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♪Ｋ．Ｍ．Ｃ．『マタイ受難曲』練習のポイント♪ 

2018 年公演用 

 

過去のＫ.Ｍ.Ｃ.通信に記載されたポイントをまとめたものです。 

年により変わることもありますので、ご了承下さい。 

なお発音については、文字での表記に限界がありますので、基本的に除いてあります。 

音名は英語表記です。（Ｂはドイツ音名のＨ、Ｂ♭がドイツ音名のＢ） 

 

基礎知識 

受難曲…受難節の最後の金曜日にイエスは十字架にかけられる。その聖金曜日に歌う曲が受

難曲。その後３日目の日曜日にイエスは復活する。（復活祭＝イースター） 

コラール…プロテスタント・ルター派の賛美歌のこと。バッハが必要に応じてマタイ受難曲

に取り入れている。元々あった賛美歌のメロディ（コラール旋律）をソプラノに配し、下

３声はバッハが作ったもの。 

バロック期の音楽における「フェルマータ」の扱いについて… 

「延ばす」意味ではなく、センテンスの切れ目を表す役目。“必ず止めなければならな

い”でもなく、“決して止めてはいけない”でもない。指揮者の考えで表現される。 

 

ⅠコーラスとⅡコーラスの歌い分けについて 

 この合唱団での歌い方をご確認下さい。 

・第 1 曲 ⇒ 出だしから 26 小節最初の「klagen」まではⅠを全員で歌い、以降は楽譜通

りそれぞれⅠとⅡを歌います。 

・第 61 曲 b、第 61 曲 d ⇒ それぞれ楽譜通りⅠのみ、Ⅱのみで歌います。 

・その他の曲に関しては、Ⅰのみ、Ⅱのみ（＝４声部）で書かれている曲は全員で歌い、

ⅠⅡ両方がある（＝８声部）曲はそれぞれのパートを歌います。 

・以上は原則ですが、ⅠがⅡを、ⅡがⅠを、手伝ってはいけないわけではありません。特

に男声は人数が少ないため、補強の意味で自主的に本来でないパートを歌う場合もあり

えますので、その判断はお任せします。 

 

第１曲 Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎Ⅰコーラス･･･“Töchter（花嫁・娘）”→ イエスの時代の信者・教会。 

             “Bräutigam（花婿）”  →  イエス。 

◎Ⅱコーラス･･･その時代から今に至る人達のイエスを信ずる者の代表者。 

◎この曲にあるたくさんの臨時記号♯は十字架を表している。 
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・17 小節 Sop.Bas.“Kommt（来なさい）”Ｋの子音は 16 小節と 17 小節の間の小節線上で発

音する。ハッキリと。 

・23 小節 Bas.“klagen（嘆く）”上行音型しっかりと。前傾姿勢で。 

・24,25 小節 Sop.長い音符は途中で顔を変えない。ずっと延ばしている顔をしていよう。 

・24,25 小節 Bas.“kommt, ihr Töchter, helft mir klagen（来なさい、娘達よ、私の嘆き

に力を貸しなさい。）”Ｃ－Ｂ－Ａ♯音を鋭く。しっかり鳴らす。丁寧に。 

・26 小節～Chor.Ⅰと Chor.Ⅱは対話をしている。顔を上げられるように。 

・26～29 小節 Chor.Ⅱ積極的に。いつも新鮮に。ひとつひとつ丁寧に。 

・28～29 小節 Chor.Ⅰ“Bräutigam（花婿＝イエス）”この言葉が２回目に出てくる。１

回目の 26～27 小節よりもっと素敵に。 

・30 小節～リピエノが入る部分は、音量はいらないがことばをはっきりと。音量よりこと

ばを優先とする。 

・42 小節 Chor.Ⅰ“Sehet（見なさい）”Ｓの子音から正しい音程で。 

・44 小節 Chor.Ⅰ“Geduld（忍耐）, sehet”Ｔの子音をしっかりと。腹筋を使って言う。

“seh-”はしっかり立て直して再び入る。 

・48 小節 Chor.Ⅰ“sehet”再び新たな新鮮な気持ちで。 

・50 小節 Sop.Ⅰ“die”Ｆ♮音はＧ７の和音の第７音（Ｇ－Ｂ－Ｄ－Ｆ）として取る。Ｇ

音から一番遠い音である。 

・67 小節 Chor.Ⅱ“wohin（どこ）?”は問いである。Chor.Ⅰから待たずに流れに乗って

入る。 

・72 小節～〈再現部〉です。再現部は安心しすぎて緊張感が抜けないように。 

・72～82 小節 Alt.Ⅰ“sehet ihn aus Lieb und Huld zum Kreuze selber tragen（愛と恩

寵ゆえに十字の木柱を背負う彼を見なさい）”美しく、明るい響きのままで歌おう。 

・79～82 小節 Sop.“tragen（背負う）”下行音型ですが決して響きを下げず太くしない。

高く細い響きで芯があるように。 

・90 小節“Lamm!（子羊）”指揮が切るまで確信を持って延ばす。“Lamm!”Ｍの子音な

ので口を閉じたままで数秒そのまま。よく響かせて。 

 

第３曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎は自分が十字架にかかることをイエスが予言した後のコラール。それに対してどう弟子

達がリアクションするかを考えて歌おう。 

◎全体に言葉をしっかりと。感情を優先させない。 

・1 小節“Herzliebster（心から愛する）”愛に溢れた気持ちと音色で。 

・2,3 小節“verbro-chen（犯す）”5,6 小節“gespro-chen?（話された）”音の隙間の歌い
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方を揃える。 

・9 小節 Sop.“bist”焦らずＦ♯音の準備が出来てから歌う。 

 

第４曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎大祭司と律法学者と部族の長老達がカイファの神殿に集まり、イエスに対して陰謀を企

