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神に望みを抱き　神を信頼する人は　決して恥辱を負うことはないでしょう
神は自分を信じるもの　そのすべてを助けてくださるのです
絶えることない愛を　燃え立たせていられるように歌いなさい　飛び跳ねなさい　
歓呼の声をあげ　勝利を喜び　主に感謝しなさい
あなたの持つ永遠の神の力が　私たちの病んだ肉を包み込んでくださるように
あなた一人を頼みとして　イエスよ私は眠りにつくのです

とかく焦燥感がマックスに成ったりイライラが募ってヒステリックな言動に成ってしまったり　忙殺さ

れそうなスケジュールに感謝と後悔の入り混じった絶望感に震えそうになることが少なくない　我が国

における「音楽家」として生きる者の心を、邪念を、これらのコラールの一節一節が鎮め 正し 癒してく

れたお陰で私はこうして今日もステージに立つことを許されているのです。

その一節を口にする時、唱え歌うとき、水の様に心に体に染み亘って来る日もあれば、深い傷口に消

毒液を直に掛けられた様に激しい痛みを覚え 嗚咽する日も少なくないのです。事実それらの言葉の “ 浄

め ” に耐え切れずに何人ものメンバーがこの団を一時的に、人によっては長く離れる結果と成っておりま

す。しかしまたその言葉の “ 癒し” を求めて集う仲間達のお陰でこの団のメンバー募集は出来ない状態

が続いているのです。私自身は若い頃から優しくナイフで臓器を抉る様な諸先生方　諸先輩方の言動

をこの幅広い体に受け留め続けて参りましたお陰で、今のところはこのアンサンブルグループの指導者

の座を離れる事態には至っておりませんが、今後メンバー達からの更なる叱責が私を苛む時には・・・

主よ　信仰浅い私を助けて下さい・・・

本日はおそらくは猛暑の中ご来場くださいまして心より感謝申し上げます！

Ensemble 14　指揮者
辻 秀幸

ごあいさつ
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本日は、Ensemble14（アンサンブル ･フィアツェン）の演奏会に足をお運びいただき、誠にありがとう

ございます。団員一同、心より御礼申し上げます。

Ensemble14 は、1998 年 8 月に、バッハの『マタイ受難曲』の第 2 コーラスを歌おうとの呼びかけに

応じて誕生した合唱団です。以来教会カンタータを中心に、一貫してバッハの声楽作品を歌い続けてき

ました。

私達の団体名には、「14」という数字が入っています。アルファベットの A、B、C･･･ を1、2、3･･･と

いう数字に置き換えると、B=2、A=1、C=3、H=8 となり、それらを足し合わせた 14 という数字を、バッ

ハ自身が自分を表すのに用いたと言われる説から採ったものです。（そして 14 はドイツ語で vierzehn ≒

フィアツェンといいます）

団体名の数字と同じ番号の、カンタータ 14 番を意識するのはごく自然なこと（？）で、これまでも何

度も候補に挙がりましたが、実は相当な難曲であるため敬遠され続けていたという経緯があります。し

かし、いつまでも逃げていてはいけない！と意を決して（やや脚色あり）、今回採り上げることに致しまし

た。おそらく演奏される機会の少ないカンタータ 14 番を採り上げるようになるまで、この団が続いてき

たことには、ちょっとした感慨を覚えます。

とは言え、14 番だけでなく、当然他の 3 曲もそれぞれに難しく、練習はいつにも増して、バッハを歌

う大変さを噛み締めることになりました（泣）。しかし辻先生の叱咤激励のもと、私達なりに真摯に取り

組み、今日この日を迎えたつもりです。練習の成果を発揮すべく、精一杯演奏させて頂きますので、終

演までごゆっくりお聴き頂ければ幸いです。

最後になりましたが、笑いに溢れた練習のうちに、真摯で活き活きとした音楽作りへと導いてくださ

います指揮者の辻秀幸先生、バッハ演奏のスペシャリスト揃いで、素晴らしい音楽で合唱を支えてくだ

さるミレニウム・バッハ・アンサンブルの皆様、練習で献身的にサポートしてくださる練習ピアニストの田

城章子先生、そして今回のソリストオーディションで審査員を務めてくださいましたバリトンの淡野太郎

先生に、深く感謝申し上げます。

Ensemble14 代表
室橋 明美
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作曲　ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

カンタータ 第109番「私は信じます、愛する主よ、信仰のない私を助けてください！」
Kantate "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!", BWV 109

(2) 島津 欣矢  Tenor　(3) 室橋 義明  Tenor　(4) Jesse Astalos  Alt　(5) 小田 奈穂子  Alt

カンタータ 第 133 番「私はあなたにおいて喜び」
Kantate "Ich freue mich in dir", BWV 133

(2) 橋元 正美  Alt　(3) 隈 健一  Tenor　(4) 佐藤 かおり  Sopran　(5) 菅野 松佐登   Bass

〜 Pause / 休 憩 〜

カンタータ 第 14 番「もし神がこの時、私たちと共におられなければ」
Kantate "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit", BWV 14

