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Newsletter No. 62 / 会報第 62 号 2021 年 12 月 
 

 

フルトヴェングラー・センター会員の皆様、 
我が国ではコロナ感染が落ち着きを取り戻しつつあるように⾒える⼀⽅、海外では依然として

猛威を振るっているようです。完全収束にはまだしばらくかかりそうです。くれぐれもご⾃愛
ください。 

さて、ワーナー・クラシックスの新しいフルトヴェングラー全集が発売されました。早くも
いろいろな問題点の指摘もある様ですが、今回は近年のワーナーの SP 盤復刻が良い出来栄え
であるように、今回もかなり良い⾳で SP 盤の復刻ができているのではないかと思います。ま
た新発⾒テープを使ったベートーヴェンの 7 番やピチカートポルカなど、積年の疑問が解決し
たものもあり、おおむね良い仕事だったのではないかと思います。 

また、BIS から「バイロイトの第九」の新発⾒テープによる SACD もリリースされます。ど
ちらが本番でどちらがリハーサルなのかという問題についても最終回答が出るのでしょうか。 

 
会報 62 号では以下の内容でお送りします。 

⽬次 
1. 新譜 CD 頒布のご案内   P. 2 〜 4 
2. 桧⼭コレクション既リリース分についてのご感想 

アンドレアス・フルトヴェングラー博⼠  p. 4 〜 5 
ロジャー・スミッソン⽒  P.  5 〜 6 
ディートリッヒ・フォン・カルテンボルン⽒  p. 6 〜 8 

  会員 ⽥井 ⻯⼀ ⽒  p. 8 〜 11 
⼤橋 陽⼀郎 ⽒  p. 11 

3. センターの DVD-Video の頒布品について 
  会員 加藤 幸弘 ⽒  p. 12 〜 16 

4. (続)リヒャルト・シュトラウス「四つの最後の歌」のアセテート盤について  P. 16 〜 20 
5. 続 フルトヴェングラーの⼿紙 第 24 回   会員 ⽥中昭⽒ 提供  P. 21 〜 22 
6. 会員継続⼿続のご案内   p. 23 
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使用機器 Technical Data:  

 
Re-Mastering: 清水公典 Kiminori Shimizu     

CDR Master: 小林照幸 Teruyuki Kobayashi (PlexMaster) 

Artistic Supervision / Sleeve Design: 中村政行 Masayuki Nakamura 
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新譜 CD 頒布のご案内 
 

1.  ベルリンでのフルトヴェングラー １９５２年１２⽉ 

  Wilhelm Furtwängler in Berlin, December 1952 

センター会報第６０号で「オルセン・ディスコグラフィー」の編纂者として世界的に著名な
Henning Smidth（通称オルセン）⽒から、⽒のオープンリール・テープコレクションをすべ
て寄贈いただいたことをお知らせしました。これらの貴重な資料を、充分に整備したテープデ
ッキを使⽤して、慎重にデジタル化して会員の皆様に提供する準備をしているところです。 

今回はこの中からフルトヴェングラーが１９５２年１２⽉、ベルリンでベルリン・フィルと
⾏った３⽇間連続の定期公演のうち、 

初⽇の１２⽉７⽇及び２⽇⽬１２⽉８⽇の２⽇分の全曲⽬ 
の録⾳を４枚組の CD にして頒布します。 
 
フルトヴェングラーによる「エロイカ」は１９４４

年１２⽉ウィーン・フィルによる、いわゆる「ウラニ
アのエロイカ」を始めとして計１１種類の録⾳が遺さ
れていますが、今回収録する２種は、⼿兵ベルリン・
フィルと戦後の本拠地ベルリンのティタニア・パラス
トで⾏った、結果としてこのコンビによる最後の演奏
となった演奏で、気⼒充実したフルトヴェングラーの
指揮にオーケストラの響きも戦後のピークを迎えてい
るのが如実に感じられる素晴らしいものです。 

なおこれまでいくつかの録⾳を 96kHz/24bit の⾳声
を収録した DVD でご提供してまいりましたが、DVD
の「⾼⾳質再⽣」が困難であることを踏まえ、今後は
原則として CD-Rでの頒布に戻します。 

⼀⽅で今回のような良質の⾳源を最良のハイレゾ⾳源としてお聴きになりたい⽅々のために、
CD-Rに加えて 192kHz/24bit の超⾼⾳質での追加頒布も⾏うことといたしました。これは
CD を購⼊された会員の⽅々のうち、ご希望の⽅々にインターネットを通じて「ファイルでの
配信」を⾏うものです。 

また１２⽉７⽇演奏のヒンデミットの交響曲《世界の調和》は、清⽔宏編「フルトヴェング
ラー完全ディスコグラフィー」上では『ベルリン初演 未発売 私的録⾳のみ』とされている
録⾳の世界初出です。 

 

2.   ベートーヴェン作曲 交響曲第９番ニ短調「合唱付き」（1937 年ロンドン）   

センターでは、2003 年創設直前の時期にWFFC-0301 としてこの EMI録⾳を頒布しました。
当時もセンターの創設者がベストを尽くして制作しましたが、それ以来 18年を経て、いくつ
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使用機器 Technical Data:  
 
Symphonies No. 6, No. 5 / Piano Concerto No.4 
  Playback: 薬師寺純平 Jumpei Yakushiji   

Tape Deck: TEAC X300 
 
Symphony No. 3 
  Playback: 薬師寺純平 Jumpei Yakushiji 

Tape Deck: DENON DH710F 
 
DSD Recorder: KORG MR2000 ( Jumpei Yakushiji)  (DSD 収録)  
Re-Mastering: 清水公典 Kiminori Shimizu     
DVD Master: 薬師寺純平 Jumpei Yakushiji 
Artistic Supervision / Sleeve Design: 中村政行 Masayuki Nakamura 
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Furtwängler in Italy 

FACULTY 
WFFC-0301R 

 

Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 
 
Symphony No.9 
In D minor, Op.125 
“Choral” 
 
 
Berliner Philharmoniker 
 

Wilhelm 
Furtwängler 
  
1 May 1937 at Queen’s Hall, London 
 
EMI Archive matrices 2EA3559 – 77 
René Trémine Discography No.39 
 
 

か不⼗分と思われる点がありましたのと、センターが 2014 年以来進めてきた「桧⼭コレクシ
ョン」で得た SP 復刻に関する知⾒をもとに、これらの諸点をできるだけ改めて、新たに
WFFC-0301R として頒布することと致しました。 

改善の諸点は次のとおりです︓ 

１． WFFC-0301制作当時は、７８回転盤 SP の再⽣ピッチについては、これをデジタル
的に正確に計測する⼿段がなかったため、結果として A=450Hzを超えるピッチでの
収録となっていました。今回は当時のベルリン・フィルのピッチと想定される
A=442Hzに修正しました。これにより、演奏時間が⻑くなるとともに、演奏の趣が
⼤分違って聴こえます。 

２． WFFC-0301制作当時は⼊⼿できなかった⾳楽編
集⽤ソフトウェアを使⽤して、新たに各⾯の「つなぎ」
を⾒直して、より⾃然な形で聴いていただけるよう努め
ました。と同時に、より進んだ形でノイズ削減を⾏い、
できるだけ本番当時の⾳楽をお楽しみいただけるよう最
善の努⼒を致しました。 

３． 原盤の制作にあたっては、「桧⼭コレクション」
で使⽤してきている Plextor社製作の CDR焼成機の銘機
「PlexMaster」により、パソコンなどの CDR焼き込み
では到達できない純度の⾼い CDR 原盤を作成しています。 

