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まずは構成要素と背景となる情報を紹介し（基礎を理解されてい
る方は飛ばしてください）、192 I/O内、そして複数のインターフェ
ースを備えたシステム内で使用されるクロッキング･システムを調べ
ていきましょう。また、他のメーカーのクロッキング製品と、それら
が192 I/Oへ与える影響についても見ていきます。FFTからも分か
るように、オーディオ･クロックにおけるジッターは、“少ないほど良
い”とは言えない場合もあります。また、クロック内のジッターを視覚
的に表現することは簡単ですが、それがリスニング体験にどう影響す
るかは、簡単には測定できません。明確な勝者は存在せず、結論はリ
スナー個々に委ねられるのですが、我々が目指しているのは、ユーザ
ーが余計なバイアス無しにサウンドを聞くことができるようにするこ
とです。では、始めましょう。

構成要素

デジタル･システムは、その成り立ち上、一定の間隔でオーディオ波
形のスナップショット（サンプル）を取り、それを同じ間隔で再生する
ことのできるシステムの能力に依存しています。システムがオーディ
オ素材の記録と再生を正確に行うため、安定したクロックでタイム・
リファレンスを提供します。このサンプル･クロックのタイム･ベースの
変動や、規則性の欠如が、“ジッター”と呼ばれます。ジッターはサン
プルされたオーディオに歪みを招きますが、それが発生するのは、オ
ーディオ･サンプリング・プロセスの重要な段階である、アナログから
デジタルへの変換時と、デジタルからアナログへの変換時のみです。
デジタルからデジタルへの転送では、サンプルはひとつのシステムか
ら別のシステムへクロッキング情報と共に順番に送られるだけなの
で、ジッターとは無関係です。つまり、変換処理の際にジッターを可

能な限り排除した状態でオーディオがキャプチャーされ、最終的な
デジタルからアナログへの変換が安定したクロックのもとで行われ
る限り、オーディオにダメージは及ばないことになります。

デジタル･オーディオでは数種類のクロックが採用され、それぞれが特
徴を持っています。そのため、デジタル･オーディオ機器においては、場
所により異なるタイプのクロックが使用されています。クロック･タイプ
のほか、パワー･サプライのレギュレーションや伝送テクニック、コン
ポーネントの誤差も、インターフェースのデザインと最終的なクオリ
ティへ影響を与えます。本書はPro Tools HDシステムのユーザー
が、そのシステムで最も満足できる結果を引き出せるよう、クロッキ
ングとジッター、シンクロナイゼーションに関する洞察を提供するこ
とを目標としています。

最初に、背景となる情報を紹介しましょう。

クロックとは？

デジタル･オーディオ･システムで使用されるサンプル･クロックは、オ
ーディオ･サンプルが記録及び再生されるタイミングの間隔を提供し
ます。我々が通常使用している、一日の中の時間を表示する時計とは
異なり、サンプル･クロックの主要な働きは安定したペースに設定す
ることであり、高速で動作するメトロノームのようなものです。デジタ
ル･オーディオ･システム内でクロックが生成するタイミング間隔は、
オーディオをサンプルするレートや、サンプルがデジタル･システム内
を移動する際にメモリー･バッファーへ転送するタイミングを決定す
るなど、幾つかの動作で使用されます。こうした動作全てが、安定し
たシステム･クロックへ依存します。

本書は、デジタル･オーディオ･インターフェース、特にDigidesign 192 I/Oにおけるクロッキング及び
ジッターの特性を論じてたものです。192 I/Oは数種類のクロッキング･オプションを備え、1台または
複数台によるインターフェース･コンフィギュレーションで使用できるマルチチャンネル･デジタル･イン
ターフェースです。このシステムで、代用クロッキング・スキーム、つまり“インターナル”と“Loop Sync 

(ループ･シンク)”以外の方法を使用することと、それによって得られるメリットについては、様々なこと
が語られてきています。エクスターナル･クロックの使用を好む人達と、インターナル・クロッキング・ス
キームを好む人達との間で、どちらのサウンドが優れているかのディベートは継続しています。本書で、
サウンド･クオリティに関する問題に結論を出すことはできませんが、192 I/Oのクロッキング･オプショ
ンを詳しく見ていくことで、ユーザーがこの機材をよりよく理解し、誤った情報の影響を受けにくくする
ことができるでしょう。
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全てのデジタル･オーディオ･システム内で、異なるが関連を持ったス
ピードのクロックが使われています。市販されているアナログ-to-デ
ジタル･コンバーター(ADC)のほとんどはデルタシグマ･タイプです。
これらのコンバーターは、非常に高いレートでオーディオをオーバーサ
ンプルし、その後デジタル・シグナル・プロセッシングのテクニックによ
り最終的な出力サンプルを作り出しています。例えば44.1 kHzの場合
には、典型的なデルタシグマ･コンバーターのサンプリング･クロックは
出力サンプル･レートの256倍で動作するため、約11.29 MHzとなり
ます。48 kHzの場合、クロックは約12.29 MHzで動作します。この
ハイスピードなオーバーサンプリング･サンプリング･クロックが、ア
ナログ･シグナルが変換される瞬間を決定し、このクロックの安定度
がオーディオ品質を決めることになります。

