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携帯型録音機を使用したリマスタリング(4)  

             ―純正律音源の場合― 

 

１．始めに 

ディジタルファイルから一連のインフラノイズの機器を通してディジタルファイル

を作成し直すリマスタリング実験について、CD の元音源や高音質 Digital Music 

File 音源をもちいて実施してきました。これらはすべて平均律で調律された近代楽器

によるオーケストラの音源です。今回、純正律で調律された楽器による CD 音源から

コピーされた CDR を入手することができましたので、純正律の音源ではどうなるか

を調べてみることにしました。また、再生方法により純正律と平均律の同じ曲がどの

ように識別されるかについても調べてみました。 

 

２．元音源 

下記の二つの CD からコピーした CDR を元音源として使用した。 

１） Just West Coast（Bridge Record Inc.レーベル） 

① Waltz for Evelyn Hinrichsen（純正律/Pure Scale, PS と省略） 

② Study on Olympos’ Pentatonic（純正律/Pure Scale, PS と省略） 

２）「ピュアースケールミュージックによる理想的ストレス解消」（純正律音楽研究所刊）

の付属 CD 

  ① モーツアルト：ピアノソナタ K.331 第一楽章（平均律/Equal Temperament、

ET と省略） 

② モーツアルト：ピアノソナタ K.331 第一楽章(純正律/Pure Scale, PS と省略) 

③ シューベルト：子守歌（平均律/Equal Temperament、ET と省略） 

④ シューベルト：子守歌（純正律/Pure Scale, PS と省略) 

 

３．ディジタルリマスタリングの方法 

入手した CDR を用いてリッピング、WAV 変換およびリマスタリングを実施しまし

た。リマスタリングのルートは次の通りです。 

SSD メモリー→PC→USB-W4→USB101（ABS-7777）→CRV-555（ABS-7777）→

【新ケーブル】→DAC-1→RMS-1000→DR-100（SDHC） 

リマスタリングのための再生ソフトは、VU Player を使用しました。 

 

４．再生方法 

１）マランツ SACD/CD プレイヤー SA11-S1 アナログ出力 



  この場合は、ラックの設置や配線の関係から２）以降と異なり、プリアンプは Leak 

Point 1､パワーアンプはヒースキットの KT66pp アンプ、スピーカーは EMI のレ

コーディングモニターを使用しました。 

２）マランツ SACD/CD プレイヤー ディジタル出力→CRV-555（ABS-7777）→【新

ケーブル】→DAC-1→RMS-1000 

  ２）以降では、プリアンプは、しなの音蔵オリジナル、パワーアンプは、しなの音

蔵 300B シングルアンプ、スピーカーは FALC90EXW を使用しました。 

３）改造マルチドライブ→PC→USB-W4→USB101（ABS-7777）→CRV-555

（ABS-7777）→【新ケーブル】→DAC-1→RMS-1000 

  再生ソフトは、Windows Media Players を使用しました。 

４）SSD メモリー→PC→USB-W4→USB101（ABS-7777）→CRV-555（ABS-7777）

→【新ケーブル】→DAC-1→RMS-1000→ 

  再生ソフトは、VU Player を使用しました。 

 

