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In this study, we examined the influence of differences in stage type on the evaluation of stage acoustics by interviewing orchestra 

players who have experience performing on various stage types. Differences in the evaluation of stage acoustics according to the type 

of instrument were also clarified. The results showed that the types of instruments were further classified than previously reported, and 

the items that were emphasized were also different. It was also suggested that the preferred architectural conditions on the stage differed 

depending on the stage type. 

 

1. はじめに 

既報[1]において，オーケストラ演奏に関する舞台内

音場評価についてのヒアリング調査を行い，演奏の成

立条件を示すためには演奏のしづらさの評価が必要で

あり楽器種によって演奏時の意識構造が異なると示し

た．しかし，演奏性に関わる建築的要因についてステ

ージタイプによる差異があると考えられるため，様々

な音場での演奏経験がある演奏者にも併せて行うべき

だと考えた．また，弦楽器と管楽器で分類したが, 楽器

の指向性やパワーレベルに違いがあるため，これらの

影響を考慮して楽器種について再検討すべきだと考え

た． 

本稿ではヒアリング調査から楽器種によるオーケス

トラ演奏時の演奏性に関わる音響要素の差異とステー

ジタイプの関係について検討した． 

2. ヒアリング調査 

演奏者がオーケストラ演奏時に意識していることと

建築条件との関係性を検討するために web面談形式で

ヒアリング調査を行った．ヒアリング調査の対象はエ

ンドステージ型とアリーナステージ型のホールでの 5

音場以上のオーケストラ演奏経験がある計 14名（弦楽

器 5 名，木管楽器 4 名，金管楽器 5 名）で，オーケス

トラ経験年数は 7〜20年である.はじめにオーケストラ

演奏の経験があるホールの名称を尋ねて演奏しやすい

ホールから演奏しづらいホールまで順番に並べてもら

い，その順になった理由を尋ね，それを「印象」とし

た．次に「印象」を基準として同様に並び替えを行っ

てもらい，評価グリッド法に則り，その順になった「原

因」および「影響」について質問した（ラダーアップ・

ラダーダウン）．Fig.1に楽器種別（弦楽器，木管楽器，

金管楽器）ごとの評価構造図を示す．なお,Fig.1は回答

率 40%以上の「印象」の項目とそれに関係する要素を 

抜粋した． 

評価構造図中の「印象」に着目をすると，弦楽器で

は「周囲の音の聴こえ」が，木管楽器では「自分の音の

聴こえ」が，金管楽器では「周囲の音の聴こえ」に次い

で「自分の音の聴こえ」が多く抽出され，楽器による

差異が見られた．それぞれに付随する「影響」に着目

すると，弦楽器はリズムや音量バランスの合わせやす

さに関する回答が，木管楽器は客席への音の届き方や

音色の微調整に関する回答が，金管楽器は響きの量や

音量バランスに関する回答が得られた．このことから，

弦楽器は既報[1]と同様にパート内でのアンサンブルが

多いため，周囲の演奏音との合わせやすさに留意し，

木管楽器はソロ演奏時の響きを重視していることと楽

器音が金管楽器に比べて小さいため，自奏音の客席で

の聴こえに留意し，金管楽器は楽器音が大きいため，

自他の演奏音の音量バランスに留意していると考えら

れる． 

評価構造図中の「影響」に着目すると，「反響」に付

随する要素として，全楽器で舞台上と客席での響きの

量の差異に関する意見が散見された．これはステージ

タイプの差異が影響していることが伺われ，エンドス

テージ型（特にシューボックス型）では舞台上と客席

で共に上方と側方から十分な反射音が到達するために

響きの差異が小さいが，アリーナステージ型では舞台

上の反射音が少なく客席では反射音が多いと考えられ

ることから，反射音構造が異なるために響きの差異が

大きくなると予想される．さらに，「影響」として得ら

れた全ての回答を 3 段階の演奏レベル[1]ごとにまとめ

た（Fig.2）．演奏のしやすさの割合に楽器種の違いはな

かったが， 演奏のしづらさにおいて木管楽器は演奏レ

ベル 2 で高い割合を示した．これは木管楽器はソロ演

奏が多いため,自分の音の響きの質によって演奏のし 
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づらさを評価していると考えられる．  

