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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（PartⅡ） 

          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 

「GPS-777 によるディジタル再生の音質向上に関する一考察」と題して拙文を開陳し

ましたが、その後さらに文献調査を継続し、また拙文に関する同好者からの質問もあっ

たので、追加の実験等を行いました。これらの情報を追加して考察 PartⅡをまとめて

みました。 

 

２．GPS-777 からの外部入力に関する追加実験 

まず、始めに GPS-777 に関する音質向上効果は、GPS-777 のクロックを抽出している

というよりは、高精度の内部水晶クロックの導入やこれまでに培ったインフラノイズの

音質向上に関するノウハウの集大成の結果ではないかという疑問が寄せられました。 

このため、クロック入力機器を CRV-555 とし、入力クロックを 96KHz、音源をブル

ーレイレコーダー録画として下記のような実験を行ってみました。 

 

設定 

条件 A 条件 B 条件 C 条件 D 

GPS-777 

アンテナ結線 

GPS-777 

アンテナ非結線 

GPS-777 

アンテナ結線 

GPS-777 

アンテナ非結線 

Generate SW 

ON 

Generate SW 

ON 
Stan-by SW ON Stan-by SW ON 

WC 

信号 

GPS クロックの

WC 信号 

GPS-777 内部 

水晶クロックの

WC 信号 

WC クロック信号

なし 

WC クロック信号

なし 

音質 

音質は最上 条件 A より大き

く低下 

条件 Bより若干低

下（CRV-555 の内

部水晶クロック作

動、DA 変換は

48KHz となる） 

条件 Cと変わらず 

 

即ち、条件 B では GPS-777 の内部水晶クロックからのクロック入力とし、条件 C と条

件 D では、まったくクロックを送信しない条件としたわけです。その結果、GPS から

のクロック信号を受けてワードクロック信号のベースとして送る効果は大きく、「GPS



クロック＞GPS-777 内部水晶クロック＞クロック送信なし」の順になりました。ちな

みに、ABS-7777 からのクロック入力を行うと GPS-777 に次ぐ音質となりました。ま

た、PC オーディオでクロック入力機器を USB-201 として実施した場合も同様の結果

になりましたが、USB-201 自体の音質向上効果が大きいので、GPS クロックの WC 信

号とその他との差は若干狭まりました。 

なお、インフラノイズ社によれば GPS-777 はそのままで、GPS-777 の GPS レシーバ

ーの代わりに水晶クロックで作った GPS の模擬信号作成回路からの信号を入れると、

GPS-777 の音はしなくなるそうで、ここでも GPS レシーバーのクロック受信の効果が

大きいことが分かります。 

こういった、GPS-777 のクロック入力の有無や GPS の模擬信号作成のクロック入力の

効果は、CDR や WAV への録音の際に記録されることも分かりました。このことは、

GPS-777 が録音やマスタリング、リマスタリングの場でも有用であることを示唆して

います。 

また次のような実験も追加してみました。 

 

GPS-777入力 ABS-7777入力
SDトランスポート

IS2クロック出力
入力

外部クロック
入力なし

GPS搭載

Cs・Rbクロック

電波時計
Csクロック

SDトランスポート
内部水晶クロック

被入力機器内部
水晶クロック

作動
USB-201 1 2 4 3
CRV-555 1 2 4 3

注：USB-201には192KHz入力、CRV-555には96KHz入力
        USB-201ではPCオーディオで192KHz,24bitWAV再生
        CRV-555ではSDトランスポートから96KHz,24bitWAV再生

被入力機器

 

 

その結果、音質の順位はいずれも、GPS-777 入力＞ABS-7777 入力＞外部クロック入

力なし＞SD トランスポート IS2 クロック出力入力の順となり、クロックのクオリティ

の音質への影響は大きいという結果が出ました。但し、順位間の差は CRV-555 より

USB-201 の方が狭まり、USB-201 の整音効果が効いていることを伺わせます。また、

USB-201 や CRV-555 の内部クロックはかなりいいものを使っているようですし、回路

上の工夫があるかもしれません。 

 