む。「やはり過越の祭りの間はいけない。」とひそひそひそひそひそ････ 

◎音の強さ（大きさ）よりことばの強さでこの曲の内容を表現しよう。発音をはっきりと、

しっかり喋る。 

・12 小節 Sop.“ja nicht auf das Fest（祭りの間はいけない）”高音は体を楽に。締め付け

ない。 

・13 小節 Bas.“Aufruhr（暴動）”このメリスマは余りＨが入らないように。 

 

第４曲ｄ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎イエスが一人の女性に香油を注がれた後の弟子達の合唱。「何の為にそんな無駄遣いを

するのだ」 

・26 小節～最後“Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft und den Armen gegeben 

werden（この香油を高く売ったら、貧しい人達に施しが出来たのに）”特に出だしの２

つの言葉でしっかりと糾弾しよう。先陣を斬る Ten.は特にしっかりと。 

・33 小節“werden”フェルマータの最後の音はしっかりと支えまっすぐに延ばす。そし

てスパッと切る。 

 

第９曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎「過越祭の食事（羊）をどこでなさいますか？」と弟子達がイエスに尋ねる。彼らは無

邪気に楽しみにしている。 

・4～6 小節“wo（どこ）”ト長調からホ短調に変わっていく和声の響きを感じて。景色が

広がっていくように。声の響きは変えない。 

・14 小節“essen（食べる）”音程は確かに。軽く。上に延びるように。響きを落とさない。 

 

第９曲ｅ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎「最後の晩餐」の場で「この中に私を裏切る者がいる。」と言ったイエスに対し弟子達

が不安そうに「主よ、それは私ですか？」と次々に問いかける。“Herr”が11回出てく

るのは12弟子のうちユダを除く11人が言ったことを示している。 

◎ヘ短調である。この調は悲痛な調。 

・“Herr（主）”上に延びていくように。 

・“ichs”すばやく口を動かす。顔の筋肉を柔軟に。 
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第１０曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎前曲が口々にだったのに対し、全員が声を揃えて歌うコラール。“bin ichs?（私です

か？）”の疑問形に対し、“Ich bins（私です）”という肯定。 

◎第10曲と第37曲は同じコラール。元は「インスブルックよ、さようなら」という世俗

的な民謡だった。第9曲では弟子達の心の揺れ、第36曲では群衆のざわつきが歌われた

後に、それを鎮める牧歌的なのどかさで、このコラールが現れる。穏やかな曲だが、バ

ッハはこれに強さも乗せた。 

◎変イ長調である。長調になることによって、内容が確実になることを示す。 

・1 小節“Ich bins（私です）”それぞれの単語を長く。息は止めないで流す。ここはテン

ポを外す。しっかりと“Ich bins”と言ってからその次からはテンポで進んで行く。 

・2,3 小節“büßen（罪を贖う）”“an Händen（両手）”Ｎの子音、時間をかける。 

・4～6 小節“gebunden in der Höll（地獄につながれる）” 6～8 小節“Die Geißeln（鞭

打ち）und die Banden（鉄輪→縛られる、縛め）”9,10 小節“ausgestanden（耐え忍ん

だ）”発音発声堅く鋭く。 

・9,10 小節“ausgestanden”柔らかく。フェルマータで音程をしっかり長く保つ。 

・10,11 小節“das hat verdienet meine Seel（それが私の魂が受けるにはふさわしいもの

だったのです）”ここは p で。穏やかで柔らかく。 

 

第１５曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎最後の晩餐の場面（第11曲）があり、その後イエスと弟子達はオリーブ山に向かう。そ

こで「お前達は私のもとを離れてしまう。」「羊が散らされる。」「復活後ガリラヤに行く。」

とイエスが予言する。（第14曲）その後のコラール。 

◎「受難コラール」（このメロディはその後４回出てくる）だがまだ明るい。 

◎声を前に出してしっかり喋る。 

・1 小節 “Erkenne mich, mein Hüter（私を認めて下さい。わが護り主よ）”強く入る。

芯があるように。芯を強く。 

・9,10 小節“gelabet（元気づける）”Ｌの子音で音程を作る。 

・12 小節“Kost（食べ物）”ＳＴの子音のタイミングを揃える。 

・15,16 小節“Himmelslust（天国の喜び）”豊かに。 

 

第１７曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎イエスの一番弟子であるペトロは、イエスに「私はあなたのもとを決して離れません」

と言い、イエスはペトロに「今夜鶏が鳴く前にお前は３回私を知らないと否定するだろ

う」と言い、ペトロはイエスに「私はあなたのことを知らないと決して否定しません」

と言った。他の弟子達も同じ事を言った。（第16曲） 
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それに続き、「どうか私を見捨てないで下さい。あなたのもとを離れません。たとえあ

なたの心臓がとどめの一突きで息果てようとも、私があなたをしっかり抱きかかえまし

ょう。」とペトロの心情をそのまま代弁している。 

◎第15曲がそのまま半音下がり、♭の曲になった。♭だが柔らかくならない。意志の強さ

は変わらない。 

・1～8 小節全体にはっきりと f で鋭く。息を流しすぎない。母音に支障をきたさない程度

に子音をはっきり鋭く。 

・1 小節“Ich”イの母音長く。“will”Ｗの子音しっかりと。 

・3 小節 Bas.“verachte mich doch nicht!（どうか私を侮らないで下さい）”一歩先を意識

して。積極的に。 

・4 小節“nicht! ”ＣＨの子音しっかりと。 

・8 小節“bricht（壊れる）”Ｂの子音しっかり破裂させて。 

・11,12 小節“Todes-stoß（とどめの一突き）”遠くまでことばと響きが届くように。 

・11 小節“Todes”打点の瞬間でＴの子音が来るように。 

・12 小節“stoß”突き刺すように前へ。 

 