評価構造図中の「原因」に着目すると，エンドステ

ージ型（紫）とアリーナステージ型（緑）の回答におい

て，演奏のしやすさでは弦楽器と金管楽器でアリーナ

型が，演奏のしづらさでは各楽器共にエンドステージ

型が多かった．これはアリーナステージ型は上方と側

方からの反射音が十分ではないが，他者の演奏音が明

瞭に聴こえることから周囲との合わせを重視している

楽器においては演奏がしやすいと考えられる．さらに，

アリーナステージ型でステージ幅に比べて天井高が低

い場合に,自他の演奏音の聴取がしやすいという回答

が得られたことから上方からの反射音が担保されると

演奏がしやすいと考えられる．一方，エンドステージ

型（特に扇形）でステージ幅が広く天井高が低い場合，

反響が少ないために弦楽器は指向性が鋭くパワーレベ

ルが大きい楽器（特に金管楽器）の直接音によって他

の演奏音の聴取が，管楽器は自奏音の聴取が難しいと

いう意見が散見され，上方と側方から到来する反射音

と楽器の指向性やパワーレベルの違いによって自他の

演奏音が聴き取りづらくなり，演奏がしづらくなると

考えられる．これより，楽器種によって演奏性への影

響はステージタイプで異なるため，好ましい方向別反

射音を検討する必要があると考える． 

 

 

 

 

 

 

 

3. まとめ 

オーケストラ演奏時の演奏性についてのヒアリング

調査から楽器種によって確認したい楽器音と演奏時に

留意する音響要素が異なることが示され，これには楽

器の指向性やパワーレベルが異なることとオーケスト

ラ演奏上の役割の違いが影響している結果を得た．さ

らにステージタイプごとに演奏者への反射音構造が異

なり，エンドステージ型は側方，アリーナステージ型

は上方からの反射音が演奏性に寄与することが示唆さ

れたため，今後は楽器の特性やステージタイプの差異

による方向別反射音に着目した検討が必要と考える． 
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印象原因 影響印象原因 影響

