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音律等の再生能力による再生装置の評価方法についての実験と考察         

      注：引用文献のうちサイトから削除されているものがあることを 

         お断りいたします。 

 

１．由来 

株式会社インフラノイズより、平成 21 年 12 月 21 日付けで音楽録音再生専用デジタル

オーディオケーブル 6 種の発売のアナウンスがありました。このアナウンスの内容を

一部引用しますと次のような記述があります。 

  注：最近のリベラメンテシリーズの旧作にあたる DCG シリーズのディジタルケー

ブルと USB ケーブルのことです。 

「純正律で演奏された録音を用いて聞き比べると演奏の内容や、音質の好みの違いなど

の違いで判断が左右されることなくインフラノイズのケーブルの優秀性が誰にでも認

められます。純正律での演奏はもともと音の揺れや、不規則な差音の発生が少ないので

ケーブルによる問題を聞き分けやすいのです。これは一般ケーブルと比較して、インフ

ラノイズケーブルでは音の揺れや不規則な倍音の干渉が圧倒的に少ないことの証明で

す。言い換えるなら今までのオーディオケーブルでは付加音や音の揺れが発生するので、

純正律音楽だけでなくどのようなジャンルの音楽でも元の演奏には存在しない音が生

まれ、音楽内容が変質してしまっていたということです。この変質の結果は装置、音楽

のジャンル、個人の好みその他により目立たぬ場合もあるし、またどうしようもなく害

になるときもあるわけです。」 

即ち、ケーブルの評価に際しては、「純正律で演奏された録音を用いて聞き比べた時に

演奏の内容や音質の好みの違いなどの違いで判断が左右されることなくケーブルの再

生能力の優秀性が確認できる。」と主張されています。この記述の検証のために、ケー

ブルのみならずその他の再生装置のコンポーネントに対象を広げていくつかの実験を

行い、考察を加えることにしました。 

 

