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はじめに

出版にあたり

▍ご挨拶

本書をお手に取って頂き，誠にありがとうございます。本書はオーディオ専

門の個人ブログ『Theme:Spatiality』に端を発した，（おそらく）世界初の著

者単独の体系的なPCオーディオの書籍です。

筆者は元々自費出版という形で『PCオーディオガイドブック』という書籍

を刊行していましたが，大変な反響を頂戴し，この度インプレスジャパンから

商業誌として出版する運びとなりました。

PCに興味のある方，オーディオに興味がある方，はじめまして。近年では

まれに見るスピードでその世界を広げているPCオーディオの世界を一緒に楽

しんでみませんか？

既にPCにもオーディオにも興味があり，ますますのめり込んでいる方，ど

うぞよろしくお願い申し上げます。是非一緒にPCオーディオの（不思議な）

世界を開拓していきましょう！

本書では，自費出版では限界があり，断念せざるを得なかった表現手法や解

説手法について改めて検討し，紙面の構成を大幅に刷新して読みやすさを追求

しました。PC関連の解説書を数多く手がけられている出版社さんのノウハウ

が遺憾なく発揮されていると思いますので，PCオーディオの体系的・網羅的

な学習用途に，本書をご活用頂ければ幸いです。

▍本書の狙い

近年，急速にPCオーディオ関連の製品を取り扱うブランドが増え，多種多

様な製品群が登場して来ています。反面，あまりに選択肢が広がりすぎて，何

をすれば良いのか，どうステップアップしていけば良いのかが，非常にわかり

にくくなっています。

そこで，本書はPCを「音楽のデジタルデータをコントロールする中核」と

して捉えた上で，まずPCオーディオとの付き合い方を提案することにしまし

た。その上で，応用・発展的な内容としてデジタルオーディオの基礎を学びつ

つ，カスタマイズの検証をするというスタイルを採りました。

「PCオーディオ」と一口に言っても，実は色々なアプローチがあります。

PCオーディオの利点は，自由なカスタマイズ性にあるとさえ言えるでしょう。

本書に記載されている内容が，網羅的かつ唯一の解法というわけではありませ

んが，皆さんのライフスタイルに合わせて，貴方なりの高音質な再生環境を実
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現するための入門書・参考書としてご活用頂ければ幸いです。

▍本書の特徴

筆者は，月刊・季刊の専門誌には専門誌の，書籍には書籍の役割分担がある

と考えています。オーディオ専門誌の場合，多くの方々が取材と編集に携わり，

メーカーさんの協力を得ながら速報性のある情報を掲載できます。これに対し，

書籍では，統一した視点や主張に基づいた一貫した内容を掲載できます。

こうした書籍としての長所を最大限に生かし，本書は専門誌の長所である購

入カタログまたはバイヤーズガイド的な使い方ではなく，PCオーディオにつ

いての知見を深めるための書籍として執筆・編集されています。

本書の特徴として，専門書や技術書でもない，いわばオーディオ専門誌と専

門書・技術書の架橋となる中間的な視点を重視しました。本書は文系でも「わ

かる」PCオーディオの本を目指しています。

本書は，数式を見なくとも（何と1箇所も出てきません！）わかるPCオーディ

オ・デジタルオーディオの本です。ですから，ある意味では本書は入門書の類

ではありますが，入門書では省かれがちな点にも焦点を当てて，噛めば噛むほ

ど味わい深い，基本的な原理と根拠を重視する内容を目指しました。

言い換えれば，本書では，著者がこれまで疑問を感じたことについて，徹底

して解説と仮説の提唱を試みました。加えて，オーディオ関連の書籍では極め

て珍しいかと思われますが，理由がわからないこと，仮説に過ぎないというこ

とを一貫して明示する姿勢を編集方針としました。

本書を通じて，読者の皆さんが，今現在存在する，そして将来登場するPCオー

ディオ関連・デジタルオーディオ関連製品のコンセプトを自然と理解すること

ができるようになれば，これほど嬉しいことはありません。

本書について

▍概要

PCオーディオの下準備（オーディオ入門編）
第1章では，オーディオの世界に足を踏み入れる際に知っておくべき事柄に

ついて解説します。オーディオ機器選びで迷ったときには是非この項目に立ち

返ってみてください。特に，オーディオの世界で本当に悩ましい機器の選び方

については，オーディオ雑誌で取り上げにくい点でもあるので，丁寧に言及し

ています。

PCオーディオの基礎知識（PCオーディオ入門編）
第2章では，特にPCオーディオの基礎の基礎からスタートしつつ，様々な
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PCオーディオの楽しみ方を提案します。特にコストの点に留意しつつ，ホー

ムオーディオの層を主軸にユーザー視点での記事作成を心がけました。最近注

目されているネットワークオーディオについても，基本的な概念から説明して

いますので，どうしてもイメージが湧かないという方はご一読ください。

「PCの自作ははじめて」という方が，いきなり完璧なものを作ろうとするの

は難しいですから，まずはお手持ちのPCに機器を付け足していく方向で感触

をつかむのが正解でしょう。本項では，お手持ちのPCの音質をグレードアッ

プするという視点を中心に据えました。

PCオーディオへの理解を深めるための知識（PCオーディオ応用編）
第3章では，PCオーディオをより楽しむために必要な知識と視点について解

説します。やや難しい内容も含まれていますが，PCトランスポートをどのよ

うに構築するかを考える上で避けては通れない部分です。いわばデジタルオー

ディオのセンスを養うための章です。

「PCトランスポート模索編」で推薦するパーツ類を選んだ背景も解説してい

ますので，相互に読み比べて頂くと理解が深まるでしょう。

高品質PCオーディオ実践編
第4章では，実際にその時期に調達可能な自作PCパーツから，お薦めできる

組み合わせを提案します。標準的な組み合わせを紹介していますので，そのま

ま買い揃えてみるのも，パーツ選定のヒントにされるのも良いでしょう。はじ

めてオーディオ専用PCを目指される方は，本項を参照して完全に真似てPCを

自作してみるのも良いと思います。

特に，全ての項目でパーフェクトなパーツというのは存在しませんから，ど

のようにバランスを取っていくのかがポイントになります。パーツ選びのバラ

ンス感覚を養う参考にして頂ければ幸いです。

PCトランスポート模索編（ハードウェア編／ソフトウェア編）
第5章と第6章では，PCを自作できるかBTOを受けてくれるショップに品番

を指定して頼むことができ，かつOSの基本的な操作に戸惑わない方々を対象

として，PCトランスポート作成のポイントを解説します。

ときにコストパフォーマンスを追求し，時にスペックを追求しながら，妥協

を限りなく減らしていく作業は手強いパズルを解くようなものですから，なか

なか勘どころをつかむのが大変です。焦らずゆっくり楽しみましょう。オーディ

オ専用PCの制作に試行錯誤すること自体を楽しんで頂ければ幸いです。

PCトランスポート発展編
第7章では，PCトランスポートとハイエンドオーディオシステムとの連携に

ついて解説します。

PCトランスポートを，単体だけでなくDACや外部マスタークロックジェネ

ネットワークオーディオ
コンピューターの通信で使われ
るLANを使って音楽データをや
り取りするタイプのオーディオ機
器とその総称のことです。詳細
は第2章「ネットワークオーディ
オの世界に触れてみよう」をご
覧ください。

