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 (7)
萩原光男

私にとって水戸芸術館 コンサー ト
ホール ATMカ ラき な意味があるの

す ことで行われたのですから,吉 田
さんが ここでどのように水戸室内管

は,音 楽評論家で昨年亡 くなられた

弦楽団などを聴いたのかに思いを巡
らすのは楽 しいことです

吉田秀和 さんが館長をされていたか
らです.私 はクラシック音楽を吉田
秀和さんの著書を道 じるべ として聴
いてきましたので吉田さんの考えで
運営されたこのホールで音楽を聞 く
ことで彼にもう一歩近づける, とい

.

ところで, このホールの音つ くり
は,サ ン トリーホールなどたくさん
の 日本のホールを作った永田音響設
計の作品です

.

う思いがあるのです
水戸芸術館 は 1986年 から設計が

水戸芸術館全体の建築諾 れま,磯
崎新ア トリエが行っていますが ホ
ールの音をどのようにまとめたかは

始まり1990年 に開館 します.吉 田

興味あるところです

.

さんは当館 の設計が終わった 1988
年に当時の水戸市長から館長就任 の
要請を受け,受 諾するとここにふさ
わしい楽団を作るために小沢征爾さ
んに協力を要請 し,で きたのが水戸
室内管弦楽団です
演奏家 と音楽施設との関係には強
い結びつ きがあ ります 前回のサ ン
.

トリーホール とカラヤンの関わりも
興味深 い もので した。世界的にみて

.

(1)コ ンサ ー トホ ール

水戸芸術館 の建物に入場すると
ヨーロッパの教会建築を参照に作 ら
れたエ ン トラ ンス ホール を通 りま
,

す。広 くはないエン トランスホール
には,受 付やクロークがあ り,濠 1場
やギヤラリーなどへ通 じているので
すが中三階ほどの高さにパ イプオル
ガンが設置 されています.定 例でパ
イプオルガンコンサー トを行ってい
るとのことで,良 い音楽が聞けそう
です。 このようにここは館内全体が
コンパ ク トながら良い音楽を楽 しめ
そうな雰囲気があ ります。
コンサー トホール ATMは 最大客

ATM

の概 要
水戸芸術館は,水戸市 の芸術文化
の振興施策に基づ くものであ り,芸
術館が芸術文化の倉1造 活動を継続 し
て行 くために,水 道事業会計を除 く
水戸市総予算 の約 1パ ーセン トを管
理運営費 に当てることが決められて
います
.

席数 680の 小ホールです。ホール形
式は,客席がステージを囲むように
ステージの後 ろ側にもあるアリーナ
型です.ホ ヮイ トオークを仕上げに
用いた床 と壁からは木の響 きがあ り
ます.ホ ール全体はステージから緩
やかな勾配 で三方向に客席が伸び
る,六 角形のホールです
.

楽団が本拠地にしていた り,音 楽家

現代美術ギャラリー,ACM劇 場
と共にコンサー トホール ATMは

が関わっています
この水戸 のホールの音作 りに関し

水戸芸術館の主要施設です.水戸芸
術館 の設計は磯崎新ア トリエが行い

てお二人の積極的な発言はみられま
せんが ここで行われる全ての音楽
イベ ン トは吉田秀和 さんが OKを 出

ましたので コンサー トホールの基本
設計も磯崎新ア トリエによるもので

した形になってます.音 をまとめる
に当たっては,東 京文化会館 ホー
ルを多 にしたとのこと,譜 的に

す。

初期反射音が豊富に得 られるように

も良いコンサー トホールには特定の

.
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,

このホールは,小 編成ア ンサ ンブ
ル向きのホールとして評価の高い東
ホールを一回 り大 きく
京文化舗
41ヽ

41ヽ
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民演奏家や市民合唱団の演奏 も行わ
れますが 演奏会は多 くありません
そのため,今 回は「茨城の名手 。名
.

