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Weihnachts-Oratorium, BWV 248の楽器編成 曲によって管楽器編成が変化します
I    Teil (第1部) : Tromba I, II, III, Timpani, Flauto traverso I, II, Oboe/Oboe d’amore I, II
II   Teil (第2部) : Flauto traverso I, II, Oboe d’amore I, II, Oboe da caccia I, II
III  Teil (第3部) : Tromba I, II, III, Timpani, Flauto traverso I, II, Oboe/Oboe d’amore I, II

○IV Teil (第4部) : Corno da caccia I, II, Oboe I, II
V  Teil (第5部) : Oboe d’amore I, II

○VI Teil (第6部) : Tromba I, II, III, Timpani, Oboe/Oboe d’amore I, II
共通 Violino I, II, Viola, voce(Soprano, Alto, Tenor, Basso) Continuo, Organo

今回の演奏では、Continuo : Cembalo, Violoncello, Tiorba, Fagottoを使っています

クリスマス・オラトリオ(Weihnachts-Oratorium) BWV 248は、1734年に作曲されています.  
第1部から第6部までカンタータ6部で構成し、教会暦に沿ってクリスマスの時期(12月25日
～1月6日公現祭)の日曜と祝日の計6日間に全6部を演奏します.  BachはLeipzigの聖トーマス
教会(Thomaskirche)と聖ニコライ教会(Nikolaikirche)の2つの教会(徒歩5分程度)を往復し、こ
のオラトリオを演奏したとされています.  

Thomaskirche Nikolaikirche

聖書のLukas伝, Matthäus伝, Johannes伝からのテキストを使い、誕生、割礼、命名の話、東
方の賢者の話などを含めています.  音楽が付けられた聖書本文の半分は、Bachの時代の宗
教的な読み方に則しています.  中にはHeinrich Schützなどの古い時期に、クリスマス物語の
解釈や伝統的な読み方(綴り)も取り入れています.  おそらくクリスマス・オラトリオの構想
および下書きは、BWV 248の第3部に引用するBWV 213 “Laßt uns sorgen, laßt uns wachen(われ
らにまかせて見張りをさせよ)”の世俗Kantate等を書いた1733年9月頃には既に出来ていたと
思われます.  (詳細不明)

librettoの表紙 1734年
慣例により作詞者、作曲者の名前は省かれています
テキスト自体は作者不詳で最終的な書き替えはBach自
身によります.  テキストの整備などの協力はChristian 
Friedrich Henrici (Picander)が手伝ったようです.  
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BWV 213 “Laßt uns sorgen, laßt uns wachen”の7 AriaとBWV 248の第4部(41 Aria)
e-Moll / Oboe, Violino → d-Moll / 2 Violini 

BWV 213から、1番のChorus, 5番, 7番のAria 計3曲をBWV 248の第4部に転用しています.  
J.S.Bachの作品の中で転用は珍しくありません.  但し、この場合は予め計画していたよう
に見えます.  楽器(役割)の編成と調性だけを手直しして、極々自然に転用出来ています.  

BWV 213 “Laßt uns sorgen, laßt uns wachen”の5 AriaとBWV 248の第4部(39 Aria) 
A-Dur/ Oboe d’amore, 2 Alti  → C-Dur / Oboe, 2 Soprani

BWV 213 

BWV 248 

BWV 248 

BWV 213 
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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Weihnachts-Oratorium, BWV 248 より

soprano : Rachel Harnisch
mezzo-soprano : Anke Vondung
tenor : Maximillian Schmitt
bass : Christian Immles

Chor : Chor des Bayerischen Rundfunks 
Ensemble : Akademie für Alte Musik Berlin

Münchner Residenz

Herkulessaal

MünchnのResidenz(旧バイエルン王国(Königreich Bayern) Wittelsbach王家の王宮)にある
音楽ホール(Herkulessaal)での演奏です.  

soprano : 
Rachel Harnisch

mezzo-soprano : 
Anke Vondung

bass : 
Christian Immles

tenor : 
Maximillian Schmitt

Dirigent : Peter Dijkstra 2010, Herkulessaal / Münchner Residenz

Weihnachts-Oratorium, BWV 248 第4部 (1月1日 イエスの割礼; 命名の日)

36. Chor
Fallt mit Danken, fallt mit Loben
vor des Höchsten Gnadenthron!
Gottes Sohn will der Erden
Heiland und Erlöser werden,
Gottes Sohn
dämpft der Feinde Wut und Toben.

