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基本操作マニュアル
基本操作マニュアルには、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詳細ガイドに掲載し
ています。
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特長
7チャンネルアンプを搭載

頭上を含めて360度の音の定位、

移動感を実現する
Dolby Atmosフォーマットの再生に対応
高さの情報を含んだオブジェクトベースのサラウンド

音声技術であるDTS：Xの再生に対応
2チャンネルや5.1チャンネル、

7.1 チャンネルのソース
をご使用のスピーカー構成に合わせて再生するDolby
Surroundリスニングモード
4Kに対応したHDMI入出力端子を装備

HDMI出力端子を2系統装備

スタンバイ状態のときも再生機器の信号をテレビに伝

送できるHDMIスタンバイスルー機能
高品位なコンテンツを楽しむためのより強固な著作

権保護技術 HDCP2.2に対応（HDMI IN1～IN3/HDMI
OUT MAIN/SUB対応）
ARC
 （Audio Return Channel）
に対応
USBストレージ内の音楽再生に対応

インターネットラジオやDLNA、

AirPlayなどさまざまな
ネットワーク機能に対応
Wi-Fi接続、

Bluetooth®機能に対応
レコードプレーヤーと接続できるPHONO端子を装備

（MM型カートリッジに対応）
バイアンプ接続が可能

音声と映像のズレを補正する、

A/Vシンク機能
メインルームで再生しながら別室で異なる音声も楽し

めるマルチゾーン機能
極めて高い演算能力を持つ、

32 bit DSP
（Digital Signal
Processor）
搭載
圧縮された音楽ファイルを、

より良い音で楽しむミュー
ジックオプティマイザー機能搭載
Phase

Matching Bassシステム搭載
付属の測定用マイクで自動スピーカー設定が可能

（AccuEQ Room Calibration）
ネットワーク、

USBストレージ経由でMP3、WMA、
WMA Lossless、
FLAC、WAV、Ogg Vorbis、
AAC、
Apple Lossless、
DSD、Dolby TrueHDフォーマットの
音楽ファイルを再生可能（再生できるフォーマットは、
ご使用の環境によって異なります）
付属品については裏表紙をご覧ください。
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前面パネル
1 zOn/Standbyボタン : 電源のオン/スタンバイを切り
2
3
4
5
6
7
8
9
F
G
H
I

換えます。
Dolby Atmosインジケーター : Dolby Atmosの再生
中に点灯します。
DTS:Xインジケーター : DTS:Xの再生中に点灯します。
Tone、トーンレベルボタン : 高音、低音を調整します。
リモコン受光部 : リモコンからの信号を受信します。
表示部
Listening Modeボタン : リスニングモードを選びま
す。
Dimmerボタン : 表示部の明るさを切り換えます。
Memoryボタン : 放送局を登録するときに使用します。
Tuning Modeボタン : 選局モードを切り換えるときに
使用します。
Displayボタン : 表示部の情報を切り換えます。
Setupボタン : 各種設定を行うときに使います。
カーソル、Tuningjl、Presetd c、Enterボタン : 

J
K
L
M
N
O
P

カーソルの移動や確定に使用します。また、AM/FM
放送を聴くときにTuningjlボタンで周波数を選び、
Presetd cボタンで登録した放送局を選びます。
Returnボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
Master Volume : 音量を調整します。
Zone2ボタン、Offボタン : マルチゾーン機能の操作に
使用します。
Zone2 Level/ボタン : 別室のスピーカー音量を調
整します。
Phones端子 : 標準プラグのステレオヘッドホンを接続
します。
AUX Input HDMI端子 : HDビデオカメラなどを接続
します。
Hybrid Standbyインジケーター : HDMIスタンバイ
スルー、スタンバイ時のUSB電源供給、ネットワークス
タンバイ、Bluetoothの起動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。

Q 入力切換ボタン : 再生する入力を切り換えます。
R Setup Mic端子 : 付属の測定用マイクを接続します。
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表示部
1 次の状態のときに点灯します。
「Z2」
：ゾーン2出力時/

J K

L

M

「HDMI」
：HDMI信号が入力かつ選択されているとき/
「ARC」
：ARC対応テレビからの音声信号が入力かつ選
択されているとき/「3D」
：入力信号が3Dのとき/「USB」
（＊）
：入力切換が「NET」で、USBが接続かつ選択されて
いるとき/「NET」
（＊）
：入力切換が「NET」
でネットワー
クに接続されているとき/「DIGITAL」
：デジタル信号が入
力かつ選択されているとき/カーソル表示：NET、USB操
作時

N

＊「USB」および「NET」
は、正しく接続されていないときは点滅します。

2 ヘッドホンを接続時に点灯します。
3 NET、USB再生時に点灯します。
4 入力されているデジタル音声信号の種類やリスニング

後面パネル
1 RI REMOTE CONTROL端子 : RI端子付きオンキヨー
2
3

4
5
6
7
8
9

製品と接続し、連動させる端子です。
TUNER AM/FM（75Ω）
端子 : 付属のアンテナを接続
します。
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機器とUSBケーブルで接続すると、電
源供給することもできます。
COMPONENT VIDEO IN端子 : コンポーネント映像
信号を入力する端子です。
ETHERNET端子 : LAN接続に使用します。
VIDEO IN端子 : コンポジット映像信号を入力する端子
です。
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。
（＊）
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。
（＊）
12V TRIGGER OUT A/B/C端子 :トリガー入力端子
を持つ機器と接続し、その機器と本機を電源連動させる
端子です。
（＊）

＊ ⑦～⑨のコントロール機能を使用するには、専用の機器やケーブル配線
などの導入が必要です。専門の販売店にお問い合わせください。

F HDMI IN/OUT端子 : 接続した機器とデジタル映像信
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号および音声信号を伝送する端子です。

G 無線アンテナ : Wi-Fi接続を行う場

H

I
J
K
L
M

N

90°
180°

モードに応じて点灯します。

合や、Bluetooth対応機器をご使用
180°
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。
SPEAKERS端子 : スピーカーを接
続します。マルチゾーン機能を使用する場合は、ZONE2
スピーカー端子と別室のスピーカーを接続します。
電源入力AC100V端子 : 付属の電源コードを接続しま
す。
DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL端子 : デジタル音
声信号を入力する端子です。
GND端子 : レコードプレーヤーのアース線を接続しま
す。
AUDIO IN端子 : アナログ音声信号を入力する端子で
す。
PRE/LINE OUT ZONE 2端子 : マルチゾーン機能を
使用する際に、別室のパワーアンプやプリメインアンプ
を接続する音声出力端子です。
PRE OUT 端子 : パワーアンプやアンプ内蔵サブウー
ファーを接続します。
90°

5 ミュージックオプティマイザーが有効に設定されてい
るときに点灯します。

6 次の状態のときに点灯します。
「AUTO」
：選局モードが

オートのとき/「TUNED」
：AM/FM放送局の受信時。
放送局を自動的に探しているときは、が点滅します。
「
/ FM STEREO」
：FM ステレオ局の受信時
7 ミュート（消音）中に点滅します。
8 次の状態のときに点灯します。
「SLEEP」
：スリープタイ
マーが設定されているとき/「ASb」
：自動スタンバイが
設定されているとき/「ch」
：チャンネルの設定時/「Hz」
：
クロスオーバー周波数の設定時/「m/ft」
：スピーカー距
離の設定時/「dB」
：スピーカー音量の設定時
9 入力信号のさまざまな情報を表示します。Displayボタ
ンを押すと、入力されている信号のフォーマットやリス
ニングモードなどを表示します。

Step 1: 接続する
各スピーカーの役割

1 スピーカーを接続する

"#は前方のステレオ音声を、$はセリフ
やボーカルなど画面中央の音声を出力しま
す。%&は後方音場を創出します。'は重低
音を再生し、音場の密度感を高めます。
78または9FまたはGHのスピーカーを
接続することで、7.1chでの再生を実現し
ます。78（バックスピーカー）は、後方音場
による包囲感や後方の音のつながりを向上
させ、より自然な音場を創出します。9Fと
（ハイトスピーカー）は、サラウンドの
GH
高さ方向の演出を可能にします。なお、本機
は初期設定で実際に設置したハイトスピー
カーのタイプを登録して、最適な音場処理
を行うことができます。

スピーカーの設置位置
F
9
#
"
$

'

