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PC オーディオの基礎的理解（2） 

 

PC オーディオの基礎的理解察（１）では、PC オーディオに関心を持つようになった

経過と試行錯誤の結果得られた経験を整理いたしました。そして、これらの結果をより

良く理解するために、PC オーディオの基礎から勉強する必要を感じたことを述べまし

た。それ故、本レポートでは、各種文献を当たるとともに、オーディオ仲間の協力を得

て、PC オーディオの情報処理の各プロセスとその流れ、および関連するハード／ソフ

トがどのような役割を果たしているかを整理することにしました。 

その結果、現段階で理解できた PC オーディオの情報処理の各プロセスとその流れを整

理して表１に示しました。なお、この表は現状のシステムに沿って整理したものであり、

PC オーディオの情報処理全般をカバーしておらず、また理解不足の点が多々あるであ

ろうことを断っておきます。また、参考にした各種文献は文末に一括して示してありま

す。 

以下、表１のプロセスに沿って話を進めます。 

１）リッピングのプロセス 

一般的には、「リッピング(Ripping)とは、DVD ビデオソフトや、音楽 CD などの

デジタルデータをパソコンに取り込むことを指すパソコン用語」ということになり

ます。即ち、CD などの PCM 情報を表１に示した WAV など各種のファイル形態

に落して、主として内蔵 HDD 上にコピーすることを行います。その他の媒体へも

移行はそこからの 2 次コピーとなります。これまで、iTunes と Windows Media 

Player による WAV 一本槍のリッピングしか実施したことはありませんが、リッピ

ングソフトにより保存可能なファイル形態の種類が異なるので注意が必要です。通

例、リッピングのプロセスではベリフィケーションによりエラーを検出しますので、

リッピング後の情報の欠落はないと思われますが、圧縮ファイル形態へのリッピン

グでは必然的に情報の質量の低下が起こります。使用するリッピングソフトによる

音質への影響に関しては、EAC（Exact Audio Copy）の音質が良いという情報も

あるようです。積極的に音質の良い特別な WAV を出力するわけではなく、①読み

取り時のエラー補正が発生したらその頻度を教えてくれる、②エラーを解決できな

い部分があったらエラーで読めないことを明示する機能がある、つまりリッピング

時の品質を曖昧にせず、明確に指示してくれるメリットがあるものと考えられてい

ます。なお、自身の場合、iTunes と Windows Media Player によるリッピングの

音質上の区別はつきませんでした。 

２）プレイングのプロセス 
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  プレイングソフトを替えると、音質の差が現れる場合があることは既に経験済みで、