第１９曲 Ｒｅｃｉｔａｔｉｖｏ（テノール），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎ゲッセマネの園で迫り来る受難におののき悩むイエスの苦悩をテノールが伝え、それに

対し「すべては私達の罪によるものです。」とコーラスが歌う対話。 

・5 小節 p はバッハが書いたもの。p だが弱々しくならないように。 

・5～8 小節“Was ist die Ursach aller solcher Plagen? （このすべての苦しみの原因は何

なのでしょう？）”ことばの意味を表現する。 

・7 小節 Alt.“Plagen（苦しみ）”Ｇ♭音は少し高めに。 

・12 小節 Sop. 綿々と続けて歌う、ポルタメントになる手前ぐらいのレガートで。 

・13 小節 バッハが書いたスラー。 

・14 小節“geschlagen（打つ）”息は子音で流す。母音のときは声帯を閉じて。“-gen”最

後のンは音の中で言う。 

・19 小節“Jesu”のスラーを大切に。 

・21 小節 Bas.“verschuldet（犯す）”７度の跳躍音程注意。 

・21 小節“-det”Bas.以外も語尾の t を言う。cresc.はせず、さりげなく。 

・22 小節 Sop.“du er-”和音の構成音としてたどる。ポルタメントにならないように。 

・23 小節“duldet（耐え忍ぶ）”内切り（拍内で t をおさめる）。テノールソロにかから

ないように。 
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第２０曲 Ａｒｉａ（テノール），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎ゲッセマネの場面。十字架にかかることがわかっている。人間的な恐れ、苦しみをテノ

ールが歌う。それに対しコーラスが「罪の眠り」を表す子守歌を『眠りについた感じで』

歌う。祈り。得体の知れないものを眠り込ませる。切実に。 

・13～31 小節 sempre p（常に p で）。13 小節 p はバッハが書いたもの。p だが弱々しくな

らないように。 

・13 小節“schlafen”押さない。強くならない。 

・13～15 小節“schlafen～～ein”は“einschlafen（眠り込む）”ということば（分離動詞）

なので“ein”もしっかりと。 

・14 小節“Sünden（罪）”語尾大きくならない。支え失くさずに、流れを大事に。 

・47 小節～“Drum（それゆえ）”“recht（実に）”特にハッキリと。 

・47 小節“drum”しっかり歌い出す。６の和音（第１転回形）がやや唐突に出てくると

ころ。初めの音をピタッと入るように。 

・47～51 小節 1拍目 risoluto（決然と）そして f で。 

・48,49 小節 Ten.は 48 小節と 49 小節で下降形が違う。 

・49 小節“recht”短く処理し“bitter（苦い）”のビはしっかり準備して。押さえつけず

上へ。 

・50 小節 Sop.“süße（甘い）”f のままでニュアンスは dolce（柔和に）。体の芯が広がっ

ていくように。 

・51 小節“sein”まできっぱりと言い切る。 

・51～53 小節 Sop. カンニングブレスを取りながら。その後で息切れしないように。 

・51～55 小節 Bas.“drum muß uns sein verdienstlich Leiden recht bitter und doch süße 

sein（だから彼の尊い苦しみは私にとっては実に苦く、しかしまた甘くもあるのです。）”

８分音符２つをスラーで滑らかに繋げる。 

・53,54 小節 Bas.“Leiden（悲しみ）”Ｂ♮音、“und”Ｅ♮音、流れで取らないでその都度

新鮮に単独で取る。 

・58 小節 Ten.“sein”のＢ♮音の音程に注意。ピカルディ終止（長調で終止）はこのＢ♮

音の音程で決まる。cresc.して終わる。 

・63～65 小節 sempre p（常に p で）に戻る。 

・79～81 小節“so schlafen unsre Sünden ein”f で入って、dim.。dim.は時間をかけて長く。 

 

第２５曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎ゲッセマネでの祈りを経て、十字架の道を自ら選択するイエスの決心を肯定する。人間

としてのイエスの苦しみの心を歌うが、声は決して暗くならないように。 
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◎ただ声を出すのではなく、表現にする。強弱、テンポは指揮をよく見て従う。恐る恐る

入って後から押すのはダメ。 

・1 小節“Was mein Gott will, das gscheh allzeit（私の神の欲することは常に行われる）”

ためらわない。決然と。 

・4 小節“beste”から“Zu”へ仕切り直して慌てないで入る。 

・8 小節“Er”から新しく始める。 

・9～12 小節“Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget mit Maßen（正しい神

は苦悩から救い、悪を懲らしめる）”一本の線として。集中して。 

・11 小節 Ten.最後の音はＧ♮音である。（ベーレンライター版訂正） 

・15,16 小節“verlassen（見捨てる）”引かない。輝かしく。特に Ten.。この曲はロ短調か

ら始まりロ長調で終わる。ロ長調の主和音で終わるので最後の和音を特に輝かしく。 

 

第２７曲ａ Ａｒｉａ（ソプラノ、アルト），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎イエスが捕らえられたことを嘆く。堅く。押しとどめるように。流されない。 

・21 小節“ihn”スタッカートの音符だが、伸ばすことを意識して。 

・21 小節 Bas.は Ten.より高くから始まっている＝感情が高ぶっている。 

・21 小節“haltet”は叫びだが、音程をつけて。（以降も同じ） 

 

第２７曲ｂ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

・69 小節 Ten.は Bas.が終わるのを待たずに出る。遅れない。 

・80 小節～各パートⅠⅡに分かれてからの出だしの音程。引き締まって。ただし走らない。 

・85 小節 Chor.Ⅱ出だしの音程（ニ長調の和音）しっかり。 

・99 小節 1 拍目 Sop.ⅠＧ音、Bas.ⅠＧ音は３オクターヴ離れた同じ音。しっかり決めよ

う。この瞬間一番遠く離れた音です。 

・105～107 小節“feurigen（火の）”和音を歌う感覚で。 

・109～112 小節 Chor.Ⅰ、113～116 小節 Chor.Ⅱ、117～120 小節 Chor.Ⅰ“Hölle（地獄）”

sfp cresc.。アクセントをしっかりつける。但しつけすぎるとぶれるので注意。 

・130～132 小節 全パート一緒になることを意識して。 

 

