s.“

Und da er verklagt war von den Hohenpriestern und Ä
ltesten,
antwortete er nichts.
Da sprach Pilatus zu ihm:
(Pilatus)„Hörest du nicht,
wie hart sie dich verklagen?“
Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort,
also,daß sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.

【場面】ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄによりユダが返した銀貨の処理についての説明があった後、場面は総督
ピラトの前に移る。ピラトは、自分の問いには答えたもののユダヤの長老たちには沈黙を守るイ
エスを不思議に思う。

・聖句27章7-14節

・ユダの最期についてはマタイ以外の福音書では述べられていないが、ペトロにより使徒言行
録（1：16-20）で触れられている。ただ、「ユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのです
が、その地面にまっさかさまに落ちて、体が真ん中から裂け、はらわたがみな出てしまいまし
た。」「その土地は彼ら（エルサレム人）の言葉でアケルダマ、つまり血の土地と呼ばれるようにな
りました」とあり、マタイ福音書の結果とかなり異なる。（ユダの死の原因や土地の名前の由来
など、マタイが旧約成就の観点で物語を大幅に作り直した説もある）

・ピラトは開口一番「ユダヤ人の王なのか」と問う＝「ユダヤ王の僭称」の罪で告発されたことを
示す。（ユダヤ最高法院での死刑判決理由は「神を冒涜した」といういわゆる不敬罪だった
が、当時ﾛｰﾏ帝国に支配されていたユダヤでは、民族主義的反乱が多く起こり、ユダヤ人の
王と僭称する者も尐なくなく、この政治的反逆罪であれば簡単に有罪になるだろうとの最高
法院の企みもあったらしい）
・イエスの回答「Du sagest’s.（あなたの言っているとおりだ）」は、新共同訳では「それはあなた
が言っていることだ」だが、ルター派においては「そのとおり」との積極的な肯定と理解されてい
た。(第36a曲参照）

Ⅰ

44 194 ｺﾗｰﾙ

Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt
Der allertreusten Pflege
Des, der den Himmel lenkt;
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.

・コラールは、３度目の受難コラール（第15、17曲参照）。今までの受難ｺﾗｰﾙはﾊｽﾗｰの旋律
を元にしてﾊﾟｳﾙ・ｹﾞﾙﾊﾙﾄが作ったものだったが、この曲は歌詞のみｹﾞﾙﾊﾙﾄ作の詩篇コラール
「あなたの道を主にまかせよ、信頼せよ」の歌詞に基づくものが使われている（第1節）。この詩
篇ｺﾗｰﾙは普通、ﾊﾞﾙﾄﾛﾒｳｽ・ｹﾞｰｼﾞｳｽの別旋律で歌われているが、バッハはハスラーの旋律
を当てはめて編曲した。バッハの狙いは、音楽的統一を強化するとともに、様々なエピソードを
経ながら「受難」への道筋へと聴き手を引き戻すことにあるといえる。

・ｺﾗｰﾙでは、毅然として沈黙を守るイエスの姿に、父なる神への心からの信頼を読み取り、そ
れを模範にせよと信徒に勧める。
・ホ長調（第15曲）から変ホ長調(第17曲）に下がり、さらに半音下がってニ長調（この第44
曲）と、徐々に低くなっている。

＝メモ＝
・詩篇コラール「あなたの道を主にまかせよ、信頼せよ」は詩篇第37章5節による。

Ⅰ+Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

45a 195
福、ﾋﾟﾗ
ﾄ、ﾋﾟﾗﾄ
妻、ｺｰﾘ

Auf das Fest aber hatte der Landpflieger Gewohnheit,
dem Volk einen Gefangenen loszugehen, welchen sie wollten.
Er hatte aber zu der Zeit
einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern,
der hieß Barrabas.
Und da sie versammlet waren,
sprach Pilatus zu ihnen:
(Pilatus)„Welchen wollet ihr, daß ich euch losgebe?
Barrabam oder Jesum,
von dem gesaget wird, er sei Christus?“
Denn er wußte wohl,
daß sie ihn aus Neid überantwortet hatten.
Und da er auf dem Richtstuhl saß,
schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen:
(Weib)„Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten;
ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen!“

Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das
Volk,
daß sie um Barrabam bitten sollten
und Jesum umbrächten.

Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen:
(Pilatus)„Welchen wollt ihr unter diesen zweien,
den ich euch ich euch soll losgeben?“
Sie sprachen:
(Chor)„Barabam!“
Pilatus sprach zu ihnen:
(Pilatus) "Was soll ich denn machen mit Jesu,
von dem gesagt wird, er sei Christus?"
Sie sprachen alle:

【場面】ピラトはイエスの無罪を察し、祭のときに囚人を釈放する慣習を利用してイエスを放免
しようと思いつき、別の囚人バラバとイエスとどちらを釈放したいか人々に問う。しかし祭司長ら
に扇動された民衆はバラバを選ぶ。

・聖句27章15-22節

・「無実のイエスと関わらないように」とピラトの妻が話したというエピソードはマタイの福音書のみ
に見られるもの。これは、裁判に関するピラトの責任を免じてﾛｰﾏとの関係の悪化を避け、さら
にユダヤ教側にすべての責任を負わせようとする初代教会の姿勢を示すものと解釈されてい
る。曲的には効果的なｱｸｾﾝﾄとなり、ソプラノがハ長調～ト短調で明確に語る。（ﾍﾟﾃﾛ否認
シーンの下女のモチーフ）

・民衆が「バラバを！」と叫ぶシーンは、「マタイ受難曲」の聖書場面においてもっとも印象的な
箇所のひとつ。「ヨハネ受難曲」では口々に「バラバを！」を繰り返し、民衆がこぞって訴えてい
る様子が現れるが、「マタイ」では声を揃えて一度だけ合唱に「バラバを！」を叫ばせる方法を
とった。
・バ・ラ・バの３つの音符には嬰ニ音上の減七の和音が当てられるが、ニ短調の属和音から主
和音への解決を増四度（＝「音楽の悪魔」と呼ばれる音程）によって踏みにじる形で入ってく
るため、前後から隔絶した極めて衝撃的な効果を持つ。またこの和音自体にも二重の増四
度が含まれている。　このように、群集の選択の意思を不気味なほどの明確さで示している。