ひな壇の奥行きが狭め 20%

修正しやすい 20%微調整

ホールが小さめ 40%

残響が多い
40%

気持ちよく演奏できる 20%響きの質全体の音が聴こえやすい
40%

ホールが大きすぎない 20%

テンポが合わせやすい 20%リズム

天井高さが高い 60%

オケの音がまとまる 20%響きの質

音の粒や輪郭がしっかり聴こえる 20%音の粒

タテが合わせやすい 60%リズム

オケ配置が丸い 40%

側壁が近すぎない 20%

周囲の音が聴こえやすい
80%

弦パートがまとまって聴こえる 20%響きの質

同じ動きする管楽器がよく聞こえる 20%
奏者間の音量バランス

音量バランス合わせやすい20%奏者間の音量バランス

ステージの広さが
ちょうどよい 20%

素材が木材 20%

音量調節がしやすい 20%強弱表現

自分の音が飛ぶ感じがする 20%音の印象

ミスが誤魔化せない 20%微調整

綺麗に聴こえる 20%響きの質

響きの量がわかる 20%響きの量

周囲の音が聴こえやすい 40%奏者間の音量バランス

大きいホール 60%

アリーナステージ型 80%

客席へ届く音とギャップが少ない 20%微調整

音が満遍なく届く 20%響きの質

反響が多い
80%

残響が残りすぎない
60%

音の長さが楽譜通りの長さで良い 20%響きの量

管楽器＝弦楽器になって聴きやすい 40%
奏者間の音量バランス

音程が合わせやすい 40%音程

隣の人との距離が近い 40%

演奏のしやすさ（弦楽器）n=5

弦楽器との
音量バランスが
調整しやすい20%

ずれることがない20%

タテや音色が
合わせやすい20%

天井に一部庇がある 20%

反響が多すぎる
40%

音がズレる 20%リズム

ホールが大きい 20%

音がこもった感じがする 20%音の印象

ステージの端だと音がぼやける20% 響きの質

響きすぎる 40%響きの量

同じ楽器の音が聴こえない 40%奏者間の音量バランス

音が拡散する 40%音の印象

反対側の弦楽器が聴こえづらい 20%音量

タテ合わせづらい 60%リズム

音量が合わせにくい 20%音量

個人個人の音が聴こえづらい 20%音の粒

中低音（管）が聴きづらい 20%奏者間の音量バランス

高音の管楽器は音色が固く聴こえる 20%音の印象

響きがなくまとまりがない 40%響きの質

残響が少ない
40%

周囲の音が聴こえづらい
60%

天井高さが低い 40%

側壁が近い 20%

扇形で天井高さが低い 20%

小さいホール 40%

扇形 20%

音量調整がしづらい 20%音色調整

文化センター 40%

アリーナステージ型 20%

自分の音が伸びない 20%響きの質

綺麗に聴こえない 20%響きの質

弦の音が響かない 20%響きの量

金管の音の圧が強い 20%響きの質

残響がありすぎる
40%

反響が少ない
40%

音の切り方を調整しないといけない 20%微調整

管が大きくて弦が消える 20%奏者間の音量バランス

音程が合わせにくい 20%音程

後ろに反射板がある 20%

ステージ面積が広い 20%

隣の人との距離が遠い 40%

演奏のしづらさ（弦楽器）n=5 3人以上 ２人 １人 エンドステージ型

アリーナステージ型

高音の弦が響かないと
自分の音を

小さくしなきゃ20%

客席での聴こえ方が
分からない20%

舞台上と客席で
響き方に

ギャップがある20%

弾いていてつまらない20%

周囲の音が聴こえやすい
50%

音のタイミングがわかる 25%リズム

聴きたい楽器の音が聴こえる 50%
奏者間の音量バランス

小さなホール 50%

ステージ上の壁が近い 25%

大きなホール 75%

アリーナステージ型50%

反響が多い
50%

しっかり響いている 50%響きの量

客席まで届いている感じがする 25%音の印象

自分の音が聴こえやすい
75%

練習の時とのギャップが少ない 25%微調整

音の粒が聞こえる 50%音の粒

扇形ホール 25%

天井の高さが低い 25%

客席にふわっと届いている気がする 25%
音の印象

アリーナステージ型で
天井高さが低い25%

客席へどう届くか分かる 25%音の印象

エンドステージ型 50%

エンドステージ型で
天井高さが高いが
天井反射板有り 25%

客席との響き方にギャップが少ない 25%微調整

音量・音程合わせやすい 25%音量/音程

周囲との音量バランス合わせやすい 25%
奏者間の音量バランス

自分の出した音が
オケ全体の音量と合っているか判断できる 50%
周囲に溶け込める/奏者間の音量バランス

綺麗に響く 75%響きの質

パイプオルガンがある
ホール25%

オケの音がまとまって聴こえる 25%響きの質

後ろに壁がある 25%

シューボックス型 50%

演奏のしやすさ（木管楽器）n=4

安心する50%

周囲（全体）とのバランスが分からない50% 
奏者間の音量バランス

大きいのに響かないホール
25%

扇型 75% 反響が少ない
50%

