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いよいよ今回からは，日本のコン
サート・ホールについて考えていき
ます．歴史をひも解くと主要人物に
は興味深いものがあります

本稿のために系統的に日本のコン
サート・ホールの音を聞いているの
ですが今回は，「東洋一の響き」とい
われる神奈川県立音楽堂を報告しま
す．

５．日本のコンサート・ホール

①日本人の音感覚と欧米の音感覚
の違い
欧米と日本の音文化の違いは，石

の文化と木と紙の文化の違いでしょ
う．欧米の，反射音が幾重にも重な
り作り出される石造り建築の響き
や，低音へのこだわりには大きな音
文化の違いを感じます．

低音と言えば欧米音楽は固い石の
壁を背にしてフォルテで轟くティン
パニーの連打やドラムのインパクト
は不可欠です．体を揺るがすほどの
低音の迫力とともに，低音でも豊か
な響きが求められます．小音量でも
石作りの密閉空間では，コントラバ
スなど低音楽器がピニッシモで弾か
れただけでも，部屋全体を震わせる
ように空気の塊が揺らぎリスナーを

包みます．バロックの通奏低音でも
豊かな低音の響きの世界がありま
す．

第 １ 回でお話したように，気候や
風土も音楽と音に大きな影響をもた
らします．最高の音と言われるムジ
ークフェラインザールですが，ウィ
ーンという街自体がムジークデライ
ンザールの音と同じ空気感の街で
す．漆喰壁や高い天井の空間で作ら
れる響き，そしてムジークフェライ
ンザールと同じように，街の建物は
長い年月存在しエージングされてい
るのです．

建築物の構造とともに，ヨーロッ
パ全体が乾燥しているのに対し，日
本は水の国，湿気が高いのです．日
本の音，もしそれがあるとしたらそ
れは欧州の文化の中でどのように位
置づけられるでしょう．

そのような文化や風土の違いを心
に止めて，日本人が作ってきた音の
文化とコンサート・ホールを考察し
ていきます．

②日本の主要演奏会場の変遷
西洋音楽が本格的に日本に入って

きたのは明治維新以後です．山田耕
筰が １９１０ 年にドイツに音楽留学し，

帰国して欧米音楽による唱歌などを
つくったり近衛秀麿が １９２３ 年に留
学して学んで帰国して日本のオーケ
ストラなどをつくり NHK 交響楽団
の基礎を作ったりしました．音楽が
文化として国民の間に根付くには，
演奏家が来たり，行ったりして刺激
を受けることが必要で，その交流の
場としてコンサート・ホールは重要
な役割を持っています．

各時代に主要な演奏会場となった
コンサート・ホールをみてみましょ
う．
・１８９０ 年に作られた旧東京音楽学
校奏楽堂は日本で初めての演奏会場
で，３８８ 席ありました．総松板貼り
で明瞭度の良い木造特有の響きだっ
たとのことです．
・１９２９ 年にできた日比谷公会堂は
戦前の主要演奏会場として使われ，
カラヤンが指揮するベルリンフィル
の初来日公演はここで行われたので
す．２３３６ 席残響時間は満席時 １.１
秒です．響きが速く減衰してしまう
という問題もあり，東京文化会館が
できるとあまりコンサートには使わ
れなくなったようです．
・１９５４ 年，神奈川県立音楽堂完成
しました．１３３１ 席です．
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・１９５８ 年 大阪フェスティバルホー
ル完成
・１９６１ 年，東京文化会館が完成し，
内外に高い評価を得て主要な演奏会
場となりました．
・１９８６ 年，サントリーホールが開
館し，東京文化会館と人気を二分す

る形で活躍しています．

③�２人の日本のコンサート・ホー
ルに関する重要人物

前川國男氏は，神奈川県立音楽堂
と東京文化会館を設計しました．東
京文化会館には音響専門家として永

田穂氏も関わり，その後もサントリ
ーホールなど，日本の主要なコンサ
ート・ホールの音響を担当しました．
この ２ 人のコンサート・ホール作り
の業績をみていきましょう．

③－１．前川國男
１９０５ 年生まれで帝国大学工学

部建築学科を卒業して渡仏，近代
建築の巨匠ル・コルビジェの事務
所にはいりました．モダニズム建
築家として活躍し，公共建物など
の公募に落選覚悟で応募し第二次
世界大戦後の建築界をリードしま
した．

１９５４ 年に神奈川県立音楽堂を
つくり １９６１ 年に東京文化会館を
作ります．

これ以外には特筆すべきコンサ
ート・ホールはないと思いますが，

「東洋一の響き」と言われた神奈川

◆上野といえばやはり東京文化会館を思い浮かべるだろう．写真提供：東京文化会館

◆長い歴史と積み重ねた技術の交錯が名ホールを完成させた．写真提供：東京文化会館
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県立音楽堂は取り壊しの危機があ
りながらも音の良さを評価する人
達の熱意で存続しています．東京
文化会館においては，結果的に初
めて内外に高い評価を得ることの
できるホールに仕上がるなど，音
と音楽に大きな貢献をしました．

