
● プリアンプの購入後感想 

 

電流駆動終端抵抗を変更し、出力レベルをお客様希望値に変更しています。 

 

音量調整に関してちょうどよいぐらいの音量に調整できるようになりました。 

ケーブルの抵抗での調整が出来るのは今後自作ケーブルを作る際の参考になり

ましたありがとうございます。 

また、電流駆動試してみました。 

電流駆動の方が音がスッキリとして、音の前後感が良くわかりいいですね！ 

それだけ電圧駆動ではノイズがのっていたのかな？ 
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● 光カートリッジ用イコライザーの評価 

 

デジタルストリーム社が公開している光カートリッジ用イコライザーの試聴感

想です。 

当方が懇意にしている評論家の感想です。 

カートリッジは DS-W2 を使用しましたが、シェル、アームの違いに敏感なよ

うです。 

 

以下は感想です。 

これから述べる感想は、光カートリッジとフォノイコライザーの組み合わせの

評価なので 

 

それぞれどちらの音の印象かは確認する術がなく、あくまでも組み合わせの音

であることをまず記しておく。 

 

従来型の MC カートリッジとは全く異なる音の出方をする。 

 

アナログっぽさのような曖昧な部分が良い意味で少なく、音の分離感や混濁感

が全く無いのである。 



 

具体的に言うと、POP では楽器とボーカルが互いに干渉なく独立して聞こえた

り、クラッシックのヴァイオリン協奏曲は、主旋律のヴァイオリンとバックの

オーケストラが同じ音域を演奏していても、キチンと分離して聞こえるのだ。 

 

従来型のカートリッジでは、どうしてもこれらの部分が曖昧に再生され、それ

が味や安心感みたいな、よく判らない抽象的な言葉によって片付けられていた。 

 

これは良質なデジタル再生でも成しえないことで、アナログ、デジタル、とい

った区分けに属さない 

 

新たに光カートリッジ再生というジャンルを確立してしまっても問題ないので

はないかと云えるくらい 

 

特殊な音に感じた。 

 

そして細かい音も逃さず拾っているというイメージで、元々アナログはローレ

ベル再生が得意ではあるが 

 

それにも増して抉るようなローレベル再生をやってのける。 

 

そして、これが一番うれしい収穫だったのだが、再生音の音色が非常に好まし

いのである。低域は分厚く 

 

かなり低いところまでギッチリ埋まっているような印象で、切れがよく音階豊

かで闊達だ。 

 

その素晴らしい低域に支えられながら中域は伸びやかで、先述した混濁感が無

い為か、声が実に自然なのだ。 

 

怖いくらい、スッと声が出てくる様はリアルこの上ない。 

 

高域は毛羽だった感じが無く、良い意味でつるっとした滑らかな質感で、上質

さを前面に出した美しい高域だ。 

 



簡単に言えば、誰からも評価されるような、または好かれるような、欠点の無

い普遍的な音作りだ。 

 

これは非常に大事なことで、新しい方式の場合、間口を広げて多くの人に聞い

て貰える音作りは 

 

間違いない戦術で、結果的に製品の評価を高めてくれる。 

 

アナログを始めたばかりの人や、ベテランの人にも掛け値なしでお勧めできる、

本当に優れた方式である。 
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● ES9038PRO_DAC とパワーアンプの購入後感想 

 



最初に聞いた交響曲で、オーボエのとんでもない艶かしい音と、他の楽器が 

全く異なる音質で奏でられたのには驚きました。 

(なんで、オーボエだけが他と異なっていたのか判りませんが、忘れられない音

でした。。。) 

 もっと早くに交換すれば良かったと感じました。。。 

 

2.アンプのリモートセンシング端子追加 

・リモートセンシング機能を追加した時程の大きな変化は、感じられませんが、 

 端子を使用しスピーカーまで配線する事で、センシングの効果がより深化し

たと 

 感じました。 

・すなわち、音が引き締まり、低音も中高音も明確化、音のグレードが向上す

るが 

 より進んだと思います。 

    

 AIT のアンプ購入をお考えの方は、リモートセンシング機能の追加は、 

 費用とその効果を考慮すれば、必須のアイテムと考えます。 

 

2021/06/11 PM 11:08:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● STEREO パワーアンプ試聴感想 



必要にして十分な低音域の増加がありながら、決して中音域に被ることもなく、

音数が明らかに増えていますが、決してうるさくなく、私が求めている音に近

いと感じました。 

急に買い足した電源ケーブル・RCA-XLR ケーブルや現行装置の問題もあるか

もしれませんが、 

ブラームス/モーツァルト交響曲のバイオリン重奏部分が固まってうるさくな

く、一つ一つの弦の擦る音がきれいな実体感のある音で鳴ってもらえば理想の

音になります。 

自分の音に一番近いのは、「AIT パワーアンプ＋フィデリックパッシブアッテネ

ーター(CP 考慮しなれば AIT プリ)」 

と睨んでいましたが、今回試聴機をお借りして間違いがないと確認できました。 

 

あとは&#128178;と嫁さんの厳しい視線です。70 歳になるまでに揃えるつもり

でいます。 

この度は試聴機を貸していただき、ありがとうございました。 

 

参考に現行の私の装置を記します。 

 

《音源と現行の装置について》 

 

・音源：CD リッピング音源 

 

・プレーヤー：JPLAY FEMTO、２台の PC で dual 再生 

 

・DAC：soulnote sd2.0(チューンナップ版) → GUSTARD U16  

 

・プリメインアンプ：soulnote sa1.0 

 

・スピーカー：ADAM Column Mk3 
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● MONO パワーアンプ試聴感想 



MONO パワーアンプの試聴感想です。 

 

連日いろいろな音源を再生しておりました。 

すばらしい解像度と S／N の良さに驚きながらの試聴でした。 

ヘッドルーム、音空間のひろがり、それぞれの再生音のタイミング、全体の質

感レヴェルは過去に聞いたどのアンプよりアキュレートなものでした。 

こちらの環境ではイコライザー（Cello Audio Palette）を使用しているのです

が、 

Mono Powrer が音源を鋭く解析する方向ですので、音源によって、5kHz、2kHz

あたりを-0.5〜-1db ほど抑えて再生することが多かったです。 
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● AIT プリアンプの試聴感想 

 

プリアンプの試聴感想です。 

縦横への音の広がり、奥行き感、ボーカルの聴こえやすさ、解像度、高音域か

ら低音域にかけての音の出方、 

どれを比較しても、プリアンプを入れているほうがよくなりました。 

特に 音の広がり、奥行き感、 低音域の制動がよくなり 、X-PM100mk2 のプ

リ部でかなりの劣化があったことがよくわかりました。 

そのため、こんな音がプリの違いだけで出るのか！っと 以前別のところでお借

りしたプリアンプではここまで違いは出なかったので本当に驚きました。 
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● MONO パワーアンプの購入後感想 



 

大変遅くなりましたが、 

モノラルパワーおよびプリアンプの音質改善は大変素晴らしい音質で満足して

おります。 

モノラルパワーは試聴機にて音質的な得意不得意が感じられましたので別製品

と使い分けを想定しておりましたが 

SP に合わせた仕様変更、リモートセンシングの相乗効果でしょうか、試聴機

とは別物に感じられるほど素晴らしく 

気難しかった SP が無理なく歌うようになり、全ての面で別製品を上回ってお

りましたので、最終的に常用することにしました。 

余程音量を上げなければピンク点灯もなく、A 級にしては発熱も少なく、 

またプリアンプは一段と上質で自然な音になり、両者ともに大変気に入ってお

ります。 
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● プリアンプと STEREO パワーアンプ試聴感想 

 



ですが、このあアンプですと澄んでほぼ透明の空間に感じられました。 

 

今回、以前購入した AIT ＤＡＣ+ＤＤコンバーター(Singxer SU-2 DAC と

I2S 接続)+ 

改造した PC と以前から所有していた LUXMAN D-08U(定価 100 万) 

 

を比較してみました。 

 

その結果やはり、このアンプの特性を色濃く出すのはやはり AIT DAC の方で

LUXMAN 

D-08 はこのアンプの特性を持ちながらも少しエッヂが取れて柔らかい 

 

感じでした。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 27 

 

ES9038PRO_DAC 購入された方の報告です。 

 

ＤＡＣを ES9038PRO に基板差し替え更新しエージングが済んだので 

 

報告させて頂きます。 



にそれでいてまろやかで音場空間 

 

 

の広がりがあり大変満足しています。次はｾﾞﾝﾊｲｻﾞｰ HD-800S（バランス接続）

への変更を検討しているところです。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 26 

 

ES9038PRO DAC に電流駆動を搭載された方の感想です。 

 

本日、やっと音出しができました。 

素晴らしい音です。音の余韻がとても綺麗で、すべての音がまろやかに聞こえ

ます。全く聴き疲れしない音になりました。電流伝送のお陰なのかなと思いま

すが、どうでしょうか。いずれにしても、とても安価にこれだけ音の改善が図

られたことに感動しております。色々なアクセサリーに大枚をはたいてきたこ

とがばかばかしく思えてなりません。 

本当にありがとうございました。 
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● ヘッドフォン専用アンプ購入後感想 



を視聴していました。Accuphase E-460 を売却し、AIT 製ヘッドフォン専用ア

ンプ 

 

を購入、ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄに LightMPD（APU1D）UPNP で NAS(synology) 

 

Minmiserver に接続し AIT 製 ES9018SDAC+ AIT 製ヘッドフォン専用アンプ 

 

でｾﾞﾝﾊｲｻﾞｰ HD-700（バランス接続）しています。 

 

 音質は Accuphase E-460に匹敵し安価に構成する事ができ非常に満足してい

ます。 

 

次は音量調整が不便なのでﾘﾓｺﾝ追加が可能か検討しています。 
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● STEREO パワーアンプ試聴感想 

 

STEREO パワーアンプの試聴感想です。 

 

パワーアンプの印象ですが、音の微妙なニュアンスを引き出す繊細なアンプだ

と思いました。 

うちの環境ではスピーカー横と後方にステージが広がる感じです。高域のきつ

さがなく（所有アンプは高域がきつい）、ノイズが少ない印象です。 

AIT プリと所有アンプで聞いた時の前に音が出てくる良さはありませんでし

た。駆動力なのでしょうか？AIT パワー使用時、プリのボリュームは 2 時位置

で、所有アンプ使用時は 12 時位置で同音量です。 

やはり電流駆動が素晴らしいです。 
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● ES9038PRO_DAC 試聴感想 

 

ES9038PRO_DAC の試聴感想です。 

 

当方、OPPO Sonica DAC を所有しており、 

同じ ES9038PRO を搭載した DAC ということでとても興味がありました。 

基本的に Sonica との比較となります。 

PC→オプティカル→DAC→HP-A8（オペアンプ交換）→ヘッドホン 

ヘッドホンは、byerdynamic T1、AKG K701、FOCAL ELEAR 

スピーカーは使っていません。 

 

Sonica は、高解像度で広い音場が特徴的です。 

クリアーでスッキリとした音を耳のサイドまで広く展開します。 

それに比べ AIT DAC は、音に厚みがあって濃く、前方定位で眼前に展開しま

す。 

Sonica は、聞き疲れする鋭さとキンキンした感じが残るのが気になっていまし

た。 

AIT DAC は、高音も出ているのに聞き疲れする感じがなくて長時間聴いていら

れる音です。 

音が丸いとか穏やかというのとは違い、鋭さや響きも必要に応じて出してきま

す。 

分離も良いので音を細部まで観察することもできます。 

 

Sonica の音の広がり方に慣れていたので最初は狭いなと感じたのですが、 

広さというよりも空間の使い方の違いなんだと思います。 

AIT DAC は、広がるべき音は広がり、広がらなくて良い音は意味も無く広げな

い感じがあります。 

Sonica は、音全体が広がっていて取捨選択がありません。 

AIT DAC の方が、本来曲が表現したい広がり方をしているように感じます。 

また、物凄い前方定位感だなと驚きました。 

ビシッと揺ぎ無く前方に展開されます。 

この空間をコントロール出来ている感覚は凄いです。 

Sonica は、定位が悪いのか少しフラフラする感じがあります。 

 



価格帯は違いますが、同じ DAC チップでこれだけ違いが出るものなんだなと驚

きました。 

Sonica の音にどうも馴染めず、その前に気に入って使っていた HP-A8 が旭化

成の DAC チップだったので、 

自分には ESS は合わないのかなと思っていたのですが、そういう事ではないと

分かりました。 

Sonica は、ネットワーク機能もありながら 10 万を切る価格でコスパ最強と騒

がれましたが、 

単純に ES9038PRO に頼った音を出しているだけなのかなと思います。 

AIT DAC は、ES9038RPO をどう動かすのか、どう生かすのかを考えて作られ

た感じを受けます。 

Sonica は家電製品と言われることがありますが、なるほどなと思いました。 

 

スピーカーだとまた印象が違うかもしれませんが、 

ヘッドホンには非常に合う DAC なんじゃないかと思います。 
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● プリと MONO パワーの購入後感想 



  振動がよりクリアーに聞き取ることができます。 

 ・一方、録音が良いとは言えないロック、ジャズでは、低音が不足したかな

と感じる 

  ソースもありますが、これは致し方ないですね。。。 

 ・AIT アンプの購入を考えられている方は、是非導入を推薦致します。 

 

(2).ブリアンプの発振停止モード 

 ・(1)の変化ほどではありませんが、解像度が一段上がったことが判ります。 

 ・素の音と感じておりました物が、まだ薄化粧が施されており、発振停止に

より 

  この薄化粧も取り除かれた様な印象で、AIT の音が好みの方にはたまらな

いと思います。 

 ・バックグラウンドの静けさが増し、取り込まれそうになりました。 

 ・尚、ソースによっては、あまりにも飾りが無さすぎかと感じることもあり

ますが、 

  (一部の女性ボーカル)、クラッシックではその様なソースはありませんでし

た。 

 ・不思議ですが、録音の良し悪しにはあまり関係しておらず、ボーカルの生々

しさが 

  増す歌手と、逆にドライに聞こえる歌手の二つに別れました。(変な話です

が。。。) 
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● AIT ステレオパワーのヘッドフォンでの評価 



一応、使用機器です。 

トランスポート CEC TL3N(外部クロック使用) 

DAC AIT ES9038PRO DAC 

プリアンプ Fundamental LA10 

アンプ AIT ステレオパワー(ヘッドホン駆動対応) 

ヘッドホン Hifiman HE1000se 

 

HE1000se も非常に色付けの少ないヘッドホンで、 

もしかしたらモニター調になり過ぎないかと危惧しましたが問題ありませんで

した。 

色付けが無い事で音一つ一つの表情がよく伝わってくるので本当に聴いていて

飽きないです。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 25 

 

ES9038PRO へ基板差し替え及びＤＡＣプリパワー一体型を機能変更しプリア

ンプとして使用できるよう改造した方の着荷直後感想です。 

 

接続完了して音出ししております。 

エージング中ですね。ポテンシャルは感じておりますが、DAC プリパワー一体

型のコスパの良さをあらためて感じている次第。 

9038 は低域の解像度が優れているように感じます。 

i2s の接続も問題ありません。 

一体型のパワーアンプオフモードも大変便利です。 
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● MONO パワーアンプ購入者様の感想 



MONO パワーアンプ購入者様の感想です。 

 

 

凡そ 2 週間モノラルパワーを使用してみて、簡単ではございますが、 

感想をお伝えいたします。 

 

モノラルパワーを導入する前、同じく AIT さんのステレオパワー 

を使っていたころは、音の余韻の表現や空間表現能力で、 

他社アンプには追従できない優れた特徴があると感じておりました。 

 

更にリモートセンシングを追加してその傾向が一段と顕著になり、 

満足度はかなり高かったのですが、実際にモノラルパワーを導入 

してみて更にその 1 段上を行く音質に大変満足しております。 

（現状リモートセンシングを別配線で行っている状況です。） 

 

具体的には、タイトで切れ良さを維持したまま、低域の量感が増え、 

中高域の特性は保持したまま音の重心が下がりました。 

低域の表現能力が 2 段階ほどアップしたように感じます。 

低域の表現能力が上がると、全体の表現能力がアップしたように感じます。 

 

またモノラルで左右が分離している効果も感じられます。 

そのことによりさらにに空間表現能力が上がったように感じます。 

 

ステレオパワーでも充分に満足していたので、これ以上は 

望めるものかと少し心配していたのですが、杞憂でした。 

想像していた以上のパワーアップで、導入して良かったです。 

 

ところで、現状はバイアンプしていないのですが、 

ステレオパワーとモノラルパワーでバイアンプをすることを 

想定した場合、以前モノラルパワーはプリアンプでいうところ 

の 2 目盛程度ゲインが高いと伺いました。 

プリアンプの出力に抵抗などを挿入してステレオパワーと 

モノラルパワーの出力を同レベルに調整することは可能でしょうか？ 

 

もし手段がありましたらご教示いただければ幸いです。 



AIT から容易にできる旨お伝えしました。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 24 

 

ES9038PRO DAC に基板差し替え更新した方の感想です。 

 

数年前に試聴した時は 

9018S DAC との差が大きくないと感じて、基板差し替えを見送ったのですが 

今回差し替えて感じたのは、差が大きいということです。 

初期の機種から内部がブラッシュアップされたからなのか、 

それとも私の耳がおかしいからかなのか、わかりませんが 

一聴して違いを感じます。 

私は DSD 変換は使いませんが、別物ですね。 

 

機能についていえば、以下がよいと感じました。 

特に下の 2 つは前の DAC で不満に感じていたことなので改善できてよかった

です。 

・リモコンはやはり便利 

・プリの前段でボリューム調整ができて便利 

・TOS 入力の増設ができたのが便利 

 

ハイレゾにこだわる必要なく古い CD が楽しく聴けます。 

ありがとうございました。 
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● AIT プリとパワーアンプの試聴感想 



 

 

先ずは、所有のプリメインをメインアンプとし AIT プリ接続の評価となります。 

 

弦楽器はしなやかで微細な音がよく聞こえます。声楽は表情豊かな再現となり

ます。低域も音階がよく分かります。メインアンプとのケーブルのグレードに

大きく反応します。ATT ボリュームが小音量時でも音痩せを感じません。高級

感もあり操作感も抜群で、またリモコンが実用的です。プリだけの追加でも、

音調は変わらず相当の音質改善です。 

 

次に、AIT プリ、AIT パワーの組み合わせです。 

 

音色は少しうすい感じでしょうか。すっきりとした音調で低域までよく伸びて

います。期待していた低域の締まりは確認できませんでしたが、これは当方の

SP の問題で、バックロードホーンのような方式なので、おそらくどんな AP を

使っても難しいであろうということもよく分かりました。音の厚みは先の組み

合わせに比べ少し譲りはするものの痩せているということではないと思いま

す。リモートセンシングはメリハリがつくような感じでしょうか。AIT パワー

はインシュレーターによく反応し、音色・解像度に影響を与えます。 
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● ヘッドフォン専用アンプ試聴報告 



(http://ifi-audio.jp/proican.html)などと比べても、そのどこまでも自然な音色と

全域の解像感の両立はハッキリとアドバンテージを感じました。 

 

この自然でハッタリや誇張の無い音色、帯域バランスと素晴らしい解像感、情

報量の両立が、 

中々世のブランド品のオーディオ機器では達成できないように思うのですが、

お借りしたヘッドホンアンプで、通電一時間で 

いともたやすくこの世界が見えてしまったことに、嬉しさがこみ上げてきます。 

今クラシックからＪＡＺＺ、流行りのＰＯＰまで聴きながら、ソースもＣＤ，

ハイレゾ、YouTube まで流し聴きしていますが、変に突っ張ったりすることも

なく、 

何一つ耳に不快な音を出さずにきれいに分解していきます。 

 

世の中のオーディオ機器はやはり売らんかな、だからなのか、どこかにピーク

があったり帯域バランスをいじって空間の広さ感を強調していたり、 

何かしら癖が感じられることが多く、ホームオーディオでも、ＡＩＴのＤＡＣ、

プリ、パワーを入れてから、よそでハイエンドオーディオ機器を聴いても 

癖が強いだけで聴かせどころがそれぞれ違うだけのようにしか感じられず触手

が動かなくなっていましたが、 

ヘッドフォンアンプでもこれで機器探しは終わりになりそうです（笑 
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● DAC/PRE/POWER 一体型の感想 2 

 

先日プリとパワーアンプを試聴され、再度 DAC/PRE/POWER 一体型も試聴さ

れ結果購入決定された方の報告です。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 22 

 

ES9038PRO 使用 DAC を購入され、落雷による動作不良を即日修理し同時に

音質改善策を施した方からの報告です。 

この音質改善策はほとんどの方が既に実施していますが未だの方も僅かおりま

す、ご希望でしたらメール等で連絡してください。 

 

 

DAC は、土曜日に受け取りました。その日の内にセッティングして 

 

今日まで、いろいろ、聴いてみました。 

 

 

 

iPod touch に入れた音源を聴いていますが、以前より、アナログレコード 

 

の音に近づいたような気がします。 
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● AIT 機器について 



⇒ ⇒PC(jrmc) ait dac 9018s srm-007t(パススル ⇒ ⇒―) pma2000ae gold reference 

10 

⇒ ⇒PC(jrmc) ait dac 9018s srm-007t(パススル ⇒―) sr-009 

全て rca 端子での接続です。 

 

PRODIGY HD2 ADVANCE で聴いていた時は明らかにノイズ（オペアンプの

発振?）がのっていましたが、それがなくなりなりました。usb 入力(wasapi)よ

りも光入力（GlassBlack2plus）の方がクリアでハッキリと聴こえます。 

基本的に音の良し悪しは音源の録音状態によります。 

dsd 変換の違いは音源を変えても分かりませんでした。 

ブログで書いてある通り 44kHz のほうがはっきりくっきりと聴こえます。 

サウンドカードに載せていたオペアンプによる音の艶のようなものは当然です

がなくなりました。 

PC のファン、エアコン等の生活音が気になるようになりました。 

店で音楽が流れている音、テレビの音がつまらなく感じるようになりました。 

音量を上げてしまいがちになりました。 

 

ある時 sr-009 で新井由美さんの楽曲（やさしさに包まれたならだったと思いま

す）を聴いて私もとても感動しました。 

楽しそうに歌っているようにしか感じなかったのですが、とても一語一語丁寧

に歌っていると感じとることができました。 

 

お金が貯まったら dac の 9038 化（電流伝送）とプリとパワーの購入を検討し

ています。 

sr-009 の実力と gold reference 10の能力を限界まで引き出したいと思っていま

す。 

お金に余裕があるわけではありませんが機器を全て同じメーカーで揃えてみる

のも、一つの解となるような気がして一興だと思います。 

 

角田さんの印象ですが今もメールで細かいことを度々質問しているのですが、

一つ一つ丁寧に応えてくれます。 

dac 購入後この dac から出てくる音と故障などのトラブルがないこと、音質向

上策や、製品の開発状況のブログなどで細かいことを載せている点などを踏ま

えると信頼できるメーカーであると感じます。 

サイトで堂々と他社と比較して否定しているガレージメーカーははっきりいい



まして全く信用できません。 

私は素人のため、pdf で仕様をみても理解できないことが多く、ネットで調べて

も結局理解できないため、結局今も角田さんにメールで細かいことを質問して

おり、ご迷惑をおかけしてしまっていることです。 
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● プリとパワーの試聴感想 

 

プリアンプとパワーアンプの試聴感想です。 

 

現有パワー(金田式 SiC パワー)との比較を目的に、AIT プリと現有プリ 

(金田式プリ)との組み合わせで試聴させて頂きました。 

 

AIT パワーアンプはスピーカー入力端子での remote sensing 有りで 

試聴しましたが、現有パワーと比較すると低音の伸びが良く、また、 

A-Class 動作らしく、密度の濃い音を聞かせて頂きました。 

長時間聞いていても聞き疲れしない音です。 
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● DC 直結 PHONOEQ の購入後感想 



 

レコードを求めて、なけなしの小遣いをつぎ込んでしまいそうです。 

 

また、バランスよく低域から高域まで、音が高密度に聞こえてくるようで 

 

厚みのある、躍動感を感じる、エネルギッシュな音という印象です。 

 

やっぱり究極はアナログなのでは、と思わせられます。 

 

 

 

今回もとてもよい買い物だったと思います。ありがとうございました。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 試聴感想 19 

 

ES9038PRODAC の試聴感想です。 

 

 

PC→HiFace EVO TWO（+10mhz クロック）→DAC→P-700u でヘッドフォン

での試聴でした。 

普段使用している DAC も 9038pro 搭載でしたので、どのような違いがあるの

か楽しみでした。 

AIT LABO DAC は一聴した印象では控えめな感じでしたが、すぐに解像度の高

く広い音場に耳を奪われました。 

また、特にオーケストラの楽器が複層的に重なる音源では、平面的にならず見

事にそれぞれの動きが見えるような見通しの良い響きで心地よかったです。 

当方の環境では USB 接続でなく、HiFace EVO TWO 経由の S/PDIF 接続のほ

うが鮮度が高い印象でした。 
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● AIT プリの購入後感想 

 

AIT プリアンプを購入 1 か月後の感想です。 

 

これまでは、米国の Placette Audio というガレージメーカーのパッシブプリ 

を使っておりました。ビシェイの抵抗を切り替えて音量調整するようなもの 

だと思います。 

特に音質面では不満があった訳でないですが、バランス系の入出力がなく、最

近 

バランス接続できる機器が増えてきたため買い換えを検討したものです。 

 

上記のパッシブプリとの比較での印象としては、 

 

・より立体感や奥行き感が感じられる 

・高音から低音まで音色の統一感がある、というかバランスがよい 

・小音量でも音やせが少ない 

 

といったものです。 

とにかくトータル的に考えると Ait のプリに軍配が上がります。 

というわけで、良い買い物だったのではないかと一人満足しております。 

 

2019/04/26 AM 07:09:05 | Comment(2) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● AIT プリ試聴感想 

 

AIT プリアンプを試聴され購入決定された方の報告です。 

 

 

御社のプリアンプを利用してみて、大変音楽を楽しむことができると 

感じました。 

回路のことは全く分かりませんが、現在は、抵抗をリレーで切り替える 

パッシブ型のプリアンプを使用しておりますが、それに比べると、 

かなり音場が立体的に展開するように感じられました。 



入出力もバランス／アンバランスが多数あり、色々と重宝しそうです。 
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● AITFULLsystem3WAY 購入者様の感想 

 



ヴォーカルは目の前で生々しく歌い上げていて 10cm ユニットの強味をしっか

り活かしきっています。本当に澄み切っていて気持ちが良い。 

 

Enya、平原綾香が心地よいですし、中島みゆきのコブシの聴いた声といった女

性ボーカルや、NICKELBACK のようなハードロックの男性ボーカルまで素晴

らしいですね。 

 

装置自体の味付けをまるで感じさせず、素の位相特性が非常に優れているのか、

スピーカーの前後位置が 2,3cm 程度ずれただけで全くお話にならないくらいに 

 

非常にシビアなセッティングを要求されますが、しっかり詰めることができれ

ば全く別物のように鮮明に描き出すのでスピーカーの製作・調整しがいがあり

ます。 

 

また、試作時にテストした 1 次パッシブネットワークと比べても圧倒的に分解

能・定位は向上しています。適した帯域のみを再生することで本来のマルチウ

ェイ用ユニットの性能を発揮させられるというのがよくわかります。 

 

DAC/プリ/チャンデバ/パワーアンプ×3 で 120 万円と、スピーカー本体に 30 万

円ほどかかっていますが、たとえ倍の 300 万円出したとしても、 

 

市販品にはうちのリビングでこれだけの音を出せる装置は無いでしょう。破格

のコストパフォーマンスです。 

 

ひとまず、外観・音質・機能・購入後の対応どれも満足しています。 

 

ありがとうございました。 
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● DAC/PRE/POWER 一体型の感想続報 



 

以前 9018S 機を購入する際に 9018K2M 機もお借りして比較試聴を行ったので

すが、差はわずかで好みの差のように感じましたが、今回あらためて K2M 機

の音を聞いて 9018S 機と比べて躍動感がより明確になったように感じます。ジ

ャズを主に聞く小生には好ましい傾向です。 

パワーアンプの音もまだ数時間鳴らしただけですが、非常に滑らかながら音数

が減るような事も無く、下手をすると低域が膨らみがちな所有スピーカーを見

事に制動している事に驚かされました。 

低域はタイトさと量感を両立するのは中々難しいですが、高次元で実現されて

いると感じます。 

表現は適当では無いかも知れませんが、D 級アンプをウルトラスムーズかつ歪

み感を皆無にしたようなようなイメージです。 

かなり悩みましたが購入して良かったと感じております。 
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● DAC/PRE/POWER 一体型の感想 

 

DAC/PRE/POWER 一体型購入者様の着荷第一報です。 

 

まだ音が落ち着いていないですが、低域の量感がありますね。しかも締まって

います。 
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BR>AIT DAC 9038 の動作状況と音の印象をお伝えします。 

日ごろから、PCM44.1 が一番多く聞くので、この音源を基準にしています。 

 

JPLAY FEMTO は、DDC 基盤 F-1（DAC に組み込み済）, Driver Singxer 

USB_Audio_Class2-Driver_v4.45.0(表示 ks.usb Audio2.0) , Dual win10PC , 

DAC Link 1000 , Hibernate mode , Output Latency 2.5ms ,で、おおむね安定

しています。透明感のある明瞭な音で音像型の印象です。使用するドライバー

により安定性、音が違います。DSD1024 変換で聞きやすくなめらかな音になり

ます。 

 

LightMPD は、upnpgw で、2 台の APU1D4 を使用。後発の apu2,apu3 では

気に入った音になりません。AIT DAC と相性も良く DSD 変換がなくても、な

めらかでのびやかな音場型の印象。DDC 基板 combo384 でもゆったりとした

音が聞けます。また、クロック兼 DDC の MUTEC MC-3+USB(10M 接続）を

使って光で AIT DAC 9038 につなぐと、なめらかで、透明感のある少し引き締

まった音になります。 

 

AIT DAC 9038 は、再生装置の素性をそのまま表すことのできる希有な存在で

す。現在、再生装置として多くのハード、ソフトがあります。自分の気に入っ

た音源を、気に入った音で楽しむための再生装置として、AIT DAC 9038 は様々

な他の機材・装置と組み合わせやすい DAC だと思います。音のいい DAC です。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 21 

 

ES9038PRO に基板差し替え更新された方の感想です。 



また、DSD のリアル変換の音も素晴らしい仕上がりだと思います。 
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● AIT ES9038PRO DAC， プリ、パワーの試聴感想 



試聴機： 

一聴してその圧倒的解像度、空気感に驚嘆。不確かな記憶だが、SONY TA-DR1

や DR1a の音色、空気感がこんな感じではなかったか？ 

音場がばっと粒子状に広がり、その全域で高い解像度を保っている。 

5 曲目のフルート伴奏中の息づきが凄くリアルで、歌と絡んでも存在感が埋も

れない。 

一方、芯のあるかっちりくっきりの音色では無いので、その分やや質感、密度

感が軽い気がするが、圧倒的に分離した粒子感と解像度は別格。ブログの記載

に一聴して納得した。 

いろいろアクセサリでチューニングをしていけば好みの音に近づけれる気もす

る。 

 

２．小沢征爾・サイトウキネンオーケストラ「弦楽セレナーデ」（クラシック・

オーケストラ、ライブ） 

LB-4a：力強いオーケストラが迫ってくる。迫力の表現が良い。 

試聴機： 

圧倒的な解像度による細かな音の再現力が凄い。耳が良い指揮者の方なら、演

奏者ひとりひとりの演奏が聞き分けられるのではないかと思うほど。この録音

はたぶん指揮者の上の一点マイク収録なのであろう、今まであまり気にしてい

なかったオザワが指揮をしながら発するラララ、鼻唄そして唸り声がきちんと

聞こえきて、まるでそれに合わせてオーケストラ全体が演奏されているよう。 

 

３．デーモン小暮：「Girls’ Rock」（男声ロックボーカル） 

LB-4a：デーモン閣下の力強い歌声が伸びやか。 

試聴機： 

１．の女性ジャズボーカルの時も感じたが、イコライジングに対する反応がと

ても敏感。なので閣下の声の芯にあたる周波数を探って少し持ち上げて、一方

かぶって邪魔になるベース域を下げ、ドラムのキックを目立たせるといった感

じに DEQX でイコライジング調整をしていくと、ほんの少しでもどんどん音が

変化していく。音の変化がとても分かりやすいので、しっかり時間をかければ

かなり自分好みの音にもっていくことが出来ると思う。 

 

４．BILL EVANS TRIO 「WALTZ FOR DEBBY RIVER SIDE」（ジャズピ

アノトリオ、ライブ） 

LB-4a：ピアノの質感がとても心地よい。 

試聴機： 



試聴機： 

ライブの再現感が凄すぎ。1 曲目のブラシが不均等に擦れる音、2 曲目のベース

の胴鳴りなど、音楽の本筋以外の細かい音がちゃんと表現につながってくる。

さらには試聴機とサブウーハーのタイミングがズレているのがはっきりわかっ

てしまった。DEQX では手動では 1.3ms（45cm 間隔）単位でしか調整できな

いので、サブウーハーを少し前に動かすか自動で調整しなきゃと思ったが、

LB-4a の時にはズレが紛れて気にならなかったのを思い出し逆に愕然とする。 

 

余談だが、試聴機のサウンドがサラウンドで使っている TA-DA9100ES に似て

いるところがあるのにふと気づく。実際に交換して確認してみると、確かに音

色や空間表現、粒子感に似ているところがある。じゃあ、TA-DA9100ES の 7.1ch

の使い方を変え、マルチウェイに組めばもうそれでいいかも！？ 

と思いながら試聴機に再度戻すと、解像度に大きく違いがありました。ハイビ

ジョン超キレイ！と喜んでいたら試聴機は普通に 4K だったという感じです…。 

 

５．守時タツミ「耳をすまして」（立体マルチマイク収録の自然音にのせた癒し

系インストルメンタル） 

LB-4a：キーボードをはじめとした楽器が自然音に重なるバランスが心地よい。 

試聴機： 

自然音が完全再現されている！ 球形にマイクを配置して収録した自然音をそ

のまま仮想空間に配置してその上に楽器を乗せてミキシングしていく手法で制

作されている（TDU と共同研究の資料より）ため、自然音の聞こえ方がとてつ

もなく半端ない。 

 

ということで、なるべく早く購入に進みたいと思いました！ 

 

機材のとおり、今もリモートセンシングを愛用しています。このアンプでリモ

ートセンシングに繋げるのがとても楽しみです！ 

 

 

■ＤＡＣ（9038PRO）＋プリアンプ＋STEREO パワーアンプの試聴レポート■ 

 

上記説明のとおり、現在の構成では、DAC とデバイダー、ＥＱ、プリアンプ（ア

ナログ 6 連 VR 付き）を、DEQX１台でまかなっています。 

そこで、50～16KHz をもたせた MID のみデジタル出力を用いて、DEQX 内の

DAC とアナログ VR を、試聴機に差し替えました。 



DAC とアナログ VR を、試聴機に差し替えました。 

 

DEQX【デジタルチャンデバ・ＥＱ－＞ＤＡＣ－＞アナログ VR】      －

＞STEREO パワーアンプ 

DEQX【デジタルチャンデバ・ＥＱ】－＞DAC（9038PRO）－＞プリアンプ－

＞STEREO パワーアンプ 

 

一聴して、パワーアンプで得られた高い解像度のなかに、9038PRO により、音

の深みの圧倒的な表現力が加わっている。また PRE により、ボリュームによる

鮮度落ちをしっかりと取り戻した印象。 
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● AIT プリと専用 PHONOEQ 試聴感想 

 

AIT プリと DC 直結 PHONOEQ の試聴感想です。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 22 

 



  もちろん XLR4P をオス・メスでそれぞれ改造する事で、従来の 3P プラグ

も使える仕様。 

③ 低域から高域まで癖が無く自然な音色。高域の解像度が高く低域でのボヤっ

とした抜け方が無いのでスピーカーのランクが上がったかの様に聞こえる。 

  （2～3 万円代の 80ｄｂ程度のスピーカー パイオニア S-CN301-LR を

使用 YAMAHA A-S2000 と比較） 

 

アンプも同様に全くひずみを感じず低域が出ているのは、スピーカーの制動力

が非常に高いものだと思います。 

スピーカーの性能を如実に出てしまった為、金額の高いスピーカーに買い替え

しようか迷う程です。 

ヘッドホンで鑑賞してもバランス接続の恩恵で臨場感が増しているのは非常に

満足しています。 

 

DAC の電流転送仕様・リモコン仕様はおすすめ。 

アンプのリモコン仕様は DAC とのリモコン仕様も含め楽に操作可能なのでお

すすめします。 

 

角田さんにはヘッドホン改造して頂いて大変感謝しています。今後とも宜しく

お願いいたします。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 21 



① 全体がすっきりとし、見通しが良くなります。9018S よりも音の輪郭がは

っきり聞こえます。 

② 9018S で聞いていた時よりもさらに細かい部分の音がよく判る様になりま

した。 

③ DSD1024 リアルタイム変換は残響音が自然になり、余韻が生々しい。 

④ PCM 変換は音の鋭さが 9018S に比べ更に増している。 

 

 PCM 変換、DSD リアルタイム変換はそれぞれ好みがあるかと思いますが

ES9018S を超えています。 

ES9038 PRO に換装して満足しています。AIT のプリ＆パワーにも思わず手を

出したくなってきました。 

 

 DAC 到着後、まだ数時間ですがこれから音質が変わっていくのが楽しみで

す。有難うございました。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 20 

 



ころに手が届いています。電源入れてトグルスイッチをいじらずにすぐ音が出

るようになりました。キットものだからこういうものだろうと済ませていた面

倒な部分も無くなりました。なので"値段が高いわりに音が悪いが、完成度は高

いので安心"という理由でのメーカー製を選ぶ、という必要性を感じなくなりま

した。まあ、運悪く不具合に当たらなければ、ですが。 

 そこらのオーディオショップに置いてあるものでは、AITLABO のものに音

質でまともに勝負できるのはまず無く、あってもアキュフェーズくらいからで

はないでしょうか。 

 尽力していただいた黒ケースの方はとても気に入りました。思ったよりも質

感良くて満足しています。音も見た目も文句無しなので、これからずっと使い

続けたいと思えます。 

 またチャンデバマルチアンプで構想どおりにセッティング出来たらきちんと

したレビューを書きたいと思います。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 19 

 

ES9038PRO_DAC を購入し、その後電流駆動接続した感想です。 

 

 

本日ようやく落ち着いてセッティングの変更ができました。 

電流伝送にしたことにより更に音質が上がり、 

DAC の潜在能力の高さを改めて感じて驚きました。 

 

AIT プリアンプや AIT パワーアンプも興味があって以前から WEB ページを拝

見しておりましたので、 

また時間が取れるタイミングでお願いしようと思います。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 18 



 

ES9038PRO 使用 DAC 購入者様の感想です。 

 

AIT9038PRO はリファレンス DAC として、リスニング DAC として、またパ

ソコン用の AV 用途としても最適だと思いました。 

悪い音源を鳴らせば、どこがどのように悪いかをかなり具体的に教えてくれま

すし、良い音源では音像定位がサラウンドのように全方向に広がります。 

私は今どきの EDM なども好きですが、60 年代の古い録音もまた大好きで、購

入直後に一番喜びましたのは、それら昔の楽器の音の良さ、 

アンプラグドのウッドベースの胴鳴りやドラムセットの音の生々しさでした。 

邦楽では特に荒井由実さん名義のアルバムの演奏と声の良さに、これほどすご

い録音だったんですかと驚きました。 

 

良い楽器と録音でない場合は、気持ちよく聴けませんが、それが好きな音楽な

ら仕方ないので、オプションのリモコンを使って音量を控えめに聞いています。 

帯域バランスが普通の分圧減衰のボリュームのように変化しませんから、全帯

域がリニアに小さくなり、耳障りな歪がいい感じに音に埋もれてリスニングに

適した音質になります。 

夫婦で音楽を聞いていると、ある音源に見合った音量がただ一つあるかのよう

に、何も言わずに互いに最適な音量に合わせています。 

ダイナミクスの広くて良い音色だと音量がガンガン上がります。歪感が皆無の

美しい微小音にうっとりと浸ろうと音量を上げすぎて、時々フォルテシモでス

ピーカーと部屋を飽和させてしまうほどです。 

 

嫁は中高は吹奏で、社会人ではアマオケで、打楽器を演奏していましたが、こ

の DAC は音が細かくて、音同士の隙間が広いと言っています。 

モードは常に HOLD、LPF は FIRf、P→D1024 にしています。動画鑑賞で DSD

変換の音声のズレは気になりません。 

 

この DAC も他の DAC と同じように、残念ながらというか、やはりというか、

トランスポートや電源の影響を受けます。 

その環境差は、一般的なシステムよりも相当に圧縮されていて、想像ですが、

おそらくジッターによる音質劣化を抑える技術により、僅かなものとなってい

ますが、 

こちらの環境ですと、USB ケーブルや、USB 拡張ボード、PC の設定や電源、

時間帯（深夜帯のコンセント電源はノイズが少なく音が綺麗）の影響が、少な



時間帯（深夜帯のコンセント電源はノイズが少なく音が綺麗）の影響が、少な

いながらハッキリとわかります。 

そのこともまた、オーディオシステムのトータル環境を知るという意味でのリ

ファレンス DAC として、秀逸と言えるのではないかと思っています。 

 

2018/08/25 PM 11:22:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● ES9038PRO_DAC 購入後感想 17 

 

ES9038PRO 使用 DAC を購入された方の感想です。 

 

とりあえず１００時間以上はただ鳴らしていたようなものなのでエージングに

よる変化はいまひとつ分かりませんでしたが、現在とても良く鳴っていて、期

待していた以上に楽しく交響曲を聞くことができます。 

 

私はマーラーの交響曲を主に聞いているのですが、複雑な曲ほど合っているよ

うで、各楽器の見通しが良くなり聞いていて気持ち良いです。 

 

今は主にＳＡＣＤプレーヤー（ＤＶＤディスク）から接続してＤＳＤ1024 固定

で鳴らしていますが、これから徐々に別のＣＤプレーヤーやＰＣから接続した

りＤＡＣの設定を変えたりして比較してみたいと思います。 

 

元々不満がなかっただけに、今の段階で十分に満足できる状態です。 

 

来年計画しているアンプの更新でどれだけ変わるのか分かりませんが、今から

楽しみです。 
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● AIT 機器の音質改善後の感想 



AIT ES9038PRO DAC/AITプリ/AITstereoパワー全て音質改善を施した後の

感想です。 

 

まず全体として非常にクリアで見透しが良くなった印象があります。 

S/N がより向上して背景は静かで、音がよりダイナミックかつリアルに聴こえ

ます。 

 

スピーカーのウーハーの動きがさらによくなり低域がよりタイトに締まった音

になりました。 

スピーカーの remote sensing の効果でしょうか？ 

スピーカーボックスの入力に remote sensingのリード線を付ける改良をしてみ

たくなりました。 

 

それから、以前に比べてもともと少なかった付帯音がさらに減少した印象があ

ります。 

これは電圧伝送から電流伝送に切り替えるとより顕著に感じます。 

付帯音が減少しかからなのかサ行がなめらかになり、全体としてより柔らかい

聴きやすい 

音になりました。これは最初に他社 DAC から AIT さんの DAC に切り替えたと

き、 

DSD 変換の音を聴いたときの印象の変化に近いものがあります。 

 

全体として、以前でも相当にレベルが高い音だったにも関わらず、今回の改修

によって 

更に大きく向上したことに驚きました。どうもありがとうございました。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 試聴感想 20 

 



私の DAC と比べて明らかに解像度が高く、特にバイオリンの高音の伸びやかさ

は比較になりませんでした。 

価格のこともあり即決はできませんが、妻と相談してみたいと思います。 

 

2018/08/03 AM 07:24:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● AIT プリ音質向上策後の感想 

 

AIT プリ音質向上策後の感想です、この方は AIT DAC と MONO パワーを購入

済です。 

スピーカーは、ディナウディオの C4 です。 

 

一言で"音の品"が良くなった、 

うまい表現が思い浮かばないのですが、音の高級感(気品ある音)に変化し、雰囲

気が異なると感じました。 

 スピーカーのセッテイングを詰めていけば、高音部、低音部の伸びなどの具

体的な変化が見られるのではと期待しております。。 
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● DAC/プリ/パワー一体型購入者様の感想 



昨日から本製品を接続しての音出しを開始いたしました。 

安定するまで数日掛かるとの事でしたが、音を出した瞬間からグレードの高い 

素晴らしい音が聞こえてきました。凄いです。 

CD プレーヤーからのデジタル信号を本体 CH1 に接続しただけです（勿論、電

源と SP 端子にも）。 

グライコが要らないくらいのバランスです。 

今日も朝から発熱の状況を確認しながら慣らし運転をしています。 

取り合えず、この状態で音楽を色々聞くつもりです。どのような音になってい

くのか楽しみです。 

（もう、これでいいんじゃない？って感じでもありますが） 

全域がスカッと抜け、今までカマボコ型の周波数レスポンスだった私のシステ

ムが全くフラットになり、各楽器が見えるように鳴っております。 

音楽がより素晴らしく感じられて、実にいいですね。この曲、こんなにいい曲

だったっけ？なんて。 

素晴らしいアンプ、本当に有難うございました。 

リモコンの設定はもう少しあとにしようかと思っております。 
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● DC 直結 PHONOEQ の購入後感想 

