
● 光カートリッジ用イコライザーの改版 

 

先日ブログで試聴評価を記載した、 光カートリッジ用イコライザー基板を改版

しました。 

カーリッジの DC 出力が大きく変動(数 100mV)しているため、それを吸収する

様 DC サーボ回路を搭載しています。 

DS オーディオ社ではその対策に HPF を数種類用意していますが、音質劣化と

共に効果に限度があります。 

 

カーリッジは DS オーディオ社の直轄販売会社からしか購入できず、価格も相

当高価ですので AIT ではこの基板を希望者に実費でお渡しする予定です。 

ご希望の方は当方に連絡ください。 

 

 

電源トランス、L/R 入力は RCA、出力は XLRorRCA を含み 

カートリッジ光源 LED は定電流駆動。 

受光 photo diode 入力は高性能オペアンプで I/V 変換としていますので、直線性

が良いです。DS 社は固定バイアスです。 
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● AC 安定化電源 

 

高音質機器をさらに高音質で鑑賞するには AC 電源の品質を向上させる必要が

あります。 

家庭用 AC 電源波形は大きな歪と雑音を含んでいますので少なからず影響しま

す。 

それを避けるためお客様の一部は 200V で駆動する方もおります。 

 

他社でも公表しているリニアアンプを使用し、正弦波を発生され方法は原理的

には最良かと思います。 

PWM 方式は効率は良いのですが、高周波で SW するため、雑音が無視できま

せん。 

classBで動作させると雑音はなくなりますが、理論効率は最大 78%程度ですが、

実際には 60～70%程度になりますので発熱が大きくなります。 

 

AITは classB方式を採用しますが理論効率を超える80%以上を目標としていま

す。 

出力は 200VA 程度、歪は 0.05%以下になります。 



新開発の駆動回路と DPLL TRACKING 方式を用い高速 SiCMOS FET を駆動

します。 
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● 電流駆動について 

 

改めて AIT 式電流駆動の使用法をお知らせします。 

7mA の低電流駆動方式ですので、終端抵抗値が 300Ω で 2Vrms 標準となりま

す。 

この抵抗値を変えれば増幅(max+3dB),減衰(制限無し）させることができます。 

例えば 100Ω にすれば標準より約-10dB 減衰となります。増幅度が高いアンプ

等の場合有効です。 

電流駆動ケーブルで対応できますので、注文時指示あれば対応します。 
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● 2021 新年 

 

遅れましたが、新年明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

 

昨年から検討している長大タップ FIR の検討は順調？に進んでいます。 

アルゴリズムは簡単なのですが、HDL で実現に制約が多く解決に時間がかかっ

ています。 

DAC 一体型は困難かも知れません。 
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● ようやく 



 

ただ当方協力者から DAC のさらなる高音質化について提案ありその対応法を

検討しようかと考えています。 

デジタルフィルターを長大タップ化すると音質が大きく改善するようです、当

方これは意味が無いと思っていましたが詳しく調査すると検討の価値があるよ

うです。 

 

一方、当方が依頼していた筐体加工業者が廃業したため他社に依頼となり、今

後の筐体込み販売価格、納期を変更変更させていただきます。 

価格は約+10％、納期は注文後 4 週程度となります。 
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● ヘッドフォン専用アンプ完成 
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● ３P フォノプラグ対応ヘッドフォン専用アンプ 

 

フォノプラグ対応ヘッドフォン専用アンプがほぼ完成しました。 

音質評価では AIT プリとヘッドフォン対応型 STEREO POWER アンプと遜色

がないとのことです。むしろ雑音が少なく感じるようです。 

FPGA,CPU 等を使用していないため設計検討に手間取りました。 

 

性能は 

THD+N は 0.001%以下（～20kHz 迄の周波数で) 

S/N(A)は 130dB(A) （３W８Ω 負荷時=5Vrms) 

最大出力 ３W   （８Ω 負荷時=5Vrms) 

 

音量調節は ロータリーSW 式で 0～-60ｄB 程度まで可変でき、音痩せギャン

グエラーの無い高音質方式です。 

 

エミッタ抵抗なしでヘッドフォン接続では classA 動作となります。 

 

L/R 分離 DUAL MONO 構成で FULL balance BTL 増幅で、４P だけでなく汎

用の 3P プラグ(フォノプラグ）も接続できます。 

 

入力は２系統迄拡張可能 

 

外形は幅 340mm,高さ 50mm と小型にする予定です。 

 

価格は￥150,000 程度になります。 

 

興味のある方はメール(xrmnk344@ybb.ne.jp)等で問い合わせてください。 
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● ヘッドフォン専用アンプ 

 



 

暫く更新していませんでした。 

新規の案件がないかと検討していましたが、 

ヘッドフォン専用アンプを候補に考えています。 

現在でも STERO パワーアンプはヘッドフォン駆動が可能ですが、価格が比較

的高いため、廉価版としてヘッドフォン専用アンプを新規開発しようと思って

います。 

従来機の半額程度を想定しています。 

また 2019 から PSE 適合していますので AIT 組み立て機は PSE マークを表示

しています。 

 

回路構成は全アナログ回路となり当然 fullbalance でエミッター抵抗は無し、

classA 動作とする予定です。 

 

音量調節を内蔵し従来と同様音痩せギャングエラー等がない方式にします。 

従来接続可能なヘッドフォンは４線式のみとしていましたが、３線式でも接続

可能にする予定です。 

S/N(A)>１２０dB,THD＋N＜０．００１％以下とする予定です。 

場合によるとバッテリー駆動が可能になります。 

 

希望仕様などがありましたらメール(xrmnk344@ybb.ne.jp)、電話等でお問い合

わせください。 
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● AIT パワーアンプについて 

 

最近 MONO アンプの音質を調査していまししたところ 

アンプ内の配線処理によって音質が変化することが判明しました。 

 

購入者様でさらなる音質改善をご希望の方はお知らせください。 

またスピーカーの remote sensingも対応可能ですので同時に対応できるかと思

います。 

remote を搭載するとステレオパワーでも低域の再現性が大幅に向上します。 

(実効ダンピングファクターが大幅に高くなるため) 
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● ジッターの定量測定 

 





 

● AIT パワーアンプ 

 



以上 



 

● 電流伝送の効果 

 

電流伝送 
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● AITDAC の特性 

 



上写真は AITDAC の応答です。 

 

 

最近のCD及び配信コンテンツは一聴で良く聞こえるよう記録レベルを高く設定しているためク

リップ現象は発生しやすくなっています。 

このような現象が発生しやすくまた音源に依存したジッターが多い時の音質が現代的と考えて

いる方もいるようです。 
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● お知らせ 

 

2018/12/25 以降 PSE 適合マークを付けて販売することになりましたのでお知

らせします。 

今まででも AIT 組み立てであれば、PSE 基準に適合していたのですがキットが

主であったため付けていませんでした。 

 

今後、AIT 組み立て機は PSE マークを付けて販売する予定です。 

 

2018/12/25 PM 11:22:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | [製作記事] 
 

 

● AK4499 

 

AKM から AK4499 という ES9038PRO と同程度性能の DAC チップが公表さ

れたようです。 

 

DSD1024 は対応できませんが、仕様書から推測すると従来の AKM チップより

音質が向上しているように思われます。 

また AIT の場合ジッター抑圧を FPGA で行っていますので、ジッター抑圧機構

がない他社機器より正しい音質になります。 

 

https://www.phileweb.com/review/article/image.php?id=3270&row=16 

に説明あります。 

ここにある写真の電解コンデンサは AIT が当初から採用している 

NICHI-CON 製 KMG シリーズです。 
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● ヘッドフォン接続 

 

AIT パワーを含め、最近ヘッドフォン配線は４線式が多くなっているようです。

３線式は接続方法からして４線式に比べ原理的にも音質が劣るからかと思われ

ます。 

 

特に AIT パワーの場合 BTL 方式のアンプですので４線式でないと接続できま

せん。今まではこれを承知していただいた方のみ購入されています。 

 



調査したところ 3p 式のヘッドフォン配線を切断し、その間に XLR4P のプラグ

とジャックを取り付ければ、AIT パワーの XLR4P に接続でき、かつプラグと

ジャックを直接つなげば従来の PHONO プラグによる 3 線式接続となります。 

難点は XLR のサイズが大きいことです。 

 

ヘッドフォン対応 AIT パワーアンプ若しくは DAC プリ一体型購入者様には安

価に改造提供します。 
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● AIT パワーアンプの性能向上 

 

前ブログで AIT パワーアンプの remote sensing につてお知らせしていますが、

remote sensing 用配線材は市販の安価な線材でよく、スピーカーケーブルの音

質に対する影響も軽減されます。 

本日ダンピングファクターを測定したところ、スピーカーケーブルを接続した

状態で約 3000、remote sensing 無しの時は 100 程度ですので大幅に改善され

ています。 

 

一方 S/N のさらなる改善を検討した結果、 

18W 出力設定として 133dB(A)となりました。(入力ショート時) 

regurator を搭載していますので、従来より最大出力が若干低下しています。 

GAIN は 18dB ですのでこれを 16dB 程度にすれば S/N が 134dB 以上になりま

す。 
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● AIT パワーアンプの remote sensing 



実際にこの接続するとスピーカーケーブルの配線長の影響を受けなくなりダン

ピングファクターを測定すると数 1000 程度になります。 

 

他社でもこの程度の数値は公表していますが、あくまでアンプ出力端子に直結

した場合の値です。 

実際にスピーカーケーブルを用いて接続すればその抵抗(数 10mΩ/m)により数

100 程度以下になってしまいます。 

 

それに remote sensing を採用すれば周波数特性も補正しますので、スピーカー

ケーブルの音質への影響は少なくなります。 

 

AITの remote sensingは従来の様に複雑な帰還回路を使用していませんので動

作は安定です。 

 

前ブログに remote sensing した時の感想を記載してあります。 

 

興味のある方はメールで問い合わせてください。 
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● AIT 機器の頒布状況 

 

当方のホームページ参照に現在頒布している機器の状況を記載した pdf を掲載

していますのでご覧ください。 
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● AIT PHONO EQ について 



 

のような特徴があります。 

 

一方等 PHONO EQ は MC 入力回路に 1CH に４枚迄（１枚当たり高性能 OPA

を４個搭載）の LNA(Low Noise AMP)を搭載でき数を増やせば理論上 S/N が

10LOG(枚）dB よくなります。2 枚搭載時測定 S/N(A)は約 77dB です。 

 

