
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayre DX-5 ユーザー各位 
 

 
 
 

DX-5 
[ DSD アップグレードサービスのご案内 ] 

 
 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は Ayre DX-5 のご愛用を賜わりまことにありがとうございます。 
 
さて、弊社ではこの 3 月より、Ayre Acoustic 社(USA)の Universal A/V Engine”DX-5”の USB DAC 部への DSD 対

応アップグレードを開始させていただく運びとなりました。 
すでにご承知の通り、DX-5 に搭載されている USB DAC 部は、ハイエンドPC-USBオーディオの先駆者”QB-9” と同等

のものですが、そのQB-9は昨年9月にDSDソースに対応するアップグレードを果たし、PCM192kHz/24bit、DSD64x
など、ハイレゾ音源を圧倒的高音質で再生いたします。 
この度の”DX-5”DSD アップグレードは、内蔵 USB DAC 部を 新の”QB-9DSD”と同一にアップグレードするもので、

Ayre が誇る 先端の性能と音質が実現いたします。 
 
つきましては、DX-5 をご愛用のユーザー各位に、謹んで以下の通り 新”DX-5”DSD アップグレードサービスの詳細を

ご案内いたします。また併せてご参考までに別紙にて、”QB-9DSD”の詳細をご案内いたしますので、この機会にぜひ

ご検討を賜わりたく何卒宜しくお願い申し上げます。                                       敬具 
 

2014 年 2 月吉日 
アクシス株式会社 

 
- 記 – 

 
“DX-5”DSD アップグレードサービス(内蔵 USB DAC 部オーディオ基板総交換)                     ¥200,000(税別) 
 
*アップグレードは Ayre 取扱販売店経由で受注扱いにて承ります(2014 年 3 月開始)。 
*販売店へのご注文の際には、お手持ちの DX-5 のシリアル番号をお知らせください。 
*アップグレードは Ayre からキットを調達し、弊社(日本)で行ないます。ご注文の後、追ってキットの納期をご案内し、準

備が整い次第、本体をお預りさせていただきます。通常アップグレード完了までは1～2週間程度の見込みです。尚、送

料は実費です。*また、アップグレードで交換した旧部品のご返却は致しません。 
*アップグレード部分の保証は履行後 1 年間です。それ以外の保証は保証書に準じます。 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

QB-9DSD 
DSD/192 USB DAC 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
QB-9DSD 

DSD/192 USB DAC 

 

 
ハイエンド PC-USB オーディオの真の扉を開く Ayre < QB-9DSD > USB DAC 

-  DSD/192 対応モデル  - 
 

コンピューター(PC)をベースステーションとしたオーディオの新たなメソッドは昨今特に 
DSD や PCM192kHz など HD 音源を加えて急速な展開をみせています。 

Ayre QB-9DSD は、192kHz 対応によってハイエンド PC-USB オーディオの真の扉を開いた QB-9 192version の 
内部サーキットに、 新テクノロジーによる大幅なアップグレードを施しました。 

それは、 
DAC チップをこれまでの DSD1796 から ES9016S に、そのマスタークロックには低位相ノイズの 新モジュールを搭載。 

そして、アナログ回路電源を強化し、USB 入力専用電源を追加し PC のバスパワーに依存しない更なる高 S/N を獲得するなど、 
多岐に亙っています。 

ハイエンド PC-USB オーディオのパイオニアとして、Ayre QB-9DSD は、 
DoP ネイティブによる DSD 音楽データと PCM192kHz/24bit などの HD 再生を 

決定的な高音質で再生する 新の USB DAC です。 

 

A New Era in Computer-Based Audio 

black version 



 
 
 

 
 
QB-9DSD のキー・テクノロジーは、「アシンクロナス USB テクノロジー」の搭載によるジッターの根絶、PC と

DAC を完全分離したノイズの圧倒的低減、さらには、 新 MP ディジタルフィルターによる極めて自然で驚異的

なインパルス応答特性の獲得、など USB オーディオにエポックメーキングな衝撃を与える斬新なファクター群で

す。 勿論、ファイナル・アナログステージには、エアー伝統のゼロフィードバック/フルバランスのディスクリート

回路を搭載し、その動作方式には、Ayre MX-R の開発で培われたカスコード/カレントミラー増幅回路を高度に

発展させたAyre 独自のEquiLock を採用。ゲイン・デバイスの電圧変動に由来するコンダクタンス/キャパシタ

ンス変化を防ぎ、極めて安定した動特性を獲得することで、超低歪率でずば抜けたリニアリティーとワイドバンド

ウィズを達成し、劇的な高品位再生を実現しています。 
オリジナルQB-9の誕生一年後、USB入力回路のアップグレードによってUSB Class2オーディオ192kHz/24bit
ソースへの全面対応を果たし、今また、それは、 新の回路を纏って DSD 対応を果たしました。 
 