 



 

曲間でも針音を全く感じず無音なのでソースが何なのかふと 

 

解らなくなる様な感覚を覚えます。 

 

DAC、プリがすこぶる快調なのでネットから落とした音源を 

 

聴く事が多いのですがこのバランス・フォノイコライザーで 

 

またレコードを聴く楽しみが加わりとても嬉しいです。 
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● DAC プリパワー一体型購入後感想  

 

DAC プリパワー一体型購入者樣の感想です。 

ES9038PRO と有りますが、正しくは ES9018K2M となります。 

DSD1024 搭載のため錯誤したと思われます。 

 

 

そして本機はまさに ES9038PRO の音を最大限に引き出したと思います。 

ジッタをよく抑えた効果か UD-503 より音場と解像度がともに上がり、聴き慣

れている曲を再生すると UD-503 でも聞こえなかった細かい音が聞こえるよう

になります。 

DSD1024 アプコンのおかげで音の密度も前より濃くなり、特にビデオ鑑賞など

音源がよくない時に効果がより感じやすいです。 

広い音場でありながら密度も高く、力強い低域と明るい高域と相まって、とて

も豊かな音だと思います。 
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● スピーカーの remote sensing 後感想 

 

AIT MONOアンプでスピーカーBOX端子から remote sensingした方の感想で

す。 

この方は今まで BIWIRE でスピーカーを駆動し、DAC,PRE も AIT 製を使用し

ています。 

 

 

NILS LOFGLEN の Keith Don¥'t Go の曲で試聴しました。 

音が出た瞬間の低音の空気感と弦の倍音が包み込んでくる感じは衝撃です。 

一聴した感じは音を押し出しでる感じがしますが、よく聴き込むとクリアにな

った空間に生々しく音が浮かび上がっているのがよくわかります。 

バイワイアリングよりも音質の密度、鮮度感が格段に上がっています。 

もう元には戻れません。 
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● AIT_ES9038DAC と業務用 DAC の比較 



モニターは Anphion の One18 です。 

 

 

 

■解像度 

 

AIT LABO 

 

100 点 

 

とてもフラットで解像度がとても高かったです。 

 

 

 

RME ADI-2 Pro 

 

100 点 

 

少々音がダイナミック寄りに再生されますが、解像度がとても高かったです。 

 

 

 

Prizm sound / Titan 

 

97 点 

 

フラットで、上記二つより少々解像度が落ちます。 

 

ProTools を使用する上で Prism sound の Taitan は必須になるので、 

 

知人さんのスタジオで、DAC は IF の中のもの、そのままを使うことになりそ

うです。 

 

 

 

しかしやはり素晴らしい DAC です。 



しかしやはり素晴らしい DAC です。 
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● AIT PRE の感想 



AIT PRE AMP に簡易 PHONO EQ を追加装着された方の感想です。 

高音質モードも搭載しました。 

 

 

これまでフォノ入力のない、初期の旧型基板のＡＩＴプリアンプを使用してい

まして、フォノ入力付きの新型基板、高音質モードへの改修を依頼しました。 

 

10kΩ 入力、バランス接続でハイレゾ音源や CD を聞きましたが、とにかく静か

で弱音が明瞭に聞こえます。穏やか音で、音楽に没頭できます。 

音場が広く、奥行感もしっかりわかります。各楽器の存在をリアルに感じるこ

とができます。 

 

高音質モードですが、たしかにより静寂な雰囲気が増し、音のディテールが丁

寧に感じました。高音質モード中はリモコンや本体での操作をすることができ

ない状態ですが、本体スイッチで解除することができます。(高音質モードは解

除できます) 

 

フォノイコライザーですが、内蔵ですので、それほど期待はしていなかったの

ですが、今回音の良さに一番驚きました。今まで benz micro pp1 を使用してい

ましたがもう元には戻れなくなりました。 

鮮烈で力感があり、ピアノなどダイナミックレンジの広い楽器なども本当に見

事に演奏します。弦楽器やボーカルも艶やかで美しいです。今まで集めたレコ

ードをもう一度聞き直したくなる、素晴らしいフォノイコライザーです。 

 

 

まだ、新しい基板ですので、音については変化していくでしょうが、今回の改

修については大成功だったと思います。 
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● プリの高音質化対応後感想 



 

 

より一層細かい音が再現される様になりました。 

一聴すると、音がおとなしくなり、自然な穏やか感じになりますが、 

良く聴いてみると、滑らかになっていながら、解像度自体は良くなっています。 

改造前に有った、飾りみたいな音が取れる事により、今まで、隠れていた、音

の素肌が聴き取れるようになりました。 

その為に、楽器や声質によっては、かなり雰囲気が変わります。 

ふくよかで豊かな音になり、小さな残響音なども、とても綺麗で、 

楽器や人の声が持つ色々な、かすかな音色までが表現される様になったと思い

ます。 

 

只、飾りが取れたことにより、華やかさが後退した分、人によっては、物足り

なさを感じるかもしれませんが、 

自分は改造後の方がはるかに好きです。 

 

特に、弦楽器、女性ボーカル、ドラムスのブラッシュワーク等の改善が著しい

と思います。 

 

2018/06/01 AM 06:57:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● ES9038PRO DAC 購入後感想 



 

「普通の機器」的に感じるものが多い様に思います。 

 

ピークやディップが穏やかで、クラシックだろうとジャズだろうと 

 

歌謡曲だろうとすっと自然に出音する。レスポンスが良い（応答が早い） 

 

のでしょうね。 

 

技術的には相当難解でも結果はあっけらかんと普通に聴こえる。 

 

しかしよく聴いていくと下から上まで綺麗に出てる。 

 

歪感が無い。無理がない。こういう出音の機器はそんなに多くは無いと 

 

思います。 
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● パワーアンプ remote sensing 後の感想 

 

AIT stereo パワーアンプに remote sensing 改修を実施した方からの感想です。 

 

昨日まとまった時間が取れたので、じっくり聴きました。remote sensing は

ON ですが、スピーカーボックスまでの配線はしていません。気のせいではな

く、明らかに音が良くなっています。楽器の音が聴いていて気持ちがよく、時

間を忘れて、室内楽から協奏曲、交響曲までたくさんの音源を聴き直してしま

いました。既に購入したアンプに対して、開発の成果を反映してくださるとい

うのはユーザにとって大変うれしいことです。今後も、現状に留まることなく

バージョンアップの開発をしていただけることを期待いたします。 
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● DC 直結 PHONOEQ の試聴感想 

 

AIT PHONO EQ の試聴感想です。 

試聴機は希望者に貸し出ししております。 

仕様 

MC/MM 共 DC 直結動作(DC サーボ不使用) 

入力；MC/MM 切り替え、balance/unbalance 入力可 

MC 入力抵抗可変（終端による S/N 劣化無し） 

 

以下はお送りいただいた感想です。 

 

早速、フォノイコライザーを試聴させて頂きました。 

 

これは良いですね。すぐに解りました。 

 

バランス入力で聴かせて頂きました。 

 

ハムが無い、SN 比が良い、歪がとても少ない。 

 

なので楽曲の見晴らしが良いと言いましょうか 

 

耳あたりがよいので疲れないです。 

 

これは良い製品かと思います。 

 

 

私も是非購入したいです。 

 

販売開始を心待ちにしています。 

 

もう少しお借りして聴かせてください。 

 

AIT 追記 

この方は ES9038PRO DAC に基板差し替え更新しております。 
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● AIT プリのさらなる音質向上 

 

AIT プリのさらなる音質対策を施した方の報告です。 

今まで効果が不明でしたので一部の方にのみお知らせし音質を確認していただ

いていました。 

複数の方が同様な評価でしたのでお送りいただいた感想を掲載します。 

尚、対応ご希望の方は当方に連絡ください。 

試聴機も用意しております。 

 

この１週間じっくり毎日聴いていましたが感じるのは空間位相が正確になった

こと、歪みが減ったこと、 

背景が静かになったこと、低域が柔らかいのだけれど軽やかに弾む、絃楽器で

弦を擦る感触が出てきたと 

いうようなところですね。大編成のオーケストラ付きの合唱曲を聴くとこの変

化が如実に実感されます。 

58 年前に録音されたエイドリアン・ボールト指揮のヘンデル メサイアをレコ

ードの時から所有していますが、 

こんなに美しい音で録音されていたとは思わなかったです。この歌手の歌はあ

まり好きじゃないなと 

思っていた部分もずーっと聴き続けてしまうぐらいの魅力が出てきました。 

プリアンプの格が数段変わりましたね。 
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● ES9038PRO 使用 DAC の購入後感想 

 



貴 AIT-DAC を購入して、2 か月が経ちました。 

最近では、x-spdif2 から I2S 接続で使用しています。 

かって経験したことの無い大変美しい音楽を楽しんでいます。 
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● AIT PRE の感想 

 

AIT プリアンプ購入者様の感想です。 

この方は AITSTERO パワーとＤＡＣを既に購入済みです。 

 

実機の導入から一ヶ月を経過しましたので簡単ですが音質等の報告をしたいと

思います。 

試聴時との違いは下記の二点です。 

 

(1) 電流伝送での再生。 

(2) cable 類は今迄の unballance から full ballance へ変更。 



 

それは今回採用しました「電流伝送&fullballance 化」も少なからず音質に奇与

しているのではないかと思います。 

気がつけば aitlabo 製機器は，「DAC,poweramp,そして今回の preamp」と合計

3 台になりました。 

やはり角田氏の技術に裏打ちされた機器の音質のレベルはその cost 

performance からみたら相当の level ではないかと 

思う今日この頃です。 
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● ES9038DAC、AIT パワー、プリアンプの試聴感想 

 

ES9038PRO DAC、AIT パワー、プリアンプ３機種同時貸し出しの試聴感想で

す。 

状況によっては複数機を貸し出しています。 

 



再認識することができました。 

本当はもっといろいろと機器の組み合わせや dsd 変換による違いも 

確認したかったのですが、ait セパレート+dac9038(dsd1024 変換）の出音が心

地よく、ほぼこの組み合わせで視聴させていただきました。 

なお dsd1024 と無変換では明らかに dsd1024 の方が好みです。 

 

aitlabo についてはネット等で高評価を受けており、興味を持ったのがきっかけ

です。 

Dac の性能に満足したためアンプについても興味を持ちました。 
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● MONO パワーアンプ購入後感想 

 

昨年 MONO パワーアンプを購入された方の感想です。 

 

 

スピーカーは、ディナウディオの C4 を使用しております。 

(インビーダンスは、4 オームです。) 

 

MONO パワーアンプは、土日の週末のみ音楽を聞いておりますので、 

100 時間を超えたあたりと思います。(音も安定しました。) 

使用していたアンプ(中古で購入しましたが、海外製のそれなりの物です。) 

に比較し、高音の伸びと響きが圧倒的に良く、低音の制御も効いております。 

音像もフオーカスが明確です。一音一音がとても綺麗で聞き疲れしません。 

男性ボーカルの領域は、使用していたアンプの方が温かみがあるように 

感じましたが、音質自体は、相当グレードアップされ非常に満足しています。 

 DAC、プリアンプ同様、驚きの性能です。 
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● リモートセンシングの評価 



 

以前リモートセンシングについてお知らせし、一部の方はパワーアンプ内でセ

ンシング動作するよう改造対応しております。 

 

一方センシング位置をスピーカーボックスの端子に接続すればより大きな効果

が期待できます。 

当方でもその確認をしており、リモートセンシングするとスピーカーコードの

線種による影響が殆ど無くなり音質が向上しました。 

AIT のパワーアンプは BTL ですので、リモートセンシングした場合の回路動作

は、従来と比べて安定で異常発振等は起こりません。 

 

以下は、同じ事をお客様(B/W 802 を BIAMP で駆動)に実施して頂き、その音

質評価報告です。 

 

 

スピーカーまでの接続により、かなり効果があります。 

 

箇条書きにします。 

 

・ノイズ、歪感が減り、音がよりクリアーになる。 

 

・音像がよりコンパクトになり、定位も良くなり、結果として音場の雰囲気も

良く出る。 

 

・音の立ち上がり・立下りが良くなり、明るく、リズミカルなみずみずしい感

じになる。 

 

・静かな所がより静かになる。 

 

・音像そのものが、平面から立体感を持った感じになる。 

 

・ピアノ・ビブラフォーン・ギター等の響きが凄く綺麗になる。 

 

・バイオリンの音が、滑らかになる。 

 

・音の解像度がさらにアップするが、決して耳ざわりになる事はない。 



・音の解像度がさらにアップするが、決して耳ざわりになる事はない。 

 

・ボーカルの声の質感が更にハッキリと聴き取れる。 

 

・録音による、音の違いが更に明確に判る。 

 

 

リモートセンシングを off にすると、『がっかり』 してしまいます。 

 

もう、元には戻れません。 

多少、面倒は有っても、絶対に有効です。 
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● AIT プリアンプの感想 n 

 



* 音の粒子密度が一層細かく音数が増えた印象。 

* 音の鮮度感が際だつ。 

* 音場感が上下左右に一層拡がります。 

* 音質が際だって柔らかく長時間聴いていても耳障りが殆ど無くずっと聴いて

いられる。 

* 音質に色づけがなく原音再生に特化している様に感じます。 

 

 

私は所謂 PC audio と言われる再生に約８年程やっています。 

windows での再生は sub system で main は Linux での「lightmpd/upnpgw」

を OS として家庭内 Lan にて Network 再生しています。 

個人的にこの PC audio は間に余り機器を挟まないで聴くというのをずっとや

って来ました。 

事実現在も DAC から power amp 直結で現在もシステムを組んでいます。 

 

現状これだけの機器だけでも充分に満足出来るレベルです。 

 

今回この pre amp を通した時の音質の変化を確認したのですが上記に記載して

いる様にこれ程変化するとは予想出来ません 

でした。 

特に DSD 再生時の音場感では音が立体的に感じられてそれが恰も三次元的な

鳴り方もする音源等もあり少々驚きました。 

そして音質が柔らかいというと中高音が抜かれている感じがするのですが恐ら

く音の粒子が細かい為に非常に心地良い 

音質に変化したのではと思います。 

又よく言われる事ですが音源の良し悪しがこの pre amp を通すとより顕著にあ

ぶり出されます。 

 

 

そして今回 pre amp を試聴しまして良い意味で期待を裏切られました。 

ait 製 pre amp の価格帯で選択に悩んでおられる方は一度試聴されると良いと

思います。 

 

当該 pre amp を返却後既存のシステムで再度再生しますとこれまた音が痩せて

いる様に聞こえます。 

全く同じ経験を過去 aitlabo DAC 試聴時にも感じました。 



全く同じ経験を過去 aitlabo DAC 試聴時にも感じました。 

これは恐らく pre amp を通した場合に音数が増えた再生となり、pre amp を外

したらその増えた音数が消滅する事により音が 

痩せて聞こえるのではないかと思っています。 

 

何れにしましても当方のシステムで DAC,Power Amp 共 ait 製品になっていま

すが将来のバイアンプ化に備えて期待が持てる 

今回の試聴でした。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 14 

 

購入者樣の到着直後の感想です。 

 

デフォルト設定で聞いております。 

今までの DAC と交換して未だ５時間くらいしかたっておりませんが、 

だんだんと魅力的な音になってきております。 

今までにないような音の広がりと躍動感に感激しております。 

声には新しい生命が吹き込まれ、全く新しい曲を聴いているようです。 
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● 電流駆動と電圧駆動の比較 



数年前にプリで両者の比較をしました。 

幾つかのディスクを用いました。 

＊マーラー７番の第２楽章、バッハ シャコンヌ等 

 

当時の比較試聴では、 

プリを電圧駆動から電流駆動に変えることによって、 

以下の変化がありました。 

・音場が左右、奥行きともに拡大した 

・楽器の響きがよりリアルになった 

 

ＤＡＣの電流駆動／電圧駆動の比較については、厳密な比較試聴は行っていま

せんが、改造後のＤＡＣの音質向上は明らかでした。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 12 

 

ES9038PRO_DAC 購入者樣の着荷後１週間の感想です。 

試聴機と比較がありますが、この方は AIT プリと MONO パワー購入済みです

ので電流駆動を搭載し利用しています。 

 

試聴機は電流駆動を対応しておりません。（他機器破損防止のため） 



の分離ががはっきりしてます。 

音の分離がいいことで音の奥行きが深くなっています。 

あとピアノの響きが綺麗なのが印象のこりました。 

知り合いのアキュフェーズマニアの人がこの音を聴いて衝撃を受けていまし

た。(笑) 
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● MONO パワーアンプ試聴感想 3 

 

MONO パワーアンプを購入された方の感想です。 

 

音が出た瞬間にのけ反りました。 DAC プリパワー一体型のイメージがあった

ので、このプリアンプとモノラルパワーアンプの圧倒的な中高域の透明度は凄

すぎます。これが部屋の空気が変わるっていう事かと思いました。低域もかな

りの分解能で、いままで気が付かなかった音が聴き分けられます、あと AITLabo

の DAC がくわわれば滑らかさもプラスされて完璧なんですけどね。 

ES9038pro の DAC 試聴予約したいです。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 試聴感想 19 



 

初めに設置した際は、設置環境が悪かったせいか、 

音の分離が悪く、重心も腰高になって良い音がしませんでした。 

しかし、インシュレータ等で設置環境を整えると、 

音の分離が格段に良くなり、音場が拡大、重心も下がって DAC 本来の音が出て

きました。 

特に、高域の伸びと弾力のある低域に、他の DAC にはない魅力を感じました。 

 

ここまで設置環境で変わる機器は初めてで、 

さらに詰めれば、より良くなるかもしれません。 

それだけ潜在能力が高い DAC なのだと思います。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 11 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣ購入者樣の２週間経過後の感想です。 

 

 

先日納品していただいた ES9038PRO DAC ですが、 

 

だいぶ音が安定してきまして、いい音で鳴っております。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 10 



 

昨日から鳴らしこんでいますが 

 

やはり 9018S 機に比べると 

 

音場がかなり広くなっている印象です。 

 

音が安定するまでは電圧駆動で鳴らしてみて 

 

それから電流駆動での音質の違いを確認する予定です。 
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● DAC/プリ／パワーの音質改善後感想 

 

DAC とプリとパワーアンプ全てに音質改善策を施した方の感想です。 

パワーアンプは AITstereo パワーを BiAMP 接続されています。 

 

 

AIT のクリアーな音が、さらにグレードアップして戻ってきた感じです。 

音のキレが非常に良くなって、生き生きとスピーカーを鳴らしてくれます。 

細かいニュアンスの違いが更に一層聴き分けられ、マイクと演奏者との距離感

が以前よりも、ハッキリと判ります。 

また、録音の違いも更に克明に表現される様になり、全体として非常に満足し

ております。 
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● AIT MONO パワー購入者様の感想 



AITMONO パワーアンプ購入者様の購入直後感想です。 

 

昼からずっとパワーアンプを使用しておりますが、 

時間と共に音が安定してくるのが判り、鳴らし始めと 

比べると雲泥の差となっています。 

どこまで良くなるのか楽しみです 
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● DAC プリパワー一体型感想 

 

DAC プリパワー一体型を試聴された方の感想です。 

 

試聴機ありがとうございます。もう届きましたか？とてもアキュレイトな音に

感動しました。 
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● ES9038DAC 音質改良後の感想 

 

ES9038PRO 使用 DAC の音質改良を施した方の感想です。 

S/PDIF 入力での評価です。 
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● 音質改善後感想 

 

DAC、プリ、STERO パワーの音質改善を施した方の感想です。 

 

 

改良された機器、大進化です。 

 

自分の稚拙な文章表現力では、上手く語れないので、箇条書きにします。 

 

・低域から高域までのすべてにおいて、音像がよりクリアーでタイトになり立

体感、リアリティが増しました。 

 



 

正直、前回のプリの改良の結果から、この様な傾向は有る程度予測がつきまし

たが、これほどの大きな変化が有るとは思いませんでした。 

何処をどの様に変えると、こんな風になるのか判りませんし、伺っても理解で

きないと思いますが、感激です。 

 

今まででも、以前のシステムに比べ、凄くよい音だったのですが、 

改めて、オーディオ奥深さを思い知らされた感じです。 

 

大変有難うございました。 
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● DAC の音質改善後感想 

 

前ブログで紹介されている ES938PRO DAC の音質改善後感想です。 



9038 機をお持ちの方は是非ともお問い合わせしてみることをお勧めします。 
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● 音質比較 

 

AIT ES9038DAC 購入者様が DAVE との音質比較した記事です。 
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● AIT プリ音質改善後感想 2 

 

AIT プリの音質改善を実施した方の感想です。 

 

プリアンプの改善していただきましたが、全く別物のような音になりましたね。 

 

音の余韻が非常に長くなり、ニュアンスやが更に良く聴こえるようになりまし

た。また、音の立ち上がりが鮮明で、押し出しにも凄みがあります。 

 

まさに目の前で演奏しているような印象です。 
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● AIT プリ音質改善後感想 



プログにコメントされた方の仰る通り、音の見通しが良くなり、 

ベールが一枚剥がれたようです。 

 特に中低音が締まり(音圧はむしろ上がり)クッキリ、高温の余韻(ひびき)も 

クリアーでとても綺麗な音を奏でております。 

 ボーカルも定位が更に向上し、音質も心地よい語りかけているように 

変化しました。 

 交響曲も一つ一つの楽器が、楽器本来の音を出している事が明瞭に 

確認が可能で、その迫力と繊細さが際立って聞こえてきます。 

 

 

 一方、録音の悪いものは、良い録音との差がより明らかになり、 

少し違和感を感じてしまう事もありました。 

 尚、上記と矛盾しますが、録音が「いまひとつ」と感じていた CD でも、 

これ良いねとの再評価となるソースもあり、録音された本来の音が 

さらけ出されているのでしょうか。 

(あるいは、まだ、エージング不足で安定していないのかもしれません。) 

  

 何れにせよ、AIT ブリをお持ちの方は、是非、改良依頼をされる事を 

強く推薦いたします。 
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● ES9038PRO_DAC 購入後感想 9 



何故なら今回の感想は 200 時間までですが、今もなお音が整っていっているの

がわかります。 

 

 

１）差替について 

実は差替にするか新規で買うかを直前まで迷っていました。 

差替の際に旧電源基板と 9038 用電源基板で性能や音質面の差異についての質

問をした所、どちらも差異はないと即答。 

この回答から旧電源基板のメンテナンス及び DAC 基板差替の方向で行くこと

を決意。 

 

 

２－１）通電直後の音質 

通電していきなり情報量の増大、微細な強弱、空間表現に優れた極めて立体感

のある音が飛び出しきました。 

この時点で 9018 機の基本性能を上回ったことを確認できました。 

ただ鳴らし始めということもあり,この時点では高域の硬さや刺激を感じられ

ます。 

 

 

２－２）50 時間後の音質 

40 時間を過ぎた頃に最初の大きな変化が出てきます。 

高域の刺激が一気に取れ、中高域の耳あたりの良い滑らかさが出てきます。 

それ以降は徐々に残響音や微細音が更に出てくるようになり、今まで気付かな

かった音やニュアンスがどんどん出てきます。 

ただ 50～100 時間までは音質の上下が一番激しく、全体的に音が良くなったが

故に些細な音質変化が耳につく時期です。 

 

 

２－３）100 時間後の音質 

100 時間を超えてくると本領発揮といわんばかりにあらゆる面で高水準にまと

まってきます。 

音数や分離はさらに良くなり、それでいて全ての音が丁寧に表現されます。 

さらに直接音は圧倒的にコンパクトにまとまり、間接音も長く立体的に拡散す

るようになります。 

エージングを進めた今だからこそいえますが、ここでようやく折り返しでしょ



エージングを進めた今だからこそいえますが、ここでようやく折り返しでしょ

うか。 

 

 

２－４）200 時間後の音質 

150 時間を過ぎたところでようやく音の性格を変えずに音が柔らかくかつ整っ

ていきます。 

細かい音の出方が 100 時間後から比べても格段に丁寧になりますし、硬質と思

っていた部分もしっかりと柔らかい音に変わっていきます。 

さらに NBW であっても豊かな余韻を感じられるようになり、Lowest であって

も精緻さを感じられるようになります。 

ここまでくると特定の組み合わせが正解というわけではなく、個々の好みに合

わせて設定を詰めていくのが最適解といえます。 

ジッタ抑圧モード、LPF 設定、DSD 変換といったそれぞれの設定で音が変わり

ますが、どの組み合わせでも素性の良さはそのままです。 

9018機と比べて音が安定するまでに 2倍かそれ以上の時間を要する印象ですの

で気長に見守る気持ちが重要。 

 

 

３）DSD 変換について 

まず 9038 機の DSD 変換は音数や分離を一切犠牲にしません。 

最終的に 9018機ではPCMを選び、その後一度もDSDに戻さなかった私が隅々

までアラ探しをしたのですがデメリットらしいデメリットがありません。 

その上で供給クロックが専用に切り替わる DSD1024 が圧倒的に良いのです。 

9018 機は DSD 変換こそ選びませんでしたが、いくつかのデメリットはあって

も DSD128 は躍動感、DSD256 は滑らかさという美点があったと思います。 

 

今回の DSD1024 はデメリット無しで躍動感、滑らかさを兼ね備えた上で実在

感や空気感を面で押し出すような独特の圧をさりげなく与えてくれます。 

 

 

矛盾するようですがDSD変換が大幅に進化した裏でPCM再生の魅力は不変で

す。 

 

9038 機でも直接音の鋭さ、静寂を最も正確に描けるのが PCM 再生モードだと

思っています。 



思っています。 

さらに追加されたデジタルフィルタにより更に音を詰めていけます。 

どの設定を選んでも圧倒的な基礎力に下支えされていますので、自分の好みに

合わせてパラメーターを試行するのも楽しみなのかなと感じます。 

 

 

 

４）その他 

AFPC：音の厚み、滑らかさに優れている。 

APC：モニター的な音。音像がよりコンパクトにまとまる。 

HOLD：抑揚表現が他に比べて弱いが音量を上げたときの歪み感が最も少ない。 

音質変化はかなり大きい。個人的な印象では上記。 

 

 

FIRf：高域の伸びが良く、バランスが取れている音。 

IIRf：音像、特に直接音が剥き出しになる感じがあり、PCM 再生モードでは非

常に好ましい。 

音質変化は全体から見れば軽微であるが肉声と打楽器で小さくない変化が現れ

る。 

個人的に好印象だった物のみまとめています。 

 

 

JT ON/OFF：ON にすると滑らかさが増すが音像が肥大する。間違いなく OFF

が好ましい。 

 

 

NBW：音像がコンパクトで付帯音を全て剥いだかのような精細さ。 

Lowest：豊かな余韻や響きを持った上質な音。 

どちらもエージングが進行するに従ってお互いの特徴を備えていきます。 

先人の方々が評価しているとおり差が狭まります。自分は精緻さに優れた NBW

を優先しました。 

 

 

NBW DSD1024 FIRf AFPC（デフォルト） 

NBW DSDOFF IIRf APC（音像の小ささ等を突き詰めた設定） 

各種パラメーターを試行した結果、私は上記を使い分けています。 



各種パラメーターを試行した結果、私は上記を使い分けています。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 試聴感想 18 

 

ES9038PRO 使用 DAC の試聴感想です。 

 

通常 F-1→Dac X-20 の経路にて、JPLAY Dac Link700Hz で DSD メインで聴

いています。 

当方の環境では amanero だと Dac Link が 20Hz が限界で、いつもの音との比

較はできなかったのですが、音の粒立ちの向上、特に音場が広くなった点が個

人的に非常に好ましく感じました。 

X-20 は同様に 20Hz にすると当方の観点では聴けたようなレベルではなく論

外、700Hz と比較しても AIT Dac が一聴して上回っているようです。 

700Hz で試聴できないのが残念ですが、試聴期間中に聴き込んでみようと思い

ます。 

 

 

TV にも SPDIF で繋げたのですが DSD に変換すると低音部が滑らかながらも

強調された感じになり、その分音場が広く感じる反面、若干の聴き疲れを感じ

ました。 

※オーディオ用途ではDSD変換でも聴き疲れなどのマイナス面はなくプラス面

のみ享受できる感じでした 

DSD 変換せずに聴くと全く問題ないので、この辺りも設定を変えながら試して

いきたいと思います。 
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● DAC プリパワー一体型購入後感想 



DAC プリパワー一体型を購入された方の感想です。 

AIT の一体型は外部アナログ入力が可能で当然音量も調節できます。 

音量調節は１６bit 高性能乗算型 DAC を用いていますので、DAC チップのデジ

タルボリューム方法と異なり、音質劣化はありません。 

パワーアンプ部はエミッタ抵抗無しの完全 BTL、bias 可変 classA 動作、remote 

sensing 付 regurator 搭載の回路構成です。 

デジタル入力は S/PDIF×４、USB、HDMI 迄拡張できます。 

以下は試聴感想です。 

 

１．音源：CD プレーヤー 

スピーカーNS-1000M 

PCM→DSD 変換に よる比較 をしてみました。 

プレイヤーソフト：FOOBAR2000 

PCM→DSD 変換の変換数値が多くなるほど 

色々聞いてみましたところ中高音が安定して聞こえます、 

DSD 変換で連続音の欠けたが部分が補間されるように思えます。 

DSD による補間の為とパワーアンプの内部のフィードバックも影響して 

低域ではドラム等のインパクト的な音が力強くなってきます。 

 

 

資料例 

キースジャレットのザケルンコンサートの試聴ではびっくりしました。 

30 年近くも前に Live 録音したとのことですが。 

今までも聞いていましたがこの一体型のセットでは 

音量を上げると強烈な音で迫ってきました。 

今までにピアノだけでこんな臨場感は感じたことがありませんでした。 

PCM→DSD 変換 1024 

 

２．今回は PC の音源で DSD 変換数値を変化させましたが、 

あまり変化は感じられませんでした。 

foobar が DSD 変換している為でしょうか。 

 

３．まとめ 

一体になって外部の配線がなくたった為にオーディオルームがすっきりしまし

た。 

さらに DAC,プリ、メインアンプがそれぞれ進化しています。 



さらに DAC,プリ、メインアンプがそれぞれ進化しています。 

軽量で消費電力５０W でこんな重烈な音が聞こえていいのでしょうか。 

今までの常識ではありえません。 重いセットがいい音になると言われてきま

したが嘘でした、 

力ずくの技術だったのでしょうか。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 試聴感想 17 

 

ES9038PRO 使用 DAC の試聴感想です。 
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● AIT プリアンプについて 

 

AIT プリアンプの音質向上策を施した方の感想です。 

今まで十分な音質と思っていましたが、他社の超高級プリと比較して多少劣る

との評価を受けましたので、回路を調査し改良しました。 

以下はその改良後の音質評価感想です。 

購入者様でご希望の方は改修しますので問い合わせてください。 

 

 

音の見透しが非常に良くなりました。 

その結果、音の粒立ちがとても、クリアーになり、さらに細かいニュアンスが

聴き取れるようになり、 

リアリティが増しました。 

気が付かなかったのですが、今までは、やはり、薄い霧のようなものが有って、

それが取り払われた景色のようです。 

 

今回の改修結果については、自分の耳で聴き分ける事が出来るか自信が無かっ

たのですが、 

かなり、大きな変化だったので、直ぐに判りました。 

 

もしかしたら、静寂感の違いとは、この当たりなのかもしれませんが・・・ 

 

感激です。有難うございました。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 8 



ES9038PRODAC 購入者様の感想です。 

主に PCM 音源を DSD1024 に変換して鑑賞されています。 

ES9018S 機を基板差し替え更新しています。 

 

音は肌触りというか楽器の細かいニュアンスを表現して、バックの楽器の 

 

表現力も抜群なのでどの楽器に注目して聴いても大変楽しめます。 

 

今までに経験したことのない表現力です。 

 

持っているソースを全て聴きなおすようそそのかす能力だと思います。 
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● ES9038DAC、プリ、パワーの評価 

 

AIT 製 ES9038PRO DAC、プリアンプ、パワーアンプを購入された方の使用後

感想です。 

 

 

9038ProDAC、パワーアンプ、プリアンプともに 

快適に使わせて頂いております。 

アンプについては様々なアンプを試してきましたが、 

今は AIT 様のパワー・プリばかり使っており、もうこれで 

ゴールで良いと思っています。 

 

良い品物をご提供いただき、ありがとうございました。 
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● DSD1024 の評価 

 

ES9038PRO に搭載している PCM=>DSD1024 についての評価です。 

 

エージングはまだ 20 時間前後とスローペースですが、 

実は現時点でも 9038 機の DSD1024 は高評価です。 

9018 機では最終的に解像度が最も高い PCM を選択しましたが、 

9038 機では只ならぬ滑らかさと空気感を得られる DSD1024 を標準としまし

た。 

今回は相当厳しくアラ探しをしても解像度の低下等のデメリットがなく、 

現時点でも DSD 変換で得られるメリットのみを享受できる印象です。 

 

 

以下 AIT コメント 

AIT の PCM=>DSDrealtime 変換は PCM 及び DSD 入力を FPGA で realtime

に DSD に変換する機能です。 

受信可能な PCM,DSD 信号を DSD128/256/512/1024/OFF に瞬時切り替え若し

くは PON 設定で使用できます。 

ES9038PRO 使用 DAC と DAC 一体型プリパワーアンプに搭載しています。 

LOCK 外れ、異音発生等は一切ありません。 
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● ES9038PRO 購入後感想 7 

 

AIT 製 ES9018S 機を所有され、ES9038PRO DAC へ差し替え更新された方の

感想です。電源部は従来基板を使用しています。 



です。 

9018 機を４年近く聴いてきていますが、通電直後から全てにおいて明確に上回

ってくるとは・・・という印象です。 

200 時間通電した後、どういった高みに到達するのか非常に楽しみです。 
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● ES9038DAC の試聴感想 16 

 

ES9038DAC の試聴感想です。 

 

週末でみっちり 20 時間以上は聴かせていただきました。 

正に DSD の原器と言っていいほどの完成度だと思います。 
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● スピーカーの remote sensing 

 



 

 

AIT 追記 

このスピーカー出力の remote sensing は sensing 線をスピーカーの入力端子に

接続することも可能で、この場合最大の効果を発揮します。(スピーカー配線材

による音質差が無くなる) 

また当機種はパワーアンプの電源も remote sensing しており、1A の電流変化

で 1mV 程度の電圧変動になっています。 

 

2017/09/06 AM 12:22:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● AIT プリとパワーアンプの試聴感想 

 

AIT ES9038PRO DAC 購入者樣の AIT プリ パワーアンプ使用での試聴感想



これからも、素晴らしい機器の開発、期待しています。 
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● ES9038PRODAC とＡＩＴプリの試聴感想 

 

ES9038PRODAC とＡＩＴプリの試聴感想です。 

 

プリアンプは電子ボリュームの音(リレーの動作音＝AIT 注釈）は気になるもの

の、音には問題なく聴けました。 

低域は元気よく鳴り、中域は大人しめ、高域が少し強めに鳴るとの印象でした。 

音の味付けは殆どなく、私の好みの感じでした。 

音源の録音の良し悪しがわかりやすいプリですね！ 

 

DAC は繋ぎ方がわからず、ラスト 3 日の試聴だけでした。今使っている DAC

より良い事だけはわかりました（笑） 

アップコンバートは面白い結果も出たりして楽しいですね。 

ダイレクトの DSD 再生が最後まで出来なくて残念でしたが楽しく試聴させて

いただきました。 

 

ちなみに、プリにフォノアンプを乗せると価格はいくらぐらいになるのでしょ

うか？ 

教えていただければ幸いです。 

 

今回は本当にありがとうございました。 
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● パワー、プリアンプ試聴感想 



AIT 専用パワー、専用プリを同時試聴された方の感想です。 

 

 

プリ、パワーアンプとも大変気に入りました。 

ヌケの良いしっかりした音で、空気感、繊細さがあり、パワーアンプだけと思

ってましたが、両方欲しくなりました。 

しかしながら、両方一度にとなると金銭的にも厳しいため、色々悩んでいると

ころです。 

プリ付パワーアンプ、DAC プリパワーアンプ一体型… 

今回、プリ、パワーアンプ貸し出してもらって良かったです。 

ありがとうございました。 
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● ES9038PRO_ ＤＡＣ購入後感想 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣ購入から８ヶ月程経過した方からお送り頂いた感想で

す。 

 

ES9038DAC を購入してから音楽を聴く時間がかなり増えました。 

女性ボーカルを聞くことが多いのですが高音部がどうしても音量調整しないと

聞けない事が多く音量を下げると低音に迫力が無くなり困っていました。 

ES9038DAC を使うようになりすべて解決しました。 

腹にずっしりと響く音が好きなのですが、本当に低音から高音まで良く伸びま

す。 

できれば、PCM のアップサンプリング機能もあったらどのように違うのか 

興味を持つところです。 
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● ES9038DAC の試聴感想 15 

 



 

ES9038DAC の試聴感想です。 

 

BR>デフォルト（AFPC,LPF FIRf1、JT OFF、Sy NBW、PCM→DSD1024）

設定の時の感想です。 

音場は高さは低めに定位するが、左右、前後には広く立体感があります。 

試聴記で良く評される解像度、音数も突出する程ではないが高い水準にありま

す。 

音質はニュートラル。現有機と比較すると、ある種の曲で聞かれるトロリとし

た甘い響きやデュプレのチェロの独特の響きは失われるが、（甘さや情感は、前

面には出さないが、ちゃんと陰影は感じさる）、代わりに全体にわたって極めて

自然な響きが得られます。 

コンサートへ行くとトゥッティでのフォルテシモでも決して煩くなく空間に音

が充満するが、この DAC はそういう鳴り方をします。 

 

そして、私を最も惹きつけたのは全周波数帯において時間軸が揃っていること。

まるでタイムドメインのシステムを聴いているようです。 

この時間軸のズレに私は敏感で CD が世の主流になって以来、ヴァイオリン協

奏曲などを聴くといつも違和感を感じていました。 

これまで、オーディオ的な解像度や音場感、音質とタイムドメインの両立は、

私には経済的に不可能な事と思っていましたが、AITLABO の DAC が初めて現

実的な解決策を提供してくれたと感じました。 

 

尚、設定の変更は色々試しましたが、私のシステムと聞く曲では上記ディフォ

ルトが一番良かったです。 
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● DAC 付き/プリ/パワー試聴感想 

 

DAC 付き/プリ/パワーの試聴感想です。 

 



低域については、制動が効いた弾力とキレのある音が新たに出るようになった。 
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● ES9038DAC の試聴感想 14 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

この方は ES9018S 機購入後 ES9018K2M 機に変更しています。 

 

やはり、予想に違わぬ素晴らしさで、感服致しました。 

AIT-DAC の音質・性能の素晴らしさは、これまでにも縷々申し述べて来た通り

で、 

今更繰り返す必要も無いわけですが、 

私の環境において、正直ここまで良くなっているとは本当に驚きました。 

 

定位・音像の確かさ、音場のリアリティ、パースペクティブの拡大、音数・音

色の豊富、 

これらが AIT-DAC の誇るべき特長と思っているわけですが、 

それらが ES9018 使用機よりも確実に２段階ほどは向上しているのには本当に

感嘆しました。 

私は過去、NBW 動作による音象・定位の向上を優先して、あえて 9018S 機か

ら 9018K2M 機に変更したわけですが、 

正直、引き換えに、ごくわずかな低域と音自体の厚みを手放したことも自覚し

ておりました。 

それが、この 9038PRO 搭載機では、全てが解決・更なる向上となっていたと

云うことです。 

 

本当に素晴らしかったです、有難うございました。 
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● AIT プリアンプの感想 

 

この方は ES9038PROＤＡＣを購入決定済みですがまだ納入していませんの

で、ES9018SＤＡＣ、AIT プリ、パワーの評価感想となります。 

 

すべて AIT のもので 

DAC プリアンプ入力１ パワーアンプ１へ 

全てバランス接続としました。  

 

真空管プリや光プリなどいくつかプリを使って 

ますが、すべてバランス構成のためなのか、 

アンバランスの他のシステムより S/N が優れて 

おり、一聴して上だとわかりました。 

やはり噂に違わぬ優れたプリアンプだと思いました。 
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● ES9038DAC の試聴感想 13 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣを購入され、音質対策を施した後の感想です。 

この対策は 2017/1 月以降購入機には全て対応しております。 

未対応機所有者様にはPCM=>DSD1024更新を含めて無償で実施しております

ので問い合わせて下さい。 

 

昨日 DAC が戻りまして、電源を入れた直後は音量が下がったのかと思うくらい

眠たい音だったのですが、今日になってからは早く改修を依頼するべきだった

と後悔する程の音が出ております。 

以前の状態でも音に関しては私の聴いた範囲では過去最高でしたので、伸び代

が残っているのか疑問でしたが、確かに以前よりもさらに音の分離が良くなり、

それぞれの音の存在感が増しています。 

 

以前より音量を下げてもニュアンスがはっきりと聴き取れるので耳が良くなっ



たかのような感覚です。 

基板を見ても特に変化は感じませんが、音の変化は初めて AIT 機を試聴した時

の感覚を思い出す程で本当に驚きました。 

 

 

是非これからも音響機器の開発を続けていって頂きたいと強く願っておりま

す。 

本当にありがとうございます。 
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● ES9038DAC の試聴感想 12 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣ購入者様の着荷第一報です。 

この方はオークションで AITDAC を購入しこれを基板差し替えで注文頂きま
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● ES9038DAC の試聴感想 11 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

この方は ES9018S 機、AIT プリ、AIT パワーアンプを所有しております。 

 

１．ES9018S と ES9038PRO と の比較 

試聴 CD 曲：MARI KUMAMOTO J.S BACH ピアノ 

PCM→DSD 変換は OFF 

18S に比べて 38PRO は音に 

安定感があり、美しい音色に感じます、特に倍音を含んでいる音がきれい です。 

倍音の位相が揃っているのでしょうか。（勝手な想像です） 



気になっていた音のアタック時の棘が少なくなっていきます。 

 

 

 

あ まり参考にはなりませんが、妻に聞かせたところありきたりの言い方です

が、 

オーケストラのそれぞれの楽器がまるで目の前で演奏されているかのような 

素晴らしい音に心を奪われました。 
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● ES9038DAC の試聴感想 10 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣを試聴された方の感想です。 

 

繊細でバランスが大変素晴らしく、音ではなくて音楽を聴く、と言われる意味

を体感させていただきました。 
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● ES9038DAC の試聴感想 9 

 



が、NBW でジッタ抑圧モードを APC にした時のみ全くの別次元でした。 

これまで僅かに不満であったアタックのキツさが解消され、 

ほぼ完全に CD 再生の不満が無くなったと思います。 

低音は沈みこみかつ弾力があり、ES9038PRO DAC の設定はこれが正解と確信

しております。 

PCM→DSD 変換は ES9018S の時はあまり魅力を感じませんでしたが、 

DSD1024 は副作用が少なく音圧感が得られ、再生するソフトによっては有効か

と思いました。 

ただ DSD 変換モードを使うとフィルタ設定がリセットされてしまうので 

これが無くなると更に使いやすくなると思いました。 
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● ES9038DAC の試聴感想 8 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

 

9038dac、いま使っている 9018dac より一段上の音楽を聞くことができました。 

音の広がりは、高域から低域まで素晴らしく、音像がしっかりしていて、 

あたかも目の前で演奏してるかのようです。 

普段聴く音楽が、ジャズの ECM レーベルが多いので、ミュージシャン同士の

インプロが手に取るよう聴き取れます。 

リアルタイムでの 1024DSD 変換は素晴らしいです。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 6 



AIT から 9038pro 使用の DAC が発売された。 

 

9018S を使っている身としては目の上のたんこぶというか、気になるけど 

 

そんなに変わらないだろう、とずっと自分に言い聞かせていた。 

 

ところが、親しいオーディオ仲間が二人（一人は K2M）とも 9018 から 9038

に鞍替えし、9018 を聞かなくなっている状況を目の当たりにし、これはもう買

うしかないと毎日呪文のように繰り返していたら、結局注文してしまった。 

 

 

人間勝手なもので、いざ買ったのだから、前の機器（9018）よりも明確な差が

あって欲しいと願いながら試聴した。 

 

その願いは杞憂に終わったと言わざるを得ない。 

 

つまり 9018 との差が想像以上にあったのだ！ 

 

 

まず、圧倒的な静寂感だ。背景が黒くなる等と表現するのが今風のレビューに 

 

なるのか、ともかく無響室に居るのかと思うくらい音の間に静寂が訪れるのだ。 

 

この静寂は副作用をもたらす。そう、ローレベルの再現性に圧倒的な効果を発

揮する。 

 

バイオリンの弱音の消え入るような響き、シンバルのとてつもない残響音の長

さ、音の表現がまるで違って聞こえる。 

 

そして前後の情報や奥行きも 9018 と大いに違う部分だ。ホログラフィックな音

像がスピーカ中央や周辺に出現し、前後左右広大な音場がまるで球体のように

眼前に広がるのである。こんな音はかつて聞いたことが無い！ 

 

一瞬、左右の位相を間違えたのかと思うぐらいだ。 

 



これほどハイレベルな進化を遂げているのに更に嬉しい誤算？があった。 

 

音色がすこぶる良いのである。中低域にエネルギーバランスの中心が備わって

おり、これ見よがしな高域の伸びは感じられない。実に自然でウォームな帯域

バランスなのである。 

 

以上はDSD1024モードだが、PCMモードでも上記の感想はそこまで変わらず、 

 