歌手たち出演者オーデイシ ョン」が
行われるとの情報を得 て出かけて行
きました.ピ アノ, とバ イオリン
,

チェロ,ギ ターなどの演奏家たちの
参加するオーデイションでした。
客席はほ とんど空席のこともあり
開演前 にホール関係者がステージの
セッティングする音は非常に良 く響
きます。 しかし,シ ユーボックス型
ホールの平行面で作 られる高エネル
ギーの強い響 きと違って, レベルは
高 くとも爽やかな響 きです。
演奏では楽器の一次反射音がクリ
アに聞こえます。特にバ イオリンソ
◆水戸芸術館

コンサートホール ATM内 の座席と円柱の位置関係

ナタでは一次反射音が直接音を追い
かけるように聞こえ音柴性豊かな響
きの世界を作 ります。ステージ背面
の反射音面 との距離が適切なのでし
ょう。独奏や小編成に合った良い響
きのホールです
.

響 きは,広 い帯域にわたって均一
で明る く現代的な音です.し かしシ
ューボックス型ホールの響 きのよう
な高いエネルギーは無いので爽やか
です ステージから同じ構造で作 ら
れている側壁の効果もあ り,ス テー
ジからホール全体が一体化 した響 き
で聴けるので,ま さに演奏家 と聴衆
の一体感が感 じられるアリーナ型の
音です。

◆ムジークフェラインザールの小ホール,ブ ラームスザールのステージにある2本 の円柱

響 きは木質の優 しい音ですが こ
れはステージの円柱が貢献 していま
す。一般的 に曲面か らの反射音は
,

作 られています。その結果,天 丼の
形状が検討され ステージ前部 と客
席前部をカバーする大きな UFO状
の反射板が設置 されました。 この反
射板 は演奏 の規模,楽 器の違いや演
奏者の好みに応 じてステージから反
射板の下端までの高さを 6〜 8.4m
まで変えることができるのです。
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(2)コ ンサ ー トホ ール

ATM

の音

特定の周波数や特定の方向からの強
調感がなくてまるい柔 らかい音にな

コンサー トホール ATMは ,小 澤

ります.客 席にある円柱の効果も素
晴らしい ものがあ ります。妨 にあ

征爾氏を音楽顧問 帆在齢鑑譜)と し
て迎える水戸室内管弦楽団始め 4つ

る,天 丼円形反射板 を支えるかたち
になっている円柱からす こし離れた

の専属楽団を持ちその演奏がこのホ
ールの 動の中心です。その他:市

座席での音が気に入 りました.柔 ら
かい響 きと,響 きに包まれる臨場感

'舌
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◆ コンサー トホール ATM

客席上部よリステージを含む全体を見る 円柱が印象的 〈
写真提供 :水 戸芸術館〉

の感覚 も素晴らしい く,響 きが円柱
の上方にのびて消えて行 くのがわか

正面の座席では低音に関してもそ
れぞれの楽器の持つ低音力ヽ 適切な

一本あり,前 方客席の,音響的にや

量感 と輪郭を持 っています。チェロ
は今まで聞いた中では,神 奈川県立

や重要な位置 にも左右 2本 あ り,天
井の円形の反射板を支えているかの
ように配置されています.確 認する

音楽堂のようにコンパ ク トで弾んで
いました。ギターの低音 ピアノの低

と,そ の後方 にも円柱が左右 2本ず
つあ り合計 7本 の円柱がホール内に

届 き,森 の中で鳥のさえず りを聞い
た り風や川の水音 をきき,歌 う歌の

音も適度なかたまり感があ ります.
中低音にやや滞空時間の長い周波

あ りました
一般的に曲面からの反射音は,柔

響 きに似てい ます。 コンサー トホー
ル ATMで の円柱の効果は,弦 楽器

数がありました。 この周波数の音は
重い ものではなく嫌味がなく,音場

らかい優 しい音になります.平 面か
らの反射音はどうしても面の向きの

などの中域の音が柔 らか く,高域や
低域においてもさらにその先の超高

的には適度な包まれ感を形成 してい

反射音が強いので強調感があ りま
す。円柱など曲面の反射音は反射音

ります.
音場空間における円柱 の効果 は森
林内の音場に似ています。強調感の
ない柔らかい音が円柱 の上方からも

域や超低域に伸びて減衰 して行 く自
然さを感 じます
今回は独 奏が多か ったのです力ヽ
水戸室内管弦楽団のアンサンブルで
は楽器の音が適度に混ざり合い,密
度の高い音が聞けそうです
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ます.合 奏では, この帯域が通奏低
音のような効果を出して音楽の豊か
さを表現するのでしょう.
演奏を聴 きながら,こ の円柱につ
いて考えてみました.
直径 1メ ー トルをやや上回るほど
の大さの大理石の円柱はステージに

.

