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 (8)
萩原光男

演 奏 者 に高 い評価 のホ ール
「すみだ トリフォニーホール」は東
京・錦糸町に 1997年 に作 られまし
た。サン トリーホールなどい くつか
の良いホールができたあとに作られ
たこともあり,い ろんな面で, こな
れた物つ くりを感 じます。この地域
の再開発計画の一事業 として取 り組
んだ行政の前向きな活動や,そ こに
関わった建築設計や音楽関係の人々
など,そ れまで日本のホールつ くり
の粋 を集めて作 られた感があ りま
す.勿 論 その結果は音にも現れて
います。今回はホール作 りに日本に

このホールは,オ ーケス トラのフ
ランチャイズ制を導入 して運営され
ています.こ のフランチャイズ契約
が このホールの成功のポイントにも
なっています
.

フランチャイズ制 とは,特 定のオ
ーケス トラが定期公演を行いそのた
めに,演 奏会を行うステージで練習
し,そ こにオーケス トラカ活 動する

るための努力 を続けているとのこと
です.墨 田区の,お 役所 とは思えな
い行 き届いた仕事がよいホールを実
現 しています。

「すみだトリフォニーホープ
囲
の概要
「すみだトリフォニーホール」の主
なデータを紹介 しておきます。
開館 :1997年

ために必要な事務局や楽器庫な どが
設置されているとい うことです こ

建築設計 :日 建設計

れは欧米では当たり前のことで,良
いホールにはフランチャイズ契約の

音響設計 :永 田音響設計
タイプ :シ ューボックス型

楽団があ ります。自分たちの音楽を
よ り良い ものにす るために自分のホ

1熔 メJ譲

:1801月 帝
(大 ホール満席時)

残響時間 :約 2秒

根ずいた音楽文化を感じながら書き
ました。というのも,一 聴して,あ
の日本の産んだ世界のマエス トロの

ールの音を良 くする,使 いやすいホ
ールにするとい う関わりで良いホー

(ホ ームページによる)

ルができるのです

音を感じたのです
また, もう一つの驚きは,聞 き終
えてみると,あ のウイーンのムジー
クフェラインザールのシューボック

フランチャイズ契約 をしたのは新
日本 フイルです。楽団の関係者が構

大ホールをメインに話を進めて行
きます。 このホールはオーケス トラ

.

ス型を基本に作られているのに,シ
ューボックス型を感じさせない独特
の音がしました。この音の秘密を物
つ くりと音響理論から考えて行きま
しょう
.

独 自の 運 営方 針

AUG. 2013

.

想段階から計画に参加 し,建 築設計
者音響設計者 と直接話 し合 う: とい
う体制をとったとのです。ホール設

演奏を主 目的 としたコンサー トホー
ルですが簡単なオペ ラも上演できる
ようになっています
舞台正面 にはパ イプオルガ ンが設
.

計では,計 画,設 計 と進み音響テス
トも行うのですがその全過程に参加

置されています
ホール形状は舞台側面 と客席周囲

したとのことです。

に 2段 のバル コニー席を設けて客席
を確保 しているシューボックス型で

竣工後 も音響改善のために反射板
をつけるなど 出来上がったあ とも
楽団の意見を聞いて良い音 を追求す

.

す.こ のシューボックス型であるこ
との要望 は,墨 田区と新 日本 フイル
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◆大ホール 1階後方よリステージを望む (写 真提供 :す みだトリフォニーホール)
k/心