PCトランスポート
デジタル音声出力を専門に行う
オーディオ機器のことです。コン
ピューターからデジタル音声信
号を出力させ，外部の機器（D/
Aコンバーター）にデジタル信号
からアナログ信号への変換処理
を任せることにより，音質を改
善する手法をPCトランスポート
と呼びます。詳細は第2章「PC
トランスポートの基本を知ろう」
などをご覧ください。

BTO
BTO（Build to Order） と は，
顧客の注文に応じて，メーカー
がパーツを組み立てて製品とし
て出荷するタイプの販売方法の
ことです。PCオーディオ向きの
パーツを組み合わせて製作した
いという要望と，現在売れ筋の
PCの基本的構成は異なることが
多く，BTOによる制作はPCオー
ディオ向きと言えるでしょう。

DAC
DAC（「ダック」と読むことが
多い）とは，Digital to Analog 
Converterの略で，デジタル形
式の信号をアナログ形式の信号
に変換するための機器の総称で
す。詳細は第3章以降をご覧く
ださい。

マスタークロックジェネレー
ター
デジタルオーディオ機器の動作
を高精度な発振器を使って同期
させる機器のことです。詳細は
第7章「失敗しないWord Sync」
をご覧ください。
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レーターなどを含めたデジタルオーディオシステムとしてみたときに，それら

をどのように使いこなしていくべきかのヒントを紹介します。上級編ですので，

実践編や模索編を読んで頂いて，ある程度理解が進んでいることが前提となり

ます。

編集方針について
筆者は下記の考え方に従って記述しています。

1.	 オーディオは，少なくとも趣味として成立している限り自由である。
2.	 音質評価は主観的なものである。
3.	 複数の音質評価と言えども，客観的ではなく間主観的なものである。
4.	 	音質を言語化して表現するにあたっては，同一の単語が客観的に同

じ状態を表しているとは限らない。
5.	 	ある単語が客観的にある状態を意味するとしても，その程度につい

ての判断基準は主観的である。
6.	 	技術的な音楽再生手段は，科学的視点に基づいた批判的検討が加え

られるべきである。
7.	 	他者がある音楽再生手段を採用していることについて，人格的批判

やこれに類する行為をしてはならない。
8.	 	実際に聴いていない製品の音質に言及するにあたっては，断定的な

発言をしてはならない。
9.	 	全てのオーディオ機器・オーディオアクセサリーによる変化は，前

提たる環境下での結果に過ぎない。
10.	 	個々のオーディオ機器・オーディオアクセサリー単独の音を知るこ

とは不可能である。

なるべく上記のことを念頭に全ての記事を書いていますが，筆者の表現力不

足でニュアンスが落ちてしまっていることもあるかもしれません。筆者の意図

は上記の内容から外れることはないので，以上の点をご理解頂いた上でご覧頂

ければ幸いです。

▍PCオーディオとその評価基準

究極的には，オーディオというのはプライベートな趣味ですから，主観的評

価が高い（＝好み）かどうかが決定的であることは間違いありません。

しかし，オーディオ機器はエレクトロニクス分野の製品ですから，科学的な

アプローチや検証を忘れてはならないと思います。人的・物的コスト上昇の要

因になる検証をきちんとされている方やメーカーの見解はきちんと評価されて

間主観的
相互主観性とも言い，複数の主
観（人間の知覚と認識）の間で
共通する事柄のことを言います。
客観性との違いは，客観性が主
観を排除した概念であるのに対
して，間主観性は主観を前提と
した概念である点です。

オーディオアクセサリー
オーディオ機器（一般的には電
源が必要な製品）以外の，音
質改善を目的としたオーディオ
関連商品のことです。
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しかるべきでしょう。主観的な判断にゆだねる部分が多いゆえに，実証的なア

プローチは大変価値があると考えています。本書においては，以下のような手

順でオーディオブランドや個人の各種手法を評価しています。

コンセプトとして音質向上に繋がる余地があるか（理論段階）
実際の回路設計としてコンセプトが正しく実現されているか（実装段階）
客観的手法に基づく結果が出せているか（評価段階）

コンピューターの世界における性能面の比較では，通常白黒はっきり付ける

ことが容易なものが多く，それ故にベンチマークソフトウェア開発も盛んに行

われています。コンピューターに慣れ親しんでいる皆さんの中には，本書の内

容に主観の領域を含む経験知・経験則が含まれている点を嫌う方もいらっしゃ

ることでしょう。

しかし，オーディオの世界は基本的に音質評価という主観的なもので成り

立っていることが多く，デジタルオーディオの世界は多くが測定限界ギリギリ

の話であるか，人間に聴き取れるのか疑義のあるレベルの話も多々あります。

本書ではできるだけ根拠として考えられることを明記しましたが，実際に文

章にしてみると，特に模索編のコンテンツはほとんど根拠らしい根拠がなく，

例えば，特にカスタマイズ関係の項目はかなりの程度個人の経験を基礎にせざ

るを得ない部分があります。本書はWebサイト上で公開されている内容を再

編集したものですが，特にPC分野の方から見ると，非常に怪しげな内容を含

んでいることは確かでしょう。

ですから，数値化して違いがあること，その数値上の違いが人間の識別限界

を超えること，どのような環境においても等しく言えること，といった条件を

満たさない限り参考に値しないとお考えの方は，申し訳ありませんが，本書は

ご期待に添えないかもしれません。

反対に，音が良くなる（かもしれない）のであれば，どんな情報でも積極的

に利用してみたい，遊んでみたいという方は，是非本書をご活用頂ければと思

います。このような遊び方もあるのだなと，新たな発見をするきっかけになれ

ば幸いです。

ベンチマークソフトウェア
主にハードウェアやソフトウェ
アのパフォーマンス（性能）を
測定することを目的としたソフト
ウェアのことです。様々な負荷を
かけて，ハードウェアやソフトウェ
アの性能限界を測定することが
できます。
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本章はオーディオ入門以前の方，つまり「オーディオ」という趣味があることは知っ

ているが，具体的にどういうことなのかはわからないという方向けに，オーディオと

いう趣味について著者の立場をご紹介するものです。

表紙に惹かれて，PCに興味があって，オーディオには元から興味がないけれど何

気なく，といった様々な理由ではじめて本書を手に取って頂いた方でも，何かの折に

読んで頂ければ幸いです。

第1章

PCオーディオの下準備
（オーディオ入門編）
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それこそ20畳，30畳のオーディ
オ専用ルームを持っている場合
には良いのですが（本当はこれ
はこれで悩ましいのですが），そ
ういう環境にある人はそうそう多
くないと思います。
逆に，最初からあまりに大規模
なシステムを作ってしまうと，使
いこなせずに宝の持ち腐れにな
ることもあり得ます。スポーツ
カーを買っても運転がうまくなけ
れば乗りこなせないのと同様に，
こだわりのあるコンポーネントは
設置環境も含めた使いこなしを
考えていくことで真価を発揮させ
ることができます。

