
ジュラシック・トーク  4チャンネルって、なに？ Part 2 

「４チャンネル」については、１年前の Nr261 でご紹介していました。今回は、それ以降にリリースされた SACD

などをご紹介して、最新の「４チャンネル／サラウンド」事情を、レーベルごとに語っていきます。 

 

 
COLUMBIA➡SONY➡DUTTON 

前回のトークの最後に、「1972 年にブーレーズの指揮で

『４チャンネル』で録音されたバルトークの『オーケス

トラのための協奏曲』がマルチチャンネルの SACD にな

って出ていたので聴いてみたら、それは本来のミックス

とは全然違っていてがっかりした」というようなことを

書き、ぜひこれを録音したメーカーに本来の形での

SACD を出してほしいとお願いしていたのですが、そん

な願いがそのすぐあとに叶ってしまいました。 

とは言っても、今回オリジナルの４チャンネル・マスタ

ーをそのままマルチチャンネル SACDにトランスファー

したのは、それを録音した SONY（当時は COLUMBIA）

ではなく、「DUTTON（ダットン）」という、イギリスの

ヒストリカル専門のレーベルだったんです。 

このレーベルは、メインはジャズやポップスのようです

が、クラシックも扱っており、最近は 1970 年代の「４

チャンネル」の音源を、集中的にサラウンド SACD で復

刻し、定期的にリリースしてくれています。ここは SONY

とライセンス契約を結んでいるようで、そのサラウンド

SACD は現在の SONY のカタログ、つまりかつての米

COLUMBIA と RCA のアイテムが多数取り上げられてい

ます。それはまるで「宝の山」のようで、全部欲しくな

ってしまうほどです。本家の SONY は SACD そのもの

もほとんど見放してしまいましたが、こんなところに

「救う神」がいたなんて。 

この SACD は、ライナーノーツにも、オリジナルの４チ

ャンネルの LP に掲載されていた、プロデューサーのト

ーマス・Z・シェパードのライナーそのものが転載され

ていました。そこには、こんなテーブルもありました。 

 

 



 

 

 

 