サンプリング･システムが正しく機能するために極めて安定したクロ
ックが要求されることは明白であり、そのスピードは安定して、かつ
揺れが無い必要があります。デジタル･オーディオ･システムは、サン
プリング･プロセスが完璧なものであることを前提としており、通常
では不安定な間隔でサンプルされたオーディオを訂正するための準
備は行われていません。アナログ-to-デジタル変換の間にサンプル
の間隔が揺れている場合、そうした変動は録音物の内部へ歪みやノ
イズの形で埋め込まれます。続けて行われる、その録音物の再生で
は、録音された歪みが再現されます。また、再生クロックが完璧でな
い場合は、さらに歪みやノイズが追加されます。ただし、前述したよ
うに、ジッターはアナログ-to-デジタルまたはデジタル-to-アナログ
の“変換ステージ”でのみ問題となります。ディバイス間を転送される
シグナル内のジッターは、それが転送エラーを引き起こすほど大きく

ない限りは、問題とはなりません。

ここで確認しておくと、ジッターが皆無の、完璧なクロックを作ること
は不可能です。一部のシステムはジッター値が非常に低いことを主張
していますが、あらゆるシステムのジッターはゼロではありません。コ
ンバーター･デザインにおけるチャレンジは、こうしたジッターの“予
算”を管理し、機材をできるだけ安定させて、可能な限り心地よいサウ
ンドとすることにあります。

サンプリングの特質

クロック･シグナルはパルスであり、電気的には方形波で表現されま
す。完璧なサンプル･クロックはFigure 1のようになります。

サンプルの測定や再生をトリガーするためには、“オン”のエッジが使
用されます。この簡略化された図版では、トリガーの間隔は完全に同
じであり、オフからオンへの移行は瞬時に行われ、波形内にノイズや
歪みは存在しません。実際のサンプル･クロック波形には、その形状
を変更させる多くの要因が存在するため、完璧な方形波へ部分的に
似ているだけです。

Figure 1: 完璧なサンプリング･クロック
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ジッター

ジッターの原因は様々ですが、その結果は、システムへ提供されるク
ロック･パルスのタイムベース、規則性の揺れとなります。サンプリン
グ・プロセスへのジッターの影響は、Figure 2のように表すことがで
きます。

もちろん、これは実際に起こることのメタファーに過ぎず、ジッターに
は時間と周波数のコンポーネントがあり、それがオーディオの周波数
と振幅によって、複雑な方法でオーディオ･シグナルへ影響を与えま
す。ただし、ジッターによる影響は、サンプル･トリガーが正しくない
間隔で起こることです。それが波形のサンプリングにおけるエラーと
なります。波形が不規則な間隔でサンプルされると、オリジナル波形
を正確に再構築することができなくなり、オーディオ内へノイズが埋
め込まれることになります。不正確にサンプルされた波形の一部は、
Figure 3のようになります。

安定したクロックで再生された場合にも、波形は不正確に再構築
されますが、それはシグナルがズレたタイミングでサンプルされた
ため、そのサンプルが不正確な振幅を示しているからです。Figure 

3に示されている波形の一部は、安定したクロックで再生された場合
には、Figure 4のようになります。

2番目と3番目のサンプルは遅れて行われているため、サンプルが行
われるべきだった瞬間よりも高いシグナル･レベルを示していること
に注目してください。これが正しい間隔で再生されると、システムが
記録したものとは異なるポイントを示すため、波形は歪むことにな
り、タイムベースが正確に同じように歪まない限り、オリジナル波形
を再構築する方法はありません。もちろん、それは不可能です。ただ

し、わずかなジッターによって起こる典型的なノイズ量は非常に低
く、賢明にデザインされたシステムにおいては、ほぼ認識できません。
大抵の場合、ジッターはピコ秒(1億分の1秒)単位で計測されるレベ
ルであり、優れたデザインによるモダンなシステムではジッターの予
算がうまく管理されており、その結果として生み出されるノイズは可
聴帯域外へシフトされます。

ある程度のジッターは避けられないため、デジタル･オーディオ･シス
テムにおける究極のデザイン･ゴールは、それを最低限に抑えてノイ
ズや歪みを管理し、できるだけサウンドの純粋さを維持することとな
ります。

ジッターのタイプ

ジッターは、ランダム･ジッター (Random Jitter) と周期的ジッタ
ー (Periodic Jitter) があり、大抵はその両者が組み合わさってお
り、それによって生まれる不自然さも大きく違っています。 

ランダム･ジッターは、ランダムに変化するタイムベースが少量のラン
ダムな電圧エラーを生み出すため、ノイズと同族であり、これはオリ
ジナルのアナログ･シグナルへノイズ電圧を追加することにも似てい
ます。タイミングの不規則性であるため、レコーディングされたオー
ディオへの影響はノイズのようになり、またオーディオとの相互作用
はノイズ同様にランダムなため、同時にかなり予測不能なものとなり
ます。ランダム･ジッターの原因として多いのは、ノイズやデジタル･ラ
インからのクロストークです。
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Figure 2: ジッターを伴うサンプリング･クロック
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Figure 3: サンプリングされた波形の一部
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Figure 4: ジッターを伴ってサンプリングされた波形の一部を再構築したもの
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周期的ジッターは、ランダム･ジッターとは異なり、規則的な周期で
発生します。オーディオへの影響は、レコーディングされたシグナル
の基本周波数と数学的な関係を持った特定の周波数帯における、
側波帯の発生になります。こうしたタイプの歪みは、ジッターの周波
数がソース･オーディオと相互作用し、その相互作用によりノイズが
発生することから、周波数変調 (FM: Frequency Modulation) 