第２９曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎この１曲にイエス・キリストの一生が表されている。十分にゆったりと。 

◎連続する８分音符の２つ目が強くならないように、音程丁寧に。 

◎カンニングブレスで音程を保つ。 

◎Sop.（コラールパート）オルガンのリード管のようにまっすぐに。音の始まりを鋭く。 

◎Alt.Ten.Bas.音の輪郭をハッキリ。８分音符１つ１つの充実度を上げる。 
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・47 小節 Alt.Ten.Bas.“werden, er”カンマがあるのであせって飛び込まないように。 

・56 小節 Sop.の中から Bas.が出てくるように。 

・57 小節“Toten（死者）”⇔“Leben（生命）”対照的に。 

・62 小節 Alt.Ten.Bas.“und～”出だしそれぞれ正確に。 

・63 小節“Krankheit（病める人）”。ただし文章としては“ab（取り去る）”するので、

病み過ぎない。Ｋの子音は立てて。 

・75 小節～“für”を大切に。 

・75 小節～Alt.Ten.Bas.ぶつけない。しっかり自分の中に深くくい込むように。 

・96 小節“lange（長い）”アクセントはないが、響いて終わる。まだここでは死なない。 

 

第３０曲 Ａｒｉａ（アルト），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎私のイエスはどこへ行ってしまったのだろう。 

◎オーケストラで心の落ち着かない様子を表している。 

・29～45 小節 mp で。 

・29 小節～“Wo（どこ）”柔らかく飛ばして。“ist”を言い直す。 

・53～65 小節 mp で。 

・53 小節～“Wo”柔らかく飛ばして。“hat”を言い直す。 

・61,62 小節“Freund （恋人）hingewandt（向く）”ひとつひとつの音を丁寧に。 

・64 小節“hin-gewandt”というように２つに分けて、“gewandt”は１つの言葉となるよ

うに。 

・89～99 小節 f で。 

・89 小節 Bas.“So”アルトのソロを最後まで聴かないで入ろう。 

・93 小節 Bas.1 拍目はＧ♯音である。（ベーレンライター版訂正） 

・96 小節 Alt.3 拍目はＤ音である。（ペータース版はＢ音なので修正） 

 

第３２曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎イエスを捕らえた人々は彼をカイファの所へ連れて行った。大祭司と長老達、そして全

議会はイエスの不正を元に彼を殺そうとしたが何も見出せなかった。（第31曲） 

◎ffで。堂々と、しっかり鳴らす。ことばのアクセントに従ってアクセントをつけて歌う。 

・1 小節 Bas.“Welt（世界）”Ａ音しっかり。 

・1 小節“Welt”腹筋でＴの子音を切り、その瞬間に吸う。 

・5 小節“Gdicht”上昇するように切る。流れを止めずに次の“viel”へ進む。 

・7,8 小節“Herr, nimm mein wahr（主よ、どうか私を受け入れ）”しっかりと言い切る。 

・8 小節“wahr”フェルマータで止める。 

・8,9 小節“in dieser Gfahr（この危機の中で）”しっかりと言い切る。 
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・10 小節 Bas.“falschen（偽りの）”Ｆ♯音しっかり上げる。 

 

第３６曲ｂ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎大祭司の問いに群衆が答えて言う。「彼は死罪だ。」 

・前の第 36 曲 a の 17 小節“Siehe（見よ）”で心の準備をしよう。この曲の気持ちになる

ように。 

・21 小節“Er ist des Todes”は“Er”から“To-”に推進力を持って向かっていく。 

・“Todes schuldig（死罪）”長く。このことばを浮き立たせる。特に Chor.ⅠSop.。 

・“Todes”Ｔの子音を早めにしっかりと言う。タイミングを揃えて。 

・最後まで f で歌いきる。dim.にしない。 

 

第３６曲ｄ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎「言い当ててみろ。キリストよ。お前を打っているのは誰だ。」と、神を信仰していな

い者達が言った。 

・31 小節出だし mp。その前の第 36 曲 c のエヴァンゲリストが激しく歌うがつられて大き

くしない。但し歌い方は鋭く。36 小節“Christe”から突然 ff。 

・“weissage（言い当ててみよ）”があちこちから聞こえてくるように。音程正しく、タイ

ミングを揃えて。 

・38 小節 4拍目のゲネラルパウゼ（４分休符）は緊張感溢れる。空気が動かないように。 

 

第３７曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎前曲に対し、「誰があなたをそんなに打ったのですか？誰があなたに多くの労苦をそん

なにひどく負わせたのですか？あなたは決して私達や私達の子どものような罪人では

ありません。あなたは罪を行うことについては何も知らないのです。」と、神を信仰し

ている者達が歌う。 

◎前曲とキャラクターが変わる。出だしの“Wer”に重さをかけて。 

ことばの力は強く。音量は弱く。子音の強さはとてもあるように。 

◎語尾のタイミングを揃えて。指揮を見ましょう。 

・1 小節“hat dich”ＴとＤの子音をキチンと言う。 

・2,3 小節“geschlagen（打つ）”ひとつのことばになるように。“so”とは分けて、一緒

にならないように。 

 

第３８曲ｂ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎女中とペトロのやりとり。ペトロは「そんな人は知らない」と２度否定する。（第38曲a） 

ペトロの言葉の訛り（ナザレ訛りのヘブライ語）でイエスの弟子とわかってしまう。ペ
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トロだけがどんどん心が痛むことになる場面。（第38曲b） 