(2) 室橋 明美  Sopran　(3) 長澤 哲  Tenor　(4) 武井 康史  Bass

カンタータ 第 36 番「喜びに満ちて舞い上がれ」
 Kantate "Schwingt freudig euch empor", BWV 36

(2) 菅野 総子  Sopran, 寺崎 淳子  Alt　(3) 中西 隆紀  Tenor　(5) 大内 良太郎  Bass　(7) 河野 優子  Sopran

BWV: Bach-Werke-Verzeichnis ( バッハ作品総目録番号 )

指揮　辻 秀幸

管弦楽　Millennium Bach Ensemble

声楽　Ensemble14

Programm
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■指揮　　辻 秀幸
　Ensemble14 指揮者。幼少よりヴァイオリン・ピアノ・フルート・金管楽器・作曲を学び、東京藝術大学声楽科及び同
大学院独唱科修了。
声楽を渡邊高之助、宗教音楽を小林道夫、佐々木正利の各氏に師事。
　1985 年イタリアのミラノを中心にヨーロッパへ音楽遊学。Ｌ. グゥアリーニ女史、Ｆ. タリアヴィーニ、Ｈ .リリングらの各
氏に師事。1986 年イタリアのノバラ市国際声楽コンクール入賞。同年ドイツのハイデルベルク、1988・89 年にはウィーン
楽友協会大ホール、2000 年にはカイザースラウテルン、パッサウ他、数都市でベートーヴェン “ 第 9” のソリストを努め、 ヨー
ロッパ各地でコンサートに出演し好評を博す。国内でもドイツ・イタリア・日本歌曲を中心に各地でユニークなリサイタル活
動を展開し、オペラでは古典から現代に至るまで、数多くの作品に出演し、その優れた演技力と歌唱は、新聞・音楽誌上
でも度々絶賛された。宗教音楽の演奏家としての活躍は特に目覚ましく、バッハ・ヘンデル・ハイドンの宗教曲・オラトリオ
の演奏では、ソリスト・エヴァンゲリスト・指揮者として、その活動は常に注目を集めている。
　現在指導に当たっているアマチュア合唱団は１3 団体を数える。洗足学園音楽大学客員教授、日本合唱指揮者協会副理
事長、東京都合唱連盟理事。共著に「わかって歌おう − レクイエム発音講座」、「フィガロの結婚 発音講座」等がある。

※ 辻 秀幸　公式サイト　http://www.davide-hide.com/

■管弦楽　　Millennium Bach Ensemble　（ミレニウム・バッハ・アンサンブル）

　2000 年 4 月に田園調布教会で行われた「マタイ受難曲」演奏会において辻秀幸先生の呼びかけにより結成される。
各方面の第一線で活躍中の演奏家からなる器楽団体。第 2 回演奏会以降、Ensemble14 との共演が続いている。

 ヴァイオリン I：大西 律子 *、鍋谷 里香 ファゴット：井上 直哉
 ヴァイオリン II：磯田 ひろみ、佐原 敦子 オルガン：能登 伊津子
 ヴィオラ：高山 愛、渡邉 智生 オーボエ I：岡 北斗
 チェロ：高群 輝夫 オーボエ II：多田 敦美
 コントラバス：寺田 和正 ホルン：大貫 ひろし

* コンサートミストレス

■声楽 　　Ensemble14（アンサンブル・フィアツェン）
　辻秀幸先生のもとで J. S. バッハのカンタータ等を歌うアマチュア合唱団。1998 年 8 月結成。ソリストは団内オー
ディションにて選出し、プロのオーケストラ（主に現代楽器）と共演する演奏スタイルで、東京周辺にて活動している。
※ Ensemble 14 公式サイト　http://www.ensemble14.org
　 E-Mail    info@ensemble14.org

 指揮者 ：辻 秀幸  練習ピアニスト：田城 章子

 代表 ：室橋 明美  副代表：小林 尚弘、柿原 紀子、佐藤 容司

 練習指揮者：木下 剛、小田 奈穂子、室橋 明美、長澤 哲
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カンタータ 第109番「私は信じます、愛する主よ、信仰のない私を助けてください！」
Kantate "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!", BWV 109

三位一体の祝日後第 21 日曜日のためのカンタータ 歌詞：作者不詳

今回演奏する４つのカンタータはいずれもライプチヒ時代
の作品であり、この 109 番はバッハがカントールに就任し
た年である 1723 年 10 月 17 日、三位一体節後第２１日
曜日の礼拝のために書かれた。冒頭合唱の歌詞はわずか
１行の短いものだが、マルコによる福音書第９章２４節か
ら取られている。悪霊に憑かれた息子の父親がイエスに「も
し、おできになるものなら、私たちを憐れんで、お助けくだ
さい」と言うと、イエスは「できるものならと言うのか、信
じる者には、どんなことでもできる」と答える。この父親が
すぐさま叫んで言ったのがこのせりふだ。しかし、よく考え
ると「私は信じます」と言いながら、「信仰のない私を助け
てください」と言うのは一見矛盾しているように思える。そ
して、この「信仰」と「不信仰」の対比が、このカンター
タ全体を通じてのテーマとなっている。

曲の構成は冒頭合唱、テノールとアルトによるそれぞれレ
チタティーヴォとアリア、そして終曲コラールからなる。管
弦楽は小編成だが、２本のオーボエの他にコルノ・ダ・カッ
チャ（ホルン）が入っている。また、終曲コラールは単純
な四声コラールではなく、管弦楽のリトルネロを伴った長大
な曲となっているのが特徴だ。