２．音律等の再生能力による再生装置の評価方法についての実験結果の要約 

２－１）ディジタルケーブルによる音律の識別 

いろいろな音律で調律された音源についてインフラノイズ社のケーブルと他のケーブ

ルを比較しますと、インフラノイズ社のケーブルを使用した場合、平均律やピタゴラス

律では和音のうなりが聴き取れるなど、最も音律の違いが聴き分けやすく、ハーモニー

の善し悪しが判別し易く、また、純正律では音が澄んで和音の響きが心地よく聴けまし

た。 

２－２）ディジタルケーブルによる楽器の識別 



ヴァイオリンやピアノの種類を替えた音源についてインフラノイズ社とケーブルと他

のケーブルを比較しますと、いずれのケーブルでも楽器の違いは聴き分けられますが、

例えば、ストラディバリウスなどの音楽的な表現力に差が出てきます。この点でインフ

ラノイズ社のケーブルは楽器の違いは聴き分け易いだけでなく、音楽的な表現力に分が

あるように感じられました。２－１）の結果と合わせて考えるとき、音律の違いを聴き

分けやすいケーブルの方が、楽器による固有の音のニュアンスをより正確に表現でき、

しいては音楽的表現力に優れていると言えます。 

２－３）ディジタルケーブルによるホールの識別 

これまでの経験では CD の再生ではホールの特徴までは十分に掴めず、BS 放送の音源

では CD よりホールの特徴が掴みやすいと思ってきましたが、いろいろなホールで録音

された CD でも Digital Music File 化し、ケーブルやその他の PC オーディオのグレー

ドを上げていけば、ホールの特徴の把握も容易になるということが分かりました。中で

もインフラノイズのケーブルを使用した場合、もっともホールの特徴をはっきり出して

くれ、実際に生演奏を聴いてきた同じ演奏の CD 音源では生演奏の印象に近いことが分

かりました。２－１）の結果と合わせて考えるとき、音律の違いを聴き分けやすいケー

ブルの方が、ホールトーンのニュアンスをより正確に表現でき、しいては生演奏の音楽

表現を再現し易いと言えます。 

２－４）CD トランスポートの比較 

CD トランスポート間において音律の違いや楽器の違いを聴き分けることに差がある

ことが分かりました。実験の範囲内では、PC 用のマルチドライブを使って USB-101

経由で再生すると手持ちの専用トランスポートより音律の違いや楽器の違いを聴き分

けが容易であり、かつ CD を再生したときにも生演奏の印象に近いことが分かりました。

また、音楽用 CD ドライブの Plextor PlemiumU2 を使用すると一般の PC 用マルチド

ライブよりさらに音律の違いや楽器の違いをさらに明確に聴き分けることができまし

た。この結果、インフラノイズの、「純正律で演奏された録音を用いて聞き比べた時に

演奏の内容や音質の好みの違いなどの違いで判断が左右されることなくケーブルの再

生能力の優秀性が確認できる」という主張は、ケーブルのみならず、CD トランスポー

トについても言えるのではないかと思われます。 

２－５）スピーカーおよび駆動アンプの比較 

比較に供したスピーカーおよび駆動アンプシステムの違いによる音律やヴァイオリン

の楽器の識別の容易さは次のような順になりました。 

FAL システム＞Siemens シングルコーンシステム＞JBL マルチアンプシステム 

Siemens のシングルコーンでは、JBL マルチアンプシステムよりレンジやダイナミッ

クな表現力には劣るものの、音律やヴァイオリンの楽器の識別が容易であり、弦中心の

小編成ものでは魅力的な音を聴かせてくれました。 

従って、音律や楽器の違いの判別において、ケーブルと同様にスピーカーその他の全体



システムが関係することが明らかになりました。 

２－６）USB 入力 DD コンバーターの比較 

DD コンバーター機能を有する iPod ドックと USB コンバーター専用機の USB-101 と

を比較しますと、ケーブルを可及的同一にしても前者は音律や楽器の判別が困難になり、

同時に音楽的表現力が低下しました。 

従って、インフラノイズの、「純正律で演奏された録音を用いて聞き比べた時に演奏の

内容や音質の好みの違いなどの違いで判断が左右されることなくケーブルの再生能力

の優秀性が確認できる」という主張は、ケーブルのみならず、DD コンバーターについ

ても言えるのではないかと思われます。 

２－７）ケーブルを替えたリマスタリング 

インフラノイズ社のディジタルケーブルを使用して DA コンバーターのアナログ出力

から TASCAM DR-100 に録音するリマスタリングを行った場合は、USB-101 や

RMS-1000 の整音効果や ABS-7777 によるクロック制御の効果をケーブルが減じるこ

となく、リマスタリングにより音楽の表情が豊かになることが分かりました。 

以上の結果から次のように結論づけられます。 

１）インフラノイズ社の主張「純正律で演奏された録音を用いて聞き比べた時に演奏の

内容や音質の好みの違いなどの違いで判断が左右されることなくケーブルの再生能力

の優秀性が確認できる」ということは、音律や楽器の識別、ならびにホールトーンの識

別や生演奏にどれだけ近付けられるかという評価実験結果から証明され、実際このよう

なヒアリングで開発された同社のケーブルの再生能力の優秀性が分かりました。即ち、

音律の識別が容易なケーブルは楽器のニュアンスやホールトーンの再現にも威力を発

揮し、結果として生演奏の雰囲気を再現できる能力が高いということになります。 

２）同様のことはケーブルだけでなく、CD プレイヤーや、スピーカー、アンプ、DD

コンバーターなどについても言え、チャンネルデバイダーやネットワークを有するマル

チユニットのシステムシステムでは、個々の帯域の音の忠実性は高くとも、倍音の正確

な表現を要する弦の再現にはやや難があることも分かりました。 

以上のような音律の識別能力や高次の倍音を含むヴァイオリンのような楽器の音色の

識別能力を手掛かりとして、オーディオシステムのコンポーネントの選択や再構成を行

っていった結果、抽象的な表現ですが、これらとオーディオシステムの音楽的な表現能

力が相関していることが分かりました。特に、ライブ録音や BS 放送の音楽番組では演

奏会場の雰囲気を生々しく伝えてくれることが分かってきました。 

 