と呼ばれます。オーディオ･シグナルとジッターの両方が時間経過に
より変動するため (固定ジッターで安定したトーンをレコーディン
グしているのでない限りは)、周波数変調ノイズは予測不能ですが、
レコーディングされたオーディオとジッターの関係性は明確に認識
できます。例えば1 kHzのジッターを伴ってレコーディングされた5 

kHzのシグナルは、5 kHzの基音に加えて、4 kHzと6 kHzの側波
帯を生み出します。この側波帯の振幅は、レコーディングされたシグナ
ルとジッターの振幅の比例関係を持ちます。FM歪みでは各トーンの和
と差が生み出され、それぞれがさらに和と差を生み出すため、非常に
複雑な歪み特性が生み出されます。周期的ジッターは、パワー･サプラ
イやその他の安定したトーンを生み出すソースにより、サンプル･クロ
ックが変調されることが原因となります。

ジッターとオーディオ間の相互作用は複雑であり、ジッターによる聴
覚的な影響の分析を困難なものとします。その理由は、ジッターによ
る不自然さの一部はオーディオのコンテンツによってマスクされる一
方で、特定の周波数とレベルで明白に聞こえるような、目立ったもの
もあるからです。様々なジッター量で機材のリスニング･テストを行う
と、ジッターによる聴覚的な不自然さが増えるにつれて、それが素材
に対してプラスの方向へ働き、より肯定的な反応が得られる場合さ
えあります。本書では主観的な議論は行いませんが、読者が耳にす
るものと、現世代の機材で最高の成果を得る方法を、よりよく認識で
きるように話を進めていきましょう。

発振器/オシレーター

デジタル･オーディオ･インターフェース内でクロックを構成するため
に使用されるオシレーターには幾つかのタイプが存在し、その特徴
により異なる用途に適しています。

クリスタル･オシレーター/水晶発振器 (XO)
この種のオシレーターでは、微細な水晶へ、水晶のサイズと方向によ
り決定される周波数で発振するポイントまで電圧がかけられます。
オシレーター回路の安定化が行われると、水晶は非常に安定した周
波数で発振を行い、その精度は通常は100 ppm (parts per mil-

lion) のレンジになります。つまりこれは、ノミナル周波数80 MHzの
水晶は、79.99200 MHzから80.00800 MHzの間で発振する
ことを意味しています。水晶は温度の影響を受けるため、場合によっ
ては断熱カプセルや、時には安定したアンビエント温度を維持する
小さな恒温槽 (オーブン) 内に収められることもあります。こうした
ディバイスはTCXO (温度補償水晶発振器: Temperature Comp

ensated Crystal Oscillators)、OCXO (温度制御型水晶発振器 : 

Oven Controlled Crystal Oscillators) と呼ばれます。XOは、そ
の安定度により、サンプリング･クロックへ広く使用されています。 

電圧制御水晶発振器 (VCXO:  Voltage  Controlled  Crystal 

Oscillators)

これはXOのバリエーションで、水晶発振器回路のエレメントへ適用
された電圧の変化で、発振周波数を変更できます。この種のオシレ
ーターは、クリスタル･デザインの安定度という利点と、水晶の発振
周波数を上下させられる（プルアップ＆プルダウン）利便性を持って
います。このVCXOの欠点は、非常に狭い周波数レンジで動作する
点にあります。そのため、幅広く変化する外部クロック･ソースのスレ
ーブとなる回路では排除されます。 

上記のような理由で、幅広い周波数レンジで動作する必要の無いサ
ンプリング･クロックに最適です。

電圧制御発振器 (VCO: Voltage Controlled Oscillators)

VCOは、その周波数を制御電圧により調整できる発振器です。
VCXOとの違いは、周波数決定ネットワークとして石英水晶を使用
していない点にあります。VCOは、デジタル･オーディオ･インターフ
ェース内では非常に一般的に使用されます。オシレーターを変更す
る帰還回路内で電圧を変更することにより、幅広い周波数を提供可
能。正しくデザインされていれば、非常に優れたクロックに使用する
ことができます。 

Digidesign 192 I/Oは、XOのスレーブとしたVCOでマスター内
部クロックを生成しています。 

数値制御発振器 (NCO: Numerically Controlled Oscillators)

このタイプの発振器は、XOなどの固定周波数発振器を採用した回
路であり、必要とする周波数の出力クロックを作るためにデジタル回
路を使用します。分周係数の生成には、帰還回路の代わりにルックア
ップ･テーブルが使用されます。NCOはタイム･コードやビデオ･リフ
ァレンスのスレーブとなる機器など、様々なクロッキング･レートを必
要とする用途へ非常にうまく適応します。 

一部のNCOでは、位相比較器とループ･フィルターをモデルとするデ
ジタル位相ロックループ (PLL: Phase Locked Loop) も使用さ
れます。その後、ルックアップ･テーブルとデジタル-to-アナログ･コ
ンバーター (DAC) が使用され、NCO出力をサイン波へと変換しま
す。このタイプのNCOはDDS (ダイレクト･シグナル･シンセサイザ
ー) と呼ばれ、ラジオや遠距離通信機器で一般的に使用されます。

Digidesign SYNC I/Oは、DDSによりマスター内部クロックを生
成しています。
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クロック

サンプリング･クロック
最も一般的に使用されているオーディオ･コンバーターは、256x デ
ルタシグマ･タイプです。オーディオ･サンプル･レートの256倍で低
解像度のスナップショットをとり、それをオンチップのデジタル補間
フィルターにより、求める“ベース･レート”(ワード･クロック)の24-

bitオーディオ･ワードへと変換しています。ベース･レートとは、シス
テム内でサンプルがプロセスされるスピードであり、一般的には44.1 

kHzから最高で192 kHzです。

ワード･クロック
ワード･クロックは、デジタル･システムのベース･レートを表現するた
めに使われる用語です。ワード･クロックの周波数は、オーディオの
パケット、つまりマルチビット･サンプルがシステム内を通過するレー
トです。 