もう少しストレートな感触になる。好みで使い分けるのが良いのかもしれない。 

 

9018 を使っていて、9038 の出現で迷っている方が居たら是非こう言いたい。 

 

迷っている場合じゃないです、と。 

 

 

 

 

2017/03/24 PM 09:37:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● ステレオパワー試聴感想 

 

AIT ステレオパワーアンプの試聴感想です。 

 

SP：ATC SCM１００ 

PRE：LINN akurate kontrol/k 



音場に関しては広くはないものの、SP の間に正確に展開するようで 

クラシック音楽を聞く際には、このパワーアンプの美点が顕になるようです。 

発熱は現在使用中のアンプに比べると大したことはありません（ほのかに温か

い程度） 

使用中クリップすることなく日常的な音量では十分なパワーです。 

 

 

大変コストパフォーマンスに優れたアンプだと感じました。 
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● ES9038DAC の試聴感想 7 

 

ES9038PRO 使用 DAC の試聴感想です。 

 

ESS9038PRO の感想としましては、 

9018S よりさらに音が前面にでてきて、低音の力強さも増しており 

かつ、滑らかな印象です。有難うございました。 
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● ES9038PRO 試聴感想 

 

掲題の試聴報告と AIT ステレオパワーの感想です。 

 

Ｓ機のときも感動しましたが、ES9038PROＤＡＣは、さらに大きな改善を感じ

ました。解像度が上がり、音場も広がりました。また、バイオリンやピアノの

音色がさらに美しくなりました。 



 

パワーアンプ： 

試聴させていただきありがとうございました。 

こちらも、以前聞いたバージョンからだいぶ変わったと感じました。 

具体的には、解像度と静寂感が向上していました。 
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● DSD1024 の感想 2 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣを DSD1024 に更新した方の感想です。 

当初バグがあり十分な音質になっていませんでしたが修正した後の評価です。 

尚、DSD1024 への更新及び改修は暫くの間無償にしております。 

 

 

DAC 改良して頂いてから１０日程経過しました。 



た。 

 

正直、「一体何をしたのだろう？？」 と言う感じです。 

 

とにかく、嬉しい大きな進化です。 
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● DSD1024 の感想 

 

先日お知らせしました PCM=>DSD1024 変換の感想です。 

 

 

最初に音を出した瞬間から、驚きました。 

余分な付帯音がそぎ落とされた感じで、音像は小さく、音がこの上なく滑らか



ES9038PRO というチップは 1024 で本当の実力を発揮するというか、その為に

作られたのでは・・・ 

と思ってしまいました。 

 

 

以下は AIT のコメント 

最近 DSD512/DSD1024 対応と記載されている記事を散見します。 

DSD 信 号 は DSD64/128/256 の ま ま で SCK 周 波 数 の み

DSD512/1024(22.5792MHz/45.1584MHz)相当に変更して動作するかの様にあ

りますが、この場合特性は DSD64/128/256 となり DSD512/1024 ではありませ

ん。 

AIT の DSD512/1024 は 、 PCM(DSD) 入 力 を 512/1024 倍

(22.5792MHz/45.1584MHz)の ΔΣ 変調し DSD として出力しています。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想５ 



・解像度が増したにも関わらず、聴きやすく、芯のしっかりとした力強い音に

なり、相対的に ES9018S が、線が細く、神経質に感じられます。 

・音の出方が、非常にスムーズで滑らかになった。 

・PCM-DSD 変換については、DSD 変換した方が明るく感じれられますが、PCM

のすっきり感も捨てがたくソースや好み次第だと思います。 

 

こう書いてしまうと、面白くもなんとも無い感想ですが、現状のシステム全体

としての感想は次のとおりです。 

 

 一聴すると、チョットおとなしくなった感じがしたのですが、それは、歪や

ノイズが激減し、刺激的な音が出なくなった為で、非常に解像度が高いにも関

わらず、 

音の肌触りが、とても滑らかで、神経質になりがちなバイオリンの高域なども、

破たんする事無く、最後まで綺麗に伸び切り、感動的です。 

  

 また、定位感も格段に向上し、ひとつひとつの音像が手に取る様に解り、且

つ、力強くて切れの有る低音の出方が素晴らしく、音の厚みがハンパでは無い。 

残響音の響きが良くなり、音数が多く幾重にも重なり合っていても、見事に再

生してくれる。音の見通しが良くなり、冬の澄み切った景色の様です。 

   

改造して頂いた、SACD プレーヤーからの DSD 再生などは、マスターが違う

のかな？と思うほどの激変です。今まで、少しきつく感じられた箇所なども、 

非常に綺麗に再生される様になり、気持ちよく音楽に浸れる。 

 

ES9018S を初めて聞いた時は、これで DAC は OK!と思いましたが、数年の年

月が流れ、9038PRO となり、改めて技術の進歩を実感しました。 

そして、ここに来て初めて、CD のフォーマットを、真にきちんと再生出来る

DAC に出会った気がします。 

改めて、角田さんの技術力には敬服致しました。 

 

一般的に、良くも悪くも『アナログ的な音』、『デジタル的な音』などと表現さ

れていますが、AIT のシステムで聴く音に対しては、アナログとかデジタルと

かの括りによる表現は、 

もはや存在しない気がします。 

 



只々、『有りのままの音楽』がそこに有る気がします。 
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● ES9038DAC の試聴感想 6 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

 

試聴した感想としては、最初から皆さんの言われるベールの剥がれたという言

葉の意味がわかります。 

 

個人の印象では低域から中域の音を非常に分厚く感じました。 



ちなみに私はスーパーウーハー用のプロセッサーのケーブルを流用しました。

つまり上記の「低域から…分厚い」という感想はスーパーウーハー無しでの感

想です。 

 

それくらい、力強いです。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 4 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの購入者様の感想です。 

この方は AIT ＤＡＣ(２機種)、プリ、パワー（BiAMP 使用）を購入されてい
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● 試聴機貸し出し 

 

現在 ES9038PRO 使用ＤＡＣ試聴機は比較的待ち時間が少なく貸し出しできま

す。 

また AIT プリアンプ、パワーアンプ等も用意しておりますのでホームページか

らメールにて申し込み下さい。 

往復の送料（送付時着払い、返送時元払い）のみの負担で１週間程度貸し出し

しております。 
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● ES9038DAC の試聴感想５ 

 

ES9038PRO 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

 

現在使用中の AITDAC-ES9018S との比較試聴になります。（ヘッドホン環境） 

最初に結論から書きますと、ES9018S から確実に音質は向上しています。 



てこれはこれでありかなとは思いましたが、音響特性的には無変換の PCM の

方が優れていると ES9018S の頃から思ってたりします。 

当方は現所有機の ES9018S では今は無変換でしか使っておりません。 

 

※試聴機器※ 

 

ヘッドホン：ベイヤーT1-1st(バランス改造)、HiFiMAN HE1000 

CD プレイヤー：Simaudio MOON Neo 280D 

DAC：AIT ES9018S（所有機）、ES9038PRO（試聴機） 

ヘッドホンアンプ：Simaudio MOON Neo 430HA 
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● ES9038DAC の試聴感想４ 

 



 

電源が強化された影響か、重低音の迫力が増しました。 

 

サンサーンス交響曲第 3 番「オルガン付き」では、 

 

9018S DAC ではうまく再現出来ていなかったオルガンの重低音が聴き取れま

す。 

 

 

すぐにでも基板をアップグレードしたいところですが 

 

高価なものですので、来年以降で考えたいと思います。 

 

9018S DAC も十分クオリティの高い音がしますので。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 3 



ァイオリンの音色がリアルに再生されるようになりました。 

④音像に奥行が感じられるようになりました。聴くソフトによって違いますが、

今までと比較して音場の見通しがよく奥行感が増し、より立体的に再生される

ようになりました。 

 

・Sync/Async の差についてですが、我が家の再生システムにおいては、ポップ

ス音楽等については Sync の設定の方がスッキリと再生されて好ましく思え、ク

ラシック音楽の弦の響き等は Async の方が滑らかに再生されて好ましく思えま

した。 

 

・ ⇒PCM DSD 変換については、PCM のままでも十分に良い音で再生されてお

り、DSD 変換の方が滑らかに再生されるものの、好みの問題であると感じまし

た。 

 

・リモコン付のものを購入したのですが、非常に便利であり購入される方には

リモコン付をおすすめします。 

 

このＤＡＣを導入して一番驚いたことは音像の奥行感・立体感が出たことでし

た。繊細な音と高解像度も気に入りました。バーンインがこれから進んでいけ

ば更に音質の向上が見込めるのではと期待しています。 
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● ES9038DAC の試聴感想３ 



 

最初ボーカル曲をいくつか聴いてみると、あまり違いが分からなかったのです

が、 

「モーツアルト K218」、ムターのバイオリンで聴いてみると、実にみずみず

しい音で細部まで聴こえます。 

  そこで、次々にクラシックのアルバムを聴いてみましたが、今までに比べ

て、特に細かい低音が良く聴こえるようになり、生演奏の雰囲気が増します。

音のバランスも下がって聴こえます。  

 

 ボーカル曲を少し大きな音で聴いてみると、今まで聴こえなかった表情や環

境音まで聴こえることが分かりました。 

JAZZ 演奏物でも、細かい音がより良く聴こえ小さな音量でも楽しめます。 

 

 ES9018 DAC に戻すと、線が細くなり、高域が少しうるさい感じになりま

す。 

 

 ES9038PRO DAC を使うと CD の音源が、ハイレゾに近づくような効果が

有るようです。 

 次にリモコンでボリューム調整を行ってみましたが、細かな調整も出来、な

かなか便利です。 

 

 ES9018 DAC を購入して、まだ３年ですが、技術の進歩と音の進化に驚い

ていま 

す。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 ２続報 



以前は、音を聞いていたように思いますが、 AIT DAC 導入により、音楽を聴

くことに集中できるようになったと思います。 

ジャズやフュージョンでは、その曲の躍動感に 

感動し、自然に体が動きます。大満足しています。 

 

「DSD を直接入力時Ｌ／Ｒが入れ替わっていた様ですので、DIPSW 操作で正

常にした後の評価です（AIT 追記）」 

 

ここまで来ますと、 PCM の音は、明るさ、シャープさがありますが、 DSD

ではより滑らかで落ち着いた音で、シャープさは若干落ちるものの、低域の量

感、躍動感とのバランスが良くアナログのような音になりますね。 

もちろん、PCM のままでも十分満足できるレベルで、 AITDAC の実力の高さ

がうかがわれます。また、 PCM を DSD 変換すれば、まさに DSD の音にな

り、私にははっきりとは区別がつきません。 

とにかく、どんなデータでも音楽を聴く楽しさ、感動を感じられます。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 ２ 

 



くなり、音楽そのものを楽しめ、かつ、演奏者のテクニックや各楽器のアンサ

ンブルの綺麗さも楽しめるようになりました。 

 

 

とにかく、圧倒的な音質、解像度の向上で、他の方の試聴結果からある程度予

想はしていましたが、それ以上で驚いています。 

しかし、まだ、トータル通電時間は 30 時間程度ですから、数日後にはどこまで

更なる向上があるのか楽しみです。 

コストパフォーマンスに圧倒的に優れた DAC であることは間違いなく、超高

額の DAC も多くなってきている中、 角田さんの設計、開発能力に感謝すると

ともに、AIT DAC が世の中に広まっていって欲しいと思います。 

試聴せずにもかかわらず購入決断したこと、まったく正解でした。 
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● ES9038DAC の試聴感想２ 



ソースの LP から取り切れないヒスノイズがかなり抑制され、ピアノの輪郭が

はっきりしました。これは音楽が楽しく聞けるどうかにかかわる非常に重要な

変化です。 

他にもチュードアのヴァリエーション 2 のようなピアノフィードバック装置を

コンタクマイクで取ったリアライゼーションはその暴力的なノイズの迫力、単

音のマテリアルの造形美などを十分に鑑賞させます。 

この時点で ES9018 DAC より買い換える方向は決定的となりました。 

海童道祖のフィールド音源も素晴らしいものでした。 

 

道祖の吹定前に聞こえる換気扇の位置が右斜上の方向にしっかり定位しまし

た。 

法具をして実践する修行の一貫から到達された前衛哲理の世界観はオーディオ

として冷静に鑑賞するよりも、哲理実践の深浅をうかがう作用を確かめること

に重点が置かれていました。 

しかし、この DAC では道祖の吹上が美しく聞こえてしまう現象を体験しまし

た。 

前衛哲理の世界では「音を切る」という境地があり、音を聴かせぬことが親切

となる場合が多くなるの常です。 

その意味でこの DAC は道祖の吹上でさえ鑑賞できてしまう稀有なものと感じ

ました。 
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● フォノイコライザーの感想 



 

な音を想像するに違いない。 

 

アナログオーディオを極めようとしているのに、結果としてデジタルな音に近

づけていることに矛盾を感じるが、デジタルオーディオの世界では、相変わら

ずアナログな音（滑らかさ）に近づけようと躍起になっている。両者は永遠に

交わることは無いが、互いに意識し続ける存在なんだなと思う。 

 

 

さて、今回 AIT から単体のフォノイコライザーが出来たとの知らせを受け、自

宅試聴をさせて貰える 

 

機会を得た。 

 

筐体はいつも通りの通称 AIT サイズ。液晶パネルは無く、代わりに LED が付

く。左右二個のスイッチは左がバッテリーチャージスイッチで右がアンプ動作

スイッチである。 

 

そう、このフォノイコライザーはバッテリー動作が可能なのだ。 

 

バッテリー動作時間は約 3 時間程だが、チャージしながら AC 駆動することも

可能。チャージ中は LED が赤く点灯、バッテリー動作中は LED が青く点灯す

る。 

 

基板のディップピンでインピーダンスやゲインの調整が可能だ。 

 

回路構成はフルバランスなのでフォノケーブルの改造や専用品が必要。尚、出

力はアンバランスも備えてあるので様々なプリアンプに対応出来る所は嬉し

い。 

 

 

自分のアナログシステムだが、デノンの DD ドライブターンテーブルとオーデ

ィオテクニカの MC カートリッジという極々オーソドックスな布陣だ。 

 

フォノケーブルは専用に用意し本機に接続、これにアンバランス出力でプリア



ンプに送り込む。 

 

勿論きっちりチャージしたのでバッテリー動作である。 

 

さて、、、、 

 

  

 

一聴して耳を疑った、、、その音は AIT の DAC に恐ろしく似ているのだ！ 

 

レコードの溝の複雑な山谷を針でトレースして紡ぎだすまごうことなきアナロ

グ音が常用している AIT9018S の音とそっくりなのだ。 

 

これは一体どうしたモノだろう、恐ろしく静寂なバックに突如として浮かび上

がる音像、広大な音場の中で縦横無尽に動き回る楽器達、、、、 

 

まさに前述した CD みたいな音、いやそれ以上と言える。 

 

デジタルのハイフィディリティにアナログの安心感のようなモノが備わったと

いうか、とにかく 

 

今までの常識では考えられないアナログサウンドである。 

 

次世代アナログとでも言っておこうか。 

 

これはバランス出力にしても変わらず、アナログシステムからのフルバランス

の恩恵が得られる。 

 

特筆すべきは S/N の高さである。アナログなんだから物理的に 80ｄB もいかな

い筈なのに、聴感上は 

 

120ｄB くらいありそうなのだ。 

 

こんなフォノイコライザーは今まで聞いたことが無い。 

 



レビンソンのテフロン基板使用の高級機や国産の物量投入の高級機等を使って

きたが、ここまでの 

 

凄みを出してくるフォノイコライザーは無かった。 

 

間違いなく現在購入出来るフォノイコライザーの中では最高の性能を持った機

種の一つと言えるだろう。 
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≪ 前の 30 件｜ 次の 30 件 ≪ 

 

 

● ES9038DAC の試聴感想 

 

 



Ｎ１Ａ→ＬＡＮ→ＮＡ８００５→ＡＩＴ ＤＡＣ 

①マランツっぽい音になる。当然ＮＡ８００５よりグレードは上がる。 

②女性ボーカルちょっとだけ色気出る。 

 

ケーブル等々の問題がありますがＵＳＢ接続の方が生っぽい感じがしていい音

でした。 

 

全体的に非常に魅力的な音でした。特に大編成の曲はものすごく見晴らしが良

かったです。 

大変貴重な経験をさせて頂きありがとうございました。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想続編 



チェロが艶めかしく鳴るようにバランスを取ると、バイオリンが得てして耳に

付く様になりがちなんですが、この DAC ではそれがなくどちらも絶妙な鳴り方

になります。所謂高域をロールオフさせてバランスを取る必要が無い。高域は

何処までも抜け切って伸びているのですがこれが馥郁たる響きを持って鳴るの

です。 

録音して CD に入れた時点ではこの音が入っているので再生する側で細工する

必要が無い。 

このポイントだけでもこの DAC の存在価値があると言えます。 

これが 9038PROチップのお陰なのかAIT DACの技術なのかは未だ私には判り

ません。後続の他社製の DAC が今後出て来た時の比較が興味深いです。 

この DAC はデルタシグマ型の欠点と云われたものは解消しているのではない

かと思います。 

 

ES9018S の時から云われていた解像度が高いと言う事についてですが、

9038PRO では更に分解能が上がって各楽器の鳴っている音が明瞭になります。 

言葉面で分解能が高いと聞くとモニター調で味気ないどうたらとか、音楽性が

こうたらという一知半解の言説が連想され勝ちなんですが、実際にこの DAC で

起こっている現象はこういう連想と全く逆なんですね。 

ブランデンブルクの 6 番は私の好きな曲で何百回聴いたか判りませんが、

CaffeZimmermann の演奏ではヴィオラとヴィオラ・ダ・ガンバ 2 台が通奏低

音をバックに主題を繰り返しながら追いかけっこしていくのですが、左からの

ヴィオラの響きと右からのヴィオラ・ダ・ガンバの響きが空間に於いてアンサ

ンブルを形成し渾然一体となって得も言われぬ響きで空間を満たすのです。 

ヴィオラも素晴らしいのですが、この漂うようなヴィオラ・ダ・ガンバの柔ら

かい響きはこの DAC で聴くと幸福感に包まれます。 

 

脈略無く次のテーマに行きます。 

エージングに関してです。最初エージング時間と共に変わる変化量は今迄の経

験から予想するより余り大きいものでは無かったです。 

しかし 150 時間経った今の時点で最初の鳴り方と較べると、矢張り歴然と激し

く変わりました。何が違うかというと感動のレベルが違います。 

今の時点では 50 年前に録音された音楽ソースを聴いてもその美しさに、響きの

深さに心がのめり込んでいきます。 

 

私が 1 週間前までに使っていた 9018SDAC は NoBandWidth でも再生可能で 

（24 秒に 1 回スクラッチノイズが入りますが^^）、それで Lowest と NBW を



（24 秒に 1 回スクラッチノイズが入りますが^^）、それで Lowest と NBW を

比較すると、その差は凄まじく有って 9038PRO の NBW に多大の期待を持っ

て待機していたのですが、9038PRO で今回 Sync（NBW）と Async（Lowest）

を比較すると Syncモードの音が随分と良くなっていて Sync/Async の差は予想

した程大きくないですね。と言うより端的に言って差は非常に小さい。 

しかしながら矢っ張り違いはあります。 

編成の小さな曲を普通の音量で聴いている限り Async の方がむしろ高域のしゃ

くれた感じがあったり、全体に美しい響きがあって聴いてて楽しいと感じます。 

しかし、編成の大きな曲や 4,50 年ぐらい前に録音された古い音源を音量を上げ

て聴くと Sync の方が中低域から低域に掛けての良質な下支え感があって無駄

な響きも付加されずこちらの方がまともだと思えます。Async の方は歪み感に

よって味付がされて（結果として）響きが載って良い音に感じるという事のよ

うに思えます。 

でもこれは聴く音楽のジャンルや好みもあって好きな方を選択する話に帰着す

るのでしょう。 

 

DSD 変換機能とかありますが、必要ないです。44.1k/16bit で何の不足もない

です。 

 

私の 9018SDAC は 1 週間前までは最強であるという自信があったのですが、過

去1年に亘って常時通電の火を守ってきたCLKも落として電源群も全部外して

外してしまいました。 

AIT 9038PRO DAC のみ常時通電状態にしました。 

 

最後に感想ではなく事実経緯に関して書き残しておきたいと思います。 

私の機体では最初、Async=Lowest モード時は曲間でミュートが 1 秒弱問答無

用で掛かり従ってトラック間移動の時間がそれ以下の場合頭欠けが起きたので

すが、その後これはソフトのバグと分かり修正((従来は 0.7 秒=>fs 変化で 0.2

秒,その他切り換え max0.3 秒になります）)して今はこの問題は解決しました。

ネットで取りざたされている事もあり「頭欠けは無いですよ。」と言うことをこ

の際念を押して起きます。 

 

ES9018S をきっかけに DAC 環境は可成り変わりましたが、更に 5 年経過して

今 ES9038PRO の出現で又歯車が廻ったと思います。 

嘘か誠か知りませんが、旭化成の新 DAC チップも良いと言う評判があるような

ので、仮に本当だとしてガチで競争が発生すれば明るい展望が開けるかもしれ



ので、仮に本当だとしてガチで競争が発生すれば明るい展望が開けるかもしれ

ません。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 購入後感想 

 



れた部分の寄与が相当効いているようです。この感想文の最初の方で書いた〈ト

ラブル〉というのはオリジナルから私の場合若干変更してアースの落とし方を

するのですが、この部分をミスってその結果、最初の音出しでは『？試作機と

大して変わらないな』という感想を持ったのですが暫くしてその配線ミスに気

付いて修正した結果、椅子から転げ落ちるような音が出て来たのです。そのミ

スをすると回路機能的には大雑把な話 IV 回路は試作機に近い形になるので成

る程と納得した次第。 

 

 

NBW とか DSD 変換とか音量変化とか面白い話に色々気付きましたが、詳細な

感想は改めて 100 時間又は 200 時間当たりで書こうと思います。 

もし今の段階で AIT のこの DAC を購入しようという方がおられるなら、ぜひ

とも『リモコン付き』のオプションにした方が良いですよ、ということを取り

あえず言っておきます。色々便利です。 

 

 

この DAC の素晴らしい内容にふさわしい外観を、と言うことで AIT 支給のタ

カチ謹製ケースに外装を施したので参考に添付します。シャンパンゴールドで

仕上げてみました。デジカメがしょぼく、室内撮影なので色温度が若干低めで

すが現物と色は略同じに出て居ます。機械強度的には変わらないですけどね

^^;; 取りあえず音出し優先という事でディスプレイ部にはスモークのアクリ

ルパネルが入ったり、リモコン受光部 LED やパワーインジケータ用の LED が

未実装（写真は後日掲載します AIT）ではあります。 

 

 

最後になって書き忘れていた部分を追加しておきます。トラポとは SPDIF の同

軸接続、ケーブル等は取りあえずそこいらにあった安物の既製品。さりげなく

100V のコンセントを差し込んだだけと言う状態での結果です。 
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● パワーアンプ試聴報告１５ 



AIT stereo パワーとプリを同時に試聴された方の感想です。 

試聴後パワーアンプを購入頂きました。 

感想を以下に転載します（）内は AIT のコメントです。 

 

DAC に D-07X、アンプにアキュフェーズの E460、スピーカーに B&W CM9

を使用している者です。音質向上のために、セパレート化、バイアンプ化を考

えておりましたが、リビングのラックに十分なスペースがありません。そこで

今回、薄型だが音が良いというネット上の評判が気になり、AIT のプリアンプ、

ステレオパワーアンプを試聴させていただきました。 

 

 

１．AIT プリアンプ＋E460 パワー部 

 E460 の PRE IN はアンバランス接続になります。E460 プリメイン使用時に

比べて、明らかに音が明瞭に聞こえるようになりました。 

 

 

２．D-07X＋E460 パワー部 直結 

 １とほぼ同じです。DAC でのボリュームは音質劣化があるとも言われている

ようですが、D-07X の場合は 32bit 処理のせいかそれを感じません。(処理が

32bit でも DA 変換実力は 20bit 程度ですのでこれはありません）逆に、直結と

比較しても音に劣化が感じられない AIT プリアンプは優秀と思いました。 

 

 

３．D-07X＋AIT パワーアンプ直結 

 １，２に比べて、さらに音の鮮度、生々しさが増したように感じます。残響

も美しい。２と３を交互に聴き比べようと思ったのですが、明らかに良かった

ので、ずっとそのまま聴いてしまいました。ベートーヴェンの交響曲第２番の

第３楽章冒頭、交響曲第３番の４楽章冒頭など、オケがトゥッティで鳴るとこ

ろが混濁せず、ティンパニも歯切れよく聴こえて好ましいです（アーノンクー

ル/ヨーロッパ室内管の演奏で聴いています）。 

 

 

 また、アルバン・ベルクによるベートーヴェンの弦楽四重奏を聴いていても、

強奏部が耳障りになりません。例えばラズモフスキー第１番の第２楽章。E460

で聴いている時には、音量を上げると弦の音がトゲを持ったように感じられて

心地よくなかったのですが、AIT のパワーアンプではそのようなことはなく、



心地よくなかったのですが、AIT のパワーアンプではそのようなことはなく、

心地よく聴けました。心地よく味付けしているのではなく、自然に生々しく心

地よいのです。こういう音を、歪のない音というのでしょうか。 

 

 

 AIT のステレオパワーアンプの購入を決意いたしました。今回お貸しいただ

いたステレオパワーアンプは、最新の音質改善策が入っていないものと伺って

います。いったいどんな音を聴かせてくれるのか、今から大変楽しみです。 
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● パワーアンプ試聴報告１４ 



 

 

今回の ver2(OPA 型 remote 付き)はレギュレータの精度を更に上げるため、

MOSFET をドライブする段を Tr から OP アンプに変更し、リモートセンシン

グが追加されました。 

ver2 になっての音の変化の傾向は ver1 と全く同じですがその量的変化量がと

ても大きい。 

ver1 の時の音の密度が更にムヮーと 2 倍ぐらいに増えます。音楽ソースに同期

して電源/GND にノイズが乗って高域成分が潰れて再生されていなかったとこ

ろが、今回ノイズが>なくなったためにちゃんと再生出来るようになり空気感と

か響きの部分が音として鳴るようになったのだと思われます。 

例えば弦楽四重奏を聴いた時センターのチェロと右側のビオラの間隔が 2m 位

に今迄感じていたものが、その間隔の隙間に空気が埋まって間隔が 1m 位に小

さくなりその分奥行き感が出て音の密度が上がった分、音の厚みが出てくる感

じ。 

直感として納得出来る変化の仕方なのです。 

 

 

歪み感に関しても明らかに減っていて ver1では 2時ぐらいのボリューム位置ま

で上げるとさすがに歪み感が感じられ、それ以上は滅多に音量上げませんでし

たが、2 時の位置は標準の位置になりました。 

もっと具体的に分かる別のケースを挙げます。Cafe Zimmermann の演奏でド

ンキホーテというオペラコミックの曲が出ていますが、この曲はメゾソプラノ

の歌手が大きな声でシャウトするところが数カ所あって、そこで今迄音が割れ

ていたのですがこれが破綻しなくなりました。 

 

音が割れたとしてもそう言うものだと思っていればたいした問題ではないので

すが、今迄破綻していたものが破綻しなくなるというのは不安要素が一つ消滅

したと言うことなので精神衛生上は矢張り影響あります。 

パルス追従性能が上がったという証左です。 
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● ES9038PRO 使用 DAC 感想 



 

先日 ES9038PRO 使用 DAC を試聴頂きその感想が届きました。 

ES9018S 基板を改造して ES9038PRO を搭載しておりますが、現在新規に基板

を開発しております。 

 

以下が感想です。 

9018 から切り替えて音だしした瞬間から、その音の純度と細やかさに驚きまし

た。 

細かく観察すると、大きな変化点は３つります。 

 

一つは、中域の付帯音が減り膨らみが 9018 に比べ抑えられて、スッキリとした

音色に変化したこと 

これは DAC アナログ出力の高周波が大幅に減っている、その影響もあるんでし

ょうか？ 

 

二つ目は、解像感と SN の向上。 

リモートセンシングにパワーをしたときも感じた変化に似ていますが、分解能

が上がり情報の粒がぎゅっと小さくなり、圧倒的に繊細になりました。何も音

がしない瞬間と、暗騒音がある瞬間の描き分けが更に素晴らしくなりました。 

 

そして３つ目は、音の立ち上がりとたち下がりの鋭敏さです。 

立ち上がりたち下がりが鋭くなり、非常に歯切れよくなります。 

特に低音の変化が顕著で、立ち上がる低音の力感が力強く、なおかつ波形が崩

れずに再現されるような輪郭のスッキリ感があります。 

 

また先程の SN の良さにも関係しますが、なにも音がない時と打楽器の立ち上

がった瞬間とのダイナミックコントラストが素晴らしく、まるでアンプの駆動

力が倍増したかのような鳴りっぷりでした。9038 は、DAC の出力電流が 9018

に比べ何倍かになっているということでしたが、この変化はその点も関係して

るんでしょうか？ 

アンプに注ぎ込まれる DAC 出力の低音の成分がエネルギーに満ちており、素晴

らしい躍動感でした。 

 

ソースとしてはボーカルやクラシックはスピーカーを変えたような奥行感と静

かな鳴りに感動しっぱなしで、唯一ロックだけは少し大人しい、音像がスッキ

リとしすぎて勢いが減ってしまっていましたが、素晴らしい音に感激しました。 



リとしすぎて勢いが減ってしまっていましたが、素晴らしい音に感激しました。 

 

 

 

尚、この内容は以下の URL に詳しく記載されていますので参考にして下さい。

http://blog.livedoor.jp/johnny_trio_lsr/archives/2092437.html 
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● ES9038PRO 使用 DAC の評価第一報 

 

ES9038PRO 使用 DAC 試作機の評価が届きました。 

 

通電時間が殆ど無いにも拘わらず、ES9018S/K2M 機の音質を超えているよう

です。(同時に３機種を比較しています） 

 

高域が柔らかく、透明感があり、ゆとりがある印象でさらに高級機にふさわし

い音質の様です。 
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● パワーアンプ試聴報告１２ 



 

環境としては、スピーカーに 805sd、dac,プリアンプは AIT 製を使用。パワー

アンプの比較としては、 

①L-550AX 

②AIT ステレオアンプ 1 台 

③AIT ステレオアンプ 2 台(左右別バイアンプ) 

すべて電流駆動で比較しています。 

 

 

まず、①と②の比較ですが、出力は同じ 20W8Ω はずですが、高域、低域の伸び

が大分②の方が全然良い印象でした。 

しかし③は圧倒的で、①や②は霞んでしまいました。③は高域、低域の伸びだけ

でなく、中心に音が集まり、重心が下がり、定位が大きく改善しました。 

 

以前、比較したことがあった同価格帯以上のプリメインアンプでこれほどまで、

音質を改善することはできなかったので、大変満足しています。 
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● 試聴感想１３０ 



音質について 

≪楽器が楽器らしい音で鳴り、生演奏を感じられます 

 楽しくなかった楽曲でも楽器の表情を楽しめるようになりました 

≪音楽を聞いていて眠気を誘われることが多くなったようです 

 生の演奏を聞いていてウトウトすることが有るのですが 

 それを再現しているのかもしれません 

≪艶のある高域でキラキラと言うよりはツルツルという印象です 

 それでいて耳につく音は一切出てきません 

≪引き締まった低域で膨らんでしまうことはありません 

 打楽器、弦楽器の表現が良いです 

≪分解能に非常に優れています 

 声、楽器の表現力が素晴らしいです 

≪購入後１週間たちました 

 ３時間、３日後とだんだん開いてきています 

 まだ試聴機ほどの高さ、表現が出ていませんが今後が楽しみでもあります 

 

 

機器について 

≪飾りっ気はありません 所有欲を満たすものではありませんが 

音質を気に入ってるせいでしょうか、レーシングマシンのような 

余分なものはいらない、ただポテンシャルを発揮するための外装を纏った 

機能美とも思えるようになってきました 

操作も電源を入れてトグルスイッチを上下に動かして設定するだけで 

後は音楽を楽しむだけです 
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● 試聴感想１２９ 



感銘を受けました。 

そのおかげか音数が多く重なるパートでも音が潰れたり混濁した塊にならず 

全ての音を見通しよく聞き取ることができ、以前はあまり好きではなかった音

源でも 

印象が随分と変わり楽しく聴けるようになったものが幾つか出てきました。 

 

 

またジャズのウッドベースの音の生々しさがとても印象的でした。 

普段使っている DAC では、漠然とベースが鳴っていることしか感じることがで

きないのに対し 

AIT の DAC では個々の楽器の音色の差や奏者の弦の弾き方の癖まで聞き取る

ことができます。 

音の切り際や余韻の残り方など、スピーカーは同じにも関わらず DAC だけでア

ーティキュレーションがここまで改善されるとは思っていませんでした。 

 

2016/05/30 PM 10:46:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● 試聴感想１２８ 



 

(4) 音質は柔らかいのですが，低域も十分な音が出ます。 

 

(5) 音の重心が低いにも係わらず音場感が一層増して細かい音が良く聞こえま

す。 

 

(6) DAC を変えた時にも感じたのですが音質の粒子が兎に角細分化されて様に

感じます。 

  又今回この Amp を導入して一層音質が「silky touch」に変わったのが感じ

られます。 

  長時間聴いていても聴き疲れが本当にありません。 

 

(7) 当方 DSD 再生には主に「SACD」を iso 化してそれを「scarletbook」とい

う soft で「DSD64 化」して聴いて 

  います。が Ait 製「DAC,Amp」は良くも悪くもこの SACD 化された音源

の善悪を顕在化させてくれます。 

  本当に素晴らしい機器構成だと今回改めて感じた次第です。 
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● 試聴感想１２７ 

 

４年前に当方ＤＡＣを購入された方の、mclk45M、DSD512 対応に更新後の感
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● 試聴感想１２６ 

 

ES9018K2M 使用ＤＡＣの感想です。 

この方は ES9018S 搭載ＤＡＣ機を購入済みで、DAC 基板のみを差し替えて試

聴しています。 

 

連休中に、友人宅でゆっくり試聴させていただきましたが、 

その高音質に全員感心しておりました。 

私個人としても、角田さんのお話の通り、 

今回の方がさらに良い音になっており（エージングによるものと思われる）、 

具体的には、NBW で、現使用中の ES9018S 機よりも一段と音のにじみがなく

なっており、 

音が磨かれ純度が上がった印象です。 

したがってピアノの響きの消え行くさまなど、実に見事です。 

またそれに伴い、当然、音像のリアリティ、演奏空間の再現性なども向上して

おり、 

一層迫真のプレイバックに唸るばかりです。 

ちょっと悔しいですが、K2M 機の方が優れていると、私は感じました。 
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● ＭＪ誌 

 

本日発売のＭＪ（無線と実験）誌 

2016/6 ES9018S  



興味のある方は御覧下さい。 
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● パワーアンプ試聴報告１１ 

 

AIT モノパワーアンプの試聴感想です。 

お送り頂いた２通をまとめて掲載します。 

 

１回目 

試聴機(モノパワー)の音のよさに驚きました。 

プリ同様に音の鮮度感が高く、また中音から高音域の 

SN と情報量、透明感は特筆モノでした。 

現在、私がつかっているアンプはかなり強力な電源部を 

もっており(1600VA のトロイダルトランス) さすがに 

余裕感みたいなところや低域の沈み込み具合はそちらに 

分がありそうですが、全体的には AIT アンプとくらべると、 

どこかもっさり感があり、総合的には音楽の躍動感で 

AIT アンプがはっきり勝ると感じました。 

 

２回目 

アンプとＤＡＣをご返却して、手持ちのアンプに戻して 

セッティングも見直してかなりいい感じで鳴ってはいるものの 

ＡＩＴアンプの自然でさりげない切れ味の鋭さにはおよばす、 

どうやらＡＩＴアンプは私が一番大切にしたいところをズバリ 

ついているようです。 

これは買い換えるしかないと改めて確信しました。 
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● パワーアンプ試聴報告１０ 

 

前掲載の方の AIT STEREO POWER 試聴報告です。 

 

先日 DAC をアップグレードした為今までと若干帯域バランスが違うようで最

適なスピーカー位置を探すのに少し苦労しましたが 

一言で言うと素晴らしいアンプだと思います。 

また改めてバージョンアップの DAC の凄さを感じました。 

 

 

この価格帯でこの音が手に入るのは DAC 同様本当に価値があると感じます。 

下から上まで全く自然な誇張感のない落ち着いた優しい音でオーディオ的な解

像度や分離といった領域は完全に超えており、結果として音楽そのものに没頭

でき、指揮者や演奏者が意図したものを感じ取る事ができると思いました。 

 

 

音質については最高点と思います。個人的には文句をつけるところはありませ

ん。 

分離された音が再度ハーモニーとなり音が幾重にも重なるクラッシックはホー

ルの音にまた確実に大きく近づきました。 

素晴らしく手に取るように生々しいジャズ、歌い手の微妙な声の変化も余さず

伝えてくれるボーカル等々、 

ここまで表現できるのか！といった印象です。 

 

 

残念だったのは個人的にはパワーが足りずスピーカーを駆動しきっていないと

感じるところがあった部分です。 

あと望めるならもう少しゲインが欲しかったです。 

（当方のプリのゲインを絞ったセッティングになっているため） 

多分モノパワーを使えば解決するどころがさらに高みまで到達 

する事が可能だと感じました。 

音質は私が今使っているアンプよりも勝るとも劣る事はありません。 

もう少しスピーカー位置等を追い込むと AIT のアンプのほうが良いかもしれま

せん。 

今回スピーカー位置をかなり追い込みましたが、もう少し調整した後、モノア



今回スピーカー位置をかなり追い込みましたが、もう少し調整した後、モノア

ンプに挑戦したいと思います。 
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● 試聴感想１２５ 

 



で、皆さんの感想とは違って私はダイレクトの音がとても良いと感じました。

何と言っても鮮度がいい！ 

これは、CD でも同じです。CD の場合は盤によって PCM が良かったり DSD

変換が 

良かったりとありますが、総じて変換しないほうが鮮度が高いキレのある実体

感の強い音がします。 

 

ただし、これだけ音の出方が違うと厳密にはスピーカーの位置も変えないと本

当のところの実力はわからないと思いますし 1 日聞いただけの感想ですから参

考程度にしてください。 

今回はダイレクトの位置が、今の私のシステムに合っていた。という事かもし

れません。 

また HDMI ケーブルを変えたので、その影響も多少あるかもしれません。ただ

ダイレクトと 

DSD 変換は同じケーブルでの感想ですからケーブルの影響はそれほど大きく

はないと思います。 

 

どこがどう変わったから良く私は分かりませんが、全体として性能が底上げさ

れた印象があります。 

もしかしたらどこかにあった組み付け上のボトルネックが解消されたのかもし

れません。 

とにもかくにも、ここまで性能アップですから超満足です。 

既に何年も使っているのに、わずかな金額でアップグレードしてもらえる、、、

それも凄まじい性能アップを伴って、、、本当に貴重であり、感謝です。 

アップサンプリングなしの DSD１２８や２５６を是非聞いてみたいものです

ねえ～。 

本当にありがとうございました。 
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● 試聴感想１２４ 



 

●AIT DAC の音質について 

 

 

１ 解像力、ダイナミックレンジ、SN 比、歪率などの基本性能が高い。 

 

２ 音の情報量が多い。音の密度感、厚みがある。 

 

３ 全帯域フラットで癖がない。かなり低い周波数の低音もはっきり聴き取れ

る。 

 

４ 音に力感、エネルギー感があり、音楽に躍動感が感じられる。 

 

1 音 1 音に存在感がある。 

 

５ 微細な音も再現されており、オーケストラの複雑な音のテクスチャーや弦楽

器の質感がはっきり聴き取れる。 

 

６ クラシック、ポップスともに各楽器の音色の違いが表現される。 

 

７ クラシックでのホールの響きや、ポップスのライブ録音の雰囲気が伝わって

きて聴いていて気持ちがいい。 

 

 

今回 AIT DAC を試聴させていただき、 

 

今まで聞いていたＣＤ音源にこれだけの情報量が 

 

はいっていたのかという驚きがありました。 

 

 

 

普段は意識しないような倍音や、 

 

超低域まで再現されているようで、 

 



 

音楽自体の表現力が 2 段階くらい上がった印象です。 

 

 

 

ラヴェルや坂本龍一に代表されるように音楽家はメロディーの背後に複雑な音

符を重ねてテクスチャーを作り、様々な音色を組み合わせることでオリジナリ

ティーのある音楽をつくりあげます。 

 

なので DAC やアンプで色付けせずに、音楽家が意図したそのままの音で聴きた

いのです。 

 

 

 

とにかくすばらしいＤＡＣだと思います。 

 

お金持ちのオーディオマニアなら 100 万円でも買うのではないでしょうか。 

 

現在国内有名メーカーの 30 万円クラスの DAC を使用していますが明らかに

AIT DAC の方が実力が上でした。 
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● パワーアンプ試聴報告９ 

 



 

DAC だけでなく、パワーアンプも購入後に安価に 

バージョンアップしていくというのは 

オーディオマニアには堪らないです。 

今後も楽しまさせていただきます。 
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● STEREO パワーの音質 

 

以前公表しました STEREO パワーのさらなる音質改善を施した方からの感想

です。この方は AIT パワーを２台使用し BiAMP 接続しております。 

 

バージョンアップ後、最初に聴いた瞬間、解像度がアップした事が感じられま

した。 



こうなってしまうと、モノラルを４台使った、音も聴いてみたくなってしまっ

た。 

 

まぁ、先立つものが無いので無理なのですが 

人間とは、実に欲深い生き物なんだなぁ～ 
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● 試聴感想１２３ 

 

2012 年に ES9018S 使用 DAC を購入され、この度最新の仕様に更新された方

の報告です。 

AIT は仕様追加、音質性能向上策を公表した後、既販売機種についてもできる

だけ搭載できるようにしております。 

本ブログの方の DAC は３年以上前に購入ですが、機能更新の外に電源コンデン

サ、OPEAMP も変更し最新仕様とほぼ同様になっています。 

 

以下は感想です。 

DAC が届きました。改修された DAC で音楽を聴くと、改めてこの DAC にし

て良かったなと思いました。 

言葉ではうまく言えませんが、音楽を楽しく聞くことができます。 

USB の方はまだ聞いていません。エージングでどこまで音が良くなるのか楽し

みです。 
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● MONO パワーアンプ試聴感想２ 



基本性能は 2015/07/13 掲載ブログ内容と同様です。 

ようやく原因が把握でき修正した状態のアンプを購入頂きました、その評価感

想となります。 

 

同様仕様に修正した試聴機を用意しております。 

 

 

第一音が出た瞬間に部屋の空気が変わったのが分かった。 

 

傾向としてはステレオ機の音に近いのだが、低域に骨格のようなモノが現れ、

最低域まで深く沈みこむ。 

 

かといってゴリゴリとは違う弾力性のある豊かな低域である。 

 

音離れが抜群に良く滑らか且つ丁寧な音だ。 

 

ステレオ機には無い厚みやパワー感も兼ね揃えている。 

 

圧巻は高域で更に木目が細かく、微粒子感を超えて水分でも含んでそうな極め

てフレッシュな音がコンプレッションドライバーから弾け、空気と混じったよ

うに聞こえる。 

 

その空気の混じりようが怖いくらいに自然で、今までのアンプとは根本的にに

違う音である。 

 

うまく表現できないが、アンプによる音の変化量を超えてしまっているのだ。 

 

よくある表現方法として、スポーツカー比較に F1 カーを持ってきたような、、、、

つまり規格外の存在として F1 カーを持ち出すことがあるが、それに準えば F1

カーではなく戦闘機を持ってきちゃった感じである。 

 

確かにアンプだが他と同じアンプとゆうカテゴリーに入れてはいけない気にな

ってしまう音なのだ。 

 

次世代アンプとでも言っておこうか。 

 



 

ステレオ機の単なるハイパワー版とは思えない、恐ろしく完成度の高いモノア

ンプの誕生だ。 

 

 

 

 

このアンプを手に入れてしまうと、他のアンプは個性を楽しむ為の道具に成り

下がってしまう。 

 

自作アンプもレベルが違いすぎて自作する意味すら分からなくなっている所

だ。 

 

それまでは市販アンプに無い所云々で自作してきたが、本物のプロが作った極

上アンプには全く勝ち目が無いようだ。 

 

 

ここまでの音を出すアンプを 40 万/2 台以下で手に入るのはガレージメーカー

ならではの有難さではないだろうか。 

 

普通に考えたら、FPGA で制御してるハイテクアンプなんて出したら 100 万以

上はすると思うが、、、 

 

AIT はやはり DAC で名声を得た会社であることは間違いないが、モノーラル

パワーアンプは、DAC 以上のエポックメイキングな製品であると同時に、最も

他社製品とかけ離れた性能と音を持つ製品だと思う。 

 

自作アンプを楽しんでる方や、海外ハイエンドアンプ等を使っている方にも是

非聞いてもらいたいと思う。 

 

そしてこのモノアンプを使って初めてフル AIT システムがその能力を発揮し、

桁違いのサウンドを味わえると思う。 

 

次世代オーディオシステムの完成である。 
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● 試聴感想１２２(S/K2M) 

 

ES9018S と K2M 機の同時試聴感想です。 

尚、複数機の同時試聴は可能な限り対応しますのでご希望の場合問い合わせて

下さい。 

 