冒頭合唱は、コルノ・ダ・カッチャとオーボエの奏でるメ
ランコリックなメロディーで始まる。このどこか懐かしい遠
い昔に私たちを連れて行ってくれるような、１分を超える長
い前奏を経て、実に魅力的なメロディーがまずソプラノ・パー
トに現れる。そのメロディーは間奏を挟んで次はアルト・パー
トに移る。他のパートがそれに美しく絡む中、時 「々hilf（助

けてください）」という叫びが聞こえる。後半ではメロディー
部分はバス、テノールと男声部に移り、やがて全パートで
の盛り上がりを見せ、最後に管弦楽が前奏部を再現してこ
の魅力的な合唱曲を終える。

続くテノールのレチタティーヴォは「信仰」と「不信仰」
の対話である。「信仰」が歌われる部分にはフォルテ記号が、

「不信仰」の部分にはピアノ記号が付けられている。バッ
ハのレチタティーヴォでこのように強弱記号が付けられてい
るのは珍しい。ここでは「信仰」と「不信仰」の間を揺れ
動く心が描かれ、その繰り返しの最後はフォルテのアダー
ジョとなって、「主よ、（慰めを得られるのは）どれほど先
のことなのでしょうか？」と問いかけて不安のうちに終わる。
そして始まるアリアは三連符や付点のリズム、不協和音を
多用した激しく重苦しい感じの曲で、曲想はヨハネ受難曲
第一部のペテロの否認の場面で歌われるテノールのアリア
を彷彿とさせる。歌詞の内容は終始ネガティブである。

しかし、「しっかりしなさい」と歌い出すアルトのレチタ
ティーヴォで内容は一転し、続くアリアでは明るく弾んだ
オーボエの二重奏があたりをパッと明るくするかのようで、
最後は「ついには信仰が勝利する」。そして、それは手の
込んだ終曲コラールで確信となる。それにしても、この伴
奏音楽の何と素晴らしいことか。次のカンタータ 133 番の
冒頭合唱や後半ステージの 36 番の第６曲もそうだが、コ
ラール旋律にぴったりはまり、それを引き立てるメロディー
であり、聴いていてとても心地良い。特にこの曲は器楽と
合唱の一体感が魅力だ。

1. Chor １．合唱
Ich glaube, lieber Herr, 私は信じます、愛する主よ、
hilf meinem Unglauben! 信仰のない私を助けてください！

（『マルコによる福音書』 9 章 24 節）

2. Rezitativ (Tenor) ２．レチタティーヴォ（テノール）
Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt, 主の御手は決して短くなってはおらず、
mir kann geholfen werden. 私は助けを得られるはずです。
Ach nein, ich sinke schon zur Erden ああ、違います、私はもはや地に沈んでいます
vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt. 私を地に突き落とすほどの不安のゆえに。

楽曲解説：中西　隆紀　　歌詞対訳：室橋　明美楽曲解説・歌詞対訳
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Der Höchste will, sein Vaterherze bricht; 至高なる方は救いたいと望み、父心を痛めておられます。
ach nein, er hört die Sünder nicht. ああ、違います、神は罪人の声には耳を傾けません。
Er wird, er muss die bald zu helfen eilen, 神はかならず、あなたを助けるために急ぎ来て、
und deine Not zu heilen. あなたの苦しみは癒されるでしょう。
Ach nein, es bleibet mir um Trost sehr bange, ああ、違います、私は慰めを得られるか、とても不安なのです。
ach Herr, wie lange? 主よ、それはどれほど先のことなのでしょうか？

3. Arie (Tenor) ３．アリア（テノール）
Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen! 私の望みは、なんと不確かなものでしょう！
Wie wanket mein geängstigt Herz! 私の不安な心は、なんと揺らいでいることでしょう！
 Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor, 　　信仰の燈芯はほとんど輝きを失い、
 es bricht dies fast zerstoßne Rohr, 　　ちぎれんばかりに踏まれた葦も折れ、
 die Furcht macht stetig neuen Schmerz. 　　恐れが、絶えず新たな苦痛をもたらすのです。

4. Rezitativ (Alt) ４．レチタティーヴォ（アルト）
O fasse dich, du zweifelhafter Mut, しっかりしなさい、疑わしく思う心よ、
weil Jesus jetzt noch Wunder tut. イエスはいまなお、奇跡を行っておられるのですから。
Die Glaubensaugen werden schauen 信仰の目は、見ることになるでしょう、
das Heil des Herrn; 主の救いを。
scheint die Erfüllung allzu fern, 願いがかなうのが、あまりにも遠い先のことに思えても
so kannst du doch auf die Verheißung bauen. あなたはその約束を、頼みとすることができるのです。

5. Arie (Alt) 5．アリア（アルト）
Der Heiland kennet ja die Seinen, 救い主は、彼を信じる者たちのことをわかっておいでです。
wenn ihre Hoffnung hilflos liegt. 彼らの希望に、頼るものもない時にも。
 Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten, 　　肉と霊が彼らの内で戦う時、
 so steht er ihnen selbst zur Seiten, 　　救い主はみずから彼らの側に立ってくださり、
 damit zuletzt der Glaube siegt! 　　ついには信仰が勝利するのです。