＝メモ＝
・バラバは「暴動で人殺しをして投獄された暴徒のひとり」（マルコ、ルカ）とも「強盗」（ヨハネ）と
もいわれているが、名前はバラバ・イエスであった（マタイ福音書）。

Ⅰ,Ⅱ

45b 199
ﾄﾞｩｴ･ｺｰ

ﾘ
(Chor)„Laß ihn kreuzigen!“

【場面】ピラトの「この者をどうすればよい？」との問いに、民衆は「十字架につけろ」と叫ぶ。

・聖句27章22節
・「Laß ihn kreuzigen!　（彼は十字架につけろ！）」の叫びは、イ短調の力強いフーガとしてバ
スから開始され、最後はきっぱりと断定的に終止。
・単なる群集の絶叫ではなく、残忍で頑迷に申し立てられる、扇動された群衆の計画的に準
備された挑戦。

Ⅰ+Ⅱ

46 201 ｺﾗｰﾙ

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe,
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.

・コラールは、ﾍｰルマン詩・ｸﾘｭｰｶﾞｰ旋律の「心よりお慕いするイエスよ」第4節。第3曲、19曲
に続いて3度目の同旋律コラール。
・「十字架につけろ！」の叫びに対する共同体（現・信徒）の反応を示すもので、第3曲と同じ
くロ短調で、「羊飼いと羊」「主としもべ」の比喩を用いつつ刑罰への驚きを表明。

Ⅰ+Ⅱ

47 202 福、ﾋﾟﾗﾄ
Der Landpfleger sagte:
(Pilatus)„Was hat er denn Übels getan?“

【場面】ピラトは「イエスはどんな悪事をしたのか」と問う。

・聖句27章23節
Ⅰ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

48 202 ﾚﾁﾀ(sop)

Er hat uns allen wohlgetan,
Den Blinden gab er das Gesicht,
Die Lahmen macht’ er gehend,
Er sagt’ uns seines Vaters Wort,
Er trieb die Teufel fort,
Betrübte hat er aufgericht’,
Er nahm die Sünder auf und an.
Sonst hat mein Jesus nichts getan.

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート（ソプラノⅠ）
・ピラトの「彼は何をしたのだ」の問いに対して「Er hat uns allen wohlgetan,（彼は私たち皆を
慰めたのです」と答える形でソプラノが語る。
・歌詞の内容は、イエスの「善き行い」の列挙。
・楽器編成はオーボエ・ダ・カッチャ2本と通奏低音。ダ・カッチャは終止3度平行のまま奏され
（＝「愛」の寓意）、イエスの愛・イエスへの愛を象徴する。通奏低音はロングトーンと大幅な歩
みの音型を繰り返し、「盲人に視力を与え」「足の不自由な人を歩ませ」るというイエスの奇跡
のイメージを思い起こさせる。
・ホ短調から始まった曲は最後にハ長調へと明るみ、終止平行に寄り添っていたダ・カッチャの
動きが変化することで歌詞を印象づけながら次のアリアへ移る。

Ⅰ

49 204 ｱﾘｱ(sop)

Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiß er nichts,
    Daß das ewige Verderben
    Und die Strafe des Gerichts
    Nicht auf meiner Seele bliebe.

・ソプラノアリア
・楽器編成はオーボエ・ダ・カッチャ２本とフラウト・トラヴェルソのみで、通奏低音がない「バセッ
トヒェン」（第29曲参照）。
・オーボエ・ダ・カッチャは事実上通奏低音の役を担っているが、音域は高めを保持。そのスタッ
カートの和音の上では、フラウト・トラヴェルソが天上から流れ出るようなイエスの愛の旋律を奏
でており、音域、音色からいってもイエスの一点の曇りも無い清らかさを具象化している。
・「神の三位一体」の具象
　　・３／４拍子
　　・3声（楽器）のオブリガート
　　・最初の「Liebe（愛）」の語は3小節に及ぶ
　　・最初の「Liebe（愛）」の語は3回繰り返す
　　・第22小節の「sterben（死ぬ）」も3小節
　　・ﾌｪﾙﾏｰﾀを伴い全パート総休止となる「sterben（死ぬ）」が3回
・最初の「Liebe（愛）」の音符数は17個。「17」は成就の象徴と解される。（旧約の律法の数
10＋新約の恵みの数７）
・第22小節で「sterben（死ぬ）」を3小節とって強調するが、この「22」は「受難詩篇」の数※で
あり、死につながっている。
・バッハは、「愛」と「死」という一見相反する概念を強調しつつもひとつの流れに溶かし込むこと
で、イエスの行為における愛と死が表裏一体のものであることを語ろうとしている。

=メモ＝
※受難詩篇22：2　「私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離
れ、救おうとせず　呻きも言葉も聞いてくださらないのか」＝イエスが十字架上で口にした「エ
リ、エリ、レマ、サバクタニ」

Ⅰ

50a 209 福 Sie schreien aber noch mehr und sprachen:
【場面】裁判の場面に戻り、ピラトの問いに民衆が答える。

・聖句27章23節
Ⅰ

50b 209
ﾄﾞｩｴ･ｺｰ

ﾘ
(Chor)„Laß ihn kreuzigen!“

・聖句27章23節
・二度目の「„Laß ihn kreuzigen!“（十字架につけろ！）」の合唱。一度目（第45b曲）と同じ
音楽であるが、全音高いロ短調に置かれたこと、またユニゾンでの重なり合いにより、群集の
興奮の高まり、確信に満ちた要求・主張を表現している。

Ⅰ+Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

50c 210 福、ﾋﾟﾗﾄ

Da aber Pilatus sahe, daß er nichts schaffete,
sondern daß ein viel größer Getümmel ward,
nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk
und sprach:
(Pilatus) "Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten,
sehet ihr zu!"
Da antwortete das ganze Volk und sprachen:

