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はじめに

箱の中身を確認する
1. 本体 (1)
2. リモコン (RC-912R) (1)、乾電池 ( 単 4 形、R03) (2)
3. 測定用マイク (1)
0 初期設定の際に使用します。
4. FM 室内アンテナ (1)
5. AM 室内アンテナ (1)
6. 電源コード (1)
0 クイックスタートガイド (1)
0 Basic Manual ( 本書 )
0 保証書 (1)
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0 スピーカーはインピーダンスが 4 〜 16 Ω のものを接続
してください。
0 電源コードは、すべてのケーブル接続が完了してから接
続してください。
0 他社製品との接続により生じたいかなる損害に対して
も、当社では責任を負いかねます。
0 お使いいただけるネットワークサービスやコンテンツ
は、ファームウェアのアップデートにより新しい機能が
追加されたり、サービスプロバイダーのサービス終了な
どによりご利用できなくなる場合があります。
0 ファームウェアアップデートの詳細については、後日弊
社ホームページなどでお知らせいたします。
0 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

音のエチケット
楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になる
ものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜
間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも
一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
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(*)Advanced Manual で詳しい内容を紹介しています。

各部の名前

各部の名前




















前面パネル
1. Í On/Standby ボタン
2. Hybrid Standby インジケーター : HDMI スタンバイスルー やネットワークスタンバイ
などの本機がスタンバイ時に働く機能が有効に設定されているときに、本機がスタンバ
イになると点灯します。
3. フロントスピーカーの音質を調整することができます。Tone ボタンを押して、
「Bass」、
「Treble」から調整したい内容を選び、j、i ボタンを押して調整します。
4. リモコン受光部：リモコンからの信号を受信します。
0 リモコンの受光範囲は距離が約 5 m、角度は上下 20 、左右 30 以内です。
5. Listening Mode ボタン : 「Movie/TV」、
「Music」または「Game」ボタンを押してリ
スニングモード (P30) を切り換えます。(*)
6. 表示部 (P4)
7. Dimmer ボタン : 表示部の明るさを 3 段階で切り換えることができます。完全に消灯す

     







ることはできません。
8. Memory ボタン : AM/FM 放送局を登録するときに使用します (P28)。
9. Tuning Mode ボタン : AM/FM 放送局の自動選局 / 手動選局を切り換えるときに使用
します (P27)。
10.Info ボタン : 表示部の情報を切り換えます (P30)。
11.Setup ボタン : 本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定項目をテレビや表
示部に表示することができます。(*)
12.カーソル (S / T / W / X)、Enter ボタン : カーソルで項目を選び、Enter で決定しま
す。チューナー使用時には選局に使用します。
13.Return ボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
14.Master Volume ダイヤル
15.Zone 2 ボタン : マルチゾーン機能の操作に使用します (P29)。
Oﬀ ボタン : マルチゾーン機能をオフにします (P29)。
16.Zone 2 Level 4/3 ボタン : マルチゾーン機能の音量を調整します (P29)。
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17.Phones 端子 : 標準プラグ (φ6.3 mm) のヘッドホン
を接続します。
18.AUX Input HDMI 端子 : HDMI ケーブルを使用して、
ビデオカメラなどを接続します。
19.入力切換ボタン : 再生する入力を切り換えます。
20.AUX Input Video/Audio 端子 : オーディオビデオ用
ピンケーブルを使用して、外部機器の映像信号や音声
信号を入力します。
21.Setup Mic 端子 : 付属の測定用マイクを接続します。

















表示部
1. スピーカー / チャンネル表示 : リスニングモードに対応した出力チャ
ンネルを表示します。
2. 次の状態のときに点灯します。
Ë: ヘッドホン接続時
Z2: ゾーン 2 がオンのとき
: BLUETOOTH 接続時
: Wi-Fi 接続時
NET: 「NET」入力切換でネットワークに接続されているとき。ネッ
トワークに正しく接続されていないときは点滅します。
USB: 「NET」入力切換で USB が接続かつ選択されているとき。
USB が正しく接続されていないときは点滅します。
HDMI: HDMI 信号が入力かつ選択されているとき
DIGITAL: デジタル信号が入力かつ選択されているとき
3. 入力されているデジタル音声信号の種類やリスニングモードに応じて
点灯します。
4. 次の状態のときに点灯します。
TUNED: AM/FM 放送局の受信時
FM ST: FM ステレオ局の受信時
SLEEP: スリープタイマーが設定されているとき (*)
AUTO STBY: 自動スタンバイが設定されているとき (*)
5. 消音中に点滅します。
6. 入力信号のさまざまな情報を表示します。
7.「NET」入力切換での操作時に点灯することがあります。
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後面パネル
1. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL 端子 : 光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブ
ルを使用して、テレビや AV 機器のデジタル音声信号を入力します。
2. TUNER AM/FM 75Ω 端子 : 付属のアンテナを接続します。
3. VIDEO IN 端子 : ビデオ用ピンケーブルを使用して、AV 機器の映像信号を入力します。
4. 無線アンテナ : Wi-Fi 接続を行う場合や、BLUETOOTH 対応機器をご使用の場合に使用
します。接続状況に応じて、アンテナの角度を調整してください。
5. USB 端子 : USB ストレージを接続して音楽ファイルを再生します。USB ケーブルを使
用して、USB 機器への電源供給 (5 V/1 A) も可能です。
6. ETHERNET 端子 : LAN ケーブルを使用して、ネットワークに接続します。
7. COMPONENT VIDEO IN 端子 : コンポーネントビデオケーブルを使用して、AV 機器の
映像信号を入力します。(480i の解像度のみに対応しています。)
8. HDMI OUT 端子 : HDMI ケーブルを使用してテレビやプロジェクターなどのモニターと







接続し、映像信号や音声信号を伝送します。
9. HDMI IN 端子 : HDMI ケーブルを使用して AV 機器と接続し、映像信号や音声信号を伝
送します。
10.RS232 端子 : ホームコントロールシステムに接続する端子です。(*)
11.電源入力 AC100V 端子 : 付属の電源コードを接続します。
12.GND 端子 : レコードプレーヤーのアース線を接続します。
13.AUDIO IN 端子 : オーディオ用ピンケーブルを使用して、テレビや AV 機器の音声信号
を入力します。
14.SPEAKERS 端子 : スピーカーケーブルを使用して、メインルームのマルチチャンネル
スピーカーや別室 ( ゾーン 2) のスピーカーを接続します。( バナナプラグに対応してい
ます。)
15.ZONE 2 PRE/LINE OUT 端子 : オーディオ用ピンケーブルを使用して、別室 ( ゾーン
2) のプリメインアンプやパワーアンプと接続し、音声信号を出力します。
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16.SUBWOOFER PRE OUT 端子 : サブウーファーケー
ブルを使用して、アンプ内蔵サブウーファーを接続し
ます。アンプ内蔵サブウーファーは 2 台まで接続可能
です。それぞれの SUBWOOFER PRE OUT 端子から
は同じ信号を出力します。
17.PRE OUT 端子 : パワーアンプを接続します。(*)
18.IR IN A/B、IR OUT 端子 : マルチルームリモートコン
トロールキットに接続する端子です。(*)
19.12V TRIGGER OUT A/B/C 端子 : 12V トリガー入力
端子を持つ機器と接続し、その機器と本機を連動させ
る端子です。(*)

リモコン




















Info
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1. Í On/Standby ボタン
2. 入力切換ボタン : 再生する入力を切り換えます。
3. Q (Quick Menu) ボタン : 「トーン」「レベル」などの設定を、再生中にテレビ
の画面ですばやく行うことができます。
「その他」では HDMI 出力の切り換え
(P16) を行うことができます。(*)
4. カーソル、Enter ボタン : カーソルで項目を選び、Enter で決定します。
W / X ボタンは、テレビの画面で音楽フォルダやファイルなどのリストが一画
面で表示されない場合に、画面を切り換えることができます。
5. ボタン : 本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定項目をテレビ
や表示部に表示することができます。(*)
6. ボリュームボタン
7. ボタン : 一時的に消音します。もう一度押すと消音状態を解除できます。
8. リスニングモードボタン : リスニングモード (P30) を選びます。(*)
Main/Zone 2 ボタン : マルチゾーン機能 (P29) の操作に使用します。(Zone 3
ボタンは本機では使用できません。)
9. 再生操作ボタン : Music Server や USB 再生の再生操作に使用します。
10.
ボタン : Music Server や USB 再生時にリピート / ランダム再生の操作
に使用します。押すたびに
(1 トラックリピート )、 ( フォルダリピート )、
( ランダム ) に切り換わります。
Clear ボタン : テレビ 画面での文字入力時に、入力した文字をすべて消去しま
す。
11. ボタン : 表示部の情報を切り換えます。
12. ボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
13. Mode ボタン : AM/FM 放送局の自動選局 / 手動選局の切り換え (P27) や、マ
ルチゾーン機能 (P29) の操作に使用します。
14. Memory ボタン : AM/FM 放送局を登録するときに使用します (P28)。
リモコンが効かないときは : ゾーン 2 を操作する
モードに切り換わっている場合があります。
Mode ボタンを押しながら、リモートインジケー
ターが 1 回点滅するまで Main ボタンを 3 秒以
上押して、メインルームを操作するモードに切り
換えてください。

> はじめに

> 各部の名前

> 接続する

> 初期設定

> 再生する

> Advanced Manual
困ったときは | 追補情報など

接続する

設置・接続の流れ
本機は、設置するスピーカーのレイアウトや外部機器との
接続を、さまざまなパターンの中から選ぶことができま
す。以下の流れをお読みになって、スムーズな設置、接続
にご活用ください。

1

Step1: スピーカーを設置する
P8 から P12 の中から、お持ちのスピーカーやご使用環境
に応じてスピーカーレイアウトを選び、それぞれのページ
のイラストや説明文を参考にしてスピーカーを設置しま
す。スピーカーレイアウトには、サラウンドバックスピー
カーを使用したシステムや、ハイトスピーカーを使用した
システム、またはバイアンプ対応スピーカーを使用したシ
ステムがあります。また、P13 の「スピーカー組み合わ
せ一覧」では、スピーカーの組合せパターンの一覧をご確
認いただけます。

Step2: スピーカーを接続する

2

3

P8 から P11 のスピーカーレイアウトの場合は、P14 を、
P12 のバイアンプ対応スピーカーを使用したスピーカー
レイアウトの場合は、P15 を参照して、スピーカーシス
テムと本機を接続します。なお、それぞれのイラストと説
明文を参考にして、事前に必要なケーブルをご用意いただ
くと、接続がスムーズに進みます。

Step3: テレビや AV 機器を接続する
P16 から P21 をご覧いただいて、テレビやブルーレイ
ディスクプレーヤーなどの外部機器、そして付属品のアン
テナなどを接続します。また、P20 では、メインルーム
以外の別室でも音声を楽しむことができるマルチゾーン接
続をご紹介しています。なお、それぞれのイラストと説明
文、および外部機器の端子の形状などをご確認のうえ、事
前に必要なケーブルをご用意いただくと、接続がスムーズ
に進みます。
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Step1: スピーカーを設置する
7.1 チャンネルシステム

＊1

＊2

＊3

＊ 1: 22e 〜 30e、＊ 2: 90e 〜 110e、＊ 3: 135e 〜 150e

8

フロントスピーカーは前方のステレオ音声を、センタース
ピーカーはセリフやボーカルなど画面中央の音声を出力し
ます。サラウンドスピーカーは後方音場を創出します。ア
ンプ内蔵サブウーファーは重低音を再生し、音場の密度感
を高めます。これらの基本の 5.1 チャンネルシステムにサ
ラウンドバックスピーカーを加えたシステムを 7.1 チャン
ネルシステムと呼びます。サラウンドバックスピーカー
は、後方音場の包囲感や音のつながりを向上させ、よりリ
アルな音場を創出します。また、サラウンドバックスピー
カーの設置により、Dolby Atmos フォーマットの入力で
は、最新の 3D サウンドを実現する Dolby Atmos リスニ
ングモードが選択できます。
フロントスピーカーは耳の高さに、サラウンドスピーカー
は耳の高さのちょうど上に設置するのが理想です。セン
タースピーカーは視聴者に向くよう角度をつけて設置しま
す。アンプ内蔵サブウーファーは、センタースピーカーと
フロントスピーカーの間に設置すると、音楽ソースでも自
然に再生できます。サラウンドバックスピーカーは耳の高
さに設置するのが理想です。
0 サラウンドバックスピーカーを設置する場合、サラウン
ドスピーカーの設置は必須です。
0「スピーカー組み合わせ一覧」(P13) では、スピーカー
組合せ例の詳細を紹介しています。
1, 2 フロントスピーカー
3
センタースピーカー
4, 5 サラウンドスピーカー
6
アンプ内蔵サブウーファー
7, 8 サラウンドバックスピーカー
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5.1.2 チャンネルシステム -1
( フロントハイスピーカー / リアハイスピーカー )

＊1

＊2

フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドス
ピーカーそしてアンプ内蔵サブウーファーで構成される基
本の 5.1 チャンネルシステムにハイトスピーカーのタイプ
のひとつであるフロントハイスピーカー ( 前方 ) またはリ
アハイスピーカー ( 後方 ) を加えたシステムです。このハ
イトスピーカー の設置により、Dolby Atmos フォーマッ
トの入力では、頭上を含む最新の 3D サウンドを実現する
Dolby Atmos リスニングモードが選択できます。フロント
ハイスピーカー ( 前方 ) またはリアハイスピーカー ( 後方 )
はフロントスピーカー の少なくとも 0.9 m 以上高く設置
します。フロントハイスピーカー ( 前方 ) はフロントス
ピーカーの真上に設置し、リアハイスピーカー ( 後方 ) の
左右の間隔はフロントスピーカーの左右と合わせます。ど
ちらの場合も、視聴者に向くよう角度をつけて設置してく
ださい。
0「スピーカー組み合わせ一覧」(P13) では、スピーカー
組合せ例の詳細を紹介しています。
7, 8 ハイトスピーカー
いずれか 1 つを選びます：
0 フロントハイスピーカー ( 前方 )
0 リアハイスピーカー ( 後方 )

＊ 1: 22e 〜 30e、＊ 2: 120e
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5.1.2 チャンネルシステム -2
( 天井埋め込み型スピーカー )

＊3
＊2

＊1

フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドス
ピーカーそしてアンプ内蔵サブウーファーで構成される基
本の 5.1 チャンネルシステムにハイトスピーカーのタイプ
のひとつであるトップフロントスピーカー ( 前方 ) または
トップミドルスピーカー ( 真上 ) またはトップリアスピー
カー ( 後方 ) を加えたシステムです。このハイトスピー
カーの設置により、Dolby Atmos フォーマットの入力で
は、頭上を含む最新の 3D サウンドを実現する Dolby
Atmos リスニングモードが選択できます。トップフロント
スピーカー ( 前方 ) は視聴位置から前方の天井に、トップ
ミドルスピーカー ( 真上 ) は視聴位置の真上の天井に、
トップリアスピーカー ( 後方 ) は、視聴位置から後方の天
井に取り付けます。それぞれ、左右の間隔はフロントス
ピーカーの左右に合わせるのが理想です。
0 ドルビーラボラトリーズは Dolby Atmos の効果を最大
に高める設置として、このタイプのハイトスピーカーの
設置を推奨しています。
0「スピーカー組み合わせ一覧」(P13) では、スピーカー
組合せ例の詳細を紹介しています。
7, 8 ハイトスピーカー
いずれか 1 つを選びます：
0 トップフロントスピーカー ( 前方 )
0 トップミドルスピーカー ( 真上 )
0 トップリアスピーカー ( 後方 )

＊ 1: 30e 〜 55e、＊ 2: 65e 〜 100e、＊ 3: 125e 〜 150e
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5.1.2 チャンネルシステム -3
(Dolby Enabled スピーカー (Dolby Speaker))

＊1

＊2

フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドス
ピーカーそしてアンプ内蔵サブウーファーで構成される基
本の 5.1 チャンネルシステムにハイトスピーカーのタイプ
のひとつである Dolby Enabled スピーカー ( フロント )
または Dolby Enabled スピーカー ( サラウンド ) を加え
たシステムです。Dolby Enabled スピーカー は天井に向
くように設計された特殊なスピーカーで、音声を天井で反
射させて頭上から音声が聞こえる効果があります。このハ
イトスピーカーの設置により、Dolby Atmos フォーマッ
トの入力では、頭上を含む最新の 3D サウンドを実現する
Dolby Atmos リスニングモードが選択できます。
それぞれ、フロントスピーカーまたはサラウンドスピー
カーの上に設置します。
0「スピーカー組み合わせ一覧」(P13) では、スピーカー
組合せ例の詳細を紹介しています。
7, 8 ハイトスピーカー
いずれか 1 つを選びます：
0 Dolby Enabled スピーカー ( フロント )
0 Dolby Enabled スピーカー ( サラウンド )

＊ 1: 22e 〜 30e、＊ 2: 120e
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バイアンプ接続
5.1 チャンネルシステムでは、バイアンプ接続に対応した
フロントスピーカーを接続して、低音域と高音域の音質を
向上させることができます。バイアンプ対応スピーカーの
ツィーター用端子とウーファー用端子に、別々のアンプを
接続するため、この接続ではハイトスピーカーやサラウン
ドバックスピーカーを接続することはできません。フロン
トスピーカー以外はセンタースピーカー、サラウンドス
ピーカー、アンプ内蔵サブウーファーを接続することがで
きます。
0「スピーカー組み合わせ一覧」(P13) では、スピーカー
組合せ例の詳細を紹介しています。
＊1

＊2

＊ 1: 22e 〜 30e、＊ 2: 120e
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1, 2 フロントスピーカー ( バイアンプ )
3
センタースピーカー
4, 5 サラウンドスピーカー
6
アンプ内蔵サブウーファー
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スピーカー組み合わせ一覧
0 いずれの組み合わせでも、アンプ内蔵サブウーファーは 2 台まで接続可能です。

スピーカーチャンネル

FRONT

CENTER

SURROUND

SURROUND
BACK

ZONE 2
HEIGHT

Bi-AMP

( ゾーンスピーカー)
(P20)

2.1 ch

(*1)

(*1)

3.1 ch

(*1)

(*1)

4.1 ch

(*1)

(*1)

5.1 ch

(*1)

(*1)

6.1 ch

(*2)

7.1 ch

(*2)

2.1.2 ch

(*3)

3.1.2 ch

(*3)

4.1.2 ch

(*3)

5.1.2 ch

(*3)

(*1)Bi-AMP、ゾーンスピーカーは、いずれか一つを選択することができます。
(*2)ゾーンスピーカーから音声を再生しているときは、サラウンドバックスピーカーから
は再生できません。
(*3)ゾーンスピーカーから音声を再生しているときは、ハイトスピーカーからは再生でき
ません。

Ja 13

> はじめに

> 各部の名前

> 接続する

> 初期設定

> 再生する

> Advanced Manual
困ったときは | 追補情報など

Step2: スピーカーを接続する
標準的な接続 (P 8 〜 11)
アンプ内蔵サブウーファーは 2 台まで接続可能です。それ
ぞれの SUBWOOFER PRE OUT 端子からは同じ信号を出
力します。
±² íí

設定が必要です
0 接続したスピーカー構成の設定は、初期設定の
「1. AccuEQ Room Calibration」(P22) で設定
が必要です。
0 接続するスピーカーの中に 4 Ω 以上 6 Ω 未満の
スピーカーが 1 台でもあるときは、初期設定の
完了後に、セットアップ メニューで設定が必要
です。リモコンの ボタンを押し、
「2. スピーカー」- 「配置・構成」- 「インピーダ
ンス」を「4 オーム」にしてください。

b
a

a スピーカーケーブル、b サブウーファーケーブル
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スピーカーケーブルの芯線がスピーカー端子から
はみ出さないように接続してください。芯線
がリアパネルに接触したり、＋側と−側が接触
すると保護回路が動作します。
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バイアンプ対応スピーカーの接続 (P 12)
フロントスピーカー側のウーファー端子とツィーター端子
を接続しているるショートバーは必ず外してください。セ
ンタースピーカー、サラウンドスピーカー、アンプ内蔵サ
ブウーファーの接続は「標準的な接続 (P 8 〜 11)」(P14)
をご参照ください。
0 バイアンプ接続をする場合は、ご使用のスピーカーの取
扱説明書もご覧ください。

±² íí

設定が必要です
0 接続したスピーカー構成の設定は、初期設定の
「1. AccuEQ Room Calibration」(P22) で設定
が必要です。
0 接続するスピーカーの中に 4 Ω 以上 6 Ω 未満の
スピーカーが 1 台でもあるときは、初期設定の
完了後に、セットアップメニューで設定が必要
です。リモコンの ボタンを押し、「2. スピー
カー」- 「配置・構成」- 「インピーダンス」を
「4 オーム」にしてください。

a
高音域側
低音域側
スピーカーケーブルの芯線がスピーカー端子から
はみ出さないように接続してください。芯線
がリアパネルに接触したり、＋側と−側が接触
すると保護回路が動作します。

a スピーカーケーブル
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Step3: テレビや AV 機器を接続する
1. テレビとの接続
ARC 対応テレビとの接続
テレビが ARC (Audio Return Channel) 機能 (*1) に対応
している場合は、HDMI ケーブルを使用して、イラストの
「a」の接続を行います。テレビ側の HDMI IN 端子は ARC
対応の端子を選んで接続してください。

ª²

設定が必要です
0 ARC 機能を使用するためには設定が必要です。
初期設定 の「5. オーディオリターンチャンネ
ル」(P23) で、「はい」を選択してください。
0 テレビの接続、CEC 機能や音声出力に関する設定
については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ARC 非対応テレビとの接続
テレビが ARC (Audio Return Channel) 機能 (*1) に対応
していない場合は、イラストの「a」の HDMI ケーブルと
「b」の光デジタルケーブルを接続します。

a
b

テレビ

a HDMI ケーブル、b 光デジタルケーブル
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(*1)ARC 機能 : HDMI ケーブルを経由してテレビの音声信号
を伝送し、本機でテレビの音声を再生する機能です。
ARC 機能を搭載しているテレビとの接続は、HDMI
ケーブル 1 本の接続で完了します。テレビが ARC 対応
かどうかはテレビの取扱説明書などで確認ください。
(*2)HDMI OUT SUB 端子にもう 1 台テレビやプロジェク
ターを接続することができます。MAIN と SUB の切り
換えは、リモコンの Q ボタン (P6) の「その他」「HDMI 出力」で行います。なお、この端子は ARC 機
能には対応していません。
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2. HDMI 端子のある AV 機器との接続
HDMI 端子を持つ AV 機器との接続例です。CEC
(Consumer Electronics Control) 規格に準拠している
AV 機器との接続では、入力切換の連動切換などの HDMI
CEC 機能 (*) や、本機の電源がスタンバイ状態になってい
るときでも AV 機器の映像 / 音声信号をテレビに伝送でき
る HDMI スタンバイスルー 機能を使用することができま
す。
0 4K、1080p の映像を再生する場合は、ハイスピード
HDMI ケーブルをご使用ください。
設定が必要です
0 HDMI CEC 機能や HDMI スタンバイスルー機能
は、初期設定の「5. オーディオリターンチャン
ネル」(P23) で「はい」を選んだ場合は、自動
的に有効になります。「いいえ、とばします」を
選んだ場合は、初期設定の完了後に、セット
アップメニューで設定が必要です。リモコンの
ボタンを押し、「6. ハードウェア」-「HDMI」
から設定します。
0 Dolby Digital などのデジタルサラウンド音声を
楽しむためには、接続したブルーレイディスク
プレーヤーなどの音声出力がビットストリーム
出力に設定されている必要があります。
(*)HDMI CEC 機能 : CEC 規格に準拠した再生機との入力
切換の連動切り換え / CEC 規格に準拠したテレビのリ
モコンで、音声をテレビから出力するか、本機から出力
するかの切り換えや音量調整などの操作 / テレビの電源
オフに連動して自動で電源スタンバイなどのコントロー
ル機能が可能です。

a

ブルーレイディスク /
DVD プレーヤー
ケーブルテレビ用
チューナーなど

ストリーミング
ボックスなど

ゲーム機

a HDMI ケーブル
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3. HDMI 端子のない AV 機器との接続
HDMI 端子を持たない AV 機器との接続例です。AV 機器
に装備されている端子に合わせてケーブルを選び接続して
ください。映像入力を BD/DVD 端子に接続する場合、音
声入力も BD/DVD 端子に接続するなど、映像入力端子と
音声入力端子は同じ名称の端子を接続します。
なお、VIDEO IN 端子、COMPONENT VIDEO IN 端子に
入力された映像信号は、HDMI の映像信号に変換されて
HDMI OUT 端子から出力されます。
0 Dolby Digital などのデジタルサラウンド再生を楽しむ
ためには、音声信号は同軸デジタルケーブルまたは光デ
ジタルケーブルでの接続が必要です。
0 左図の場合、入力切換の割り当てを変更すると、BD/
DVD 以外の端子に接続することもできます。詳しくは、
Advanced Manual をご覧ください。

a
b

OR
c

ブルーレイディスク /
DVD プレーヤー

a コンポーネントビデオケーブル、b 同軸デジタルケーブル、c オーディオ用ピンケーブル
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設定が必要です
0 COMPONENT VIDEO IN端子は480iの解像度の
みに対応しています。COMPONENT VIDEO IN
端子に接続する場合は、再生機器の出力解像度
の設定を 480i に設定してください。480i の選
択肢がない場合は、インターレースを選択して
ください。再生機器が 480i で出力できない場合
は、VIDEO IN 端子をご使用ください。
0 Dolby Digital などのデジタルサラウンド音声を
楽しむためには、接続したブルーレイディスク
プレーヤーなどの音声出力がビットストリーム
出力に設定されている必要があります。
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4. オーディオ機器との接続
オーディオ機器との接続例です。CD プレーヤーとは光デ
ジタルケーブルまたはオーディオ用ピンケーブルで接続し
ます。PHONO 端子には、MM 型のカートリッジを使用し
たレコードプレーヤーを接続することができます。
0 レコードプレーヤーがフォノイコライザーを内蔵してい
る場合は、PHONO 端子以外の AUDIO IN 端子のいず
れかに接続します。また、MC 型カートリッジを使用し
たレコードプレーヤーの場合は、MC カートリッジ対応
のフォノイコライザーを本機とレコードプレーヤーの間
に介して、PHONO 端子以外の AUDIO IN 端子のいず
れかに接続します。

