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■最初に■最初に

BitPerfect は OS X 10.6 以 上（Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, or 
Mavericks）を実行可能な 64 ビット Intel Mac 用の高品質の音楽プレーヤー
です。 BitPerfect は音質を向上させるために iTunes と連携して機能します。 

現バージョンから BitPerfect は DSD ファイルのネイティブ再生をサポート
しています。残念ながら iTunes は、FLAC ファイルと同様に、DSD ファイル
をインポートすることができません。この問題を解決するにために、まず
BitPerfet 2.0 をリリースし、DSD ネイティブファイルを iTunes にインポート
するためのハイブリッド DSD ファイルをサポートします。このハイブリッド
DSD ファイル、および DSD 再生対応 DAC で、BitPerfect はシームレスの
DSD 音楽再生を実現します。本ユーザーマニュアルの最後に DSD 再生上の全
セクションがあります。それは BitPerfect の DSD サポートを有効にするユー
ザーには非常に重要な内容ですので、慎重にユーザーマニュアルのこのセク
ションをお読みください。 

このマニュアルは、BitPerfect のバージョン 2.0 のリリースに適用されます。
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BitPerfect は非常にシンプルで、控えめなインターフェイスで操作が可能で
す。BitPerfect を起動すると、メニューバーの画面の右上隅にある日付と時刻
の近くに、小さな黒い BitPerfect アイコンが現れます。本マニュアルでは、こ
れを「メニューバーアイコン」と呼びます。

BitPerfect では、ほとんどのユーザーにとって適切なデフォルト値が、事前
に設定されています。  BitPerfect を起動し、メニューバーアイコンをクリック
し、 「環境設定」を選択します。この「環境設定」パネル上の「オーディオ出力
デバイス」に表示されるプルダウンメニューから、BitPerfect に使用させたい
オーディオデバイスを選択できます。外部オーディオ出力デバイスとの接続が
一時的に切断されていたり、電源がオフになっている場合、プルダウンメニュー
には表示されません。デバイスを再接続する、もしくは電源スイッチを入れて、
「環境設定」パネルをいったん閉じてから、メニューバーアイコンをクリック
して「環境設定」を再選択することにより、プルダウンメニューに表示されます。

iTunes で音楽再生を開始すると、 BitPerfect はすぐに iTunes からオーディ
オ再生の制御を引き継ぎます。 BitPerfect の音楽再生は、使用するオーディオ
デバイスの排他的接続（ “Hog” mode）を前提としています。BitPerfect が使
用する外部オーディオ出力デバイスのコントロールを解放しない限り、他のア
プリ（ブラウザや映像再生アプリ、OS X も）そのデバイスを介して音声を出
力することはできません。 BitPerfect が外部オーディオ出力デバイスを制御し
ている間は、メニューバーアイコンは緑色になります。 

BitPerfect の終了、または「BitPerfect の無効にする」、もしくは音楽再生の
停止は、いずれもメニューバーアイコンをクリックしてアクセスし、操作しま
す。

再生の一時停止、または再生トラックの移動、トラックポジションスライダー
の操作など、通常の操作は iTunes を使用します。

■利用にあたって■利用にあたって
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■環境設定■環境設定

BitPerfect は、ユーザーが所有するシステム上で、完璧な音楽再生設定を見
つけるために使用可能な、いくつかのオプションが揃っています。 BitPerfect
は最先端のオーディオマニアの音楽プレーヤーであることを主目的に設計され
ているので、これらのオプションのいくつかでは、最良の音質と、iTunes との
統合効果との間の調整を行うことが可能になっています。多くのユーザーの
とっては、BitPerfect により提供されるオプションにより、ユーザーが所有す
る機器のみにでは実現不可能な、繊細な音質向上が期待できます。 

これらのセットアップオプションには、BitPerfect の「環境設定」ウィンド
ウからアクセスします。 BitPerfect の「環境設定」ウィンドウでは、5 つのタ
ブから一般（General）、サウンド（Sound）、iTunes、DSD サポート（DSD）、
および高度設定（Advanced）にアクセスできます。これらのタブで利用可能
なさまざまな設定ついては、次ページ以降で説明します。
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■一般設定（General）■一般設定（General）