しかし実際に LP の再生すると、カートリッジが DISC をトレースしていない

ときの雑音は LNA の枚数によって聴感上殆ど変化しないにも拘わらず、 

DISC の無音部をトレースしたとき、LNA 枚数を増やすと雑音が明らかに少な

くなります。 

これはダイナミック S/N が良くなることですので、音楽再生時の微小音源の再

生能力が改善し、今までに無い再生音になるようです。 

多数個の OPA を入力回路に使用しているため、ショット雑音が少なくなってい

ると思われますが、測定は困難です 
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● AIT パワーアンプ等の性能 

 

AIT のパワーアンプは初期の特性から性能向上していますので。改めて測定し

ました。AIT 機器は全て、DC 直結 PRO 仕様の FULLbalance,BTL 構成ですの



>  
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● DC 直結 MC 用 PHONO EQ 2 

 

前回紹介しました DC 直結 MC 用 PHONO EQ がほぼ完成しました。 

音質、性能は変わらず、FULLBALANCE 構成で完全にＤＣから再生しますの
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● ＤＣ直結 MC 用 PHONO EQ 

 

AIT では既に MC 用 PHONO EQ は開発済みですが、DC 直結 FULLbalance

構成の PHONO EQ を開発中です。 

大きな課題は出力の DC 変動です、MC の場合直流ゲインは 90dB 以上ですの

で 30μV が 1V の直流になります。 

また S/N についても以前開発した TR 方式と遜色が無いようにします。 

 

第一段階の試作機の音質評価は、低音の切れが AC 接続機と大きく異なり一聴

して分かる程です。 

 

回路は FULLbalance 構成で複数の高性能ＯＰＡを差動動作させ、入力抵抗は

可変できるようになります。 

この方法ですとカートリッジの内部抵抗が小さいほど高 S/N になります。 

 

カートリッジの終端抵抗を PHONOEQ の入力に抵抗を装着して行うことは微

弱信号を抵抗で消費させ実使用時の S/N を悪化させますので好ましくありませ

ん。 

 

試作機の性能は Rg=4. 5Ω、0.3mVin で S/N=78dN(A)となり、Rg が 2Ω 程度

であれば 80dB 以上になります。(Rg はカートリッジの内部抵抗)さらに使用

OPA 数を増加させる(最大 32 個)ことが可能で S/N が向上します。 

 

DC 変動は室温状態では 100mV 程度です。 

これを自動的に補正する機能を搭載し公表する予定です。 
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● AIT 機器の評価について 



少なくとも DAC については購入者様試聴者様を含め１００名以上の方から同

様な評価を受けております。（試聴感想ブログを見ていただければ分かると思い

ます) 

 

AITDAC は独自のジッター抑圧方法によりジッターの無い、また十分なヘッド

ルームの確保でオーバーサンプリングによるクリップ歪を解消しています。 

この効果は高性能なアナログ機器と同じような音質になりますが、測定 S/N は

若干犠牲になります。 

 

逆に音源に依存するジッターがありヘッドルームが無い場合は低域が誇張され

きらびやかな音質 所謂デジタル的な音質になるようです。 

 

ES9038PRO 使用 DAC は両者設定可能です。 
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● MC カートリッジについて 

 

aitbabo では MC 用 OHONO EQ も公表しておりますが、その特徴を概説しま

す。 

fullbalance 構成で,カップリングコンデンサをなくした完全直結あることは既

にお知らせしています。 

ここでは終端抵抗について述べたいと思います。 

MC の場合通常、カートリッジの推奨終端抵抗値が設定されています、概ね直

流抵抗値に近い（若しくは数倍）抵抗値になっています。 



に設定できます。 

開 LOOP 利得が A のアンプに Rf なる抵抗で電圧帰還すると 

入力抵抗 Ri=Rf/(A+1) 

となります。 

例えば Rf=1kΩ、A=100 とすれば 

Ri は約 10Ω になります。 

エミッタを接地したトランジスタで増幅する場合 A=100 とするには 

負荷抵抗が 1kΩ であればエミッタ電流を 2.6mA 流せば実現できます。 

当方はこのような方法で８並列差動増幅し、より高 S/N な PHONO EQ を構成

しています。 
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● デジタル CH デバイダー用 DAC 

 

ES9038PRO 使用 DAC を用いたデジタル CH デバイダー用 DAC を開発しまし

た。 

AIT は ES9018S でも同様機能 DAC を提供しましたが、これを ES9038PRO 仕

様に変更した DAC の開発依頼があり検討しました。 

 

当初それ程難しくは無いと考え動作確認をした所、電源投入、信号切り替わり、

入力切り替え時に DAC 間の位相が異なることが判明しました。 

SYNCmode,NBW 動作で PCM 入力時顕著に現れます。 

Async 動作、又は DSD 入力では発生しませんので、この特性を利用して対策を

施すようにしています。 

一つの DAC を設定すると他の DACも同じ設定になる通信と同期機能があると

共に内臓 SW で切り替えれば単独の DAC としても使用可能です。 

 

 

このような使用法の方は多くは無いかと思いますが、興味のある方は問い合わ

せ下さい。 
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● ES9038DAC についてお知らせ 

 

ES9018S/K2MDAC から ES9038PRO 使用 DAC に基板差し替えする際、今ま

で電源基板も専用にする必要がありましたが、検討の結果流用できるようにな



りましたので新価格をお知らせします。 

ホームページより pdf をご覧下さい。 
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● ES9038PRO_DAC 比較 

 

問い合わせが多くありましたので、以下に AIT 製 ES9038PRO、ES9018S 使用

DAC と他社製 ES9038PRO 使用 DAC の比較表を示します。 

また他社製については当方の把握している範囲内ですので、錯誤がありました

らお知らせ下さい。 

見難い場合はホームページより pdf をご覧下さい。 
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● PC 不要 DSD256/512 再生 

 

AIT DAC は DSD,PCM384k の再生には PC が必要でした。 
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● Digital Filter について 

 

最近 PC、ラズベリーパイ等を用いて DAC の入力にアップサンプリングと称し外部 digital filter を構成し音

質評価している記事を散見します。 

これについて以下にコメントを記載します。 

 

デジタルでフィルターを構成するのであるから歪は全く無いと考える方は多いと思います。確かに無限にビッ

ト長があれば正しいですが現状は最大振幅-1～+1 の間を 16～32bit に分解してデジタル化しています。つま

り-1～+1 範囲外の振幅は想定していません。 

 

ここで-1 と+1 の振幅を持つ矩形波が入力されたデジタル信号を DA 変換すると 

 

 

アップサンプリング digital filter 等が無い場合（CD が公表された初期の CDP)は 

ナイキスト周波数以上をアナログフィルターで構成していますので異常信号は発生しません。 

 

アップサンプリング digital filter を用いた場合、入力信号の過渡時、-1～+1 を越えてしまうので、-1～+1 を

超えないようリミッタで制限します。これでは正しい信号を再現していることにはなりません。 

当方の検討結果ではリミッタで制限された音は高域が煌びやかな音質になります。 

一部の DAC chip、機器メーカーは補正又はフィルターの選択を音質向上策と称しているように思います。 

 

正しい方法はデジタルフィルターの出力が、リッミタ等を用いず-1～+1 を超えないようにすることです。 

 

AIT DAC の場合 ES9018S の初期からどのようなデジタル信号が入力されても正しい音になるようにしてお

ります。ただし外部アップサンプリング digital filter を経由した場合は効果ありません。 
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● fullbalance 型 PHONOEQ 
 

2022 年 2 月 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 



 

2 超 LOWNOISE トランジスタを 16 個/CH使用した完全差動回路とし信号径

路に音質劣化要因となるコンデンサを排除しています。 

 

3 入力抵抗可変機能付き 

 一般的な入力回路に抵抗を取り付ける方法ではなく 

 回路の入力抵抗を帰還量を変えて設定しますので、微少なカートリッジ出力

を終端抵抗で無駄に消費せず、直接回路に入力するため実効 S/N が数 dB 向上

することになります。これは低雑音増幅器の常套手段です。 

 内部抵抗が１Ω 程度のカートリッジでも十分な出力と S/N が得られます。 

 

4 fullbalance 接続のカートリッジを使用すればシールドを配線しなくてもハム

は殆ど有りません。 

 

 5 fullbalance 接続時の L/R はバッテリーを含め完全に分離しています。 

  

 

興味のある方は PHONOEQ_LNA の回路と特性を御覧下さい。 

入力抵抗 Rin は 2*Rfb/GAIN になります。 

また GAIN=Rf(300Ω)/(2*26/Iettl(mA))となります。 

GAIN は入力損失と Rin 可変量のため若干大きめにしています。 

トランジスタは同等品の２個入りを使用しいます。 

またシムレーションの都合で OPA は実際使用品では有りませんが実測値とほ

ぼ一致しています。 

 

2017/07/20 PM 08:30:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | [製作記事] 
 

 

● ES9038PRO への更新について 

 

掲題の件について 

 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28           
 

 

 

プロフィール 

 

 

名前 
AIT 研 究 所

(aitlabo) 

URL http://aitlabo.net/ 

年齢  

性別 M 

地域 神奈川 

真空管の時代から、そし

て測定器、オーディオ、

ビデオ機器の設計製造

メーカー各社でも設計

してきました。 

現在は個人事業として、

主にアナ ログ信 号を

FPGA 等を用いた設計

を行っています。 

デジタル信号も基本は

アナログと言う考えで

設計します。 
 

 

 

カテゴリー 

 

 

・ 日記(39) 

・ 製作記事(111) 

・ JITTER(19) 

・ アナログ回路(21) 

・ 試聴結果(347) 
 

 



条件は 

従来機と同入力、リモコン無し、電流駆動無し、ケース、配線材は再利用 

再組立はＡＩＴが実施し従来 DAC 基板は下取りに充当します。 

 

仕様変更、追加時は新たに見積となります。 

上記以外の仕様(DSD128～1024、電源投入時設定記憶)は最新状態です。 
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● remote sensing について 

 

remote sensing は AIT パワーアンプの出力段 regurator に採用し、音質向上に

大きく寄与しています。 

出力トランジスタの電源が安定になったため、動作が理想状態に近くなり電源

経由による混変調、相互変調が低減したためです。 

 

同様にスピーカー出力にも remote sensing を採用することができます。従来か

ら提案実施されていますが全て unbalance 回路なので安定性確保のため少々複

雑な回路構成になっています。 

AIT は fullbalance 構成ですので remote sensing は帰還回路に抵抗を挿入する

だけのため、低域から高域まで平坦な sensing 特性になります。 

 

試聴評価では所謂ダンピングが効いた音になり大きく改善するようです。 

 

スピーカの入力端子に sensing 線を接続すれば、ダンピングファクターは数

1000 になると思います。(通常のスピーカケーブルは数 10mΩ/m ですから１m

配線長でもダンピングファクターは数 100 にしかなりません) 