 

 ・試聴音源 

 

 



 

D-07X との比較ですが、解像感や透明度は若干御社 DAC が上回ると思います。

D-07X には DDC や電源のノイズ対策、外部クロックなどいろいろ対策をして

いるせいか、期待したよりも差が開きませんでした。より上のクラスのアンプ・

スピーカーであれば、さらに違いが感じられたのかもしれません。 

 

 

D-07X への外部クロック入力なしの場合は、御社 9018S 搭載機の方が明らかに

良かったです。 
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● AIT プリの感想 

 

AIT プリ購入者様の感想です。 

 

まずこのプリアンプを使用して感じたことは、低域と高域の伸びがスッキリし

たことです。これはご試聴機でも感じたことですが、音に角がない感じで、所

有しているプリメインアンプ 590ax や E470 のプリ部と比較しても、一聴して

音の変化、進化がわかりました。 

他のプリアンプと比較しても、十分遜色無く、環境によると思いますが、E 社

のプリアンプの音の傾向に似ている感じがしました。非常にコストパフォーマ

ンスに優れていると思います。 
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● ES9018S と K2M 機の感想 



 

どちらの機種も今まで聞いたことがないほど S/N 比が高く、どの音域も音に雑

味とよべるものが少ないことに驚きました。 

長時間の試聴においても聞き疲れもほとんどせず、気がつけば数時間経ってい

ることも多かったです。 

また高域の表現能力が非常に高く、女性ボーカルの声やハンドベル、シンバル

の音などがキレイ伸びていく様子と余韻を感じられたのがとても心地よかった

です。 

ただ一点だけ残念だったのが手持ちの一つであるPSAUDIO製のNuwaveDAC

よりも音場の表現が少し狭かったことです。 

（他のどの DAC と比べても広いので、このメーカー製の DAC が異常に音場が

広いと言った方が正しいのかもしれませんが） 

先人たちの試聴結果どおり S 機、K2M 機とも素晴らしい出来であり、聞く曲に

よって選択すればよいことが解りました。 
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● パワーアンプ試聴報告８ 

 

AIT STEREO パワーアンプ購入者様の報告です。 

 

パワーアンプはエージングがすすみいい音になって満足しています。 

私よりいい耳を持っている出入りの鍼灸師が小音量時で細かい音が出ていて 

すばらしいといっています。 
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● AIT PRE の感想 



昨夜 AIT PRE を Phono で試聴した感想です。CD でも試聴しましたがほぼ同

様の印象でした。 

最初のうちは中高域の分解能の優秀さと低域の量感には乏しいが分離の良い音

だと感じました。 

しかし、分解能の良さが仇となって聴き疲れのする音という印象がありました。 

ところが 2 時間もすると分解能はそのままに中高域の角が取れて耳に心地よい

聴き疲れのしない音となり、さらにスピーカーを意識させない音の広がり、低

域は量感も増して、しかも団子状態にはならない分解能の良い、締りのある音

に変化してきました。そのため、深夜 3 時頃まで聴き続けてしまいました。 

Phono 入力でもボリュームを上げても全く雑音が入らないのもすごいと思いま

す。（今時当たり前かもしれませんが） 

組み合わせたパワーアンプが真空管のため立ち上がりが遅いのかもしれません

が、AIT PRE でもやはりエージング効果はあるようですね。今後が楽しみで

す。 
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● パワーアンプ試聴報告７ 

 

AIT ステレオパワーを２台購入頂き、BiAMP 接続された方の報告です。 



お勧め出来る簡単アップグレードだと思います。 
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● ES9018K2M/S 使用 DAC 評価 

 

ES9018K2M と ES9018S 使用ＤＡＣの比較評価感想です。 

両ＤＡＣ機を購入頂いております。（）内は当方追記） 

 

ES9018S と ES9018K2M の DSD512 のアップグレードについてです。 

 

これは K2M が圧倒的に有利で S/N も低下しません。 

 

P2D(AIT の PCM=DSDrealtime 変換）で 512 にした時に K2M 機に S 機が追

いつくには基板を改造してやっと追いつくほどです。 

 

K2M はモバイル用とスペックだけ見ている方がいらっしゃるみたいですが、出

てくる音が全てだと思います。 

 

両方を試聴機で是非比べてみて欲しいです。 
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● DSD512 感想 



DSD512 も角が丸い音かなと思うこともあったのですが、改めて PCM と比較

してみるとそこまで丸い訳ではなく。どうも先入観が邪魔しているような気が

しています。自分の中では甲乙つけれない状況になりました 

 

１日経過後の感想です。 

音の密度はやはり 512 ですね。 

スッキリ、サッパリ、鋭い音の PCM 

DSD は生クリームみたいな音ですが、音のキレも充分鋭いです。 

空間の広さは PCMでも充分ですが DSDの方が包容力があるように感じられま

す。 

当面は DSD512 で運用してみます。 

 
 

  

 

● PRE，POWER の使用感想 

 

AIT,DAC,PRE,POWER を購入された方の感想です。 

DAC は３年程前に購入しその後 DAC 基板を更新し、数ヶ月前に PRE,POWER

を購入されています。 

 

PRE、POWER は、大変良い音で気に入っております。 

音の立ち上がり、空気感、低域のドライブ能力がみごとです。 

 

今まで聴いたどのアンプよりも癖がありません。 



オリジナルに比べて音の厚みが増し、リアリティが向上しました。 

 

ケーブル類も大幅に見直しましたが、AIT DAC とプリ間のケーブルは安価なケ

ーブルでも高級ケーブルでも音の傾向が違うケーブルでも、不思議なことに音

がほとんど変わりません。 

しかし、プリーパワー間のケーブルは、ケーブルの違いをはっきり出しますの

で、なるべく、ハイエンドなバランスケーブルを選ぶことをお勧めします。 
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● ES9018S の DSD512 感想 

 

ES9018S 機に DSD512 を搭載した方の感想です。 

この方は AIT の DAC,PRE を使用し,AIT POWER を２台で Biamp 接続されて

おります。 

 

まず、一聴して、音が明るく感じられました。 



です。 

 

只、余りにもスムースな再生音なので、 

ゴリゴリのパワフルな音が好みの方には少し物足りないかもしれませんが・・・ 

 

音源によっては、まさに、目の前の演奏者の音が、部屋中に広がり、 

身体全体が音に包み込まれる様な、不思議な感覚になります。 

 

DSD512 による再生音を一度体験したら、もう元には戻れません。 

 

今回、バージョンアップして本当に良かったです。 

有難うございました 
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● ES9018K2M 購入者樣の感想 

 

ES9018K2M 使用ＤＡＣ購入者樣の組立直後の感想です。 

 

DAC は 3 日前に組み上がり、使用しています。配線を予め挿して頂いていて助

かりました。有り難うございました。 

 PC から HDD に貯めている音楽ソフトを foobar2000、Audiogate v3、

Audacity などの再生ソフトを使って、UBS 経由で音楽を楽しんでいます（内

部配線用 USB ケーブルは間に合わせで使っています）。少し、エージングが進

んで来たと思われます（計約 5 時間使用）。高音部から低音部まで素晴らしい解

像と音楽性で再生してくれるようになって来ています（PCM 無変換）。 
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● パワー試聴感想 



STEREO パワーアンプの試聴感想です。 

この方の場合、出力が不足していたようです。 

 

A 級動作で音量を最大にしたときの音質は噂どおり大変に素晴らしいものであ

ると感じました。特筆すべきはまず圧倒的なノイズフロアの低さでしょうか。

背景の黒さのようなものを感じます。音場の広がり、空間表現、そして解像度

の高さも素晴らしいものがあると感じました。今まで聴き取れなかった音に気

づくことができ、感銘を受けました。 

 

「上は classA 動作のため、安全装置が働き動作停止しましたので、下は出力小

さく、classAB 動作に設定した後の評価です」 

 

動作についてですが、当方は以前に購入させていただいた御社の DAC をつない

でいますので、バランス接続です。bias が常に６以下になるような音量にしま

すと、ボリュームの位置がだいたい 13 時くらいの位置になってしまい、これで

すと完全に音量不足となります。ロータリースイッチの位置を１にすることも

試してみましたが、そうするとやや S/N が損なわれてしまうような印象ですね。 
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● MONO パワーアンプ試聴感想 

 

先日公表しました MONO パワーアンプの試聴感想です。 

この方は AIT DAC、PRE を既に購入されています。 

 



 

 

 意識しておりませんでしたが、手持ちのアンプは、色づけ 

(若干、暖かめの音) があったのだと感じさせられました。  

 ちょい置きでこの実力ですので、電源を含めたセッティングを 

詰めれば、深みも出てくるのではと思います。 
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● ES9018S 機購入者樣の感想 

 

ES9018S 機購入者樣の到着第一報感想です。 

 

音質の安定には数日必要との事ですが 

既にして以前使用していたＤＡＣ機より良いです 

一度しか視聴していなかったため若干不安でしたがまったくの杞憂でした。 
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● DSD512 及び PCM384 評価感想 



 尚、音質の向上以上に、自然さと心地良さが大きく向上したとの感じました。 

HP の評価に記載されました様に、SACD での効果が大きい様です。 

 

 

 また、IC、プログラムの変更による効果なのでしょうか、PCM、DSD256 も 

改修前より、音が良くなったように感じます。 

 特に PCM は、明確な強い音がより進んだようで、良い意味で特徴があり 

非常に驚きました。ロック等は、この音が好きな人が多いだろうなと思います。 

(私のイメージのクリアーな音と言う意味では、PCM での変化が大きかったで

す。 

ただ、DSD の「滑らかな、自然な音」の方が、個人的には好みですが) 

  

 何れにせよ、改修は、大満足との結果である事を合わせて報告致します。 

今後とも、新しい商品を楽しみにお待ちしております。 
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● DSD512 評価 

 

ES9018S 搭載 AIT DAC 購入者で realtimePCM=>DSD512 変換機能を追加さ

れた方の感想です。 

 

特にSACDをDSD512で再生させたときのきめ細かい音がすっかり気に入りま

した。 

特に、例えば DG ムラヴィンスキー、レニングラードフィルのチャイコフス

キー４，５，６番のような古い録音の SACD に効果が大きいように感じました。 

ありがとうございました。 
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● 試聴感想１２１(K2M) 

 



 

ES9018K2M 機の試聴感想です。 

試聴中に購入決定頂きました。 

 

お借りした AIT DAC は、PC → JAVS X-DDC Reserver → AIT DAC で 

接続して試聴しました。 

 

主に現在使用中の DA-06(LUXMAN)との比較ですがとにかく解像度が高く、非

常にクリアで今まで聞こえてこなかった音が聞こえてきました。 

試聴した DAC は ES9018K2M でしたが電話にてお話があった通り、ロックや

ポップス等は非常に心地よく聞くことができ、DAC 以外が同じ機材なのか不思

議に思うほどでした。私自身クラシック等も聞くのであれば、ES9018S も試聴

してみたかったのですが、今は ES9018K2M の躍動感のある音のファンになっ

てしまいました。 

 

現在は試聴機を返してしまったので以前の DA-06 で音楽を聞いて 

いますが、非常に残念な音に感じて仕方がありません。 

DA-06 のほうが勝っている部分は見た目の高級感ぐらしかないように思ってし

まいます。ただ DA-06 も AIT DAC を試聴前でしたら、それなりに満足して聞

けていましたので、悪い機種ではないと思います。 

しかし、AIT DAC 試聴後はもう物足りない気持ちがいっぱいで、 

購入依頼した DAC が届くのが待ち遠しく思っています。 

 

今回は短い期間でしたが、AIT DAC を試聴させていただきありがとう 

ございました。大手メーカー品では電気店での試聴はできても、実際に 

自宅での環境で試聴できるわけではないので、今回のように試聴機を 

借りて自宅の機材に接続して確認できる機会が持てることは非常に 

ありがたいことだと思っています。 
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● パワーアンプ試聴報告６ 

 



 

AIT パワーアンプの試聴感想です。 

AIT DAC(ES9018S 機)所有されています。 

 

現使用機 

CDP（トランスポート）ONKYO C-7000R 

DAC AIT 9018S 

プリアンプ cello encore1MΩ / AR limited model2 

パワーアンプ counterpoint SA-220BTL / PASS ALEPH0 

スピーカー  PIONEER EXCLUSIVE 2251 

プリアンプは cello encore1ＭΩ（バランス接続）で固定してパワーアンプを比

較試聴した。 

 

まずアンプの大きさだが、他の AIT 製品と同じタカチケースの例のサイズだ。 

前面中央にトレードマーク？の液晶パネルが有り、レベルメーターが表示され

る。 

技術的には素人が口を挟むものでは無いが、基本的には 20Ｗ出力 A 級 BTL の

DC アンプみたいだ。 

面白いのがバイアス調整で、電流を検出し FPGA で電力量を即座に演算しバイ

アスを調整している。 

グランド処理もかなり凝ってるみたいで、チャンネルセパレーションや S/N も

超高度。 

バイアスは固定も出来るみたいだが本試聴はオートバイアスにて行った。 

 

一聴してその滑らかさに驚いた。とにかく高域が今まで聞いたことのないよう

な美しい音なのだ。 

それでいて有機的であり、いつまでも聞いていたくなるフレンドリーな音だ。 

低域も程よく伸びており、弾力性のある音階豊かな質の高い低域である。 

癖などは無く超普遍的。HIFI サウンドだが所謂音楽性も兼ね揃えている。 

圧巻は小音量再生だ。夜中に小音量で聞いてもまったく音痩せは無く、帯域や

情報量も寸分違わず音量だけが小さくなるだけなのだ。これはちょっと経験し

たことが無い。 

 

そしてステレオアンプなのに広大な音場が広がる。ALEPH や SA220 等のモノ

ラル機と比べても負けていない。ステレオアンプなのにスピーカーの周りにふ



わっと出る音にはかなり驚いた。 

使用スピーカーの 2251 は能率が 93dB で部屋のサイズは約 7.5 畳だが、お隣さ

んから苦情が来るんじゃないか位の音量でも 1W もいっていなかった。アメリ

カ製のアレな曲者スピーカーとかで無ければ常識的な音量ならばパワー不足は

感じないと思う。 

 

最初はサイズ的にどうなのかなと思ったがパワーは過不足は無いし、A 級 BTL、

高度な可変バイアス調整、モノラルアンプ並みのチャンネルセパーレーション

と AIT 流の技術がたっぷり注ぎ込まれたこのアンプは現代アンプの形を変える

何かを持っていると思う。 
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● 試聴感想１２０ 

 

ES9018S 搭載 DAC の試聴感想です。 

 

簡単で申し訳ありませんが試聴した感想です。 

とてもＳＮがよい感じで静けさがよく出ていると思いました。 

また低音が力強くてとてもよかったです。 

楽しく試聴できました。 

それから、現在使用中のＤＡＣ(ES90108 シングル）だとＤＤＣの 

電源をいれた直後ではハイレゾで音飛びが数分発生していますが、 

AIT DAC では音飛びがなくてよかったです。 
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● 試聴感想１１９ 



音が一歩前に出て、スピーカーの外側に拡がる。低域の解像度、スピード感が

優れており、高域・中域と音質全体に好影響を与えているように感じる。 

低域がしっかりと出るので、低域パートだけボリュームを上げることがなかっ

た。 

PCM が最も解像度が高く、音の密度も濃い。DSD に変換されたものも自然で

聴きやすく DSD 中心に試聴した。 

古いもの、高音質のものソフトによって PCM・DSD と使い分けができるのが

楽しい。CEC の CDP との相性が良く、静けさが良く出ていて、音のない空間

表現に長ける。 

全ての CD を聞き直してみたくなった。 

電源立ち上げ時に、終了前の設定が保存されていると有り難い。（対応可能です、

AIT からのコメント) 
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● AIT PRE の感想です 

 

AIT PRE を購入頂いた方の到着後感想です。 

 

土曜日に受け取って昨日から鳴らしていますが素晴らしいアンプです。 

 

見た目はシンプルなもので物量投入もされていないのになぜ 

こんなに音がいいのか、卓越した設計思想やコロンブスの卵的な 

ことがあるのか、、、ともかくエイジング前から大変なポテンシャルを 

感じます。 
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● 試聴感想１１８ 



この方からキットの組立難易度を尋ねられました。 

AIT のキットはプラモデル組立程度で、ハンダこてを使用しないでも組み立て

られます。購入者様全員が正常に組立てております。 

 

昨日、試聴機を返送させて頂きました。ありがとうございました。 

非常に優れた解像度を持ちながら、高音の刺さりもなく、 

音場の広さも損なっていない素晴らしい DAC だと感じました。 
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● 試聴感想１１７ 

 

ES9018S 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

 

 

一週間と短い試聴でしたが、心地よく音楽を楽しむことが出来ました。 

お世辞抜きで素晴らしい DAC でした。 

極めて高い S/N、御社独自のジッター除去技術 

PCM から DSD リアルタイム変換等等からの結果か！ 

聞き疲れの少ない、力強い低音から繊細それでいて硬さが感じられない高音ま

で、 

けっして派手さはありませんが、癖になるような味が感じられます。 

ライブ感のある音楽が楽しめそうです。 
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● 試聴感想１１６ 

 



音の感想ですが、音像がピシッとして、音場もひろいです。 

音の鮮度が高く、余韻が綺麗です。 

音も薄くならず、演奏者の動きまでよくわかります。 

それでいて、低音の切れも量もしっかり、バランスもとても良いと思います。 

情報がきちんとスピーカーに届いている感じです。 
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● 試聴感想１１５ 

 

AIT プリの試聴感想です。 

 

所有しているプリアンプから AIT PRE に替えて音を出した瞬間にその違いに

気づきました。 

情報量の増加、音場の拡大、立ち上がりや S/N の大幅な改善、定位の明瞭化な

ど、他の方が書かれている感想と同感です。 

特に、質の良い音源を大音量で再生すると音の洪水といった感じで圧倒されま

す。 

所有プリアンプは包み込まれるような響きがあり聴き疲れしない音質で気に入

っていたのですが、 

その響きの裏に細かい音が埋もれていたことが分かりました。 

 

機能の面でも大変優れたプリアンプです。 

私は小音量で聴くことが多いため、リモコンでの細かな音量調節が困難だった

のですが、 

AIT PRE はリモコンでの音量の微調整が極めて容易です。 

また、バランス調整、入力の直接切り替えも便利です。 
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● 試聴感想１１４ 

 



 

ES9018S 使用ＤＡＣの試聴感想です。 

 

とても全域でエネルギッシュ且つ各楽器の分離もよく、音場感も最高です。 

いままで、うるさくて聞きたくなかったソースもうまく聞かせてくれます。 

マランツ機(SA-14S1)とは雲泥の差です。 

友人宅の LINN アキュレィトよりもよいかも知れません。 

入口の重要性を改めて感じました。 
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● PREAMP 試聴感想８ 

 

プリとパワーアンプの試聴感想です。 

 

 

プリアンプ、パワーアンプともにとても素晴らしい機器と感じました。 

特にプリアンプは、音の一つ一つがが明瞭、かつ定位が明確で、目をつぶって

音楽を聴いていると容易にステージの情景が浮かび上がってくるようでした。 

またこれまで埋もれていた高音域、低音域の情報が掘り起こされ、華やかでか

つ広大な音場をを形成し、とても心地良く音楽に浸ることが出来ました。 

 

パワーアンプについては、SN に優れ、特に高音域を美しく鳴らせてくれますね。 

音色も色付けのない、透明度の高いモノでした。 
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● 試聴感想１１３ 



この方の他に数名の方から、AIT パワーアンプを BI AMP で使用し音質が大幅

に向上したとの報告を頂いております。 

 

 

試聴機からつなぎ替えると試聴機の方がまろやかなので、これはエージング待

ちです。 

試聴機を 1 週間近く聴いた感想はこのアンプは思ったより遙かに良いアンプで

した。ホーンドライバを駆動する能力がとても高く、高域の SP のレベルを上

げても耳に刺さることがありません。JBL4343B を 35 年前に買ってから初めて

の経験です。この SP を 通算すると 10 種類以上のアンプで鳴らしてきました

が常に高域のホーンドライバを騙し騙し鳴らすのが常でした。このアンプは完

全にホーン SP をねじ伏せています。 
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● 試聴感想１１２ 



ES9018S 機の試聴感想です。今後 ES9018K2M 機も試聴予定しています。 

 

AKURATE DS も音楽を聴かせるタイプで、オールラウンドに使えお気に入り

なのですが、 

試聴機で聴いた美空ひばりは次元の違う音楽でした。 

なんと言うか、美空ひばりの上手さ、凄みを改めて感じるほど音楽の本質に迫

った音でした。 

分解能に優れ空間表現も大変素晴らしい印象でした。 

余計な残響もなく、変に色付けされていない点も好印象です。 

 

これだけで驚きの大満足でしたが、改めて御社 HP を拝見すると ES9018K2M

も試聴させて頂きたくなりました。 

私は、Jazz や Pops の女性ボーカルや、ビートルズ、ストーンズなどの 60,70

年代 Rock、Jazz を中心に聴いています。 

皆様の試聴感想で"音の押出感"、"低音"、"迫力のある音楽"とありますと、是非

こちらも聴いてみたくなります。 

できれば ES9018K2M も試聴させて頂いてから購入を決めたいと思います。 
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● 試聴感想１１１ 



になります。 

 

➡AIT DAC AIT プリ➡AIT パワー の接続は全てバランスとしました。 

接続して最初に音を出したときの印象は、目が覚めたばかりの眠たげな音でし

たが、ノイズレベルの低さと歪の少なさはすぐに感じられました。 

また、音の出ていない所が非常に静かです。 

S/N 比が良くかつ定位＆音場感が良いので、前面に広がる音場に対して、この

様な印象を受けたのだと思います。 

 

現在、一か月以上が経過しての印象としては 

・音にハリと艶が出てきて説得力が凄い 

・低域の量感と切れの良さ 

・高域の分解能がハンパでは無い 

・とにかく歪感が無く、非常になめらかな音ついついボリュームを上げ過ぎて

しまう 

・古い余り録音の良くない CD も、かなり聴きやすくなる 

・音の粒立ちを良く再現し、非常に綺麗で定位も抜群に良い 

・細かな小さい音まで実によく再生してくれる 

・楽器の響きが良く、残響音の出方が綺麗で、特にピアノなどでは音の重なり

合いすごく良く表現されていて、 

まるで目の前で演奏している様に感じられます。 

・忠実な再現力のため、録音の良し悪しがまともに出る 

 

とう事で、皆さんの試聴感想と余り変わりませんが・・・・・ 

また、音色が以前のアンプと同じで、アンプを変えても全く違和感がなく、只々、

再生能力が向上したことが予想外の収穫です。 

 

只、それ以外の感想としては、録音の悪い音源であろうが、良い音源であろう

が以前のアンプと比べると、再生音のクオリティは確実に上がりますが、 

特に、良い録音の場合はその伸びしろが大きいです。 

以前ではそれほどの優位性を感じられなかった、SACD プレイヤー（AIT 改)

からの HDMI 出力による、DSD 音源の再生では、 

いくらボリュームを上げても全く刺激的な音にはならず、ライブ録音では、ま

るで自分が会場に居る様な雰囲気にさせてくれます。 

 



今は、パワーアンプをもう一台追加して、バイアンプ駆動としていますが、 

その効果は予想以上で、より一層の歪低減に加え、音の立ち上がりがスムーズ

になり、音に余裕が出ます。 

 

スピーカーがバイワイヤリング対応ならば、思い切ってバイアンプ駆動をお勧

めします。効果絶大です。 

 

自分は今まで、モノラルパワーアンプを各スピーカーの横に置いていたので、

レイアウトの関係もあり、一般的な、低音用に１台、中高音用に１台という使

い方をせずに、右用、左用それぞれ１台づつ使っています。 

色々試した結果、自分のシステムでは、低音・高音と分けるより左・右で使用

した方が音に厚みが出て、全体のバランスも良いという事もあり、変則的な使

用をしています。 

 

皆様が書かれている様に、良いことばかりですが、本当に購入して良かったと

思います。 
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● 試聴感想１１０ 

 

ES9018K2M 搭載 DAC の試聴評価です。 



DSD 変換機能は最初はぼやけて聞こえ、無変換の方が良いと感じましたが、暫

く聞いていると無変換時にくらべ音の広がりが良く、僅かに暖かみがでてどち

らも良いと思いました。 

DDC へ接続する USB ケーブルの傾向がそのまま反映されるので、無変換時は

暖色系、変換時は寒色系のケーブルにするとどちらのバランスも良くなると感

じました。 

 

色付け感は感じないものの、録音の悪い 70 年代のニューミュージックもそれな

りに聴けたのは意外でした。 
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● 試聴感想１０９ 

 

ES9018S 使用 DAC，PRE,POWER を同時試聴した方の感想です。 

(同時試聴は可能であれば対応します） 

 

2015/01/14 AM 05:01:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 



 

2015/01/14 AM 05:01:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● 試聴感想１０８ 

 

パワーとプリアンプの試聴感想です。 

評判の高価格スピーカーでの評価です。 

 

両方とも楽しく試聴させていただきました。 

特にパワーアンプのドライブ力は素晴らしかったです。 

私の dynaudio consequence はアンプ喰いで有名で、生半可なアンプでは鳴っ

てくれませんが、 

AIT さんのパワーアンプをつなぐと、しっかりと低域をドライブして、音に躍

動感が出てきました。 

現在のシステムでは、その点でジャズをご機嫌に演奏するのが不得手と感じて

いましたが、 

試聴機ではそれが見事に払拭されていました。 

 

現在のシステムの音には、ある程度満足していましたが、若干の不安もありま

した。 

あらためて consequence のすばらしさと、今の方向性の正しさを再確認しまし

た。 
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● ES9018K2M 使用 DAC 試聴評価３ 



 

最初のまったくの新品基板を聞かせていただいた時も、大変完成度が高く

9018S 機との差はほとんど感じられないくらいでしたが、 

それでも、わずかでは有ってもハッキリとした違いが有り、 

それが 9018S 機との個性の違いと思っておりました。 

今回の試聴で、それはごく初期の硬さ・生硬さによるものだったのかと思い至

りました。 

 

今回もシンクロナス伝送によるノー・バンド・ワイズ（NBW）の音の良さは傑

出していて、正直 K2M 機を選ぶ場合は、これ以外の設定は考えられないと思

いました。 

（心穏やかならぬものが有るのですが、この設定で聞くジャズやポップスは、 

9018S 機で聞くそれらを上回っているかも知れません。） 

 

試聴は、私を含め５名で行ったのですが、 

１名は K2M 機が大変気に入ったようで、購入も真剣に考えているようです。 

また別の一人は、ほとんど違いは無いと感じながらも、音の濃さ・厚みで、9018S

機にわずかに分が有ると言っていました。 

いずれにしても、本当に素晴らしい DAC であるということは、全員の一致した

感想です。 
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● 試聴感想１０７ 

 

ES9018K2M 搭載ＤＡＣ購入者様の感想一報です。 

一言のみで当方ＤＡＣの特徴を簡潔に述べられています。 

 

DAC 届きました。 

あまりの高音質に CD を聞き直しています。 

今後ともよろしくお願いします。 
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● チャネルﾃﾞﾊﾞｲﾀﾞｰ評価 

 

チャネルﾃﾞﾊﾞｲﾀﾞｰ試作基板を検討した方の報告です。 

この方は ES9018S の DAC と ES9018K2 の DAC、及びプリ、パワーアンプも

ご購入頂いております。ＤＡＣは K2M 基板に若干手を加え改造してお使いで、

感想は「K2M の方が 1 ランク上の音です」とのことです。 

以下はそれらを含んだ評価となっています。 

 

以下にチャンデバ + パワーアンプ込みの音の感想を適当に列挙。 

音色や音の全体バランスは今迄と略同じになりました。今迄は最適点が 1 ヶ所

しかない感じで調整がクリティカルでしたが、AIT のチャンデバはクロスオー

バーとレベル合わせが非常に正確で変数を変える事による音質の変化もないの

で調整がとてもスムーズに出来ます。 

音質的にも上がっていますが、パワーアンプの寄与が 2/3 ぐらいあるかなとい

う感じ。低域が伸びてコントラバスの音階がよりクリアになりました。 

チェロのエンドピンから床を伝わって奏者の気合いが伝わってくる感じもリア

ル。 

通奏低音のチェンバロがシンシンと右後方から空間に浮かぶ感じは今迄と同様

（と言うか、そうなるように低音のバランスを合わせている訳ですが）チャン

デバの左右特性が正確なので音の定位が今迄より正確になりました。 

4343B は元々定位を云々する SP ではないのですが有意差が有ります。 

（色々GND 系統を調整する前の一番最初の段階では BBC モニターの LS3/5a

で確認していたのですがその時点でもこの位相性能の差は感じました。） 

ボリュームを上げた時の余裕度が増えたのはパワーアンプの特性が良いのかチ

ャンデバの寄与なのかは 

未だはっきり分かりませんが、300Hz 近辺がスッキリしたのでチャンデバの可

能性かなと見ています。 

LPF のクロスオーバー周波数は 320 か 330 かどちらかだろうと思うのですが、

330 の方は今暫定的にチップ抵抗で鳴らしているのでスルーホール型の金皮が

届いてから最終確認します。 

チップ抵抗だと音質的には矢張り劣化すると思います。 

320 と 340 の金皮の方が音質的には良いと言うのが耳で分かりますから。 

あと、チャンデバのエージング効果はやっぱり有るようですね。4343B で鳴ら



し始めてから 1 週間の辺りで変わった感じがします。 

 

 

チャンデバはデジタル方式だと DAC 部がまともなものがないし、アナログ方式

は既に絶滅状態だし、そもそもチャンデバを必要とする需要がほとんどないの

でメーカが見向きもしないしで八方ふさがりでしたが、 

今回の AIT チャンデバは特性、性能的には一切の妥協がないので最高峰を目指

す（達成出来るかどうかは別問題としてｗ） 

数少ないユーザーにとっては渾身の一品になっていると思います。私の長年の

懸案事項でありましたがやっと乗り越えることが出来ました。ユーザーは他に

いない可能性がとても高いですがｗ 
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● 試聴感想１０６ 

 



 

オーディオは嗜好品だと思いますので人それぞれだとは思いますが、どちらの

機器の音が好きかと聞かれると、AIT-DAC に手をあげたいで す。毎日夕食後

に試聴しましたが、演奏音が心地よく時間を忘れて深夜になることしばしばで

した。SACD音源ならまだしもCD音源ではあまり 経験しなかったことであり、

これには驚きました。休みの日に一日中試聴しましたが、CD の音楽鑑賞疲れが

ありません。このせいかわかりません が睡眠の質が良くなったように思いま

す。 

 

AIT-DAC の存在を知ったきっかけは、あるオーディオ専門ネット記事を読んだ

ことです。ハイレゾ音源とネットワークオーディオに興味を持 ち、調べていた

ときでした。ウェブサイトを拝見すると、電子回路を独自に開発されている様

子に大変興味を持ちました。今回はその製品を試聴さ せていただきましたが、

大変すばらしかったです。何よりも人を楽しませてくれる力のある製品である

ことがすばらしいです。この AIT-DAC の音をもっと聞きたいと思いました。 
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● 試聴感想１０５ 



POA：AIT LABO, パワーアンプ 

 ↓ 

SP:自作バックロードホーン 

 

 ・一つ一つの音に密度感があり、それぞれ空間中に丁寧に置いていく感じが

しました。 

 ・S/N の高さや定位の良さが一聴してわかります。 

   

 

（ヘッドホン視聴）プリアンプ＋他社ヘッドホンアンプ 

 

PRA: AIT LABO, プリアンプ 

 ↓（アンバランス） 

HPA：STAX, SRM-727A ダイレクトモード 

↓ 

HP: STAX, SR-507 

 

 ・ヘッドホンアンプ内蔵のボリウムに比べて、細かい音がよく聞こえます。 

  また、帯域も広がってモヤがとれた気持ちの良い音になりました。 

 ・アッタネーターで音量の調整（LR 調整も）が細かくでき、使いやすいと思

います。 

 
 

 

 

● 試聴感想１０４ 

 

 



2：実在感が凄い。 

CHORD の DAC はオーディオ的で聞いていて気持ちいい。 

  AITDAC ではそういったオーディオ的な気持ちよさは薄いが、印象として

はアナログレコードのような「そこ」に「いる」「ある」感が強い 

3：ヴォーカルがしっかり前に出る。個人的にはここが最重要ポイントでした。 

  CHORD だとヴォーカルがバックに少し埋もれてしまい、もう少しヴォー

カルが「前」にでて欲しかったのですが、AITDAC ではバックに埋もれること

なくしっかり、かついい意味でヴォーカルが主張してくれる 
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● 試聴感想１０３ 

 

プリとパワーアンプを試聴された方の感想です。 

 



自宅で視聴できると比較もしやすく、導入のイメージもつかめるので大変参考

になりました。 
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● 試聴感想１０２ 

 

ES9018S 機を試聴された方の感想です。 

 

試聴した感想ですが、初期設定の DSD128 が一番聞きやすいと思いました。 

 

主に PC から DAC-1０（KORG）それからお借りした試聴機（同軸）と接続し

てヒーリング系の音楽を主に聴きました。 

 

アンプ マッキン MA－６９００ スピーカーJBL４４２８リボンツイター追

加 

今まで他の DAC で PCM を DSD に変換すると音の描写が鮮明になる一方、ど

うも音が全体的に薄くなって音が軽く綺麗な音なんですが聞いて楽しくありま

せんでした。 

 

しかしこの試聴機では音は力強く鮮明でした。 

 

PC オーディオ初心者ですが、DAC がキモになると実感しました 
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● 試聴感想１０１ 



 

圧倒的な特性のよさを実感できる、再生帯域は超ワイドレンジであり、広大な

空間の広がりがある。 

低域の量感、駆動、制動、分解能のすべてが本当に最高。そのクオリティーは

過去最高水準にある。 

広帯域なのにとても厚みのある音で、硬質な音質です。アタック(輪郭)も強靭で

実体感があり力強い。 

無色透明な色付けのない音ですが、生気に欠けた大人しい(暴れがない)昨今のハ

イエンドの音とは異なり、非常にパンチがあり、とても生命感があって生々し

い。 

好みにより濃厚(色付け)さ、色付けタップリな音が好きだという方は他の機器や

ケーブルで調整可能だと思います。 

特にプリアンプは古いものは新しいものに勝てないと思うので・・・・・AIT DAC

が一番売れているようですが、PRE の実力はそれに比肩すると思います。 

もっと興味を持たれる方が増えてほしいと思いました。このプリと比較すると

90年代の複数の名機たちがくすんで曇った音に感じられたのは驚異的な経験で

した。 

20 数年前の 200 万クラスのプリアンプより断然音が良い。 

優れた設計、正しい設計が曖昧な音楽感性やオカルトを吹き飛ばす痛快さ！小

規模メーカーは多々あれど、 

まさに玉石混淆といえる現状ですが、AIT 研究所は本物中のホンモノ。オーデ

ィオやってるとダマされた、 

こんなはずじゃなかったという経験は沢山あると思いますが、往復送料のみで

貸出が可能ですから、 

眉唾と思っている方は借りてみると良いですね。 

久しぶりにエキサイティングな経験ができるのではないでしょうか。 
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● 試聴感想１００ 



 

マークレビンソンのアンプ、ラックスマンの CDP、ウィルソンオーディオのス

ピーカーを使い試聴しました。個々の楽器の直接音と響きがきれいに分離され

て聴こえる事、それによって得られる見通しの良い音場などは、K2M、S 型両

機に共通する美点と感じました。以前お借りした K2M 型と比べると、音楽の

持っている空気感や音場感は S 型が優れているように感じます。その一方で打

楽器などの音は若干おとなしくなる感じです。 

他の方も書かれていますが、クラシック主体に聴かれるならば S 型、ジャズな

ら K2M 型が楽しく聴けるように感じました。ポピュラーだと好みに合わせて

という事になりそうです。私個人は S 型かなぁ…と考えているところです。 
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● 試聴感想９９ 

 

AIT パワーとプリアンプを試聴された方の感想です。 



試聴機ありがとうございました。 
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● 試聴感想９８ 

 

ES9018K2M 搭載機購入者様の１ヶ月経過後感想です。 

 

ソースは USB 入力(COMBO384 経由)がメインで、主にクラシックの CD をリ

ッピングした PCM が多いですが、DSD や 96kHz/24bit のハイレゾ音源もあり

ます。 

いろいろとモードを切り替えてみましたが、今のところ下記の設定に落ち着い

ています。 

PCM→DSD 変換は 128倍、ジッター抑圧モードは APC が最も自然に思います。 

AFPC は余韻が長めに感じ、一聴するとこちらの方が良いように思うときもあ

りますが、長時間聴くと少し疲れる感じです。 

録音状態の良いソースでは、コンサートホールで聴く楽器の質感と違和感がな

くなりました。 

これまではコンサートやオペラの生演奏を聴いた後しばらくは自宅で音楽を聴

く気になれませんでしたが、この DAC ではそのようなことはありません。 

 

DVD/SACD プレーヤからの SPDIF 入力は同軸、光のどちらでも大差はないよ

うですが、同軸のほうが少し良いかな、という感じです。 

これまでは DVD でオペラを鑑賞するときに、映像はともかく音質は期待でき

ませんでしたが、この DAC では音楽も楽しめます。 

 

ハイレゾ音源では、 DSD2.8MHz と 5.6MHz の差や 96kHz/24bit と

192KHz/24bit の差もはっきりわかります。 

ハイレゾ音源がもう少し安く入手できるようになれば、もっと増やして楽しみ

たいと思います。 
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● 試聴感想９７ 

 



で、 

今回の AIT 研試聴機のヒアリングとなりました。 

 

＜構成について＞ 

試聴構成は PC--USB--R 社 8 機--S/PDIF（光）--試聴機、です 

その結果、ハードディスク・USB ポートの位置・RAM ディスク・再生ソフト

などの変更・R 社 8 機の内部 PLL・外部ワードクロック・ルビジウム発信機の

有無により音色・音質が変わらないことを確認でき、 

今までの試行錯誤の原因はほぼジッタだったということができます。 

 

＜音色（帯域バランス）について＞ 

音質は問題ないのですが、初期電源投入後、5 分でもゆっくり音色が変化して

いて通電 2 時間くらいで音色が安定してきました。 

（郵送時の振動が影響したかもしれません） 

 

音質は合奏の際大きな音に隠れてた小さな音が良く聞こえます。 

また、年代の違いによる CD 作成プロセスの違い（16bit 切り捨て、ディザの導

入、など）もよく分かります。 

 

一方、今まで CD 再生系で使用していた DAC が古いものなので、その音色の違

いに戸惑いました。 
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● 試聴感想９６ 

 

ES9018K2M 搭載ＤＡＣキット購入者様の感想です。 

 



これから慣らしが完了して音が変わっていくのが楽しみです。 
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● 試聴感想９５ 

 

ES9018S 使用ＤＡＣ試聴機の感想です。 

ES9018K2M も試聴希望受けております。 

 

現在使用中の Conclusion C-D1 もかなり良い出来で、正直、大きな差はないの

では？と感じておりましたが、ヴォーカルが三次元的に浮かぶ様は皆さんの感

想通りで素晴らしいものでした。 

リアルタイム DSD は結構な変化が得られますね。これなら USB は不要かも知

れません。 

 

低音の量感は C-D1 の方がありますが、AIT の方がレンジが下まで綺麗に伸び

て強調感がありません。 

解像度は単体で聴けば C-D1 も素晴らしいですが、AIT には負けますね。 

クラシックを聴くには最適と感じました。C-D1 の良さもあり、ジャズ、クラで

切り替えて聴くのも良いかも知れません。 

S 機で決めたいところですが、皆さんの試聴感想を見るに小生には K2M 機の方

が適しているようにも思えます。 
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● 試聴感想９４ 



ずプリとパワーアンプの評価になっています。 

 

まず一聴してＳ／Ｎの高さに関心しました。 

ホール録音などＣＤを聴くとエコーの消えていくが 

それは見事にすぅーーーという感じです。 

音色はニュートララルでソースのありのままを 

でもモニター的にならない美音で暖かみもあります。 

 

 

スピーカーがフルレンジということもあり 

ステージの広さや楽器の立ち位置などもよく表現されていました。 
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● 試聴感想９３ 

 

ES9018K2M 使用ＤＡＣ機の試聴感想です。 
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● 試聴感想９２ 

 

先日、ES9018K2M 採用ＤＡＣ基板を購入された方の着荷直後感想です。 

この方は ES9018S 機をキット購入し組立、K2M 基板を同じケースに差し替え

て使用しています。 

 

9018K2M 基板が手元にあるとそちらがすぐに聞きたくなり、こちらの方をじっ

くり聞いております。 

他の方の表現どおり、9018S 基板より確かに一聴して押し出し感やメリハリ感

が強く、別の言い方をすると、録音レベルの高いパート（主役）を更にはっき

り描く感じがしました。 

具体的には、ピアノの中低域、ベース、バスドラムや打楽器は 9018S より実体

感が感じられシンバルの響きの解像度、微小になるまで余韻が続くような美し

さは 9018S の方があると思います。 

これで シンバルまで輝くような響きに聴こえるようになったら、ジャズ系に

は最高ですね。 

ただし、2 年も使ってきた 9018S 基板とは条件的に今すぐ比較にならないかも

しれませんが。 

 

9018S よりも躍動的に感じられる音質で、演奏や録音の良い音源によってはよ

り臨場感があるような気がして、9018S よりも音楽が楽しめました。 

たぶん、9018K2M 基板で聴く方が今後多くなるのではないかと思います。 

 

エージングで細部の解像度が高まり、第 1 印象を保ちつつ、より背景の音も存

在感を主張するような感じになったら、スリリングな、より手に汗握るような

サウンドになり、私の嗜好のテクニカルなジャズ系の音源には最適になると思

います。 

 

9018K2M 基板を購入して良かったと思います。 
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● 試聴感想９１ 

 

ES9018S 使用ＤＡＣ機購入後１ヶ月の感想です。 

音質をさらに向上させるため、OPA の交換を希望していましたので当方の検討

案をお知らせしています。 

 

自分の機械になったから…という事はないと思いますが試聴機より、ロックも

安定しているようですし（むしろ、まだ一度も外れた事が無い） 

音も不安定さが微塵もなく、堂々としています。 

音楽を聞きながら、DATA を切り替えても、PCM/DSD128/DSD256 の切り替

えだけは一瞬音が止まるもののそれ以外は音が途切れる事もありません。 

何か UPGRADE されているのかな？と思いました。 

 

音は、古めの CD を楽しく聞けると思って選択した通りの音です。 

DSD で Upsample するのが良いのかどうかは分かりませんが、空気感が出てく

るのが素晴らしいです。 

今まで聞いた最高の CDP でも、録音の悪い CD はあまり楽しめなかったのです

が（録音機材を含めた入れ物の限界を知るような感じで）この DAC では古い

CD でも、今まで以上に楽しめます。 

また、CD Player もそれ程選ばないような気がしました。 

 

これらは、角田さんのデジタル部分の設計の良さならなのだろうなぁと感心し

て聞かせてもらっています。 

 

一方、良く録音された CD での、最高の CDP での音質は、品があるというか音

の後ろの空間が見えるような、そんな感じを受けていました 

 

2014/10/21 AM 07:32:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 



ES9018S 機の試聴感想です。 

一部割愛しています。 

 

 

約一週間の試聴で、多くの方がレビューされているように 

素晴らしい音を堪能させていただきました。 

ーーー中略ーーー 

さて音を出すと、一聴にてその質の高さに驚かされました。 

音の広がり、明確な音像定位、ボーカルは当 HAP 比でやや 

太ましく、時に力強く時に繊細に息づかいまで聴こえてきて、 

音楽に引き込まされました。響きがなにより美しい。 

情報量や音数が多いとの評も見ていましたが、なるほど 

納得です。 

SP 交換時の衝撃と、また別の意味でこれも衝撃でした。 

 

ソースは CD をリッピングした WAV がほとんどですが、 

PCM はリアルなものの音が出過ぎるように感じ、DSD128 が 

個人的には好みでした。特にボーカルものにおいて、より 

ボーカルが明瞭になり周囲が滑らかに抑えられる感じで、 

出色に感じました。半日聴き入って疲れない心地の良い音 

になりました。 

 

 

そして少し気になっていた Lowest でロックの件も、同軸・光共、 

ロック外れはなく極めて安定して聴けた事も収穫でした。 

音質面は当然として、諸々作業をさせながらでも 44.1←→48 

KHz の切り替わり時以外は頭の音欠けもなく、PC 作業中の 

サウンドカードとしての役割も無難にこなしました。 

（PC はオーディオ専用でなく、普段使いの自作機です） 

 

 

今回の試聴で、ES9018S というチップの力と、それを発揮させる 

AIT さんの造りに感心しました。本当はすぐにでも欲しいところ 

ですが、懐具合を鑑み冬ボ DAC 新調計画の候補筆頭として 

検討していきます。 

K2M も他の方のレビューを見るに良好そうなので、試したい 



K2M も他の方のレビューを見るに良好そうなので、試したい 

ところではあります。 
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● 購入者様の感想 

 

ES9018S 使用ＤＡＣキット購入者様の感想です。 

USB(COMBO384)と SACDP(SA8004)と HDMI ケーブル接続可能仕様です。 

 

