前書き
今回，長い間の音つくりの経験を
まとめる形でコンサートホールにつ
いて書く機会を得ました．日本のホ

ません．ここではあらためてコンサ

て考察する

ートホールにスポットを当てて，そ

そ
 の中で最高の音質といわれるム

の影響力の大きさについて考えて行

ジークフェラインザールについて

きたいと思います．

検証する

日本では東京文化会館が １９６１ 年

・日本のコンサートホールについて
その作られ方と音を検証する

ールや日本の音を理解するために，

に作られ，初めてその音が内外に評

世界的に有名なコンサートホールを

価されて存在が認められ，日本の音

・東京文化会館，サントリーホール，

検討し，日本のいくつかのホールと

楽文化を作ってきました．その存在

東京オペラシティーなどのホール

その音つくりの流れを考察してみた

が日本の音と音楽の形成に大きな役

を検討する

いと思います．ヨーロッパのコンサ

割を果たしてきたことも見逃せませ

ートホールはクラシック音楽と深い

ん．今回東京文化会館 ５０ 年史を読

関係があり，それはキリスト教との

んで改めてそのことを認識し，日本

関係でもあります．音楽とその演奏

人の音とは何かを考えました．

される場を考えていきたいと思いま
す．

１，演奏の場の移り変わり
（音楽の場，音楽の中心人物，音響的特徴
など）

日本では東京文化会館以後，多様

ヨーロッパロッパの音はクラシッ

なコンサートホールが作られまし

ク音楽と深い関係があり，またキリ

ところでコンサートホールは，そ

た．その流れを追うと明確な音作り

スト教との結びつきなしには考えら

こに厳然として存在することによ

の流れをみることができます．そし

れません．コンサートホールの歴史

り，音楽を通じて，想いや祈りとい

てその中にはカラヤンや武満徹など

もその文脈の中で考える必要があり

ったものを多くの人に伝えてくれま

関わった多くの芸術家のメッセージ

ます．

す．音楽はその地域で長い年月の間

が込められています．音響の技術が

に培われた風土や文化を表現してい

あってホールが出来上がりますが，

ついて考えてみましょう．快い響き

て，コンサートホールは音で，そこ

そこには音楽の想いが込められてい

に包まれると人はリラックスして安

で演奏される音楽の概形を形造って

ます．それを読み解くのも本稿の目

心感を感じます．また，豊かな低音

いる，と言って良いと思います．コ

的です．

や低い周波数での揺らぎもまた生理

ンサートホールで音楽が演奏されそ
れを多くの人が聴くことで，想いが
伝わって行きます．
しかし音楽については語られます
がコンサートホールについては語ら
JAN.
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以下の内容を考えています．

例えばコンサートホールの響きに

的快感をもたらします．

・クラシック音楽の歴史を振り返り

その中高域の響きは町中にある普

ながら演奏の場や聴衆について考

通のキリスト教の教会でも天井が高

える

く作られてあるので，その天井の空

・音の良いコンサートホールについ

間で響く音で味わうことができま
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◆ １ ０００ 年の歴
史の流れを
見る