３．受信環境などの影響の調査 

GPS-777 のレシ－バー（アンテナ）の設置環境その他について、メーカーや購入者か

ら情報をもらって整理していっています。 

コールドスタートからロック開始までの時間は、拙宅の 1 分以内から、環境によって

かなり時間を要するところまであるようですが、一度ロックしてしまうと受信は安定化



するようです。このロックにかかる時間は高層ビルの谷間などで長くなる傾向があり、

アンテナの視野内に捉えられる衛星の数によるものと考えられます。 

また、時間とともに音がどんどん良くなることを経験しているケースが多いようですが、

クラシックなどを非常にシビアーに聴いていると、天候によって音が変わる、時間帯に

よって音が変わるなどの知見が得られています。こういったことが、レシーバーの機能

とか、受信の安定度とかとどう関わっているか、後ほど考察いたします。時間とともに

音がどんどん良くなることを述べましたが、ロックが完了すれば GPS-777 の音になる

ことは間違いありません。また、Stan-by SW を入れてレシーバーに時間をとって通電

しておきますと、Generate SW on で直ちに最上レベルの音になります。 

 

４．GPS 衛星のクロック 

24 基の衛星が 12 時間で周回しており 、それらは互いにシンクロナイズ していて、同

時に 4基の衛星から受信して 3次元の位置を決めることは前報で述べました。その後、

文献を調べていきますと、衛星搭載のクロックは Cs アトミッククロックの他、Rb ア

トミッククロックも使用されており、現在はこちらの方が多くなっていることが分かり

ました。その理由は下記 web-site に次の様に述べられています。 

http://tycho.usno.navy.mil/clockdev/RubidiumFountain.html 

Why Use Rubidium? 

Since a goal of the fountain devices is to provide a stable reference rather than to 

define the second, we are not constrained to use Cesium. The cold-collision shift, 

which ends up being the largest contributor to frequency fluctuations in Cesium 

Fountains, is much smaller in Rubidium. 

Since the Rb frequency is smaller than that of Cs, the wavelength is longer, and the 

entrance and exit holes to the microwave cavity can be larger without having 

leakage that would perturb the atoms in the drift region. This means the atom 

cloud can be physically larger, containing more atoms, and yields a larger 

fluorescence signal.  

Rb also has a smaller nuclear spin, so there are fewer magnetic states. A larger 

fraction of the trapped atoms will start out in the m = 0 "clock state" that is less 

sensitive to magnetic fields.  

These factors outweigh the disadvantage of having a smaller transition frequency.  

上記の内容は理解が難しいのですが、“cold-collision shift”という現象は、Cs より Rb

がずっと小さいこと、Rb のマイクロ波の周波数は Cs より小さく、波長が長いので、

leakage を起こさずにマイクロ波キャビティへの孔を大きくすることができ、より多く

の原子を送りこんで、マイクロ波の強度を上げることができること、Rb の核スピンが

Cs より小さいので、トラップされた原子のよい多い割合で基底状態からスタートでき、

http://tycho.usno.navy.mil/clockdev/RubidiumFountain.html


磁場の影響がそれほど鋭敏でないことなどが挙げられています。 

なお、GPS 衛星搭載の Rb クロックは前報で解説したガスセル型ではなく、Cs と同様

fountain 型のビームによるもののようです。 

どのようなブロックの衛星にどのようなクロックが搭載されているか、それらの周回の

様子などは、USNO（US Navy Observatory）の web-site から分かります。 

http://tycho.usno.navy.mil/gps.html 

これらの各GPS衛星のクロック精度については別項で述べますが、注意すべきことは、

同じ Rb クロックでも、衛星搭載レベル、通信計測用レベル、オーディオ用レベル、電

話局の中古の放出品など、いろいろありますので、一部の中古放出品だけを聴いて Rb

は駄目などと安易に判断しないことです。 

 

５．GPS レシーバー 

GPS-777 で GPS-777 本体に基準クロックを供給しているのは「GPS レシーバー」と

いうよりは、「GPS 同期周波数シンセサイザー」というべきかも知れませんが、便宜上

GPS レシーバーとしておきます。この GPS レシーバーによる GPS 衛星からの受信に

ついては、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ることは前

報でも述べました。GPS 衛星の受信に当初から取り組んできた Hewlett Packard 社で

は、一連のアルゴリズム群を “Smartclock”と名付けています。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。 

http://www.hpl.hp.com/hpjournal/96dec/dec96a9.pdf#search='The global positioning 

system and HP smartclock' 