位相ロック･ループ (Pll)

デジタル･クロック･システムにおいては、位相ロック･ループ (PLL: 

Phase Locked Loop) も重要な構成要素です。PLLの基本的な機
能は、オシレーターの出力を、その入力へ同期することです。デジタ
ル･オーディオ･システム内では、一般的にはアライメント、タイミン
グ、クロック･シンセサイザーの3つの機能に幅広く使用されます。 

アラインメント (クロック･リカバリー・インターフェースPLL) は、
デジタル･インターフェース･レシーバー・クロック･リカバリー回路で
も、デジタル･インターフェース上に現れたジッターが、そのインター
フェースへクロック･インするようトラッキングするために使用されま
す。アライメントPLLは、本白書の最後で参照されるMeitner LIM-

1のようなジッター測定回路でも使用されます。 

タイミング (ジッターをアッテネートするPLL) は、クロック･ソース
内に現れたジッターのスペクトラムをリシェイプするために使用さ
れ、ノイズを可聴域外へシフトすることによりジッターの予算管理に
役立っています。 

シンセサイザーPLLは、入力リファレンス･クロックを乗算してクロック
を生成します。これは、コンバーターやシグナル･プロセッシングで、ワー
ドクロック･レートを高い周波数へ乗算するために使用されます。シンセ
サイザーは、オーディオをビデオ機器へ“ゲンロック”をかける際など、異
なるスピード比で動作するクロックを生成するためにも使用されます。 

PLLの入力と出力は、帰還回路とローパス･フィルターを利用して相
互比較され、その差でVCOをスピード･アップ/ダウンすることで、入
力されるクロック･ソースへマッチさせます。このソースには、水晶発
振器や、外部ディバイスからのリファレンス･クロックが用いられま
す。PLLのデザインにおける重要なチャレンジは、クロックを、そのパ
ルス間隔を安定させつつ、しかも入力の周波数変動へ追従するよう
にリシェイプできるローパス･フィルターを作ることです。PLLは、デ
ジタル機器をビデオ･ブラック･バーストやワード･クロック、タイムコ
ード、その他のタイムベース・リファレンスへ同期させる際の、重要な
コンポーネントです。 

また、ローパス･フィルターのもうひとつのデザイン･ゴールが、入力
クロックのジッターをアッテネートして、レシーバーがそのクリーンな
バージョンを作り出せるようなローパス･フィルターとすることです。
PLLとフィルター･デザインは、それだけで一冊の書籍になるほどの、
深遠で複雑なテーマです。ここでそれを紹介したのは、デジタル･オ
ーディオ周辺機器における、それらの存在と目的を知らしめるためで
す。

PLLは入力クロックの位相を、出力されるクロック･パルスと比較す
ることで機能します。両者が完全にアラインされ、トリガー・パルスが
同期している場合には、PLLは何も行いませんが、入力と出力のパル
スに差がある場合は、PLLはオシレーターをスピード･アップまたは
ダウンして、入力リファレンス･クロックへの同期を維持します。 

位相比較器の出力がローパス･フィルターを通過すると、フィルター
によりノイズが除去され、回路全体が安定化されます。ローパス･フ
ィルターのデザインは、回路が位相のずれた状態へ反応する速度、
つまり位相のコヒーレンス（首尾一貫性）をどれだけ素早くレストア
するかと、システムのノイズ排除、つまりクロックの安定性/精度との
バランスになります。外部クロック･シグナルへのシステムのロック及
びトラック能力には、こうしたゴールのバランスが直接的に影響を与
えます。高速なロック･タイムと低ジッターは、真に相反する関係にあ
るのです。

Figure 5に、全てのPLLに共通する構成要素が示されています。リ
ファレンス･クロック･シグナルは、位相比較器へ適用されます。位相
比較器は、リファレンス･クロックとPLLの出力の位相を比較し、そ
の位相差へ比例するエラー･シグナルを生成します。このエラー･シ
グナルは増幅され、ローパス･ループ･フィルターによってフィルタリ
ングされた後、その結果がVCOの制御電圧入力へ適用されます。

Figure 5: 位相ロック･ループ (PLL)

位相比較機 ローパス･
フィルター

電圧制御
発振器 (VCO)

分周器
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VCO出力と位相検出入力の間に、オプションでクロック分周器が挿
入される場合もあります。このコンフィギュレーションは、リファレン
ス周波数の乗算となる周波数を持った出力クロックを生成します。こ
れは、ワード･クロック･リファレンスから256x オーバーサンプリン
グ･クロックを生成する必要のあるデジタル･オーディオ･アプリケー
ションでは、非常に一般的な手法です。 

DigiDesign hDクロッキング･スキーム

HDシステム内の、全てのDigidesignオーディオ･インターフェース
周辺機器はモジュラー仕様であり、単体ユニットでも、複数ユニット
のコンフィギュレーションでも動作するようデザインされています。イ
ンターフェースの数や目的とするアプリケーションに応じて、システ
ム内のクロッキングもコンフィギュレーション可能です。複数のイン
ターフェースへのクロッキングでは、Loop SyncがDigidesign標
準の方法となっていますが、外部クロックを使用して、個々のインタ
ーフェースへクロックをディストリビュートする、“スター”コンフィギ
ュレーションも可能です。ビデオ･リファレンスやLTCなどの外部ソ
ースのスレーブとすることも、クロッキング･スキームへ影響を与えま
す。では、これらのオプションを見ていきましょう。