&

%

H

Dolby Enabled Speakerを使用す
る

ハイトスピーカーのバリエーション

G
8
7

天井にスピーカーを設置する
e
c
a

f
d
b
g

重要 ： 電源コードはすべての接続が終了してから接続してください。
" # 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
サブウーファー
'
7 8 バックスピーカー
9 F ハイトスピーカー（フロントハイ）
G H ハイトスピーカー（リアハイ）
5.1

ch："#$%&'
7.1

ch："#$%&'＋78、または
"#$%&'＋9F、または
"#$%&'＋GH
78用、9F用およびGH用のス
ピーカー接続端子は兼用になってい
ます。いずれかを選択して接続して
ください。

トップフロントは視聴位置の真上とフロ
ントスピーカー真上の中間位置あたりに、
トップミドルは視聴位置の真上に、トップ
リアは視聴位置の真上とバックスピーカー
真上の中間位置あたりに設置します。本機
ではabまたはcdまたはefのタイプが
選択できます。本機との接続はSPEAKERS
BACK or HEIGHT端子を使用します。
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、
「天井にスピーカーを設置する」のバ
リエーションを推奨しています。

Dolby

Atmosリスニングモードを再
生するには、ハイトスピーカーまたは
バックスピーカーの設置が必要です。
ハイトスピーカーには、この他にもい
くつかのバリエーションがあります。
詳しくは次項をご覧ください。
マルチゾーン機能を使用する場合は、

「Step 3：再生する」の「6 マルチゾー
ン」をご覧ください。

h

i

a b トップフロント
c d トップミドル
e f トップリア

天井埋め込み型スピーカーなどを使用し
て、Dolby AtmosやDolby Surroundリ
スニングモードの効果を最大に高めます。

j

g h Dolby Enabled Speaker (フロン
ト)
i j Dolby Enabled Speaker (サラウ
ンド)

Dolby Enabled Speakerはハイトスピー
カー専用のスピーカーで、フロントスピー
カーやサラウンドスピーカーの天板の上
に設置するタイプのものと、通常のスピー
カーと一体型になったタイプのものがあ
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ります。スピーカーの振動板が天井に向くように取り付け
られており、天井での音の反射を利用してDolby Atmosや
Dolby Surroundリスニングモードの効果を高めます。
本機
ではghまたはijのタイプが選択できます。本機との接
続はSPEAKERS BACK or HEIGHT端子を使用します。

8FH

右バック
または右ハイト

#

"

右フロント

$

左フロント

79G

左バック
または左ハイト

バックスピーカーを1台
しか使用しないスピー
カー構成には対応してい
ません

センター

接続
パターン
1

バックまたはハイト
バックスピーカー

2

フロントハイ

3

リアハイ

4

トップフロント

5

トップミドル

6

トップリア

7

Dolby Enabled Speaker (フロント)

8

Dolby Enabled Speaker (サラウンド）

必須

任意

フ
ロ
ン
ト
セ
ン
タ
サ ー
ラ
ウ
ン
ド

Dolby Atmosを再生する場合、バックスピーカーまたはハ
イトスピーカーの設置方法によって必要となるスピーカー
が異なります。スピーカーの組み合わせは以下のとおりで
す。

















'

パワーアンプ内蔵
サブウーファー

サブウーファー接続は任意です

重要：
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。また、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、設定を
行う必要があります。設定よりも低いインピーダンスの
スピーカーをお使いの場合、故障の原因になることがあ
ります。設定操作はテレビ画面に表示される操作画面で
行います。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。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボ
Receiverボタンを押し
タンを押します。リモコンの
たあとに、Setupボタンを押し、
「2. スピーカー」
「配置
・
構成」
「インピーダンス」
を順に選び「6オーム」
（初期値）
を「4オーム」にしてください。

&

右サラウンド
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%

左サラウンド

Step 1: 接続する
接続について

市販のバナナプラグをご使用の場合は : スピーカー端子を
しっかり締めてから、バナナプラグを挿入してください。ス
ピーカーコードの芯線を、スピーカー端子のバナナプラグ
用の穴に直接挿入して接続しないでください。

スピーカーコードは先端のビニールを切り取って芯線をよ
じって端子に接続してください。その際に、本機の端子のプ
ラス（＋）側とスピーカーの端子のプラス（＋）側を、マイナ
ス（－）側はマイナス（－）側とを、チャンネルごとに必ず合
わせて接続してください。間違って接続すると、位相が逆に
なり低音が出にくくなります。SUBWOOFER端子には、
パ
ワーアンプ内蔵サブウーファーが最大2台まで接続できま
す。サブウーファーのカットオフフィルター切換スイッチ
はDIRECTにしてください。カットオフフィルター切換ス
イッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、
周波数を最大にしてください。ご使用のサブウーファーに
アンプが内蔵されていない場合は、間にパワーアンプを接
続してご使用ください。
お買い上げ時は、

7.1チャンネル接続の設定になってい
ます。チャンネル数を変更する場合は自動スピーカー設
定や手動設定で変更することができます。
プラス

（＋）のコードとマイナス（－）のコードをショー
トさせたり、コードの芯線を本機の後面パネルと接触さ
せると故障の原因になります。また1つのスピーカー端
子に2本以上のコードを接続したり、1台のスピーカーを
複数の端子に接続しないでください。
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2 テレビや再生機器を接続する
TV

HDMI
IN

HDMI
OUT

ARC機能を使用する場合はテレビのARC対応HDMI端
子との接続および本機側の設定が必要です。
「Step 2：
初期設定」の「2 接続確認」をご覧ください。

ゲーム機

HDMI
OUT

HDMI
OUT

HDMIケーブル

ブルーレイディスク/
DVDプレーヤー

HDMI
OUT

衛星放送/ケーブルテレビ用
チューナーなど

HDMIケーブルでの接続
本機の後面パネルにはHDMI端子が多数装備されており、そ
れぞれの端子は前面パネルと同じ名称の入力切換ボタンが
割り当てられています。例えば、ブルーレイディスクプレー
ヤーはHDMI IN1の端子に接続して、再生の際には前面パネ
ルのBD/DVDボタンを押して再生音を楽しみます（CEC規
格に準拠したプレーヤーとは、再生の際に自動で入力切換
が可能です）。なお、ブルーレイディスクプレーヤーをもう1
台接続する場合は、HDMI IN1以外の端子に接続することも
可能です。入力端子と入力切換ボタンの割り当てを変更す
ることもできます。設定方法はWEB詳細ガイドでご確認く
ださい。
テレビと本機を接続するには、本機のHDMI OUT MAIN端
子とテレビのHDMI入力端子をHDMIケーブルで接続しま
す。この接続によって本機の設定画面をテレビに映したり、
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HDMI
OUT

PC

ストリーミングボックスなど

再生機器の映像/音声信号をテレビへ伝送することができ
ます。テレビがARC（Audio Return Channel）
機能に対応
していれば、この接続のみでテレビの音声信号を本機のス
ピーカーで再生することもできます。テレビがARC機能に
対応していない場合は、HDMI OUT MAIN端子の接続に加
えて、テレビの光デジタル音声出力端子と本機のDIGITAL
IN OPTICAL端子を光デジタルケーブルで接続するか、
オー
ディオ用ピンケーブルを使用して、テレビの音声出力端子
と本機のAUDIO IN TV端子を接続してください。

zz
テレビがARC機能に対応していない場合の音声接続
＊ お使いのテレビに応じた音声の
接続方法をお選びください。

TV
DIGITAL
OPTICAL
OUT

AUDIO
OUT

本機の電源がスタンバイ状態になっているときでも再生
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」機能を搭載しています。CEC（Consumer

Step 1: 接続する
Electronics Control）
対応機器との入力切換連動や、ARC
対応テレビとの接続、およびHDMIスタンバイスルー機能を
有効にするには設定が必要です。
「Step 2： 初期設定」の「2
接続確認」をご覧ください。
HDMI

OUT SUB端子に、
もう1系統テレビを接続できま
す。ただし、ARCなどのCEC機能はHDMI OUT MAIN端
子のみ対応しています。
HDCP2.2に対応した映像を楽しむには再生機器を

HDMI IN1～IN3端子に接続し、
本機のHDMI出力端
子とテレビのHDCP2.2対応HDMI入力端子を接続し
てください。HDCP2.2対応入力端子のないテレビは、
HDCP2.2で保護された映像を視聴することができませ
ん。
4K、

