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GPS-777 によるディジタル再生の音質向上に関する一考察（PartⅠ） 

          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． 始めに 

インフラノイズ社のGPS衛星のクロックを利用したクロックジェネレーターGPS-777

が市場に出回るようになり、オーディオ愛好家から高い評価を受けており、オーディオ

評論家からも今までにない凄いものが出来たと認識されているようです。拙宅の試聴で

も、電波時計のクロックを利用した ABS-7777 をはるかに上回るパーフォーマンスを

示してくれます。このため、この GPS-777 による外部クロック入力の音質向上がどう

いったことに由来するのか、このことに関係する文献を調査し、その理由を考察してみ

ました。 

 

２．各種クロックに関する試聴経験 

最初に各種クロックジェネレーターのヒアリングの経験を整理してみました。まず、「高

品質水晶クロックジェネレーターは確かに音が良い」と言えます。インフラノイズの

CCG-525 と Antelope の Isochrome OCX、Brainstorm の DCD-8 などを聴く機会があ

りましたが、確かにどれも音が良いと感じました。同時に、位相ノイズを通常のトラン

スポートに比べて 50dB減らしたと称する TADの SACD/CDプレイヤーD-600の音も

一般のプレイヤーに比べて音が良いと感じます。 

また、「Rb アトミッククロックは確かに効果がある」ことも経験しました。フェーズ

メーションの HD-7Rb を聴きましたが、この 10MHz Rb クロックは確かに効果があり

ます。Antelope の Isochrome10M はまだ聴いたことがありませんが、オーディオ誌上

での評判は良いようです。 

さらに、「Cs アトミッククロックは大きな効果がある」ことも経験しています。電波時

計のCsアトミッククロックを利用したインフラノイズのABS-9999やABS-7777は長

らく使ってみて頭一つ抜けていると感じています。逸品館の GPS 衛星クロックを利用

した 10MHz クロックジェネレーターも素晴らしい音のようでネット上で公開されて

います。 

 http://www.ippinkan.com/event_news/esoteric/2011-07-23.htm 

しかしながら、今回の GPS-777 は実際に聴いた限りでは群を抜いているように感じま

す。なお、この GPS-777 は SW を入れてからどんどん音質が向上していくことも経験

していますので、このあたりも後ほど考察します。なお、後ほど述べるように、現在の

GPS衛星にはCsアトミッククロックとRbアトミッククロックが併用されていること

を知りました。 

http://www.ippinkan.com/event_news/esoteric/2011-07-23.htm


以上から、原クロック発振器の精度が良いほど音質向上が期待できることは間違いない

と思いますが、同じような原理のアトミッククロックを使っても音質には相当の開きが

出てくることから、その理由も探ってみました。 

 