こういった安定度向上の事例を下図に示しますが、縦軸が Time Difference(ns) 、横軸

が Time 軸で黒線が before filter を示し、白線が after filter を示しています。フィル

ターの Selective Availability Filter を働かせ、6 channel GPS から 300sec の平均を取

ったデータです。フィルターを通すことによって、2.1ns 程度に変動が抑えられている

ことが分かります。 

 

http://tycho.usno.navy.mil/gps.html


 

 

これらの開発は 15 年以上前のことであり、現在はどのような製品でも、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。  

なお、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を前に述べ

ましたが、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が組み込まれて

いること、そういった精度向上のデータが貯えられていることが関係しているかも知れ

ません。 

試みに GPS-777 のレシーバー（アンテナ）を本体から抜きますと、すぐに音質が低下

しますが、数秒後にレシーバーを再接続しますと案外早くに音質は元にもどり、

GPS-777 本体の回路はレシーバーからの情報のやり取りを短いタイミングで行ってい

るように思われます。即ち、GPS 衛星とレシーバーは、1 秒間に 1 回のワンショット

でデータを受け取っていますが、レシーバーの中ではロールオーバー式に更新されたデ

ータがあって、GPS-777 本体と頻繁に情報交換しているものと推察されます。残念な

がら、レシーバーの詳細機能や組み込まれているアルゴリズムが公開されていませんの

で、あくまで推測でしか過ぎません。なお、受信周波数は、1575.42MHz、1227.6MHz 

1176.5MHz の 3 周波数帯であり、データは位置、速度、時刻についてシリアルデータ

が受容機器側に送られます。 

特集 GPS のしくみと応用製作，トランジスター技術，2 月号，p132（2008） 

また、上記の周波数の信号を一つずつ捉えるのではなく、互いに組みあわせていくとク

ロックの精度があがるという報告もあります。 

http://qzss.jaxa.jp/is-qzss/QZSSUM_05_02_03.pdf#search='QZSSUM_05_02_03.pdf' 

なお、GPS 衛星の Rb アトミッククロックや Cs アトミッククロックからどのようにし

て抽出され、10MHz のクロックが受容機器側に送られるのかについては技術資料を見



ても十分に理解が行きとどきませんが、ある市販機のマニュアルによれば、10MHz な

どの基準クロックが、10 のマイナス 11 乗あるいは 10 のマイナス 12 乗で出力される

とあります。また、同じマニュアルによれば周波数の校正は 1 秒間に 500 回行われる

と書かれていますので、GPS-777 の音質が安定していることと感覚的には整合します。

当然のことながらこのような情報は GPS-777 に使用されているものの情報ではなく、

一般的な参考情報と心得ておくべきでしょう。 

http://www.dst.co.jp/pdf_file/GPS.pdf#search='DGPS1.6' 

一方、このような一般的なレシーバーの位相雑音については、かなり大きなものから小

さなものまであり、先端技術としては回路的に位相雑音を減らす技術も開発されていま

すので、GPS 信号については、そういったことも含まれている可能性があります。つ

まり、ある一例を捉えて一般化して考えることには慎重であるべきと考えます。 

http://www.nitsuki.com/pdf/RB20S0_10MHz_Rb_Oscillator.pdf 

http://www.nhk.or.jp/strl/publica/rd/rd127/PDF/P41-51.pdf 

 

６．GPS 衛星からの受信精度 

オーディオの世界では、クロックの精度を相対値の ppm とか ppb で現していますが、

絶対値の ns や ps で表すべきだという意見もあります。また、下記文献では、オーデ

ィオ業界におけるクロックの精度やジッターに関する問題点を提起しています。 

http://www.spatiality.jp/pcaudio-research/pcaudio-learning/hotwo-jitter 

ジッターの測定値についてオーディオメーカーの資料やオーディオ誌上で明確な定義

と測定値が公表されることはありません。 

GPS-777 の音質向上効果を解き明かすために問題になってくるのは、GPS のクロック

信号を利用することにより、その結果、従来の水晶クロックや Rb クロックと比べてど

のように向上するかということです。その意味で GPS 衛星からの受信精度に興味があ

ります。 

こういった評価は、いくつか最近の PTTI(Precise Time and Time Interval)という学会

の講演要旨に発表されています。 

http://www.pttimeeting.org/ 

ここでは下記文献からデータを引用いたします。 

http://www.ngs.noaa.gov/CORS/Articles/sat-period_gpssoln08.pdf#search='Charact

erizatio of periodic variation in the GPS' 

