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フルトヴェングラー・センター会員の皆様 

 

昨年末に発売されたドイツ帝国放送⾳源による SACD の記憶も冷めやらぬ 9 ⽉に、多くの⾳

源が重複するドイツ・グラモフォン、デッカ録⾳全集 34 枚組 CD＋DVD が 9 ⽉下旬に発売予定

で、ファンとして悩ましい状況はまだまだ続くようです。 

今年の夏も異常が異常ともいえないように当たり前に暑い夏でしたが、皆さまいかがお過ごし

でしょうか。 

さて、今回は以下の内容でお伝えします。 
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新譜 DVD-R（静⽌画／⾳声のみ）頒布のご案内 
  今回は会員の⽅々からのご希望に応えて、フルトヴェングラーが 1952 年イタリアのロー

マ・イタリア放送交響楽団に客演して演奏した 
1952 年 1 ⽉ 10 ⽇と 1 ⽉ 19 ⽇のローマ、イタリア放送協会による録⾳をお届けします。 

1950 年代の初め、クラシック⾳楽についてヨーロッパで１番の放送局になることを⽬指した
イタリア放送協会(RAI)は、フルトヴェングラーを含む多くの⼀流の指揮者や器楽奏者と演奏契
約を⾏い、ローマとトリノにあるイタリア放送交響楽団と彼らとの共演が実現することとなりま
した。1952 年の 1 ⽉、フルトヴェングラーはイタリア放送協会と 1952 年中にローマおよびト
リノの放送交響楽団を指揮して多くの演奏会・録⾳を⾏うべく包括契約を締結しましたが、彼が
指揮した演奏会は、すべてライブ放送またはテープ録⾳による放送が⾏われました。 

契約にあたって、RAI はフルトヴェングラーから要求されたリハーサル時間を全て丸呑みし、
さらに放送⽤の録⾳についても、技術スタッフとともにリハーサルと本番から選択する権限も与
えました。放送後、⾳源はアセテート盤に転写して保存されたと思われます。 

フルトヴェングラーは 1952 年 1 ⽉に 2 ⽇にわたりベートーヴェンの 4 曲を演奏しテープに
収録されました。これらの⾳源のうち、交響曲はオリンピック原盤の全集（ただし 2 番は後に
エーリッヒ・クライバー指揮の SP 録⾳であることが判明）や、チェトラの FE シリーズとして
LP 化されています。 

今回センター盤の⾳源は、ヘニング・スミット （オルセン）⽒が所蔵する２トラックテープ
で、これをオープンリール・テープデッキで再⽣したものを DSD でデジタル化したものです。 

センターではこの⾳源を元の⾼品質のままで会員の皆様にお届けすべく種々検討した結果、今
回も DVD-Video ディスクとして頒布することといたしました。（詳細は別項をご参照ください） 

ベートーヴェン 交響曲第 6 番ヘ⻑調作品 68「⽥園」 
 交響曲第 5 番ハ短調作品 67「運命」 

1952 年 1 ⽉ 10 ⽇、ローマ 
 ピアノ協奏曲第 4 番ト⻑調作品 58 
 交響曲第 3 番変ホ⻑調作品 55「英雄」 

1952 年 1 ⽉ 19 ⽇、ローマ 
ローマ・イタリア放送交響楽団 

ピアノ：ピエトロ：スカルピーニ 
 指揮：ヴィルヘルム・フルトヴェングラー  

頒布資料代：2DVD-R 4,000 円（送料込み） 
DVD 申込⽅法 
申込要領： 

1. 同封の郵便振込票をご利⽤下さい。 
2. 申し込み期限は 2019 年 10 ⽉ 18 ⽇（⾦）です。原則として注⽂数を製作しますので、できる

だけ期限までにお申し込みをお願い致します。 
3. この DVD はセンター会員⾃⾝が所有される事を条件に 3 セットまでご購⼊いただけます。オー

クションを含む転売及び譲渡⽬的・名義貸しは⼀切お断り致します。 
発送： 2019 年 11 ⽉末 
 お問い合わせの際は ①振込年⽉⽇、 ②振込⾦額をお知らせ下さい 
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ハイレゾ⾳源の提供⽅法について 
理事 薬師寺 純平 

ハイレゾという⾔葉が騒がれるようになって随分と時間が経ちます。もう 40 年近く前に CD
が登場し 44.1kHz16 ビットは究極の⾼⾳質フォーマットと喧伝され、⼤いに世の中をにぎわせ
たのも、さほど昔の話ではないような気がします。しかし既に 1990 年前後から 20 ビット録⾳
が登場し始め、2000 年前後には DVD-Audio や SACD が世の中に登場することになります。フ
ルトヴェングラー・センターでも「バイロイトの第九」の新発⾒⾳源を SACD 化したほか、フ
ランス協会でも積極的に SACD 化を進めてきました。 

ところが DVD-Audio は 2007 年には消滅し、SACD フォーマットの将来性すら危ういとの⾒
⽅も少なくない状況にあります。昨今は CD の売り上げは激減し、⾳楽再⽣の⽅法はダウンロー
ドからストリーミングへの移⾏が進んでいます。 

このような中、フランス協会はコストのかかる SACD リリースを中⽌。さらに新譜提供もダ
ウンロードのみにしました。そのため新しい⾳源のリリースにあたってはフルトヴェングラー・
センターとフランス協会の共同制作という形はなくなりました。 

その⼀⽅で、少なくとも⽇本に関してはフルトヴェングラーの SACD は依然として新譜が発
売され続けており、フルトヴェングラーの⾳源をより良い⾳で聴きたい！という要望は以前にも
増しているように思います。 

SACD 化を妨げる⼀番の要因はオーサリングコストが⾼価であることです。コストをかけて制
作しても販売枚数が限られる中、コスト倒れのリスクは常につきまといます。また、オーディオ
メーカーも SACD 対応プレーヤーの発売には概ね消極的で、ソニーや LINN は撤退し、パイオ
ニアやオンキョーも D&M 傘下に⼊りました。その D&M がデノン、マランツというブランドで
かろうじて SACD プレーヤーを発売し続ける状況かもしれません。（パナソニックは新製品をや
っと出しますが） 

このような状況下、センターとしてハイレゾ⾳源をどのようにして会員の皆様にお届けするか
について議論を重ねているところでありますが、やはりパッケージメディアとしての存在感は確
保したいと考えています。つまり、ダウンロード⾳源化やストリーミングは極⼒避けたいと思っ
ています。となりますと、可能性として残るのは、DVD-Video フォーマットにハイレゾ⾳源を
記録することと、ハイレゾデータを DVD などのディスクに記録すること（DSD ディスクもそ
の⼀つ）しか選択肢がありません。DVD-Video フォーマットは汎⽤性は⾼いのですが、映像信
号も扱うため、⾳質的には若⼲不利です。⾳源をデータとしてディスクに記録すれば、⾳質上の
問題はクリアーできるものの、ファイル再⽣のための機器（パソコン）とそれらを使って再⽣す
るためのスキルを要します。 

当⾯は DVD-Video でリリースする予定ですが、ご感想ご意⾒等あればお寄せください。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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桧⼭コレクション既リリース分についてのご感想 

WFFC1901/2-HYM（モーツァルト、ウェーバー、ヴァーグナー曲集）について 
＜会員 新居佳明 ⽒＞ 
桧⼭コレクション WFFC1901/2 受領致しました。いつもながらの素晴らしい復刻作業には感

嘆の念を禁じ得ません。 
さて今回は「⻑年の疑問解決」(いや「驚愕」と⾔うべきか！)について述べさせて頂きたく思

います。それは今回復刻された「さまよえるオランダ⼈序曲」についてです。 
以前拙⽂で「『さまよえるオランダ⼈序曲』はフルトヴェングラー博⼠の、戦後 EMI の SP に

於ける典型例(あまり「良い意味」ではなく)」として書かせて頂きました。 
実は、私がこの録⾳を始めて聴いたのは 1971 年でした。「エンジェルレーベル」のモノラル