また音質がスピーカケーブルの特性（太さ、長さ）に殆ど影響を受けなくなり

ます。 

このことは Single アンプでも BiAMP に近い音質が得られることになります。 

 

「ＤＡＣプリパワー一体型」にはこの機能が搭載できる様な回路を準備してい

ます。 
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最新記事 

 

 

・2021 年 08 月 25 日  ホ

ームページ 

・2021 年 08 月 25 日  ホ

ームページ 

・2021年 08 月 01日   光

カートリッジ用イコラ

イザーの改版 

・2021年 07月 28日  AC

安定化電源 

・2021 年 07 月 18 日  プ

リアンプの購入後感想 
 

 

 

過去記事 

 

 

・ 2021 年 08 月 

・ 2021 年 07 月 

・ 2021 年 06 月 

・ 2021 年 05 月 

・ 2021 年 04 月 

全件表示 >> 
 

 

 

リンク 

 

 

 
  



● DSD1024 へのアップグレードについて 

 

以前お知らせしましたが、 

ES9018K2M使用ＤＡＣはPCM=>DSDrealtime変換がDSD1024迄可能です。 

部品追加が必要なため費用が若干かかりますが、 

アップグレードご希望の方は当方に問い合わせて下さい。 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣも DSD1024 迄対応可能ですので、まだ実施していな

い方は問い合わせて下さい。これのアップグレードは ROM の更新ですので費

用は送料の御負担のみとなります。 

 

ES9018S 使用ＤＡＣは sync mode を対応していないため、DSD1024 は搭載で

きませんので御了承御願いします。 
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● DAC 付き/プリ/パワーについて 

 

DAC 付き/プリ/パワーの検討がほぼ完了しました。 

仕様はブログに紹介した内容から変更有りませんが、DSD1024 は搭載します。 

入力は USB,HDMI,S/PDIF 同軸２，光２が最大、オーディオ入力１ 

出力は DAC 復調出力、スピーカー出力(BTL)。 

全て balance のみですので unbalance 時は変換コネクタ等を使用するようにな

ります。 

 

今まで AIT が発表した単体機の機能性能は全て盛り込んでおり、音質もひけを

取らないとの評価になっています。 

 

興味のある方はＨＰよりメールで問い合わせて下さい。 

試聴も可能です 
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● DAC 付き/プリ/パワーの DSD1024 



うでしたので DSD1024 に変換し入力したところ正常に動作しました。 

ESS 代理店に問い合わせたところ動作保証はしないが公表は差し支えないとの

ことでした。 

試聴報告では DSD 変換次数が上がるほど音質が向上する様ですので 

首記機種にも搭載する予定です。 

また前ブログに有るように音質重視の観点から音量調節は DAC チップのアッ

テネーターを使用せずコストが上がりますが乗算型 DAC を用いるようにしま

す。 
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● DAC チップ内蔵 ATT の音質 

 

前ブログで紹介しました、ＤＡＣ／プリ／パワー一体型の音量調節方法による

音質比較を当方協力者複数名で行いました。 

ES9018K2M,ES9038PRO は DSD でも内蔵ＡＴＴが有効ですのでこれを音量

調節に使用すれば回路が簡略に、コスト低減できますが、今まで音質の評価は

あまりありませんでした。 

比較したのは AIToriginal の乗算型ＤＡＣを用いた(AAVA と同様方式)方式で、

両者を瞬時に切り替えられるよう FPGA プログラムを書き換えて行いました。 

 

結果からすると通常鑑賞する音量(-20dB 程度以下）では乗算型ＤＡＣ方式が優

れているようです。 

ＤＡＣチップ内ＡＴＴは迫力に欠け、良く言えばやさしい音とのことでした。

有効 bit 数が減少することが原因かと思われます。 

一体型では両者対応可能にする予定です。 

 

これより前に MUSES72320 の評価を行いましたので追記します。 

評判の日本製音量調節用デバイスですので、試作基板に搭載し概略性能を確認

しました。 

当初 audio analyzer 直結で THD を測定(2Vrms)したら 0.01%にも届かず驚き

ました、その後 OPA のバッファーを介して接続したら 0.001%程度になりまし

たが、周波数を上げると比例して悪化し 10kHz では 0.01%以上になってしまい

ました。この結果当方の基準に達していませんでした採用を取りやめました。 
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● DAC 付き/プリ/パワー 



 

AIT 機器所有者様多くから、家族で高音質を楽しめる DAC パワー一体型を作

成して欲しいとの要望があり、 

数ヶ月前に設計し基板も完成していたのですが ES9038PRO DAC を優先した

ため検討が遅れていた試作評価が完了しましたのでお知らせします。 

 

基板サイズは従来と同じメイン基板(200×140)、電源基板(140×140)となり、

LCD 表示付き従来の機器とほぼ同様ケースに搭載可能です。 

DAC/プリ/パワーを一体にしていますがそれぞれの回路構成は今まで高評価さ

れた方式を採用していますので、性能音質は単体機と遜色がありません。その

ため部品数が約 1000 点となり相当の高密度実装になります。 

 

当機は DAC として若しくはプリメインアンプとしても使用可能です。 

リモコンを標準装備ですので機能をリモコンで設定できます。 

 

入力は S/PDIF×４迄、USB/HDMI 追加可能(単体 DAC と同じ)及びプリ入力可

能。 

PCM=>DSD 変換は DSD128/256/512 となります。 

DAC 出力も用意しています。 

 

スピーカー最大出力は 15W 以上で、4 線式ヘッドフォンアンプに切り替え使用

できるようになっています。 

 

電源部はパワーアンプで好評の remote 付き regurator 内蔵です。 

 

音量調節は DAC チップで行う方式と multipling dac 方式を用意しています。

前者は S/PDIF 等入力時に採用可能で安価になります。後者は乗算型 dac チッ

プを用い(某社の「AAVA」と等価な方法)、前者と比べ力感のある音質の様です。 

 

当方関係者の試聴では AIT ES9018S DAC、AIT プリ、AIT MONO パワーの組

み合わせ使用と比較して遜色が無いとの評価でした。 

ただトランスポート、電源線種の影響がより強いとの評価がありました。 

 

 

頒布価格はプリ付きパワーから ES9018S 使用 DAC 程度になりそうです。 
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● DSD 1024 



ES9038PRO は DSD1024(45MHz/49MHz)迄受信可能ですので、AITDAC の

PCM=>DSDrealtime 変換を DSD1024 迄拡張を検討していました。 

ここにきて概ね良好な結果が出ましたので公表します。 

DSD 変換有無での性能の変化はありません。従来と同様に DSD 入力でも有効

です。 

 

DSD512 と比較した音質差は,128/256 との差より顕著になっているようです。 

PCM も fs=768kHz 以上まで受信できるのですが、コンテンツがありませんの

で PCM=>DSD 変換のみ 1024 を追加しています。 

 

DSD1024 は ES9038PRO を同期動作させないと動作しませんので、非同期設

定はできないようにしています。 

 

既購入者様の更新も可能ですので興味がありましたらメール等で問い合わせて

下さい。 
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● ES9038PRO 使用 DAC の試聴機 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの試聴機、準備が整いましたので 2016/9/17 から貸し

出しできます。 

貸出期間は１週間、送料は送付時着払い、返送時元払いとなります。 

試聴費用は無償ですが購入しない場合は感想をお送り下さい。 

 

本日迄にメールで試聴希望を頂いた方も改めて申し込み御願いします。当方か

らのお知らせに返信のあった方から先着順に貸し出しします。 

ただし、今までにＡＩＴ機器の試聴を繰り返し、購入に至ってない場合はお断

りする場合がありますのでご留意下さい。 
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● ES9038PRO 使用 DAC について 



基本機能であればピン配置は ES9018S と同じですので、制御コマンド(I2C)を

変更すれば動作します、ただし裏面の PAD を GND に接続する必要があり、か

なり難しい作業です。 

 

機能は ES9018S と上位互換となり、NBW と DSD512 が保証動作になってい

ます。 

 

NBW は sync モードで DPLL=OFF(NBW)と設定すれば動作します、これは

K2M とほぼ同様ですが、K2M より少し使いにくいです。 

AITDAC の場合 DPLL は OFF(NBW)若しくは Lowest の設定で正常動作しま

す。 

 

これ以外に digitai filter を７種以上設定できますが、音質には余り影響しませ

んので、一部は割愛するかも知れません。 

 

 

DAC 基板は ES9018S 用とほぼ同じ回路となりますが、組立、消費電力等を考

慮すると電源基板含め新規に設計が必要です。 

基板サイズ、コネクタ配置は互換性を保つ予定です。 

 

S/N、THD 性能は ES9018S/K2M 機と同様値になりますが、従来機は音質対策

のため、S/N を実力値より 4dB 悪くしていますのでこれを修正できるかも知れ

ません。 

 

DAC チップ内の音量制御が DSD でも設定可能ですので、 

従来から要望のあった DAC 出力レベル調整機能を搭載できます。 

それに伴いリモコン受信、電源 OFF バックアップも対応可能とする予定です。 

 

御質問、御意見ありましたら問い合わせ御願いします。 

頒布開始は 2016/8～9 になると思います。 
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● ESS 社の最新ＤＡＣチップ 



チップの機能は ES9018K2M を引き継いでいるようですが、当方のＤＡＣには

不要な機能が多くなっているようです。 

単価は民生用ＩＣとしては信じられないほど高価です。 

 

ES9018S 基板からの改造可否はこれから検討します。 

将来的には DAC/電源基板を専用に開発する予定です。 

 

皆様が期待している？DPLL の NBW(sync MODE)は K2M と同様に設定可能

にする予定です。 
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● HP 記載ぶろぐ１ 

 

ブログが３週間程閲覧できませんでしたので、そのホームページに掲載した内

容を転記します。 

 

パワーアンプ用 regurator 改良その１ 

STEREO パワーアンプに追加改造した regurator を改良し、さらに音質が向上

しました。 

従来は TR と MOSFET で回路を構成していましたが、それを OPA と MOSFET

に変更しさらに remote sensing を採用ています。 

これにより電圧変動は無音と 10W 出力時で、1～2mV 程度になります。 

音質は、電源の応答速度と電圧変動に支配されるようです。 

最良に調整すると、改良型 AIT MONO パワーに限らず、バッテリー駆動パワ

ーアンプにも引けを取らない音質になりました。 

 

 

パワーアンプ用 regurator 改良結果その２ 

当方関係者が試聴したところ、今までで最良の音質とのことでした regurator

追加で電圧変動は、無音、最大出力時で殆ど変化しませんので理想電源駆動に

なっておりその効果が現れています。 

興味のある方は当方に問い合わせて下さい。 
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● PHONO EQ について 2 



