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　PCオーディオとは、読んで字の
如く「パソコン＋オーディオ」とい
う意味。音源を再生する役割をパソ
コンに任せるオーディオシステムの
ことである。
　これまで、CDやレコードといっ
たメディアをプレーヤーにかけるこ
とで音源を再生していたが、メディ
アを入れ替える手間がかかるという
欠点があった。現在ではCDから楽
曲をパソコンに取り込んで聴いた
り、楽曲配信サービスから購入した
音源をiPodなどのポータブルプレー
ヤーやiPhoneなどのスマートフォ
ンに転送して、通勤途中に聴いたり
することが当たり前となっている。
　そこで、音源の管理とコントロー
ルをパソコンに任せ、そこから出力
されたデジタル信号をアナログに変
換し、アンプなどを通してスピー
カーやヘッドホンで再生するシステ
ムが構築されてきた。
　最も簡素なパターンはパソコンの
ヘッドホン端子とアンプまたはアン
プ内蔵スピーカーに接続するという
もの。ただし、パソコンは元来オー
ディオ機器として設計されていない
ので、ノイズが多く音質面では問題
が多い。パソコンとヘッドホンを直
接接続して音楽を聴いたとき、ノイ
ズが気になるという経験をした人は
少なくないはずだ。
　現在ではノイズをより少なく、デ
ジタル信号をより高音質でアナログ
変換して出力する機器が登場してお
り、用途に応じてさまざまな機器を
組み合わせて音楽を楽しむことがで
きる。

　PCオーディオのメリットは、パソコ
ンで楽曲の再生や管理を行うことだけで
はない。PCオーディオの音源は、主に
CDから取り込んだものと、楽曲配信
サービスから購入する2種類が存在す
る。CDから取り込んだ楽曲にCD以上の
音質は期待できないが、楽曲配信サービ
スの一部には、「mora」や「e-onkyo 
music」など、CDをはるかに凌駕した「ハ
イレゾ音源」を扱っているところがある。
　CDが登場した1982年に、サンプリ
ング周波数は44.1kHz、量子化ビット
数は16bitと規格が定められた。人間の

可聴音域である20Hz ～ 20kHzを超え
る音は規格の段階でそぎ落とされてし
まったが、ハイレゾ音源であればサンプ
リング周波数は44.1以上で、量子化ビッ
ト数も24bitと音の表現力が格段に優れ
ている。ハイレゾ音源は音楽CDの規格
を超越しているため、CDのように盤を
購入するのではなく、配信サービスから
ファイルをダウンロードして入手するの
が一般的だ。
　こうしたCDよりもはるかに高音質な
ハイレゾ音源を再生できるところも、
PCオーディオの大きな特徴といえる。

　PCオーディオを始める際、初心者にとっ
て壁となるのが、パソコンとオーディオに
習熟しなければならないということだ。パ
ソコンは何を使えばいい？ アンプにはどう
つなげる？ スピーカーは？
　日々進化を続けるパソコンと、その進化
に合わせて多様な機能を搭載したオーディ
オ機器が発売されている。オーディオとパ

パソコンと
オーディオが
融合したシステム

PCオーディオを
始めるには?

CDの音質を超える
ハイレゾサウンドが聴ける!

現在、ピュアオーディオのファンから若いビジネスマンに至るまで、幅広い層が
「PCオーディオ」に熱い視線を注いでいる。これまでのオーディオシステムとは
一体何が違うのか、そしてその魅力は何なのか。詳しく見ていくことにしよう。

これまでのオーディオ
とは　　

オーディ    
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　前ページで見たように、PCオーディ
オにはたくさんのメリットがある。自由
度が高く、さまざまな組み合わせが可能
であるため、これからPCオーディオを
導入しようと考えている初心者の人に
とっては「何をどうしたらよいかわから
ない」「どの機器を選べばよいかわから
ない」と感じるかもしれない。しかし、
諦めることはない。
　まずは、ピュアオーディオでシステム
を構築するにはどうすればよいかを考え
てみよう。CDやレコードプレーヤー（音
源）→アンプ→出力（スピーカー、ヘッ
ドホン）が基本となるだろう。
　この音源部分を、PCオーディオに置
き換えてみよう。PCオーディオはデジ
タル音源を扱うので、デジタル音源から
アナログに変換する機器を介在させる必
要がある。すると、パソコン（デジタル
音源）→デジタル／アナログ変換機器