LP です。「演奏」の印象は「曲全体を俯瞰する⼀貫性が捉え難く(今回収録の「マイスタージン
ガー前奏曲」の演奏は更に「⼀貫性」が聴き取れません。同年のベルリンライヴや、翌年の「第
3 幕への前奏曲」と⽐較すると明らかです)」、「⾳」も「ノイズの多い⾮常に聴きづらい⾳(今回
の復刻で「原盤そのものの問題だった」ことがはっきりしました)」でした。 

その上･･･これが今回の「問題点」ですが･･･この曲、「冒頭部分」が弦のトレモロと菅の強奏
で始まりますが、当時の LP では「⾳割れ」しており、その頃⼩学⽣で未だスコアも⾒たことが
なかった私の⽿には「冒頭の弦は、トレモロではなく(ドビュッシーの「夜想曲の祭り」のよう
な)リズムを刻んでいる」と聴こえていました。従って、⼦供だった私には「そういう曲だ」と
刷り込まれてしまい、他の指揮者の弾き⽅と違うことを⻑年不思議に思っていました。 

この「聴こえ⽅」は 1980 年代終わりに CD 化された時も変わりなく、ようやく SACD にな
ってから明確に「トレモロ」として聴こえるようになりました。 

この変化･･･「SACD 化に当たってはオリジナル原盤まで遡ったからだろう」というくらいに
考えていましたが･･･実は「別テイク」だったんですね！「成る程！」と納得するとともに、1947
〜49年間のウォルター レッグとの(SP)録⾳作業に於いて「フルトヴェングラー博⼠の⾳楽の、
最も重要な要素の多くが抜け落ちているか！」があらためて明らかになりました。⼆⼈は性格⾯
での相性も悪かったらしいですが、⾳楽作りの⾯でも全く相⼊れなかったことが分かります(し
かし 1950 年の「ベートーヴェン第 7」「R シュトラウスの死と変容」あたりから変化が聴きと
れます。特にこの 2 曲には「SP 細切れ録⾳」では記録不可能な⼀貫性があります。これは「相
性が良くなった」のではなく「録⾳技術が変わった」明らかな証拠だと思います)。 

「さまよえるオランダ⼈序曲」の録⾳についての「釈然としなかった疑問」について、今回図
らずもご回答頂いたことにもなり、あらためて感謝申し上げたいと思った次第です。「五⼗年来
の疑問」がようやく解決しました。 

と、同時に･･･今回は「演奏⾯での素晴らしさに対する、新たな気付き」ではなく、センター
の皆様の趣旨に沿わない感想であったかも知れない点申し訳なく思っております･･･「録⾳技術
的側⾯」からも「フルトヴェングラーの録⾳の解析、深掘りができるのでは？」とあらためて気
づくことが出来ました。 

本当に有難うございました。 
追伸)他の曲も素晴らしい復刻です。なかでも「後宮からの誘拐」のトライアングルの美しいこ
と！ 

新居 佳明 
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＜アンドレアス・フルトヴェングラー博⼠＞ 

Lieber Herr Nakamura, 

besten Dank für Ihre Ankündigungen des Päckchens!   Es ist in Berlin angekommen!  Haben 
Sie vielen Dank dafür! 

Ich habe mir gleich die DVD angehört, und ich muss Ihnen gratuliere, dass Sie aus dem klanglich 
sehr schlechten Material ein erstaunliches Resultat erreicht haben!  

Mit den besten Grüßen,  

Andreas Furtwängler 

中村さん 

郵便物追跡のおしらせありがとうございます。ベルリンに確かに到着しました！もう⼀度お礼を。 

直ちに DVD を聴いてみました。もともと⾳の良くない⾳源から驚くべき結果を出されたことに
感謝します。 
（後略） 
敬具 

アンドレアス・フルトヴェングラー 

 

＜ヘニング・スミット（オルセン）⽒＞ 

WFFC1901/2-HYM collects music by Mozart, Weber, and Wagner recorded on 78 rpms by 
Polydor with the Berlin Philharmonic Orchestra 1932 (Weber: Aufforderung zum Tanz), 1933 
(Mozart), and 1935 (Weber: Freischütz), and HMV with the Vienna Philharmonic Orchestra 1949 
(Wagner), and 1950 (Weber: Oberon). 

The two Mozart overtures have never sounded satisfactorily, neither on the original Polydor 78, 
nor on the various editions on EP and LP. For the first time ever they sound fine in my ears on 
this new Hiyama CD edition where the sound is clearer and more spatial.  When compared to 
the great sound of the Egmont Overture, recorded at the same session, I think the reason for 
the mediocre sound of the two Mozart overtures lies in the fact that the recording technicians 
had to record nearly 5 minutes of music on each side of the 78 disc instead of the normal 4 
minutes per side... 

The BPO Weber recordings sound very fresh with steady bass and very fine horn playing - of 
course, the 1950 VPO recording of the Oberon overture has much better sound. Personally, I 
prefer the playing of the BPO. 

All of the Wagner music is in splendid quality, musically as well as technically! - (My only 
complaint is that the Prelude to act 3 of the Meistersinger is not included, but that item was 
not issued on 78 rpm). 

As always, every work is presented twice, unspliced for the "historic" listener, and spliced for 
the "modern" listener. 
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(WFFC1901/2-HYM は、フルトヴェングラーがベルリン・フィルハーモニーとともに⾏ったポ
リドールへの録⾳から、1932 年のヴェーバー舞踏への勧誘、1933 年のモーツァルト、1935
年ヴェーバーの魔弾の射⼿、それに１９４９年ウィーン・フィルと HMV に⾏ったヴァーグナー
とを集めている。 
 
モーツァルトの２つの序曲は、これまで EP でも LP でも満⾜のいく復刻は⼀つもなかった。今
回の桧⼭コレクションは、クリアーで奥⾏きのある響きが再現されていて、私の聴く限り、初め
て素晴らしい⾳で鳴った。同⼀のセッションで録⾳されたエグモント序曲の偉⼤な⾳⾊に⽐べる
と、この２曲は少々平凡に響くが、通常は⽚⾯４分程度の収録に対して、⽚⾯５分ほどの曲を
SP の両⾯に詰め込まざるをえなかったエンジニアたちの責任だろうと思われる。 
 
BPO のヴェーバーは、しっかりとした低⾳と素晴らしいホルンの演奏によって、とても新鮮に
響く。もちろん、1950 年 VPO のオベロン序曲の⽅が⾳⾃体はずっと良いが、個⼈的には私は
BPO の演奏のほうを好む。 
 
ヴァーグナーの曲は全て⾳楽的にも技術的にも⾒事としか⾔いようがない。（マイスタージンガ
ーの第３幕への前奏曲が収録されていればよかったとは思うが、これは SP では発売されなかっ
たから仕⽅がない。） 
いつもの通り、全ての曲が「歴史」を好むリスナーのために⾯ごとの収録と、現代のリスナーの
ために繋いだ版の、それぞれ２回ずつ収録されている。 
 
Johannes Brahms: The Stockholm Deutsches Requiem was issued by the Wilhelm Furtwängler 
Centre of Japan in 2009 on 2 CDs in the Hallmark Collection: WFHC-016/7. That issue was based 
on a tape from the Swedish Radio and had much better sound than the first LP issue on Unicorn. 
In 2018 Société Wilhelm Furtwängler in France published a new HD version (24 bit, 96 Khz), 
on-line download only: SWF D03. That issue was licensed to the WFCJ and issued on one 
dvd-video WFHC-031 giving the music in HD quality (24 bit, 96 Khz) and showing the German 
and Japanese texts on the video screen. Again this product is made from a tape from the 
Swedish Radio, but this time it must be a tape copy of the original recording, giving for 
examble all the pauses between the movements - up to three minutes. The overall sound is 
very clear, especially the orchestra sound is far superior to the older version (as far as I 
remember). Thus this publication is recommended to every member of the Centre! 
 