５．システムおよび評価者の識別能力の検証 

純正律音源の評価を行うまえに、単音や和音でオーディオシステムならびに自身の評

価能力を事前に調べることにしました。その方法として岩宮眞一郎著「CD で分かる

音楽の科学」（ナツメ社）付属 CD にある、ピタゴラス律、純正律、ミーントーン、

ウェル・テンペラメント、平均律それぞれで調律されたピアノによる音階の上行と下

行および和音 T（ドミソ）、S（ファラド）、D（ソシレ）、T（ドミソ）の音源を用い、

CD から 44.1KHzWAV にリッピングして SSD メモリーから読み出し、PC オーディ

オで再生して聴いてみました。 

その結果、ピタゴラス律、純正律、平均律は明確に識別され、ピタゴラス律と平均律

に比べ、純正律では明らかに和音の響きが美しいことが分かりました。また、ミーン

トーンは純正律からの改良音律であるため、絶対音感のない自分には純正律からの識

別は困難でした。ウェル・テンペラメントは、さらにミーントーンとピタゴラス律と

の中間的な存在であるため、ミーントーンとの区別もつきにくいし、ピタゴラス律に

も似ているように感じます。しかし、これらの音自体は明瞭であるため、音感の優れ

た音楽家などは識別可能でしょう。 

なお、自分自身は 20 歳台からバロックやハイドン、モーツアルトや古楽器の演奏な

どに親しんできたので、純正律、ミーントーン、ウェル・テンペラメントによる調律

が心地よく響いてきます。 

 

６．CD 再生における評価結果 

まず、１）の CD プレイヤーのアナログ出力では、音源１）－①および１）－②の純

正律音源は、録音が良いせいかかなり心地よく響きます。音源２）－①、２）－②、



２）－③、２）－④では、それぞれ、①と②、③と④が同じ曲の調律が違った組み合

わせですが、調律の違いは分かりにくいです。しかし、良く聴きこんでいくと、②お

よび④の純正律の方が素直な響きであり、①と③は少しギスギスした肌触りの悪い音

がします。 

次に２）の CD プレイヤーのディジタル出力では、音源１）－①および１）－②の純

正律音源は１）と同様に心地よく響きます。音源２）－①、２）－②、２）－③、２）

－④では、①と②、③と④の同じ曲の調律が違った組み合わせ間の違いは、１）より

むしろ分かりにくいです。これは CD プレイヤーをトランスポートとして使用し、

CRV-555 と同軸 RCA ケーブルで接続しており、このケーブルのクオリティが低いこ

とが原因と推測されます。１）の CD プレイヤーのアナログ出力では、トランスポー

トと内蔵 DAC は I2S で接続され、この場合はクロック信号も同時に送られます。こ

れに反し、２）のトランスポートと独立 DAC の組み合わせではクロック信号は PLL

を通じての関係であり、クオリティが低い同軸 RCA ケーブルで接続されると問題が

起こる可能性があります。従って、インフラノイズの新しいディジタルケーブルを導

入後再度確認してみる必要があると考えています。 

3）の改造マルチドライブによる再生では、音源 1）-1 及び 1）-2 の純正律音源は、

１）および２）の CD プレイヤーにおける再生より音質が向上し、さらに心地よく響

きました。音源２）－①、２）－②、２）－③、２）－④では、①と②、③と④の同

じ曲の調律が違った組み合わせ間の違いは、１）や２）の CD プレイヤーにおける再

生よりよりはるかに分かりやすいです。そして、純正律の②と④はもちろん平均律の

①と③も１）や２）の CD プレイヤーの場合よりずっと音質が向上します。この場合

は USB-101 と CRV-555 を経由し、ともに ABS-7777 からクロック入力を受けて同

期しています。 

 

７．Digital Music File 音源再生における評価結果 

まず、CDR からリッピングし、96KHz，24bit に変換した WAV ファイルについて試

聴した。音源１）－①および１）－②の純正律音源は、１）および２）の改造マルチ

ドライブにおける再生よりディテールの表現が良くなって一層心地よく響きます。 

音源２）－①、２）－②、２）－③、２）－④では、①と②、③と④の同じ曲の調律

が違った組み合わせ間の違いは、１）や２）の改造マルチドライブにおける再生と同

等くらいに分かりやすいです。しかも、クオリティ面では改造マルチドライブより音

の揺れがなくすっきりとクリアーになっています。この場合、PC の SSD メモリー

から読み出しましたが、USB-5 から読み出すとさらに音質向上が期待されます。 

さらにリマスタリングした WAV ファイルの場合、全般的に音質が向上しました。純

正律では和音の調和の程度が手に取るように分かります。音源２）－①、２）－②、

２）－③、２）－④では、①と②、③と④の同じ曲の調律が違った組み合わせ間の違



いは、①と③の平均律の音質向上が著しいので、②と④の純正律との差はむしろ縮ま

ったように感じました。このリマスター音源では、音質向上ばかりか、演奏テクニッ

クが正確に分かるようになり、この CD の無名の演奏集団のテクニックがそれほど優

れたものではないように感じ取られ、音楽としての心地良さが幾分減じたのは皮肉な

ことです。 

 