【場面】暴動の危険を感じたピラトは、群集の前で手を洗い、「正しい人の血」に責任がない
ことを宣言する。

・聖句27章24-25節

＝メモ＝
こうした場合に「手を洗う」のは、ﾛｰﾏ人ではなくﾕﾀﾞﾔ人の習慣であった。本来責任を負うはず
のピラトを敢えて免責する意図のもとに記述されていたとみるべきか。（おそらく、ｲｴｽ死後のﾕ
ﾀﾞﾔの民族主義運動活発化→ﾕﾀﾞﾔ戦争→ｴﾙｻﾚﾑ崩壊という歴史からみると、「政治犯」を
神の子として仰ぐキリスト教徒がﾕﾀﾞﾔ教と一線を画して生き延びてゆくためにﾛｰﾏとの妥協を
余儀なくされたもの。）

Ⅰ

50d 212 ｺｰﾘ (Chor)„Sein Blut komme über uns und unsre Kinder.“

【場面】民衆は、責任は自分たちﾕﾀﾞﾔ人にあるとピラトに対し宣言する。

・聖句27章25節
・上昇しては下降するモチーフの繰り返しがロ短調－ニ長調で歌われる。憎しみと盲目的な
殺人欲の暗く波打つ感情で始まり、最後に神の報復の掟への厚顔な軽蔑に至ると解され
る。

＝メモ＝
・これら一連の手を洗うくだりとユダヤ人に責任があるとの宣言についてはマタイ福音書にしか
述べられていない。マタイは、「その血は私たちとその子孫を襲うように」と言ったと明記し、ユダ
ヤ人を断罪している。
・ギリシャ語原文には動詞がなく、「komme(来たれ）」はルターによって補われたもの。

Ⅰ+Ⅱ

50e 216 福

Da gab er ihnen Barrabam los,
aber Jesum ließ er geißeln
und überantwortete ihn,
daß er gekreuziget würde.

【場面】ピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打たせ、十字架につけるために引渡した。

・聖句27章26節
Ⅰ

51 216 ﾚﾁﾀ(alt)

Erbarm es Gott!
Hier steht der Heiland angebunden.
O Geißelung, o Schläg, o Wunden!
Ihr Henker, haltet ein!
Erweichet euch der Seelen Schmerz,
Der Anblick solchens Jammers nicht?
Ach ja! ihr habt ein Herz,
Das muß der Martersäule gleich
Und noch viel härter sein.
Erbarmt euch, haltet ein!

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート（アルトⅡ）
・それまでしばらく♯圏の曲が続いていたため、突然の♭圏への転調が印象を強くする効果。
・鞭打ちを暗示する生々しい付点リズムが支配的。弦楽器は、全小節にわたり終止鋭く付
点を利かせ続ける。
・アルトソロの語りは音域を大きく上下し、その中で跳躍や頻繁な中断を織り込み、言葉の強
い情念を再現。

Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

52 218 ｱﾘｱ(alt)

Können Tränen meiner Wangen
Nichts erlangen,
O, so nehmt mein Herz hinein!
    Aber laßt es bei den Fluten,
    Wenn die Wunden milde bluten,
    Auch die Opferschale sein!

・アルトアリア、ト短調
・鞭打ちのリズムは尐し緩み、現実を離れて内面化され、嘆きと献身のアリアとなっている。
・ヴァイオリン2声のﾕﾆｿﾞﾝは、ゆったりした付点リズムのモチーフの末尾に6度上へ身を起こすｴ
ｸｽｸﾗﾏﾂｨｵの音型（第39曲参照）を用い、苦痛、悲嘆を表している。
・アルトソロでは、シンコペーションを多用したリズムで「頬を流れる涙」「心の献呈」が歌われて
おり、鞭打ちの形容は見られない。鞭打ちを形容する器楽と一線を画す二重構造で「信ずる
者の敬虔な感情」を改めて表現している。

Ⅱ

53a 224 福

Da nahmen die Kriegesknechte des Landpflegers
Jesum zu sich in das Richthaus
und sammleten über ihn die ganze Schar
und zogen ihn aus
und legeten ihm einen Purpurmantel an
und flochten eine dornene Krone
und satzten sie auf sein Haupt
und ein Rohr in seine rechte Hand
und beugeten die Knie vor ihm
und spotteten ihn und sprachen:

【場面】ピラトの兵卒たちはイエスを官邸の中へ引き立て、嘲弄する。

・聖句27章27-29節
・「flochten eine dornene Krone（茨の冠）」　「beugeten die Knie（ひざまずいて）」の箇所に
は、冠を具象化した半円形の音型や、ひざまずくような音型の絵画的描写が見られる。

＝メモ＝
「兵卒」は、主としてパレスティナ系の非ﾕﾀﾞﾔ人で、普通200～600人だったようである。兵隊
の緋色の外套を紫の王衣に見立て、茨の冠を王冠に、葦の棒を王笏に見立てて万歳を叫
ぶという行為は、風刺的な嘲りの方法として当時珍しいものではなかったようだが、兵卒全員
がこの行為に及ぶ意図はよくわかっていない。単なる興味、軽蔑、民族的反感、またはイエス
が真の王であるという確信から福音書が敢えてこのような記述をしたのかもしれない。（ルカに
はこのくだりの記述がない）

Ⅰ

53b 225 ｺｰﾘ (Chor)„Gegrüßet seist du, Jüdenkönig!“

・聖句27章29節
・二重合唱が互い違いに「発言」することで嘲笑を表現。最後の「Jüdenkönig!（ﾕﾀﾞﾔ人の王
様！）」の言葉で初めて声が合わさる。
・器楽ではフラウト・トラヴェルソがいかにも浮薄な動きをして嘲笑に効果を添える。
・この挨拶は伝統的なカエサルに対する挨拶（Ave,Caesar！）。同じ挨拶をｹﾞﾂｾﾏﾈではﾕﾀﾞ
がｲｴｽに送り、第54曲のｺﾗｰﾙの終わりでは我々自身がｲｴｽに送る。

Ⅰ,Ⅱ

53c 226 福
Und speieten ihn an
und nahmen das Rohr
und schlugen damit sein Haupt.

