
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 (6)

萩原光男

サントリーホール

1961年に東京文化会館ができる

と長い間そこが日本の音楽文化の中

心となっていました その後,1986

年にサントリーホールができるとた

ちまち人気のホールとなり,東京文

化会館と人気を三分する形で, とも

に日本の音楽の中心となってきまし

た。

製品をはじめとして,作られたも

のを味わうということは,そこに関

わった人々の思いを読み取ることに

もあります。このホールには,サ ン

トリーという企業の経営者とこの会

社に働く人々の思いがあったり,音

楽界の巨匠であった, カラヤンの思

いが込められて出来上がっていま

す.ですから,サ ントリーホールで

音楽を聞くということはサントリー

という企業のあり様に触れることで

あったり, カラヤンの音楽と音に対

する思いに触れることに通じるとお

もいます

サントリーホールが成功している

理由にはいくつかの要因があります

が,その中でも,サ ントリーホール

の音響設計をするに当たって音響設

計会社がサントリーという企業と直

」UN  2013

接契約したことです。一般的には,

音響設計会社は建築会社と契約して

音響設計をするので,建築会社の都

合で予算とか工期の制約が生まれま

す ホールの建築依頼者と音作りの

会社との間に建築会社が入るわけで

すから,建築会社が音や音楽に理解

がないといろんな意味で妥協するこ

とになります.

サントリーホールの音響設計にあ

たって,依頼企業のサントリーと直

接契約したということは,音響設計

会社にとっても妥協したものを作る

わけにはいかない1短兄の中でコンサ

ートホールが造られたのです。

1.私企業が作つたコンサートホ

ー ル

このホールは日本の他のコンサー

トホールと違います。日本の企業の

ものつくりの特徴である,一流のも

のを目指して製品を作り上げるとい

う作業の結果として出来上がってい

ます.多分,そのコンセプトに基づ

く作業は,「最高の音」求めて出来上

がった今も引き続き行われているの

だと思います 更なる良い音にする

ために,

サントリーホールの建設の経緯な

どをおさらいして見ましょう。

その作業は,サ ントリー社内で

1981年頃から企画がスター トしま

した

箱物行政と言って,各地域に文化

活動の活性化のためにたくさんの多

目的ホールができました.行政が地

域住民のためにあらゆる用途に使え

るホールが作られました しかし,

その多くはお役所仕事で予算を確保

してあとは設計会社に任せて出来上

がるというものが多く,完成度とか

作りこみがどこまでされたかは疑問

です。そんな中にあって,私企業が

身銭を切って,採算を考えて作った

サントリーホールは大きな意味があ

ります 良い音でコンサートを行い
,

お客さんの評価をとリビジネス的に

も成功させるというものです

コンサートホール作りに当たって

は,最高の音を目指したので,ホー

ルの形式の選定にムジークフェライ

ンザールのシューボックス型が最有

力候補でした。しかし結果的にカラ

ヤンのアドバイスで, カラヤンの本

拠地のベルリンのフイルハーモニー

ホールのワインヤード型に決まった

のでした.

このあたりは,最高の酒つくりを
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◆座席数2006を 数える国内最大級のコンサートホール 年月を経てますます人気が出ているホールだ

している企業ならではの素晴らしい

進め方です.いい音のホールを作る

ためには最高の音を知っている人に

意見を求める,そこに彼らにとって

なんの面識もないカラヤンの名前が

出てきて,なんとかつてをたどって

アドバイスを乞うことになるのです.

私も,最高の音作り,に挑んできた

のでこの辺りの進め方は同感です.

ですから,サ ントリーホールはカ

ラヤンの思い入れが込められている

のです。その中でも特に取り上げた

いのは,カ ラヤンのアドバイスの「音

楽は演奏者と聴き手が一体となって

作る」ためのホールつくりと,「まず

演奏家のためのホール」であること

ということです 演奏家のために
,

と言うことでは,演奏前の演奏家の

ストレスを最大限軽減して落ち着け
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るホール,が目標でした カラヤン

はそのためにいろんなアドバイスを

しているのです力ヽ 本稿を書きなが

ら,演奏家のためのホールというこ

とを拡大理解すると,演奏家力らい地

よく演奏できるホールイコール演奏

家が一番いい音を楽しめるホール
,

なのか,と 思うのです.カ ラヤンは,

最初で最後にサントリーホールで演

奏して「このホールは音の宝石箱だ

ね」といっています.このホールの

最高の音はカラヤンが指揮をしたス

テージなのかもしれません.

