
オーディオ論壇収載 

 

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

       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 の音質に関して前報に述べましたように、次のようなデータに遭遇しました。

そして、この二つの図を見ていて気にかかることが出てきました。 

 

GPS

S 



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

erizatio of periodic variation in the GPS' 

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

Rb と水晶は 1 秒とかもっと短い時間では振動の位相の変動に関するアラン標準偏差で

は差がないということですから DA コンバーターで変換する時のジッターでは差がな

いだろう、「微小ジッター＝悪者論」への疑問です。しかし、アラン標準偏差は 1000

秒も経つと大きな差がでてくる、こういったことがクロックと音質にどのように関係し

ているのだろうかという疑問です。 

 

２．各種クロックと音質の関係に関する経験則 

例えば、47 研究所の CD トランスポートを聴くと、ちょっと聴きではいい音だと感じ

ますが、時間が経つと何だか変だなと感じ始めます。これは CD の回転が悪さをしてい

るかと思って、回転体のない SD トランスポートを聴くと音の揺れみたいなものは収ま

りますが、長時間聴いていると、ABS-7777 からクロックをいれた PC オーディオに比

べてなんとなく居心地が悪くなってきます。GPS-777 を使うと、さらに長時間気持ち

よく聴けるばかりか、数時間の間どんどん音が良くなってくるように感じます。こうい

ったことと上記の二つのデータは関係しているのでしょうか。 

それと、あくまで筆者の聴き比べの経験ですが、水晶クロックと Rb クロックは音の広

がり感とか安定感は Rb クロックに軍配が上がりますが、音の立ち上がり、立ち下がり、

アタック感はそれほど差があるようには感じません。それに対し、GPS クロックは Rb

クロックの良さをぐんと向上させ、さらにアタック感や倍音の再現にも大きな効果があ

るように感じます。端的にいいますと、GPS-777 導入以来、何回かコンサートに行っ

ていますが、その都度、GPS-777 がもっとも生音の表現に優れているという印象を強

くしています。 

 

３．振動子のアラン標準偏差の時間経過に関する挙動 

Rb クロックでは、水晶クロックと違って経時的にアラン標準偏差は小さくなり、商業

Cs クロックではもっと小さくなり、先に示した図では GPS クロックでは最初から偏差

が小さく、さらにどんどん小さくなっています。 

アラン標準偏差は【参考】に示された定義から、y(ｔ)の変動の標準偏差、すなわち位

相の時間変動の大きさを表します。それ故、アラン標準偏差が 100 秒、1000 秒と時間

が経って大きくなってくると位相の変化が気になってくる、つまり音の芯がぶれてくる、

逆に時間経過とともに小さくなってくるとだんだん音が良くなってくるように感じる、

そういった印象がしてきます。 

なお、アラン標準偏差の変動の由来については、時間経過とともに、ランダムウオーク

が寄与したり、フリッカーが寄与したりするような記載がありますが、よく理解できて

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


いません。 

水晶クロックとその他のアトミッククロックとのこのようなアラン標準偏差の挙動の

違いは、水晶が圧電素子であって振動数がふらつきやすいこと、Rb クロックや商業 Cs

クロックやGPSクロックではアトミッククロックでVCXOが校正されることに由来す

るものと考えられます。 

 

４．振動子の時間経過に関する挙動と音質に関する仮説 

ここからが仮説ですが、ミクロ的な短い時間の時間軸のブレは当然 DA 変換にとって重

要ですが、時間経過とともに位相が振れることも音質の重要な要素ではないでしょうか。

これが、GPS クロックをいれると、スタート時点でのアラン標準偏差も小さいし、時

間経過での位相の変動も小さいから音が安定している、即ち、PC オーディオや CD ト

ランスポートにGPSクロックをいれると安心して長時間聴けるということではないで

しょうか。 

本文では、発振子の種類と音質との関係を知るために同一基準で比較できるデータとし

て、やむを得ずアラン標準偏差を持ちだしてみましたが、限りなく経過時間のゼロに近

いところでのクロックの揺らぎが分かればいいことは自明の理です。しかしながら、長

期の変動は短期の変動とも統計的に相関していますから、アラン標準偏差の小さい発振

子は、クロック単位でも揺らぎが小さいことは推察できます。試みに、GPS クロック

のデータを時間ゼロに外挿してみますと Rb クロックより小さいところに来ますが、あ

くまでこれは推測の域を出ません。 

なお、古い資料ですが、ガスセル型の Rb クロックは、ビーム型の Cs クロックより短

期的安定度に優れていると言う記載があります。もし、一般的に言われているように短

期的安定度が音質に関係するなら、水晶クロックはもちろん Cs クロックより優れた音

質を示すはずですが、実際に聴いたかぎりでは、そのようなことはありません。 

http://www7.plala.or.jp/eToys/Memo/2_Frequency_Standard_Phase_Noise/AtmicTi

me.htm 

 

５．まとめ 

オーディオの世界では、「○○方式でジッター低減の実現」などと述べられている割に

は、それらの測定値と音質の相関との資料は出てきません。クロックジェネレーターに

しても、ppm や ppb でのスペック表示が、フェーズテックや ESOTERIC や Antelope

の製品で示されているだけですし、位相ノイズの公表も TAD だけです。 

一方、電子技術者の一部からは、短時間の時間の揺れは水晶も Rb も変わりはないとい

う測定結果が述べられることがありますが、音質との関係をより深く言及した例を知り

ません。 

今回の提言は、一般的な振動子と GPS クロックのアラン標準偏差の時間経過の挙動か

http://www7.plala.or.jp/eToys/Memo/2_Frequency_Standard_Phase_Noise/AtmicTime.htm
http://www7.plala.or.jp/eToys/Memo/2_Frequency_Standard_Phase_Noise/AtmicTime.htm