レコードプレーヤーにアース線がある場合は、
GND 端子に接続します。

a

OR
b

CD プレーヤー
レコードプレーヤー

a 光デジタルケーブル、b オーディオ用ピンケーブル
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5. マルチゾーン接続
メインルーム ( 本機のある部屋 ) でブルーレイディスクプ
レーヤーを再生しながら、別室 ( ゾーン 2) でインター
ネットラジオを再生するなど、別室でも音声を楽しむこと
ができます。
0「NET」入力切換では、DSD と Dolby TrueHD の音声信
号はゾーン 2 に出力できません。

AV 機器との接続
外部接続の AV 機器の音声をゾーン 2 出力するには、同軸
デジタルケーブル、光デジタルケーブルまたはオーディオ
用ピンケーブルでの接続が必要です。

プリメインアンプなどとの接続

メインルーム

メインルームで 7.1 チャンネル再生をしながら、別室で 2
チャンネルの音声をお楽しみいただけます。本機の ZONE
2 PRE/LINE OUT 端子と別室のプリメインアンプまたは
パワーアンプの LINE IN 端子をオーディオ用ピンケーブル
で接続します。

ゾーンスピーカーとの接続

ゾーン 2

c
b
a

OR
LINE
IN

ゾーンスピーカー
ブルーレイディスク /
DVD プレーヤー

プリメインアンプなど

a 同軸デジタルケーブル、b オーディオ用ピンケーブル、c スピーカーケーブル
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別室のスピーカーと接続して 2 チャンネルの音声をお楽し
みいただけます。
0 フロントスピーカーとバイアンプ接続している場合は、
ゾーンスピーカーは使用できません。
0 ゾーンスピーカーから音声を再生しているときは、サラ
ウンドバックスピーカーまたはハイトスピーカーからは
再生できません。
設定が必要です
0 この機能を使用するには、初期設定の「4. マル
チゾーン設定」(P23) で設定が必要です。
0 外部接続の AV 機器の音声は、アナログまたは 2
チャンネル PCM 音声のみゾーン 2 で再生可能
です。本機と同軸デジタルケーブルまたは光デ
ジタルケーブルで接続している場合は、AV 機器
の音声出力を PCM 出力に変更する必要がある場
合があります。
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6. その他の接続
アンテナ接続
受信しながら、もっとも聴き取りやすい位置にアンテナを
設置してください。FM 室内アンテナは画びょうなどで壁
面に設置してください。

a

ネットワーク接続

d

本機は有線 LAN または Wi-Fi ( 無線 LAN) を使用して、
ネットワークに接続できます。ネットワークに接続する
と、インターネットラジオなどのネットワーク機能を楽し
むことができます。有線 LAN で接続する場合は、イラス
トのようにルーターと ETHERNET 端子を LAN ケーブル
で接続してください。Wi-Fi で接続するには、初期設定の
「3. ネットワーク接続」(P23) で「ワイヤレス」を選んだ
あと、お好みの設定方法を選んで画面の指示に従って設定
してください。

電源コードの接続
本機には取り外しタイプの電源コードが付属しています。
電源コードはすべての接続が完了してから接続してくださ
い。また、電源コードは必ず本機の電源入力 AC100V 端
子に接続したあとで、コンセントに接続してください。電
源コードを抜くときは先にコンセントから抜いてくださ
い。

c

2

音質向上のため、電源の極性を合わせます。電源プラグの
N の印字がある側をコンセントの溝の長い方に合わせて差
し込んでください。コンセントの溝の長さが同じ場合は、
どちらを接続してもかまいません。

a
b
b

a AM 室内アンテナ、b FM 室内アンテナ、c LAN ケーブル、d 電源コード
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初期設定

設定ウィザードでの初期設定
初期設定が自動で開始

1
入力切換

TV

お買い上げ後、初めて電源を入れると、初期設定の画面が自
動でテレビに表示され、ガイダンスに沿ってスタートアップ
に必要な項目を簡単な操作で設定することができます。
1. テレビの入力を本機と接続した入力に切り換えてくださ
い。
2. 本機のリモコンに電池を入れます。
3. 本機のリモコンの Í ボタンを押して電源をオンにします。
4. 操作はリモコンのカーソルで項目を選び、Enter ボタン
(a) で決定します。ひとつ前の画面に戻るには ボタン
(b) を押します。

a

2

3

b

0 途中で終了してしまった場合や、再度初期設定を変更す
る場合は、リモコンの ボタンを押し、「8. その他」「初期設定」を選んで Enter ボタンを押してください。

■ 1. AccuEQ Room Calibration
付属の測定用マイクを視聴位置に設置して、各スピーカー
から出力されるテストトーンを測定し、最適な音量レベル
やクロスオーバー周波数、視聴位置からの距離を自動で設
定します。また、スピーカーのイコライザー調整を自動で
行い、部屋の環境による音のひずみを補正することができ
ます。
0 測定は完了するまでに 3 〜 12 分ほどかかります。
測定中
は各スピーカーより大音量のテスト音が出力されますの
で、周囲への影響に充分ご注意ください。また、測定中
はできるだけ部屋を静かにしてください。
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0 サブウーファーを接続している場合は、サブウーファー
の電源や音量を確認してください。サブウーファーの音
量は半分以上に設定してください。
0 本機の電源が突然切れるときは、スピーカーケーブルの
芯線がリアパネルや他の芯線と接触して、保護回路が働
いています。芯線をしっかりねじり直し、スピーカー端
子からはみ出ないように接続してください。
1. 付属の測定用マイクを視聴位置に設置し、本体の
Setup Mic 端子に接続します。

Enter ボタンを押すと、再度テストトーンが出力され、
最適な音量レベルやクロスオーバー周波数などの設定が
自動で行われます。
5. 測定が完了したら、測定結果が表示されます。リモコン
のカーソル W / X で各設定が確認できます。「設定保
存」を選びリモコンの Enter ボタンを押すと、設定が
保存されます。
6. 部屋の環境による音のひずみを補正するイコライザー機
能を有効にするか無効にするかを選びます。
有効にする場合、通常は「オン ( すべてのチャンネル )」
を選び、フロントスピーカーのみ無効に設定したい場合
は「オン ( フロント左 / 右以外 )」を選んでください。
7. 測定用マイクを取り外します。

■ 2. 接続確認
接続した各入力の接続確認を行います。ガイダンスに沿っ
て、確認したい入力を選び、選んだ機器の再生を開始し
て、テレビの画面に映像と音声が再生されるかを確認しま
す。

Setup Mic

■ 3. ネットワーク接続
測定用マイクの設置で三脚などをご使用の場合は、イラ
ストを参考に設置してください。
2. 接続しているスピーカー構成を選びます。
AccuEQ Room Calibration
スピーカーチャンネル 7.1 ch < >
サブウーファー

有り

ハイトスピーカー

---

バイアンプ

無し

接続しているスピーカーの数を選択してください。
次へ

「スピーカーチャンネル」では、チャンネル数を選ぶごと
に画面の図が切り換わりますので参考にしてください。
3. 各スピーカーからテストトーンが出力され、まずは、接続
したスピーカーと周囲のノイズが自動で測定されます。
4. 3 の測定結果が表示され、「次へ」を選びリモコンの

無線 LAN ルータなどのアクセスポイントとの Wi-Fi 接続
設定を行います。Wi-Fi の接続方法には 2 通りの方法があ
ります。
「ネットワークを検索する」: 本機からアクセスポイントを
検索して接続します。事前にアクセスポイントの SSID を
お調べください。
「iOS デバイス (iOS7 以降 ) を使用する」: お使いの iOS
端末の Wi-Fi 設定を本機に共有して接続します。

他・・・」を選んで Enter ボタンを押し、画面に従っ
て設定してください。

キーボードの入力について
大文字 / 小文字を切り換えるには、画面の「A/a」を選
び、Enter ボタンを押します。リモコンの Memory ボタ
ンを押すと、パスワードを「＊」で表示するか入力した文
字をそのまま表示するか切り換えます。Clear ボタンを押
すと入力した文字をすべて消去します。
0 ネットワーク設定中にプライバシーポリシーに同意する
かの確認画面が表示されます。同意する場合は「同意す
る」を選択し、Enter ボタンを押してください。

■ 4. マルチゾーン設定
メインルーム以外の別室 ( ゾーン 2) でも音声を楽しみた
い場合に、ゾーン 2 への音声の出力方法を設定します。別
室のスピーカーとスピーカーケーブルで接続する場合は
「AV レシーバーを使用」を選んでください。別室のプリメ
インアンプとオーディオ用ピンケーブルで接続する場合は
「プリアンプを使用」を、パワーアンプと接続する場合は、
「パワーアンプを使用」を選んでください。

■ 5. オーディオリターンチャンネル
ARC 機能に対応したテレビと接続する場合は、「はい」を
選んでください。本機の ARC 設定がオンになり、テレビ
の音声を本機で楽しむことができます。
0「はい」を選ぶと HDMI CEC 機能がオンになり、スタン
バイ時の消費電力が増加します。

「ネットワークを検索する」を選んだ場合は、さらに 2 種
類の接続方法があります。以下の内容をご確認ください。
「パスワード入力」: アクセスポイントのパスワード ( キー )
を入力して接続します。
「プッシュボタン」: アクセスポイントに自動設定ボタンが装
備されている場合に、パスワードの入力を行わずに接続でき
ます。
0 アクセスポイントの SSID が表示されない場合は、SSID
の一覧画面でリモコンのカーソルの X ボタンで「その
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再生する

BLUETOOTH® 再生

AV 機器の再生
1

2

1

2

3

入力切換

Integra DRX-3.1 XXX
TV

基本の操作
ブルーレイディスクプレーヤーなどの AV
機器の音声を本機で再生することができま
す。
0 HDMI OUT SUB 端子にテレビを接続し
ている場合は、リモコンの Q ボタン
(P6) の「その他」–「HDMI 出力」で
MAIN と SUB の切り換えを行います。
本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1. テレビの入力を本機と接続した入力に
切り換えます。
2. 接続した端子名と同じ名称のリモコン
の入力切換ボタン (a) を 押して、入力
を切り換えます。
例えば、BD/DVD 端子に接続した機器
を再生する場合は、BD/DVD ボタンを
押します。テレビの音声を聴くには TV
ボタンを押します。また、前面パネル
の AUX Input HDMI 端子や AUX Input
Video/Audio 端子に接続した機器を再
生するには AUX ボタンを押します。
0 CEC の連動機能が働くと、本機と
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HDMI 接続した CEC 対応テレビや再
生機器とは入力切換が自動で行われ
ます。
3. AV 機器を再生します。

スマートフォンなどの BLUETOOTH 対応
機器の音声をワイヤレスで再生することが
できます。本機の電源がオンの状態で次の
操作を行ってください。

ペアリング
1.

ボタンを押すと、表示部に「Now
Pairing... 」が表示され、ペアリング
モードになります。

a
2. BLUETOOTH 対応機器の
BLUETOOTH 機能を有効 ( オン ) にし
て、表示される機器から本機を選びま
す。パスワードを要求された場合は、
「0000」を入力してください。
0 本機は「Integra DRX-3.1
XXXXXX」と表示されます。
0 別の BLUETOOTH 対応機器と接続す
る場合は、「Now Pairing...」が表示
されるまで ボタンを長押しして、
2 の操作を行います。本機は最大 8

台のペアリング情報を記憶できます。
0 約 15 m 圏内で通信できます。なお、
すべての BLUETOOTH 対応機器と
の接続動作を保証するものではあり
ません。

再生する
1. BLUETOOTH 対応機器の接続操作を行
います。
本機の入力が自動で「BLUETOOTH」
に切り換わります。
2. 音楽ファイルを再生します。
BLUETOOTH 対応機器のボリュームは
適度に大きくしてください。
0 BLUETOOTH ワイヤレス技術の特性
上、本機での再生音は BLUETOOTH 対
応機器での再生音と比べてやや遅れる
ことがあります。
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ネットワーク機能
1

2

3

入力切換

TV

基本の操作
本機をネットワークに接続すると、
TuneIn や radiko.jp などのインターネッ
トラジオサービスや、Spotify Connect
のストリーミング再生、AirPlay® 機能を
使用したワイヤレス再生を楽しむことがで
きます。また、ホームネットワーク機能に
対応した PC や NAS に保存された音楽
ファイルをストリーミング再生する
Music Server 機能を楽しむことができま
す。Basic Manual ではネットワーク機能
の基本的な操作を紹介しています。より詳
しい操作は Advanced Manual をご参照
ください。また、本機はファームウェアの
アップデートにより新しいネットワーク機
能が追加されることがあります。新しい機
能についても Advanced Manual をご参
照ください。
0 インターネットラジオサービスを再生
するには、ネットワークがインター
ネットに接続されている必要がありま
す。
0 インターネットラジオサービスによっ
ては、事前に PC などからユーザー登録

が必要な場合があります。
0 radiko.jp で、お使いの地域以外の放送
局を選ぶには、radiko.jp プレミアムへ
の会員登録が必要です。詳しくは
radiko.jp のホームページでご確認くだ
さい。
0 Spotify Connect を再生するには、
Spotify アプリをスマートフォン、タブ
レットにインストールする必要があり
ます。また、Spotify のプレミアムアカ
ウントの取得が必要です。
- Spotify の設定操作についてはこちら :
www.spotify.com/connect/
0 Music Server 機能で対応しているネッ
トワークサーバーは、Windows
Media® Player 11 または 12 などの
サーバー機能を備えたプレーヤーがイ
ンストールされた PC、またはホーム
ネットワーク機能対応の NAS です。な
お、PC の場合は、Windows Media®
Player のライブラリに登録されている
音楽ファイルのみが再生できます。
0 Music Server機能でWindows Media®
Player 11 または 12 をお使いの場合
は、PC で事前の設定が必要です。

本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1. テレビの入力を本機と接続した入力に
切り換えます。
2. リモコンの NET ボタン (a) を押すと、
テレビにネットワーク機能の一覧画面
が表示されます。
3. リモコンのカーソルでネットワーク機
能を選び、Enter ボタンで決定します
(b)。
インターネットラジオサービスの場合
は、画面の表示に従ってカーソルでラ
ジオ局や番組を選び、Enter ボタンで再
生します。Spotify や AirPlay の場合
は、スマートフォンで本機を選択して
再生します。Music Server の場合は、
カーソルでサーバーを選んだあと、再
生する曲を選んで Enter ボタンで再生
します。
0 ひとつ前の画面に戻るには ボタン (c)
を押します。

a
b

c
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USB ストレージ
1

2

3

4

入力切換

TV

基本の操作
USB ストレージに記録された音楽ファイ
ルを再生することができます。
本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1. テレビの入力を本機と接続した入力に
切り換えます。
2. 本機の後面パネルの USB 端子に音楽
ファイルが入った USB ストレージを接
続します。
3. リモコンの NET ボタン (a) を押して、
ネットワークサービスの一覧画面を表
示させます。
4. リモコンのカーソルで「USB」を選び、
Enter ボタン (b) を押します。
0 表示部の「USB」が点滅する場合は、
USB ストレージが正しく接続されて
いるか確認してください。
0 表示部に「Connecting…」が表示さ
れている間は、本機と接続している
USB ストレージを抜かないでくださ
い。データ破損や故障の原因になり
ます。
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5. 次の画面でもう一度、リモコンの Enter
ボタンを押します。USB ストレージ内
のフォルダや音楽ファイルがリスト表
示さますので、カーソルでフォルダを
選び、Enter ボタンを押して決定して
ください。
6. リモコンのカーソルで音楽ファイルを
選び、Enter ボタンを押して再生を始
めます。
0 ひとつ前の画面に戻るには ボタン (c)
を押します。
0 本機の USB 端子は USB2.0 規格に準拠
しています。再生するコンテンツに
よっては、転送速度が足りずに音途切
れなどが発生する場合があります。
0 すべての USB ストレージとの動作を保
証するものではありません。
0 本機では USB マスストレージクラス規
格に対応している USB ストレージを使
用できます。また、USB ストレージの
フォーマットは、FAT16、FAT32 に対
応しています。

a
b

c
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AM/FM ラジオを聴く
1

本機に内蔵されたチューナーで、AM/FM
ラジオを受信することができます。本機の
電源がオンの状態で次の操作を行ってくだ
さい。

2

します。

■放送局を選局する

FM 放送を受信しにくいときは :
次項の「手動で選局する」の操作を行って
ください。なお、手動で選局すると FM
放送は受信感度に関係なくステレオ受信で
はなくモノラル受信になります。

自動で選局する

手動で選局する

1. リモコンの Tuner ボタン (a) をくり返
し押して、「AM」または「FM」を選び
ます。
2. リモコンの Mode ボタン (e) を押して、
表示部に「TunMode：Auto」を表示
させます。

手動で選局すると FM 放送は受信感度に
関係なくステレオ受信ではなくモノラル受
信になります。
1. リモコンの Tuner ボタン (a) をくり返
し押して、「AM」または「FM」を選び
ます。
2. リモコンの Mode ボタン (e) を押して、
表示部に「TunMode：Manual」を表
示させます。

3. リモコンのカーソルの S / T ボタン
(b) を押すと、自動選局が始まり、放送
局が見つかると自動的に停止します。
放送局を受信すると、表示部の
「TUNED」が点灯します。FM ステレオ
局を受信した場合は、
「FM ST」が点灯

3

0 S / Tボタンを押すごとに周波数が1
ステップずつ変わります。ボタンを
押し続けると、連続して周波数が変
わり、離すと止まります。

a
b

c
3. リモコンのカーソルの S / T ボタン
(b) を押しながら、聴きたい放送局を選
びます。

d
e
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1

■放送局を登録する

登録したプリセット局を選ぶ

お好きな AM/FM 放送局を最大 40 局ま
で登録できます。

1. リモコンの Tuner ボタン (a) を押しま
す。
2. リモコンのカーソルの W / X ボタン (b)
を押して、プリセット番号を選びます。

登録する
登録したい AM/FM 放送局を受信した後、
以下の操作を行ってください。
1. リモコンの Memory ボタン (d) を押し
て、表示部のプリセット番号を点滅さ
せます。

2. プリセット番号が点滅している間 ( 約8
秒間 ) に、リモコンのカーソルの W / X
ボタン (b) をくり返し押して 1 〜 40
の間で番号を選びます。
3. 再度リモコンの Memory ボタンを押し
て登録します。
登録すると、プリセット番号の点滅が
止まります。この手順をくり返して、
お好きな AM/FM 放送局を登録してく
ださい。
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2

登録したプリセット局を削除する
1. リモコンの Tuner ボタン (a) を押しま
す。
2. リモコンのカーソルの W / X ボタン (b)
を押して、削除したいプリセット番号
を選びます。
3. リモコンの Memory ボタン (d) を押し
たあと、プリセット番号が点滅してい
る間に Clear ボタン (c) を押して、プリ
セット番号を削除します。削除される
と、表示部から番号が消えます。

3
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マルチゾーン
1

2

3

リモコンをメインルームを操作す
るモードに戻すには : リモコンの
Mode ボタンを押しながら、リ
モートインジケーターが 1 回点
滅するまで Main ボタン (c) を 3
秒以上押します。

a
b
基本の操作
メインルーム ( 本機のある部屋 ) でブルー
レイディスクプレーヤーを再生しながら、
別室 ( ゾーン 2) でインターネットラジオ
を再生するなど、別室でも音声を楽しむこ
とができます。
0「NET」入力切換では、DSD と Dolby
TrueHD の音声信号はゾーン 2 に出力
できません。
0「NET」と「BLUETOOTH」入力切換
は、メインルームと別室とで同じソー
スしか選べません。メインルームで
「NET」を選択中に別室で
「BLUETOOTH」を選択すると、メイン
ルームも「BLUETOOTH」に切り換わ
ります。AM/FM 放送もメインルーム
と別室とで違う放送局を選ぶことはで
きません。
0 ゾーン 2 がオンのときは、スタンバイ
時の消費電力が増加します。
本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1. リモコンの Mode ボタン (e) を押しな
がら、リモートインジケーターが 2 回

点滅するまで Zone 2 ボタン (d) を 3
秒以上押します。
0 リモコンがゾーン 2 を操作するモー
ドに切り換わります。
2. リモコンを本機に向けて Í ボタン (a)
を押します。
本体表示部の「Z2」が点灯します。

3. 別室で再生したい入力の入力切換ボタ
ン (b) を押します。
0 本体で操作する場合は、Zone 2 ボタ
ンを押したあとに、別室で再生した
い入力の入力切換ボタンを 8 秒以内
に押します。メインルームと別室で
同じソースを再生する場合は、本体
の Zone 2 ボタンを 2 度押します。
4. 別室のパワーアンプやスピーカーの音
量を調整する場合は、リモコンのボ
リュームボタンで調整します。本体で
操作する場合は、Zone 2 Level 4/3
ボタンで調整します。

0 別室のプリメインアンプと接続して
いる場合は、プリメインアンプ側で
音量を調整してください。
0 別室に接続しているパワーアンプの
音質を調整することも可能です。本
体の Zone 2 ボタンを押してから、8
秒以内に Tone ボタンを押し、i ま
たは j ボタンを押して調整してくだ
さい。
機能をオフにするには :
リモコンがゾーン 2 の操作モードになっ
ている状態で、Í ボタンを押します。本
体で操作する場合は、Oﬀ ボタンを押しま
す。
ゾーン 2 のみの再生 :
マルチゾーン再生時に本機の電源をスタン
バイにすると、Z2 表示がうす暗く点灯
し、別室のみの再生モードに切り換わりま
す。また、本機がスタンバイ時にゾーン 2
をオンにしても、別室のみの再生モードに
なります。

c
d
e
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リスニングモード
本機にはさまざまなリスニングモードが搭
載されており、Movie/TV、Music、
Game ボタン (b) を押すことで、それぞれ
映画やテレビ、音楽、ゲームに適したリス
ニングモードが選べます。Basic Manual
では基本的な操作を紹介しています。より
詳しい内容は Advanced Manual をご参
照ください。
0 Movie/TV、Music、Game ボタンは、
各ボタンごとに最後に選んだリスニン
グモードを記憶します。最後に選んだ
リスニング モードに対応していないコ
ンテンツを再生した場合は、そのコン
テンツにとって最もスタンダードなリ
スニングモードを自動的に選択します。

a

Dolby Digital/DTS 系のモード
入力信号が Dolby Digital や DTS などの
デジタルサラウンドフォーマットの場合
に、入力信号に適したリスニングモードを
選ぶことができます。Dolby Digital では
Dolby Digital、DTS-HD Master Audio
では DTS-HD Master Audio というよう
に表示されます。入力信号が 2 チャンネ
ルの場合は、Stereo になります。

入力ソースと音量

リスニングモード

すべての入力信号に対して選べるリスニン
グモードです。音質に影響する処理を遮断
し、より音源に近い音質で再生できます。
2 チャンネルの入力信号に対してはフロン
トスピーカーのみが再生されるなど、入力
信号のチャンネル数に応じた音場で再生さ
れます。

入力フォーマット

2 チャンネルや 5.1 チャンネルの入力信号
を 5.1 チャンネルや 7.1 チャンネルに拡
張するなど、接続しているスピーカー構成
に合わせてマルチチャンネルに拡張再生で
きるリスニングモードです。

オリジナルサラウンドモード
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リモコンの ボタン (a) をくり返し押すと、
本体表示部が次の順に切り換わります。

Direct

Dolby Surround/DTS Neural:X

b

入力フォーマットやリスニングモー
ドを確認するには

前方、後方ともにステレオイメージの音場
を再生する All Ch Stereo、クラシックや
オペラの再生に適した Orchestra (Music
ボタンのみ ) などのリスニングモードが選
べます。

数秒で表示が切り換わり
ます。
サンプリング周波数

入力解像度

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE
ALLIANCE Standard.
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more
information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of
BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. ©
DTS, Inc. All Rights Reserved.