36. 合唱
感謝とともに伏せ、賛美とともに伏せよ
高き恵みの玉座の前に!
神の御子は地上の
救世主となり、あがなう主となる
神の御子は
敵の怒りと狂気を静め給う
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37. Rezitativ (Tenor)
"Und da acht Tage um waren,
daß das Kind beschnitten würde,
da ward sein Name genennet Jesus,
welcher genennet war von dem Engel
ehe denn er im Mutterleibe empfgangen ward.“

38. Rezitativ (Baß) mit Choral
(B) Immanuel, o süßes Wort
mein Jesus heißt mein Hort
mein Jesus heißt mein Leben
mein Jesus hat sich mir ergeben,
mein Jesus soll mir immerfort
vor meinen Augen schweben.
Mein Jesus heißet meine Lust,
mein Jesus labet Herz und Brust

Komm! Ich will dich mit Lust umfassen,
mein Herze soll dich nimmer lassen,
Ach! So nimm mich zu dir!

37. Recitativo (Tenor:Evangelist)
“そして、8日が満ちて
子は割礼を受け、
その子はイエスと名付けられた
これは、天使が示した名であった
胎内に宿る前に”

38. Recitativo (Baß) con chorale (Sop.)
(B) Immanuel*、何と甘美な言葉(名前)
我がイエスは私の守り
我がイエスは私の命
我がイエスは私にご自分を与え、
我がイエスは常に私と共におられます
私の目の前から離れることなく
我がイエスは、我が喜び
我がイエスは心も胸も満たし給う

来たれ! 私は思いのままに抱きしめます
我が心はあなたを離すことができません、
あぁ、どうか私を連れて行き給え

*Immanuel : (נּוֵאל Immanuel, Emmanuel)は旧約聖書に登場する人物 ,ִעמָּ
Immanuelは、インマヌ(Immanu, 我らと伴に)とエル(El, 神)を組み合わせた名前
“神は我らと伴に”の意味があります.  

39. Arie(Sopran)
Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
auch den allerkleinsten Samen
jenes strengen Schreckens ein?
Nein, du sagst ja selber nein! (Nein!)
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Nein, dein süßes Wort ist da!

Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja! (Ja!)

39. Arie (Soprano, soprano echo)
示し給え, 我が救世主、示し給えあなたの名は
小さな種でさえ
深刻な恐怖であるのか?
いいえ、ご自身でいいえと言われる (いいえ)
私は今死ぬことを恐れるべきか?
いいえ、あなたの甘き言葉がここに!

それとも、喜ぶべきか?
そうだ、と救世主ご自身が言われる (そうだ)

テキストに括弧の付いている箇所は、複数の声部が異なるテキストを同時に進行します.  

(S) Jesu, du mein liebstes Leben
Meiner Seelen Bräutigam
der du dich vor mich gegeben
an des bittern Kreuzes Stamm!

(B) Auch in dem Sterben sollst du mir
das Allerliebste sein;
In Not, Gefahr und Ungemach
seh ich dir sehnlichst nach.
Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein?

Mein Jesus! Wenn ich sterbe
so weiß ich, daß ich nicht verderbe;
Dein Name steht in mir geschrieben,
der hat des Todes Furcht vetrieben.

(S) イエス、あなたは我が最愛の命
我が魂の花婿
我がためにご自身を投げ出し
十字架の苦しみに付きし方!