・聖句27章30節
・兵卒は葦の王笏でイエスの頭（Haupt）を叩き、その行為を受けて次のコラールが導き出され
る。

Ⅰ

54 227 ｺﾗｰﾙ

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron,
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret,
Gegrüßet seist du mir!

Du edles Angesichte,
Dafür sonst schrickt und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie bist du so bespeit,
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht’?

・コラールは、4度目の受難コラール（第15、17、44曲参照）。ﾊｽﾗｰ/ﾊﾟｳﾙ・ｹﾞｰﾙﾊﾙﾄ作の第
1節。
・コラールの第1節に戻って採用されていること、この第54曲のみ2回繰り返され1、2節を歌うこ
と、今までの受難ｺﾗｰﾙの中で一番高い調性（ヘ長調）が選択されていることから、今回の採
用が一番メインであるということがわかる。このｺﾗｰﾙはもう一度出てくる（第62曲イエスの死の
場面）。
・第1節が採用されたのは前曲の第53ｃ曲で「イエスの頭（Haupt）を叩いた」ことに言及されて
いるため。
・今までのこの受難ｺﾗｰﾙは、ホ長調（第15曲）→変ホ長調（第17曲）→ニ長調（第44曲）と
下降して推移してきたが、この第54曲では逆転して最も高いヘ長調となる。前半の二短調の
和声づけによる下3声部の高い音域、冒頭のバスの突然の力強い下降音型など、他の曲に
は見られない編曲である。

Ⅰ+Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

55 229 福

Und da sie ihn verspottet hatten,
zogen sie ihm den Mantel aus
und zogen ihm seine Kleider an
und führeten ihn hin,
daß sie ihn kreuzigten.

Und indem sie hinausgingen,
funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon;
den zwungen sie,
daß er ihm sein Kreuz trug.

【場面】兵卒たちはイエスに元の服を着せ、十字架につけるために引き立てて行った。出て行く
時、クレネ人シモンに強要してイエスの十字架を負わせた。

・聖句27章31-32節
・第5小節「kreuzigten（十字架につけるために）」部分は、歌にも通奏低音にも著しい十字
架音型が現れ、聴き手にも十字架のときが間近に迫っていることを知らしめる。

Ⅰ

56 230 ﾚﾁﾀ(bas)

Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut
Zum Kreuz gezwungen sein;
Je mehr es unsrer Seele gut,
Je herber geht es ein.

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート（バスⅠ）
・2本のﾌﾗｳﾄ・ﾄﾗｳﾞｪﾙｿが並行して奏する3つの音符の上下する動きは、ｲｴｽとｼﾓﾝの歩みを
表現。
・調性は、ヘ長調からト短調を経てニ短調へと進み、♭圏特有の内省的な味わいをかもし出
している。
・シモンに関する記述は「マタイ」の中には詳しくないが、「信徒が十字架を背負う」という観点
でこのﾚﾁﾀﾃｨｰｳﾞｫと続くﾊﾞｽｱﾘｱが置かれている。

Ⅰ

57 230 ｱﾘｱ(bas)

Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
    Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
    So hilfst du mir es selber tragen.

・アリア（バスⅠ）
・ヴィオラ・ダ・ガンバのソロあり。（バッハは最初リュート伴奏の曲として書いたが、1736年の改
稿時にｶﾞﾝﾊﾞへと置き換えた）
・十字架を強いられるのではなく、信徒は喜んでｲｴｽから十字架を受け取り背負うという表現
に変わってゆく。前曲で「herber（苦い）」とされた味も「süßes（甘い）」に変化。
・バスの旋律は十字架音型が支配し、かつ高い音への跳躍が見られ、苦しみの中から高みを
仰ぐ、絶えず上行しようとする意思を表している。

Ⅰ

58a 237 福

Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha,
das ist verdeutschet Schädelstätt,
gaben ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet;
und da er’s schmeckete,
wollte er’s nicht trinken.

Da sie ihn aber gekreuziget hatten,
teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum,
auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten:
»Sie haben meine Kleider unter sich geteilet,
und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.«
Und sie saßen allda und hüteten sein.

Und oben zu seinem Häupten
hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben,
nähmlich:
»Dies ist Jesus, der Jüden König.«
Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget,
einer zur Rechten und einer zur Linken.

Die aber vorübergingen, lästerten ihn
und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:

【場面】一行はゴルゴタに到着し、ｲｴｽは十字架につけられる。

・聖句27章33-40節
・ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄは到達地が「ｺﾞﾙｺﾞﾀ」であることを、高いＣ音（ド）を引き伸ばすことで強調。そ
のほか、預言書に書いてあった「Sie haben meine Kleider unter sich geteilet,und über
mein Gewand haben sie das Los geworfen.　（『彼らは私の上着を分けあい、私の下着をく
じ引きにした』）」の部分はロ短調からニ長調へのカデンツに、またｲｴｽの頭上に掲げられた
「Dies ist Jesus, der Jüden König.　（『これはイエス、ユダヤ人の王である』）」は嬰ハ短調か
ら嬰ハ長調へのカデンツを構成し、クローズアップしている。