の方向が緩やかに分散されるために
柔らかい優 しい音 にな ります.コ ン
サー トホールで円柱 の音響効果を活
用 した例には,ム ジークフェライン
ザール小ホールのブラームスザール
の円柱があ ります ブラームスザー
ラ ジ オ 技 術

写真提供 :水 戸芸術館〉http〃 arttOwermitoorjp/indexlltllll
◆ステージ側から客席を見る 〈

ルにもステージ上に円柱があり,こ
の円柱力ヽ コンサー トホール ATM

は磯崎新ア トリエで行 っています。
磯崎新ア トリエは京都 コンサー トホ

のように壁面でなく,ス テージのや
や後ろに存在しているのはいかにも
音ためにあることを感じさせていま
した.室 内楽で第一バイオリンの音
を反射する位置にあることでそのバ

ールも設計 しているのです力ヽ 同様
にここで も円柱があ ります。この設

イオリンの音が円柱の効果を得てク
リアで良い音になっているのがわか
りました。
ところで,水戸芸術館 コンサー ト
ホール ATMの 円柱はこのような音
響効果を考えて設置されたものなの
でしょうか 本当はどうなのかはこ
れからも調べることとします力ヽ ど
うもそうではない,建 築デザインの
都合で置かれている, というのが私
の見解です。水戸芸術館の建築設計

JUL.
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冒頭にも書 きましたバ 私はクラ
シック音楽 は吉田秀和 さんの著書を
道 じるべ として聴いてきました。ホ

計事務所は円柱が好みのようです。
しかし,こ ちらの京都 コンサー トホ

ールや楽器の音など音についての記
述はほとんどない吉田さんですが
館長をされていたこの水戸 の コンサ

ールは客席が 1839席 の中型ホール
なので円柱の音響効果は大 きなもの

ー トホール ATMの 音をどう感 じて
いたかを知 りたい と思い ました。い

ではあ りません。両ホール とも永田
音響設計が音 つ くりをしてい るの

ろいろ彼の著書な どを当たったので

ま水戸 の コンサー
で,永 田音響計 ヽ
トホール ATMで はこの円柱を,積
極的に活用 して音つ くりをしている
ように思いました。
(3)コ ンサ ー トホ ール

ATM

まとめ(様 々な音の聴き
方)

,

すがそうした記述はあ りませんでし
た。
しかし,音 に関して一つだけ,「 ホ
ールの音響効果」 と題 した小さなエ
ッセーが見つか りました。特定のホ
ールではなく,一 般的な記述でした
が,そ れを紹介 したい と思います
私の評価記事の中に, このような形
.

で他の人の音質評価記事 を紹介す る
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ことの可否の問題はあ ります力ヽ 私
とは異なる切 り口での評価 とい うこ
とで読んでいただければ と思いま
す.吉 田さんは楽譜を読みながら音
楽を聞く,と い う聴き方でしたので
,

参考になると思います。
よ うや く見 つ けた このエ ッセー
は,1990年 代前半に書かれた 4ペ
ージほどのものです.水戸 の コンサ
ー トホール ATMが 営業を始めて少
し時間がたった頃の ものです。 この
エ ッセーにはある演奏会で 保戸のコ
ンサートホールATMで はない)バ イオ
リンなどの弦の各部の分離が悪い と
感 じたことから,話 題を日本の一般
的なホールの音に言及 して『東京の
演奏会場での音の響き方に,何か「ひ
っかかるもの」を感 じるようになっ
てきている.』 (白 水社 吉田秀和全集 21
巻より)と いう記述がありました。内
容は「輌略)幾つ もの声部の流れがき
ちんと分離 して聞こえず,全 体が頭
も尻尾 もはっきりしにくい塊みたい
に響 く傾向があるのである.」 (白 雄
吉田う
新略藻 21巻 より)と いうものです
当時の音楽をめぐる1対兄を考えて
.

