多摩美の教室 PC を導入している

の八王子の方の店長が解説する

失敗しないだろうパソコン購入
Mac か Windows PC か？ その答えはドチラでも OK です。
Mac だ WinPC だと言っても、結局使用するのはイラレやフォトショです。
大凡のアプリは Mac も WinPC もほぼ同じオペレーションなので、
使い勝手は大きくは変わりません。
フォントの互換性が無いと言われますが、実際は、自分でフリーフォントを入れたり、
アプリと一緒に知らずにインストールされたりするので、
Mac と Win は元より、自分と他人のパソコンで互換性があるハズもありません。
共通しているのはフォントは、游ゴシックと游明朝の２つだけです。
世の中のシェアとしては、WinPC が 88.8%、Mac が 8.4% です。
多摩美では逆転して、学生所有も教室設置機も Mac の方が断然多いですが、
CAD に特化した環境デザインの教室は WinPC です。
映像や CG に特化した映像センターも WinPC が多いです。
専門性に特化すると WinPC を選択するコトが多くなります。
同じ理由で WinPC を購入する学生も多くなっています。
Mac を選ぶ理由
OS として Mac の方が取っ付き易い感じがある。
多摩美内でのシェア率が高いので、個人の無計画さで起こる不便さが減る。
WinPC を選ばない理由
周りが Mac だから。
WinPC を選ぶ理由
Mac には無いアプリや機能、スペックの高さを必要とするから。
コスパが重視。
Mac を選ばない理由
必要な条件を満たしていない。
iPad だけではダメな理由
高品質なアウトプットを伴うクリエイティブワークには「チカラ」不足です。
パソコンと同じ名前のアプリも有りますが、そのほとんどがフル機能ではありません。
むしろ、iPad の機能性や得意性を考慮した別物です。

パソコンを購入するに当たり現在は、少し困った状況にあります。
Mac か Win かだけではなく、CPU と言うパソコンの頭脳的な重要な部品の変換期にあります。
CPU は今までは Intel と AMD の２つのでしたが、ARM 製が３つめとして登場しました。
この ARM 製の CPU を Win では ARM と呼び、Mac では Apple Silicon や M1 と呼びます。
Intel と AMD は殆ど同じ「言語」で動きますが、ARM 製 CPU は全く異なる「言語」で動きます。
そのため、パソコンの組み合わせパターンでは４つになります。
Mac × Intel、Mac × M1、Win × Intel（AMD）、Win × ARM
問題となるのが、仮にフォトショでもそれぞれの CPU 専用のフォトショが必要になるコトです。
アプリメーカーでも、Mac と Win の違いは諦めるとして、
CPU の「言語」の違いは克服出来そうなので、以前のように２パターンに戻すのが目標です。
Mac × Universal、Win × Universal
WinPC は選択の幅があるので、Win × ARM を選ばなければ良いだけですが、
Mac は、Mac × Intel、Mac × M1、ドチラかを選択しなければなりません。
また、Apple は２年をかけて（段階的に）Intel から Apple Silicon へ転換します。
その２年間継続して新しい Intel 製 Mac が発売されるのかは不明ですが、
Apple Silicon は、たぶん、毎年のようにアップグレードされて、M2、M3 となるでしょう。
しかし、Mac × Universal のアプリが少ないのが現状です。
対応するアプリが少ない状況に Apple が用意したのが Rosetta です。
Mac × Intel 用のアプリを Rosetta を介して（翻訳して）M1 で動くようにします。
しかし、Apple は「動く」と言いますが、アプリメーカーは「使える」とは言ってはいません。
「動く」と「使える」は違います。パソコン購入にはこの「使える」がキーワードになります。
現在「使える」は Mac × Intel ですが、近い将来では Mac × M1 も「使える」になります。
M1 が「使える」ようになるのはアプリの対応（アップグレード）次第です。
パソコンの頭脳とも呼べる CPU の話をしているのに、結局はアプリの話になってない？
CPU はパソコンの購入判断の材料の１つにしか過ぎません。最重要な材料は「目的」です。
目的（= 何を製作するか）によりアプリが決まります。そのアプリには稼働条件があります。
そして、そのアプリの稼働条件を満たしたパソコンを選択する・・・だけではなく、
もう１つ考慮するコトがあります。パソコンでの製作はアプトプットが必須です。
特に印刷や映像はノープランで製作すると、アウトプットの品質に影響します。
キレイな印刷や映像は「重い」のです。この重さを軽減させるスペックも製作には必要です。
アプリの稼働条件をみると「最低スペック」と「推奨スペック」とあります。
最低スペックは「動く」で、推奨スペックは「使える」です。
そこに重さ軽減を加味すると、推奨スペックにある程度「盛ら」なければなりません。