本章の概要

この本を手に取ったと言うことは，貴方はオーディオという趣味があること
をご存じだと思います。オーディオファンと言っても，音楽ファンと全く異な
る人種ではありません。音楽を愛しているという点では音楽ファンと何も変わ
るところはないのです。

違う点があるとすれば，彼らはまた生粋のメカニカルなプロダクトが好きな
人種でもある点でしょう。車を愛好する人々がパーツの一つ一つを吟味するの
と同様，オーディオコンポーネントやオーディオアクセサリーを吟味します。

大半のオーディオファンにとって，趣味としてのオーディオとは，送り手が
作った音楽の持つ素晴らしさ（音楽性）を，受け手がより積極的に受容しよう
とすることであり，アーティストが伝えたかったことを可能な限り最大限に引
き出そうとする試みであるということです。その行動原理は，実はとてもシン
プルで，オーディオファンは，あたかも演奏家が好みの楽器を選ぶように，自
分の音楽的な嗜好に沿った形で音楽を楽しむツールとして，オーディオコン
ポーネントを選択しています。

音楽を愛する貴方も本格的なオーディオコンポーネントでこれまで聴いてき
た音楽を振り返ってみてはいかがでしょうか。高度に調整されたオーディオコ
ンポーネントは，きっと貴方の音楽観を変えてくれるに違いありません。

1　オーディオを趣味として楽しむための基本

▍どういう環境で楽しむかを考えよう

お薦めは「最初は興味のある範囲から。欲が出ればどんどん突き詰めていく」

という方法です。ポイントは，最初にあまり欲張らないこと。そして，貴方の

ライフスタイルや音楽との向き合い方を振り返ることです。音楽を楽しむ機会

を増やすためのオーディオですから，優先順位をはっきりさせておくことはと

ても大切です。

まずは，専用ルームで聴くのか，リビングで聴くのか，貴方の部屋で聴くの

か，生活スタイルをどの程度妥協するのかをあらかじめ考えておくと良いで

しょう。ほとんどの方は自室かリビングで楽しむというケースが多いのではな

いでしょうか。

例えば，リビングで聴くオーディオの場合，一人暮らしならばかなり最適な

環境になりますが，とことん突き詰めていくと生活スタイルをある程度犠牲に

しないといけないかもしれません。

往々にして，高度な再生能力を有するシステムは大規模になりがちです。い

1-1　オーディオライフへの誘
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くら予算があっても，維持できない（使いこなせない）のは本末転倒ですから，

うまく折り合いを付けていくことが肝要です。実際に試聴してみて，価格を超

えて感銘を受けたものを購入すると，失敗は少ないように思います。

趣味ですから，無理やり取り組む必要もありませんし，貴方自身の生活の質

（QOL:QualityofLife）が最大に感じられるような形で音楽を身近に楽しむ

ことが，長く楽しめるコツではないでしょうか。

最初からハイエンドオーディオと言われるような高級コンポーネントを買っ

てしまうと，機械に振り回されて本領を発揮させることができないこともあり

ます。案外，「積み重ね」が大切な趣味なのです。

▍「正しい音」より「好きな音」を優先しよう

例えば，貴方がクラシックの演奏会を聴きに行ったとして，100％楽譜通り

に演奏されれば満足かと聞かれたとすると，そうではない（こともある）と答

えると思います。そもそも楽譜は演奏方法の全てを指示しているものではない

から，指揮者や演奏者の解釈が反映されると答えるかもしれません。

考えてみると，ジャズの演奏では即興演奏は当たり前ですし，ポップスでも

ロックでも，バンドのそのときのノリ次第で演奏がいくらでも変わるのは，ラ

イブに参加したことがある方なら身近に感じたことがあるでしょう。

つまり，作曲家が作る楽譜というものが「元」だったとして，それをどのよ

うに「再現」あるいは「表現」するかは演奏者にゆだねられることになります。

そういった過程も含めての音楽表現である，とも言えるでしょう。

実はオーディオにおける再生も似たようなことがあります。

もしかしたら，貴方は「録音されている音を完璧に再現すれば良いのではな

いか？」と疑問に思われるかもしれません。

確かにオーディオ機器は「記録」されたものを「再生」するわけですから，

忠実な再生をするというのは基本的な方向性の一つであると言えるでしょう。

しかし，例えば「ド」の音が「レ」に聞こえるといった低レベル（とあえて

言い切りますが）な話はともかくとして，実際のところ完璧な再現とは雲をつ

かむような達成しがたいことなのです。なぜでしょうか。それは，音楽鑑賞と

いう体裁を取る限り，記録されている情報が正しく再現されているかどうかを

確かめる方法がないからです。

例えば，ポップスやロックはスタジオ録音です。クラシックやジャズでも必

ずミキシングやマスタリングといった加工が必要になります。こうした加工を

経てメディアに入っているデータが真実いかなるものかは，私たちにはわかり

ません。記録媒体は問わず，この課題は解決のしようがありません。

他方で，ライブを基準にしようにも，パッケージ用音源の収録時の環境とラ

イブの環境が同じことは滅多にありません。そもそも収録現場と貴方の部屋と

ミキシング
楽曲制作時に，ある音とある音
を合成する作業のことです。例
えば，収録スタジオで歌手の歌
とバックバンドの演奏を別々に録
音して，ミキシング作業で1つの
音源にしていきます。

マスタリング
ミキシングが終了した音源を最
終的に音楽CDの規格に沿った
データに変換していく作業のこと
です。この際音楽CDを聴くリス
ナーに合わせて音質の調整を行
うのが一般的です。
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パッケージメディア
CDやレコードなど，物理的な媒
体に記録した品のことです。PC
オーディオやネットワークオー
ディオではこうしたパッケージメ
ディアとの関連性が薄くなってい
るのが特徴です。

USBオーディオ
USBを使ってコンピューターと接
続するタイプのオーディオ機器
の総称です。詳細は047ページ
をご覧ください。

ヘッドホンアンプ
ヘッドホンを鳴らすために特に設
計された機器のことです。

オーディオデバイス
PCに接続して音を再生する機器
の総称です。

パワードスピーカー
現在アンプとスピーカーは大半
が別々のものとして製造・販売
されていますが，中にはスピー
カーの箱の中にアンプを内蔵し
てしまっている製品があります。
これを「パワードスピーカー」
と呼びます。パワードスピーカー
はアンプを内蔵しているので，
電源ケーブルが付属しています。
また，箱の中であらかじめ接続
されているので，スピーカーケー
ブルが必要ありません。CDプ
レーヤーなどとは，RCAケーブ
ルで接続します。詳細は044ペー
ジをご覧ください。

