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舞台シャンデリア

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環
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サントリーホール + Value Spiral 

３０余年にわたるサントリーホールの活動

「ロッシーニ：荘厳ミサ曲」 (2017年9月1日)
2017年の30周年改修工事後のＲｅオープニング・コンサート

指揮：ジュゼッペ・サッバティーニ

この日からまた新しい歴史を刻み始めた

「ドン・ジョヴァンニ」 (2009.4)
クラシックコンサート専用ホールとして

設計当初予想し得なかった
「ホールオペラ」の演出

このような舞台演出に対応するために
10周年改修工事で

創建時の舞台下手脇の調光室を
客席後方に移設することになった

特筆すべきなのは、1986年に建築主と設計者が創造しようとした価値を維持するため
に、創建時の担当者に新メンバーを加えながら、30年を越えて同じチームが継続的に

関わって従事したことです。
その経過では、その価値をさらに高める努力がなされました。それはホール空間の質
と機能性の向上であり、運営側における運営の質の向上（例えば、様々なアウトリーチ
活動による社会貢献）でしたが、
そうした活動の成果が、演奏者の意欲を高め、観衆の満足度を高め、多くの新しい音
楽スタイルを創出し、さらに地域（アークヒルズとその周辺）の価値、東京という都市の
価値を高めることになりました。
これらの努力は今後も継続されることになります。サントリーホールは民間企業の所有
ですが、ホールに関わるすべての専門家は、この場所が都市文化と音楽文化を担うと
いう社会的責任を認識しているからです。

「グルッペン」 (2009.8)
永田音響設計による音響チェック

を経て実現した
３つのオーケストラのための仮設舞台
３つの響きがホールを揺らした

歴史に残る響きの数々

サントリーホールの施設運営を通じた長年にわたる音楽文化への貢献

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

活動を要約すると + Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

所有者───────────
サントリーホールディングス
森ビル

設計───────────
建築 安井建築設計事務所
構造 入江三宅設計事務所

鹿島デザイン（増築棟）
設備 安井建築設計事務所

建築設備設計研究所
音響設計 永田音響設計
監理 安井建築設計事務所
施工───────────
建築 鹿島建設
空調・衛生 三機工業
電気 きんでん

＋Value Spiral チーム

維持・継承を超えて、その価値をスパイラル状に高め、常に成長に繋げる活動
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サントリーホール + Value Spiral 

改修 Concept１ 伝統の継承 響きと意匠を変えずに進化

大ホール

15年ごとに 響きを支える舞台床総張替え

30年目の オーバーホールで輝くオルガンの響き

10年ごとに 椅子布地・クッションの張替えで響き再現

楽器のエンドピンによる傷み
により5年ごとにサンダー掛け
をおこなう舞台床は削り代が
なくなる15年目ごとに張り替
える。30周年改修では舞台床
下地を工夫して、音響デー
ターには現れないレベルの低
音域の響きに厚みを与えた。

30年間に自重で下端が微変形
などした5898本のパイプの清
掃と補修、整音。さらに音色を
コントロールするストップメモ
リーシステム、音を創りだす送
風システムを最新の仕様に
バージョンアップ。

置き舞台

5年ごとに中規模改修、10年ごとに大規模改修

創建時に比べてオケの編成も大型化のニーズが高まり、増設を重ねる。

オーケストラ迫 り 追加で響きに自由度を

パイプを取り外したオルガン内部での作業

大ホール椅子

布地デザインパターン
TRAUBE （葡萄の房）

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

舞台床と迫りの床下地の取替え作業

舞台迫り 創建時21台⇒20周年37台⇒30周年39台

30周年迫り拡大 迫り分割・追加20周年迫り追加

15年ごと舞台床総張替え

20年ごと大ホール天井塗り替え

20年ごと壁練付け張替え

10年ごと椅子布地・クッション張替え

特定天井耐震化
2015年に既存ホール第1号大臣認定を取得

舞台平面図

椅子布地はワインヤードに実る葡萄を
模して1908年Josef Hoffmannデザイン
のパターンをワインレッド色に織り上げ
て採用し、創建時と10年、20年改修は
ウイーンから調達したが30年目にはウ
イーンでの技術継承が途絶え製作不可
能となり日本国内製に変更した。そのた
め、国内でのサンプル製作と音響特性
試験を繰り返し、創建当時と 響きと意
匠の変わらない布地を再現した。
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サントリーホール + Value Spiral 