パソコンのスペックって何？
処理能力的には、CPU と GPU（グラボ）が重要な要素です。
作業性には、メモリと保存領域の多少が関わってきます。

CPU

CPU（コンピュータの心臓部）
世代とコア数（≒グレード）とクロック（○○GHz）でその能力が決まります。
１世代での違いは約 10% ですが、毎年新しくなります。
グレードの違いがコア数（or スレッド数）の違いになるコトが多いです。
コア数（or スレッド数）の数分だけイッキに処理が出来ます。
クロックはその処理能力の速さです。
GPU（グラフィックボード：通称グラボ）
GeForce や Radeon の記載があれば搭載、Intel 何とかなら非搭載です。
M1 は「あり」ですが、アプリがそれに対応していないのは先述の通りです。
最近のグラフィック・アプリはグラボへの依存度が増していますので、
グラボの有無は作業性にかなり影響します。
無くても「動く」が「使えない」アプリもあります。
メモリ
メモリは栄養みたいなモノで「重い」作業にはガッツリと栄養が必要です。
アプリが指定する場合もあります。Adobe は 16GB 以上必要です。
4K 編集なら高性能な CPU と GPU も必要ですが、メモリは 32GB 以上必要です。
保存領域
OS とアプリとデータでの合計が総使用量になります。
実際は 1TB あっても足りませんので、パソコン内の保存領域を整理して、
データは外付け HDD に保管して、同時にパソコンのバックアップもしましょう。
Mac（高速 SSD）では選択出来ませんが、WinPC だと選択出来る場合もあります。
比較すると、HDD < USB メモリ < SSD < 高速 SSD < 超高速 SSD

推
奨

盛

推奨スペックに「盛る」と、よりサクサク感を得られます。
アプリの推奨スペックはふんわりと書いてあり、それを理解するのは難しいです。
Adobe のアプリの推奨を満たすスペックである、
コンピュータースタジオ（コンスタ）の iMac を基準として比較しましょう。
8 世代 i5/3.0GHz/6 コア、グラボ（4GB）、メモリ 16GB、容量 256GB SSD。
WinPC は希望のスペックを探して異なるメーカーの Web サイトを渡り歩きますが、
Mac の場合は「盛り」の多様性が乏しいので、機種変更が「盛り」になります。
例えば、MBp13 にグラボは搭載出来ないので MBp16 を選択する事になります。
M1+Rosetta < MBp13 < コンスタ < MBp16
MBp13 < コンスタ ≒ M1 < MBp16（M1 にアプリ未対応のため予測）

Apple MacBook M1 Air / Pro 13
Rosetta

Air には GPU（グラボ）7 コアがあるので、それは選ばないようにしましょう。
M1 の Air と MBp13 は、カタチがちょっと違いますが、基本的に同じスペックです。
MBp13 には TouchBar と PC を冷やすファンが付いているが、Air にはそれらがありません。
メモリは 16GB にカスタマイズしてください。
Apple MacBook Pro 13

13

盛

現段階では、M1 より使えますが、M1 が Rosetta 抜きなったら・・・
できれば、i5 から i7 にカスタマイズした方が良いのですが、
それだと、MBp16 との価格差が無くなります。
Apple MacBook Pro 16

16
盛

カスタマイズしても良いでしょうが、高額になってしまいます。
カスタマイズなしの安い方がコスパ的にもオススメです。
グラボもあるので、CG も映像もそれなり出来ます。
HP Spectre x360 15 / 14
盛

液タブ的な使い方が出来ます。
グラボありの 10 世代は MBp16 の安い方より CPU もグラボも高性能です。
グラボなしの 11 世代は 14 もあまりますが、メモリは 16GB のモノを選んでください。
HP ENVY 15-ep
盛

一番高いモデルでも MBp16 と同じくらいの価格で、
MBp16 のフルカスタマイズと同等のスペックです。
CG や映像がメインなら強い味方になるでしょう。

アプリ対応までガマンするとして
その対応が有料の場合もあります

〇〇学科の学生は何を選べ良い？
学生生活は授業だけではありません。
もちろん、授業や先生からの指導で
沢山の影響を受けますが、
先輩や仲間、サークルからも
沢山の刺激を受けます。
むしろ、変化し続ける方が
普通の状態なのかもしれません。
それなのに「そんな質問」に
答えを求められても・・・
敢えて、影響や刺激を無視して
「コレだろう」を
ザックリと考えてみました。

直ぐに必要ではありませんので、アプリの M1 対応を余裕で待てます。

工芸

13

16

グラフィック

プロダクト

日本画

油画

版画

彫刻

Illustrator
Photoshop、Lightroom
パソコンがメインの制作ツールです。出来るだけハイスペックにしましょう。
周りはほぼ（教室も含めて）Mac ユーザーです。
Illustrator、Photoshop、InDesign、AfterEffects、Premiere、
Maya、ZBrush
Mac か Win か難しいですが、ドチラでもハイスペックが望ましいです。
現在の教室は Mac ですが、高性能な 3D プリンタ等は WinPC を利用します。
Rhinoceros、Keyshot、AutoDesk アプリ
Illustrator、Photoshop、AfterEffects、PremierePro