この録音では８チャンネルのマルチトラック・レコーダ

ーが使われていますが、それぞれの楽器を録音した 26

本のマイクの入力が、どのチャンネルに振り分けられど

のスピーカーから再生されるかが記されています

（「Wall」というのは 2 つのスピーカーで再生して、そ

の中間に定位させるということなのでしょう）。 

そこで、指揮者の周りに楽器を配置して、その場所で聴

いているような音場設定の「オケコン」を初めて聴くこ

とになりました。これはもう、マルチマイクならではの

くっきりした音場が、まさにこのテーブル通りの位置に

広がっていました。そして、非常に大切なことですが、

それは決してスピーカーから割り当てられた楽器が聴こ

えてくるということではなく、まさにスタジオの中の響

きに包まれて、実物大の存在感をもって聴こえてきたの

です。例えば、第５楽章の冒頭でホルンパートのソロが

リアから聴こえてきますが、その休符の間にフロントか

らはきちんと残響が聴こえてくるのですよ。 

カップリングは、前回ご紹介した 2002 年の SACD と同

じ 1971 年にホールで録音された「マンダリン」でした。

こちらも、今回の SACD では微妙にミックスが変わって

いて、より会場の残響成分が増えているようでした。特

に、最後のシーンに登場する合唱が、2002 年盤ではリ

アともフロントとも思えるようなあいまいな音場だった

のですが、今回はリアからはっきり聴こえてきます。 

RCA➡SONY➡DUTTON 

ジェイムズ・レヴァインは、1974 年から 1980 年にか

けて RCA でマーラーの交響曲を録音しました。彼は、

シカゴ交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、そしてロ

ンドン交響楽団の３つのオーケストラを使って、全集の

完成を目指したのでしょうが、結局「２番」と「８番」

は録音できませんでした。 

その RCA のセッション録音の最初に選ばれた曲が、シ

カゴ交響楽団との「４番」でした。それは 1974 年７月

の 22 日と 23 日に、「４チャンネル」でのリリースを想

定してシカゴで録音されていました。さらに翌月の 24

日と 25 日には、ロンドンでやはり「４チャンネル」で

ロンドン交響楽団と「１番」が録音されました。そして、

この２曲を収めた３枚組のアルバムが、1975 年にリリ

ースされたのです。左がそのジャケットの現物です。 

そして、それをサラウンドで現代によみがえらせたのが、

DUTTON の SACD です。ジャケットはこの LP のものを

そのまま使っていますね（右）。そこで目を引くのが、下

半分に描かれた２種類の同心円のデザインです。これは、

よく見るとこのように（↓）、オーケストラの楽器の配置

が記されています。真ん中にいるのは指揮者、その周り

をオーケストラが囲む形ですね。それが実際に、左側は

「１番」、右側は「４番」の録音の時にとられた配置にな

っているのです。 



 

 

 

 

これは前項での、ブーレーズの「オケコン」ととてもよ

く似ています。それが録音されたのが 1972 年ですから、

これではもろRCAがCOLUMBIAをパクったと思ってし

まいますね。 

しかし、録音スタッフの名前を見ると、そのあたりの事

情が明らかになります。この「4 番」の録音でのプロデ

ューサーは、そのブーレーズの「オケコン」と同じトー

マス・Z・シェパードなんですよ。1936 年生まれのシェ

パードは 1960 年に COLUMBIA に入社、多くのクラシ

ック・アルバムなどを制作します。そして、1974 年に、

RCA に副社長待遇として「転職」するのです。その頃は

「4 チャンネル」の全盛期、彼は以前の職場でのブーレ

ーズと同じことを、このレヴァインとの録音でも行った

のです。 

ところが、次に録音された「1 番」では、チャールズ・

ゲルハルトがプロデュースを行っていました。そこでは、

そのオーケストラの配置は、基本的にステージでの並び

方と同じものになっていますね。 

レヴァインのマーラーで、「4 チャンネル」のマスターが

残っているのは、この 2 曲だけで、それ以降は普通のス

テレオになってしまいます。今回の SACD でのボーナス

トラックのブラームスの「1 番」は 1975 年に録音され

たので「4 チャンネル」のマスターは存在していません。

ただ、録音時のマルチチャンネル（8 トラック？）によ

るマスターテープは残っているので、それを元にこの

SACD では DUTTON のマイケル・ダットンが独自のサ

ラウンド・ミックスを行っています。それは、フロント

は弦楽器、リアは管楽器という明快なものでした。 

 

