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特別付録
スペシャルハイレゾサンプラーDVD　連動企画

The Nordic Sound
現代を代表する
超高音質レコードレーベル
2Lのすべて
Lindberg Lyd.

今号の特別付録は、ノルウェーの 2L レーベルから提供された 6 曲 12 トラックからなる約 60 分のスペシャル
ハイレゾサンプラー DVD だ。2L レーベルは、1992 年にノルウェーで録音エンジニアのモッテン・リンドベル
グにより設立された独立系のオーディオファイルレーベルで、世界初の「ブルーレイオーディオ」ディスクを発
売したことで知られている。ここでは付録連動企画として、2L レーベルのレーベルおよび代表作の紹介を中心
に、付録音源の聴きどころを解説していく。
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　録音芸術の美しさには、一定の方程式があるわけで

なく、元になるような青写真もありません。美しさは、

すべて音楽そのものから生まれます。いかなる録音

プロジェクトも、楽譜を読み込み、音楽家たち（現代

音楽の作品ならば作曲家たち）との対話から始まりま

す。商業的な動機により、演奏会を録音して「再構築」

するプロデューサーやエンジニアがいますが、それ

は我々の仕事ではありません。我々は録音媒体から

理想を作り出すべきですし、もっとも強力な音によ

るイリュージョンをリスナーに届けて、感動へ導く

ような、「音による体験」を「構築」すべきなのです。

　録音の成否は、曲にふさわしい録音会場を選ぶこ

とと、演奏家に対してどこにマイクロフォンをセッ

トするのか、その両者にかかっています（演奏自体が

重要なのはいうまでもありません）。ノルウェーには

美しい響きを備えた伝統的な教会が数多くあり、我々

の録音はそうした教会で多くを行なっています。60

分作品の場合、録音には通常 4 ～ 6 日がかかりますが、

録音初日は、家庭でのステレオシステムでの再生を

想定して、録音時のサウンドバランスを整える作業

に費やします。生演奏を実際に聴く感覚をステレオ

システムで再現すること。それは一種の〈錯覚の芸術〉

と言えるでしょう。いうなれば、録音エンジニアや

プロデューサーには、演奏家や作曲家と同等の「音楽

的資質」が要求されるのです。

　我々の録音作品における品質は、大きな魔法ひと

つからも得られるわけではありません。録音に関わ

る全員の経験に裏打ちされた細かい判断や工夫、ど

んな細かいことも蔑ろにしない気配りの積み重ねか

ら築きあげられています。

　前述の通り、我々はたっぷりとした空間、つまり

大きなコンサートホールや教会、大聖堂で録音を行

ないます。こうした大空間が録音時になぜ必要なの

でしょうか。それは、決してリヴァーブ（響き）の長

さを求めたわけでなく、音の開放感を得るためなの

です。そのためには、演奏家の近くに音が反響する

壁が存在してしまう狭い空間ではいけません。大空

間の中で、直接音と間接音のバランスを整えて、理

想的な音の開放感をいかに獲得するのか。その点が

我々の本当のチャレンジなのです。結果的に本当に

優れた録音は、聴き手を肉体的にも動かす力すら備

えているのです。

　録音物の中にあるオーディオ的意味での「核」は、

作品に相応しい響きの会場を選ぶこと、そして、演

奏家とマイクロフォンとの距離を、録音空間におけ

る響きのバランスの中で的確に配置することにあり

ます。我々は録音から編集、ミックス、マスタリン

グまで、すべて DXD（352.8kHz/24 ビット）領域で一

貫して行ないます。つまり、録音に関する全工程が

2L の自社内で実施されるのです。

　ノルウェーの 2L は世界的に高音質タイトルのメッ

カだ。録音技術者モートン・リンドベルグ （1970 年生

まれ）が 1992 年に 22 才で音楽制作会社、Lindberg 

Lyd（Lyd はノルウェー語で『音』を意味）を設立。2L

レーベルは 2001 年にスタートした。録音技術とメ

ディアの先進性に徹底的にこだわり、ハイレゾが一

般化する遙か以前からハイレゾで録音、作品配付も

ダウンロード方式をいち早く採り入れ、世界でもっ

とも早く BD オーディオを発売している。2L のこだ

わりを 3 ポイントでまとめた。

①高音質へのこだわり