み合わせがある。パソコン→USB 
DAC→ヘッドホンの順番に接続すれ
ば、アンプやスピーカーがなくても
良い音を楽しめる。
　このヘッドホンをスピーカーに置
き換えたシステムが、USB DACと
アンプ、スピーカーとの組み合わせ。
これが現在のPCオーディオの主流
となっているもので、手持ちのアン
プやスピーカーも流用できる優れた
システムだ。価格の幅はやや大きく
なり、3～10万円程度となる。
　さらに、このシステムにネットワー
クオーディオプレーヤーとNASを組
み合わせる方法がある。これは、音
源ファイルをパソコンのハードディ
スクではなく、ネットワーク上の
NASに保存する。そして、ネットワー
クオーディオプレーヤーで再生させ
るというもので、一度システムを構
築してしまえばパソコンを接続しな
くても音源の再生が可能となる。
　最後に、このネットワークオー
ディオプレーヤーとアンプの役割を
「AVアンプ」に任せてしまう方法が
ある。現行のAVアンプはネットワー
クオーディオプレーヤー機能やハイ
レゾ音源の再生機能を備えているも
のが多いので、システムの構築も比
較的容易である。これらのシステム
から、自分の用途にあったものを選
んで揃えていけば、PCオーディオ
を大いにエンジョイできること間違
いなしといえる。

　PCオーディオを構成する最もシン
プルな組み合わせは、パソコンとア
クティブスピーカーとのセット。ス
ピーカーにはアンプが内蔵されてい
るので、パソコンと接続するだけで
音を出すことができる。スピーカー
は1万円代でも購入できるので、シン
プルかつ安価な方法といえるだろう。
　次にUSB DACとヘッドホンの組

（USB DAC）→アンプ→出力（スピー
カー、ヘッドホン）となる。実は、PCオー
ディオの組み合わせの基本はこれだけな
のだ。
　PCオーディオが難しく見えるのは、
スピーカーにUSB DACとアンプが内蔵
されていたり、音源データの保存場所を
パソコンではなくネットワークのNAS
にするといった、機器によって機能がク
ロスオーバーもしくは分散しているもの
があること、そしてそれらの
機器のスペックが実に多様で
あること、パソコンの進歩が
速くついていくのが大変なこ
となどが主な理由だ。ここで
は、用途別に5種類のシステ
ムを紹介する。

ソコンが両輪となってPCオーディオの世界
を走らせているので、どちらの知識が欠け
てもシステムを上手く構築することはでき
ない。
　しかし、ある程度基本を押さえてしまえ
ば、PCオーディオはそれほど難しいもので
はない。本書を読んでいけばそうした心配
は杞憂であることがわかるだろう。自分の
パソコン環境や住宅事情、用途に合った最
適なシステムを構築して、PCオーディオ・
ライフを満喫してほしい。

用途に合わせた5種類の
システム

PCオーディオの骨組みはシンプル

　ここが違う!

   オとは何か?
text：志水照匡
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　ピュアオーディオでCDやレコードプ
レーヤーが果たしていた役割は、PC
オーディオではパソコンやスマートフォ
ン、タブレットなどが担っている。その
ため、楽曲の取り込み、変換、管理、再
生にはそれぞれ専用ソフト（スマート
フォンとタブレットの場合はアプリ）が
必要だ。
　使用するパソコンにはWindowsと
Mac、スマートフォンにはAndroidと
iPhoneなどがあり、ソフトは、Windows
とMacいずれにも対応する「iTunes」な
どの一部を除いては、当然ながら互換性
は少ない。しかし、行う作業はいずれの
機種でもほぼ同じなので、心配は不要だ。
　PCオーディオで必要なソフトは、以
下の3点となる。それは、CDなどから
楽曲データを取り込んで保存するための
「リッピングソフト」、楽曲のファイル形
式を変更するための「変換ソフト」、そ
して「音源ファイルを再生、管理するソ
フト」だ。
　まず、リッピングソフトは「iTunes」
などにも搭載されている機能だが、
FLAC形式で保存したいといったこだわ
りがある場合には専用ソフトが必要とな
る。変換ソフトはリッピングソフトの機

