第 ２ 回は最高の音質と言われるウ

せてくれました．ホールの能力の限

れていることがわかると思います．

ィーンのムジークフェラインザール

りを使い素晴らしい音楽を聞かせて

床は ８ cm 幅ぐらいの板が敷き詰め

についてお話していきます．

くれました．最高の音のコンサート・

られています．客席は背もたれも木

このホールの音の良さは，漆喰（シ

ホールは，まさに最高のオーケスト

のむき出しで布のクッションがあり

ックイ）の壁と数十体の金箔張り黄金

ラが作り出した作品なのです．その

ません．こういった床や木の椅子が

の女性像にあると言われてきまし

音の詳細を報告します．

柔らかいノイズ感を作っています．

た．他にも沢山の，音の秘密があり
ます．窓や木の椅子など日本のコン
サート・ホールでは考えられない物
もあります．

１．演奏会鑑賞記
①コンサート・ホールのざわめき

私の席は ３０ 列ぐらいある一階席
の １３ 列目でした．
②当日のプログラムと演奏された
音楽の音質

の印象

ムジークフェラインザールの
音を分析する

ムジークフェラインザールのグロ

ムジークフェラインザールでの音

ーサザール（ 一般的にムジークフェライ

楽鑑賞は １０ 年ほど前にも聴いて今

ンザールというとここのことです ）のホー

回は ２ 回目です．今回の目的は，こ

このホールの音についてお話する

ル内に足を踏み入れると，自分の席

のホールを本拠地にしているウィー

ためにまず，実際に体験した演奏会

を探す人たちなどでざわめいていま

ンフィルハーモニーでできればロマ

の報告をします．次に，このホール

す．このざわめきの広がりが，一般

ン派の音楽をきくことでした．幸い

についてかなり細部にわたってプラ

的なホールと比べるとやや小さめに

今年の ３ 月に実現しました．

スの部分とマイナスの部分をお話し

感じるのは，これは物理的にホール
の大きさが横幅 １９ m で客席数 １６００

ます．

指揮者が ウラジミール フェド
セイエフ ，曲は次の三曲です．

席（東京文化会館などの一般的なホールは

１ 曲目：Sergei Iwanowitsch

そのものの特性を最大限生かすため

２４００ 席ぐらい）で小さいこともありま

Tanejew Ouverture Zur Oper

に破綻するぎりぎりまで追い詰めて

すが，ホールの空気感が軽く，ヌケ

trilogie ＂ Oresteia ＂ Op ６

破綻の直前で仕上げる手法がありま

がいいので壁からの反射音を身近に

２ 曲目：Sergei Iwanowitsch

す．

感じ音が生き生きとしていることに

Tanejew Ioann Damaskin． Kan-

あると思います．

tate，Op．１

ところで物を作る手法において，

ここを本拠地にしているウィーン
フィルはシンフォニーの緩徐楽章で

音楽を聞く前に，このノイズ感を

は夢のような美しい響きを聴かせ，

味わうことで，オーディオの経験が

終楽章のトッテイーの部分では，ま

長い人ならば，音質的に十分にエー

さに破綻すれすれの音の咆哮を聴か

ジングされていて，かつ良く調整さ

FEB.
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３ 曲目：チャイコフスキー№ ４ 交
響曲
音楽の音の印象をお話する前に，
このホールの音場と響きの豊かさに
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ムジークフェラインザール ステージは狭く、パイプオルガンがある