クロック･オプションと選択

Digidesign 192 I/Oのマスター･リファレンス･クロック･シグナルは、
内部クリスタルやLoop Sync、外部クロック、いずれかのカード･スロッ
トのデジタル入力ペアなど、幾つかのソースを源にすることが可能で
す (Figure 6を参照)。入力ソースは、Pro Toolsの [セッション設定] 

ウィンドウまたは [ハードウェア設定] ダイアログのソフトウェア･コン
トロールで選択できます。このソフトウェアは、有効なソースのひとつ
を基本周波数リファレンスとして選択するスイッチをコントロールし
ます。このソースは、マスターと呼ばれます。

マスター･リファレンス･クロックは、非常に低ジッターのVCOと複数
のクロック分周器を含む、周波数シンセサイザーへ送られます。シンセ
サイザーへのリファレンス入力は、常に1x ワード･クロックです。シン
セサイザーは、この1x クロックを1024倍して、安定したサンプル･ク
ロックを作ります。クロック分周器は、1024x クロックを使って、シス
テムのその他の場所で基本リファレンス周波数として使われる1x ワ
ード･クロックなど、全ての内部タイミング･シグナルを作ります。 

External Sync

AES/EBU (オンボード)

アナログ/デジタル
コンバーター
256x デルタ/シグマ

デジタル/アナログ
コンバーター
256xデルタ/シグマ

ADAT

Digidesign 192 I/O クロッキング･ブロック･ダイアグラム

TDIF

カード･スロット1(カード･スロット0) カード･スロット 2 カード･スロット 4カード･スロット 3

1-2 3-4 5-6 7-81-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8

- LVDS (低電位差動シグナル)

内部クリスタル - 48 kHz の倍数
内部クリスタル - 44.1 kHz の倍数

Loop Sync

多重送信
ソース
セレクター

（クロック･ソース及び
マスター･タイムベース）

周波数
　シンセサイザー

クロック分周器の
多重出力

S/PDif

ソフトウェア･コントロールによるソース選択

Loop Sync Out

S/PDif Sync Out

AES/EBU Sync Out

TDIF Sync Out

ADAT Sync Out

Ext. Sync Out 

オプションの
ADC/DAC
カード

オプションの
AES/EBU
カード

1 X オーディオ･サンプル周波数

1 X オーディオ･サンプル周波数
1024 X オーディオ･サンプル周波数

(Loop Master)

(Loop Slave)

Figure 6: Digidesign 192 I/Oクロック･ディストリビューション・スキーム
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ハイスピードのサンプリング・クロックは、整合性を維持し、またノイズや
電磁干渉 (EMI: Electro-magnetic Interference) を回避するため、
低電位差動 (LVD: Low Voltage Differential) シグナル･パス経由
でコンバーター･スロットへ送られます。各スロットは、サンプリング･ク
ロックとワード･クロックの独立したバッファー･フィードを持ち、スロ
ットへ送られるクロックのデグレードは無視できるレベルです。 

1x  クロックは、各オーディオ･サンプル（ワード）の開始点を示し、
またADCとDAC、デジタル･インターフェースの出力に同期して、
PCMサンプルをシステム内へいつ送るのかを決定します。 

では、システムに用意されているクロックの様々な選択肢と、そのク
ロックを選択したことによるシステム内のジッター量について見てい
きましょう。

インターナル

システムのクロック･ソースとしてインターナルが選択された場合は、
水晶発振器の1つ（Figure 7では48 kHz）がマスター･リファレンス
として選択されます。選択されると、このオシレーターの出力が、ソー
ス･セレクター経由で周波数シンセサイザーへ送られます。シンセサ
イザーでは、コンバーターをドライブするサンプル･クロックを作る
ため、オシレーターのワード･クロック周波数が1024倍され、その後
PCM動作や外部クロック･ソース用へ1x ワード･クロックを提供す
るために分周されます。

インターナル･クロックは、シングル･インターフェースのシステムに
おいては、最も低ジッターを提供します。インターナルのクロックを
使用したシングル･インターフェースの平均ジッターは、約63ピコ
秒です。スペクトラムは5 kHzから上では比較的フラットになります 

(Figure 8と9を参照)。

タイムコードやビデオ･リファレンスなどの外部ソースへロックする必
要の無い、シングル･インターフェースのPro Toolsシステムでは、イ
ンターナルへ設定時に、ジッターは最も少なくなります。

注: 本書における測定にはMeitner LIM-1及びAudio Precision 

2700シリーズ･アナライザーが使用されました。LIM-1は、PLLの外
に2ループ･フィルターを持つ、ジッター測定専用機器です。最初のル
ープ･フィルターは、非常に反応が遅く (8 Hz)、安定したリファレン
ス周波数を作るために使用されています。2番目の高速なループ･フ
ィルター (80 kHz) は入力信号のリファレンス･クロックに対する
揺れへトラッキングするために使用されています。出力は電圧へ変換
され、タイムベースの揺れは電圧としてAudio PrecisionへFFTと
して記録されます。垂直方向の1ミリVは100ピコ秒のジッター、10 

マイクロVは1ピコ秒のジッター、というようになります。

Figure 7: Pro Toolsの [セッション設定] ウィンドウ; 192 I/Oを内部へ設定
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本書では、以下の2タイプの測定が使用されています。 
1) ジッター振幅: 一定時間の平均ジッター量をテスト

2) ジッター･スペクトラム: 20 Hzから20 kHzの周波数スペクトラ 

    ムにジッター量を表示 

Figure 8は、192 I/Oのジッター振幅を10秒間に渡って測定した
ものです。これは時間内の、全周波数におけるジッターの平均量で
す。垂直方向は0から2.5ミリVで、0から250ピコ秒に相当します。
10秒間の平均は600マイクロVをわずかに超えており、これは約
63ピコ秒となります。