直ぐに必要ではありませんので、アプリの M1 対応を余裕で待てます。

直ぐに必要ではありませんので､アプリの M1 対応を余裕で待てます。

Illustrator
Photoshop、Lightroom

Illustrator
Photoshop、Lightroom

テキスタイル

制作に多様性があります。正解が難しいでので、何でも OK なスペックで。

教室は CAD と CG に特化した WinPC です。

Adobe 全般
CG アプリ（Blender、Maya など）

AutoCAD、Maya、3ds MAX
Illustrator、Photoshop、Lightroom

環境

版画自体の多様性が広がっていますので、やはり、何でも OK なスペックで。

制作に多様性があり、その制作自体がパソコン的に「重い」のでハイスペックに。

Photoshop
Illustrator、Lightroom

Adobe 全般、Processing、Arduino、Xcode、MAX/MSP
CG アプリ（Cinema 4D、Unity など）

メディア芸術

CG でのモデリングと 3D プリンタを使う技法もあります。

制作に多様性があり、その制作自体がパソコン的に「重い」のでハイスペックに。

Illustrator、Photoshop、Lightroom
CG アプリ（Blender、Maya など）

Illustrator、Photoshop、AfterEffects、Premiere、Adobe XD
CG アプリ（Cinema 4D、Maya など）

情報デザイン

芸術

直ぐに必要ではありませんので、アプリの M1 対応を余裕で待てます。

結論は出ません

InDesign
Illustrator、Photoshop、Lightroom

結局は「Mac か WinPC か」「どんなスペックが正解か？」への答えはありません。
もし、コロナ禍が続くなら、オンラインでの授業は残るでしょう。
それに現在対応出来ているのなら、急がずに待ちましょう。
大学に来てから、同級生と確認し合ったり、先輩から助言を訊いてからでも遅くはありません。

制作に多様性があります。正解が難しいでので、何でも OK なスペックで。

統合デザイン

Adobe 全般
Rhinoceros、Cinema 4D
映像として保管しますので、その編集ツールとして使います。

演劇舞踊

AfterEffects、PremierePro
Illustrator、Photoshop、Lightroom
舞台設計のイメージ作成ツール、保管としのて映像や写真のツールとして使います。

劇場美術

VectorWorks
Illustrator、Photohsop、Lightroom
パソコンのスペックが制作を左右する分野です。

個人 CG 映像

Blender、Maya、ZBrush
AfterEffects、PremierePro
板タブ、液タブが必須な分野です。

個人 漫画

Clip Studio
Photoshop、InDesign

パソコンも必要ですが、その費用をレンズに回しましょう。

個人 写真

Lightroom
Photoshop

難しいのは、Mac M1 についてです。
M1 が発表されたのは去年の 11 月なので、先輩達は M1 を持っていません。
しかし、考え方を変えれば、M1 を選ばなくても先輩達と同じだってコトです。
と、言い聞かせても、Intel と決別する Apple で、新しく買うのはやっぱり M1 だろう。
今は Rosetta で何とか動きますが、きっと近い将来ちゃんと使えるようになるも確かです。
Mac も WinPC も毎年毎年新しくなります。しかし、そのライフサイクルが日本と合っていません。
欧米の年度末の 6 月や年度始めの 9 月、ホリデーシーズン始まりの 11 月、
その何れかで新機種を発表するコトが多く、4 月が年度始めの日本とズレが生じているのです。
加えて、世界規模で半導体が品薄の状況でもあります。
大学４年間ズっと使うパソコンですので、購入時期を見極めたいが見極めきれないのが現状です。
と、嘆いても始まりませんので、待つなら待つ、買うなら買う、不退転の気持ちが必要です

買うなら
Apple には学割がありますが、多摩美は「Apple on Campus」に加盟していますので、
それを利用すれば、学割よりも安価に購入出来ます。
問い合わせたところ、入学前でも合格通知があれば Apple on Campus の対応となるそうです。
学割や Apple on Campus は、Apple Store でのみ扱っています。
また、Mac のカスタマイズも Apple Store でしか出来ません。
0120-994-994 がアカデミック専用番号です。まずは問い合わせてみましょう。
WinPC での学割は、それぞれのメーカーで対応が異なります。ご確認ください。
先の説明では、HP 社のパソコンを挙げましたが、他のメーカーでも問題はありません。
他のメーカーでは、大手の Lenovo や DELL、日本独自の MOUSE やドスパラなどです。
富士通や NEC のパソコンは家電の域から出ていませんのでオススメしません。
せっかく WinPC を購入するなら、Mac 以上のスペックや Mac にはない機能を求めましょう。
特にグラボのスペックを求めるならゲーミング PC もオススメです。
デザインが「ちょっとあれ」ですが、クリエーター PC よりもコスパが良い場合があります。
グラボのスペックを求める理由は使うアプリによります。
アプリによっては CPU を優先する場合もありますので、CPU とグラボのバランスを考えましょう。
AMD は推奨スペックから外れる場合があります。Windows × ARM は買わないように。