試聴機と異なり USB と HDMI を主体で楽しんでいますが、こちらは coaxial

と異なり音が非常に透き通る感じで心地の良い音が楽しめます。 

特に改良した SA8004 から出る音は、数十万を越える SACDP を凌駕する解像

度というか表現力に感じ、オーディオベテランの友人もこれにはびっくりした

ようです。 

CD 音源での同時比較を行いましたが、明らかに私のネットワークオーディオを

凌駕する音像と S/N 比に感じました。 
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● 試聴感想８９ 

 



った感じから、霧が晴れこれがまさに自分が求めていた再生音だと初めて感じ

ることが出来ました。 

また、色付けが無いという評判もよく理解できました。 

同じ CD をオーディオ専用機で再生した場合とテレビ録画用の HDD＆DVD 再

生機からの再生音の比較では、音色は似ていましたが、 

音の濃さや音圧が大きく異なっていたことは想定外でした。 

設定では、DSD へコンバート OFF の状態が解像度高くが小生の好みだと感じ

ました。 
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● 試聴感想８６ 

 

ES9018K2M 使用 DAC と PRE を同時に試聴された方の感想です。 

 

DAC は、高い評判が納得させられました。 



パッシブプリと交換しても、ノイズの増加は認められませんでした。 

大変なことだと思います。 
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● 試聴感想８５ 



その場で再現してくれるかの様に他の DAC には無い味付け無しの臨場感を醸

し出してくれます。 

逆にソースに忠実な為、状態の悪い収録のソースはそのまま出すため私の場合

はこの様なソースは DSD 変換で聴きます。 

これによりかなり緩和され、ソースのあらを誤魔化してくれます。 

PCM が一番解像度が高いと思いますが、DSD125 256 と音が滑らかになって

いき耳障りの無いスムーズな音が得られます。 

音源・ジャンルにより使い分けると一層楽しめるかと思います。 

ピュアにこだわり、Hi-Fi が欲しいと思われる方はこちらの方がいいかと思いま

す。 

 

 

ES9018K2M 

NBW が選べる様になったのが一番大きな違いかと思います。 

ES9018S との相対評価になるのですが、 

音の押出感が凄いです。そして相乗効果なのか分かりませんが低音が増します。 

これにより迫力のある音楽を聴くことが出来ます。 

そしてこれは AV でも活躍します。 

BD を見ると凄い音の迫力に液晶が小さく小さく感じます。 

フルオケなどはまるでホールに居るが如く音が出てきます。 

それでいて聴き疲れのしない優しい音です。 

ES9018Sではあまり違いの感じられなかった AFPC/APC/HOLDの変化が大き

いのも特徴です。 

音楽もピュアで聞きたい。でも AV も欲しいと言う方はこちらを選べば間違い

はないかと思います。 

 

 

総合評価 

悩ましい選択です。今のところ ES9018S を選ばれる方が多いとお聞きしました

が 

ES9018K2M も大変良い音でなってくれます。ソースによっては ES9018S よ

りも良い結果が出る事があります。 

購入を考えられてる方は ES9018S だけを視野に入れるのでは無く、両方を是非

とも試聴してみてください。 

どちらにも素晴らしい所があるので環境によって選ばれると良いかと思いま

す。 



す。 

最近は PC での再生をされる方も多いと思います。32bit/384kHz に対応も検討

していただければなと思います。 

 

 

AIT PRE 

 

現在手持ちのパッシブとくらべてみました。 

アルプス RK-50 4 連 

L-Pad 

 

プリアンプは通常のメーカーですと音色をつける為に工夫を凝らしています。 

その為 DAC からの音を忠実に再現はしてくれません。 

そこで原音忠実優先で取り入れていたのが上記の物ですが音質では RK-50 は

L-Pad にはかないません。 

ですが、AIT PRE だとかなり肉薄した違いしかありません。 

パッシブではセレクターはもちろんまずリモコンが使えません。 

このプリだとアッテネーターとほぼ互角の音を出してくれて、更にプリとして

の機能も充実しています。 

ケーブルで言えば MOGAMI の 2803 で DAC とパワーをつないでいる感じで

す。 

AIT DAC をお持ちの方だと必須だとも思えます。通常のプリアンプではどうし

ても 

音色をつける為ストレートに音を出してくれません。 

正確さではとても比べ物にならないと感じます。 

空間定位も抜群で前後左右の楽器の位置が手に取るように分かります。 

この 2 つは合わせて使って初めて AIT の実力を発揮してくれると思います。 

 

 

AIT MAIN 

 

コンフィギュ変更により最低バイアスが 2 になるように設定しています。 

PRE と同様に音色を付けずそのまま増幅してくれます。 

通常の A級アンプと違い FPGAで常時バイアスを変更してくれるので熱を過度

に心配しないで良いところもあります。 

歪が少なく下から上まで全て綺麗に増幅してくれ、なおかつ大音量から小音量



歪が少なく下から上まで全て綺麗に増幅してくれ、なおかつ大音量から小音量

まで音色を均一に保ってくれます。 

小音量でも音痩せがないのは A 級の強みですね。 

 

驚いたのがフルオケを聴いた時に音が増えた事です。 

これは初めての体験でパワーアンプで音が増えるのはどうしてなのか聴きなが

ら唸っていました。 

コンフィギュ変更により色々と変更出来るのと PRE 搭載も出来るそうなので 

角田氏に相談されて試聴してみるといいかもしれません。 

 

 

AIT フルセット評価 

 

電流伝送: 

専用の部屋をお持ちで電源がクリーンな状態だと電流伝送はいらないかと思い

ます。 

色々と試した結果、電源が汚れていると朝、昼、晩で音が変わり、特に低音が

躊躇に変化するのがわかると思います。 

 

音色はまさに原音再生。マスタリングの CD-R を現場で聴かせてもらい(私のス

ピーカーは音色があるスピーカーなのでそこは加味して) 

そのデータを自宅で聴いたのですがさすがです。 

DAC で原音をそのまま再現し、PRE で音をいじらず音量だけ変え、MAIN で

スピーカーをフルに活かしてくれます。 

ですが、いつも PCM で高解像度で聴いてるとたまにはリラックスして聴きた

くなります。 

その場合は DSD へ変換して聴いたり、私の場合は真空管のバッファアンプに切

り替えて聴いたりしています。 

 

 

これからも AIT Labo 進化を期待しています。 
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● 試聴感想８４ 

 

ES9018S 採用ＤＡＣの試聴感想です。 

これより前当方製ＰＲＥを購入され、ＤＡＣを試聴後購入決定しています。 

パワーアンプはエソテリックＡ－０２、スピーカーはＢ&Ｗ802diamond と伺

っています。 

 

 

 

わたしはクラシックのコンサートに出かけるのが好きで、自宅でコンサートに

近い音を出すことを目指してきました。これまで、いろいろ試してきてなかな

かうまくいきませんでしたが、AITLABO さんの DAC とプリに出会って、つい

に目指す領域に到達できました。この出会いに感謝しています。 

 

角田さんや AIT ファンの皆さんのブログ等をみると、AIT さんの製品の良音は、

高価な部品によるものではなく、回路設計によるものであるようですね。 

ES9018 使用の DAC をほかにも持っていますが、AIT さんの DAC のほうが、

はるかにハイレベルで次元の違う音を聴かせてくれます。 
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● パワーアンプ試聴報告５ 

 

パワーアンプの試聴感想です。 

AIT DAC、PRE を購入されています。 

 



特に音量を上げた際の音の生々しさに驚きました（隣の部屋の迷惑になるので

常には出せない音量ですが…） 
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● 試聴感想８３ 

 

ES9018S 機の試聴感想です。 
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● ES9018_K2M 使用 DAC 試聴評価 3 



 

MID-LOW→LOWEST などよりも明確に差が出ます。 

 

［K2M LOWEST］より明らかに音の密度が濃くなります。 

そして「音のまとまり感」という点でも［K2M LOWEST］より優れていると

思います。 

 

 

K2M 機で［LOWEST］を選ぶ理由は感じられません。 

［NBW］一択です。 

 

 

 

【ES9018 K2M vs ES9018 S 相対評価】 

 

［K2M NBW］では外部クロックで同期（Sync）動作させることによる影響

なのか、 

音の表現がひとつの方向にまとまるような印象を受けます。 

（ちょうどスピーカーのバイワイヤをシングルワイヤに戻した時のよう

な？？） 

 

そして［K2M NBW］と［S LOWEST］ 

それぞれに優れる要素があると感じてます。 

 

［K2M NBW が優れると感じる点］ 

・音の押し出し感 

・音楽性（条件によっては S/LOWEST よりも高い） 

・音のまとまり 

・位相が整った印象 

・まろやかさ 

・いい意味で（S と比較して）奔放な鳴り 

・A 級パワーアンプのような低域表現（太い） 

 

［S LOWEST が優れると感じる点］ 

・音場感 

・ハイエンド感 



・ハイエンド感 

・D レンジ深度（S/N・数値上もこちらが上） 

・音の分離と空間性の表現 

・響きの消え際の繊細さや解像感 

・ローエンドの深さ 

・AB 級パワーアンプのような低域表現（潔い） 

 

上記比較は恐らく［NBW（同期）］/［LOWEST（非同期）］の駆動方式の違い

による差よりも、 

S と K2M が持っているチップ性能そのものの音質差（特徴）の方が影響が大き

い気がします。 

 

NBW は音質そのものを向上させるというより、 

ES9018K2M というチップ性能を最高にまで引き出したモードという印象で

す。 

 

ただし外部クロックと同期させるという点で、 

音質は搭載クロックにある程度依存すると思います。 

 

 

 

【総評】 

 

システムや環境、鳴らすジャンルによっては好ましく感じる部分も多く、 

こればかりは「どちらを選択するか？」という結論に終始する気がします。 

 

仲間との試聴時もシステムやジャンルで評価が割れる面もありました。 

K2M を支持していた方は、元々S 機の音をあまり好んでいなかったのですが、

K2M にはかなり関心を持たれたようでした。 

 

K2M は低域表現に厚み（太さ）を感じ、S は解像感（ダンピング）を感じます

ので、その差がジャンルによって好みの差となる面も多くありました。 

 

マルチチャンネルである ES9018S、 

ステレオ版である ES9018K2M、 

それぞれの特徴が出ていると思います。 



それぞれの特徴が出ていると思います。 

 

音の好みは千差万別・多種多様・有象無象ですので、 

両機種を同時比較して、好みのモノを選ぶという形がベストかと思います。 

 

K2M は AIT の新しいラインナップとして捉えています。 

 

【AIT 依頼のテスト結果】 

 

> １ PCM=>   LP の FAST、SLOW、IIR の音質差がどの程度か？ 

 

FIR の FAST ROLL OFF、SLOW ROLL OFF、そして IIR の差ですが、 

IIR はやはり音源が持つアタックの正確追従に優れていると感じます。 

 

SLOW ROLL OFF は個人的に違和感しか感じませんので使用してません。 

 

試聴時、基本は IIR フィルタを通してます。 

ポストエコーの弊害も余り感じません。 

 

デジタルフィルタによる音の表現変化は僅かですが、主に音の鳴り出しに変化

が現れます。 

FAST と IIR は差をあまり感じないという人もいるかもしれません。 

 

独自フィルタで差を付けるという選択を取っている DAC が多い中、 

個人的には AIT にフィルタによる味付けは必要ないと感じています。 

 

しかし AIT 独自フィルタの適用が可能なのであれば、 

ぜひ［Liner Phase フィルタ］を通した AIT の音も聴いてみたいとは思います。 

 

 

> ２ UDA 等外部入力時 sy,NBW で 

>   FPGA MODE を AFPC/APC/HOLD で音質が変化するか否か 

 

やはり［S LOWEST 機］と同じく［K2M NBW 機］でも変化を感じます。 

 

［AFPC］は音の明瞭度・定位感・アタック感・音のまとまりに優れます。 



［AFPC］は音の明瞭度・定位感・アタック感・音のまとまりに優れます。 

DSD 変換を通す場合は［AFPC］で聴くことが多いです。 

S/PDIF 環境下で最も好適と感じます。 

 

［APC］は外部 PLL に依存する音質です。 

所有している UDA2 基板の PLL と同期させると拙宅では若干ですが 

AFPC よりも音のメリハリが後退し、響きが強くなる傾向です。 

Combo384 ではまた出てくる音が変わってきます。 

DDC など外部基板によっても音は変化しますが、 

その変化を最も感じやすいのが［APC］です。 

 

［HOLD］はメリハリが若干後退し、音場方向へ向かう感じになります。 

ただし音の粒子・空間性は［AFPC］よりも細かく感じます。 

また突出している音が無く柔らかいため、音量を上げて聴きたい時に選んでま

す。 

AIT に搭載されている PLL に依存する音と言えるかと思います。 

 

※個人的には FIR/IIR などデジタルフィルタによる変化よりも、 

AIT ジッタ抑圧方式による変化の方が音の違いを感じ取りやすいです。 

 

 

> ３ S/PDIF 入力で asy Lowest と sy,NBW の差あるか否か   

 

こちらは上記（1 と 2）の変化よりも更に明確です。 

AIT 基板では LOWEST と NBW の差が最も大きいです。 
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● 試聴感想８２ 



 

・音について 

 ・耳につくような いやな音がない。いつまでも聞いていられる。 

 ・奥行き感や、広がりがあり、立体感をより感じる。 

 ・気づかなかった細かい音が聞こえる。 

（演奏者の声や、弦のはじかれる音等） 

 ・音がぼやける感じもなく、低音～高音のどこでもフォーカスがあったよう

な感じ 

 

・その他 

 ・SPDIF は音が良くないのではと、何となく先入観を持っていまして、 

  試聴機が SPDIF しか無いのが、最初少し残念に思いましたが、 

  音を聞いてそれが間違いだと気づきました。 

  SPDIF でも ここまでの音が出るのですね。 

 

 ・今まで サ行の耳につく音をどうにかしたいと ずっと悩んでいましたが、

まさか DAC を変えるだけで、これが解消するとは思いもしませんでした。 
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● ES9018K2M 使用 DAC 試聴評価２ 

 



NoBandWidth のどこまでも広く伸びていく音は、Lowest では味わえない空間

を作っているように思えます。 

既存基板の Lowest と新基板の Lowest(asy)の比較においては、前者の方が音の

押し出し(キレ)が強いかなという印象です。 

結論、新基板が奏でる音楽は大変心地のよいもので、聴いているだけでとても

幸せな気持ちになれました。 

新基板の正式リリースが心から待ち遠しくなる DAC です。 

 

試聴環境： Cubox-i4(Mubox)→ifi iUSB Power→ifi DDC( 光接続 )→AIT 

DAC(ES9018_K2M 使用ＤＡＣ基板) 
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● ES9018K2M 使用 DAC 試聴評価 



大変耳馴染みが良く、また全帯域にわたりバランスの取れた音の出方で、 

直ぐに音楽そのものに集中でき、非常に魅力的です。 

通電時間はごく短いとのことですので、これで時間が経てばどうなるのか 

大いに期待されるところです。 

 

sync、async 共に、LPF の fast、slow の違いは判りませんでした。 

（PCM、DSD 変換 off にて） 

違ったような気がする時も有りましたが、正直私には聞き取れませんでした。 

 

それに対し、sync、async の違いは、はっきりと感じられました。 

私には、明らかに sync モードが優れているように思われ、 

具体的には、音像の実体感が増し、音場が拡がり、音（色）そのものも濃くな

る印象です。 

解像度が上がり、フォーカスが絞り込まれ、さらにピントが合ってきた画像と

いえば良いでしょうか。 

 

さて、それでは、S 機との違いはということになるのですが、 

音出し当初、正直、心中穏やかならぬ状態でいたのですが、 

聞き進むにつれその違いが明確となり、落ち着きを取り戻すに至りました。 

 

先に、違いはわずか、と書きましたが、私が感じたその違いは具体的には、 

 

１．音像の実在感・実体感の程度の差、であり、 

S 機に比べ K2M 機はやや薄く、軽くなるように感じ、まさにそこに奏者がいる

という 

ホログラフィックな体験は、幾分後退します。 

（定位が悪くなるということではありません。） 

 

２．音場（サウンドステージ）の展開がやや小さくなる、ということや、 

バランスは取れているのですが、左右、後方への広がりが少し抑えられ、 

全体がこじんまりとまとまる印象です。 

 

３．音（色）の描き分け、音の濃さが幾分淡い方向となる、といったことです。 

S 機が、例えば、クラリネット・オーボエ・イングリッシュホルンの音色の違

いを 

明確に描き分け、瞠目させるのに対し、K2M 機はやや同色に近い感じです。 



明確に描き分け、瞠目させるのに対し、K2M 機はやや同色に近い感じです。 

 

以上述べた違いは、必ずしも欠点・劣っているということにはならず、 

再生の環境によっては、むしろ好ましいと思われることもあるのではないかと

思います。 

 

最初に書いた通り、K2M 機の音の肌合いの良さ、バランスの良さは大変に魅力

で 

いわゆるウェルバランスの名器と言って良いと思うのですが、 

その突き出たところの無い、バランスの取れたまとまりが、 

オーディオ的には、逆に、弱点・不満と感じられてしまうのも事実です。 

 

S 機は、良い意味で破天荒・野放図といった感が有り、 

すべてを綺麗にバランスよく聞かせるということは無い代わりに、 

時折、肌を粟立たせるスリリングな体験をさせてくれる得難い魅力を有してい

ます。 

私としては、やはり S 機を格上、軍配を挙げたいと思います。 
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● パワーアンプ試聴報告４ 

 

パワーアンプの試聴感想です。当方ＰＲＥと組み合わせています。 
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● パワーアンプ試聴報告３ 

 

パワーアンプの試聴報告です。 

 

当方のオーディオ環境等はトランスポートの SDｔｒａｎｓ384 とＡＩＴＬＡ

ＢＯのＤＡＣを I2s 接続により CD リッピング音源を FUSE でアップサンプリ

ングした上で DSD２５６化した音源を再生し、ＡＩＴＬＡＢＯのプリとパワー

アンプはヤマハ B-1 を使用し、住宅事情からスピーカー再生でなく、パワーア

ンプのスピーカー端子からSTAXのSRD-7mk2というヘッドホンアダプターに

接続し STAX のＳＲ-507 というヘッドホンで現代のジャズ等を聴いています。 

   

当方のＢ－１はかなり最近の部品に交換されておりオリジナルではなく、音の

重心が低く、かつフラットに解像度の高さを併せ持つ感じで気に入っておりま

すが、AIT ラボのパワーアンプ試聴機は更に解像度が高く、細かい音がよく聞

こえヘッドホン環境なのでスピーカー試聴で聴くと違うかもしれませんが、遠

くまで見通せるうような音と言うか、脳内に音像が広がっていくような今まで

にない体験が出来ました。 
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● 試聴感想８１ 



音出し側は今回新たに cubox の新機種であります「cubox-i2 + voyage mubox + 

UDA3 基板」での再生になります。 

 

私の場合はどうしても dsd 再生をメインにしています。 

 

DSD の音源はその殆どが SACD-ISO を「scarletbook」というアプリケーショ

ンにて dsd64 へ変換して音源 file を作成しています。 

 

所謂 dsd natieve とは言えませんが SACD に内蔵されている音質がこの aitlabo 

DAC では音場感の拡がりと共に音圧が 1～２段階程上がって再生されます。 

 

懸念していました DSD 再生時での音飛び等も殆ど無く高品位な音質を楽しめ

る環境になりました。 

 

正に今回 DSD 再生を main にすえ I2S 接続を導入した事が正解でした。 

DSD 再生時での音の情報量が格段に違って来ます。 

 

一度この DAC の音質を試聴体験されるのが私の駄文よりもより説得力がある

と思います。 
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● 試聴感想８０ 

 

ＤＡＣキット購入者様の感想等です。 

 

 



回のハイレゾの再生はお陰様で成功裏に終わりました。 

話は変わりますが以下は小生の DAC の製作記録です。参考までお送りします。 

購入はケース以外基板完成の状態で購入、ケースは指定のタカチのケースで追

加工と文字の印刷を秋葉の奥澤に依頼しました。 

最近文字の印刷はインクジェツトプリンターで可能で費用もシルクに比べると

随分安く上がりました。 

やはり文字を入れると見栄えはたいへん良くなります。 

 

2014/06/16 AM 05:11:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

  
 

 

● 試聴感想７９ 

 

ＤＡＣの試聴感想です。 

 

一週間、大変楽しませていただきました。ありがとうございました。 

 

言うべきことはたくさんありますが、あえてまとめてしまえば高精度かつ自然

な出力をしてくれる、良い変換器だなという印象です。新しいソースだけでな

く古い録音でも、あらを目立たせることなく、良いところを引き出してくれる

ように感じました。もちろん、いまいちなソースは(新旧問わず)いまいちなまま

で出てきますが。 

 

オーディオ的に前のめりで聴き込めるのはもちろんですが、小音量で BGM 的

に流すのも意外と心地よく、あらためて音楽を聞く楽しみをふくらませてくれ

る感じです。変に演出を加えるのではなく、特性を追求した結果がこのように

なるというのが面白いというか、技術好きには嬉しいところです。 
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パワーアンプの試聴報告です。この方ご自身のブログにも同様内容が掲載され

ています。 

また当方ホームページに仕様を掲載しましたので参照して下さい。 

 

AIT DAC,AIT プリ、AIT POWER とは全てバランスケーブルで接続しました。 

これでフルバランス構成の音を聴くことが出来ます。 

 

 

 電源投入直後の音は、少し硬さもありましたが、自作アンプのような歪感は

無く、十分に楽しめる音です。１～２時間程暖機をして、ボーカル曲、JAZZ

演奏、クラシック（バイオリン協奏曲、交響曲）などを聴いてみました。 

 

 女性ボーカルは、自作アンプと同様に柔らかく自然で、それほどの違いは無

いようですが、低音の力感があり、いままで以上にしっかりと出ている感じが

します。 

 

 JAZZ の演奏では、ブルーベックトリオの Time Five を大音量で聴いてみま

した。 

いままで、２F の床が響くほどの音は出したことが無かったのですが、凄い迫

力です。 

LCD 表示を見る限りでは 1W程度なので、自作アンプでも出そうなものですが、

これほどの音は出ませんでした。２F で聴くには十分すぎるパワーです。 

 

 クラシックの曲では、ムターのバイオリン曲を聴いてみました。CD,ハイレ

ゾとも従来以上に艶やかで、歪の少なさが分かります。 

そして、交響曲（シューベルトの９番やサンサーンスの３番）では、音の分離

と滑らかさが際立っていて、これなら十分に楽しめる音です。 

いままで、交響曲を聴いても今一つだったのは、自作アンプの再生上の問題だ

ったようです。 

 

DAC からパワーアンプまで、バランス構成にして、音場や音像の出方に変化が

あるかどうか聴いてみましたが、あまり変化は無いようです。 
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● 試聴感想７８ 

 



当方が感じた差は、DDC やトランスポートのキャラクター（クセ）かもしれな

いと思っています。 

 

 

ソースの質の違いもよく分かるようになりました。 

質の高いソースですと異次元の体験が出来ますが、 

今後は、あまり質の高くないソースをより楽しく聴けるような設定を見い出す

べく 

試行錯誤していこうと考えています。 

 

 

USB 入力は PCM（192 KHz まで）, DSD とも問題なく再生できているようで

すが、 

当初、DSD ファイルを再生すると左右チャンネルが反転する現象に悩まされま

した。 

結果的に、Windows PC 上にインストールした Amanero 社の設定ツール（oem 

tool）を用い、 

「DSD Channels SWAP」という設定を書き込むことで完全に解決しました。 
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● パワーアンプ試聴報告 



DAC やプリと同様、極めて安定かつ正確であることは言うまでもありません

が、すべての周波数帯域で音質が均質なことは、特筆すべき特徴かと思います。 

 

たとえ振幅周波数特性がフラットでも、一般的には帯域によってトランジェン

トの収束や、ノイズを含めた歪の性質が帯域によって変化するためか、音質も

帯域によって変化するのが従来のアンプの宿命でした。相当に高価な有名アン

プでも、ここまでの均質性は確保できていなかったと思います。 

 

聴感上のノイズと歪の少なさも驚異的で、結果、どこまでも見通せるような細

部まで描き切る高解像な音でありながら、刺激的な非協和音の付帯がほぼなく、

楽器音も歌唱も本来持っていた美しさを良く発揮でき、十分すぎるほどに見事

にハモリます。 

ハーモニーの美しさも特筆すべきかと思います。大編成のオーケストラがこれ

ほど良好に美しく再現出来たのは、初めての経験です。 

 

トランジェントも強調されず自然で、低音楽器の軽さと弾力性がよく表現され、

よく弾む低音が小気味良く再現されます。 

突然の強奏部も、突き抜けるような起始部の天井知らずな響きが再現でき、２

０W のアンプとはとても思えない力強い表現力です。 

 

空間定位は実に見事。3 次元的に奥行き方向の定位も良く表現できていると思

います。 

 

どこか改善点を提案することで試聴のお役に立ちたいと思っていますが、あま

りにも素晴らしい再生音に、あら探しができていません。申し訳ありません。 
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● 試聴感想７７ 



現在使用中の Barkleys Audio Design Alpha DAC は音数が多い方と思います

が、本機も互角かそれ以上と感じました。以前試聴した他ガレージメーカーさ

んの ES9018 シングル機では低域の厚みが不足している印象がありましたが、

本機では十分豊かなズシンと来る低域を楽しめました。また高域の伸びやかさ、

音量を上げても煩さを感じさせない滑らかな響きも素晴らしいものがありま

す。 

ボーカルも以前聴いたシングル機ではやや線が細く感じたのですが、AIT さん

のモデルは十分エネルギー感を味わうことが出来ました。空間表現も見事で、

特にオーケストラものではしっかりと三次元的な奥行きをもった音場が再現さ

れています。 

使用した機器構成は下記の通りです。 

トランスポート 自作 Mini ITX PC 

Windows 7 64bit 

再生ソフト JRIVER Media Center17+JPLAY 

DD コンバーター BRAINSTORM 

DCD-8(ルビジウム 10Mhz 基準信号入力）にて IEEE1394→S/PDIF へ変換 

プリアンプ アキュフェーズ C-2810 

パワーアンプ アキュフェーズ A-45 

スピーカー B&W Signature Diamond 

主に使用したソースは HD Tracks から購入した 24/96 音源を含むクラシック、

70 年代ロックのリマスター盤、柴田淳、岩崎宏美、大貫妙子などの女性ボーカ

ル等です。 

驚いたのは 10Mhz 基準信号を使用してリクロックした時と、DCD-8 の内蔵ク

ロックを使用した時とで、音質に有為の差が感じられなかったことです。Alpha 

DAC の場合は、10Mhz を使用した方が明らかにフォーカスが向上します。 

AIT DAC 自体のクロック精度が優秀であることの証左なのでしょう。 
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● PREAMP 試聴感想 7 



電流伝送での評価です。 

 

当方、AIT DAC を愛用しており、その音の精度は充分熟知していたつもりです。 

 

しかし AIT PRE を使う事によって、「これほどまでに AIT DAC の音が埋もれ

ていたのか」と思うほどの変化を見せました。 

DAC の持つ音色を全て描き切っているという表現が合います。 

 

無味無臭、高解像度で S/N も高く、絶品とも言えるトランジェント。 

 

現在使用中であるプリアンプも味付けは少ない方だという評価ですが、こと正

確再現という点においては AIT プリの方が上回ります。 

 

かといってモニター基調に終始するわけでもありません。 

 

音は明るめで精巧に描くため、手に取るように音像を感じることができます。 

音質や定位、音場感に誇張がなく、音源のそのままをストレートに伝達してい

るのでしょう。 

 

通常プリは音色を好みの方向へ調整するために使いますが、AIT PRE はまるで

ケーブルの一部のように存在を消してくれます。 

ボリュームとしてシステムの中に徹している雰囲気です。 

 

例えばプレーヤーや DAC から直接パワーアンプに接続し、デジタルボリューム

での音量調節をしているような環境にも抜群に合うと思います。 

 

中身は完全に「超高精度電子ボリューム」です。 

定抵抗切替という方式は昔からありますが、代表 角田氏による独自の追求によ

って素晴らしい躍進を遂げたと言えるのではないでしょうか。 

以前試聴させていただいた DAC 方式とは一線を画しております。 

 

自作派で音にうるさいオーディオ仲間も、出てくる音と出来映えに唸っており

ました。 

 

 

何とも言えない世界観を描く AIT ワールドに、しばし没頭してしまいました。 



何とも言えない世界観を描く AIT ワールドに、しばし没頭してしまいました。 

プリは持ってるから要らないという人も、DAC と組み合わせて試聴されると考

えが一変するかもしれません。 

 

正直、ベタ褒めする以外に言葉がありません（笑 

試聴となると、どこかしらあら探ししてしまうのですが、DAC と同様、 

その性能に耳が支配されてしまいました。 
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● 試聴機貸し出しについて 

 

現在試聴機はＤＡＣ２台、ＰＲＥ１台を手当てし、申し込み順にお貸し出しし

ております。 

ＤＡＣは希望者が多く１ヶ月以上お待ち頂いておりますが、ＰＲＥは余りお待

ち頂くことはありません。 

メインアンプ試聴機も準備できつつありますので、ご希望であれば住所、氏名、

電話番号を記載しメールでお申し込み下さい。 

貸し出しの条件は往復の送料（送付時着払い、返却時元払い）を負担して頂く

ことです。これ以外の条件はありません。 

今までは、返却時感想を送り頂き当方にとって参考になりましたが、 

最近何もコメントして頂けないケースが多くなっています。 

 

返却時は感想等お送り頂くよう御願いします。 
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● 試聴感想７６ 



キット購入者様の感想です。 

 

数日聞いた感想です。 

 

みなさんコメントされてるように、第一印象は”あまり差がわからない”でした

が 

徐々に差を感じ、３日目くらいから飽和しています。 

粒が細かく、位置感がありますね。 

 

ＨＤ８００とのバランス接続では、うひょーって感じです 

買ってよかったと思いました。 

 

ソースの違いがよくわかります 

ＣＤでもいいのは良いし、ハイレゾでもダメなのはダメですね。 

 

これからＤＳＤにも挑戦して、色々聞いてみたいと思います。 
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● 試聴感想７５ 

 



所有するアンプが真空管アンプですので、ファーストインプレッションとして

はこのような感想となりましたが、そこそこの解像力を備えた半導体アンプと

の組み合わせでは、このＤＡＣの持ち味である、解像力、分離感、透明感、な

めらかさ、アタックの切れの良さなどに半導体アンプ特有の量感が加わり、感

動的な味わいが再現されると思います。 

 

久しぶりに押入れから半導体アンプを引っ張り出して繋ぎ換えてみたくなりま

した。 
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● 試聴感想７４ 

 

ＤＡＣ購入者様の到着直後の感想です。 

 

早速 LUXMAN P-700u につないで聞いてみました。 

分離の良い爽やかな音でまさに ES9018 の音です。 

キレのある低音、どこまでまでも突き抜ける高音素晴らしいです。 

 

私は ES9018 シングル構成の DAC を持っており 

その DAC で ES9018 の音を知ったのですが 

どうしても ES9018 デュアル構成 DAC の音を聞いててみたくなり 

aitlabo 様の DAC を選んだのですが正解でした。 

シングルとデュアルとはやはり違いがあり 

デュアル構成のものは ES9018 の個性をより引き出していると思います。 

音に厚みがあり音の出方に余裕があります。 

 

ソース入力の方法選択でも音に違いが出てきますが 

以外にも USB 入力（I2S）が素晴らしく気に入ってますが 

これから色々試してみます。 
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● 試聴感想７３ 

 

ＤＡＣを試聴された方の感想です。 

 

 

 

滑らかであるにもかかわらず、鈍るところがなく、SN の良さから来る上下奥行

き 

の空間表現がとてもよく思えました。 

また高域が気持ちよく伸びて抜けるにもかかわらず、中低域の厚みもあり薄く

な 

るようなことはなかったと思います。 

低域は良く弾み、沈み込みも十分でスピード感もあり活発な表現です。 

DSD は基本的にワイドレンジになり、空間の透明度が増し、音に芯が出るよう

な 

印象を受けました。 

個人的には何でも違和感なく楽しく聞ける PCM かより克明な DSD128 が気に

入りま 

した。 
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あいました。カンナやパテでごまかしながら、箱らしきものが 

ようやく完成。 

 

各スイッチ類もノミやキリを使いなんとか装着。ご指示どおり 

アルミ板を敷き、スペーサーをかましました。下が木なので木 

ネジを使い、そのまま固定しました。 

 

初めての音出しは、到着日に基板のまま光接続で行いました。 

曲は、ＴＶドラマの主題歌にもなった鬼塚ちひろの「月光」で 

す。静かなイントロ部分からいつもと違う雰囲気。彼女の澄ん 

だ声が出た途端、「うーん」と唸ってしまいました。器機が全く 

暖気されていないにも関わらず、彼女の声がこれまでで最もリ 

アル。私の使用してきたＤＡＣの廃業が決まりました。 

 

音の印象を一言でいうと、濃密でパワフル。高音から低音まで 

過不足なく滑らかな音の微粒子に満たされます。特に女性ボー 

カルでは、従来サビの高音部でどうしても声が歪み勝ちで不満 

がありました。ところがこの DAC では澄んだ声がどこまでも伸 

びて実に気持ちがよいのです。八神純子の声などは、まさに天 

を切り裂く神々しさです。 

 

最初は、ご推薦の realtimeDSD で聴いていましたが、途中で PCM 

に戻したところ、さらに声がリアルでストレートに変化。この 

違いはけっこう大きく、一聴してわかります。、私は、パンチが 

あり、タイトで芯のある PCM の音が好みですが、少し潤いと奥 

行きがあり、ソフトな印象の DSD を好む方も多いでしょう。Ｊ 

ポップ、ジャズ、ロック系はパンチの利いた PCM、ホール感や響 

きが重視されるクラシックは DSD といった使い分けもお好み次第。 

なお、光と同軸の違いは、ほとんど感じられず、どちらも素晴ら 

しい音でした。 

 

DAC の交換だけで、これだけあっさりと音質が向上すると、趣味 

とはいえこれまでの試行錯誤や投資が何かむなしいのも事実。一 

応、これで当面は上がりの状態です。 

 

巷の評判を信じて、試聴もせずに思い切って注文して本当に良か 



巷の評判を信じて、試聴もせずに思い切って注文して本当に良か 

ったと思います。いろいろと無理な相談にも応じていただき感謝 

申し上げます。 
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● 試聴感想７１ 

 

ＤＡＣとＰＲＥを同時に試聴された方の感想です。 

 

 

これまで試聴した方々の感想とほとんど同じですが、DAC、プリともに緻密な

音像をパノラマ的に展開してくれる所が一番の特徴だと感じました。 

強力な電源に支えられた比類なき再生能力に感心し、その発する音楽を１週間

楽しませて頂ました。 

余分なものはまったくないのではと感じられるサウンドですが、とくにＤＡＣ

はオーケストラのトゥイッテイでもまったく音像の崩れはなく、安心して聴く

ことができました。 

私は弦楽器の合奏が好きで良く聴きますが、コンサートで聴くバイオリンの合

奏がそのまま我が家にやって来た印象です。総じてクラシック、ジャズ、ポピ

ュラーいずれでもその音の印象は変わる事はありませんでした。 

私のシステムではケーブルの変化に敏感に反応した所が以外とえば以外でした

が試聴機の実力を１００％発揮していたかはわかりません。 
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● 試聴感想７０ 



前の DA-06 から AIT さんの DAC に変えると私たちが作っていた音がながれて

きます。 

これは凄い事で私たちは億単位の機材で奏でていた音です。 

それが家庭で聴けるとなるとホールからは足が遠のくのでは無いかと思うほど

の臨場感。 

自分の時間が出来た時に S 席で聴けるのですから。 

 

特徴としては他の方とかぶるのですが、 

サ行が刺さらない。 

音量をいくらあげてもうるさく感じない(音量に注意しないといけませんね) 

分解能が凄く全ての音を拾って出してくれる。 

リアルタイム DSD によって 44.1 に臨場感が出てくる。 

一番はコンサートホールで聴いている感覚に陥るでしょうか。 
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● 試聴感想６９ 



「異次元のサウンドレベル」 

 

 

現行の最新モデルの高級 SACD プレイヤーが、 

 

「30 年間倉庫で放置して劣化した古ぼけたカセットデッキ」なら、 

 

AIT LABO DAC の音は 

 

「最高級 SACD プレイヤー」 

 

手持ち CD ディスク、16BIT 44.1kH の音源のすべてが蘇る。 

 

 

AIT DAC の登場で(約 23～28 万) dCS Elgar plus(218 万)が完全に玩具と化し

た。(本当！) 

 

革命的製品 DAC 版「Mark levinson №32L」 (TOS LINK 光入力 ※) 同軸入力

は大分インパクトが相当薄れる。 

 

超写実的、スーパーハイエンド、ハイパーリアリズムの世界観、ダイナミクス

に溢れるウルトラクリアサウンド。(大音量推奨) 

 

初体験の「薄気味悪いほど」信じがたい分解能(解像度) 

 

非常に鮮明、非常に鮮烈、前に出る音。 

 

躍動的で弾むような量感のある低音。 

 

「オーディオマインド」を強烈に刺激する音。音楽に感動できる音。決してつ

まらない音ではない。 

 

超ワイドレンジなのに厚みが一切薄くならない 

 

搭載 DAC チップ ES9018 の特性である驚異的 S/N 特性 

 



 

非常に密度感が高い 

 

音の分離の凄さ 

 

音楽鑑賞で「満足できる音」 

 

かつて聴いたことがない、レーザーメスのように非常に精細でかつてない正確

さと極限の切れ味の 

音像エッジが透明な音場空間を光速で切り裂く。 

 

視聴中やや無機的に聴こえる瞬間はあったが、すぐ気にならなくなる。 

 

ヴォーカルのリアルさと実在感、声と楽器のセパレーション(音の分離)は今まで

に聴いたことがない水準 

 

音場を浮遊する"空気感"の表現力が凄い！！未経験の世界。 

 

この革命的 DAC チップは使いこなしが難しい、同じ ES9018 でも機種によっ

て雲泥の差 

 

今まで三桁台数以上販売して初期不良は結構多いものの"故障は皆無"らしいで

す。 

アフターサポートは角田さん自身がお元気なうちは責任もって対応してくださ

るそうです。 

もともと DAC は殆ど壊れない製品ですから、神経質になる必要はないかなと思

います。 

 

最高音質で使用するためには、ディップスイッチを 1、3、7 を ON あとは OFF 

 

 

液晶表示なし 同軸 1 系統、光 1 系統入力の標準仕様でお支払い金額は 22 万 5

千円だった。 

USB 入力追加は+12000 円だが、 標準の二系統よりも入力を増やすと液晶表示

が必須になる。 

液晶表示追加は+20000 円、同軸と光入力は+5000 円 光入力の増設をお勧めし



液晶表示追加は+20000 円、同軸と光入力は+5000 円 光入力の増設をお勧めし

ます。 

 

 

ハンダ付けが出来れば組み立ては誰にでも可能。15 ヵ所程度？の入出力端子 

AC インレットのハンダ付けとコネクターを差し込む作業、ステンレスケース

(アルミです、ハンダ付け作業が不要なオプションもあります)の組立。 

液晶パネルなどの数か所の接着があるのみ。 

 

必要な物 ハンダコテ ハンダ プラスドライバー(小) ２液エポキシ接着剤(ホー

ムセンターで 600 円強) 

リード線被膜剥き ニッパ― 

 

エポキシは液晶パネル、LED 表示の接着に使う。液晶を付けたときは LED 表

示は当然存在し無い。 

LED 表示に関しては接着なしでも問題ない？？(輸送時は振動で落下するかも) 

LED 仕様の場合エポキシは買わなくてもいける。ハンダ作業委託でさらに LED

仕様のとき必須になる物はプラスドライバーのみ。 

 

 

この場合後はケース組み立て コネクターの差し込み ボルトの固定だけ、説明

書が付属。 

 

 

神奈川県横浜市(AIT研究所)から関西地域(当方自宅)までお借りした試聴機は片

道送料 1370 円(ヤマト 120 サイズ) 

往復三千円弱、貸出納期約一ヶ月(当方の時のケース)でこの驚異的体験が可能。 

（申し込み時期に依って変わります） 

 

DAC の貸出試聴機は二機あるそうです。 

 

他のメーカーも本腰を入れつつある２０１４年初頭、AIT DAC は今も小改良を

続けていて、当方が組み立てた DAC(2013/2/6)は、借り受けた試聴機よりブラ

ッシュアップされて洗練度を高めた音質に感じられました。 

 

※現在の DAC は試聴機から clock 周波数と供給方法を変更したそうです。 



※現在の DAC は試聴機から clock 周波数と供給方法を変更したそうです。 
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● 試聴感想６８ 



最初に聞いたときは余りの静かさに違和感を感じたほど。何か音をわざと消し

ているような、、、 

背景が静かになれば自ずと埋もれたいた音が聞こえるようになる。 

これが抜群の空気感の表現につながっていると思います。 

 

ＤＡＣの時もＣＤの音に驚いたが、ＰＲＥもＣＤの音が素晴らしくいい。 

とにかく滑らか、解像度も CD とは思えないし、音の広がりも素晴らしい。空

間が凄く大きいのに音が濃い。そして帯域のバランスが秀逸で今までのスッキ

リ系から中域が出るようになりボーカルが生きてくる。 

CD も PC からのデジタル再生も全部いい。聞き比べた訳ではないが PC からの

再生（光ケーブル）が一番いいかもしれない。PC からのハイビットレートも文

句ないし、ＤＳＦ再生は表情豊か。 

今度是非ＰＣからのＤＳＤダイレクト再生に挑戦してみたい。 

 

もちろんＳＡＣＤからの DSD のダイレクト再生ももちろん良い。これを聴いた

らやっぱりＳＡＣＤ欲しくなる。ソースによって音が充満して今までと違って

聞こえてくるものもあった。 

オーケストラ物を聴くとたいがい SP の後方にきれいに定位するのだが、音が

厚くてまるでオケピットの中で聴いているような音が前にでるというか音場そ

のものを感じた。かなりのボリュームで聞いているが一切音楽は破綻しない、 

音像と音場が一緒になったような、なんというかオーケストラと一体になれる

ようなそんな音の出方をした。ちょっとした快感、、、 

 

 

正直、プリアンプの聞き比べはやったことがないので AIT PRE の実力がどれ

ほどのものかの評価は私には分からない。 

ただ、間違いなく一つの方向性のかなり高いところにありそうと感じる。 

 

音が正確になると（時間軸も含めて）虫眼鏡で見るように音がはっきりと見え

てくる。結果、リズムも明確になり、ゆったりもアンプテンポも 

自在に表現できてくる（伝わってくる）これが音楽の躍動感につながっている。

だから楽しく気持ちよくそしてノレる！ 

そういう意味も含めての解像度＝正確性は素晴らしく、それは単にカタログス

ペック的なモノを狙っての事ではなく、真摯に回路と設計を丹念にやった結果

もたらされた必然であり、そしてその必然は音楽家（演奏家）が表現したかっ

た音であり音楽であり 



た音であり音楽であり 

そして、それを余すところなく表現し切れることで、当然に素晴らしい情緒あ

ふれる音楽を体験できる、という帰結になっている。 

 

他にも良い機器はあるのだろうと思うし、音の好き嫌いもあろうとは思います

が、ＡＩＴ ＤＡＣとＡＩＴ ＰＲＥの素晴らしいところは上記のように演奏

者（音楽家）の息遣いを 

感じれる事だと思いました。 

ほんとに音楽が染み入ります。 

リレーの切り替わるカチカチ音、最祖違和感を感じましたが、使っているうち

にクセになってきて、個人的にコレ好きです。 
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● 試聴感想６７ 



 

御存知の様にこのMytekに使われている DAC chipは aitlabo DAC製同様 ESS

社の「Sabre ES9016」という chip を使っていますが当然の如く ES9018 に比

較すれば下位に位置する仕様故,最初から勝負にならないとは薄々感じてはい

ました。 

 

 

総じてこの DAC の特筆すべき点は五点程あるかと思います。 

 

(1) 兎に角音の分解能が高く音の粒子がきめ細かいにも係わらず音膜が損なわ

れない。 

 

(2) そして聴き疲れがありません。いつも傍らで聴いていますかみさんが五月蠅

くなく本当に柔らかい音質と言う位ですので御想像が付くかと思います。（特に

Vocal 系の音質は特筆すべきものがあります） 

 

(3) 普通に何もする事なく「Lowest」の Lock 状態で聴けると言うことの凄さを

改めて感じます。 

 

(4) これは全般に共通するのですが音全体に深みを感じます。抽象的で表現が難

しいのですが・・・・。 

 

(5) 音源で特に音質の良いHigh Resを再生しますと音場感が立体的になる場合

もあります。 

 

mytek DAC もなかなか侮れない音質なのですが，aitlabo DAC は音の粒子と言

いますか音像の繊細さの空間表現がやはり勝負にならないと思います。 

 

音域全体「Silky sound」と呼ぶにふさわしい音質です。正に jitter 対策の肝で

はないかと感じた次第です。 
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● 試聴感想６６ 



 

昨年末に購入された方の感想です。 

 

年末年始で DAC を 100 時間程度鳴らした後の感想ですが、受けた印象は試聴

感想にて他の方がおっしゃっていた通りの物でした。 

 

・超低域から高域までリニアに伸びていく感覚は圧巻。 

・歪み感が極めて少なく、音量を上げても不自然な感じがしない。 

・細かい音まで徹底的に分解しきっていますが、それが耳につくことがなく、

さりげない形で影現できている。 

・圧倒的な分解能と情報量のおかげでダイナミック型ヘッドホンでも静電型ヘ

ッドホン並の繊細さが出ます。 

 