(B) 私が死する時にも
あなたは最愛の方です
苦しみ、危険、災難にも
私はあなたを望みます
死が最後にどのような恐怖を与えるのか?

我がイエスよ、私が死ぬ時
私が滅びないことを、私は知っています
あなたの名前が私に刻まれ、
それが死の恐怖を追い払います
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40. Rezitativ mit Choral
(B) Wohlan! Dein Name soll allein
in meinem Herzen sein.
Soll in meinem Herzen sein! 
So, so, so will ich dich entzücket nennen,
wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen.
doch, Liebster, sage mir:
Wie rühm ich dich, wie dank ich dir?

(S) Jesu, meine Freud und Wonne,
meine Hoffnung, Schatz und Teil
Mein Erlösung, Schmuck und Heil,
Hirt und König, Licht und Sonne!
Ach! Wie soll ich würdiglich,
mein Herr Jesu, preisen dich?

41. Arie(Tenor)
Ich will nur dir zu Ehren leben,
mein Heiland, gib mir Kraft und Mut,
daß es mein Herz recht eifrig tut!
Stärke mich,
deine Gnade würdiglich
und mit Danken zu erheben!

42. Choral
Jesus richte mein Beginnen,
Jesus bleibe stets bei mir!
Jesus zäume mir die Sinnen,
Jesus sei nur mein Begier.
Jesus sei mir in Gedanken
Jesu, lasse mich nicht wanken!

40. Recitativo (B)とChoral (S)
(B) ならば! あなたの名前だけが
我が心にあるべき.
我が心に残る!
ならば、私はあなたの名を喜んで呼びます、
あなたの胸と心が愛に燃える時
しかし、愛する主よ、私に教え給え：
如何にあなたを讃え、感謝すれば良いのか?

(S) イエスよ、我が喜びと幸せ、
我が希望と宝、そして分かち合い
我があがないと宝石、そして救い
羊飼いと王、光と太陽!
おぉ! どのようにすれば相応しく
我が主イエスよ、あなたを讃えられるでしょう?

41. Arie (Tenor)
我はあなたをただ称えるために生きん、
我が救い主よ、我に力と勇気を与え給え、
我が心が熱くに燃えつづけるように!
我を強め､
あなたの恵みにふさわしく
感謝を捧げさせ給え!

42. Choral
イエスは我が始まりを正し、
イエスは常にそばにいる!
イエスは我が感覚を抑え、
イエスは我が願いとなる
イエスは我が中にいて
イエスよ、我を揺るぎなくさせ給え

Weihnachts-Oratorium, BWV 248 第6部 (1月6日 公現祭)

54. Chor
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
so gib, daß wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hülfe sehn!
Wir wollen dir allein vertrauen,
so können wir den scharfen Klauen des Feindes 
unversehrt entgehn.

55. Rezitativ (Tenor & Baß)
(T) "Da berief Herodes die Weisen Heimlich
und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern 
erschienen wäre.
Und weiset sie gen Bethlehem und sprach:”
(B)“Ziehet hin und forschet fleißig nach dem 
Kindlein, und wenn ihr's findet, sag mir's wieder,
daß ich auch komme und es anbete.“

54. 合唱
主よ、勝ち誇れる敵どもの息まくとき、
堅固な信仰を持ち
あなたの力と助けを探し求めます!
我らはあなただけを信頼し、
そして鋭い爪から無傷で逃れることができま
すように

55. Recitativo (Ten., Bass)
(T) “そしてヘロデは賢者たちを密かに呼び、
星がいつ現れたのかを尋ねた

そして彼らにベツレヘムを指差し言った : “
(B) “そこに行って、その子を懸命に探し、
見つけたら知らせてほしい、
私も行って崇めます” 5



56. Rezitativ (Sopran)
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,
nimm alle falshce List,
dem Heiland nachzustellen;
der, dessen Kraft kein Mensöch ermißt,
bleibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz, dein falshces Herz ist schon,
nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn,
den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

57. Arie (Sopran)
Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächtiger Menschen Macht,
hier wird alle Kraft verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
O, so müssen sich sofort
sterblicher Gedenken wenden.