では環境が異なるのに，スタジオの音を再現するのにも無理があります。

また，パッケージメディアによって再現される音楽は，理想あるいは妥協の

産物としてイメージされた作り物の音の世界であることも意識すべきです。プ

ロのエンジニアはあらゆる環境で，もしくはターゲットとなる客層が使うであ

ろう音楽再生環境において，ある程度の幅を持ってパフォーマンスを発揮する
ようにパッケージを作るのです。

しかも，これらの音の調整というのは耳で聞いて判断されます。重要なこと

は，「貴方とは感性や趣味嗜好が異なる誰かが音を聞いて判断した」ことです。

従って，音楽再生において「正しさ」というものは究極的には存在せず，楽

曲に様々な解釈が許されているのと同様に，パッケージの段階で「解釈」が施

されているわけです。それを最終的にどのように聴くのかは貴方が自由に決めて

良いのです。最終的な音の決定権は貴方にあります。貴方の感性を信じましょう。

2　PCオーディオ選びをはじめるにあたって

▍予算をいくらくらいかけるべきか

さて，オーディオにあまり興味がなかった（あるいは近づくのを避けていた）

貴方もそろそろ私の話術で「オーディオをやってみようかな？」と思いはじめ

た頃でしょうか。PCの音，ちょっと良くしてみましょうか？

もし貴方が興味を持ったのであれば，次は道具を揃えましょう。もしかした

ら貴方は「本格的なオーディオは高い」というイメージを持っているかもしれ

ません。実際，専門店や量販店のオーディオ機器売り場に足を運ぶと，「音楽

を聴くだけなのに，こんなに高い製品はいらないのでは……」と思うのも仕方

のないプライスタグを見かけることでしょう。

では，どの程度コストをかければ満足が行くのでしょうか。誰でも少ないコス

トで高い満足が得られるのが理想ですが，現実はそううまく行かないものです。

そこでお薦めなのが，ヘッドホンを活用したPCオーディオ入門です。例え

ば，ヘッドホンアンプと呼ばれる機能を内蔵したオーディオデバイスに2万円，

ヘッドホンに1万円前後出すと，おおよそ一般的にはかなり満足度の高い音質

で楽しめるのではないでしょうか。

とはいえ，ヘッドホンではPCの前にずっと居なければなりませんから，

BGM的に聴くこともできませんし，何かと煩わしいこともあるかと思います。

あまりコストをかけずにスピーカーから音を出す方法を考える場合，デジタル

接続方式のパワードスピーカーと呼ばれるものを使うか（詳細は，第2章「パ

ワードスピーカーを繋ぐ」を参照），USBオーディオ機器とアナログ接続方式

のパワードスピーカーを組み合わせると良いでしょう。ある程度の出費を覚悟

できる場合，音質を優先するならアンプとスピーカーを別途用意する形になる

でしょう。
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スピーカー
スピーカーとは，私たちが音を
聴き取るために空気を振動させ
る機械です。色々な形状があり
ますが，空気を振動させて音を
出すという点ではどれも一緒で
す。スピーカーは交流（波の
ようになっている電気のあり方）
の電気信号を送ることで動作し
ます。ちょうど波の満ち引きのタ
イミングでユニット（多くの場合
丸い形をしています）が動くこと
で空気が振動するわけです。

アンプ
アンプとは，スピーカーやヘッド
ホンなどを動かすための電子機
器です。特にヘッドホン用のも
のは「ヘッドホンアンプ」と呼び
ます。CDプレーヤーやPCから送
られてくるアナログ信号と呼ばれ
るタイプの信号を増幅させてス
ピーカーを動かします。多くの
場合，アンプには，音量を調整
する「ボリューム」と，アンプに
繋がっている機器のうちどれから
音を出すかを選ぶ「セレクター」
が付いています。また，高音や
中音，低音といった音のバラン
スを調整する簡単な「トーンコ
ントロール機能」が付いている
ものもあります。一般的に，CD
プレーヤー等とアンプとは「RCA
ケーブル」と呼ばれるケーブル
で接続し，アンプとスピーカーと
は「スピーカーケーブル」と呼
ばれるケーブルで接続します。

基本的には，本章は後ろの方になるほどシステムが複雑で大規模に，高額に
なっていくものと思ってください。貴方なりにうまく満足できるシステムの組

み合わせを模索していきましょう。

▍購入相談で重要なこと

もし貴方が自分だけでは決められないと悩んでいるなら，量販店・専門店の

オーディオ担当の方やオーディオ好きの知人・友人に相談してみましょう。入

門向けのPCオーディオならばヘッドホンに強いオーディオ専門店か，大手家

電量販店に相談すると良いでしょう。なお，オーディオ専門店はPCオーディ

オ系機器にはあまり強くないところが大半です。

誰に相談するにせよ，最も重要なことは以下の3点ではないかと思います。

これでぼやけた返答が帰ってくる場合には，相手はあまりそのジャンルには詳

しくないと判断して良いでしょう。

予算

アドバイスする側としては，予算がわからないと答えようがありません。要

は，予算5万円で5万円の製品を薦めることはできても，予算がわからないの

に5万円の製品を薦めたりはできない，ということです。

視聴環境

良質な音楽再生には，ある程度守らなければならないセッティングのセオ

リーがあります。特にスピーカーの設置にはある程度制約があるので，物理的

に設置可能なスペースについてあらかじめ相手に伝えておく方が良いでしょう。

音質の好み・改善点

アンプやスピーカーなどのオーディオコンポーネントにはそれぞれ音の個性

がありますから，今の音質のどのあたりを改善したいのかをはっきりさせてお

くと，相手が組み合わせを示しやすくなります。また，音の好みについて，大

事にしている点を説明できると，スムーズな意思疎通ができるでしょう。

▍オーディオ機器選びは感性が大切

値段だけで全てが決まる世界ではないのがオーディオの趣味性の高い部分で

す。音楽鑑賞というのは，音楽を聴いて（多くの場合）感動を得ることが目的

なわけですから，貴方が音楽再生に何を望むのか，何を重視し，何を基準とす

るのかによって，満足が得られるかどうかは変わります。そこで，まずは貴方

の音の好みがはっきりしているのかを確認しましょう。

例えば，これまでの音楽体験から，既に好みがはっきりしている場合には，

要は貴方が心地良いと思う音にしていけば良いのですから，価格はさておき，
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ところで，貴方に楽器を演奏し
た経験があるなら，自分の求め
る音の方向性がはっきりしている
ことが多いでしょう。これに対し
て，貴方がふと立ち寄ってみた
ショップでいきなり高品位なサウ
ンドにショックを受けてしまった
場合，音の好みがはっきりしな
いまま，熱に浮かされているのか
もしれません。
こんな状態で，大手家電量販店
で店員さんのお薦めを買ってみ
たり，書店に置いてあるオーディ
オ雑誌を手にとって記事を読ん
で，「特選」とか「BEST BUY」
とか「なんとか賞受賞」とか書
いてある製品で予算内でギリギ
リ買えるものを買ってしまった
……という話もよくあることです。
しかし，このような買い方をして
しまう前に，ぐっと我慢して冷静
になりましょう。
というのは，専門誌と言えども，
あくまでカタログだからです。そ
れが職業評論家によって書かれ
ていても，あくまで貴方の好み
を知らない他人の評価であるこ
とを忘れないようにすることが大
切です。
もし貴方が好みの音の方向性が
導き出せないのであれば，しば
らく試聴を繰り返したり，手持ち
の機器で工夫したりして，好み
の音質の方向性を模索してみて
ください。