　オリジナル録音は 352.8kHz/2 ビットのリニア

PCM の「DXD」だ。録音から編集、ミックス、マスタ

リングまで、すべて DXD 領域で行なう。DXD ファイ

ルからダウンサンプリングや変換作業を行ない、各

種リニア PCM、DSD、MQA が制作され、さらにパッ

ケージメディアの BD オーディオや SACD となる。

DXD の採用や、DSD11.2MHz での配信も世界最速だっ

た。MQA も開発当初からサポートを表明し、e-onkyo 

music では、この 6 月に 2L 作品から販売が始まった。

BD オーディオの嚆矢は『DIVERTIMENTI』と題された

室内楽集だった。その高音質ぶりとすぐれた作品性

ゆえに、グラミー賞では多くの BD オーディオ作品が

ノミネートされている。BD オーディオタイトルには

SACD が同梱される。

②音場へのこだわり

　響きの質を重視する 2L の録音では、演奏会場の選

択がきわめて重要。コンサートホール、教会、大聖

堂教会といった大会場での録音にこだわる由をリン

ドベルグ氏は前ページに掲載されているように明か

している。録音現場の開放感はマルチチャンネルで

収める。それも高さ方向の情報を持つ立体サラウン

ドで録音。Aruo（オーロ）3D という高さ方向のチャン

ネルを備えた新フォーマットの採用も早かった。音

場づくりは実験精神が横溢だ。一般にクラシックの

マルチ ch 作品はサラウンド ch は響きだけを収める

ことが多いが、2L ではここに楽器を配置する。ステー

ジ上の演奏を客席で聴くという次元を超えた、演

奏現場のなかにいて、彼らの演奏を眼前に体感する

……がコンセプトだ。

③編成とプロダクションへのこだわり

　「ジャンルという血統から解放されて (free from the 

strains of genre)」が 2L の編成のモットー。以前はモー

ツァルトやシューベルトなどの大衆名曲も録音して

いたが、最近は、ノルウェーの現代作曲家の作品が

多い。ノルウェーの最新音楽シーンを世界に発信す

るのも 2L のミッションのひとつだ。リンドベルグ氏

はデザインワークも担当する。録音からアートワー

クまで独自のコンセプトを貫くのが 2L の矜持だ。

日本のみなさまへ

音によるイリュージョンを届ける
それが我々 2L の使命なのです

Morten Lindberg
Recording Producer and Balance Engineer

モッテン・リンドベルグ
レコーディングプロデューサー、バランスエンジニア

2Lレーベルの凄さとは何か 麻倉怜士

スペシャルハイレゾサンプラー DVD　連動企画     

The Nordic Sound　2Lレーベルのすべて
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2Lレーベルの
注目作品

音の解剖
ソング・サーカス

マグネ・アムダール（1942 〜）:
アストロノーシア、イソップ寓
話
インガル・ハイネ・ベルグビュー

（指揮）、ノルウェー・ラジオオー
ケストラ

初期ロマンティシズムの
ホルンソナタ
スタイナル・グランモ・ニルセン

あなたと話し合わなきゃいけな
い〜 室内アンサンブルのため
の音楽
チカーダ

希望〜 Spes
フローデ・フェルハイム

メゾチント彫法 
－ ストーレ・クライベルグの室
内音楽
マリアンネ・トゥーシェン（ヴァ
イオリン）、オイヴィン・ギムセ

（チェロ）、ヨルゲン・ラーシェ
ン（ピアノ）、ボルド・モンセン

（ヴァイオリン）、オーレ・ヴッ
トゥダール（ヴィオラ）

セコンド・ナトゥーラ
シーグル・イムセン、トルモッ
ド・ダーレン、ハンス・クヌート・
スヴェーエン

Anatomy of Sound
Song Circus、Ruben Sverre Gjertsen, electronics 
2L-117-SABD 
Blu-ray Disc Audio + SACD Hybrid（5.1 surround/stereo）

ASTROGNOSIA & AESOP 
Norwegian Radio Orchestra (KORK)、 Ingar Bergby, conductor、
Dennis Storhøi, narrator 
2L-111-SABD
Blu-ray Disc Audio + SACD hybrid（5.1 surround/stereo）