先日お知らせしました FULLbalance 型 PHONO EQ の試作が完了しました。

バッテリー充電機能がついており充電中も動作しますが、バッテリー駆動（AC

は OFF)の方が音質が良いようです。 

音質は期待していた通りですが、balance 接続の効果が十分発揮できています。 

LP 再生は必ずハム雑音に悩まされると思いますが、AIT PHONO EQ は

FULLbalance 型ですのでシールド線を接続しなくてもハム発生が殆どありま

せん。 

測定でも、シールドせずに Acurve 補正なしで S/N=70dB 程度になります。 

Acurve 補正後の入力換算雑音レベルは-152dBV と変わりません。 

 

AITbalance の様に差動アンプで構成時は、posi/neg 出力それぞれに neg/pos 入

力の雑音が混入しますので single 動作より 6dB 雑音が大きくなります(差動ア

ンプ構成で無ければ 3dB です)。 

つまり-152dBV は single 動作換算で-158dBV となります。 

ただ競争が激しかった往年の最高性能は-160dBV の様です。 
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● PHONO EQ について 

 



S/N=82dB(A)です。 

入力から出力まで信号径路にコンデンサを使用しない回路構成としています。 

 

一見並の性能ですが、FULL BALANCE 構成の場合１つの入力端子に入力され

る大きさは通常の 1/2 になりますので、これを考慮すると 

unbalance 換算で-158dBV(検証済み)となります。 

 

とは言っても、再生時はレコード板を針が擦る時発生する摺動雑音の方が圧倒

的に大きく余り意味は無いかと思います。 

 

 

基板サイズは 140×100 

専用電源基板は 100×70 となります。 

12V バッテリー駆動も可能で専用充電基板も用意しています。 
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● お知らせ 

 

AIT 製 STEREO POWER の音質向上策についてお知らせします。 

 

AIT 製 MONO POWER の評価が概ね好評で STEREO POWER より良い音質

との評価を頂いておりますが、その原因を調査し STEREO POWER も同様に

ならいか検討しました。 

 

結果、電源回路に LDO 型 regurator を搭載し若干の部品変更をすれば、MONO 

POWER の性能と音質に近づくことが分かりました。 

THD+N が 

1kHz10W:  0.0007%   

6kHz10W:  0.001% 

程度になります。 

最大出力は変更後も殆ど変わりません。 

 

興味、変更希望のある方は当方にお問い合わせ下さい。 
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● 設計中の回路 



 

引き続いて設計中の回路をお知らせします。 

 

当方ＰＲＥアンプに MC 用 PHONO Equalizer を搭載できるようになっていま

すが、これの改良型を設計中です。 

ただ PHONO アンプを低雑音化しても音盤の摺動雑音の方が圧倒的に大きく、

効果はあまり無いかも知れません。 

 

１ DAC/PRE/POWER と同様に FULL BALANCE 構成とする 

  （同一回路を４系統搭載） 

  出力は balance と unbalance 装備 

 

２ 入力部は PNP 型低雑音トランジスタを多数並列接続し低雑音化する 

(MC の様に信号源抵抗が低いときは PNP TR の方が FET より有利) 

 

３ 従来と同様に信号径路にはコンデンサを挿入しない 

 

４ Equalizer 部は２段構成とし、補正誤差を無くす 

 （従来と同じ） 

 

５ MC 入力は帰還回路によって入力インピーダンスを変えられるようにす

る。 

 （１Ω 程度の低抵抗カートリッジでも使用可能） 

 

６ ハムを低減するためバッテリー駆動も対応可能、 

  その際、充電回路を搭載できるので、同一筐体化可能 
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● 検討中の基板 



限界増幅率付近で低雑音動作させることが必要です。 

 

現代の一般的な発振回路は単セル型CMOS NOT回路(入出力を高抵抗で帰還す

るとリニア増幅回路になる）を用いることが多いです。 

この回路で上記条件を満たすように発振回路を設計するにはネットワークアナ

ライザー等を使用しないと不可能です。さらに利得は固定になり制御できず雑

音も小さくなりません。 

当方の経験ではメーカー推奨回路はＱが低下、若しくは Xtal resonator 中心周

波数になっていない事が多いようです。(発振動作を重要視するので当然ですが) 

 

 

当方が検討中の発振回路はこれらを原理的に解決するため以下の方法としまし

た。 

 

１ Xtal resonator の共振点（０°位相）発振とする 

２ そのため増幅器は高 fT(6.5GHz),低雑音(NF=1dB)トランジスタを用いた非

反転とする 

３ 利得を発振限界付近に設定するため ALC(Auto Level Contorol)を採用する 

４ 数 kHz 付近の C/N 改善のため同じ Xtal resonator を用いた BPF を挿入 

５ BPF 出力は高 fT,低雑音トランジスタを用いた CML(Current Mode Logic)

回路で振幅位相変換を小さく波形整形（立ち上がり下がりを高速化） 

６ 出力は同軸(SMB)と LVDS(HDMI ケーブル可能） 

７ この回路は原理的に周波数の制限は無い(100MHz 程度は可能） 

 

 

評価基板(10MHz)で暫定音質評価は他の発振器より良好の様でした。 
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● ES9018K2M の DSD512 動作 



 

ただし同期 mclk を入力し、K2M を同期動作(sync)させ DPLL を OFF(=NBW)

にする必要があります。 

AIT DAC は FPGA でジッターを抑圧した同期 mclk を全てに用いていますの

で、ジッターによる音質劣化は S/PDIF 入力でもありません。 

(通常使用する DIR で生成の同期 mclk はジッターが多く、音質が大幅に劣化し

ます) 

 

 

K2M は mobile 用となっているため、Ｓより性能が劣ると思われている様です

が、当方の評価では K2M とＳは同等性能です。 

AIT DAC を当所から使用されている方の中には K2M の方が良いとの感想を持

っている方も複数おります。 
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● ８０W パワーアンプ 

 

2015/5/14 に案内しました出力増大型が完成しました。 

BTL,classA 動作としていますので、放熱を考慮し MONO になっています。 

最大出力は約８０W、THD+N(1kHz)は 0.001%以下、S/N(A)=130dB 程度 

と従来機以上の性能になりました。 

特に１０W 以上時の歪みを低減する回路としています。 

試聴では音質は従来機と同様ですが、中出力でも出力増大した効果が出ている

ようです。 

 

下写真が外観です。 

LCD 表示がありませんが従来機と同様装着することができます。 

 

 

 

下写真が THD 特性です。 
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● DIT 製作 

 

最近は試聴感想をお送り頂けないことが多くなっているため、ブログ掲載が少

なくなっております。 

 

一方当方の設計にあたりデジタル音声の送信機（ＤＩＴ）の使い勝手が余り良

くないので再設計しました。 

不要になったＤＡＣ基板を若干改造し、出力信号状態をＬＣＤ表示、 

設定はリモコンを使用し、多数のＳＷをケースに取り付けるより手間が省けま

した。 

 

出力は S/PDIF 同軸、光、I2S 等の直接出力また HDMI ケーブル駆動もできま

す。 

PCM 時のサンプリング周波数は 44.1kHz～384kHz 

DSD 時は 2.8MHz～24.576MHz 

 

正弦波音声信号は DDS を用い低歪み高 S/N を実現しています。 

正弦波以外に矩形波、鋸歯状波、インパルス、Jtest(ジッター測定用信号)、マ

ルチ正弦波（15 波の正弦波の同時出力)、PN(PseudouNoise=疑似雑音）を加え

ました。 

インパルスはマルチ正弦波と同様に周波数特性の一括確認、 

矩形波、PN は DAC の大入力時の挙動把握等に用いる事ができます。 

 

周波数(信号種別)設定、レベル設定はＬ／Ｒ個別若しくは連動が可能です。 

S/N 測定を容易にするため MUTE 機能を付け、 

周波数確認のためカウンターも内蔵しました。 
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● DSD512 及び PCM384 対応 DAC 



 

入力は PCM が fs(Hz)=44.1k、88.2k、176.4k、352.8k、48k、96k、192k、384k 

DSD は 2.8224M、5.6448M、11.2896M、22.5792M、3.072M、6.144M、12.288M、

24.576M となります。 

 

DAC チップに供給する際の PCM=>DSD 変換も DSD128、256、512 を選択で

き非変換も従来と同様に設定できます。 

DPLL の BW が Lowest でも正常動作は従来と同様です。 

 

更新は FPGA の書き換えとなりますが、2013/6 以降購入された方の基板(基板

番号 AIT31-3e,AIT31-3f)が変更可能となります。 

前記以外の基板については若干の改造をすれば実施可能です。 

また PCM384、DSD 受信には USB 又は HDMI 入力が必要です、S/PDIF だけ

の場合は出力が DSD512 に追加設定できるのみです。 

 

搭載希望の方はお問い合わせ下さい。 

 

ES9018K2M 使用 DAC については未検討ですが、受信は ES9018S と同様にな

ります。 

PCM 出力は全て対応可能で、PCM=>DSD 変換時は DSD256 迄となります。 

理由は ES9018K2M の仕様に依っています。 
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● パワーアンプ出力増大 

 



 

４ 完全な BTL 構成、出力トランジスタのエミッタ抵抗無し等は従来機と同じ

です。 

 

５  THD+N(20kLPF)=0.0007%程度(50W,1kHz)、10W 時の 6kHz 以上の

THD は従来機より良好。 

   S/N(A)=130dB(FULL POWER 時、入力換算雑音は従来機と同じ) 

   周波数特性、DC～300kHz 程度      
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● チャネルデバイダー完成 

 

昨年公表しましたチャネルデバイダーが、評価が完了し完成しましたのでお知

らせします。 

興味のある方はホームページ記載のメール宛にお問い合わせ下さい。 

下の写真は基板部品装着状態です。 



います。 
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● 周波数可変チャネルデバイダー特性 

 

2014/9 に公表しましたチャネルデバイダーを改版し、周波数可変型にしました。 

外形、性能、機能は同様です。 

周波数変更用抵抗ブロックが基板上部に搭載されます。 

１６段階に設定可能、下にその特性を示します。 

周波数が決定した後、固定値にすることもできます。 

 

1 外形は 100mm×140mm、1 枚は 1CH 分(DAC 基板の 1/2) 

2 fullbalance(unbalance 可能)、3way 用 

3 電源は DAC/PRE 用を使用可能(±12V)、SPOT REG 採用 

4 全出力電流駆動可能 

5 MID,High 出力は RDIPSW でレベル調整なので設定が容易 

6 電源 ON/OFF 時のミュート機能有り 

7 高 S/N，低 THD(PRE,DAC と同様性能) 

 

>  
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● I2S について 



 