とにかく試聴してみるのが良いでしょう。うまく好みにはまりさえすれば，予

算を大幅に削減できるかもしれません。

また，あえて予算をオーバーする機器も聴いてみてください。もしかしたら，

貴方の好みにばっちり当てはまるものが見つかるかもしれません。

大切なことは，貴方の感性を基準にすることです。他の誰かにオーディオを

聴かせることが目的ではないのですから，自分本位で決めてしまいましょう。

▍音質に関する用語の重要性

オーディオファンは時としてワインを品評するように，音質について評価し

ます。オーディオに興味を持ちはじめた頃に引っかかるのはこれらの表現かも

しれません。貴方はこのような表現を見聞きして「何を言ってるんだろう」と

思われたことはありませんか？

実はオーディオファンと呼ばれる人たちでも，音の違いを認識する方法を共

有してるわけではありません。これは，音楽がもっぱら感覚を刺激して感情を

昂ぶらせるというプロセスを経ているためです。つまり，音楽（音）を聴くこ

とについて，それを言葉にすることについて，それぞれ課題があるのです。

まず，人によって耳や脳の働きが異なるという課題，すなわち大切に感じる

部分の意味内容や重要度が異なるという課題です。

例えば，貴方自身，楽器を演奏するとき，歌を歌うとき，それぞれジャンル

も含めた得手不得手があるでしょう。同じように，聞き手の感覚も千差万別で，

皆さん個性があるのです。感覚的に，好みの音かどうかという点でずれが生じ

てしまっていると，オーディオファン同士でも使う言葉の意味内容をすり合わ

せるのが難しく，意思の疎通が十分ではないのが現実です。

音質の好みに限らず，パーソナルな感覚を言葉を媒介に他者と共有すること

がとても難しいということを私たちは知っています。人が愛を語るのに何千年

も費やしてきたことを思い起こせば，言葉が私たちの感覚を説明するのにいか

に不十分かがよくわかります。

極端な話，オーディオファン同士が同じ単語を使って音を解説しても，人に

よって意味する音が違うことは日常茶飯事なのです。改めて考えてみると，音

質に関するオーディオ用語（ターム）というのは全てが「比喩」的色彩を帯び

ていると言えるでしょう。

しかし，全く共感が得られないわけではありません。私たちが日頃友人や恋

人，家族と共感を得るのと同じく，感覚の似通った同士であれば，ファジーに

意見のすり合わせを行うことができ，達人の域に達すると，おおよそお互いの

感想だけでほぼ機器の性格を把握することもできてしまいます。ただし，その

ためには膨大な数の試聴経験と，音楽やコンポーネントに対する深い考察・理

解，そして探求心が必要不可欠なのです。
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このように，音質に関する用語に正確な定義はありませんが，自由な感覚で

貴方の感性を相手に伝えることもまた知的な行為ですから，それ自体を楽しん

でみると良いでしょう。

オーディオを楽しんでいる方であれば，皆初心者からスタートしているので，

貴方が表現に困ってもたいていは意味をくみ取ってくれます。音の感想は「比喩」

ですから，筆者は好きなように表現して構わないと思います。ときには貴方な

りの表現が，相手に印象深く刻まれることもあるでしょう。よりしっくりくる

言葉を探すのは，宝探しのようなとてもエキサイティングなことだと思います。

3　良い製品を選ぶには

▍できるだけ試聴しよう

カタログだけ眺めていても音は聴こえてきません。エントリークラスの機器

では，理屈より実際の音作りがとても重要です。とにもかくにも，まずは色々

と試聴をしてみましょう。

本章ではPCとオーディオ機器を使ったの楽しみ方について様々な提案をし

ています。もちろんPCとオーディオ機器をどのように接続するかで差が出て

きますが，よほどマニアックな使いこなしをしない限り，一般的にはどのよう

にPCと接続しても天と地ほどの音質差が出るわけではないと思います。

それよりも，個々の製品ごとの個性（音質傾向）の方が影響が大きい可能性

が高い，というのが経験上の実感です。そして，音の好みはスペック以上に重

要であると言えるでしょう。我々は最終的に耳で音楽を聴くためにオーディオ

機器を買うのですから。

▍機器の開発コンセプトを学ぼう

とはいえ，試聴しようにも市場には数多くのオーディオ機器が存在し，その

全てを試聴することは現実的ではありません。そこで，カタログで選別する必

要が出てきたなら，どのように良い製品を見抜くのかが問題になります。

例えば「高音質を実現した」というのはどこでも謳われていることですから，

いまさら参考になる単語ではないでしょう。カタログやメーカーの説明を見て

良い製品を選ぶには，以下の点に着目しましょう。

・何が課題となっているのか（何を解決しようとしているのか）
・そのためにどのような取り組みをしたのか
・その成果は出ているのか

上掲の説明が論理一環していて矛盾がなければ，信用できる（かもしれない）

製品と言えると思います。
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1　PCオーディオのこれまでの流れ

▍ゲーム用途だった黎明期

PCオーディオというジャンルが成長してきた当初，PCでサウンドが意識さ

れはじめたのはゲーム用音源などの再生が目的で，当時はクリエイティブメ

ディアのSoundBlasterシリーズなどに代表されるゲーム用の製品が大半でし

た。また，PC用スピーカーと言っても，PC周辺機器売り場に陳列されている

ようなガジェット的な品質のものがほとんどでした。
そういう意味で，音楽鑑賞を主目的とする製品は，近年になるまで，あまり

日の目を見なかったと言えるでしょう。

▍PCでの音質追求がはじまる

その後，HTPC（ホームシアター用PCのこと）の一時的なブームが到来し，

PCを活用することで民生用のオーディオ専用機と同じレベルの音質が実現で

きるのではないかという認識が，マニアの間で広まりはじめました。
その系譜として，自作PCを使って音楽製作をするための機材を音楽鑑賞用

に流用して，高級オーディオ機器同様の高音質を実現しようという流派が登場

します。これが今のPCオーディオでとことん高音質を追求する層のはじまり

ではないかと思います。

こうしたPCオーディオをとことん楽しむ層は，とにかく音質を追求した新

しいオーディオの可能性を楽しんでいる層です。元々オーディオが大好きで，

今PCが面白そうだから取り組んでいる層とも言えるでしょう。従って，音質

追求には余念がなく，できることはかなりの範囲で取り組む熱意があります。

手持ちのPCの音を良くするというよりは，できることなら専用のPCを自作し

たいと考える方が多いのではないでしょうか。

▍PCオーディオが徐 に々認知される

一部のマニアが楽しんでいたPCを使った音質追求も，Web上で成果の報告

や意見交換がなされるようになり，徐々に認知度が上がってくるようになりま
した。最近PCオーディオに目覚めて高音質追求型のPCオーディオ環境構築を

目指す層の年齢は，実は比較的高めのようです。

PCオーディオのイベントなどに顔を出すとわかりますが，40代～50代のコ

ンピューターを職場で触れはじめた最初の世代が中心のようです。年齢層が高

いこともありPCオーディオにかける予算も多めで，既に据え置きの単品コン

ポを揃えていて，スピーカーで音楽鑑賞をする方が主流と言えるでしょう。

1-2　PCオーディオの世界を覗いてみよう

HTPC（Home Theater PC）
ホームシアター用途の映像プ
レーヤーとして，専用のグラ
フィックボードとマルチチャンネ
ルの音声出力に対応するサウン
ドカードやオーディオインター
フェースとを取り付けた自作PC
をHTPCと呼びます。
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▍ネットワークオーディオプレーヤーが一定の地位を築く

