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[注意]この文書はあくまで 2011 年 11 月の時点で有限会社イーディオの飯田が VortexBox 1.9 で

調査した機器に特有の問題を解決した記録です。お客様や一般的な LINUX/VortexBox に適用

できるとは限りません。それぞれのサポートについては有償で行います。

Music サーバの中で今は VortexBox と言うのをインストール込みで販売している。

VortexBox の説明はここから入り、documentation とか Wiki,forum などで調べると良い。

Download はここに書いた比較的安定している version 1.9 であれば

  

図 1: Vortexbox の最初の画面

この Vortexbox を採用した理由は以下のようにいくつかある。

・サーバの機能が豊富

サーバ機能として Samba , DAAP(iTunes) , DLNA , Squeezebox(Logitech Media　

Server)、MPD に対応してい るので幅広いオーディオ用のサーバとして使いやすい。

・標準でメディアを DVD/CD ドライブに入れるとリッピング

flac エンコード、それぞれのサーバの曲のディレクトリに登録され、外部からアクセスできる。

Flac だけでなく MP3 も使える。

・コンピュータ負荷が軽く音質が良い

Windows7 と比しても CPU の負荷が軽く、当然ながら音質も良い。

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001712922438
http://vortexbox.org/


・ハイサンプリングにも対応している

標準機能で 192KHz/24bit までの flac ファイル(可逆圧縮)/wav(非圧縮)ファイルが再生

できる。

・サポート体制がある

供給元とコンタクトが取れているので色々やり易い。本来フリーだが、基本的にオープンな

作りであり、自分で追加し易い。

・音楽再生用ファイル・サーバとしては MPD が使用されている。

内部的には Music Player Daemon を利用しているのは Voyage MPD などと同じですが、

ベース OS が LINUX の中の Fedora と言うのが私どもには扱い易い点でもあります。

LINUX の中でも RedHat 系に近い FEDORA 14  ～  16      であり、割と標準的な LINUX の使い

方もできる。X Window とか gnome とかも入れれば走ります。私どもでは入れるようにしてい

ます。

・サポートされているカードが多い

オーディオの再生用としても利用でき、現在ステレオ 2ch の再生で試した限りでは Realtek
の ALC シリーズのほとんどのオンボードサウンドチップ、ONKYO の SE200-PCI など

ALSA　(Advanced LINUX Sound Architecture)のライブラリでかなりのものが動作する。

特に最近の LINUX では PC オーディオの標準になりつつある USB クラス 2 のオーディオ

I/F で動作するものはほとんど全て動作する。これには私どもが扱っている 384KHz/24bit
の再生が可能な MSB Technology Platinum DAC-IV      シリーズ  も使えます。

インストールして使っていると色々覚えておかなくてはならないコツがあるので書き

足していこうと思う。

• 中古 PC を生かせます。

中古の PC でもインストールに必要なメモリは 1GB＋程度、HDD は 200GB 以上あ

るものを選びます。たとえば中古で実績のあるものでは hp の dc5700sf にメモリが

1GB 以上ついていて HDD を 200GB 以上のもの。これだと 1 万円ちょっとでしょう。

正確には CD の枚数に 0.5GB を掛けてシステム分の容量 50GB くらいを足せば、

十分です。200GB だと 300 枚くらい、1000 枚だと 600GB くらいが妥当です。CPU
は当面は CeleronD とかでもいけます。

• 安定したバージョンは 1.9?
インストールは実績から言うと 2011 年 11 月の段階では FEDORA 16 ベースの

version 2.0 も公開されていますが、私が今 Core i5 にインストールしたテストでは

音...飛び(戻ることも!)が生じて MPD と MPD クライアントとの通信がパケット順に処

理されないと推測されるトラブルがありました。2011 年 11 月時点では Core i5 用に

は FEDORA 14 ベースと少し古いですが、version 1.9 が良さそうでそれを利用しま

した。

• インストール時の諸注意(Advanced Mode / 日本語設定)
OS の HDDへのインストール時に Advanced Mode で行うと LVM での容量設定な