す．もちろんノートルダム寺院やセ

ノートルダム寺院は １１６3 年に建

フランドル人が活躍しフランドル楽

ントポール寺院であれば最高です．

設が始まりました．当時は，この地

派と呼ばれました．フランドル地方

有史以来，人々はこのような音に

域が音楽や文化の中心でありこの地

とは現在のオランダ南部，ベルギー

包まれる時安らぎを感じ，あたかも

域で活躍した音楽家はノートルダム

西部，フランス北部の地域で，経済

天使が音楽を奏でる天上を思い，響

楽派と呼ばれました．当時は，ロン

が発展しヨーロッパの先進的地域で

き渡る重厚なパイプオルガンの低音

ドンのセントポール大聖堂やドイツ

した．この地域はバロック以降まで

に生きる力を得て命をつないできた

ではケルン大聖堂など各地に大聖堂

も音楽に関して大きな影響力を持っ

のではないでしょうか．

が存在したのです．

ており，１９ 世紀後半に作られたム

中世教会音楽は幅広い層の信者を

ジークフェラインザールやウィーン

ような，装置に出来上がっていて，

対象に，抑制された表現で静かに規

のオペラハウスもフランドル地方の

それがコンサートホールにも組み込

則的に全体の調和を重視して純正な

建築家が作っています．

まれているのだと思います．

ピッチと同一音量を持続して演奏さ

さて，ルネッサンス時代にこの地

では，その音楽と音がどのように

れます．ロマン派の音楽のようなビ

域で修道院の要職にあったオケゲム

出来あがってきたかを，音楽の発展

ブラートや強弱の表現は禁止されて

は複数の旋律で美しい響きをもたら

と演奏の場の変遷でたどってみまし

いました．

す対位法のポリフォニック音楽を発

キリスト教の教会は音響的にこの

展させバロックに引き継ぎました．

ょう．
①中世教会音楽と大聖堂

②ルネッサンス音楽

イギリス音楽も高い水準にありジョ

ルネッサンス盛期の １６ 世紀には

ンダンスタブルは三度や六度の和声

キリスト教はグレゴリオ聖歌をも
とに発展してきました．グレゴリオ
聖歌はローマカトリック教会の教皇
グレゴリオ一世が編纂したとされて
いますが，紀元数世紀から １０ 世紀
にかけて発展した単旋律聖歌で無伴
奏の音楽です．最初は単旋律だった
を持つ複旋律音楽になって行きまし
た．演奏の場は，修道院から十世紀
ごろには大聖堂が重要な音楽の場に
なりました．１０ 秒を上回る長い残
響で聴衆を包み込み，セレモニーは
聞くものを圧倒して神の偉大さを示
すものでした．
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◆ク ラシック
音楽の王侯
貴族と市民
の関わり合
いの歴史