Early Romantic Horn Sonatas 
Steinar Granmo Nilsen, natural horn、Kristin Fossheim, fortepiano 
2L-113-SABD
Blu-ray Disc Audio + SACD Hybrid（5.1 surround/stereo）

Anatomy of Sound
Song Circus、Ruben Sverre Gjertsen, electronics 
2L-117-SABD 
Blu-ray Disc Audio + SACD Hybrid（5.1 surround/stereo）

SPES
Cantus
Tove Ramlo-Ystad, conductor、Frode Fjellheim, joik and 
synthesizers、Snorre Bjerck, percussion
2L-110-SABD
Blu-ray Disc Audio + SACD Hybrid（5.1 surround/stereo）

MEZZOTINTS - chamber music by Ståle Kleiberg
Marianne Thorsen, violin、Øyvind Gimse, cello 、Bård Monsen, 
violin 、Ole Wuttudal, viola 、Jørgen Larsen, piano
2L-115-SABD
Blu-ray Disc Audio + SACD Hybrid（5.1 surround/stereo）

TARTINI secondo natura 
Sigurd Imsen, baroque violin and hardanger fiddle、Tormod 
Dalen, baroque cello、Hans Knut Sveen, cembalo
2L-112-PABD
Blu-ray Disc Audio（5.1 surround/stereo）

スペシャルハイレゾサンプラーDVD収録

最新、最高の
ハイレゾはこれだ！
352.8kHz/24ビット＆ MQA
極めつけの付録収録全6曲解説
今回のスペシャルハイレゾサンプラーには、2L レーベルが厳選した高音質楽曲 6 曲を、2 パターン（352.8kHz/24
ビット /FLAC および同曲の MQA ヴァージョン）収録しています。ここでは、その 6 曲の聴きどころを詳しく
解説していきます。

※ MQA 音源は、非 MQA 対応機では 44.1kHz/24 ビット /FLAC 音源として再生されます
※再生の方法は 18 ページを参照ください

8:49
「ベルリオーズ：葬送と勝利の大交響曲、

昇天／オーレ・クリスチャン・ルード指揮
ノルウェー軍音楽隊」

『凱旋路～ウィンド・アンサンブルのためのフランス音楽』より
La Voie Triomphale
The Staff Band of the Norwegian Armed Forces / Ole Kristian 
Ruud, conductor
2L-086-SABD

【録音】ベールム、ヤール教会録音、2011 年 11 月、2012 年 1 月
【2013 年　第 55 回グラミー賞 最優秀エンジニアリングアルバムノミ
ネート作品】

Track1/7

　ノルウェー軍隊に所属するプロ・アンサンブルのひ

とつで、1818 年創設のノルウェー軍音楽隊の新録音。

収録曲は 1830 年の「7 月革 命」10 周年記念式典のた

めに、フランス政府から委嘱されてベルリオーズが

作曲した。録音が行なわれたベールムのヤール教会

は、1961 年の建造。自然木で組まれた急勾配の天井

が素晴らしい音響効果を発揮し、2L の録音セッショ

ンでは度々使われているという。

　気丈に勇ましく響くファンファーレから始まり、幾

重にも重なる吹奏楽のアンサンブルの醍醐味は、ロー

エンドの磐石さがあってこそなお強固なものとなる。

打楽器のリズムも躍動的で、オーディオシステムの

スケール感やステレオイメージの再現が問われる。

スペシャルハイレゾサンプラー DVD　連動企画     

The Nordic Sound　2Lレーベルのすべて
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9:14
「モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第 4

番、第 1 楽章／マリアンネ・トゥーシェン
（vn）、トロンハイム・ソロイスツ」

『モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第 3 ～ 5 番』より
MOZART Violin Concertos
Marianne Thorsen, violin、TrondheimSolistene、Øyvind Gimse, 
conductor

【録音】Selbu 教会、ノルウェー、2006 年 5 月
【世界初の DXD 録音作品】
※ 2L-38SACD を元にした MQA remix2016 ヴァージョンより