７．純正律と平均律 

ここで純正律と平均律について若干解説しておきます。純正律のメリットとデメリッ

トは Just West Coast の CD のライナーノートに詳しいので引用しておきます。 

All of the music on this album is performed in Just Intonation (or “World Tuning”), 

a system in which pure intervals are used. Just Intonation produces more 

euphonious consonances and complex dissonances than the standard ‘equal 

temperament’ to which most Western instruments are presently tuned. 

The secret behind these pure intervals is tuning the individual pitches of the scale 

to the exact mathematical ratios found in the harmonic content of the vibrating 

strings themselves. When this is done, the notes combine without “beating"(a 

fluttering, pulsing sensation that clouds the harmony), producing a transparency 

and clarity of harmony that is not usually heard in instruments when intonation 

is not adjustable.  

 So why isn’t all music written in this beautiful tuning? The Problem arises when 

one changes key.  When a note is slightly raised or lowered in order to tune it 

exactly to another note, its relationship with all eleven other notes of the 

chromatic scale change too. For example, there can be more than one “A” for each 

scale, thus yielding more than customary 12 notes per octave. To complicate 

matters further, there is one Just Intonation – the composer can choose which 

intervals are to be tuned to simple ratios (more consonant), and choose that there 

are more complex(more dissonant). 

純正律では、和音の響きが良いように整数倍の比率で音階が構成されていますが、一

方転調するとそれが崩れるという問題があります。 

平均律では 2 の 12 平方根ずつで音階を均等に割り振っているので転調しても、ある

いは広い範囲のオクターブでも問題ありませんが、整数倍率から離れるので和音の響

きが悪くなるということになります。平均律は 19 世紀後半に発達したピアノの調律

や広域の音域を持つオーケストラのために考え出されたものですが、和音の響きが心

地よいという点で純正律を見直す動きもあり、ヒーリング効果を期待して活用しよう

という音楽療法からの取り組みもあります。 

オーディオ装置のあるべき姿から考えると、音律を正確に拾い上げて再生することが



でき、特に純正律の和音の響きを損なわないことが必要です。 

 

８．まとめ 

CD プレイヤーでは純正律と平均律の識別が困難でした。純正律の美しいはずの和音

がそれほど澄んだ音のようには聴こえにくかったこともあります。改造マルチドライ

ブを使用した PC オーディオでは純正律と平均律の識別がよりたやすくなりました。

純正律の和音もUSB-101やABS-7777の整音効果によって綺麗に聴けるようになり

ました。 

さらに固体メモリーから読み出した Digital Music File 音源では、純正律と平均律の

識別が容易であり、純正律音源の和音の美しさが際立ちます。また、リマスタリング

すると全般的にさらに音質が向上し、平均律での向上が著しいので純正律との差はむ

しろ縮まりました。このリマスタリング効果は固体メモリーと一連のインフラノイズ

製品の総合的な効果と判断されます。 

以上から、一連のインフラノイズ製品は音律を正確に再現する能力に長けているもの

と判断できます。特に純正律の和音が綺麗に響くようで、ハーモニクスを正確に表現

しているものと考えられます。 

このようないろいろな音律の音源を使用することによりオーディオ製品の的確な評

価ができることは大変興味深いことです。特に和音の響きのよい純正律音源が純正律

らしく聴こえることがそのポイントとなります。そして、CD では純正律音源が純正

律らしく聴こえることには無理があり、回転体を用いない PC オーディオの優位性、

およびいろいろな整音機能を有するインフラノイズ製品のメリットが明確になって

きたように思います。 

但し、このような手法は古典的なクラシック音楽に限定されるものであり、調和の難

度が増す多くの音の和音を用いたり、テンションなどの手法を用いる Jazz やクラシ

ック音楽とは音律が異なるブルースや民族音楽では、一概には適用できないのではな

いかと考えています。 

 

以上 

 