３．アトミッククロックの原理 

GPS 衛星に搭載されてクロックはアトミッククロックであることが知られていますの

で、まず、アトミッククロックの原理から解説を始めます。アトミッククロックの原理

についてはオーディオ誌でも詳しく触れられていないので文献からの引用で解説して

みます。 

最初にルビジウムガスセル型原子時計について述べます。 ルビジウム(Rb)原子時計は 

Rb87の基底状態(5S 軌道)の超微細構造の遷移周波数である、 

νRb87＝6,834,682,612.8Hz 

を計測して高精度に時間と周波数を求めるものです。 

Rb87の核スピンは I=3/2なので、その基底状態 5SにはF=2,1の超微細構造があります。

この超微細構造は核スピンと基底状態5Sにある電子スピンとのスピンースピン相互作

用（磁気モーメント同士の相互作用）によるものです。 

この型の原子時計はガスセルに閉じ込めたルビジウム原子の光ポンピングとマイクロ

波遷移の 2 重共鳴によるもので、(5S 準位と 5P 準位からなる) 3 準位系の光ポンピン

グにより基底状態の 2 つの超微細構造の間に分布差を作り、上の準位の原子がマイク

ロ波により誘導放出することを利用して超微細構造の遷移周波数を測定します。下図に

従って詳しく述べますと、当初 Rb87 原子は左端のように 5S の F=2,1 の準位にほぼ

均等に分布していますが、これに F=1 と 5P のエネルギー準位差に対応する光スペク

トルを当てることで、 F=1から 5Pへと励起されます。次に 5Pから自然放出してF=2,1

の準位に落ちます。 F=1 準位に落ちた原子は、さらに光による励起を受けますが、F=2

準位にある原子は励起されません。このような過程を繰り返すことで F=2 準位に多く

の原子が集まり、大きな分布差を生じます。この状態のガスセルにマイクロ波を当てる

と、F=1 と F=2 の遷移周波数と一致したところで誘導放出が起き、ここで光スペクト

ルの透過強度を測定すると、マイクロ波周波数が F=1 と F=2 の遷移周波数と一致した

ところで吸収が最大となります。 

なお、Rbクロックには従来からあるガスセル型に加えて、より高精度を要求する場合、

Cs と同様、fountain 型のビームを使用するものもありますが、超微細構造準位間の遷

移を利用する原理には変わりはありません。 



 

 

  3 準位系の光ポンピング 

注：最後の右端の状態でマイクロ波を当て F2 から F1 への誘導放出を起こさせる。 

E = hν  h:プランクの定数  ν:振動数  

光子の持つエネルギーE は振動数 ν に比例しその比例定数はプランク定数 h  

に等しい。  

http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/~knomura/museum/GPS/node9.html 

上記はルビジウムアトミッククロックの場合ですが、セシウムアトミッククロックにつ

いても同様に次のようなプロセスで正確なマイクロ波を作り出します。炉から放射され

た Cs133の蒸気を、磁場によって超微細準位の異なる 2 つに分離させます。分離された

うち基底状態の原子に水晶振動子を基準として 9,192,631,770Hz のマイクロ波を照射

し、これによって励起された原子に再び磁場をかけて分離します。励起状態のセシウム

の量が多くなるよう周波数を調整し、正確な 9,192,631,770Hz のマイクロ波を作り出

します。上記の超微細準位は Rb では 5S 軌道でしたが、Cs では周期律表で一つ上（原

子番号が大きい）になりますので、6S 軌道であることが違います。 

このセシウムアトミッククロックは 1967 年から、国際的な 1 秒の定義となっていて、

その誤差は 10 のマイナス 15 乗程度とされています。もっとも最高精度を実現してい

るのは 1 次標準の数台に限られており、多くは少し精度の低い商業的に作られた 2 次

標準を用いています。ちなみの原発事故の汚染で問題になっているのは放射性同位元素

の Cs137です。 

http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/~knomura/museum/GPS/node8.html 

その他アトミッククロックについては数多くの解説がありますのでご参照ください。 

エネルギー差がマイクロ

波領域の振動数に相当 

振動数 ν  

http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/~knomura/museum/GPS/node9.html
http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/~knomura/museum/GPS/node8.html


http://www-meg.phys.cmu.edu/physics_33340/experiments/PhysicsToday_11-07_At

omicClock.pdf#search='The rubidium atomic clock and basic research' 

http://www.npl.co.uk/educate-explore/factsheets/atomic-timekeeping/atomic-timeke

eping-(poster)  

http://4physics.com/phy_demo/at_clock/at_clock.htm 

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/08apr_atomicclock/ 

では、こういったアトミッククロックの精度はどのようなものなのでしょうか。セシウ

ムアトミッククロックの精度は、添付の図のように年々向上しており、10 のマイナス

15 乗にも達しています。こういった精度向上の背景には、かずかずの技術が使われて

います。 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Clock_accurcy.jpg 

注：図中の NBS は National Bureau of Standards を、NIST は NBS の組織を継承し

た National Institute of Standards and Technology を指します。 

 

４．レーザー冷却の原理 

Cs アトミッククロックの精度の向上の一つとしてレーザー光によって原子の熱運動を

低減することで精度を上げるレーザー光冷却という技術が使われています。このレーザ

ー冷却とは、レーザー光を用いて、気体分子の温度を絶対零度近くまで冷却する方法の

ことで、おもに、単原子分子、もしくは単原子イオンに用いられます。ここでは主にレ

ーザー冷却過程のうち、おおむね数 K（ケルビン）から数 mK（ミリケルビン）の領域

で有効に働くドップラー冷却過程について説明します。 

原子は光を吸収すると、その光のエネルギー（光子の運動エネルギー）をもらい、光圧

http://www.npl.co.uk/educate-explore/factsheets/atomic-timekeeping/atomic-timekeeping-(poster)
http://www.npl.co.uk/educate-explore/factsheets/atomic-timekeeping/atomic-timekeeping-(poster)
http://4physics.com/phy_demo/at_clock/at_clock.htm
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/08apr_atomicclock/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Clock_accurcy.jpg