ストックホルムで収録されたヨハネス・ブラームスの「ドイツ・レクイエム」は、2009 年フル
トヴェングラー・センターが Hallmark Collection WFHC-016/7 として２枚組 CD の形で頒布
した。その CD はスウェーデン放送のテープを⾳源としていて、Unicorn の LP 初出盤よりずっ
と良い⾳質だった。 2018 年にフランス・フルトヴェングラー協会が新しい HD 版（24bit, 
96Khz）をオンライン・ダウンロードのみで発売したが、この DVD はこれとのライセンス契約
によって、HD 原⾳を（24bit, 96Khz）そのまま DVD-Video に収録し、スクリーンにはドイツ
語と⽇本語のテキストを曲の進⾏に合わせて収録している。今回の⾳源もスウェーデン放送のテ
ープによるものだが、オリジナルからのコピーとみえて、楽章間のインターバル（⻑い箇所では
３分間）も全てそのまま収録されている。全体的な⾳の傾向は極めて明瞭で、特にオーケストラ
の響きは（私の記憶する限り）旧版を⼤きく凌ぐ。これはセンター全会員に推薦できるものだ。  
 
Henning Smidth  ⽇本語訳 中村政⾏ （フルトヴェングラー・センター会⻑） 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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第 90 回､第 91 回､第 92 回レクチャー･コンサートのご報告と記録ビデオについて 
 
第 90 回（講師：広瀬⼤介博⼠） 

第 90 回レクチャー・コンサートは、1 年ぶりに広瀬⼤介博⼠をお招きし、博⼠が 2018 年春
から 1 年間の調委滞在をしておられたミュンヘンの⾳楽事情や、ミュンヘン滞在中にご専⾨分
野であるリヒャルト・シュトラウスについての研究、さらには昨年末に発売されたドイツ帝国放
送⾳源の SACD 解説の翻訳についてのお話をいただきました。鑑賞⾳源は、上記 SACD からリ
ヒャルト・シュトラウスの「家庭交響曲」を選択し、改めてこの曲についての解説と、メロディ
ア初出盤との⾳質⽐較を⾏いました。 

記録ビデオでは、このレクチャー・コンサートの模様すべてを収録し、さらに曲⽬解説に関連
して、レクチャー・コンサートで触れられながら試聴しなかった⾳源（フルトヴェグラーのほか、
作曲者の⾃作⾃演、サヴァリッシュの演奏）を譜例とともにボーナストラックとして収録してい
ます。 

 
第 91 回（講師：渡辺克也⽒） 

第 91 回は当初予定していたプログラムが急遽変更となり、第 92 回として予定していた⽇程
の 7 ⽉ 14 ⽇（⽇）にオーボエ奏者の渡辺克也⽒をお迎えして、「実際の演奏にとても役⽴つフ
ルトヴェングラー演奏法」と題し、フルトヴェングラーの解釈を実際の演奏にどう⽣かすかとい
う観点でお話いただきました。詳しくはセンター理事の中村匠⼀⽒の寄稿をご覧ください。 

記録ビデオでは、渡辺⽒の⽣演奏もありましたので、これまでのビデオマイク⾳源と、LP、
CD ⾳源を別撮りしたものの、3 系統の⾳源を使って編集を⾏いました。 
 

＜第 91 回レクチャー・コンサートの感想＞ 

理事 中村 匠⼀ 

昨⽇のフルトヴェングラー・センターはベルリン・ドイツ・オペラ等の輝かしい経歴を経て、
現在はソリスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルクの⾸席オーボエ奏者として活躍しておられる
渡辺克也さんをお迎えして⾏われました。 

※渡辺克也さんのオフィシャルサイト（http://www.katsuyawatanabe.com） 

サイトウ・キネン・フェスティバルやご⾃⾝のソロ活動などで年の 1/4 ほどは⽇本に来られ
ているという渡辺さん、今回もあの素晴らしい公演だった上野の「トゥーランドット」の次の⽇
という超多忙なスケジュールを縫って来て頂き、本当に楽しく、熱のこもったお話を頂けたこと
に、まずは多⼤なる感謝を申し上げたいと思います。 
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今回のお題は「実際の演奏にとても役⽴つフルトヴェングラー演奏法」という事で、渡辺さん
が「これは！」と思ったフルトヴェングラーの録⾳を聴きながら、その素晴らしいところと、そ
れを渡辺さんは演奏者としてどのように取り⼊れられているかを渡辺さんの CD も聴きながら
追体験する、という企画になりました。 

渡辺さんは芸⼤に⾏かれる前はトスカニーニの演奏を愛聴して聴かれていたということです
が、ルガーノのアポロ劇場で演奏された「⽥園」などをきっかけにフルトヴェングラーの演奏も
聴かれるようになり、その演奏に⾮常に感銘と影響を受けるところ⼤であったという事です。 

その魅⼒の具体例として、渡辺さんはまず「畳みかけるようなアッチェレランド(加速）」を挙
げられました。演奏は 1942 年のシューベルトの交響曲 9 番「グレイト」です。ここでの加速
の妙を渡辺さんは「段差がない、流線型の加速」と表現されました。 

⾳量やフレーズが変わっても、加速の「境⽬」がわからないように精妙にコントロールされて
おり、2 つのテンポがまるで 1 つになったような⾳楽が作り上げられ、それがもたらしてくれる
滑らかさと⾼揚感は⽐類がない。 

このような感覚を味わえる演奏として、渡辺さんは他にベートーヴェンの 7 番、そして「レ
オノーレ序曲」などを挙げられたのですけど、そのどれもが渡辺さん⽈く「『ヨーイ・ドン！』
で加速するのは易しいのですが、このようにどこから加速したのかがわからないように演奏する
のはとても難しい。」という演奏になっており、それを実現するには⽇数をかけて⼊念なリハー
サルをすることが必要だと語られていたのが記憶に残ります。 

その「レオノーレ」のリハーサルで、フルトヴェングラーが団員にかけていた⾔葉が"Schlicht"
（シュリヒト）＝「真摯に、ロマンチックになりすぎずに」というものですけど、渡辺さんはこ
の⾔葉を⾮常に重んじておられて、フルトヴェングラーが部分的・作為的な強調をしない指揮者
であること、そして渡辺さん⾃⾝もティーレマンの下で演奏した時に、ティーレマンもその⾔葉
をよく⾔っていたこと、を語られていました。 

それとは対照的に、フルトヴェングラーの「リタルダンド（減速）」についても渡辺さんは紹
介されていました。「オーケストラの演奏者としては、速いテンポで弾くのは（超絶技巧の部分
は別として）さほど難しくはない。だが、ゆっくり弾くのは難しい。それも少しずつ、だんだん
とゆっくりになっていくというのは物凄く難しい。」という⾔葉は、現場を知りつくした奏者な
らではの重みが感じられるものでした。 

例えば、ティタニア・パラストでのシューマンの「マンフレッド」、ここではテンポをグッと
落とした中で、ティンパニがその響きでかえって静寂感を増すかのようにデリケートに叩かれる、
そして、そのゆったりした中から⾃然とトランペットの⾳が響いていく、という感じで、実に滑
らかに進⾏しながらも、⾳楽の振幅が凄いのです。 

また、映像で観た 1951 年の「マイスタージンガー」から前奏曲でもガタンとテンポを落とす
ことにより、⾳楽が弛緩するのではなく、かえって推進⼒を増していく、こういう表現は渡辺さ
んによると「オケが震え上がるほど」難しい。それでも、フルトヴェングラーの指揮の下、各団
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員が互いの⾳をしっかり聴きながら、緊張感を途切れさせず、⾳楽の⼤きなうねりを作り出せる
ことは驚異的だという事でした。 

そういった要素を渡辺さんも⾃らの演奏で取り⼊れられているという事で、この⽇は何曲か渡
辺さんの CD から演奏を聴かせて頂きました。例えばチェコの作曲家、レイハ（ライヒャ）のオ
ーボエ五重奏曲でも、渡辺さんはアッチェレランドやリタルダンドをかけ、しかもそれが⾃然に
⼀つの⾳楽として流れるように、周囲の奏者の⽅の協⼒も得ながらそういう演奏を成しえている。 