58. Rezitativ (Tenor)
"Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. 
Und, siehe, der Stern, den sie im Morgenlande
gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis daß er kam 
und stund oben über, da das Kindlein war.
Da sie den Stern sahen, wurden sie
hoch erfreut und gingen in das Haus
und funden das Kindlein mit Maria,seiner Mutter,
und fielen nieder und beteten es an
und täten ihre Schätze auf
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.“

56. Recitativo (Soprano)
偽者め、主を倒そうと、
偽りの策略の全てを尽くし、
救い主を追いかけてみよ ;
人知を超えた力は、
確かな手の中にあります.  
汝の心、偽りの心は既に、
全て策略と伴に、いと高き子は、
汝が倒そうとしていると、良く知っている.  

57. Aria (Soprano)
その方の手の一撃だけで、
無力な人間の力は打ち砕かれ、
どのような力でも一笑に付される!
いと高き方の一言話すだけで、
敵の思い上がりは終わり、
あぁ、すぐにそうしなければならない
人は考えを改めなければならない

58. Recitativo (Tenor)
“彼ら(賢者)たちは王の言った通り、出かけ
そして、見よ、彼らは東の国に見えた星は
彼らを導き、その子がいる上で留まった

彼らはその星を見て
喜んで家に入り、
そして、幼子を聖母マリアとともに見いだし､
そして、ひれ伏して拝んだ
そして、宝の箱を開き､
黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた”

Myrrhen : 没薬(焚いて使う香料)

59. Choral
Ich steh an deiner Krippen hier,
O Jesulein, mein Leben;
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und laß dirs wohlgefallen!

60. Rezitativ (Tenor)
"Und Gott befahl ihnen im Traum,
daß sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken;

und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr 
Land.“

59. Choral
私はあなたの飼い葉桶のそばに佇み、
おぉ、幼子イエス、我が命;
私はあなたに捧げるものを持ってきました、
それはかつてあなたが与えたもの.  
受け取り、これは私の霊と思い、
心と魂、情熱、全てを受け取り、
そして、御身にかなわせ給え!

60. Recitativo (Tenor)
“そして、神は夢の中で命じられた、
彼等は再び、ヘロデ王の所に向けて帰るべき
で無いと;
そして、別の道を通って、再び、彼らの国へ
帰った”
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61. Rezitativ (Tenor)(accompagnato)
So, geht! Genug,
mein Schatz geht nicht von hier,
er bleibet da bei mir,
Ich will ihn auch nicht von mir lassen.
sein Arm wird mich aus Lieb
mit sanftmutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;

Er soll mein Bräutigam verbleiben,
Ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er libet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren!
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund:
und werd ich ängsgtlich zu dir flehn:
Herr, hilf! So laß mich Hülfe sehn!

62. Arie (Tenor)
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
Was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.
Ihr mögt euch noch so grimmig stellen,
droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
doch seht! Mein Heiland wohnet hier.

63. Rezitativ (Sopran/Alt/Tenor/Baß)
Was will der Höllen Schrecken nun,
was will uns Welt und Sünde tun,
da will Jesu Hände ruhn?

61. Recitativo (Tenor)
さぁ行きなさい!充分です、
我が最愛の方はここから離れません、
主は私のそばに留まり、
私も、主の傍を離れません.  
主の腕は愛をこめて、私を
限りない優しさをもって、
そして、とても優しく抱きしめてくださる;

主は我が花婿となる方、
私は胸も心も捧げます、
私は彼が私を愛してくださると知り、
私の心も主を愛し、
そして、永久に讃えます.  
今の我を傷つける敵が居るのか、
この様に幸運な状況で!
イエスよ、あなたは変わる事なき我が友:
そして、怖れあなたにすがり、
主よ、助け給え! その時私に救いを見せ給え!