という力を光の進行方向へ受けます。ドップラー冷却過程ではこの光圧を利用します。

簡単のために、まず、一次元での説明を行います。 

まず、冷却しようとしている物質は気化しているものとします。また、圧力は充分に低

く、原子（イオン）同士の相互作用は無視できるくらい低い確率でしか起こらないもの

とします。ここに、左右両方向から、冷却しようとしている原子の吸収波長よりもやや

長波長側に調節した同じ強度のレーザー光を照射したとします。もし、原子（イオン）

が右に運動していると、左右から照射されている光の原子から見た波長は光のドップラ

ー効果により変化します。この変化の符号は反対で、具体的には右から照射されている

光の波長は原子から見て短くなり、左から照射されている光の波長は長くなります。こ

れにより右から照射されている光の波長は吸収波長により近づき、左から照射されてい

る光の波長は遠ざかることになります。右から照射されている光の吸収確率が増え、左

から照射されている光のそれが減ることにより、実質的に左向きの光圧を受けることに

なり、逆に左に運動している原子は、同様の過程により実質的に右向きの光圧を受けま

す。左右どちらに運動していても、運動方向と反対向きの光圧を受けることになり、原

子（イオン）の平均速度は減少します。つまり左右方向の運動について冷却することに

なります。これは三次元空間の各軸について同時に行なうことができ、全ての軸につい

て運動エネルギーを減らす、すなわち冷却することができるというわけです。 

なお、レーザー光を吸収することで原子（イオン）の得たエネルギーは、原子を励起さ

せたのち自然放射によって放出されます。この際の放射は全方向にランダムに起こるた

め、その際の光圧は原子の平均速度には寄与しません。しかし、原子の温度すなわち運

動エネルギーは原子の平均自乗速度に比例し、これはこの自然放射により増大します。  

ドップラー冷却過程で到達できる温度はドップラー効果由来の光圧のアンバランスに

よる冷却効果と、自然放射による加熱効果のつりあいで決まり、使用する原子（イオン）

の吸収線の線幅に比例します。ナトリウム、ルビジウム等のアルカリ金属原子、水素、

準安定希ガス原子についてはこの線幅は MHz のオーダーであり、ドップラー冷却限界

温度は mK（ミリケルビン）のオーダーとなります。ストロンチウム等のアルカリ土類

原子については kHz のオーダーの吸収線が使用可能であり、その場合μK（マイクロ

ケルビン）のオーダーとなります。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC

%E5%86%B7%E5%8D%B4 

 

５．その他のクロックの精度向上の方策 

レーザー冷却の他にもアトミッククロックの精度向上の方策がいろいろと採られてい

ます。即ち、原子に磁場をかけ、核と電子を分極させて双極子を発生させ、定在波中で

電磁場からの摂動をなくする方法、レーザー光のノイズ成分がダウンコンバートされて

制御信号にノイズ成分が加わるディック効果を抑制するため、二つの原子の遷移を同相

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%86%B7%E5%8D%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%86%B7%E5%8D%B4


でプローブし、その周波数差の測定ではノイズ成分を同相除去する方法などです。 

さらに、マイクロ波領域のアトミッククロックとは原理的に異なった、水素、Hg イオ

ン、Yb イオン、Sr イオンなどの光時計、絶対零度近くに冷却した Sr 原子をレーザー

光の干渉縞によってできる光格子に束縛し、原子間相互作用を排除する光格子時計など

が最先端の研究過程にあります。そして、この光格子時計は理論的には 10 のマイナス

18 乗もあり得るとされ、当面は 10 のマイナス 16 乗の実現を目指すもので、将来は現

行のアトミッククロックに取って代わるものと考えられています。 

http://first-quantum.net/symposium/2011/pdf/katori_summerSchool2011.pdf#searc

h='光格子時計の高精度周波数比較' 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/event/h20pre/session2/device