また「オーボエのパガニーニ」と呼ばれる、パスクッリの協奏曲では、軽やかな⼊りから、「こ
れまでにないほどの速さ」というところまでスピードを上げて⾏くのですけど、その⾳楽の疾⾛
感からは、渡辺さんがリスナーとしてだけでなく、演奏者としてもフルトヴェングラーの⾳楽に
影響を受け、それを愛しておられる⼼が伝わってきたと思います。 

その渡辺さんが、「これは凄い」と評されたフルトヴェングラーの演奏に、ブラームスの 3 番
と 4 番におけるクレッシェンドの表現があります。ここでは、譜⾯にはクレッシェンドとデク
レッシェンドの指⽰があるのですけど、フルトヴェングラーはその指⽰を無視してずっとクレッ
シェンドを続けている。それでも⾳楽が破綻することなく、巨⼤なスケールと、ドイツ語でいう
"Weinen"（ヴァイネン）＝泣きを備えながら鳴り響いていく、そのことに渡辺さんが深く感動
されている姿が印象に残りました。 

渡辺さん⾃⾝「⾃分は、涙を流したくなるような瞬間を求めて⾳楽を聴き、演奏している」と
⾔われているのですが、この⽇もその渡辺さんがフルトヴェングラーの演奏を何度も聴き返した
くなるような、そしてご⾃⾝の演奏も気持ちよく聴いていただけたような⾳が、センターのシン
ボルである⼾澤さんのスピーカーから流れたことに、深い喜びを覚えています。この⽇も⾳響⾯
で⼤きな尽⼒をして頂いた薬師寺さんと、数種類のメディアのオペレーションをこなして下さっ
た中村さんに感謝を。 

そして、その渡辺さんが「私の録⾳は必ずここで⾏うと決めています」というベルリンのイエ
ス・キリスト教会を始め、ベルリンの「フルトヴェングラー五⼤聖地」＝⾃宅、⽣家、ティタニ
ア・パラスト、そして何といっても数々の伝説の名演が残された場である旧フィルハーモニー跡
地には、いつかベルリンを旅する機会が得られたならば、是⾮⾏きたいものだと思っています。
渡辺さんの演奏と、フルトヴェングラーの名
演奏の数々をポータブルプレーヤーに詰め
込み、ヘッドホンを携えて、それらの場所に
⾏ける⽇を⼼待ちにしています。 

改めて、フルトヴェングラーの⾳楽の素晴
らしさを演奏者の視点から熱く語ってくだ
さった渡辺さん、そして参加者の皆様に改め
て多⼤なる感謝を。有難うございました。 
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第 92 回（講師：劉邦⽒） 

理事 中村 匠⼀ 

9/15（⽇）に⾏われたフルトヴェングラー・センターの第 92 回レクチャー・コンサート、
今回は「コレクターの愉しみ」という事で「東芝の HA1000 番代」を聴く という事になりま
した。講師は同センター創設時以来の理事の⼀⼈であり、広島からこのレクチャー・コンサート
の為に上京された「劉邦」さんこと呼川秀邦さん。 

「HA1000 番代」というのが話題になったのは、まだセンターが創設して間もない頃、15 年
近く前の事だと思いますが、私のクラシックの師匠である室伏博之さんと、その盤友であった⽮
向淳⼀さんが「国内盤だが中々⾳が良い」として取り上げていたのが理由だったと思います。 

特に⽮向さんは、（ビートルマニアなど）ロックのレコードファンからの影響が⼤きいと思い
ますが、クラシックのレコードで、レーベルの横の無⾳溝に彫られた刻印＝マトリクス番号 を
解析して⾳の良いレコードを選び出す達⼈でした。呼川さんも当時は夜な夜な⽮向さんと電話の
やり取りをして、そのコツを教わったりしていたのだとか。 

その呼川さんが、⽮向さんのアドバイスなどを受け、またご⾃⾝で研究を重ねて買い集められ
た「HA1000 番代」の資料が本会の冒頭に配られたのですが、これがもの凄い⼒作で、ジャケ
ット、レーベルがカラーで印刷され、マトリクス番号、そして呼川さんの聴かれた感想まで事細
かに記載されています。「HA1000 番代」のフルトヴェングラーを蒐集しようという⼈にとって
はバイブルといっても良いかもしれない。 

その呼川さんにとっても、30 アイテムある「HA1000 番代」のコンプリートコレクションは
難しいんだそうです。理由はマトリクスの違いやジャケ違いなど、同番でも⾊々な差異があるか
ら（勿論、⾳にも差異がある）。なので、この資料にもジャケ写が⽋けているレコードがあった
りするのですが、「探せばメンバーの誰かが持っていそう」なのが、このセンターの凄いところ
です。 

お話は、フルトヴェングラーの LP が⽇本で発売された当初から始まりました。当時フルトヴ
ェングラーの LP をリリースしていた HMV は、アメリカでは RCA と提携していたので、⽇本で
はビクターからレコードが発売されていたのですが、HMV が⽶ Capitol を買収するにあたり、
⽇本では「東京芝浦電気」つまり今の東芝が販売権を獲得することになったのだそうです。 

で、古株のレコードマニアと話すと必ずこの話になるのですが、当時の⼤卒の初任給が
10,000 円、で、フルトヴェングラーのこのレコードが 1 枚 2,300 円、だったわけですから、
今の初任給⽐較で換算すると少なく⾒積もっても 40,000 円強、⾼い買い物だったわけですね。
私の師匠なぞ「今の CD みたいにゴミみたいな値段で良い⾳が聴けるなんて罰当たりな話だ」と
⾔うておりましたが、まあ、ごもっとも（笑）。 
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ちなみに、東芝のシリーズ、「HA」だけでなく「HB」や「HC」、さらには「PA」などという
頭番のレコードもあって、呼川さんは「H」＝"Hallmark"、「P」＝"Popular"の略だったのでは
ないかという推測をされていましたが、真相はいかに？ 

そのようなお話を挟みながら、呼川さんの選曲で「HA1000 番代」のレコードを聴き進めて
いったのですが、これがどれも素晴らしいものでした。1 曲⽬の 1954 年のベートーヴェン「第
5」から、締めるべきところは引き締まり、⼼地よく響かせたいところは柔らかな、という⾳⾊
で、揺るぎないしっかりした⾜取りの⾳楽が聴けたと思います。 

ワーグナー「神々の⻩昏」から「ジークフリートの葬送⾏進曲」は「HJ」＝EP で聴いたので
すが、これも実に素晴らしかった。SP 盤からのいわゆる「板起こし」のレコードなのですが、
全然不⾜を感じません。「東芝はSP盤からの起こしには結構ノウハウを持っていたんだと思う」
という呼川さんの意⾒にも納得の⼀枚でした。 

この⽇⾊々聴いた中で⼀番圧倒されたのは、同じくワーグナーの「ワルキューレ」第 3 幕第 3
場の⾳楽でしょうか。フランツのヴォータン、メードルのブリュンヒルデともこれだけ良い⾳で
聴けた記憶は中々ない。特に呼川さんが強調されていた「何かというとフラグスタートと⽐較さ
れるけど、メードルも素晴らしいと思う」という思いが、このレコード演奏では共有できたと感
じました。ウィーン・フィルも⼊念にして細⼼のサポートぶりで全くスキがない。 

で、このレコード、1 ⾯通して聴いて私が感じた事なんですが、内周に⾏くにつれて、ほんの
わずかですがレベル調整をしているような気もします。当時発売されていたカートリッジで、ヴ
ォータンの告別の歌まで破綻無く再⽣する事を意図していたのかしら？ とも思いますが、この
辺りがエンジニアの「職⼈技」を感じるところかもしれません。 

私は「レコード聴く」ことの楽しみもまたここにあるんじゃないかと思っています。フルトヴ
ェングラーをはじめとする「演奏者の意図」は勿論の事、それがプレスされて盤として流通する
までの様々な「作り⼿の意図」に思いを巡らせる楽しさです。 