DSD は汎用の接続規格がありません（一部 DoP 等ありますが一般的ではあり

ません）ので、個人的に SACDP 等を改造し DSD 信号を取り出し、それを LVDS

に変換し HDMI ケーブル等で DAC に伝送する事が考えられます。 

この時 PCM も同様に伝送でき、必要な信号数も３～４であり、PCM のインタ

ーフェースが I2S を用いていることが多いため「DSD を I2S で接続する」と言

うような言い方になっていると思います。 

 

ところが、最近当方が改造した SACDP(SA8004)は I2S でなく Left Justify（左

詰）でした。(当方の DIR とのインターフェースも LJ ですが)I2S として接続し

た場合、音声であることは確認できますが、大きな歪み（MSB の一つ下位 bit

が MSB になり、L/R が入れ替わります）が発生しますので原因の特定は容易で

す。 

FPGA のプログラムを少し変更し対処しました。 
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● チャネルデバイダー特性 

 

チャネルデバイダーの一次試作基板が完成しました。 

 

1 外形は 100mm×140mm、1 枚は 1CH 分(DAC 基板の 1/2) 
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● チャネルデバイダー 

 

multi way 用チャネルデバイダーを作製しようと思っています。 

 

最近はデジタル方式が主流になっているようですが、これには大きな欠点があ

ります。 

汎用性を持たせるため、通常アナログ信号をＡＤＣでデジタルに変換した後デ

ジタルフィルターで帯域毎に分割し、再度複数のＤＡＣでアナログに戻す樣に

なります。 



にできます） 

 

６ 基板サイズ 100mm×140mm 

  (ＤＡＣ、ＰＲＥ基板の１／２、Ｌ／Ｒ合わせて 200mm×140mm） 

 

７ Ｌ／Ｒは電源を含め全て分離（DUAL MONO)構成 

  

 

2014/09/03 AM 07:24:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | [製作記事] 
 

 

● ES9018K2M 試聴機 

 

ES9018K2M 使用ＤＡＣ基板は完成しておりますが、試聴機を用意していませ

んでした。 

現有 ES9018S 試聴機２台の内１台を ES9018K2M に変更し試聴頂けるように

しました。 

２機種同時試聴は予定作成上困難ですが、個別に申し込み頂ければ両機試聴可

能です。 

他にＰＲＥアンプ、パワーアンプ試聴機も準備しております。 

申し込みはホームページから当方にメール下さい。 

 

その際住所、氏名、電話番号の記載御願いします。 

往復の送料負担（送付時着払い、返送時元払い）して頂ければ貸し出しします。 
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● K2M 使用 DAC 基板について 2 

 

ES9018K2M 使用ＤＡＣ基板について追加機能です。 
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≪ 前の 30 件｜ 次の 30 件 ≪ 
 

 

 

 

● K2M 使用 DAC 基板について 

 

ES9018_K2M 使用 fullbalance DAC 基板の頒布についてお知らせします。 

 

現状 ES9018S 使用基板の仕様を見直し整理し、PCM=>DSDrealtime、

45MHzmclk、同軸×１、光×１を標準装備とします。 

標準仕様の場合価格は￥１２８，０００とし、ES9018S 機と比べ同仕様なら

￥２２，０００安価になります。 

ES9018S 基板と完全互換ですので差し替え使用する場合は、他のオプション費

をより安価に設定する予定です。 

 

 

ES9018_K2M の sync 動作は同期 mclk を入力しなければ正常動作しません。

S/PDIF 入力で設定しても動作はしますがジッターのある mclk なので音質は改

善しません。 

一方当方は FPGA によってジッターを大幅に抑圧した mclk を生成しています

ので S/PDIF であっても音質劣化が少なく、K2M の sync 動作（Nobandwidth)

可能になっています。 

音質評価については前ブログ等を参照して下さい。 

試聴は基板差し替え使用するのであれば対応しますのでメール等で連絡御願い

します。 
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● ES9018_K2M 使用ＤＡＣ基板 



2 電流出力数 2CH 、  8CH 

3 DPLL 動作 sync/async、async のみ 

4 PCM_LPF     IIR/FIR、  FIR のみ 

 

他にもありますが省略します。 

 

当方が興味を持ったのは項目３です。 

ES9018S 仕様書に記載されている NoBandwidth は音切れが激しく使用できま

せんでした。 

原因は DPLL を常時 async(非同期）動作させているためですので、DPLL を固

定した sync(同期）動作させれば解決すると考えていました。 

 

この ES9018K2M を ES9018S と置き換えて基板を作製し動作させました。 

分かり難い説明書でしたが ES9018S で経験がありましたので、数日で検討が完

了し、現在関係者が試聴しております。 

基板は従来と完全に互換性がありますので置き換えは容易です。 

ＤＡＣチップのみを置き換え他回路は全く同じですので音質等の比較には最適

です。 

 

音質評価の第一報では、NoBandwidth（K2M 仕様書では DPLL_BW=>OFF

となっている）と Lowest の音質は若干差があるようです。 

 

 

当方ＤＡＣの場合 S/PDIF、I2S(PCM)、DSD 入力全て NoBandwidth(sync)で

正常動作します。 

async 時は Lowest 動作となります。（音切れが無いような設定としています） 

 

 

測定性能上の差は殆どありませんが、音質は僅かに異なるようです。 

 

価格等は未定ですが、興味がある方はお問い合わせ下さい。 

 

 

 

ＤＡＣ基板全体写真です（出力ＲＣＡは外しています） 

 

 

ＤＡＣチップ搭載部拡大写真です 
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● パワーアンプ説明 

 

パワーアンプについての説明です。 

 

BOLOCK DIAGRAM です。 

 

 

 

bias はＯクロス時の電流を測定し、制御しています。 

自動設定時は信号のピークを 5μs で検出し、最適な bias にしその後は数秒ごと

に少しづつ小さくし、設定値より大きな信号を検出すると再設定します。常に

信号応じ classA になるよう動作します。 

 

 

 

BTL を class 毎にシミュレーションした特性です。 
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● ギャプレス再生について 



 

⇔PCM DSD、サンプリング周波数の変更再生時にキチンとミュートが掛かり、 

精神衛生上も大変宜しいです。 

 

若干懸念していたギャップレス再生ですが、こちらも全く問題なく、嬉しい限

りです。 

これは Foobar だから可能なのか、それとも AmaneroDDC が同一ファイル・サ

ンプリングの場合、 

現状態を記憶していて信号を流し続け、信号中断を起こさないようにしている

のか、 

電気オンチの私には判りませんが、 

いずれにせよ、PC からのファイル再生で一つの大きなネックがギャップレス再

生の問題ですので 

まったくもって有り難いです。 

 

一番のワガママを言えば、上記の切り替え時に瞬時のミュート・再ロックが行

われれば、 

最高なんですが、そんな DAC は今のところ、世界中どこにも存在しませんよね。 

 

最後に、冒頭ちょっと書きました Amanero のノイズ対策ですが、 

非常な好結果でした。 

さすが AIT-DAC、上流の整備・改善に敏感に反応してくれますね、最高です。 

それと、Amanero は、ホント、コスパ抜群です。 
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● PREAMP 仕様 



 

４ 出力数：最大 balance×２又は balance×１unbalance×２、 

unbalance 入力時 balance 出力可能 

 

５ 出力方式：全出力電流駆動(7mArms)可能、SW 切り替えで電圧駆動になり

ます。 

 

 

 

６ リモコン：汎用ＴＶ用を使用します。４社の code に対応しています。

（32b,NEC フォーマット) 

音量調節、入力切り替え、ミュート、LR バランス、CH メモリー(各入力の LR

バランスを含めた音量を記憶します、比較試聴に使用可能) 

 

 

７ PHONO EQ：MC 用昇圧トランス不要型です。電圧電圧(従来形)と電流電

圧増幅方式を設定できます。 

 

８ 基板：電源はＤＡＣと同一品使用(140×140)、ＰＲＥの外形(200×140)はＤ

ＡＣと同じです。 

 

外観等は近々掲載します。 
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● PREAMP 試聴機 

 

このところＤＡＣ機の製作に忙しく PREAMP の試聴機に手が着か無い状態で

した。 

ようやく PRE の試聴機が完成しましたので、ご希望の方はＤＡＣの時と同様に

メールで申し込み下さい。 

 



MC 対応の PHNO EQ も搭載していますが、使用する PICKUP によっては特

性が変化します。 

昇圧 TRANS、CUPPLING コンデンサを使用しない回路です。 

試聴希望時は PICKUP の特性を伺うことになります。 
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● ES9018master clock 周波数変更 

 

2013/4/20 のブログ末尾に記載しました、ES9018 の mclk 周波数変更と直接供

給について問い合わせが多くありますので、改めて検討しました所、今まで購

入された殆どの基板に対応可能になりました。 

ただし、45.1584M/49.152MHz 固定になり DIPSW,LCD 表示等を操作しても変

わりませんが、この周波数であればＤＡＣ機が受信できる全ての信号(PCM4 倍

速、DSD256 迄)で正常に動作しますので問題は無いと考えます。 

変更費用、納期についてはお問い合わせ下さい。 
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● PREAMP 進捗状況 

 

過日お知らせしました PREAMP は検討が進んでいます。 

定抵抗 ATT 方式は 1.2dBSTEP で-70dB 以下まで 0.1dB 精度で設定可能ですの

で GANG ERROR で悩む事は無くなります。 

設定方法は通常と同じように回転ボリューム設定としていますので設定値も回

転位置記憶になり rotary encoder の様な違和感は無くなります。各設定値には

チャタリング防止を施していますので使用中にリレーがカチカチすることはあ



 

 

DAC 基板の master clock 周波数は現在 22.5792M/24.576MHz ですが、これを

2 倍の 45.1584M/49.152MHz にしたところ音質の改善がありました。FPGA を

経由して ES9018 に供給すると雑音が混入する可能性があるため直接供給する

ようにしましたので、現状の基板では対応できなくなってしまいました。 
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● PREAMP 

 

パッシブ ATT 方式レベルコントローラーを採用した PREAMP 基板を設計して

います。 

一般のオーディオ機器のレベル調整は可変抵抗器を電圧分割器として使用して

いますが、高性能な調整には定抵抗の ATT 方式が用いられます。RF の場合は

必ずこの方法を採用します。 

1.2dBSTEP 可変とし、6 段構成にすれば 75dB まで調整できます。特性抵抗は

何 Ω でも良いのですが、今は 300Ω(balance で 600Ω)程度にしています。 

設定方法は SW、又は通常使用方法と同様な VR 等で行います。 

４つの balance 入力切り替えを搭載し、ATT も balance 構成としており、当然

unbalance 接続も可能です。 

 