6. Choral 6．コラール
Wer hofft in Gott und dem vertraut, 神に望みを抱き、神を信頼する人は、
Der wird nimmer zu Schanden: 決して恥辱を負うことはないでしょう。
Denn wer auf diesen Felsen baut, なぜなら、この岩を礎にする人、
Ob ihm gleich geht zu Handen その人のもとに、たとえここで
Viel Unfalls hie, hab ich doch nie 多くの災いが起こったとしても、私はこれまで一度として
Den Menschen sehen fallen, その人が倒れるのを見たことがないのです。
Der sich verlässt auf Gottes Trost; その人が神の慰めを頼みにしているからです。
Er hilft sein Gläubgen allen. 神は、自分を信じる者すべてを助けてくださるのです。

（Lazarus Spengler 作のコラール　　　　　　　　　　　　　
≪ Durch Adams Fall ist ganz verderbt ≫第 7 節）

※歌詞および対訳中のゴシック体部分は、バッハが作曲した当時、既に教会で
一般的に歌われていたコラール ( 讃美歌 ) の歌詞が用いられている箇所です。
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カンタータ 第133 番「私はあなたにおいて喜び」
Kantate "Ich freue mich in dir", BWV 133

降誕祭第 3 日目のためのカンタータ 歌詞：作者不詳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kaspar Ziegler 作のコラール

≪ Ich freue mich in dir ≫による

このカンタータは 1724 年のクリスマス第３日（12 月 27
日）の礼拝のために作曲された。バッハのライプチヒ時代
の２年目で、コラール・カンタータを作曲していた時期に
あたる。歌詞はカスパル・ツィーグラーのコラール「Ich 
freue mich in dir」に基づき、テーマは幼子イエスに対
する愛情である。

冒頭合唱はコラールの第１節を歌詞としている。実に軽
快でクリスマスの喜びに溢れた楽しげな曲だが、明らかに
この曲の主役は合唱ではなくて管弦楽の方だと感じる。バッ
ハのカンタータの冒頭合唱には時 こ々の手の曲があるが（例
えば私たちが以前演奏した 94 番、99 番）、合唱はとい
うと、前半は一般的な終曲コラールのように平易なもので
ある。後半、「ああ、なんという甘美な調べ！」と歌うあた
りから少し変化が出てくるが、それでもその合唱を引き継
ぐ間奏の方が魅力的である。合唱は最後に「der große 
Gottessohn（偉大なる神の子）」のメリスマによる盛り上
げで対抗するが、それも束の間、魅力的な後奏が軽やか
にこの曲を締めくくるのだ。

ところで、当時のライプチヒではクリスマスは３日間に渡っ
て祝われ、この年は第１日（25 日）にカンタータ 91 番、
第２日（26 日）にカンタータ 121 番が演奏された。そし
て第３日にこの 133 番が演奏されている。思うに、３日分
の楽曲を作るのも大変だが、演奏の準備もさぞ大変だった
ことだろう。最終日がこの曲であれば、トーマス学校の生
徒たちはだいぶ助かったのではなかろうか。私たちアマチュ

ア合唱団にとっても、この曲と後半ステージの 14 番の冒
頭合唱とを比べたら、練習にかける時間は相当な違いがあ
る。

さてこのあと、アリア２曲とレチタティーヴォ２曲が続く。
最初のアルトのアリアは２つのオーボエの奏でる明るい伴奏
に乗って「Getrost（安心しなさい）！」と呼びかけるよう
に歌い出す。中間部では「何という幸せがこの身に起こっ
たことでしょう」の部分に、前奏の最初のところで「Getrost」
のメロディーに続いて出てきたフレーズが使われ、ｐで３回
繰り返し歌うことによってその言葉が強調されている。続く
テノールのレチタティーヴォは、最後のところで、神が幼子
イエスとなられたこと（コラールの第２節）を美しいアリオー
ソで語る。

それを受けるソプラノのアリアは、美しいがやや切ないバ
イオリンの伴奏で始まる。「なんと愛おしく耳に響くことでしょ
う」と何度も繰り返した後、「dies Wort（この言葉は）」
をアルトのアリアの「Getrost」と同じように３回繰り返すが、
その後の歌詞に付けられた平坦で穏やかなメロディーを聴
くと、一番言いたいのは「私のイエスがお生まれになりま
した」だと分かる。中間部はその歌詞の内容からテンポも
リズムも大きく変化するが、繰り返しの部分とはまた違った
魅力を持っている。短いバスのレチタティーヴォでは、再び
最後はコラール（第３節）引用のアリオーソとなる。そして、
終曲ではコラールの第４節が歌われる。神に依り頼み私は
眠りにつくと歌う終わりの和音が美しい。

1. Chor １．合唱
Ich freue mich in dir 私はあなたにおいて喜び、
Und heiße dich willkommen, そしてあなたを歓びとともに迎えます。
Mein liebes Jesulein! 私の愛する幼子イエスよ！
Du hast dir vorgenommen, あなたはみずから心を決めて
Mein Brüderlein zu sein. 私の愛すべき兄弟となってくださったのです。
Ach, wie ein süßer Ton! ああ、なんという甘美な調べ！
Wie freundlich sieht er aus, なんと親しげな御姿なのでしょう、
Der große Gottessohn! 偉大なる神の子は！