この⽇呼川さんは同じ曲、同じ演奏での盤による収録時間の違いなどを表にしてくれていまし
たが、そこにも、何かしら「作り⼿の意図」があったんじゃないかと想像できる、聴き⼿に「想
像する余地が残されている」、それが「アナログ的」というべきものなんじゃないかと思います。 

この⽇は、私の体調の都合から、会の最後である「ポップ・コンサート」の SP 盤によるレコ
ード演奏までいることが出来なかった
のですが、久しぶりにお元気そうな呼川
さんのお姿を⾒ることが出来て嬉しか
ったです。と同時に、かつて⾊々な事を
教えてくれた室伏さんや⽮向さんの思
い出も語れて、懐かしさにも満ちた⼀⽇
になりました。改めて、講師の呼川さん、
そして中村さんや薬師寺さんをはじめ
とするセンターの皆様に感謝を。 
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頒布資料  

恒例により上記のレクチャー・コンサートをビデオ収録致しました。遠隔地やお仕事その他で
参加いただけない⽅々のためにDVD-Rとブルーレイ・ディスクで頒布いたしますのでご利⽤く
ださい。引き続きメニュー画⾯を⽤意して扱いやすく
するとともに、鑑賞に使⽤した⾳源をブルーレイ・デ
ィスクでは、96kHz/24ビットPCM無圧縮ハイレゾ⾳
源として収録しました。DVDは48kHz/16ビットのリ
ニアPCMです。 
お申込は同封の郵便振込票をご利⽤下さい。 
 
第90回 
（譜例付きボーナストラック付き） 

DVD-R（2 枚組）版    
WFER1902-A/B  ￥3,400 
ブルーレイ版    
WFER1902-BD  ￥3,200 

 

第91回 

（講師⽤マイクを使い、解説部分がより鮮明で聴きや
すい⾳質になりました。） 

DVD-R（2 枚組）版    
WFER1903-A/B  ￥3,400 
ブルーレイ版    
WFER1903-BD  ￥3,200 

 

第92回 

（第91回同様、講師専⽤マイクで収録しています。さ
らに計5時間を超える⻑時間収録） 

DVD-R（2 枚組）版    
WFER1904-A/B  ￥3,400 
ブルーレイ版    
WFER1904-BD  ￥3,200 

 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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寄稿 
 クンツ・テープ再考 ー「魔弾の射⼿」の「ステレオ録⾳」は実在した！［最終稿］ 

⽥井⻯⼀・末廣輝男 
本会報第 54 号にクンツ・テープに関するレポートを投稿させていただいた際に、私達はそれらと

ほぼ同じ時期に、実験的にステレオ収録された演奏会の実況録⾳をいくつか聴いてみました。そこで
は、制約はあるものの、かなり⾃然な形でオーケストラや拍⼿の分離を確認することができました。
なかでも、同時に異なった２カ所に⽴っていたマイクロフォンから、別々のテープレコーダーに録⾳
されたものを、コンピュータを使⽤して合成した「合成ステレオ」版のトスカニーニのヴェルディの
レクイエム（1951 年の実況録⾳、Memories MR-2482）には、強烈な印象を受けました。 

その内実は、「当時の収録は３本のマイクで⾏われていて、ひとつが RCA/NBC の全⽶向けライン。
1 本はその予備。そしてあともう１本が南⽶向けライン。それぞれが別のマイクで収録されたという
ことは、微妙に収録の位置が異なるということ。だからそのうちの⼆つの録⾳を別のチャンネルに⼊
れて同時再⽣すると、不思議なステレオ効果が現れる」（アリア CD ウェブサイト 
http://www.aria-cd.com/arianew/shopping.php?pg=label/memories3、2019 年４⽉ 29 ⽇閲
覧）というものです。 

実際に聴いてみると、そのような条件にもかかわらず、オーケストラ・合唱・拍⼿にかなりの⾳の
広がりと分離とが感じられるものになっています。なかでも、合唱の分離の良さと迫⼒には、度肝を
抜かれました。同じ演奏が RCA から市販されており、当時の実況録⾳としては良質なものと⾔えま
すが、「合成ステレオ」版を聴いてしまいますと、市販⾳源はスケールの⼩さなものに聴こえ、もう
元には戻れません。 

そうしたなか、フルトヴェングラーの、特に合唱が⼊ったような⼤規模な曲⽬（演⽬）も、何とか
このレヴェルの⾳質で聴くことができれば、どんなに素晴らしいかと思わずにはいられなくなりまし
た。そこで、フルトヴェングラーの録⾳の「合成ステレオ」化実験を⾏うことを思い⽴ちました。ま
た、先般の投稿では、クンツ・テープの由来や実体については、証拠となるデータに乏しいために、
推測を述べるに⽌まりました。そこで、こうした実験を⾏うことで、同時にそれについても、更に突
っ込んだ知⾒を得られるのではないかという⽬論⾒もありました。 

なお、このレポートの作成にあたっては、機器の整備、および⾳源の整備・測定・編集・分析は末
廣が、⾳源の整備・分析、および草稿の執筆は⽥井が担当し、その後、前回同様、電⼦メールにより、
頻繁に意⾒交換・⽂章の修正を⾏って、完成させています。 

さて、そうはいっても、トスカニーニの⼀連の録⾳は、レコード会社を親会社に持ち、かつ広い放
送エリアを網羅する放送会社が、レコード化も視野に⼊れながら、定期的に⾃社スタジオで複数のラ
インで収録を⾏うという、ある意味、極めて恵まれた特殊なケースと⾔えます。⼀⽅、フルトヴェン
グラーの場合、同⼀演奏曲⽬（演⽬）の別の⽇の録⾳というのはいくつか存在しますが、同⽇の同時
録⾳となると、極めて限られてくるのが実情です。 

現在のところ、可能性があるのは次の２点かと思われます。１つは、1950 年のスカラ座における
「指環」の全曲録⾳で、RAI のミラノ放送局によって、同⽇の演⽬がテープとディスク（パデローニ）
の双⽅で収録され、現在テープはトリノに、ディスクはローマに保管されていることが知られていま
す。（ちなみに、これらの上演とは別の⽇の録⾳が、現在知られているものの他に、「複数」あるので
はないかという⾒解を私達は持っていますが、これについては機会があれば別途考察したいと思いま
す）。もちろん、同⼀のラインからそれぞれの収録を⾏った可能性もありますが、万⼀の事故の事を
考えて、別々にマイクロフォンを⽴てた可能性の⽅が⾼いように思われます。 

もう１つは、⼀連のクンツ・テープの録⾳で、これらが放送局の放送⽤テープのコピーでなく、マ
イクトラブル⽤に、予備のトラックをマルチトラックで収録した、放送録⾳⽤マルチトラック、ない
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しは独⾃にマイクロフォンを⽴てて収録した録⾳であれば、放送⽤テープとの合成が可能になってく
ると考えます。 

そこで、まず、「指環」の⽅から、「合成ステレオ」の実験を始めることにしました。ディスク⾳源
としては、加⼯の度合いが少ないであろうということで、アメリカ系の⼀連の⾳源から、Ricital 
Record の LP（RR-420）を使いました。テープ⾳源を使⽤しているものは、現⾏では全て CETRA
の FE 盤系であり、ここでは ARKADIA の CD（WFE-351.12）を使⽤しました。 

これらの⾳源をそれぞれ右チャネル、左チャネルに収録して、ステレオ再⽣してみました。それぞ
れのペアで演奏速度（ピッチ）に差があるので、ソフトを⽤いて演奏速度を合わせました。なお、こ
れを含めて以下の全ての実験においては、元の⾳源について、演奏速度の微調整以外の⾳質補正など
の調整は⼀切⾏いませんでした。 

その結果分かったことは、 
１．	２つの⾳源を１〜２ミリ秒の精度でシンクロさせないと、意味ある結果が得られない。 
２．	それぞれの⾳源にノイズカット等の編集が加えられていると、シンクロしなくなる。 
ということです。したがって⻑い部分について完全シンクロさせることは⾄難の業でした。 
特に、テープ⾳源を合成する場合でも、若⼲違う⾳源のスピードやピッチをを合わせる必要がある