錯するために楽器の音が分離せずか
たまりになってしまうことがある
などです
こうしたホールの音への対応は演
奏者の配慮である程度調整可能でホ
ールヘの慣れも重要です。最高のホ
ールの形状 としてのお墨付きがあっ
,

.

ても,良 い音楽を作るには難しいの
です。
演奏者側のホールに対する慣れ
という面では,吉 田さんがエ ッセー
を書いた時から20年 がたっていて
,

,

当時より欧州 の楽団が頻繁に来日す
るようになっているので, 日本の演
奏会の音のレベルも格段に上がって
いるはずです。つまり,欧 州の演奏
家も日本のホールでの演奏会体験が

◆水戸芸術館のシンボルタヮー,100周
年記念事業として高さは 100m
写真提供 :水 戸芸術館〉
〈

増えることで良い演奏ができます
そう言った交流が日本の音楽のレベ

ようや く見つけた吉田さんの音に
関するエ ッセーの内容 はわずかなも

ルをあげています.ど んな楽団でも
良い演奏をするには何回か演奏して
ホールを知ることが大事です.最 近
ウィーンフィルの演奏会を聞いたの

ので したが 音楽 に近い立場で音を
聞かれているス タンスか らの発言

.

ですが そのプログラムの冊子に会
場のサントリーホールを,「 我が家の
ように感じている」と書かれていま

アリーナ型 の効果で爽やかで した

.

は,大 変参考になりました.結 局
吉田さんが コンサー トホール ATM
の音をどう思っていたのかはわか り
ませんでした力ヽ このエ ッセーの内
,

容からそれなりに満足 していたので
は, と思いを巡らしました
吉田さんは機器やホールの音につ

られたホールには,最 高の音のホー
ルはムジークフェラインザールにな

した.毎年来日する彼 らにリップサ
ービスはあ りながらも,会場に慣れ
て良い演奏ができる,と 感じている
ようです 勿論ち当日の演奏会は素
晴らしいものでした
吉田さんはそのエ ッセーでもう一
点,「 ピアノの良く鳴るホールを作る
のは難しい」と言って,「 自然ななだ
らかな鳴り方のと,バ リバ リの鋭く

らって作 られたシューボックス型ホ
ール,と 言ったコンセプ トの元に作

鳴るのと,そ の両方を満足さすよう
にするのは至難の技らしい.」 伯水社

を理解できたように思いました。

ったホールがた くさんあ り,シ ュー

吉田新 陛謗義 り)と 語っています。
音切れとピアノの関してはこの水
戸のホールは,私 にとっては満足で
きるものでした.当 日はピアノでの
参加者が 40人 近 くもいたのですが

揚

みると,日 本経済が好調なこともあ
リホールの新設が相次いだので新 し
く作 られたたくさんのホールで聞 く
機会があったのだと思います。この
評価の内容には,ホ ール側の問題 と
演奏する側の問題があると思います
ホール側の問題 としては,当 時作

ボックス型の難点が出ている場合 も
あったように思います。それはこの
タイプのホール は響 きが豊かな反
面,音 の切れが悪かった り,響 きが
豊かなため トウッテイー (全ての奏者
による強奏部)で はたくさんの音が交
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.

華やかさもしっとりした音も楽しめ
ました。音切れは,六 角形の形状と

.

いては語 りませんでしたカツ皮の使 っ
ていたオーディオ機器は写真で見る
限 り, トレン ドを追うと言った感 じ
のシステムで もなくかと言 って時代
を無視したものでもなく,見 識を持
った ものでした.彼 はこのホールの
音についてもどのように楽 しんだか

嘘

吉田秀和全集 21巻 白水社
水戸芸術館 Art Tower Mito六 耀
社
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