
より音楽を深く楽しむために

コンサート・ホーJレ

の音を訪ねて (5)

萩原光男

コンサート・ホール作 りの

技術的変遷

本稿も今回で5回 になりました.

日本のコンサート・ホールについて

系統的に取り上げ 特にクラシック

音楽に関して,日本の音の成り立ち

を考えてきました

ここまで, 日本のコンサート・ホ

ールについては,神奈川音楽堂と東

京文化会館を取りLげましたが こ

ハース効果 (先行音効果 )

れらのホールと,今回以降紹介する

ホールは音響設計手法において大き

な違いがあります

1961年に東京文化会館ができた

のですが 翌年 1962年にレオ・リ

ロイ・ベラネックが著した「音楽と

音響と建築 」の中でムジークフェラ

インザールが世界最高音質のコンサ

ート・ホールである,と 評価した本

が出版されました.

この本で新しい音響技術が紹介さ

エコーになる

れ, これ以降のコンサート・ホール

はその技術を考慮して作られるよう

になりました.彼が提示した音響技

術の重要さと共に, 日本では,それ

以後作られた新しいコンサート・ホ

ールには,「最高音質のムジークフェ

ラインザールをどう考えて新しいコ

ンサー ト・ホールを作ったか」,と

いう1文章が必ず入ることになった

のです.

この本がバイブル的存在になり,

ムジークフェラインザ

ールがコンサート・ホ

ール作りの目標になっ

たのです.

技術的には響きの作

り方が変わりました

時間  それまでは,響きは主

にステージ背後から天

井にかけて設置した反

射板によって作られて

いたのです.一方,ベ

ラネクが明らかにした

ムジークフェラインザ

ールの音の響きは,コ

ンサート・ホールの側

壁からの反射音で作ら

れていたのです ムジ

ークフェラインザール
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第二音

(初期反射音 )

先行音効果の範囲

直接音を強める

一 十

50m秒以上は

分離 して聞こ

え始める
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◆ハース効果 もっとも先に届いた音が認知されるという効果の概念



◆反射板の形状も効果と設置場所によってはさまざま

はシューボックス型の長方形の空間

であり,それまでむしろ避けられて

いた,左右の壁面を平行にすること

が,積極的に取り入れられるように

なったのです.

このベラネクの本は,コ ンサート・

ホールの音作りの歴史を変える転換

点になったので私は,ベラネクが出

現する以前と以後に分けて考えてい

ます

コンサート・ホールの音響設計の

ためなどに適用される室内音響理論

は,終戦後世界的に研究され,その

成果としての理論を持ってしてコン

サート・ホールカ平乍られて行きまし

た。

今回は,終戦後の室内音響の理論

的成果も説明しながら,新旧の音作

りとその成果を整理していきましょ

う.

しかし新しい技術が出現すると,

それを持ってすればすべてが解決す

るというものではありません。どん

な技術も,それを使いこなすための

周辺技術が必要です.古い技術であ

ってもそれを使いこなしたことで高

い完成度で素晴らしい音のコンサー

ト・ホールはたくさんあります

NIAF 2013

ワインヤード型ホールなどに設置された浮き雲型反射板 た音波が時間経過の中でどのように

室内に伝わり,絶息していくかが研

究されるようになったのです その

成果の一つはヘルムートハースによ

り1949年に先行音効果もしくはハ

ース効果として発表されました

この理論は,直接音に対して50

m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,直接音とは分離してエコ

ーになってしまうというものです.

東京文化会館の設計時には音響研

究は初期段階の成果が明らかにされ

ていただけなのですが 東京文化会

館はこのハース効果を考慮して設計

されたのでした。

2.音響反射板方式と

ハース効果の適用

ムジークフェラインザールが紹介

されて,響 きを豊かにするために領1

壁からの反射音を積極的に使うまで

は,反射板を使用して反射音をコン

トロールする方法が一般的でした.

東京文化会館などにはステージ背

後から天丼にかけて反射板が設置さ

れています.反射板は, このような

大掛かりなものから,天丼から皿の

1.室内音響研究の歴史

コンサート・ホールの音響設計と

いえば従来から残響時間が重要な検

討項目です 残響時間という考え方

は,アメリカの音響学者であるW.C

シャビーンによって考案されまし

た。その後,空間における音波の伝

搬の様子が インパルス応答やエコ

ータイムパターンその成果のような

形で分析されるようになりました

音響空間における短い時間発射され

多目的ホールなどのステージから天丼への反射板

反射板→

lP層詰喬『ヽ1 ステージ♂

◆演目によって,人数によって最大の効果を得るにはそれなりの時間を要する
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反射板による音

ステージ背面から天

井にある反射板か

ら、50m秒 以 内の

一次反射音が届く

ルにはステージ背後から客席上部の

天丼にかけて巨大な反射板を設置し

てあり,5階席の奥まで反射音が届

くので上階の奥の座席でも明解な音

像で音楽を楽しむことができ,高い

評価を得ています.

一方,ハース効果はどのように適

用されたかというと,反射板で処理

している反射音は50m秒以内の反

射音でこれらは直接音 (音像を感じる

音)を強化して聴衆に楽器やメロディ

ーを強く印象づけています。一方反

射板以外の壁面からの反射音は50

m秒以上の時間遅れの反射音となる

ため,それらの壁面は吸音隆もしく

は拡散壁として設定しています。

具体的には,ス テージサイドの壁

面は雲形のブナ板の拡散体です.側

壁は大きく扇形に開いて反射壁とし

ての効果を少なくしています.