®
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.
This product is protected by certain intellectual property rights of
Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this
product is prohibited without a license from Microsoft.
Windows および Windows ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国およ
びその他の国における登録商標または商標です。
DSD および Direct Stream Digital ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

"Theater-Dimensional" 及び "Theater-Dimensional ( ロゴ )" は、オンキヨー
株式会社の商標又は登録商標です。

iPad Air、iPad mini は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホ
ン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
「Made for iPod」
、「Made for iPhone」
、「Made for iPad」とは、それぞれ
iPod、iPhone、iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基
準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであるこ
とを示します。
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責
任を負いません。
この製品と iPod、iPhone、iPad を使用する際、ワイヤレス機能に影響する
場合があります。
AirPlay を利用するには、iOS 4.3.3 以降を搭載した iPhone / iPod touch /
iPad、OS X Mountain Lion を搭載した Mac、iTunes 10.2.2 以降を搭載し
た Mac、PC が必要です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する
登録商標です。
Spotify のソフトウェアはこちらのサードパーティーライセンスに準じます。
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

■メールによる修理お申込み
http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm
からお申込みいただけます。

■お近くの修理拠点へ持込みをご希望の場合は
下記の URL に全国の修理拠点の案内がございます。
http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm

■保証書について

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch は、
米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

0 製品操作のご案内、リモコン等付属パーツのご要望、そ
の他ご不明な点についても受付けております。
0 スムーズな対応のため、お問い合わせの前に以下の情報
をお調べください。
- 製品の型番
- 接続している他機器
- できるだけ詳しい不具合状況
- ご購入店名
- ご購入年月日

その他記載された会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標
です。

ご相談窓口・修理窓口のご案内
■販売店の「長期保証」制度にご加入の場合は
保証の手続き上、お買い上げになった販売店様での受付け
が必要となります。長期保証期間内の製品は、店頭への修
理品持込みをお願いいたします。

保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項をご
記入いただき大切に保管してください。保証期間内に万
一、故障や異常が生じたときは、保証書をご用意のうえ、
相談窓口にご相談ください。

■保証期間終了後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に
より有料修理いたします。
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大 8 年間保
有しています。保有期間経過後でも故障箇所によっては修
理可能な場合がありますので、ご相談ください。
電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

■お電話による故障判定と、修理受付け
0 意外な操作ミスが故障と思われています。お問い合わせ
の前に取扱説明書をもう一度お調べください。
また弊社ホームページサポート情報にもトラブル解決の
FAQ を掲載していますので、ご参照ください。
オンキヨーオーディオコールセンター
050-3161-9555
( 受付時間：10:00 〜 18:00 土・日・祝日および弊
社で定める休業日を除きます )
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〒104-0028

東京都中央区八重洲二丁目3番12号

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター
050-3161-9555（受付時間 10：00〜18：00）
（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます）
サービスとサポートのご案内：http://www.integrahometheater.jp
F1703-0
(C) Copyright 2017 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved.
http://www.onkyo.com/privacy/

SN 29402825

http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo
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Basic Manual には、スタートアップに必要な内容や、使用頻度が高い
機能の操作について掲載されています。また、応用的な設定や機能、詳
細な情報については Advanced Manual に掲載しています。
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主な仕様
■ アンプ（音声）部
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定格出力
160 W × 7チャンネル（1 kHz、全高調波歪率 0.7%以
下、6 Ω、非同時駆動、JEITA）
100 W × 7チャンネル（20 Hz - 20,000 Hz、全高調波
歪率 0.08%以下、
8 Ω、2チャンネル駆動時、JEITA）
実用最大出力
190 W × 7チャンネル（1 kHz、全高調波歪率 10%、
6 Ω、非同時駆動、JEITA）
ダイナミックパワー（＊）
＊ IEC60268-Short-term maximum output power
240 W（3 Ω、フロント）
210 W（4 Ω、フロント）
120 W（8 Ω、フロント）
総合ひずみ率
0.08%（20 Hz - 20,000 Hz、ハーフパワー）
入力感度 / インピーダンス（1 kHz 100 W/8 Ω）
200 mV/47 kΩ（LINE（Unbalance））
3.5 mV/47 kΩ（PHONO MM）
RCA定格出力電圧 / インピーダンス
1 V/320 Ω（PRE OUT）
1 V/470 Ω（SUBWOOFER PRE OUT）
200 mV/2.3 kΩ（ZONE LINE OUT）
1 V/2.3 kΩ（ZONE PRE OUT）
PHONO最大許容入力
70 mV
（MM 1 kHz 0.5%）
周波数特性
5 Hz - 100 kHz / +1 dB、
–3 dB
（Direct）
トーンコントロール最大変化量
±10 dB、90 Hz（BASS）
±10 dB、7.5 kHz（TREBLE）
SN比
106 dB（IHF-A、
LINE IN、SP OUT）
80 dB（IHF-A、PHONO IN、SP OUT）
スピーカー適応インピーダンス
4 Ω - 16 Ω

ヘッドホン出力インピーダンス
330 Ω
ヘッドホン定格出力
80 mW（32 Ω、1 kHz、全高調波歪率 10%）

■ 映像部
信号レベル
1 Vp-p/75 Ω（コンポジット）
1 Vp-p/75 Ω（コンポーネントY）
0.7 Vp-p/75 Ω（コンポーネントB/R）
適応最大解像度（コンポーネント）
480i

■ AM/FMチューナー部
FM受信範囲
76.0 MHz - 95.0 MHz
AM受信範囲
522 kHz - 1629 kHz
プリセットチャンネル数
40

■ ネットワーク部
イーサネットLAN
10BASE-T/100BASE-TX
無線LAN
対応規格 IEEE 802.11 a/b/g/n準拠
（Wi-FiR準拠）
5 GHz/2.4 GHz帯域

■ BLUETOOTH部
通信システム
BLUETOOTHバージョン 4.1+LE
周波数帯域
2.4 GHz帯域
変調方式
FHSS（周波数ホッピングスペクトラム拡散）
対応プロファイル
A2DP 1.2

AVRCP 1.3
HOGP-Host（Client）
HOGP-HID Device（Server）
HID Service（HIDS）
対応コーデック
SBC
AAC
伝送範囲（A2DP）
20 Hz - 20 kHz
（サンプリング周波数 44.1 kHz）
最大通信距離
遮蔽物の無い見通し 約15 m
（＊）
＊＊ 実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁
波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの
性能、操作システム、アプリケーションソフトウェア
などの影響により異なります。

■ 総合
電源・電圧
AC 100 V、50/60 Hz
消費電力
490 W
0.1 W
（待機時）
60 W（無音時）
5.5 W
（HDMIスタンバイスルー時）
2.6 W
（ネットワークスタンバイ時）
最大外形寸法
435（幅）× 174
（高さ）× 376.5（奥行）mm
質量
10.5 kg

■ HDMI
入力

出力
対応

IN1（BD/DVD）、IN2（CBL/SAT）、IN3（STRM BOX）、
IN4（GAME）、IN5（PC）、IN6、AUX Input HDMI
（前面）
OUT MAIN（ARC）、OUT SUB
ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、オーディ
オリターンチャンネル、3D、4K 60 Hz、CEC、対応カ
ラー（sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC601）、コン
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テントタイプ、HDR
音声形式
Dolby Atmos、
Dolby TrueHD、Dolby Digital、Dolby
Digital Plus、DTS、DTS:X、
DTS-HD Master Audio、
DTS-HD High Resolution Audio、DTS 96/24、
DTSES、DTS-HD Express、DSD、
PCM、AAC
最大解像度
4k 60 Hz
（YCbCr 4:4:4）

スピーカー
FRONT L/R、CENTER、
SURROUND L/R、
SURROUND BACK or HEIGHT L/R、
ZONE2 L/R
（バナナプラグ対応）
ヘッドホン
PHONES（前面、ø 6.3 mm）

■ 映像入力

セットアップマイク : 1（前面）
USB : 1（Ver. 2.0、5 V/1 A）
イーサネット : 1
RS232 : 1
IR IN : 2
（A/B）
IR OUT : 1
12V TRIGGER OUT : 3
（A: 100 mA、B: 25 mA、C: 25 mA）

コンポーネント
IN1（BD/DVD）、IN2（GAME）
コンポジット
IN1（CBL/SAT）、IN2（STRM BOX）

■ 対応入力解像度
HDMI入力
4K、1080p/24、1080p、1080i、720p、480p
コンポーネント入力
480i
コンポジット入力
480i
• 本機のHDMI OUT端子からテレビには、入力された解像
度のまま出力されます。

■ 音声入力
デジタル
OPTICAL 1（CD）、2（TV）
COAXIAL（BD/DVD）
アナログ
BD/DVD、CBL/SAT、GAME、
STRM BOX、
CD、TV、
PHONO、AUX（前面）

■ その他

■ 待機時消費電力について
• 次の場合は、待機時消費電力が最大12 Wになる場合があ
ります。
–「ネットワークスタンバイ」の設定が「オン」のとき
–「HDMI CEC」の設定が「オン」のとき
–「HDMIスタンバイスルー」の設定を「オフ」以外に設定
しているとき
–「Bluetoothによる起動」の設定が「オン」のとき
–「スタンバイ時のUSB電源供給」の設定が
「オン」のと
き
仕様および外観は予告なく変更することがあります。

■ 音声出力
アナログ
ZONE2 PRE/LINE OUT
PRE OUT（FRONT L/R、CENTER、
SURROUND L/R、
BACK or HEIGHT L/R、SUBWOOFER 2個）
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HDMIについて
■ 対応する機能
HDMI（High-Definition Multimedia Interface）は、テレビ、プ
ロジェクター、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、デジ
タルチューナーなどの映像機器の接続に対応したデジタル
インターフェース規格です。これまで、映像機器を接続する
には、さまざまな映像・音声ケーブルが個別に必要でした。
HDMIでは、1本のケーブルで、制御信号、デジタル映像、デジ
タル音声（2チャンネルPCM、マルチチャンネルデジタル音
声、マルチチャンネルPCM）を伝送できます。
HDMI CEC機能 :
HDMI規格のCEC（Consumer Electronics Control）に準拠し
た機器とHDMIケーブルで接続することで、機器間のさまざ
まな連携動作が可能になります。再生機との入力の連動切
り換えやテレビのリモコンで本機の音量調整などの操作が
できたり、テレビの電源オフに連動して自動で電源をスタ
ンバイすることができます。
CEC規格に準拠している製品と連動するよう設計されてお
りますが、すべてのCEC機器との連動動作を保証するもの
ではありません。連動機能が適切に働くように、
HDMI端子
には以下の台数より多くのCEC機器を接続しないでくださ
い。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤー：最大3台
• ブルーレイディスク/DVDレコーダー：最大3台
• ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、
衛星放送チューナー：最大4台
また、当社が動作確認している機器は以下のとおりです。
（2017年2月現在）
テレビ（順不同）
：
• パナソニック製のビエラリンク対応テレビ
• 東芝製のレグザリンク対応テレビ
• ソニー製のブラビアリンク対応テレビ
• シャープ製のAQUOSファミリンク対応テレビ
プレーヤー、レコーダー（順不同）
：
• オンキヨー製、インテグラ製のRIHD対応プレーヤー
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• パナソニック製のビエラリンク対応プレーヤー、レコー
ダー（パナソニック製のビエラリンク対応テレビと合わ
せてお使いの場合のみ）
• 東芝製のレグザリンク対応プレーヤー、レコーダー（東
芝製のレグザリンク対応テレビと合わせてお使いの場
合のみ）
• シャープ製のAQUOSファミリンク対応プレーヤー、レ
コーダー（シャープ製のテレビと合わせてお使いの場合
のみ）
ARC（オーディオリターンチャンネル）:
ARCに対応したテレビと1本のHDMIケーブルで接続するだ
けで、本機の映像と音声をテレビに出力することも、テレビ
の音声を本機に入力することもできます。
HDMIスタンバイスルー :
本機の電源がスタンバイ状態になっているときでも、AV機
器からの入力信号をテレビに伝送することができます。
ディープカラー :
ディープカラーに対応した機器と接続すると、入力される
映像信号をより多くの色で表現できるようにテレビに出力
することができます。
x.v.Color™ :
色域を拡大することで、より現実に近い色を再現すること
ができる技術です。
3D :
AV機器からの3D映像信号をテレビに伝送することができ
ます。
4K :
本機は4K（3840×2160p）および4K SMPTE（4096×2160p）
の映像信号に対応しています。
リップシンク :
HDMIリップシンク対応テレビからの情報に応じて映像と
音声のズレを自動補正します。
著作権の保護について :
本機のHDMI端子はデジタル映像信号の著作権保護技術で
あるHDCP
（High-bandwidth Digital Content Protection）の
Revision1.4および2.2規格に準拠しています。本機と接続す
る機器もHDCP規格に準拠している必要があります。

■ 対応音声フォーマット
2チャンネルリニアPCM :
32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz、16/20/24 bit
マルチチャンネルリニアPCM :
最大7.1チャンネル、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz、16/20/24 bit
ビットストリーム :
Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby
TrueHD、DTS、DTS:X、DTS-HD High Resolution Audio、
DTS-HD Master Audio
DSD :
対応サンプリングレート : 2.8 MHz
お使いのブルーレイディスク/DVDプレーヤーも上記の音
声フォーマットのHDMI出力に対応している必要がありま
す。

■ 対応解像度
HDMI IN1 to IN6:
• 著作権保護技術 : HDCP1.4/HDCP2.2
• カラースペース（色深度）:
– 720×480i 60Hz、720×480p 60Hz、1920×
1080i 50/60Hz、1280×720p 24/25/30/50/60Hz、
1680×720p 24/25/30/50/60Hz、1920×1080p
24/25/30/50/60Hz、2560×1080p 24/25/30/50/60Hz、
4K（3840×2160p）24/25/30Hz、4K SMPTE（4096×
2160p）24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4（8/10/12 bit）、
YCbCr4:2:2（12 bit）
– 4K（3840×2160p）50/60Hz、4K SMPTE
（4096
×2160p）50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4
（8 bit）、
YCbCr4:2:2（12 bit）、YCbCr4:2:0（8/10/12 bit）
AUX Input HDMI
（前面）:
• 著作権保護技術 : HDCP1.4/HDCP2.2
• カラースペース（色深度）:
– 720×480i 60Hz、720×480p 60Hz、1920×
1080i 50/60Hz、1280×720p 24/25/30/50/60Hz、
1680×720p 24/25/30/50/60Hz、1920×1080p
24/25/30/50/60Hz、2560×1080p 24/25/30/50/60Hz :
RGB/YCbCr4:4:4（8/10/12 bit）、YCbCr4:2:2（12 bit）
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– 4K
（3840×2160p）24/25/30Hz、4K SMPTE
（4096
×2160p）24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4（8 bit）、
YCbCr4:2:2（12 bit）
– 4K
（3840×2160p）50/60Hz、4K SMPTE
（4096×
2160p）50/60Hz : YCbCr4:2:0（8 bit）
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• 対応ビットレート : 8～320 kbpsおよびVBR

USBストレージの再生について
■ USBデバイスについて
• 本機ではUSBマスストレージクラス規格に対応してい
るUSBストレージを使用できます。
• USBストレージのフォーマットは、FAT16、FAT32に対応
しています。
• USBストレージがパーティションで区切られている場
合、本機では複数のUSBストレージとして認識されま
す。
• 1フォルダにつき20,000曲まで、フォルダは16階層まで
対応しています。
• 本機はハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応してい
ません。これらの機器を本機に接続しないでください。
• 本機はセキュリティ機能付きUSBストレージに対応し
ていません。
• USBストレージにACアダプターが付属している場合
は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使いくださ
い。
• USBカードリーダーに挿したメディアは、この機能で使
えないことがあります。また、USBストレージによって
は、正しく内容を読み込めなかったりする場合がありま
す。
• USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、
ストレージの故障などが発生しても弊社は一切責任を
負いかねますので、あらかじめご了承ください。USBス
トレージに保存されているデータは、本機でのご使用の
前にバックアップを取っておくことをおすすめします。

■ 対応音声フォーマットについて
本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは次のとお
りです。なお、著作権保護された音声ファイルは本機では再
生できません。
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MP3（.mp3/.MP3）:
• 対応フォーマット : MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、
48 kHz

WMA（.wma/.WMA）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz
• 対応ビットレート : 5～320 kbpsおよびVBR
• WMA Pro/Voice/WMA Lossless非対応
WAV（.wav/.WAV）:
WAVファイルは非圧縮のPCMデジタルオーディオを含み
ます。
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit
AIFF（.aiff/.aif/.AIFF/.AIF）:
AIFFファイルは非圧縮のPCMデジタルオーディオを含み
ます。
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit
AAC（.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2）:
• 対応フォーマット : MPEG-2/MPEG-4 Audio
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz
• 対応ビットレート : 8～320 kbpsおよびVBR
FLAC（.flac/.FLAC）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit
Apple Lossless（.m4a/.mp4/.M4A/.MP4）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
• 量子化ビット：16 bit、24 bit
DSD（.dsf/.dff/.DSF/.DFF）:
• 対応フォーマット : DSF/DSDIFF
• 対応サンプリングレート : 2.8 MHz、5.6 MHz
Dolby TrueHD（.vr/.mlp/.VR/.MLP）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
• VBR（可変ビットレート）で記録されたファイルを再生
した場合、再生時間が正しく表示されないことがありま

す。
• 本機はUSB再生における下記条件時でのギャップレス
再生に対応しています。
WAV、FLAC、Apple Lossless再生時、同一のフォーマッ
ト、サンプリング周波数、チャンネル数、量子化ビット数
が連続再生される場合
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Music Serverの再生について

LPCM（Linear PCM）:
• 対応サンプリングレート：44.1 kHz、48 kHz
• 量子化ビット : 16 bit

■ 対応音声フォーマットについて

Apple Lossless（.m4a/.mp4/.M4A/.MP4）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz
• 量子化ビット：16 bit、24 bit

本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは次のとお
りです。なお、リモート再生ではFLACとDSDには対応して
いません。

DSD（.dsf/.dff/.DSF/.DFF）:
• 対応フォーマット : DSF/DSDIFF
• 対応サンプリングレート : 2.8 MHz、5.6 MHz

MP3（.mp3/.MP3）:
• 対応フォーマット : MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、
48 kHz
• 対応ビットレート : 8～320 kbpsおよびVBR

• VBR（可変ビットレート）で記録されたファイルを再生
した場合、再生時間が正しく表示されないことがありま
す。
• リモート再生は、ギャップレス再生に対応していませ
ん。

WMA（.wma/.WMA）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、
48 kHz
• 対応ビットレート : 5～320 kbpsおよびVBR
• WMA Pro/Voice/WMA Lossless非対応
WAV（.wav/.WAV）:
WAVファイルは非圧縮のPCMデジタルオーディオを含み
ます。
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、
88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、
24 bit
AIFF（.aiff/.aif/.AIFF/.AIF）:
AIFFファイルは非圧縮のPCMデジタルオーディオを含み
ます。
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、
88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、
24 bit
AAC（.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2）:
• 対応フォーマット : MPEG-2/MPEG-4 Audio
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、
48 kHz、
88.2 kHz、
96 kHz
• 対応ビットレート : 8～320 kbpsおよびVBR
FLAC（.flac/.FLAC）:
• 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 kHz、
88.2 kHz、
96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、
24 bit
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1. 入力/出力端子の割り当て

セットアップメニュー
本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定ができます。
操作は :
テレビに操作画面を表示するOSD
（On-Screen Display）機能を使用して、設定を行います。
リモコンの ボタンを押して、セットアップメニューを表示させます。

テレビへの出力に関する設定や、各入力切換に割り当てられている端子の割り当て設定の
変更、テレビに操作画面を表示する機能（OSD）などの設定が行えます。

■ 1. TV出力 / OSD
設定項目

初期値

HDMI出力

MAIN

テレビを接続するHDMI端子を選びます。
「MAIN」
：テレビをHDMI OUT MAIN端子に接続する
場合
「SUB」
：テレビをHDMI OUT SUB端子に接続する
場合
「MAIN＋SUB」
：MAINとSUB端子両方に接続する場
合

Dolby Vision

MAIN

再生機器のDolby Vision映像をDolby Vision対応
テレビに出力させたい場合に、MAINとSUBのどち
らのHDMI OUT端子にDolby Vision対応テレビを
接続するかを選びます。この設定は「HDMI出力」を
「MAIN＋SUB」にして、MAINとSUBの両方の端子に
テレビを接続している場合のみ設定する必要があ
ります。
「MAIN」
：HDMI OUT MAIN端子に接続したDolby
Vision対応テレビにDolby Vision映像を出力する場
合
「SUB」
：HDMI OUT SUB端子に接続したDolby
Vision対応テレビにDolby Vision映像を出力する場
合
• 「MAIN」または「SUB」を選んで、テレビの映像が
正常に映らなくなる場合は、この設定を「オフ」
にしてください。

OSD言語

日本語

テレビに表示する言語を以下から選びます。
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、オランダ語、スウェーデン語、日本語

セットアップ
1. 入力/出力端子の割り当て

1. TV出力 / OSD

2. スピーカー

2. HDMI入力

3. 音の設定・調整

3. 映像入力

4. 入力ソース

4. デジタル音声入力

5. リスニングモードプリセット

5. アナログ音声入力

6. ハードウェア
7. マルチゾーン
8. その他

リモコンのカーソル / で内容を選び、Enterボタンで決定します。
初期値を変更するには、カーソル / で操作します。
• ひとつ前の画面に戻るには ボタンを押します。
• 設定を終了するときは、 ボタンを押します。
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設定内容
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設定項目

初期値

インポーズOSD

オン

Mini Player OSD

スクリーンセー
バー

Always On

3分

設定内容
音量調整や入力切換などの情報をテレビ画面に表
示するかどうかを設定します。
「オン」
：OSDをテレビに表示する
「オフ」
：OSDをテレビに表示しない
• この設定を「オン」にしても、入力信号によって
はOSDが表示されないことがあります。表示さ
れない場合は、接続機器の解像度を変更してく
ださい。
NETまたはBLUETOOTH入力切換の音声を再生
しながら、直前に選んでいた別の入力切換の映像
をテレビに表示することができます。
NETまたは
BLUETOOTH入力切換にしたあと、映像と音声をそ
れぞれ再生してリモコンのModeボタンを押すと、
映像が全画面表示され、
NETまたはBLUETOOTH入
力切換の音声の再生情報（Mini Player）が画面の角
に表示されます。このMini Playerを画面に常時表示
するかどうかの設定を行います。
「Always On」
: Mini Playerを常時表示します。
「Auto Off」
: 表示されてから30秒後にMini Playerが
自動でオフになります。ボリューム変更などの操作
を行うと、30秒間再表示します。
• Modeボタンを押すごとに、映像の表示/非表示を
切り換えることができます。
• この設定は、
「インポーズOSD」を「オフ」に設定
しているときは選択できません。

■ 2. HDMI入力
各入力切換ボタンに割り当てられている、HDMI IN端子の割り当て設定を変更することがで
きます。
設定項目

初期値

BD/DVD

HDMI 1（HDCP 「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
2.2）
BD/DVDボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てま
す。割り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入力
切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ
場合は、該当するボタンの設定を「---」に変更すると
選べるようになります。

CBL/SAT

HDMI 2（HDCP 「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
2.2）
CBL/SATボタンに任意のHDMI IN端子を割り当て
ます。割り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入
力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選
ぶ場合は、該当するボタンの設定を「---」に変更する
と選べるようになります。

GAME

HDMI 4（HDCP 「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
2.2）
Gameボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てま
す。割り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入力
切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ
場合は、該当するボタンの設定を「---」に変更すると
選べるようになります。

STRM BOX

HDMI 3（HDCP 「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
2.2）
STRM Boxボタンに任意のHDMI IN端子を割り当て
ます。割り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入
力切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選
ぶ場合は、該当するボタンの設定を「---」に変更する
と選べるようになります。

PC

HDMI 5（HDCP 「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
2.2）
PCボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割
り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入力切換
ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合
は、該当するボタンの設定を「---」に変更すると選べ
るようになります。

スクリーンセーバーの起動時間の設定です。
「3分」、
「5分」、
「10分」、
「オフ」から選びます。

設定内容
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設定項目

初期値

CD

---

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
CDボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。
割り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入力切
換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場
合は、該当するボタンの設定を「---」に変更すると選
べるようになります。

TV

---

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
TVボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てます。割
り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入力切換
ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ場合
は、該当するボタンの設定を「---」に変更すると選べ
るようになります。