３．音律等の再生能力による再生装置の評価方法についての考察 

では、機器やケーブルの構成を替えると、どうして平均律と純正律の区別がつきやすか

ったり、つきにくかったりするのでしょうか。本項ではこのことについて考察してみ

たいと思います。 



まず、仮説として次のように考えます。 

仮説１「人間は音程の判断を基音（ファンダメンタル）だけでなく、その倍音も含めて

判断している。」 

仮説 2「人間は楽音の判断を基音と倍音の構成成分とともに認識している。」 

次に、これは仮説ではありませんが、「楽音は発振回路で作りだしたピュアーなサイン

波ではなく、かならず倍音を伴う。」という事実があります。フルートやオカリナの倍

音はそれほど高くまでは伸びていませんが、オーボエやヴァイオリンでは実に 20 次前

後までの倍音が出ていると言われています。 

例えば、低音が出にくい小口径のスピーカーでベースの音を聴くと、あたかも出ないは

ずの基音まで聴こえているように感じます。これは倍音が正確に確認できるとある種の

フーリエ分解のようなことをして倍音の構成を認識し、その下に基音があることを推測

し、その基音と実際に聴こえた倍音をフーリエ合成して、基音まで伸びた生々しいベー

スの音として認識してしまうと考えられます。所謂 Missing Fundamental（存在しな

い基音）を聴いているように感じるのです。このような錯覚は低音で起こりやすいので

すが、高域の倍音についても同様に出ていないはずの倍音まで聴こえているように感じ

ることがあるのではないでしょうか。人の聴覚で数学的に厳密なフーリエ分解やフーリ

エ合成をしているとは考えられませんが、24 の聴覚フィルターによる周波数分析を行

っているという説は確かなようです。 

かつて CD ではピッチが狂うと主張された「CD 音痴論」の議論がありましたが、基音

のピッチが狂うわけではなく、倍音成分の構成や後で述べるうなりや結合音が正確に感

じ取れないために恐らくはピッチが狂ったものとして受け止めてしまったのではない

かと推察されます。なお、本稿では、この議論の発端になった「CD 音痴論」を蒸し返

すものではなく、ディジタルケーブルだけでも音が変わってしまうという事実がありま

すので、CD の再生系トータルについてもっと検討すべきことがあるのではないかと考

えられます。 

本論に戻り、以上のことから次の仮説を引き出します。 

仮説 3「倍音の構成成分が正確に再生できるオーディオシステムとそうでないオーディ

オシステムがある。」 

そして、いろいろと実験を繰り返した結果の事実として「平均律と純正律など音律間の

区別がつきやすいオーディオシステムとそうでないオーディオシステムがある。」とい

うことを認めていただいた上で考察を進めます。 

では、このことと仮説 3 とはどのように関連するのでしょうか。また、仮説 3 のよう

なことがどうしておこるのでしょうか。 

ここで、もう一つ「うなり＝beat」のことを考えます。周波数が少しずれた二つの音は

それらの周波数の差だけの音の強弱＝うなりをもたらします。逆にこのうなりが出ない

ことで周波数の同一性、あるいは十分に周波数の離れた二つの音として認識できます。



音楽は多くの楽音が重なって演奏され、常に倍音を伴っています。ですから、高い周波

数の倍音レベルまでうなりの現象が伴われます。基音同士はうなりを乗じなくても、倍

音同士では周波数が近接してうなりを生じることがあり得ます。 

このうなり現象は重要で、音楽の素人でも割合容易にうなりを感じ取ることができます

し、わずかなピッチのずれを調整するのに演奏家や調律師はうなりを利用しているそう

です。また、コンサートホールのような閉空間ではうなりの発生が固有のホールトーン

を形成することを冨成博士が理論的に突き止め、ダイナベクター社のスーパーステレオ

プロセッサーの開発に繋げました。 

音楽に使われる音律、音階、和音によって楽音同士のわずかなピッチのずれがあり、従

って、そのうなりは音律、音階、和音によって異なってきます。いろいろな音律で調律

されたときの主要 3 和音を録音した CD がありますが、これを聴くと音律により和音

の調和の度合い、あるいは不協和度、うなりなどが違って聴こえます。 

このうなりの現象以外に二つの音を同時に聴くと、人は二つの音の周波数を足し合わせ

た周波数の加音や二つの音の周波数の差の周波数の差音が聴こえたように感じる現象

もあるそうで、これは「主観的結合音」と言われています。二つの音にはそれぞれ倍音