４． 製作については、「桧⼭コレクション」で使⽤したプロ仕様のハイスペック CDRを使
⽤し、更に原盤を忠実にコピーする「１︓１ オンザフライ」プロセスにより、原盤
の⾳を完全に再現することといたしました。 

######################## 
 
今回頒布品︓ 
 
1.   WFHC-035/7 １９５２年１２⽉ベルリンでのフルトヴェングラー  
 ヴェーバー ︓歌劇「魔弾の射⼿」序曲 
     ヒンデミット ︓交響曲「世界の調和」 （１２⽉７⽇演奏は世界初出） 
 ベートーヴェン ︓交響曲第３番変ホ⻑調作品５５「エロイカ」 
  （録⾳ １９５２年１２⽉７⽇、及び１２⽉８⽇ ティタニア・パラスト） 
 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 

 指揮︓ヴィルヘルム・フルトヴェングラー  
 

頒布資料代︓CD-R ４枚組 WFHC-035/8 頒布価格 6,800 円（送料込み） 
      192kHz/24bit デジタル⾳源（wav） 追加価格 2,000 円 
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２．WFFC-0301R  
 ベートーヴェン︓ 交響曲第９番ニ短調作品１２５「合唱付き」 
  （録⾳ １９３７年５⽉１⽇ キングスウェイ・ホール） 
   エルナ・ベルガー（soprano） ゲルトルーデ・ピッツィンガー(contralto) 
         ヴァルター・ルートヴィヒ (tenor)   ルドルフ・ヴァツケ (bass) 
         フィルハーモニック合唱団 合唱指揮︓チャールス・ケネディー・スコット 
 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 

 指揮︓ヴィルヘルム・フルトヴェングラー  
 

頒布資料代︓CD-R 1 枚 WFFC-0301R 頒布価格 2,000 円（送料込み） 
 
資料申込要領︓ 
 
1. 同封の郵便振込票をご利⽤下さい。 
2. 申し込み期限は 2021 年 12 ⽉ 30 ⽇（⽊）です。原則として受注⽣産を⾏いますので、

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 CD 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︓ 2022 年 2 ⽉ 
 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 

 

######################## 

 
桧⼭コレクション既リリース分についてのご感想 
 
＜アンドレアス・フルトヴェングラー博⼠＞ 
WFFC2005-HYM（チャイコフスキー作曲 交響曲第６番「悲愴」他） 

WFFC2101-HYM（ベートーヴェン交響曲第 3 番「英雄」1947 年録⾳他）について 

Ich gratuliere für die wunderbaren neuen CD's: die "Pathétique" hat eine fantastische Präsenz 

und ist weit besser als die bisherigen Übertragungen der 1938 Schellaks, die hübsche 

Serenade rundet diese CD schön ab!  Auch bei der 7. Symphonie wirkt Ihre Korrektur 

überzeugend! Die Aufnahme ist leider technisch nie sehr gut gewesen, aber jetzt klingt sie 

frischer, dies gilt auch für die "Eroica", bei beiden wirken die etwas breiten Tempi klanglich 

ausgewogener. 

Sehr schön auch Egmont und Coriolan.  

     

Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese handwerklich gelungen Neuerscheinungen! 
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Lieber Masayuki, hoffentlich geht auch bei Ihnen bald die Corona-Zeit vorbei. Ich grüsse Sie 

ganz herzlich aus Berlin,  

Ihr Andreas Furtwängler 

 
素晴らしい CD 新譜の頒布をお祝いしたいと思います。「悲愴」は素晴らしい存在感があり、こ
の 1938 年録⾳ SP のこれまでのどの復刻版よりもはるかに優れています。さらに「セレナー
デ」がとても可愛らしく、この CD を美しく仕上げています。 また、第 7交響曲についても、
センターでの修正は説得⼒があります。この録⾳は残念ながら技術的には決して良いものでは
ありませんでしたが、この CD ではより新鮮に聞こえます。それと同じことが「エロイカ」に
も当てはまり、どちらもややゆっくり⽬となったテンポがよりバランスのとれた演奏になって
います。 
エグモントやコリオランもとても美しいです。 
     
充実した⼿作業を感じさせる新作に⼼からのお礼を申し上げます。 
 
マサユキさん、あなたにおかれても、早くコロナの時代が終わることを願っています。私はベ
ルリンからあなたに温かい敬意を表します。 
あなたのアンドレアス・フルトヴェングラー 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
WFFC2101-HYM（ベートーヴェン交響曲第 3 番「英雄」1947 年録⾳他）について 

＜ロジャー・スミッソン⽒＞ 

The Eroica CD reached me safely and I have listened to it with great pleasure.  The transfers 

are excellent as always, clearer than the slightly filtered Naxos, and it's really good to have 

both versions of the first side of the Funeral March to compare. The inconsistency between 

sides 1 and 2 of the first movement did not bother me! 

I entirely agree with your adjustment of pitch. The late Paul Badura-Skoda told me 

categorically that the "Viennese A" has always been 444, and he should know, having lived and 

worked there all his life. And no-one is likely to notice any difference between 443 and 444. 

On the question of recording speed, it may well have been intentionally adjusted as you 

suggest, but it might also be due to the unreliable electricity supply in Vienna at that time.  

Richard Osborne's biography of Karajan refers to the need to find petrol for generators for 

recording sessions in those years.  Do you know if the same problem arises with the other 



 

 6 

records from these sessions - Coriolan, Brahms and Mozart Gran Partita serenade? 

Thank you once again for this splendid production, best wishes and keep well! 

Roger 

 

エロイカの CD は無事に届き、とても楽しく聴かせていただきました。復刻はいつものよう
に素晴らしく、少しフィルターのかかったナクソスよりもクリアーです。また、葬送⾏進曲の
第 1⾯の両バージョンを聴き⽐べることができるのはとても良いことです。第 1楽章の第 1⾯
と第 2⾯の繋ぎには不⾃然さは感じませんでした。 

ピッチの調整については全く同感です。 故パウル・バドゥラ＝スコダは、"ウィーンの A "は
常に 444 であると断⾔していました。いずれにしても、443 と 444 の違いに気づく⼈はまず
いないでしょう。 

録⾳速度の問題については、ご指摘のように意図的に調整されている可能性もありますが、
当時のウィーンの電⼒供給が不安定だったことが原因かもしれません。 リチャード・オズボー
ンが書いたカラヤンの伝記には、当時のレコーディング・セッションでは発電機⽤の燃料が必
要だったと書かれています。 このセッションで録⾳された他のレコード（コリオラン、ブラー
ムス、モーツァルトのグラン・パルティータ・セレナーデ）でも同じ問題が発⽣していました
か︖ 

このような素晴らしい作品を作っていただき、本当にありがとうございました。よろしくお
願いします。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

WFHC-034 について 

＜ディートリッヒ･フォン･カルテンボルン⽒（バイエルン国⽴歌劇場管弦楽団チェロ奏者）＞ 

New Hallmark Collection  

Dear Masayuki! 

Thanks a lot for the new DVD from the hallmark collection! It was a nice idea to combine the 

first and last shellac recording on one disc. 

Also the gallery with all the covers is a treat. As I just now got the new Warner edition I 

compared the Freischuetz with their efforts and must say that the work of Mr.Shimizu is 

clearly superior. 
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A lot of time must have went into this transfer! Actually it seemed to me that this for the 

first time sounded really like an electric recording, finally, 95 years after the sessions. 

The improvement in the Beethoven is somewhat less dramatic but once again the warmth and 

depth of the sound comes through more immediately than in other editions. 

I liked especially the list of concerts that Fischer and WF played together. 