どが細かくできます。ただし、ここで言語とキーボード選択で「日本語」と「日本語

キーボード」を選択するのはやや危険です。Vortexbox の内部のエラーメッセージ

などの「日本語」のメッセージファイルがなく、制御用の Web ブラウザ上で本来

http://www.msbtech.com/products/dac4home.php
http://fedoraproject.org/


「running または起動中」とか出るべき表示が「Unknown」になります。これもあり、

2011 年 11 月の時点ではインストールは英語の default モードで行いました。動作そ

のものは日本語モードでも正しくしている雰囲気はあるのでもう少しすれば改善され

る可能性があります。

• 新しい CPU/チップセットは確認が必要

• またチップセットで 2011 年 11 月時点でお客様が供給された ASUS のマザーボード

P8Z68M-Pro では HDD のインターフェイスの機能を古い互換モードにしてやらない

と vortexbox (Fedora 14/16)のインストールが途中で止まってしまうと言うトラブルが

ありました。これは標準の Fedora の問題でまだ解決していないようです。

新しい CPU/チップセットでインストールするときは要注意です。 上のための試行錯

誤で 2011 年 11 月時点でお客様の Core i5/ASUS P8Z68M-Pro になんと 6回以上

インストールをしました。幸いマシンが速いので最速では 2TB の HDD の LINUX
のファイルシステムのフォーマット含めて 20 分以内だったが、立ち上げては色々な

項目をテストするのに時間がかかりました。

•
                ・ IP アドレスの設定(少しコマンドを叩いた)

ネットワークの IP アドレスは default では DHCP サーバにより割り当てられる指定に

なっているはずだが、インストール直後アドレスが DHCP サーバから取得できない

(Timeout が速過ぎるのか?)ことがあった。

これはインストール直後は仕方なく

# dhclient -r  (一旦DHCP のリクエストを解除)
# ifconfig eth0 192.168.xx.xx(手でアドレス指定 xx は環境で異なる)
とかルータで許される IP アドレスを直接コマンドでタイプして実行し、ネットワーク上

の PC からそのアドレスを指定してブラウザで最初のページを開いた。

 　　　・ nmb の再起動が必要なことがある(ファイルサーバ Samba サービスの設定)
一旦Web で外部 PC から開ければリブートやシステム名変更などもブラウザででき

る。またいくつかの画面は言語設定ができるので曲名の表示だけでなく、日本語で

の再生メニューの指定などができる。

またよくあるトラブルのひとつは nmb name bind のサービスがうまく立ち上がらない

ケースだ。特に最初は DHCP のアドレス取得ができないと nmbd もエラーで進まなく

なる。これも最初は root で入り、手で

# service nmb status とか入れて not running とか dead とか出てきたら
# service nmb restart
# service smb restart
などとして Samba関連のサービスを再立ち上げしてやると良い。

　　　　　　　・　テスト用データを CD からリッピング

再生のテストをする前にデータを入れておく必要があり、同時に CD ドライブからの

リッピングのテストをすることになる。

まず、市販の音楽 CD でないと CD のデータベースに登録されていないので市販

の音楽 CD を用意する。

これを CD-ROM ドライブ(DVD-RAM でも良いが)に挿入するとリッピングが自動で

始まる。

この進捗状況を見たいときはメインメニューの上から３つ目のリッピングのアイコンを

クリックすると状況がログになって出ている。



CD のインデックス読み出し→WAV ファイルにリッピング→flac(設定によっては

MP3/Apple Lossless)ファイルに変換→格納というプロセスが見える。

ここまででネットワークの設定がうまく行っているかなどを見ておこう。ネットワークは



メインメニューの左の上から 6番目の LAN カードのアイコンをたたいて DHCP やホ

スト名などを設定する。DHCP を指定してリブートした途端にアドレスがじか打ちした

ものと変わって URL/IP アドレスが変更されることもあるので注意してください。

• このような設定のとき、ネットワーク上の別の Windowsマシンからは下のように見え

ます。

• さて音楽関連のサーバの動作は LAN カードのアイコンの下のドライバーとスパナ

のアイコン(いかにも設定っぽい)をたたきます。Service Manager とある項目で図の

ようになっているのが最初の状態です。つまりサーバソフトは動作・起動中でプレイ

ヤー(再生ソフト)が動作していない状態です。このようになっていれば後は

VortexBox Player を起動してやるだけで音楽再生ができます。



・VortexBox Player に対して、オーディオデバイスの指定をする必要があります。これにはメインメ

ニューの下から二つ目のアイコン(スピーカみたいなアイコン)をクリックして指定します。



• 最初の 1 行目に VortexBox Player とある行を見てください。このデバイスのところに

default の代わりにたとえば hw:1,0 とか入れます。これに関してはローカルかまたは ssh ができる端

末で root として入り、このデバイス指定は基本的には ALSA の仕様に準じたものです。

この部分の指定でアナログ出力やデジタル出力のあるデバイスがあればオーディオ再生もできま

す。デバイスを知るには LINUX にログインして
# aplay -L 
とコマンドを打ちます。
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default:CARD=SE200PCI
ONKYO SE200PCI, ICE1724
Default Audio Device