からクラシック音楽に適 した形状 と
して提示されたものとのことです
ホール形状で特徴的なのは,天 丼

器の音がス トレー トに聞こえて

して演奏できるようになったと言っ
ています.建 物完成後の微調整の大

試聴記でも書 きましたが 今回聞
いた演奏は,そ う言った意味で演奏

がメインフロアの床 とほぼ平行に傾
斜 していることで,客席からステー

事さを感 じます。

ジがよく見えるように設計されてい

出来上がったホールの評価 です
力ヽ この新 日本 フィルとの音の調整

者が とても気持ち良さそうに演奏 し
ているものでした。
このホールの建設にあたって,敷

ます。また結果的に演奏者に反射音
を確保 しています

作業の結果,小 澤さんは,録音する
にはここが最 も良い と言ってい ます

地の南側を通過す る 」R電 車の走行
振動を遮断することもこのホールの

舞台天丼 にはベニヤ板製の反射板
が 24枚 取 り付けてあ ります.こ れ
は竣工後に新 日フイルがテス ト・コ

し,別 方面からの演奏家の情報でも

大きな課題でした

演奏者が最 も演奏 しやすいホールだ

その対策 として,JR軌 道側 との

との評価 でした.こ れは,上 記の反
射板の微調整の結果などで,ス テー

間の地下連続壁には 100mm厚 のゴ
ムシー トを貼 って,大 ホールは全体

ジで演奏 していて,演 奏者にとって
反射音は帰ってくるタイミングがち

に岡ψ
性を増 した構造 とし内装壁面を
防振支持 としてあ ります.月 ヽ
ホール

ょうど良 く設計 と設計後の調整の効
果が現れていて,演 奏者に演奏 しや

は防振 ゴムによる浮き構造 としてあ

.

.

ンサー トを行った結果,小 沢征爾さ
んと新 日本 フイルから強い要望があ
って設置されたとのことです.こ の
反射板は高さが自由に設定でき,設
置後にも満席状態など色々な条件で
テス トを行い決めているのです.こ

.

,

すく出来上がっているのです

.

の反射板の効果について,反射板を
つける前はその効果に半信半疑だっ

キ
寅材 が気持ち良く演奏できると
い うことは,ノ リの良い演奏を聞け

た弦楽器奏者力ヽ つけてみると弦楽

るとい うことですか らそれを聴 く
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我 々にとっても大変良いことですね

.

ります

.

外部からの振動や騒音を排除して
「静けさ」を確保することは,音 響設
計を担当した永田音響設計の大 きな
コンセプ トです。浮き構造や ゴムシ
ラ ジオ技 術

すみ だ トリフォ ニーホールの反射音 と響 き
側壁が傾 いてい るので反射音は拡散 して、響きは少なめに
なる

どう表現されたか, という観点で考
察して行 くことを理解 していただけ
ればと思います。
まず 澤征爾さんという人の業績
を振 り返っておこうと思います。何
と言っても月ヽ
澤さんを理解 しようと
̀lヽ

側 壁

ステージ

通 常 のシ ュー ボ ック ス型 ホール の反射 音 と響 き
平行な側壁なので反射音は平行面を往復 して、豊かな響 き
になる

したら最初に言わなければいけない
のはアメリカのボス トンシ・ンフォ
ニー 。オーケス トラの音楽監督を30
年近 くの長きに渡 り務めたというこ
とです。それほどの長きに渡ってこ
のような立場を務めたことは極めて
珍しいことです。また修行時代 に支
援を受けたカラヤンやバーンスタイ
ンと生涯に渡 り親交を築いたことな

側 壁

側 壁

ども彼の音楽のありようを考える上
で重要です
そのような世界的な実績を持つ人
の音に対する考え方であるというこ
とを心に,小 澤征爾さんの音を考察
して行きましょう
彼のルーツというか本領発揮とも
いうべ き音が現れているのは武満徹
のノベンバーステップスだとおもい
.

ステ ー ジ
◆演奏者から見た楽音の反射
― 卜の防振は,通 常の コンサー トの
音にも大 きな影響をもたらしていま
す.永 田音響設計の関わったホール
には静けさがもたらす独特の音の響
きがあります

.

客席の椅子についても吸音 しすぎ
ないように設計 しているのも近年の
ホールの特徴で,背 もたれのクッシ
ョンの面積を小さくした り,椅 子の
背後 は板張 りとして反射面になって
いることも,音 を吸収しすぎない よ
うにする配慮です
このように,こ のホールはいろん
.