1080pの映像を再生する場合は、ハイスピー
ドHDMIケーブルまたはハイスピードHDMI with
Ethernet ケーブルをご使用ください。

HDMI端子のない機器と接続する
HDMI端子を持たないAV機器は、お持ちの機器にある端子
に合わせて本機の端子とケーブルを接続してください。

1

2

3

1 デジタル音声出力端子のある再生機器と接続します。
光デジタルケーブル（OPTICAL）

＊ 本機の光デジタル入力端子は、とびらタイプで
す。とびらを奥へ倒すようにしてケーブルを挿
しこんでください。

同軸デジタルケーブル（COAXIAL）

ビデオアップコンバート機能
VIDEO IN端子、COMPONENT VIDEO IN端子に入
力された映像信号はHDMI信号にアップコンバート
されてHDMI出力端子から出力されます。

2 コンポーネントビデオ出力端子のある再生機器と接続
します。

コンポーネントビデオケーブル

＊ コンポジットビデオケーブルより高画質な映
像信号を伝送します。

3 コンポジットビデオ出力端子のある再生機器と接続し
ます。

コンポジットビデオケーブル

4 アナログ音声出力端子のある再生機器と接続します。映

像入力に②や③の端子をお使いの場合は、②や③で接続
した端子に対応した音声入力端子に接続してください。
（例：映像入力を②BD/DVD端子に接続する場合、音声入
力も④BD/DVD端子に接続します）
＊ 入力端子と入力切換ボタンの割り当てを変更することもできます。設
定方法はWEB詳細ガイドでご確認ください。
＊ 再生機器の音声をマルチゾーン出力するには、再生機器を1または4
の端子に接続することが必要です。

オーディオ用ピンケーブル

AVレシーバー
＊ COMPONENT VIDEO IN端子に入力された映像信
号をアップコンバートしてHDMI出力端子から出力
する場合、再生機器の出力解像度を480iに設定して
ください。480p以上の解像度で入力があった場合
は、解像度設定の変更を促すメッセージが表示され
ます。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。
＊ 1つの入力系統に複数の映像信号が入力された場合
は、HDMIの信号が優先出力されます。

5 カートリッジがMM型でフォノイコライザーを内蔵し

ていないレコードプレーヤーと接続します。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、
④アナログ音声入力端子に接続します。
＊ MC型カートリッジの場合は、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、④アナログ音声入
力端子に接続します。詳しくは、レコードプレーヤーの取扱説明書を
ご参照ください。
＊ レコードプレーヤーにアース線がある場合は、GND端子に接続して
ください。ノイズが大きくなる場合は、アース線を外してください。

5

4
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ネットワークの接続

3 その他の接続
AM/FMアンテナの接続

AM/FM放送を聴く場合は、必ずアンテナを接続してくださ
い。初めて放送を聴くときに、放送を聴きながら受信状態が
良好になるようアンテナの位置を変えたり向きを調整して
ください。

LANに接続して、インターネットラジオやDLNA、
AirPlay
を楽しむことができます。接続の方法はLANケーブルを使
用してルーターに有線接続する方法と、無線LANルーター
とWi-Fi接続する方法があります。有線の場合はイーサー
ネット端子にLANケーブルを接続してください。Wi-Fiの設
定は「Step 2: 初期設定」の「4 ネットワーク接続」をご覧く
ださい。

電源コードの接続
重要 : 電源コードはすべての接続が終了してから接続して
ください。
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。

1.

インターネットラジオ

2.

付属のAMアンテナ

Nの印字がある方
ルーター
付属のFMアンテナ
NAS

プラグは奥まで
しっかりと押し込んでください

付属のAMアンテナを組み立てる
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画びょうなどで
壁面に取り付ける

ヘッドホンの接続

標準プラグ（φ6.3 mm）のステレオヘッドホンを、前面パネ
ルのPhones端子に接続します。ヘッドホン使用中はスピー
カーからの音が出力されません。
Stereo、

MonoまたはDirect以外のリスニングモードを
選択している場合は、ヘッドホンを接続すると、自動的
にStereoリスニングモードになります。

本機の電源を入れると、

瞬間的に大きな電流が流れて、
コンピューターなどの機器の動作に影響することがあ
ります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統の
コンセントに接続することをおすすめします。
電源コードをコンセントから抜くときは、

本機をスタン
バイ状態にしてから抜いてください。

Step 2: 初期設定
はじめて本機の電源を入れると、テレビの画面で「初期設
定」が自動的に始まります。

қఙᜫް

ᤣ
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands

はじめに

スタートアップに必要な設定を質問形式で行いますので、
リモコンのカーソルで内容を選び、Enterボタンで決定して
ください。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押し
ます。
テレビの入力を本機と接続した入力に切り換えること

が必要です。

Svenska
ஓట

SETUP

ጶ̘

1 AccuEQ Room Calibration
各スピーカーから再生されるテスト音を測定して、スピー
カーの数/音量レベル/各スピーカーの最適なクロスオー
バー周波数/視聴位置からの距離を設定したり、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。
スピーカー設定中はReturnボタンを押しても前の画面

には戻れません。
1.	測定用マイクを設置する
қఙᜫް

ÁããõÅÑ Òïïí Ãáìéâòáôéïî

設定は以下の順で進みます。

ǽȦɁʃʐʍʡȺɂǾᤛҒȽɿʳɰʽʓӛɥीɞȲɔȾǾ
ǽࠎɁລްɥᒲӦȺᚐȗɑȬǿ
ǽລްɥᩒܿȪɑȬȞᴼʃɷʍʡȪɑȬȞᴼ

1 AccuEQ Room Calibration

最適なスピーカー設定を自動測定


2 接続確認

各入力の接続確認

HDMI連動機能の設定


ȬȣȾᜫްȪɑȬ
ऻȺᜫްȪɑȬ

最初に言語を選択します。次に、初期設定の概要が表示され
ますので、この画面で「はい」を選んでリモコンのEnterボタ
ンを押してください。

SETUP

ጶ̘

上記の画面が表示されたら、操作を始める前に次の図を参
照して付属の測定用マイクを測定位置★に設置してくださ
い。

қఙᜫް

қఙᜫްɥܿɔɑȬǿʃʞ˂ɵ˂ɗൡبȻɁፖɂȬɌȹጶɢȶȹȗɑ

3 リモコン登録

リモコンで他機器を操作するための設定


ȬȞᴼ
ܿɔɞҰȾǾʃʞ˂ɵ˂ȻፖൡبɥፖȪȹȢȳȨȗǿ
ȦɟȞɜқఙᜫްɥܿɔɑȬǿɛɠȪȗȺȬȞᴼ
ቼ±ʃʐʍʡ º ÁããõÅÑ Òïïí Ãáìéâòáôéïî
ቼ²ʃʐʍʡ º ፖᆬᝓ
ቼ³ʃʐʍʡ º ʴʬɽʽᄊ᧸
ቼ´ʃʐʍʡ º ʗʍʒʹ˂ɹፖ
ɂȗ

4 ネットワーク接続

ネットワーク接続の確認

Wi-Fi設定

＊ ファームウェアアップデート通知について : 本機をLAN接続している場合、
ファームウェアの更新が可能なときは「最新のファームウェアがリリースさ
れました」というメッセージが表示されます。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!」が表示されたら、本体のzOn/Standbyボタンを押して本機
をスタンバイ状態にすると、更新が完了します。
（zOn/Standbyボタンを押
さなくても、約3分後に自動的にスタンバイ状態になり、更新が完了します）

ȗȗț
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再度初期設定を行うには : 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
Receiverボタンを押したあとに、Setup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。

視聴エリア

マイク測定位置

＊ マイクを手で固定していると正確に測定できません。また、ヘッドホ
ンを使用しているときは測定できません。
＊ サブウーファーの音声は、超低域のため認識されない場合がありま
す。サブウーファーの音量を半分程度に設定してください。
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Step 2: 初期設定
＊ 周囲の雑音や無線周波妨害（RFI）があると、部屋の測定が中断される
場合があります。その場合は窓を閉めて家電機器や蛍光灯などをオフ
にしてください。

2.	マイクを測定位置に設置したら、スタート画面で「すぐに
設定します」を選び、Enterボタンを押す

3.	「AVレシーバーに同梱されているマイクを挿入してくだ
さい」と表示されたら、マイクを本機のSetup Mic端子
に接続する
Setup Mic端子

測定用
マイク

4.	接続したスピーカーや、ハイトスピーカーのタイプなど
を設定する

てください。テスト音が出ないスピーカーがあれば接続
されていない可能性がありますのでご確認ください。
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。近隣住宅への音漏れや小さなお子様など
に、充分ご注意ください。