ペトロの３度目の否定。鶏が鳴き、第16曲でのイエスの言葉を思い出す。（第38曲c） 

・mf でおおらかに。 

・“Sprache（ことば）”Ｓ，Ｐ，Ｒの子音をハッキリと。 

・20 小節 Ten.“Sprache”このメリスマは笑っている感じで。 

 

第４０曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎イ長調の曲だが、出だしの和音は嬰ヘ短調。第39曲アリアの悲しみを引きずっている。 

・p や mp でも母音をしっかり鳴らす。 

・1,2 小節 mp。悲しみを引きずって。 

・3,4 小節 mf。自信と確信を持って。 

・5,6 小節 f。明るく。 

・7,8 小節“durch sein Angst und Todespein（その恐れと死の苦しみによって）”キリス

トの苦しみを思って p に。ことばは fff。特に“Todespein（死の苦しみ）”の語気を強く。 

・9,10 小節 mp。 

・11～14 小節息の長い４小節に渡っての cresc.。“Huld”と“ist”の間はブレスしない。

他の箇所でカンニングブレスをする。 

・15,16 小節突然 p。 

 

第４１曲ｂ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎ユダの物語。第38曲でペテロの否認の場面が描かれたのと対をなす。 

イエスを引き渡したことを後悔したユダは、報償の銀貨を返すが…（第41曲a） 

「我々の知ったことではない」と祭司長、長老達に冷たくあしらわれる。（第41曲b） 

そしてユダは自殺してしまう。（第41曲c） 

・３拍子です。拍子感を持って。 

・17 小節 Chor.Ⅱ出るタイミングに気をつけて。８分休符を感じて。 

・17 小節 Chor.Ⅱ,18 小節 Chor.Ⅰ、ここは Sop.が下行し Bas.が上行している。特に Bas.

はしっかりと上行しよう。 

・21 小節“zu!”タイミングを揃えて切る。拍内で切る。 

 

第４４曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎このコラールはマタイ受難曲全体で５回出てくる。「またか」という感じにならないよ

うに、言葉、特に子音をはっきり言うこと。 

◎おおらかにたっぷりと。大きくフレーズをとる。確信を持って歌い出す。 

・8～12 小節は１つのフレーズなので続ける。“Winden（風）”と“gibt（与える）”の間



11 

はブレスをしない。他の箇所でカンニングブレスをする。 

・9 小節“und”どさっと置くようにしない。次のことばに柔らかく続くように。 

・9 小節“Wolken（雲）”10 小節“Winden（風）”上昇感があるように。柔らかく。 

・14 小節～最後 Sop.“da dein Fuß gehen kann（そこをあなたの足は歩むことが出来る

のです）”響きを下げない。音域が低い所こそ響きを上げて。 

 

第４５曲ａ Ｅｖａｎｇｅｌｉｓｔａ（エヴァンゲリスト），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎ピラトによる裁判の場面。過越祭に際し、囚人を１人釈放する習慣があった。今回の囚

人は“バラバ”と“イエス”。群衆は「“バラバ”を釈放しろ」と叫ぶ。「ならば“イエ

ス”はどのようにするか？」とピラトは群衆に問う。 

・顔を上げよう。 

・“Barrabam!（バラバを！）”Ｍの子音、口閉じる。 

 

第４５曲ｂ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎群衆は「十字架につけろ！」と叫ぶ。 

・各パートの出だし 

  Ten.は Bas.から５度上、Alt.は Ten.から４度上、Sop.は Alt.から４度上 

・35 小節“Laß（～せよ）”の出だしが遅れない。“Laß”は“Laßt”にならないように。

第 27 曲 a と区別。“Laß”は短く。“Laß”と“ihn（彼を）”は完全に区切る。 

・37 小節 Ten.“kreuzigen（十字架につける）”発音ハッキリ。かみつくぐらいの勢いで。 

・43 小節“kreuzigen!”指揮を見て。タイミングをきっちり合わせよう。 

・全体に、タイの後の動き出しが遅れないように。 

・歌い終わり、次の曲（第 46 曲）へ移る一瞬は空気が静止しているように。緊張感を持

続させているように。 

 

第４６曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎客観的に戻り、人間の罪深さを歌うコラール。 

・1 小節“Wie（なんと）”Ｗの子音時間かけて。音程をつけて。息を流して。 

・1 小節 “Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!（なんと驚くべきことでしょう。こ

の刑罰は！）”息を吸い込むように歌う。 

・4,5 小節 Sop.“Der gute Hirte leidet für die Schafe（良い羊飼いがその羊に代わって苦

悩し）”高音域はあごその他を楽にして。 

・8 小節 Bas.“Herre, der Gerechte（正義の主）”下行形は響きを下げない。 

・9 小節フェルマータはしないが“Gerechte”でいったん終わらせて、立て直して“für”

に入る。 
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第５０曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎ピラトが群衆に問いかける。「彼は一体どんな悪事をしたというのか？」（第47曲） 

「私のイエスは何もしていない。」（第48曲） 

彼ら（群衆）はますます叫んで言った。（第50曲a） 

◎第45曲bが全音上がっただけ。（イ短調からロ短調になった） 

「彼を十字架につけろ！！」と２回要求する。その２度目である。 

◎烏合の衆である。きれいに歌おうとしないように。 

・前曲のエヴァンゲリストは２小節もない。前曲の 1 拍目の和音で群衆になろう。ここか

ら“kreuzigen!”の心構えを持とう。 

・2 小節 Bas.第一声のＢ音はその前のエヴァンゲリストの最後の“sprachen”の和音Ｅ－

Ｇ－ＢのＢ音である。この和音をよく聴いて入ろう。 

・各パートの出だし 

  Ten.は Bas.から５度上、Alt.は Ten.から４度上、Sop.は Alt.から４度上 

・4 小節 Ten.出だしは Bas.よりもさらに鋭く。 

・4 小節 Bas.2～3 拍目Ｃ♮音タイをしっかりキープする。Ten.との不協和音を感じる。 

・5 小節 Ten.4 拍目～6小節 1拍目Ｆ♮音タイをしっかりキープする。Alt.との不協和音を

感じる。 

・7 小節 Alt.2～3 拍目Ｃ♮音タイをしっかりキープする。Sop.との不協和音を感じる。 

・9 小節 Alt.“kreuzigen”3 拍目は第 45 曲 b と音型が違うので注意しよう。 

・10 小節“kreuzigen! ”短くきっぱりと切る。 

 