であったのです．
バロックやルネッサンスの
複旋律の音楽は各旋律の各パ

る高音質のコンサートホール，ムジ
ークフェラインザールが誕生したの
です．

ートが明確にわかる必要があ

最初のコンサートホールはライプ

ります．細部が重要でありど

ツイッヒに １７８０ 年に建てられたゲ

の音も他のパートを覆うこと

バントハウスですが客席は 4００ でし

があってはなりません．演奏

た．中音域の満席時の残響時間は

場所は狭めの部屋で，硬い反

１ . 3 秒ぐらいだったと考えられます．

射性の壁をもっているのでそ

その後オーケストラの大衆化が進む

の反射音で直接音は強調され

と次第にホールが大型化していきま

明快になります．残響音は

す．１８６3 年には旧ボストンシンフ

１ . ５ 秒以下で音に響きの豊か

ォニーホールができ ２4００ 席でした．

さはありません．

１８７０ 年にムジークフェラインザー
ルが建設され １６８０ 席でした．一般

法を欧州大陸に伝えました．
④古典派ロマン派

的に古典派の音楽に適した残響時間

が広大であり寺院内部のすみずみま

１８ 世紀になると市民階級が台頭

は １ . ５ から １ . ７ 秒です．

で音楽を響かせるために，合唱隊を

し，音楽を楽しみました．聴衆の裾

細部の明確さよりも響きの豊かさ

左右に分けました．その掛け合いに

野が広がったため一度に多くの聴衆

が求められ，そのために残響時間は

よる二重合唱が次第に高度になり，

が楽しめる，という要望が強くなり，

１ . ９ 秒から ２ . ２ 秒がよいとされてい

ついには器楽による協奏曲へと発展

世界初のコンサートホールが現れま

ます．

しバロックの扉を開きました．

す．

ベネツィア楽派はサンマルコ寺院

複旋律が特徴だった音楽が，主旋
③バロック音楽と演奏の場

律をいくつかの楽器の和声の伴奏が

⑤後期ロマン派とその音楽に適し
たホール
新ドイツ楽派とも言われドイツ，

１７ 世紀には，ルネッサンスで盛

支えるホモフォニーの音楽の時代に

り上がった感情表現をさらに進めて

なり，和声や和音が重要視されてき

オーストリアなどドイツ語圏で １９

新しい音楽に変わって行きます．通

ました．特にロマン派の音楽では情

世紀後半から ２０ 世紀にかけて活躍

奏低音が使用され器楽が声楽から独

緒的で感情表現で聴く者の心に訴え

しました．ワーグナーやリスト，シ

立します．オペラの原型もできまし

かけました．それに合わせてコンサ

ューマンなども入りますがここで

た．政治的にも封建制度の安定した

ートホールも細部の表現よりも響き

は，マーラーやブルックナーを注目

なか，各地の教会や王侯貴族の宮殿

の美しさを重視していくつかのホー

しておきましょう．彼らは過去のも

が演奏の場となりました．貴族は楽

ルが作られました．このロマン派の

のとなりつつあったロマン派の音楽

隊を抱え，音楽文化は外交のツール

時代に，現代も建造物として現存す

の再生や復古を目指しながらも，シ

JAN.
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ェーンベルクらの新ウィーン楽派と

古典派以降の和声的単旋律音楽の

よる響きがあることです．特に床

も交流を持ったのです．

場合低音は和声の根本になる帯域

と座席の上部からの反射音は見逃

ここで我々が彼らに注目するの

です．低音は，和声上の共鳴音が

されがちです．椅子は布のクッシ

は，彼らの音楽のオーケストラの巨

充実します．また低音は重厚感や

ョンや床は絨毯で吸音性にしがち

大化や対位法を採用するなどのポリ

生理的快感をもたらし，低音が豊

ですがこのようなところにも配慮

フォニックな音楽手法が演奏会場の

かであるといかにも立派な音楽を

して，聴く人の周囲を反射性にし

あり方にも一石を投じているからで

聞いたという気持ちになりますし，

て豊かな響きで包んで欲しいもの

す．

宗教の場では信仰心を高揚させる

です．

古典派やロマン派の音楽では細部

効果があります．

このような感覚を身近なところで

よりも全体の流れや響きを重視した

・高域感は反射音が関係していて，

体験しようとするならば，日本でも

演奏会場が好まれましたが，後期ロ

反射音は直接音を強調する効果が

町中のキリスト教の教会でも天井は

マン派ではオーケストラの大型化で

あります．演奏された直接音に，

高めに作られており良い響きで包ま

大音量や対位法の細部を聴ける演奏

時間差が短い反射音が付加される

れ感を感じることができます．音に

会場の必要性が出てきたのです．

ことにより高域までワイドレンジ

包まれる抱擁される感覚は宗教には

コンセルトヘボウーは １８８７ 年に

（直接音と第一次反射音の
に感じます．

大切で，ミサなどのセレモニーで効

作られました．シューボックスタイ

時間差が短いこと，初期時間遅れが短い

果的です．

プのコンサートホールですがより大

こと）

サントリーホールのようなワイン

きな容積があり後期ロマン派の音楽

つ
 まり，演奏者の近くに反射壁が

ヤード型では，ステージの背後に壁

に適合していると言えます．

あると効果的です．狭いステージ

がないので反射音が不足するため，

やホールの幅が狭いと有利です．

観客席をたくさんのブロックにして

ルハーモニーホールやサントリーホ

そのためには音楽専用ホールであ

壁を作り観客席の近傍の反射壁から

ールは，容積が大きいので音の飽和

って，必要以上にステージが広く

反射音をリスナーに届けます．この

が少なく，シューボックス型よりは

ないこと，そのためにはシューボ

ような構造のためワインヤード型の

響きが抑えてあるので演奏の細部が

ックス型のコンサートホールが適

ホールの場合音に包まれている感覚

わかりやすく後期ロマン派に適した

していますが大きすぎないことが

は豊かなのです．

ホールと言えるでしょう．

