
より音楽を深く楽しむために

コンサート・ホール
の音を訪ねて (9)

萩原光男

ハイドンは最高の音だつた

オーディオの追求する一つ

の理想の音のホール

ものを評価する時に「良い」とは言

えますが「最高です」とはなかなか言

えないものです。感動して最高のも

のに出会った時,即座に心は反応し

ます力ヽ 同時に本当に最高か,それ

が過去の経験の中でどのような位置

付けにあるな どのように最高であ

るかを考えます.最高, という評価

は即座には日に出せません.

この日は快晴の夕方で,プログラ

ムはハイドンとチャイコフスキーで

した.後半のチャイコフスキーは周

波数レンジも広いので,良い演奏で

はありましたカシヽ イドンほどではあ

りませんでした。最初のハイドンは

楽器の音域も広くないことも手伝っ

てか,私が今まで網験した音楽の音

の中で最高の音でした.

つまり,このホールは,ム ジーク

フェラインザールのように多くのジ

ャンル (すべてではない)で最高の音を

聞くことはむずかしいが 特定のジ

ャンルではこのホールでしか聞けな

い最高の音の音楽を聞くことができ

る, と思いました.
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今回は,その音がどのように最高

であり,そこにはどのような要素が

あったかを紐解きながら書いていこ

うと思います。

コンサートホールの音を訪ねても,

今回で9回目になります.編集部か

ら言われていたのは,「首都圏に集中

しないで各地のホールにも目を向け

て欲しい」とのことでした.5月 末

に慌ただしくチケットをとって大阪

に赴いたのでした.

(1)概要

ここでこのホール自体の概要を確

認しておきましょう

朝日放送 30周年記念事業の一環

として建設され 日本初のクラシッ

ク音楽コンサート専用ホールとして

設計されました.オペラやバレーは

上演できるホールは多いのですが,

それらも諦めてここまで徹底したホ

ールは初めて作られました。

世界一美しい響き,を 目標に満席

時残響 2秒を目標に構想され 実現

しています.音響の素晴らしさで国

内外から高い評価を得ています。こ

の2秒という残響時間がそれまで日

本のホールで実現しなかったのは,

2秒を超えると講演会などでは風呂

場の声になって聞きづらくなるので

す。そう言った観点でも勇気がいっ

たのです.

1982年完成し客席数は1704席

です.どのホールでも客席数は

2000席 を超えたいのです力ヽ シュ

ーボックス型はこのくらいの座席数

が限界です.こ う言った面からも良

い音の追求に徹底して作られたと言

えるでしょう.

パイプオルガンはスイスクーン社

製です.

JR大阿駅から徒歩 15分のところ

にあります.

ホール形式はステージの背後にも

座席力酒己置されているアリーナ形式

シューボックス型です。

建築設計は大成建設が担当し,音

響設計は東京大学生産技術研究所の

石井聖光教授 皓時)力辛予った.石田

教授はその後オーチャドホールも音

響設計されています。

(2)建設経緯など

ザ・シンフォニーホールの設計の

経緯をドキュメントした書籍,M
2秒 (ザ・シンフォニーホールの誕生)』 の

タイトルにあるように, このホール
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の設計コンセプトは2秒という残響

時間を設定して最高の音を作ろうと

したことです。

すでにお話ししたように,ベラネ

クによって世界の音の良いコンサー

トホールが分析されていて,それら

の音の良いホールは,残響時間が約

2秒であることと,ホール形式がシ

ューボックス型であることが共通し

ているのでした。

30周年記念事業として最高の音

のコンサートホールをつくるにあた

り,最高責任者として取締役社長で

あった,原清氏は,そのホールの科

学技術面の目標として残響 2秒を掲

げたのでした.