（第 1 節）
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2. Arie (Alt) ２．アリア（アルト）
Getrost! es faßt ein heilger Leib 安心しなさい！聖なる肉体には
des Höchsten unbegreiflichs Wesen. 至高なる方の、人知を超えた存在が込められているのです。
 Ich habe Gott － wie wohl ist mir geschehen! － 　　私は神に ― 何という幸せがこの身に起こったことでしょう！－
 von Angesicht zu Angesicht gesehen. 　　その御顔に向かい合ってお会いしたのです。
 Ach! meine Seele muss genesen. 　　ああ、私の魂は必ず癒されるに違いありません。

3. Rezitativ (Tenor) ３．レチタティーヴォ（テノール）
Ein Adam mag sich voller Schrecken アダムのような者は、恐れに満ちて
vor Gottes Angesicht 神の御前から
im Paradies verstecken! 楽園の中に身を隠そうとするのです！
Der allerhöchste Gott kehrt selber bei uns ein, 至高なる神がみずから私たちのもとを訪れても
und so entsetzet sich mein Herze nicht; 私の心は怖れうろたえることはありません。
es kennet sein erbarmendes Gemüte. 神のあわれみの情を知っているからです。
Aus unermessner Güte はかり知れない慈しみのゆえに、
Wird er ein kleines Kind, 神は幼い子供となられ、
Und heißt mein Jesulein. 私の幼子イエスと呼ばれているのです。

（第 2 節）

4. Arie (Sopran)   ４．アリア（ソプラノ）
Wie lieblich klingt es in den Ohren, なんと愛おしく耳に響くことでしょう、
dies Wort: mein Jesus ist geboren, この、「私のイエスがお生まれになりました」という言葉は
wie dringt es in das Herz hinein! なんと心の奥底までしみわたることでしょう。
 Wer Jesu Namen nicht versteht 　　イエスの御名を理解しない人、
 und wem es nicht durchs Herze geht, 　　そしてその御名に心を打たれない人は、
 der muss ein harter Felsen sein. 　　固い岩のような人に違いありません。

5. Rezitativ (Bass) ５．レチタティーヴォ（バス）
Wohlan, des Todes Furcht und Schmerz さあこれで、死の恐怖も苦痛も
erwägt nicht mein getröstet Herz. 慰められた私の心は、考えずにすむのです。
Will er vom Himmel sich その方がみずから天より
bis zu der Erde lenken, 地上に降りてくださるなら、
so wird er auch an mich 墓の中にいる私のことも
in meiner Gruft gedenken. 考えてくださることでしょう。
Wer Jesum recht erkennt, イエスを真に知る人は、
Der stirbt nicht, wenn er stirbt, たとえ死んでも、死ぬことはありません。
Sobald er Jesum nennt. イエスの御名を唱えたその瞬間から。

（第 3 節）

6. Choral ６．コラール
Wohlan, so will ich mich さあ、ですから私は
An dich, o Jesu, halten, あなたに、おおイエスよ、すがっていましょう。
Und sollte gleich die Welt この世がたちまち
In tausend Stücken spalten. 粉々に砕けてしまうとしても。
O Jesu, dir, nur dir, おおイエス、あなたに、あなたにのみ
Dir leb ich ganz allein; ただあなた一人にのみ、私は生きます。
Auf dich, allein auf dich, あなたを、あなた一人を頼みとして
O Jesu, schlaf ich ein. イエスよ、私は眠りにつくのです。

（第 4 節）
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カンタータ 第 14 番「もし神がこの時、私たちと共におられなければ」
Kantate "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit", BWV 14

顕現節後第 4 日曜日のためのカンタータ                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　歌詞：作者不詳                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Martin Luther 作のコラール 

≪ Wär Gott nicht mit uns dieser Zeit ≫による

バッハが全楽章を新作した最後のカンタータとされるこ
のカンタータは、1735 年 1 月 30 日、顕現節後第４日曜
日のために書かれた。直前の 1734 年から1735 年にかけ
て、有名なクリスマス・オラトリオが演奏されているが、バッ
ハはこの頃にはほとんど新たにカンタータを作曲していな
い。それでも新作を作曲したのには理由があった。

バッハは 1723 年にカントール着任後、教会暦５年分の
カンタータを作曲しようとしたとされるが、着任後２年目に
当たる 1724 年から1725 年にかけての教会暦では、ちょ
うど今年のように復活祭が早く巡ってきたため、それを９
週遡る復活節前第９日曜日、いわゆる7 旬節の日曜日も1
月 28 日と早く、そのため顕現節（公現祭 1 月 6 日）後の
日曜日が３回（第３主日）までしかなかった。したがって、
第２年次における顕現節後第４主日用カンタータは作られ
なかった。その不足を埋めるために、なんと１０年後にこの
カンタータを作曲したわけだ。1724 年から 1725 年にか
けては、コラール・カンタータを作曲していた時期に当たる
ので（前出の 133 番もそのうちの１曲）、このカンタータも
コラール・カンタータとなっている。

