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Sonica Dac とパソコンを USB 接続して再生する

Sonica Dac でできること

●再生のために必要なもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sonica DAC 本体

USB ケーブル

 電源ケーブル

※パソコンとの接続に必要です（別売）
※接続には片方が B 端子になっているケーブルを使用

※付属

USB ケーブルの端子は A-B タイプのものを
ご使用ください。一般的に、パソコン側に
は A 端子を接続します。
USB 3.0 ケーブルの B 端子は使用できませ
ん。（右図参照）

ラインケーブルには 2 種類の端子があります。

Sonica DAC を USB DAC として使用する場合は、以下のものが必要となります。

USBハードディスク
USBメモリ

ネットワーク対応
ハードディスク

パソコンCD プレーヤー等

プリアンプ、パワーアンプ、ヘッドホンアンプ

専用リモコンアプリ
「Sonica」

iOS/Android による
リモート

（NAS)

※ Windows 7 以降、
Mac OS X 10.8 以降の
OS をご用意ください

パソコン

USB A 端子入力USB B 端子入力 LAN 入力

RCA / XLR 出力

もしくはデジタル入力
アナログ入力

Wi-Fi

2Part

1Part

!ヒント！

Sonica DAC をパソコンと接続すると、パソコンに保存された音楽ファイルをお使いのオー
ディオシステムで高音質に再生することができます。

Sonica DAC にはさまざまな入力端子があります。パソコン、ネットワーク、CD プレーヤー
はもちろん、USB メモリ等もお使いのアンプ／コンポへ接続できます。
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● Sonica DAC のドライバーをインストールする（Windows のみ）・・・・・・・・・・
Windows で動作するパソコンを音楽再生にご使用になる場合は、専用のドライバーをインストールする必要があります。
以下の手順にてインストールしてください。

① インターネットブラウザを立ち上げ、
OPPO Digital Japan のホームページ

（https://www.oppodigital.jp） 上 部
の「サポート」マウスのカーソルをあ
てると出てくるサブメニューから「USB 
Audio 用ドライバーソフトウェア」を
クリックしてください

② ページをスクロールさせていく
と、「Windows10 を お 使 い の 皆 様 」

「Windows7、8 をお使いの皆様」とい
うメニューがあります。ご使用の OS の
バージョンに合わせて、「ドライバーソ
フトウェアダウンロード」の下にあるリ
ンクをクリックしてください

③ ダウンロードが終わったインストー
ラーファイルをクリック、インストー
ラーを起動させてください（写真は
Google Chrome の場合の画面）。
※インストーラーを起動させると「この
アプリがデバイスに変更を加えることを
許可しますか？」という画面がでるので、

「はい」を選択してください

③ インストーラーが起動したら、画面
の指示に従って進めてください。英文と
なりますが、基本的には「Next」をクリッ
クしていただいて問題ありません

Sonica DAC のドラ
イバーをインストール
する際は、あらかじめ
Windows パソコンと
Sonica DAC をUSB
ケーブルで接続してお
く必要があります。

!ヒント！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●接続の仕方
パソコンと Sonica DAC をつなぐ

USB ケーブル
パソコン

電源ケーブル

アンプやコンポの
入力端子へ

（次ページ参照）

※コンセントへ

Sonica DAC への接続端子はそれぞれ右図
の通りにご使用ください。

※ XLR ラインケーブルをご使用になる場合
は、2 番ホット（2+）にてご使用ください

₁ パソコンと接続するUSBケーブル
₂ コンセントに接続する電源ケーブル
₃ お使いのアンプ、コンポと接続する RCA
もしくは XLRラインケーブル

Sonica DAC で USB オーディオ再生を楽しむ場合は下記の順番に接続してください。
また、電源ケーブルは一番最後に接続を行ってください。
番号の₁〜₃は Sonica DAC 側に接続する端子を示した下図を参照してください。
※再生ソフトの設定につきましては、OPPO Digital Japan のサイト上にあるオンラインガイドをご参照ください。
　https ://www.oppodig i ta l . jp/suppor t/dsd-setup-gu ide/

!ヒント！

₁

₁

₂

₂₃

₃
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

XLR ライン出力で接続した Sonica DAC のボリュームについて

XLR ライン 出力で接続し「Bypass 〜」に設定した場合、Sonica DAC の出力がアンプ側の許容入力値を上回ると再生音に歪み
が生じることがあります。この場合 Sonica DAC のボリュームを− 7dB 程度に下げてから、アンプの音量を調節してください。

Sonica DAC の音量調節機能は「Variable Volume（可変ボリューム）」
「Bypass AUX IN（ライン入力のみ固定ボリューム）」「Bypass ALL 
Inputs（固定ボリューム」の 3 つの機能が使用できます。
 「Variable Volume」の場合 dB 単位での音量調節が可能となり、「Bypass
〜」では最大値で出力されます。