30年目に寄木細工床全面張り替え
寄木細工張り床は一種の工芸品

5年ごとの研磨に耐えたブルーローズ（小ホー
ル）の寄木細工張り床も30年目には削りシロ
がなくなり全面張り替え。寄木細工パーツ製作
技術の継承が先細りの日本国内で対応でき
ず既存と同仕様品をイタリアで製作した。

改修 Concept１ 伝統の継承 響きと意匠を変えずに進化

ブルーローズ（小ホール）

横使い舞台

置き舞台

響きと意匠を変えずに進化

客席床、壁、天井など内装の美装、
更新で新しい命を吹き込む。

縦使い横使い舞台

電動舞台

置き舞台

客席迫り

転用

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

置き舞台を使いこなす

既存の縦使い電動舞台（教室型椅子
配置）に加えて、最近では横使い置き
舞台を用いて親近感を高める効果を
狙った演出が増えている。

横使い時の置き舞台は、縦使い時に
は後方客席迫りに転用できるよう改造
し、後方客席の見易さを向上させた

客席迫り

縦使い舞台

縦使い舞台

10年ごと椅子布地・クッション張替え

20周年で可動袖壁設置

20周年で可動舞台拡張

創建時小ホール

現在の小ホール

20周年でシャンデリア拡大

特定天井に準ずる天井耐震化

30年目に寄木細工床全面張り替え
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サントリーホール + Value Spiral 

改修 Concept２ ダイバーシティ デザイン すべてのお客様のために ユニバーサルから多様性へ

ウエストエントランス

ウエストエントランスアプローチ

ウエストエントランス入口

１階ホワイエ
段差解消機撤去・
スロープ増設

増築棟設置

ウエストエントランスの新設

客用トイレの増設

20周年で設置した段差
解消機は高齢化社会
に適応できず30周年で
撤去した

薄暗い側方避難通路であった カラヤン
広場から増築棟に至る通路は、ウエスト
エントランスへのアプローチ空間として設
えた。 壁面にはデジタルサイネージ投
影による情報提供をおこない、VIPや車
椅子団体の受入れ等、多様な運用に対
応しすべてのお客様をお迎えできる導入
動線を創り出した。

増築棟２フロアに
客用トイレ増設

20周年で設置した段差解消機を
30周年で撤去

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

既存メインエントランス

男子 大 4個増 小 10個増 ／ 女子 大 12個増
多目的 1個増
多目的トイレは全て all-gender restroom に改めた

２０１２年「防災・減災施設に関する容積率
緩和の法改正」により備蓄倉庫を既存地
下に設けることで400㎡弱の容積を確保し

て、バックステージスペースの充実を図る
ための増築棟を既存中庭に設置。

2階平面図1階平面図

増築棟にウエストエントランスと１・２階客席をつなぐ
エレベーターを新設することにより、VIPや身障者な
どへの多様な対応を可能にした。
さらに既存１階ホワイエにスロープ増設をおこなうこ
とで、増築棟を含めたホワイエ周りの車椅子のス
ムーズな回遊動線を創出した。
また、増築棟にはトイレを新設し、扉センサー感知
システムを利用した空きブースのiPad 表示と合わ
せて待ち時間のストレス解消を図った。

増築棟 新設ウエストエントランス

増築棟
増築棟

ウエストエントランス

アプローチ

新設ウエストエントランス入口

既存メインエントランススロープ増設

20周年にスロープ増設

３０周年にスロープ増設
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サントリーホール + Value Spiral 

大ホール 、小ホール（ブルーローズ） の設備更新

舞台特殊設備更新
舞台機構・音響・照明設備を最新化して次世代の
演出に対応する

透明音響反射板のデータ化
近い将来のポリカ樹脂の経年劣化に備えてタイム
リーに再現するための3Dスキャンデータ作成

客電と舞台シャンデリアのLED化
ホールに適した光の色・演色性・調光特性のきびし
い要求を満足させた

映像設備更新
小ホールの４Kプロジェクター+スクリーンを最新化

内装、家具、照明を更新してより快適に
20周年改修で一新した室内間仕切りも30周年
で更に一部変更して使い勝手を向上

ポスター貼り を見やすい画面に
館内をデジタルサイネージ化 多様な情報発信

楽屋

サイネージ

改修Concept３ 設備のさらなる充実 次世代音楽空間創造へ

音響反射板

舞台シャンデリア

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

全館スプリンクラー配管更新に合わせて、 特定天井以外の廊下等も天井耐震化を実施。
（大・小ホール・ホワイエの特定天井はすでに耐震改修を完了し2015年に既存ホール第1号大臣認定
を取得している。）