62. Aria (Tenor)
傲慢な敵は怖れさせようとしているのか;
どんな怖れを我らに抱かせられるのか?
我が最愛の方、我が宝はここに我と伴にある.  
どれほど厳しいふりをし、
我らを完全に倒そうとすれども、
されど見よ! 我が救い主はここにおられる.  

63. Recitativo (SATB)
地獄は何を怖れさせようというのか、
世界と罪は我らに何をしようというのか、
イエスは手を休めるというのか?

64. Choral
Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar,
denn Christus hat zerbrochen,
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.

64. Choral
汝は見事に報復し
汝の敵の軍勢に
それは、キリストが破り給い
汝の敵となる者を
死、悪魔、罪と地獄は
全て力を弱め
神と共に居場所を得る
人々は皆
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Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741)の四季(Le quattro stagioni)より”冬”
冬 : Concerto Nº 4 in Fa minore, op.8-4 RV297 “L‘inverno” は1723年に作曲され、1725年に
AmsterdamのMichel-Charles Le Cène (ル・セーヌ)印刷社から、協奏曲12曲の曲集”和声と創
意の試み (Il cimento dell’armonia e dell‘invention)”として出版しています.  この曲集の最初
の4曲が”四季”です.  4曲目がこの”冬”になります.  

ソネットの対訳
I. Allegro non molto
Agghiacciato tremar trà nevi algenti
Al Severo Spirar d' orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;
II. Largo
Passar al foco i di quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento
III. Allegro
Caminar sopra il ghiaccio, e a passo lento
Per timore di cadere bene;
Gir forte Sdrucciolar, cader a terra
Di nuovo ir sopra 'l ghiaccio e correr forte
Sin ch'il ghiaccio si rompe, e si disserra;
Sentir uscir dalle ferrate porte
Scirocco, Borea, e tutti i venti in guerra
Quest'è 'l verno, ma tal, che gioia apporte.

冷たい雪の寒さにガタガタと震え
激しく吹き付ける風の中を、
ひっきりなしに、走り、足踏みする
そして、余りの寒さに、歯がカタカタと鳴る

暖炉の前で静かに、幸せに過ごし、
外では雨が万物を潤しています.

氷の上を歩く、そしてゆっくりと
滑りやすいので怖がって;
強く滑って、転んで、倒れた
また氷の上に立ち、速く走る
氷が砕けて解けるまで ;
格子の扉の外には聞こえる
南風も北風も一緒に吹き荒れている
そんな冬ですが、やがて喜びを連れて来ます.  

四季の曲の発想は
Vivaldiが居た可能性の高いマントバ(Mantova)の郊外、田園
風景から、四季の発想を受けたとされています.  四季の各
曲を書いたと推定できる年(1718 -1724)と、マントバの宮廷
から楽長の職位への招聘*された時期(c.1715～)には、明確
ではない箇所があります.  Vivaldiはいろいろな街に出掛け
ていますので、マントバとは限りませんが、少なくとも雪
があまり降らないVeneziaではなく、北イタリア(マントバ)
の光景に刺激されたのでしょう.  

*Filippo d'Assia-Darmstadt/Philipp von Hessen-Darmstadt 
(1671 – 1736) 神聖ローマ帝国の元帥、Mantova総督

この曲に付けられたソネットは、冬の寒さにも触れながらも、楽しさにも焦点が当たって
います.  冬が春(喜び)を連れて来ると締めくくっています.  

最後の行に出てくる verno はイタリア語では”冬、寒さ”という名詞(pl. verni)ですが、
ラテン語では、形容詞(vernus : ver(春) + 接尾辞nus(～の))の活用形で verno ”春になる、春
の”という意味があります.  