2.サントリーホールの音

サントリーホールには何回か行っ

ていますが,今回改めて本稿のため

に,演奏よりもホールの音を知るこ

とを目的に,演奏家よりも音を確認

5ホ ールだ 写真提供 :サントリーホール

できる座席を確保して出かけまし

た 曲目にはブラームスの4番の交

響曲が入っていました

席は,一階の12列 です。通路の

手前でステージに向かってやや右側

のシートでした 有名演奏家を聞き

にくる時はとてもこんな席では聞け

ません A席の,ホールの中心から

少しずれた席を確保したのは私の趣

味です 試聴会などでも真ん中に座

らせられると気分が落ち着かないの

は左右均等に注意を払わなければな

らないからです。少し中心よりずれ

たところから全体を見渡すのが私の

好みです

チケットを提示してホワイエを通

り座席に座りました.音質チェック

は開演前のざわめきを聞くことから

始まります。

ラ ジ オ 技 術



◆響きの良さは側壁から天丼にかけての構造にあるようだ 写真提供 :サ ントリーホール

均一なホール上部の側壁が豊かな中高域

の響きを作つている

人々の声のざわめきの音には,強

調感が無く,中低域がふっくらして

包まれる感じです。今回あらためて

気づいたのは頭上の空間に,中高域

の残響時間の長い響きが豊かに漂っ

ていることでした.キリスト教会の

響きやセントポール大聖堂などドー

ム寺院の響きを思い出しました。こ
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のホールは天丼が高く,頭上から天

井までの空間が日本のホールとして

は,かなり大きいので,そこの対抗

面などで中高域の響き力平乍られ,豊

かに響いているのです。人の声も,

高域に強調感がなく,華やかではあ

るが高い周波数まで自然に伸びてい

て,その先の周波数はなだらかに減

ホール L部の空間が豊か

な響きを作る

衰しているのがわかります.多 くの

ホールにありがちな高域の強調感は

ありません。自然な弦の響きが期待

できました。

演奏が始まると,低音が, 日本の

ホールらしくなくゆったり豊かなの

に驚きました これは,ス テージを

囲む内側に傾いた壁の作る空間で作

られるのだと思います

このシートで聞く低音は豊でハリ

があり,その低音の空気の塊のボリ

ュームが感じられそれが躍動する感

じはとても良い.この低音の厚みと

空気のかたまり感はなかなか日本の

ホールでは感じられないものです.
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コントラバスや弦のピチカートでの

躍動感はなんとも心地よいものでし

た.

このあたりの音はブラームスの交

響曲第4番で,ホールの特徴を余す

ことなく表現してくれました

特に第二楽章です 第二音楽章は

緩徐楽章ですが 低音がしっかりし

ているので冒頭のホルンも厚みが感

じられます.ホルンに続いてテーマ

を演奏する木管もふくらみがあリア

コーステイックな柔らかい質感が感

じられました.テーマとともに低い

音程で弱音の弦のピチカートが,ホ
ール節 の空気のかたまりを躍動さ

せて響きます

この弱音の,豊かで表現力に満ち

た低音は多くの人の評価するところ

で,このホールの素晴らしいところ

です。今回の音確認での最大の収穫

はこの弱音での低音の表現です。中

高域の強調感がないので聴覚が特定

の帯域に引っ張られないのです.明

から暗への中間の霧りの表現が快

く,音の流れに心を委ねることがで

きました

木管に続いてテーマを演奏するバ

イオリンもやさしく品位を感じまし

た

今まで何回かこのホールの他の座

席で聞いた時と違い, しっかりした

中低音と, 自然な中高域の音の音を

聞くことができました。豊かな包ま

れ感とステージとの一体感を感じな

がらと音楽を聞いたという満足感と
,

充実感を味わうことができました。

ベルリンのフィルハーモニーホー

ルやムジークフェラインザールで聴

いた,豊かな音楽性と同列のものを

感じました.

ブラームスの第四交響曲は彼の晩

年の作品で,全体に内向的で騎り部

分の表現が大事だと思います 東京

文化会館のような明快さではなく中
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性的な表現がこのホールの持ち味で

す。

3.最近求められている音 ,

あるいは音の現代性

サントリーホールの音は,音楽を

演奏者と聴衆が一体となって作る
,

ことにあります。これは設計着手時

点でカラヤンが勧めたワインヤード

型コンサートホール形式のもたらす

ものです.

出来上がった音は, 日本のホール

らしくなく低音は豊かで低い周波数

までよく伸びています。その低音の

対応して高域もよく伸びていて開放

的で,一体感と包容力があります.