のに、この「指環」の場合、ディスク⾳源とテープ⾳源を合わせる必要があり、条件がより複雑にな
ります。さらに、そのテープ⾳源も、テープの劣化による差し替えにより、ディスク⾳源を使⽤して、
かなりの量の修復がなされており、テープ⾳源とディスク⾳源が頻繁に⼊れ替わります（その編集の
精度はまことに⾒事ですが、いかんせん両者の⾳源の⾳質が⼤きいので、それらの箇所は直ぐにわか
ってしまいます）。そのため、編集作業のハードルはさらに上がります。 

事実、合成作業を始めても、⾳源に何らかの編集があると、すぐにシンクロが外れてしまいます。
そんな中、「ラインの⻩⾦の序奏」、「ワルキューレの騎⾏」、「ジークフリートの葬送⾏進曲」の⼀部
で、何とかまとまった形で合成することに成功しました。 

その成果を聴いてみると、⼤変⽣々しい臨場感があり、左チャンネルにヴァイオリンが、右チャン
ネルに⾦管等が分離し、ステレオ感が⼗分に感じられます。これに対して、モノーラル録⾳の⽅は、
こぢんまりとしてしまっていて、細部がよくききとれず、迫⼒もありません。⼀旦ステレオ合成を聴
いてしまうと、もうモノーラル録⾳には戻れない感じです。ちなみに、今までディスク⾳源およびテ
ープ⾳源は、マイク・セッテングは同⼀で、録⾳媒体が違うものとも思われてきましたが、この様な
⾳質になるということは、マイク・セッテングも別と考えられます。 

ただし、その他の箇所のシンクロ作業は難航し、なかなか⻑い時間のシンクロができませんでした。
やはり市販品の LP や CD には、かなり頻繁に編集の⼿が加えられており、⻑い時間に渡ってシンク
ロさせることが⼤変に難しいことが分かりました。最悪の場合、うまくシンクロするのは１分程度と
いった状況です。こうした状況では、少なくとも現⾏の素材では、⼤規模にステレオ合を作成するの
はかなり難しいように思われます。ですので、1950 年の「指環」の合成ステレオ⾳源作成について
は、新たな⾳源を調達したり、新たな⼿法を開発できた後に、改めて挑戦したいと思います。 

いずれにしても、⼀連の作業を経る中で、良質な⾳源が確保できれば、「合成ステレオ」は⼗分に
意味があることが確認できた上、その後の作業の指針をいくつも得られたのは、⼤きな収穫でした。 

次に、1954 年の「魔弾の射⼿」全曲録⾳のうち、とりあえず序曲だけを、ORF ⾳源 EMI の正規
版 CD（7243 5 67419 2 8）とクンツ・テープを使⽤した LP（CETRA FE-24）とで合成してみま
した。しかしながら、EMI の CD の編集がひどく（咳などをカットしています）、序曲部分について
は、意味のある結果を得ることができませんでした。そうこうしているうちに、序曲だけですが、現
⾏では最⾼⾳質のと思えるものが発売になりましたので（GRAND SLAM GS-2189）、EMI の CD の
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代わりに、こちらを使⽤することにしました。この⾳源の出所については不明ですが、⾳質の傾向か
ら、放送局の⾳源の良質なコピーではないかと思われます。 

クンツ・テープ系の⾳源としては、新たに TAHRA の CD（FURT-1095-1097）を使⽤することに
しました。前回の投稿で述べたように、本来は CETRA の FE 盤が１番加⼯の度合いが低いので、こ
の実験には望ましいように思われます。しかしながら、２つのスピードの若⼲違う⾳源のスピードを
合わせるために、両⾳源に共通するタイムマーカーを複数個⾒つける必要があるのですが、⾳楽その
ものは連続的なために、タイムマーカーになりません。そこで咳とか、何かの物⾳とか、パルス的な
波形で両⾳源に共通するものを探すのですが、これらは概して⼩さな⾳なので、LP 起こしの⾳源で
は LP ノイズに埋もれていて、波形までは確認できない場合が多いのです。そこで今回は、ノイズの
少ない CD ⾳源をもっぱら使⽤しました。 

ちなみに、その後の考察により、どうやらオリジナル・クンツ・テープまたはその元コピーの序曲
４:30 位の所で、おそらくは⽚チャネルの⽋落があったようで、CETRA の LP では３:59 以降は完全
モノになっていることが分かりました（最後の拍⼿まで）。その点、TAHRA の CD では４:32〜４:37
の５秒間だけがモノになっています（この間だけ第１ヴァイオリンの強烈な⾳が真ん中に集中して響
きます）。というわけで、いろいろと問題はあるにしても、⾳質の良さ、ステレオ情報の豊富さの両
⽅の点で、現状では TAHRA 盤を使⽤するのが最良のようです。 

ともかくも、ようやくこれで、「魔弾の射⼿」序曲の全曲をシンクロさせることができました。 
左チャネル：TAHRA の左チャネル 
右チャネル：GRAND SLAM の右チャネル（もっとも GS 盤は完全モノなので、Ｌ=Ｒです） 
としてシンクロさせ、２チャネル化しています。シンクロ精度は+-２ミリ秒です。 
ちなみに、TAHRA の左チャネルと GRAND SLAM の右チャネルで合成ステレオができたというこ

とは、クンツ・テープは、放送局の放送⽤テープのコピーでなく、マイクトラブル⽤に、予備のトラ
ックをマルチトラックで収録した、放送録⾳⽤マルチトラック、ないしは独⾃にマイクロフォンを⽴
てて収録した録⾳であると⾔えます。 

また、作業の過程で、TAHRA の CD にも、かなり編集の⼿が⼊っていることが分かりました。例
えば、冒頭近くのホルン四重奏の吹き出しの直前に、⼤きなくしゃみのような咳が⼊りますが、
TAHRA 盤ではこれが跡形もありません。CETRA の LP ではこの咳がはっきり聴こえますから、まず
間違いなく TAHRA が⼈為的にカットしたのだと思います。また、TAHRA はただ単に咳をカットし
ただけではなく、200 ミリ秒ほどの余計な無⾳部をこの咳の前後に付加したようで、このためにシン
クロが外れることが分かりました。 

さて、できあがったものを聴いてみると、まず、オーケストラ・咳・拍⼿の左右の分離・定位がと
ても⾃然に、かつリアルに聴こえます。具体的には、ヴァイオリンが左に、低弦が右に、ホルンの重
奏およびチェロがやや右⽅に聴こえ、聴衆の咳払いも⾒事に左右に広がり、⽣々しい限りです。また、
コントラバスが中央から聴こえますが、ドン・ジョヴァンニの映画を⾒ると、コントラバス奏者は、
フルトヴェングラーの真向かいに位置していますので、これは当時のフェルゼンライトシューレの配
置を反映しているのではないかと思われます。また、ホルンの重奏が実にリアルで雰囲気がある事と、
劇場の容積や⽴体感が顕著に感じられるのも、特筆されます。 

いずれにしても、前回の投稿で取りあげた、左右チャネルの周波数特性差の加⼯モノとは、⼀線を
画します。これを聴いてしまうと、TAHRA 盤はいかにも「疑似ステレオ」という感じに聴こえてし
まいます。そして、何といっても特筆されるのが、実に⽣々しい、臨場感にあふれた⾳質です。会場
の雰囲気の⽣々しさと臨場感まるで、劇場で聴いているような錯覚を覚えます。 

⼀⽅で、気になる点としては、ある時点における左チャンネルの⾳の揺れ、さらに進んでからの、
今度は右チャンネルの⾳の揺れがあげられます。この様に「合成ステレオ」で定位がふらつくのは、
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２種のテープ⾳源間で、微妙な補正できない時間の揺らぎがあるためです。１ミリ秒波形がずれると
定位の移動が聴きとれます（時間的に先⾏した側に⾳が寄っていく）。そのために、右側で歌ってい
た歌⼿がいつのまにか左側に移っている、などという現象が起こります。あるいは TAHRA が⾏った
と推定される「エコー付加」が、ステレオ復元すると解像⼒の低下をもたらすのかもしれません。 