全てにおいて文句の付け所がない程に優れている印象ですが、個人的に独自の

ジッタ抑圧機能が特に優れていると感じました。 

ES9018 純正のジッタ抑圧機能も画期的な機能と効果だと思いましたが、この

独自のジッタ抑圧機能はそれ以上です。 

オーディオ用の DDCではないDVDプレーヤーの光出力でも唸るほどの音楽再

生をしてくれたことはまさに驚異です。 

 

環境 

iFi Audio iUSBPower 

Audiophilleo1 

AITLABO ES9018 DAC(S/PDIF 専用) 

ニューオプト KH-05N 

FOSTEX TH900 

ULTRASONE SignaturePRO 
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● 試聴感想６５ 



 

簡単ですが、DAC の試聴記をご報告します。 

DAC 入力は NW プレイヤ N-50（音楽データは大容量 USB 収納)からの SPDIF

出力。 

アンプ：LUX L-509S、SP：B&W MARIX-802 S2 

音楽ソースはステレオ録音がもっとも熱かった時代、1950 年代末～1960 年代

に吹き込まれた管弦楽曲。 

 

先ず、S/N が良く、オケの楽器の数も増えたことにびっくりします。まるで別

の CD をかけているようです。 

高音もですが、今までと比較して良く伸びてくれる緻密な低音が音楽を楽しく

聞かせてくれます。 

ここで印象を確かめるために、従来品の DAC（20 年位前の CDＰの DAC）と

同じ所を何遍も聞き比べました。 

正直、20 年目の製品との比較というの失礼かもしれませんが、これでも当時は

この CDP、20 万超の製品で、 

十分実用に堪えるレベルに達していると思っています。 

しかし、一番違ったのはのはピアノの音、鍵盤の立ち上がりに僅かに聞こえて

いた付随音が消えました。 

測定器は持ち合わせていませんが、ジッターが極めて小さいところまで抑えら

れているのがよく分かります。 

オペラも聞きました。ステージというか、当時の録音スタジオの雰囲気も良く

伝わります。 

この性能で C/P は非常に高いと思います。 

とにかく今後どうするかしばらく悩むでしょう。 
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● 試聴感想６４ 



 

試聴環境は以前の報告時と変わらず（AIT- ⇒DAC Cello Duet350 パワー⇒ATC 

SCM150Psl）、 

プリのみ入れ替え、PC から Amanero DDC 経由での再生で試聴しました。 

 

一聴、やはり、モノ造りには人（メーカー）が出る、 

紛うかたなき AIT-LABO（角田さん）の音と聞きました。 

 

具体的には、非常な細部までの再現性、どんな信号も細大漏らさず音にすると

いった感じ、 

ソースの音はすべて聞き取れるという印象です。 

また、再生周波数のレンジ、ダイナミックレンジも大変広大で、オルガンのペ

ダル鍵盤演奏時の 

音階の確かさと量感、絶え入るような ppp から突然のトゥッティの fff の安定・

余裕感など、まあ、見事なものです。 

特に AIT-DAC との相乗で、図太い・野放図とさえ言いたいほどの低音再生は強

烈です。 

 

これらの再生が、何の脚色も無く、当たり前のこととして、いとも簡単・普通

に行われるところが、 

私が上で AIT-LABO の音と評した所以で、 

何か聞き逃している・聞き落としているのではないか、という心配は皆無でし

ょう。 

 

なんにせよ、DAC 同様、大変な CP のプリで、プリを選択する際には必ず聞く

べきものであり、 

個人的には、これも DAC と同じく、数倍以上する有名プリアンプと互角に渡り

合える、 

あるいは凌駕する実力ではなかろうかと感じた次第です。 
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● 試聴感想６３ 



 

引き続き試聴した方の感想です。 

 

年末年始で、特別長くお借りしましたが、正直もう手放せない状態です。 

試聴機の音は、最初の印象が「静か」でＳ／Ｎ感が上がる感じでした。 

 

ＪＡＺＺの生ベースの超低音感が下に延びて、いい感じでした。 

私の音源は、昔ながらのＣＤとＮＨＫＦＭです。ＮＡＳ構築もしていますが、

正直ＣＤ 

がまだ上のようにとらえています（ネットワークオーディオプレーヤーのグレ

ードかも）。 

 

じっくり聞いての感想は、まずＦＭのアナウンスの声が自然となりよりリアリ

ティが上がったこと。 

よって、ボーカルの声質も良くなる。大編成の音楽も小編成の音楽もどれもグ

レードが上がり 

音がクリアで明確になりながらも、聞き易く自然な感じとなることですね。 

 

以前、ＣＤプレーヤーのデジアウトにＡＩＴさんでは無い単独ＤＡＣを繋ぎ、

アナログアウトとの切替比較をした時は、 

正直音の差が判りませんでした。その後デジタルＤＥＱでＤＡ変換し、別のＤ

ＡＣで音の差が有るのを知り、今に 

至っていますが、パワーアンプの音の差よりもＤＡＣの方が大きいし、好みの

問題ではなく１０人中９人は良い悪いの 

判断が出来るレベルかもしれません。そういう中で、ＡＩＴさんのＤＡＣを入

れる事での質の向上にびっくりしています。 

ＰＣＭ－ＤＳＤ変換の音ばかり聞きましたが、ＰＣＭアウトはややかっちりし

ている感があるようです。但し、あまり 

差は感じず、違うかな？という程度です。 
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● 試聴感想６２ 



 

新年になりましたが、本年もよろしく御願いします。 

早速今年の試聴感想を掲載します。 

昨年キット購入された方です。 

 

今回、試聴機を今のシステムで聴いた時の第一印象は あぁ自分が求めていたの

はこういう音だったんだ という感動と満足感でした。 

いつも聴いているはずのお気に入りのトランスで不覚にも涙を流してしまいま

した。 

絵画や音楽、彫刻といった芸術で深く感動する時、作者が心の奥深くから真実

を純粋に追及して作品をつくりあげ、それが鑑賞者の心の琴線に共鳴して感動

を感じるのだと私は思っています。 

角田様の作品であるこの DAC も同じではないかと感じました。 

実は以前にも一度試聴機をお借りして以前のシステムで聴いていたのですが、

その時の DAC. soulnoteのDC1.0と比較してとても繊細できれいな音だけれど

も少し線が細い印象があり購入までは至りませんでした。 

 

今回視聴環境、システムともに一新し改めて聴いてみまして初めて真価を理解

した感じです。 

細かい描写については他の方がわかりやすく説明されている通りだと思います

が、もしまだ聴かれていないのなら是非貸し出し試聴をお勧めします。 

より大型のシステムの方が私の場合、真価が理解しやすかったです。 

以前のシステム 

CDP sulnote sc1.0 

DAC soulnote dc1.0 

pre 吉田苑オリジナル 光ボリューム 

AMP Nnode ＸPM10 

SP dynaudio C1 

 

現在のシステム 

電源 psaudio powerplant10 

CDP psaudio pwt 光接続 

またはエルサウンドアナログ電源 SDtrans384 HDMI 接続 

DAC AIT amanero 搭載 mck 変更 DSD 

premain SHARP smsx300 改 

または光ボリューム 



または光ボリューム 

goldmund mimesis9 

SP dynaudio saphaia 

または ATC scm100tsl 

または ATC scm12sl 
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● 試聴感想６１ 

 

今週お買いあげ頂いた方の評価です。SACDP と HDMI ケーブルで接続し主に

SACD(=DSD64)を鑑賞されています 

 

 

再生音の第一印象なんですが、 

音の「分解能力」は極めて高く、今までのレベルとは丸きり違うのは確か、重

なって不鮮明だった幾つかの音がきちんと分かれて聴こえる。第九のコーラス

はぞくぞくっと来ました。 

 

低域がひ弱だったのが難点の SACD、CD と引けを取らない力強さ、ジャズの

弾けるパワー感が出てきた。 

僕の目標だった、SACD の情報量と最新のハイスピードかつ高分解能力を持つ

スピーカーとの良さがやっと味わえた気がします。 

ブラスの楽器の音がやや硬質、木管も硬い、これは仰ってた「通電エイジング」

により柔らかくなるものかな、と思っています。 

安定してきて、分解能力までが今以上に向上するとしたら驚くまでの結果です

ね。はやり DA コンバーターはデジタル再生の命ですね、アンプは本来ただの

増幅器であり DAC が良ければ普通の製品で十分良い音、音楽が再生できる、と

思えます。 
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● 試聴感想６０ 

 

キット購入者様の感想です。２名の方から頂きました。 

 

１名の方 

DAC ですが、いつも音楽をかけると、家族からうるさい、止めろと言われてい

ましたが、このＤＡＣだと言われなくなり、好評です。 

 

 

 

以下は別の方からの感想です。 

 

ケースへの組み込みは、電話にてご回答いただいた後の数時間の作業で完了し

ました。 

ＤＩＰスイッチの設定も送付時のままです。気に入った設定があれば変えよう

かとも思いますが、何の不都合も感じないので１か月以上経過してもそのまま

です。 

 

 実は、本機はこれまで購入したものの中（除く自宅・自動車）で一番高価な

買い物であったこと、また基板の大きさがこじんまり（すみません）としてい

たため、音を聞くまで少々不安でした。ですが、音を聞いて安心しました。 

 

 感想を一言で表現するのであれば、（良い意味で）不思議なＤＡＣです。 

 

・音量の大小に関わらず、同じように心地よい音に聞こえる 

 

・ＣＤ製作者（レコーディング、ミキサー）の意図がわかってしまう気がする。 

 

・つまらないと思っていた古いＣＤが楽しく聞ける。 

 

 また、音自体皆さんが言われる通り素晴らしい。（としかいいようがない） 

音を言葉で表現することは不可能なので、関心ある方はとにかく聞いてみるこ

とをお勧めします。百文は一聞に如かず。ただ聞いてしまうと購入したくなる

可能性が高くなるので、試聴前に購入資金を準備したほうが良いと思います。 
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● 試聴感想５９ 



・ 女性ボーカル等で音がきつくなる事が無く、本当に綺麗に再生してくれる。 

 

・ 今まで、録音が悪く聴く気に成れなかった CD でも、かなりの割合でよい音

で再生してくれる。 

 

・ 音数が増えて、月並みな表現ですが、『こんな音が入ってたんだ！』と感じ

る事が多い。 

 

・ 16Bit/44kHz の音源での PCM→DSD の変換については、OFF→128→256

と換えていくに従って、より、音の芯がはっきりとして且つクリアーで綺麗な

再生音になると思います。 

 

・ DSD の音源でも、同じ様な傾向ですが、録音によっては、OFF の方がパン

チが有ってよく感じる場合も有ります。DSD の場合は元々かなりクウォリティ

が高いので、256 ですとスムーズになり過ぎて、おとなしく感じてしまう場合

もありました。 

 

・ S/PDIF での入力ですが、同軸よりも TOS リンクの方がスッキリとした感じ

で好きです。 

 

・ SACDP(MARANTZ SA-11/S3)での SACD 再生と同じディスクの CD 層をリ

ッピングして、CuBox＋hiFace Evo＋AIT DAC で再生した場合、音数や定位

では SACD 再生の方が良い場合も有 

るが、再生音のスムーズさや歪感の少なさは、後者の方が良い。総合的に見れ

ば、遜色が無く、CuBox＋hiFace Evo＋AIT DAC の組み合わせは、恐ろしい

くらいの再生能力です。 

 

・ 以前使用していた、SACDP を改造して頂き、SACD を DSD 出力で取り出

し HDMI で DAC に入力して再生した場合、とにかく自然な音の一言に尽きま

す。SA-11/S3 を手放そうかと本気で考えています。 

 

 

 

こんな感じですが、まとめて見ると、とにかく何処かのコマーシャルみたいで

すが、 

 



 

『何も足さない、何も引かない、只忠実にデジタル信号をアナログに変換する。』 

 

そんな感じの DAC です、録音の良し悪しがそのまま出てきます、音場の広い録

音では、部屋中に音が広がって、まさに音に包まれる感じになります。 

 

一方、スピーカーの間に小さな音場が再現されて、その中に沢山の音が再現さ

れる物も有ります。ＣＤの中の音がそのまま出てきます。 

 

とにかく、素晴らしい DAC だと思います。 

 

ネット上では、色々意見のある外観ですが、自分はシンプルさが凄く気に入っ

てます。 

 

 

音のコンセプトと外観が凄くマッチしていると思います。 
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● 試聴感想５８ 



 

今のとこ ろ、BeagleBone Black の mpd-0.17.6-rtopt(yan) から UDA3 経由の 

SPDIF or SDIF3 で Elgar に至 る組み合わせで、最良の結果が得 られていま

す。 

 

購入後 

 

夜にはキットの組み上げを終え、慣らし運転に入っています。 

この状態でも、dCS が逃げ出すほどの再生能力。素晴らしい。 

 

角田さんが開発されたプリアンプも頒布されていると聞きました。 

試聴機もあるとのことで、早速予約したいと思います。 

 

視聴するまでもなく良いプリだろうと確信していますが、やはり 

確認してからにしたいと思います。 
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● 試聴感想５７ 

 

最近購入された方の感想です。 

amaneroCOMBO384 を搭載し PCM/DSD も入力できる仕様です。前視聴感想

で DSD→PCM 切り替え時にポップノイズ発生があるようでしたが、対策し効

果があったようです。 



DSD 音源についても問題なく再生できてます。 

とても気に入りました。良いものを有難うございました。今後も愛用していき

たいと思います。 
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● 試聴感想５６ 



この問題は、上記設定・環境での話であり、 

オーディオ好きの方ならすぐに思い付く対策（バスパワー供給方法の改善、 

USB ケーブルの交換やノイズ対策、プレーヤーソフトの選択、等）で、 

更には、Cubox 等の専用化した PC からの再生で 

大幅に改善されるであろうことは容易に想像がつき、根本的な問題にはならな

いと思われます。 

 

その他、現時点での基本動作・注意としては、 

1.再生開始時、DAC 側で認識しているファイル形式（PCM, DSD）、サンプリ

ング周波数と異なったものが 

入力されると、ポップノイズが発生する。 

 

2.再生中、同一ファイル形式の場合は、サンプリング周波数の変更時にはノイ

ズはほとんど発生しない。 

 

3.再生中、PCM→DSD に切り替わる際は、ごく小さなノイズが発生する（ほと

んど気にならない）。 

DSD→PCM 切り替え時には、ポップノイズが発生する。 

 

4.嬉しい発見で、上記環境・設定で（ほかに特に設定もせず）完全なギャップ

レス再生が可能。 

 

Amanero は、以前は外国への直接発注しか方法が無かったようですが、 

今は国内販売の代理店も決まり、非常に入手しやすくなり、 

さらにこの性能ならば、敢えて他の DDC を考慮する必要はないのではないで

しょうか。 

（Amanero が別の DDC(DAC)ボードを出すとまた話は別ですが） 

 

最後に、AIT-DAC について、ここまで使用してきて最近特に強く感じているこ

とを述べたいと思います。 

以前にも書きましたが、この DAC は、ほとんどの要素でずば抜けた性能である

わけですが、 

特にその定位（感）の素晴らしさにホトホト感心させられています。 

これまで一般に、良く、音場の再生に長けている、とか逆に音像の再生に長け

ている、とかいった評価がされ、 

言われた側も暗黙の了解で、このような傾向の音だな、といった判断が可能で



言われた側も暗黙の了解で、このような傾向の音だな、といった判断が可能で

した。 

また、この二つはある程度背反な関係にあったと思います。 

 

しかし、AIT-DAC は、これを完全に超えましたね。 

つまり、音場、音像という二元要素があり、それぞれを評価・判断するのでは

なく、 

音像があって音場が意識される、あるいは、音場の中のあるべき位置に音像が

意識されるわけです。 

私の場合、聞く音楽はほぼ 100%クラシックなのですが、これまでに経験したこ

とのないほど精緻な音像から 

発せられる響きの広がり・減衰から、その場（広さや高さや奥行きなど）を意

識・感じさせられるという体験に 

陶然としています。 

 

これは生の演奏では当然なことなのですが、なかなか再生の場では得られない

感覚で、 

これまでの多くの機器でも経験がありません。 

特にオーケストラの再生は鳥肌モノで、両スピーカーの外・後方から、それぞ

れの楽器があるべき位置から 

響いてくる（実にしまった音像で）様は、 

実際の会場では、逆にこのように聞こえることはあり得ないのですが、 

再生（ヴァーチャル）体験の喜びの真骨頂と思います。 

 

これまで、録音年月は新しいのに、やはりオケの自主録音ではこの程度かと思

っていた、 

チェリ／ミュンヘン・フィルの EMI 版 CD やヴァンスカ／ラハティ響の BIS

版（これは元々好録音ですが）CD 

など目から鱗の新体験でした。 
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● 試聴感想５５ 



 

試聴された方の感想です。 

 

３連休、お蔭様で、音楽を堪能することができました。 

通常のシステムは、ＤＡＣがないので、 

-CuBox-->UDA--->OLASONNIC NANOCOMPO-UA1 --->BRILON 

ですが、久しぶりに、アンプに、しばらく使っていなかったＭｕｓｉｃａｌ 

Fidelity を使いました。  

-CuBox-->UDA--->AITLABO DAC--->Musical Fildelity A1---->BRILON 

に、切り替えると、見違えるようになりました。 

 

分解能が、すごく良く、旅行中の家族に電話越しに音を聞いてもらっても、違

いがわかる程です。   

特に、低音のドラム、ベースの音が、一塊ではなく、粒になって、音圧もしっ

かりと前に、イキイキと出てくるのは、すばらしかったです。 

こんなに、低音がでるのは？？とびっくりしました。 まるで、生演奏をスタ

ジオで聞いているような、錯覚に陥りました。  

いつも、洋楽、ジャズを中心に、聴くのですが、久しぶりに、Ｊ－ＰＯＰを聞

きましたが（通常、音が塊になっていて、あまり、好きではないのですが）、 

いい音になったので、気持ちよく、懐かしく聞けました。   

また、聴き疲れが、まったくしないのがいいです。 ＣＤは、これが、本来の

ＣＤ製作者が、意図して、吹き込んでいる音なのでは？？と思いました。 

 

ＤＳＤ、ＰＣＭですが、私のシステムでは、どちらがいいというわけではなく、

曲、音源によって、使い分ければいいのではと思いました。 

アンプも今回変えたので、ＤＡＣの完全比較には、なりませんでしたが、シス

テムのグレードが、数段階あがったこと、 

バックノイズが、静か、音圧があがり、音が生き生きする、音の粒のシャワー

がスピーカーから、放たれるようになった。 

そして何よりも、音楽が、楽しく気持ちよく（感情移入される）聞けるように

なったということが、分かったの成果でした。 

 

宅急便屋さんが、視聴機を運んでいった後は、少し寂しくなってしまいまし

た。。。。。 
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● 試聴感想５４ 

 

キット購入者様の感想です。 

 

今のところ Mac（ソフト:Audirvana plus）で曲を再生し、ifi 社製 DDC を介し

て spdif 接続で利用しています。 

この DDC にはジッター低減機能?がついるらしく、一応 on と off で試してみた

のですがこの DAC では全く差異は感じません。このような点でも DAC 側のジ

ッター抑制機能の堅牢さを感じた次第です。 

 

空気感、解像度、奥行きは試聴させていただいた当時のままですが、クロック

変更の影響かリアルタイム DSD が試聴時よりも好印象でした。 

特に 128 と 256 では 256 の方が音数が増し、音の厚みが出てきます。 

一概に 256 の方が良いともいえず、曲のソースにより PCM と切り替えて利用

していきたいと思います。 

あと、作って下さった方も音がスーッと出る、自然な音の出る DAC ですねと仰

っていました。 

 

角田さまにアドバイスいただいた基板配置とケースのサイズ修正を実施し、ケ

ースにも AIT LABO とロゴ印刷致しました。 

今回ネイティブ DSD 対応は見送りましたが、HDMI 用のケース穴を設け、端

子も仮付けしましたので先々も安心です。ネイティブ DSD 機能付加の際はよろ

しくお願いします。 
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● 試聴感想５３  



 

PRE の試聴感想です。この方は AITDAC 購入されています。 

 

確かに解像度が凄いと気づきました。 

ＪＥＦＦＲＯＷＬＡＮＤのＣＯＮＣＥＲＴＯ（プリメイン） 

は色付けも無くかなり気に入ってましたが、まだ 

分解能に先が有るのだと思い知らされました。 

 

鮫島有美子のＣＤ「ます」で、ＳＰはＨＢ１ 

 

ＪＥＦＦのプリメインで何の不満も無かったのですが 

ＡＩＴプリで聞くと、鮫島さんがキリッと立つのですね 

伴奏のピアノのコロコロした響きが気持ちよい 

鮫島有美子が若返った感じです。 

そしてボーカルとピアノが３次元空間に定位します。 

 

ＪＥＦＦに、にじみがまだ有ったのかと気づきました。 

湯船のほんのりとした薄けむりみたいな・・・ 

 

 

ＣＤに記録されていた情報がノイズ無く色付けも無く 

そのまま再生されている。 

 

ＣＤによってはあからさまになり過ぎてしまうのも 

有るみたいですね＾＾ 
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● 試聴感想５２ 



とりあえず、同軸、TOS、UDA、I2S（HDMI）すべての入力で正常動作する

ことを確認しました。 

音についてはまだ出したばかりなので評価できる状況ではないですが、脚色が

なく非常に無色透明な音だと感じました。 

入力による差ですが、 

I2S（HDMI）＞同軸、TOS＞UDA に感じます。 

UDA のクロックがまだ本領を発揮していないのかもしれません。 

また、MCLK を追加していただいた HiFaceEVO には外部マスタークロックジ

ェネレータをつけているのでそのせいかもしれません。HiFaceEVO から同軸

や TOS を入れて実験しました。 

 

他にも PS3 も TOS で繋いでみましたがなかなかいい音で鳴りました。 

この文章を書いている間にもどんどん音が滑らかになってきているので今後の

変化が楽しみです。 
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● 試聴感想５１ 

 

試聴感想です。 

 



なりの音でした。 

 

感想の概略はざっとこのようなものです。DAC の機能としては，まさに期待以

上の働きを見せたと思いますが，一方で我が家のシステムの弱点をさらけ出さ

れたという感じがしています。具体にはやはり音を正確に再現する力の不足，

言ってみればプリアンプ機能の不足（ボリュームの精度という側面もあるかと

思います。）という部分があるかと思います。 
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● 試聴感想５０ 

 

最近購入された方の感想です。入力は S/PDIF と共にＵＳＢ、HDMI ケーブル

接続による DSD/I2S 再生が可能な仕様となっています。一部伏せ字にしていま

す。 

 



 

PCM→DSD は OFF と DSD128 を比較しましたが DSD128 の 

方がやや音がまろやかになるように感じましたが 

どちらで聴くかは好みだと思えました。 
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● 試聴感想４９ 



もあって 

個人的には受け付けませんでした。 

それと Power の片方が数時間経つと勝手に休止してしまうのも困りました。 

販売店の方は、デモ機で酷使されたためかもと仰っていましたが 

目の前で故障されてしまうと信頼性に懸念を持たざるを得ません。 

 

先ほどから聴き始めた DarTZeel は 

アクの強い独特な外観に似合わず、Ayre に比べて自然な音色で色付けは少なく 

DAC からの音をかなりの割合でストレートに出している感じはあって、なかな

か好印象ですが 

低音の一部でオーディオ的な心地よさを感じるので、狙って作っているのかも

知れません。 

１日くらい経つと音は変わるとのことなので、楽しみにしています。 

 

来週の Linn は音作りは相当上手そうですが、 

ストレートさはちょっと劣るのでは？と予想しています。 

 

他、せっかくの機会と思い、 

http://www.audiolabo.co.jp/ 

のパワーアンプ PM8CT も借用中ですが 

今のところ情報量、低音の迫力、音全体の品位などだいぶ劣っていて、全く感

心しない状態です。 

日曜からプリ pp-5 も借用できることになりましたので、本来の組み合わせでど

うなるか？ 

といったところです。 

 

 

ということで、絞り込めた時点で改めて確認したいとは思いますが 

DAC mclk 修正の効果およびＡＴＴ音量制御方式での改善を考慮すると 

現時点のプリアンプ本命は、やはり御社になるかと思います。 

（凄いですね！） 
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● 試聴感想４８ 

 

ヘッドフォンで試聴された方の感想です。 

 

貸出機が到着してからは、毎日仕事が終わって直ぐに帰宅し深夜までいろいろ

なＣＤを聴いて楽しみました。 

試聴環境は、ＣＤＴにエソテリックのＰ-0Ｓ（VUK）を使用し同軸デジタル出

力を２系統出して AIT DACと私が所有している約 13年前の国産 A社のデジタ

ルプリアンプにそれぞれ繋ぎました。その出力をラックスマンのヘッドホンア

ンプ P-700u に繋ぎゼンハイザーHD800（バランスケーブルに変更済）で聴き

ました。アンプの入力切替スイッチにより約 1 秒のタイムラグで比べることが

できるようにして試聴しました。 

最初、１曲目を聴いた時「音が細い。痩せている」と感じたのですが、あれっ、

もしかしてと思い２曲目聴きながらスイッチを切り替え比べると気づいてしま

いました。AIT DAC の方が断然生の楽器の音に近い、基本の音と倍音がきれい、

また全体にベールが一枚掛かっていたのが剥がれた感じです。私のデジプリは、

一聴では迫力を感じるのですが少し団子状態で横一列でこちらに向かってきて

いる。 

最初の２日は、スイッチを切り替えながら比較したのですが、その後は返却ま

で AIT DAC で音楽を堪能しました。私の感覚では JAZZ、ROCK は DSD128

又は PCM、クラッシク、ボーカル等は DSD256 が好みでした。 

 

返却前に AIT DAC を導入しない理由をいろいろ考えたのですが（「ヘッドホン

であれば今でも十分」「１,２年待てばさらに良くなる」等々）あの音を知って

 

● 試聴感想４７ 



DAC と PRE を同時に試聴された方の感想です。 

 

他の方の評価の通り、非常に音源に忠実で、目を瞠るほどの 

性能があると思いました。 

・とにかく分解能が高い。（一切混濁が無いと言ったほうがよいかも知れません） 

・それでいて音色のクセといったものが殆ど見受けられない。 

・よって、音源本来の姿や特質が限りなく引き出される。 

・S/N が非常に良い。 

・全帯域、どこも突出したり大人し過ぎたりせず、程よく厚みがある。 

 

とまあ、正直これだけなのですが、非常に高い次元で達成されていると思いま

した。 

 

 

ただ、不思議なのは他の方の評価では絶賛されている PCM→DSD リアルタイ

ム変換ですが私には正直合いませんでした。 

録音があまり宜しくない音源に関しては音の厚みが増えて良いかな…？ 

というくらいで、ほぼどの音源でも他の方が言うように見通しがよくなったり、 

分解能が上がった感じがするといったことはありませんでした。 

VCXO mode につきましては HOLD が一番音が前に出てパワーが感じられ、好

印象でした。ただ、どの mode も空気感の違いがあり、音源によって選ぶのが

良いかなと思いました。 
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● 試聴感想４６ 

 



が一枚取れたように感じました。 

特に PCM→DSD では倍音の響きも含めて音が一段と美しくなり、ピアノのア

タックでは空気感が一層強調されたように感じ、 

特に好みの音でした。 

私はトランス・テクノ等のクラブミュージック等も聞きますが、分厚いシンセ

リードが明確に立体感のある音として前に出ており新鮮でした。 

ジッタの低減された音はこのようなリアリティある音に変わるのかと、半ば目

の醒める思いでした。 
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● ＰＲＥＡＭＰ購入者樣の感想 



 

CD や SACD にはこのような表情豊かな情報が元々入っていて能動素子の増幅

で音量調節する Pre はこの音を実は歪ませていたんだということに気付かされ

ます（飽くまで私の知っている Pre の範囲です）。DAC でも同じ事を感じまし

たが、DAC が略まともになった後 Pre を詰めていったらアナログで延々と歴史

がある筈の Pre Amp でも同じ事が起きたという衝撃的な経験です。 

 

 

私見で思うに、素晴らしい結果が出た理由の半分は、特性や操作性を全く犠牲

にする事無しに音楽信号経路は極限のシンプルさまで到達したこと。残りの半

分は電流伝送によるものだと思います。 

 

 

私の DAC には Pre に入っている V/I 変換回路と同じ回路が入っていて（量産

の一つ前 ver）、DAC から信号を電流源で送り出し、XLR ケーブルを経由して

Pre の終端抵抗 300Ω の所までこの信号電流が流れていきます。この Pre はバ

イアンプ駆動出来るように出力が 2 系統出せますから 300Ω の両端に出て来る

信号電圧を V/I 変換回路を通して 2 回路同時出力できます。電流伝送で 2 系統

のパワーアンプを経由して SP を 2way 駆動で鳴らしています。 

 

 

実験の為電圧駆動でも鳴らしましたが、電流の方が明らかに低域が引き締まり

音の分解能が上がります。SP の動きも軽やかになります。 

 

 

色々書いても良いことしか出て来ないのでここまで読むと却って反感を持たれ

る向きも多いと思います。音はいくらご託を並べても一聴にしかずです。試聴

できるのですから是非試聴されることをお勧めします。尚、電流伝送の効果は

その大小で言えば、DAC-Pre 間より Pre-Power 間の方がはるかに大きいです。 

 

 

使いこなしに関わることですが、出力のところの 4pin DIP SW が 2 セットあっ

て、直感と違う処があるので、これの設定を今の説明書きだけですんなり設定

できる人は少ないのではないかと思います（除く回路を読める人）。老婆心なが

ら説明の所に詳細な絵を付けて出力端子と 1 対 1 対応取るべきだと（8pin 全て

に）思う次第です。ここの設定をミスると音が眠くなったり死んだりします（経



に）思う次第です。ここの設定をミスると音が眠くなったり死んだりします（経

験者語る^^; ）。電流伝送は意外な落とし穴が結構あると思います。 

 

 

完成品売りのデザインは多くの方が言及しておられるとおり、毎日拝むにはち

ょっと厳しいものがあります。基板で購入し安くなった分でメーカーでは出来

ないような自分の気に入るケースを用意できるので却ってラッキーと考える方

が前向きになれるのではないでしょうか。私は自分の趣味に合わせて自作しま

した。デザイン的なバランスを考えてボリュームと同じツマミを Selector 用に

フロントパネルに欲しいと思い、そのような機能変更を角田氏にお願いしまし

た。 

 

 

 

写真を見ればお分かりになると思いますが Selector 用のロータリーSW の隣 

5mm の処に電源トランスが来ています。従来の因習的なオーディオ常識に頭を

やられていると、とてもこんな配置は出来ないのですがこの Pre では何の問題

もありません。夜中に音量 Max にして 38cm Woofer に耳をくっつけても全く、

微塵も、一切ハムの如きものは出て来ません。 

 

 

リモコンが使えますが私は Volume のツマミをゆっくり回す時のチャラチャラ

という感触が気に入って専らマニュアル操作しています。将来デジタルチャン

デバを角田氏が製品化してくださった暁には、DAC → プリ → パワー → SP

と言うセットを CH 数だけ並べてリモコンで一括コントロールが出来ると言う

ことは考えていますが、角田氏はチャンデバを作る気は目下ないようです。（ち

なみにプリに関しても回路的にはあんまり面白くないので本人は大々的にはや

りたくないと述べておられました。） 

 

 

以上使いこなしも含めて感想を述べてみました。内部の関係者ではないかと疑

いをもたれるかも知れませんが、お金を払って製品を購入している 1 ユーザー

です。作り出される作品の優秀さが世に知られず埋もれてしまうようなことが

あっては人類の損失だという思いから肯定的な感想をちらほら述べております

次第です。そのうち筆の立つ方が現れて広く啓蒙して下さる事態が出来するの



次第です。そのうち筆の立つ方が現れて広く啓蒙して下さる事態が出来するの

を期待しつつ。買わなくても良いので何処かで是非その音を経験して知って頂

きたいと思います。 
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● 試聴感想４５ 

 

ＤＡＣ購入者樣の感想です。 

 

今までは Luxman の DA-ＸＸという AIT DAC と同じ価格帯のものを使用して

いました。 

鳴らし始めたばかりなのにエージング済みの DA-ＸＸとは比べ物にならない音

にただただ唖然としております。 

音数、解像度、音の広がり全てにおいて圧倒的な差で、ベールが何枚も一気に

剥がれた感じです。 

あまりにも聴くことが楽しく今まで時間を忘れておりました。 

一瞬で DA-ＸＸを手放す決心が出来ました。 

もっと前に AIT DAC のことを知っていれば無駄な出費をせずに済んだことが

悔やまれます。 
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● PREAMP 試聴感想６ 

 

ＰＲＥを試聴頂いた方（当方ＤＡＣ購入者）の感想です。 

 

聴かせていただいた感想ですが、派手さが無く音楽に変化を加えるようなとこ



それでいてセパレーションと定位の良さを感じられたのが印象的でした。 

DAC もそうでしたが、音源を選ばない万能型のプリアンプではないでしょう

か。 
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● PRE キット組立報告 

 

PREAMP キットを購入頂きた方の完成報告です。 

当方所定から変更されていますので、当方のキットとは異なる箇所があります。 

 

実装していく段階で回路を追っかけていくと、増幅素子が最後の VI 変換回路以

外に入っていない事もさりながら、 

『オーディオ業界で設計してきた人間では出来ない設計だろうな』と感心する

こと多々ありました。 

 

 

今迄と同じ条件で比較する為、Woofer は電圧系で鳴らしていますがそれ以外は

電流受け/電流出しです。 

音は只者ではないです。歪みが全く感じられないのでストレスが全くないです。 

12V 電源を TPS7A4700 2 段スタック強化して OS コンを多数入れているので

音がまともになるのは 1～2 週間掛かるはずですが、30 分の時点で明らかに別

次元です。 

美しいとか楽しいとか言う感覚とは違う『懐かしい』、『いとおしい』、そういう 

感覚があって、何の変哲もないリュートのソロ曲を聴いていて心の底から込み

上げてくるものがあります。音質に関してはエージングが終わってから改めて

感想を述べますが取り敢えず音出し開始して 1 時間での感想です。 
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● PREAMP 試聴感想５ 



 

PREAMP の試聴感想です。 

ようやく頒布できるようになりました。詳しくは問い合わせ願います。 

 

他の方も書いていらしたと思いますが、DAC と同方向で、ソフトの音をそのま

ま再現するアンプだと感じました。現在使用しているアンプも、色付けが少な

いと思っておりましたが、比較すると、オーディオとして心地良く聞こえるよ

うな調整がなされていることに気が付きました。梅干しに例えると、現在使用

しているアンプは蜂蜜入りで、AIT LABO のアンプは塩だけで漬けたものとい

った印象です。 

また、定位が非常によく、音が出ている場所をはっきり指差せるくらいでした。 
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● 試聴感想４４ 

 

試聴感想です。 

 

早速 Audirvana Plus をインストールした MacMini からオルソ・スペクトラム



 

土曜日は食事もそこそこに夜遅くまで、日曜は早朝から午後まで、ほとんどぶ

っ通しで手持ちの多様なソフトを試聴機で聞き続けました。 
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● 試聴感想４３ 

 

最近購入された方の感想です。問い合わせ頂いた翌日に購入されました。 

 

DAC の方は日に日に音が落ち着いてきました。 

ざっくりした感想と致しましては 

思っていた以上に奥行き感が面白いほどでており、 

導入の後悔は全くしておりません。 

 

また、音は勢いで押し切ったりせず極めて冷静というのが 

この DAC の持ち味だという感想を持ちました。 

間違いなくこの価格帯でこれだけの性能を有している DAC は皆無と 

言っても過言ではないと思われます。 

そのため音を聴く度に顔がにやけてしまっています。 

まだ、ケース組み込みに至っておりませんが早いところケースに収納し、 

じっくり堪能したく思っております。 
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● PREAMP 試聴感想４ 



 

なにせ、古いとはいえ、かの高城氏も愛用していた往年の SONY の最高機種

TA－E900 です。色つけがなく自然で、分解能の鋭さは現代高級アンプと比較

してもなんら劣るものでもなく素晴らしい音楽を聴かせてくれます。 

・・・と思っておりました。 

 

 ところがです。AIT PRE は、一聽して 嗚呼、気持の良い音だなと感じ

させます。 

 

それは、何なのか、得てして、私を含め、オーデイオマニアは、高音の伸びが

如何か、抜けが良いとか、音場が、音像がどうだ、低音の分解能が優れている

とか、細部を聴き取り、>ありとあらゆる言葉でスピーカから出てくる音を、表

現し、評価しがちです。 

 

 AIT PRE は、そのような表現が不要なほど、自然な音とでも言いましょ

うか、何方かが生命感にあふれた音という表現を用いておりましたが、私は、

躍動感に溢れ、音楽を聴いて楽しくなるような音というのが、私の最初に感じ

たことであり、一週間の間、試聴を重ねてもその印象は変わりませんでした。 

ずっと、音楽に浸っていたくなるような音とでもいいましょうか。 

 ただ、残念な点は、やはりオーデイオは趣味性が強く、所持する喜び、満足

感も欲しいもの、音楽を聴いている間も機材を目にする訳ですから、もう少し

見た目も大切・・ 

（好みが分かれますが）まあ、だからこそ、これだけの性能がありながら、廉

価で提供できるのでしょうが・・・・。 

 

 ケースは、気は重いのですが、自作で行きたいと思います。自作なら、少々

不細工なつくりでも、諦めがつきます。以上が私のつたない感想です。 

 

いろいろ、機能もいろいろ選択が可能だし、中身的には素晴らしいプリだと思

います。 
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● 試聴感想４２ 



と云った方には、躊躇無くこの方法をお勧めしたいと思います。 

PC からのノイズ対策に腐心・苦心することから解放されることだけでも有り難

いです。 

（友人宅での P0s からの SPDIF/同軸での再生も、大変に満足の行くものであ

ったことも付記しておきます。） 

 

さて、肝心の音質ですが、これは素晴らしいの一言につきます。 

１年ほど前の試聴機（視聴評価２２）よりも逞しく、押し出しの強い音と感じ

られ、 

ほぼ１００%クラシックしか聞かない私には、正直、試聴機のあの繊細さも好

ましくもあるのですが、 

ステージの再現性や音数に不足があるわけではなく、 

システム全体でチューンすべきもののように思われます。 

 

他の方も評価されている通り、音源に含まれている全ての音が再生されている

印象です。 

一聴、高解像度を感じさせる機器でも、音の色数（音のパレット）が多い機種

は少なく 

（高価な機器にも多数存在）、弦楽器や金管の音色を描き分けられないのです

が、 

AIT DAC は、正にその楽器の音色で、あるべき位置から響いてくるのに興奮さ

せられます。 

 

豊かでありつつソリッドな低音も魅力で、ステレオサウンド社から出ている 

菅野沖彦氏の Best Sound Selection の SACD で、バッハのオルガン小曲集から

のコラールが、 

ちょっと野蛮とも思えるレコーディングですが、きっちりと最低域まで音階を

踏みながら下がっていき、 

決して茫洋とした音の固まりにならず、これまでほとんど目にしたことの無い、

ATC の１５インチウーファーが 

ブルブルと震えるさまを見るのは、何とも単純なオーディオ的愉悦です。 

 

総じて DSD（PCM のリアルタイム変換を含む）の再生は、瞠目の水準で、 

定位、音像の絞り込まれ方、音色の鮮明さ、広大な空間表現 等、 

ハイレゾを含む PCM 再生（大変高品位ですが）より一段格上と私には思われ

ます。 



ます。 

CD ソースの DSD128 と 256 のリアルタイム変換の差は、測定上は、ほとんど

違いが無いようですが、 

聴感では、やはり 256 の方が若干しなやかで瑞々しく感じ、こちらの方を選択

してしまいます。 

いずれにしても私の場合は、今後 CD を DSD 変換せずに聞くことは無いでしょ

う。 

 

AFPC, APC, HOLD のジッター抑圧モードは、音源によって少しずつ聞こえ方

が違い、 

どれがベストかは、まだ決めかねています。 

その都度気分で変えても良いのかも知れませんし、エイヤッとどれかに決めて

しまっても 

正解かもしれません。 

ただ、どのモードの場合も、ES9018 の内部ジッター・リデューサーは、OFF

の方が良いようです。 

少なくとも私にはそう聞こえます。 

 

素晴らしい AIT DAC ですが、今の私のシステムの中では浮いてしまっていま

す。 

明らかに他とのバランスを欠き、 

まずまずのバランスでそれなりのレベルの乗り味を楽しんでいた愛車に、 

突然カリカリのハイチューンのエンジンを載せてしまったような感じです。 

でもこれは、当然の良い結果に違いないと私は思っています。 

経験から、ポテンシャルのあるものほど、すぐには全体に馴染まないし 

（もちろんそういう場合もあるでしょうが）、その新来の駿馬をいかに乗りこな

して行くかに 

オーディオの面白さがあると思っています。 

多分これからは、この DAC を中心にシステムが回って行くことになるのでしょ

う。 

 

長くなってしまいましたが、あと二つ書かせてください。 

一つは、SDtrans からの再生について。 

操作性の悪さは当然で、これに目を瞑れば、AIT DAC と接続することで、 

オーディオ的な評価項目の全ての点で、最高と呼べるものを手に入れることが

出来ます。 



出来ます。 

特に e-onkyo からの DSD5.6MHz 音源や、 

CD ソースから自製する（ソニーの DSD-direct による変換）DSD256 ファイル

の再生は、 

驚愕の新体験となることは保証します。 

 

もう一つは、SACD/CD プレーヤーの使い方で、私だけの事情かもしれません

が、 

音量を上げたまま sacd の出し入れをすると、その都度結構大きなポップノイズ

が発生し、 

ドキッとさせられます。 

（CD の出し入れの際には問題ありません。） 

精神衛生上からも、sacd の出し入れの際には、必ずヴォリュームを絞っておく

ことをおすすめします。 
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● mclk 周波数変更後の試聴感想２ 

 

マスタークロック周波数を 45.1584M/49.152MHz に変更した方の感想です。こ

の方以外にも同様な感想を頂いておりますので、予想していたより効果が大き

いようです。 

 

本日、mclk 変更改造機 受け取りました。 



 

改造費用と効果を考えると、素晴らしいコストパホーマンスであると思います。 

 

 

AITDAC 購入して良かったです。 
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● PREAMP 試聴感想３ 



小さい音が聴こえてご愛嬌です 

 

２．電圧/電流方式の違い 

  前回同様、やはり電流式のほうが音に力感があるとともにしなやかさがあ

るように聴こえました。 

  所謂「グルーブ感」とでもいうのでしょうか？こちらの方が私の好みです。

この印象は音楽の傾向によっても 

  変わる可能性はありそうです（ジャズは電圧式の方が好みの方もあるか

も・・・） 

  次のグレードアップとして、角田様に DAC を電流式に変更することをお願

いしたいと考え始めました。 

 

３．細部の設計変更点 

  リモコン・左右独立バランス変更などを追加して頂きましたが、まったく

快調です。左右独立バランス変更は 

  私自身の耳も左右アンバランスになり始めていることと音源によってはバ

ランス調整が必要であり必需品です。 

  

 

４．プリ・アンプの音の傾向 

  既に何人かの方々が視聴記で書かれていますが、AIT プリ・アンプの音の

傾向はは DAC と殆ど同じく脚色 

  がまったく感じられないという結果です。この２機の音色は私の好みに完

全にフィットしており不満を感じません。 

 

５．フォノ・イコライザーの視聴 

  ご本人は、「フォノ・イコライザーはおまけ」とおっしゃっていますが、私

の視聴結果では「デジタル時代の新しい 

  アナログ・イコライザー（雑音レベルが圧倒的に低い、暗騒音が殆ど聴こ

えない等）」という感を強くしました。 

  昇圧トランスなし・カップリング・コンデンサなしの設計ですが、 カート

リッジの抵抗を３・１０Ω で製作して頂い 

  たので手持ちのＦＲ１mk≪との相性もよく心地よくアナログが聴けます。

最新のオペ・アンプの威力は凄いの一言です。 

  

 フォノ・イコライザーの音の傾向は、DAC・プリ・アンプと殆ど同じで脚色



 フォノ・イコライザーの音の傾向は、DAC・プリ・アンプと殆ど同じで脚色

を感じません。ご本人は音は殆ど聴かず、 

  データで判断するとおっしゃいますが、AIT 製品がここまで統一された音

の傾向を示すことの不思議さを感じます。 

  特に、フォノ・イコライザーは製作者の音作りの要素が強く感じられ、RIAA

カーブを忠実に補正する AIT の音には抵抗感 

  を感じる方もあるかもしれません。（カートリッジ＆イコライザーで「ドン

シャリ」を楽しんできた方、イコラーザーの音色に 興味 

  を感じてきた方等・・） 

  蛇足ですが、フォノ・イコライザーはプリの電流出力で聴いたほうがしな

やかさが勝るような印象を受けました。 
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● 試聴感想４１ 

 

試聴感想です。 

 

ESS Saber DAC 搭載機は複数種類を購入したり試聴したりしてきましたが、 

試聴機を使用して上には上があるということを知る事ができました。 

 



このモデルの良さなのだと思います。 

 

トランスポート側の変更も同時に検討しているため、 

組み合わせ等の関係で即購入を決めることはできませんが、 

購入候補として検討させていただきます。 
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● PREAMP 試聴感想２ 