Talking of the Warner edition that just came out it is certainly quite an achievement. To have 

all studio recordings in one box and even some unreleased recordings was a welcome surprise 

to me. On the other hand they could on this occasion have clarified the surroundings of the 

Bayreuth Beethoven IX. instead of repeating the old claim of a live recording. 

What Furtwängler says to the orchestra before the start sounds like "Meine Herren, im 

Scherzo wird der erste Teil wiederholt." 

I can not at all imagine he would have announced this in the actual concert, being aware of 

the radio transmission and the festive occasion. This must come from the general rehearsal. 

But obviously more material does not seem to exist in the EMI archives. 

Still all in all a good production with some decent remasterings and a step forward. Now I 

hope for a new edition of the Rome Ring in decent sound. 

In the opera we are just playing "The Nose" by Shostakovich, rather unpleseant for the ear. At 

least the we can play for a full audience now again though everyone is still required to wear a 

mask. Hopefully next spring all restrictions will fall and we can fully return to life. 

Many thanks again for the beautiful DVD and best regards, 

Dietrich  

 

マサユキさんへ! 

ホールマーク・コレクションの新しい DVD をどうもありがとうございました。最初と最後
の SP録⾳を 1枚のディスクにまとめたのはナイス・アイデアでした。レーベルやジャケット
を集めたギャラリーもファンには「ごちそう」でした。 
私はちょうどワーナーの新版を⼿に⼊れたところなので、彼らのとセンター盤での「魔弾の
射⼿」を⽐較してみましたが、清⽔さんのリマスタリングの⽅が明らかに優れています。 
この復刻にはかなりの時間が費やされたに違いありません。実際、録⾳セッションから 95

年を経て、この録⾳が初めて本当に電気録⾳らしく聴こえました。 
ベートーヴェンでの改善は、さほど劇的ではありませんが、ここでも⾳の暖かさと深さがこ

れまでの復刻盤よりも直截に伝わってきます。またフィッシャーとフルトヴェングラーの協演
をまとめたリストがとても気に⼊りました。 
先⽇発売されたワーナー版について⾔えば、これは⾮常に⼤きな成果だと思います。スタジ
オ録⾳が全て⼀つのボックスに収められており、未発表の録⾳もあるというのは、私にとって
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嬉しい驚きでした。⼀⽅で、バイロイトのベートーヴェン 9番については、これがライブ録⾳
であるという古い主張を繰り返すのではなく、その周辺事情を明確にすることができたはずで
す。 

フルトヴェングラーが開始前にオーケストラに向かって⾔ったとされる⾔葉は、"Meine 
Herren, im Scherzo wird der erste Teil wiederholt. "（皆さん、スケルツォは第１部を繰り
返します）のように聞こえます。このコンサートがラジオ中継される祝祭的な催しであること
を意識していた彼が、実際のコンサートでこのようなアナウンスをしたとは到底思えません。
これはゲネプロ（総練習）の際のものに間違いないでしょう。 
明らかに EMI のアーカイブにはこれ以上の資料は存在していないようです。 
全体的には、適切なリマスターが施されていて、⼀歩前進したとは⾔えるでしょう。今度は

「ローマの指環」をきちんとした⾳で収録した新版を期待したい。 
バイエルン国⽴歌劇場では、ショスタコーヴィチの「⿐」を演奏したばかり、あまり⽿に⼼
地よいとはいえません。少なくとも、全員がマスクを着⽤しなければならないとはいえ、今で
はオペラハウスを埋める聴衆のために演奏することができます。来年の春にはすべての制限が
なくなり、完全に元の⽣活に戻れることを願っています。 
美しい DVD をありがとうございました。 
ディートリッヒ  

 (以上３件、⽇本語訳 フルトヴェングラー・センター会⻑ 中村政⾏) 
   

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

「フルトヴェングラーによる最初と最後のＳＰ録⾳」鑑賞記 
                              ⽥井⻯⼀ 

フルトヴェングラー・センターの DVD-R「フルトヴェングラーによる最初と最後のＳＰ録
⾳」（WFHC-034）を、早速きかせていただきました。まず、せっかくですので、次の３種
類の⽅法で、部分的な試聴をしてみました。 
１）ブルーレイ・プレイヤーで再⽣。使⽤機器は、パイオニアの BDP-LX88（デジタル⾳声

出⼒・ビデオ出⼒を遮断した、「ダイレクト機能」使⽤）。 
２）ブルーレイ・プレイヤーのデジタル出⼒を、同軸ケーブルで USB-DAC に⼊⼒して再⽣。

使⽤機器は、上記および Singxer SDA-2。 
３）DVD からWAVファイル（96kHz/24bit）を取りだし、PCオーディオで再⽣。使⽤シ

ステムは、Host PC（ファンレス・ミニ PC）ー Diretta Target PCーSingxer SDA-2。
⾳楽再⽣ソフトは、Bug head Nontallion＋MinorityClean。 

試聴の結果は、１）は結構良い⾳がします。ただ私は、同じ CD を同機とマランツの
SACD プレイヤー SA-14S1 で再⽣した場合の、両者の⾳質の歴然とした差を既にしってい
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ます。ですので、もっと⾼⾳質できけるのではないかと、どうしてもおもってしまいます。
２）は解像度が⼀層⾼い⾳質になります。また、⾼⾳域の⾳の伸びも特筆できます。３）は
さらに解像度が⾼くなり、⾳が⽴体的でスケール感があり、⾳楽がより躍動的で、⽣々しく
きこえます。私の環境では、３）が最良におもえましたので、全体をこのシステムできくこ
とにしました。 

ただ、コンピュータは元々⾳楽を⾼品質にきく道具ではありませんので、PCオーディオで
⾳源をそれなりの⾳質できこうということになると、電源やケーブルの吟味、ノイズ対策な
ど、様々な⼯夫が必要となりますし、そのため費⽤も結構かかります。その意味では、２）
の⽅法は、費⽤対効果が⾼いようにおもいます。特に、安価な DVD プレイヤーの場合は、
より⾳質改善の度合いが⼤きくなるかとおもわれます。 

まず、「魔弾の射⼿」序曲（1926 年）ですが、その後の主流となるものとは異なった録⾳
⽅式が使⽤されています。そのため、従来の復刻 LP・CD は、いずれもまことに⼼細い⾳質
で、演奏をあじわうには⼤変厳しいものがありました。しかし、今回の復刻では、明瞭で、
⼒強い⾳がします。特に、弦楽器の⾳がしっかり聴きとれるため、演奏の⾻格がとてもよく
わかります。この復刻で私は初めて、この若々しさと瑞々しさにあふれた演奏の全容と、そ
の素晴らしさを理解できたようにおもいます。 

次に、フィッシャーとの「皇帝」の SP 復刻です。この演奏は、私が LP・CD を通じて、
愛聴してきたものです。SP 復刻ときいて当初、元々は優秀なテープ録⾳であり、その SP を
復刻するのは、資料的な意味合い以上のものが果たしてあるのだろうかと、正直おもいまし
た。しかしながら、⼀聴して、「あっ」と感じました。オーケストラは全体的に⼒強い響きで
あり、その上にフィッシャーの⼒強くも、繊細で美しいタッチが浮かびあがります。また、
フィルハーモニー管弦楽団の管楽器の素晴らしい⾳⾊もあじわうことができます。 

なるほど⾳の解像度などには、さすがに限界はありますが、後年の LP や CD では味わえな
いものが確かに聴きとれます。特に LP や CD では、この演奏は、重厚さというより、推進⼒
とある種の「軽み」をもったようなものにきこえます。しかし、SP 復刻⾳源では、重厚でス
ケール感もともなった演奏であるようにおもえます。この⾳源が、演奏の印象や評価に修正
をせまるものにもなっている点には、⼤変興味深いものがあります。 