Figure 9は、インターナル･クロックをマスターに使用した場合の、
192 I/Oのジッター・スペクトラムを示したものです。ジッター振幅の

計測が時間経過に応じた平均ジッター量を示しているのに対して、
スペクトラム分析は特定の周波数のジッター量を示しています。この
図の振幅軸は0から1ミリV (1000マイクロV)、つまり0から100ピ
コ秒を示しています。4.5 kHzと20 kHzの間のジッターは約0.8か
ら1ピコ秒で、4 kHz以下では増加しています (以下の図でも、低域
ジッターが高くなるパターンが読み取れます)。低域ジッター･コンポ
ーネントは、高域よりも耳につきにくいと言われており、多くのオーデ
ィオ機器で低域ジッターの方が高くなっています。 

Figure 8: 192 I/Oのジッター振幅 — インターナル・クロックをマスターに設定
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Figure 9: 192 I/Oジッター･スペクトラム— インターナル・クロックをマスターに設定
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looP sync

Loop SyncはPro Tools HDシリーズ･インターフェース独自のもの
であり、複数のモジュラー･インターフェースの同期に使用されます。
最も顕著な特徴は、システム内のどのメンバーでも、Loop Masterに
なれることです。Loop MasterとなるHD周辺機器のクロックが、
その他のLoop Syncを選択した機器 (Loop Slave) 全てで使用
されます。Loop Masterに設定されたインターフェースは、周波数
シンセサイザーからのクロックを、Loop Sync Out端子から送り出
します。他のユニット全てがLoop Slaveとなり、Loop Syncケー
ブル経由でインターフェース間を1x ワード･クロックが受け渡されま
す。各Loop Slaveインターフェースでは、クロックがソース･セレク

ターで複製され、非PLLの複製がLoop Sync Out端子へ送られ、
その他の複製は、そのユニットのマスター･リファレンスとして使用さ
れます。システム全体で非PLLループを維持することで、ループの各
メンバーは、その入力として基本的に同一のクロックを得ます。そし
て、各ユニットでは、ほぼ第一世代のクロックである個々のシンセサ
イザーを使用するため、全体的なシステム･ジッターが最小限に保た
れます。 

Loop Syncシステムのアドバンテージは、クロック･ディストリビュ
ーション･アンプを必要としないだけでなく、クロック･ケーブルの再
パッチ無しに、ループのどのメンバーもマスターとして機能すること
ができる点にあり、複数のデジタル･ソースへロックする必要がある

Figure 10: Loop Sync接続
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システムでは、非常に便利です。また、システム全体がソフトウェア･コ
ントロールされるため、サンプル周波数とクロック･ソースがセッショ
ンに追従します。Loop Syncを使用している状態では、セッション
のサンプル･レートとハードウェアのサンプル･レートがマッチしない
ということは、まず起こりえません。

ソース･セレクターにおいては、Loop Syncは入力の選択肢のひと
つであり、他のシンク･ソース同様に内部的にルーティングできます。
ただし、各ループ出力のバッファー･アンプでシステム内のジッター量
がわずかに上昇し、複数インターフェースを備えたシステムでのジッ
ターの上昇につながります。

sync i/o

ビデオ･リファレンスやワード･クロック、LTCなどのエクスターナル･ソー
スへシステムをリゾルブする際には、Loop Masterとして、多くの場
合にDigidesign SYNC I/Oが使用されます。前述した周波数シン
セサイザーにより、SYNC I/Oはエクスターナル･ソースへロックし
て、ポジショナル・リファレンスを提供している場合にも、非常に低ジ
ッターのクロックを提供します。Figure 11は、SYNC I/OをLoop 

Masterとした際の、Loop Slaveになる192 I/Oへの影響を示して
います。 

高域ジッターはほぼ同一で、平均量の上昇は主に低域によるもので
すが、他の機器へトラッキングするため、ジッターの減少は少なくな
っています。平均のジッター量は、77ピコ秒から180ピコ秒のわずか
に手前まで増加しています。

Figure 11: ビデオへロックしたLoop MasterのSYNC I/Oへ、Loop Slaveとした192 I/O
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Figure 12: 192 I/O – エクスターナル･クロックを選択

エクスターナル･クロッキング

システムのクロック･ソースとしてエクスターナル･クロック、つまりワ
ード･クロックを選択すると、クロック･シグナルは192 I/Oのリア･パ
ネルの“Ext Clock 1x/256x”とラベリングされた入力端子からク
ロック･シグナルを取られます (クロック･ソースに“インターナル”が
選択されている場合は、44.1 kHzと48 kHzではLoop Sync In端
子を使うことも可能です。それより上のサンプル･レートでは、“Ext 

Clock 1x/256x”を使う必要があります)。Loop Sync同様、ワー
ド･クロックはソース･セレクター経由でクロック･シンセサイザーへ
送られます。 

インターナル･ソース同様、エクスターナル･クロックも192 I/Oの内部
シンセサイザーへ送られ、PLLのスペクトラムにより変更されます。イン
ターナル及びエクスターナルの全クロック･ソースは、同様に扱われま
す。高域ジッターはアッテネートされ、192のPLLループ･フィルターでシ
ェイピングされるため、フィルターのコーナー周波数 (約5 kHz) より
上では、シンセサイザーのシグネチャーがエクスターナル･クロックを支
配します。低域ジッターのアッテネート量は少なく、一般的にはインター
ナル･クロックよりも高くなります。

