
より音楽を深く楽しむために

コンサート・ホール

の音在訪ねて (10)

萩原光男

ベラネクが音響監修した

豊かな響きのホール

東京オペラシテイコンサートホー

ルは,「 コンサートホールを訪ねて」

を構想して一番最初に興味を持った

ホールでした。それはベラネクが監

修したからです。

彼はムジークフェラインザールを

最高の音質と評価した人です力ヽ そ

のひと力平卜った音のホールといえば

避けて通れません.

聴きに行き,これは良い音のホー

ルの一つだ, と思ったものの,連載

の中で東京文化会館やサントリーホ

ールと書き進めて行くうちに, この

ホールについてどう書いたらいいか

悩んだのでした。このホールではど

のような音楽をどう聞いたらいいの

でしよっ.

ベートーヴェンやブラームスを真

剣に聞きたい東京文化会館,最近の

曲やベートーヴェンなどもみんなで

明るく聞きたいと思うサントリーホ

ールなどなどとイメージカヽ勇くので

す力ヽ 東京オペラシテイコンサート

ホールはイメージカツ勇きません.

今 私の心にある東京オペラシテ

ィコンサートホールの音は,立派な
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構えの音, という印象です.演奏が

始まってすぐに感じたのは低音の反

応の良さとトウッテイーでの大迪力

でした.曲の途中ではいろんな楽器

力深 しめました.

そして,その設立経緯から紐解き

始めたのですが 武満徹という人物

抜きには語れなVヽ ことがわかりまし

た。もうひとつは,このホールの設

計者がムジークフェラインザールの

窓に注目していて,このホールにも

窓をつけたのでした.これは嬉しい

発見でした。

では,その立派な構えの音と武満

徹の心が込められたコンサートホー

ルについて調べて行きましょう.

1.概要

正式名称 :東京オペラシテイコン

サートホール :タ ケミツ メモリア

フレ

竣工 1996年,シューボックス型

コンサートホール
,

客席数 1632(内、晰 席4船)

建築設計 :東京オペラシテイ設計

共同内 い NTTフ アシリテーズ・

‐級建築士事務所,侶都市計画設

納 ,い TAK建疎:・ 者団市言十

画研究所

音響 :竹中欄極形詞子十レオ・L・

ベラネク

2.東京オベラシティコンサー

トホールに関する歴史

東京オペラシテイコンサートホー

ルの始まりは,1966年の現在の日

本芸術文化振興会法案可決に始まり

ます。可決の際に「政府は,伝統芸

能以外の芸能の振興を図るため,施

設その他につき必要な処置を構ずる

べきである」という付帯決議がなさ

れ文化庁が現在の新国立劇場の建設

を開始したことにありました。

それからの流れは下記のようです.

1980年 用地が決定し計画が動き

始める.

1990年 基本構想決定 それまで

何回か文化施設検討懇談

会が何回か開かれる。武

満徹も参加.

1991年 基本設計完了.

1993年 東京オペラシテイ文化施

設運営委員会設立.武満

徹も顧間として参加.

1995年 武満徹東京オペラシテイ

コンサートホールの芸術

里生嗜肇に蕩尤准1.

1996年 武満徹二月に癌のため死

ラ ジ オ技 術



◆東京オペラシテイコンサートホール :タケミツメモリアル(撮影 :大窪道治)

1997ど|

以上が大まかなこのホールに関す

る設立の流れと,武満徹氏の関わり

です。この流れの中心には武満徹と

いう人物が大きく存在しています

が 彼は音楽などについて何を考え

てこのホールを作ったのでしよう.