①オーディオ出力デバイス
ここで BitPerfect が音楽再生に使用する外部オーディオ出力デバイスを、プルダウンメ

ニューから選択します。ここでの外部オーディオ出力デバイスの選択は、OS X のシステム
環境設定やオーディオ MIDI 設定内容とは無関係です。ここでの設定により、以前に選択さ
れた内容が over-ride されます。 ここで選択された外部オーディオ出力デバイスを BitPerfect
使用しているとき、「排他」モードと呼ばれる “Hog” mode でデバイスを制御します。 この間、
OS X を含むあらゆるアプリケーションは、ここで選択された外部オーディオ出力デバイス
にアクセスすることはできません。 BitPerfect が外部オーディオ出力デバイスを「占有」し
ている状態は、メニューバーアイコンが緑色になることで、簡単に確認できます。

②Integer モード
システムが Integer モードをサポートしていれば、デバイス特性欄に「Integer モード：有効」

と、サポートしていなければ「Interger モード：無効」と表示されます。音楽がうまく再生
されなかったり、変なノイズが乗ったりするようでしたら、Integer モードをオフにしてみ
てください。また「デバイス情報」画面の出力を添えて BitPerfect サポートにコンタクトし
てください。

③バッファーサイズ (MB)
バッファーサイズでは、デコード・処理された音楽ファイルをメモリ再生する際に、

BitPerfect がどれだけのメモリサイズを使用するかを指定します。デフォルトサイズは
256MB で、CD 音質の音楽再生には大抵これで十分です。ハイレゾ音源や、クラシック音楽
のような長時間のトラックを再生する場合、このサイズを増やした方が良いかもしれません。
一般的には、搭載されている最大メモリ容量の半分を超えて指定するべきではありません。
また、一部の DAC では、大きいバッファーサイズをサポートしていない場合があることに
注意してください。

①
②

③
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■音質（Sound）■音質（Sound）

①SRC
SRC とはサンプルレート変換（Sample Rate Conversion）を意味します。サンプルレー

ト変換とは、再生音楽のサンプリングレートを変更するアルゴリズムです。BitPerfect は、
もし選択された出力デバイスがサポートしていないサンプルレートのトラックを再生使用と
した場合には、自動でダウンサンプリングを行います。この亜婦ションでは、アップサンプ
リング・ダウンサンプリングにおいて、どのアルゴリズムを使用するかを選択します。

④ディザ
BitPerfect 使用時に音量調節やサンプルレート変換を行う場合、これを使うと我々が用意

した 64 ビットオーディオエンジンを使って可能な限り高音質で処理されます。ディジタル
オーディオデータは、16 ビットであっても 24 ビットであっても、この処理を行って正確な
16 ビット・24 ビットデータを再生成するためには、オーディオデータ以上のビット数を必
要とします。この「ディザ」では、そんな処理を行うための数理的最適化プロセスで、多く
のリスナーは音質向上を聴き取ることができると思います。

②アップサンプリング
ここで指定されたサンプリングレート、もしくは出力デバイスでサポートされる最大値で

アップサンプリングされます。

③２のべき乗（2X / 4X）でアップサンプリング
アップサンプリング /オーバーサンプリングを２のべき乗に制限します（2x, 4x, 8x,...）

①
②

③

⑤
⑦
⑨

④

⑥
⑧
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⑤最大サンプルレート
PC と DAC の間に DD コンバータが接続されている環境では、DD コンバータがサポート

している最大サンプルレートが、DAC の最大サンプルレートより高い場合があります。この
場合、DD コンバータは BitPerfect に DAC の最大サンプルレートではなく、DD コンバータ
の最大サンプルレートを返します。このような環境をお使いの場合には、このオプションで、
DACの最大サンプルレートを指定してください。

⑥最大ビット数
PC と DAC の間に DD コンバータが接続されている環境では、DD コンバータがサポート

している最大ビット数が、DAC の最大ビット数より高い場合があります。この場合、DD コ
ンバータは BitPerfect に DAC の最大ビット数ではなく、DD コンバータの最大ビット数を
返します。このような環境をお使いの場合には、このオプションで、DAC の最大ビット数を
指定してください。

推奨：DD コンバータを使用していない限り、「自動（最適）」に設定します。多くの場合、
iTunes の（ソフトウェア）音量スライダを使用する場合では、「最大」は、より良い選択か
もしれません。（ただしDDコンバータを使用している場合を除きます）

⑦デバイスバッファサイズを最大に
これを選択すると、BitPerfect は DAC に可能な限り一度にたくさんのデータを送ろうと

します。これにより BitPerfect が使う CPU パワーが減り、再生音質が向上します。再生時
にノイズが乗る場合には、この設定を試すと改善する場合がありますが、試す前に
BitPerfect サポートにご相談ください。