Scirocco, Borea
ボレア(Borea)は冬を運んでくる冷たい北風(の神(Boreas))です.  
シロッコ(Scirocco)は春を呼ぶ暖かな南東風を指します.  
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Vivaldiは不協和音を巧く効果的に使って、劇的な表情の変化を見事に表現しています.  
反復進行 低音の音の動き＝和声の流れの関係を反復進行(Sequenz)、

安定感のある音楽の流れを作る.  
掛留音 前の和音の音を次の和音の中で保つ : 非和声音

和声の中に不協和音を自然に織り交ぜる : 音楽の緊張感を演出

非和声音 和音を構成する音を和声音と呼び、これ以外の音を非和声音と呼びます.  
代表的な非和声音 : 経過音、刺繍音、掛留音など

非和声音が作る不協和音は音楽に緊張感などの面白さを与えます.  
Vivaldiの冬 : f-Moll op.8-4 RV297は、緊張感を高める不協和音が使われ、寒さを演出し
ています.  

Agghiacciato tremar trà nevi algenti 冷たい雪の寒さにガタガタと震え
I. Allegro non molto

F

G

Des

B

Al Severo Spirar d‘ orrido Vento, 激しく吹き付ける風の中を
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Passar al foco i di quieti e contenti, Mentre la pioggia fuor bagna ben cento
II. Largo 暖炉の前で静かに幸せに過ごし、外では雨が万物を潤しています.

Arcate lunghe : 弓を長く使う

Tasto solo: 通奏低音の楽器指定、通常はVioloncelloのsoloになります.  
tasto, tastiera は鍵盤、指板を指します.  
この場合、指板の楽器(e.g. cello)を指します
和音楽器(e.g. cembaloやorgano)は休止します.  

この言葉が最初に使われるのは18世紀の理論書ですが、それ以前の
Arcangelo Corelli 等の作曲家も使っています.  

III. Allegro
Caminar sopra il ghiaccio, e a passo lento
氷の上を歩く、そしてゆっくりと

Violin 1と2の16分音符のPizzicatoは、雨の音を現しているとされています.  
上記の譜面の版にはありませんが、Violoncello一人が下記の様に32分音符のarco.で
演奏します.  

この版について経緯など詳細は不明です.  
古くから(おそらく初期のI musiciの演奏で)
採用している伝統的な解釈譜です.  Eleanor 
Selfridge-Field女史の監修版(Dover)に現れま
す.  この音形は、暖炉の中に見える炎を描
いているとする解釈もあります.  

*Eleanor Selfridge-Field女史は米国の音楽学者(Stanford Univ)
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Quest' é 'l verno, mà tal, che gioja apporte.
この様な冬ですが、やがて嬉しい春を運んで来ます

Quest' é 'l verno, mà tal, che gioja apporte.

f-Mollの中で、
Cの音に4(F)と5(G)は、緊張感のある7の和音
Suspensionと呼びます.  本来なら C, E, GのEが
前から掛留で半音上のFとなり緊張感が
生まれます.   

時間に余裕があれば・・・
Johann Strauss II. (1825 – 1899)の春の音楽を2曲、ご紹介します

4. Die Fledermaus Ouvertüre “こうもり”序曲 (8:36)
指揮 : Thomas Hengelbrock
Orchestre de Paris (パリ管弦楽団)
Philharmonie de Paris, 2017

5. Frühlingsstimmen “春の声”, op.410 (7:03)
Soprano : Patricia Janečková パトリツィア・ヤネチコヴァ
指揮 : Heiko Mathias Förster
Janáčkova filharmonie
January, 7, 2016 / Ostrava House of Culture, a. S.

solo violino : Cynthia Miller Freivogel
Baroque Chamber Orchestra of Colorado, 
ARTEK chamber orchestra (New York)
Combattimento (Netherlands) 主宰もしくは共同主宰
Amsterdam在住

数字付き低音 (Figured bass / Bezifferung)

Cに♮が付いて短和音(C, Es, G)が
長和音(C, E, G)になります.  
この1小節だけ暖かい和音が聞こえます.  
最後の小節は短音階(f-Moll)に戻ります.  
おそらく暖かな和音が残像として
感触が残っています
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