同じ基板に電子 ATT 方式の回路を搭載できるようにもなっています。

multiplingDAC を使用しますので汎用に用いられる VCA 方式とは異なりま

す？。 

 

両方式共、L/R の各 GND、FPGA の GND は完全に絶縁しています。 

 

 

また出力は電流駆動も可能な回路構成としており、さらに AITDAC 基板出力を

電流出力に変換する V/I 基板が付属しています。 

 

基板サイズは AITDAC 基板と同一に、電源は DAC 用を用いることができます。 

 

おまけに MC を直接接続可能な RIAA phono equalizer も搭載しました。 

 

2013/03/27 PM 09:29:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | [製作記事] 
 

 

● DSD/I2S インターフェース 

 



 

DSD 信号を当方 DAC に接続する場合、信号源としては SACDP と DDC があ

りますが、DSD インターフェースは S/PDIF の様な標準規格がありませんので

送り側に合わせて DAC 側が対応しなければなりません。 

一方 DSD に必要な信号は I2S と同じ信号数が３～４系統ですので共用可能で

す。 

DSD の場合 BCK,mclk,Ldata,Rdata 

I2S(=PCM)の場合 BCK,mclk,LRCK,Sdata となります。 

BCK は data のタイミングクロックです。 

mclk は BCK の整数倍周波数のマスタークロックです、必須信号ではありませ

んが、当方 DACは mclkを使用してジッター抑圧していますので必須信号です。 

 

これを組み合わせ BCK と mclk は同一線とするのが一般的ですが、DSD_Ldata

と I2S_LRCK、DSD_Rdata と I2S_LRCK の組み合わせが２種存在しています。 

さ ら に mclk の 周 波 数 も 11.2896/12.288MHz 、 16.9344/18.432MHz 、

22.5792/24.576MHz、90.3168/98.304MHz があるようです。 

 

これらに対応するため、今までは組み合わせに応じて FPGA を変更していまし

た。 

 

最新の FPGA では DSD と I2S 判定を含め、上記信号も自動検出、切り替えす

るようにしましたので、DSD 時の Ldata、Rdata を正しく配線、設定すれば I2S

との組み合わせは考慮する必要が無くなりました。 

 

基板の DSD/I2S 入力は isolator 付き２系統、S/PDIF は同軸×２、光×２となり

す。 
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● 基板改版  

 



従来仕様であれば価格は変更しませんが、今までお断りしていた機能が搭載で

きるようになります。 

ま た FPGA の master clock 周 波 数 を 22.5792/24.576MHz か ら

45.1584/49.152MHz (基本波発振ですので C/N は良いです) に変更可能ですの

で性能向上が期待できるかも知れません。 
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● ＤＡＣ開発雑感 

 

現在頒布している 4TRANS、dualES9018DAC の回路が確定してから約１年が
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● SACD からの DSD128/256 変換 

 

SACD 再生時のジッター特性を測定しました。 

SACDP 出力を、AITDAC(ES9018)での直接再生、DSD128/256 変換した場合

を比べると、SACDP 出力以外は殆ど同じ特性になります。 

入力回路は isolator で絶縁、信号は全てジッター除去して DAC チップに供給し

ているため、入力の不要成分は出力に現れなくなっています。 

しかし DSD の場合ジッターによる音質の劣化は PCM 程顕著でありません。む

しろ S/N の劣化に繋がります。PCM の特性もほぼ DSD と同じなりますが音質

への影響は異なるようです。 
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● 副産物 

 

PCM=>DSD 変換の副産物として余り意味はありませんが、以下の機能が考え

られます。 

 

１ ES9018 の OSF(Over Sampling Filter を OFF とし直接 8 倍補間した

PCM(fs=384kHz)を入力可能。 

 

２ SACD の 2.8MHzDSD を 5.6M 又は 11.2M にアップコンバート可能。  

 

３ コンパクトな構成としていますので、内蔵 LPF(FIR)は４種類以上搭載可

能。 
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● DSD 変換 



当方の PCM=>DSD 変換は現状 128 倍ですが、256 倍も作製し視聴しましたが

余り差がありませんでした。むしろ fs を増大させるよりデジタルフィルターの

特性が音質を支配する大きな要因であることが分かりました。 

ES9018 を含め殆どの DAC チップでは、fs が高くなるとデバイスの高周波特性

が劣化し始めますので、総合的にＤＡＣ性能は低下します。 

TI 性の PCM(DSD)1794 は fs=192k 時特性はそれ以下より劣る性能となってい

ます。ES9018 でも高次高調波歪みが大きくなります。 

DSD256 倍は PCM の４倍速に相当しますので同様の事が発生しても不思議で

はありません。 

一般的に半導体は最適動作周波数があり、それ以上、以下では目的とする総合

性能が低下します。 

 

とは言っても。どうしても 256 倍を希望される場合には対応しようかと考えて

います。 

 

2012/10/09 AM 12:20:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | [製作記事] 
 

 

● PCM=>DSD real TIME 変換内蔵機貸し出し 

 

PCM=>DSD 変換機能内蔵機の貸し出し可能になりましたのでお知らせしま

す。 

往復の送料を負担して頂ければ１週間程度、お貸し出しします。これ以外の条

件はありません。 

ホームページ記載のアドレスにメールで連絡下さい。 
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● PCM と DSD の性能比較 

 

DSD 変換した場合、PCM と比べ音質が変化する事は、前回の評価記事でもお

知らせしましたが、一般的な測定では差が無く、原因が分からず悩んでいまし

た。 

ジッター測定で僅かに差が見つかったため、より極端な多周波信号を入力した



しているのですが、当然音質に影響があり、音の濁りとして感じられると思い

ます。このことは聴感の結果とも一致します。 
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● PCM=>DSD、REAL TIME 変換 

 

久しぶりに記事を更新します。 

PCM から DSD の変換を RIAL TIME で行い、DACchip へ送出する logic 設計

が概ね動作するようになりました。現在頒布している DAC 基板をプログラム書

き換えのみで対応できる様にしているため、搭載している FPGA の容量の範囲

内で可能な特性にしています。 

性能的には PCM、DSD と差は全くありませんが、今の所の音質評価では、お

となしい音質になるようです。 

尚、PCM モードへ切り替えれば、従来と同じ動作になります。 

希望される方には、再書込しようと考えていますのでお問い合いわせ下さい。 
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● 頒布について 

 

最近問い合わせが少しずつ増加しており、皆様方には感謝しております。 

その中で、DSD/I2S インターフェースを希望する方が基板配置をどのようにす
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● dualAK4399DAC 

 

以 前 か ら お 知 ら せ し て い ま し た 、 AK4399 を 用 い た

dualDAC,fullbalance,4TRANS 対応の基板が完成しました。 

回路構成は DACchip を除けば、ES9018 型と全く同じです。 

ジッターは FPGA で除去しています。 

音質は ES9018 型に優とも劣ず、好みでの判断になるようです。今まで ES9018

を好まず、AK4399 に固執していた方が良い評価をしています。 

性能は THD=-103dB(ES より 3dB 程度劣る)、S/N=120dB 程度(ES より 3dB

程度優る)で、基板サイズは ES9018 型と同一です。 

試聴希望の方は AK4399 型とお知らせ頂ければお貸し出しできます。 

DACchip 等が安いため、頒布価格は ES9018 型より￥２０，０００程度下げる

予定です。 
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● DAC のリフォーム 

 

以前にも記載しました、SONY 製 DAC DAS703 のケースのみ使用した改造機

を紹介します。今回は 4 トランス電源と dualES9018fullbalanceDAC に

USB_Audio インターフェースを搭載し、DSD/I2S 接続が可能になっています。

当方の標準筐体より手間掛かりますが、ご希望の方には対応します。 

 

 

>  
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● DSD/I2S 対応 



ことが多く悩んでいました。 

 

基板内での信号処理上の課題は殆どありませんが、トランスポートごとによる

接続方法、mclk の周波数が異なるための対処方を解決する必要があります。 

 

各種トランスポートに対応した結果、それ程異なったインターフェースは必要

ないと言うことが分かりました。 

 

１ USB インターフェースは DDC 等で S/PDIF 変換するので直接 I2S 接続す

るので無ければ、対応は容易です。 

 

２ SACDP 等から DSD(I2S を含む)を取り出し、ＤＡＣと接続に４本の信号線

が必要な場合は HDMI コード等(1000baseISA コードでも可能ですが)を用い

LVDS 伝送すれば比較的容易に対応可能となります。 

 

３ LVDS 伝送すると送受端で unbal＜＝＞LVDS 変換が必要になります。こ

の変換基板を作成しましたので、搭載すれば対応可能となります。 

isolator は DAC 基板に搭載、絶縁された電源も供給もできます。 

 

４ 次に mclk の周波数が異なる場合ですが、 

 基本的に 22.5792MHz/24.576MHz が多いようです。 

さ ら に 22.5792Mz/24.576MHz の 偶 数 倍 で あ れ ば 対 応 可 能 、

11.2896MHz/12.288MHz 時も対応できるのですが未検討です。 
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● 最新型ＤＡＣ 



能=>ロック外れ対策になります。 

(DSD は理論上はアナログ(Pulse Density Modulation)ですのでジッターによ

る音質劣化が小さいですが) 

 

３ ＴＨＲＵモード、外部 mclk 設定とし、適切な mclk を入力すれば fs=384kHz

の I2S も ES9018 次第で動作可能。 

 

４ LVDS (HDMI 等の平衡伝送ケーブル対応）  インターフェース可能

(DSD/I2S) 

 

５ 絶縁されたＤＣ電源内蔵(isolator 等に使用可能)  

 

６ AC 200V も対応可能 
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● ＤＡＣ機製作 

 

このところ質問、引き合い等が多くなり、注文数も徐々に増えて(個人事業とし

ては)来ています。特に視聴された方々がブログで高く評価した書き込みがあっ

てから増加しています。 

注文して頂いた方々、評価して頂いた方々には感謝申し上げます。 

 

一方当方のＤＡＣは単価と原価率が高いため、部品を購入すると高額な費用と

なってしまいます。 

大量に購入すれば単価は当然下がるのですが、費用が高額になり、もし売れ残

ったらどうしようかと、数量見込みが難しく嬉しいのですが悩んでいます。 
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● ES9018 の I2S 



一般的な I2S インターフェースは 

LRCK が"L"=>"H"でオーディオ信号 Left=>Right と送りますが、 

ESS 社の資料データでは 

LRCK が"H"=>"L"でオーディオ信号 Right=>Left と送るようになっています。 

一見 LRCK の極性とオーディオ信号の Left、Right は合っているので ESS 社

の資料通り設計しましたが、一般的な I2S が入力されると、1/fs 異なったタイ

ミングとなります。当方は資料通り設計してしまいました。 

 