＝メモ＝
・イエスに飲ませようとした「苦味のある酸っぱいぶどう酒」・・・受刑者に麻酔作用のある飲み
物を差し出すのは当時の女性たちの習慣であり、マルコ福音書では「没薬を混ぜたぶどう酒」
が差し出されたがイエスはそれを受けず、苦痛を敢えて受け入れる決意を示した。しかしマタイ
福音書では、「苦いものを混ぜた酸いぶどう酒」となっておりイエスは舐めただけで飲まなかった
とある。これは詩篇にある「人はわたしに苦いものを食べさせようとし　渇くわたしに酢を飲ませよ
うとします」（第69篇22節）からとられており、悪意あるいじめの手段と考えられる。
・兵卒がくじを引いて衣を分けること・・・詩篇第22番（受難詩篇＝第49曲参照）の預言の成
就とされている。「骨が数えられる程になったわたしのからだを　彼らはさらしものにして眺め　わ
たしの着物を分け　衣を取ろうとしてくじを引く。」（18-19節）　　（ルターはこの詩篇についての
注解を聖書文中に引用しているが、現代諸版では省かれている。）

Ⅰ

ゴ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

58b 240 ｺｰﾘ

(Chor)„Der du den Tempel Gottes zerbrichst
und bauest ihn in dreien Tagen,
hilf dir selber!
Bist du Gottes Sohn,
so steig herab vom Kreuz!“

【場面】人々はｲｴｽを中傷し、「神の子なら自分自身を救ってみせよ」と罵った。

・聖句27章40節
・第36b曲から始まった「マタイ受難曲心臓部」はこの第58b、58d曲で枠を閉じる。
・2群の合唱の掛け合いで曲が始まり、終わりのほうで両ｸﾞﾙｰﾌﾟが合体して最後は全声部が
決定的な言葉「vom Kreuz！（　《十字架から》　降りてこい）！」を発する。
・また、フーガ部分は「steig（降りてこい）」を下降形で何度も繰り返す。

Ⅰ,Ⅱ

58c 245 福
Desgleich auch die Hohenpriester
spotteten sein samt den Schriftgelehrten und Ältesten
und sprachen:

【場面】祭司長らも一緒になって嘲った。

・聖句27章41節
Ⅰ

58d 246 ｺｰﾘ

(Chor)„Andern hat er geholfen
und kann ihm selber nicht helfen.
Ist er der König Israel,
so steige er nun vom Kreuz,
so wollen wir ihm glauben.
Er hat Gott vertrauet,
der erlöse ihn nun,
lüstet’s ihn;
denn er hat gesagt:
»Ich bin Gottes Sohn.«“

・聖句27章42-43節
・第36b曲と対応して同じト長調になっており、「心臓部」を締めくくっている。
・第58b曲と同様に、2群の合唱の掛け合いで曲が始まり、途中から両ｸﾞﾙｰﾌﾟが合体。また、
やはり同様にフーガ部分は「steig（降りてこい）」を下降形で何度も繰り返す。
・第46～48小節のソプラノとテノールの「Ist er der König Israel,（ｲｽﾗｴﾙの王ならば）」は、第
1曲（冒頭合唱曲）のｺﾗｰﾙ「おお神の子羊」の同一の旋律。
・最後に全声部で声を合わせる「Ich bin Gottes Sohn.（私は神の子だ）」では突然のﾕﾆｿﾞﾝ
となり、不気味なほどの印象を与える。
・ホ短調で終了するこの曲をもって、長い裁判のシーンが終了する。

Ⅰ,Ⅱ→
Ⅰ+Ⅱ

58e 250 福
Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder,
die mit ihm gekreuziget waren.

【場面】ｲｴｽと共に十字架につけられた人殺したちも同じように罵った。

・聖句27章44節
Ⅰ

59 250 ﾚﾁﾀ(alt)

Ach Golgatha, unselges Golgatha!
Der Herr der Herrlichkeit muß schimpflich hier verderben,
Der Segen und das Heil der Welt
Wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt.
Der Schöpfer Himmels und der Erden
Soll Erd und Luft entzogen werden.
Die Unschuld muß hier schuldig sterben,
Das gehet meiner Seele nah;
Ach Golgatha, unselges Golgatha!

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート（アルトⅡ）
・変イ長調で、前合唱（第58d曲）のト長調と対比をなしている。
・通奏低音のチェロにはﾋﾟﾂｨｶｰﾄの指示があるが、このチェロは鐘の響きを模倣したもの（オル
ガンとヴィオローネにも鐘、弔鐘の音を認められる）。
・2本のオーボエ・ダ・カッチャが並行を保持した甘い動きで鐘とアルトの嘆きの間を流れる。
・アルトソロは、当時「硬い（苦難の）跳躍」と呼ばれた不協和音な音程跳躍が続出。冒頭の
「Ach Golgatha, （ああ、ゴルゴタよ）」は長6度の下降で深い陰影を表すが、イエスが栄光から
失墜する暗示ともいえる。曲の終わり（第14小節）では下降が長7度まで拡大され、さらに落
ち方が広くなる。
・「Herrlichkeit（栄光）」「Kreuz（十字架）」「Himmels（天）」「Luft（大気）」などの言葉は高
音に、「verderben（滅び）」「Welt（世）」「Erden（地）」「Seele（魂）」 などは低音に置いて対
比させつつ、「Die Unschuld muß hier schuldig sterben,（罪無き方が罪人として死ななけれ
ばならない）」ことを強調させている。

Ⅰ

60 252
ｱﾘｱ
(alt)、
ｺｰﾗｽ

Sehet, Jesus hat die Hand,
Uns zu fassen ausgespannt,
    Kommt! － Wohin? － In Jesu Armen.
Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen,
    Suchet! － Wo? － In Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
Ihr verlaßnen Küchlein ihr,
    Bleibet! － Wo? － In Jesu Armen.

・アリア（アルトⅠ）と合唱。シオンの娘（アルトソロ）から「信ずる者たち（第Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ合唱）」へ
の呼びかけと応答。
・冒頭の通奏低音（第1～3小節）では2ｵｸﾀｰﾌﾞにわたる大きな十字架音型が展開され、眼
前にそそり立つ十字架の具象とも、イエスが腕を広げて抱きとめてくれる姿の暗示とも解釈で
きる。
・歌詞は、アルトソロの命令的な呼びかけ（鼓舞）が印象的で、それに対してｺｰﾗｽは短い問
いを発する。
・「両腕を開く」ことは、抱くことと祝福のポーズ。

Ⅱ

ゴ
ル
ゴ
タ

名古屋市民コーラス



番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

61a 258 福、ｲｴｽ

Und von der sechsten Stunde an
war eine Finsternis über das ganze Land
bis zu der neunten Stunde.