がありますから、それらの倍音と元の二つの音の結合音もあってしかるべきで、結果と

してさらに複雑な音を聴いてしまっていることになります。従って、音楽のような複雑

な音を聴くとうなりの他に主観的結合音の一群も含めて非常に複雑な感じ方をするわ

けです。このような主観的結合音は人が感じるものですから、測定対象にはなり得ませ

んが、倍音の再現が正確でなければ主観的結合音の聴こえ方により音楽の印象が変わっ

てくると考えられます。なお、こういったうなりや結合音も含めた複雑な音の判別には

経験の蓄積が必要と思われます。 

音律を替えるとどのように周波数が変わってくるかの例を挙げて説明いたします。その

ために岩宮眞一郎著「CD でわかる音楽の科学」（ナツメ社）から引用、編集して表 1

に示します。 

表 1 から分かるように、ドの音を基準にして半音を 100 等分した単位をセントとしま

すと、平均律のミは全音が 2 つ、つまり半音が 4 つ分ですから、400 セント上に来ま

すが、ピタゴラス音律では 407.82 セント、純正律では 386.31 セント、ミーントーン

では 386.31 セントです。平均律のソは 700 セント上に来ますが、ピタゴラス音律では

701.96 セント、純正律も 701.96 セント、ミーントーン 696.74 セントです。従ってこ

れらの音律ではピッチの差も違うし、和音の響き具合やうなりの発生具合も違ってきま

す。 

これらのことから、平均律が全音 200 セントずつ、半音 100 セントずつずれていて、

一番調整し易く、何となく響きも良さそうですが、ここでやっかいな問題があります。

実は人間が心地よい和音を感じるのは二つの音の周波数の差の規則性ではなくて、簡単

な整数比である場合なのです。このことは既にギリシャ時代に見出され、そのことを追



求した純正律では、ドとミの周波数比は５／４、ドとソの周波数比は３／２とされてい

ます。その他についても同様に整数比を取るようになっており、これらの関係を表 2

に示します。 

つまり純正律は美しい和音の響きを作りだすために考え出された音律なのです。この純

正律については必ずしも良いいことづくめではなく、その特徴についていろいろな文献

に記載されています。 

 

表１ 音律間の音のずれ（単位：セント） 

音階 ピタゴラス音律 純正律 ミーントーン 平均律 

ド 0 0 0 0 

レ 203.91 203.91 193.16 200 

ミ 407.82 386.31 386.31 400 

ファ 498.04 498.04 503.42 500 

ソ 701.96 701.96 696.58 700 

ラ 905.87 884.36 889.74 900 

シ 1109.78 1088.27 1082.89 1100 

音階 純正律からの差 純正律からの差 純正律からの差 純正律からの差 

ド 0.00  0.00  0.00  0.00  

レ 0.00  0.00  -10.75  -3.91  

ミ 21.51  0.00  0.00  13.69  

ファ 0.00  0.00  5.38  1.96  

ソ 0.00  0.00  -5.38  -1.96  

ラ 21.51  0.00  5.38  15.64  

シ 21.51  0.00  -5.38  11.73  

純正律からの差

の和 
64.53  0.00  -10.75  37.15  

純正律からの差

の平方和 
1388.04  0.00  231.34  592.59  

和音(ドミソ)の

純正律からの差

の平方和 

462.68  0.00  28.94  191.26  

和音(レファラ)

の純正律からの

差の平方和 

462.68  0.00  57.89  248.45  



和音(レソシ)の

純正律からの差

の平方和 

462.68  0.00  173.45  156.72  

注：セントは半音階を 100 等分した値で１セントの音程の周波数比は 1.000578 

 

表２ 純正律の 2 音の周波数比 

2 音の周波数比 音程  

１：１  完全一度（ユニゾン） 

１：２  完全８度（１オクターブ違い） 

２：３  完全５度（例・ドとソ）  

３：４  完全４度（例・ドとファ） 

４：５  長３度（例・ドとミ）  

５：６  短３度（例・ラと上のド） 

３：５  長６度（例・ドとラ）  

５：８  短６度（例・ミと上のド） 

 