6.	測定が完了したら、測定結果が表示される
リモコンのt/uボタンで各設定が確認できます。
「設
定保存」が選ばれた状態でEnterボタンを押してくださ
い。設定をすべてのスピーカーに反映する場合は、次の
画面で「オン（すべてのチャンネル）」を選び、リモコンの
Enterボタンを押してください。
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。
エラーメッセージが出たときは、

画面の指示に従って
エラーの原因を取り除いてください。サブウーファー
が検出されない場合は、サブウーファーの音量を最大
にして、
「再試行」を選んでください。

7.	「測定マイクを抜いてください」と表示されたら、マイク
を取り外す

「いいえ」

を選び、Enterボタンを押すと、エラーの原因
が表示されます。ガイダンスに沿ってエラーの原因を
取り除き、接続を再度確認してください。

4.	他の入力の接続を確認する場合はカーソルで「はい」を、
確認しない場合は「いいえ、確認を終了します」を選び、リ
モコンのEnterボタンを押す
「はい」を選んだ場合は手順2の画面に戻ります。
「いいえ、確認を終了します」を選んだ場合は、手順5に進
みます。
5.	CEC連動機能を設定する
CEC対応機器とのHDMI連動機能を有効にするには「は
い」を選び、次の画面でもう一度「はい」を選んでくださ
い。
ፖᆬᝓ

ÃÅÃߦख़ൡبȟȷȞɝɑȪȲᴷ
ÃÅÃൡᑤɥɴʽȾȪɑȬȞᴼ

xxxxxxxxxxx

ɂȗ
ȗȗț

SETUP

2 接続確認

AccuEQ Room Calibration

ʃʞ˂ɵ˂ʋʭʽʗʵ

·®±ãè

ɿʠɰ˂ʟɫ˂

ɝ

ʙɮʒʃʞ˂ɵ˂



ʚɮɬʽʡ

ིȪ

ፖȪȹȗɞʃʞ˂ɵ˂ɁୣɥᤣȪȹȢȳȨȗ

「はい」を選んだ場合は、ARC対応テレビとの接続、およ
びHDMIスタンバイスルー機能も有効になります。

各入力の接続確認やHDMI連動機能の設定ができます。

ENTER

ඒɋ

上記の画面が表示されたら、リモコンのカーソルを使用
して各項目を設定してください。
「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。すべての設定が終了し
たら、リモコンのEnterボタンを押してください。
その後、テレビ画面に表示されるガイダンスに沿って操
作してください。
それぞれの項目にカーソルを移動すると画面の下部

に設定内容が表示されますのでご参照ください。
5.	接続したスピーカーからテスト音が出て、自動スピー
カー設定が始まる
測定は各スピーカーに対して3回以上行います。完了す
るまでに数分かかります。測定中は、できるだけ静かにし
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ጶ̘

1.	接続確認のスタート画面が表示されたら、カーソルで「は
い、続けます」を選び、Enterボタンを押す

3 リモコン登録

қఙᜫް

ፖᆬᝓ

қఙᜫް

ǽȦɁʃʐʍʡȺɂǾፖȟඩȪȢᚐɢɟȲȞȼșȞɥ
ǽᆬᝓȪɑȬǿͽഈɥፖȤɑȬȞᴼ

ʴʬɽʽᄊ᧸
ǽÁÖʶʁ˂ʚ˂ɁʴʬɽʽȾᜫްɥȬɞȦȻȾɛɝǾ
ǽÁÖʶʁ˂ʚ˂ɁʴʬɽʽȺͅɁൡبɥͽȪɑȬǿ
ǽͅɁൡبɥͽȺȠɞɛșȾᜫްȪɑȬȞᴼ
ǽፖȪȹȗɞൡبɁୣȾɛȶȹɂǾᩖȟȞȞɞکնȟ
ǽȕɝɑȬǿȈ·² ʴʬɽʽᄊ᧸ȉȞɜȗȷȺɕᜫްȬɞ

ɂȗǾፖȤɑȬ

ǽȦȻȟҋ఼ɑȬǿ

ȗȗțǾȻɃȪɑȬ

ǽɂȗǾፖȤɑȬ
ǽȗȗțǾȻɃȪɑȬ
SETUP

ጶ̘
SETUP

2.	接続を確認したい入力を選び、Enterボタンを押す
選んだ機器の再生を開始してください。接続が正しいと、
本機から選んだ入力の映像/音声が再生されます。
3.	接続を確認できたら、カーソルで「はい」を選び、Enterボ
タンを押す

ጶ̘

本機のリモコンで他機器の操作を行うことができるように
なります。リモコン登録のスタート画面が表示されたら、
カーソルで「はい、続けます」を選び、リモコンのEnterボタ
ンを押します。ガイダンスに沿って、設定したいRemote

Step 2: 初期設定
Modeボタンを選んだあとは、キーボードの画面でプログラ
ムするブランド名を3文字入力して、リモコンコードを検索
してください。ガイダンスではリモコンの設定方法なども
説明しています。

iOSデバイス（iOS7以降）を使用する : iOS端末をお使い
の場合、iOS端末のWi-Fi設定を本機に共有させることで
簡単にWi-Fi接続が行えます。

■「ネットワークを検索する」

を選んだ場合

2.	カーソルで接続するアクセスポイントのSSIDを選び、
Enterボタンを押す
テレビ画面にアクセスポイントのSSIDが表示されます
ので、接続するアクセスポイントを選んでください。
アクセスポイントの初期設定を変更してパスワード

入力を不要にしている場合は、手順3は不要です。
アクセスポイントの初期設定を変更してSSIDを非表

示にしている場合は、
「アクセスポイントが表示され
ない場合は」をご参照ください。

4 ネットワーク接続
қఙᜫް

ʗʍʒʹ˂ɹፖ
ǽネットワーク接続の設定を行いますか？AVレシーバーの
ǽサポートするネットワークサービスを提供します。
ǽこのステップを飛ばす場合は
ǽ「いいえ、とばします」を選んでください。

ǽɂȗ
ǽȗȗțǾȻɃȪɑȬ

SETUP

ጶ̘

ネットワーク接続の確認やWi-Fi設定を行うことができま
す。ネットワーク接続のスタート画面が表示されたらカー
ソルで「はい」を選び、リモコンのEnterボタンを押します。
次の画面で「有線」を選んだ場合はLANケーブル接続の接
続状況を確認できます。Wi-Fi設定を行う場合は、
「ワイヤレ
ス」を選んでリモコンのEnterボタンを押して、以下の項を
ご参照ください。
事前にご確認ください
Wi-Fi接続には無線LANルーターなどのアクセスポ
イント（＊）が必要です。アクセスポイントのSSIDと
パスワード（キー）が本体ラベルに記載されている場
合がありますのでメモに控えてください。アクセス
ポイントに自動設定ボタン（メーカーによって呼称
が異なります）が装備されている場合は、パスワード
の入力を行わずに設定することができます。アクセ
スポイントの自動設定ボタンの使用方法は取扱説明
書でご確認ください。
＊ 本機は2.4 GHz帯対応のアクセスポイントとWi-Fi接続
が可能です。

1.	カーソルでWi-Fi接続の方法を選び、Enterボタンを押
す
ネットワークを検索する : 本機から無線LANルーターな
どのアクセスポイントを検索して接続します。

3.	認証方法を選んで設定する
無線LANルーターに自動設定ボタンが装備されていな
い場合は、自動的に「パスワード入力」の画面が表示され
る場合があります。
Wi-Fi Setup

ᝓᜳศɥᤣȪȹȢȳȨȗǿ

ʛʃʹ˂ʓоӌ
ʡʍʁʯʦʉʽ

PIN code

この画面が表示されたら、
「パスワード入力」、
「プッシュ
ボタン」、
「PIN code」
の3つ認証方法のうち、いずれかを
選んで設定を行ってください。それぞれの内容と設定方
法については以下をご参照ください。
パスワード入力 : アクセスポイントのパスワードを入力し
て設定する方法です。
1 カーソルで「パスワード入力」を選び、Enterボタンを押す
2 キーボード画面で、パスワードを入力（＊）してから、カー
ソルで「OK」を選び、Enterボタンを押す

プッシュボタン : アクセスポイントの自動設定ボタンを使
用して設定する方法です。
1 カーソルで「プッシュボタン」を選び、Enterボタンを押
す
2 アクセスポイントの自動設定ボタンを必要な秒数間押し
たあと、カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押す
PIN code : アクセスポイントの自動設定ボタンに手が届
かない場合など、この方法をご使用ください。カーソルで
「PIN code」
を選び、Enterボタンを押すと、8桁のPIN code
が表示されます。表示されたPIN codeをアクセスポイント
に登録してから、カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押
します。PIN codeの登録方法についてはアクセスポイント
の取扱説明書でご確認ください。
4.	ネットワーク接続の確認画面で、
「はい、検索します」を選
ぶ