また、拍⼿の分離と定位はなかなか良いのですが、真性ステレオということになると、もう少しあ
ってもよいように思います。また、左チャンネルから外側に向かっていく、不⾃然な残響も気になり
ます。これらについては、TAHRA が元の「クンツ・テープ」の本質を理解せずに、「ステレオっぽく」
するために多少のエコーを付加した、左チャネルの最⾼域を少し持ちあげた、拍⼿を中央に定位させ
るために拍⼿部分で右チャネルを強めた、という三つの「ギミック」を施したためと考えます。この
ような⼿を加える前の「クンツ・テープ」を⾳源に⽤いれば、拍⼿の広がり感の不⾜、左へ流れる奇
妙な残響という⽋点は解消すると確信します。 

ところで、この段階に⾄って、⾳源の編集作業に当たっていた末廣が、「魔弾の射⼿」を２チャネ
ルで録⾳したという話はやはり本当だったのではないか、そして CETRA の LP、TAHRA の CD の元
になった⾳源（いわゆるクンツ・テープ）は、その２チャネル録⾳テープの⼀種の「成れの果て」だ
ったのだという洞察を得るに⾄りました。そして、「成れの果て」テープのステレオ情報をよみがえ
らせるためのアルゴリズムを思いつき、早速 TAHRA 盤について実⾏してみたところ、想像以上の結
果が得られました。そこで、ステレオ情報を復活させた全曲を、両名で詳細に試聴したところ、これ
はもの凄い⾳である事が明らかになりました！ 

まず序曲部分に関しては、先程の「合成ステレオ」よりも、楽器の配置・拍⼿・咳払いがよく分離・
定位していて、⾃然な⾳響です。特に、ヴァイオリンとホルンの定位が素晴らしいです。その後の部
分では、オーケストラの部分は同様であり、ソリスト・合唱・⼿拍⼦と⾜踏みが、先程の「合成ステ
レオ」よりも広がりをもって聴こえます。また、全体的に⽣々しい⾳で、臨場感にあふれていること
も特筆されます。 

さらに具体的にいうと、たとえば第 1 幕での、猟師たちの奇声を発してのバカ騒ぎの場⾯は、元の
TAHRA の⾳よりもはるかに舞台⼀杯に広がった感じがしますし、合唱部分もそれらしくソロよりも
広がって感じられます。なかでも拍⼿は、TAHRA ではほぼ中央からしか聴こえませんが、今回のも
のでは左右にかなり広がって聴こえます。第２幕での、アガーテとエンシェンの⽴ち位置までがわか
る⾳場は⾒事です。また、狼⾕の場⾯の臨場感や迫⼒は特筆され、焚き⽕の位置までわかります。第
３幕では、アガーテのアリアのチェロのオブリガード・ソロが美しいです。また、婚礼の合唱では、
合唱が左右に広がり、とてもステレオ感があります。 

ここで、「成れの果て」テープのステレオ情報をよみがえらせるために使⽤した、アルゴリズムの
種明かしをしましょう。⽤いた⽅法は実に単純な「コロンブスの卵」的なもので、簡単な数式演算に
よってクロストークをキャンセルするように補正を施したのです。費⽤も時間も全くかかりません。
処理スピードの速いパソコンを使えば、⼿作業でも 30 分位で全曲の補正ができます。ただ、説明す
ればそういうことなのかとなりますが、現⾏のクンツ・テープは、そのままで聴いたのでは、単なる
⾳の揺らぎのある「モノ」的な⾳源でしかありません。 

⼀⽅、気になった点としては、第３幕の隠者の登場後しばらくしてから、終幕の合唱の直前までは、
それまであったステレオ感が急に無くなり、まるでモノーラルのようになる事があげられます。これ
に限らず、⼀連の作業の過程で分かったのは、この「ステレオ化 TAHRA 盤」はところどころで、シ
ームレスに「モノ」に変化する事です。そのもっとも分かりやすいモノ部分は、先程も述べた、序曲
の４:32〜４:37 の５秒間で、このフォルテッシモの部分は明らかにモノです。これらの部分は、録
⾳が失敗して（あるいはテープが損なわれて）、モノーラルになってしまったのだと思われます。 

それと、オリジナル TAHRA 盤とくらべると、鮮明さや⽣々しさが少し無くなっていることも気に
なります。もちろん、コピーや変換等による⾳の劣化は割り引いて考えなくてはなりませんが、それ
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にしても TAHRA 盤が良い⾳質だけに、もう少しその特質がひきつがれればと思われます。この⾳質
低下の問題は、おそらく「クロストーク・キャンセレーション」の技法のせいではなく、何回かパソ
コン上でコピーを⾏っている（できるだけ回数を少なくするように⼼がけてはいますが）せいだと考
えられます。あるいは TAHRA が⾏ったと推定される「エコー付加」が、ステレオ復元すると解像⼒
の低下をもたらすのかもしれません。 

ところで、今までご報告してきた⼀連の成果物が、はたして真のステレオ効果なのか、単に時間軸
の多少のずれとか左右の周波数特性の差による、「疑似ステ」効果にすぎないのではないかという疑
問が、あるいはあがってくるかと思います。 

前回の投稿において、クンツ・テープを元にしたとされる LP・CD の⼤部分は、「右チャネルは低
域、左チャネルは⾼域増強」という周波数特性の加⼯をしたものであるとういうことを明らかにしま
した。その際、字数の都合で割愛しましたが、私達も再現実験を⾏っています。その結果、意外に簡
単にこの種の加⼯はできて、それなりにステレオ感のあるものが⽣まれることがわかりました。 

その⼀⽅で、それらをよく聴いていくと、いろいろと不⾃然な事柄が⽬⽴ってきます。たとえば、
「右チャネルは低域、左チャネルは⾼域増強」により、右チャネルには低⾳域の楽器、左チャネルに
は⾼⾳域の楽器が定位しますが、これは実際の楽器配置とは合わなくなってきます。また、拍⼿には
⾼域の周波数が含まれているため、そのままでは左チャネルに寄ってしまいます。市販の LP・CD で
は、それでは不細⼯なので、拍⼿が中央にくるように加⼯しています。その結果、オーケストラはそ
れなりに左右に広がるのに、拍⼿だけは中央にモノ的に位置するという､奇妙な⾳響が⽣まれます。 

それに対して、今回の⼀連のもの、特にこのクロストーク・キャンセレーションによってステレオ
情報を復活させたものは、オーケストラ・合唱・拍⼿・咳の左右の分離・定位が極めて⾃然かつリア
ルでであることと、⽣々しい臨場感は、周波数特性の加⼯をしたものを圧倒しており、これはやはり
「真性ステレオ」といって良いのではないかと思われます。 

今のところ、「魔弾の射⼿」の他に、このクロストーク・キャンセレーションによってステレオ情
報が復活するのは、「魔笛」（CETRA FE-19）と「世界の調和」（同 FE-21）だけです。「さすらう若
⼈の歌」（同 FE-29）、「ドン・ジョヴァンニ」（同 FE-23）、「ザ・グレート」(TAHRA FURT-1095-1097）
は、どれもモノ以外にはなりませんでした。前回の投稿で⾔及した、フランス・フルトヴェングラー
協会の記述（フランス・フルトヴェングラー協会会報 1983 年９⽉号）が正しければ、1953 年録⾳
の「ドン・ジョヴァンニ」および「ザ・グレート」は、２チャネル録⾳の可能性が⾼かったので、こ
の結果は意外でした。 

なお、クンツ・テープではありませんが、1953 年２⽉ 21 ⽇の録⾳と考えられる、フルトヴェン
グラーの交響曲第２番（Theater 400 353-1AB）に関しては、⼤変興味深い結果が得られましたの
で、また機会を改めてご報告したいと思います。 