ピタゴラス律や平均律の和音を聴くと、なんとなく濁ったような感じがして、しかも、

うなりのような音の揺れを感じます。表 1 から分かるように、ピタゴラス律は数字の

一致する点が多く、一見純正律に近いように見えますが、ミとラとシの乖離が大きく、

そのずれ具合を数値化するために、７つの音や和音について純正律からの差の平方和を

取ると平均律と同様に数値が大きくなり、いずれの和音も調和しにくいことが分かりま

す。これに対し、ミーントーンは純正律との一致点は少ないのですが、そのずれの大き

さはさほどでもありません。実際に音が良いことで定評のある Sibermann のオルガン

の CD を聴きますと綺麗な澄んだ音がしますが、オルガンのメンテナンスをされている

会社に聞きますと Sibermannのパイプオルガンはミーントーンで調律されているとの

ことでした。これとは反対に日本のほとんどの多目的ホールのパイプオルガンは平均律

で調律されているそうです。 

純正律が美しい和音の響きを作りだすことの秘密を解き明かしたのが、ヘルムホルツ 

(Helmholtz) で、彼の「Klangverwandtschaft 理論」に述べられています。純正律を

採用する時、２つの音の間に低い次数の共通倍音が存在し、よくハモる（協和音程）こ

とになりますが、ハモらない音律の音程（不協和音程）では、低い次数の共通倍音は存

在しないということです。例えば、純正律で長３和音、振動数比４：５：６の音を同時

に鳴らした場合、共通倍音は同じ音になります。その結果、倍音が強調され、きわめて

豊かな響きとして感じられるのです。例えば、ドの音を 264Hz とし、表 2 の音程間の



比率から 20 次までのドミソの倍音の計算した結果を表 3 に示しますが、この表から共

通の倍音があることが分かります。このことは非常に簡単な話で、ドとソは純正律では

周波数比が２：３ですので、ドの 6 次の倍音とソの 4 次の倍音は４：６、即ち周波数

比が２：３となり、共通の倍音 1584Hz を持つようになるわけです。 

 

  
表３ 和音の共通倍音の事例(単位：Hz)  

   

倍音次数   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

  ド 264 528 792 1056 1320 1584 1848 2112 2376 2640 

  ミ 330 660 990 1320 1650 1980 2310 2640 2970 3300 

  ソ 396 792 1188 1584 1980 2376 2772 3168 3564 3960 

           
倍音次数  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  ド 2904 3168 3432 3696 3960 4224 4488 4752 5016 5280 

  ミ 3630 3960 4290 4620 4950 5280 5610 5940 6270 6600 

  ソ 4356 4752 5148 5544 5940 6336 6732 7128 7524 7920 

  
注：カラーマーク箇所が共通倍音 

   

 