PHONO

---

設定内容

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 6（HDCP 2.2）」:
Phonoボタンに任意のHDMI IN端子を割り当てま
す。割り当てない場合は、
「---」を選びます。他の入力
切換ボタンに設定されているHDMI IN端子を選ぶ
場合は、該当するボタンの設定を「---」に変更すると
選べるようになります。

■ 3. 映像入力
各入力切換ボタンに割り当てられている、COMPONENT VIDEO IN端子とVIDEO IN端子の
割り当て設定を変更することができます。割り当てない場合は、
「---」を選びます。
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設定項目

初期値

BD/DVD

COMPONENT 1 「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をBD/DVDボタンに
割り当てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: BD/DVDボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。

設定内容

CBL/SAT

VIDEO 1

「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をCBL/SATボタンに
割り当てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: CBL/SATボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。

設定項目

初期値

設定内容

GAME

COMPONENT 2 「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をGameボタンに割
り当てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: Gameボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。

STRM BOX

VIDEO 2

「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をSTRM Boxボタン
に割り当てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: STRM Boxボタンに任意
のVIDEO IN 端子を割り当てます。

PC

---

「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をPCボタンに割り当
てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: PCボタンに任意のVIDEO
IN 端子を割り当てます。

CD

---

「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をCDボタンに割り当
てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: CDボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。

TV

---

「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をTVボタンに割り当
てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: TVボタンに任意のVIDEO
IN 端子を割り当てます。

PHONO

---

「COMPONENT 1」、
「COMPONENT 2」:
COMPONENT VIDEO IN端子をPhonoボタンに割
り当てます。
「VIDEO 1」、
「VIDEO 2」: Phonoボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。
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■ 4. デジタル音声入力

■ 5. アナログ音声入力

各入力切換ボタンに割り当てられている、DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL端子の割り当て
設定を変更することができます。割り当てない場合は、
「---」を選びます。

各入力切換ボタンに割り当てられている、AUDIO IN端子の割り当て設定を変更することが
できます。割り当てない場合は、
「---」を選びます。

設定項目

初期値

BD/DVD

COAXIAL
（同軸 「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
入力）
「OPTICAL 2（光入力）」: BD/DVDボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

設定内容

CBL/SAT

---

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: CBL/SATボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

GAME

---

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: Gameボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

STRM BOX

---

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: STRM Boxボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

PC

---

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: PCボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

CD

OPTICAL 1（光
入力）

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: CDボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

TV

OPTICAL 2（光
入力）

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: TVボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

PHONO

---

「COAXIAL
（同軸入力）」、
「OPTICAL 1（光入力）」、
「OPTICAL 2（光入力）」: Phonoボタンに任意の
DIGITAL IN端子を割り当てます。

設定項目

初期値

BD/DVD

オーディオ1

「オーディオ1」～「オーディオ6」: BD/DVDボタンに
任意のAUDIO IN端子を割り当てます。

設定内容

CBL/SAT

オーディオ2

「オーディオ1」～「オーディオ6」: CBL/SATボタン
に任意のAUDIO IN端子を割り当てます。

GAME

オーディオ3

「オーディオ1」～「オーディオ6」: Gameボタンに任
意のAUDIO IN端子を割り当てます。

STRM BOX

オーディオ4

「オーディオ1」～「オーディオ6」: STRM Boxボタ
ンに任意のAUDIO IN端子を割り当てます。

PC

---

「オーディオ1」～「オーディオ6」: PCボタンに任意
のAUDIO IN端子を割り当てます。

CD

オーディオ5

「オーディオ1」～「オーディオ6」: CDボタンに任意
のAUDIO IN端子を割り当てます。

TV

オーディオ6

「オーディオ1」～「オーディオ6」: TVボタンに任意
のAUDIO IN端子を割り当てます。

PHONO

PHONO

この設定を変更することはできません。

• デジタル入力から入力されるPCM信号（ステレオ／モノラル）のサンプリングレートは、32kHz、
44.1kHz、
48kHz、88.2kHz、96kHz/16bit、20bit、24bitです。
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2. スピーカー

設定項目

初期値

スピーカーの接続環境や音量レベルなどを変更することができます。AccuEQ Room
Calibrationを行った場合は、自動で設定されています。ヘッドホンを接続しているときやご
利用のテレビのスピーカーから音声を出力しているときは、この設定を選択することはで
きません。

バイアンプ

無し

フロントスピーカーをバイアンプ接続するかどう
かを設定します。
「無し」
：フロントスピーカーをバイアンプ接続しな
い場合
「有り」
：フロントスピーカーをバイアンプ接続する
場合
• 「ゾーンスピーカー」の設定を「ゾーン2」にした
場合、この設定は「無し」に固定されます。
• サラウンドバックスピーカーまたはハイトス
ピーカーを使用している場合は、この設定は選
べません。

インピーダンス

6オーム

接続したスピーカーのインピーダンス（Ω）を設定
します。
「4オーム」
：接続したスピーカーの中に1台でも4Ω
以上6Ω未満のスピーカーがある場合
「6オーム」
：接続したスピーカーがすべて6Ω以上の
場合
• インピーダンスは、ご使用になるスピーカーの
背面や取扱説明書でご確認ください。

■ 1. 配置・構成
設定項目

12

初期値

設定内容

スピーカーチャン 7.1 ch
ネル

接続しているスピーカーのチャンネル数に合わせ
て、
「2.1 ch」、
「3.1 ch」、
「4.1 ch」、
「5.1 ch」、
「6.1 ch」、
「7.1 ch」、
「2.1.2 ch」、
「3.1.2 ch」、
「4.1.2 ch」、
「5.1.2
ch」から選択してください。

サブウーファー

サブウーファーの有無を設定します。
「有り」
：サブウーファーを接続する場合
「無し」
：サブウーファーを接続しない場合

有り

ハイトスピーカー トップミドル

SURROUND BACK or HEIGHT端子にハイトス
ピーカーを接続する場合、スピーカーのタイプを設
定します。
接続するスピーカーのタイプや配置に合わせて「フ
ロントハイ」、
「トップフロント」、
「トップミドル」、
「トップリア」、
「リアハイ」、
「Dolby Speakerフロン
ト」、
「Dolby Speakerサラウンド」から選択してくだ
さい。
• 正しく接続しているにもかかわらず項目を選択
できないときは、
「スピーカーチャンネル」の設
定が接続しているチャンネル数と合っているか
確認してください。

ゾーンスピーカー 無し

ゾーン2のスピーカー端子の接続の有無を設定しま
す。
「ゾーン2」
：ZONE 2スピーカー端子にスピーカーを
接続する場合
「無し」
：ZONE 2スピーカー端子にスピーカーを接
続しない場合

設定内容
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■ 2. クロスオーバー
設定項目

初期値

フロント

100Hz

センター

100Hz

設定項目
設定内容
各チャンネルの音域を何Hzから出力するか、クロス
オーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」: 全帯域を出力します。
• 「配置・構成」
「サブウーファー」
の設定を「無し」
にした場合、
「フロント」の設定は「フルレンジ」
に固定され、他のチャンネルの低音域がフロン
トスピーカーから出力されます。ご使用のス
ピーカーの取扱説明書を参考に設定してくださ
い。
各チャンネルの音域を何Hzから出力するか、クロス
オーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」: 全帯域を出力します。
• 「フルレンジ」は、
「フロント」が「フルレンジ」に
設定されているときのみ選択できます。
• 正しく接続しているにもかかわらず項目を選択
できないときは、
「配置・構成」
「スピーカーチャ
ンネル」の設定が接続しているチャンネル数と
合っているか確認してください。

ハイト

100Hz

各チャンネルの音域を何Hzから出力するか、クロス
オーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」: 全帯域を出力します。
• 「フルレンジ」は、
「フロント」が「フルレンジ」に
設定されているときのみ選択できます。
• 正しく接続しているにもかかわらず項目を選択
できないときは、
「配置・構成」
「スピーカーチャ
ンネル」の設定が接続しているチャンネル数と
合っているか確認してください。

サラウンド

100Hz

各チャンネルの音域を何Hzから出力するか、クロス
オーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」: 全帯域を出力します。
• 「フルレンジ」は、
「フロント」が「フルレンジ」に
設定されているときのみ選択できます。
• 正しく接続しているにもかかわらず項目を選択
できないときは、
「配置・構成」
「スピーカーチャ
ンネル」の設定が接続しているチャンネル数と
合っているか確認してください。

初期値

設定内容

サラウンドバック 100Hz

各チャンネルの音域を何Hzから出力するか、クロス
オーバー周波数を「40Hz」～「200Hz」から選びます。
「フルレンジ」: 全帯域を出力します。
• 「フルレンジ」は、
「サラウンド」が「フルレンジ」
に設定されているときのみ選択できます。
• 正しく接続しているにもかかわらず項目を選択
できないときは、
「配置・構成」
「スピーカーチャ
ンネル」の設定が接続しているチャンネル数と
合っているか確認してください。

LFEローパスフィ
ルター

120Hz

LFE（低域効果音）信号の低域フィルターを設定し、
設定値以下の周波数だけを通過させ、不要なノイ
ズを消すことができます。低域フィルターは、LFE
チャンネルを使っているソースにしか適用されま
せん。
設定できる各周波数は「80Hz」～「120Hz」です。
「オフ」: この機能を使用しない場合

ダブルバス

オン

「配置・構成」
「サブウーファー」
の設定が「有り」で、
「フロント」の設定が「フルレンジ」のときのみ選択
できます。
左右フロントスピーカー、センタースピーカーの低
音をサブウーファーに送り、低音の出力を強調しま
す。
「オン」
：低音の出力を強調する場合
「オフ」
：低音の出力を強調しない場合
• AccuEQ Room Calibrationを行っても、この機能
は自動で設定されません。
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■ 3. 距離

■ 4. スピーカー音量レベル

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定します。
設定項目

初期値

設定内容

フロント左

3.60m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

センター

3.60m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

フロント右

3.60m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

ハイト左

2.70m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

ハイト右

2.70m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

サラウンド右

2.10m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

サラウンドバック 2.10m
右

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

サラウンドバック 2.10m
左

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

サラウンド左

2.10m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

サブウーファー

3.60m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。

• 距離の単位は、リモコンのModeボタンを押して切り換えることができます。単位をフィートで設定す
る場合は、
0.1 ft～30.0 ftの間で0.1ft単位で設定可能です。単位をメートルで設定する場合は、
0.03 m～
9.00 mの間で0.03 m単位で設定可能です。
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設定項目

初期値

設定内容

フロント左

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。

センター

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。

フロント右

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。

ハイト左

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

ハイト右

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

サラウンド右

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。

サラウンドバック 0 dB
右

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

サラウンドバック 0 dB
左

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。
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設定項目

初期値

設定内容

サラウンド左

0 dB

「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。

サブウーファー

0 dB

「－15 dB」～「＋12 dB」から選びます（1 dB単位）。
数値を変えるたびにテスト音が出力されますので、
お好みの音量レベルを選択してください。

■ 6. イコライザ設定
接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整することができます。それぞれのス
ピーカーの音域別で音量を調整します。プリセット1～3まで3種類のイコライザーを設定す
ることができます。各スピーカーで選択できる周波数の数は、サブウーファーは5バンドま
で、それ以外のスピーカーは15バンドまでです。
設定項目

初期値

設定内容

フロント

0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」からスピー
カーの周波数を選んだあと、 / でその周波数の音
量を「－6 dB」～「＋6 dB」の間で調節します。

センター

0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」からスピー
カーの周波数を選んだあと、 / でその周波数の音
量を「－6 dB」～「＋6 dB」の間で調節します。

ハイト

0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」からスピー
カーの周波数を選んだあと、 / でその周波数の音
量を「－6 dB」～「＋6 dB」の間で調節します。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

サラウンド

0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」からスピー
カーの周波数を選んだあと、 / でその周波数の音
量を「－6 dB」～「＋6 dB」の間で調節します。

サラウンドバック 0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」からスピー
カーの周波数を選んだあと、 / でその周波数の音
量を「－6 dB」～「＋6 dB」の間で調節します。
• 「配置・構成」
「ゾーンスピーカー」
が「ゾーン2」
で、かつゾーン2をオンにしている場合、この設
定は変更できません。

0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「160 Hz」からスピー
カーの周波数を選んだあと、 / でその周波数の音
量を「－6 dB」～「＋6 dB」の間で調節します。
• 「配置・構成」
「サブウーファー」
の設定を「無し」
にしているときは選択できません。

■ 5. Dolby Enabled Speaker
設定項目

初期値

ドルビーイネーブ 1.80 m
ルドスピーカーか
ら天井の距離

AccuReflex

オフ

設定内容
Dolby Enabled Speakerから天井までの距離を設定
します。
「0.1 ft/0.03 m」～「15.0 ft/4.50 m」から選び
ます（0.1 ft/0.03 m単位）。
• 距離の単位（ft/m）は、
「距離」の設定で使用してい
る単位で表示されます。
Dolby Enabled Speakerの天井からの反射効果を高
めることができます。
「オフ」
：この機能を使用しない場合
「オン」
：この機能を使用する場合

• この設定は、
「配置・構成」
「ハイトスピーカー」
を「Dolby Speaker」に設定している場合に選択できま
す。

サブウーファー

• 入力ソースまたはリスニングモードの設定によっては、望ましい効果を得ることができない場合があ
ります。
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3. 音の設定・調整

■ 3. DTS

多重音声の再生に関する設定や、LFEレベルの設定、本機の音量に関する詳細設定などを設
定することができます。

■ 1. 多重音声/モノラル
設定項目

初期値

多重音声や多重言語の放送などを再生するときの
音声や言語の種類を設定します。
「主」: 主音声のみが再生されます。
「副」: 副音声のみが再生されます。
「主 / 副」: 主音声と副音声が同時に再生されます。
• 音声多重放送の場合、リモコンの ボタンを押
すと本機の表示部に「1＋1」と表示されます。

モノラル入力チャ 左 + 右
ンネル

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデジ
タル信号やアナログ／PCM信号をMonoリスニング
モードで再生する場合の入力チャンネルを設定し
ます。
「左」: 左チャンネルの音声のみを再生します。
「右」: 右チャンネルの音声のみを再生します。
「左 + 右」: 左右両チャンネルの音声を再生します。

■ 2. Dolby

16

初期値

Loudness
Management

オン

初期値

DTSオートサラウ オン
ンド

設定内容

多重音声入力チャ 主
ンネル

設定項目

設定項目

設定内容
Dolby TrueHD再生時に、セリフの音量を一定レベ
ルに揃えるダイアログノーマライゼーション機
能を有効にします。なお、Dolby Digital Plus/Dolby
TrueHD再生時にこの設定をオフにすると、小音量
でもサラウンドが楽しめるLate Night機能はオフに
固定されます。
「オン」：この機能を使用する場合
「オフ」：この機能を使用しない場合

設定内容
チャンネル拡張情報を含んだDTS信号入力時に、ス
トレートデコードのリスニングモードで再生する
と、入力信号の持つ拡張情報と本機のスピーカーの
設置状況に応じた最適なリスニングモードに自動
で切り換わります。
「オン」：この機能を使用する場合
「オフ」：本機のスピーカー設定に合わせて、入力さ
れた音声のチャンネル数のまま再生します。
• この機能を「オフ」にすると、ES Matrix、ES
Discreteリスニングモードは選べません。

■ 4. LFEレベル
Dolby Digital系、DTS系、AAC、マルチチャンネルPCM、
DSD信号の低域効果（LFE）レベルが
設定できます。
設定項目

初期値

設定内容

LFEレベル

0dB

各信号の低域効果（LFE）レベルを、
「0dB」～「－∞
dB」から選びます。低域効果音が強調されすぎる場
合は、
「－20dB」または「－∞dB」を選んでください。
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■ 5. ボリューム

4. 入力ソース

設定項目

初期値

設定内容

ミュートレベル

－∞dB

消音時の音量を、聴いている音よりどれだけ下げ
るか設定しておくことができます。
「－∞dB」、
「－
40dB」、
「－20dB」から設定できます。

最大音量値

オフ

音量が大きくなり過ぎないように最大値を設定し
ます。
「オフ」、
「50」～「99」から選びます。

電源オン時音量値 最終値

ヘッドホン音量レ 0 dB
ベル

電源を入れたときの音量を設定します。
「最終値」
（スタンバイ状態前の音量）、
「最小」、
「1」～「99」、
「最
大」から選びます。
• この設定値は、
「最大音量値」の設定の値より高
く設定できません。

入力切換ボタンごとに接続した機器の音量差を調整するなど、入力ソースに関する設定を
行います。

■ 1. インテリボリューム
本機に接続された複数の機器で音量差がある場合の調整です。設定する場合は任意の入力
切換を選んでください。
設定項目

初期値

インテリボリュー 0 dB
ム

ヘッドホンの出力レベルを調整します。
「－12 dB」
～「＋12 dB」から選びます。

設定内容
「－12 dB」～「＋12 dB」から選びます。他の機器と比
べて音量が大きい場合は－の値を、小さい場合は＋
の値で調整します。音声を確認する場合は接続機器
を再生してください。
• この機能は、ゾーン2では機能しません。

■ 2. 名前変更
各入力切換にわかりやすい名前を設定します。入力した名前が本体表示部に表示されます。
設定する場合は任意の入力切換を選んでください。
設定項目

初期値

設定内容

名前変更

入力切換名

1. カーソルで文字・記号を選び、Enterボタンを押
します。
この操作をくり返して最大10文字まで入力し
ます。
「A/a」
：大文字／小文字が切り換わります。
（リ
モコンのModeボタンを押しても大文字／小文
字が切り換わります）
「←」
「→」
：矢印の方向にカーソルが移動しま
す。
：カーソルの左側の文字を1文字消去しま
「 」
す。
「 」
：1文字分スペースが入ります。
• リモコンのClearボタンを押すと、入力した
文字をすべて消去します。
2. 入力が終われば、カーソルで「OK」を選び、Enter
ボタンを押します。
入力した名前が保存されます。
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• プリセットされた放送局に名前をつける場合は、リモコンのTunerボタンを押してAM/FMを選び、プ
リセット番号を選びます。
• 「NET」、
「BLUETOOTH」の入力切換を選択時は、設定できません。

設定項目

初期値

PCM固定モード

オフ

■ 音声信号選択
HDMI IN端子の「BD/DVD」とAUDIO IN端子の「BD/DVD」に接続しているなど、
1つの入力切
換に複数の音声接続をしている場合に、優先する入力端子を選択します。入力切換ボタンご
とに設定します。設定する場合は任意の入力切換を選んでください。なお、初期値が変更で
きないものもあります。

18

設定項目

初期値

音声信号選択

BD/DVD:
HDMI
CBL/SAT:
HDMI
GAME:
HDMI
STRM BOX:
HDMI
PC:
HDMI
AUX:
HDMI
CD:
OPTICAL
（光入
力）
PHONO:
アナログ
TV:
OPTICAL
（光入
力）

設定内容
「ARC」: ARC対応テレビからの入力信号を優先す
る場合
• この項目は、
「6. ハードウェア」
「HDMI」
「オー
ディオリターンチャンネル」の設定を「自動」に
して、かつ「TV」の入力切換を選択時にのみ選ぶ
ことができます。
「HDMI」: HDMI IN端子の入力を優先する場合
• この項目は、設定する入力切換が「1. 入力/出力端
子の割り当て」
「HDMI入力」
の設定でHDMI端子
に割り当てられている場合にのみ選ぶことがで
きます。
「COAXIAL
（同軸入力）」: DIGITAL IN COAXIAL端子
の入力を優先する場合
• この項目は、設定する入力切換が「1. 入力/出力
端子の割り当て」
「デジタル音声入力」
の設定で
COAXIAL端子に割り当てられている場合にのみ
選ぶことができます。
「OPTICAL
（光入力）」: DIGITAL IN OPTICAL端子の
入力を優先する場合
• この項目は、設定する入力切換が「1. 入力/出力
端子の割り当て」
「デジタル音声入力」
の設定で
OPTICAL端子に割り当てられている場合にのみ
選ぶことができます。
「アナログ」: 入力信号に関わらず常にアナログ音
声を出力する場合
• この項目は、設定する入力切換が「1. 入力/出力
端子の割り当て」
「アナログ音声入力」
の設定で
AUDIO IN端子に割り当てられている場合にの
み選ぶことができます。

設定内容
「音声信号選択」の設定で「HDMI」、
「COAXIAL
（同軸
入力）」、
「OPTICAL
（光入力）」を選んだ場合の入力
信号をPCM（マルチチャンネルPCMは除く）に固定
するかどうかを選択します。PCM信号の再生中にノ
イズや曲間の頭切れが発生する場合は「オン」に設
定してください。通常は「オフ」にしておいてくださ
い。
• 「音声信号選択」の設定を変更するたびにこの設
定は「オフ」に戻ります。

• 「TUNER」、
「NET」、
「BLUETOOTH」の入力切換を選択時は、この設定を変更できません。

■ 映像選択
「TUNER」の入力切換を選んだときに、テレビ画面に映し出す映像の入力切換を設定するこ
とができます。
設定項目

初期値

映像選択

最終値

設定内容
「最終値」
：直前に再生された映像の入力切換を選択
します。
「BD/DVD」、
「CBL/SAT」、
「GAME」、
「STRM BOX」、
「PC」、
「AUX」、
「CD」、
「TV」、
「PHONO」
：各入力の映
像を再生します。
• この設定は「1. 入力/出力端子の割り当て」
「HDMI入力」および「映像入力」で割り当てた入
力切換ボタンに対して有効です。
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5. リスニングモードプリセット

6. ハードウェア

入力信号ごとにお好みのリスニングモードをあらかじめ設定しておくことができます。
（た
とえばブルーレイディスクのDolby TrueHD信号を再生時は、ストレートデコードで、常にそ
のままの音場で再生するなど）
入力切換の一覧が表示されるので、信号の種類、リスニングモードを設定してください。
再生中にもリスニングモードを切り換えることはできますが、スタンバイ状態にすると元
の設定に戻ります。

HDMI CECやHDMIスタンバイスルーまたはARC機能に関する設定、ネットワーク機能に
関する設定、自動スタンバイやネットワークスタンバイなど本機の電源管理に関する設定、
12Vトリガー端子の出力設定を行います。

設定項目

初期値

設定内容

アナログ / PCM

All Ch Stereo

CDなどのPCM信号やレコード、カセットテープ
などのアナログ信号を再生するときのリスニン
グモードを設定します。

Dolby

Dolby Surround Dolby Digital、Dolby Digital PlusおよびDolby
TrueHD信号を再生するときのリスニングモード
を設定します。
• 「ストレートデコード」を選ぶと、入力信号をそ
のままの音場で再生します。

DTS

DTS Neural:X

その他

Dolby Surround DVD-AudioやDSD信号などを再生するときのリ
スニングモードを設定します。
• 「ストレートデコード」を選ぶと、入力信号をそ
のままの音場で再生します。

•
•
•
•
•

DTS形式やDTS-HD High Resolution形式のデ
ジタル音声信号を再生するときのリスニング
モードを設定します。ブルーレイなどのDTS-HD
Master Audioソース用の既定のリスニングモード
を指定します。
• 「ストレートデコード」を選ぶと、入力信号をそ
のままの音場で再生します。

選べるリスニングモードはスピーカー構成や入力信号により異なります。
「最終値」の設定を選ぶと、最後に選択したモードが常に選ばれます。
「TUNER」入力切換に設定できるモードは、
「アナログ」のみです。
「NET」入力切換に設定できるモードは、
「デジタル」、
「Dolby」、
「DSD」です。
「BLUETOOTH」入力切換に設定できるモードは、
「デジタル」
のみです。

■ 1. HDMI
設定項目

初期値

HDMI CEC

オフ

設定内容
この設定を「オン」にすると、HDMI接続したCEC対
応機器と入力切換連動などの連動機能が働きます。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合
この設定を変更した場合、すべての接続機器の電源
を切って電源を入れ直してください。
• ご使用のテレビによっては、テレビ側でリンク
設定などが必要です。
• この設定は、HDMI OUT MAIN端子に接続した場
合にのみ有効です。
• この設定を「オン」にして、操作画面を閉じると、
本体表示部に接続されているCEC対応機器名称
と「CEC On」が表示されます。
• この設定を「オン」にすると、スタンバイ状態で
の消費電力が増加することがあります。
（テレビ
の状態により、通常の待機時消費電力モードに
なります。）
• この設定が「オン」で、ご利用のテレビのスピー
カーから音声を出力しているときに、本機の
Master Volumeダイヤルを操作すると、本機に接
続したスピーカーからも音声が出ます。どちら
か一方の音声のみ出力したい場合は、本機また
はテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げ
てください。
• この設定を「オン」にして、異常な動作をする場
合は「オフ」にしてください。
• 接続した機器がCECに対応していない場合や、
対応しているかわからない場合は、
「オフ」にし
てください。