能に組み込まれている場合が多いので、
リッピングソフトを持っていれば変換ソ
フトを持っていなくても大丈夫だ。
　たとえば、「iTunes」を使っている
MacユーザーがFLAC形式のハイレゾ音
源をダウンロードした場合、「iTunes」
は非対応なので変換できない。そのため、
専用ソフトを使ってALAC形式に変換す
る必要がある。Macで代表的な変換ソ
フトは「XLD（X Lossless Decoder）」
で、ファイル形式の変換はもちろんのこ
と、CDからのリッピングも可能だ。
　再生・管理ソフトは、Windowsであれ
ば「foobar2000」、Macなら「Audirvana 
Plus」、Androidな ら「Poweramp」、
iPhoneなら「Kinsky」などがある（タブ
レットはスマートフォンと共通のアプリ
が使えることが多い）。中にはDLNAで
NAPが楽しめるものもあるので、選択肢
に含めてもよいだろう。

　直感的に使えるスマートフォンやタブ
レット用のアプリも続々とリリースされ
ており、PCオーディオの一角を占める
ようになってきている。スマートフォン
やタブレットは、大きく分けてAndroid
端末とiOS端末（iPhoneやiPad）が存
在するが、アプリの種類は先ほど述べた

3種類と変わりはない。
　Androidは本来、iTunesとは同期で
きないが、ライブラリを転送できる
「iSyncr-PC」（Androidとパソコンの両
方にインストールする必要がある）、登
録した楽曲を自動的に解析して分類し、
プレイリストを作成してくれる再生ソフ
トの「KENWOOD Music Control」な
どがあり、非常に便利だ。
　iOSではNASをコントロールできる
「PlugPlayer」、既存のプレイリストか
らユーザーが好みそうな楽曲を端末から
見つけ出してプレイリストを作成してく
れる「Groove」、Flac音源を再生する
「FLAC Player」など、個性的なものが
多い。

　ソフトを利用するに当たって、気にな
るのがその価格だ。無料や、使用期間後
に料金を支払えば使い続けられるシェア
ウェアが多いが、その価格は数百円～数
千円程度のものが多いので、あまり心配
する必要はない。
　不具合があった場合でも、アップデー
トが頻繁に行われており、そのたびに修
正されているので安心だ。

リッピング、変換、
再生ソフトが必要

スマートフォン用
アプリも充実

価格は無料もしくは
安価なものが多い

これだけ使えれば大丈夫!

パソコンやスマートフォンを使用するPCオーディオでは、ソフト（アプリ）を使って音源の再生や管理を行う。
ここでは、PCオーディオに必要なソフト（アプリ）にはどのようなものがあるのか、詳しく見ていくことにしよう。

PCオーディオに必要なソフトウェ
ア
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　PCオーディオで音源ファイルを入手
する方法は、音楽CDからのリッピング
と、楽曲配信サービスからのダウンロー
ドの2種類がある。ここでは、現在主流
になりつつある楽曲配信サービスについ
て話を進めることにする。
　まずその前に、パソコンで普及した圧
縮音源とその再生ソフトや再生装置、楽
曲配信サービスの歴史を簡単に振り返っ
ておこう。
　1990年代後半頃までに、パソコンの
世界で圧縮音源のMP3が音声ファイル
として定着した。これは、ブロードバン
ドの普及前でデータ量の軽い音楽ファイ
ルが好まれたこと、無料のエンコードソ
フトが豊富だったことなどから瞬く間に
普及し、MP3を再生するソフトや、CD
に焼いたMP3を聴くことができるポー
タブルプレーヤーなども発売された。
　中でも、2000年代初頭に発売された
Appleのポータブルプレーヤー、iPod
は使いやすいインターフェイスで爆発的
な人気を呼び、iPod用の管理ソフトだっ
た「iTunes」に楽曲の購入、ダウンロー
ド機能を加えた「iTunes Store」も徐々
に定着していくこととなった。