ら、短時間から長時間の時間経過に伴う位相の短期、長期の変動が音質に深く関わって

いるのではないかという仮説であり、オーディオ用の発振子についてこういったデータ

が調べられていくことを期待しています。 

また、GPS-777 による音質向上の考察 Part2 では、GPS 同期の発振器では、使用され

る TCXO や VCXO は高精度のものが用いられていること、温度や電圧の変動に強いこ

と、GPS の信号に含まれるジッターを除去する機能があること、ある精度を保つ機能

としてホールドアップ機能があることなどが記載されている資料を引用しています。 

以上から、GPS-777 の音質向上効果について次のようにまとめてみました。 

１）原発振子は GPS 衛星の高精度アトミッククロックを使用したものであること 

２）受信側では GPS 同期の発振器で使用される TCXO や VCXO は高精度のものが用

いられていること 

３）受信側では GPS の信号に含まれるジッターを除去する機能があること、ある精度

を保つ機能としてホールドアップ機能があること、温度や電圧の変動に強いことがあり、

ホールドアップ機能が常時働くとすれば時間経過とともにアラン標準偏差が減少し、電

圧の変動が小さいことは位相雑音の抑制に有利であること 

その結果として、時間経過とともに GPS-777 の音が良くなっていくこと、Rb クロッ

クでもそのような傾向があること、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ことは期待できないことと整合します。 

つまり、GPS-777 の音質はこれだけが決め手と言う訳ではなく、こういったことが総

合されて GPS-777 のパーフォーマンスに結びついていることが考えられます。 

リアルタイムでオーディオ機器のマスタークロックやシステムクロックの揺らぎが測

定されれば、クロックと音質の関係はより明確になっていくのではないでしょうか。 

 

以上 

 

【参考】 

周波数の安定度の定義方法 

http://www7.plala.or.jp/eToys/Memo/2_Frequency_Standard_Phase_Noise/hyoukahou.h

tm 

Allan Deviation 

 

 ただし､M はデータ の数､データ  は一定の時間間隔(τ秒)で計測されたものとする。 

標準偏差は､各計測値から平均値を引いた値の合計から求められるが､アラン分散（標準偏

差）は一つ前の計測値から引いた値から求められる｡安定度は､周波数オフセットではなく､

http://www7.plala.or.jp/eToys/Memo/2_Frequency_Standard_Phase_Noise/hyoukahou.htm
http://www7.plala.or.jp/eToys/Memo/2_Frequency_Standard_Phase_Noise/hyoukahou.htm


周波数変動を計測することにより求められるべきものであり､前のデータとの差を利用す

ることにより周波数オフセットによる影響を取り除いている｡  

Modified Allan Deviation 

 

Hadamard Deviation 

 

 

アラン分散と真の分散  

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html 

TMS (1986) の pp269-277 を参考に、アラン標準偏差と関連する諸量の概念 を整理し

ておく。  

周波数 のある発振器から出される信号  は、一般に位相雑音 を含む  

 

(1) 

という形で表される。この信号の「瞬時の周波数」  は  

 

(2) 

ここで  

 

(3) 

となる。そこで、「瞬時の fractional frequency deviation (FFD)」 は、  

 

(4) 

と表される。  

平均値がゼロの定常確率過程を仮定して、位相雑音 及び瞬時の FFD の自己

相関  

 

    (5) 

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html


 

    (6) 

及びそれらの single-sided spectra  

 

    (7) 

 

    (8) 

を導入する。ここで  は、FFD 及び位相雑音の変動の周波数である。 Fourier 逆変

換の関係により  

 

    (9) 

 

    (10) 

が成り立つ。また、微分則により瞬時の FFD と位相雑音のスペクトルの 間には、  

 

(11) 

という関係がある。  

ここで、FFD の時間平均   

 

(12) 

という量を導入する。(4) 式から明らかなように、  

 

(13) 

が成り立つ。  

ところで、タイムスケール におけるアラン分散とは、  

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_iffd


 

(14) 

で定義される量である。この量は、(13) 式より、位相雑音 を通じて  

 

(15) 

と表すことができる。位相雑音の自己相関の式(5) を用いれば、  

 

(16) 

を得る。さらに、Fourier 逆変換の式(9)及び微分則から導かれ た式(11) を用いてスペ

クトルを通じて表せば、  

 

(17) 

となる。アラン分散の平方根がアラン標準偏差である。  

一方、時間平均 FFD の「真の分散」  

 

(18) 

という量も考えることができる。(13) 式を用いて位相雑音 を通じて表せば  

 

(19) 

となる。位相雑音の自己相関の式(5) を用いれば、  

 

(20) 

を得る。さらに、Fourier 逆変換の式(9)及び微分則から導かれた式(11) を用いてスペ

クトルを通じて表せば、  

 

(21) 

となる。真の分散の平方根が真の標準偏差である。  

 

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_affdphi
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_pcor
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_pinv
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_diff
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_affdphi
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_pcor
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_pinv
http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/sasao/htmstability/node2.html#eqn:_diff


 