最近では完全にPCからオーディオ機能を分離してしまうネットワークオー
ディオプレーヤーと呼ばれる製品も人気があります。このジャンルが一定の支
持を得たのは，ひとえに海外のオーディオメーカーであるLINNの活動あって

のことではないかと思います。「PC系＝音が悪い」という思い込みがある中で，

高級なオーディオ機器と広い意味でのPCオーディオが同じレベルで競争でき，

実際に試聴しても非常に高いクオリティを提供してきたことが，今日のネット

ワークオーディオ機器の隆盛の礎となったと言っても過言ではないでしょう。

ネットワークオーディオを支持する層の理由は様々でしょうが，自作PC系

のPCオーディオへの関心が薄かったり，自作PCのような無粋な形のものが視

界に入るのが嫌だという方もいらっしゃるようです（PCがあると仕事を思い

出してしまうという方も……）。USB接続の機器で楽しむPCオーディオに比

べると費用がかかったり，手間暇のかかる部分があるのですが，そこも含めて

楽しめる方が多いとも言えるでしょう。

▍USBオーディオで手軽に高音質を楽しめるように

PCオーディオというジャンルが生まれた当初は，PCの構成や機器の組み合

わせが複雑だったため，コストをかけてでもひたむきに高音質を追求する方が

大半でした。高音質を実現するピュアオーディオの視点では，素晴らしい音質

にならなければ取り組む価値がないとも言えますし，可能性を見い出せるか

らこそ市場で市民権を得られるということでもあります。2000年代前半のPC

オーディオの黎明期はまさにピュアオーディオの世界で市民権を得るために

も，高級なPCオーディオ製品が目立ったように思います。

その後，PCがオーディオ業界で市民権を得てきたことで，比較的安価な製

品が登場するようになりました。そのきっかけになったのが，PCとUSBで接

続するオーディオ機器，USBオーディオの高音質化の流れです。当初は高級

なUSBオーディオ機器が目立ちましたが，アジア圏の製品も含め，手軽に良

い音を楽しめる選択肢が一気に広がってきました。これは近年のヘッドホン

ブームと無関係ではありません。実際，USBオーディオ機器のうち，かなり

の数の製品にはヘッドホンアンプの機能が内蔵されていたり，ヘッドホンアン

プの機能にUSBオーディオの機能が付いていたりします。

▍最近のPCオーディオ入門のトレンドは？

このように，最近ではPCオーディオをかなり手軽に楽しめるようになりま

した。音楽再生専用PCでとことん音質を追求するよりも，手持ちのPCの音質

を無理のない範囲で良くしたいと考えていたり，音質も大事だけど自分のスタ

イルにあった楽しみ方をしたいと考える方が増えたように思います。こうした

LINN
イギリスの高級オーディオメー
カー。高級オーディオ機器を生
産しているメーカーの中では，
いち早くCDプレーヤーからの撤
退を宣言してネットワークオー
ディオプレーヤーに事業の中核
をシフトさせたことで知られてい
ます。
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USB-DAC
USB方式でPCと接続されたアナ
ログオーディオ信号を出力するこ
とを目的としたオーディオ機器の
ことです。詳細は第2章をご覧く
ださい。

方に向けては，何よりコストパフォーマンスの高さが重要と言えるでしょう。

手軽にPCオーディオを楽しみたいと考えている層は比較的若い10代後半～

20代が中心で，小さい頃からコンピューターに親しんでいる方も少なくないで

しょう。手軽にちょっと音を良くしたくても，出しても数千円までという超ラ

イト層から，イヤホンやヘッドホンなどのポータブルオーディオ，据え置きの

高級ヘッドホンアンプなどを使って楽しまれているオーディオファンの層まで

幅広いようです。

こうした層に人気があるのは，ヘッドホンアンプ付きのUSB-DACと呼ばれ

る機器です。これらの機能を別々の機器を組み合わせて楽しむ方法ももちろん

ありますが，単一の機器でコンパクトに良い音を楽しむ方法が主流だと思いま

す。スピーカーを使って楽しむ場合には，アンプを内蔵したパワードスピーカー

を使って楽しむのがスマートでしょう。

2　PCオーディオはすぐにはじめられる！
というわけで，最近になってPCオーディオ入門の間口はぐっと広がって来

ています。特にUSBオーディオ機器は大変な盛り上がりを見せていて，様々

な方法でPCオーディオを楽しめるようになりました。その知名度が向上する

につれて，最近になってPCオーディオに興味を持たれた方の中には，何をど

うしたいという目的はなくとも，なんとなくちょっと良い音で聴いてみたいと

いう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この点，「PCオーディオの楽しみ方は自由です」というのはインターネット

でも雑誌でも，それこそ本書でも何度も強調されて触れられています。そうは

言っても方針すらなければ，何をどうしたら良いのかわからないことも多いで

しょう。

そこで，まずはPCオーディオ入門として考えられる代表的な方法をいくつ

かご紹介します。本項では実際に部屋に機器をセッティングした写真を掲載し

ました。イメージをつかむ参考にして頂ければ幸いです。

なお，各機器の機能名についての細かな説明などは省略しています。詳細は

第2章をご覧ください。
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PC→ヘッドホン/イヤホン

「部屋のどこでも良い音を出したいし，時間を気にせず好きな音量で聞きた

い」という貴方にお薦めなのは，ヘッドホンやイヤホンをPCと直接繋げる方

法です。

この場合にポイントになるのは，ズバリ貴方の好みにばっちりはまるヘッド

ホンやイヤホンを見つけること。基本的な性能や音の傾向は実際に音を出す

ヘッドホンやイヤホンで大部分が決まってしまうと言っても過言ではありませ

ん。是非試聴して決めたいところです。
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PC→USB-DAC付きヘッドホンアンプ→ヘッドホン