19

>>仕様について >>設定の詳細 >>リスニングモード >>ネットワーク機能

>>Basic Manual
困ったときは | 追補情報など

20

設定項目

初期値

HDMIスタンバイ
スルー

オフ

設定内容
「オフ」以外に設定すると、本機がスタンバイ状態
でも、HDMI接続している再生機器の映像と音声を
テレビで再生することができます。なお、
「HDMI
CEC」が「オン」に設定されている場合は、
「自動」お
よび「自動（エコ）」のみ選択できます。その他を選択
する場合は、
「HDMI CEC」を「オフ」に設定してくだ
さい。
• 「オフ」以外に設定すると、スタンバイ状態での
消費電力が増加します。
「BD/DVD」、
「CBL/SAT」、
「GAME」、
「STRM BOX」、
「PC」、
「AUX」、
「CD」、
「TV」、
「PHONO」: たとえば
「BD/DVD」を選んでいると、本機がスタンバイ状態
でも、
「BD/DVD」端子に接続した再生機器をテレビ
で再生することができます。この機能を使用したい
再生機器が決まっている場合に、この設定値を選択
します。
「最終値」:スタンバイにする直前に選んでいた入力
切換の映像と音声をテレビで再生することができ
ます。
「自動」、
「自動（エコ）」: 接続した再生機器がCEC規
格に準拠している場合は、この設定を選びます。ス
タンバイにする直前に選んでいた入力切換が何で
あっても、CEC連動機能により、再生機器の映像と
音声をテレビで再生することができます。
• CEC規格に準拠していない再生機器をテレビで
再生する場合は、本機の電源をオンにして入力
を切り換える必要があります。
• CEC規格に準拠したテレビをお使いの場合は、
「自動（エコ）」を選ぶとスタンバイ状態での消費
電力を低減できます。

設定項目

初期値

設定内容

テレビオーディオ オフ
出力

本機の電源が入った状態で、テレビのスピーカーか
ら音声を聴くことができます。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合
• 「1. 入力/出力端子の割り当て」
「TV出力
/
OSD」
「HDMI出力」
、または「Quick Menu」の
「その他」
「HDMI出力」
の設定を「MAIN」または
「MAIN+SUB」にし、
「HDMI CEC」の設定を「オ
ン」にした場合、この設定は「自動」に固定されま
す。この設定を変更する場合は、
「HDMI CEC」の
設定を「オフ」にしてください。
• 「テレビオーディオ出力」が「オン」に設定されて
いる場合、テレビから音声が出ているときはリ
スニングモードを変更できません。
• お使いのテレビや接続機器の入力信号によって
は、この設定が「オン」でもテレビから音声が出
ないことがあります。その場合は、本機のスピー
カーから音声が出ます。
• 本機に入力された音声をご利用のテレビの
スピーカーから出力しているときに、本機の
Master Volumeダイヤルを操作すると、本機から
音声が出ます。音声を出したくない場合は、本機
またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を
下げてください。

オーディオリター 自動（＊）
ンチャンネル

HDMI接続したARC機能対応テレビの音声を、本機
と接続したスピーカーで聴くことができます。
＊ この機能を使用するには、あらかじめ「HDMI
CEC」を「オン」に設定しておいてください。
「自動」: テレビの音声を本機のスピーカーで聴く
場合
「オフ」: ARC機能を使用しない場合

自動リップシンク オン

HDMIリップシンク対応テレビからの情報に応じて
映像と音声のズレを自動補正します。
「オン」: 自動補正機能を有効にする場合
「オフ」: 自動補正機能を使用しない場合
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■ 2. ネットワーク
• DHCPでLANを構築している場合は「DHCP」の設定を「有効」にして自動設定してくださ
い。
（初期値では「有効」になっています）また、各機器に固定IPアドレスを割り当てる場合
は、
「DHCP」の設定を「無効」にして「IPアドレス」の設定で本機にアドレスを割り当て、サ
ブネットマスクとゲートウェイなどお使いのLANに関する情報を設定する必要がありま
す。
設定項目

初期値

Wi-Fi

オフ（有線）

無線LAN対応ルーター経由で、本機をネットワーク
に接続します。
「オン」: 無線LANで接続する場合
「オフ（有線）」: 有線LANで接続する場合

Wi-Fi Setup

‐

「Start」が表示された状態でEnterボタンを押して、
無線LANの設定を行います。

Wi-Fi接続状態

‐

接続しているアクセスポイントの情報が表示され
ます。
「SSID」: 接続しているアクセスポイントのSSID
「感度」: 接続しているアクセスポイントの信号強
度
「ステータス」: 接続しているアクセスポイントの
状態

MACアドレス

‐

DHCP

有効

設定内容

本機のMACアドレスを確認します。
この値は機器固有のものであり、変更はできませ
ん。
「有効」: DHCPで自動設定する
「無効」: DHCPを使わず手動設定する
• 「無効」を選んだ場合、
「IPアドレス」、
「サブネッ
トマスク」、
「ゲートウェイ」、
「DNSサーバー」は
手動で設定してください。

IPアドレス

0.0.0.0

IPアドレスを表示・設定します。

サブネットマ
スク

0.0.0.0

サブネットマスクを表示・設定します。

ゲートウェイ

0.0.0.0

ゲートウェイアドレスを表示・設定します。

0.0.0.0

DNSサーバー（プライマリ）を表示・設定します。

DNSサーバー
プロキシURL

‐

プロキシポート

8080

プロキシサーバーのURLを表示・設定します。
「プロキシURL」入力時にプロキシサーバーのポー
ト番号を表示・設定します。

設定項目

初期値

設定内容

フレンドリーネー Integra DRX-3.1 ネットワーク接続している機器側で表示される本
ム
XXXXXX
機の機種名をわかりやすい名前に変更します。
1. Enterボタンを押し、編集画面を表示させます。
2. カーソルで文字・記号を選び、Enterボタンを押
します。
この操作をくり返して最大31文字まで入力し
ます。
「A/a」
：大文字／小文字が切り換わります。
（リ
モコンのModeボタンを押しても大文字／小文
字が切り換わります）
「←」
「→」
：矢印の方向にカーソルが移動します。
「 」
：カーソルの左側の文字を1文字消去します。
「 」
：1文字分スペースが入ります。
• リモコンのClearボタンを押すと、入力した
文字をすべて消去します。
3. 入力が終われば、カーソルで「OK」を選び、Enter
ボタンを押します。
入力した名前が保存されます。
AirPlayパスワー
ド

入力したユーザーのみがAirPlayRを利用できるよう
最大31桁のパスワードを設定することができます。
1. Enterボタンを押し、編集画面を表示させます。
2. カーソルで文字・記号を選び、Enterボタンを押
します。
この操作をくり返して最大31文字まで入力し
ます。
「A/a」
：大文字／小文字が切り換わります。
（リ
モコンのModeボタンを押しても大文字／小文
字が切り換わります）
「←」
「→」
：矢印の方向にカーソルが移動します。
「 」
：カーソルの左側の文字を1文字消去します。
「 」
：1文字分スペースが入ります。
• リモコンのMemoryボタンを押すと、パス
ワードを「＊」で表示するか入力した文字を
そのまま表示するか切り換えます。
• リモコンのClearボタンを押すと、入力した
文字をすべて消去します。
3. 入力が終われば、カーソルで「OK」を選び、Enter
ボタンを押します。
入力したパスワードが保存されます。
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設定項目

初期値

データ利用

無し

ネットワーク確認 ‐

設定内容
弊社は、製品の品質やサービス向上のため、お客様
の使用状況に関する情報をネットワーク経由で取
得させていただく場合がございます。この設定を
「有り」にすると情報が収集され、
「無し」にすると情
報を収集されることはありません。
• この設定はプライバシーポリシーの確認後に設
定できます。
「データ利用」を選んでEnterボタン
を押すと、プライバシーポリシーが表示されま
す。
（ネットワークの接続設定中にも、同じ画面
が一度だけ表示されます）情報の収集に同意す
ると、この設定も「有り」になります。なお、同意
したあとでもこの設定を「無し」に設定すると、
情報が収集されることはありません。

設定項目

初期値

自動接続

オン

入力切換を「BLUETOOTH」に切り換えると、
自動
的に最後に接続していたBLUETOOTH対応機器と
接続する機能です。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合
• ご使用のBLUETOOTH対応機器によっては、
こ
の機能が働かないことがあります。

ペアリング情報

‐

本機に保存されているペアリング情報を初期化す
ることができます。
「削除」が表示された状態でEnterボタンを押すと、
本機に保存されているペアリング情報が初期化さ
れます。
• BLUETOOTH対応機器側のペアリング情報
は初期化されません。再度その機器と本機を
ペアリングする際は、BLUETOOTH対応機器
側のペアリング情報を消去してから行ってく
ださい。ペアリング情報の消去については、
BLUETOOTH対応機器の取扱説明書をご参照
ください。

デバイス

‐

接続されているBLUETOOTH対応機器の名前が表
示されます。
• 「ステータス」が「待機中」や「ペアリング」の場合
は、名前は表示されません。

ステータス

‐

接続されているBLUETOOTH対応機器の状態が表
示されます。
「待機中」: ペアリングされていない
「ペアリング」: ペアリング中
「接続済み」: 接続完了

ネットワークの接続状態を確認します。
「Start」が表示された状態でEnterボタンを押してく
ださい。

• 「ネットワーク」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動すると選
べるようになります。

■ 3. Bluetooth
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設定項目

初期値

設定内容

Bluetooth

オン

BLUETOOTH機能の使用/不使用を設定します。
「オン」: BLUETOOTH機能を使用して、
BLUETOOTH対応機器との接続を有効にします。
BLUETOOTHに関する各種設定を行う場合もこの
設定を「オン」にしてください。
「オフ」: BLUETOOTH機能を使用しない場合

自動入力切り換
え

オン

BLUETOOTH対応機器側から本機に接続すると、
本機の入力切換を自動的に「BLUETOOTH」に切り
換えることができます。
「オン」: BLUETOOTH対応機器の接続に対応し
て、入力切換を自動で「BLUETOOTH」にします。
「オフ」: この機能を無効にします。
• 自動的に入力切換が切り換わらない場合は、
「オ
フ」に設定して、手動で入力切換を設定してくだ
さい。

設定内容

• 「Bluetooth」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。BLUETOOTH機能が起動すると選べる
ようになります。
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■ 4. 電源管理
設定項目

設定項目
初期値

設定内容

スリープタイマー オフ

指定した時間が経過したら、本機を自動的にスタン
バイ状態にすることができます。
「30分」、
「60分」、
「90分」から選びます。
「オフ」: 自動的にスタンバイ状態にしない場合

自動スタンバイ

映像または音声入力がない状態で本機を20分間操
作しなかった場合、自動的にスタンバイ状態に移行
させることができます。
（「スタンバイ時のUSB電
源供給」または「ネットワークスタンバイ」が有効に
なっているときは、消費電力の増加を最小限に抑制
するHybrid Standbyモードに移行します。）
「オン」
：自動的にスタンバイ状態に移行させる場合
（「AUTO STBY」表示が点灯します。）
「オフ」
：スタンバイ状態への移行をさせない場合
• スタンバイ状態に移行する30秒前に本体表示
部とテレビ画面に「Auto Standby」と表示されま
す。
• ゾーン2に出力している場合、
「自動スタンバイ」
は動作しません。

オフ

HDMIスタンバイ オフ
スルー時の自動ス
タンバイ

スタンバイ時の
USB電源供給

オフ

「HDMIスタンバイスルー」動作中に「自動スタンバ
イ」設定を有効または無効にします。
「オン」: 有効にする場合
「オフ」: 無効にする場合
• 「自動スタンバイ」および「HDMIスタンバイス
ルー」の設定が「オフ」の場合、この設定は「オン」
にできません。
この機能を「オン」に設定すると、本機がスタンバイ
状態でも、USB端子に接続された機器に給電するこ
とができます。
• この機能を使用中は、スタンバイ状態での消費
電力が増加しますが、必要最小限の回路のみが
作動するHybrid Standbyモードに自動で移行し
て、消費電力の増加を最小限に抑制します。

初期値

ネットワークスタ オン
ンバイ

Bluetoothによる
起動

オフ

設定内容
この機能を「オン」にすると、Integra Remoteなど本
機をコントロールできるアプリケーションを使用
して、ネットワーク経由で本機の電源をオンにする
ことができるようになります。
• 「ネットワークスタンバイ」使用中は、本機がス
タンバイ状態での消費電力が増加しますが、必
要最小限の回路のみが作動するHybrid Standby
モードに自動で移行して、消費電力の増加を最
小限に抑制します。
• ネットワークへの接続が切断されると、消費電
力の抑制のため「ネットワークスタンバイ」が無
効になる場合があります。この場合は、リモコン
や本体の電源ボタンで電源をオンにしてくださ
い。
本機がスタンバイ時に、BLUETOOTH対応機器と
接続することにより、本機を起動させる機能です。
「オン」: この機能を使用する場合
「オフ」: この機能を使用しない場合
• この設定を「オン」にすると、本機がスタンバイ
状態でも電力消費が増加しますが、必要最小限
の回路のみが作動するHybrid Standbyモードに
自動で移行して、消費電力の増加を最小限に抑
制します。
• 「Bluetooth」
「自動入力切り換え」
を「オフ」に設
定している場合、この設定は「オフ」に固定されま
す。

• 「ネットワークスタンバイ」、
「Bluetoothによる起動」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。
ネットワーク機能が起動すると選べるようになります。
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■ 5. 12VトリガーA
12V TRIGGER OUT A端子から制御信号（最大12V/100mA）を出力する場合に設定します。
入力切換ごとに設定することができます。12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接
続で、本機とそれらの機器の電源連動を制御することができます。
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設定項目

初期値

STRM BOX

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「STRM
BOX」を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「STRM BOX」を
選んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「STRM BOX」を選んだときに出力しま
す。

設定内容

設定内容

設定項目

初期値

遅延

0sec

本機の動作に連動して、何秒後に12Vトリガー出力
を行うかを設定します。接続する機器によっては電
源オン時に大容量の電源が流れる場合があります
ので、その場合は出力を遅らせてください。
「0sec」～「3sec」から選びます。

BD/DVD

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「BD/DVD」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「BD/DVD」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「BD/DVD」を選んだときに出力します。

PC

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「PC」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「PC」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「PC」を選んだときに出力します。

CBL/SAT

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「CBL/SAT」
を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「CBL/SAT」を選
んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「CBL/SAT」を選んだときに出力します。

AUX

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「AUX」を選
んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「AUX」を選んだ
ときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「AUX」を選んだときに出力します。

GAME

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「GAME」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「GAME」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「GAME」を選んだときに出力します。

CD

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「CD」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「CD」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「CD」を選んだときに出力します。
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設定項目

初期値

TV

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「TV」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「TV」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「TV」を選んだときに出力します。

PHONO

メイン

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「PHONO」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「PHONO」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「PHONO」を選んだときに出力します。

TUNER

NET

メイン

メイン

設定内容

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「TUNER」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「TUNER」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「TUNER」を選んだときに出力します。
12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「NET」を選
んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「NET」を選んだ
ときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「NET」を選んだときに出力します。

設定項目

初期値

BLUETOOTH

メイン

設定内容
12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に
「BLUETOOTH」を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「BLUETOOTH」
を選んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「BLUETOOTH」を選んだときに出力し
ます。

■ 6. 12VトリガーB
12V TRIGGER OUT B端子から制御信号（最大12V/25mA）を出力する場合に設定します。入
力切換ごとに設定することができます。12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接続
で、本機とそれらの機器の電源連動を制御することができます。
設定項目

初期値

遅延

1sec

設定内容
本機の動作に連動して、何秒後に12Vトリガー出力
を行うかを設定します。接続する機器によっては電
源オン時に大容量の電源が流れる場合があります
ので、その場合は出力を遅らせてください。
「0sec」～「3sec」から選びます。

BD/DVD

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「BD/DVD」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「BD/DVD」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「BD/DVD」を選んだときに出力します。

25

>>仕様について >>設定の詳細 >>リスニングモード >>ネットワーク機能

>>Basic Manual
困ったときは | 追補情報など

26

設定項目

初期値

CBL/SAT

ゾーン2

GAME

設定内容

設定項目

初期値

設定内容

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「CBL/SAT」
を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「CBL/SAT」を選
んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「CBL/SAT」を選んだときに出力します。

AUX

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「AUX」を選
んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「AUX」を選んだ
ときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「AUX」を選んだときに出力します。

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「GAME」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「GAME」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「GAME」を選んだときに出力します。

CD

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「CD」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「CD」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「CD」を選んだときに出力します。

STRM BOX

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「STRM
BOX」を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「STRM BOX」を
選んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「STRM BOX」を選んだときに出力しま
す。

TV

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「TV」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「TV」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「TV」を選んだときに出力します。

PC

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「PC」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「PC」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「PC」を選んだときに出力します。

PHONO

ゾーン2

ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「PHONO」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「PHONO」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「PHONO」を選んだときに出力します。
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設定項目

初期値

TUNER

ゾーン2

NET

BLUETOOTH

ゾーン2

ゾーン2

設定内容
12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「TUNER」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「TUNER」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「TUNER」を選んだときに出力します。
12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「NET」を選
んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「NET」を選んだ
ときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「NET」を選んだときに出力します。
12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に
「BLUETOOTH」を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「BLUETOOTH」
を選んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「BLUETOOTH」を選んだときに出力し
ます。

■ 7. 12VトリガーC
12V TRIGGER OUT C端子から制御信号（最大12V/25mA）を出力する場合に設定します。入
力切換ごとに設定することができます。12Vトリガー入力端子を装備する外部機器との接続
で、本機とそれらの機器の電源連動を制御することができます。
設定項目

初期値

設定内容

遅延

2sec

本機の動作に連動して、何秒後に12Vトリガー出力
を行うかを設定します。接続する機器によっては電
源オン時に大容量の電源が流れる場合があります
ので、その場合は出力を遅らせてください。
「0sec」～「3sec」から選びます。

BD/DVD

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「BD/DVD」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「BD/DVD」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「BD/DVD」を選んだときに出力します。

CBL/SAT

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「CBL/SAT」
を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「CBL/SAT」を選
んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「CBL/SAT」を選んだときに出力します。

GAME

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「GAME」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「GAME」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「GAME」を選んだときに出力します。
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設定項目

初期値

設定内容

STRM BOX

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「STRM
BOX」を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「STRM BOX」を
選んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「STRM BOX」を選んだときに出力しま
す。

PC

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「PC」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「PC」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「PC」を選んだときに出力します。

AUX

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「AUX」を選
んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「AUX」を選んだ
ときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「AUX」を選んだときに出力します。

CD

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「CD」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「CD」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「CD」を選んだときに出力します。

設定項目

初期値

設定内容

TV

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「TV」を選ん
だときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「TV」を選んだと
きに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「TV」を選んだときに出力します。

PHONO

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「PHONO」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「PHONO」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「PHONO」を選んだときに出力します。

TUNER

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「TUNER」を
選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「TUNER」を選ん
だときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「TUNER」を選んだときに出力します。

NET

メイン/ゾーン2

12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に「NET」を選
んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「NET」を選んだ
ときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「NET」を選んだときに出力します。
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設定項目

初期値

BLUETOOTH

メイン/ゾーン2

設定内容
12Vトリガー出力設定を、入力切換ごとに設定する
ことができます。
「オフ」: 出力をしない場合
「メイン」: メインルームの入力切換に
「BLUETOOTH」を選んだときに出力します。
「ゾーン2」: ゾーン2の入力切換に「BLUETOOTH」
を選んだときに出力します。
「メイン/ゾーン2」: メインルームまたはゾーン2の
入力切換に「BLUETOOTH」を選んだときに出力し
ます。

7. マルチゾーン
別室の音量の設定など、マルチゾーン接続に関する設定を行います。

■ 1. ゾーン2
設定項目

初期値

アウトプットレベ 固定
ル

最大音量値

オフ

電源オン時音量値 最終値

設定内容
ゾーン2に出力しているときに、音量を別室のプリ
メインアンプで調整するか、本機で調整するかを設
定します。
「固定」: 別室のプリメインアンプで調整する場合
「可変」: 本機で調整する場合
ゾーン2で音量が大きくなり過ぎないように最大値
を設定します。
「オフ」、
「50」～「99」から選びます。
本機の電源を入れたときのゾーン2の音量を設定し
ます。
「最終値」
（本機の電源を切ったときの音量）、
「最小」、
「1」～「99」、
「最大」から選びます。
• この設定値は、
「最大音量値」の設定の値より高
く設定できません。

■ 2. Remote Play Zone
設定項目

初期値

Remote Play
Zone

自動

設定内容
AirPlayやSpotify Connectでの再生やMusic Server
機能でPCからリモート再生する際に、音楽をメイ
ンルーム（本機のある部屋）で再生するか別室（ゾー
ン2）で再生するかを設定することができます。
「自動」: メインルームがNET入力切換の場合はメ
インルームで、別室がNET入力切換でメインルーム
がNET以外の入力切換の場合は別室で再生します。
「メイン」、
「ゾーン2」: 別室でのみ再生する場合は
「ゾーン2」に設定するなど、特定の部屋での再生に
固定する場合に選びます。
• 同じネットワーク機能ですでに再生中の場合
は、この機能は働かない場合があります。
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8. その他

■ 2. ファームウェアアップデート

ファームウェアの更新や初期設定などを行うことができます。

設定項目

初期値

アップデート通知 有効

■ 1. リモコンID
設定項目

初期値

設定内容

リモコンID

1

インテグラ/オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある
場合、他の製品との混線を防ぐために、本機で使う
リモコンのIDを「1」、
「2」
「3」から選び、設定します。
、
IDを変更した場合、以下の操作でリモコン本体も本
体側と同じIDに設定してください。
Modeボタンを押しながら、以下のボタンを約3秒間
押します。
• リモコンのIDを「1」にする場合：
（リモートインジケーターが1回点滅します）
• リモコンのIDを「2」にする場合：
（リモートインジケーターが2回点滅します）
• リモコンのIDを「3」にする場合：
（リモートインジケーターが3回点滅します）

バージョン

設定内容
更新可能なファームウェアが存在する場合、ネット
ワーク経由で更新を通知します。
「有効」: 通知する場合
「無効」: 通知しない場合

‐

現在のファームウェアのバージョンを表示します。

ネットワーク
経由のアップ
デート

‐

ネットワーク経由でファームウェアを更新すると
きにEnterボタンを押して選択します。
• インターネットに接続していない場合や、更新
可能なファームウェアが存在しない場合は、こ
の設定は選択できません。

USB経由の
アップデート

‐

USB経由でファームウェアを更新するときにEnter
ボタンを押して選択します。
• USBストレージを接続していない場合や、USB
ストレージに更新可能なファームウェアが存在
しない場合は、この設定は選択できません。

• 「ファームウェアアップデート」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能
が起動すると選べるようになります。

■ 3. 初期設定
初期設定をセットアップメニューから行うことができます。
• 「初期設定」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動す
ると選べるようになります。

■ 4. ロック
設定項目

初期値

セットアップ項目 解除
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設定内容
セットアップメニューをロックして、設定を変更で
きないようにします。
「ロック」
：ロックを設定
「解除」
：ロックを解除
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サブウーファー :
音声を聴きながら、サブウーファーのスピーカーレベルを
調整します。

Quick Menu

• 調整した内容は、本機をスタンバイ状態にすると設定前
の内容に戻ります。

音質の調整など、よく利用する設定を素早く設定すること
ができます。
操作は :
再生しながらテレビの画面で設定が可能です。リモコンの
Qボタンを押して、
Quick Menuを表示させます。
Quick Menu

BD/DVD

トーン

低域

レベル

高域

AccuEQ
その他

■ AccuEQ
AccuEQ Room Calibration :
部屋の環境による音のひずみを補正するイコライザー機能
を有効/無効に切り換えます。有効にする場合、通常は「オン
（すべて）」を選び、フロントスピーカーのみ無効に設定した
い場合は「オン（左/右以外）」を選んでください。この設定は
各入力切換ごとに行えます。
イコライザ :
セットアップメニューの「2. スピーカー」
「イコライザ設
定」で設定した「プリセット1」～「プリセット3」を選択でき
ます。
「オフ」に設定すると、すべての音域で同じ音場設定に
なります。

リモコンのカーソル / で内容を選び、Enterボタンで決定
します。
設定を変更するには、カーソルで操作します。
• ひとつ前の画面に戻るには ボタンを押します。
• 設定を終了するときは、Qボタンを押します。

シネマフィルター :
高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター
用に補正します。この機能が使用できるリスニングモード
は、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Surround、Dolby
TrueHD、Multichannel、DTS、DTS-ES、
DTS 96/24、DTSHD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、DTS
Neural:X、DTS Express、DSD、
AACです。

■ トーン

• リスニングモードがDirectのときは、設定できません。

低域 :
フロントスピーカーの低音域を強調したり、弱めたりしま
す。
高域 :
フロントスピーカーの高音域を強調したり、弱めたりしま
す。
• リスニングモードがDirectのときは、設定できません。