サントリーホールの音は,従来の

濠1場型のホールの演奏する傾1と 客席

ではそれを享受するという文脈にあ

る音ではありません.劇場型のホー

ルでは,照明を落としたやや暗めの

客席で聴いて,聞いたあと′いに宿っ

た思いを内向的i3いに抱いて帰途に

つく, というイメージですが サン

トリーホールの音はいわば祝祭的な

音です.音楽を演奏者と聴衆が一体

感となって楽しみ,「良かったね」と

音楽の喜びを共有して一日を終え

る, というイメージです。多様なコ

ンサートホールが存在するようにな

った日本では,指揮者は会場に適し

た音楽を演奏する,と いう傾向もあ

るようです.劇場型の代表は東京文

化会館でベートーベンは東京文化会

館の方が合っている,な どともいわ

れます 演奏される曲目に指揮者が

音をどのようにイメージして演奏す

るか, と言った聴き方も楽しいと思

います。

話題がそれてしまいましたがサン

トリーホールの音は,開放的で一体

感があるという点で最近の傾向だと

思います 現代的とも言えるのでは

ないでしょうか。

現代l■ とはネットによる情報化が

進展し,多 くの人々がオープンにボ

ーダーレスにつながること, と言え

るでしょう。開放感や世界との一体

感がポイントでしょう.カ ラヤンは,

このような社会に先駆けて新しいメ

ディアを果敢に取り入れて音楽の世

界をきりひらいた人で,その彼がサ

ントリーホールを作ったことに大き

な意味を感じます.

ムジークフェラインザールやベル

リンのシンフォニーホールも,開放

感,一体感という点において,現代

性を感じる同じ文脈にあるホールだ

と思います ムジークフェラインザ

ールの開放感は,壁面を女隆の周嫁

などで複雑な拡散壁にしていること

で,高域の音の詰まりを逃れていま

す。日本で,最高の音質を目指して

ムジークフェラインザールのコンセ

プトを取り入れて多くのホールが作

られました力ヽ そのシューボックス

型の豊か過ぎる響きのために,高域

の詰まり感をもたらしているホール

の例が見られるのは残念なことです.

さて,サ ントリーホールはできて

30年 もたっていませんが,更なる完

成度を望みたいものです

ムジークフェラインザールを始め

として良いホールには基本設計の良

さの他に,音の完成度のための細か

い工夫があります.それは,長い年

月をかけ,一級のマエストロが口う

るさく指示し作り上げたものです。

ベルリンのフイルハーモニーホール

もカラヤンがそのように作り上げた

ものなのです

サントリーホールは,これからも

長い年月をかけ熟成して行くと思う

のです力ヽ ここでカラヤンが最初で

最後にここで演奏して残した言葉を

思い出します。

それは「このホールは音の宝石箱

ラ ジ オ 技 術



だね」, というものでした。「音の宝

石箱」ですから,彼はここにたくさ

んの美しい音を聴いたのでしょう.

それは, どんな音たちだったのでし

しょう.

その秘められた音を探す作業はサ

ントリーホールに使われた素材の音

にあります。ここの音にはきめの細

かさや品位を感じます.壁面の内装

材に使われているホワイトオーク(ウ

ィスキー格的,や床などのオーク材,

またホール前方サイドの壁のイタリ

ア産のトラバーチンという大理石な

どはここの音に現れているはずです.

音や音楽だけでなく,芸術の楽し

みはそこに秘められた美の要素を一

つ一つ発見し味わうことにありま

す。サントリーホールを理解し味わ

うにも,カ ラヤンの言った音の宝石

箱, という言葉にはこれらの要素が

含まれていることでしょう。このホ

ールを味わうに当たって私のこれか

らの大きな指標になるでしょう そ

れと共にこのホールに尽くされたた

くさんの仕掛けを,音 と音楽という

最終形態でどう表現されるかを味わ

うことがこのホールを訪ねる楽しみ

になりそうです。

カラヤンはここでの最後の演奏を

してこの言葉を残し一年後鬼籍に入

りました。

カラヤンの遺言,音の宝石箱,そ

の中味を楽しみたいものです。

5.サントリーホールの音を

作 つた会社

ここでサントリーという企業の情

熱と共に,それに答えてこのホール

の音を作った,株式会社 永田音響設

計という会社も注目したいものです.

この会社を設立した,永田穂氏に

ついては,本稿第二回に紹介してい

ますが,NHK在職中に東京文化会

館の設計に関係して,1974年 にこ
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◆パイプオルガンのある位置から客席方向を見る 写真提供 :サ ントリーホール

の会社を設立すると,石橋メモリア

ルホールを皮切りに多くのホールを

作っています.

コンサートホールは,そこに音楽

の場を作ってしまうことで,時代の

概形を作ってしまいます。音楽とい

う華やかなエンターテイメントの世

界にあって,このような会社の存在

は語られることは少ないですが,実
はその業績と作品で日本の音のあり

様を決定してしまっている, とも言

えるでしよう。

オーディオは芸術 と科学の接点 ,

と言った人がいますが,音と音楽の

世界 も同様で,その感動には科学技

術 とワザが支えているのです。

惨 鵬

「ドキュメントサントリーホール誕生」石井

清司

「マエストロ時間です」宮崎隆男

株式会社永田音響設計ホームページ
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