ついてお話します．このコンサート・

音楽とのコンビネーションに最適な

ホールの最も良いところは，音場の

調整である，と感じさせるホールの

広さが音楽の中で認識できることで

音は稀です．その意味においてこの

２ 曲目はカンタータです．突然

す．その広がりの中で音が躍動する

音は，この日の演奏がここをレジデ

１００ 人ほどの男女の合唱隊が狭いス

のがよくわかることです．

ンスホールとしているウィーンフィ

テージ上で楽器奏者の後ろに並びま

ルと一体のものです．

した．合唱を聴けるとは思わなかっ

中低音が音場を作り，場の広さを
感じさせます．その音場の中で，ヴ
ァイオリンやフルートなどの楽器が

・１ 曲目の印象

・２ 曲目の印象

たので大きな喜びでした．素晴らし
いアンサンブルを楽しめました．

旋律を奏でまた美しい響きを作りま

１ 曲目の序曲は，中低音が豊かな

冒頭に「狭めだが音場の広さが認

す．そしてその楽器の音色は，艶と

音場をつくり，ゆったりしたテンポ

識できる」と書いた音場でオーケス

いう点では日本人には，艶の光沢は

で弦の音が空間を漂い，なまめかし

トラが抑え気味だが豊かな中低音の

やや抑え気味と感じられます．どの

くメロディーを奏でました．その音

音場にアルト（女声中音域）がゆっくり

帯域も強調感がなく滑らかで，音の

でホールが豊かな響をよく調整して

発声します．するとソプラノがアル

つながりが良いのです．それらの音

あることと，奏者がホールを熟知し

トの上に響き渡り，テノール（男声の

全体はヌケ良くやや軽い感じです．

ていることがわかりました．滑らか

高音部）がそれに呼応するようにホー

日本にもこのように音場を感じる

でつながり良く品位のあるヴァイオ

ル全体に響き渡りました．次の楽章

ホールはありますが，もうすこし艶

リンでした．低音から高音まで，旋

では，音階を上昇していくアルトに

が乗っていて，音が重かったり，湿

律と伴奏の和音のオーケストラのバ

バスが音階を下降し中声部が現れる

度を感じさせる強調感があります．

ランスも最上級のものでした．

ところなども豊かな音に包まれる幸

ムジークフェラインザールのように
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福感に満たされました．
ラ ジ オ 技 術