一部の専用クロックは非PLLのXOを採用しており、192のPLLインタ
ーナル･クロックよりもジッター量が少なくなります。ただし、全てのソ
ースが192のPLLへ送られるため、ループ･フィルターのコーナー周波
数より上では全クロックが同様のスペクトラムになると考えられます。
コーナー周波数より下では、ジッター･アッテネーション量が少なくな
り、それによって、その周波数では192のジッターが高くなるのです。
Figure 13は、人気の高い専用クロックのジッター･スペクトラムを示
したものです。 

このクロックは、192のインターナルとほぼ同じ平均ジッター量です
が、高域の大きなスパイクと低域の上昇により、異なるスペクトラム
となっています。これは、彼らがマーケティング資料で述べている“革
新的”とは、意味が違うようです。

192インターフェースへクロックを送るために使われた際は、192の
PLLで“スクラブ”され、その結果はFigure 14のようになります。

Figure 14の2本の線は、192をインターナル･シンクにした場合と、
クロック“A ”をエクスターナル･マスターした場合を示しています。
RMS平均ジッターは、インターナル･クロック時の73ピコ秒から、エ
クスターナル時には76ピコ秒へと、わずかに上昇しています。高域ス
ペクトラムはほぼ同一ですが、生の出力に現れている高域のスパイク
はアッテネートされていることに注目してください。ほとんどの変化
は、ジッター･アッテネーションがそれほど強くない、低域で起こって
います。

ここで知っておいて頂きたいのは、市販されている専用クロックの大
半が、低ジッター出力を作るために非PLLのXOを採用しているとい
うことです。水晶からの直接の出力であるため、それらのマーケティ
ング素材でも謳われているように、非常に低ジッターのスペックを誇
っているのです。しかし、ビデオやワード･クロックへロックした場合
には、PLLを稼動させなければならず、その場合には大抵、ずっと特
性が悪くなります。Figure 15は、インターナル･シンク (クリスタル) 

へリゾルブした際のクロック“A”の出力と、ワード･クロックへリゾル
ブした場合を示しています。インターナル･シンク時の平均は70ピコ
秒未満ですが、ワード･クロックへエクスターナル･シンクする場合に
は190ピコ秒以上にまで上昇しています。
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Figure 13: クロック“A”のジッター･スペクトラム
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Figure 14: 192 I/Oのインターナル･クロックと、エクスターナル･クロック“A”の比較
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Figure 15: クロック“A”インターナルと、エクスターナル･シンクの比較



Figure 16: 192 I/Oの平均ジッター

Figure 16のように、増加したジッターは、当然ながらシステムの他
の部分にも送られます。青い線はインターナル･シンクの192を示し
ており、ジッターの平均量は約62ピコ秒です。赤い線は、インターナ
ル･シンクのクロック“A”へ、192をエクスターナル･シンクした場合
で、平均ジッターは約68ピコ秒です。緑の線は、ワード･クロックへリ
ゾルブした、同じクロックへ192をエクスターナル･シンクしたもので、
ここでの平均ジッターは145ピコ秒になっています。そして紫の線は、ビ
デオへロックしたクロック“A”へ、192をエクスターナル･シンクしたもの
で、平均ジッターは190ピコ秒です。

192のPLLは、高域ジッター量を減らすには非常に効果的であり、ジ
ッター振幅の増加は低域で優勢です。Figure 17は、ブラックバース
トへロックしたクロック“A”のスペクトラム、そしてFigure 18はその
クロックをリファレンスとした192の出力を示しています。高域におけ
る減少量は非常に劇的なものであり、192のPLLデザインのクオリテ
ィを示しています。

青 = インターナル 
赤 = インターナルのクロックへエクスターナル 
緑 = ワード･クロックへロックしたクロックへエクスターナル 
紫 = ビデオへロックしたクロックへエクスターナル
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Figure 17: クロック“A”のインターナル・ジッター – ブラックバーストへロック時
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Figure 18: ブラックバーストへロックしつつ、クロック“A”をリファレンスとした192 I/Oクロック
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クロック･ディストリビューション

複数インターフェースを備えたシステムへのポピュラーなクロッキン
グとして、ディストリビューション･アンプを使って、各インターフェー
スへエクスターナル･クロックから個別にマスター･クロック･シグナ
ルを送る方法があります。 

このトポロジーでは、クロックはDAから各ディバイスへダイレクトに
送られるため、複数のソース･セレクターとバッファーによる累積効
果を回避できます。各インターフェースのジッター量は、インターナ
ルでクロッキングされるよりも高くなりますが、クロック･ディストリ
ビューションのトポロジーにより、システム全体のジッターを減らす

ことができます。ただし、これはシステム内にインターフェースが数台の
場合のみであり、またマスター･クロック内のジッター量へ完全に依存し
ます。クロック･ディストリビューション･システムは各インターフェースの
ジッターを均等にするメリットがありますが、サンプル･レートのミスマッ
チやコンフィギュレーションの問題が起こりがちです。

このスキームでは、セッションのサンプル･レートと、各インターフェー
スが同じ周波数で動作しているかどうかを、ユーザーがマニュアルで
確認するよう、管理する必要があります。マッチしていない場合は、正
しいクロッキング･スキームで動作しているシステムで再生した場合
に、セッションが間違った音程で再生されます。また、ビデオ･リファレ
ンスへロックさせる場合は、クロックがブラックバーストやワード･ク

Figure 19: クロック･ディストリビューション接続1
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ロックへリゾルブしていても、SYNC I/OやSMPTE-to-MIDIインタ
ーフェースなど、別のソースからポジショナル情報を取得する必要が
あるため、追加の接続が必要となります。

