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ホール作りの分岐点としての
東京文化会館

日本のコンサート・ホール作りは，
東京文化会館ができたあと大きくて
変わります．第二回に紹介したよう
に，ウィーンのムジークフェライン
ザールが世界で最高の音，というこ
とを明らかにしたのは，アメリカの
音響学者のベラネクという人で，そ
のことを「音楽と音響と建築」という
本で明らかにしました．アメリカで
1962 年に出版されました．しかし
東京文化会館ができたのは 1961 年
でまだそのようなことが明確になっ
ていなかったのです．

このことはとても大きな意味があ
ることです．それは，東京文化会館
はムジークフェラインザールという
呪縛にとらわれずに設計することが
できたということです．

東京文化会館以後，沢山のコンサ
ート・ホールができました．そこで
は時代と共に変わる音楽のニーズに
対応して，聴衆と演奏家の出会いの
形や音も変化しています．そのよう
な意味合いも含め，ここで一時代を
確立した東京文化会館の音を確認し
ていきましょう．

ところで東京文化会館は，設計に
いくつかの謎があります．このホー
ルを作るに当たってリファレンスと
したコンサート・ホールはどこか，
とか，このホールの形状はどのよう
に決まったのかなど．そういった謎
解きをしながらこのホールについて
理解を深めて行きましょう．

１．設立経緯

東京文化会館を作ることになる
「コンサート・ホールの建設に関す
る意見書」が 19５2 年に東京商工会
議所から東京都知事と都教育委員長
宛にだされました．

それに答えて，音楽もオペラもバ
レエも上演できるホールを作るため
に，ミュージックセンター設立懇談
会が発足しました．折りしも，太田
道灌が江戸城築城を始めて ５00 年の
節目に当たり，開都 ５00 年記念事業
における文化会館建設となったので
す．

結果的に，日本に始めてと言える
内外に評価される良い音のホールが
でき，来日する演奏家にも日本の演
奏家にもひとつの基準となったので
した．サントリーホールが 1986 年
にできるまでの 2５ 年間，音楽演奏

の中心にあり続けた東京文化会館
は，そのことだけでも音と音楽に大
きな影響をもたらしたといえるでし
ょう．

２．建築設計

まずだいじなことは，このコンサ
ート・ホールが神奈川県立音楽堂を
作った前川國男氏が設計したこと，
建築の基本技術が，彼がル コルビジ
ェの元で学んだコンクリート打ちっ
ぱなしの技術であることです．その
ためホール内でも例えば 2 階席や 3
階席の張り出し部や柱などがコンク
リートの肌がむき出しになっていま
す．

因みに，文化会館の隣の西洋美術
館は，前川氏の師匠ル・コルビジェ
の基本設計の元に，前川氏などが細
部設計を行い，東京文化会館に九ヶ
月先行してつくられていたのです．
東京文化会館のホワイエ（広間）は高
い評価を得てますがこれも師匠譲り
と思いますが，西洋美術館と東京文
化会館の両者に関わった前川氏の考
え方の展開を，その建築に見出すの
もそこを訪れることの楽しみです．

その他にも多くの芸術家が関わっ
ているのもこのホールの魅力です．
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面目に取り組んでいます．鉄道に関
してはアメリカのカーネギーホール
は演奏中に地下鉄の音が混入すると
いうよく知られた問題もあるので
す．しかし，ムジークフェラインザ
ールは上部に沢山の窓があり外部の
音の侵入があることを考えると，取
り組みの違いを感じます．

東京文化会館の音響はどのように
作られたのでしょう．

ステージの両脇につくった雲形のブ
ナ材で作った拡散体は戦後の抽象彫
刻を代表する作家の一人である向井
良吉さんのよってつくられていま
す．建築家が設計する幾何学的な面
によってではなく芸術によって創造
する造形によって成し遂げようとし
て設計責任者の前川氏は，彫刻家向
井氏にその意図を伝えるのに「火山
が爆発寸前だ．大地が亀の子状に地
割れしてところどころに赤い火が燃
え始めたというよいな壁はどうだろ
う」と持ちかけたのです．そこから
出発して検討の結果あのようになっ
たのです．作成にあたってはブナの
無垢材を重ねて重いものは 1 トンに
なろうとするものもあったのです．