 

http://www.dst.co.jp/pdf_file/GPS.pdf#search='DGPS1.6
http://www.nitsuki.com/pdf/RB20S0_10MHz_Rb_Oscillator.pdf
http://www.nhk.or.jp/strl/publica/rd/rd127/PDF/P41-51.pdf
http://www.spatiality.jp/pcaudio-research/pcaudio-learning/hotwo-jitter
http://www.pttimeeting.org/


 

 

この図によれば、経過時間ともに Modified Allan Deviation は減少していきます。し

かも、GPS 衛星毎に特徴のあるパターンを示しています。 

なお、こういった変動を評価するのに、Allan Deviation、Modified Allan Deviation

および Hadamard Deviation などが使用されますが、Allan Deviation は振動子の位相

の変動を評価するパラメーターで IEEE によって提唱されたものです。これらについ

ての解説は上記の文献に Appendix として記載されています。Allan Deviation、

Modified Allan Deviation および Hadamard Deviation の定義式は次報にも示します。 

また、同様のデータが下記にも掲載されています。 

http://iopscience.iop.org/0957-0233/21/7/073001/fulltext 

 

http://iopscience.iop.org/0957-0233/21/7/073001/fulltext


 

 

この図においても経過時間ともに Modified Allan Deviation は減少していきます。な

お、同様のデータが、オーディオ用水晶発振子やオーディオに使われている Rb 発振子

についてもないか探してみましたが、今のところ直接比較できるようなかたちでは見つ

かっていません。 

しかしながら、下記のような資料があり、それらと上記の GPS クロックのデータを総

合すると、GPS クロックの変動は、商業用 Cs クロックより小さいレベルで時間ととも

に商業用 Rb クロックや高精度水晶クロックの及ばない領域に入ってくるように見て

とれます。 

http://accl.kek.jp/seminar/file/kekseminor_amamiya.pdf 

 

http://accl.kek.jp/seminar/file/kekseminor_amamiya.pdf


 

  注：図中の GPS の線は上記の Modified Allan Deviation のデータの代表例を 

    書き込んだもの 

注意すべきはこのようなデータは高精度の測定器によって得られたものであり、

GPS-777 のレシーバーに直ちに同じデータが適用できるわけではありませせんし、オ

ーディオ回路まで、それが持ち込まれていることを保証するものではありません。 

しかしながら、GPS-777 の音質が、水晶クロックや Rb クロックジェネレーターのそ

れを上回り、かつ音質が時間とともに向上していくことと結びついていると考えても不

思議ではないように思われます。 

トランジスター技術の GPS 特集号には、長期安定度は GPS 同期の周波数シンセサイ

ザーが優れているが、1 秒程度の短期的安定度は使用する TCXO や VCXO に依存する

こと、温度や電圧の影響を受けにくいこと（GPS 同期のためか）が記載されています。

電圧の変動は位相雑音に強いということになりますから、オーディオ的には有利な発振

器ということになります。また、GPS モジュールから出力される 1pps 信号に含まれる

ジッター除去には時定数の長いループフィルターが必要ですが、これに対して CPU の

処理で対応していることも記載されています。最新型のブロックダイアグラムを下図に

示します。また、ホールドアップ機能は受信が途切れた時の対応ですが、ある精度を保

つ機能として常時働くとすれば、アラン偏差が時間経過とともに小さくなり、これらが

学習されるとなると、時間経過とともに GPS-777 の音が良くなっていくことと整合し

ます。Rb クロックでもそのような音質変化が報告されています。しかし、水晶クロッ

クでは校正機能がありませんから、時間経過とともに音が良くなるというような現象の

経験と整合します。 

GPS 



 

 

特集 GPS のしくみと応用製作，トランジスター技術，2 月号（2008） 

なお、GPS 同期の発振モジュールに使われる TCXO や VCXO は通常のものより安定

度に優れたものを使用していることがメーカーの資料に出ています。 

 