1(pre).pdf#search='光格子時計の高精度周波数比較' 

http://www.nmij.jp/~time-freq/wavelgt-std/a2.pdf#search='光格子時計の高精度周波

数比較' 

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei17/ryoushi/02katori.pdf#search='

光格子時計の高精度周波数比較' 

 

６．アトミッククロックモジュールについて 

以上に述べた Rb や Cs のアトミッククロックのマイクロ波がそのまま標準時のクロッ

クなどに使われているわけではありません。そのことを Rb アトミッククロックの次の

図で説明します。 



 

http://www-meg.phys.cmu.edu/physics_33340/experiments/PhysicsToday_11-07_At

omicClock.pdf#search='The Rb atomic clock and basic research' 

上図によれば、最初に水晶クロックから発振された MHz 程度の周波数は GHz まで倍

加され、アトミックシステムに入力されます。そして誘導放出されたマイクロ波周波数

と入力した周波数の位相のずれを検知して元の水晶クロックの周波数を校正するとい

う仕組みになっています。そして、この精度を上げて校正された水晶クロックがマスタ

ークロックとして、標準時の電波時計や GPS 衛星の位置検出などに使用されるという

ことになります。 

CS アトミッククロックについても次の二つの図のように Rb クロックとほぼ同様のか

たちで精度の好いクロックが得られると考えられます。図中の VCOX は Voltage- 

Controlled Quartz Cristal Oscillator の略で高精度のものが使われ、アトミッククロッ

クのマイクロ波の共鳴の中心周波数を固定する役割を果たしています。 



 

http://4physics.com/phy_demo/at_clock/at_clock.htm 

 

http://www.aero.org/publications/crosslink/winter2000/02.html 

 

７．GPS 衛星搭載のアトミッククロック 

詳しい仕様は軍事機密になりますので公開されていないようですが、The Aerospace 

Corporation の Web-site には、精度を上げるためのレーザー冷却を備えたセシウムア

トミッククロックを搭載しており、地上型とは違ったコンパクトで堅牢（打ち上げの衝

撃に耐えられる）な設計であることが記載されています。 

また、先に述べたディック効果に由来する問題を避けることが出来るような方策も採ら

れていますし、Magnetic Optical Trap(MOT)のような技術で冷却された原子を中心に

集めることも実施されているようです。この GPS 衛星搭載のアトミッククロックの模

式図を以下に示します。 

http://www.aero.org/publications/crosslink/winter2000/02.html 

http://4physics.com/phy_demo/at_clock/at_clock.htm
http://www.aero.org/publications/crosslink/winter2000/02.html
http://www.aero.org/publications/crosslink/winter2000/02.html


 

GPS 衛星は 24 基以上が赤道面から 55 度の角度の 6 つの軌道面を 12 時間周期で周回

しており、それらは互いにシンクロナイズしており、ナビゲーションなどの受信装置は、

3 次元の位置を特定するために、そのうちの 4 基の電波を受けて位置を特定します。従

って、GPS-777 は高精度の GPS 衛星のアトミッククロックを常時受信することが出来

ています。SW を入れてからどんどん音質が向上していくことは、次から次へと GPS

衛星からの電波を受信してGPS-777のマスタークロックを継続的に校正していくこと

によるものと推察されます。 

 

http://www.nasm.si.edu/gps/work.html 

http://www.hpl.hp.com/hpjournal/96dec/dec96a9.pdf#search='HP smartclock 

technology' 