■ レベル

センター :
音声を聴きながら、センタースピーカーのスピーカーレベ
ルを調整します。

Late Night :
小さな音でも細かな音が聴こえやすくなる機能です。夜中
などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。Dolby
系、DTS系の入力信号再生時のみに効果があります。
• 以下の場合、この機能を使用することはできません。
–「Loudness Management」を「オフ」に設定し、Dolby
Digital Plus、Dolby TrueHDを再生している場合
– 入力信号がDTS:Xで、
「Dialog Control」が0 dB以外の
場合
Center Spread :
Dolby Surroundリスニングモードを再生する際の、フロン
ト音場の広がりを調整します。左右に音を広げる場合は「オ
ン」に、中央に音を集中させる場合は「オフ」に設定してくだ
さい。
• スピーカーの設定によっては「オフ」になります。
Dialog Control :
音声の会話部分を1 dBステップで6 dBまで引き上げ、騒音
下でも会話部分を聴こえやすくします。
• DTS:Xコンテンツ以外では設定できません。
• コンテンツによっては選択できない場合もあります。
HDMI出力 :
映像信号を出力するHDMI OUT端子を「MAIN」、
「SUB」、
「MAIN+SUB」から選びます。

■ その他
A/Vシンク :
映像が音声より遅れている場合、音声を遅らせて映像と音
声のずれを調整できます。各入力切換に個別に設定するこ
とができます。
• リスニングモードがDirectのときは、設定できません。
Music Optimizer :
圧縮された音声をより良い音質にします。MP3などの非可
逆圧縮ファイルの再生時に効果があります。この設定は、各
入力切換ごとに行えます。サンプリング周波数が48 kHz以
下の信号に働きます。ビットストリーム信号は効果があり
ません。
• リスニングモードがDirectのときは、設定できません。
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Web Setup
本機のネットワーク機能に関する設定などをPCやスマー
トフォンなどのインターネットブラウザを使って設定する
ことができます。
1. リモコンの ボタンを押して、セットアップメニューを
表示させます。
2. カーソルで「6. ハードウェア」
「ネットワーク」
を選び、
「IPアドレス」に表示されるIPアドレスをメモします。
3. PCやスマートフォンなどのインターネットブラウザを
起動し、URL欄に本機のIPアドレスを入力します。
4. インターネットブラウザに本機の情報（Web Setup画
面）が表示されます。

5. 設定の変更後は、
「Save」を選んで設定を保存してくださ
い。
Device Information
フレンドリーネームの変更やAirPlayパスワードの設定など
ができます。
Control4 : Control4システムをお使いの場合に本機を登録
します。
Firmware Update : PCにダウンロードしたファームウェア
ファイルを選んで、本機をアップデートできます。
Network Setting

32

Status : 本機のMACアドレスと、IPアドレスなどのネット
ワークに関する情報を確認できます。
Network Connection : ネットワークの接続方法を選択でき
ます。
「Wireless」を選んだ場合は、
「Wi-Fi Setup」から接続す
るアクセスポイントを選んで接続してください。
DHCP : DHCPの設定を変更できます。
「Off」を選んだ場合、
「IP Address」、
「Subnet Mask」、
「Gateway」、
「DNS Server」
は手動で設定してください。
Proxy : プロキシサーバーのURLを表示・設定します。
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コントロール機能の設定
外部機器とのコントロール機能を働かせることができま
す。機能を働かせるには専用の機器やケーブルの導入が必
要です。導入については専門の販売店にご相談ください。

■ IR端子

■ 12Vトリガー出力端子

市販のマルチルームリモートコントロールキットを使用す
ると、本機を別室からリモコンで操作したり、リモコン受光
部が見えにくい場合にもリモコンで操作することができま
す。また、本機と別の機器を接続して、リモコンで別の機器
を操作することもできます。

パワーアンプなど12Vトリガー入力端子を装備する外部機
器との接続で、本機とそれらの機器の電源連動を可能にす
る端子です。本機は任意の入力切換を選んだときに、12V
TRIGGER OUT A端子から最大12V/100mA、12V TRIGGER
OUT BまたはC端子から最大12V/25mAの制御信号を出力
して外部機器の電源連動を制御します。各入力切換は設定
を行うことで、制御信号を出力するゾーンを選択すること
ができます。なお、接続には抵抗なしのミニプラグ付モノラ
ルケーブルを使用してください。

■ RS232端子
ホームオートメーションを実現する統合コントロールシス
テムとの接続に使用します。統合コントロールシステムに
は、映像や音響を中心とした家電製品や、セキュリティ機器
を1台のタッチパネル式コントローラーで操作できるもの
などがあります。統合コントロールシステムの導入につい
ては専門の販売店にお問い合わせください。

本機

ターミ
ネーター

IRレシーバー

リモコン

メインルーム

別室（ゾーン）

信号の流れ

• 他社製品ではIRという名称が使用されていない場合が
あります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認して
ください。
• 接続に必要なケーブルの種類については、
IRレシーバー
に付属の取扱説明書を参照してください。
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パワーアンプの接続
パワーアンプを本機に接続して、本機をプリアンプとして
使用できます。本機だけでは出力できない大音量で再生で
きるようになります。各スピーカーは、パワーアンプに接続
してください。詳しくは、パワーアンプの取扱説明書をご覧
ください。

■ 接続する
1. 下図のように、PRE OUT端子を使用して接続します。

パワーアンプ

• 接続しているスピーカーのチャンネル数に合わせ
て、設定してください。
−− リモコンの ボタンを押して、セットアップメ
ニューを表示させます。カーソルで「2. スピー
カー」-「配置・構成」-「スピーカーチャンネル」
の順に選び、スピーカーのチャンネル数を設定し
ます。
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ファームウェアアップデート
本機のアップデート機能について
本機は、ファームウェア（システムソフトウェア）をネット
ワーク経由やUSB 経由でアップデートする機能を搭載し
ています。これにより、さまざまな動作の改善や機能の追加
を行うことができます。
• 最新の更新情報については、弊社ホームページでご確認
ください。更新がなければ本機のファームウェアをアッ
プデートする必要はありません。
• 更新の前に、測定用マイクを接続していないことを確認
してください。
• 更新中は、以下のことを行わないでください。
– ケーブルやUSBストレージ、測定用マイク、ヘッドホ
ンの抜き差し、電源を切るなど機器の操作
– PCやスマートフォンのアプリケーションからの本機
へのアクセス
• ネットワーク経由またはUSB経由のどちらの方法も、
更
新には約20分かかります。また、どちらの方法で更新し
ても設定した内容は保持されます。
なお、本機をネットワーク接続している場合、ファームウェ
アの更新の通知が表示される場合があります。アップデー
トを行う場合は、リモコンのカーソルボタンで、
「アップ
デートします」を選んでEnterボタンで決定してください。
「Completed!」が表示された後に、本機は自動でスタンバイ
状態になり、更新が完了します。
免責事項 : 本プログラムおよび付随するオンラインドキュ
メンテーションは、お客様の責任においてご使用いただく
ために提供されます。
弊社は、法理に関わらず、また不法行為や契約から生じるか
を問わず、本プログラムまたは付随するオンラインドキュ
メンテーションの使用に際して生じたいかなる損害および
請求に対して責任を負うものではなく、賠償することもあ
りません。
弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益また

は逸失利益、データの損失その他の理由により生じた損害
を含む（ただしこれらに限定されない）、特別損害、間接的損
害、付随的又は派生的損害について、お客様または第三者に
対して一切の責任を負いません。

ネットワーク経由で更新する
はじめに :
• 本機の電源が入っていること、インターネットに接続し
ていることを確認してください。
• ネットワークに接続されたコントロール機器（PCなど）
の電源を切ってください。
• 再生中のインターネットラジオ、USBまたは、サーバー
などを止めてください。
• マルチゾーン機能を使用している場合は、機能をオフに
してください。
• 「HDMI CEC」設定を「オン」にしている場合は、
「オフ」に
してください。
– リモコンの ボタンを押します。次に「6. ハード
ウェア」
「HDMI」
を選び、Enterボタンを押したあと、
「HDMI CEC」を選び、
「オフ」を選びます。
½½
記載が画面の実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機能は変わ
りません。

■ アップデート
1. リモコンの ボタンを押します。
テレビ画面にセットアップメニューが表示されます。
セットアップ
1. 入力/出力端子の割り当て

1. TV出力 / OSD

2. スピーカー

2. HDMI入力

3. 音の設定・調整

3. 映像入力

4. 入力ソース

4. デジタル音声入力

5. リスニングモードプリセット

5. アナログ音声入力

6. ハードウェア
7. マルチゾーン
8. その他

2. カーソルで「8. その他」
「ファームウェアアップデート」
「ネットワーク経由のアップデート」を順に選び、Enterボ
タンを押します。
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を参照し、確認してください。
セットアップ
1. 入力/出力端子の割り当て 1. リモコンID
2. スピーカー

2. ファームウェアアップデート

3. 音の設定・調整

3. 初期設定

4. 入力ソース

4. ロック

5. リスニングモードプリセット
6. ハードウェア
7. マルチゾーン
8. その他

• 「ファームウェアアップデート」がグレー表示されて
選べない場合は、起動するまでにしばらく時間がか
かります。
• 更新可能なファームウェアが存在しない場合、
「ネッ
トワーク経由のアップデート」は選べません。
3.「アップデート」が選ばれた状態で、Enterボタンを押して
更新を開始します。
• 書き換えるプログラムによっては途中でテレビ画面
が消える場合があります。その場合、進行状況は本体
の表示部で確認できます。書き込みが完了して再度
電源を入れるまで、テレビ画面には何も表示されま
せん。
• 「Completed!」が表示されると、更新完了です。
4. 本体の On/Standbyボタンを押して、本機をスタンバイ
状態にします。これでアップデートが完了して、最新の
ファームウェアに更新されました。
• リモコンの ボタンは使用しないでください。

エラーコード
• ＊-01、＊-10：
LANケーブルが認識できません。LANケーブルを正しく
接続してください。
• ＊-02、＊-03、＊-04、＊-05、＊-06、＊-11、＊-13、＊-14、
＊-16、＊-17、＊-18、＊-20、＊-21：
インターネットに接続できません。以下の項目を確認し
てください。
– ルーターの電源が入っている
– 本機とルーターがネットワーク接続されている
本機およびルーターの電源の抜き差しをお試しくださ
い。改善することがあります。それでもインターネット
につながらない場合は、DNSサーバーまたはプロキシ
サーバーが停止している可能性があります。サーバーの
稼働状況をプロバイダにご確認ください。
• その他：
一度電源プラグを抜いたあとコンセントに差し込み、最
初からやり直してください。

USB経由で更新する
はじめに :
• 128MB以上の容量のUSBストレージを準備してくださ
い。USBストレージのフォーマットは、FAT16、FAT32に
対応しています。
– USBカードリーダーに挿入したメディアは、
この機能
で使えないことがあります。
– セキュリティ機能付きのUSBストレージには対応し
ていません。
– ハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していませ
ん。これらの機器を本機に接続しないでください。
• USBストレージにデータがある場合は消去してくださ
い。
• ネットワークに接続されたコントロール機器（PCなど）
の電源を切ってください。
• 再生中のインターネットラジオ、USBまたは、サーバー
などを止めてください。
• マルチゾーン機能を使用している場合は、機能をオフに
してください。
• 「HDMI CEC」の設定を「オン」にしている場合は、
「オフ」
にしてください。
– リモコンの ボタンを押します。次に「6. ハード
ウェア」
「HDMI」
を選び、Enterボタンを押したあと、
「HDMI CEC」を選び、
「オフ」を選びます。
½½
USBストレージやその内容によっては、
読み込みに時間がかかる場合、
正しく内容を読み込めない場合、電源が正しく供給されなかったりする
場合があります。
½½
USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、
ストレージの故
障などが発生しても、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了
承ください。
½½
記載が画面の実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機能は変わ
りません。

■ アップデート
1. お使いのPCにUSBストレージを接続します。

■ エラーが表示されたときは
エラー時は、本体の表示部に「＊-＊＊ Error!」と表示されま
す。
（「＊」は表示される英数字を表しています。）以下の説明
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2. 弊社ホームページからお使いのPCにファームウェア
ファイルをダウンロードして、解凍します。
ファームウェアには、以下のようなファイル名が付いて
います。
ONKAVR＊＊＊＊_＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊.zip
PC上でこのファイルを解凍してください。機種により、
ファイルやフォルダの数は異なります。
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3. 解凍したファイルやフォルダをすべてUSBストレージ
のルートフォルダにコピーします。
• 必ず解凍したファイルをコピーしてください。
4. USBストレージを本機のUSB端子に接続します。
• USBストレージにACアダプターが付属している場
合は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使い
ください。
• USBストレージがパーティションで区切られている
場合、本機では複数のUSBストレージとして認識さ
れます。
5. リモコンの ボタンを押します。
テレビ画面にセットアップメニューが表示されます。
セットアップ
1. 入力/出力端子の割り当て

1. TV出力 / OSD

2. スピーカー

2. HDMI入力

3. 音の設定・調整

3. 映像入力

4. 入力ソース

4. デジタル音声入力

5. リスニングモードプリセット

5. アナログ音声入力

7.「アップデート」が選ばれた状態で、Enterボタンを押して
更新を開始します。
• 書き換えるプログラムによっては途中でテレビ画面
が消える場合があります。その場合、進行状況は本体
の表示部で確認できます。書き込みが完了して再度
電源を入れるまで、テレビ画面には何も表示されま
せん。
• 更新中は、電源を切ったり、
USBストレージを抜き差
ししないでください。
• 「Completed!」が表示されると、更新完了です。

り直してください。
• その他：
一度電源プラグを抜いたあとコンセントに差し込み、最
初からやり直してください。

8. 本機からUSBストレージを抜きます。
9. 本体の On/Standbyボタンを押して、本機をスタンバイ
状態にします。これでアップデートが完了して、最新の
ファームウェアに更新されました。
• リモコンの ボタンは使用しないでください。

6. ハードウェア
7. マルチゾーン
8. その他

6. カーソルで「8. その他」
「ファームウェアアップデート」
「USB経由のアップデート」
を順に選び、Enterボタン押
します。
セットアップ
1. 入力/出力端子の割り当て 1. リモコンID
2. スピーカー

2. ファームウェアアップデート

3. 音の設定・調整

3. 初期設定

4. 入力ソース

4. ロック

5. リスニングモードプリセット
6. ハードウェア
7. マルチゾーン
8. その他

• 「ファームウェアアップデート」がグレー表示されて
選べない場合は、起動するまでにしばらく時間がか
かります。
• 更新可能なファームウェアが存在しない場合、
「USB
経由のアップデート」は選べません。

■ エラーが表示されたときは
エラー時は、本体の表示部に「＊-＊＊ Error!」と表示されま
す。
（「＊」は表示される英数字を表しています。）以下の説明
を参照し、確認してください。
エラーコード
• ＊-01、＊-10：
USBストレージが認識できません。
USBストレージや
USBケーブルが、
本機のUSB端子にしっかりと差し込ま
れているか確認してください。
USBストレージで外部電源を供給できる製品は、
外部電
源をご使用ください。
• ＊-05、＊-13、＊-20、＊-21：
USBストレージのルートフォルダにファームウェア
ファイルが存在しない、お使いの機種と異なるファーム
ウェアファイルが使用されている、などが考えられま
す。再度ファームウェアファイルのダウンロードからや
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リスニングモードの選び方
「Movie/TV」、
「Music」、
「Game」ボタンをくり返し押すこと
で、それぞれ映画やテレビ、音楽、ゲームに適したリスニン
グモードが選べます。
1. 再生中にリモコンの以下の3種類のボタンのいずれかを
押します。

2. 選んだボタンをくり返し押して、本体表示部に表示され
るモードを切り換えます。

それぞれのリスニングモードの効果については、
「リスニン
グモードの効果」を、入力する信号の音声フォーマットごと
に選択できるリスニングモードについては、
「選択できるリ
スニングモードについて」をご参照ください。
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定されている必要があります。

リスニングモードの効果
アルファベット（ABC）順
■ AAC

AACで収録されたソースの再生に適したモードです。
MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータで5.1チャ
ンネルのサラウンド音声を提供します。
• 地上デジタル、BS/CS放送などのAACソースの再生時に
選んでください。

■ AllCh Stereo
BGMとして音楽を流すときに適したモードです。フロント
だけでなくサラウンドからもステレオ音声を再生し、ステ
レオイメージを作ります。

■ Direct
すべての入力信号に対して選べるリスニングモードです。
音質に影響する処理を遮断し、より音源に近い音質で再生
できます。2チャンネルの入力信号に対してはフロントス
ピーカーのみが再生されるなど、入力信号のチャンネル数
に応じた音場で再生されます。

■ Dolby Atmos
Dolby Atmos音声フォーマットで記録されたサウンドデザ
インを、忠実に再現するモードです。
Dolby Atmos音声フォーマットは、最新設備の映画館で導入
されており、ホームシアターにも革新的なサウンド体験を
実現しています。Dolby Atmos は既存のサラウンドとは異
なり、チャンネルではなく、３次元空間を、独立した動きの
ある音声オブジェクトで、よりクリアに、より正確に配置す
ることが可能です。Dolby Atmos は、ブルーレイディスクの
音声フォーマットのオプションとして採用され、リスナー
の上方に音場を導入したことで、より立体的な音場を実現
しています。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設

■ Dolby D
（Dolby Digital）
Dolby Digital音声フォーマットで記録されたサウンドデザ
インを、忠実に再現するモードです。
Dolby Digital音声フォーマットは、ドルビーラボラトリーズ
により開発されたマルチチャンネルデジタルフォーマット
で、映画製作に広く採用されており、また、DVD-Videoやブ
ルーレイディスクでは標準の音声フォーマットとして採用
されています。DVD-Videoやブルーレイディスクでは、フロ
ントスピーカーとセンタースピーカーの3チャンネルとサ
ラウンドスピーカーの2チャンネル、
低音域専用のLFEチャ
ンネル（サブウーファーの音声要素）の最大5.1チャンネル
で記録することが可能です。
• この音声フォーマットの伝送にはデジタルケーブルで
の接続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力
に設定されている必要があります。

■ Dolby D＋（Dolby Digital Plus）
Dolby Digital Plus音声フォーマットで記録されたサウンド
デザインを、忠実に再現するモードです。
Dolby Digital Plus音声フォーマット は、Dolby Digitalを
ベースに改良され、チャンネル数の拡大と、データビット
レートに余裕を持たせることにより音質の向上が図られ
ています。Dolby Digital Plus はブルーレイディスクの音声
フォーマットのオプションとして採用され、5.1チャンネル
をベースに、サラウンドバックチャンネルなどを追加した
最大7.1チャンネルで記録することが可能です。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設
定されている必要があります。

■ Dolby Surround
2チャンネルや5.1チャンネルの入力信号を5.1チャンネル
や7.1チャンネルに拡張するなど、接続しているスピーカー
構成に合わせてマルチチャンネルに拡張再生できるリスニ
ングモードです。従来のスピーカー配置に加え、天井埋め込
み型スピーカーやDolbyのスピーカー技術を採用したDolby
Atmos用の再生システムにも対応しています。

■ Dolby TrueHD

Dolby TrueHD音声フォーマットで記録されたサウンドデ
ザインを、忠実に再現するモードです。
Dolby TrueHD音声フォーマットは、MLPとよばれるロスレ
ス圧縮技術をベースとし拡張された「可逆型」の音声フォー
マットで、スタジオで録音されたマスター音声の忠実な再
現を可能としています。Dolby TrueHDはブルーレイディス
クの音声フォーマットのオプションとして採用され、5.1
チャンネルをベースに、サラウンドバックチャンネルなど
を追加した最大7.1チャンネルで記録することが可能です。
7.1チャンネルでは96 kHz/24 bit、5.1チャンネルでは192
kHz/24 bitで記録することができます。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設
定されている必要があります。

■ DSD
DSDで収録されたソースの再生に適したモードです。
• 本機はHDMI入力端子からのDSD信号入力に対応してい
ますが、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側
の出力設定をPCM出力に設定した方がよい音声を得ら
れる場合があります。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤー側の出力設定を
DSDにしていない場合は、このリスニングモードは選べ
ません。

■ DTS
DTS音声フォーマットで記録されたサウンドデザインを、
忠実に再現するモードです。
DTS音声フォーマットは、DTS, Inc.により開発されたマル
チチャンネルデジタルフォーマットです。DVD-Video のオ
プションの音声フォーマットや、ブルーレイディスクの標
準の音声フォーマットとして採用されており、フロントス
ピーカーとセンタースピーカーの3チャンネルとサラウン
ドスピーカーの2チャンネル、低音域専用のLFEチャンネ
ル（サブウーファーの音声要素）の5.1チャンネルを、最大
48 kHzのサンプリングレートと24 bitの解像度、1.5 Mbpsの
ビットレートの豊富な情報量で記録することができます。
• この音声フォーマットの伝送にはデジタルケーブルで
の接続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力
に設定されている必要があります。

■ DTS 96/24
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DTS 96/24音声フォーマットで記録されたサウンドデザイ
ンを、忠実に再現するモードです。
DTS 96/24音声フォーマットは、DVD-Video やブルーレイ
ディスクのオプションの音声フォーマットとして採用され
ており、フロントスピーカーとセンタースピーカーの3チャ
ンネルとサラウンドスピーカーの2チャンネル、
低音域専用
のLFEチャンネル（サブウーファーの音声要素）の5.1チャ
ンネルを、96 kHzのサンプリングレートと24 bitの解像度を
使ってきめ細やかな再現性を実現します。
• この音声フォーマットの伝送にはデジタルケーブルで
の接続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力
に設定されている必要があります。

■ DTS Express
DTS Express音声フォーマットで記録されたサウンドデザ
インを、忠実に再現するモードです。
DTS Expressは、ブルーレイディスクのオプションの音声
フォーマットとして採用されており、5.1チャンネルをベー
スに、サラウンドバックチャンネルなどを追加した最大7.1
チャンネルをロービットレートでサポートする音声フォー
マットです。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設
定されている必要があります。

■ DTS-HD HR（DTS-HD High Resolution Audio）
DTS-HD High Resolution Audio音声フォーマットで記録さ
れたサウンドデザインを、忠実に再現するモードです。
DTS-HD High Resolution Audio音声フォーマットは、ブ
ルーレイディスクのオプションの音声フォーマットとし
て採用されており、5.1チャンネルをベースに、サラウンド
バックチャンネルなどを追加した最大7.1チャンネルを、
96 kHzのサンプリングレートと24 bitの解像度で記録する
ことができます。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設
定されている必要があります。

■ DTS-HD MSTR（DTS-HD Master Audio）
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DTS-HD Master Audio音声フォーマットで記録されたサウ
ンドデザインを、忠実に再現するモードです。
DTS-HD Master Audio音声フォーマットは、ブルーレイ

ディスクのオプションの音声フォーマットとして採用
されており、5.1チャンネルをベースに、サラウンドバッ
クチャンネルなどを追加した最大7.1チャンネルを、ロス
レス・オーディオ再生技術により記録することができま
す。7.1チャンネルでは96 kHz/24 bit、5.1チャンネルでは
192 kHz/24 bitに対応しています。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設
定されている必要があります。

■ DTS Neural:X
2チャンネルや5.1チャンネルの入力信号を5.1チャンネル
や7.1チャンネルに拡張するなど、接続しているスピーカー
構成に合わせてマルチチャンネルに拡張再生できるリスニ
ングモードです。

■ DTS:X
DTS:X音声フォーマットで記録されたサウンドデザイン
を、忠実に再現するモードです。
DTS:X音声フォーマットは、従来のチャンネルベース（5.1
チャンネル、7.1チャンネル）のミキシング方式と、オブジェ
クトベースのダイナミックなオーディオミキシングを組み
合わせ、精密な音の定位や移動を表現できることが特徴で
す。
• この音声フォーマットの伝送にはHDMIケーブルでの接
続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力に設
定されている必要があります。

■ ES Discrete（DTS-ES Discrete）
DTS-ES Discrete音声フォーマットで記録されたサウンド
デザインを、忠実に再現するモードです。
DTS-ES Discrete音声フォーマットは、DVD-Video やブ
ルーレイディスクのオプションの音声フォーマットとして
採用されており、5.1チャンネルをベースに、モノラルのサ
ラウンドバックチャンネルを追加した最大6.1チャンネル
を記録することができます。
• この音声フォーマットの伝送にはデジタルケーブルで
の接続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力
に設定されている必要があります。

■ ES Matrix
（DTS-ES Matrix）

DTS-ES Matrix音声フォーマットで記録されたサウンドデ
ザインを、忠実に再現するモードです。
DTS-ES Matrixは、DVD-Video やブルーレイディスクのオ
プションの音声フォーマットとして採用されており、5.1
チャンネルをベースに、モノラルのサラウンドバックチャ
ンネルをマトリクスエンコードにて挿入した音声フォー
マットです。再生の際は、本機のマトリクスデコーダーに
よって、6.1チャンネルの再生を実現します。
• この音声フォーマットの伝送にはデジタルケーブルで
の接続と、再生機側の音声出力がビットストリーム出力
に設定されている必要があります。