専門が建築の彼の音の拠り所は
ル・コルビジェのもとで過ごした
パリにあると考えると，彼の音の
ルーツにはフランスの音のもあ
る，といえるでしょう．

彼がフランスで学び，終生建築
時の技術の核としたコンクリート
打ちっぱなしという技術は，建物
の建築においてコンクリートの肌
がむき出しで，木枠の年輪などが
表面に現れることをむしろ，意匠
として表現するものです．

神奈川県立音楽堂はその手法が
ホワイエ（広間）に意匠として現れ
ていますが，東京文化会館ではホ
ール内壁にも現れていて音響にも
大きく影響しています．

③－２．永田穂
１９２５ 年に生まれ，東京大学工

学部計測工学科を卒業し，NHK
に入社しています．１９６１ 年に完

成した東京文化会館の音響に関係
した後，NHK で技術研究所音響
研究部長を経験し，ドイツ留学を
経験し，１９７４ 年に独立して株式

◆ホールで気になるのはやはり反射音の到来方向だろう

◆神奈川県民音楽堂は １９５４ 年の設立．詳細なデータも公開されている
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会社永田穂建築音響設計事務所を
設立します．

下記に掲げる多くのコンサー
ト・ホールを手がけており，日本
のコンサート・ホールは彼が歴史
を作った，とは言い過ぎでしょう
か．その主要なホールを掲げまし
た．

石橋メモリアルホール（旧ホー
ル），カザルスホール，サントリー
ホール，水戸芸術館，東京芸術劇
場，紀尾井ホール，京都コンサー
ト・ホール，すみだトリフォニー
ホール，新国立劇場［舞台音響設
備設計］，札幌コンサート・ホー
ル（Kitara），ミューザ川崎シンフ
ォニーホール，まつもと市民芸術
館，軽井沢大賀ホール，石橋メモ
リアルホール（新ホール）

今回，永田氏の関わったいくつ
かのコンサート・ホールで音を聞
いていますが，彼の物つくりは，
依頼者や建築家などとの共同作業
の中で関係者の思いを実現しつつ
作品を作るところにあるようで
す．彼の作品には，依頼者のコン

セプトがうまく表現されて，音で
表されていますが，その意図を音
で読み解き，建築物のどこにその
秘密があるかを探すのも楽しいこ
とです．

永田氏の業績は，コンサート・
ホール作りにとどまらず，日本の
コンサート・ホール作りを研究し
て，レオ L ベラネク氏と共著の

「コンサート・ホールとオペラハ
ウス」を執筆したことです．この
本で日本のコンサート・ホールも
紹介しているのです．

④神奈川県立音楽堂
このコンサート・ホールは日本で

最初に高い評価を得たホールという
ことで大きな意味があります．

神奈川県立音楽堂については過去
に何回かコンサートに行ったのです
が，今回は執筆のための再確認の意
味で行きました．しかし，その音は
衝撃的で別項を設けて語る必要を感
じました．日本のホールの音の １ つ
の典型です．日本人の音感覚のツボ
を心得た音で，強いて言えば水の国

の響きでしょうか．
神奈川県立音楽堂の音は，懐かし

さを感じる響き，と評され「親密で
歯切れがよく節度ある響きが器楽奏
者に好まれ」る（レオ L ベラネク，永田
穂共著「コンサート・ホールとオペラハウス」
による）と言われますがその技術的理
由を分析して見ましょう．

神奈川県立音楽堂の音は旧東京音
楽学校奏楽堂の総松板張りの響きを
深く研究して作り上げた音だと言え
るでしょう．その音は東京文化会館
の音につながっていくわけで，前川
氏は，「東洋一の響き」と評価され大
いに自信を得て次の東京文化会館の
設計に取り組んだのでしょう．

神奈川県立音楽堂は，イギリスの
ロイヤルフェスティバルホールを参
考にして作られ，客席数 １０５４ 席床
面積３７００m２ １９５４年開館しました．

ステージから客席がやや扇型に広
がっていて，一見シューボックス型
のようですが音は大きく違います．
ステージ背面から客席全体の壁面
は，一枚 １ 畳ほどのシオジという広
葉樹の板貼りとなっています．この
板張りが客席では屏風のように一枚
毎角度をつけてあり平行面を作らな
いようにしています．ステージの床
はナラ材で作られています．

反射音はステージの天井から客席
の天井に設置された反射板で客席に
届けられます．

④－１．当日のプログラムと音質
当日は，チェロの演奏がメインで，

バッハの無伴奏チェロ組曲とピアノ
伴奏の曲を聴きました．

バッハの無伴奏チェロ組曲が始ま
るとすぐに，これはいい音だ，と思
いました．日本人には馴染みのある
音，水の国の水の滴るような音です．

聴いている人は，直接音を聞いて，
少し間があって反射音が聴こえるの

◆日本のホールはヨーロッパの響きとは大きく違っている
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で空間感とそこに広がる響きを感じ
ます．反射音は木の反射音なので耳
に馴染んだものです．チェロの音が
歯切れ良く空間に明確な定位で浮か
び上がるのは，反射音が直接音に続
いて奥行方向に整列して聞こえるた
めです．