このように I2S は機器内インターフェースのため、曖昧さが多くありますので

注意して検討する必要があると再認識させられました。 
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● ES9018 と AK4399DAC の比較 

 

ES9018 を用いたＤＡＣの評価は概ね良好のようですので、4 トランス対応型に

AK4399ＤＡＣ基板を改版しようかと考えています。 

両者を比較視聴した方々の中で、AK4399 も捨てきれないと言う意見がありま

す。この AK4399 型 DAC は fullbalance 構成でもないのでアナログ部を現

ES9018DAC と同一にするつもりです。 

ジッターは FPGA で大幅に抑圧していますので、ES9018 との音質差が分かる

のではないかと思っています。 

基板サイズを含め ES9018 型と互換可能にしますので、心得があれば容易に基

板交換で比較評価できます。 

DAC チップが安価ですのでその分頒布は低価格になります。 

御意見等ありましたらメール、書込等御願いします。 
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● 設計環境 



１ 回路シミュレーション LTSpice(無償) 

  PSpice の library、各社公開の model も使用可能、ADI 社の model は実際

とほぼ一致します。デジタル回路は専用 library で可能 

  PSpice の TEXT でも動作します。 

２ LOGIC 設計 ALTERA 社 Quartus Webedition(無償) 

  ALTERA 社 DEVICE に限定すれば非常に便利 

 専用ではあるが IP の種類が多い。 

 内蔵 PLL の特性は非常に良い。内蔵かけ算器と RAM を用いれば殆どの信号

処理が可能。 

  DEVICE 性能は他社より良い（価格は高め） 

  アプリケーションプログラム容量が非常に大きいので(数 GB)DL に時間が

かかる。 

３ プリント基板設計 Cadlus-X P 板.com(無償) 

 専用 CAD ですが、他社の NET を読み込み可能なので ORCAD 等で作成した

回路図でも基板設計可能 

  基板製造が安価 

４ 信号解析 wavespectra , wavegene efu 社(無償) 

 オーディオ帯域スペアナとデジタル信号発生 

 余計な機能が無いため CPU 負担が小さく、操作が簡単です。 

 サウンドカード(数万円）を使用すれば高性能スペアナになります。 

 自作される方はこれを用いて評価することを薦めます。気がつかないスプリ

アスが発見されることがあります。 

 

私は会社努め時同様なツールを有償購入しましたが、数１０万～数１００万円

でした。 

 

５ フィルター設計は 

 http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm 

 がよいです、他は正しくない場合があります。 

 特殊な場合は専門書を参照した方が良いです。 
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● オーディオ機器設計雑感 



またこの世界に関係してみるとまだ以前のような状況があるように思われま

す。 

部品、測定環境等飛躍的に進歩していますから、従来解明、解決できなかった

事であっても容易に対応できるようになりました。逆に設計能力は退化してい

るため、両者合わせて進歩が停止しているようにも思います。 

確かに専門に熟知した方は、その道については詳しくどのような事にも答えら

れまが、少し外れると全く答えられないと言うことが多くなって来ています。 

一方情報の伝達はインターネットの発達によって、飛躍的に向上しました。こ

れによって誰でも専門家と同様な情報を入手することができるようになりまし

たが、その真偽を判断する能力は従来のまま（むしろ低下）のため、時に誤っ

た判断をすることが多いように思います。情報過多？ 

サンプリングレートの高さ等を競うのではなく、最も多く存在する CD をいか

に良い音質で再生できるかが重要と考えています。今のデバイス技術を用いれ

ば 384kHz24b 程度の信号処理は容易に実現できますが音声再生用としてはあ

まり意味がありません。 

 

この１年オーディオ設計を再経験しましたが、原理原則を重視し情報とシミュ

レーション等を用いて解析すれば、以前不明であった事が、私でもある程度解

明できるのではないかと再認識しています。 

DAC 設計に当たっては殆どの回路をシミュレーションでも解析し、測定結果と

合致させるようにしています。 

基板も私が設計しますので FPGA のピン配置、回路等は随時変更しながら行っ

ています。従って両面基板にもかかわらず信号の錯綜は殆どありません。 
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● TOSLINK 光接続の音質 

 

４トランス型に光接続の要望がありましたので、それの動作確認を兼ねて視聴

しました。 

結果は思いもよらず同軸接続より混濁感がさらに減少し音質が向上していまし



せんので、外部から妨害排除能力は不十分です。 

昨日のブログにも記載したようにトランスポートは雑音源(環境によって変わ

ります)になりますのでそれとの絶縁性能は音質に影響すると考えられます。今

までは光接続時のジッター増加による音質劣化が大きいためこれを検出できな

かったのではないかと思います。 

ちなみに汎用 TOSLIK 受信デバイスを用いても fs=192kHz を当方確認では支

障なく受信できるようです。 
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● DAC 評価について 

 

当方製作の DAC 評価が出始めたようです。音の分解能、解像度？が向上、低音

域の立ち上がりの良さ等概ね共通した内容となっており、設計方針の正しさが

ある程度証明されたと感じています。 

これは ES9018 の DAC としての性能が他と比べ優れている点に依存している

ことが大きいのですが、回路的にも以下のような工夫をしています。 

１ DAC の電源は性能に最も影響するので最短地点に高性能 SPOT 

REGURATOR を配置し(当 DAC は 12 個以上使用）、理想的な電源供給をする。

パスコンにセラミックはできるだけ使用しない。 

２ 電源のリターン電流を考慮する（４トランス型によって音質向上） 

３ I/V 変換は大電流駆動可能な IC 等を用い、SR による制限を受けないよう

にする。 

４ シャーシーはインピーダンスの最も低い箇所に接続する。 

PC、トランスポート等は雑音発生源になりやすいので接続には十分注意する。 

雑音等による誤作動は全ての GND を接続した方が改善しますが、音質は悪化

します。 

 

このような対策を行えば DACchip は ES9018 でなくとも AK4399 等でもジッ

ターを除去すれば十分高音質が可能となります。 

当方製作の AK4399DAC の方が音質が良いと感じている方がおります。（同一

環境で評価しています） 
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≪ 前の 30 件｜ 次の 30 件 ≫ 

 

 

 



● 部品手配 

 

最近ＤＡＣの問い合わせが多くなり、製作のための部品集めに要する時間が多

くなりました。 

当方のＤＡＣ基板の場合総部品点数が約８００点、仕様に依って、実際搭載す

る部品に限っても約７００点ですので数台製作でも相当数集める事になりま

す。 

また組立費用もそれなりに高価になり、結果として頒布価格に影響してしまい

ます。一般的に組立費用は 数１０円／１点ですので想像して下さい。１００

台程度一括で発注すれば大幅に単価は下がりますがリスクが大きすぎます。零

細事業の宿命と諦めています。 

 

蛇足ですが、ES9018 が高価なのは、仕込み数が 100,000 個程度のためではな

いかと考えてしまいました。専用 IC を全てのマスクから製作すると数億円かか

ります、それを仕込み数で割れば数 1000 円となり納得できました。 

これは私の推測です。 
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● 4 トランス型 DSD/I2S 対応機出荷 

 

4 トランス型 dualES9018 の DSD/I2S 対応要望があり、ようやく出荷できるよ

うになりました。 

LCD 表示付きのため、表示と動作を合わせなければならず、大分手間がかかり

ました。特に DSD と I2S を同じコネクターとしているため、信号検出、接続

線抜去等、対策原理は単純なのですが実際には結構複雑になりました。 

昔のように基板改造が必要ないのは時代の進歩と再認識しています。 

I2S時にも S/PDIFと同様FPGAによるジッター抑圧回路を経由できますので、

さらなる音質向上と ES9018 のロック外れ防止効果があります。I2S、

fs=192kHz、DPLL BW=LOWEST でも外れません。この入力は当然高速

ISOLATOR で絶縁処理しています。 

DSD も同様にできるのですが、変更が多く時間がかかるので今後必要に応じて

開発しようと思っています。 
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● LCD 表示 

 



久しぶりに更新します。 

先月ホームページ記載の４トランス基板は製作中ですが、DAC 部も少々変更し

LCD 表示可能にしました。音質とは無関係ですが副作用をなくすために、LCD

の供給電源を遮断することも可能にしています。場合によっては FPGA の LCD

駆動部をリセットすることもできます。 

入力 fs、ES9018 の動作モード(DPLL BW、JITTERreductionON/OFF、LPF）、

FPGA の動作モード、入力信号ジッター表示等を考えています。 

さらにタクト SW を２個追加すれば、設定も可能となります。概略動作で確認

すると、なかなか面白くなるように思います。 

取り付け、取り外しはいたって簡単です。 
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● ES9018_２個使用 DAC 

 

2×ES9018DAC の火入れと、雑用に追われ暫く更新しませんでした。 

2×ES9018DAC は概ね順調に進んだのですが、少々問題が発生し対策に時間を

要しました。 
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● 簡単な DDS 構成 

 

信号発生方法として、DDS(=NCO)が使用されることが多くなっています。私
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● ES9018×２使用 DAC 

 

ES9018 については批判的な意見を述べていましたが、DAC としての性能は非

常に良く、視聴でもそのように評価されているようです。再三述べていますよ

うに当方の DAC 機は他社のようなロック外れは発生しませんので、ES9018 を

MONO 使用、２個搭載しより高性能化をしようと考えました。 

また FULL BALLANCE の希望も多いようなので対応しています。当然

UNBALLANCE 出力も専用に具備しています。(簡単に言えば L/R 各 CH 当り

３系統の出力があること）BALLANCE 出力を２個の出力として使用すると IC

の性能を十分には引き出せません。 
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● ES9018 の消費電流 

 

ES9018 の消費電流は fs が高くなると大幅に消費電流が増加します。特に 1.2V

は 44.1k に対し 192kHz になると 1.5～２倍の 300mA 程度に増加します。

SWREG であれば消費電力はそれ程増加(入出力差が大きいのでそれほど効率

はあがらない)しませんが、音質を重要視する機器には使用できません。 

従って２×ES9018 は AC 電源専用になると思います。 
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● SPDIF 

 

DAC を設計するに当たり、まず SPDIF 信号源をどうするか検討しました。購

入すれば簡単なのですが、フォーマット自体はそれ程難しくないので FPGA で

自作する方が良いと判断しました。 



で見た目は良くありません。 

LIPSYNC 時間遅れ、raised cosin PULSE 特性等も測定できます。 

DSD も発生できるように検討中です。 
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● ES9018 その 3 

 

