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USB-5 試聴記（６） 

何故 PC オーディオで音が変わるのか？ 

 

ネット上でハードディスクや USB メモリーで、「音が変わる」、「音が変わらない」

というような議論があります。また、ケーブルで音が変わることへの疑いも表明されて

います。前報までに、この「変わる」、「変わらない」について心理的、感覚的な観点

から述べ、ディジタルオーディオの進歩について述べてみました。 

今回は、思考実験的に PC オーディオでなぜ音が変わるのかについて考察してみたいと

思います。 

本考察では、各種文献を当たるとともに、IT 技術に詳しい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

して以下に記します。なお、以下は自宅で現在使用している PC オーディオのシステムに

つい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。どうせ素人の考えることですから、

話半分に聴いていただければ幸いです。 

以下、情報処理のプロセスの流れ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 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り

ますが、残念ながら経験がありません。EAC では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と言わ

れています。なお、iTunes と Windows Media Player によるリッピングの音質上の区別

http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF


はつきませんでした。USB メモリーへのコピーは、HDD へのリッピングの後、二次コ

ピーするわけですが、この過程でもベリフィケーションが行われますから、固体メモリ

ーの違いによるデータの違いやそれによる音質の差が出るとは考えにくいと考えられま

す。 

２）プレイングのプロセス 

 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、このことにより、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変わり、USB 固体メモリーでも改造すると音が変わ

ることが PC オーディオをかじった一部マニアの間でも確認されているようです。し

かし、周辺機器の違いなどからその違いが分かりにくいという声もあることも事実で

す。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、グラウンドノイズ、電磁波、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。固体メモリーの場合はサーボ動作や回転機構による振動はありませんが、グラ

ウンドノイズ、電磁波、一般の振動の影響は避けられません。 

なお、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

やジッターの影響の恐れがあるので、音質に影響する可能性があります。しかし、固体

メモリーが違っても、このプロセスの処理は PC 内で行われますから、固体メモリーに

よる音質の差が出るとは考えられません。 

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。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が、詳しいことは承知し

ていません。 

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。しかし、固体メモリーが違っても、このプロセスの処理は PC 内で行われますから、

固体メモリーによる音質の差が出るとは考えられません。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。

固体メモリーが違っても、このプロセスの処理は PC 内で行われますから、固体メモリ

ーによる音質の差が出るとは考えられません。同様に６）以降のプロセスは固体メモリ

ーに関係しませんから、固体メモリーの違いによる音質への影響はないはずです。 

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、明らかに音質の差を感じ取ることができる場合もあるし、できない場合もありまし

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すが、振動やケーブ

ルのキャパシタンスの影響は今後調べる必要がありそうです。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 が初めての存在でしょう。USB-101 は、単にどのようなパーツを

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。こういった分野に先鞭をつけたものである割には導入以来、完成

度の高さを感じています。しかし、その後、世代の新しい LSI を使った同種の製品も数

多くでてきております。 

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、

ZONOTONE 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、ZONOTONE のアンバランスケーブル

などを使用しています。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。ケーブルメーカーもなぜ当社のケーブ

ルの音が良いかをきちんと説明してくれていません。 

９）DA 変換のプロセス 

 現行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。最近、DD コンバーターと DAC

をオールインワンにした製品や USB 入力が可能な製品も数多く出てきているので、楽し

みな分野です。 

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日

立マクセルの 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、ディジタル機器や 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。これ

までの実験では、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。このことは

どういうことでしょうか。上述のように、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、PC のハード／ソフト上

で実行されるものでは、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 

 上記では、現有の PC オーディオシステムの処理フローで考えてきましたが、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、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 など最新の機器の本来のポテ

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、上記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考慮しなけれ

ばならないので、何とも言えません。 

現在の常用システムでは、【WAV ファイル／USB 固体メモリー】→【Dynabook Vista

機／Dynabook 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）】→【ZONOTONE アンバランス

同軸ケーブル】→【CRV-555（AB-7777 外部クロック制御）】→【Ortofon BNC ケーブ

ル】→【DAC-1】となっています。ちょっとやりすぎかも知れませんし、あるいはベス

トの選択ではない可能性もあります。しかし狭い範囲の経験では、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。 

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、IT に詳しいオーディオ仲間から

は IT 技術に関して有益な示唆を賜りました。 

 

以上 

 