な配慮 をして出来上がってい ます
が 私が最 も注 目したのは,ス テー
ジ上の側壁 とステージから延長 した
前席部の側壁が内側に傾斜 している

ことです.こ の壁面の効果は後述し
ます力ヽ 他のシューボックス型ホー
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ルにはない響きを作っています。
小沢征 爾 さんの音
コンサー ト聴取の音の印象は,当
時名誉芸術監督を務めていた小澤征
爾さんの音をよく表現 している, と
いうものでした。楽器の生音の響き
を保ちつつ美しい日本的な響き, と
いうのが感想です。
そこでこのホールの音を理解する
ために小沢征爾さんの音楽の音の世
界を考察してみましょう。
オーデイオの世界の者が 音楽や
その音の世界に立ち入ることの是非
は難しいところがありますが 物つ
くりは人の個性やその人の持つ もの
のあらわれであって,そ れを抜きに
して音を語るとしたら片手落ちだと
思います.関 わった人の思いを知り

ます。この演奏における間の取 り方
や鋭角的な音とその音が広がる空間
表現に関して,ま さに彼独自のもの
があると思います.こ の曲の演奏の
素晴らしさは多 くの方の認めるとこ
ろです.ガ ヽ
澤征爾さんはこのノベ ン
バーステップスから出発して独自の
音楽の音の世界を作って行った, と
いうのが私の見方です
ではその音を言葉であらわす とど
澤さん自身の音の表現
うなるか。月ヽ
.

から理解して行きましょう。
彼の言葉によれば ベー トーベン
の演奏について次のように言ってい
ます力ヽ 他の曲においても,ガ ヽ
澤さ
んの演奏では同じような傾向がある
と思います
「昔みたいに大編成の楽器群を使
って,濃 厚な音でブラームスをやる
のと同じようにベー トーベンをやろ
.
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咄機

蟄

◆大ホール,ス テージから全体の客席を見る(写 真提供 :す みだトリフォニーホール)

うということが少なくなってきまし
たね。(中 哺 シンフォニーの場合確か
に変わりましたね。大きな束 として
がっしり音楽を作 るというより中身
がちゃんと聞こえるというスタイル
にかわりました.」 噺潮社「/J滞 縦爾さ
んと,音 楽について話をする」より
)

このことを,室 内楽のように楽器
の音がよく聞 こえること, と力、 風
通 しのいい音, と言っています
音場の中での楽器のあ り様が よく
.

わか りその結果,楽 器が演奏 してい
る楽譜の音を細部まで表現す ること
を目標に音楽を作 っている, と私は

くことで楽器の分離が悪 くなってし
まうことで しょう
.

れの楽器が分離 して明瞭に聴 こえ
楽器間の見通 しがよく楽器の音その

演 奏 会 を聴 い た感 想

,

1階 には 29列 あ り,19列 目で横
方向は 38席 ある 15番 シー トで聞き
ました。
曲目はチャイコフスキー 。
第 5交響
曲などオーケス トラを楽しみました
.

開演前の会場内は,人 々の ささや
くざわめきは刺激的ではなくあたた
かい印象で,痩 せ気味だがスッキリ
して いてややハ リのある印象 で し

理解 しました

た.通常のシューボックス型ホール
では中高域が きつ くなるのですが

音響的には,直接音に対 して反射
音な どの付随的な音を少なめに,整

ここでは高域は延びている力沖J激感
はあ りません

理 して楽器の音その ものを聞かせる
音表現 といえるでしょう。

演奏が始まると,中 高域に張 りが

.

避けたいのは,楽 器の音にホール
の響きで艶が乗 りすぎると楽器の音
の繊細な部分が消えてしまう,音場
の中でも直接音に付随的な響きがつ
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が確認できる透明感があ ります.そ
の結果,楽 器の音 は混濁せずそれぞ

ものが感 じられます.楽 器の音 の細
部が聞 こえ吐息がわかるようです。
厚みとか 深 々 とした表現 とい う音
ではありません。
もう1つ ,演 奏者がとても気持ち
良さそうに演奏 しているの力ういに残
りました。バイオリン奏者 も木管楽
器の人も体 を揺 らしなが ら自分の音
に酔って演奏 している, とい う印象
でした。

「すみだトリフォニーホーノ
可
の音の秘密

.