求められます．因みに評価の高い

ワインヤード型のベルリンのフィ

２，音の良いコンサートホー
ルの条件

ムジークフェラインザールはホー
ルの幅は １９ m です．
ワインヤード型のホールでは聴衆

③どこの席でもバランスよく明瞭
に聞こえること
ステージ直下の座席で良い音を，

国内外のコンサートホールで音を

の近傍に反射壁を設けて反射音と直

というのは無理にしても，どこの席

聴いてきた経験とオーディオの音作

接音の時間差を小さくしてより高域

でもこもらず主旋律をしっかり聴け

りの経験から音の良いコンサートホ

まで聴感周波数帯域を広げていま

ることです．この点に関しては東京

ールの条件をあげてみましょう．

す．

文化会館は高い評価を得ています．
ステージ上方からホールの後方に反

①周波数レンジの確保
（反射音の構成図，ホールの反射音の伝搬
図参照）

②音に包まれる感覚が豊であるこ
と
前方のステージから音楽が聞こえ

低音が豊かで低域に見合った高音

て，側面や後方，天井からも反射音

が出ていること，音響的にバランス

が届いて音に包まれる感覚があるこ

が取れておりコモリがないことで

とは良いホールの重要な要件です．

す．

・中高域は，頭上の空間で豊かな響

射板が取りつけられており効果を出
しています．その効果で最上階のス
テージから最も離れた席でも主旋律
がしっかり聞こえます．
④ステージと客席で一体感のある
音

・豊かな低音感のためには適切な残

きが作れること，その響きで聴衆

ステージからの音つまり演奏の音

響時間が必要です．古典派以降の

が包まれること，さらに側壁や床

と，客席側の反射音の音は同じ質で

音楽には ２ 秒以上ほしいものです．

や周りの人の椅子からの反射音に

あってほしいものです．両者が壁面
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のつくりが異なる等の理由で一体感
がない場合，聴衆は一方的に音楽を

の壁面もできています．
ベルリンのフィルハーモニーホー

与えられる感覚で聞くことになり，

ルやサントリーホールなどのワイン

演奏者と音楽を共有する感覚が得ら

ヤード型の場合には演奏者との聴衆

れません．

の一体感をコンセプトにつくられま

を行ってきた経験を元に，聴取との
一体感を主張したのでした．
⑤音のヌケ感と軽く漂う空気感，
品位のある音

これは多目的ホールや劇場型のホ

した．舞台を中央として人々が音楽

音楽は，低音は空気のかたまりと

ールの場合にみられます．ステージ

を共有する共同体を形成する場をつ

なっで弾むように軽く部屋の中を漂

は広めで演技や演奏のために客席と

くることを目指したのです．

い，反射音でできた響きが漂う室内
に音の一つ一つが粒だって楽器の存

異なる壁面や緞帳があるために，ス

ワインヤード型のホールとして最

テージからの演奏の音と客席側の反

初に登場したベルリンのフィルハー

射音が異なったります．

モニーホールはこのようなコンセプ

音が粒立って漂うヌケ感と，壁面

ムジークフェラインザールやアム

トで作られました．ベルリンフィル

から分離して乾いた空気の存在を感

ステルダムコンセルトヘボーでは，

ハーモニーの指揮者であったカラヤ

じながら楽器の音が漂う空気感は，

音楽専用ホールのためステージも狭

ンは，このホールの着手時点から関

オーディオでもコンサートホールで

く，側壁と同じ構造でステージ背後

係しており，各地のホールでツアー

も得難い音のひとつです．品位のあ

在を感じたいものです．

る音，と言い換えることができます
が，バイオリンなどは音程の移動に
も滑らかにつながりの良い音になり
ます．
多湿な日本では得難い音です．秋
口から冬にかけてはこのような音が
日本でも聴けますが．
この項目は地域の風土に関係して
いる部分と，エージングとして建設
後の時間経過で実現される項目など
があります．欧州全体が高緯度にあ
り一日の寒暖の差が大きいのでどこ
◆残 響 音 の 減 衰
特性

◆コンサート・ホ
ールにおける直
接音と間接音
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エージングという項目もこのよう
な軽さやヌケをもたらします．ウィ
ーンという街全体に言えることです
が，モーツアルトの住んでいたとい
うモーツアルトハウスや王宮などの
観光スポットがリングという環状線
電車の周辺にありますが，これらの
古い建物の観光スポットを散策する
と，足音や流れる音楽の音もムジー
クフェラインザールの音のように軽
く乾いているようにかんじられま
す．街もコンサートホールもでき上
がって長い年月が経つので十分にエ
ージングされているのです .
オーディオでは高音質に関してエ
ージングは重要な技術です．エージ
ングとは加齢のことですが，オーデ
ィオではオーディオセットの筐体や
内部配線にストレスが残っていると
音の周波数帯域やダイナミックレン
でも乾燥していて楽器やオーディオ
のためには良い条件が備わっていま
す．その中でもドイツやオーストリ
アなどの中部ヨーロッパは大陸的気
候的で良い条件で，楽器もこのよう
な地域に持って行って演奏するだけ
で良い音になってしまうと言われる
ぐらいです．
高温多湿の日本は不利と言えま
す．湿気があると特定の中高域に強
調感が感じられるようになりその先
の高域は急激に減衰するように感じ
られます．
ベルリンのフィルハーモニーホー
ルやオーストリアのホールではホー
ル内を，鳴り響く低音が軽い空気の
塊となって漂うように聴こえます．
ここでは高域から超高域の可聴帯域
外にかけて自然にブロードにロール
オフしいく感じがよいのです．空気
だけでなく木材や壁面も色々な箇所
に使われている布も乾いているので
す．
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ジが狭くなり，高音や低音が詰まっ
て伸びがなくなったり，レベルの低