また、⾯ごとの収録ヴァージョンできくと、SP⽚⾯分毎におこなわれた録⾳セッションを
追体験することができることも、今までにはなかった新鮮な経験となりました。 

さらに、英国プレスの SP 盤は、盤の摩耗をふせぐための物質が混⼊されているためか、
電気再⽣すると、「バリバリバリ」という⼤きなノイズがでるのが常です。しかし、この⾳源
は、ノイズが⼤変少ないことも特筆されます。使⽤された SP 盤の状態も良かったのでしょ
うが、オリジナルの⾳をそこなわない範囲で整⾳をおこなった、⾳源制作にあたられた⽅々
のご努⼒の賜物だとおもわれます。これはこの DVD-Rの他の⾳源にもいえることであり、
そのことに敬意を表したいとおもいます。 
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最後は、ボーナス・トラックにおさめられている、アメリカ初出盤の RCA LHMV-4 です。
かつて私もこの盤を所有していましたが、その時の印象は、とても明快な⾳ではありますが、
厚みや深みにやや⽋けるというものでした。しかし、今回の⾳源をきくと、明快さと共に、
厚みや深みも結構感じられます。LP 盤復刻として、⽶国盤がえらばれた理由は定かではあり
ませんが、⽶国盤の⾳質の傾向は、SP 盤のそれとはある意味対極にあるものといえ、あるい
はそうした理由によるものかもしれません。いずれにしても、今回⽶国盤の良さを再認識し
た次第です。 

ところで、この演奏の LP については、前々からずっと気になっていることがあります。
かつて所有していた、HMVの ALP 盤に続く版になる、HLM－7027（1973 年発売）の解説
には、今までの LP はディスクからの復刻であったが、今回初めてテープ⾳源を使⽤したと
いった趣旨の事柄がかかれています。もしこれが真実であるとすれば、初出盤の LP⽤マス
ター・テープ制作時に使⽤された細切れテープは、セッション録⾳時のものではく、ディス
ク（おそらく⾦属原盤）を板起こししたものということになります。 
初めてこれをよんだ時には、初出盤の LP⽤マスター・テープ制作時に、より⾳質の良い

セッション録⾳テープが存在するのに、わざわざディスクからおこしたということがとても
理解できませんでした。また、当時私は英・独・仏・⽶の初期盤を所有していましたが、い
ずれも鮮明な⾳質であり、SP 盤の板起こしとはにわかにはおもえませんでした。 

しかしながら、今回 SP 盤の複刻をきいて、SP 盤の⾳質に⼤変な⾃信をもっていた当時の
HMVのエンジニアにとって、セッション録⾳テープはあくまで素材であり、そのためあのよ
うに完成された SP 盤から採録しょうとしたのではないかとおもうようになり、その思いが
少しは理解できるような気がしてきました。また、⽶国初期盤の複刻⾳源を注意深くきいて
みると、LP のサーフェイス・ノイズとの峻別がかなり難しいところですが、SP 盤のノイズ
がきこえるような気もします。 
同様の問題は、ベートーヴェンの第７交響曲や、シューベルトの「未完成」にも存在して

います。折しも、ワーナー・クラシックスから、「フルトヴェングラー正規レコード⽤録⾳集
⼤成」が発売されることでもあり、これを期に、これらの問題に関する検証がすすむことを
期待したいとおもいます。 

その後私は、最近⼊⼿した「フィルハーモニア管弦楽団創⽴ 75周年記念史的録⾳集」（ワ
ーナー・クラシックス、2020 年）のために制作された 192kHz/24bit ハイレゾ⾳源で、こ
の演奏を再びきいてみました（この⾳源は、フルトヴェングラー正規レコード⽤録⾳集⼤成」
でも使⽤されるとのことです）。SP・LP 盤ではきかれなかったものと共に、そこからうしな
われたものの双⽅が存在することがわかり、いろいろと感慨深いものがありました。 

いずれにしても、今回の DVD－Rは、フルトヴェングラーの初録⾳および最後のＳＰ⽤録
⾳を、極めて良質な⾳質で味わうことができると共に、SP から LPへの過渡期における、SP



 

 11 

盤と LP 盤の相互関係について考察する機会をあたえてくれる、とても⽰唆的な⾳源資料だ
とおもいます。 

なお、SP 盤の複刻については、CD－Rで⼗分であるという向きもあるかもしれません。
しかしながら、今回の良質なハイレゾ⾳源は、SP 盤のもつ豊富な情報量をあますことなくも
たらしてくれますし、演奏を⼀層⽣々しく、かつ豊かにきかせてくれます。LP 盤の複刻にお
けるハイレゾ⾳源の優位性については、いうまでもありません。今後の桧⼭コレクションの
SP 盤復刻や、今後進⾏するであろう、ヘニング・スミット・コレクションの⾳源公開も、ハ
イレゾ⾳源で配布していただけることを切に希望いたします。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 理事 ⼤橋 陽⼀郎 
センターの「皇帝」が到着致しました。 
ＤＶＤですので機器の配線をつなぎ直して聴いておりますが、以前何かで読みました、冒
頭の⾳がフーガのように響く、といったくだりを久々に思い出しました。 
演奏はまさしくあのフルトヴェングラーとフィッシャー、当時のオーケストラのそれであ

りながら、分厚い和⾳の中に、繊細な⼩さな⾳がきちんと⼊っておりました。 
ＳＰなので針⾳はありますが、まったく気にならないレベルです。 
次いでＬＰも収録されており、こちらはまた雰囲気ががらりと変わっていながら既存のも

のとも違う、⼤変に聴き映えのするもので同様に楽しませて頂きました。 
冒頭の序曲も含め、質と量共にとてもすばらしい盤です。 
話は変わりますがＥＭＩの正規録⾳集が拙宅にもついに届きましたので、前から気になっ

ておりましたセンターの盤と最新盤とでベートーヴェンの交響曲第七番の聴き⽐べを致しま
した。 

ライナーノートでも触れておられましたが、やはりテンポの違いは思ったより⼤きく、最
新盤の聞き慣れたテンポはいつもの通りでしたが、センターの盤のどっしりとしたテンポの
素晴らしさは同じ全集の５４年の「運命」に通じるところがあり、改めてなるほど、と思っ
た次第です。 
こういった当時を振り返っての試みは最早なかなかメーカーではできず、やはりセンター

の独擅場といった感がありますので、⼤変に学究的な、こういったものを続けていってほし
いと思います。 

⻑⽂ご寛恕下さい。 
 

######################## 
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＜寄稿＞ 
センターの DVD-Video の頒布品について 

会員 加藤 幸弘 

１ DVD-Video での頒布の始まり 

 センターの頒布品は会報第５４号でのストックホルムのブラームスの「ドイツ・レクイエム」，
会報第５５号でのローマ・イタリア放送交響楽団とのベートーヴェン，そして会報第６１号で
の最初と最後のＳＰ録⾳と，相次いで DVD-Video を制作し 96kHz/24bit PCM を収録してい
る。 

 センターで DVD-Video の頒布品を制作することについては，最新の会報第６１号において
もハイレゾフォーマットとしては SACD があるが，⾼コストであること，安価で質の良い
SACD プレーヤーが⼊⼿しにくくなっていることから，DVD-R（DVD-Video のことか）を使
うことが最も現実的な解決策であると述べられている。 