 



これは環境の違いの他に、私が楽器や Vocal のリアリティ、実在感を重視して

いることもあるかと思います。 

 

機能的にはリモコン Volume の mute が便利に使えました。 

 

今回は初めて聞こえる音が新鮮といったオーディオ的な醍醐味だけでなく自然

と音楽の世界にトリップできて、非常に楽しい試聴体験となりました。 

DAC 電流出力と合わせ、完成を楽しみにしております。 

 

唯一気になることは、製品版で追加される予定の入出力切り替え（に伴う音質

劣化の可能性）です。 

基本的にセレクターが入って音質的にプラスになることはないでしょうし、技

術的に異なるとはいえ DAC mclk の例もありますので 

どうしても必要でない機能は option で省くことも出来ると嬉しいです。 

（私の音源は最終的にすべて AIT DAC を通りますので、現状プリの入力切り

替えは不要です） 
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● 試聴感想４０ 

 

試聴感想です。 
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● 試聴感想３９ 

 

試聴して頂いた方の感想です。 

 



ル中が音で満たされる様子を感じ取ることができます。これはコンサートでよ

く体験することです。 
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● 完成報告 

 

キット購入者に組立後の感想を送って頂きました。 

 

AIT DAC の出力を A/D→DSP 処理→D/A で聴いていますのでストレートでは

ないのですが、AIT DAC の良さは充分に感じます。 

雑味を感じさせない純度の高い音で、音が立体的で音そのものの表情が良くわ

かります。 

 

音の質感も自然で、音の厚みも充分に感じます。 

そのため、演奏のニュアンスが良く分かり、音楽に引き込まれます。 

個人的には、解像度が高く(特に、低域)、きつさを感じない PCM=>DSD 256

の音が好みです。 

ES9018、AK4399 の DAC も保有しており(自作機)、これらは強力電源を搭載

していることもあり、ある意味ドスの効いた音がしますが、AIT DAC と比べる

と、雑味が多く、品の無い音に聴こえてしまいます。 

他の方の試聴結果に書かれていることを実感できました。 

素晴らしい DAC だと思います。 
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● 電流駆動の評価 



 

まず、一聴して分かるのが静寂感（s/n と D レンジ）の向上で、 

スピード感が増し、音離れは良くなります。 

 

音としては、より DAC→パワーアンプ直結の音に近くなり、 

「正確性が増す」という印象です。 

 

通常、アンプは電圧駆動に比べて、 

電流駆動の音はソリッド・タイトになりますが、 

AIT プリも同じようにその傾向が出ます。 

 

電圧駆動に比べ、音は前へ展開します。 

聴感上の D レンジが向上するようですので、 

音のアタック感は増し、スピーカー駆動もマッシブになる傾向です。 

 

もちろん音のフォーカスもシャープになります。 

音の細部までピントが合うイメージで、 

今まで埋もれていた音も前に出て来ます。 

 

電圧駆動でも充分な音質ですが、 

環境によって音にソリッド感を出したい場合などに 

電流駆動は重宝しそうだと感じました。 
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● PREAMP 試聴感想 



電流駆動対応 

汎用リモコンによる制御(入力切り替え,音量,L/Rbalance,CHmemory) 

ＬＣＤ表示 

ATT と DAC 方式選択可能(試聴感想は DAC 方式レベル制御) 

 

以下が試聴感想記事です。 

 

「完璧に正確な音」と言って構わないと思います。 

AIT-DAC 同様、色づけは全く無く、非常に高精度です。 

 

音数や描写力は、拙宅で使用中の C-3800 と殆ど変わりません。 

メリハリクッキリ、全ての音を正確に刻んでいる印象です。 

 

違うのは、C-3800 にはオーディオ的脚色がある、という点です。 

芳醇な響きを加えてあり、音圧、音色、音場は 

ソースよりも若干、大げさになります。 

 

AIT-PREAMP には、この脚色が全くありません。 

余計な主張がない分、よりソースに忠実で、 

非常に聞きやすいです。 

 

音色的には、業務用の高精度アクティブボリュームコントローラに近いです。 

違いは、その精度がより正確で、s/n も高く駆動がより正確であるという点です。 

 

ほとんど、「空気」のようになり、存在を感じさせません。 

 

恐らく同価格帯では業務用アクティブ・パッシブ問わず、 

AIT-PREAMP に性能で勝るものは、市場に無いと思います。 

 

AIT-PREAMP には脚色が全くなく、音に鮮度を求められる場合に 

確実な改善があると思われます。 

また、プレーヤーからパワーアンプ直結をされている場合などでも、 

音色に余計な色が乗りませんから、追加導入する価値があると思います。 

 

本製造版は、マルチ入出力や、リモコン対応なども今後可能という事で、 

プリアンプの性能として文句なしですね。 



プリアンプの性能として文句なしですね。 

 

お目見えするのを楽しみにしております。 

 

以上となります。 

 

プリアンプは精度もさることながら、 

音色付けが無いという点でも、非常に導入しやすいと感じました。 

 

完成を楽しみにしております。 
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● mclk 周波数変更後の試聴感想 

 

前回ブログに記載した 9018 の mclk 周波数変更した方の感想です。 

 

まず、「やってよかった！」というのが第一印象です。 



「より正確な変換になる」という事でしたが、 

その意味がよく分かりました。 

 

これまでも音の密度や分離や滑らかさという点で、 

ハイエンドプレーヤーや DAC に優っていると感じてましたが、 

今回の換装で頭一つ分抜きんでたのではないでしょうか？ 

 

mclk が固定化されてしまいますが、 

それでも余りある恩恵を得られたと感じています。 
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● 試聴感想３８ 

 

最近購入された方の感想です。 

 

購入後、ほぼ毎日聴き続けています。音もほぐれてきた感じです。 

 

条件は電源オン直後の推奨設定で使っています。これまで様々な 

 

ジャンルの音源を聴いていますが、全体的に感じるのは 



 

を自分でやるタイプを選んだこともあり、ディスプレイの配線 

 

を外したり、LED の照明を外したり、気軽に試しています。 

 

素晴らしい DAC をありがとございました。 
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● 試聴感想３７ 



 ③シューベルト：ピアノ・ソナタ第 21 番（P：ウイリアム・ケンプ、録音年

1950 年代？、第 1 楽章） 

 ④イギリス諸島の歌：ブリン・ターフェル（録音年？ロッホ・ローモンド） 

 ⑤ちあきなおみ：virtual2005（録音年？、冬隣） 

 ⑥深碧のラヴェル：（P：大崎結真、2011 年、水の戯れ） 

 ⑦チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲（VN：庄司紗矢香、ミュンフン指

揮、フランス国立管、2005 年、第 1 楽章） 

 （DSD） 

 ⑦ベートーベン：弦楽四重奏曲「大フーガ」（スメタナ SQ、1965 年） 

 ⑧ヘンデル・アリア集：麗しき瞳よ（SP：森麻季、2009 年、涙の流れるまま

に） 

 ⑨ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ピアノ版（P：ラツィック、スパーノ指揮、

アトランタ響、2009 年、第 1 楽章） 

 ⑩バッハ：ゴルトベルク変奏曲（CEM：曽根麻矢子、2008 年、アリア） 

 ⑪シューベルト：ピアノ五重奏曲「鱒」（Ｐ：田部京子、カルミナ SQ、2008

年、第 1 楽章） 

 ⑫テレマン：ヴィオラ・ダ・ガンバ作品集（フライブルク・バロック・オーケ

ストラ、2006 年、協奏曲イ長調第 1 楽章） 

 ⑬ベートーベン：七重奏曲作品 20（ベルリン・フィル八重奏団、2008 年、第

1 楽章） 

 

２．使用機器 

 ・トラポ：SDtrans384（バッテリー電源：パナソニック QE-QL301、バイパ

ス・キャパシタ追加、LCD 用ジャンパピンオフ） 

 ・ヘッドフォン：逸品館 AIRBOW SR-SC21（スタックス SR507 相当製品の

クライオ処理版） 

 ・ヘッドフォンアンプ：スタックス SRM-007TA（プリ接続は、本機のメイ

ンボリュームを MAX 位置で固定） 

 ・DAC：AITDAC（I2S 端子追加機、なお今回の視聴半ばにマスタクロック

を 45.1MHz 直接供給に変更） 

 ・接続ケーブル：トラポ～DAC：HDMI(オヤイデ HD-PSW1.0)、DAC～AIT

プリ：バランスケーブル（オヤイデ TUNAMI 

TERZOXX1.0m）、AIT プリ～ヘッドフォンアンプ：AIT 特性電圧・電流兼用

バランスケーブル 

 

３．試聴結果 



３．試聴結果 

 １）AIT プリの接続効果 

  プリ無しの試聴と比較すると、プリ追加により以下のような顕著な効果が

あるようです。 

  ①聴感上の音の力感増加 

   不思議なことですが、どの音楽ソースを聴いていずれも音に「タメ」が

効いた感じとなり音の抑揚と起伏が鮮やかに聴き 

   取れます。AIT プリは減衰機能だけなのに音が増幅されたように聴こえ

ます。昔から、プリは「straight wire with gain」が 

   理想とされ、私もそのように信じてきました。AIT プリは「straight wire 

with reinforcement」のような印象で単なるアッテネ 

   ータ機能に止まらない機器のように感じました。増幅機能があるのでは

と思い、視聴中に電話で角田さんに「gain１：１」 

   であることを確認したほど。不思議です。 

  ②聴感上の音の分解能の向上 

   二つ目に不思議なことは、現有の接続に比較して音の分解能が遥かに向

上したように聴こえます。ピュアな接続という意 

   味では現有のほうが遥かに単純だと思うのですが、信じられない思いで

す。ここからは想像ですが、ヘッドフォンアンプの 

   ショボいヴォリュームを通さずに AIT プリのアッテネータにより音量調

整をしたことから解像度が飛躍的に上がったのではな 

   いかと受け止めています。アンプのヴォリュームのクロストーク等が悪

戯していたのでは？今までパッシヴ型のアッテネー 

   タもいろいろ試してきましたがパッシヴ型は大抵が音に力がなくヴォリ

ュームを上げなければ解像度が判別できないことが  

   多かったように思います。システム的には伝送回路が増えたのに解像度

が上がるとは・・・・。理屈を超えた現象に戸惑い 

   ながらプリの難しさを痛感させられました。 

  ③ゆったりとした音楽のテンポ 

   今までの拙い経験では、音楽の分解能（特に中・低音部）が向上すると

聴いている音楽のテンポがゆったりと感じることが多か 

   ったのですが、今回の視聴でもそれを感じました。ゆっくりしたテンポ

と分解能が向上したおかげでしょうか、視聴した歌手（④、⑤、 

   ⑧）のディクションが明確に聞き取れるようになり歌を聴くのが一層楽し

くなりました。ちあきなみの「冬隣」を聴きながら、彼女が 

   亡夫を偲んで歌っているようでジーンとしてしまいました。またターフ



   亡夫を偲んで歌っているようでジーンとしてしまいました。またターフ

ェルの胸の厚そうなこと！森さんのお顔きれいで素敵ですが 

   、ソプラノの澄んだ声もうっとりします。 

  ④リアルタイム DSD 変換なしでも PCM が楽しめる 

   AITDAC の DSD リアルタイム変換は大きな魅力ですが、AIT プリを追

加すると分解能が向上したせいでしょうか PCM そのものを 

   聴いても細かいニュアンスが楽しめるようになりました。 

   （角田様に失礼ですが、AIT プリの解像度がよすぎて、リアルタイム DSD

化により音数が増えた結果これに纏わる「産毛」のような 

    部分が聴き取れてプリと DAC が喧嘩しているような感じに聴こえて

しまいました＊） 

    ＊この感想は、マスタクロックを 45.1MHz 直接供給に変更前の DAC

での視聴結果です。変更後は、それまで感じられた「産毛」の 

    ような部分が無くなり、DAC とプリがお互いを高めあって DSD リア

ルタイム変換が一層ニュアンス豊かに聴こえるようになりました。 

 

   また、音源の①～③は LP レコードの音源を CD 化されたものですが、発

売時のころ聴いて音がキンキンして長時間の演奏に耐えら 

   れずにお蔵入りしたままでした。今回の視聴で当時のアナログ録音が極

めて高いレベルにあり CD にもチャンと記録されていたこと 

   を実感しました。これからお蔵入りしたままの古い CD をも一度聴きな

おすことになりそうです。 

   (今思うと友人に譲渡するなど処分してしまった CD の中には優秀な録音

があったろうにと反省しきりです） 

 

    以上の視聴印象は DSD リアルタイム変換音源を中心としたものです

が、DSD 生ソース再生は解像度・音の立体感などが一層鮮 

   やかに表現されています。DSD 生ソースの表現のすごさは改めてくどく

どと書く必要は無いと思いますのでコメントは省略したほう 

   が賢明と思います。ただ一言、AIT プリの凄みを改めて実感しました。 

 

 ２）AIT プリの電流/電圧方式の違い 

  ・AIT プリの音質は極めて高いレベルであり、両方式の微妙な違いを表現

しようとすると強調気味になり誤解を与える虞がありますが、 

  あえて針小棒大な表現をすると以下のような違いを感じました。 

  なお、この違いは視聴した音楽ソースとも関連するように思います。ジャ



  なお、この違いは視聴した音楽ソースとも関連するように思います。ジャ

ズなど生々しい直接的な音像を聴く場合、打楽器系の音源の 

  場合の評価は逆転するかも知れませんので予めおことわりしておきます。 

 

  ①電流方式のほうが音の鮮度感・透明性を感じる 

   WAV、DSD いずれのファイルも電流式で聴いたほうが鮮度感・透明性が

僅かながら向上するように思いました。２方式の違いを上手く表現 

   しにくいのですが、家内が「２つとも水底の石が見えるきれいな湧き水

を覗き込んでいるみたい。でも、電圧式は水底の小石の数を数え 

   ようとすると水がかげろうのように揺らいで数えにくいけど、電流式は

揺らぎが無く小石が幾つあるか数えられるみたいな感じ・・・」と表現 

   していました。電流式が揺らぎの無い澄んだ水という表現は独特ですが、

感覚的に分かるような気もします。 

  ②電流式のほうが音の押し出しを強く感じる  

    電流式で聴くと、電圧式よりも聴感上の音の力感を強く意識します。

特に音の抑揚と起伏が大きい大編成曲でこれを感じます。古くからの 

    アナログファンの私は、電流・電圧方式比較となるとカートリッジの

MC/MM の聴感上の違いを連想して、ついつい強い電流式の MC に肩を 

    入れしがちですが・・・・・素人の偏見です。ご容赦ください。 

 

 ３）追記 

  昨年末の AITDAC と同じように、家族でワイガヤ試聴会を開催し皆満足し

て終了しました。 

  （プリ以降の再生装置は、35 年間付き合ってくれているパイオニア・エク

スクルーシブ M4a、ロジャース LS3-5A の組み合わせ。寄る年波で解像力 

  はにぶりましたが、人の声は BBC モニターらしく素直） 

   

  以下は、その時の皆の反応です。 

  ・家内）：普段は音に気難しいのにニコニコしながら終始楽しそうに聴いて

いました。視聴会終了後、学生時代の名誉演奏指導者であったケンプ 

    老師の LP レコードを何枚か取り出し、LP プレーヤでかけて欲しそう

な表情でした。試聴で何か感じるところがあったのだと思います。 

  ・娘）：歌謡曲然とした ちあきなおみ 今まであまり好きじゃなかったけ

ど、彼女のファルセット風の声、いいね。上手い！ 

  ・娘婿）：昨年購入したアキュフェーズ C3800 の音がご自慢でしたが、AIT

プリを視聴してショックを感じた様子です。私は、トラポ・DAC・プリ・メイ



プリを視聴してショックを感じた様子です。私は、トラポ・DAC・プリ・メイ

ン 

    とアキュフェーズで統一してるから一貫した音になるのでベストじゃ

ないの？と慰めておきましたが・・・・・ 

  ・堕耳の私）：娘婿の反応を見ながら慰めたり、内心「してやったり！」の

表情を隠すのに苦労の連続    
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● 試聴感想３６ 

 

本日頂いた試聴感想です。 

 

まず感じたことはどっしりとした落ち着いた音だなってことです。 

そして音数は増えステージが広がりました。 

DAC 単体での脚色がないと感じました。それが良い方向に作用しているようで

す。 

 

ジャンルによる相性は余り感じませんでした。強いて言うならばクラシックと

の相性が他より良い。特に古い録音のものにはかなりの効果があると思います。

迫力と響きが全然違いました。 

 

総評としてはＡＶからＣＤまで幅広く効果が感じられたうえにこの値段。非常

に魅力的なＤＡＣであると思います。今ある機器から余計な色づけなしに更な

るいい音を目指したいならベストの選択ではないでしょうか。 
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● 試聴感想３５  



 

キット購入され組立直後の感想です。 

 

取り敢えずレベルですが組立が完了し、基板に通電しまして 

初期設定にて音出しをしてみました。問題無く動作しております。 

私の DAC 基板はエージンクされていたのでしょうか？ 

最初から厚みのある音がしています。エネルギーが完全に違いますね。 

もしこのレベルがエージング前なら、予想を軽く超えています。 

私の経験では、良いものは視聴一発目から凄みがありますから。 

火入れ直後の感想でした。やはり AIT 研究所 DAC にして、大正解です。 
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● 試聴感想３４ 

 

最近購入された方の感想です。 

 



クはして行こうと思っています。 

今回は本当にありがとうございました。 
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● 試聴感想３２ 

 

試聴感想３０の方の追加報告です。 
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● 試聴感想３１ 

 

試聴された方の感想です。 

 

私の耳はそんなによくありませんが、少しでも参考になればと思い、感想を書

かせていただきます。 

 私は、ハイエンドモードを基本に、ＤＳＤ１２８、mclk45（？）の組み合わ

せがいいように感じました。 

 ＰＣＭ→ＤＳＤ変換をすると、音の芯がより強くなり、すっきりした音に。

ピアノの倍音も気持ちよく響きます。ＰＣＭは溌剌とした元気のいい音で、音

楽に合わせて、使い分けるのは楽しそうです。 

 

 

大音量にすると、ＣＤプレーヤーからのアナログ出力の場合に背景にノイズが

含まれるように感じますが、光でデジタル信号を受けたＡＩＴのＤＡＣを使う

とノイズレベルが下がるのがよく分かります。 

 

 私の使用するスピーカーは入門機なので、ＡＩＴの良さを十二分に発揮する

まではいかなかったのかもしれません。メーンに据える予定のスピーカーで聞

かせていただければ、また違った結果になっていたと思います。ＤＡＣの良さ

を生かすにはそれなりの環境が必要でしょうが、私のつたない環境でも、ＤＡ

Ｃを使って音楽を楽しめました。 
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● 試聴感想３０  



試聴頂いた方の感想です。４名の方と一緒に試聴されていますが同様の評価の

ようです。 

 

近くのオーディオ仲間 3 人にも集まって頂いての試聴でした。 

再生環境は送り出しに Eso Pos-VUK と UX-1Limited を使用し、比較 DAC と

しては Eso D-70VU と UX-1 内蔵 DAC です。 

これらを ML 32L から McIntosh 2102 に導き Exclusive 2402 を駆動していま

す。 

 

 

このＤＡＣは一聴して音の沈み込み、情報量、低域の締まり、定位、音場、ど

れをとっても既存の DAC とは比較になりません。加えて音数が 2～3 倍増えて

いる様ですね。 

DSD 変換に関しては、低域の締まり、音の立ち上がり、下がりが素晴らしいで

すね。 

DSD の漠然としたイメージでは、情報量が増える代わりに、エネルギー感が減

少し線が細くなると言うイメージだったのですが、認識を新たにしなければな

らない程エネルギー感が増し、線が太くなっていました。 

音の輪郭は少し丸くなる感じがし、JAZZ の楽器のゴリゴリ感は PCM の方が良

く出ている感じがしました。 

クラッシック、ボーカル等では DSD が良いですね。 

 

以上の印象は 4 人が共有出来ました。 
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● 視聴感想２９  



 

 

私には音数（倍音）が増える印象です。それに伴って空間表現が豊かになって、 

楽器と楽器の間がただの空白ではなくなります。 

 

 

いままであまり録音が良くないと思っていた音源でピアノのタッチが繊細に聴

こえ 

ましたので、あまり聴きつけないけれど人に勧められていたクラシックのピア

ノを 

聴いてみたところ、非常に楽しめました。 

 

 

こちらのセッティングが悪く、思ったような低音が出ない環境なのですが、そ

れでも 

低音のボリュームが上がったように感じられました。 

 

 

何より、楽しく聴ける音でした。あら探しができるようになるということでは

なく、 

演奏家の表現したいことがちゃんと伝わる音になっていると思います。 

 

 

なかなか思ったように試聴時間が取れないのですが、返却まで色々聴いてみた

いと 

思います。とても嬉しいです。貸し出しいただき有り難うございます。 
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● 視聴感想２８ 



今日届き、借り配線ですが午前・午後ずっと聞いています。 

無理言ってＱＡ６６０用にＨＤＭＩケーブル受けを作って頂き 

さっそくハイレゾＷＡＶ音源を次々に聴いております。 

 

とても満足です。 

 

ところが、もう処分しようと思っていたＳＯＮＹのＮＡＣ－ＨＤ１ 

これはＳＯＮＹの○○さんにＳＤ０５用にリメイクして頂いた 

ＨＤＤディスクプレイヤーですが、光でつなぎ４４．１ｋＨｚの 

ＰＣＭ音源をＤＳＤ１２８で聞き流していましたら、これが良かった。 

 

とても背景が静かで、全然刺激的な音がしなくてハイレゾ音源に 

劣らない位に良い音で再生できています。 

これではＮＡＣ－ＨＤ１は処分できません。それほど素敵な再生 

プレイヤーになりました。古いクラッシクのＣＤをたくさん入れて 

おりましたが、ハイレゾ音源必要なしと思うほど良い音質です。 

 

本当に購入して良かったです。 
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● 視聴感想２７ 



メージ。 

抽象的ですが「懐が深くなった」ような音に感じました。 

 ・また、低音部が今まで以上に腰が据わった効果なのか DSD の低音部がいっ

そう自然な感じになり DSD 特有の突き抜けるような繊細な高音部とのバラン

スが良くなりました。 

従来機での DSD の低音はゴリッとしたイメージでしたがこれにしなやかさが

加わった感じです。） 

この効果は、中低音部のメロディーが聴かせ所のブラームスの交響曲のような

曲にはっきり出るようです。 

 ・同時切替の試聴ではないので、プラシーボ効果もあるかもしれませんが、

やはり電源部の充実は大切だな・・・・と今更ながら実感しました。 

 

２．ｍｃｌｋの選択肢 

 ・今回 FPGA ファームウエア変更で複数のｍｃｌｋをチョイスできるように

なりましたが、 

推奨の 45.15ＭＨｚでは DSD 生信号では雑音も一切発生せず安定しています。 

これから DSD 生信号、PCM、 ⇒PCM DSD リアルタイム変換ごとに幾つかのｍ

ｃｌｋを試してその変化を聴き比べてみたいと思っています。 

 

３．トランスポート毎の試聴印象 

 ・以下、 

①SDTｒａｎｓ３８４Sｙｎｃ基板＋○○○ＳｙｎｃDAC 基板の完全シンクロセ

ット 

（DSD 生信号・PCM）、 

②PS オーディオトランスポート（PCM）、 

③AITDAC＋SDTｒａｎｓ３８４（DSD 生信号・PCM）の３種類のトラポでの

試聴印象です。 

接続は、全て HDMI ケーブルです。 

 

①SDTｒａｎｓ３８４Sｙｎｃ基板＋○○○：同一チップのためか音の基本的傾向

は似てい 

ますが、○○○の高音側に一種の「癖」（＝言い換えれば高音部の色付け）を感じ

ます。 

この辺りは製作者の音色の好みを反映したものか？と感じます。AITDAC は「何

も足さない・何も引かない」といった音のようでオリジナルの音に素直に反応

している感じです。 



している感じです。 

 むしろ、両者の大きな違いは、音場感（音の前後・上下・左右の広がり、奥

行き）と音像の確かさにあるように感じます。 

違いは PCM でも感じ取れますが、DSD ソースで一層はっきりと聴き分けられ

ると感じます。 

AITDAC ですと DSD の音場・音像の広がりが手に取るように聴けるのですが、

○○○では音場がこじんまりと纏まってしまいます。（悪く言うとオダンゴ状態の

音場で臨場感が薄れる。） 

 この違いは、ES9018 の PLL に依存したジッター削減（○○○)と FPGA のフ

ァームウエアーの工夫によるジッター削減方式の AITDAC との設計方針の違

いに行き着くのでは？と思います。 

また、ＰＣＭでのロックはずれがまったく心配ない AITDAC の機能は、技術情

報開示が不十分な素子に対する角田さんの技術的チャレンジの成果だと理解で

き始めました。 

 

②PS オーディオトランスポート：今回試聴で一番実感したことは、PSaudio ト

ラポでの長時間 PCM 試聴が苦痛にならなくなったことです。同トラポはピッ

クアップした信号を内臓のバッファーメモリに一旦蓄積しクロックを打ち変え

てジッターを減らして DAC に信号を送り込んでいるようですが、高音が耳に付

いて疲れましたがそれが感じなくなりました。 

むしろ同機の特徴である DVDROM に焼いたハイレゾ PCM 音源を演奏できる

ためことから 

AITDAC での ⇒PCM DSD リアル変換に有利なトラポになるという嬉し結果に

なりました。 

 

③AITDAC＋SDTｒａｎｓ３８４：SDTｒａｎｓ３８４のメリット（回転系が

ないことによる音像の安定性と静粛性、PCM・DSD のシームレス演奏可能）

が際立った形で試聴できました。 

基板そのものはむき出しで汎用性に欠けますが、このトラポ＋AITDAC の組み

合わせは DSD の生信号・PCM がシームレスに演奏可能であり、現在のオーデ

ィオ市場でこのような>高性能を発揮できる機器は少ない（あっても超弩級の価

格レベル）と思います。 

 

４．FPGA ハードウエアのグレードアップ 

 ・角田さんは、ユーザの希望に合せて FPGA のハードウエアのグレードアッ

プを試みてくださり（DSD、I2S のノンシーム演奏、ｍｃｌｋの複数選択肢の



プを試みてくださり（DSD、I2S のノンシーム演奏、ｍｃｌｋの複数選択肢の

付加等）、標準仕様のない DSD と I2S の複数機器への対応にトライしてくださ

るなどユーザー・フレンドリーな対応は頭が下がります。 

AITDAC の ⇒PCM DSD リアルタイム変換も出色ですが、DSD 生信号の演奏を

最終目標としている私にはAITDACが他にかけがえのないDACになりました。 

現在、dCS、プレイバック・デザイン、マイトナー等 DSD 再生をを指向する海

外高級機が次第に増えているようですが、DｏP によらない DSD 生信号再生が

可能な AITDAC の機能と多様性は今後一層 DSD 愛好家の注目を浴びる存在と

なると思います。 
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● 視聴感想２６ 

 

視聴感想です。 

 

PCM 同士ではお互い同じチップで兄弟みたいな似た音質です。 

○○○には HDMI/I2S でつないでいますが、しいて違いを上げれば視聴機の方が

音像が若干小さくなる感じがする程度です。 



 

クラシックでは俄然ＤＳＤ２５６が良かったです。 

この視聴機を聞くまでは PCM で不満は無かったのですが、弦楽器群の高域の

ハーモニーは DSD はキツサが無くなり弦の響きの美しさが聞けますね。

DSD256 が良かったです。 

 

あと全体的に気づいたことは、楽器等の付帯音が少なくなって定位の見通しが

良くなるようです。 
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● 視聴感想２５ 

 

視聴感想です。 

 

 



音源にもよりますが、各パートの分離が鮮明になった印象を受けました。それ

とヴォーカルのリアリティが向上した感じです。 
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● 視聴感想２４ 



小さく、音場は立体的であることが印象に残りました。 

また、ソースそのままストレートに音を出しつつ、Volume を上げても嫌な音

が殆どしないのも特徴的です。 

Vocal では滑舌がよくなったかのように歌詞がよく聞き取れるので、自然と曲

に入り込めます。 

CD 音源が相当よくなるのはみなさん仰るとおりですが、程度は録音状態に依

るようです。 

同様に、インターネットラジオでもソースによってはビックリするくらい良い

音で聴けますし 

FM ラジオでも生録とかはスタジオの空気感までわかって、笑ってしまうくら

い。 

 

Audio 的にとても新鮮な体験でしたが、 

気持ちよさについつい Volume が上がりすぎる点は、要注意ですね（笑）。 

 

 

他社 DAC のレベルは超えた上でのかなり細かい点ですが、気になった点は以下

の通りです。 

・ES9018 

①チップの素性でしょうか、音に微かに加工された作り物感があります。良く出

来た CG の様。 

これだけキレイなら騙されても良いかと思わせるレベルですが。 

②立体感や歪み感とのトレードオフかも知れませんが、音が全体に奥に引っ込ん

で 

ちょっと元気がないところは若干気になりました。 

（実際、同じ Volume のまま繋ぎ替えると、音量は UFX >> AK4399 > ES9018 

の順） 

ただこれに関しては私の慣れの問題もありそうですし、他で調整出来そうな感

触も掴めたため、最終的には恐らく大丈夫かと思います。 

 

・AK4399 

ES9018PCM と比べると僅かに透明感に欠け、音像が膨らみ、音場は狭い。 

音が自然でストレートなのは魅力的ですが、ES9018 機と比べてしまうとちょ

っとつらい感じです。 

 

 



 

なお、ES9018 機は電源状態にも敏感な様子です。 

壁コンセント直結と絶縁トランス経由で AK4399 機は比較的差が少ないのに対

し、 

ES9018 機はまるで音が変わりました（優劣が逆転するくらい）。 

当たり前ですが、テスターでのシャシー電位チェックは Must ですね！ 

繊細な美女と素朴で元気な野良娘？ 
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● 比較視聴４ 

 

購入者様の比較視聴報告です。機種名は一部匿名にしております 

 

比較試聴に、A 社の Z***GOLD を借りました。 

新鋭の DAC で、音質に定評があります。 



 

最もそう感じる理由は、音質やスペック云々ではなくて、パッと楽曲が耳に入

った際の「音楽としてどうか？」の一点に尽きます。 

音像、音場、定位感、密度、輪郭や骨格、音離れや深み、ジッタ制御による音

数の多さ、さらには音楽としてのリアリティ含めて、AIT-DAC に軍配です。 

 

 

私は基本的に、人の好みもありますから優劣は決めない主義です。 

しかし、私の好みのうえでの勝ち負けで言えば、Z***GOLD に買い換える理由

はひとつもありませんでした。 
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● 視聴感想２３ 

 

購入された方の報告です。 

 

DAC 受け取りました。 

ただ今、音だしエージング中です。 

時間とともに音が良くなって行くのが判ります。 

特に DSD 音源は、今まで mr-2000ｓで聞いていた音とは現段階でも別次元で

す。 

皆様方と違い文章で上手く音の表現が出来ませんが、私の耳には PCM、PCM

リアルタイム DSD と明らかに違って聞こえます。 

しかも、DSD 音源は 44.1kHz の CD リッピングデータを AudioGate で変換し

たものです。 

御社 DAC のおかげで DSD 音源のすばらしさを体験できたこと大変うれしく思

います。 
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● 視聴感想２２ 



 

購入頂いた方の第一報です。 

A****は国産高級機メーカーで ES9018 使用 DAC です 

 

USB からの PCM 再生での評価です。 

以前、A****も貸出機で自宅試聴しましたが、評判通り AIT-DAC の方が音のレ

ベルを超えております。 

理由に、A****は「全ての音の情報を出し切れていない」と感じ、その音の雑味

を消すために、濃いデジタルフィルターを使っているような印象です。 

（音像がぼけ、輪郭は強調され、音場は広がりますが、アナログエフェクター

のような音です。パッと聴きで、一般受けする芳醇サウンドですね。） 

 

対しまして、AIT-DAC は「全ての音の情報を出し切っている」印象で、一言で

アナログレコードを一切の歪み無く再生しているような雰囲気です。 

かといって、アナログの歪みや飽和感はありませんから、全帯域に渡り、澄み

切ってスッキリしております。 

 

一言で、「聴いたことがない音」の部類に入ります。 

「ああ、今まで音源データの全てを、耳にしていたわけではないんだな…」と

感じました。 

今まで感じていた「雑味」は、D/A の質にあったんだなと気づかされました。 

 

私は元サウンドエンジニアですから、この音が好きです。 

情報欠落を誤魔化すための味付けや色づけが一切ありません。 

 

“モニター的”な緻密さがありながらも、モニターほど音が硬くない。 

つまり、“オーディオ的にも非常に聴きやすい”、類い希なるモニター音質です。 

 

全てのデジタルデータを正確にアナログデータへ解放したら、アナログチック

な誤魔化しや味付けは不要であった、という最終結論を見せつけられたような

気になっております。 

 

スペックと情報だけで選びましたが、不安など微塵もなく、最初の音出しの瞬

間から、「やはり貸出機試聴は不要であった」と感じました。 
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● 試聴感想２１ 

 

試聴感想１９の方です。 

この時は I2S の場合 LR の位相が 1/fs=23μs 異なっていました。 

理由は LVDS 伝送時当方製送信位相と他社製が逆になっていたためです。他社

製は受信で再度逆になるためこの現象は発生しません。 

またＬＣＤ表示有無で音質が変化すると言う評価は初めてです。 

 

 

１．試聴印象 



は繊細なのでしょね。 

また、SDTrans-Sync 基板＋C****の完全ロック同期とも比較して試聴してみま

した。高低音の傾向はほぼ同じですが、低音の音像、前後・左右の音場の広が

りは角田様 DAC の方が優れていると感じました。 

   （私見ですが、トラポの性能は SDTrans・パノオニア PD70 ほぼ互角ま

たはやや SDTrans が上、DAC 性能は AIT DAC＞C****の感じで、トラポのハ

ンデキャップを DAC で盛り返した・・・という印象です。） 
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● 購入者様の感想 

 

キットで購入された方の感想です。 

 

小生はある方の基板を利用して 9018DAC で楽しんでおりましたが、貴方のセ

ットを導入して聴いている音の質が一変しました。PCM→DSD は、他の方々

も感じておられるように SN が非常によいと感じています。DSD128 で十分で

す。S/PDIF による信号の質がここまでよくなるとは驚きです。演奏されている

空間のなかに自分がいるようで、雰囲気のある音楽が楽しめています。小生が

これまで経験したどの DAC にもないすばらしいものです。 
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● 視聴評価２０ 



 ＤＥＮＯＮ ＤＣＤ－ＳＡ１→本機ＤＡＣ→自作コントロールＡＭＰ → 

６ｄＢチャンネルデバイダー 自作メインアンプ 4ＷＡＹ（金田式）→ オン

ケン４ＷＡＹマルチアンプシステム 

 

感想をいくつか、 

 

 

・サブのＣＤプレイヤーは古いものでＢＧＭ代わりに聴いていましたが、本機

ＤＡＣに変ると音楽に引き込まれてしまいＢＧＭとしては聴けなくなりまし

た。 

・周波数レンジが広い感じで低音部は低音の中に一本心棒がはいり、音程が正

確になります。 

・高音部もよく伸びていてピアノの余韻など心地よく響きます。 

・女性ボーカルでは声を出すまえに息を吸い込む感じがよくわかり口元がみえ

るようです。 

・大型システム（オンケン）では低音がすこし膨らみ過ぎの部分がありますが、 

これは私のシステムがＬＰレコードにあわせてチューニングしてあるからだと

思います。 

・ＳＤカードプレイヤー ＱＡ-550 でも視聴しましたが、いい感じでした。 
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● 試聴感想１９ 



は、 

妻>>娘=娘婿>>私の順と思います。 

皆で楽しみましたので大晦日恒例の「紅白歌合戦と年越しそば」は取り止めと

いう 

おまけがつきました。 

 

１．各人の感想 

  

（妻：小さな音まで聴き取る地獄耳の持ち主） 

・ピアノのフェルトハンマーが弦に当たって離れる瞬間が手に取るように聴き

取れる 

・ピアノの直接音と反響板に当たって響く音、録音場の壁からの反射音が聴き

分けできる 

・ピアノの直接音と間接反射音が巧くブレンドされており、録音マイクの位置

がイメージできる 

・演奏しているピアノがベーゼンドルファーであることが良く判る（スタイン

ウエイと比べて高音・低音の 2 つのピアノの音の違いが良く判る） 

・学生時代に大学の名誉顧問として来日し、記念演奏して頂いたウィルヘルム・

ケンプ先生演奏のベートーベン・ハンマークラヴィーア第 3 楽章を聴いている

うちに先生のピアノタッチを思い出してジーンとしてしまった。音数が一塊で

なく分解して聴けるので先生のタッチがイメージできる 

・(角田さんが DAC を測定だけでお造りになり、購入者の音楽ファンの感想を

求めておられるとの説明に対し）音楽ヒヤ抜きでの作品とは信じられない。 

色々な演奏者の意見ということであれば演奏者と楽器の距離と位置によって意

見も変わると思う。演奏楽器との距離を考えるとヴァイオリン>チェロ・ギター

>指揮者の順に離れるのでそれぞれの演奏者に感想をお聞きになるといいのじ

ゃないか（ピアノではこの音は最高。他の楽器では直接音と間接音の耳への入

り方・タイミングのズレが違うから別の意見があるかも・・・・） 

・2 つの接続による音の違いは音楽を楽しむ人ならそんなに違いを感じないと

思う。でも演奏者は自分の演奏した楽器の音が耳に入る音に近いかがポイント。 

私には I2S の方がなじみやすい。また、i2s の方が自分から聴きにいって音を分

解して聴ける。コントラプンクト（対位法）演奏に関心持つ音楽ファンにはこ

の違いは大きいのかも・・・・。spdif はシェフのお勧め料理風で安心して聴け

る。 

・お父さんが最近チコンキ（=LP プレーヤーのことを妻はこう言います）弄ら

なった気持ちが判る様な気がする 



なった気持ちが判る様な気がする 

 

娘：子供時代にピアノのお稽古、でも今では・・・） 

・手嶋葵の声が本当に生々しい。彼女はウイスパーシンガーだけど、音を大き

くしなくても彼女の息遣いと口の動きが手に取るように聴き取れる（やっぱり

シスコンじゃ出ない音ね） 

・（妻の聴いたブルグミュラーの練習曲をそばで聴いて）ピアノの練習で嫌々な

が ら弾いた練習曲がこんなにニュアンスのある曲だったとは、演奏者の腕も

良いけど機械も・・・・・ 

・（12 月に急遽入手した DAC を評して）お父さんの久しぶりのヒット作だね 

 

娘婿：趣味はギター演奏） 

・（村治佳織のギターを聴いて）彼女の弾いているギターが名器だということが

良くわかる 

・弦を爪弾き押さえる指先の動きと弦から出た音が胴に響く様子が巧くミック

スされ音が出ている 

・PCM だと僕の****のトラポ＋DAC の方がいい音だが、DSD 変換するとこち

らのほうがギターの直接音と間接音が良くわかるし、音数が多くなり僕の装置

より上。帰ってから DSD 変換ファイルにトライしたい 

 

 

２．私（駄耳の 40 年来のアナログ信奉者）の感想 

・今まで一気に聴き通すことが無かったフィデリオを年始に初めて一気に聴き

とおして大満足 

・音量を絞っても歌手の立ち位置・動き、ディクションが手に取るように聴き

取れ、DVD で見なくても歌劇を楽しめる。次はワグナーにトライするか！ 

・楽器／オーケストラの音とこれを取り囲む演奏の場の空気感が、音の大小に

あわせ て膨らんだり・縮じんだりする透明な風船のように変化する。 

弦楽四重奏曲の渋みを左右するビオラとチェロパートの音が明快に分解され

て、４挺の弦楽器が作り出す音と音の空間が見えるような感じ 

・一つの DAC で音楽の内容・聴きたい箇所に焦点を合せて i2s・spdif の入力

方式と PCM・DSD を瞬時に切り替え可能な DAC はこれしかない。 

PCM リアルタイム変換による DSD がこれほどのレベルならば、最終目標であ

る DSD 生信号を DAC に入れた時の音はさぞやと思うとわくわくする  
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● 試聴感想１８ 

 

試聴感想です。 

 

簡単ですが感想です。 

まず非常に解像度が高く驚きました。そして楽器が生々しく聞こえました。 

音場や定位も良く、良いスピーカーで聞いたら目の前に居るかの様に感じるか

と思いました。 

私の環境ではスピーカーは使えなくヘッドホンで聞いているのでスピーカーで

聞いたら素晴らしいだろうと思いました。 

非常に素晴らしく魅力的ですが、やっぱり先に上流を整えたいと思います。 

上流を整え、より良く再生出来る環境で聞いたらもっと DAC の凄さが分かると

思いました。 
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● 比較視聴３ 

 



繊細さがあり特に、ピアノ、チェロの響きと余韻が自然で驚きました。他の方

の試聴結果にある、若干明るい傾向の音とのことですが、私もそれについては

同じ感想です。基板の中で目立つ大きな抵抗が 2 本ありましたが、i/v 用の抵抗

でしょうか。47 研究所の DAC は i/v の抵抗をビシェイの z201 に交換しており

まして、私の好みなので、i/v 用なのであれば交換してみたいと思います。回路

は完成されており部品の品質に余り頼ることなく、この音が実現したのが素晴

らしいのですが、音質を余り損わない範囲で、他の方の AIT と違う個性や好み

を反映させてみたいと思いますが、対応を間違えれば、簡単に改造ならぬ改悪

となりそうですね。そう思わせるだけの完成度ですね。 
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● 視聴評価１７ 

 

引き続いて試聴感想です。試聴機が２台ですのでほぼ同時に報告されることが

あります。 

 

素晴らしい音ですね！低域から高域まで癖無く素直に延びてます 

私に、技術が有れば、cello の DAC の電源を使ってこの DAC に活かしたいで

すね！ 

この音は、市販 DAC だと１００万超でないと購入出来ないですね！ 

もう少し試聴させて頂きます 
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● 視聴評価１６ 



あまりにもスムーズな感じなので、正直に申しまして、聞いた当初は感心 7 割・

拍子ぬけ 3 割といった感じでした。 

 しかし、何日か試聴している内に、このノイズ感のないクリアな鳴り方が、

いい意味での、本当の意味での、いわゆる「スタンダート」なのかもしれない

という思いがしてくるようになりました。デジタル音声とは本来このような水

準で記録・再生できるのだ、ということのひとつの基準になりうる DAC だと思

いました。 

 また、当方、DSD 対応 DAC を所持していなかったので、DSD 音源の凄さも

実感できたいい機会となりました。 
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● 視聴評価１５ 

 

PCM=>DSDrealtime 変換機能付きを視聴された方の感想です。 

 

お借りしたＰＣＭ・ＤＳＤ変換機、いい音でした。 

これまでＰＣＭで聴いていた音が豊かなスケールが大きい音に変わり驚かされ

ました。 

ＰＣｵｰﾃﾞｨｵで聴いていますので、ソースはＣＤをﾘｯﾋﾟﾝｸﾞしたものですが、ＤＳ

Ｄに変換された音を聴いて元のＰＣＭに戻しますと何だかﾌﾟｱな感じで音がさ

びしくなります。倍音が出ていないと言うことなんでしょうか。 

長く聴いていると戻れなくなりそうです。 

この音を聴きますとＣＤﾌﾟﾚｲﾔｰもそのうちにＤＳＤに変換して音を出す形に変

わるのではないかと思いました。 
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● 視聴評価１４ 



視聴感されている方の感想です。 

当方はこの方の言うように、古いＣＤでも音質が劣化させない事を目標の一つ

としております。 

 

 

素晴らしい DAC ですね。 

 

最近は比較的新しく録音の良いもの選んで聴くことが多かったのですが 

 

この DAC では古い CD でも音が良く聴こえてしまい、少し戸惑っています。 
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● 視聴評価１３ 

 

視聴評価です。この方は他社製 ES9018 使用ＤＡＣを所有しています。

PCM=DSDrealtime 変換対応機です 

 

他社製 ES9018 使用ＤＡＣと比較して解像度が高く、全ての音がハッキリ聴こ

え、アンプやスピーカーを上位機種にレベルアップさせたような錯覚になりま

した。 

 

前向きに購入を検討していますが、 

視聴機の仕様で価格を教えていただけますでしょうか。 

また、トラポの電源強化は効果がありますか。 

高さはホームページにある、5 ㎝くらいも可能なんでしょうか。 
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● 視聴評価１２ 



視聴された方の感想です。この視聴機は PCM=>DSDrealtime 変換機能を搭載

しています。 

 

 

当方所有の AK4399 パラレル PP 構成の DAC と比較視聴させて頂きました。 

 

24bit192kHz 音源では、それほど大きな差はなかったのですが、総合的にみて

AIT 機の方が音質は優れていたと思います。 

 

特に高域の情報量の面で顕著でした。ただ音のキャラクターの面では、AIT 機

はやや硬い感じの音でアタックがきつく 

 

感じる部分があったのに対し、AK4399 機は甘く艶っぽい感じの音で、ソース

によって評価が割れるかなという気がしました。 

 

16bit44kHz 音源では、音のキャラクター云々を超えた差が感じられ、情報量、

定位、音場の広がりといった面で、明確に 

 

AIT 機の方にアドバンテージがありました。 

 