■ Full Mono
すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されるモード
です。どの場所にいても同じ音場イメージで音楽を聴くこ
とができます。

■ Game-Action
アクションゲームを楽しむのに適したモードです。

■ Game-Rock
ロックゲームを楽しむのに適したモードです。

■ Game-RPG
ロールプレイングゲームを楽しむのに適したモードです。

■ Game-Sports
スポーツゲームを楽しむのに適したモードです。

■ Mono
AnalogまたはPCM信号入力時に、左右のフロントスピー
カーからモノラル音声で再生されるモードです。

■ Multich（Multichannel）
マルチチャンネルPCMで収録されたソースの再生に適した
モードです。

■ Orchestra
クラシックやオペラに適したモードです。サラウンド感を
強調して、音声イメージが全体に広がる大ホールで聴いて
いるような自然な響きが楽しめます。
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■ Stereo
左右フロントスピーカーとサブウーファーから音声が出力
されるモードです。

■ Studio-Mix
ロック、ポピュラーなどに適したモードです。パワフルな音
響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドが楽しめま
す。

■ T-D（Theater-Dimensional）
サラウンドスピーカーを設置しなくてもマルチチャンネル
サラウンド再生しているようなバーチャル再生が楽しめる
モードです。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御す
ることによって効果を実現しています。

■ TV Logic
放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適した
モードです。すべてのサラウンド音声を強調して会話音声
を明瞭にすることにより、局のスタジオにいるような臨場
感が楽しめます。

■ Unplugged
アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード
です。フロントの音場イメージを重視することで、ステージ
の前で聴いているようなサウンドが楽しめます。
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選択できるリスニングモードについて
入力する信号の音声フォーマットに応じて、さまざまなリ
スニングモードが選べるようになります。リスニングモー
ドの選択肢については、以下をご確認ください。
• ヘッドホン接続時に選べるリスニングモードは、Mono、
Direct、
Stereoのみです。

■ Movie/TVボタン

入力フォーマット

リスニングモード

入力する信号の音声フォーマットごとに選べるリスニング
モードの一覧です。

AAC

Direct
AAC

1 2

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby Surround

Analog

Direct

DTS Neural:X

Mono

TV Logic

Dolby Surround

AllCh Stereo

DTS Neural:X

Full Mono

Full Mono

2

2

2

3
4

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

1

2

T-D
1

リスニングモード

リスニングモード

Multich PCM

Direct
Multich

DTS Neural:X
TV Logic

2
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Full Mono

2

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

3

T-D

2

T-D
1

2

AllCh Stereo

1

Full Mono

1

Dolby Surround

DTS Neural:X
AllCh Stereo

入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2チャンネルの場合、選択で
きません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

PCM
Direct
音楽ファイル（DSD/Dolby Mono
TrueHDを除く）
Dolby Surround
TV Logic

4

4

T-D

TV Logic

1

AllCh Stereo

3

1
2
3

センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

DSD

Direct

Dolby D

Direct

Dolby TrueHD

Direct

DSD

Dolby D

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

DTS Neural:X

TV Logic

TV Logic

TV Logic

AllCh Stereo

1 2

3

AllCh Stereo
Full Mono

2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2チャンネルの場合、選択で
きません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby Atmos
• サラウンドバックス
ピーカーまたはハイ
トスピーカーを接続
していない場合は、
Dolby Digital Plusまた
はDolby TrueHDのリス
ニングモードが選択で
きます。

Direct

1
2
3
4

4

4

T-D

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby D+

Direct

DTS

Direct

Dolby D+

Dolby Atmos
TV Logic

1 2

Dolby Surround

DTS Neural:X

TV Logic

TV Logic

3

Full Mono

Full Mono

DTS

1 2

AllCh Stereo

AllCh Stereo
T-D

Full Mono

4

1 2

3

AllCh Stereo

4

T-D

4

T-D
1

3

Full Mono

4

Dolby TrueHD

1 2

AllCh Stereo

4

Full Mono

4

T-D
1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3
4

4

T-D
1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

DTS 96/24

Direct

DTS-HD HR

Direct

DTS-ES

Direct

DTS 96/24

DTS-HD HR

DTS Neural:X

DTS Neural:X

ES Matrix

TV Logic

TV Logic

ES Discrete

1 2

3

AllCh Stereo
Full Mono

Full Mono

4

T-D
1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

1
2
3
4

TV Logic

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

DTS Express

Direct

DTS-HD MSTR

Direct

4

T-D
1
2
3
4

サラウンドバックスピーカーを設置していないときのみ選択できます。
サラウンドバックスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

DTS-HD MSTR

入力フォーマット

リスニングモード

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS:X

Direct

TV Logic

TV Logic

1 2

3

Full Mono

Full Mono

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

DTS:X

3

AllCh Stereo

4

T-D

4

Full Mono

4

DTS Express

AllCh Stereo

3

3

AllCh Stereo

リスニングモード

2

2

DTS Neural:X

4

T-D

1 2

44

2

入力フォーマット

1

1

3

AllCh Stereo

4

DTS

1 2

TV Logic

4

1

AllCh Stereo

4

T-D
1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

Full Mono

2

2

T-D
1
2

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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■ Musicボタン

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力する信号の音声フォーマットごとに選べるリスニング
モードの一覧です。

AAC

Direct

DSD

Direct

Stereo

Stereo

入力フォーマット

リスニングモード

AAC

DSD

Analog

Direct

Dolby Surround

Dolby Surround

Stereo

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Dolby Surround

Orchestra

Orchestra

DTS Neural:X

Unplugged

Orchestra

Studio-Mix

1 2

1

1
2

2

1

2
3

リスニングモード

PCM
Direct
音楽ファイル（DSD/Dolby Stereo
TrueHDを除く）
Dolby Surround

4

Full Mono
1
2

3
4

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby Atmos
• サラウンドバックス
ピーカーまたはハイ
トスピーカーを接続
していない場合は、
Dolby Digital Plusまた
はDolby TrueHDのリス
ニングモードが選択で
きます。

Direct

Stereo
Multich

1

Dolby Surround
DTS Neural:X

1

Unplugged

2

Studio-Mix

2

2

Full Mono
1
2
3

Stereo
Dolby Atmos
Orchestra
Unplugged
Studio-Mix
AllCh Stereo
Full Mono

2

AllCh Stereo

2

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

2

入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2チャンネルの場合、選択で
きません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

Direct

1

AllCh Stereo

1

4

4

リスニングモード

Orchestra

Unplugged

Full Mono

4

入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2チャンネルの場合、選択で
きません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

AllCh Stereo

4

Multich PCM

1

Studio-Mix

Studio-Mix

3

入力フォーマット

DTS Neural:X
Orchestra

3

Full Mono

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

Unplugged

1
2

3

3

AllCh Stereo

AllCh Stereo
Full Mono

3

1

Unplugged
Studio-Mix

1 2

3

3

センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby D

Direct

Dolby TrueHD

Direct

DTS 96/24

Direct

Stereo
Dolby D

Stereo
Dolby Surround

DTS Neural:X

Orchestra

Orchestra

3

Full Mono

4

3

Unplugged
Studio-Mix
Full Mono

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

1
2
3
4

3

3

Unplugged

3

Studio-Mix

AllCh Stereo

4

AllCh Stereo

4

Full Mono

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

3

1
2
3
4

4

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby D+

Direct

DTS

Direct

DTS Express

Direct

Stereo
Dolby D+

1 2

4

DTS Express

1 2

DTS Neural:X

Orchestra

Orchestra

Orchestra

Full Mono
3

DTS

DTS Neural:X
3

3

Unplugged

3

Studio-Mix

AllCh Stereo

2

Stereo

1 2

3

Studio-Mix

1

Stereo

Dolby Surround
Unplugged
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3

3

AllCh Stereo

3

1 2

Orchestra

Studio-Mix

2

DTS 96/24

1 2

Dolby Surround
Unplugged

1

Stereo

Dolby TrueHD

1 2

Full Mono

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

Unplugged

3

Studio-Mix

AllCh Stereo

4

1
2
3
4

3

3

AllCh Stereo

4

Full Mono

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

3

1
2
3
4

4

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

DTS-HD HR

Direct

DTS-ES

Direct

Stereo

Stereo

DTS-HD HR

ES Matrix

Orchestra

ES Discrete

3
4

3

DTS Neural:X
Orchestra

Studio-Mix

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

DTS-HD MSTR

Direct
Stereo
DTS-HD MSTR

1 2

2
3
4

1
2
3
4

4

入力フォーマット

リスニングモード

DTS:X

Direct

Orchestra

DTS:X

3

Orchestra

3

Unplugged

1

Studio-Mix

4

1

1

AllCh Stereo

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

4

サラウンドバックスピーカーを設置していないときのみ選択できます。
サラウンドバックスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

Stereo

Full Mono
1

Full Mono

3

AllCh Stereo

3

3

AllCh Stereo

DTS Neural:X
Unplugged

3

Unplugged

4

4

Studio-Mix

2

3

AllCh Stereo
Full Mono

2

3

Studio-Mix

2

1

DTS Neural:X
Unplugged

1

DTS

1 2

Full Mono
1
2

2

2

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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■ Gameボタン

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力する信号の音声フォーマットごとに選べるリスニング
モードの一覧です。

AAC

Direct

DSD

Direct
DSD

1 2

1 2

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby Surround

Dolby Surround

Analog

Direct

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Dolby Surround

Game-RPG

Game-RPG

DTS Neural:X

Game-Action

Game-RPG

Game-Rock

1

Game-Action
Game-Rock

Full Mono

2

1

2
3

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

PCM
Direct
音楽ファイル（DSD/Dolby Dolby Surround
TrueHDを除く）
DTS Neural:X
Game-RPG

Game-Rock

2

Full Mono

4

T-D

入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2チャンネルの場合、選択で
きません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

1

2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2チャンネルの場合、選択で
きません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

リスニングモード

Multich PCM

Direct

Dolby Atmos
• サラウンドバックス
ピーカーまたはハイ
トスピーカーを接続
していない場合は、
Dolby Digital Plusまた
はDolby TrueHDのリス
ニングモードが選択で
きます。

Direct

Multich

1

Dolby Surround
DTS Neural:X
Game-RPG

2

Game-Action
Game-Rock

1

2

2

Game-Sports

2

AllCh Stereo

2

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

AllCh Stereo

4

3

4

入力フォーマット

Full Mono

T-D
1

Game-Sports

4

リスニングモード

1

AllCh Stereo

3

3

入力フォーマット

1

Game-Sports
Full Mono

4

1

Game-Action

Game-Rock

3

T-D

2

2

T-D
1

Full Mono

1

3

Game-Action

3

3

AllCh Stereo

1

AllCh Stereo

3

Game-Sports

1

Game-Sports

2

3

3

T-D
1
2
3
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AAC

センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

Dolby Atmos
Game-RPG
Game-Action
Game-Rock
Game-Sports
AllCh Stereo
Full Mono
T-D
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入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby D

Direct

Dolby TrueHD

Direct

DTS 96/24

Direct

Dolby D

Dolby TrueHD

1 2

Dolby Surround

DTS Neural:X

Game-RPG

Game-RPG

Game-RPG

3

Game-Rock

Full Mono

Game-Rock

3

AllCh Stereo

Full Mono

4

Game-Rock

3

AllCh Stereo

4

4

1
2
3
4

3

3

Game-Sports

3

AllCh Stereo

4

Full Mono

4

T-D

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

Game-Action

3

Game-Sports

3

T-D
3

3

Game-Action

3

Game-Sports

2

1 2

Dolby Surround
Game-Action

1

DTS 96/24

1 2

3

4

4

T-D

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

Dolby D+

Direct

DTS

Direct

DTS Express

Direct

Dolby D+

DTS

1 2

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Game-RPG

Game-RPG

Game-RPG

3

Game-Rock

Full Mono

Game-Rock

3

AllCh Stereo

Full Mono

4

T-D
3
4

Game-Rock

3

AllCh Stereo

4

AllCh Stereo

4

Full Mono

4

2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

3

Game-Sports

3

T-D
1

3

Game-Action

3

Game-Sports

3

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

3

Game-Action

3

Game-Sports

2

1 2

Dolby Surround
Game-Action

1

DTS Express

1 2

3

4

4

T-D
1
2
3
4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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入力フォーマット

リスニングモード

入力フォーマット

リスニングモード

DTS-HD HR

Direct

DTS-ES

Direct

DTS-HD HR

DTS

1 2

1

DTS Neural:X

ES Matrix

Game-RPG

ES Discrete

Game-Action
Game-Rock

Game-RPG

3

AllCh Stereo

2
3
4

Game-Rock

4

DTS-HD MSTR

Direct

Full Mono
T-D
1
2
3
4

サラウンドバックスピーカーを設置していないときのみ選択できます。
サラウンドバックスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

入力フォーマット

リスニングモード

DTS:X

Direct

Game-Rock

Game-RPG

3

1

Game-Action

3

Game-Sports
AllCh Stereo
Full Mono

DTS:X

3

Game-Action

Game-Rock

3

1

AllCh Stereo

4

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

1

Game-Sports

4

T-D
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4

DTS Neural:X
Game-RPG

4

3

4

DTS-HD MSTR

1 2

3

3

AllCh Stereo

入力フォーマットのチャンネル数が2チャンネルの場合、選択できません。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーの設置が必要です。
サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。

リスニングモード

2

3

Game-Sports

4

入力フォーマット

1

3

Game-Action

3

T-D
1

2

DTS Neural:X

3

Game-Sports
Full Mono

2

3

Full Mono

1

2

2

T-D
1
2

サラウンドスピーカーまたはハイトスピーカーの設置が必要です。
センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーまたはハイトスピー
カーの設置が必要です。
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LINKS

インターネットラジオ
本機をインターネットに接続されたネットワークに接続す
ると、TuneIn Radioやradiko.jpなどのインターネットラジ
オサービスをお楽しみいただけます。
• インターネットラジオサービスによっては、事前にPCな
どからユーザー登録が必要な場合があります。各サービ
スの詳細については、各サービスのホームページをご確
認ください。
• radiko.jpで、お使いの地域以外の放送局を選ぶには、
radiko.jpプレミアムへの会員登録が必要です。詳しくは
radiko.jpのホームページでご確認ください。
• お使いいただけるネットワークサービスやコンテンツ
は、ファームウェアのアップデートにより新しい機能が
追加されたり、サービスプロバイダーのサービス終了な
どによりご利用できなくなる場合があります。

■ 再生する
1. テレビの入力を本機と接続した入力に切り換えます。
2. リモコンのNETボタンを押すと、テレビにネットワーク
サービスの一覧画面が表示されます。

■ インターネットラジオサービスのメニューについ
て

registration code」から、ユーザ名とパスワードの入力を
省略してログインすることができます。

特定の放送局をお気に入り登録したり、お気に入り登録し
た放送局を削除したりすることができます。表示されるメ
ニューは、選択中のサービスによって異なります。
放送局の再生中に画面の右下にメニューアイコン が表
示されます。この状態でリモコンのEnterボタンを押すと、
画面にメニューが表示されます。

■ radiko.jpプレミアムについて
radiko.jpプレミアムの会員登録をされている場合、本機か
らログインすると、お使いの地域以外の全国各地の放送局
を聴くことができます。radiko.jpでお使いの地域以外の放
送局を選んでEnterボタンを押したあと、以下の操作でログ
インしてください。
1.「E-mailアドレスを入力してください」と表示されるの
で、Enterボタンを押して、会員登録に使用したメールア
ドレスを入力します。入力が終わったら「OK」を選び、
Enterボタンを押します。
2. リモコンのカーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押し
ます。
3.「パスワードを入力してください」と表示されるので、
Enterボタンを押して、パスワードを入力します。入力が
終わったら「OK」を選び、Enterボタンを押します。
4. リモコンのカーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押し
ます。

■ TuneIn Radioアカウントについて

3. リモコンのカーソルでお好みのインターネットラジオ
サービスを選び、Enterボタンで決定します。
4. 画面の表示に従ってカーソルでラジオ局や番組を選び、
Enterボタンで再生します。
• ひとつ前の画面に戻るには ボタンを押します。

TuneIn Radioのホームページ（tunein.com）でアカウン
トを作成し、本機からログインするとホームページ上で
フォローしたお気に入りのラジオ局や番組が、本機の「My
Presets」に自動的に追加されます。
「My Presets」はTuneIn
Radioの次の階層に表示されます。
「My Presets」に追加されたラジオ局を表示するには、本機
の操作においてもTuneIn Radioにログインする必要があり
ます。ログインは本機の「TuneIn Radio」のトップリストか
ら「Login」
「I
- have a TuneIn account」を選び、ユーザー名と
パスワードを入力してください。
• 本機で「Login」を選ぶと表示される登録コードを使っ
て、TuneIn Radioホームページのマイページからデ
バイスの関連付けを行うと、
「Login」
「Login
with a
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■ マルチゾーン機能使用時のご注意（対応機種のみ）

Spotify
本機をスマートフォンやタブレットと同じネットワークに
接続すると、Spotify Connectの再生が可能になります。
• Spotify Connectを再生するには、
Spotifyアプリをスマー
トフォン、タブレットにインストールする必要がありま
す。また、Spotifyのプレミアムアカウントの取得が必要
です。
• Spotifyの設定操作についてはこちら:
www.spotify.com/connect/

■ 再生する
1. スマートフォンを本機がネットワーク接続しているア
クセスポイントにネットワーク接続します。
2. Spotifyアプリを起動します。
3. Spotifyアプリ上で曲を再生し、再生操作画面に切り換え
たうえで、画面下部の「接続可能なデバイス」をタップし
ます。
接続可
接続可能なデバイス

4. 本機を選択します。
5. 自動で本機の電源がオンになり、入力切換がNETに切り
換わってSpotifyのストリーミング再生が始まります。
• セットアップメニューで「6. ハードウェア」
「電源管理」
「ネットワークスタンバイ」を「オフ」にしているときは、
手動で本機の電源をオンにして、リモコンのNET ボタン
を押します。
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• 別室でSpotifyを聴くには、別室の入力を手動でNETに切
り換えてください。そのうえで、Spotifyアプリで本機を
選択してください。
• ZONEスピーカー端子を使用した接続や、別室のオー
ディオ機器の音量を本機で調整できるように設定して
いる場合は、Spotifyアプリでの音量調整が可能です。そ
れ以外は、別室のオーディオ機器で音量を調整してくだ
さい。
• 別室でSpotifyを再生した後にメインルームでSpotifyを
聴くには、メインルームの入力をNETに切り換えてくだ
さい。
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AirPlay®

トワークに接続していることを確認したうえで、本機の
NETボタンを押します。次にiTunesのAirPlayアイコン を
クリックして、表示される機器から本機を選び、音楽ファイ
ルを再生します。

本機と同じアクセスポイントに接続したiPhone®、iPod
touch®、iPad®の音楽ファイルをワイヤレスで楽しむことが
できます。
• iOS端末のOSは最新のバージョンにアップデートして
ください。
• iOSのバージョンによっては、iOS端末側の操作画面や操
作手順が異なる場合があります。詳しくはiOS端末の操
作説明をご参照ください。
1. iOS端末をアクセスポイントに接続します。
2. NETボタンを押します。
3. iOS端末の音楽再生アプリの再生画面でAirPlayアイコ
ン をタップして、表示される機器から本機を選択しま
す。

4. iOS端末の音楽ファイルを再生します。
• お買い上げ時の状態ではネットワークスタンバイ機能
がオンに設定されており、上記の3、4の操作を行うと、本
機の電源オンと「NET」入力切換が自動で行われます。ス
タンバイ時の消費電力を下げるには、リモコンの ボ
タンを押して表示されるセットアップメニューで、
「6.
ハードウェア」–「電源管理」–
「ネットワークスタンバイ」
を「オフ」にしてください。
• AirPlayワイヤレス技術の特性上、本機での再生音は
AirPlay対応機器での再生音と比べてやや遅れることが
あります。
また、iTunes（Ver. 10.2以降）を搭載したPCの音楽ファイル
も再生することができます。操作は、本機とPCが同じネッ
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Music Server
概要
本機と同じネットワークに接続したPCやNASに保存され
た音楽ファイルのストリーミング再生に対応しています。
• 本機が対応しているネットワークサーバーは、Windows
MediaR Player 11 または12などのサーバー機能を備え
たプレーヤーがインストールされたPC、またはホーム
ネットワーク機能対応のNASです。
Windows MediaR
Player 11 または12をお使いの場合、事前の設定が必要
です。なお、PCの場合は、Windows MediaR Playerのライ
ブラリに登録されている音楽ファイルのみが再生でき
ます。

2.「ストリーム」メニューから「メディアストリーミングを
有効にする」を選び、ダイアログを開きます。
• メディアストリームがすでに有効になっている場合
は、
「ストリーム」メニューから「その他のストリーミ
ングオプション」を選ぶと、ネットワーク内の再生機
器一覧が表示されますので、手順4に進んでくださ
い。

再生

3.「メディアストリーミングを有効にする」をクリックし
て、ネットワーク内の再生機器一覧を表示させます。

3. リモコンのNETボタンを押して、ネットワークサービス
の一覧画面を表示させます。
• 表示部の「NET」が点滅する場合は、ネットワークが
正しく接続されていません。接続を確認してくださ
い。

4.「メディアストリーミングオプション」で本機を選び、
「許可」になっていることを確認します。
5.「OK」をクリックして、ダイアログを閉じます。
• Windows MediaR Playerのバージョンによっては、選択
する項目の名称が説明と異なる場合があります。

1. 再生する音楽ファイルが保存されているサーバー
（Windows MediaR Player 11、
Windows MediaR Player
12、NASのいずれか）
を起動します。
2. PCやNASが本機と同じネットワークに接続されている
か確認します。

Windows MediaR Playerの設定をする
■ Windows MediaR Player 11の場合
1. PCの電源を入れ、Windows MediaR Player 11を開きま
す。
2.「ライブラリ」メニューから「メディアの共有」を選んで、
ダイアログを開きます。
3.「メディアを共有する」のチェックボックスにチェック
を入れ、
「OK」をクリックして、対応機器を表示させま
す。
4. 本機を選び、
「許可」をクリックします。
• クリックすると、本機のアイコンにチェックが付き
ます。
5.「OK」をクリックして、ダイアログを閉じます。
• Windows MediaR Playerのバージョンによっては、選択
する項目の名称が説明と異なる場合があります。

■ Windows Media Player 12の場合
R

1. PCの電源を入れ、Windows MediaR Player 12を開きま
す。
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4. リモコンのカーソルで「Music Server」を選び、Enterボタ
ンを押します。
5. リモコンのカーソルで目的のサーバーを選び、Enterボタ
ンを押して、項目のリスト画面を表示させます。
• 本機では、サーバーにある写真や動画にはアクセス
できません。
• サーバーの共有設定によっては、内容を表示できな
い場合があります。
6. リモコンのカーソルで再生する音楽ファイルを選び、
Enterボタンを押して再生を始めます。
• 画面に「No Item.」と表示される場合は、ネットワーク
の接続が正しくされているか確認してください。
• ひとつ前の画面に戻るには

ボタンを押します。

• サーバー内の音楽ファイルは、1フォルダにつき20,000
曲まで、フォルダは16階層まで対応しています。
• メディアサーバーの種類によっては、本機から認識でき
なかったり、サーバーに保存された音楽ファイルを再生
できない場合があります。
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PCを操作してリモート再生する
ホームネットワーク内のPCを操作することにより、
PCに
保存された音楽ファイルを本機で再生できます。本機では、
Windows MediaR Player 12を介したリモート再生操作が行
えます。Windows MediaR Player 12で本機のリモート再生
機能を使用するには、事前に設定が必要です。

■ PCの設定

4.「リモート再生」から本機を選び、Windows MediaR
Player 12の「リモート再生」ウィンドウを開いて、本機で
再生を始めます。
• WindowsR 8.1をお使いの場合は、
「Play to」をクリッ
クしてから本機を選びます。WindowsR 10をお使
いの場合は、
「デバイスキャスト」をクリックしてか
ら本機を選びます。リモート再生中の操作は、PCの
「リモート再生」ウィンドウで行います。再生画面は
HDMI接続されたテレビに表示されます。

2.「ストリーム」メニューから「メディアストリーミングを
有効にする」を選び、ダイアログを開きます。
• メディアストリームがすでに有効になっている場合
は、
「ストリーム」メニューから「その他のストリーミ
ングオプション」を選ぶと、ネットワーク内の再生機
器一覧が表示されますので、手順4に進んでくださ
い。

5.「リモート再生」ウィンドウの音量バーで、音量を調節し
ます。
• リモート再生ウィンドウと本機の音量値は一致しな
い場合があります。
• 本機で変更した音量は、
「リモート再生」ウィンドウ
には反映されません。
• 以下のいずれかの場合、本機はリモート再生できま
せん。
−− ネットワークサービスを使っている
−− USBストレージの音楽ファイルを再生している