２ DVD-Video の⾼⾳質再⽣の困難さ 

 しかしながら，DVD-Video を再⽣して 96kHz/24bit PCM の⾼⾳質で聴くことは⾮常に困
難で，通常の DVD/BD プレーヤーで再⽣した場合，アナログ出⼒はハイレゾレベルを期待で
きるほどのクオリティとは⾔い難い。デジタル出⼒では HDMI からフォーマットどおりの
96kHz/24bit PCM が出⼒されるが，HDMI を変換できるＤＡコンバーターは簡便な機器が数
多く発売されている⼀⽅で，本格オーディオのものとしては LINN の製品がある程度なので，
ハイレゾレベルで再⽣することは極めて限られている状況にある。 

 DVD/BD プレーヤーの中には，HDMI の他にオーディオ装置の DA コンバーターに接続する
ために，コアキシャル（同軸）やオプティカル（光）のデジタル出⼒を有したものもあるが，
この出⼒からは 96kHz/24bit PCM を 48kHz/24bit PCM ⼜は 48kHz/16bit PCM（機種によ
り異なる）にダウンコンバートして出⼒される。48kHz/24bit PCM の⾳質は紛れもなくハイ
レゾであるが，48kHz/16bit PCM の⾳質は CD並みであり，DVD-Video のハイレゾを聴くと
いうメリットがなくなってしまう。これについては個々の機種を確認するしかないと思われる。 

 他の⽅法としては，パソコンに DA コンバーターのドライバーをインストールして，パソコ
ンソフトの DVD/BD プレーヤーで再⽣し，USB で出⼒することも可能であるが，この場合で
あっても 96kHz/24bit PCMを 48kHz/24bit PCM⼜は 48kHz/16bit PCMにダウンコンバー
トされて出⼒される。 

 これらのダウンコンバートが⾏われる理由については，正確には理解できていないが，
HDMI には著作権保護機構（HDCP というコピーガード）が施されているのに対し，コアキシ
ャル，オプティカルや USB の出⼒にはそのような仕組みがなく，ストレートに⾳声信号が出
⼒されるため，著作権保護のために⾏われる仕様のようである。 
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 DVD-Video は再⽣⽅法の汎⽤性が⾼く，様々な再⽣⽅法があることについてはセンターが
メリットとして捉えているところではないかと思われるが，結局のところ，96kHz/24bit PCM
の⾼⾳質の頒布品なのに，このフォーマットに⾒合った再⽣⾳がなかなか得られないという問
題を抱えてしまっている。 

 DVD-Video を直接再⽣するのではなく，⾳声データを取り出して聴くことも可能で，専⽤
ソフトでハードディスクにリッピングし，さらにそこから⾳声データを取り出して最終的に
FLAC やWAVなどの⾳声ファイルとする⽅法があり，これでようやく 96kHz/24bit PCMで聴
くことができるようになるのだが，これはこれで⾮常に⼿間がかかり，パソコンスキルも必要
なので，ここまでしている会員は決して多くはないと思われる。 

３ 私⾃⾝の再⽣⽅法とそれぞれの⽅法での⾳質 

 ちなみに私⾃⾝はどのようにして聴いているかというと，DVD/BD プレーヤー（SONY 
BDP-S480）で再⽣し，コアキシャルのデジタル出⼒から DA コンバーター付きの SACD プレ
ーヤー（DENON DCD-SX1）に出⼒し，DA 変換して聴いているが，幸いにして SONY BDP-
S480 は 48kHz/24bit PCMを出⼒しているようで，CD よりも情報量の多い⾳の質感と，響き
や⾳⾊の再現を聴くことができている。 

 試しに前述の⽅法により DVD-Video から⾳声データを取り出して，最終的に WAV に変換
したものをハイレゾ再⽣ソフト（foobar2000）で再⽣し DENON DCD-SX1 の DA コンバータ
ーを通して聴くと，⾳のスピード感や反応の良さ，⾳像の明快さを増しており，これに⽐べる
と前述の DVD/BD プレーヤーで再⽣した⾳は，かなり鈍った感があることは否めず，こうな
ると⼿間はかかるといっても，やはりWAVファイルで聴きたいと思ってしまっている。 

 さらに，会報第５４号で頒布したストックホルムのブラームスの「ドイツ・レクイエム」は
フランス協会では 96kHz/24bit PCM の WAV ファイルで頒布しているので，これを⼊⼿して，
センター頒布の DVD-Video から取り出した 96kHz/24bit PCM の WAV ファイルと聴き⽐べ
て⾒ると，フランス協会の WAV ファイルの⾳の⽅が，ピントの合ったシャープな⾳で聴くこ
とができた。同じフォーマットの WAV ファイルであっても，いったん DVD-Video にしたも
のから取り出したものよりも，元の WAV ファイルを直接聴いた⽅が⾳が良いというのは道理
だと思われる。 

４ 今後の頒布⽅法についての提⾔ 

 以上に述べたように，DVD-Video の場合，96kHz/24bit PCM が記録されているにもかかわ
らず，市販の機器やソフトウェアで再⽣した場合にはそのフォーマットのまま再⽣することや，
⾼⾳質で聴くことが困難であり，かといって，いかに⾼⾳質再⽣が可能であるとしても，パソ
コンを使ってリッピングして⾳声データを取り出すことを広く会員に推奨すべきとも思えない。 

 CD の場合は 44.1kHz/16bit PCM というフォーマットの限界があるが，⻑らく⾳楽再⽣⽅
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法の主流であったことから，⼀定レベル以上の CD プレーヤーを使⽤されている会員は少なく
ないと思われる。DVD/BD プレーヤーで DVD-Video を再⽣したときとの⾳質差は，使⽤して
いる CD プレーヤーが⾼級機であるほど，フォーマットの差を超えて CD プレーヤーで CD を
聴いた⾳質の⽅が優れているということも⽣じるのではないかと思われる。 

 つまりは，AV 機器やパソコンを駆使してハイレゾ再⽣を⾏っている環境であれば，DVD-
Video であってもそれなりに対応した聴き⽅が可能であるが，CD を⾼⾳質で再⽣する装置を
メインに使⽤している環境では，むしろ CD の⽅が⾼⾳質で聴けるということもあり得るので
はないかと考えられる。 

 そうなると，各々の会員が最善の再⽣⾳で聴けるようにするためには，CD ⼜は CD-R と，
ハイレゾファイルを記録した DVD-R（DVD-Video ではなく，データディスク）の２枚組とし
て頒布するのが最も現実的に優れた⽅法ではないかと思われる。CD が同梱されるのであれば
DVD-Video の再⽣⽅法の汎⽤性は必要でなくなり，ハイレゾ再⽣は DVD-Rを直接，⼜はデー
タをハードディスクにコピーしてハイレゾプレーヤで再⽣すればよく，簡便に⾼⾳質で聴ける
ようになるのではないかと思われる。CD しか再⽣できない会員であっても，マスターと同等
の⾳が収録された DVD-R を併せて所蔵できるということは⾮常に意義深いことだと思っても
らえるのではないだろうか。 

 また，この頒布⽅法については，現在 CD-R で頒布を⾏っている桧⼭コレクションでもぜひ
実現してほしい⽅法である。上述のように，会員諸兄が桧⼭⽒から寄託されたＳＰ盤を再⽣し
たマスターの⾳声データを DVD-R で保有できるという意義は計り知れないと考えるからであ
る。 