当時,た くさんのホールが最高の

音質を目標にムジークフェラインザ

ールにならって作られました力ヽ そ

こには,単にシューボックス型のホ

ール形状を採用したことで,最高の

音質が保証された, というような目

標設定が見られました.そのような

進め方に比べると,竣工まで日標を

追い続けたこの進め方は好感がもて

ます。

ドキュメンタリーm2秒 』では

次のように書かれています。

『絶対日標は「残響 2秒」.正直い

って私は,音響学会会長・石井聖光

東大教授から,「 クラシック音楽には

残響 2秒が最適 日本には未だその

最高水準をもつホールは存在しな

い」という言葉を聞くまでは,その

点,全く確信がなかった.』

そこで確信をえた原社長は,残響

2秒という条件にしたということで

す.床も椅子も決済の条件として残

響 2秒であることと言うコメントが

ついたのです.なかなか面白いです

ね。

ところで,わたしはこのシリーズ

に記事を書くに当たって,よい音の

ホールについて書くこととともに,
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そのホールの良い音はどのようなリ

ーダシップによって実現したか, も

テーマとしています。良いもの,最

高のものが出来るときはしかるべき

リーダシップが発揮されています.

その観点からこの原社長の進め方

は理にかなっていると思うのです.

多分 彼は理系ではないですから,

ホールに関する諸 の々意思決定に理

論的にこういうもの,という言い方

はできなかったでしよう.そこでこ

のような言い方で目標を明確にする

方法はとても良いことだと思いま

す。このように,明確な判断基準の

元すべて力洋U断されたのです。

このリーダシップは,サントリー

ホールを作った時の佐治氏のリーダ

シップに通じるものがあります.

ここでもう一つ, 日本のコンサー

トホールと残響時間について書いて

おきましょう。ザ・シンフォニーホ

ールが残響時間を2秒と設定したこ

とは, 日本のクラシック音楽の音に

とっても重要なことでした力ヽ 演奏

においてもこのホールが2秒に設定

したことは大きな意味がありました.

まず,西欧におけるホールの残響

時間は2秒というのは一般的で日本

のホールの残響時間は短めだったと

言えるでしょう。東京文化会館が

1951年にできて,ザ・シンフォニー

ホール,サントリーホールとホール

作りが行われていくのですがその歴

史は,よ り残響時間の長いホールヘ

の道のりだったとも言えるでしよう。

新しいホールができて残響時間が長

くなる度に, 日本の演奏家はそれに

なれるのに苦労したようで,新しい

ホールの音響に慣れるまで,演奏家

からのクレームがあったようです。

残響時間という観点ではなく,低

音の量感と言った点からも私は,ザ・

シンフォニーホールやサントリーホ

ールでは満足が行く低音が聞けま

す。東京文化会館だと,音は精確で

良い音の一つではありますが 低音

の量感となるともう一歩です.

日本人の低音感は,住居が木材で

欧米の石の文化と較べ密閉度が違う

ことなどから,欧米人とは異なって

いましたが このような形で一歩づ

つ欧米の感覚に近づいて行ったので

す

ところで,このホールの型式は,

ステージの後ろにも座席があり,ス

テージを客席が囲むようになってい

るアリーナ型シューボックス型とな

っています.

シューボックス型ホールというこ

だわりではなく,欧米のホールを見

て回って音の良いホールは,ア リー

ナ型が多かった, とスタッフは理解

したとのことです。

ベラネク以来 (レオLベラネクが「音

楽と音響と建築」を出版してから), 日本

で良い音のコンサートホールを作る

時に,シューボックス型が最高の音

のホールの条件としてあげられてい

ますが 音で定評のあるムジークフ

ェラインザールとアムステルダムの

コンサルトヘボーがアリーナ型であ

る,という理解は適切だと思います.

ムジークフェラインザールも完全に

ステージを取り囲んでいる形式では

ありませんが ステージのリアサイ

ドには客席があるなこ ステージと

客席が同じフロアに一体になってい

ます。このような構成からムジーク

フェラインザールもアリーナ型と呼

ぶのは問題ないでしよう.ア リーナ

型の,客席との一体感, というコン

セプトは,特にカラヤンがワインヤ

ード型でアリーナ形式のベルリンフ

ィルハーモニーホールを1963年に

作った時から注目されています。

(31音へのこだわり

ホールの各所に音へのこだわりを
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―ホールの内部 視点を変えると雰囲気も大きく変化 質の高い音響特性も楽しめる(写真提供 :ザ・シンフォニーホール)
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見ることができます力ヽ ここでは特

に,動 パイプオルガンに注目

してみましょう.