アクセスポイントが表示されない場合は
リモコンのカーソルのcボタンで「その他…」を選
び、Enterボタンを押すとキーボード画面が表示さ
れますので、SSIDとパスワードを入力してくださ
い。ルーターの設定に応じて次の設定を行ってくだ
さい。
■ WPA/WPA2方式
「認証方法」で「WPA」または「WPA2」を選び、Enter
ボタンを押します。
■ WEP方式
「認証方法」で「WEP」を選び、
「デフォルトキーID」を
選び、Enterボタンを押します。
無線LANルーターで暗号化設定がされていない

場合は、
「認証方法」で「無し」を選び、
「OK」を選
び、Enterボタンを押します。

＊「A/a」を選びEnterボタンを押すと、大文字/小文字が切り換わりま
す。
「 」
「」を選びEnterボタンを押すと、その方向にカーソルが移
動します。 を選びEnterボタンを押すと、カーソルの左側の文字を
1文字消去します。また、リモコンのD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＋10ボタンを押すと大文字/小文字切り換えの機能
が使え、CLRボタンを押すと入力した文字をすべて消去します。

3 接続するアクセスポイントのセキュリティ方式がWEPの
場合は、
「デフォルトキーID」を選び、Enterボタンを押す
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Step 2: 初期設定
■「iOSデバイス

（iOS7以降）を使用する」を選んだ
場合
2.	iOS端末の「設定」
「
- Wi-Fi」をオンに設定し、
「新しい
AIRPLAYスピーカーを設定…」から本機を選択する
3.	「次へ」をタップする

4.	ネットワーク接続の確認画面で、
「はい、検索します」を選
ぶ

＊ プライバシーポリシーについて

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「はい」を選択
し、Enterボタンを押してください。
オンキヨープライバシーステートメント

オンキヨー株式会社は、
製品の品質やサービスの向上のため、
お客様の

製品の使用状況に関する情報を取得させていただく場合がございます。

取得する情報の種類および利用目的等につきましては、

以下のウェブサイトをご確認ください。

http://www.onkyo.com/privacy/
http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo
私はプライバシーステートメントを確認しました。
内容に同意します。
はい
いいえ

■ 接続が成功すると
画面に「接続に成功しました。」と表示されます。
ネットワーク接続

MAC アドレス xxxxxxxxxxx

IP アドレス/サブネットマスク/ ゲートウェイ/ DNS サーバー
ゲートウェイの確認

インターネットサービステスト
接続に成功しました

Next

SETUP

終了

この画面が表示されない場合は、再度設定し直してくだ
さい。無線LANルーターと「プッシュボタン」で接続でき
ない場合は、
「パスワード入力」でもお試しください。
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■ 初期設定を終了するには
初期設定が終了したら、
「完了」が選ばれた状態でリモコン
のEnterボタンを押してください。これで本機の接続と設定
が完了します。
接続する再生機器の音声出力について
Dolby DigitalやDTS 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を「ビットストリーム出力」
に設定する必要があります。また、ブルーレイディス
クプレーヤーの設定によっては、Dolby TrueHDや
Dolby Atmos、DTS-HD Master Audioの音声が音源
どおりのフォーマットで出力されないことがありま
す。その場合は、ブルーレイディスクプレーヤーの設
定で、
「BDビデオ副音声」(またはセカンダリ音声) 機
能を「切」にしてお試しください。設定を変更したあと
は、リスニングモードを切り換えてご確認ください。

Step 3: 再生する
1 基本操作

リモコンの各部の名称とはたらき

1 zReceiverボタン : 電源のオン/スタンバイを切り換え
ます。

2 Remote Mode/Input Selectorボタン : 再生する入

1

8

●本機を操作するときは ： 本機のリモコンには、
他の機器を操作するためのリモートモード機能
が備わっています。リモートモードがRECEIVER
モード(本機を操作するモード)以外の状態では、本
機を操作できないので、本機を操作する際は、必ず
3Receiverボタンを押してRECEIVERモードにし
てから操作してください。

2

9

3

F

2.	本機の入力切換を選ぶ
視聴する再生機器を接続した②Input Selectorボタンを
押してください。なお、テレビの音声を聴くにはTVボタ
ンを押します。本体の入力切換ボタンでも操作が可能で
す。
本機と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.	お好みのリスニングモードを選ぶ
3Receiverボタンを押したあと、6リスニングモードボ
タンを押すことでモードが切り換わり、さまざまなリス
ニングモードをお楽しみいただけます。
4.	Gボリュームボタンで音量を調整する

4
5
6
G

4
5

1.	電源を入れる
リモコンの1zReceiverボタンを押して電源を入れま
す。
テレビの入力を本機と接続した入力に切り換えるこ

とが必要です。テレビのリモコンを使用して行ってく
ださい。

3

H
I

力を切り換えます。また、任意のボタンに特定のリモコ
ンコードを登録したうえで、そのボタンを押すと、他機
器を操作するリモートモードに切り換えることができ
ます。
Receiverボタン : リモコンを、本機を操作するモード
に切り換えます。
カーソル、Enterボタン : カーソルの移動や確定に使用
します。
Setupボタン : 本機の各種設定項目画面を表示します。
リスニングモードボタン : リスニングモードを選びま
す。
Movie/TVボタン ： 映画やテレビを楽しむのに適した
リスニングモードが選べます。
Musicボタン ： 音楽を楽しむのに適したリスニング
モードが選べます。
Gameボタン ： ゲームを楽しむのに適したリスニング
モードが選べます。
Stereoボタン ： ステレオおよびオールチャンネルステ
レオのリスニングモードが選べます。
リスニングモードの詳細は、

WEB詳細ガイドでご覧
いただけます。

7 Dimmerボタン : 表示部の明るさを切り換えます。
8 Zone2ボタン : 別室のプリメインアンプと本機を接続

6

して、別室で音声を聴くときに使用します。

9 Music OPTボタン : 圧縮された音声をより良い音質に

するミュージックオプティマイザーをオン/オフします。

F Muting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。

7
J

G ボリュームボタン : 音量を調整します。本機が消音状態
のときは、消音状態を解除できます。

H Returnボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
I Qボタン : 音質の調整など、よく利用する設定項目にす
ばやくアクセスできるQuick Setupメニューが表示さ
れます。
J Displayボタン : 表示部の情報を切り換えます。
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Step 3: 再生する

2 ネットワーク機能
本機をネットワークに接続すると、さまざまなネットワー
ク機能をお楽しみいただけます。表示部にお好みの項目を
表示して、リモコンの簡単な操作で再生することができま
す。
（テレビの画面には表示が出ません）

サービスプロバイダーがサービスを終了していると、

そ
のネットワークサービスやコンテンツが利用できなく
なる場合があります。

DLNA

ネットワークに接続したPCやNASに保存された音楽ファ
イルを再生できます。本体表示部に「DLNA」を表示させた状
態でEnterボタンを押します。その後、カーソルでサーバー
を選んでから、再生する曲を選んでEnterボタンで再生しま
す。
本機とPCまたはNASは同じルーターに接続する必要が

あります。
ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。


本機と接続する前にiOS端末のOSを最新のバージョンに
アップデートしてください。
1.	リモコンのNETボタンを押す

2.	iPhone、iPod touch、
iPadの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、完了をタップ
する

Home Media
（ホームメディア）

リモコンのNETボタンを押したあと、カーソルの▲/▼ボタ
ンをくり返し押して項目を選び、Enterボタンで決定しま
す。

ネットワークに接続したPCやNASの共有フォルダ内の曲
を再生できます。本体表示部に「Home Media」を表示させ
た状態でEnterボタンを押します。その後、カーソルでサー
バーを選んでから、再生する曲を選んでEnterボタンで再生
します。
本機とPCまたはNASは同じルーターに接続する必要が

あります。
ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。


USB

AirPlayについては次項の

「3 AirPlay®」で、My
Favoritesやネットワーク機能の詳細についてはWEB詳
細ガイドでご覧いただけます。
重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。表
示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わります。
ONKYO Remoteアプリを使うと、
日本語の表示にも対
応しているため快適に操作できます。

インターネットラジオ

本機にはTuneIn Radioとradiko.jpがあらかじめ登録され
ています。本体表示部に「TuneIn Radio」
または「radiko.jp」
を表示させた状態でEnterボタンを押します。その後、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。
ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。