第５０曲ｄ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎ピラトは群衆の前で手を洗い、「私は責任をとらない。お前達が勝手にしろ！」すべて

の群衆が言った。（第50曲c） 

「彼の血は我等と我等の子孫の上に降りかかればよい。」（第50曲d） 

・19 小節エヴァンゲリストに覆い被さるように入る。他の曲のように休符を挟んでいない

のでエヴァンゲリストと一体となるように。 

・19 小節“Blut（血） komme（来る）”ＴとＫの子音を揃えて。リズムをしっかり掴む。 

・19～21 小節 Bas.“Sein Blut komme über uns und unsre Kinder（彼の血は我々と我々

の子ども達の上に降りかかる）”テーマ（主旋律）なのでしっかりと歌う。以後 Ten.→

Sop.→Alt.と引き継がれていく。 

・テーマの所はせめて顔を上げよう。特に Sop.24 小節～26 小節。 

・28,29 小節 Sop.Alt.Ten. “über”はっきりと言い直すように出る。 

・28～30 小節 Sop.Alt.Ten.“über uns und unsre Kinder”ストレッタである。ストレッ
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タとはフレーズの途中で違う声部の同じフレーズがたたみ掛けるように始まること。切

迫感、緊迫感が生じることとなる。このことを意識して。 

・29～31 小節 Bas.“Sein Blut komme über uns und unsre Kinder”２回目のテーマ。も

う一度立て直すように入る。 

・29～31 小節のように♯が多くなっていると言うことは十字架が近づくと言うことであ  

る。♯は Kreuzige（十字架）を表す。♮ の音と共に特に注意して。 

・32～34 小節 Sop.“Sein Blut komme über uns und unsre Kinder”２回目のテーマ。も

う一度立て直すように入る。 

・32～34 小節 Alt.“Sein Blut komme über uns und unsre Kinder”テーマではないのだ

が、Sop.と一緒に動くのでしっかりと。 

・ロ短調の曲だが最後の 34 小節からはニ長調。長調で終わる。 

・35,36 小節“Kinder（子ども）”丁寧に終わろう。ニ長調とわかるように。和声を明確に。 

・36 小節 Sop.“Kinder”根音であるＤ音が下がらないように。→ニ長調で終わるための

大事な音である。 

 

第５３曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎ピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭で打たせた。（第50曲e） 

なすすべなく見ていなければならない鞭打ちに対する強い怒り。（第51曲） 

悲しみ。（第52曲） ※第51、52曲のオーケストラは鞭打ちの音型。 

兵士達がイエスの服を脱がせ、紫の上衣を着せ、茨の冠を載せ、葦を右手に持たせ、彼

の前にひざまずき言った。（第53曲a） 

◎「ごきげんよう、ユダヤの王様！」とイエスを嘲り、笑いものにする兵士達。 

・11 小節から 14 小節 2拍目まで p で。その間絶対に cresc.しないで p を保つ。“Juden-könig

（ユダヤの王）”で急に f にする。f になることを予測させない。 

・“Gegrüßet（ごきげんよう）”バカ丁寧に、いやらしい感じで。 

・14 小節“Jüden-könig”→“Juden-könig”ウムラウトを取る。 

 

第５４曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎イエスに唾を吐き、葦で彼の頭を叩いた。（第53曲c） 

それに続けて歌われる、受難コラールの最高潮。 

◎指揮をよく見よう。どう動くかわかりません。しっかり付いていき対応しよう。 

特にコラールはそのような注意が必要です。 

◎１番と２番の間を空ける。２番も芯があるように。子音ますますしっかりと。 

〈１番〉 

・1 小節“Blut（血）”と 2 小節“Wunden（傷）” の子音の違いをキチンと表す。 
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・2 小節“Wunden”発音を堅く。 

・4 小節“Hohn（侮り）”“n”までテンション上げたままで、一番良い響きで。 

・6 小節“gebunden（つながれる）”発音を堅く。 

・8 小節“Dornen-kron（茨の冠）”“n”までテンション上げたままで、一番良い響きで。 

・15,16 小節 Sop.“gegrüßet seist du mir!（私の祝福をお受け下さい）”音高は低いがテ

ンションは下げない。3,4 小節と同じようにテンションを上げて。 

・14～16 小節“gegrußet seist du mir!”よく支えて。響きを下げない。 

〈２番〉 

・1,2 小節“Du edles Angesichte（気高い御顔）”、5,6 小節“das große Weltgewichte（大

きな世の権威）”響き上げたままで。pp の時ほど発音は ff で。 

・1,2 小節“Angesichte（かんばせ）”ひとかたまりで。音符で刻まない。 

・8 小節“bespeit（つばを吐きかける）”破裂音をハッキリと。 

・14～16 小節 “so schändlich zugericht? （誰が恥ずかしげもなく傷つけたのでしょう）”

よく支えて。響きを下げない。 

 

第５８曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎兵士達はゴルゴダ（されこうべの場所）でイエスに酸っぱい葡萄酒を飲ませようとした