Und um die neunte Stunde
schriee Jesus laut und sprach:
(Jesus)„Eli, Eli, lama asabthani?“
Das ist: »Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? «
Etliche aber, die da stunden,
da sie das höreten,
sprachen sie:

【場面】正午頃、暗闇が地を覆いつくし、それは午後3時まで続いた。そして3時頃、イエスは
悲痛な叫びを上げる。

・聖句27章45-47節

・正午頃の暗闇は3時間であり、この場面では「3」の象徴が多く見られる。冒頭は変ホ長調
で始まり（♭が3個）、ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄの語り「Und von der sechsten Stunde an war eine
Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde.（さて 昼の十二時になると暗
闇が地を覆いつくし、それが三時まで続いた）」　に使用された音符の数は27個（3×3×3）、
「Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut und sprach　（そして 三時頃イエスは大
きな声で叫んで言った）」まで含めると39個。
・「Finsternis（暗闇）」の言葉はその前後の調性とは異質なＦｅｓ音（ファ♭）で強調されてお
り、さらに通奏低音は沈黙して闇が覆う静寂の様子を表している。
・3時ごろの叫びのシーンでは、ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄは「laut（叫んで）」を高いＡ（ラ）音で痛ましげに、
文字通り「叫んで」いる。
・イエスの叫び「エリ、エリ、ラマ、アザプタニ？」では背景の弦合奏が姿を消し、それまでの「御
言葉」とは音楽的にもはっきり区別されている（それまでのイエスの言葉には常に弦楽器が後
光のように奏でられていた）。また、ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄは同じ言葉をドイツ語に変えて繰り返すが、
音的には4度高い音域になっている。

＝メモ＝
・正午からの暗闇については、日蝕という説もあるが、「当日が過越祭で満月に近かったはず
なので日蝕ではなく超自然的なもの（ｶｰﾛﾌ説）」とも言われる。また、旧約聖書ｱﾓｽ書との関
連を指摘する説もある。（第8章9節「その日が来ると、と主なる神は言われる。　わたしは真
昼に太陽を沈ませ　白昼に大地を闇とする。」）
・「エリ、エリ～」の言葉については、イエスが人間的苦悩から神への恨み言を述べたという解
釈や、受難詩篇第22番（第49曲参照）を引用して自らの行為が旧約聖書の成就だというこ
とを明らかにしたという解釈などがある。
・アラム語では「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」

Ⅰ

61b 259 ｺｰﾗｽ (Chor)„Der rufet dem Elias!“

【場面】人々はｲｴｽの言葉を聞き間違えて「ｴﾘﾔを呼んでいる」と言う。

・聖句27章47節
・合唱はわずか1小節のみだが、背後ではｳﾞｧｲｵﾘﾝが人々のざわめきを表現している。

＝メモ＝
・旧約聖書の大預言者エリヤは、終末のときに再来してメシア到来のさきがけをなすと考えら
れていたため、人々はイエスがエリヤを呼ぶものと考えた。

Ⅰ

61c 260 福

Und bald lief einer unter ihnen,
nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig
und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn.

Die andern aber sprachen:

【場面】一人がイエスに駆け寄り、海綿に酸いぶどう酒を浸し、それを口元に飲ませようとす
る。

・聖句27章48-49節

Ⅰ

61d 261 ｺｰﾗｽ
(Chor)„Halt! laß sehen,
ob Elias komme und ihm helfe?“

【場面】人々は、エリヤが来るかどうか見てみようと言う。

・聖句27章49節
・合唱は3小節で、今度はｳﾞｧｲｵﾘﾝにﾌﾗｳﾄ･ﾄﾗﾍﾞﾙｿが加わり喧騒を表現。

Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

61e 261 福
Aber Jesus schriee abermal laut,
und verschied.

【場面】イエスは大声で叫ぶと、孤独の中で息を引き取った。

・聖句27章50節
・「verschied（息を引き取った）」部分は、歌も通奏低音も下降音型になっており、イエスが首
を垂れた様子が伺える。（首を垂れるさまは、愛をもって我々のほうに身をかがめてくれている
ようだとの解釈もある。）

Ⅰ

62 262 ｺﾗｰﾙ

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!

・コラールは、5度目の受難コラール（第15、17、44、54曲参照）。ﾊｽﾗｰ/ﾊﾟｳﾙ・ｹﾞｰﾙﾊﾙﾄ作
の第9節。
・前回の第54曲（ヘ長調）に比べると４度も低いイ短調であるが、「ミ－ミ」の枠組みをもつフリ
ギア旋法を用いているため、より古風な落ち着き、鎮魂の様子が表れている。（たとえば、最
後の和音でバスはラの音をとらず、ソプラノと同じミの音で終止している。）

＝メモ＝
・フリギア旋法は、古来「悲しみの表現にふさわしい」とされてきた。
・メンデルスゾーン蘇演の際には、全曲中でこのｺﾗｰﾙのみがア・カペラで歌われ、静謐な効果
を作り出したといわれる。以降それがロマン的再現の伝統として受け継がれたが、今日では
めったに採用されていない。

Ⅰ+Ⅱ

63a 263 福

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß
in zwei Stück von oben an bis unten aus.
Und die Erde erbebete,
und die Felsen zerrissen,
und die Gräber täten sich auf,
und stunden auf viel Leiber der Heiligen,
die da schliefen,
und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung
und kamen in die heilige Stadt
und erschienen vielen.