お住まいの地域によって利用できるサービスは異なり

ます。
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USBストレージの音楽ファイルを再生できます。USBス
トレージを後面のUSB端子に接続したあと、本体表示部に
「USB」を表示させた状態でEnterボタンを押します。その
後、カーソルでフォルダや曲を選び、Enterボタンで再生し
ます。
ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。


3 AirPlay

®

iPhone®、iPod touch®、iPad®やiTunesを搭載したPCの音
声を楽しむことができます。
重要 ： 本機とiOS端末やPCが同じルーターにネットワーク
接続されている必要があります。

■ iPhone、iPod touch、
iPadの音楽ファイルを再
生する

iOS

7以降の場合はAirPlayアイコンがコントロールセ
ンターに表示されます。コントロールセンターを表示す
るには、iOS端末の画面を下から上にスワイプします。
AirPlayアイコンが表示されない場合は、

本機やiOS端末
が正しくルーターに接続されているか確認してくださ
い。
3.	iPhone、iPod touch、
iPadの音楽ファイルを再生する

■ PCの音楽ファイルを再生する

AirPlayはiTunes

10.2以降で対応しています。

1.	リモコンのNETボタンを押す

2.	PCの電源を入れ、iTunesを起動する

3.	iTunesのAirPlayアイコンをクリックして、
表示される
機器から本機を選ぶ
4.	iTunesの音楽ファイルを再生する

Setupメニューの

「6. ハードウェア」
「電源管理」
「ネッ
トワークスタンバイ」で設定を「オン」にしているとき
は、AirPlayの再生を始めると本機の電源が自動的に入
り、
「NET」入力切換が選ばれます。設定を「オフ」にして
いるときでも本機の電源が入っていれば「NET」入力切
換が選ばれます。
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。

Step 3: 再生する
本体表示部にはAirPlay再生中の曲名などが表示されま

すが、日本語の表示には対応しておりません。表示でき
ない文字はアスタリスク（＊）に置き換わります。
iOS、

iTunesのバージョンによっては操作内容が異なる
場合があります。
音量について : 本機とAirPlay対応機器の音量は連
動します。AirPlay対応機器で音量を調節するとき
は音量が大きくなりすぎないよう注意してくださ
い。本機やスピーカーが故障する場合があります。再
生中に音量が大きくなってしまったときは、すぐに
AirPlay対応機器の再生を停止してください。

4 Bluetooth

®

スマートフォンなどBluetooth対応機器の音楽ファイルを
ワイヤレスで楽しむことができます。約15メートル圏内で
通信できます。
Bluetooth対応機器がA2DPプロファイルをサポートし

ている必要があります。
SCMS-Tコンテンツ保護方式に対応しています。

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。

■ ペアリングする

Bluetooth対応機器と接続するには、はじめに1回だけペア
リングを行う必要があります。事前にBluetooth対応機器の
「Bluetooth設定機能を有効（オン）にする方法」および「対応
機器と接続する方法」の操作手順をお調べください。
1.	リモコンのBluetoothボタンを押す
ペアリングモードになり表示部に“Now Pairing...”が表
示されます。

Bluetooth対応機器の画面などで本機の名称が表示され
たら、本機を選んでください。しばらくするとペアリング
が完了します。
パスワードを要求された場合、

「0000」を入力してく
ださい。
別のBluetooth対応機器と接続する場合は、

表示部に
｢Now Pairing...」
が点灯するまでBluetoothボタンを
長押しするとペアリングができます。本機は最大8台
のペアリング情報を記憶できます。

■ Bluetoothの音声を再生する

本機の電源がオンの状態のとき、Bluetooth対応機器の接続
操作を行うと、自動的に「BLUETOOTH」
入力切換が選ばれ
ます。この状態で音楽ファイルを再生してください。
本機の電源をオンにした状態から接続するまでは、

Bluetooth機能の起動のため約1分間かかることがあり
ます。
Bluetooth対応機器のボリューム設定が小さいと、

本機
から音声が出力されません。
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。
本体表示部にはBluetooth対応機器名が表示されます

が、日本語の表示には対応しておりません。表示できな
い文字はアスタリスク（＊）に置き換わります。

TUNED
AUTO

FM STEREO

放送局を登録する : お好きなAM/FM放送局を最大40局
まで登録できます。
1.	登録したいAM/FM放送局を受信します。

2.	本体のMemoryボタンを押して、表示部のプリセット
番号を点滅させます。
3.	プリセット番号が点滅している間（約8秒間）に、本体
のPreset
ボタンをくり返し押して1～40の間で
番号を選びます。

4.	再度本体のMemoryボタンを押して登録します。
登録されるとプリセット番号の点滅が止まります。登
録したプリセット局を選ぶには、本体のPreset
ボタンまたはリモコンのCH ＋/－ボタンを押しま
す。

登録したプリセット局を削除するには、

本体の
Preset
ボタンを押して、削除したいプリセット番
号を選び、本体のMemoryボタンを押しながらTuning
Modeボタンを押します。削除されたら、表示部から番号
が消えます。
本機のFMチューナーは、

周波数76～95 MHzに対応し
ており、FM補完放送を視聴することができます。

5 AM/FM 放送
基本操作マニュアルでは自動選局による操作方法を紹介し
ています。手動での選局方法などはWEB詳細ガイドでご覧
いただけます。
1.	本体のTunerボタンをくり返し押して、
「AM」または
「FM」を選ぶ
2.	本体のTuning Modeボタンを押して、
表示部の
「AUTO」を点灯させる

2.	表示部に｢Now Pairing...」
が点灯している間に、近接し
た距離でBluetooth対応機器の接続操作を約2分以内に
行う

3.	本体のTuning
ボタンを押す
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ステレオ局の場合は、
「FM STEREO」
が点
灯します。
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Step 3: 再生する

6 マルチゾーン
本機を操作して、メインルーム（本機のある部屋）以外の部
屋（ゾーン2）でも音声を楽しむことができます。

■ 再生できるソース
外部再生機器

（＊1）
NET
 （＊2）
Bluetooth

AM/FM放送


＊1 アナログ音声信号と2ch PCM音声信号のみゾーン２に出力できます。
＊2 DSD、Dolby TrueHD の音声信号はゾーン２に出力できません。

■ b. 別室のスピーカーと接続する

マルチゾーン接続をする
接続方法には次の2通りの方法があります。
a. 別室のプリメインアンプやパワーアンプと接続する
b. 別室のスピーカーと接続する

■ a. 別室のプリメインアンプと接続する

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PRE/LINE OUT ZONE2端子と別室のプリメインア
ンプなどのラインイン端子をオーディオ用ピンケーブルで
接続します。

スピーカーコードを使用して本機のSPEAKERS ZONE2端
子と別室のスピーカーを接続してください。ゾーン2再生時
は、メインルームは最大5.1chの再生(＊)になります。
バッ
クスピーカー、ハイトスピーカーからの音声は出力されま
せん。
＊ この場合、Dolby Atmosリスニングモードは選択できません。

重要 ： 外部再生機器との接続について
再生機器をゾーン2で聴くには、オーディオ用ピンケーブル
または光デジタルケーブル（OPTICAL）
または同軸デジタ
ルケーブル（COAXIAL）での接続が必要です。再生機器側で
音声出力の設定が必要な場合があります。
メインルーム
DIGITAL
OPTICAL
OUT

AUDIO
OUT

メインルーム
ゾーン2

ゾーン2

本機で音量と音質を調整するには、

設定が必要です。
リモ
コンの
Receiverボタンを押したあとにSetupボタン
を押し、
「3．音の調整・設定」
「マルチゾーン」
「ゾーン２出
力」を順に選び、
「可変」に設定してください。パワーアン
プを接続する場合は、この設定を必ず行い、本機で音量
を調整してください。
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設定が必要です ： スピーカーを接続したあとは、リ
Receiverボタンを押してから、Setup
モコンの
ボタンを押し、
「2. スピーカー」
「配置
・構成」を順に
選び、
「パワードゾーン2」を「有り」に設定してくだ
さい。

Step 3: 再生する
マルチゾーン再生をする
本機を設置したメインルームでブルーレイディスクプレー
ヤーを再生し、別室でインターネットラジオを再生するな
どメインルームと別室を同時に再生することも、別室のみ
で再生をすることも可能です。
外部再生機器の音声は、