3:19
「ブルックナー：アヴェ・マリア / トゥーネ・

ビアニカ・スパッレ・ダール指揮スコラ・カ
ントールム合唱団」

『聖母讃歌』より
Hymn to the Virgin
Schola Cantorum、Tone Bianca Sparre Dahl
2L-095-SABD

【録音】Gamle Aker 教会、ノルウェー、2011 年 1 月、3 月
【2014 年　第 56 回グラミー賞最優秀エンジニアリングアルバム ノミ
ネート作品】

0:43、3:24
「ヴァヴァルディ：カンタータ『ため息を

つ い て 何 に な ろ う 』RV 679 か ら レ チ タ
ティーヴォ、アリア : キューピッドよ、お
前には見える／トゥーネ・ヴィーク（ソプ
ラノ）、バロッカネルネ」

『むごい美しさ（ベレッツァ・クレデール）』より
Bellezza Crudel
Tone Wik,（soprano）、Barokkanerne (period instruments)
2L-056-SACD

【録音】ヤール教会、ノルウェー、2008 年 2 月、4 月

4:42
「 カ ー ル・ニ ー ル セ ン：At the Bier of a 

Young Artist（若き芸術家の棺の傍らで）
／トロンハイム・ソロイスツ」

『思い出 part2』より
SOUVENIR part2
TrondheimSolistene、Øyvind Gimse, artistic director、Geir Inge 
Lotsberg, leader
2L-090-PABD