どのソフトの音が良いとかの情報も多々あります。このことは、ファイル読み出し、

その他処理の所要時間でジッター発生の恐れがあり、これらにより、ソフトにより

音質の差が出る可能性があると推測されますが、確たる根拠はありません。                            

HDD、iPod（HDD or 固体メモリー）、USB 固体メモリー、SD メモリーなど、

音源を置くところによって音質が大きく変わり、USB 固体メモリーでも少し改造

すると音が変わることが確認されました。HDD, 固体メモリーなどのどれに保持

するかによって、エラー補正、サーボ動作、ノイズ、振動などの影響を受け音質が

変わるものと推察されます。プレイングソフトにより読み出せるファイル形態の範

囲が異なり、Volume 機能はほとんどのものにありますが、Equalizing 機能はな

いものもあります。また、プレイングソフトにより単にプレイングだけでなく、

Lilith のように ASIO などを含めて API やドライバーを選択できるものもありま

す。 

３）サウンド API のプロセス 

  サウンド API のプロセスでは、Windows の提供する API の他に ASIO（Audio 

Stream Input Output）というものがあります。いずれにしても、このプロセスで

は、遅延発生やジッターの恐れがあるので、音質に影響する可能性があります。 

ASIO ドライバーというのは、Steinberg というドイツのソフトメーカーが生み出

したオーディオ用ドライバーで、非常に性能がいいということで、デジタルレコー

ディングの世界において急速に受け入れられ、すでにデファクトスタンダードにな

っており、Windows にも Macintosh の両方のプラットフォームにおいてもハイエ

ンドのサウンドツール用ドライバーとして普及しています。Lilith の音が良いと言

われるのは、Windows の Wave Mapper を迂回し、ASIO ドライバーを使ってい

るからかも知れません。 

一方、Windowsでは、従来からMME (Multi Media Extension)ドライバーとDirect 

Soundドライバーという 2つが存在しており、さらに、現在のWindowsではWDM

（Windows Driver Model）ドライバーというものも登場しているそうです。 

４）OS ユーティリティ・ディジタルミキシングのプロセス 

このプロセスでは、Wave Mapper や ASIO ALL(through)があります。through 以

外は情報の質量が変る可能性があり、このプロセスでもジッターが生じる恐れがあ

るそうです。Wave Mapper は Windows のコントロールパネルでミキシングする

OS ユーティリティです。 

５）ハードウエアーコントロール/USB インターフェイス出力のプロセス 

デバイス依存 Driver、ASIO(デバイス依存)、USB Audio (Generic)などがあるそう

です。 

６）USB バスのプロセス 



  UBS ケーブルの種類と長さ、USB ハブの使用有無など、若干の実験を行って見ま

したが、あれが好い、これが悪いといった条件による音質の差を感じ取ることがで

きませんでした。USB バスの伝送特性はかなり信頼のおけるものだと言えそうで、

USB ケーブル、USB ハブの扱いにはそれほど神経質にならなくてよさそうです。

USB バスの規格によっては、伝送による逸失データ認められる場合には再送信を

行う機能があるそうです。 

７）USB コンバーターのプロセス 

これまでに PC オーディオのマニアが使用する簡単なキットや USB 入力端子のあ

る DAC はありましたが、ピュアオーディオと PC オーディオの懸け橋となること

を指向したものでは、USB-101 が初めての存在です。USB-101 は、単にどのよう

なチップを選ぶかということだけに留まらず、高精度クロックによる波形の整形、

光アイソレーションによるディジタルノイズの処理とか、振動対策とか高音質化の

ノウハウが込められているとのことです。導入以来、こういった分野に先鞭をつけ

たものである割には完成度の高さを日々感じています。なお、USB-101 を使用す

る場合、コントロールパネルでサウンドのデバイスが USB の指定になっているこ

とが必要です。 

８）ディジタル伝送のプロセス 

  一番悩ましいのがディジタルケーブルの選択です。経験上、RCA 同軸より BNC

同軸や AES の方が、音が良いように思いますが、あれこれケーブルを替えて試し

たわけではありません。同軸ケーブルのメーカーについては、SAEC、Ortofon、

illumination などを使ってみましたが、ある時はこれがよく、次の条件ではあちら

というように焦点が定まりません。現在のところは、オヤイデのバランスケーブル

で USB-101 と DAC-1 を接続しています。オーディオ誌の発行号毎に次々と新し

いケーブルが現れるうちは、じっと見守ることにしたいと思っています。 

９）DA 変換のプロセス 

  現在のシステムでは単体 DAC は、DAC-1 の他、Birdland Audio の Odeon Lite 、

カナダの Parts Connection の DAC キットくらいしか使ったことはありません。

しかしながら、オーディオショップでハイエンﾄﾞの DAC を聴いても何となくしっ

くりしたものに出会えた経験がありません。アナログで育った耳には DAC-1 が一

番優しく音楽らしく聴こえるので、今のところ DAC-1 を替えるつもりはありませ

ん。 

10）PC オーディオにおける電源の問題 

PC や USB コンバーターの電源の取り方、例えば、アイソレーショントランスの

使用やバッテリー駆動、あるいは極性により音質が変わることがあることが、西野

さんの実験で分かってきています。従って PC オーディオにおける電源の問題は隠