Aber der Hauptmann
und die bei ihm waren und bewahreten Jesum,
da sie sahen das Erdbeben und was da geschah,
erschranken sie sehr und sprachen:

【場面】イエスの死と共に天変地異が起こり、墓が開いて聖人が蘇る。イエスを見張っていた
百人隊長と部下は驚愕する。

・聖句27章51-54節
・突然ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄが「Und siehe da　（すると、見よ）」と鋭い上昇音型（ハ長調の上行分散
和音）で聴衆の注意をひきつけ、以後天変地異の様子が歌と通奏低音のみで劇的に表現
される。
　・「in zwei Stück（真っ二つに裂けた）」の前後の通奏低音は、言葉
　　どおり半分に分かれて裂けている。
　・「von oben an bis unten aus（上から下まで）」は、言葉だけで約
　　2ｵｸﾀｰﾌﾞ、続く通奏低音も2ｵｸﾀｰﾌﾞと、合計4ｵｸﾀｰﾌﾞの大下降。
　・「Und die Erde erbebete,（また、大地が震え）」からの通奏低音は
　　大地の鳴動をリアルに響かせている。

＝メモ＝
・ヨハネによる福音書にはこの天変地異のくだりがないが、バッハは「ヨハネ受難曲」にも敢えて
この逸話を挿入している。
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

63b 266
ﾄﾞｩｴ･ｺｰ
ﾘ・ｲﾝ・ﾕ

ﾆｿﾞﾝ
(Chor)„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.“

【場面】天変地異が鎮まった後の、百人隊長とその部下の驚きの言葉（信仰告白とも）。

・聖句27章54節
・この合唱にはあえて「Due chori in unisono（２群の合唱のﾕﾆｿﾞﾝ）」の指示があり、バッハの
意図として「シオンの娘」と「信じる者たち」が一緒に声を合わせるようになっている。
・合唱句2小節め冒頭では、女声が「Sohn（子）」、男声が「Gottes（神）」を同時に歌い、概
念が結合される。イエスを神の子と認め、子と神が本質をひとつにすることの象徴的表現とみ
られる。また、合唱部分に十字架音型が認められる。

＝メモ＝
・バスの音符数は14個。ＢＡＣＨの文字の合計を数字で表すと14になるので（B[2]＋Ａ［1］＋
C[3］＋H［8］＝14）、バッハはひそかにこの十字架部分に信徒としての自分の名前を書き込
み、自分自身の信仰告白としたのかもしれない（バッハのパートはバスだった）。

Ⅰ+Ⅱ

63c 266 福

Und es waren viel Weiber da,
die von ferne zusahen,
die da waren nachgefolget aus Galiläa
und hatten ihm gedienet;
unter welchen war Maria Magdalena,
und Maria, die Mutter Jakobi und Joses,
und die Mutter der Kinder Zebedäi.

Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia,
der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war.
Der ging zu Pilato,
und bat ihn um den Leichnam Jesu.
Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.

【場面】ｲｴｽの死を見守る女性たちの姿。夕暮れ、ｲｴｽの弟子であった裕福な男、アリマタヤ
のヨセフがピラトのところへ行き、ｲｴｽの遺体を渡してくれるよう頼む。

・聖句27章55-58節
・ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄはト短調の旋律で女性たちを感動をもって紹介し、ヨセフがｲｴｽの遺骸を下げ
渡された次第を語る。

Ⅰ

64 268 ﾚﾁﾀ(bas)

Am Abend, da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar;
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder
Und trug ein Ölblatt in den Munde.
O schöne Zeit ! O Abendstunde!
Der Friedensschluß ist nun mit Gott gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kömmt zur Ruh,
Ach! liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames, o köstlichs Angedenken!

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート（バスⅠ）
・前曲でヨセフがピラトのところへ行ったのが「夕暮れ」であり、そこからアダムの堕落（＝人間た
ちの罪）が明らかになったときも夕暮れ、ノアの箱舟に鳩がオリーブをくわえて戻り洪水が引いた
ことがわかったのも夕暮れであるとの着想。同じ夕暮れ時にｲｴｽは我々をあらゆる罪から清ら
かにしてくださり、憩いにつかれる。
・通奏低音のタスト・ソロ(鍵盤が休止する）によるＧ音（ソ）の持続は夕暮れを表し、その上で
は第1ｳﾞｧｲｵﾘﾝがオリーヴの葉の静かなそよぎを奏でる。（「創世記」第3章8節で、罪を知った
アダムと神との対話は「その日、風の吹くころ」で始まることを想起。）
・「drücket ihn der Heiland nieder.（救い主はその（アダムの）堕落を乗り越えた）」は、第二
のｱﾀﾞﾑであるキリストが、第一のｱﾀﾞﾑの罪を贖って人を救済するというキリスト教の考えによ
る。

Ⅰ

65 270 ｱﾘｱ(bas)

Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst begraben.
    Denn er soll nunmehr in mir
    Für und für
    Sein süße Ruhe haben.
    Welt, geh aus, laß Jesum ein!

・アリア（バスⅠ）
・ゆるやかなシチリアーノのリズム。ｳﾞｧｲｵﾘﾝは前曲に引き続き、オリーヴの葉のそよぎを奏す
る。
・バスは歌い出してすぐに「rein（清らか）」の語を長くのばして一旦フレーズを止め、改めてもう
一度歌いだす。「題句アリア」である。
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番
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頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

66a 280 福

Und Joseph nahm den Leib
und wickelte ihn in ein rein Leinwand
und legte ihn sein eigen neu Grab,
welches er hatte lassen in einen Fels hauen,
und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes
und ging da von.

Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria,
die satzten sich gegen das Grab.