が、イエスは飲まなかった。 イエスを十字架につけ、服を分けるためくじ引きをした。

「ユダヤの王、ナザレのイエス」と死罪の理由が書かれ、通りがかった人々が中傷し頭

を振りながら言った。（第58曲a） 

群衆はイエスを嘲る。メサイアの第28曲「He trusted…」と同じ場面。「神の神殿を

打ち壊し、３日でそれを建て直す者よ。自分自身を救ってみよ。神の子なら十字架から

降りてこい！」 

・31 小節～“hilf dir selber!（自分自身を救ってみよ！）”激しく、意味に合った言い方で。 

・35 小節～“steig（降りる）herab（下へ）”２つの言葉を完全に句切る。 

・35 小節～“steig herab”Ｈの直前でＫの子音をハッキリと言う。 

 

第５８曲ｄ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎大祭司達も嘲笑い言った。（第58曲c）「彼は他人は救えても、自分自身は救えない。イ

スラエルの王ならば今十字架から降りてこい。そうしたら我々も彼のことを信じよう。

彼は神を頼ってきた。神が今彼を救うだろう。彼はこう言っていたのだから。『私は神

の子だ』」 

・44 小節 Chor.Ⅱ“Andern（他人）”拍頭からしっかり入る。 

・46 小節～“Ist er der”慌てない。転ばない。 

・46 小節 Ten.“Ist er der König”この５度の跳躍しっかり上がって。（バカにしている時
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に使った跳躍） 

・54,55 小節“so wollen wir ihm glauben（そうしたら我々も彼のことを信じよう）”は音

量が p で。ことばはハッキリと ff で。 

・62,63 小節“Ich bin Gottes Sohn（私は神の子）”１箇所に声と心が集まるがごとく。 

 

第６０曲 Ａｒｉａ（アルト），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎イエスと共に十字架につけられた者達も罵った。（第58曲e） 

・17 小節“Wohin（どこへ）?”重力から解き放たれて、この世の人ではない者に言うよ

うに。強くなくてよい。まっすぐ入る。 

・42 小節“Wo（どこ）?”浮かび上がってそのままアルトのアリアに繋ぐ。アルトのアリ

アと一体となって。 

 

第６１曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎イエスの死の場面。十字架に向かって左右に分かれて佇んでいる群衆。（第61曲b,d） 

イエスは「エリ（わが神）、なぜ私をお見捨てになったのですか？」と叫ぶ。（第61曲a） 

群衆は言う。「エリアを呼んでいるぞ！」（第61曲b） 

◎和音を感じて和音の中で音を取ろう。 

つまり…“Der rufet dem E-”はＣ－Ｅ♭－Ｇ音。“-lias!”はＦ－Ａ－Ｃ音。 

・出だし“Der”しっかり捉えて。これが聞こえないとこの曲の和声がわからなくなる。 

・Bas.“Der rufet dem Elias!（エリアを呼んでいるぞ！）”音程注意。しっかりと捉えて。 

・15 小節 4拍目の４分休符をしっかり感じて。“Elias!”揃えて切る。 

 

第６１曲ｄ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎１人が酸いぶどう酒をイエスに呑ませようとしたが…（第61曲c） 

「待て、エリアが迎えに来るか、見ていよう。」と（第61曲d） 

そしてイエスは息を引き取られた。（第61曲e） 

◎和音を感じて和音の中で音を取ろう。旋律として取らない。 

・“Halt!（待て！）”オーケストラはザワザワしているが合唱はザワザワしない。タイミン

グ、歌い方揃える。 

・出だし“Halt!”息が軽く出るだけ。擦らない。“ch”の発音にしない。 

・23 小節 Ten.“sehen”Ａ音はファルセットで軽く。 

・24 小節 Sop.Ten.“komme”Ｅ♮ 音音程合わせて。ここから転調を示す大事な音である。 

・24小節“komme”Ｍの子音しっかり響かせて。 

・この曲の後は、イエスが息を引き取る、一番大切な場面。第６１曲ｅの 25 小節目まで

に必ず楽譜をめくるようにする。（静かにめくる。）次のコラールが始まるまでは絶対
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に音を立てないこと！ 
 

第６２曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

◎最後の受難コラール。マタイ受難曲のクライマックスですので、こだわりましょう。 

◎この世のものではない音楽。人間が歌うという意識はない。イエスの死後という場面を

踏まえて。 

◎和音を感じて、和音の中で歌う。 

・1 小節“Wenn | ich”絶対に区切りましょう。“ich”の前で息を止める。 

・5～8 小節“Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du denn her für!（私が死に苦しむ時、

どうかその時には姿を現して下さい！）”子音をしっかりと。子音の表情をオーケストラ

に示そう。 

・9 小節 Bas.“mir am aller”Ｄ♯音とＥ♭音は鍵盤上では同じである「異名同音」だが

そのように捉えない方が良い。 

 つまり…Ｄ♯音はＤ音より半音上がった音、Ｅ♭音はＥ音より半音下がった音という 

ように捉え、丁寧に音を取ろう。 

・14 小節“kraft”ハ長調の主和音です。Ｃ－Ｅ－Ｇ音を感じて音をとる。 

・16 小節“Pein（苦痛）”Ten.Ｂ♮音よく合わせて。Sop.Bas.Ｅ音をよく合わせて。最後

の和音一瞬で決めよう。 

 

第６３曲ｂ Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎神殿の幕が２つに裂け、墓が次々と開き、多くの聖人達が生き返り多くの人の前に現れ

た。百人隊長とイエスを見張っていた者達がそれを見て恐れて言った。（第63曲a） 

「本当にこの人は神の子だったのだ。」 

今まで歌ってきたマタイ受難曲の意味がここに集約されている。 

・遅くとも前曲のエヴァンゲリストの 18 小節“erschraken sie sehr und sprachen（大変

恐れて言った）”から気持ちを作って入る。 

・内面には強いものがある。しかし外へ向かってはダイナミクスは決して強くなく。 

・19～20 小節“Gottes Sohn（神の子）”ここが頂点。これを言うためにマタイのこの曲ま

でがある。“Gottes Sohn”Ｎの子音までしっかりと。 

・最後 Sop.“gewesen（～であった）”音程最善の注意を払って。 

 