７．クロックの精度とジッターの関係 

オーディオの世界では、何となくジッターが悪者にされていますが、そういったジッタ

ーの定義や測定値と音質の関連性を厳密に評価した事例は見つかりません。また、位相

雑音にしてもそうです。したがって、ジッターや位相雑音が改善されると思われる方策

を試行錯誤してみて結果が良ければ、仮説があたっていたとするのが現状だと思います。 

こういった現状の背景には、ジッターにも以下に示すようにいろいろあり、どのような

成分がどのくらいあるかを測定すること、矩形波の形状からジッターを構成するノイズ

成分が何に由来するのかを判断することが非常に難しいことに由来し、音質との関係に

おいてそれぞれの持つ意味が、明確になっていないからだということです。 

http://www.spatiality.jp/pcaudio-research/pcaudio-learning/hotwo-jitter 

 

Time Interval Error（時間差ジッター）  

    理想クロックと比較したときの立ち上がりのズレ  

Cycle-to-Cycle Jitter（周期ジッター）  

    波形の 1 周期を基準に理想クロックと比べてどの程度伸び縮みしているか  

Pulse Width Jitter（パルス幅ジッター）  

  理想クロックと比較して立ち上がりと立ち下がりにどのくらい時間がかかるか  

Total Jitter（全ジッター） 

   上記 3 種のジッターの総合  

 

このため、GPS-777 やその他のクロックジェネレーターによるジッター低減の効果の

数値的な評価が困難となっていると思われます。 

 

http://www.spatiality.jp/pcaudio-research/pcaudio-learning/hotwo-jitter


８．まとめに替えて 

かつて Audio Amigo というマイナーなオーディオ誌の Vol.7, P48(1999)に【オーディ

オ文化と SP レコード－「良い音」と「正直な音」の間で－】という一文がありました。

そのなかで、ディジタルはアナログを超えるか という一節に次のような記載がありま

す。 

「（前略）「良い音」イコール「正直な音」ではありません。正直な音とは､デフォルメ

のない音のことであり、「良い音］とは聴き手にとって好ましい音のことです。「良い音」

とは、各人の感性が介入した言葉ですが、人の好みは千差万別です。価値観は各人で異

なります。だから「良い音」の標準化はとても難しい。これに反して、「正直な音」は

一つであり、物理的に説明できるものだと思っています。（中略）このように、まさに

独断と偏見で装置のチューニングが進んでいきますと、あの凄まじいアンチ純正の世界

―ディジタルの音も、その質が多少なりとも向上してくるのは不思議です。CD の音も

LP の音も同時に向上してきたのです。しかし、向上はしますが逆転はしません。（中

略） 

ディジタル録音・再生技術は、この SP の気配などに対する高忠実度を、本来備えてい

るように思います。ただ、それが整理されていない。技術的にも文化的にも。いずれは、

音楽のすべてを 100 パーセント録音、再生できるディジタル機器が現れて、SP を本当

に過去のものとしてしまう日がくるでしょう。私はそう信じています。」 

この中で、「ディジタル録音・再生技術は、この SP の気配などに対する高忠実度を、

本来備えているのではないか。いずれは、音楽のすべてを 100 パーセント録音、再生

できるディジタル機器が現れて、SP を本当に過去のものとしてしまう日がくるのでは

ないか。」というくだりは、この GPS-777 の発現を予見したもののように思えます。

この著者こそ誰あろう、インフラノイズの秋葉社長です。 

これまで、CD が市場に出てから、その音質の限界については、サンプリングに関する

情報化理論の問題（44.1KHz で切ったこと）、PCM のフォーマットの問題、円盤のふ

らつきによる読み取りエラーやノイズの問題、サーボの問題、折り返しノイズの問題な

ど様々な問題が挙げられてきましたが、クロックの精度が大きな要素であることを改め

て認識させてくれたのは、GPS-777 の功績だと思います。 

そういう意味で、さらにアトミッククロックからストロンチウム光格子時計などへ、

GPS クロックのような高精度のクロックに載せた音楽のストリーミングサービスを受

信できるネットオーディオへと夢をみておきたいと思います。 

また、オーディオが「黄金の耳の世界」や「こんなことではなかろうか」といったレベ

ルから、科学的なものに進化していくことを願っている次第です。GPS-777 がそうい

ったきっかけになっていくことを希望しています。 

 

以上 



 