　この時期、日本ではソニー・ミュージッ
クエンタテインメントによる直営配信サ
イト「bitmusic」などの他、携帯電話向
けの着メロ、着うた配信サイトなどが
サービスを開始し、活況を呈していた。
その反面、これまで音楽販売の中心を占
めていたCDの売上は急減し、アメリカ
では本家のタワーレコードが2006年に
店舗販売を廃業（日本法人は2002年に
売却されているため、アメリカの法人と
は無関係）、HMVも、2004年にアメリ
カ市場から撤退を余儀なくされた。また、
レンタルCDで音楽CDを借りてパソコ
ンでリッピングし、ポータブルプレー
ヤーに転送する方法が普及したことも、
売上の減少に拍車をかけた。
　こうして、音楽はレコード、CDといっ
たメディアではなく、デジタル音源デー
タとして扱われるようになり、それに伴
い配信サービスが売上の大きな比重を占
めるようになっていったのである。

　現在、音楽配信サービスはさまざまな
種類があるが、大きく分けて3種類に分
類することができる。
　まず、「Amazon」のようにCDなどの
メディアと並行してデジタル音源データ

の配信を行うタイプ。次に、「Music 
Unlimited」や「レコチョク Best」など
のように、毎月定額で聴き放題のサービ
スがある。最後に、「mora（モーラ）」
や「e-onkyo music」のように、従来の
MP3やAACといった圧縮音源の他に、
高音質のハイレゾ音源の配信サービスを
行っているところだ。

　PCオーディオでは、圧倒的な高音質
が特徴であるハイレゾ音源配信サービ
ス」の利用をオススメしたい。ハイレゾ
音源は、高解像度を意味する「ハイレゾ
リューション音源」の略で、音楽CDの
規格を上回る高音質の音源データを指
す。インターネットを利用してデータを
ダウンロードする方法が一般的だ。
　現在では、新譜はもちろん、マイケル・
ジャクソンやレッド・ツェッペリンなど
の名アルバムも続々とハイレゾ音源化さ
れ、カタログも充実している。
　まずはハイレゾ音源を配信しているサ
イトにアクセスしてID、パスワード、支
払い方法などを登録して、サンプル音源
などをダウンロードして、その音質を確
かめてみよう。

圧縮音源と
配信サービスの歴史

MP3からハイレゾ音源まで
網羅する配信サービス

ハイレゾ音源を扱う
配信サービスに注目

配信サイトから音源データをダウ
ンロードしよう

現在では、PCオーディオ用にさまざまな機器が発売されているが、こうしたハードウェの普及と同じくらい重要なのが、
ソフトウェアの充実といえる。ここでは、各社が力を入れている楽曲データ配信サービスを紹介しよう。

PCオーディオ用の楽曲配信サー
ビス
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セッティングガイド
デジタルオーディオ
【スタイル別】

特集 1

～ あ な た の リス ニ ン グ ス タ イル は ど の タ イプ ～
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▲ iPhone＆iPadで聴く 12ページ

▲ Android＆タブレットで聴く 14ページ

▲ ヘッドホンで聴く 16ページ

▲ スピーカーで聴く 18ページ

▲ アンプ内蔵スピーカーで聴く 20ページ

▲ AVアンプで聴く 22ページ

▲ ネットワークオーディオで聴く 24ページ

▲ オーディオシステムで聴く 26ページ

PCオーディオといっても音楽を楽しむスタイルは人それぞれ。
もちろん今持っている製品を利用するもよし、

もっと高音質を追求したい人は、
ハイエンドな製品を組み合わせるのもよしだ。

ここで紹介している8つのリスニングスタイル＆セッティングから
自分に合うものをみつけてみよう。

text ： 武者良太



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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メディア別だからよくわかる
魅力的なキャラクターの描き方！
創作物を作るうえで欠かせないものに「キャラクター」があ
ります。その際は見た目のキャッチーさだけでなく、キャラク
ター性が感じられることが重要です。本書では、キャラクタ
ーをデザインするうえでの基礎から、見た人の印象に残る
ようにする方法を解説。スマホゲームやポスターイラスト、
ラノベ表紙など、メディアによって異なるキャラクターデザイ
ンの特徴についても解説し、読み手に合った方向を見つ
ける際にも役立ちます。