第６６曲ｂ Ｃｈｏｒus（合唱） 

◎ヨセフがイエスを亜麻布に包み墓に葬り大きな石でふたをした。マグダラのマリアと他

のマリアは墓に向かって座った。翌日大祭司とファリサイ人がピラトに言った。（第66

曲a） 
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「嘘つき野郎（イエス）が“３日目に甦る”と言っていた。イエスの遺体を弟子達が

盗み“イエスが甦った”などと言わないように警備させて下さい。」（第 66 曲 b） 

ピラトは「番人がいるから一緒に見張れ」と言い、彼らは共に見張り石に封印した。

（第 66 曲 c） 

・16 小節 “Herr（閣下）”ピラトのことである。短く。 

・17 小節 Ten.Ⅱ“Herr, wir haben gedacht（閣下、私達は思い出しました）”同じ１つの

和音（Ｂ♭－Ｄ－Ｆ音）で出来ている。和音の中で動こう。 

・17,18 小節 Sop.Ⅱ“dieser（この）”Ｃ音、しっかりキープする。そのことによって 18

小節 1拍目裏の Sop.ⅠのＤ♭音との不協和音が作られる。 

・19 小節 Bas.“da er noch”同じ１つの和音（Ｆ－Ａ－Ｃ音）で出来ている。和音の中で

動こう。 

・20～22 小節“Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen（私は３日目に復活する

だろう）”この上行は復活の象徴。流れに乗って歌う。大事な言葉“dreien Tagen（３

日）”と“auferstehen（復活する）”をハッキリと。 

・20 小節 Ten.“Ich（Ｆ音）”Bas.から引き継ぐ。Ｂ♭－Ｃ－Ｄ－Ｅ♭－Ｆ音ときれいな音

階になっています。 

・29 小節 Ten.“kommen und stehlen（来て盗み）”上行きれいに、そしてＡ♭音美しく。 

・33 小節 Sop.はＡ♭－Ｂ♭（♭の連続）、Ten.はＡ♮－Ｂ♮（♮の連続）。２つのパートは

音が違うので注意しよう。音の違いを明確に出そう。 

・33 小節 Bas.“Er（彼は）”Ｃ音しっかりと。この瞬間はハ短調の主和音（Ｃ－Ｅ♭－Ｇ） 

を作る。Bas.はその根音なので。 

・37 小節全パート♯♮は鋭く。響きを高く上に。  

・39 小節 Alt.“erste!”Ｆ♯音音程下げないように。昇って行くように。（他のパートも） 

 

第６７曲 Ｒｅｃｉｔａｔｉｖｏ（バス、テノール、アルト、ソプラノ），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎曲全体に静寂を湛える。全体をpで。 

◎レチタティーヴォに対して合唱は一つのパートが先行して入っていく。 

   ・レチタティーヴォ Bas.  →  合唱 Sop. 

      ・レチタティーヴォ Ten.  →  合唱 Alt. 

      ・レチタティーヴォ Alt.  →  合唱 Bas. 

      ・レチタティーヴォ Sop.  →  合唱 Ten. 

・2 小節 Sop.“Mein Jesu（私のイエスよ）”Ｍの子音、Ｊの子音しっかりと。子音でその

ことばの気持ちを表現する。“Jesu”に入ってから延ばしている間に母音を変えない。 

・6 小節“Nacht!（夜）”内切り。拍内で切る。 
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・10 小節 Bas.“Mein”明るい響きで。 

・10 小節 Sop.“Mein”は Bas.の“Jesu”と同じ音。Bas.から取るとよい。 

・10,11 小節 Ten.“Mein Jesu”Ａ♭－Ｆ－Ｄ♭音は移動ドで言うところのソミド。ソミ

ドの感覚で歌おう。最初のＡ♭音はエヴァンゲリストの最後の“gebracht!（もたらされ

た）”と同じ音なのでよく聴いて入ろう。 

・15 小節 Ten.“Mein Jesu”Ｇ－Ｃ音は 1 拍目のオーケストラのＣ－Ｅ♭－Ｇ音の和音か

ら取る。 

 

第６８曲 Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

◎最後に、キリストが通った道行きを思い出そう。 

・13 小節“Wir（私達は）”アクセントにならないように。体を開いて。 

・15 小節 Ten.Bas.Ｅ♮音丁寧に。Ｃ７の和音を形成する要の音ですので大事な音です。 

・21,22 小節、45,46 小節 Chor.Ⅱ “Sanfte ruh（安らかに眠って下さい）”は più p（ピ

ウピアノ）→今までよりもさらに弱く。 

・52～54 小節 Chor.Ⅱ“Ruhet Sanfte, ruhet wohl（安らかに心地よくおやすみ下さい）”

清潔に。 

・59 小節 Chor.ⅡBas.“Ruhet”オクターヴの跳躍しっかりと。 

・63,64 小節 Chor.Ⅰ“soll dem ängstlichen Gewisen（この悩める良心にとって）”しっ

かりと f のつもりで決然と。 

・65～72 小節 Chor.Ⅰ“ein bequemes Ruhekissen und der Seelen Ruhstatt sein（心地

の良い憩いの枕であり、そして魂の安らぐ場所でありますように）” 少し柔らかくなる。

しかし骨組みはしっかりあるように。 

・93,94 小節 Ten.“Wir setzen uns（私達はひざまずく）”和音の中で音を取る。つまりＧ

－Ｃ－Ｇ音はドミソの和音を頭の中で鳴らしながら、Ｄ音はソシレファの和音を頭の中

で鳴らしながら。 

・95,96 小節“mit Tränen nieder（涙を落として）”感傷的にならない。既に和声で悲し

みを表しているので。さらっと歌う。 