純正律ではない場合には、低次倍音間に若干のずれが生まれ、倍音間にもうなりが発生

し、これが響きの濁りとして感じられます。以上、各音律の２つの音の協和の度合いと

は、実は共通倍音の有無や多少、一致の具合と深い関係があると言うことになります。 

さらに、詳細は省略しますが、2 つの基音の周波数比を連続的に１から２まで変化させ

倍音を加えた時の不協和度の曲線を計算しますと、6/5，5/4，4/3，3/2，5/3 などの比

率の場合に、不協和度曲線の落ち込みが現れ、それらの比率の時によく協和する、すな

わち、2 音の周波数比が簡単な整数比の場合によく協和することが示されています。 

なお、本論では純正律復古論を主張しているわけではありません。純正律には別の問題

点もあってそれらはいろいろな楽典の文献にも述べられています。インフラノイズ社が

純正律をケーブルの評価に使うと良いと経験から割り出してノウハウとして実施して

きたことの背景にはこのようなヘルムホルツの理論からあったということを指摘して

おきます。 

以上から、仮説４「わずかにずれた音の間に発生するうなりが正確に出るオーディオシ

ステムとそうでないオーディオシステムがある。」が導かれます。 



そして、仮説 5「あるべきオーディオシステムとは、音楽に使われる音律、音階、和音、

倍音などとそれらから発生するうなりや主観的結合音を正確に表現できるものでなら

なければならない。」が導かれます。但し、このことはクラシックを念頭において考え

ています。 

次にオーディオシステムによってなぜ倍音やうなりが正確に再現できないかという疑

問がでてきます。 

「ディジタル信号」は実は「ディジタル情報を含んだアナログ信号」であり、アナログ

信号の場合と同様の問題が発生します。すなわち、振動やノイズや電磁波の飛び込みに

よってアナログ電流が変調されますと DA コンバーターにおいてアナログ信号に変わ

る時の変化となって現れます。また、クロックが同期されない SP/DIF 伝送や一定時間

間隔でデータ転送を強制的に実行していくアイソクロナス伝送であるUSB伝送ではデ

ータの欠落や遅れがあっても、伝送の前後でデータの突き合わせ（ベリフィケーション）

もエラーを検知したときの伝送のリトライも行われませんから、それらが DA コンバー

ターでアナログ信号に変わる時の変化となって現れます。ジッターが発生する仕組みと

しては、信号を 0/1 に判定するスレッシュホールドレベルの変動があり、これらは電源

電圧の変動、アース電位の変動、熱攪乱雑音、誘導ノイズなどがあるそうですが、さら

に、当然もともとのクロック自体の精度あるいは温度変化もジッターの発生に大きな影

響があります。ディジタルデータはサンプリング周期で等間隔にデータを配列すること

を前提とした数値なので、ジッターがあると再生信号の波形に歪みが生じてしまいます。 

ジッターは 250 ns が検知できる限界であるという Table１のような報告があります。

これによると、非常に微細なジッターの変動も感じ取られるようなので、筆者のように

聴覚が多少劣化していても案外ジッターの変動を容易に捉えられているのかも知れま

せん。 

 

以上のようなことで、音の基になる複雑な楽音の信号が微妙に狂うと和音や倍音やうな

りが正確に再現できず、わずかに周波数の差がある音律間の区別がつきにくくなるとい

うようなことが起こってしまうと考えられます。 

純正律の音楽が心地よく聴こえるかどうかが、ケーブルの判断基準になり得るのではな



いかということが、インフラノイズ社の経験的にたどり着いた結論ということでしょう

が、その背景についてはヘルムホルツが解き明かした理論があり、純正律の音楽の再生

結果の良し悪しの背景にはディジタル回路設計や伝送やジッター処理に関する多くの

問題点があるものと理解していいのではないかと思います。なお、このような音律の聴

き分けに関しては、絶対音感のある音楽家や調律師では、多少グレードの低いオーディ

オシステムでも聴き分けが可能でしょうし、このあたりは個人差があると思います。し

かしながら、一般の音楽愛好家のためには、少なくともリーズナブルな価格で音律の聴

き分けが容易なオーディオ装置が存在して欲しいと願い、そしてそのことが再生音楽か

ら生演奏の感激を感じ取る上で必要であると考えます。もちろん、再生音楽を原音再生

から切り離し、自己の美学の追求という独自の世界に入り込む楽しみ方もあってしかる

べきと考えます。 

なお、和音の響きやハーモニクスの再現を重要と考えるのは主としてクラシックの分野

であり、この考えの下にいろいろな音律が考案されてきたものです。もともと、複雑な

音階を持つ民族音楽、不協和度の大きい音律や音階を使っている音楽、電気的に歪ませ

た音を使っている電子楽器を用いる音楽では、そのような基準でオーディオシステムの

判断をする必要性は薄れるかも知れません。純正律の音楽の響きが綺麗に聴こえるオー

ディオシステムに関心が向かなくて当然、あるいはかえって邪魔になるということがあ

るかも知れません。その場合は純正律でなく、もっともその音楽にあった他の音律や音

階、Jazz ならブルーススケールの和音、極端な場合では電子的に歪ませた音を基準に

すればいいということになりますが、これにはもっと検証が必要です。 

 

【付記】 

筆者は音感の優れた音楽家でも楽典の専門家でもオーディオ技術や ITに通じたもので

もありませんし、年齢的にも聴覚は劣化しています。少しばかりコンサート通いと物理

学が好きな普通の音楽愛好家に過ぎません。しかしながら、コンサートの生演奏と自分

の装置の再生との落差は分かりますし、その落差を大きな投資を必要とせずに縮めたい

と願っております。こういった立場から今回インフラノイズ社の問題提起に関心を持ち、

自分が検知できる能力の範囲で音を聴き、浅学を顧みず文献をあたって愚見を整理して

みました。この機会に参考にさせていただいた文献の著者、Web の主宰の方々、なら

びにこのような文献を紹介していただいた方々にお礼を申し上げます。 

 

以上 
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