LTCやバイフェイズなどのエクスターナル･ソースへロックしている際
には、別の接続も必要になります。SYNC I/Oでシステムをリゾルブさ
せ、そのワード･クロックをエクスターナル･クロックのインプットへ送
って、“スクラブ”する必要があります。システムはSYNC I/O経由でリ
ゾルブさせ、外部で生成されたクロックをスター･トポロジーによりイ
ンターフェースへディストリビューションします (Figure 20)。このコ
ンフィギュレーションのメリットは、SYNC I/OがPro Toolsへダイ

レクトにインターフェースし、セッション設定でサンプル･レートとタ
イム･コード･タイプを設定できる点にあります。 

ただし、前述したように、エクスターナルへシンクしたXOディバイス
はパフォーマンスがデグレードする可能性があるため、エクスターナ
ル･ソースへロックが必要な場合には検討が必要です。そのディバイ
スのパフォーマンスが、クロッキングをエクスタールとインターナル
の場合でどう変わるかをメーカーへ確認し、その推奨へ従うのがベ
ストです。

Figure 20: SYNC I/Oを“リゾルバー”及びサードパーティ･クロックの“スクラバー”として使用したクロック･ディストリビューション
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オーディオへのジッターの影響

ここが、この議論の扱いにくい部分です。オーディオへのジッターに
関する議論は、これまでも多く行われており、現在も継続しています
が、聴覚の主観的部分は定量化するのが難しく、誰もが認める結論
へは到達していません。抽象的に言うと、ジッターがゼロのシステム
が最高のサウンドを実現し、最も好ましいサウンドに思えます。しか
し、現在最もポピュラーな専用クロッキング機器は、(192 I/Oと比
較した場合に) 非常に大きなジッター量を持つにも関わらず、Pro 

Toolsシステムのサウンドを向上させると考える人も多いのです！　
以下の図は、ポピュラーなサードパーティ･クロック･ジェネレーター
のジッター測定値です。これらの機器は、本書の他の部分と同様のシ

ステムで計測されています。各ジェネレーターとも、192 I/Oよりも
高いジッター振幅を示していますが、多くのユーザーが、そのサウン
ドを好んでいます。これでは、まるで正反対ですね！

Figure 21は、ポピュラーな専用クロックのジッター･スペクトラムを
示しています。192 I/Oのインターナル･クロックと比較すると、可聴
域に幾つかのスパイクと、特に強烈な高域のスパイクが存在します。
この機器の、オーディオに対して与える影響を形容する言葉として、
最もよく使われるのは“ウォーム”や“パンチのあるローエンド”、“明確
なイメージ”、“好ましいトップエンド”などです。

Figure 21: 専用クロック“A”
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Figure 22は、非常にポピュラーな別のクロックのジッター･スペク
トラムです。このクロックも、Pro Toolsへ送られた際には、“よりク
リーンな”音像を提供するとされています。計測値だけを見ると、192 

I/Oの2倍以上の平均ジッター量、そして周波数によっては実に10倍
ものジッターを示しているのです！　では、なぜそれが良いサウンド
だと認識されるのでしょうか？

Figure 23は、ポピュラーな第3の専用クロックのジッター･スペ
クトラムを示しています。中域の持ち上がりと、5 kHz、17 kHz、
18.8 kHzのスパイクに注目してください。そして、このクロックのメリ
ットは、“よりワイドな音像”や“より安定感がある”、“やかましくなく、
よりブライト”と表現されています。

Figure 22: 専用クロック“B”
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Figure 23: 専用クロック“C”
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結論

以上の例と、世界中のオーディオ･エンジニアとの議論から判断する
と、ジッターの聴覚的な影響について主観的に考えた際に、単一の
結論へ到達することは、ほぼ不可能なのは明白です。ジッターは量化
が可能で、計測も比較的簡単ですが、それが音楽のように複雑な波
形へどのような影響を与えるかを定量化することは、ずっと難しいこ
とになります。 

192 I/Oでは最高のサウンドを実現するクロッキング･スキームが採
用されていると多くの人が感じる一方で、サードパーティ製の専用ク
ロックを好み、多くの場合にエクスターナル･クロックの方がより多
くのジッター量を生み出すにも関わらず、自身のシステムでディスト
リビューション･テクニックを使う人もいます。192 I/Oは、同じ価
格帯の競合製品よりも、ずっと低いジッターを実現しています。実際
のところ、専用クロックの多くよりも遥かに少ないジッターなのです
が、192 I/Oのインターナル･クロックよりも、それらのクロックのサ
ウンドを好む人も多いのです。 

理論と実体験の間には明らかに一貫性が欠けているため、特に知覚
に関して、さらなる研究と測定が必要となるでしょう。この問題を完
全に理解するには、様々な参加者が確立された規格でコントロール
された状況でのテストが必要です。多くのメーカーが、マーケティン
グ素材として有名人による逸話や証言を使って製品をプロモーショ
ンしており、それらは製品の裏書としては非常に強力なのですが、そ
の意味するところを理解しておく必要があります。主観的な反応や非
コントロール状況でのリスニング･テストを科学の代用とするべきで
はなく、デジタル･オーディオにおいて、ジッターの聴覚効果を完全に
理解するため、さらなる研究が必要なことは明白です。

本書へのフィードバックや、他のトピックのご要望は、techpapers@

digidesign.com (英語のみ) またはinfojp@digidesign.comま
でお送りください。

ジッターの測定及び聴覚効果に関しては、以下の論文が参考になります。
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