総じて AIT 機は評判どおりとても素晴らしい DAC だと思います。 
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● DSD 変換後の音質 5 

 



素晴らしい音質でした。 

特に DSD リアルタイム変換での繊細かつ広がりのある音には感動しました。 

 

筐体も含めた全てのパーツのキットは組み立てにハンダ付けは必要でしょう

か？ 

当方 PC の自作までなら経験があるのですが。 

注文させていただいた場合の納期はどれほどでしょうか。 
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● DSD 変換後の音質 4 

 

PCM=>DSDrealtime 変換を追加された方の視聴結果です。 

 

PCM=>DSD、REAL TIME 変換後の感想について報告します。 

 

 他の報告にもありますように、私の試聴環境でも大きな変化を感じました。 

 



立体的な音がします。 

 

いろんな楽器が目前に散らばり、とても気持ちが良いもので。 

 

AIT DAC は、どんどん進化しているようです。また新たな楽しみが増えまし

た。 
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● DSD 変換後の音質３ 

 

PCM=>DSDrealtime 変換の視聴結果です。 

 

私はオーディオに興味を持ち始めてまだ 1 年程度なもので、あまり参考にはな



また、今まで変にエッジがかかっているように感じて聴こえていた音が改善さ

れたり、音に芯が感じられるようになり、音の沈み込みも素晴らしいですね。 

私のような素人でも体感できるレベルで変化を感じ取れました。 
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● DSD 変換後の音質２ 

 

昨日に続き PCM=>DSDrealtime 変換を追加した方の感想です。 

 

DSD モードは非常に音が良く満足しております。 

 

・歪みっぽさが無くなる。 

・余韻がクリアになる。 

・バックでやってることが明白に。 

・低域が締まり、音階が判りやすくなる。 

・高域が滑らかになる。 

 

 

ざっと挙げてもこんなにあります、、、、 
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● DSD 変換後の音質 

 

PCM=>DSDrealtime 変換機能を追加された方の感想です。 

 

昨日 DAC 機受領いたしました。 



ファーストインプレッションとしてはこの DSD リアルタイム変換は、大変好ま

しく感じられました。 

引き続きいろいろなジャンルで比較しながら楽しんでみたいと思います。 
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● PCM=>DSD、REAL TIME 変換の評価 

 

PCM-DSD 変換機能追加を行った方の感想を一部転載します。 

 

PCM→DSD Real Time 変換で聴くと目の前の霧がぱーっと晴れて音楽が生き

生きと弾むようになります。所謂ハイエンドモードはその効果が目覚ましいも

のがある事を実感。 

Real Time 変換再生を他の人に聴かせればその時点で満足してしまうとは思い

ます。 

今回のヴァージョンアップは大正解でした。 
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● 視聴評価２５ 



その歌唱力にうっとりしていたのに、あまりの違いに愕然としました。。。 

また、これとは全く逆に、それまで何とも思ってなかった CD が素晴らしい演

奏だと分かり、 

釘付けになってしまったというものもあります。 

ある生録音の弦などは、Airmac Express のアナログ出力に戻した瞬間、 

ビニール製の弓(そんなものはありませんが）で演奏しているのかと思うほど 

響きが薄っぺらく、おもちゃを演奏しているように感じてしまいました。 

これらのように、微小な演奏のニュアンスや楽器の響きが生々しく記録されて

いる CD については、 

昼夜を問わず、暗騒音の大小に関わらず、聞き流しているときも、注意深く聞

いているときも、 

音楽から受ける感動は全く別物になってしまいました。 

 

他の方の感想として、「奥行きが深くなった」というご意見が多かったのでこの

点にも期待しておりましたが、 

拙宅での奥行き方向の変化は僅かでした。 

（もともと、壁の奥に展開する音場は距離感が不鮮明で、部屋の完成度が低い

状態でしたので、 

 DAC を AIT に固定して、セッティングを詰めていくのも面白そうだと思い

ました。） 

 

総じて、エントリークラスの機器との組み合わせでも十分なレベルアップを体

験させてくれる 

素晴らしい DAC だと感じました。 
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● 視聴評価２４ 



昨日無事受け取り、試聴させて頂いております。 

スピーカーの入れ替え途中で、オラソニックのデスクトップ SP での試聴とな

ってしまっているのが残念ですが、それでも、ボーカル曲のリアル感が際立っ

ており、音色も、○○○ー○より断然好みです。 

解像度、定位感も当然に素晴らしいですが、音量を絞っても音痩せしにくく、

気持ち良く聴けるところが今までにない不思議な感覚です。 

設定を変えていくと音質が変るような気がしますが、まだ細かくは試せていま

せん。 

ネットで話題の「ハイエンド・モード」なる設定で試聴していますが、返却ま

でに色々と試してみようと思います。 

 

 

第二報 

 

また、お礼が遅れて恐縮ですが、試聴機の貸し出しの方もありがとうございま

した。 

一万円強のアンプ付き SP から、今までにない実体感のある音が出てきて驚き

ました。 

本命 SP が届き、貴社 DAC で鳴らすとどんな凄い音が出るのか、今から興奮し

ております。 

 

2012/08/22 AM 01:58:22 | Comment(0) | TrackBack(0) | [試聴結果] 
 

 

● 視聴評価２３ 



ブログでは、 「１００万級超えるぜっっ！！」なんて、 書いてますが 嘘

でも 冗談でもありません。 

 

ここまでの基盤の出来ですと、 違いは筐体の設計・コストくらいなものです。 

 

宣伝代など含め、 投資金額・コストを 差し引いた、 会社の儲け込が 高

級ＤＡＣの お値段なのですから。 

 

ホント、 ＤＡＣの定価なんて アテにならないです。 

  

頭にきて、 叩いたこともあります。（反省） 

 

ただ、 筐体に関しては 試聴評価２２の方と同じで、 褒められるものでは 

ありません。 

 

自作派だけでなく、 多くのオーディオ愛好家が 注目しているＤＡＣで、 こ

れは ないでしょう！？ 

 

ですが、 ご安心ください。 私は セパレートのケースを 設計中でござい

ます。 

 

出来が良ければですが、 手作り電源コード付きで ＡＩＴで頒布してもらお

うかと考えてます。 

 

今月末には、 電源基盤用ケースが できますので、 みなさん お楽しみに。 
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● 視聴評価２２ 



再生場所は、友人宅のオーディオ・ルーム、軽度の音響処理を施した２０畳洋

間で、 

天井高は３．３m、多くのラスクパーティションを配置して実効部屋容量を確

保した、 

大変に条件の良い部屋です。 

 

プリ・パワーは、チェロ（オーディオ・スイート＋アンコール・モノ１５０×

２） 

SP は、ATC150。 

この構成に、一部ノイズ対策済みのウインドウズ PC＋Foobar2000 から 

ハイフェース・エヴォ DDC（ミューテックのクロックを付加の場合もあり）、 

また、現状では CD 再生のみの環境の別の仲間のために、エソテリック P0s ト

ランスポート 

というフロント・エンドからの再生です。 

今回は、環境整備不足のため、DSD の再生は出来ず、PCM のみの試聴となり

ましたが、 

これまでの経験から、PCM 再生での印象・感想は、リニアに DSD 再生にも当

てはまると思われ、 

判断に間違いはないと確信しております。 

 

まず総評ですが、お世辞抜きで、素晴らしい DAC です。 

とてもこの価格で入手出来るものとは思われません。 

国内外の、いわゆる高級・最高級 DAC と十分比肩し得るのではないでしょうか。 

 

非常に SN 感に優れ、ケバ立ち、滲みのない音像や声の確かさに加え、 

羽二重を触感させるような弦楽の艶、そして、音量を絞っても痩せることのな

い 

音そのものの充溢感からもたらされる、染み入るような強い浸透力の弱音など、 

実に見事なものです。 

 

また、P0s からの CD 再生、いわば素のままの PCM（CD）の音が期待以上の

良さで、 

PC オーディオに馴染めない、音楽・オーディオ愛好家にも最適ではないでしょ

うか。 

 



さらには、スピーカー奥へと深く広がる音場に精緻に並ぶ音像と云う、 

ある意味静的なプレゼンスでありながら、程好い温度感が保持され、 

ゆったりとしつつインティメートな雰囲気が醸成されるのも、非常に好印象で

す。 

 

実は、この点がこれまで聞いた ES901*チップ搭載の他の DAC に共通する最大

の不満点で、 

確かに解像度の高い、繊細な音ではありますが、何とも薄い、冷え冷えとした

触感、 

貧血気味といった印象で、これではとても受け入れられないと思っておりまし

た。 

それが、AIT LABO さんの DAC では、見事に解消されており、大変に感心し

た次第です。 

 

上記の懸念から、AK4399 搭載機もお借りしたわけですが、 

結果としてはまったくの杞憂で終わり、私個人の感想としては、 

上に述べましたような全ての点で ES9018 機の方が AK4399 機を上回り、好印

象でした。 

ただ、AK4399 機の名誉のために、以下の点は明記しておきたいのですが、そ

れは、 

１．ES9018 機の方が諸要素で上回るといってもその差は僅かであり、 

 個人の好みの違いといってよいほどで、ほとんど同一といって良いほどの出

音である。 

２．音像の押し出し、SP より前への展開傾向は、AK4399 機の方が顕著である。 

３．AK4399 機の方がザックリとした肌触り、いわば生成りの服地のような風

合いで、 

 これに比べると ES9018 機の音は、やや人工美、化粧めかした印象かも知れ

ず、 

 AK4399 機の音を好まれる方も多いのではないか。 

と云った点です。 

 

いずれにしましても、DAC チップの違いをほとんど感じさせない見事な統一感

は、 

まさに角田さんの回路設計、スキルの見事さの紛れもない証左ということでは

ないでしょうか。 



 

最後に、これも正直に申し上げ、大変失礼になりますので、あらかじめお詫び

申し上げますが、 

角田さんの金属加工の技術は、あまり褒められないようです。（スミマセン） 

内容が勝負、あくまで仮の入れ物であるし、ケース自作の方が多いから、 

と云った理由からだと思いますが、やはりファースト・インプレッション、コ

スメティクスというのも 

大事ではないでしょうか。 
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● 視聴評価２１ 



設定： メカはからきしなので、送られてきたままでした。 

 

感想：  

 

元の状態でＣＤを聴くのにくらべ、一聴して弦楽器の繊細さに気が付きました。 

 

アンサンブルの細かい違いなどがよくわかります。 

 

音のにじみがなくなり、結果として引き締まる感じです。金管の音が相対的に

前に出てくる感じです。 

 

 

 

また、おそらく静寂さの向上により、奥行きがよりわかるようになりました。 

 

特に新しいライブ録音において、そのメリットが最大限に引き出されていたよ

うに思います。 

 

一方、音のふくらみによって広がりやきもちよさが演出されるようなソフトに

おいては、 

 

こじんまりとしたな、という印象を受けるかもしれません。が、おそらく忠実

であるということかと思います。 

 

 

 

総合的な感想としては、リビングで比較的小さい音で聞いている自分にとって

は、 

 

非常にありがたい忠実度、細やかさをもったＤＡＣと思いました。 

 

ＣＤを聴いていても、ＳＡＣＤに近いクオリティになると評価できます。 

 

是非、ＤＳＤについても聞いてみたいところです。 
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● 評価ブログ 

 

2012/07/08 当方ブログで紹介したケース込み組立キットを購入された方のブロ

グを紹介します。 

ホームページ記載ケースより、高さを 70mm と薄くしており、 

UDA、LVDS 伝送等のインターフェース基板を搭載できる配置にしています。 

ケースは部品取付穴は全て加工済み、配線材を支給とすれば容易に組立できま

す。 

このブログの写真と同様外観になります。 
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● 視聴評価２０ 

 



めて素直に出してくれることです。ともすれば壊れたピアノのようになりがち

のピアノフォルテの音が、細かい弦の振動も含んで高い周波数成分を持ってい

ることがよく分かります。 

 抽象的な表現ですが、小編成の室内楽や弦楽四重奏では、演奏者と演奏者の

間に誰もいない空間があることが感じられました。臨場感が増すということで

しょう。 

 

 音がふくらんで丸くなった感じで聞こえていたコントラバスの音が、弦の「ふ

るえ」も含んで非常にリアルに聞こえました。アンプが大型のウーファーをし

っかり制動している雰囲気です。 

 サンサーンスの３番のオルガンなどでも同じような傾向が聞き取れます。た

だ単にモワモワとふくらんでいた音がクリアになり、極めて低い周波数の領域

までしっかり聞き取ることができます。音量を上げてもうるさくならず楽しめ

ました。 
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● 視聴評価１９ 

 

視聴頂いた方の感想です。貸し出した視聴機は ES9018 の jitter reduction 機能

を OFF できませんでした。 

 

どこまでも明瞭で見通しが良く、極めて高い S/N 比によるものと思いますが 

とても静かに感じました。これらは、過去に使用してきた DAC や CDP（下記）



 

以下は、当方の好みと組合せによるものが大きいのですが、今後さらに良くな

るのでは？との期待が高いため、物足りなく感じたところを挙げさせていただ

きますと 

音の傾向が若干硬質で単調に感じられ、潤い感が不足気味に感じました。 
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● AK4399 と ES9018 の比較試聴 

 

ES9018ＤＡＣ機を購入された方が AK4399 機を比較試聴した報告です。これ

らは DAC チップ以外は殆ど同じ回路としていますのでチップの音質差になる

と思います。尚 AK4399 は FPGA によるジッター抑圧となります。 

 

dualAK4399fullballance は es9018dualdac に勝るとも劣らない素晴らしい

dac だと思います。 

聴くジャンルによって、両機は評価が異なるように思います。 

音の解像度といいますが、分解能は両機とも素晴らしいものがあり甲乙つけら



 ak4399 はヴァイオリン等の弦の音や、女性ボーカルが滑らかで、自然に感じ

ます。 

聴き疲れもなく何時までも聞いていたい衝動を感じます。 

 オーデイオに何を求めるかによって評価は変わるかもしれません。 

いずれにしても、両機はとても素晴らしいできばえだと思います。 

私としましては、オーデイオマニアの性と言いましょうか、ｅｓ9018 の良さを

再認識することとなりました。ただ、たまには、ａｋ4399 のような自然な音楽

に浸るのも良いと思います。 
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● 購入者様報告 

 

ケースキット込みで購入された方の報告です。 

配線材、取付穴加工済みケースを全て購入頂いておりますので(組立済み機より
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● JITTER REDUCTION と音質 

 

先日ちゃまダンナ様 のブログで ES9018 内蔵の JITTER REDUCTION 機能を

使用せず、当方開発の JITTER 抑圧機能のみの方が高音質になると言う記事が

紹介されました。 

開発当初、どちらを用いるか悩んだのですが、二重に作動させても問題ないだ

ろうと考え、余り評価せず ON/OFF 機能を LCD 対応機にだけは採用していま



す。 

しかし、現時点では 44.1kHz から DSD256 に時間を掛けて変換するだけの意味

はなくなりましたね。44.1kHz については APC JTR OFF の方が総合的に上だ

と思います。 

ソースの段階からハイレゾのものは別ということは付け加えておきます。 

今#2 の方は JTR OFF に設定できませんが、この SW を追加して DSD で再生

出来る様になれば、又音が飛躍するのが期待されるのでしょうか？ 

いやあ、ES9018 という石はモンスターだと思いますが、それをねじ伏せてい

る AIT DAC も偉いもんです。 

不思議なのは何故 30 年もかかって他のメーカーが出来ないのかということで

すが。 

 

下はこの方より提供頂いた DAC 機紹介用写真です 

 

>  
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● 試聴評価１８ 

 

本日送られた試聴評価です。 
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● 試聴評価１７ 

 

試聴された方の感想です。 

 



費用について教えていただけないでしょうか? 

改造実績があるのはソニーのプレーヤー以外にありますか？ 
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● 評価結果 

 

当方製 dualES9018 型 DAC を購入された方の Phile-web コミュニティを紹介

します。当方へメールでも頂いていますが、購入された方ご本人の感想です。 

ちゃまダンナ様  

カクタスシティ様 

dreamweaver 様 
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● 試聴評価１６ 

 

本日届いた試聴感想です。 
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● 試聴評価１５ 

 

以下は試聴結果です。 

 

今回は貴重な機会を頂きまして誠にありがとうございました。 

 

情報量・静粛性・位相等どこをとっこも素晴らしく音楽を聞かせてくれる音質

でした。 

聞き慣れたソフトにまだまだこんな音が入っていたのかと驚かれされました。 

直接の比較試聴ではないのですが少しまえにソウルノートの SD２．０と PS オ

ーディオの PWD を借りる機械がございましたがこれらの機種よりもその音色

は好ましいものでした。 

それでも敢えてもう一発欲しい部分を申し上げさせて頂きますとさらなるち上

がりの反応の速さと生音っぽい音色の煌きのようなものがあればこれ以上ない

最高の DAC になるのではないかなと思います。 

いずれにせよすばらしい DAC でしてこちらの DACで音楽を楽しませていただ

きたいという思いも強くしばらく悩ませていただくことになりそうです。 

またその際はどうぞよろしくお願い致します。 
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● 試聴評価１４ 



こう感じるときは大体、音が滑らかに、かつ、響きや余韻がしっかりと出てい

る場合に感じるので、自分にとっては良い変化です。 

高域は Caprice よりも綺麗にでています。Caprice も、Ver.2.0 になった時に以

前よりも歪みっぽさが無くなったように感じていましたが、聴き比べると差が

ありますね。 

こちらの DAC のほうが、綺麗で細かい音まで潰れることなくしっかりとでてい

ます。 

また、音一つ一つに芯がある感じで、意識しなくとも細かい音までしっかりと

聴き取る事ができます。 

 

ヴォーカルは、Caprice よりも奥に定位する感じです。個人的には歌手の口が

必要以上に大きく感じられるのはマイナスなので、やはりこちらの DAC のほう

が好みです。 

それと変な表現なのですが、こちらの DAC で聴いたほうが、歌手が丁寧に歌っ

ているように感じました。どうしてそう感じるのかは分からないのですが、ゆ

っくりとした曲を聴くと特にそう感じます（柴田淳とか中島美嘉など）。 

 

音の拡がりは、Caprice はヴォーカルが前に定位し、他の音がその後ろに平面

的に左右に拡がる感じなのですが、こちらの DAC は左右の拡がりはそんなに変

わらないのですが、奥行きがだいぶ違います。 

ヘッドフォン独特の音場だと思うのですが、Caprice はただ左右に拡がってい

るのみ。対してこちらの DAC は球体のように前後左右、さらに上下にも拡がっ

ていく感じです。 

それと、こちらの DAC は音と音の間の空間もスカスカにならず、しっかりと感

じられます。SN が悪いとかではなく、空間いっぱいに音がびっしり詰まってい

る感じです。比べてしまうと、Caprice は少しスカスカに感じてしまいます。 

また、左右の分離や定位などもこちらのほうが上ですね。特に音が左右に動く

場合、Caprice だと少し動きが曖昧になってしまうのですが、こちらの DAC で

すと、しっかりと音を追うことができます。 

以前、スピーカーを少し使っていたとき、音場は広大に、音像はコンパクトに、

でも空間はスカスカにならないように、というのを心掛けて調整していました

が、こちらの DAC のほうがその辺りは上手く表現できているように感じました

（今はスピーカーを使用しておりませんので、あくまで想像ですが） 

 

低音は、こちらのほうがギュッと凝縮されて立ち上がりの早さや重みが感じら



れます。対して Caprice は軽いですし、若干、ゆるくも感じられます。 

この辺りは電源の差なのでしょうか？わかりませんが、結構差がありますね。 

 

色々と書きましたが、簡単に書いてしまうと、バランスの良い自然な音かと思

います。 

変に強調された部分がないので、何を聞いても気持ち良く聴く事ができます。 

どこか一部分を変に強調すると、最初はそこに耳がいってインパクトはあるの

ですが、いざ気に入って購入しても、長く使っているとその部分が耳障りにな

ったり飽きてしまうこともありますが、こちらの DAC はそんな事はないのでは

ないかと思います。 

反面、パッと聴いてのインパクトは、申し訳ないですが、正直薄いですね。 

色々と聴いていくとその良さが分かりますが、少し聴いただけですと面白みの

ない音と思われる方もいるかもしれません。 

また、必要以上にスピード感や透明感や音の切れ、もしくは少しドンシャリっ

ぽい迫力のある音を求める方には、別の選択肢があるのではないかとも思いま

した。 
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● 試聴評価１３ 



 

 

２ 埼玉の方 

このＤＡＣの紡ぎだす音は 

自然で音楽に浸れる素晴らしさを感じました。 

音の可能性、音楽の可能性をとても感じました。 

また、普通の人が購入できる価格になっているところがほんとに嬉しいです。 

大手が作ったらいくらになるのでしょう。 

難しくなさそうなので自作してみたいと思います。 

この価格は、ほんとうに有難いです。 

私は熱狂的なオーディオマニアではありませんのでちょっとした差をああだ、

こうだというつもりもなく 

ただ良い音楽を再現性の高い音で聞きたいだけですが、その再現性がずっと得

られなくて 

ある種の限界（再現性を高める為には尋常じゃない投資が必要）を感じていま

したが 

自分で試している方法との併用で、相当満足できる音が再現できました。 

 

今年に入りきちんとしたアンプを買おうと実売１００万位までの 

アンプを自宅視聴、ショップ視聴含め、散々いろいろな音に触れてきました。 

１００万出すとさすがに説得力のある音になるけど、、、、正直コスパ悪いな、、、

と思っておりました。 

それを考えるとこの価格で、ＤＡＣのこの性能は素晴らしいと思いました。 

ＤＡＣそのものの比較はしておりませんが、ショップにおいて最高級のＣＤＰ

を使った音そのものを 

嫌というほど聞いてきていますので、全く迷いはありません。 

ＣＤの情報量と滑らかさは既に良質のアナログシステムを上回っているのでは

と思います。 

それにしてもＣＤ（１６ビット）でも十分な滑らかさ（諧調感）解像度がある

事にびっくりです。左右よりも奥が特に深く音源までの距離も推測できるほど

ですね、、、定位も素晴らしいです。 

 

いつものようにＣＤをセットして接続に問題ないか確認し、 

サウンドオブサイレンスのイントロが始まりボーカルが聞こえた瞬間に衝撃を

受けました。 



懐かしい３０年前の匂いを感じました。 

ずっと出したくても出せなかった音、記憶の底にしか存在していなかった音が

そこに確かに聞こえ 

当時のクオリティを完全に上回って再現されていました。 

それからは 他の方がされるようにもう次から次へと、、、ＣＤを、、、 

ＣＤにこれだけ情報がつまっていたのかと、、、今まで聴いてきた音は一体何だ

ったのだろうと初めて心の底から思いました。 

ハイビットになって少しはマシになったと思っていましたが、このＤＡＣの音

は好き嫌いを超えて 

多くの人に是非聞いてもらいたいです。音楽そのものに触れることができると

思います。 

ビートルズとか、サイモン＆ガーファンクル、ブルーススプリングスティーン、

日本のフォークや、かつてのＣＤが素晴らしい表現力と滑らかさをもって再現

されるのは、ちょっとした驚きです。聞くのが楽しくて仕方ありません。 

録音の質の良しあしも笑っちゃうくらいそのままさらけ出しますが、出てくる

音がとにかく自然で柔らかくひき込まれます。 

古いＣＤでも、これだけ高いクオリティで再現してくれる、いやできる、とい

う事がわかった事実は音楽を趣味とする人間にとって 

とても幸せな事です。古い中古のＣＤなんて二束三文で売っていますから！ 

そして良い音がしないのはほとんど全てＤＡＣに原因があった、という事も分

かりました。 

（高級ＣＤＰはますます存在意義が薄くなりますね、、、） 

低域の再現性が悪いのはＳＰやアンプじゃなくてＤＡＣが一番のキモだと理解

しました。 

ＣＤの登場以来、やっとここでアナログを超えたと思える音を聞くことができ

ました。 

アンプも変えればさらに音質は向上すると思いますが、とりあえずは十分です。 

感じたオーディオ的特性は、空間がとにかく広い。拡散という意味ではなくて、

音源から音が自然に空間に広がっている様子を 

再現できるという意味です。その為には実際の音量に近い音量を出す必要があ

りますが、そうすると尚の事それを感じる事ができました。 

結果、どうしてもボリュームが上がりすぎてしまいますね、、、 

普通は空間が広くなると音が薄くなる事がありますが全くそういう悪癖がな

い。むしろ広すぎて部屋（空間）を広げないと本領を発揮できない印象。 

解像度、空気感、正確な音場。自然な高域、素晴らしい解像度と再現性の高い



低域。（相当低いところまで安定して再現されている）と 

思います。特に生録系の空気感の表現は秀逸です。 

言い方が正しいかどうか不明ですが、ヘッドフォンよりも音がしっかり聞こえ

ます。 

ギラギラした感じは全く感じません、しかし全く滲みない音は素晴らしく切れ

こみます。特にハイレゾの切れこみはカミソリです。 

音のバランスも強調されている音域がないように思います。よって自然、自然

過ぎて 

刺激が足りない？と思われがちですが全く逆で、聴いてて聞きいってしまいま

す。 

それから不思議なのは、良い音を聞いていると眠くなることが多いですが、そ

れがないんです。初めてですね、、、 

もちろん聞いていて疲れると言うこともありませんでした。それほど自然と言

うことなんでしょうか？良く分かりません。 
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● 試聴評価１２ 



ーのように何も足さない何も引かない恐ろしく正確に再生されていると思われ

ます。古いソースはそのときの情報を正確に最新録音ではすべての音を引っ張

りだしてきます。 

 

ここから中道改造機と比較視聴に入ります。 

中道改造機のアナログ出力を金田式プリにつなぎ、デジタル OUT を AIT につ

なぎ AIT のアナログアウトを金田式プリにつなぎ瞬時に 2 台の切り替えができ

るようにしました。あらゆるソースで 3 日間比較しました。再生中の瞬間切り

替えでの情報量の比較もしました。結果からいうと私の駄耳では 2 台の聞き分

けができません。 

微妙に差があるのでしょうが、ブラインドテストをしたら違いの有意差はない

でしょう。ちなみに知人のピアノニストにも音の差があるかブラインド視聴さ

せましたが違いはないという結論です。 

ちなみにトランスポートをケンウッドにしても差はわかりませんでした。 

 

    点数にしたら 

    KENWOOD DPF-7002（未改造）アナログ出力 ３点  

    某社貸出機 アナログ出力 7 点    

    AIT,中道改造機 ９．８－１０．０ 

   といったところでしょうか。 

    私のプアーな CD トランスポート環境での視聴ですのこのような結果

に 

なったのかもしれません。 

    AIT のよさを引き出せていない可能性は高いと考えています。 

    システムを見直したほうがよさそうです。 

    すごく差のわかる方はバランス接続をされているようですし。 

 

 

 

 

音質についての印象は以下のとおりです。 

・濃い音で滑らかである。 

・広帯域ではあるが、音色が薄くなったりしない。 

・高解像ではあるが、ヒリ付いたり温度感が低いようなこともない。 

・ホールトーンなど間接音をしっかり再生できており、よりクラシックに向く。 



・高音質盤と普通盤との音質の差が少なく、普通盤のほうが音質の改善幅が大

きい。 

・２４ビットＤＡＣを導入した時より変化が大きく、一聴しただけで高い質感

が分かり、音質全体を大きく支配する。 

・インシュレーター・デジタルケーブルで音質が大きく変わる。 

・ピアノの音色が若干であるがキンつくところがある。タイトに感じることが

ある。 

最後の点ですが、ごくごく僅かではあると思いますが、ＰＣＭ１７０４チップ

に長く馴染んできたせいかもしれません。悩ましいところです。繰り返しにな

りますが貸し視聴の機会を下さりありがとうございました。 
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● 視聴評価１１ 

 

以下は貸し出した方の感想です。 

昨夜、通電４時間後、早速、試聴させていただきました。 

静粛性や LR の分離も良く、QBD より明るめないい音してますね。 

とてもいい基板と印象を得ました。 

お貸し出しの機器ですが、新型 AKURATE DS の単体 

および DS→QBD76→Jeff→LINN KLIMAX Solo→ 

KLIMAX 350P（添付）QBD７６より、いい音でした。 

特に AKURATE DS の８７４１Dual との比較では、 

ほんの少しやわらかい、ウォーム系にて、艶がある 

音が気に入りました。 
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● 御購入者評価 



 

Aさん (この時の視聴機はバージョンが少し古かったのですが現在はAさん購

入機と同じ最新にしています） 

なんか、よく分かりませんが、先だっての試聴機より良い音に、聞こえますが、

気のせいでしょうか？音楽が、楽しく聞こえます。 

大変、満足いたしております。私の機器は結構古い機種なんですが、ほんとに、

古さを感じさせません。 

デジタルの世界は恐ろしく進化したと思いますが、アンプやスピーカーはどう

なんでしょうか？私のアンプは 1972 年製造ですが、まだ現役です。オーデイオ

は分からないことだらけです。 

しばらくは、ｄａｃでの悩みは解消できそうです。 

今回、ほんとに、素晴らしいｄａｃを手にすることができました。 

ありがとうございました。 

 

B さん（DSD 対応機購入した方です） 

五嶋みどりのシングルレイヤーの SACD が抜群の安定感で奏でています。以前 

ベテランの方の自作した力作の DSDDAC で、PC からのデータで何度も聞きま

したが高域の抜けが PCM に比べて抜けなくて、全体にざらつく傾向にあった

のですが、その方も、毎回毎改良を重ねて最近は素晴らしい出来なのです。 

本機は最初からそういった心配なく全帯域がバランスよく音が出ていると思い

ます。 

 

C さん（お住まいが、当方に近いため来所して頂きました） 

先週は、シャーシを持ち込み、 

配線の指導などしていただき、ありがとうございました。 

おかげさまで、希望の DDC 基板と一体化した装置を完成することができ、と

ても喜んでおります。 

連休中のシャーシ加工は大変でしたが、今はとても満足しています。 

さっそく、毎日４時間ぐらいずつ聞いて楽しんでいます。PC の静音化のため、

SSD ドライブの PC の筐体をオープンにして、電源と CPU の冷却ファンだけ

の状態にしています。数年前、RME の Fireface400(Firewire 接続)を導入した

ときに、PC が CDP よりも圧倒的に音の解像度や瞬発力が高くなることを体感

し、感動しました。 

今回は、特に DSD にまでソースを広げたくて、貴殿 AITLABO の DAC を購入

させていただきましたが、本日、PCM 音源について、既存システムと切り替え



つつ聴いてみました。 

現在、PC から Fireface400の SPDIF または ADAT(光)経由で Aitlabo 殿の DAC

に接続しています。 

ピアノの音がキンキンと響き過ぎず、ほどよく響いて、しっとりと、しかし、

くっきりと、立ち上がりの良い音を奏でています。ーカッションや弦をはじい

たり、弦をはらう音も同様です。一弦一弦が明瞭にわかります。さまざまな楽

器から構成される音が、それぞれきちんと定位して、バランスよく存在感を示

しています。 

プレーヤも、いろいろ試して楽しんでいます。 

SPDIF 接続も ADAT 接続もどちらも同様に素晴らしい。 

DSD 音源に関しては、既存システムと比較はできませんが、ElektrArt 殿の

UDA 基板（標準版）のシリアル出力を接続して、楽しませていただいています。

これで対応できる音源の幅が広がり、楽しみも広がりそうです。 
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● 視聴ブログ 

 

今まで、購入又は視聴された方々のブログを紹介します。 

(記載されたブログ所有者には御了承御願いします) 

尚ＬＩＮＫはしませんのでコピーして貼り付けて下さい。 

 

http://blog.livedoor.jp/johnny_trio_lsr/archives/1862698.html 

http://am-izu.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/aitlabo-5eb3.html 

http://otoaudio.blogspot.jp/ 

http://blogs.yahoo.co.jp/hachioji_japan/9224499.html 

http://higenasi.jimdo.com/2012/05/02/テスト/ 
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● 視聴評価１０ 

 

ＤＳＤ/Ｉ２Ｓ対応ＤＡＣ基板を購入し、ケースに組み込んだ方の評価です。こ

の基板はＤＳＤ２５６迄再生できます。 

以下は文面をそのまま転載しています。 

 

AIT 基板は、大変素晴らしいです。 

英国 CHORD 社の QBD74HD を所有しておりますが、 

全く相手になりません。 

ジッター、ノイズ、電源、オペアンプなどに起因する 

音質劣化の諸要因を徹底的に排除することで、こんな 

にリアリティのある音になるのですね。 

音の高さ感、奥行き感は中々出ないものですが、 

滑らかで広い音場は心をリラックスさせてくれます。 

音の立ち上がりが早いので、ピアノや打楽器の音がきつく 

ならないです。興味深いのは、音が悪いと言われている 

音源や SP 復刻版などがとてもふつうに愉しめることです。 

価格も大変良心的ですし、知人にも是非勧めさせていただきます。 
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● 視聴評価９ 

 

先日貸し出しした、北海道の方の評価ブログを紹介します。 

 

この方へお送りした、説明書がＬＣＤ機用でなかったため操作に大分手間取り

迷惑をかけてしまいました。それにも拘わらずご発注頂き、大変感謝していま

す。 

 

詳しくはこの方のブログを参照して下さい。 
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● 視聴報告 

 

当方製 DAC の評価のなかで古い若しくは安価な CDP を用いても、音質が改善

され、見違えるようになった、と言うような感想が多くあります。これは私が

設計目標にした事が一つ達成できた様に思っています。 

大きな要因はジッターの抑圧の様ですが、これだけでは ES9018 を使用した他

社機と変わらない事になります。 

当方 DAC の場合 ES9018 の駆動方法に加え、高性能なアナログ信号の処理、

電源供給、GND 接続法等に工夫したことが功を奏した様です。 

しかしこれらは全て従来からある技術です、それを再度理論計算、シミュレー

ションした後プリント基板を含めて一人で設計したので思った通りの性能が発

揮できたのだろうと推測しています。 

 

従来の方式を最新のデバイスで設計すると思いもかけない高性能が実現できる

ことがあり、まさに温故知新です。    
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● 視聴評価８ 

 

新しく聞いて頂いた方(音質評価では評判の方のようです） 

詳しくはこのブログを参照して下さい。 
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● 視聴評価７ 

 

貸し出し機を視聴された方の評価です。 

 

一音一音の力強さが段違いです。濃いと言っても暑苦しい濃さではない。(爆)



曲間のノイズの少なさは特筆モノですね。 

音がしっかりして輪郭がハッキリしているのはＬowｅｓｔの対策が出来てい

るからなのでしょうか。粒立ちが凄く良いです。 

詳しくはこの方のブログを参照して下さい。 
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● 視聴評価６ 

 

前回と同じ方の I2S 接続での再評価です。当方基板は I2S 時でも SPDIF と同

様にジッター抑圧動作が可能です。以下は dualES9018 の DPLL BW=Lowest

での評価です。 

 

S/PDIF と I2S の音の差は各信号を送り出す基板が異なった為に音質差が出た

様です。 

両方を送り出せる同じ機器を 2 台用意し、DAC 基板への入力端子を変えながら

実験した所、接続法がどちらなのか聞いて当てる事が出来ませんでした。 

両方の入力をジッタ抑圧回路を有効化した状態で音質比較しました。 

無効化すると差が出ました。そういったわけでこの DAC は最近悪く言われる事

の多い S/PDIF 接続を I2S 接続と同等の音質に改善可能な事も判りました。 

PLL を使わない低ジッタクロック内蔵基板から I2S 直接入力した時と比較して

も音質が全く劣らない S/PDIF 入力に本当に驚きました。 
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● 視聴評価 5 

 



いて S/PDIF の DIR から開放されるので「良い」変化なのでしょうが、AIT 

LABO の DAC は S/PDIF 入力が高性能なので変化幅が僅差です。 

聞いていてホッとするのは S/PDIF です。 

前に出てくるのは I2S で、奥行きと高さは S/PDIF の方がより感じます。 

 

歪が多いと前に出てくる、ジッタが多いと平面的になる感じを受けるので変化

しているのかもしれません。 

AIＴLABO の DAC だと変化具合が微かなので悪くない程度に収まっているだ

けとか…粒立ちはいいです。 
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● 音質評価報告 

 

本日購入(4 トランス dualES9018)された方の感想が届きました。 
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● 4 トランス型の視聴 2 

 

4 トランス型の視聴報告です。 

 

「1 トランスの時も演奏の細かい部分まで良く見える DAC だった、4 トランス

でメリハリが付いた事で更に表現が豊かになった」 

 

「古いデジタル機器の音とは全く異なり、キツくないのにとても細かい所まで

描く。細かいが線が細い事も無い。」 

 

「オペアンプとかディスクリートとかマルチビットとか中身の事を忘れてこれ

で没頭出来る」 

との事でした。 
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● 4 トランス型の視聴 

 

DAC_L/R,LPF_L/R,FPGA の 各 電 源 を 完 全 に 分 離 し た ４ ト ラ ン ス 型

dualES9018ＤＡＣの視聴して頂いた方の評価です。 

 

1 トランス時よりメリハリ(力強さ)が出てジャズを聞いていて気持ち良いよう



ようです。 

 

この方以外に、今までの不十分な箇所が全て改善されている、との評価もあり

ました。 
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● ４トランス対応 DAC 

 

前回 UP しましたブログ記載の視聴評価は、dualES9018 ですが電源は１トラ

ンス型で各電圧の分離は十分ではありません。それでも高い評価を頂いきまし

たので、当方の設計方法は間違えていないと満足しています。 

また今までの視聴評価から推測すると、AC を含み電源経由の雑音？、共通イン

ピーダンスによるクロストーク？が音質を劣化させるようですので、ホームペ

ージ記載の４トランス型にし、各電圧を分離し専用に供給できる DAC を作成し

ました。DAC と LPF(OPA)は L/R 完全分離、他に FPGA 用も専用です。 

視聴評価は後日お知らせしますが、事前評価では十分改善されているようです。 
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● 新年 

 

新年あけましておめでとうございます。 

本年も御拝読御よろしく願いします。 

昨年末、ＤＡＣを比較視聴して頂いた方々のブログを紹介します。 

dualES9018 が最良の評価ですが、ブログを参照願います 
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● 比較視聴２ 

 

前回の比較視聴での、ピアノの引きずり感は、ES9018 使用 DAC 評価ブログ記

載 QA550 と同様に TP(esotericP-50)に原因があったようでした。QA550 の音

質改善と同様対策を実施し大幅に改善しました。また知人からもこの TP の問

題点として情報をいただき、対策法と照合しても間違いないと思われます。 

大きな金属の塊は大きなコンデンサを形成します、従って機器内部の雑音は見

かけ上低減します（不要輻射は小さくなる）が、これと接続された場合は雑音

を低減しにくくなります。簡単に言えばグランドがゆれていることです。この

ような場合の対策は、完全に接続するか、完全に絶縁するか、どちらかになり

ます。S/PDIF 接続コードで音質が変化する、と言う事も、真の原因を把握すれ

ば別のより良い方法があるように思います。 

参考 

地球は現在実現できる最大のコンデンサなので、アース,GND と言います。人

間は約 200pF のコンデンサと等価です。 
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● 比較視聴 

 

一昨日、友人宅(HP の視聴環境)で DAC 購入者様と共に３人で DAC の比較視

聴を行いました。ES9018DAC の評価は音の力強さ、解像度等が大きいと言う

点では共通していました。 

esotericP-50 の SPDIF を ES9018DAC 入力にした時、ピアノの強打音に引き

ずる感じが僅かにありました。TP、SP、アンプによっても感じ方は変わります。 

この原因を想定しますと 

１ GND 電位の不安定によって雑音が混入している 

２ DIGITAL FILTER 等による線形歪 

３ このように録音されている 

等が考えられ、今後継続調査したいと思っています。 
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● 視聴評価 4 

 

先週、貸し出しした方の評価をそのまま記載します。 

 

「接続してみて愕然としたのが、情報量の多さでした。ヘッドホンで聴いてい

る時にしか聴こえないような埋もれがちな音もしっかりとスピーカーから鳴っ

ていることに凄く感動しました。 

 

804S から出ているとは思えないほどの低域の量感。無理に鳴らしているといっ

た感じも無く、非常にリアルな低音を初めて自宅で聴いた気がします。 

D-06 もかなり低音を出せる機器なのですがこの DAC を聴いてしまった後だ

と、ぼやけた感じの音で不自然さを感じます。 

 

総じてどの帯域も原音再生の傾向が現れていて、目の前で演奏しているような

臨場感がありました。ボーカルもマイクを介さずそのまま歌っているような感

じでした。 

普段聴いている音はマイクを介して音を少し反響するような聴こえ方になって

います。これは自分が好んで選んだシステムでの音だったので、ボーカルに関

しては少し物足りなさを感じました。」 

 

● ES9018 使用 DAC 評価 



通常使用では UNBALLANCE 接続の方が良い結果を得られるようです。当基

板は両方対応していますので、好みの接続を選択できます。 

 

昨日 ES9018DAC を購入された方を訪問し、視聴感想等伺ってきました。 

システムは feastrex nf-5ex、HK-17(300B 真空管）を用い、BDP-95(OPPO 製

dualES9018DAC)とAIT製 singleES9018DACを同一コンテンツで比較視聴し

ましたが、AIT 製が勝っているとの評価でした。 

ただし OPPO は CD 再生、AIT_DAC は SD カードを、QA550 の SPDIF 接続

再生です。(この方所有の QA550 は私が調査し、音質改善対策を施しています

ので、そのままでは OPPO の方がよいかも知れません） 

 

下はこの方の視聴環境です。これ以外に JBL4341、タンノイ≪LZ、AXIOM80、

UV211、LUX505u 等所有していましたが全て破棄したそうです。 
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● 視聴評価 3 

 



・帯域が広すぎる為に中域の厚みがやや薄く感じる 

・超低ジッターの為かおとなしい傾向である 

・やや平面的な音で楽器の響きが少なめである（高ＮＦＢアンプに通じる音） 

・ソースの主人公が見えてこない（全体がよく出すぎている為） 

 

ハイエンド機材のようなミクロの世界をのぞくような音質を求めるオーディオ

マニアの方々であればかなりの評価が得られると思います。まさしくハイエン

ド越え！！です。素晴らしいと思います。 

AK4399 と比べてＥＳ9018 版のものの方が音楽性が高いと私は感じています。 
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● 視聴評価 2 

 

（A) ES9018 基板を入手されたピュアオーディオマニアの方評価です。 

当機は音切れしませんので、BW は常に Lowest 固定です。 

 



と言う結果ですので JITTER REDUCER の効果は、一般性があること示す事

と考えます。 
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● ２DAC の音 

 

2011/7/15ブログで１DACより２DACにした方が音質良いようだ？と記載しま

したが、やはり低音部の威力がさらに増加した音の様です。 

電源は完全に分離していますので、IC で考えられるのは VSS(=GND)経由で何

らかの Xtalk が発生？しているのでは無いかと想像しています。SPDIF 接続線

種でも変化するようであり、他にも原因があるかも知れませんので継続調査し

たいと思っています。 
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● 試聴評価 

 



・低ジッター、低ノイズではあるが、動作時の静粛感があまり感じられない 

 

C 氏（生楽器の音に非常に詳しい方） 

・高域の情報量はあるが音質が硬めである 

・音質ではなく音楽を聴いたうえでは音楽性にやや欠ける 

・WADIA のハイエンド機の音と近い音質 

 

となりました。 

概ね期待の結果になったようです。 

視聴頂いた方々に感謝します。 
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● 音質評価 

 

先週、友人宅を訪問した時、さらに驚いたことがあった。 

今までは、十分音質は良くなっているので、DAC を 2 個使いしてもさして効果

は無いだろうと、暗黙の了解で確認をしてこなかった。 

ES9018 搭載基板の視聴後、訳あって、貸し出し用の AK4399 を 2 個使いにし

た基板を試しに視聴した所、即座に低音の切れが？良くなったと伝えられた。

私にはあまり分からなかったが、よく分かるのなーと感心した。 

結局友人は 2 個使い基板を採用することとなり、当方の追加作業が発生するこ

とになった。 

測定データでは-100dB 以下で xtalkらしきゴミが変化することは確認している

が、やはりこのオーダーのレベルが音質に影響しているのではないかと再認識

している。これを参考に DAC 供給 seial data の L/R を完全に分離(Ldac には L

のみの data、Rdac には R のみの data)して送るように FPGA を修正した。結

果はどうなるか？？ 
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● 音質評価と JITTER 

 

先日、ホームページ記載の友人宅を訪問し新基板の視聴後、音質について講義

を頂いた。 

 

１ 本物の音（コンサート）に近い音を良いと考える。 

 

２ JITTER が無くなると、低音はまとまり小さく聞こえ、強調されることは

無く、静かになる。 

  実際コンサートでも同様だよ！。 

 

３ 50Hz 以下は可聴帯域であるが、その周波数を基本波として演奏できるのは

パイプオルガンしか無い、殆どの人は高調波を聞いている。体で感じる部分が

多いのではないか。 

 

4 人は音声の位相には鈍感、一方周波数、特に音色を支配する倍音には非常に

敏感であると思う。 

 

5 しかし、それぞれの人が全て原音を希望するとは限らない、自分が良いと思

えば、それに意見する必要は無い。 

 

というような内容でした。 

 

製作 DAC の感想は期待に近くなりつつあり、楽器の位置が分かるようになった

と評価。 

また他に視聴している某氏からは、CDR に書き込んだ状態でも劣化せず、楽器

の音が多くなったとの評価もあります。 
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