・３ 曲目はチャイコフスキーの
№ ４ 交響曲

でその上に更に広い空間がありま
す．基本的に教会や大聖堂で聴くこ

すすめたのかもしれません．
②良く調整されたホールであるこ

とのできる中高域の響きです．

と，また，ウィーンフィルはこのホ

チャイコフスキーはトランペット

・響きが広帯域に均一で，強調され

ールを使いこなしていること

の多用される曲が多いのですが，こ

る帯域はありません．高域はその上

現在の美しい響きのホールにする

の曲では冒頭に響き渡るトランペッ

の可聴帯域外の高域に向かってブロ

ためにいろいろな調整が行われたと

トには，突然なので驚きました．第

ードに自然に減衰していきます．オ

思います．それは，ここを本拠地に

２ 楽章は緩徐楽章ですから各楽器が

ーディオ的には音の粒子が細かく良

しているウィーンフィルと共におこ

ゆったりホールに響きわたりまし

い印象です．漆喰の壁面が大きく寄

なわれたのでしょう．ここまでに述

た．ワルツを奏でるヴァイオリンは

与しています．漆喰のザラッとした

べた，木部がむき出しの座席，長い

甘くとろけるように旋律を奏で，フ

風合いが，抑え気味に音の艶を調節

年月を感じさせる木の床などが効果

ルートの響きが空間に漂う様子はま

して滑らかさを出しています．

を発揮し，美観や座り心地よりも，

さに天使が飛び交うようです．コン
トラバスの響きは音の立ち上がりか

金箔張り黄金の女性像も触れてお
きましょう．

音を優先して調整されていることが
わかります．

ら，その消え入るまでのその空気の

「最高の音」と評価したベラネク

他にも音の為の調整が沢山みられ

固まりがの動きがわかります．そし

（
（４）参照）は音とは無関係であると言

ます．ステージのすぐ近くのバルコ

てフィナーレではホール一杯にトラ

っていますが，オーディオを経験し

ニー席の手すり部分にマットのよう

ンペットなど金管のエキセントリッ

た人ならば金はどこに使われても，

なものが両サイドにかけられていま

クな響きと共に全部の楽器が響き渡

しっとりとした滑らかな音を作りま

すが，これも反射音の調整ためのも

る様はまさに圧巻でした．トランペ

す．また，何十体もの女性像が作る

のでしょう．

ットがホールの飽和する直前ぎりぎ

凹凸は音を拡散して滑らかさに貢献

りまでの音をだし，低音も豊かにオ

しています．

ーケストラがホールを使い切っての

また，極め付けは，天井です．ホ
ールの天井の構造は，ホール内でみ

これは，音に品位がある，という

える絵画で埋められた天井がありそ

言い方で評価できます．品位とは，

の裏に屋根裏があるのですが，絵画

オーディオで必要な周波数帯域内で

がある天井の上には砂の層と砂利の

特定の周波数に強調感がなく滑らか

層のが置かれ制振をしていて天井全

に楽器の音が移動することを言いま

体が制振構造になているとのことで

す．ウィーンフィルにはこのような

す．このような構造にすることで抜

①響きが豊かであること．

音の品位がありことも評価が高い理

けの良いしかも明瞭な低音を実現し

響きが豊かで美しいことがムジー

由の一つですが，彼らのフランチャ

（図参照）
ているのです．

クフェラインザールの最も評価され

イズのコンサート・ホールもまた品

ている理由です．この響きがどこの

位のあるホールなのです．

席でも同じ質で聴くことができ，広

・響きが豊かですが，ステージに設

事の，第 ２ 章：音の良いコンサート・

帯域に均一です．これは次のような

置されたパイプオルガンが寄与して

ホールの条件，を参照してください．

構造によるものです．

いるという見方もあります．オルガ

③低音が豊かで，窓の効果もあり

・シューボックス型を忠実に実現し

ンのパイプが音に加振されて微小な

ヌケ感が良く，空気の塊がホールの

ており，側方四面が，二面ずつ平行

音を出しそれが響きに付加されるの

中を弾むようです（２ - １ 参照）．

に向き合っています．この平行面が

です．例えば部屋にピアノやアコー

低音に関しては，上部の窓がヌケ

音の反射の回数を多くし豊かな響き

スティックギターなどが置いてある

感に寄与しています．低音は堅固な

演奏を楽しむことができました．

２．音質分析，良い点
２ 回の演奏会経験から音質を分析
してみましょう．

以下の項目は前月号の １ 回目の記

を作っています．

と，会話やステレオの音にそれらの

壁面で覆われているとこもり気味に

・中高域は頭上の並行面の空間で，

楽器の共鳴音が付加されて良い響き

なりますが，窓などで弱い面がある

反射し合うことによって出来上がっ

を持ちます．カラヤンもサントリー

とそこから低音の圧力が逃げて行き

ています．

ホールの設計に当たって，このよう

ヌケ感が改善されます．この窓につ

な観点からパイプオルガンの設置を

いて言及している研究者は知りませ

天井は，見えているのは目隠し用
FEB.
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天井の防振層

防
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天井の防振層

このように言っています．
「このホー
ルの音は完全である．低音が豊かで，
高音の弦にも良い．一つの欠点は，
楽器のテクニックの試みー弓や唇の
椅子は、背もたれにクッションは無い

んがこのホールの音を語る上で大き

- ３ 参照）
．

細かいテクニックーが失われること
だ．正確に鳴らぬ楽器もやがては溶
け込んでしまう．それに続く音もま

な着眼点です．ステージの側壁以外

⑥一体感のある音であること．

たお互いの中に溶け込もうとする．

の ３ 方向の高い部分に設置されてい

ステージと客席の側壁がほぼ同じ

それは録音スタジオと正反対の特性

ます．ムジークフェラインザールは

構造のため同じ音の響きです．聴衆

持っているのだ．これは高度の想像

低音に関し量感とヌケ感を両立させ

はステージからの音と身の周りの響

力をかきたてるホールで，指揮者に

ているのです．

きが同じなので快い包まれかなを感

霊感を与える．リハーサルの時の音

じます（２ - ４ 参照）．

と，聴衆がいる時の音には大変な違

④音に包まれる感覚が良好（２ - ２ の
包まれ感参照）

このホールの包まれ感は，頭上の
空間でできる中高域の豊かな響きと
側壁からの反射音も有効なのです
が，特筆すべきは，床と椅子から届
くリスナーの周囲の反射音の効果が

⑦ヌケ感と音の軽さ．中部ヨーロ

いがある．聴衆がいないと（レコード）

ッパの大陸的な乾燥した気候による

（レ
録音には最良のホールではない．
」

ものです（２ - ５ 参照）．

オ・L・ベラネク「音楽と音響と建築」による）

３．音質分析，ネガティブな
点

と言っています．
楽器がソロでゆっくりしたパッセ
ージを弾いているときはいいのです

大きいのです．床と椅子が無垢の木

ここで豊かな響きを持つゆえのネ

が，音符の数や楽器の数が多くなっ

製であることで聴衆は自分の周辺か

ガティブポイントをあげておきま

てくると美しいハーモニーの中に

らの反射音を聴けるのです．

す．

個々の音は埋没していくのです．

椅子の写真を載せましたが，クッ

①響きが豊かなために楽器演奏の

②オーケストラでの演奏ではトッ

ションは臀部の当たる部分のみにあ

細かいテクニックが埋没してしま

テーの時の大音量時には音は飽和し

ります．１９９５ 年頃に行った時は臀

う．

てしまう可能性があり演奏には音の

部のクッションもありませんでした．

ヘルベルトフォンカラヤンはムジ

⑤どこの席でもバランスが良い（２

ークフェラインザールの音について
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飽和によるひずみ感と音楽の高揚表
現のバランスが難しい．
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CD などでは味わえないことです．
ここで毎年元日に行われるニューイ
ヤーコンサートを視聴するのです
が，テレビのライブ放送も CD 化さ
れたものもこのホールの響きや滑ら
かな音を伝えきっているメディアに
は出会っていません．一般的に音の
カラーレーションが無く滑らかな音
は，放送や録音でメディアを通すと
ナローレンジで特徴がない音に聞こ
えます．ムジークフェラインザール
の音も同様です．
最高の音でありながら，ウィーン
へいかなければ聴けないムジークフ
ェラインザールの音なのですが，こ
の音は，ドイツオーストリアなどに
ドイツ語圏の音楽を理解するには重
要だと思います．なかでもブラーム
スなどのウィーンで活躍した作曲家
の音楽は，中部ヨーロッパが持って
いる空気感や枯れたウィーンの町の
音で聞くことにより，より理解が深
まるでしょう．
とは言えこのムジークフェライン
ザールやウィーンの音のエッセンス
である空気感は，真空管アンプや