まず,パイプオルガンです。パイ

プオルガンは億の単位の楽器なの

に,このような言い方は作っている

方に大変失ネLだ とは思うのですが

良い音のホールにはパイプオルガン

は必要不可欠な調度品です。独断に

過ぎるとは思いますカシ イヾプオルガ

ンのないホールの音は最高の評価は

難しい,と思います.パイプオルガ

ンで音楽を演奏することに意味があ

るのではなく,使わなくともそこに

パイプオルガンが設置されているこ

とで,高音には渋みバ 全体域には

年齢を重ねてたものの持つ品位や音

の高級感がでるのです 木材がメイ

ンのホールに金属のパイプでできた

オルガンが設置されることで,いわ

ば上着をきて正装をした音ができあ

がるとでも言いましょうか.

音へのこだわりの最後に,ホール

つくりの中で議論の末取り付けられ

た反射板をあげましょう.ス テージ

の真上あたりに設置される反射板

は,原社長はどうしてもつけたくな

かったようですが スタッフが演奏

家の意見などを聞いていくうちにど

うしても必要, と主張したとのこと

です.反射板といえば すみだトリ

フォニーホールで竣工後に演奏家の

要望で取り付け,最終的に高評価の

ホールになったことを紹介しまし

た。いろんな演奏家力゙すみだトリフ

ォニーは演奏しやすいと定評があり

ます.演奏家が気持ち良く演奏すれ

ば 客席でも良い演奏が楽しめる,

というわけです.

ところで,今回の演奏会の音はと

ても良い印象でしたが その理由を

長い間考えていたのです力ヽ その理

由の一つに反射板の効果があること

に気がつきました。
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良い音というと,当然,ム ジーク

フェラインザールと比較するのです

力ヽ ハイドンのザ・シンフォニーホ

ールの音が最高だと思った理由に,

ムジークフェラインザールには無い

音像の明確さがを感じたのです。

シューボックス型ホールの弱点

は,響きが豊かすぎるため,音が重

なると音像が不明確になることで

す.この問題点をザ・シンフォニー

ホールでは反射板で解決したので

す。このあたりの音のついては,以

下の音質評価の項で書きましょう.

(41音の印象

今回は編集部からの,首都圏以外

のホールも, という強い要望に答え

ようと,雨の時期が迫るなか慌ただ

しく出かけました.

余談ですが 梅雨から夏の暑さの

時期は音を聞くには苦労します。試

聴室では昼夜除湿機をかけます.コ

ンサートホールでこの時期に音楽を

聞くこともあります力ヽ 日本のこの

時期に聞いた音は参考にしないこと

にしています

ザ・シンフォニーホールは,」R

大阪駅から歩いて 15分 ぐらいのと

ころにあります。

当日は,快晴の夕方で乾燥した熱

気が感じられる,音には良い条件で

した.

座席は一階21列中17列でやや後

方,横方向は40席の 17番目でした。

大阪フイルハーモニー交響楽団の

定期公演で,指揮はウラデイミール・

フェドセイエフです。大阪フイルハ

ーモニーはこのホールの開演公演を

行い,今回のように定期公演の会場

としても使っておリホールのことは

熟如しているようです.

開演前のノイズは刺激のない丸い

音に包まれる印象でした。人の声も

丸みがあり,椅子の厚めのクッショ

ンで吸音されているのか, と思いま

した.シューボックス型特有の高域

の強めのノイズではありません。高

域は輝きが抑えられややマッドとも

言える落ち着いた印象ですが 包ま

れ感が優しく好印象でした。

曲目はハイドン交響曲第 91番 と

チャイコフスキーの交響曲マンフレ

ッドです。

このホールの音の良さは,周波数

帯域を欲張らずに中低域から中域が

充実していることにあります 日本

のホールには珍しい厚みです.高域

はもう少し輝きがあっても良いかな

と思いますが不足感はありません。

低域も同様にもっと低い帯域が欲し

いところですがそうしてしまうと
,

楽音の基音がある中域が薄くなって

しまうのを知っていてバランスをと

っているように思えます.