なお、GPS 衛星からのデータの更新は 1 秒間に 1 回ですが、更新されないデータの送

信は継続され、従ってそのクロックは常時維持されているものと考えられます。このこ

とは移動体でグーグル地図の現在地を見ていると、受信は常時行われ、位置を示すアイ

コンが移動体の速度に応じて断続的に飛んでいくことから推測できます。また、この

http://www.nasm.si.edu/gps/work.html


GPS 衛星の時刻はコロラド州にある US 標準時のアトミッククロックから定期的に校

正を受けています。 

問題は、GPS 衛星に搭載されているアトミッククロックにどのような技術が使われ、

どのような精度に到達しているかですが、光格子時計のような最新の技術が使われてい

るところまでは行っておらず、US 標準時のアトミッククロックからの校正を受けてい

るので、それ以下の水準と考えられていますが、少なくとも、レーザー冷却とディック

効果の抑制の適用までは記載されており、かなりの高精度のものと思われます。以上の

文献は 2000 年当時の状況を記したものであり、現状ではさらに新しい技術が投入され

ているかも知れません。 

一方、GPS 衛星からの受信については、GPS 衛星のクロックと同じレベルで受信できる

との記載もありますが、実際には天候や温度変化、マルチパス、アンテナ固有の問題その

他の外乱因子により問題は複雑なようで、受信したものは相当に変動が大きく、そういっ

た外乱による変動を学習して精度を上げるようなアルゴリズムの開発がなされています。

このようなヒューレットパッカード社のアルゴリズム群は“SmartClock”と呼ばれていま

す。 

このような学習効果が、GPS-777 のコールドスタートから音がどんどん良くなっていくこ

とと関係しているのかも知れません。また、GPS 衛星からの信号が途切れた場合は、過去

の信号を保存してそれを使用する“Holdover”という機能も有しています。このようなこ

との開発は 10 年以上前のことであり、現在は小型化されたチップの中に組み込まれ、容易

に精度の良いクロックやデータが得られるようになっているものと推察されます。 

http://susumu-oiso.blog.so-net.ne.jp/2011-02-05 

http://homepage3.nifty.com/JR1WIM/frequency_and_time_standard.htm 

http://www.jackson-labs.com/assets/uploads/main/HP_AppNote.pdf#search='HP 

smartclock technology' 

http://www.hpl.hp.com/hpjournal/96dec/dec96a9.pdf#search='HP smartclock 

technology' 

こういった受信も機能も含めた GPS 衛星からのクロック精度がどの程度に達しているか、

一部アマチュアが測定したものや、古いデータもありますが、現時点での正確なデータは

簡単には検索で見つかりません。しかしながら、長期安定度は短期の安定度と統計的に相

関しますので、通信計測の分野ではリファレンスとなる GPS 衛星からのクロックを利用し

た計測機が使われていることから、オーディオ分野で重要となる短期の安定度でも現状で

はベストの部類に入ると推察されます。 

 

８．GPS-777 内でのクロック精度の維持 

インフラノイズは、受信した精度を維持するための詳しい方策を発表していませんが、同

社の技術者の解説ではGPS-777内では回路内の複数のステージに受信した精度のクロック

http://susumu-oiso.blog.so-net.ne.jp/2011-02-05
http://homepage3.nifty.com/JR1WIM/frequency_and_time_standard.htm


を供給していくように受け取られます。 

そればかりでなく、回路内では当然 PLL でのクロック精度の劣化とか、位相雑音を発生さ

せる要因が多々あります。これまでの同社の製品に使われてきた技術から推測すると、周

波数雑音による位相変調を避けるため良質の電源確保、基板の磁気浮上による機械的振

動からの解放、電磁的遮断など方策、PLL の改善、光アイソレーションによる信号線

のグラウンド（GND）を経由したノイズの対策 、圧電素子である水晶発振器への外部

からの振動の影響をなくするための振動対策などが採られているものと思われます。 

 

９．クロック精度の向上による聴感へのインパクト 

さて、GPS-777 のクロックの精度は非常に高いものであるということが分かってきま

したが、ディジタル信号の時間軸の揺らぎであるジッターはどこまで聴き分けられるか

ということが重要となります。何故なら、ヒトの耳で聴き分けられなければ、クロック

の精度向上によるジッター低減の効果は意味がないからです。 

まず、人間の聴覚の精度を全く考慮しないで、再生フォーマットから要求されるジッタ

ーの下限値はどうかということが計算されています。 それによれば、「再生フォーマッ

トの精度を１ビットたりとも落とさないためのジッター量の上限値を求める」 、即ち

そのフォーマットで「｛再生が許される最高周波数の純音の最大傾斜（Smax）｝×｛ジ

ッター量（Tj）が量子化雑音 1/2LSB を超えないというジッター量（Tj)｝を求める」

ことから、 計算上は、ジッターが CD フォーマットで 120psec, 192KHz, 24bit で

0.1psec 以下であれば、bit 落ちはないということになります。 

桐生昭吾、蘆原郁、吉川昭吉郎、沢口真生、大賀寿朗：多様な被験者を対象とした時間

ゆらぎによる歪の検知限界に関する実験、信学技報、EA2002-36(2002)  