 なお，SP 復刻にハイレゾが必要かと思われるかもしれないが，⼀例として，新忠篤⽒による
SP 復刻をリリースしている Goodies の SP 復刻⾳源が CD-Rのほか DSD ファイルでも発売さ
れており，両者の⾳を聴き⽐べて⾒ると，CD-R の⾳は再⽣しやすく聴きやすい反⾯，⾳がや
や薄めで，どれも同じような⾳に聞こえる傾向があるのに対し，DSD は⾳の密度が濃く，楽⾳
もノイズの再⽣も含めて微妙で多様な⾳の質感の再現ができており，SP 復刻であっても⼗分な
再⽣⾳を聴くためにはハイレゾが必要だと実感される。 

５ センターの DVD-Video の各タイトルの⾳質 

 最後にセンターがこれまで頒布した DVD-Video の⾳質についてコメントしたい。 

① ブラームス︓ドイツ・レクイエム 

 この録⾳は，2019 年に WEITBLICK レーベルがスウェーデン放送の⾳源からＣＤ化してい
るので，これと聴き⽐べて⾒ると，使⽤した元の⾳源は同等と思われるが，センターの DVD-
Video の⾳質の⽅が，⾳の厚みや実在感，響きのマテリアル感，そして何よりも演奏再現のリ
アリティの⾯で優れており，聴いたときの感銘度は⼤きく上回っていると感じた。 
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② ローマ・イタリア放送交響楽団とのベートーヴェン 

 この録⾳は，オリジナルテープからのＣＤ化を標榜しているイタリア MYTO レーベルの CD
や OLYMPIC の LP 復刻 CD-R と聴き⽐べてみたが，⾳の鮮度や響きの質感のレベルには⼤き
な違いは無いものの，センターの DVD-Video の⾳質の⽅が使⽤したマスターの⾳に充実で，
⾳の彫りの深さやインパクトに優っており，ハイレゾのメリットを聴くことができた。 

③ 最初と最後のＳＰ録⾳ 

 ポリドール（ドイツ・グラモフォン）録⾳と EMI 録⾳なので CD は多々あるが，発売された
ばかりの 55枚組 CD “the complete Wilherm Furtwängler on record”と聴き⽐べてみた。 

 歌劇「魔弾の射⼿」序曲の⽅は，⾳の厚みやエネルギー感にかなりの違いがあり，SP 盤の復
刻⾳としては明らかにセンターの DVD-Video の⾳質の⽅が上回っているが，演奏表現を聴き
取る上での情報量となると，実はそんなに⼤差なく，どちらでも⼗分聴けるのではないかと思
われた。 

 「皇帝」の⽅もかなり違いがあり，CD の⽅は，マスタリングによってリファインされた，
明瞭明快で機敏な⾳質となっており，これだけ聴いていれば⼗分に聴ける，楽しめる⾳質に思
えるが，それが今回のセンター復刻の⽅では，堂々たるアナログ録⾳といった⾳で，特に
WAV での⾳は，ピアノの⾳のエッジも⽴っていて，⼀層の表現⼒があり，何よりも⾳のフィ
ーリングの点では録⾳当時の感性が聴けるように思われ，この違いというのは，CD の⽅は
2021 年の感性でマスタリングをしているのに対し，センターの DVD-Video は 1951 年当時
の感性を思いながらマスタリングしたということなのではないかと感じられた。 
 
 
《センター注》 
加藤様ご指摘のとおり、⼤半のブルーレイ、DVD 再⽣機のデジタル出⼒は 16 ビット

44.1kHz または 48kHz にダウンコンバートされた状態で出⼒されるようです。⼀部ハイレゾ
⾳源で出⼒される機種もあるようですが、カタログに必ずしも明記はされていません。その点
誤認しておりましたので、この場をお借りしてお詫び申し上げます。なお、ハイレゾ⾳源での
提供⽅法については以下の⽅法があります。 
l SACD、ブルーレイオーディオディスク 
× 制作費が極めて⾼価 

l DSD ディスク 
○ ディスクの製造は安価で容易 
○ 実質的にデータディスク 
× 再⽣できる機種が極めて限られる 
× トラック間のギャップレス再⽣ができない 
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l DVD-Rまたはブルーレイ Rにデータを記録 
× PC再⽣が可能な⽅、またはデータディスクを再⽣できるプレーヤーが必要 

l データ配信 
× PCオーディオによるハイレゾ再⽣ができることが必須 

l ストリーミング 
× 設備、システムを構築するのに費⽤がかかる 

以上を検討の結果、再⽣⼿段として最も普及している CD を基本とし、メディアはこれまで
どおり CD-R を使⽤することとしました。なぜプレス CD ではなくて CD-R なのかとお思いの
⽅もおられると思いますが、これは⾳質⾯で⽐較検討した結果です。 

また細かなニュアンスを損ねることなくハイレゾ⾳源を希望される⽅には、ハイレゾデータ
ーをダウンロードできるようにすることとしました。ダウンロード可能な URLをお知らせし、
ダウンロードする際にパスワードを⼊⼒いただくことになります。 

（理事 薬師寺 純平） 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
フルトヴェングラーの 

リヒャルト・シュトラウス「四つの最後の歌」の録⾳について 
理事 薬師寺 純平 

前回の会報でリヒャルト・シュトラウスの「四つの最後の歌」をフルトヴェングラーとフラ
グスタートが演奏した⾳源に関するスミッソン⽒の考察を掲載した。では、このアセテート盤
はどのようなもので、どのような⾳が刻まれているのであろうか。今回、たまたま会員の岩本
全康⽒が所有する盤をお借りすることができたので、復刻を試みた。この場を借りて岩本⽒に
感謝の意を表するとともに、そのレコードと復刻についてレポートしたい。 

＜アセテート盤とは＞ 
戦前から戦後まもなくまで記録媒体の主流であった SP 盤は、温めたワックスに⾳声信号を

刻み込むことによって記録される。ただしワックスでは柔らかすぎて通常の再⽣には全く向か
ないのでワックス原盤にメッキ処理を施して複製したものを原盤としている。SP 盤でもテープ
録⾳して、そこから原盤を作成するようになったのは 1940 年代終盤であるが、まだテープ録
⾳が主流ではなかった頃、放送局ではアセテート盤を使うことも多かったようである。 
上述のとおり、放送局が放送⽤録⾳機器として使⽤されたため、フルトヴェングラーの⾳源

にもアセテート盤由来のものがいくつか存在するし、かの「⽟⾳放送」もアセテート盤であっ
た。また、戦後もプロモーション⽤や、⾳楽発表会の記録⽤媒体として⾼価なテープレコーダ
ーの代わりに利⽤されることもあった。 

アセテート盤は、アルミ板の上にニトロセルロース等の合成樹脂を塗布し、そこに⾳溝を刻
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んだもので、アセテート繊維が使われているわけではない。もともと、何度も繰り返し再⽣す
ることを前提としていない⼀時記録的媒体なので、耐久性はない。事実、2 組あった⽟⾳放送
盤のうち 1 組はまったく再⽣不能な状態であったという。表⾯に塗布されたニトロセルロース
がもともと柔らかい上に剥がれやすいからである。もし再⽣可能なアセテート盤をお持ちの⽅
がおられたら、⼀刻も早くデジタル化をされることをお勧めしたい。とにかく⾳溝部分にひび
が⼊ったり、剥がれ落ちたりすると再⽣不能になるから。 
＜盤の状態と再⽣⽅法＞ 

今回岩本⽒からお借りすることができたアセテート盤は、⾳が刻まれている部分の外側には
かなり塗布⾯のはげ落ちがあったものの、⾳が刻まれた部分は幸いまったく再⽣に問題はなか
った。 