椅子に座って落ち着いて音楽を聴きたいけれど，帰宅が遅くなることが多い

のでスピーカーで聴くのは難しい，設置場所はあまり確保できないけど，それ

でもできるだけ迫力のある充実した音で楽しみたい，という貴方にお薦めなの

は，PCにUSB-DAC機能が付いたヘッドホンアンプを経由して，きちんとヘッ

ドホンを駆動させる方法です。

PCから直接繋ぐと音量が取れないヘッドホンもありますが，ヘッドホンア

ンプを使えば音量の心配はありません。加えて，USB-DAC機能を内蔵した機

器を使えば設置スペースも少なく済み，ボリューム調整も手元でできて一石二

鳥です。

022
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PC→USB-DDC→ボリューム付きDAC→パワードスピーカー

部屋で音楽をBGMとして流したり，落ち着いてきちんと聴いたりしたい

……。両方の使い方が可能で，その上コンパクトに収めたいという貴方は，パ

ワードスピーカー（アンプ内蔵型スピーカー）を使うのがお薦めです。

この例では，音質にこだわってUSB接続でデジタルオーディオ信号を作る

USB-DDCという機器を経由してDACに信号を送っていますが，ボリューム

付きUSB-DACを使えば，音量調整は手元で行いつつ，さらにコンパクトにな

ります。さらに，iPhoneやiPadなどを使ってPCをリモートで操作すれば，選

曲の自由度も格段に向上します。

【モデル プロフィール】
福島花乃（23歳）
札幌出身。イベントMCやUstream番組をやりつ
つヘッドホンガールとしても活動している。ラジオ
パーソナリティーやインタビュアーを目指して勉
強中。家電やアプリなどのガジェット系に興味あ
り。趣味は水泳，カポエイラなどのスポーツ。
blog　http://ameblo.jp/kanower/
twitter　@kanower

023

http://ameblo.jp/kanower/
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PC→USB-DDC→デジタルアンプ→スピーカー

手持ちのCDプレーヤーとも繋げたいし，PCに保存してあるファイルの

音も聴きたいという貴方にお薦めなのが，PCとアンプとを接続する方法

です。

PCとアンプを直接接続するのが難しい場合には，従来のアンプであ

ればUSB-DACを，デジタルアンプであればUSB-DDCを使いましょう。

PCとその他のオーディオ機器を自由に切り替えて楽しむことができます。

USB-DDCについては，072ページを参照してください。

コンパクトさには欠けるものの，かなり自由度が高く，どこまででも突

き詰めていくことができますから，将来のグレードアップを考えている方

は，こうした組み合わせも検討しておくことをお薦めします。

PCオーディオに触れてみて，どのように感じられましたか？
音楽の楽しみ方がまた一つ増えたような気がします。今まではコンポ1台でしたが，それぞれ専門機器を使うと良い音，または自分の好きな音を楽し
めるんですね。自分にとってのMUSIC Lifeが少し変わりそうです。今後，CDJなどにも挑戦したいとので，自分の納得の行く音を探して楽しみたいで
す。（福島花乃）

実際の音はいかがでしたか？
いつもPCで音楽を聴いていますが，ヘッドホンを直接PCに繋ぐと臨場感や迫力が増して音楽に引き込まれます。ヘッドホンアンプを追加すると，さら
にガジェット感が増してかっこいいですね。音は若干クリアになって透明感が増した気がします。
今回はPCとスピーカーの組み合わせも聴かせて頂きましたが，やっぱりお家で聴くならスピーカーが良いですね。パソコンに向かってなくても何かし
ながら自分のスタイルで音楽を聴けますね。（福島花乃）
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3　PCオーディオを存分に楽しむ3つの鉄則

▍音源の音を良くしよう

普段PCで音楽を聴く際には，ファイルフォーマット（どのような方式のデー

タか）をあまり意識しないと思います。何でも再生できるのがPCの便利なと

ころですが，再生品質を重視するのであれば，ファイル形式を気にしてみましょ

う。

ファイル形式を知る方法はいくつかありますが，Windowsであればファイ

ルのプロパティを参照するのが良いでしょう。もしくはiTunesなどのソフト

でもプロパティを参照できます。

ファイルの種類にも色々とありますが，代表的なのは.mp3と呼ばれるフォー

マットです。iTunesに代表される音楽配信のサービスでは，大半がmp3フォー

マットを採用しています。音楽配信サービスを使う場合にはどうしようもあ

りませんが，CDからWAVフォーマットまたはAIFFフォーマットのファ

イルを作ることで，より高品質な再生を楽しむことができます。主に前者が

Windows向け，後者がMacOS向けの標準フォーマットになります。詳細は

第2章で解説します。

PCでは，CDプレーヤーのようにディスクメディアによる制約がないので，

ハードの制約さえなければ，どんなファイルでも再生できるのが特徴です。最

近では，高音質な音楽配信サービスも徐々にオープンしています。こうしたサー

ビスではPCで再生可能で，なおかつCDの規格以上のハイビットレートフォー

マットを配信しています。

Windows 7でファイルのプロパティを参照した場合

iTunes
Appleが開発および配布してい
るメディアプレーヤーソフトウェ
ア。現在はiPodなどでの楽曲管
理に加え，iPhoneなどのアプリ
やデータの管理，iTunes Music 
Storeへ の 接 続 など，Appleが
提供する各種のデバイスやサー
ビスを利用するための中核的な
ソフトウェアとして機能していま
す。

mp3
デジタル方式による音声圧縮の
手法の一つ。音声ファイルフォー
マットの名称としても使われま
す。大きい音の影響で小さい音
が聞こえにくくなるマスキング効
果など，聴覚心理モデルに基づ
いた非可逆の音声圧縮を行いま
す。ビットレートが低くなるほど
高域の音圧が低下するなど，一
般的に無圧縮PCM音源に比べ
て音質は低下します。

WAV
RIFF waveform Audio Formatで
音声信号を記録した場合のファ
イル形式。ウェブ，ウェーブ，
ワブなどと発音します。一般的
には，Windows OSにおいてリニ
アPCM形式の音声データを格納
するためのコンテナとして利用さ
れます。

AIFF
Audio Interchange File Format
で音声信号を記録した場合の
ファイル形式。エーアイエフエ
フ，アイフなどと発音します。一
般的には，Mac OSにおいてリニ
アPCM形式の音声データを格納
するために利用されます。
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▍PC以外のオーディオ機器の音を良くしていこう

PCに限った話ではありませんが，手間暇をかけず簡単に音を良くしたり好
みの音にするのであれば，まずは音の出口に近いところ，すなわち，スピーカー

やヘッドホンを良くしていくところからはじめるのが良いでしょう。第2章で

はPCとハードウェアの関係について解説しています。

▍PCの音を良くしていこう

貴方好みの音が出てくるようになったら，今度はその長所を伸ばすべく，

PCをカスタマイズしていくと良いでしょう。PCの内部パーツを交換するも良

し，OSの環境設定を変更するも良し，音楽ファイルを再生するプレーヤーソ

フトを変えてみるのも良いでしょう。こうしたPCの音を良くしていく方法に

ついては，第2章以降で提案しています。

iTunesでファイルのプロパティを参照した場合
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第2 章