大ホール等特定天井耐震改修
2015年に既存ホール第1号大臣認定を
取得している。）
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サントリーホール + Value Spiral 

＋Value Spiral の仕組み

ウエストエントランス

ウエストエントランスアプローチ

＋Value Spiral の30年のあゆみ

■フィードバックとビックデータ
5年ごとの改修に伴い湧き上がる課題とその対応策、
フィードバックは、ビックデータとして蓄積され、次に生
かされる。

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

②運営現場からの膨大な要望リストを精査

お客様、演奏者、舞台技術者、運営事務、建物管理者・・・の声が集約

①常に見直しをかけながら20年先までの予定を見据えた中
長期修繕計画を基準にしている。
②レセプショニストからのお客様の生の声や、企画運営、舞
台技術、警備、清掃など、ホールに関るすべてのセクション
からの意見や要望を拾い上げ、5年ごとの改修項目にまと
める。
③整理した項目について概略設計をおこない、コストと工期
を設定して選別し、工事優先順位をつけて絞り込む。
④予算を確保して実行に移す。

④改修項目整理表で予算確保と実施に移行

＋Value Spiral 改修のための仕組み

①中長期修繕計画がベース
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サントリーホール + Value Spiral 

社会への発信と貢献

＋Value Spiral 次の世代へ

音響反射板

舞台シャンデリア

私達のチームは将来にわたり
＋Value Spiral ／価値を高める活動の循環

として維持・継承を超えて

常に成長に繋げる活動に取り組んで
いきます。

+ Value Spiral ／ 価値を高める活動の循環

ENJOY! MUSIC プログラム サントリーホールアカデミー

公益社団法人 企業メセナ協議会のメセナアワード
https://www.mecenat.or.jp/ja/award/post/awards1994/#awards1

1994年 メセナ大賞 / サントリー株式会社 / 「サントリーホールの運営と活動 」
2005年 市民文化賞 / サントリー音楽財団 / 「ピカデリーホールによる映像と舞台芸術
活動への支援」
2008年 メセナ大賞 / サントリー株式会社 / 「サントリーホール・美術館などの一連の
活動 」
2015年 優秀賞：志マッチング賞 / サントリーホールディングス株式会社 ・ 公益財団
法人サントリー芸術財団 / 「ウイーン・フィル＆サントリー音楽復興基金 」

サントリーホールは、サントリーグループの創業時からの信念「利益三分主義」（事
業で得た利益を「事業への再投資」・「お得意先・お取引先へのサービス」とともに、
「社会への貢献」にも役立てる）をふまえ、長期的に社会貢献を続ける視点で運営さ
れている。

サントリーホールの活動の社会的評価

社会への発信と貢献

創建時
1985年 日経アーキテクチュア5/20号
1986年 新建築11月号
1986年 近代建築12月号
1986年 建築技術No.423  11月号
オープン後
1987年 劇場技術No.72  4月号
1987年 建築と社会1月号
1987年 建築設計資料18 劇場・ホール
1992年 ドキュメント サントリーホール誕生
1992年 ＤＡ建築図集 劇場ホール１
1997年 日本の現代劇場 設計事例集
1998年 日本建築学会建築計画委員会 劇場・ホール小委員会 音楽空間研究：「聴く」と「観る」との関係

千住真理子ミニコンサート＋シンポジウム 於：すみだトリフォニーホール 論文集 論文掲載
「サントリーホールの音楽空間について」

1999年 公益社団法人 劇場演出空間技術協会JATET誌1999 36号 特集リニューアル インタビュー記事
掲載 「サントリーホールのリニューアル」 サントリーホールの5・10年次改修を中心に