とはいえ、いつ何時どうなるかわからないものである。我々としてはまず⽟⾳放送盤の復刻
でも有名な新忠篤⽒に、この盤の復刻を依頼した。安全最優先で復刻をしていただき、これを
セーフティーデータとしてまず確保した。 

⼀応のデータ化ができたので、もう少し攻めて⾳を録るべく、薬師寺が再度録⾳をすること
とした。ピッチについては、A=約 437〜439Hz であったので、当時のフィルハーモニア管弦
楽団のピッチである 440Hzになるように調整し、以下の条件で再⽣した。 

カートリッジ︓General Electric RPX046 3mil ダイヤモンド針 
フォノイコライザー︓薬師寺⾃作、General Electric製 7025 を使った 4段増幅 CR型 
ターンオーバー周波数︓400Hz 
ロールオフ︓フラット 
負荷抵抗︓38kΩ 
ターンテーブル︓Technics SP-15（回転数︓78回転+0.5%） 
トーンアーム︓SME3010R 
再⽣にあたっては、表⾯がはがれた部分に針を落とすとさらに盤を痛める可能性が⾼いため、

はがれる⼼配のないところに、⼿で慎重に針を降ろした。また、再⽣中に事故が発⽣しないと
も限らないので、再⽣中針先を⽬視し続けた。 
このようにして再⽣した⾳を DSD 録⾳機で録⾳してデジタル化した。あとはテクニカルア

ドバイザーの清⽔公典⽒に整⾳を依頼することになる。 
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＜盤の⾯割り＞ 
12 インチ盤両⾯カットで計 2 枚である。写真のとおり、レーベルらしきものは⼀切ない。

どういう順番でカットされたかもわからない。便宜上盤⾯を表す記号を付すが再⽣した際の順
番で書くと以下のような構成であった。 

 
盤 1- A 「⼣映えの中で」その１･･･練習番号 F 68⼩節⽬の「müde」のmüまで 

 B 「9⽉」 
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盤 2- A 「春」･･･演奏後拍⼿あり 
   （スペース） 

  「⼣映えの中で」その 2 
  ･･･練習番号 F 67 ⼩節⽬の「wander」から 90 ⼩節第 3 拍まで。練習番号 I 以

降 7⼩節分カット 

 B 「眠りにつくとき」･･･最後の⼩節の途中でカット 

この中で特に盤 2-A に注⽬したい。問題は以下の 3 点である。 
1. 当⽇の演奏順は、眠りにつくとき→9⽉→春→⼣映えの中で ということが知られている。

「春」の次に「⼣映えの中で」の前半が記録されていれば演奏順どおりであるが、実際
にカットされている 2 トラック⽬は「⼣映えの中で」の前半ではなく、後半である。 

2. 盤 2-A には 2 トラックあるが、最初のトラック「春」と次のトラック「⼣映えの中で」
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その 2 は溝がつながっていない。いったん針を上げてから次のトラックに針を落とすこ
とになる。（放っておくとインサイドフォースによって次のトラックの溝に針が落ちる） 

3. 「⼣映えの中で」の後半部は無⾳部の溝がなく、いきなり⾳楽が刻まれていること。し
かも盤 1-A の終わりの部分と約 1⼩節分の重複がある。 

以上のことから何が考えられるだろうか。まず、「春」の後に「⼣映えの中で」の後半が記録
されている件である。もしも「⼣映えの中で」の後半ではなくて前半であったなら、演奏の順
番と合致するが、実際に刻まれているのは後半の⽅である。しかも前半部分と約 1 ⼩節分の重
複がある。これはスミッソン⽒が指摘するようにエアチェック⾳源だとするなら、ディスク録
⾳機が 2 台ないとリアルタイムで録⾳（カッティング）することは不可能である。もちろん、
熱⼼な⾳楽ファンであれば、⻑時間録⾳のために 2 台の機械を使って切れ⽬のないように録⾳
したかもしれない。しかし、もしそうだとするなら、「眠りにつくときの最後の半⼩節程度の⽋
落や「⼣映えの中で」の最後 7 ⼩節の⽋落が⽣じることは考えにくい。また、「⼣映えの中で」
の⽋落は、ディスク内周部の余裕がなかったがゆえに⽣じたものとの推測もあったが、実際の
現物を⾒ると、内周部には余裕があり、しかも再内周は数周にわたる無⾳部があるのである。 

以上から考えれば、このディスクに関しては、少なくとも元の⾳源があり、その⾳源にはも
ともと⽋落があり、それをそのままコピーしたと考えるのが⾃然ではなかろうか。なぞは深ま
るばかりである。 

＜このレコードの意義＞ 
この録⾳はアセテート盤由来のためノイズが多く、また収録されなかった部分がある。上述

のとおり元の⾳源があると思われるものの、その⾳源が存在するかどうかはわからない。とは
いえ、盤の状態は現時点においては⼗分に良いものだし、清⽔⽒の⼿作業による、ノイズ低減
ソフトに頼らない丁寧な整⾳作業でこの録⾳の新たな⼀⾯が⾒えてくることは間違いないもの
と思われるので、期待してお待ちいただきたい。 

 

######################## 

「春」はこのあたりまで 

拍手 無音 「夕映えの中で」後半 無音 
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続 フルトヴェングラーの⼿紙 第２４回 （会員 ⽥中昭⽒ 提供） 

今回の⼿紙には当時の諸状
況に鑑みて興味深い点が多い。 
まず発信はアルゼンチンの
⾸都ブエノス・アイレスのア
ルヴェール・パレス・ホテル
である。ヘルベルト・ハフナ
ー著「フルトヴェングラーの
⽣涯」（最上英明訳 アルフ
ァベータ刊）によると、『１
９４８年４⽉初旬、フルトヴ
ェングラーはアルゼンチンに
初めての四週間の客演に出か
けた。 [当時のフルトヴェン
グラー家のクラランでの仮の
住居、皇帝荘の持ち主]ニー
ハンス博⼠がブエノス・アイ
レスに夫⼈と滞在したことが
あり、 そこでフルトヴェング
ラーについての話をしていた
のだ。テアトロ・コロンはす
ぐに彼と交渉して招聘した。 
ブエノス・アイレスは熱狂的
な聴衆と優れた⾳楽家のいる
⼤都市で、98⼈の団員のい
るコロンのオーケストラは
（中略）フルトヴェングラー
の指揮やサウンドのイメージ
に応えるだけの順応性が⼗分

にあった。（中略） 
フルトヴェングラーは、やはりまた報酬が魅⼒だった。彼はできるだけ早く、ラインハルトか

らの援助⾦を返済したかったし、これまで無報酬で彼の秘書の仕事をこなしてくれていたモニ
カ・リクマースにも、未払いの給与を払いたかった。 こうして彼⼥は、フルトヴェングラーと
エリーザベトと⼀緒に、カナダ⼈の軍⼈パイロットが操縦する四発エンジンのプロペラ機で、
アルゼンチンの⾸都へ向かった。 ４⽉４⽇にやっと到着し、 アルヴェール・パレス・ホテル
に滞在した。フルトヴェングラーは⼆⽇後にはもう最初のコンサートを指揮し、ベートーヴェ
ンとブラームスの交響曲第⼀番、シュトラウスの《死と変容》 を演奏した。』 
ブエノス・アイレスでは４⽉ 6,10,14,17,24,28,29⽇と５⽉４⽇と８回のコンサートを集中

して指揮したが、この⼿紙は２回⽬と３回⽬のコンサートの間に書かれたことになる。 
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アルヴェール・パレスホテル	 	 １９４８年４月１２日	

ブエノスアイレス	 	 	 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団	 御中	

	 	 	 	 	 Bösendorferstr. 12 
     W I e n  1 
	

拝啓、皆様。	

	