歌詞の台本となっているのはマルティン・ルターが旧約
聖書の詩編第 124 編をベースに作詞したコラールで、冒
頭合唱で第１節、終曲コラールで第３節が使われている。
また、第３曲のレチタティーヴォの歌詞も第２節に基づいて
いる。

このカンタータの特徴として、まず長大な冒頭合唱が挙
げられる。コラール・カンタータではあるが、コラール旋律
は合唱パートではなく、ホルンなど管楽器が受け持ってい
る。冒頭、合唱はわずか半拍の休止後にテノールから始ま

り、曲の最後まで合唱の途切れることはない。楽曲は 217
小節に及び、コラール歌詞に対応して７つの部分に分かれ
るが、それぞれが相反フーガとなっている。すなわち、最
初の部分はまずテノールが「ラシド」で始まるメロディーを
歌い出すと、バスがそれを追いかけて対称的な「ラソファ」
で始まるメロディーで応じる。少し遅れてアルトがテノール
を移調したメロディー、ソプラノもバスを移調したメロディー
を歌う。同じようなことがコラールの各行で繰り返される。
第２行はテノール、バス、アルト、ソプラノの順で変わらな
いが、テノールの歌い出しは「レドシ」と下がるのに対して、
今度はバスが「レミファ」と上昇するメロディーになってい
る。また、第３行はアルトとテノールが対応し、バスとソプ
ラノが追う形、第４行ではソプラノ－アルト、バス－テノー
ルとなるなど、出の順番と組合せは変化していく。バッハの
晩年の作品らしく、壮大で技巧を凝らした内容の濃い合唱
曲となっており、これを歌うのは相当たいへんである。

第２曲のソプラノのアリアではホルンが活躍する。「私た
ちの力はあまりにも弱く、敵に立ち向かうこともできない」
という歌詞にしては、ホルンの響きに勇ましささえ感じる。
続くテノールのレチタティーヴォは「敵の激しい怒り」を語
るので、抑揚が激しく言葉捌きも難しい。短いがなかなか
の難曲である。そしてバスのアリアが始まると、２本のオー
ボエの奏でる優しいメロディーに癒される。「神の強固な護
りのもとで、私たちは敵から自由でいられる」という歌声か
らは、余裕のようなものが感じられないだろうか。

終曲のコラールでは、このカンタータの一貫したテーマ
である「敵の軍勢から神が私たちを守ってくださる」という
信仰の告白が歌われる。
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1. Chor １．合唱
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,   もし神がこの時、私たちと共におられなければ
So soll Israel sagen, イスラエルはこう言うでしょう
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, 「もし神がこの時、私たちと共におられなければ
Wir hätten müssen verzagen,  私たちは勇気を失っていたに違いない、
Die so ein armes Häuflein sind,  私たちはこんなにもあわれな小さな群れであり、
Veracht' von so viel Menschenkind,  とても多くの人々からさげすまれているのだ、
Die an uns setzen alle.  私たちに対立する全ての人々から」

（第 1 節）

2. Arie (Sopran) ２．アリア（ソプラノ）
Unsre Stärke heißt zu schwach, 私たちの力はあまりにも弱く、
unserm Feind zu widerstehen. 敵に立ち向かうこともできないのです。
 Stünd uns nicht der Höchste bei, 　　至高なる方が私たちを助けてくださらなかったら、
 würd uns ihre Tyrannei 　　敵の暴虐は
 bald bis an das Leben gehen. 　　たやすく私たちの命にまで及んだことでしょう。

3. Rezitativ (Tenor) ３．レチタティーヴォ（テノール）
Ja, hätt es Gott nur zugegeben, そうです、神がそれをお許しになっていたら、
wir wären längst nicht mehr am Leben, 私たちの命はとうになくなっていたでしょう。
sie rissen, uns aus Rachgier hin,  敵は復讐に燃えて私たちを引き裂き、
so zornig ist auf uns ihr Sinn. すさまじい怒りを私たちに向けるのです。
Es hätt uns ihre Wut その激しい怒りは
wie eine wilde Flut 荒れ狂う洪水のように
und als beschäumte Wasser überschwemmet, また泡立つ大水が氾濫するかのように押し寄せ、
und niemand hätte die Gewalt gehemmet. そして誰一人、その力を食い止める者はいなかったのです。

4. Arie (Bass) ４．アリア（バス）
Gott, bei deinem starken Schützen 神よ、あなたの強固な護りのもとで、
sind wir vor den Feinden frei. 私たちは敵から自由でいられるのです。
 Wenn sie sich als wilde Wellen 　　敵が荒れ狂う波となって
 uns aus Grimm entgegenstellen, 　　憤激して私たちの前に立ちはだかる時、
 stehn uns deine Hände bei. 　　あなたの御手は私たちを助けてくださいます。

5. Choral ５．コラール
Gott Lob und Dank, der nicht zugab, 神を賛美し、感謝しなさい、この方は、
Dass ihr Schlund uns möcht fangen. 敵の口が私たちを捕らえることを許しはしません。
Wie ein Vogel des Stricks kömmt ab, 鳥が網から抜け出すように、
Ist unsre Seel entgangen. 私たちの魂は逃れたのです。
Strick ist entzwei, und wir sind frei, 網は引き裂かれ、私たちは自由なのです。
Des Herren Name steht uns bei, 主の御名が私たちを助けてくださいます、
Des Gottes Himmels und Erden. 天と地を統べる神の御名が。