これは，ステージの天井から客席
にかけて設置された反射板から反射
音が主な反射音として届くためで
す．最近のムジークフェラインザー
ルをリファレンスとしたホールでは
側壁からの反射音が到来するので定
位は甘くなります．
「器楽奏者に好まれる」という評価

がありましたが，天井の反射板が有
効に位置するステージで演奏される
小編成の器楽曲は楽器を，立体感や
素晴らしい響きで聞かせるので高い
評価が得られるのでしょう．この天
井に位置する音響反射板の役割は，
一般的なオペラ座の反射音作られ方

と同じで，アリアはこの音響反射板
の下で歌われます．ここで演奏され
る楽器は朗々とホール内に響き渡り
定位も明確なのです．

④－２．神奈川県立音楽堂の音の
分析とその音の西欧音楽での位置
関係

神奈川県立音楽堂の音で感じる日
本的響きについて考えてみましょ
う．日本の響きは，寺社の手水鉢か
ら流れ入り流れ出る水音や，寺院で
聞かれるお経を唱える声明（しょうみ
ょう）が堂内に響き渡る音に感じま
す．この響きの特徴を分析すると図
のように，反射音の構成と初期時間

◆半世紀を超える伝統ある神奈川県民音楽堂，写真提供：神奈川県民音楽堂

◆座席数は今となっては若干少なめの １１０６ 人だが，大きすぎたホールよりもずっと聴きやすいし，残響感にも違和感を感じさせない
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遅れの違いが挙げられます．
この音は，反射面に対抗する壁が

少なく，それらの壁が紙のフスマや
木でできているので，反射音の周波
数特性の高音域が伸びず残響時間が
短いと言う特徴があります．

この音の初期時間遅れは長めで
す．神奈川県立音楽堂の反射音の初
期時間遅れを考察すると，４０ms か
ら ６０ms にあると考えられます．ム
ジークフェラインザールのようなシ
ューボックス型の主体のホールでは
２０ms ぐらいで，オペラハウスでは
最適時間が ７０ms ぐらいですからそ
れよりは短い数値ですから両者の中
間にあります．オペラハウスの初期
時間遅れは，声楽の詩句を認識しや
すい設定のための数値です．

これらの数値から，神奈川県立音
楽堂の音は，どちらかというとオペ
ラハウスのようにボーカルや楽器の
表情を豊かに表現する方向の音だと
言えます

クラシック音楽を扱っているのに
歌謡曲レベルでの話は，どうかと思
いますが，私はこの音は，日本の演
歌や古賀メロディーの音色を感じま
す．甘く広がりや空間を感じる古賀
メロディーのギターの音を思い浮か

べて見てください．
ギターという楽器でも，このよう

な日本人の好きな音の楽器があるこ
とを紹介しましょう．古賀メロディ
ーはギターの曲が多いのですが，こ
のような曲の響きに合う上記のよう
な響きのギターがある一方，感覚的
にですが初期時間遅れの短いどちら
かというと欧州的な響きの楽器があ
ります．

私はギターを少々たしなむのです
が，私が購入したギターはスペイン
人のアントニオマリンという人の作
った楽器です．感覚的に，この音を
初期時間遅れで評価すると初期時間
遅れの短い速い音です．音にスピー
ド感があって華やかで鋭くインパク
トのある音です．このギターを購入
した理由は，古賀メロディーに適し
たような日本的な音ではない，スペ
イン的な音を出したいと思ったから
です．

本稿では神奈川県立音楽堂の音に
似た音として，ギターに関して日本
的な音とこだわってお話しました
が，しかし西欧音楽の中でこのよう
な音は特殊な音ではありません．響
きが豊かで艶があり，一音一音粒立
ちがよくパッセージの印象と空間の

印象をよりよく伝える，と表現すれ
ばこのような楽器はたくさんありま
す．

一方の初期時間遅れが早いアント
ニオマリンのような音は，きらびや
かな豪華で高域が伸びた音で空間を
表現する明るい音，と言えるでしょ
う．

このような前者の粒立ちや響きと
いた傾向の楽器は，ピアノではベー
ゼンドルファーやベヒシュタインな
どであり，スタインウェイなどは後
者の明るい音の傾向でしょう．

以上，思いつくままに述べてしま
いましたが，神奈川県立音楽堂の音
を心に止めて次回は東京文化会館に
焦点を当てます．コンサート・ホー
ルの音作りの大きな変化にも言及し
ます．
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ールながら音響的にはこだわった作りがな
されている．笠井義正氏のコンサートより