3.「メディアストリーミングを有効にする」をクリックし
て、ネットワーク内の再生機器一覧を表示させます。

• Windows MediaR Playerのバージョンによっては、選択
する項目の名称が説明と異なる場合があります。

1. PCの電源を入れ、Windows MediaR Player 12を開きま
す。

4.「メディアストリーミングオプション」で本機を選び、
「許可」になっていることを確認します。
5.「OK」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
6.「ストリーム」メニューを開き、
「プレーヤーのリモート
制御を許可」にチェックが入っていることを確認しま
す。
• Windows MediaR Playerのバージョンによっては、選択
する項目の名称が説明と異なる場合があります。

■ リモート再生する
1. 本機の電源を入れます。
2. PCの電源を入れ、Windows MediaR Player 12を開きま
す。
3. Windows MediaR Player 12で再生する音楽ファイルを
選び、右クリックします。
• 別のサーバー内の音楽ファイルをリモート再生する
場合は、
「その他のライブラリ」から目的のサーバー
を開き、再生する音楽ファイルを選びます。
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再生機能に関する追補情報
本機は、ご購入後のファームウェア（システムソフトウェ
ア）のアップデートや、製品の生産途中からのファームウェ
アの切り替えによって、お使いいただける機能が取扱説明
書に記載されている内容から追加・変更されることがあり
ます。
追加・変更された再生機能については、以下の参照先よりご
覧ください。なお、再生機能以外の設定などの変更内容に
ついては、
「追補情報など」
「追補情報」
の項をご確認くださ
い。
再生機能に関する追補情報
＞＞＞ここをクリック＜＜＜
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LINKS

困ったときは
はじめにお読みください
トラブルは接続や設定、操作方法を見直す以外にも、電源の
オン/オフ、電源コードの抜き差しで改善することがありま
す。本機や接続している機器の両方でお試しください。ま
た、映像や音声が出ない、HDMI連動ができないなどの場合、
接続しているHDMIケーブルの抜き差しを行うと改善する
こともあります。差し直す際は、HDMIケーブルが巻かれて
いると接触が悪くなりますので、なるべく巻かずに差し直
してください。差し直したあとは、本機と接続している機器
の電源を一度オフにし、再度電源を入れ直してください。
• 本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実
現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイ
ズ、また静電気の影響によって誤動作する場合がありま
す。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後に
あらためて電源プラグを差し込んでください。
• 製品の故障により正常に録音・録画できなかったことに
よって生じた損害（CDレンタル料等）については補償対
象になりません。大事な録音をするときは、あらかじめ
正しく録音･録画できることを確認の上、録音･録画を
行ってください。

動作が不安定なときは

電源

■ 再起動をお試しください
本機を再起動すると改善することがあります。本機の電源
をスタンバイにしたあとで、本体の On/Standbyボタンを
5秒以上押し続けて、本機を再起動してください。
（本機の設
定内容は保持されます。）再起動しても改善しない場合は、
本機や接続機器の電源コードの抜き差しをお試しくださ
い。

■ 電源が入らない
• 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認して
ください。
• 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待って
から、再度コンセントに差し込んでください。

■ 本機のリセット（設定内容は初期化されます）
再起動で改善しない場合は、本機をリセットして、すべての
設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消
されることがあります。リセットを行うと、お客様の設定内
容が初期値に戻りますので、以下の操作をする前に、設定内
容をメモなどに記録してください。
1. 本体の入力切換ボタンのCBL/SATボタンを押しながら、
On/Standbyボタンを押します。
2. 表示部に「Clear」が表示されてスタンバイ状態に戻りま
す。表示部から「Clear」が消えるまで、絶対に電源コード
を抜かないでください。
なお、リモコンのリセットは、Modeボタンを押しながら、リ
モートインジケーターが2回点滅するまで
ボタンを
3秒以上押します。

■ 本機の電源が切れる場合
• セットアップメニューの「ハードウェア」
「電源管理」
「自動スタンバイ」が作動すると、自動でスタンバイ状態
になります。
• 保護回路機能が作動した可能性があります。この場合、
再度電源を入れると本体表示部に「AMP Diag Mode」と
表示され、本機に異常がないかを診断するモードになり
ます。その結果、問題がない場合は表示部の「AMP Diag
Mode」が消えて正常にお使いいただける状態になりま
す。表示部に「CHECK SP WIRE」と表示された場合は、
スピーカーコードがショートしている可能性がありま
す。スピーカーコードの芯線が別のスピーカーコードの
芯線や後面パネルと接触していないかを確認し、再度電
源を入れてください。
「NG」と表示された場合は、すぐに
電源プラグをコンセントから抜き、販売店にお問い合わ
せください。
• 本機の温度が異常に上昇して保護回路機能が作動した
可能性があります。この場合、電源を入れ直してもまた
電源が切れる状態がくり返されます。本機の周りに十分
な換気スペースを確保して、本機の温度が下がるまでし
ばらく待ってから電源を入れ直してください。
警告：煙が出ている、変なにおいがする、異様な音がするな
ど、少しでも異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセン
トから抜き、販売店または弊社の修理窓口にご連絡くださ
い。
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音声
• 測定用マイクを接続したままになっていないことを確
認してください。
• 接続した機器の出力端子と、本機の入力端子が正しく接
続されているか確認ください。
• 接続ケーブルが、折れ曲がったり、ねじれたり、破損した
りしていないことを確認してください。
• 表示部のMUTE表示が点滅している場合、リモコンの
ボタンを押して消音を解除してください。
• ヘッドホンをPhones端子に接続しているときは、スピー
カーから音は出ません。
• セットアップメニューの「入力ソース」
「音声信号選択」
「PCM固定モード」
がオンになっている場合、PCM信号
以外の入力では音声が再生されません。設定をオフに変
更してください。
以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してくだ
さい。
■ テレビの音が出ない
• 本機の入力切換を、テレビと接続した端子のポジション
に切り換える必要があります。
• テレビがARC機能に対応していない場合は、HDMIケー
ブルの接続に加えて、光デジタルケーブルまたは同軸デ
ジタルケーブルまたはオーディオ用ピンケーブルでテ
レビと本機を接続してください。
■ 接続した再生機器の音が出ない
• 本機の入力切換を、再生機器と接続した端子のポジショ
ンに切り換える必要があります。
• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認して
ください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初
期設定がオフになっていることがあります。
• 一部のDVD-Videoディスクでは、メニューから音声出力
形式を選ぶ必要があります。
■ 特定のスピーカーから音が出ない
• スピーカーコードの＋/－は正しく接続されているか、む
き出しの芯線部分がスピーカー端子の金属部分と接触
していないか確認してください。
• スピーカーコードがショートしていないことを確認し
てください。
• スピーカーの接続が正しく行われているか、Basic
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Manualの「スピーカーを接続する」の項でご確認くだ
さい。スピーカーの接続環境については、初期設定の
「AccuEQ Room Calibration」で設定が必要です。Basic
Manualの「初期設定」の項でご確認ください。
• 入力信号やリスニングモードによっては、音が出にくい
場合があります。他のリスニングモードを選択して、音
が出るかご確認ください。
• サラウンドバックスピーカーを設置する場合（対応機種
のみ）、サラウンドスピーカーの設置は必須です。
• バイアンプ接続の場合（対応機種のみ）、最大5.1チャンネ
ルの再生になります。また、バイアンプ接続では、スピー
カー側のショートバーは必ず外してください。
■ サブウーファーから音が出ない
フロントスピーカーの設定が「フルレンジ」になっている
と、テレビや音楽などの2チャンネル音声入力時に、
低域成
分がサブウーファーから出力されず、フロントスピーカー
から出力されます。サブウーファーから出力する場合は、以
下のいずれかの設定を行ってください。
1. フロントスピーカーの設定を「フルレンジ」以外のクロ
スオーバー周波数値に変更する
指定した周波数以下の音域がフロントスピーカーから
出力されずに、サブウーファーから出力されます。フロ
ントスピーカーの低域再生能力が高い場合は、変更しな
いことをお勧めします。
2.「ダブルバス」を「オン」に変更する
フロントスピーカーの低域成分がフロントスピーカー
とサブウーファーの両方から出力されます。そのため低
音が出過ぎる場合があります。その場合は変更しない、
または1の方法で設定することをお勧めします。
• 設定の詳細については、Advanced Manualの「セット
アップメニュー」
「2.
スピーカー」
「クロスオーバー」
を
ご覧ください。
• 入力信号にサブウーファー音声要素（LFE）が入ってい
ない場合、サブウーファーから音が出ないことがありま
す。
■ ノイズが聴こえる
• コード留めを使ってオーディオ用ピンケーブル、電源
コード、スピーカーコードなどを束ねると音質が劣化す
るおそれがあります。コードを束ねないようにしてくだ
さい。
• オーディオケーブルが雑音を拾っている可能性があり

ます。ケーブルの位置を変えてみてください。
■ HDMIに入力した音声の冒頭部分が聴こえない
• HDMI信号は、ほかの音声信号に比べて認識するのに時
間がかかるため、音声がすぐに出力されない場合があり
ます。
■ 音が急に小さくなった
• 本機の内部温度が一定の温度を超えた状態で長時間お
使いになると、回路保護のために自動で音量を絞る場合
があります。
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リスニングモード
• Dolby Digitalなどのデジタルサラウンド再生を楽しむた
めには、音声信号はHDMIケーブルまたは同軸デジタル
ケーブルまたは光デジタルケーブルでの接続が必要で
す。また、接続したブルーレイディスクプレーヤーなど
の音声出力がビットストリーム出力に設定されている
必要があります。
• リモコンの ボタンをくり返し押すと、本体表示部が
切り換わり、入力フォーマットを確認することができま
す。

きず、ノイズを発生することがあります。
• DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側
で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間
ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではあ
りません。

映像
• 接続した機器の出力端子と、本機の入力端子が正しく接
続されているか確認ください。
• 接続ケーブルが、折れ曲がったり、ねじれたり、破損した
りしていないことを確認してください。
• テレビの映像が乱れる場合は、本機の電源ケーブルや接
続ケーブルが干渉している場合があります。テレビのア
ンテナ線と本機のケーブル類を離してお試しください。
• テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認
してください。

以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してくだ
さい。

以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してくだ
さい。

■ 希望するリスニングモードが選べない
• スピーカーの接続状況によっては選べないリスニング
モードがあります。Advanced Manualの「リスニング
モード」の「選択できるリスニングモードについて」の項
でご確認ください。

■ 映像が出ない
• 本機の入力切換を、再生機器と接続した端子のポジショ
ンに切り換える必要があります。

■ Dolby TrueHD、Dolby Atmos、
DTS-HD Master Audio
フォーマットで聴くことができない（対応機種のみ）
• Dolby Atmosはサラウンドバックスピーカーまたはハイ
トスピーカーの接続が必要です。また、入力信号がDolby
Atmosのときにのみ、お楽しみいただけます。
• Dolby TrueHDやDolby Atmos、DTS-HD Master Audioな
どの音声が音源どおりのフォーマットで出力されない
場合、接続したブルーレイディスクプレーヤーなどの設
定で、
「BDビデオ副音声」
（または再エンコード、セカンダ
リ音声、ビデオ付加音声など）機能を「切」にしてお試し
ください。設定を変更したあとは、各ソース用のリスニ
ングモードに切り換えてご確認ください。
■ DTS信号について
• DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフ
トは、PCMがすぐに再生されない場合があります。この
ときは再生機側で再生を約3秒以上中断し、
再び再生を
行うと正常に再生されます。
• 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接
続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。
出力されているDTS信号に何らかの処理（出力レベル調
整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行
われていると、本機が正しいDTS信号とみなすことがで

■ HDMI入力端子に接続した機器の映像が出ない
• 本機の電源がスタンバイ状態の場合、接続した再生機器
の映像をテレビに映し出すにはセットアップメニュー
の「ハードウェア」
「HDMI」
「HDMIスタンバイスルー」
を有効にする必要があります。なお、HDMIスタンバイ
スルーの機能についてはAdvanced Manualの「設定の
詳細」の「セットアップメニュー」
「6.
ハードウェア」
「HDMI」の項をご確認ください。
• HDMI OUT SUB端子（対応機種のみ）に接続しているテ
レビに映像を出力にするには、リモコンのQボタンを押
して表示される「Quick Menu」の「その他」
「HDMI出力」
で、出力するHDMI OUT端子を選択します。
• HDMI入力端子から入力した映像が出ないとき、本機の
表示部に「Resolution Error」と表示されていませんか？
この場合テレビが、プレーヤーから入力した映像の解像
度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更して
ください。
• HDMI-DVIアダプターを使っている場合は、正常な動作
は保証されません。また、PCから出力される映像信号に
ついても保証されません。
■ 映像がちらつく
• テレビの対応解像度が再生機器の出力解像度に適合し
ていない可能性があります。再生機器と本機をHDMI接
続している場合は、再生機器側の出力解像度を変更して
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お試しください。また、テレビの画面モードを変更する
と、改善される場合があります。
■ 映像と音声にずれがある
• お使いのテレビの設定や接続環境などによっては、映像
が音声より遅れて表示されることがあります。リモコン
のQボタンを押して表示される「Quick Menu」の「その
他」
「A/Vシンク」
で調整してください。

連動動作

BLUETOOTH機能（対応機種のみ）

■ テレビなどのCEC対応機器とのHDMI連動動作が働かな
い
• 本機のセットアップメニューの「ハードウェア」
「HDMI」
「HDMI
CEC」の設定を「オン」にする必要があります。
• CEC対応機器側もHDMI連動の設定が必要です。取扱説
明書でご確認ください。

• 本機の電源抜き差しや、
BLUETOOTH対応機器の電源オ
ン/オフなどをお試しください。BLUETOOTH対応機器の
再起動が効果的な場合もあります。
• BLUETOOTH対応機器がA2DPプロファイルに対応して
いる必要があります。
• 電子レンジ、コードレス電話機など2.4 GHz帯の電波を
使用する機器の近くでは電波干渉を起こしますので使
用できないことがあります。
• 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、
BLUETOOTH接続ができない場合があります。

AM/FM放送に関して
■ 放送が受信しづらい、ノイズが多い
• アンテナの接続をもう一度確認してください。
• アンテナをスピーカーコードや電源コードから離して
ください。
• テレビやコンピューターから離してください。
• 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑
音が入ることがあります。
• 電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が
受信しにくくなります。
• モノラル受信に変更してみてください。
• AM受信時、リモコンを操作すると雑音が入る場合があ
ります。
• テレビに配線されている壁面のアンテナ端子を利用す
るとFM受信がクリアになることがあります。

以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してくだ
さい。
■ 本機に接続できない
• BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能が有効に
なっているか確認してください。
■ BLUETOOTH接続しているのに音楽の再生ができない
• BLUETOOTH対応機器のボリューム設定が小さいと、音
声が再生されないことがあります。BLUETOOTH対応機
器のボリューム設定を大きくしてください。
• BLUETOOTH対応機器によっては、送信/受信切換スイッ
チが搭載されている場合があります。送信に切り換えて
お試しください。
• BLUETOOTH対応機器の特性や仕様によっては、本機で
音楽を再生できない場合があります。
■ 音声が途切れる
• BLUETOOTH対応機器に問題が発生している可能性が
あります。ホームページなどで情報を調べてみてくださ
い。
■ BLUETOOTH対応機器との接続後、音質が低下した
• 受信状態がよくありません。BLUETOOTH対応機器を本
機に近づける、またはBLUETOOTH対応機器と本機の間
にある障害物を取り除いてください。
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ネットワーク機能
• ネットワークサービスを選択できない場合は、ネット
ワーク機能が起動すると選べるようになります。起動に
は約1分かかることがあります。
• NET表示が点滅している場合、本機がホームネットワー
クに正しく接続できていません。
• 本機とルーターの電源抜き差しや、ルーターの再起動な
どをお試しください。
• アクセスポイント一覧に該当のルータが表示されない
ときは、無線LANルータがSSIDを隠す設定になっている
場合や、ANY接続がオフになっている場合があります。
設定を変えてお試しください。
（対応機種のみ）
以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してくだ
さい。
■ インターネットラジオが聴けない
• サービスプロバイダーがサービスを終了していると、本
機でそのネットワークサービスやコンテンツを利用で
きなくなる場合があります。
• モデムとルーターが正しく接続され、電源が入っている
か確認してください。
• ルーターのLAN側ポートと本機が正しく接続されてい
るか確認してください。
• 他の機器からインターネットに接続できるか確認して
ください。できない場合、ネットワークに接続されてい
るすべての機器の電源をオフにし、しばらくしてからオ
ンにしてみてください。
• 特定のラジオ局だけが聴けない場合は、登録したURLが
正しいか、またラジオ局から配信されているフォーマッ
トが本機に対応しているものか確認してください。
• ISPによってはプロキシサーバーを設定する必要があり
ます。
• お使いのISPがサポートしているルーターやモデムを使
用しているか確認してください。
■ ネットワークサーバーが使用できない
• 本機とネットワークサーバーは同じルーターに接続す
る必要があります。
• 本機が対応しているネットワークサーバーは、
Windows
MediaR Player 11 または12、またはホームネットワーク
機能対応のNASです。
• Windows MediaR Playerは設定が必要な場合がありま

す。Advanced Manualの「ネットワーク機能」の「Music
Server」の項をご確認ください。
• PCを使用する場合は、Windows MediaR Playerのライブ
ラリに登録されている音楽ファイルのみが再生できま
す。
■ ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生している
ときに音が途切れる
• ネットワークサーバーが動作に必要な条件を満たして
いるか確認してください。
• PCをネットワークサーバーにしている場合、サーバーソ
フトウェア（Windows MediaR Player 12など）以外のア
プリケーションソフトを終了させてみてください。
• PCで大きな容量のファイルをダウンロードしたりコ
ピーしている場合は再生音が途切れる場合があります。

USBストレージ
■ USBストレージが表示されない
• USBストレージやUSBケーブルが本機のUSB端子に
しっかりと差し込まれているか確認してください。
• USBストレージをいったん本機から外し、
再度接続して
みてください。
• 本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハード
ディスクの動作は保証できません。
• コンテンツの種類によっては正常に再生できないこと
があります。対応フォーマットをご確認ください。
• セキュリティ機能付きのUSBストレージの動作は保証
できません。

無線LANネットワーク（対応機種のみ）
• 本機と無線LANルーターの電源の抜き差しや、無線LAN
ルーターの電源オン状態の確認、および無線LANルー
ターの再起動などをお試しください。
以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してくだ
さい。
■ 無線LANネットワークに接続できない
• 無線LANルーターの設定が手動設定に切り換わってい
る場合があります。自動設定に戻してください。
• 手動でのセットアップをお試しください。つながる場合
があります。
• 無線LANルーターがSSIDを隠す設定（ステルスモードな
ど）になっている場合や、
ANY接続がオフになっている
場合は、表示されません。設定を変えてお試しください。
• SSIDおよび暗号化設定（WEPなど）が正しいか確認して
ください。ネットワークの設定と本機の設定内容を合わ
せてください。
• マルチバイト文字で設定されているSSIDへの接続は対
応していません。無線LANルーターのSSIDを英数字で設
定しなおして再度お試しください。
■ 選択したSSIDとは異なるSSIDに接続される
• 無線LANルーターによっては、1台で複数のSSIDを設定
できるものがあります。このようなルーターに自動設定
ボタンを使って接続すると、接続したいSSIDとは異なる
SSIDに接続される場合があります。この場合、パスワー
ド入力による接続を行ってください。
■ 再生音が途切れたり通信できない
• 電波状態が悪いため、電波が届かないことがあります。
無線LANルーターからの距離を短くしたり、障害物をな
くしたりして、見通しを良くしてから接続し直してくだ
さい。また、電子レンジや他のアクセスポイントから離
して設置してください。無線LANルーターと本機は、同
じ部屋に配置することを推奨します。
• 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、無線
LANの接続ができない場合があります。
• 他の無線LANを本機の近くで使用すると、再生音が途切
れたり通信できないなど他にも色々な症状が発生する
ことがあります。このような場合は無線LANルーターの
チャンネルを変更することで回避できます。変更方法は
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無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
• 無線LANで使用する帯域が不足している可能性があり
ます。有線LANで接続してください。

マルチゾーン機能（対応機種のみ）
■ 外部接続のAV機器の音声をゾーン出力できない
• 機種によっては、HDMIケーブルでの入力に対応してい
ない場合があります。Basic Manualの「マルチゾーン接
続」の項をご確認のうえ、HDMIケーブルでの入力に対応
していない場合は、対応しているケーブルを接続してく
ださい。
• 外部接続のAV機器の音声は、アナログまたは2チャンネ
ルPCM音声信号のみ出力可能です。
AV機器と本機をデ
ジタルケーブルで接続している場合は、AV機器の音声出
力がPCMに設定されている必要があります。
■ その他
• マルチゾーン機能を使用する場合は、初期設定の「マル
チゾーン設定」で設定が必要です。Basic Manualの「初期
設定」の項をご確認ください。
• NET入力切換からの音声信号の場合、DSD、
Dolby
TrueHD音声信号はゾーン出力できません。

リモコン
• 電池の極性を間違えて挿入していないか確認してくだ
さい。
• 新しい電池を入れてください。種類が異なる電池、新し
い電池と古い電池を一緒に使用しないでください。
• 本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光
灯の光に当たらないようにしてください。必要に応じて
位置を変えてください。
• 本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネッ
トに設置したり、扉が閉じているとリモコンが正常に機
能しないことがあります。
• マルチゾーン機能（対応機種のみ）を操作した後は、リ
モコンがゾーン出力の音声を操作するモードに切り換
わっていることがあります。Basic Manualの「再生する」
の「マルチゾーン」の項をご確認のうえ、リモコンをメイ
ンルームを操作するモードに切り換えてください。
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表示部
■ 表示部が点灯しない
• Dimmer機能が働いていると表示部が薄暗くなったり、
消灯（対応機種のみ）します。Dimmerボタンを押して、表
示部の明るさを変えてください。

その他
■ 本体から異音が聞こえる
• 本機と同系統のコンセントに他の機器を接続している
場合、その機器の影響を受けて異音が発生する場合があ
ります。他の機器の電源プラグをコンセントから抜いて
症状が改善される場合は、本機とその機器を別系統のコ
ンセントに接続してください。
■ AccuEQ Room Calibrationを実行中に「騒音が大きす
ぎます」というメッセージが出る
• お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。
スピーカーの出力などを点検してみてください。
■ AccuEQ Room Calibrationの測定結果がスピーカーま
での実際の距離と異なる
• お使いのスピーカーによっては測定結果に誤差が生じ
る場合があります。その場合は、セットアップメニュー
の「2. スピーカー」
「距離」
で設定してください。
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LINKS

追補情報
本機は、ご購入後のファームウェア（システムソフトウェ
ア）のアップデートや、製品の生産途中からのファームウェ
アの切り替えによって、設定や操作が取扱説明書に記載さ
れている内容から追加・変更されることがあります。
追加・変更された設定や操作の内容については、以下の参照
先よりご覧ください。なお、再生機能に関する変更内容につ
いては、
「ネットワーク機能」
「再生機能に関する追補情報」
の項をご確認ください。
追補情報
＞＞＞ここをクリック＜＜＜
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ライセンスと商標について

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the
United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
®

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.

touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商
標です。

BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599)
of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.

iPad Air、iPad miniは、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標
は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されてい
ます。
「Made for iPod」、
「Made for iPhone」、
「Made for iPad」と
は、それぞれiPod、iPhone、iPad専用に接続するよう設計さ
れ、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッ
パによって認定された電子アクセサリであることを示しま
す。
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合
について一切の責任を負いません。
この製品とiPod、iPhone、iPadを使用する際、ワイヤレス機
能に影響する場合があります。
AirPlayを利用するには、iOS 4.3.3以降を搭載したiPhone
/ iPod touch / iPad、OS X Mountain Lionを搭載したMac、
iTunes 10.2.2以降を搭載したMac、PCが必要です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する登録商標です。
Spotifyのソフトウェアはこちらのサードパーティーライセ
ンスに準じます。
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

FireConnectTM is technology powered by BlackFire
Research.
This product is protected by certain intellectual property
rights of Microsoft. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from
Microsoft.
WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。
Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国および
/ またはその他の国における登録商標または商標です。
"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony
Corporation.
DSDおよびDirect Stream Digitalロゴは、ソニー株式会社の
登録商標です。

"Theater-Dimensional" 及び"Theater-Dimensional ( ロゴ)"
は、オンキヨー株式会社の商標又は登録商標です。
その他記載された会社名、製品名などは該当する各社の商
標または登録商標です。

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi
Alliance®.
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AirPlay、iPad、
iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod

This Mark Certifies that this product is compliant with the
BLACKFIRE ALLIANCE Standard.
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for
more information.

〒104-0028

東京都中央区八重洲二丁目3番12号

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター
050-3161-9555（受付時間 10：00〜18：00）
（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます）
サービスとサポートのご案内：http://www.integrahometheater.jp
F1704-0
SN 29402962 PDF_JA
(C) Copyright 2017 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved.
http://www.onkyo.com/privacy/

http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo
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