Des andern Tages,
der da folget nach dem Rüsttage,
kamen die Hohenpriester und Pharisäer
sämtlich zu Pilato und sprachen:

埋
葬

【場面】ヨセフは遺体を降ろすと、自分用に作っておいた新しい墓にｲｴｽを葬った。マグダラのマ
リアたちはそこで墓に向かって座す。翌日祭司長らはピラトのところに出向いた。

・聖句27章60-63節
・マグダラのマリアたちが墓の傍に佇むことからも、聞き手はイエスの復活の姿を（曲中には描か
れないとしても）容易に思い浮かべることができる。

Ⅰ

66b 282
ﾄﾞｩｴ･ｺｰ

ﾘ

(Chor)„Herr, wir haben gedacht,
daß dieser Verführer sprach,da er noch lebete:
»Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen«.
Darum befiehl,
daß man das Grab verwahre
bis an den dritten Tag,
auf daß nicht seine Jünger kommen
und stehlen ihn und sagen zu dem Volk:
»Er ist auferstanden von den Toten«,
und werde der letzte Betrug ärger denn der erste!“

【場面】祭司長らはピラトに、「ｲｴｽは生前、死後3日めに蘇る」と言っていたので、3日間見張
らせてほしい。でないと弟子が来て死体を盗み、実際に蘇ったと人を騙すかもしれないので」と
言う。

・聖句27章63-64節
・荒っぽく単純で浅はかな、終局にあってなお、あくどいまでの祭司長たちの登場。
・第20小節～「Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen.（私は3日目に蘇る）」は、
ｲｴｽの言葉を真似て皮肉るようなレガート。
・第24小節～「daß man das Grab verwahre bis an den dritten Tag,　（その墓を3日目ま
で見張らせてください）」は、祭司長たちの不安を特徴づけるようなレガート。

Ⅰ,Ⅱ→
Ⅰ+Ⅱ

66c 288 福、ﾋﾟﾗﾄ

Pilatus sprach zu ihnen:
(Pilatus)„Da habt ihr die Hüter;
gehet hin und verwahrest’s,wie ihr’s wisset!“

Sie gingen hin und verwahreten das Grab mit Hütern
und versiegelten den Stein.

【場面】ピラトは番人を一緒にやるから思うように見張れと告げる。彼らは墓を見張り、石に封
印をした。

・聖句27章65-66節
・ここで「マタイ福音書」の受難記事は終了する。

Ⅰ

67 289
ﾚﾁﾀ

（SATB）
、ｺｰﾗｽ

Nun ist der Herr zu Ruh gebracht.
    Mein Jesu, gute Nacht!
Die Müh ist aus, die unsre Sünden ihm gemacht.
    Mein Jesu, gute Nacht!
O selige Gebeine,
Seht, wie ich euch mit Buß und Reu beweine,
Daß euch mein Fall in solcher Not gebracht!
    Mein Jesu, gute Nacht!
Habt lebenslang vor euer Leiden tausend Dank,
Daß ihr mein Seelenheil so wert geacht’.
    Mein Jesu, gute Nacht!

・レチタティーヴォ・アッコンパニャート　　独唱（第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ）と合唱（第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
・「シオンの娘」と「信ずる者たち」の対話によるレチタティーヴォで、墓所に憩うｲｴｽへの別れの
挨拶。
・一種演劇的な処理で、第1ｸﾞﾙｰﾌﾟから4人のソリストが進み出て短い注釈を行う形。（母マ
リア、マグダラのマリア、ヨハネとアリマタヤのヨセフが最後の別れを告げるために墓の前に集まっ
ているとの解釈もある）
・ソリストたちは今までこの受難曲で彼らが果たした役割をもう一度振り返る。バスが「清め」の
アリアと同じ調で「ｲｴｽの憩い」を伝え、テノールはｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽﾄを思わせる客観性をもって「罪
に由来する労苦の終わり」を宣告する。アルトは「改悛と悔恨」を、ソプラノは「愛に満ちた」調
べで「救いへの感謝」を捧げる。
・4人のソロを、合唱は「おやすみなさい」の挨拶で優しく受け止める。
･変イ長調で始まるが、後奏でハ短調へとくだってゆく。

Ⅱ
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番
号

頁 形態 テキスト 対訳 場面 コメント
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（合唱）

68 293 ｺｰﾗｽ

Wir setzen uns mit Tränen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh!
    Ruht, ihr ausgesognen Glieder!
         Ruhet sanfte, ruhet wohl!
    Euer Grab und Leichenstein
    Soll dem ängstlichen Gewissen
    Ein bequemes Ruhekissen
    Und der Seelen Ruhstatt sein.
         Ruhet sanfte, sanfte ruht!
    Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.

埋
葬

・最終合唱。子守唄的な構想で、普遍的な偉大さに到達している。
・冒頭、通奏低音は低いＣ音（ド）を反復させながら下降音型をはさみこむことで、墓の中に
横臥するｲｴｽと、その埋葬を表現。
・対して、孤を描く上声部楽器の音型は、「墓の前で人々がひざまずく」姿を、続いて「ため
息」の形（第5-6小節など）がとられる。
・主部の終わり（第48小節）では全声部が大きく下降してＣ音（ド）上の和音で安定するが、
ﾌﾗｳﾄ･ﾄﾗﾍﾞﾙｿのみが高く跳躍し、かつ強拍にＢ音（シ）を、次の弱拍でＣ音（ド）のｵｸﾀｰﾌﾞ上
で解決させる部分は、異例なほどの強調。
・中間部（第49小節～）に入ると、音楽の進行は第Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟが司り、第Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟは「Ruhet
sanfte, ruhet wohl!（お休みください、安らかに）」を行間に入れてゆく形をとる。
・その後音楽は冒頭に戻り、大団円へと向かう。1回めの主部の終わりと同様に、最後の和音
でﾌﾗｳﾄ･ﾄﾗﾍﾞﾙｿが和音のきしみを強調。バッハは最後を長3和音にして明るく締める形を避
け、長7度のきしみのあとに短3和音がくる解決を選択。長7度の響きは、受難の世界を新た
に聴き手に思い起こさせ、短3和音の解決に悲しくも喜ばしい最後を思う。この最後の1小節
の和声には、「マタイ受難曲」のドラマ全体が集約されているといっても過言ではない。

Ⅰ+Ⅱ/
Ⅰ,Ⅱ
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・作曲家別名曲解説ライブラリー「Ｊ．Ｓ．バッハ」 音楽之友社

・「対訳 Ｊ．Ｓ．バッハ 声楽全集」 若林敦盛訳 慧文社

・聖書（新共同訳） 日本聖書協会

名古屋市民コーラス


