聖トーマス教会合唱団＆
ゲヴァントハウス管弦楽団
Thomanerchor Leipzig & Gewandhausorchester Leipzig
聖トーマス教会合唱団の歴史は、ほぼ 800 年に及び、政治、宗教や教育上のさまざまな出来事と
絡み合ってきた。
トマーナーと呼ばれる合唱団員は、寄宿舎で共同生活を営み、ライプツィヒのトーマス校で学ん
でいる。合唱団の主な活動の場は聖トーマス教会である。また、聖トーマス教会合唱団は、ライプ
ツィヒの町が出来てから、わずか半世紀ほど後に創設された、町で最も古い文化団体でもある。
1212 年、オットー4 世が、聖トーマス教会付きアウグスティノ修道会の創設を承認。付属の学校
も設置され、当初聖職者の育成を目指していたが、まもなく、修道会に寄宿していない少年も受け
入れられるようになった。教育内容には、当初より典礼の歌が含まれていた。
著名なカントール（教会の音楽監督）たちが次々に生まれたが、その最初の人がゲオルク・ラウ
である。彼の 2 年間の在職期間は、マルティン・ルターとヨハン・エックとの有名な公開論争（1519
年）の時期にあたっている。設立間もない頃は、カントールも頻繁に交代したが、ゼートゥス・カ
ルヴィジウスは、20 年（1594～1615）に亘って在職した。彼の後に続いたのは、ヨハン・ヘルマン・
シャイン（1616～30）
、ヨハン・クーナウ（1701～22）などで、1723 年 5 月 31 日には、ヨハン・セ
バスティアン・バッハがカントールに採用され、27 年間その地位にとどまった。その後、数々の著
名カントールが歴任。1992 年には現カントールのゲオルク・クリストフ・ビラーが就任した。
20 世紀になると、聖トーマス教会合唱団は、国の内外で活発なコンサート活動も開始した。それ
以前からライプツィヒの音楽界では、確固たる地位を築いており、聖トーマス教会での金曜日と土
曜日のモテットやカンタータの演奏は、重要な音楽行事となっていたが、バッハの受難曲、クリス
マス・オラトリオ、ミサ曲ロ短調の定期演奏も輝かしい評判を得るようになった。その伝統は今日
まで維持されており、合唱団は現在毎年延べおよそ 13 万人の聴衆を前に生演奏を行っている。
トーマス・カントール：ゲオルク・クリストフ・ビラー
Prof. Georg Christoph Biller, Thomaskantor
聖トーマス教会合唱団カントール、ゲオルク・クリストフ・ビラーは、1955 年ネブラ生まれ。自
身も 1965 年から 74 年まで、エアハルト・マウエルスベルガー、ハンス＝ヨアヒム・ロッチュ監督
下の当合唱団の団員であり、最初の指揮もここで経験した。1976 年から 81 年までライプツィヒ音楽
大学で、ロルフ・ロイターとクルト・マズアに指揮を、ベルント・ジークフリート・ウェーバーに
歌唱を学ぶ。
1976 年、ライプツィヒ声楽サークルを設立。1998 年まで指揮を執るライプツィヒ声楽アンサンブ
ルがここから生まれた。1980～91 年には、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス合唱団の監督とハレの
教会音楽学校で合唱指揮の講師を務める。1982 年ザルツブルク・モーツァルテウムのサマー・アカ
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デミーより管弦楽指揮のディプロマを獲得し、1985 年には聖トーマス教会合唱団、ゲヴァントハウ
ス管弦楽団、ソリスト数人とともに大阪音楽賞を受賞。客演指揮者として著名な合唱団やオーケス
トラを指揮すると同時に、リートやオラトリオの歌手としても国内外で多数のコンサート出演とラ
ジオ収録を行った。また聖トーマス教会合唱団ともソリストとして定期的に共演。1991～92 年には
デトモルトの音楽大学（2005 年に更新）とフランクフルトの音楽舞台芸術大学で教会合唱団指揮の
講師を務める。1992 年 11 月、聖トーマス教会合唱団のカントールに任命され、1994 年ライプツィ
ヒ音楽・演劇大学の合唱指揮の教授となる。1996 年にはザクセン芸術アカデミーのメンバーに選出。
また、ライプツィヒ・バッハ音楽祭では、役員会のメンバーを務めている。
ビラーは、モテットとコンサート・プログラムの典礼の構成において、前任者たちの功績を重視
し、こうしたプログラムでは、グレゴリオ聖歌から現代にいたる偉大な合唱の伝統を見ることがで
きる。また彼は現代の新しい合唱曲にも関心を傾け、多くの作曲家と親しく協力し、また自身も作
曲活動を行っている。彼の指揮の下、合唱団は過去数年に数多くの CD 録音をフィリップス・レーベ
ルで、2005 年からはロンドー（rondeau）
・レーベルで行っている。
ビラーはバッハ以後 16 代目のカントールである。
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
Gewandhausorchester zu Leipzig
1743 年ライプツィヒの市民により設立され、1781 年からゲヴァントハウス（織物会館）で定期的
に演奏会が行われるようになったのが、250 年以上もの誇り高き歴史を持つ世界最古の民間オーケス
トラ、ゲヴァントハウス管弦楽団の起源である。
メンデルスゾーンが「マタイ受難曲」を、初演からちょうど 100 年目にあたる 1829 年にベルリン
で復活上演し、彼がこのオーケストラの常任指揮者となったことで、オーケストラの実力は飛躍的
に向上、以後もバッハ演奏の伝統が作り出されてきた。
歴代のカペルマイスター（音楽監督）は、メンデルスゾーンから、ライネッケ、ニキシュ、フル
トヴェングラー、ワルター、アーベントロート、アルベルト、コンヴィチュニー、ノイマン、マズ
ア、ブロムシュテットと続き、2005 年に就任した現在の音楽監督リッカルド・シャイーは、歴代の
カペルマイスターの築いた比類のない音楽文化を基盤にしつつ、新たな時代へと導いている。
ゲヴァントハウス管は、コンサート、ライプツィヒ歌劇場での演奏、聖トーマス教会合唱団の公
演の 3 つを柱に、年間 200 以上の公演を行っている。聖トーマス教会合唱団との共演は 150 年以上
も前にさかのぼるが、以来緊密な関係が保たれており、祝祭日に行われる礼拝には、合唱団と共に、
このオーケストラの楽団員が参加して演奏するという重要な役割を担っている。