!ヒント！

Sonica DAC をスピーカーで楽しむ

Sonica DAC の接続例（RCA ケーブルを使用する場合）

電源ケーブル 電源ケーブル

RCA ケーブル
または

XLR ケーブル
スピーカーケーブル

スピーカー

アンプ

※コンセントへ ※コンセントへ

接続は L ／ R、スピーカーの＋／−を正しく接続してください。
一般的に R と＋は「赤」、L と−は「黒」もしくは「白」等で色
分けされています。

Sonica DAC をお使いのコンポーネントへ接続する場合は、「PRE OUT」端子に RCA ケーブルもしくは XLR ケーブルを接続し、お
使いのアンプやコンポの入力端子に接続してください。また、スピーカーを使用する場合はアンプのスピーカー出力端子と、ヘッドホ
ンの場合はアンプのヘッドホンジャックに接続してください。

下図はパソコン - Sonica DAC - アンプ（プリメインアンプ）- スピーカーへと接続した場合の例です。アンプやスピーカーの接続端
子の表記は、製品によって異なります。

LINE、INPUT、ANALOG IN 等と表記された端子へ接続

右チャンネルを SPEAKER、SPEAKER OUT 等と表
記された端子へスピーカーケーブルを接続。
※赤く色分けしていたり、マークがある方の端子を「+」
へ接続）

左チャンネルを SPEAKER、SPEAKER OUT 等と
表記された端子へスピーカーケーブルを接続。
※「黒」や「青」、もしくはマークのない方の端子を「−」
へ接続）

アンプ側と「＋」「−」、もしくは色分けをあわせる

Sonica DAC

パソコンから ネットワークから
（4 ページを参照）

アンプ

スピーカー（右） スピーカー（左）

【表記の例】 Sonica DAC の PRE OUT の接続先 = ライン入力端子：LINE、LINE IN、INPUT、ANALOG IN、CD など
　　　　　 アンプのスピーカー出力端子 = SPEAKER OUT、SP OUT、OUT PUT など

!ヒント！
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Sonica Dac でネットワーク再生をする

●再生のために必要なもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sonica DAC 本体

LAN ケーブル（最低 2 本）

NAS

iPhone、iPad
Android などの
デバイスと
コントロールアプリ

「Sonica」

ルーター

 電源ケーブル
※ルーターや NAS との接続に必要です（別売）

※再生する音
源を保存する
ために必要で
す。（別売）

※ネットワー
クを構築する
ために必要で
す。（別売）

※別売、NAS 内の音
源を Sonica DAC で
再生するために使用し
ます

※付属

Sonica DAC と NAS については、LAN ケーブルを用いた有線
で使用すると安定した通信環境でご利用いただけます。
コントローラーの Wi-Fi セットアップについては、お使いのデ
バイスの説明書をご参照ください。

上手く接続できない場合は、LAN ケーブルの確認や機器の再起
動、またしばらく時間を置いてみるなどの処置で解決する場合
がございます。
ネットワーク環境を構築した場合は、コントローラー上の
Sonicaを、Sonica DAC のリモコンとしてもお使いいただけま
す。

Sonica DAC をネットワークプレーヤーとして使用する場合は、以下のものが必要となります。

3Part

!ヒント！

Sonica DAC をご家庭のネットワークに接続すると、iPhone や iPad、Android にイン
ストールした「Sonica」からさまざまな音楽再生が楽しめます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●接続の仕方
ルーターへ Sonica DAC、NAS、コントローラーをつなぐ
Sonica DAC でネットワーク再生を行う場合は、ルーターへ Sonica DAC、NAS、コントローラーを接続してください。
※操作を行うアプリ「Sonica」の使い方については、取扱説明書の 12 ページ〜をご参照ください。
※お使いのアンプ等への接続方法は、本クイックスタートガイドの 2 ページをご参照ください。
※取扱説明書は、OPPO Digital Japanのウェブサイトからもダウンロード可能です。https://www.oppodigital.jp/support/manual/

NAS

LAN ケーブル

LAN ケーブル

コントローラー

Wi-Fi 接続

ルーター

Sonica DACをヘッドホンで楽しむ

RCA ケーブル
または

XLR ケーブル
ヘッドフォンアンプ

ヘッドホン

※接続端子等については、2 ページ目の「Sonica DAC の接続例」をご参照してください。

ヘッドホン出力は
「PHONE」「PHONES」
等の表記があります

Sonica DACをヘッドホンで楽しむには別途ヘッドホンアンプをご用意ください。