いずれにせよ、「フルトヴェングラーのステレオ録⾳」に関する「都市伝説」は、本当だったと⾔
えます。 

ところで、この「魔弾の射⼿」の「ステレオ録⾳」が成⽴した事情は、資料がほとんど無いので、
結局推測でしか分かりません。ただ、これだけ⼤規模な事を、⼀個⼈が⾏ったとは思えません。恐ら
く､放送局（アメリカ占領軍が運営していた Rot-Weiβ-Rot 等）やザルツブルク芸術祭の事務局など
も、何らかの形で関与していたのではないでしょうか。 

また、前回の投稿で⾔及したように、戦前・戦中の先駆的な実験はともかくとして、レコード会社
や放送局が実験的ステレオ録⾳（放送）をはじめるのは 1952 年からで、アメリカと⽇本が先進して
いました（ちなみに、NHK でいわゆる「⽴体放送」の実験が初めて⾏われたのは、1952 年 12 ⽉で
あり、世界初の⽴体放送の定時番組「⽴体⾳楽堂」が開始されたのは、1954 年４⽉でした）。残念
ながら、ヨーロッパにおける状況は、資料が⾒つからないため、現在の所はっきりしません。 
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ちなみに、FE 盤の「魔弾の射⼿」の解説書には、「録⾳当時に、２チャネルで複製された今回の録
⾳は、ORF の製作した初⽇の中継放送に由来するものである」と書かれており、これはオリジナル
録⾳は放送局の収録であることと、マイクトラブル⽤に、予備のトラックをマルチトラックで収録し
た、放送録⾳⽤マルチトラックの先駆けとする⾒解
（http://www.geocities.jp/furtwanglercdreview/、2018 年11 ⽉12 ⽇閲覧）を裏付けています。
これを踏まえれば、放送局が収録した２チャネル録⾳を、クンツ⽒が２チャネル録⾳機で複製したと
考えるのが、１番妥当な気もします。 

そして、前述のフランス・フルトヴェングラー協会の記述にあるように、ステージの左側においた
マイクロフォンを主チャネルに、同右側のものを副チャネルに⼊れた場合に（放送⽤２チャネル録⾳）、
これを同時に正しく再⽣すれば、結果的に「ステレオ録⾳」になったはずなのではないでしょうか。 

しかしながら、現⾏のクンツ・テープにクロストークを補正しなければいけないのは、この放送⽤
２チャネル録⾳は、元々ステレオを⽬指したマイク・セッテングではなかった上、録⾳ないしは複製
の⽅法に､何らかの構造的な問題があったためと思われます。そのため、現在私達が聴くことのでき
る⾳は、そのままの形では、どれもこれもほとんどモノ、あるいは不出来な疑似ステレオとしか聴こ
えないのだと考えられます。 

いずれにしても、実際の放送には、放送⽤２チャネル録⾳から作成されたモノーラル録⾳テープが
使⽤された事もあり、また放送⽤２チャネル録⾳は、上記の理由により、少なくともそのままの状態
で再⽣しても満⾜のいくものではないので、「お蔵⼊り」になったのではないかと思われます。そし
て、それらが何らかの形で外部に流出したり、複製されたものが、現⾏のクンツ・テープではないか
と、現時点では推察されます。 

ちなみに、ミラノ放送局が収録した、1950 年のスカラ座における指環のテープ録⾳の⽅も、今回
の件を踏まえると、クンツ・テープと同様の、放送⽤２チャネル録⾳であった可能性が、新たに浮上
してくるように思います。これは、これは、6 本のマイクロフォンを⽴て（うち２本はオーケス
トラ⽤）、ドイツ軍が残していったテレフンケン製２トラックのマグネットフォンを使⽤して、バス
フのテープに 76cm/秒の速度で録⾳とされているので、少なくとも物理的条件としては、２チャネ
ル録⾳が可能でした。(その意味で、CETRA の CFE-101 の解説書に掲載されている、指揮台の
すぐ左横に（そしておそらく右横にも）、マイクロフォンがおかれている写真には、とても興味
深いものがあります。) 

そして、オリジナル・テープは２チャネル録⾳であったものの、前述のように、テープの劣化によ
る差し替え部分があり、また当初よりステレオ録⾳を意図したものではなかったため、CETRA は
⼀部の FE 盤と同様の「ステレオ録⾳」としては発売できなかったのかもしれません。この辺りも、
将来的には是⾮検討したいものです。 

以上の考察から、 
１．	少なくともクンツ・テープの「魔弾の射⼿」は、元々「放送⽤２チャネル録⾳」であったこと 
２．	そのステレオ情報を復活させるには、「クロストーク・キャンセレーション」の⼿法が有意義

であること が明らかになった思います。 
最後に、クロストーク・キャンセレーションによってステレオ情報を復活させた「魔弾の射⼿」全

曲の⾳源は、TAHRA の CD を丸ごとコピーしているので、著作隣接権上、公には公開できません。
この⾳源の⾳は、私達がこれまで聴いたフルトヴェングラーの「魔弾の射⼿」の中で断然最⾼だ！と
感じていますが、これを広く愛好者の⼿に渡せないのは、とても残念です。私達は、何からの形で著
作権関連問題がクリアーされ、「ステレオ」復元盤を、フルトヴェングラー・ファンに広く聴いてい
ただけるようになることを切望しております。 
         ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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第９2 回 レクチャー・コンサート（終了） 

開催⽇時：2019 年 9 ⽉ 15 ⽇（⽇） 
開演 午後１時 開演 終了 午後 6 時ころ 

講師 劉 邦 (呼川秀邦)  理事 
「コレクターの愉しみ」 

－東芝 HA1000 番代を振り返りつつ－ 
 

第 93 回 レクチャー・コンサート開催 

開催⽇時：2019 年 10 ⽉ 12 ⽇（⼟） 
開演 午後１時 3０分開演 終了 午後５時ころ 

講師 徳岡 直樹 ⽒ 
「創作する⾳楽」 

〜棒ふりフルトヴェングラーの切実な余技〜 

 

第 94 回 レクチャー・コンサート開催 

開催⽇時：2019 年 11 ⽉ 24 ⽇（⽇） 
開演 午後１時 3０分開演 終了 午後５時ころ 

講師 松本 ⼤輔 ⽒ 
「フルトヴェングラーの「エロイカ」の第１楽章を全て聴く第２回」 
 
○参加費：第 93/94 回とも センター会員１０００円、（⾮会員２５００円） 
○会 場：沖ミュージック・サロン 
○お問い合わせ、予約： 

電話または E メールで下記まで。満席の場合はご⼊場いただけませんので、できるだけご
予約ください。キャンセルは前⽇までにお願いたします。 

℡： 080-660-33-444 
（電話でのお問い合わせなどは夜８時〜１０時の間にお願いいたします） 
E メール : info@furt-centre.com 

終了後、引き続き講師を囲んで懇親会を会場で開催いたしますので、是⾮お気軽に参加く
ださい。参加費は 2000 円程度で、当⽇会場でもお申し込みをお受けいたします。講師とフ
ルトヴェングラー・ファン同⼠で軽⾷とビール、ワインなどを⾷べ飲みながらの語らいはい
かがでしょうか？ 
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《 お 願 い ・ お 断 り 》 
◎頒布資料の転売・譲渡等は禁止です！  名義貸し・転売・譲渡・オークション出品は厳にお断りいたします。 
◎郵便振込の控は、お支払いの証拠資料です。紛失せぬよう大切に保管下さい！ 
センターにお問い合わせをいただく時は、振込控に記載の「郵便局受付日付」と「金額」をお知らせ下

さい。 
◎海外協会のものにつきましては、あくまで取り次ぎサービスのみをさせていただいておりまして、フルトヴェン
グラー・センターとしては製品のソースそのもの、および妥当な外見性までの保証責任はもっていないことをあら
かじめご了解いただきますようお願いいたします。また、視聴に支障がないような損傷、汚れなどによるお取替え、
返品はご容赦下ください。 
◎寄稿の内容はフルトヴェングラー・センターの主張・見解を代表するものではありません。 
◎発行人の許可なく記事・写真等を無断転載・転用することは厳にお断りいたします。 

ホームページに掲載した会報では、原稿がカラー写真の場合はモノクロではなくカラーでご覧いただけます 

Furtwängler in Italy 
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