れた音質への影響要因である可能性が大きいと推察されます。自身の経験でも、



USB バスパワーで作動するはずの Vraison が、自己給電式の USB ハブを仲介さ

せることにより安定作動したことや、PC をバッテリー駆動させようとしたところ

Vraison が全く作動しなかった経験があります。従って USB 機器においても電源

は重要であり、USB-101 はそのあたりの配慮もなされているものと思われます。

なお、PC オーディではありませんが、ディジタルアンプでは、消費電力が少ない

ので電源の影響は小さいものと思われがちですが、電源の変動があると AM 変調

歪みになって現れるという指摘があります（柴崎功：オーディアクセサリー2008

年秋号）。従って、PC オーディオにおける電源は注目すべき課題だと思われます。 

 11）PC オーディオにおける PC の機種の問題 

PC を替えると、PC 間の音質の差が現れる場合があることが分かっています。酒

仙坊の実験では、少数の事例に過ぎませんが、CPU の処理速度が大きいほど音質

が良い、また Vista 機の方が X 機より音が良いという結果が出ています。（Vista

機ではサウンドの処理に違いがあるらしいです。）上記はどういうことでしょうか。

表 2 によれば、アプリケーションレベルや OS レベルにおいてジッターの発生の影

響の可能性があるそうです。なお、表２の緑色のセルは PC のハード／ソフト上で

実行されるものですから、PC の機種やどのようなソフトで実行されるかによって、

機種による音の違いに影響する可能性があります。また、CPU の処理速度は PC

オーディオの音質への影響に関して注目すべきポイントだと思われます。 

 12）PC オーディオ処理フロー全体の問題 

  表 2 おいては、現在の PC オーディオシステムの処理フローを矢印で示しました。

従って、どのような処理フローを選択するかも音質への影響に関して重要な問題だ

と思われます。例えば、電源環境が十分でなく、CPU 処理速度の遅い PC で圧縮

ファイルを内蔵 HDD から、あまり音質の良くないプレイングソフトで読み出し、

USB-101 とあまり音質の良くないディジタルケーブルを通して聴いたとしたら、

USB-101 の本来のポテンシアルを評価できない恐れもなきにしもあらずというこ

とです。従って、PC オーディオ処理フローのトータルで考えていかなければなら

ないと考えています。また、ネットラヂオでは、表 2 の処理フローとは違ったル

ートになり、別途考えなければならないと思われます。 

  なお、処理ルートが複雑になるとジッターの累積などで音質上の問題が発生するの

で、できるだけスルーで直結する方法（例えば DAC まで）がいいのではないかと

いう考え方もありますが、ディジタルノイズの相互干渉の排除やディジタルノイズ

のフィルタリング、あるいは、振動の影響の処理など従来のオーディオ的な見地の

問題もありますので、何とも言えません。 

現行の常用システムでは、表 1 に示されたように、【WAV ファイル／USB 固体メ

モリー】→【Dynabook Vista 機／XP 機】→【Lilith】→【USB ケーブル・自己

給電式 USB ハブ・USB ケーブル】→【USB-101（AB-7777 外部クロック制御）】



→【オヤイデ製バランスケーブル】→【DAC-1】となっています。これまで調べた

結果では、選択した結果は音質的には好い結果が得られるような選択をしているよ

うに感じております。 

13) Vraison に関する問題 

Vraison の利用においては、リッピングは iTunes、Windows Media Player などが

使用可能であり、プレイングは、iTunes、Windows Media Player、Lilith、Frieve 

Audio などが使用可能です。ですから Vraison はアプリケーションのプロセスには

関与していないはずです。それ以後のどのプロセスでどのような処理を行っている

か、詳細は分かりませんが、Bit Revolution により高域補間やスムーシングを行っ

ていること、この他、イコライジング、残響補正、聴感能力補正など多様な処理を

行える機能があり、専用のドライバーを有するものと推測しています。ここまでが、

PC 内での処理ですが、USB ケーブルで接続する専用のアダプターがあり、どうや

らこのアダプターで DA 変換を行っているようです。なお、この専用のアダプター

を接続しておかないと、Vraison のインストールも立ち上げもできません。また、

コントロールパネルではサウンドのデバイスが Vraison の指定になっていること

が必要です。 

以上、USB-101 が契機となって、PC オーディオを自分なりに理解してみようと努力

してみた結果を整理してみました。USB-101 がなければ、PC オーディオのプロセス

を理解しようとしたり、また個々のプロセスが音質にどう関わっているかについて興味

を覚えることはなかったと思います。まだまだ、理解が行き届かなかったり、間違った

認識をしているかも知れませんが、今後とも、まだ検証していない事例も含めて勉強を

続けていきたいと思っております。 

本稿をまとめるにあたって、オーディオ仲間の皆様方からは IT 技術に関して非常に有

益な示唆を賜りました。ここに感謝の意を表したいと思います。 

 

【後書き】 

本文作成後、PC オーディオは格段の発展を遂げています。その後、GPS クロックの研

究や外部クロック入力のあるトランスポートの研究などに目がいって、PC オーディオ

の理解が中途半端なまま、その発展から遠ざかっておりますが、PC オーディオで DSD

ネイティブ再生が可能となるなどその後の発展は目覚ましく、DSD 再生を視野にいれ

て PC オーディオに取り組む必要を感じています。 
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