（第 3 節）
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カンタータ 第 36 番「喜びに満ちて舞い上がれ」
Kantate "Schwingt freudig euch empor", BWV 36

待降節第 1 日曜日のためのカンタータ 歌詞：Picander 作？

このカンタータが演奏されたのは 1731 年 12 月 2 日の
待降節第１日曜日で、14 番ほどではないが、かなり後期
の作品である。ただし、このカンタータにはベースとなった
世俗カンタータが存在し、それを改作した作品であり、し
かもそれまでに改作が何度も行われてきた。オリジナルは
1725 年、トーマス学校教師の誕生祝賀用に書かれた世
俗カンタータ（BWV36C）で、その後も他の祝賀用カン
タータとして転用されている。また、この 36 番が作られる
前に教会カンタータへも改作された。その教会カンタータ

（BWV36 旧稿）は BWV36C の冒頭合唱と３曲のアリア
を使い、新たに終曲コラールが加えられている。今回演奏
する36 番も同様に冒頭合唱と３曲のアリアを用いるが、全
体を２部構成に拡大し、旧稿の終曲コラールを第１部の終
り（第４曲）に持ってきた。また、３曲のアリア（第３曲、
第５曲、第７曲）の前にはレチタティーヴォを置かず、代わ
りにマルティン・ルターの有名な待降節コラール「いざ来
ませ、異邦人の救い主よ」の旋律を基にした二重唱（第
２曲）とテノールによるコラール歌唱（第６曲）を配置し、
さらに終曲コラール（第８曲）にもそのコラール旋律を用
いた。こうして出来上がったこのカンタータはライプチヒ時
代の作品としては珍しく、レチタティーヴォを持たないカン
タータとなっている。

冒頭合唱はまさに「喜びに満ちて舞い上がれ」という合
唱の歌詞にぴったりの雰囲気で始まる。「高みで輝く星々の
もとへ」と歌うソプラノ・パートの歌声は高く駆け上がり、

聞いていて心躍る合唱曲だ。続く二重唱ではソプラノとアル
トの歌声が美しく溶け合う。第４曲のコラールはフィリップ・
ニコライのコラール「輝く暁の明星のいと麗しきかな」に依っ
ており、喜びにあふれて主を讃えるこの歌詞が、イエスの
誕生を喜び待ち望むこの時期にふさわしい。また、第６曲
のコラールでは２つのオーボエと弦楽の奏でる伴奏のメロ
ディーが魅力的である。

３曲のアリアはいずれも素晴らしい名曲で、度々の改作
で用いられていることからも、バッハのこれらの曲への愛着
の深さがわかる。第３曲のテノールのアリアはオーボエの優
しいメロディーに乗って、「愛はやさしい足どりで」とか「喜
びにうっとりする花嫁のように」とか、宗教曲とは思えない
ロマンチックな歌詞が歌われる。信者とキリストの関係を花
嫁と花婿の関係に喩えているのだ。第５曲のバスのアリア
はキリストを迎える喜びがほとばしり、バイオリンの伴奏も
舞うように弾んでいる。そして白眉とも言えるのが第７曲の
ソプラノのアリアだ。聞いているだけで幸せな気分になれる
曲で、バッハのソプラノ・アリアでは屈指の佳曲の一つと言っ
てよい。８分の１２拍子のリズムに乗って演奏される伴奏バ
イオリンのメロディーの優雅さはどうだろう。「弱 し々く、か
すかな声によってさえ神の威厳は崇められる」と歌うソプラ
ノの歌声からは、むしろ喜びに満ちて舞い上がりたい気持
ちが感じ取れる。スタッカートが多用される中間部は少し
雰囲気が変わり、ソプラノと独奏バイオリンの掛け合いが
魅力的である。
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Erster Teil 第 1 部

1. Chor １．合唱
Schwingt freudig euch empor zu den erhabnen Sternen, 喜びに満ちて舞い上がれ、高みで輝く星々のもとへ、
ihr Zungen, die ihr itzt in Zion frölich seid! いまシオンにて喜び歌う人々の舌よ！
Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit entfernen, だが、とどまれ！ 響きは遠ざかってはならない、
es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit. 栄光の主が、みずからあなた方に近づいて来られるのだから。

2. Choral (Duett: Sopran und Alt) ２．コラール（ソプラノとアルトの二重唱）
Nun komm, der Heiden Heiland, 今こそ来てください、異邦人の救い主よ
Der Jungfrauen kind erkannt, 処女（おとめ）から生まれた子として知られ、
Des sich wundert alle Welt, それを全世界が驚き、不思議に思う、
Gott solch Geburt ihm bestellt. 神はそのような誕生を、その方に定めたのです。

（Martin Luther 作のコラール 　　　　　　　　　　　　　
≪ Nun komm, der Heiden Heiland ≫第 1 節）

3. Arie (Tenor) ３．アリア（テノール）
Die Liebe zieht mit sanften Schritten 愛はやさしい足どりで
sein Treugeliebtes allgemach. 誠実な恋人の手を引き、ゆっくりと進んで行きます。
 Gleich wie es eine Braut entzücket, 　　まるで、花婿を目にして
 wenn sie den Bräutigam erblicket, 　　喜びにうっとりする花嫁のように、
 so folgt ein Herz auch Jesu nach. 　　心もまた、イエスの後に従うのです。