(1)武満徹に関して

武満徹は1930年 |こ東京で生まれ

ほとんど独学で音楽を学び 山田耕

律にも学んだ清瀬保二に作曲を学び

1957年に作曲された「弦楽のための

レクイエム」が来日していたストラ

ビンスキーが聞き絶賛して後の世界

的評価の契機となったのでした。代

表作品は 1967年ニューヨークフイ

0∝  2013

ル125周年記念の作品として依頼さ

れ作曲した「ノヴェンバー・ステッ

プス」です.琵琶と尺人とオーケス

トラの作品で小澤征爾によって初演

され欧米と日本の音楽界に大きな衝

撃を与えました.これ以後,武満作

品が世界で取り上げられるようにな

ったのでした。

注目したいのは,日本伝統楽器と

オーケストラという欧米との出会い

にあります。彼は,戦時中に少年時

代を過ごし愛国心を高く持っていた

ようですが 終戦後独学で音楽を志

し, 日本と世界,こ とに欧米文化に

ついて終生考えた人のようです。そ

の中で日本伝統楽器との接点は叔母

は生田流等曲の師匠であったことで

しょう。

121東京オペラシティコンサートホ

ー′Иこ見られる武満徹の精神

ノヴェンバー・ステップスで武満

徹はこう言っています.

「1.オーケストラに対して, 日本

の伝統楽器をいかにも自然にブレン

ドするというようなこと力ヽ 作曲家

のメチエ (表現関去:,]鐵源氾男)であ

ってはならない.む しろ,琵琶と尺

人がさしじめす異質の音の領域を,

オーケストラに対置することで際立

たせるべきなのである.似下哺」

武満徹は, 日本音楽の伝統とヨー

ロッパ文化はどうあるべきかを考え

抜き音楽を作りました。このホール

の音作りもそのことがテーマだと思

います。私はこのホールの音力ヽ 非

常にヨーロッパ的であると同時に日

去．麟
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◆東京オペラシテイ コンサートホール :タケミツメモリアル(入口)(撮影 :武藤隆之)

本的だと思います.建築の過程で関

わった人が武満徹のこのような精神

を理解して作った結果だと思いま

す.勿論 武満徹がコンサートホー

ルを作るに当たって建物や音響につ

いて具体的に何かを言ったという記

録はありませんが

一方, このホールでどんな音楽を

どのように聞いたらいいかという私

の自間には,東京オペラシテイコン

サートホール側では,「 このホールの

自主企画に当たっては武満徹の基本

方針を受けて,世界を代表する演奏

家による演奏でホールを紹介するこ

と,ホール独自のプログラムを立て

ること,演奏されない名作の紹介に

も′亡掛 けている」とのことで,これ

も一つの回答かと思います。

武満徹がこのホールに期待したの

は,「祈り」「平和」「希望」であり,人
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と人が′さを通わす場所とすること
,

世界との交信基地となることとして

内タトの7人の指揮者をアドヴァイザ

リーコミッティとして迎えたのもそ

の表れです.

3.柳澤孝彦が設計 してベラ

ネクが音響を監修

(1)ホール形式の決定など

柳澤孝彦は,1935年生まれで東京

芸術大学卒業後竹中工務店勤務を経

て独立しています.主なホールの設

計作品には,三鷹市芸術文化センタ

ー,新国立劇場,桶川市民ホールな

どがあります.ベラネクについては

何回か紹介していますので省きます。

このホールに感じるのは物つくり

とコンセプトの間に迷いとか混舌Lが

感じられないということです。例え

l£ ターゲットホールをムジークフ

ェラインザールとすることは,協議

会のメンバーが一緒にヨーロッパヘ

コンサートホール見学に出かけるの

です力ヽ 規模やホールの性格につい

ての大きな議論はなく決められたの

です.

ムジークフェラインザールを目標

にしてシューボックス型のホールを

作る場合,一番問題になるのは経済

性を考えた客席数です。ホールの経

済睦を考えると2000席 は必要と言

われますが大きな問題もなく1632と

いう座席数は受け入れられています.

経済性確保のために,客席を扇状

に広げて多くするなどで音より客席

数をとった夕Jがあるのですがそのよ

うなこともなく円滑に決められてい

ます.

量より質という,文化施設検討懇

ラ ジ オ 技 術



談会の文化憲章に武満徹氏の草稿に

明記されている精神が生きているの

でしょっ.