一方、実際にヒトがどこまでジッターを聴き分けられるかということについては、 

Benjamin や東京情報大学のグループが実験を行い、正弦波ジッターやランダムジッタ

ーを加えて複数の被験者に聴いてもらう実験をやっています。 

それらによると、Benjamin らは、20ns 未満では判別不能、検知限は概ね 30ns～300ns

程度と推定し、東京情報大学のグループでは、音楽信号に揺らぎを与える実験でのジッ

ターの可聴限界は、テスト環境にもよりますが、1μsec から 500nsec という結果を得て

おり、上記の計算値より 2～3 オーダー以上低いことになります。但し、これらの実験

ではベースとなるマスタークロックが水晶クロックであり、より微小なジッターがマス

キングされている可能性があります。 

Eric Benjamin and Benjamin Gannon, “Theoretical and Audible Effects of Jitter on 

Digital Audio Quality”, Pre-print 4826 of the 105th AES Convention, San Francisco, 

September (1998) 

桐生昭吾、蘆原郁、吉川昭吉郎、沢口真生、大賀寿朗：多様な被験者を対象とした時間

ゆらぎによる歪の検知限界に関する実験、信学技報、EA2002-36(2002)  



蘆原郁，桐生昭吾，“ディジタルオーディオにおける時間ゆらぎ許容値及び検知閾，”

日本音響学会誌，59,241-249（2003） 

http://sonove.angry.jp/jitter_audible.html 

しかしながら、以上の実験では、ジッターの可聴限界はそれほど小さい値ではないものの、

現実に、一方では、プロの録音現場でルビジウムやセシウムのアトミッククロックが使わ

れ、再生側においても、ESOTERIC や Antelope、フェーズメーションのルビジウムアト

ミッククロックや電波時計のクロックを利用した ABS-7777 が市場で支持されていること

から、このギャップは何だろうか、GPS 衛星の超高精度のアトミッククロックを利用した

GPS-777 はオーバースペックではないか、という疑問も湧いてきます。即ち、ディジタル

再生における音質へのジッターの影響からそれほどの高精度クロックは必要ではないので

はないかということです。そこで音質に対してジッター、即ち時間軸の揺らぎがどのよう

に影響するのか調べてみました。 

まず、実際のディジタル信号にはジッター、即ち時間軸の揺らぎがかならず伴います。

これは PCM 信号のスレッシュホールドレベルの変動に由来するものであり、その原因

は、電源電圧の変動、アース電位の変動、熱攪乱騒音、誘導ノイズなどであるとされて

います。 

しかし、データ波形にジッターや波形なまりがある場合は、読み出しクロックの立ち上

がりエッジでトリガーをかけて読み取るので立ち上がりエッジの位置でデータの

High/Low か、1/0 かの判別、つまりスレッシュホールドレベルより上か下かの判別が

できればよいので、判別誤差が発生しない範囲なら差し支えないとされています。 

 

他方、サンプリングクロックにジッターがある場合、D/A 変換用クロックでは、ディ

ジタルデータがサンプリング周期で等間隔にデータを配置していることが前提である

ため、クロックにジッターがあると下図のように再生信号に歪みをもたらします。 



 

柴崎功「ジッターの基礎知識と初期のジッター対策」無線と実験, No.1049, page84－

page 90（2010） 

先のジッターの可聴限界の実験では、ランダムジッター、あるいは正弦波ジッターを音楽

波形に付加した実験で、このサンプリングクロックの品質には触れられていません。も

ともとのマスタークロックの精度が悪ければ、それ以下の小さいジッターの付加は聴き

分けられはずです。なお、サンプリングクロックのジッターに関する可聴限界の実テス

トは今までのところ探し当てていません。 

もう一つは、Jullian N. Dunn による可聴限界には周波数依存性があるとの指摘で、こ

の文献は広く引用されています。 



 

Jullian N. Dunn によれば、可聴限界には周波数依存性があり、高域ではサイドバンド

のマスキングがなくなるので可聴限界が下がり、20KHz では 20psec まで下がってく

ると言う見方がされています。さらに超高域ではさらに右肩下がりになると仮定すると、

フィルターでカットされ、また、当然耳にも聴こえませんが、ビートダウンを通じて影

響してくる可能性がないとは言えません。 

Dunn, N. J.: “Considerations for interfacing Digital Audio Equipment to the 

Standards AES-3, AES-5, AED-11”, Published in Images of Audio, Proceedings of 

the 10th International AES Conference, London, September 1992, Page 115-126. 