4. Choral ４．コラール
Zwingt die Saiten in Cythara 竪琴の弦をかき鳴らし、
Und lasst die süße Musica 甘く快い楽の音を
Ganz freudenreich erschallen, 喜びにあふれて響かせなさい。
Dass ich möge mit Jesulein, 私が、愛するイエス、
Dem wunderschönen Bräutgam mein すばらしく美しい私の花婿たる方と共に
In steter Liebe wallen. 絶えることない愛の中を歩んで行けるように。
Singet, 歌いなさい、
Springet, 飛び跳ねなさい、
Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren! 歓呼の声をあげ、勝利を喜び、主に感謝しなさい！
Groß ist der König der Ehren. 栄光の王は偉大なのです。

（Philipp Nicolai 作のコラール　　　　　　　　　　　　　
≪ Wie schön leuchtet der Morgenstern ≫第 6 節）

Zweiter Teil 第 2 部

5. Arie (Bass) ５．アリア（バス）
Willkommen, werter Schatz! ようこそ、尊い宝である方！
Die Lieb und Glaube machet Platz 愛と信仰が、私の心の中にある
vor dich in meinem Herzen rein, あなたのための場所を清くするのです。
zieh bei mir ein! 私のもとにお入りください！
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6. Choral (Tenor) ６．コラール（テノール）
Der du bist dem Vater gleich, 父なる神に等しい方よ、
Führ hinaus den Sieg im Fleisch, 肉において勝利を成し遂げてください
Dass dein ewig Gotts Gewalt あなたの持つ、永遠の神の力が
In uns das krank Fleisch enthalt. 私たちの病んだ肉を包み込んでくださるように。

（Martin Luther 作のコラール　　　　　　　　　　　　　
≪ Nun komm, der Heiden Heiland ≫第 6 節）

7. Arie (Sopran) ７．アリア（ソプラノ）
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen 弱 し々く、かすかな声によってさえ
wird Gottes Majestät verehrt. 神の威厳は崇められることでしょう。
 Denn schallet nur der Geist darbei, 　　なぜなら、ただ霊がそこに響いていれば、
 so ist ihm solches ein Geschrei, 　　このような声も鋭い叫びとなって、
 das er im Himmel selber hört. 　　天にある神が、みずから耳を傾けてくださるのですから。

8. Choral ８．コラール
Lob sei Gott dem Vater ton, 賛美あれ、父なる神に、
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn, 賛美あれ、独り子なる神に、
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist, 賛美あれ、聖霊なる神に、
Immer und in Ewigkeit. 常に、そして永遠に。

（Martin Luther 作のコラール　　　　　　　　　　　　
≪ Nun komm, der Heiden Heiland ≫第 8 節）

写真：第 24 回演奏会
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1999 年 4 月 マタイ受難曲 抜粋演奏（ピアノ伴奏）に、「マタイを歌う会」とともに出演（日本基督教団奥沢教会）
1999 年 9 月 第 1 回演奏会 カンタータ 第 106 番、第 150 番、第 155 番（ルーテル市ヶ谷センター）
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2010 年 7 月 第 16 回演奏会 ミサ曲ロ短調 BWV 232（紀尾井ホール）
2013 年 2 月 第 20 回演奏会 カンタータ 第 21 番、第 38 番、第 137 番（浜離宮朝日ホール）
2013 年 10 月 第 21 回演奏会 カンタータ 第 9 番、第 67 番、第 115 番、第 176 番（津田ホール）
2014 年 6 月 第 22 回演奏会 カンタータ 第 84 番、第 94 番、第 102 番、第 108 番、モテット6 番（浜離宮朝日ホール）
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2015 年 11 月 第 24 回演奏会 カンタータ 第 64 番、第 97 番、第 150 番、第 177 番（浜離宮朝日ホール）

一覧  (BWV の数字に対応。赤字がこれまでの演奏曲 )

ソプラノ(Sopran) アルト(Alt) テノール (Tenor) バス (Bass)

 伊藤 泰子
 大軒 京子
 河野 優子
 川村 昌子
 子井野 真貴子
 佐藤 かおり
 菅野 総子
 中阪 理津子

 橋元 文子
 原田 篤子
 三上 香子
 湊 佳代
 室橋 明美

Jesse Astalos
上田 暁子
小田 奈穂子
改田 晶子
柿原 紀子
片山 薫
小林 愛子
小林 良子

竹内 望
寺崎 淳子
中井 杏瞳
中神 康一

隈 健一
笹部 雅人
佐藤 容司
島津 欣矢
長澤 哲
中西 隆紀
橋元 正美
室橋 義明

大内 良太郎
木下 剛
小林 尚弘
菅野 松佐登
武井 康史
武内 崇史
次田 章
三浦 貴博

Ensemble 14　出演メンバー



主催　Ensemble 14

後援           日本合唱指揮者協会

次回　第 26 回演奏会のご案内
2017 年 7 月 30 日（日）浜離宮朝日ホール

J. S. バッハ 作曲 
カンタータ 第 23 番、第 40 番、モテット 5 番、ミサ曲ヘ長調