② ホールの構造の特徴

設計者の主張という点では,天丼

の変形ピラミッド型が気になるとこ

ろですが これは柳澤孝彦氏による

とイギリスにある音の良いホールが

倉庫を改造したもので切り妻屋根の

形状をしていてそのイメージが変形

ピラミッド型天丼につながったとの

ことです。氏は,シューボックス型

でありながらそこからの脱却も意図

していたようです.しかし,その一

方でピラミッドの最上部には採光の

窓があるところはムジークフェライ

ンザールヘのこだわりがあり共感が

持てます。

窓の設置について氏は,次のよう

に述べています.

「ムジークフェラインザールでも

両脇壁上方の窓から時には西日力れま

いってくるんですよ.しかも悠長に

手で開閉しているんです.自然光は

気分を和らげてくれますので,ああ

いっのがいいなと思っていたんで

す。」値島出版会:「音楽空間への誘い」に

よる)

氏の設計した三鷹市のホールでも

両脇から光を取り入れたデザインを

しています。

開け劉ということで窓を設置して

います力ヽ 私は音響的に窓が好きな

のです.

ムジークフェラインザールの窓の

存在を指摘していますが この両側

壁上部の窓は,音響的に低音の圧迫

感を軽減する役割を呆たしている,

というの力
'私

の見解です。シューボ

ックス型コンサートホールは平行面

を持ち低音での共鳴を持つ部屋形状

になっていますが 強度の弱い窓が

その低音の逃げ場となっている,と

Om 2013

言えます.

また,音楽の場に窓があるという

のは日常生活感覚の延長で音楽が聞

ける,と いう意味もあります。音を

聞く,と いう仕事にあっては,窓は

気分を軽くしてくれる大きな効果が

あります.私の在職中は試聴室には

なるべく窓を設置するようにしてい

ました.音と音楽空間の雰囲気つく

りで効果がありました。

ホールの音に関しては,内装材は

天然木材で統一されています。日本

では防災上消防法によって木材の使

用は制限されています力ヽ 安全確認

の上建設大臣の許可をとったとのこ

とです.

天然木材へのこだわりがありま

す。このホールの音は木材の音もあ

ります力ヽ そこに塗られたニスの響

きを感じます。エスの響きの輝きと

シューボックス型のやや強調感のあ

る響きです力ヽ ややもすると単調な

響きになりがちな直方体の箱のシュ

ーボックス型のホールの音に,階調

を感じるのは変形ピラミッド状の天

井の効果でしようか

このような柳澤孝彦のホール設計

に対して武満徹は, どのようなコメ

ントを残したのでしょう.彼は,「ク

ラシック音楽に対する音響が良けれ

ば現代音楽にも対応できるというこ

とです」値島出版会:「課 空間への誘い」

による)と言われたとのことです。

4.東京オベラシティコンサー

トホールの音

開演前のホールにはいると,席を

探す人の声などのざわめきはムジー

クフェラインザールのそれによく似

ていました。直方体の対抗面で音が

反射し合い,中高域の立った厚い響

きを作っています。頭上の広めの空

間でも中高域の豊かな響きを作って

います。

包まオυ惑 (臨場感 アンビエンス)も

良好です.壁面も床も木を多用して

いるのです力ヽ 客席の椅子もクッシ

ョンは最小限にして本部を露出させ

ています.ム ジークフェラインザー

ルで行われている手法ですが 観客

の着席した周囲からの初期反射音を

多くする効果があり包まれ感向上に

寄与しています。

このざわめきの音の粒立ちがやや

粗めで強調感がありますが 低音も

豊かなのでバランスが取れているの

で違和感はありません.