PCオーディオの基礎知識
（PCオーディオ入門編）
本章では，PCをオーディオ機器として使うにあたって，最低限必要な知識について

解説しています。そのため，個々の製品ガイドではなく，PCオーディオの広がり続

ける世界をおおまかに分類・整理して，皆さんのライフスタイルに合ったPCオーディ

オライフを見つけて頂くためのガイドとしての役割を重視しました。
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第2章　PCオーディオの基礎知識（PCオーディオ入門編）

特に本章を読んで頂きたい方

入門編が対象としているのは，主に比較的年齢の若い層で，PCオーディオ
に興味はあるが，オーディオ専用PCまでは作るつもりがないという方です。
PCオーディオと一言で言っても様々な楽しみ方や方法がありますが，自由度
が高すぎて，何から手を付ければいいのかわからないという方もいらっしゃる
と思います。そういった方々が，PCオーディオの楽しみ方の指針を見つける
役に立てれば嬉しく思います。

本章では，まずPCオーディオの代表的な楽しみ方をご紹介しながら，皆さ
んが「今ある環境からどのようにステップアップしていくのがスマートか」を
考えるヒントとなることを念頭に作成しました。難しい仕組みのシステムを
作ったところで，音楽を聴くこと自体が面倒になってしまっては本末転倒です。
とにかく貴方が音楽をより楽しむためにはどうすべきかを重視しましょう。

本章の概要

理論的なことは可能な限り次章以降に譲ることにしています。これは，理論
的（コンセプト的）な優劣よりも，実際の音質傾向の方が入門段階では重要で
あると考えているからです。

とはいえ，デジタルオーディオで重要なバイナリとジッターの概要やUSB
オーディオ機器の理解で重要なCDプレーヤー，CDトランスポート，DACなど
の概要についても触れていますし，UPnPやDLNAなどを利用したネットワー
クオーディオ分野については，新しい分野であるとともに各機器の役割や機能
が非常にわかりにくいので，こちらも比較的詳細に解説しています。

最近は，PCオーディオのムック本や特集号などが数多く出版されるように
なりましたが，タイムリーな新製品紹介などの話題はそういった定期刊行誌 
にお任せしつつ，応用が利くことを念頭に本書を執筆しています。読者の皆さ
んには，ムックの新製品情報と本書の内容をうまく使い分けて頂ければと思い
ます。
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2-1　高品質音源を用意しよう

本章では多くの製品を紹介していますが，昨今数多く刊行されているPCオー

ディオの定期刊行物での製品紹介とは視点が異なり，音楽の楽しみ方に合わせ

てPCオーディオのスタイルを提案するための具体例としての製品紹介が中心

です。従って，音質上の優位性からではなく，製品のコンセプトに特徴がある

か，および優位性があるかという観点から，知っておくと良い機器を紹介しま

しょう。

1　基本的な音質を決めるのは録音の品質

▍一番重要なのは，そもそもの音源の音質

再生する音源のファイルフォーマットに関わらず，一番重要なのは元の音源

の録音品質です。程度問題ですが，元の音源が高音質であれば，mp3でもそ

こそこの音質で聴けてしまいます。逆に，高音質とされるSACDでも録音自

体があまり良くない場合や，編集が良くない場合には，良い録音のCDの足元

にも及ばないケースもあります。

では，何が良い録音で何が悪い録音かという話になりますが，これは聴いて

判断するしかありません。曲の周波数特性（低音から高音までどの程度収録さ

れているか）を測定してバランスを見ることで，どの帯域が強いといったこと

はわかりますが，あくまで目安でしかないのが現状です。

2-1　高品質音源を用意しよう

SACD
Super Audio CDの略。CDと同じ
サイズの光ディスクに，PCMと
は異なるダイレクトストリームデ
ジタル（Direct Stream Digital, 
DSD）という方式で変調され
た1bit2.8224MHzのオーディオ
データが記録されています。2層
分の記録領域のうち1層を通常
のCD-DA層としたHybrid SA-CD
もあります。

音源データの再生周波数特性を見ると低音から高音までの周波数分布がわかる
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第2章　PCオーディオの基礎知識（PCオーディオ入門編）

▍圧縮フォーマットが全て悪いわけじゃない

本書では再生する音源のファイルフォーマットとして，WAVまたはAIFF

といった無圧縮の音源を推奨しています。ただし，mp3などの非可逆圧縮音

源（圧縮を戻しても元のデータと同じにならない音源）でも，再生機器の性能

が向上していけばかなり良い音で楽しめます。特に，スピーカー（ヘッドホン，

イヤホン）やアンプの変更などは大変効果的です。なお，可逆圧縮については

次ページ以降で触れます。

オーディオに少しは凝ってみようとか，オーディオに興味を持ったばかりと

いう方は，あまりフォーマットを気にせず楽しむのも良いでしょう。

2　非圧縮の音楽ファイル（WAV，AIFF）を使う

前項で音源の録音音質が重要だと述べておきながら，舌の根も乾かぬうちに

という感じもしますが，オーディオ機器の性能が向上してくると，今度は音源

のフォーマットが高音質化へのボトルネックになってしまうケースが多々あり

ます。

特に，オーディオ機器にお金かけたのにいまいち期待したような音にならな

いというとき，貴方がmp3などの圧縮音源を使っているのであれば，まずは

圧縮をやめてみることを強くお薦めします。

▍mp3はCDの音を完璧に再現しているわけではない

mp3は不可逆圧縮形式と言って，音声情報を圧縮すると元と同じデータに

戻せません。圧縮率は高く，128kbpsの場合で元のデータの1/11ほどまで圧

縮可能です。

一般的にはビットレート（単位時間あたりの情報量）が128kbpsを超えると

CD音源とあまり違いがなく，さらに192kbps以上になると，ほとんど違いが

ないと言われますが，オーディオシステムの性能が高い場合には，320kbpsで

もCD音源との音質差が明瞭にわかることもあります。

だからといってmp3を使ってはいけないということではありません。mp3

で音楽を楽しむのももちろん自由です。音楽を楽しむということが第一にある

べきで，音質が悪いから聞かない，というのでは本末転倒と言うべきでしょう。

また，最近ではmp3などに圧縮されることを想定した音作りになっている

ケースもあり，そういった「音源」ではむしろ圧縮した方が帯域バランス（低

音から高音までのバランス）が良く感じられることもあり得ます。

個人的な経験によれば，ハー
ドの性能が徐々に上がるにつれ
て，無圧縮音源と非可逆圧縮
音源の音質の差が開いていきま
すので，そうなったらWAVまた
はAIFFに移行しても良いでしょ
う。ただし，その場合音楽CDか
ら音源データををリッピングし直
さないといけなくなることもありま
すのでご注意を！

データがどの程度劣化するかに
つ い て は，StereophileのWeb
ページが参考になります。
○MP3 vs. AAC vs. FLAC vs. 
CD
http://stereophile.com/
computeraudio/308mp3cd/

bps
bit per secondの略。1秒間に何
ビットのデータを割り当てるかを
表す単位。

http://stereophile.com/computeraudio/308mp3cd/