衰して行く自然な音になります．
オーディオではこのような音は，

っています．伝統的な形式でホール
の側壁からの反射音（初期反射音）と直

い音が聞こえにくくなるようなこと

よくできた真空管アンプや LP レコ

接音との時間差を小さくして豊かな

があります．コンサートホールも建

ードで感じることができます．デジ

響きと明瞭度が高い演奏を提供しま

造物ですから作った直後は壁に漆喰

タルアンプもこの項目に関しだいぶ

す．歴史的に実績がありよい音が得

を塗ったあとのストレスや板材を固

改善されていると思います．

やすい形式です．欠点は，そのよう

定した後のストレスが残っていま
す．そのようなストレスが，長い年

3，コンサートホールの形式

な初期反射音を提供するためにホー
ルの横幅を小さくする必要があるの

月で，あるものは蘇生変形してスト

コンサートホールの形状は，直方

で収容人員に制約が出てきます．客

レスがなくなり板と板との接合部は

体の構造を持つシューボックススタ

席 １５００ ぐらいが適切です．良い音

両者が馴染むことによってストレス

イルと近年着目されているワインヤ

のポイントは天井を高くとって反射

がなくなり，内部の応力がなくなり

ード型，多目的型の扇形コンサート

音を豊かにすることで全客席による

ます．

ホールがあります．特徴を下記にま

音の差が少なくできます．興業的に

とめました．

は収容人員は ２０００ から ２５００ は欲

エージングが済んだものが出す音
は，低音であれば自由に振動するた
めにのびのびとして周波数レンジも
ダイナミックレンジが広がった音に

しいため新しいホールで採用するこ
①シューボックス型コンサートホ
ール

とは少ないのです．東京オペラシテ
ィーホールや紀尾井ホールがありま

なります．高音に関しても，特定の

ウィーンのムジークフェラインザ

帯域にあった強調感がなくなり，高

ールやアムステルダムコンセルトヘ

シューボックス型はコンサートホ

域は可聴帯域外にむかって次第に減

ボウなどのように直方体の構造を持

ールを企画するときに必ず遡上に登

JAN.

2 0 1 3

す．
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りますが音を優先すると小型になり

す．そして彼がサントリーホールの

ですが客席は扇型形状にすることで

収容人員が少なくなるため，そのコ

設計企画段階でワインヤード型を勧

２１５０ 席を確保しています．これら

ンセプトを踏襲しつつ扇型にして収

めたのでした．ワインヤード型は，

のホールの特徴は初期反射音の時間

容人員を確保します．

前章に書いたように，反射音を補強

遅れを充分小さくできないので聴感

②ワインヤード型

するために，客席をたくさんのブロ

的に高域が伸びず，ややなナローレ

ベルリンのフィルハーモニーホー

ックにわけブロックごとの壁面を聴

ンジになる傾向があります．またこ

ルが最初に取り入れた方式です．サ

衆の近傍の反射壁として反射音を補

れらのホールは設立目的が音楽専用

ントリーホールはここを参考にして

うとともに反射音と直接音の時間差

でない場合が多いのでステージが広

おり，このホールの形式が近年多く

を小さくしてより高域まで聴感周波

めなこともあり，響きが少なめにも

作られるようになりました．

数帯域を広げ広帯域にしています．

なっています．

ワインヤード型のコンセプトは，

ですから，ワインヤード型のホール

舞台を中央として人々が音楽を共有

は音に包まれている感覚は豊かで広
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