Dunn, N. J.:“Jitter: Specification and Assessment in Digital Audio Equipment”, 

AES Convention Paper 3361, October 1992. 

http://www.iet.ntnu.no/courses/fe8114/files/Report_audiodac.pdf#search='Report_au

diodac.pdf' 

http://thewelltemperedcomputer.com/KB/BitPerfectJitter.htm 

Jullian Dunn 著「ジッター理論」TECH NOTES, TN-23（東陽テクニカ営業第 4 部） 

以上、DA 変換時のクロック品質が重要であり、高域ではジッターの可聴限界が下がっ

てくるということが事実であれば、実用化が可能で最も精度の良いアトミッククロック

を使用することに意義があり、ハイレゾリューション再生ではさらにその意義が高まる

ということになります。  

 

１０．まとめ 

以上から、次のようなまとめができると思います。 

① 原子内の超微細構造準位間の光ポンピングと誘導放出を利用したアトミッククロ

ックの精度向上の技術的進歩の成果が GPS 衛星のアトミッククロックに反映され



ている。 

② GPS 衛星のアトミッククロックの詳細仕様は明らかでないが、このクロックの利用

は、ディジタル再生におけるジッターの抑制による音質向上のために有効と思われ

る。 

③ 受信においても外乱によるクロック精度の劣化を抑制するいろいろな技術が使わ

れているもようである。 

④ GPS-777 内部では受信されたクロックの精度をできるだけ劣化させないでワード

クロックを供給する工夫が凝らされているものと推察される。 

⑤ GPS-777 が示す驚異的な音質向上は、従来のジッターの可聴限界に関する実験報告

に何かしら見落としがあり、ヒトのジッターの検知能力は想像以上のものかもしれ

ない。 

⑥ 実際に GPS-777 からのクロック入力を行って音楽を再生してみると、水晶クロッ

ク、ルビジウムクロック、電波時計のクロックを利用したクロックジェネレーター

などとは一線を画す音質を示すので、クロック精度と音質の関係に何かしら関係が

あるものと判断せざるを得ない。 

⑦ アトミッククロックを超える光格子時計などの先端技術がオーディオの世界に利

用できるようになれば、さらなる音質向上の夢が膨らむ。 

端的に言えば、GPS 衛星に搭載されたアトミッククロックはレーザー冷却などの精度

向上の方策を備えたものであり、それらを受信した GPS-777 はできるかぎりその精度

を落とさないような方策を講じてワードシンクのクロックを発生させているものと考

えられます。そしてこのことが GPS-777 による顕著な音質向上をもたらしているもの

と言えます。 

 

【付記】 

GPS-777 は音が良いということでオーディオライフを豊かにしてくれたことは間違い

ありませんが、その効果が知的好奇心を大いに刺激してくれました。そしてアトミック

クロックの原理とか、ジッターの可聴限界とか、これまでほとんど知識が無かった領域

の文献を漁るはめになりました。おおよそ半世紀前の研究室在籍時代に若干量子力学の

基礎をかじり、マイクロ波分光学の実験を経験しただけの身にはこの拙稿をまとめるこ

とは重たい作業になりました。さらに時代はアトミッククロックから光格子時計へと進

歩しています。これらの新技術は難解で理解不十分、誤謬も多々あるかと思いますが、

ご指摘いただければ幸いです。 

「現代人が周囲で生じる急激な変化を十分に理解するために必要とする英知は、発明そ

れ自体が進歩する速度に比べると、はるかに遅々とした進歩を示すにすぎない。」池内

了 

（10 月 18 日朝日新聞天声人語より） 



 