2×ES9018 の基板を設計していました。ES9018 の DAC としての THD 性能は

AK4399、DSD1794A と比べ 10dB 程度良いようですので他と同様に２DAC を

準備しておくためです。 

OPA を選択すれば余り意味は無いですが、0.0002%も可能でしょう。 

また LOCK 外れ対策として ES9018 の MCLK を音声データに同期した

45.1584MHｚ/90.3168MHｚ、49.152MHz/98.304MHz を FPGA の PLL で生

成(音声に依存する JITTER は除去しています)しているのでその特性を下図に

示します。殆ど劣化は無いようです。当然 FREERUN の 80MHz XO も選択で

きます。 

 

下図は 90.3168MHｚの時の JITTER 特性です。殆ど劣化はありません 

 

 

 

 

 

下図は 80MHz XO 時です、特性は発振器の影響です。専用に設計すれば改善し

ますが、当基板では意味ありません。参考用です。 
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● ES9018 その２ 



してみたところ音質にも影響したため、コメントしたように推測します。しか

しこのような対策は、トランスポート側から 40MHz 以上の同期 CLOCK を得

られる環境でなければ実現不可能です。 

 

SPDIF の DIR でも同期 CLOCK(128or256or512*fs)を再生していますが、

JITTERを含んでいるためこれをES9018のMCLKに用いたのでは元も子もあ

りません。しかし LOCK は外れません。 

 

ES9018 は reset 及び mute 後入出力の周波数差が数 ppm になると LOCK 外れ

が発生する(Lowest 時)様です。 
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● ES9018 について 

 

ESS 社の Hyperstream DAC ES9018 等は、JITTER 低減し高音質を実現した

ことは評価できますが、実使用の点から見ると非常に使いにくいデバイスの一

つです。今、LOCK はずれが話題になっていない ES9019 採用機種は無いので

はないかと想像します。 

私は数１０年にわたり、電子機器設計、製造販売する大手企業で設計業務を手

がけてきましたが、このような IC は、いくら性能が良くても対策できなければ

商品化できませんでした。作っても品質保証部門が製造許可しません。 

高単価(AK4399 の 2 倍以上)であることから想像すると、この IC は量産機器搭

載を考慮せず、少数販売だけに限定した技術アピール用に過ぎないのでは無い

かと思います。(IC の価格は機能性能では余り支配されず、数量で決まることが

多いからです) 

説明資料は代理店経由で入手していますが、ほぼ RESISTOR の説明であり、

AKM、ADI、TI 社等と比べれば非常に不親切な内容です。 
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● プリント基板 



ります。 

当 DAC 基板は私自身で設計しています。基板を設計中不都合な配置になる場合

などは回路、FPGA PIN 配置を変更していますので、パターンの錯綜は殆どあ

りません。またガードパターン、リモートセンシングパターンなど特殊な場合

も考えた通りに設計でき、配線も流れる信号を考慮し長さ、幅、配置を決めら

れます。 

GND もべたが全て良いとは限りません、必要応じ切り離した方がよいときもあ

ります。 

電源パターンも全てを幅広くする必要もありません、インピーダンスがどの程

度になるかを考慮すればよいだけです。 

最も注意して設計するのは高速 LOGIC 回路の GND です、AUDIO 小信号は流

れ方向を一定にすること、最低電位(GND)点に信号が流れ込むように配線する

ことが重要です。 

つまり、どのような信号パスか、どの程度の精度が必要か、を考えながらパタ

ーン設計しています。このような設計は依頼したのでは不可能です。 

さらに FREE CAD を用いれば高価な CAD を導入の必要も無く、基板設計費用

は０になります。 
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● 筐体完成 

 

バッテリー駆動型と AC100V 駆動型の２種類の筐体が完成した。 

前者は 430×430 高さ 49mm、後者は奥行きが半分の 430×230 高さ 49mm であ

る。バッテリー駆動型と言っても AC100V が入力されないと動作はしない、6V

と 12V バッテリーを各２個合計４個搭載し、充電回路も内臓してある。電源を

ON すると DAC 回路に供給する電源は全てバッテリーからとなり、充電回路は

シャットダウンさせている。計算上は満充電で約２０時間動作可能。 

来週にはホームページにアップする予定。 

シャーシと入出力(SPDIF、Lout,Rout)のグランドは、音質対策上全て絶縁して

ある。 
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● 筐体組み立て 

 



と、出来具合はともかく、熱中してしまった。バッテリー搭載型にしたため固

定に苦労したが、固定具が安価に製作できそうなのでそれに変更する予定。さ

らに AC 電源型の筐体組み込みを行う予定。 

完成後、写真等をホームページに掲載する。 
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● PCM2707 は？ 

 

PCM2707 の SPDIF は NG かも知れない。FOOBAR2000 で駆動しているが

SPDIF の周波数が安定しない。isochronous の同期が取れなくなるためのよう

だが、真の原因が PC なのか IC か判明しない。と考えてしまったが、別 PC に

FOOBAR2000 を install し確認したところ同期はずれはなくなり、問題なくな

った。前記 PC は async type 接続用になっているためかもしれないが、よく分

からない？？。 
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● DSD and USB AUDIO 

 

今日は DSD1794 搭載基板を使用して以下２件の検討をした。 
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● DSD1794 基板火入れ 

 

昨日から３枚目の基板 DSD1794 搭載基板の火入れを行った。 

DIR(CS8416 )も変更したため、少々てこづった。AK4115 は mclk が固定周波

数で出力できるが、CS8416 は 256fs 倍なのでその部分の FPGA HDL 修正に時

間がかかった。というのは当基板は fs 検出をハード的(SPDIF の周波数データ

は読んでいない)に行っているため、種々の箇所に影響が出てしまう。 

性能は TI スペックに近い値となった。44.1k/96k は AK4399 と同程度だが

192kHz での THD が良くない？(0.0014%だが)、0 クロス歪があるようだ。 

THD 残留成分も高次が多い。 

S/N は他と同様測定限界に近い(114dB 以上) 

消費電流は最も少ない。(デジタル、DAC 系はすべて共通電圧からドロップさ

せて生成(音質重視に SWREG は危険すぎる)するので、IC の消費電力は意味を

持たない。 
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● AK4399 と ES9018 の比較 

 

本日までに、AK4399 と ES9018 基板の火入れが終了した。DIR(AK4115)、

postLPF が同一回路であるので DAC単体の比較ができるのではないかと思う。 

１ THD、S/N は ES9018 が数 dB 良い(ただし両者 VP7223A の測定限界に近

い) 

２ THD 残留成分は ES9018 が高周波成分少ない。実効サンプリング周波数が

×１のためであろう。 

３ AK4399 は THD+N の電源依存性がある(-100dB 以下のレベル) 

４ ES9018 の推奨 I/V 変換回路では最良にならない。 

５ ES9018 は fs=192kHz(fmclk=80MHz～96MHz)での動作は不安定である

が、当基板の FIFO 出力を用いると改善する。 

６ ES9018 は fs が高くなると 1.2V 消費電流が増大(80mA→120mA 以上)す

る。結果、周波数が変化し動作不良となりやすい。 

 

2011/06/20 PM 08:30:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | [製作記事] 
 

 



● ES9018 検討 

 

ES9018 の音切れ対策は DPLL の BW を 128 倍にすれば(resister#25 b0=>1)

にすれば解決するようだ。しかしこれで JITTER 抑圧効果があるか否かは不明。 

もし ESS 社が言っている資料抜粋 

As well as sample rate conversion the Sabre has a 

proprietary jitter reduction circuit that operates with the rate 

converter and is able to achieve a 100% jitter rejection. These 

two steps: jitter rejection and rate conversion; are able to take 

the “burst” mode over-sampled filter output into the precisely 

correct clock edge of the high speed clock. Audio data from 

all sources is now in the high speed clock domain and sent to 

the modulator. 

が正しければ JITTER 抑圧効果はあるはず。 
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● ES9018 

 

ES9018 用基板の火入れ状況 

期待して動作確認を行ったが、音質は未確認なのでなんとも言えないが、基本

的な動作の不具合がある。 

大きな問題は、I2S,fmclk=60MHz であっても 96k/192kHz 時間欠的に MUTE

されることである。 

推定原因は、DDS(fmaxstep=0.023Hz)を用いた DPLL で CLOCK を再生して

いるようであるが LOOP FLTER を極度に低くしているため、外乱(振動、温度)、

位相ノイズ等によって LOCK はずれが起きやすくその時 MUTE となるようで

ある。LOOP FILTER 設定を変えれば多少変化するようだが確認が難しく、

JITTER 抑圧効果が低減する可能性もある。この現象は他のブログ等にも記載

がある。 

この点当方製作基板であればほぼ解決するようである。送り側の XTAL に手で

触れると LOCK はずれ発生が、当基板(FPGA)の設定で全く無くなる事を確認

した。 

ES9018 等の実効サンプリング周波数は１倍である、そのため JITTER の影響

が少なくなっているようだ。LPF 設定を"slow"にしナイキスト周波数付近

(20kHz,fs=44.1kHz)の場合折り返し成分(24.1kHz)が 20kHz と同等レベルで出

力されることから判明。オーバーサンプリングしているのは bit 数を 16or24 か

ら 32 に拡張し、複数並列 DAC を制御すためのようだ？？ 

また AK4399 等と比べ、資料の説明不十分が多く検討し難い。 
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● AK4399 

 

AK4399 を用いた DAC 回路を設計するに当たり、当初難しくは無いと考え余り

深く考えず設計し友人と共に視聴した所全く話にならない音質でした。その原

因を調査した結果以下の事が分かりました。 

 

１ 音質を判断する場合 100dB～120dB 程度の範囲で評価しなければならな

い。 

 

２ DAC 電源の性能 

  OS コンでもある程度改善するが不十分 

  DC～100kHz 程度迄 10mΩ 以下が必要 

 

３ SPDIF 受信時の JITTER 

  DIR に低 JITTER である AK4115 を用いたが、送り側の JITTER は低減

されない。 

  SPDIF の biphase 変調は伝送系の影響で必ず JITTER が発生する。 

 

４ 二重 PLL にしても JITTER 低減効果は限定的 

  DACclock の絶対精度、安定度は音質を支配せず、 

  音源と相関ある JITTER が影響大きい。 

  現在主流の ΔΣ 型 DAC は JITTER の影響が大きい。 

 

５ DAC 出力用オペアンプ 

  IC の PSRR は 50 または 100Hz での値、実際はこれより 40dB 以上悪い。 

  LPF はフィードバック型よりはしご型の方がよい。 

 

６ セラミックコンデンサは振動、電圧で容量が変化し JITTER 発生の原因に

なる。 

 

７ 以上課題を対策し、視聴した結果はすばらしい（友人曰く）との評価でし

た。 

 

**JITTER の影響が無いと言われている ESS社製の ES9018を用いた基板も開

発中です。 
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