【録音】Selbu 教会、ノルウェー、2011 年 10 月
【2014 年　第 56 回グラミー賞最優秀エンジニアリングアルバムノミ
ネート作品】

Track6/12

Track5/11

Track3/4 ・ 9/10

Track2/7

　2L の象徴といえば本タイトル。その優秀録音ぶり

を世界中のオーディオファイルに知らしめた名盤だ。

トロンハイム・ソロイスツの代表作でもある。ソロ・

ヴァイオリンの克明な定位と、そのソロに従えるよ

うにやや下がった位置で展開するオーケストラの主

従関係。ややクールなトーンながらも、全体をマク

ロレンズで捉えたような。細部まで精緻に見通せる

ハイパーレゾリューションが堪能できる。

　ちなみに MQA 版は、06 年のマスター音源を元に、

A/D コンバーター等を含めた当時使用された機材の

特性を解析しながら、MQA の開 発者である英メリ

ディアン社のボブ・スチュアート氏が時間歪み等を補

正。新たにリファインメントした音源が収録されて

いる。

　優秀録音タイトルが数多い 2L レーベルの中にあっ

て、これはとびきり高音質のアルバムからの抜粋ト

ラックだ。2014 年の第 56 回グラミー賞 / ベスト・エ

ンジニアード・アルバムのノミネート作品である。オ

スロを本拠地に活動する室内合唱団スコラ・カントー

ルムの最新作であり、同市に現存する最古の建築物

のひとつ、ガムレ・アーケル教会で収録された、聖母

マリアの賛美歌を多数収録したアヴェ・マリア集であ

る。

　心が洗われるような清らかで神々しい合唱は、よ

く調整されたスピーカーで再生すれば、眼前に居並

ぶ合唱団のパート毎の方向感がビジュアル的にイ

メージできる。長めの残響がもたらす奥行き感の深

さも聴きどころだ。

　ソプラノ歌手トゥーネ・ヴィークと、バロッカネル

ネによる、ヴィヴァルディのカンタータ、コンチェ

ルト集。オスロにて 1989 年創設のバロックアンサン

ブルのサポートを受けて、得意のバロック歌唱を存

分に披露するヴィーク。ピリオド奏法による演奏は、

バロック黄金期のムードを彷彿させる。気心の知れ

た間ならではの息の合った演奏といえよう。

　チェンバロの典雅な響きのその生々しさにまず耳

が向く。次いで伸びやかなソプラノの声。コロラ

トゥーラを巧みに採り入れた歌唱のピンポイント的

な定位感が素晴らしい。ピリオド楽器の伴奏の鮮明

さも相まって、凛とした空気感と、どこまでも見通

せるような透明感が圧巻のトラックだ。

　1988 年設立のトロンハイム音楽大学のトレーニン

グ的ポジションから、今日では世界有数のオーケスト

ラに成長したトロンハイム・ソロイスツ。「SOUVENIR」

第２弾は、カール・ニールセンの厳粛なレクイエム的

佳曲。ノルウェー、Selbu 教会での 2011 年 10 月録音。

　流麗なハーモニーの中にも、悲哀感や威厳さが刷

り込まれており、クレッシェンド／デクレッシェン

ドの反復が醸し出す起伏感がそうした風情を一層深

いものにしているようだ。美しくも儚ささえ湛えた

弦のアンサンブルは、華美なニュアンスを圧し、ひ

たすらにモノトーンなムードを、丁寧に、デリカシー

を以て紡いでいく。352.4kHz ハイレゾフォーマット

ならではの真骨頂だ。

スペシャルハイレゾサンプラー DVD　連動企画     
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スペシャルハイレゾサンプラーDVDの

再生方法

方法① PC ＋ USB DACで聴く

方法② NAS ＋ネットワークオーディオで聴く

《ご注意》
●収録されている楽曲を、本来の音質でお楽しみいただくためには、それぞれの音声仕様（サンプリング周波数やビットレート、規格）に対応した再生装置と再生ソフ
トが必要です。
●この DVD-ROM に収録されている音楽ファイルは、ダイナミックレンジが広く小さな音から急激に大きな音へと変る部分を含んでいます。音量の上げ過ぎによるス
ピーカーやアンプの破損、聴力への悪影響を防ぐため、常に適切なボリュウム位置を心がけてください。
●本音源はすべて 2L レーベルから提供された音源をそのまま収録しています。曲名やアーティスト名、トラック番号等もすべてレーベルから提供されたデータを編集
していませんので、本 DVD 収録の順とタグ情報上のトラック番号が一致しないことがあります。なお、曲名は、本 DVD 収録用にリネームしています。また、MQA
音源は、MQA 対応機器以外では、44.1kHz/24 ビット /FLAC 音源として再生されます。なお、収録されている音源は、再生環境によって音質が異なりますのでご了
承ください。

©2016 Stereo Sound Publishing Inc. All Rights Reserved. For Home Use Only. Do not Duplicate. ㈱ステレオサウンド

注意　352.8kHz/24 ビット非対応機＋ foobar2000 では「Resampler」を活用しよう
Windows PC における定番の音楽再生ソフト「foobar2000」と USB DAC を組合せている方は多いだろう。注意したいのは、USB DAC が
352.8kHz/24 ビットの再生に対応していない場合だ。そのときは「Preferences」→「DSP Manager」の画面で「Resampler（PPHS）」を有効化して、
foobar2000 側で、USB DAC が再生できるサンプリング周波数にダウンコンバートしておこう。なお、Mac での定番ソフト、AudivanaPlus では、
自動的に DAC がサポートするサンプリング周波数に変換して出力する

編集部

こ の DVD サ ン プ ラ ー 収 録 の 音 源 の 品 位 を フ ル に 味 わ う に は、
Track1 〜 6 は 352.8kHz/24 ビット /FLAC 対応の、Track7 〜 12 は、
MQA 対応の再生環境が必要になります（※ MQA 非対応機器では
44.1kHz/24 ビット /FLAC として再生されます）

Step 1　付録 DVD を PC のドライブで読み込ませる
Step 2　付録 DVD フォルダーの中の「music data」内データを、PC の HDD にコピーする
Step 3　再生ソフトで音源を再生する
※再生ソフトの使用方法は、再生ソフトの取扱説明書 / マニュアルをご覧ください

Step 1　付録 DVD 音源内のデータを PC の HDD にコピーする（方法① step1 〜 3 参照）
Step 2　NAS 内の任意のフォルダーに音源をコピーする
Step 3　ネットワークプレーヤーで NAS 内の音源を再生する

① Resampler（PPHS） を 選
択、②の「←」をクリックし、③
Active DSPs の側に Resampler
を 移 動 さ せ る（ 有 効 化 ）、 ④

「Configure selected」をクリッ
ク、⑤「Resampler Setting」の
画面が現われるので、⑥「Target 
samplimg rate」で任意の周波
数を選ぶ（写真は 96kHz を選
択している）、⑦「Resampler 
Setting」画面の OK ボタンをク
リック、⑧「DSP Manager」の
Apply をクリックする

①

②
④

⑤

⑥

⑦

⑧

③