DECCA 

1970 年代の「４チャンネル」の時代には目立った動き

を見せていなかった DECCA の音源が、おそらく初めて

BD-A による 5.1 サラウンドで登場しました。 

ブックレットではそのあたりの経緯が述べられていま

す。確かに DECCA でも４チャンネルについての研究は

行っていて、実際にそのためにミキサーやレコーダー（４

トラックのテープレコーダー）をいくつかの録音会場に

設置し、かなりの数の録音を残してはいたそうです。た

だ、レーベルの方針としては、あくまで冷静に「時流に

乗る」ことは避けていたそうです。結局、それらの音源

はリリースされることはなく、1977 年頃には次のフォ

ーマット、「デジタル録音」に対するアプローチが始まる

のに伴って、完全にこの方面からは撤退することになり

ました。 

当時の DECCA のウィーンでのメインの録音会場だった

「ゾフィエンザール」では、ウィーン・フィルなどの録

音が行われていましたが、ここでもそんな４チャンネル

の機材が設置されていて、そこで 1970 年 10 月に行わ

れたのが、この「タンホイザー」の録音です。 

その何年か前までは DECCA のプロデューサーとしてワ

ーグナーの「指環」の全曲録音を行ったジョン・カルシ

ョーはもうこのころは BBC テレビの音楽部長になって

いましたから、ここでのプロデューサーはレイ・ミンシ

ャルです。しかし、エンジニアはカルショーのチームだ

ったゴードン・パリーとジェイムズ・ロック、そしてア

シスタントとしてコリン・ムアフットが参加しています。

２チャンネル・ステレオでもあれだけの驚異的な録音を

作り上げた彼らは、サラウンドではどれほどのことを成

し遂げていたのでしょう。 

ただ、序曲が始まった時の音場設定は、いともまっとう

なもので、オーケストラはフロントにごく普通のステレ

オ的な配置で聴こえてきます。もちろんそれはスピーカ

ーに張り付いている音ではなく、多少の空間的なふくら

みは感じられますが、そんなにはっきりしたものではあ

りません。ただ、ここでショルティが選んだ「パリ版」

で登場する華やかな「バッカナーレ」では、カスタネッ

トがなんとなく動き回っているように感じられなくもあ

りません。 

ソリストが登場しても、それは確かにオーケストラの前

には定位していますが、それもそんなにくっきりとした

ものではありません。そして、最も期待していた「巡礼



 

 

 

 

の合唱」での男声合唱も。たとえば同じ時期の DG での

バーンスタイン指揮の「カルメン」の中の児童合唱がリ

スニングポジションを斜めに横断していくといったよう

な「演出」は行われておらず、単にフロントでチマチマ

前後に動いているような感じがするだけでした。おそら

く、カルショーがこの現場にいたとしたら、もっと「４

チャンネル映え」する方策を講じていたのではないかと

いう気がするのですが、どうでしょうか？ 

 

DG(Deutsche Grammophone) 

ベートーヴェンが生まれたのは 1770 年ですから、来年

の 2020 年は生誕 250 年となります。ということは、今

から 50 年ほど前、1970 年ごろにも、同じような盛り上

がりがあったということになりますね。 

ベートーヴェンの祖国、ドイツのレーベルのドイツ・グ

ラモフォン（DG）は、その期間、1970 年から 1977 年

にかけて、なんと４種類もの交響曲の全曲録音を行って

いたのです。それらは、カール・ベームとウィーン・フ

ィル（1970-1972）、ラファエル・クーベリックと、「9

つ」のオーケストラ（1971-1975）、ヘルベルト・フォ

ン・カラヤンとベルリン・フィル（1975-1977）そして

レナード・バーンスタインとウィーン・フィル

（1977-1979）によるものでした。 

そして、この 4 つのツィクルスの、最初のベーム盤以外

の 3 セットでは、まさにその当時の流行だった「4 チャ

ンネル」で録音されていたのです。 

ただ、当時はその再生環境に問題があったため、それら

のレコードが本来の 4 チャンネルの LP でリリースされ

ることはありませんでした。しかし、最近のマルチチャ

ンネル再生技術の成熟に伴って、新たに SACD や BD-A

による「サラウンド」として日の目を見ることになりま

した。そのうちのクーベリックの SACD に関しては、前

回ご紹介してあります（「３番」だけは未 SACD 化）。 

カラヤン盤の BD-A には 2 チャンネル・ステレオ、5.1

サラウンドの他に「ドルビー・アトモス」の音源まで含

まれています。あくまで華やかな金管や、ティンパニな

どは、サラウンドで再生されたことによってさらに空間

的な広がりが増し、その熱気がストレートに伝わること

になっています。 

さらに、「4 チャンネル」によるベートーヴェン全集の中

で最も時期の遅いバーンスタインとウィーン・フィルに

よるツィクルスも BD-A による「サラウンド」で復刻さ

れていました。 

ただ、今回のリマスタリングと、サラウンドのために 4.0

から 5.0 へのミキシングを行ったのは「Polyhymnia」

という、かつての PHILIPS のエンジニアたちが作ったス

タジオです。彼らは同じ DG の 4 チャンネル音源である

ラファエル・クーベリックのツィクルスでも、

PENTATONE のために同じ仕事を行っていましたね。 

そのためなのでしょうか、このバーンスタインの一連の

録音は、カラヤンによる録音とは、同じレーベルであり

ながらまるで異なったサウンドで聴こえてきました。も

ちろん、オーケストラも録音会場も、そしてエンジニア

も違いますから当たり前なのですが、やはり、リマスタ

リングの際の趣味の違いがもろに現れた結果であること

は間違いないはずです。 

 