３．音響設計

設計着手時点で音楽以外の音を遮
断するために，徹底した検討がなさ
れています．空調は当然のこととし
て，列車の汽笛に配慮してホールの
向きを 90 度変えたとか地震研究所
にお願いして地中深くボーリングし
て地震計を置いて振動を測るなど真

まず，ホールの形状は六角形です
が，これはかなり早い時期に決まっ
ていたようで，東京都の建築局営繕
課によって構想された扇型の形状
を，舞台横から伸びるニ辺の壁を途
中で断ち切ったものです．（東京新聞発
行：東京文化会館　音楽の殿堂　64ページ
による）この扇形状は他のホールには
ないほど両壁面が開いたもので，壁
面間での反射音の行き来が少ないも

◆東京文化会館大
ホールの横位置から
見た構造

◆ステージ下の
奈落部分をさら
に掘り下げた構
造としている
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ので，このこともこのホールの音の
響きを特徴づけています．開演前の
客席で聞く観客のざわめき声が柔ら
かいのはそのためでもあります．

このホールは，後述するシューボ
ックス型のホールの側方からの反射
音で響きを作る方式ではなく，ハー
ス効果の理論で音響設計されていま
す．ハース効果とは直接音に対して
５0m 秒までの反射音は直接音を強
化しますが，５0m 秒以上の時間遅
れの反射音は分離してエコーになっ
てしまうというものです．そのため，
５0m 秒以内の主たる響きを作る反
射音を舞台後方から客席深く天井に
伸ばした可動式反射板で作っていま
す．５0m 秒以上の反射音に関わる
壁面には拡散体や吸音面を設置して

いるのです．ステージの両脇につく
った雲形のブナ材で作った拡散体は
そのためのものです．

３-１．ホールの改修
ところで，改修について取り上げ

ておきましょう．このホールは完成
後何回か大きな改修が行われている
のですが，最も大きなものは，1998
年に 13 ヶ月をかけて行った改修で
す．その中で大きな工事は，オペラ
やバレーにも十分対応できる舞台に
するため，ホールの舞台反射板をス
テージ部の地下の奈落に収納できる
ようにしたことです．そのため奈落
の下を 8m 掘り下げています．

音響的にはステージ部の音響的な
容積が，掘り下げた分だけ大きくな

った変化があったー l 思います．東
京文化会館を改修前に聞いた時より
も音がすっきりした印象があるのは
そのためかと思います．

４．試聴評価

４-１．音質を味わう
今回取材のために，12 月に演奏

会に行きました．一階席のやや後ろ
の左側でした．プログラムは，ヨハ
ンシュトラウスのバラの騎士組曲と
ベートーヴェン第 7 交響曲と，アン
コールはクリスマスシーズンでした
のでくるみ割り人形からでした．

それでは，このホールの音を味わ
ってみましょう．

音の大きな特徴は定位の良さで，
これは反射音による響きが前部と上
部方向から到来することで実現され
ています．反射音はステージ背後か
ら客席上部の天井にかけて設置され
た反射板により客席に届けられま
す．シューボックス型の場合，反射
音は左右の平行な壁面から客席に届
きます．そのため人体の耳が左右に
あるのでどうしても音像が揺れたり
膨らんだりするのです．

しかし，東京文化会館のどこのホ
ールよりも大きく開いた両側壁面は
その役目を持っていません．　

まず，このホールに着席し，開演
前のひとときを過ごします．ホール
内は席を探す人達でざわめいていま
す．そのざわめきが柔らかいのです．
声の帯域の強調感が無いのは，ムジ
ークフェラインザールのようなシュ
ーボックス型コンサート・ホールの
ように反射音が繰り返す対向面が無
いからです．

演奏でも個々の楽器の音像が融合
することなく明確な輪郭でしかも小
さい音像で存在します．音像と響き
が分離していて，直接音で作られる
音像の周りに反射音による響きが漂

◆反射音はその速度によって処理の使い分けがされている
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うのがわかります．
くるみ割り人形でハープが演奏家

されましたが，オーケストラの左側
に位置して明確な音像を維持しつつ
上方に響きが広がる様子は，あたか
もライティングされたクリスマスツ
リーの輝きのようで幻想的でした．