小さな音が聴こえない 25% 響きの量

客席まで届いている感じしない 25% 音の印象

自分の音が聴こえづらい
50%

練習と聴こえてくる音のギャップが大きい 25% 
微調整

天井高い 25%

側壁が少ない 25%

音のタイミングがわからない 25% リズム
残響が少ない

50%

音が固く聴こえる 25% 音の印象

客席の響きとギャップがある 25% 微調整

アリーナステージ型 25%

反響が多すぎる
（残響少ない）

50%

自分の音も周囲の音も分からない 25% 
奏者間のバランス

後壁からの跳ね返りが多い 25% 響きの量

狭い感じがする 25% 音の印象

エンドステージ型で狭い 25%

天井高さ低くて
奥行きが狭い 25%

天井高さに対して
ステージ幅が狭い25%

自分の音が綺麗に響かない 25% 響きの質

客席の床が絨毯 25%

反射板が無く
カーテンが付いている 25%

ホールが大きい 25%

後ろに壁がない 25%

後ろの客席まで音が届かない気がする 25% 
音の印象

演奏のしづらさ（木管楽器）n=4

不安になる25%

周囲の音が聴こえやすい
80%

音程が合わせやすい 20%音程

音量のバランスが合わせやすい 80%
奏者間の音量バランス

天井高さが高すぎない 20%

力まずに演奏できる 20%微調整

残響が多い
40%

反響が多い
80%

音が飛ぶ 40%音の印象

タイミングが合わせやすい 20%リズム

舞台上の天井高さが高い
80%

ステージ面積が狭い 20%

自分の音が聴こえやすい
40%

自分の音がよく聴こえる 60%音量

ステージ上で響いている 20%響きの量

音の粒が聴こえる 20%音の粒

音がはっきり聴こえる 80%響きの質

メロディー以外の
裏が聴こえるようになる 20%響きの質

音が上に回る感じがする 20%音の印象

音が綺麗に残る 20%響きの質

アリーナステージ型 60%

素材が木材 20%

客席が遠い 20%

全体の空間が広い 20%

音を吸収しすぎない 20%響きの量

音がまとまって聴こえる 40%響きの質

舞台上と客席で
響きにギャップがない 20%響きの量

ステージ面積広いよりは
狭いほうがいい 40%

シューボックス型 20%

奥行きがあまりない 20%

タテが合わせやすい 40%リズム

音がダイレクトに聴こえる 20%響きの質

シューボックス型で
ホールが小さい 20%

演奏のしやすさ（金管楽器）n=5

安心感がある40%

意識して
周囲の音を聴く20%

気持ちよく
演奏できる20%

タテが
合わせやすくなる20%

アリーナステージ型で
天井高さが低い25%

アリーナステージ型で
ステージ幅と天井高さが
等しい25%

演奏のしづらさ（金管楽器）n=5

客席でどう聴こえるか想像しづらい 20%微調整

音量バランスがとりづらい 80%
奏者間の音量バランス

反響が多すぎる
40%

周りの音が聞こえづらい 60%奏者間の音量バランス

反響が少ない
40%

音が落ちちゃう 20%音の印象

狭い練習室で吹いている感じがする 20%音の印象

ホールの響きに頼れず力む 20%微調整

音が散っちゃう 40%音の印象

Tubaのベルが客席に
向いている20%

ステージ面積が広い 60%

天井高さが低い 40%

アリーナステージ型 20%

残響が多すぎる
40%

客席で聴きにくそう 20%音の印象

自分が思っていたより響きが少ない 20%響きの量

弦の細かい音が聴こえづらい 20%音の粒

シューボックス型 40%

壁が近い 40%

天井高さに対して
側壁が近い 20%

客席の奥行きが長い 20%

ホールが大きすぎる 10%

客席が広い 40%

エンドステージ型20%

残響が少なすぎる
60%

客席の大きさに対して
ステージが狭い 20%

周囲の音が聴こえづらい
60%

自分の音が聴こえづらい
40%

ホールに音が吸われてしまう 20%響きの量

音が混ざる 60%響きの量

ステージ面積が狭い 20%

周囲の音聴こえるけど自分の音が聴こえない 20%
奏者間の音量バランス

タテが合わせにくい 40% リズム

音にラグがある 20%リズム

音がそのまま客席へ飛んでいくイメージ 20%
音の印象

音がダイレクトに客席に届く 20%響きの質

舞台と客席でギャップがある 20%微調整

側壁が遠い 20%

シューボックス型で
天井高さが高い 20%

ステージ後ろに
空間がある 20%

扇形 20%

どこを聴いたらいいかわ
からない20%

タイミングがずれる20%

他の楽器の発音が
聴こえづらい20%

周囲の音に
集中できない20%

不安になる20%

力みやすい60%

Figure1. Structured Evaluation Diagrams 

Figure2. Percentage of Performance Level 
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