front:CARD=SE200PCI,DEV=0
ONKYO SE200PCI, ICE1724
Front speakers
rear:CARD=SE200PCI,DEV=0
ONKYO SE200PCI, ICE1724 Surround PCM
Rear speakers
center_lfe:CARD=SE200PCI,DEV=0
:
(以下省略)
のようにデバイスのリストが出てきて Music サーバ内で認識されているサウンドカードが出てきます。

これで指定をします。

これで次はいよいよ再生です。これには Squeezebox のサーバをブラウザから利用します。

Android とかを持っている人は Androidマーケットで Squeezebox のクライアントソフトを購入すると

リモートのプレーヤになります。

ここではサーバについている ALSA の hw:0,0 のデバイスを接続して再生することにします。

まず上で指定したデバイスで Vortexbox Playerソフトが動いているかをドライバーとスパナのアイコ

ンをクリックして Service Manage...r で VortexBox Player が Running の状態であることを確認します。

次に今度は Squeezebox サーバのページを左にあるアイコンから上から二つ目のオレンジ色のス

ピーカのようなアイコンをクリックします。これで出てくる画面でメニュー→MyMusic→「アルバムを

ブラウズする」で出てくるアルバム(先ほどリッピングしたアルバム)を選んで再生アイコン(△の角が

右向きのもの)をたたくとアルバム再生が始まります。

これであなたも中古 PC買ってきて Music サーバ構築ができます。

中古 PC なら 2 万円もあれば家の CD が片付けられます。

#決してリッピングした全部の CD をヤフオクで売り払ったりしてはいけませんよ!
http://info.vortexbox.org/tiki-index.php?page=GUI
にあるとおりにして gnome 入れてみたら何かモジュールが conflict だと言われた。以前の

CeleronD のときはそのままで通っているのに変だな。LINUX は慣れていない顧客の方の所有物

で簡単に X が使えるようにと言うので代わりに kde を入れたが、デスクトップ上にほとんど何も出な

い。kde ってこういうものなのか?それとも設定を間違えたか?　
info.vortexbox.org なんかやっているうちにメニューが出てきた。まっいいかー。 こちらも別のノート

で書いたのと同じく MPD で動作している。違うのは自前で持っているのが Vortexbox Player と言う

再生ソフトでこれが MPD のクライアントになっているようです。
/usr/bin/mpd /etc/vortexbox-player/mpd0.conf
として MPD(Music Player Daemon)を起動している。

ちなみに /etc/vortexbox-player/mpd0.conf は以下のようになっています。
# Created by Configure VortexBox Player on November 17, 2011, 10:54 am
# If you edit this file it will be over written the next time you make
# changes in the Configure VortexBox Player GUI.
#
music_directory "/storage/music/flac"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/database"
log_file "/var/log/mpd.log"
pid_file "/var/lib/mpd/pid"
state_file "/var/lib/mpd/state"
sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
port "6600"
zeroconf_enabled "yes"

http://info.vortexbox.org/tiki-index.php?page=GUI


zeroconf_name "VortexBox Player"

audio_output {
type "alsa" /*ALSA library */
name "VortexBox Player"　/* Program Name??*/
device "hw:1,0" /*device name for vortexbox player*/

}
ちなみに MPD の gnome クライアントの Windows版GMPC で再生ができたと思っ

たらサーバサイドの Playerソフトを起動している。やはり WinAmp のプラグインがま

ともかな?foobar2000 のプラグインもあっても良いのだが、ないね～。

foobar2000 には dlna(uPnP)のプラグインがあるのでそれを入れてみたが割とサーバ

DIR をブラウズ→再生と快調に動作する。これでいいっか～と言う感じ。
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