----超高音質 USB オーディオ再生を実現する Ayre <QB-9DSD> の 6 大特長--- 
 
■DSD(64;2.8224MHz)ネイティブ(DoP)再生 
■96kHz,192kHz/24bit ハイディフィニション PCM 再生 
■アシンクロナス USB テクノロジーの搭載によって、PC/USB ジッターを根絶 
■光アイソレーターによる PC/DAC 間の完全分離による劇的なノイズ低減 
■Ayre の 新技術 MP ディジタルフィルター搭載 DAC による超自然なインパルス応答 
■Ayre 伝統の高音質ゼロフィードバック/フルバランス・アナログ回路の搭載 

 
 

[  DSD(64;2.8224MHz)ネイティブ(DoP)と 192kHz/24bit ハイディフィニション USB 音楽信号対応  ] 
コンピューターから送り出される USB ディジタル音楽信号は、24 ビットまでの 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 
kHz, 176.4kHz, 192kHz ( )※と、DSD(64;2.8224MHz)ネイティブ(DoP)データに対応。( Windows※ では、専用ドライ

バーソフトのインストールが、Mac では OS X 10.6.4 以降が必要です。) 
 
DSD(DoP)、WAVやAIFFなど非圧縮の高品位音楽ファイルやApple Lossless、WMAロスレス、FLACなど可

逆圧縮（ロスレス圧縮）の音楽ファイルと、iTunes、WMP を始め、Audirvana plus、J.River , foobar2000, 
WinAmp などの優れた再生ソフトの活用で HD ソースのクォリティーを 大限に引き出します。 
 
[  アシンクロナス USB テクノロジー搭載によるジッターの根絶  ] 
一般的な USB DAC では、コンピューター内のクロック

に従って送り出されるUSBデジタル音楽信号にDACが

追随する形で D/A 変換がなされます。これは、S/PDIF
と同様( )※に、クロック重畳作用とケーブルによるジッタ

ーの悪影響が修復不能となる方式です。一方、

QB-9DSDでは、DAC側がコンピューターを支配します。

DAC 内に置かれた高精度固定クロックに同期させるタ

イミングでコンピューターから USB デジタル音楽信号を

送り出させるのです。コンピューターに同期するのでは

ない(=非同期)ことから、これを< アシンクロナス USB ト

ランスファー・モード >と称します。ノイズの巣窟ともい

えるコンピューター内の汚れたクロックやケーブルの影

響すら回避し、従来の PC～USB 信号が潜在的に抱え

るジッターの問題を根底から解消。その驚異的な効果

はこれまでの USB DAC の常識を覆す超低ジッターを達成しています。 
この「アシンクロナス」ファンクションを司るのは、Wavelength Audio の 先端テクノロジーを駆使した

「Streamlength」ソフトウェアで、極めて安定した高精度ディジタル信号処理を行なっています。 
 
(※)QB-9DSD は、あえて S/PDIF(同軸)入力を設けていません。QB-9DSD の「非同期」USB のアドバンテージは S/PDIF 方式を

遥かに上回るため、一般的な USB DACの多くのように「同期型」S/PDIF入力を併設することは、本来の能力を十分に発揮させ

ることができないからです。 
 
 
[  光アイソレーターによる PC/DAC 間の完全分離  ] 
高速光アイソレーターによってPCからのディジタル音楽信号/クロック信号を完全にアイソレーションします。PC
内部のディジタルノイズや RFI の干渉を DAC に持ち込ませません。また、それと同時に、DAC 部の電源をも

USB パワーから完全分離した独立電源を専用配備し高い信号のピュアリティーを実現しています。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[  Ayre の 新技術新 MP ディジタルフィルターを搭載  ] 

あらゆるディジタルフィルターの中で も

自然な音楽信号の再現を可能にする新

設計の MP ディジタルフィルター(Minimum Phase digital 
filter)を搭載し、極めて自然で驚異的なインパルス応答特性

を獲得しています。 
 
■ほとんどのディジタルフィルターが突発的な信号入力(イン

パルス)に対して、そのパルスの前に自然界には無いプリエ

コーと、後ろにポストリンギングと呼ばれる余分な波形を膨大

に発生させ音の自然さを損ないます(fig.1)。 
 
MP ディジタルフィルターはインパルス応答 
でのプリエコーを一切根絶。 
ポストリンギングさえも僅かワンサイクルに 
まで抑えることを可能とし、極めてナチュラル 
な音の再現を獲得します。 
 