あ リツヤを感 じさせなが らも嫌味が
なく素直な音です.す べ ての楽器が
響 きは少なめですがッヤを感 じさせ
ます.単 純で多過 ぎないコンパ ク ト
な響 きです.木 管楽器の響 きの消息

「すみだトリフォニーホール」の音
は次のように表現できます.楽 器の
響 きは少なめで単純で コンパ ク トな
響 き,そ の結果楽器の音は混濁せず
それぞれの楽器が分離 して明瞭に聴
こえ,楽 器間の見通 しが良い。その
ラ ジ オ 技 術

◆開演間近の大ホール このときのざわめき感がホールの個性を感じさせる(写 真提供 :す みだトリフォニーホール)

結果,楽 器の音色がわか り細部が聞
こえます
.

では,こ のホールの基本構造であ
る,シ ューボックス型ホールの音 は

きが形成されるわけですが このホ
ールでは,壁 が内側に傾いているの
で反射音にも角度がつ くのでその経

一般的には どうでしょう。全周波数

路が長 くなった り,交 差する反射音
の量が減少することで調節されるの

帯域で響きが豊かで,低 音 も豊です。
臨場感としての包まれ感 もよい,し

です.(図 参照
シューボックス型のコンサー トホ

かし響 きが豊かなため楽器が重なる
パ ッセージや トッティーではイ
固々の

ールの反射音の特徴 は,側 壁からの
を利用 していることにあ りま
鵬

楽器の音 は不明瞭 になり楽器間の分
離は悪 くなる, というものです
一方,「 すみだ トリフォニーホール」

す.ほ とんどの反射音が側壁 で作 ら
れるので,こ のホールではそれを調

,

.

)

このように,ホ ールができたあと
の調整力ヽ 良いホールであるために
はとても重要です.ム ジークフェラ
イ ンザールを始め評価の高いホール
は出来上が り後の調整を経て評価を
得ていることに注 目していただきた
い ものです。日本のホールはそのよ
うな意味で,可 能性はあるのに,未
完成のホールが多いと思います。行
政がホールを作ることの多いこの国
では,墨 田区のような取 り組みを望
みたいところです

は一般的なシューボックス型ホール

節す ることでホール全体の音を決め
ているのです

と違い響 きの量が少なく楽器の音色
の表現や楽器の音像が明良です
では,「 すみだ トリフォニーホー

従来のホールでは反射音 はステー
ジ上から客席 の天丼 にかけての巨大
な反射板で客席に届けられています

地 とした音楽関係者,建築関係者な
どの成果 とともに,新 しい形のホー

ル」は響 きの量をどのようにコン ト
ロール しているのでしょっ
秘密は,ス テージ上の側壁にあ り

「すみだ トリフォニーホール」は
最終的に天丼からの浮雲型の反射板

ル作 りと, 日本 に出来た新 しいコン
サー トホールの音を感 じました。

ます。 このホールに入場 してまず 目

す。ですから,評価 の高いシューボ

参

に付 くのはステージ上の側壁上部が
内側に傾いていることです。この傾

ックス型に反射音を得 るための従来
の手法を併用 しているのです

Nikkei Architecture 1998.3.9

きで反射音の量を調節 しているので
す。シューボックス型ホールでは

最近のシューボックス型ホールに
はこのように反射板でも反射音を確

左右に平行な側壁があることでその
壁の間で反射音力葡皓 交い,厚 い響

保できるようにしたものが多 く見 ら

新潮社「/1ヽ 澤征爾 さんと,音 楽につ
いて話をす る」小澤征爾,村上春樹
鹿島出版会「音楽空間への誘い」日本

れます

建築学会

.

.

,

AUG

2013

.

,

.

このホールを取材 し終えて,構 想
した行政や,こ こを自分 たちの本拠

で も反射音 を取 るように してい ま

.

.

鵬
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