物語を動かす
キャラクターデザインと
イラストの描き方

マイナビ出版
スタジオ・ハードデラックス（著者）
160 ページ
価格：2,257 円（PDF）

その他

総勢12名のイラストレーターが
多彩な作風と考え方でキャラクターイラストを描く

本格的な補正・加工で思い出の
写真を美しく残そう！
なかなか使いこなすのが難しいPhotoshop Elements 15
の操作や機能をやさしく解説！ 補正や加工、SNSへの投
稿など写真編集をもっと楽しみたい人にぴったりな入門書
です。本書は「逆光で撮影した写真を補正するには」「年
賀状を作成してみたい」など、実際に写真を編集する上で
生まれる疑問をレッスン仕立てで解説しています。また、
グラフィックデザイナーによるプロ技や操作のコツも伝授
し、ワンランク上の技を身に付けられます。

できるPhotoshop 
Elements 15
Windows & Mac対応 
インプレス
樋口泰行・
できるシリーズ編集部（著者）
320 ページ
価格：1,631円（PDF）

グラフィック
アプリケーション

解説は基本的
に見開きで完

結。

補正前と後の
写真を

「Before・A
fter」形式で掲

載

巻頭ではさまざまな補正例を
紹介。ここから使いたい機能を見つけ出せる

依頼元からの
発注時の

イメージから、
キャラクターを

作り上げていく



AutoCADの勘所を
人気講師がやさしく解説！
3D・
CAD

CINEMA 4Dの
MoGraph/XPressoを解説 !

3D・
CAD

現役ディレクターが教える
ライティング&レンダリング
3D・
CAD

デザイン・アートのための
プログラミング環境を詳解

DTPや印刷業界全般で
知っておくべき情報を網羅

その他

表現のアイデアを形に !
「vvvv」の入門解説書

その他

できるAutoCAD
2017/2016/2015 対応

ベテラン講師が AutoCAD の基本と実践をやさし
く解説しています。初学者が押さえておくべきポイ
ントやつまづきがちな操作を特に手厚く解説して
いるので、初めてでもAutoCAD の勘所がしっか
り分かります。

インプレス
矢野悦子・できるシリーズ編集部（著者）
337ページ　価格：2,624 円（PDF）

CINEMA 4D
MoGraph/XPressoガイドブック

【解説ムービー付き】

CINEMA 4D のXPressoとMoGraph に関する
解説書。この 2 つの機能は、CINEMA 4D の中
で中級～上級レベルのユーザーが必ず引っかかる
もので、近年かなり重要視されています。本書は
MoGraphとXPressoに絞って解説しました。

マイナビ出版　冨士俊雄（著者）
328 ページ　価格：4,514 円（PDF）

［digital］
ライティング＆レンダリング 第 3 版

3DCG 制作の中でもライティングとレンダリング
にフォーカスし、より高品質な作品に仕上げるた
めの解説書。テクスチャ制作のカラーマネージメ
ント、物理ベースライティングやリニアワークフ
ローなどにも触れています。

ボーンデジタル
Jeremy Birn（著者）

472ページ　価格：7,560 円（PDF）

Processing
ビジュアルデザイナーとアーティストの

ためのプログラミング入門
Processing は、デザイナーやアーティストなどに
向けて作られたプログラミング言語／環境です。
そこでの体験は、文系と理系、デザインとエンジ
ニアリング、感性と論理という両軸における領域
横断接続をもたらします。

ビー・エヌ・エヌ新社　Ben Fry・Casey Reas（著者）、中西泰人・
安藤幸央・澤村正樹・杉本達應（翻訳）
688 ページ　価格：6,804 円（PDF）

カラー図解 
DTP& 印刷スーパーしくみ事典 2016 

DTPや印刷物に携わるすべての人に役立つ図解事
典。業界のトピック110 を特集するほか、Adobe 
Creative Cloud の最新機能、サービスを使った
表紙制作レポート、デジタル印刷機の動向などを
110 の項目にまとめました。

ボーンデジタル
ボーンデジタル 出版事業部（編集）
329 ページ　価格：4,104 円（PDF）

vvvvook̶プロトタイピングのための
ビジュアルプログラミング入門

Windows ソフト「vvvv」は様々な機能を持った
〈部品〉を線で繋ぐことで、表現のアイデアを素
早く形にできるビジュアルプログラミング環境で
す。インタラクション・2D/3D アニメーションな
ど幅広い制作で活躍します。

ビー・エヌ・エヌ新社
伊東実・星卓哉（著者）

224 ページ　価格：3,110 円（PDF）
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