側壁に関しては,東京文化会館以

前のコンサート・ホールでは,対抗

する左右の壁面が並行面となること

シューボックス型

ホールなどでは、

側壁からの 1次反

射音を重視する。

一次反射音 の到

達す る初期時間

遅れは21m秒以

内に設定する

◆一般的な反射板における効果

ような反射板を吊り下げるものもあ

ります。(サ ントリーホールなどステージ

上に設置)

この方式のメリットは,ホールの

広さを制約することなく,完成後も

設置できます 多目的ホールなどで

は大勢集客してイベントをすること

が目的ですから音質は二次的な問題

です。このような場合,反射板を使

ってコンサートにも使えるように音

を調整します。多くの場合,ス テー

ジの天丼に客席に向かって付けられ

ます。これは伝統的にオペラハウス

で,使われていた手法で,ア リアを

歌う場合,歌手はこの反射板の下,

つまリステージの前方に出てきて歌

い,ホールの隅々まで届けます.音

は自然で詩句を認識しやすいのが特

徴です.音場は奥行き方向にできま

す

ここで東京文化会館の反射音の処

理を考察してみましょう。このホー
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側方反射音形式のよる音

◆測板による反射音の伝搬の仕方

ラ ジ オ 技 術



反射板方式 側壁反射音形式

1響きや音の豊かさ 少なめ 豊かで包まれ感良好だが飽和することもある

2座席数 制約無し 制約有り 左右の壁面は20m位

3定位と細部表現 良好,演奏細部がわかる 曖味,細部は埋もれがち

4周波数 寸法で低域限界が決まる 壁面なので低域から有効

5音調整 可動型にするなど調整可能 設計後は難しし

6音場 奥行き方向 左右方向

を避ける工夫がされていて,神奈り||

県立音楽堂の側壁は畳ほどの板を角

度を持たせて構成されています

3.側方反射音方式 :

ベラネクの「音楽と音響と建築」に

よれば 彼の調査したムジークフェ

ラインザールなど音の良い3つのコ

ンサート・ホールは共通して長方形

のシューボックス型でした (三つの

ホールとは,ム ジークフェラインザール
,

ボストンシンフォニーホール,アムステル

ダムコンサ,レヘボー)彼は, これらのコ

ンサート・ホールを分析した結果良

い音にするための技術ポイントは次

の2点であることを明確にしました.

①試聴者の耳に到達する直接音と一

次反射音の時間差である初期時間

遅れは21 ms以内が望ましい

②残響時間は2～ 2.2秒が望ましい

上記により初期時間遅れを21 ms

以内にするために,評価の高い3つ

のホールに共通するように,良い響

を作るにはシューボックス型のホー

ル形状で側壁からの反射音で構成す

るようになったのです 結果として

シューボックス型を採用すること

力ヽ 良い音のコンサート・ホールを

作る指標となりました.

本稿ではこの方式を側方反射音方

式とします

一方この方式は,側壁からの反射

音を確保するためホールの大きさの

ⅣⅣ  2013

◆反射方式の違いによる特徴

制限が出て,結果として客席数の制

約ができてしまいます ムジークフ

ェラインザールは横幅 19mで客席

数 1680です 一般的に興行には,

2400席 は確保 したいところです。

この客席数の制約のため,良い音の

ホールを実現するためシューボック

ス型を目指すのですが,完全にこの

形式を実現するのは難しいのです.

日本で作られるホールはこの問題の

ためなかなか理想的なシューボック

ス型のホールは実現しないのです

側方反射音形式のシューボック型

のホールの青質についてまとめてお

きましょう。まず,左右の平行面で

の反射が繰り返されるために,豊か

な響きを生みます.初期時間遅れが

短くできるのでスピード感があり華

やかな響きが作れます トッテイー

での迫力は他のホールでは得られな

いほどの響を体験できます。

一方側壁からの反射音を使って響

きを作るため,音場は左右方向に広

がり定位や音像はやや曖味になりま

す 個々の楽器の明確さや表現より

も豊かな響きが目的とされます

響きが豊かなので,低音から高音

まで音の周波数的バランスも良好

で,豊かな低域に満たされ響き渡り

全周波数帯域で音楽的満足感は最高

です しかし,音量が大きくなった

り楽器の数が多くなると音が混濁し

て濁ります トッテイーでは音が混

濁したり飽和するためオーケストラ

自身での音量の調整が必要です.

サントリーホールなどワインヤー

ド型も反射音は,客席を囲む周囲の

壁面で作られており側壁型ともいえ

ます力ヽ 反射音の量は少なくシュー

ボックス型とは別の次元で考える必

要があるでしよう.

4.側壁反射音形式と従来型

反射板方式の音の違い

これまでみてきたように,側壁反

射音形式と従来型反射板方式は大き

な音の違いがあります

この両方式を,その発生した理由

で考えると,その音も理解しやすい

と思います。

側壁反射音形式は通常の部屋の延

長で出来上がったと考えれは 一般

的な部屋は四角形ですから,室内空

間の延長の音と言えるでしょう

反場寸板形式は,む しろ演劇やバレ

ーなど舞台芸術を行う多目的ホール

で音楽を聞くための方法と言えるで

しょう。

このような観′点も合わせて,両者

の特徴を上記にまとめました

拶 鵬
レオ・L・ ベラネク著:「音楽と音響と建築」

「コンサート・ホールとオペラハウスJ

東京新聞:音楽の殿堂響きあう感動50年

東京文化会館物語

剖派(東京文化会館公貴情報誌):VOL36
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