本機を設置したメインルームと
別室とで同じソースを聴くことも別々のソースを聴く
こともできます。
「NET」

「BLUETOOTH」
、
入力切換は、メインルームと別
室とでそれぞれ別々に選ぶことはできません。例えば、
メインルームで「NET」入力切換を選んでいるときに別
室で再生する入力として「BLUETOOTH」
を選ぶと、メイ
ンルームも自動的に「BLUETOOTH」
入力切換に切り換
わります。
「NET」

入力切換の場合、メインルームと別室で別々の
ネットワークサービスを選ぶことはできません。
AM/FM放送をお聴きになる場合、

メインルームと別室
で違う放送局を選ぶことはできません。同じ放送局をそ
れぞれの部屋でお聴きいただけます。

再生するには

1.	リモコンのZone2ボタンを押したあとに、リモコンを本
機に向けてzReceiverボタンを押す
本体表示部の「Z2」が点灯し、マルチゾーン機能が使用で
きるようになります。
（ゾーン2がオンになります）

2.	再度リモコンのZone2ボタンを押したあとに、別室で再
生したい入力のInput Selectorボタンを押す
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上
記の1～2の操作を行っても、別室のみの再生モード
になります。メインルームと別室で同じソースを再生
する場合は、Zone2ボタンを約3秒間押します。
本体で操作する場合は ： Zone2ボタンを押したあとに、別

室で再生したいソース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、
Zone2ボタンを2度押します。

本機で音量を調整するには

リモコンのZone2ボタンを押してから、VOLj/lボタ
ンで調整してください。本体で操作する場合は、Zone2
Level/ボタンを押します。また、リモコンのMutingボタ
ンを押すと、一時的に消音できます。

本機で音質を調整するには

本体のZone2ボタンを押したあとに、Toneボタンをくり返
し押すと、
「Bass」
（低音）、
「Treble」
（高音）、
「Balance」
（バラ
ンス）と本体表示部に表示されます。調整したい内容を表示
部に表示させ、＋または－ボタンを押して調整します。

機能をオフにするには

リモコンのZone2ボタンを押したあとにzReceiver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がオンのときは、

スタンバイ時の消費電力が増
加します。
ゾーン2がオンになっているときは、

RI連動機能（オンキ
ヨー機器同士の連動機能）は働きません。
ゾーン2をリモコンで操作しているときに、

リモコンの
Input Selectorボタンを押すと、
リモコンがメインルー
ムの操作モードに切り換わります。再度ゾーン2の操作
をするには、Zone2ボタンを押して、ゾーンの操作モー
ドにしてください。

7 Quick Setup メニュー
再生しながらテレビ画面でよく利用する設定を行うことが
できます。
1.	リモコンのQボタンを押す
接続したテレビ画面にQuick Setupメニューが表示され
ます。

Quick Setup

BD/DVD

ʴʃʕʽɺʬ˂ʓ

MOVIE/TV

ɴ˂ʑɭɴ

MUSIC

HDMI

GAME

ষ᚜ڨᇉ

2.	リモコンのカーソルで項目を選び、Enterボタンを押す
ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタンを押しま

す。
3.	リモコンのカーソルで内容を選ぶ
■ リスニングモード :「MOVIE/TV」、
「MUSIC」
「GAME」
、
カテゴリーのリスニングモードを選ぶことができます。選
んだあとは、Enterボタンで決定します。
音声をテレビのスピーカーで聴いているときは設定で

きません。
■ オーディオ : 音質やスピーカーレベルの調整などさまざ
まな音声設定を変更できます。
音声をテレビのスピーカーで聴いているときはこの設

定を選べません。
低域、高域 : フロントスピーカーの音質を調整できます。
リスニングモードがDirectのときは、

設定できませ
ん。
Phase Matching Bass : 中音域での位相ずれを抑え
て低音を増強します。滑らかで、かつパワフルな低音域
再生を実現します。
リスニングモードがDirectのときは、

設定できませ
ん。
センター、サブウーファー : 音声を聴きながら、スピー
カーレベルを調整できます。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。
スピーカーの設定によっては、

調整できない場合があ
ります。
ミュート

（消音）中やヘッドホン使用時は設定できま
せん。
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。
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Step 3: 再生する
AccuEQ Room Calibration : 自動スピーカー設定の
内容を有効/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。
この設定は、

自動スピーカー設定を行っていないと選
べません。
ヘッドホンを接続している、

またはリスニングモード
がDirectのときは、設定できません。
イコライザ : Setupメニューの「2. スピーカー」
「イコラ
イザ設定」で設定した「Preset1」～「Preset3」
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。
レイトナイト : 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 Digital、
Dolby Digital Plus、
Dolby TrueHD、
DTS系の入力信号再生時のみに効果が
あります。
本機をスタンバイ状態にすると

「オフ」に設定されま
す。Dolby TrueHDの場合は
「自動」に設定されます。
以下の場合、

この機能を使用することはできません。
ô「Loudness
ô
Management」
を「オフ」に設定し、
Dolby Digital Plus、
Dolby TrueHDを再生して
いる場合
ôô 入力信号がDTS系で、
「Dialog Control」
が0 dB
以外の場合
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 TrueHD、
Multichannel、
DTS、DTS-ES、
DTS 96/24、DTS-HD
High Resolution Audio、
DTS-HD Master Audio、
DTS Express、
AACです。
Center Spread : Dolby Surroundリスニングモード
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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
てくれます。
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。


入力フォーマットを確かめる

リモコンのDisplayボタンをくり返し押すと、
本体表示部が
次の順に切り換わります。
入力ソースと音量

リスニングモード

■ HDMI : 出力するHDMI OUT端子を選びます。
■ 情報表示 :
オーディオ : 音声の入力、フォーマット、チャンネル数、
サンプリング周波数、リスニングモード、出力チャンネ
ル数などを表示できます。
ビデオ : 映像の入力、解像度、信号形式、色階調、3D情報、
アスペクト比、出力などを表示できます。
チューナー : バンド、周波数、プリセット番号などを表示
できます。入力切換が「TUNER」のときのみ表示されま
す。

8 その他の便利な機能
音質を調整する

フロントスピーカーの低音域や高音域を強調したり、弱め
たりすることができます。本体のToneボタンを繰り返し押
して、
「Bass」、
「Treble」
「Phase Matching Bass」から調
、
整したい内容を選び、＋/－ボタンで調整してください。
リスニングモードがDirectのときは、

設定できません。
「Bass」: 低音域を強調したり、弱めたりすることができま
す。
「Treble」: 高音域を強調したり、弱めたりすることができ
ます。
「Phase Matching Bass」: クリアーな中音域を維持しな
がら、低音域を効果的に強調することができます。

入力フォーマット
（オーディオ）
サンプリング周波数

入力解像度
（ビデオ）

フォーマットの表示で

「Dolby D 5.1」
が表示された
場合は、Dolby Digital 5.1chの信号が入力している
ことを示します。また、AM/FM放送を聴いているとき
は、バンド、周波数、プリセット番号が表示されます。
入力信号がAACの音声多重放送

（2ヶ国語放送など）
の場合、サンプリング周波数は表示されません。音声
の数（1+1）が表示されます。

異なるソースの音声と映像を再生する

CDプレーヤーの音声に合わせてブルーレイディスク/DVD
プレーヤーの映像を再生するなど、異なるソースの音声と
映像を再生することができます。この場合は、BD/DVDボタ
ンを押したあと、CDボタンを押します。このあとで、ブルー
レイディスク/DVDプレーヤーとCDプレーヤーを再生し
ます。この機能は音声のみの入力切換（初期設定ではCD、
NET、BLUETOOTH、
TUNER、PHONO）
を選んだときに有
効です。

その他
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。

本機の電源が切れる
自動スタンバイまたはスリープタイマーが作動すると、自動的に
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。

音声が出力されない/小さい
入力切換ボタンが正しく選ばれていないことがあります。再生機
器の入力を選んでください。また、リモコンのMutingボタンを押
していないかご確認ください。
リスニングモードによっては、音声が出力されないスピーカーが
あります。

映像が出ない/乱れる
入力切換ボタンが正しく選ばれていないことがあります。
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HDMIスタンバイスルー機能を有効にす
る必要があります。
テレビの映像が乱れる場合は、本機の電源コードや接続ケーブル
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。

HDCP2.2対応の再生機器と接続する場合は、必ず本機のHDMI
IN1～IN3端子に接続してください。

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

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。

より遅れて表示されることがあります。
「Step 3：再生する」の「7
Quick Setupメニュー」
の「A/Vシンク」で調整してください。

デジタルサラウンド再生できない
Dolby DigitalやDTS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
を「ビットストリーム出力」に設定する必要があります。