ようやく状況が明らかになり、日程をお伝えできるようになりました。私は 11 月 1 日から 21

日まで、及び 49 年 2月 6 日から 26 日までウィーンに滞在しますが、これは予定していた 4つのコ

ンサートとニコライ・コンサートをひとまとめで行うのに十分な時間です。残りの時間は楽友協会

の活動に充てたいと思います。この手紙を受け取ったら、すぐにガムスイェーガーさんに連絡して、

詳細な日程を決めてください。プログラムには、ブルックナーの第５番、ブラームスの第４交響曲、

それにベートーヴェンの第９番（ニコライ・コンサート）などを考えています。そしておそらく自

作の交響曲（２番）のコンサート、その他新曲も（例えば、もしまだウィーンで初演されていない

のであれば、ウォルトンの交響曲を演奏したいと思っています）。	

この手紙を受け取ったらできるだけ早く、できれば私が５月７日に到着するローマ（Via 
Varese, 8, Pensione Astoria）まで、基本的に合意したことを知らせていただきたいと思います。	
スイスへの演奏旅行は、詳細が確定したと聞いています。近いうちに、無事に現地で皆さんと

お会いできることを楽しみにしています。	

	

	

	

	

	

	

	

追伸：	 私があなた方の主席指揮者であることをすぐに公表していただきたいと思います。	

 

その後５⽉にローマでサンタ・チェチーリアのオーケストラを指揮した後、この⼿紙でも⾔及
されているウィーン・フィルとのスイス演奏旅⾏（ジュネーブ、モントルー、ローザンヌ、ベ
ルン、チューリヒ）が６⽉３⽇から開始される。その後ザルツブルクやルツェルンの⾳楽祭で
指揮した後、９⽉２８⽇からロンドンでのベートーヴェン交響曲全曲のチクルスが 5晩に渡っ
て⾏われ、この際の第２交響曲のみ録⾳として残っている。 

また、フルトヴェングラーは１
１⽉のウィーン滞在について語
っているが、その時期には、な
ぜかベルリン・フィルとのロン
ドン公演が⾏われている。その
あたりの事情もハフナーの前掲
書は次のように書いている︓
『ベルリン・フィルの役員はウ
ィーン・フィルとのスイス演奏
旅⾏の話を知り、さらにベルリ
ン・フィルとのツアーよりもず
っと前の九⽉のロンドンでウィ
ーン・フィルとのベートーヴェ
ン・ツィクルスの予定も知った。
ベルリンとウィーンとの間のラ
イバル⼼が再燃し。。。』とある。 
BPO とのロンドン公演のあと、

12 ⽉にウィーンで 4, 5, 6, 18, 
19, 20 ⽇の 6 回ウィーン・フ
ィルとの定期演奏会
(Abonnementkonzert)に 出演、

最初の 3 ⽇には、⼿紙にある通りウォルトンの交響曲第 1 番が演奏された。⼿紙に⾔及された
もうひとつのウィーン滞在予定については、49年 2 ⽉には 8,12,13,14,19,20,21 ⽇と計 7 回
の演奏会が実現している。初⽇には娘のダグマール・ヴェラとパウル・バドゥラ＝スコダとの
協演でモーツァルトのピアノ協奏曲第 10 番が演奏され、録⾳も残された。 
なお⽂中の楽友協会のガムスイェーガー⽒とは、ウィーン楽友協会で 1945 年から 1972 年ま

で事務局⻑を務めた Rudolf Gamsjäger ⽒のことで、ウィーン楽友協会ホールなどの⼿配を⼀
⼿に引き受けていた⼈物である。 
また追伸にあるウィーン・フィルの『⾸席指揮者』についてだが、ハフナーの前掲書には、

1947 年にウィーン・フィルとの HMVでの録⾳のスタートなどがあり、『当時ベルリンでの状
況が⾒通しがきかないことから、1948年 2 ⽉ 8⽇、チューリヒからウィーンへ「私はこのオ
ーケストラの⾸席指揮者としての地位を引き受けます」と書き送った。』とある。但しウィー
ン・フィルは『⾸席指揮者』を置かず、1860 年から 1933 年までは Abonnementdirigent
（Subscription conductor定期公演指揮者）がいたが、それ以降は『⾸席指揮者』は置かない
こととなっていたとされる。扱いはすべて Gastdirigent（客演指揮者）だが、そのなかでニコ
ライ・コンサートの指揮者が『実質的な⾸席指揮者』とみなされたとのことである。 

（⽂責︓フルトヴェングラー・センター 中村政⾏）  
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〜 ⼿続き期限 2021 年 12 ⽉ 30 ⽇（⽊）迄です 〜 
 

 

１２⽉３１⽇を以てフルトヴェングラー･センターの本年度会員期間が満了になります。次年
度も引き続きセンターをご⽀援いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

下表を参照いただき、同封の郵便振込票にて 12 ⽉ 30 ⽇（⽊）までにご送⾦いただきますよ
うお願い申し上げます。ＣＤなど頒布資料をご購⼊いただく場合は、下表の「年会費額」に
「頒布資料の⾦額」を加えてください。  
例︓ 
 センター会費 ＋WFHC-035/8 ＋192kHz24bit追加価格 ＋ WFFC-0301R 
 3,000円 ＋ 6,800円 ＋ 2,000円 ＋ 2,000円 ＝ 合計 13,800円 

 
会  費 Ⓐフルトヴェングラー･センター年会費 3,000円 
頒布資料 WFHC-035/7 

１９５２年１２⽉ベルリンでのフルトヴェングラー  
ヴェーバー︓ 歌劇「魔弾の射⼿」序曲 
ヒンデミット︓ 世界の調和 
ベートーヴェン︓ 交響曲第３番変ホ⻑調作品５５「エロイカ」 

＠6,800円 
 

192kHz/24bit
追加価格 
＠2,000円 

頒布資料 
 
 
 

WFFC-0301R  
ベートーヴェン︓交響曲第９番ニ短調作品 125「合唱付き」 
 （録⾳ １９３７年５⽉１⽇ キングスウェイ・ホール） ＠2,000円 

 

新規ご⼊会会員の⽅々からお問い合わせがありますので、この機会にご案内申し上げます。 
センターでは過去に頒布した CD などの資料について、ホームページで「頒布を終了いたしま
した」などのお断りがない限り、原則として在庫を保有して、いつでもご⼊⼿できる体制を整
えております。 
 
ご希望の会員の⽅はホームページをご覧の上、ご遠慮無くお申し込みください。 
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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。 

 
フルトヴェングラー・センター会報第６２号    発行日 ２０２１年１２月 

発行人 フルトヴェングラー・センター® 
〒223-0052 横浜市港北区綱島東２−１４−１６ 

名誉会長：アンドレアス・フルトヴェングラー博士   名誉顧問：ヴァルター・バリリ 
名誉会員：ズービン・メータ、クリスティアン・ティーレマン、パーヴォ・ヤルヴィ 

 アドヴァイザー：ヘニング・スミット（オルセン） 
顧問：桧山浩介 

会長・理事： 中村政行 理事：呼川秀邦、市川悠一、大橋陽一郎、薬師寺純平、中村匠一(音響担当) 監事：鹿内浩胤 
チーフ・リサーチャー： 清水宏  テクニカル・アドヴァイザー：清水公典  相談役：鈴木芳雄、 

 
電話（お問い合わせなどは夜８時～１０時の間にお願いします）080-660-33-444 
郵便振込口座 00240-9-111630  E-mail : info@furt-centre.com   URL： furt-centre.com 

 