2002年 公益社団法人 劇場演出空間技術協会JATETフォーラム
劇場・ホールの改修工事に関する調査研究報告会 報告書 記事掲載
改修事例データ「サントリーホール」

2007年 新建築2007年11月号 特集：使い続けるためのデザイン
「大切なものを変えないこと サントリーホール20周年改修」 記事掲載

2011年 （社）ロングライフビル推進協会「BELCA NEWS 2011年3月号」論文掲載
「サントリーホールの改修 価値を次世代に引き継ぐ取組み」

2012年 世界劇場会議・国際フォーラム2012 論文・報告集Vol．15 論文掲載
「サントリーホールの改修 価値を次世代に引き継ぐ取組み」

2012年 世界劇場会議・国際フォーラム2012 にて 記念講演2/10 於：愛知芸術文化センター
「サントリーホールの改修 価値を次世代に引き継ぐ取組み」

2012年 日本建築家協会 第12回 ＪＩＡ25年賞 「サントリーホール」受賞
2014年 公益社団法人 劇場演出空間技術協会JATET誌 2014-15 76号

特集 劇場の改修について 論文掲載 「サントリーホールの天井耐震化工事」
2015年 ＢＳ朝日 現代建物遺産 ―未来へつなぐプロフェッショナル 放送 「サントリーホール」
2016年 国土交通省住宅局監修 天井の耐震改修事例集 掲載

「深い天井懐に対して補強鉄骨ぶどう棚を構築した上で耐震ブレースを設置した事例 」
2017年 公益社団法人 全国公立文化施設協会 全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会

講演2/8 於：国立オリンピック記念青少年総合センター
「特定天井改修工事の実例紹ホールを休館しないで改修工事完遂サントリーホール」

2018年 公益社団法人 劇場演出空間技術協会 JATET劇場演出空間技術展2018セミナー資料論文掲載
「サントリーホール30年のあゆみ―価値を次世代に引き継ぐ取り組み」

2018年 公益社団法人 劇場演出空間技術協会 JATET劇場演出空間技術展2018セミナーにて講演 1/26
於：座高円寺
「サントリーホール30年のあゆみ―価値を次世代に引き継ぐ取り組み」

2018年 （社）ロングライフビル推進協会「BELCA NEWS 2018年7月号」論文掲載
「サントリーホール30年のあゆみ―価値を次世代に引き継ぐ取組み」

2018年 ＢＥ「建築設備 2018年6月号」 論文掲載 「サントリーホール30年のあゆみと進化」
2018年 日本照明学会 照明普及賞 「サントリーホール30周年改修」 受賞
2019年 （社）ロングライフビル推進協会 第28回BELCA賞（ロングライフ部門）受賞
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■候補者と業績

■公益財団法人サントリー芸術財団
サントリー美術館・サントリーホールの２つの
文化施設とサントリー音楽賞をはじめとする
音楽事業から構成され、美術と音楽を中心と
した芸術分野の社会貢献に継続して取り組
んでいる。
■堤剛（サントリーホール館長、サントリー芸
術財団代表理事、チェリスト）サントリーホー
ルの運営のみならず世界と日本のクラシック
音楽界を牽引する。

■佐野吉彦（安井建築設計事務所代表取締役社長）
創建時の設計を取り仕切った佐野正一の長男で20周
年改修から＋Value Spiral の陣頭指揮を執る。
■木村佐近（同 理事）
創建時の意匠設計を担当し、その後も5年ごとの改修
と日常のサントリーホールの＋Value Spiral をコント
ロールするプロジェクトマネージャー。
■伊藤圭一（同 環境設備部部長）
15周年改修からチームに加わり、電気設備、舞台特
殊設備を中心に、設備の視点から活動を指揮。
■小野朗（永田音響設計取締役プロジェクトチーフ）
創建時、永田穂の元で豊田泰久と共に音響設計を担
当しその後も「世界一美しい響き」に磨きをかける。

※※

※

※

写真クレジット 無印 ：撮影/黒住直臣 ※：サントリーホール
※※：安井建築設計事務所 ※※※：鹿島建設

https://www.mecenat.or.jp/ja/award/post/awards1994/#awards1
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サントリーホール改修履歴
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社会トピックス と サントリーホールの変遷
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+ Value Spiral 体制
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