⑧極性の反転をデフォルトに
全トラックで極性反転を行います（全トラックのコメント欄に 'invertpolarity' が書かれて

いるとみなします）。トラックのコメント欄に 'invertpolarity' と書くと、その曲だけ極性反
転を行うスイッチとして機能します。

⑨ギャップレス再生を無効に
iTunes 11 のバグのため、プレイリストがシャッフルされているかどうか BitPerfect が検

知することができなくなりました。シャッフルプレイリストを使用していて、トラック間で
ギャップが生じる場合は、このオプションをチェックしてください。
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■iTunes■iTunes

①起動時に iTunes を起動
BitPerfect 起動時に iTunes も同時に起動させられます

②iTunes とのやりとりを最小化
このオプションを使うと、BitPewrfect と iTunes という２つのプログラム間のやりとりに

使う CPU 負荷を軽減させることができます。音楽再生時のハードディスクアクセスを少し
でも減らしたいユーザーは、このオプションを有効にするとよいでしょう。またこのオプショ
ンを有効にすると、iTunes がバックグランドで無音再生するのを止めたり、iTunes のトラッ
クプログレスバーの位置を BitPerfect が制御するタイミングを１秒に１回に減らす効果もあ
ります。

③iTunes の応答速度
BitPerfect が iTunes の状態をどのくらいの頻度でチェックするかを制御します。トラッ

ク再生を一事停止したり、音量スライダーをドラッグした場合に、どのくらい早く（または
遅く）BitPerfect が反応するかを指定します。反応を早くすれば、CPU 負荷はあがり、また
再生音質が下がる可能性があります。

※「iTunes とのやりとりを最小化」オプションをチェックした場合、このオプションは無効
になります。

①
②

③

⑤ ④
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④固定インデックスをデフォルトに
BitPerfet は、iTunes から指示された通りに次に再生するトラックを決定し、それによっ

てギャップレス再生が可能になります。残念ながら、iTunesがBitPerfectに伝える情報が時々
間違うことがあり、そのため本来次に再生されるはずのものと異なるトラックがキューに入
り、再生されてしまうことがあります。そのため、トラック間でギャップが発生したり、最
悪の場合音がとまったりしてしまいます。この「固定インデックスをデフォルトに」は、
iTunes の隠し機能をつかうもので、これにチェックを入れることにより症状が改善する場合
があります。動的な（スマート）プレイリストではなく、固定プレイリストを再生すれば現
象は発生しませんし、iTunes の「ミュージック」ライブラリ内で再生しても発生しないでしょ
う。アルバムをいったん削除し、インポートし直すことにより直る場合もあります（アルバ
ムトラック順に１曲ずつ再インポートしてみてください）。iTunes 10.7 では、この現象の発
生はやや改善されましたが、iTunes 11 では逆にやや発生頻度があがっているようです。

「固定インデックスをデフォルトに」は、ミュージックライブラリ全体に機能します。各
トラックのコメント欄に 'fixedindexing' と書くと、トラック単位で制御することができます。

④iTunes の AirPlay デバイス使用を停止
このオプションは、BitPerfect が再生中に iTunes が AirPlay デバイスを再生しないように、

BitPerfect に AirPlay デバイスの占有を指示するものです。
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■DSD■DSD

警告！
以下の全ての条件を満たさない限り、DSDサポートを有効にしないで下さい：

１　DACが DSD対応であること。現時点ではDSD対応のDACは非常に少な
いです。おもちのDSD DACについてその仕様を知っておく必要があります。

２　DSDファイル（DSF, DFF, DSDIFFフォーマット）があること。DST圧縮ファ
イルもサポートされています。

３　BitPerfect の “DSD Master” アプリを Apple の Mac App Store か
ら購入済で、ハイブリッドDSDファイル作成が可能なこと。

４　BitPerfectユーザーマニュアルのDSDサポートに関する項目をよく読んだ。

https://itunes.apple.com/app/dsdmaster/id829431988
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■高度設定（Advanced）■高度設定（Advanced）

①I/O処理接続時間
I/O 処理接続時間を減らすと、再生音質が向上する場合がありますが、動作が不安手にな

る恐れもあります。最も右の値が一番安全で、デフォルト値となっています。

①