 

 

 

 

おまけ：ABBEY ROAD(EMI➡UNIVERSAL) 

ビートルズの「アビイ・ロード」の発売 50 周年を記念

して、ハイレゾのサラウンドによる BD-A がリリースさ

れました。正確には、「スーパー・デラックス・エディシ

ョン」という最高位のグレードのセットの中に、オリジ

ナルアルバムのプロデューサー、ジョージ・マーティン

の息子、ジャイルズ・マーティンによってリミックスが

行われた 24bit/96kHz のハイレゾによる 2 チャンネ

ル・ステレオ、さらには、DTS-HD マスターオーディオ

5.1 と、ドルビー・アトモスの 2 種類のフォーマットの

サラウンドが収録された BD-A が入っていたのです。 

「リミックス」というのは、アルバムを作る際のマスタ

ーテープの前の段階の、録音の時に使われた８チャンネ

ルのマルチトラック・テープにまでさかのぼって、新た

にミキシングを行うことです。ですから、楽器やヴォー

カルの定位やバランスは今風に直せますし、何よりサラ

ウンドのためのミキシングも出来ることになります。 

その BD-A によるサラウンドで聴こえてきた 1 曲目の

「Come Together」はまさに衝撃的でした。冒頭の「タ

カタタカタ」というハンドクラップにディレイをかけた

パルス状の SE が、それだけ抜き出されてリアから聴こ

えてきたのです。それだけで、彼らが録音の時にどれだ

けアレンジやサウンドにこだわっていたかがはっきり伝

わってきます。 

さらに特徴的なのは、3 人の多重録音によるコーラスが

しっかり空間的な広がりを持って聴こえてくることで

す。これも、今まで聴き流していたものが、はっきりコ

ーラスに注目できるようになり、その完璧なコーラスワ

ークに改めて驚嘆させられることになるのです。 

そして何よりも、音のクオリティが格段に上がっていま

す。そもそも、「I Want You」あたりでは、これまでは

イントロとヴォーカルの合間に派手に聴こえていたヒス

ノイズが、全く消えていました。 

今回のリミックスで音楽的に最も効果があったと思われ

るのは、なんと言っても「The End」でのギター・バト

ルの部分でしょう。ドラム・ソロが終わった後に、ポー

ル・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、ジョン・レ

ノンの順に 2小節ずつそれぞれに特徴的なソロを演奏す

るというパターンが 3 回繰り返される場面なのですが、

オリジナルではその 3人の音像はすべて左チャンネルに

固定されていました。それが、今回は 2 チャンネルでも

サラウンドでも左（ポール）→右（ジョージ）→センタ

ー（ジョン）と、はっきり分離されているので、誰のソ

ロなのかがきちんと判別できるようになったのです。 

もしかしたら、このような作業はオリジナルに対する冒

涜だ、と思う人もいるかもしれません。しかし、これは

オリジナルとは全く別物の、「進化系」ととらえるべきで

はないかと思います。彼らがこれを録音した半世紀前は、

「ステレオ」すらも一般的とは言えませんでした。です

から、もし彼らがサラウンドなどのテクノロジーを知っ

ていたのなら、きっとこのようなものを作り上げていた

のではないか、と考えるのは、とても楽しいことなので

はないでしょうか。 

分厚い表紙の LP サイズの、100 ページにも及ぶブック

レットの情報の多さにも、驚かされます。セッションの

最後に加えられたストリングスの人数までも分かるので

すからね。「Here Comes the Sun」では、ヴァイオリ

ンはなく、ヴィオラ以下の弦にクラリネット、フルート、

アルトフルート、ピッコロがそれぞれ 2 本ずつ加わって

いるなんて、聴いただけでは絶対にわかりませんでした

よ。まさか、アルトフルートまでがあるとは。 