QB-9DSD では、この究極の MP フィルター 
を”Listen”モードとして搭載。(fig.2)  
また、さらにもうひとつのフィルター 
モードとして、“Measure”モードも装備。 
トレードオフとしてのバンドパス上限で 
のわずかな f 特ロールオフをブリック 
ウォール・フィルター並みに伸ばすの 
と引替えに、ポストエコーのサイクル量 
もブリックウォールのプリ/ポスト総量と 
同等となりますが、”Listen”モードと 
同様プリエコーはありません(fig.3)。 
音の自然さにおける MP フィルターの 
真髄は、”Listen”モードにあることは 
勿論ですが、プログラムソースの種類に 
応じて適宜切り替えてお聴きいただく 
ことも可能で、また、一興となるでしょう。 
 

Fig.1 

 

Fig.2 

 

Fig.3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■シングルパス・16 倍オーバーサンプリングによる MP フィルター構成 
Ayre はこの MP ディジタルフィルターの実現に当たって、さらに斬新な手法を導入しています。 
それは、その次数を 16倍オーバーサンプリングという高次としたことと、しかもそれをシングルステージの FIRフ

ィルター構成で実現したことです。一般的に高次のディジタルフィルターを組むには、2x2x2x2 などという風に多

重構成にするのですが、何段も通過する際の信号劣化が否めません。そして、MP フィルターのような特性を得

るためには IIR(Infinite Impulse Response)フィルターを使うのが簡単なのですが、それもまた、フィードバック

仕立てに起因する音質劣化要因となります。Ayre MP ディジタルフィルターでは、そうした特性面でのより優れ

た FIR (Finite Impulse Response)フィルターをシングルステージで実現しながら、16 倍オーバーサンプリング

(※)の高次を得ることに成功しました。(※) 44.1 kHz, 48kHz サンプルレート時 
 
■MP フィルター・アルゴリズムの高精度処理に独立構成の大規模 FPGA と超高速高解像度 DSP を搭載 
シングルパス・16 倍オーバーサンプリングによる MP フィルター構成を実現するために、Ayre は従来の DAC
内部のディジタルフィルター回路をパスして、外付けで独立したディジタルフィルター回路を組みました。 
そこには、、32 ビット精度で信号処理を行ない MP アルゴリズム係数を描き出すディジタル演算処理能力 64 ビ

ットの超高速高解像度DSPを搭載。比類のない精度での 16倍オーバーサンプリングによる正確な MP ディジタ

ルフィルター特性を実現し圧倒的な高音質を獲得しています。 
 
 
[  Ayre 伝統のゼロフィードバック/フルバランス・アナログ回路を搭載  ] 
ゼロフィードバック、フルバランス・ディスクリ

ート構成による、エアー伝統の高品位アナロ

グ回路を搭載。その動作方式には、Ayre 
MX-R の開発で培われたカスコード/カレント

ミラー増幅回路を高度に発展させた Ayre 
独自の EquiLock を採用。ゲイン・デバイス

の電圧変動に由来するコンダクタンス/キャ

パシタンス変化を防ぎ、極めて安定した動特

性を獲得することで、超低歪率でずば抜け

たリニアリティーとワイドバンドウィズを達成

し、極めて正確な位相特性と、ローレベル信

号の解像力、ダイナミックレンジの向上を実

現。駆動元となる電源には音の良い E I トラ

ンスと大電流リニア整流回路を搭載し、音の

粒立ちと音場再現力にも格段のグレードアップを果たしています。 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Ayre QB-9DSD (DSD/192 USB DAC) 
Specifications 
 
●ディジタル入力: USB 1.1/2.0 
●許容ディジタル入力: DSD64/ 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4kHz, 192kHz (各 24 ビットまで) 
●周波数特性:  
DC - 20 kHz (@44.1kHz sample rate) 
DC - 22 kHz (@48kHz sample rate) 
DC - 40 kHz (@88.2kHz sample rate) 
DC - 44 kHz,(@96kHz sample rate)  
DC - 80 kHz (@176.4 kHz sample rate) 
DC - 88 kHz (@192 kHz sample rate) 
※各"Measure"ポジション("Listen"ポジションでは各 高域 F にて-3dB) 
●S/N: 110 dB (unweighted) 
●出力レベル: 4 V rms(バランス), 2 V rms(シングルエンデッド) 
●入力端子: USB 1 系統(B タイプ) 
●出力端子: Analog XLR(L/R) 1 系統、RCA(L/R) 1 系統 
●AyreLink コミュニケーション端子: 2 系統 
●電源: 100V AC, 50/60Hz 
●消費電力: 20W 
●外形寸法: 215W x 75H x 290D (mm) 
●重量: 2.3 kg 
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