このざわめきの音の印象は演奏さ

れる音楽にもあらわれています。

当日は一階フロア31列中14番目

で聞きました。

曲目はブルックナーとチヤイコフ

スキーです。

このホールの良さは何と言っても

音が豊かなことです.日本では,響

きが良いというホールでもそれは中

高域の響きを言っていて低音が薄

く,物足りないホールが少なくあり

ません力ヽ このホールではそんなこ

とはありません。ティンパニーなど

の低音楽器も弦楽器も小音量でも反

応良くしかも量感豊かに鳴り響きま

す.

ブルックナー第二楽章でコントラ

バスのピチカートがホールいっぱい

に豊かに響き渡る中に漂うメロデイ

ーラインは,なかなかのものでした.

弱音部でもホールの反応が良いの

で演奏者が楽に演奏し,余裕を感じ

ます。その反応の良さは,聞 く側に

は豊かなアンビエンスの包まれ感と

して聞こえ,フ オルテでは音の迫力

も音量も豊かなので抑揚に富み音楽

の流れも快く,このホールでしか味

わえない音楽に余裕を感じました。

中域も高域も同様で,楽器の数が少

ない楽章では楽器が明快です。
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◆東京オペラシテイ コ

ンサートホール :タ ケミ

ツ メモリアル (ホ ヮイエ

部分)(撮影 :武藤隆之)

*写真はすべて東京オペ

ラシテイ文化財団の提供

そのダイナミズムと量感には, ヨ

ーロッパの音楽を聞いた l, という

満足感に浸れるホールです。

低音の響きは量感や重量感も好感

がもてて,こ もらずにヌケ感を感じ

たのは天窓部分の強度の弱い部位が

効果を出しているのでしょう。中高

域の響きには,変形ピラミッド型の

天丼が効果を出していて響きが単調

にならずに階調を作っているのがわ

かります.ス テージの上の平面に見

える反射板も効果を発揮しているの

がわかり,音像が上方にも広がり明

るい音にしています.

ところで,よ く響くということは

響き過ぎをコントロールする必要が

あるのですがそれは演奏者に任され

ているようです.ブルックナーもチ

ャイコフスキーの曲もエンデイング

にはトウッテイー 輸奏)が用意され

ていて鳴り響くのですが この日の

学生の楽団はやや強めの印象があり

ましたが気持ちよくダイナミックな

演奏でした。
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このやや多めの響きは,ム ジーク

フェラインザールにもトウッティー

の強調感はやや過剰なところがあり

シューボックス型ホールの特徴で

す。そこをコントロールするのがオ

ーケストラの技術なのでしょう.昨

年訪れたときにもチャイコフスキー

カツ寅奏され やはリエンディングの

トウッティーも圧巻で聴感の許容限

界に近かったものの,音楽をどう聞

かせようかという指揮者の意図やカ

量が試される部分だと思いました.

このホールの,私以外の一般的な

音の評価は,濁りのない分離の良い

響きが評価され 響きの敏感さも特

徴と言われています。現代曲では響

き過ぎの場合もあるようです。しか

しホールのサイズから,弦やビアノ

のソロや室内楽,声楽の演奏会には

高い評価を受けているようです.

5. 4負言己

なにをどう聞いたらいいか,と考

えてしまうように,良い音なのです

が難しいホールです。ダイナミック

で十分に音楽に浸れる一方,響き過

ぎや音の敏感さは音楽家に高いコン

トロール能力を要求しています。

このような音のホールは日本には

少ないので存在感の高いホールで

す。海外の演奏者がどのような演奏

をするか, また教会の響きを感じる

のでバッハやバッハ以前の曲もきい

て,音楽の新しい局面を感じたいも

のです。

どんなものでも,新しい感覚や今

までにないものでなければ存在する

意味もないわけですから,今後どの

ような位置づけのホールになるか楽

しみです.

惨 鵬

ガヾ 範爾離揮 トロント交響楽団武満徹ノヴ

ェンバー・ステップスライナーノート

(CD看デ号BVCC-37626)よ り

「コンサートホールとオペラハウス」レオ・

L・ ベラネク,永疇

劇場都市東京オペラシテイ物語 工作舎

音楽空間への誘い 日本建築学会編
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