その結果,弦のユニゾンのブンと

いう音の塊 (かたまり)やピチカート

が豊かに響きます.木管楽器の音は

厚く豊かで上方に広がって行きます.

ハイドンの交響曲では周波数帯域

が広くないので,このような中域を

主体とした楽器の推トナ合いが実に快

いのです.弦のブーンと言って柔ら

かく空間に放出された音の塊は,塊
の響きが勢いを失い消えて行く響き

の消息を追うことができます.弦の

ユニゾンが消えるとその響きに答え

るかのように木管楽器が旋律を奏で

ます.木管楽器のパートが終わると

その響きが残るホールに追いかける

ように弦楽器が旋律を引き継ぎます。

長い問オーデイオに関わつてき

て,このような豊かな音の掛け合い

を楽しめる再生音を,何度か聞いて

きました。一つ一つの音の質を言及

するのではなく,楽譜に表現された

旋律や楽器相互の対話を楽しむ音の

世界です.オーデイオにはこうした

音楽的オーデイオを追求する人たち
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◆美しいパイプ・オルガンの響きも必聴

や,マイナーな音楽ソースのレーベ

ルがあります.このザ・シンフォニ

ーホールで聞いたハイドンの音はそ

う言った音楽性豊かなオーディオの

集大成と言った観があり,私が今ま

で聞いたこの種の音の最高の音とも

言える音でした。

最高の音, と表現したら当然ムジ

ークフェラインザールと上ヒ較したら

どうなのか, という質問に対する答

えを用意しておかなければいけない

のです力ら この豊かな弦楽器のユニ

ゾンと木管楽器などとの対話に関し

ては明らかにザ・シンフォニーホー

ルの音が優れているといえるでしょ

う。それは楽器の音のクリアさです.

ムジークフェラインザールでは響き

の中で弦や木管楽器の中高域の旋律

はやや不明解です.

今もザ・シンフォニーホールの楽

器の音の掛け合いは耳に残っていま

すカミ 木管楽器や弦楽器の音像の明

快さが印象的でした。「木管楽器のパ

ートが終わるとその響きが残るホー

ルに追いかけるように弦楽器が旋律

を引き継ぎます。」と書きました力ヽ
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ここでの弦がクリアなので,厚い中

域の中で交わされる掛け合いが実に

生き生きとしているのです。

そのクリアさの理由についてあれ

からずっと考えていたのです力ヽ 今

回原稿に書いている中で,そのクリ

アさは反射板にある, と思い至りま

した。

もともとシューボックス型ホール

の問題点は楽器が多くなった時の楽

器の不明瞭度にあります.シューボ

ックス型がロマン派など響きが豊か

で細部よりも全体の音の流れを楽し

む音楽に適していると言われる所以

です.

その楽器の音像の不明確さを反射

板が補っているのです.

ハイドンの最高の音に比較する

と,後半のチャイコフスキーはトラ

ンペットなど金管楽器力測まいるなど

上にも下にも帯域が伸びた音楽なの

で,ハイドンのまとまりと上ヒ較する

ともう一歩でした.

しかし,一つでも最高と思える音

を聞いたことはとても幸せなことで

した。

ところで,蛇足です力ヽ 今回大阪

フィルを指揮したウラデイミール・

フェドセイエフ氏は昨年ムジークフ

ェラインザールを訪ねた時も彼が指

揮をしていました。ホールの響きは

指揮者の力量によってもいるのでし

ようか,

私の本シリーズのムジークフェラ

インザールの試聴記事では,豊かな

響きの中に旋律が夢のように奏でら

れる, というような音の表現がされ

ていたと思います力ヽ 彼はそうした

演奏が得意だと言えるでしょう.ザ・

シンフォニーホールの音の良さは認

めながらも,指揮者や大阪フイルと

いう楽団にも注目しなければいけな

いと思ったのでした。

拶 鵬

・三上泰生著陽櫂認秒 (ザ・シンフォ

ニーホーフレの誕り』大阪書房

・ レオ・L・ ベラネク著「音楽と音響

と建築」鹿島出版会

・ BELCA NEWS 92号  「ザ・シ

ンフォニーホール」

◆ザ・シンフォニーホールの外観 (写真提供 :ザ・シンフォニーホール)
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