側壁上部に窓があり、一階には黄金の彫像がある

LP レコードで触れることができま

ムジークフェラインザールはカラ

このホールの特性を熟知していてぎ

す．日本のコンサートホールで聞く

ヤンのいうように完全な音で美しい

りぎりのトランペットの音量などで

よりもアナログオーディオの方がウ

響きなので，ロマン派の音楽の演奏

最大の盛り上がり部分を表現したの

ィーンの音を伝えています．

の場としては最高の表現の場です．

です．

最近の技術ではデジタルアンプの

ここをフランチャイズホールとして

いくつかのこのホールの試聴記を

良くできたもはこの空気感を感じる

いるウィーンフィルでチャイコフス

読みますが，この部分をネガティブ

ことができます．現代のアンプ CD

キーの交響曲第四番をきいた試聴記

に捉える人もいるようです．

などのデジタルオーディオは，解像

は前章で紹介しましたが，曲の最後

響きの豊かさとこのようなフォル

度や低音に関しては大きな進歩を遂

の盛り上がりは楽団の全奏とともに

テの音の聴覚への刺激は裏腹なもの

げていますが，この項目に関しては

壮大なものでしたが，この時鳴り渡

があります．

アナログオーディオが優位に立って

ったトランペットは聞きようによっ

×

×

ては聴衆として我慢のギリギリでし

以上，細部に渡っての私の音質評

た．音楽表現において最大ダイナミ

価を紹介しました．私の長年の経験

ックレンジのパートの表現には多少

からオーディオの音質を評価するよ

の歪感を付け加えるのは，単に音量

うに行いました．

での表現ではなく，常套手段です．
つまりウィーンフィルという楽団は
FEB.

2 0 1 3

いると思います．

４．ベラネクのムジークフェラ
インザールの音の評価
レオ・リロイ・ベラネック（Leo

しかし，残念なのはこの音の雰囲

Leroy Beranek）を紹介しておきまし

気は，このホールでのライブ録音

ょう．彼は，１９１４ 年月生まれのア

111

メリカ合衆国の音響学専門家です．

ール作りは，ベラネク以前とベラネ

元マサチューセッツ工科大学教授，

ク以後に分けられ，
「音楽と音響と建

また，音の質についてはベラネク

ベラネクは世界中のコンサート・ホ

築」はコンサート・ホール作りのバ

は，音が明瞭感で生き生きしている

ールを試聴評価し，科学的に裏付け

イブルとなったのです．

こと，暖かみと艶があること，オー

ールとなるだろう」といっています．

るために残響時間などを測定しまし

ベラネクは，ムジークフェライン

た．さらに彼は指揮者などの音楽関

ザールが音が良い理由を，
「比較的小

係者にもインタビューして「音楽と

さな寸法（容積は １５００ m ３ で １６８０ 席）

音響と建築」という本にまとめまし

１９ m の狭い幅，長方形の平面，天

た．その本には最高に音の良いコン

（ホーム
井が高くて残響時間が長い．

サート・ホールとして，ウィーン ム

満席時，中音域で ２ 秒を多少越す）こと，

ト・ホールについて報告し，日本の

ジークフェラインザールをあげてい

不規則な内部の表面，そしてほとん

音について考えていきます．コンサ

ます．

どプラスターで占められた内部の仕

ート・ホール作りに関わった人々の

上げ」
．

人脈や，今回紹介した，ベラネク以

と分析しています．

前以後について紹介して行きます．

彼がこのホールを，最高の音のコ
ンサートホール，と評価したことで，

ケストラの音調のバランス，アンサ
ンブルを高く評価しています．

◆次回予告◆
次回からいよいよ日本のコンサー

この本の出版以後，特に日本のコン

音の評価は，
「シンフォニックな音

サート・ホールはムジークフェライ

楽，とくにロマン派および後期古典

レオ・L・ベラネク 著：
「音楽と音響と建築」
「コ

ンザールを参考にするようになりま

派の音楽には素晴らしいホールとな

ンサート・ホールとオペラハウス」

した．このように，コンサート・ホ

るだろう．の音楽には素晴らしいホ

日本建築学会：
「音楽空間への誘い」

◆参考文献◆

◆ウィーン国立歌劇場全景
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