ベートーヴェンでは木管楽器の音
がしっかりとリアリティ豊かに響き
ました．木管は周波数成分が中域の
狭い帯域にあるので，響きで音像が
広がらず，コンパクトにしかし奥行
き方向に響きができるので音像が立
体的に感じられます．一方周波数帯
域の広いトランペットなどの金管
は，小音量からクレッシェンドして
いくと上方に響きが鳴りわたり客席
に響きが降り注ぎ，豪華さと神々し
さを感じさせます．

第一バイオリンは個々のバイオリ
ンが明確にわかるほどに定位が良い
のでユニゾンは柔らかい音になりま
す．

このように定位が明快ということ
は各パートが混濁せず響きます．演
奏家にはこのホールの響きは定評が
ありますが，彼らはこのホールを，
音が良くて分離が良いホールなので
一人が変な音を出すとわかってしま
う怖いホールだ，と言っています．
音が混濁しないのでミスが目立ち演
奏家には厳しいホールなのです．

ベートーヴェンでは，当日の都民
交響楽団はこのホールを活動拠点と
しているのでホールを熟知して演奏
しているのがよくわかりました．各
楽器の響きが混濁することなく音楽
的バランスを保ち，低音部のコント
ラバスのピチカートの音は豊かでテ
ィンパニーも良く響きます．響きが
前後方向から到来するので音像が立

体的になります．トライアングルの
響きは音像の周囲に輝いています．

第四楽章のトッティでは各楽器が
明確に識別でき，しかも響きも混濁
することなくフォルテで鳴り響きま
した．こんなクライマックスをきけ
るのはこのホールならではの快感で
しょう．シューボックス型のホール
であれば音の迫力には感動するでし
ょうが，このような明確な楽器の見
え方は期待できません．

同様にくるみ割り人形でも，トッ
ティで各楽器が明確に鳴り響くのが
わかりつつ曲が終わる様は忘れられ
ません．

冬の乾いたホールの空気につなが
りの良い自然で品位の高い音を聞く
ことができました．

何回かこのホールで聴いているの
ですが，場所を選ばずどこの席でも，
音像が明快でいい音が聞けるのも特
徴です．これは天井まで配置された
反射板の効果でホールの最後部まで
反射音が届いているのです．東京文
化会館として音の良いお勧めの席は
５ 階席と言っています．

４-２．音質の感想
東京文化会館は1961年にできて，

長い間クラシック音楽演奏の中心に
あっただけあって，東京文化会館で
聞きたいという多くのファンがいま
す．

この場での演奏に慣れている演奏
家が多くいて，ここで聞くことに慣
れた聴衆がたくさんいるのです．演
奏の細部まで聴こえ重厚でしっかり
した定位で音楽が聞けるこのホール
は，バロック，古典派，現代音楽な
ど幅広い音楽が楽しめます．

この日は，オーケストラの，ホー

ルに対する選曲が良かったと言える
でしょう．日本ではいろんな形式の
コンサート・ホールができて演奏者
の側でもホールに適した選曲という
ことを考えているようです．

東京文化会館のような，響きが多
すぎなくややアンダーで，個々の楽
器が明快で曖昧さがなく集中できる
ホールでは，一つのものに向かって
行くベートーヴェンのような古典派
のような音楽がこのホールにあって
いて，オーケストラが取り上げるこ
とが多いようです．聞いた人は聞き
終わって，心に宿ったものを大事に
持ち帰る，という聴き方が似合って
いるように思います．

一方，ムジークフェラインザール
などシューボックス型のホールでは
溢れんばかりの響きで情感の高揚感
を味わうロマン派の音楽が適してい
ます．ワインヤード型などのアリー
ナ形式のホールは，ホールのコンセ
プトとして演奏者と聴衆の交流と
か，音についてもステージと客席の
一体感を目指しているので，聞き終
わったあとは，みんなで良かったね，
と喜びあって聞き終える音楽の演奏
に合ったホールだと思います．

最後に，今回の東京文化会館での
演奏会は冬で乾燥しているので良い
音のコンサートでしたが，梅雨時や
真夏はなかなか今回のようにはいか
ないと思います．これは日本で音楽
を楽しむには仕方のないことのよう
です．
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