＊プロフィールの一部を使用する場合、日数が経過している場合は、ジャパン・アーツの校正チェックを
お受け頂きますようお願い申し上げます。
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Thomanerchor Leipzig &
Gewandhausorchester Leipzig
The history of the St Thomas Boys Choir spans almost 800 years and is full of disputes to do with
national and municipal politics, religion and the school itself.
The members of the choir are all boarders at the Leipzig Thomasschule, the school connected with St
Thomas's Church, which is their main workplace.
The St Thomas Boys Choir is only a half century younger than Leipzig itself and is the city's oldest
cultural institution.
At the Parliament in Frankfurt in 1212 Otto IV of Brunswick endorsed the formation by members of
the Augustinian order of the St Thomas choral foundation initiated by Margrave Dietrich the
Oppressed of Meissen. The foundation included a seminary originally intended to train boys for the
priesthood. However, it was soon also opened to boys who were not part of the foundation. Liturgical
singing was on the curriculum from the outset.
The first in the long line of Thomaskantors (directors of music at St Thomas's) was Georg Rhau,
during whose two-year term of office the famous disputation between Martin Luther and Johann Eck
took place in Leipzig (1519). While the early office-holders remained for relatively short periods,
Sethus Calvisius was Thomaskantor for twenty years, from 1594 to 1615. He was followed by such
famous figures as Johann Hermann Schein (1616-1630), Johann Kuhnau (1701-1722) and Johann
Sebastian Bach, who was installed on May 31, 1723 and remained in office for 27 years.
Subsequent Thomaskantors who exerted influence on Lutheran church music were Gottlob Harrer,
Johann Friedrich Doles, Johann Adam Hiller, August Eberhard Müller, Johann Gottfried Schicht,
Christian Theodor Weinlig, Moritz Hauptmann, Ernst Friedrich Richter, Wilhelm Rust, Gustav
Ernst Schreck, Karl Straube, Günther Ramin, Kurt Thomas, Erhard Mauersberger, Hans-Joachim
Rotzsch and since 1992 Georg Christoph Biller.
The boon of mass transportation in the twentieth century allowed the St Thomas Boys Choir to
extend its concert activities to other cities and countries. The choir had of course long since
established itself in the concert life of Leipzig and its performances of motets and cantatas on
Fridays and Saturdays in St Thomas's Church had become important musical events. Under
Straube's direction the regular performances of J.S. Bach's Passions, Christmas Oratorio and B
minor Mass attained the degree of perfection they retain to this day.
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(Translation: J & M Berridge)

2015/16 season only.

Please contact Japan Arts if you wish to edit this biography.
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