Dolby Atmos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
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」(またはセカンダリ音声) 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。

2. zOn/Standbyボタ 1. CBL/SATボタンを
ンを押す

●リモコンのリセット方法 :
1.	リモコンのReceiverボタンを押しながら、リモートインジケー
ターが点灯するまでQボタンを3秒以上押す

2.	 30秒以内にReceiverボタンをもう一度押すとリセットされる

HDMIコントロール機能がうまく働かない
本機のCECの連動機能をオンにする必要があります。また、テレ

リモート
インジケーター

ビもHDMI 連動の設定が必要です。テレビの取扱説明書などを
ご参照ください。

ネットワークに接続できない
本機および無線LANルーターの電源の抜き差しや電源オン状態
の確認などをお試しください。改善することが多くあります。

アクセスポイント一覧に該当のルーターが表示されないときは、
無線LANルーターが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。

押したまま

Receiver
ボタン

Qボタン

■ 初期設定に戻す
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。
「困ったときは」の各項
目をお試しになっても改善されない場合、次の手順で本機をリセッ
トしてみてください。なお、リセットを行うとお客様の設定内容が初
期設定に戻ります。リセットの前に設定内容をメモなどに記録して
ください。

●リセット方法 :
1.	本体のCBL/SATボタンを押しながら（必ず押した状態で2.の操
作を行ってください）

2.	本体のzOn/Standbyボタンを押す（表示部に「Clear」が表示
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その他
主な仕様
アンプ（音声）部
定格出力
160 W × 7ch
（1 kHz、全高調波歪率 0.7%以下、6 Ω、非同時駆動、JEITA）
100 W × 7ch
（20 Hz - 20 kHz、全高調波歪率 0.08%以下、
8 Ω、2ch駆
動時、JEITA）
実用最大出力
190 W × 7ch
（1 kHz、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、Front）
210 W（4 Ω、Front）
120 W（8 Ω、Front）
総合ひずみ率
0.08%（20 Hz - 20 kHz、ハーフパワー）
入力感度/インピーダンス
200 mV/47 kΩ（LINE、
1 kHz 100 W/8 Ω）
3.5 mV/47 kΩ（PHONO MM）
RCA定格出力電圧/インピーダンス
1V/470 Ω (PRE OUT)
1V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)
100 mV/2.3 kΩ (ZONE2 LINE OUT)
1 V/2.3 kΩ (ZONE2 PRE OUT)
PHONO最大許容入力
70 mV（MM 1 kHz 0.5% Direct）
周波数特性
5 Hz - 100 kHz/+1 dB、–3 dB（Directモード）
トーンコントロール最大変化量
±10 dB、20 Hz
（BASS）
±10 dB、20 kHz
（TREBLE）
SN比
106 dB（LINE、
IHF-A）
80 dB（PHONO MM、IHF-A）
スピーカー適応インピーダンス
4 Ω - 16 Ωまたは6 Ω - 16 Ω

映像部
信号レベル
1.0 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Pb/Cb、Pr/Cr）
1.0 Vp-p/75 Ω
（コンポジット）
適応最大解像度
480i/576i（コンポーネント）

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 b/g/n準拠（Wi-Fi® 準拠）
2.4 GHz band: 1-13または14 ch
（Wi-Fi® 準拠）

Bluetooth部
通信システム
Bluetoothバージョン 2.1 +EDR
（Enhanced Data Rate）
最大通信範囲見通し線
約15 m（＊）
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
（Advanced Audio Distribution Profile）
AVRCP 1.3（Audio Video Remote Control Profile）
対応コーデック
SBC
伝送範囲（A2DP）
20 Hz - 20,000 Hz
（サンプリング周波数44.1 kHz）
＊ 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
470 W
0.1 W（待機時）
2.6 W（ネットワークスタンバイ時）
65 W（無音時）
最大外形寸法
435（幅）×174（高さ）×326.5
（奥行）mm
質量
10 kg

HDMI

入力

IN1（BD/DVD、HDCP2.2）
、IN2（CBL/SAT、HDCP2.2）
、IN3（STRM
BOX、HDCP2.2）、IN4
（PC）、IN5（GAME）、IN6、
IN7、AUX INPUT HDMI
（前面）
出力
OUT MAIN（ARC）、OUT SUB
映像解像度
4K 60 Hz（RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2、24 bit）
音声形式
Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、
DTS:X、
DTS-HD Master Audio、
DTS-HD High Resolution Audio、
DTS 96/24、DTS-ES、
DTS、DTS Express、
MPEG2-AAC、
Multichannel
PCM（上限8チャンネル）
対応
3D、オーディオリターンチャンネル、ディープカラー、x.v.Color™、
リップシンク、CEC、4K、対応カラー（sYCC601、Adobe RGB、Adobe
YCC601）、コンテントタイプ、3Dデュアルビュー、21:9アスペクト比

映像入力


コンポーネント
IN1（BD/DVD）、IN2（GAME）
コンポジット
IN1（CBL/SAT）
、IN2（STRM BOX）、IN3（PC）

音声入力


デジタル
OPTICAL 1（CD）
、2（TV）
COAXIAL（BD/DVD）
アナログ
BD/DVD、CBL/SAT、
STRM BOX、PC、GAME、TV、
CD、PHONO

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, 2 SUBWOOFER)
スピーカー
FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/R、BACK or HEIGHT or BiAMP L/R, ZONE2 L/R
ヘッドフォン
PHONES（前面、ø 6.3）

その他


セットアップマイク
RS232
RI REMOTE CONTROL
USB		
イーサネット 	
IR IN 2 (A/B)/IR OUT
12V TRIGGER OUT

1（前面）
1
1
1（Ver. 1.1、5 V/1 A）
1
1
3 (A: 100 mA, B: 25 mA, C: 25 mA)

マルチ言語画面表示（OSD）
日本語、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
※仕様および外観は予告なく変更することがあります。
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解像度一覧

HDMI対応解像度

入力信号に対して、本機の出力する映像信号の種類と解像度は下記の表をご参照ください
出力 HDMI
4K
4K
○
1080p/24
1080p
HDMI
1080i
720p
480p
480i
1080p
1080i
コンポーネント 720p
480p
480i
コンポジット
480i
入力

1080p/24 1080p
○

1080i

720p

480p

入力対応

著作権保護技術

表示解像度

60 Hz

1920×1080p

50/60 Hz

720×480p

480i

1280×720p

○

○

1680×720p

○

○

1920×1080p

○

HDMI入力
IN1～IN3

HDCP1.4
HDCP2.2

2560×1080p

4K
(3840×2160p)

○
○
4K SMPTE
(4096×2160p)
720×480i

720×480p

1920×1080i
1280×720p
1680×720p
HDMI入力
IN4～IN7
Front

フレームレート

720×480i

1920×1080p
HDCP1.4
2560×1080p

カラースペース

色深度

備考

60 Hz

24/25/30/50/60
Hz
RGB/YCbCr4:4:4/
8/10/12/16 bit
24/25/30/50/60
YCbCr4:2:2
Hz
24/25/30/50/60
Hz



24/25/30 Hz
50/60 Hz

24/25/30 Hz
50/60 Hz

24/25/30 Hz
50/60 Hz
60 Hz

RGB/YCbCr4:4:4/
8/10/12/16 bit
YCbCr4:2:2

RGB/YCbCr4:4:4

8bit

YCbCr4:2:0

8/10/12/16 bit

YCbCr4:2:2

12 bit

RGB/YCbCr4:4:4/
8/10/12/16 bit
YCbCr4:2:2
RGB/YCbCr4:4:4

8 bit

YCbCr4:2:0

8/10/12/16 bit

YCbCr4:2:2





12 bit

60 Hz

50/60 Hz

24/25/30/50/60
RGB/YCbCr4:4:4/
Hz
8/10/12/16 bit
24/25/30/50/60 YCbCr4:2:2
Hz
24/25/30/50/60
Hz
24/25/30 Hz
50/60 Hz

4K
(3840×2160p)

24/25/30 Hz

4K SMPTE
(4096×2160p)

24/25/30 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

RGB/YCbCr4:4:4/
8/10/12 bit
YCbCr4:2:2
RGB/YCbCr4:4:4

8 bit

YCbCr4:2:2

12 bit

RGB/YCbCr4:4:4

8 bit

YCbCr4:2:0
YCbCr4:2:2
YCbCr4:2:0





8 bit

12 bit
8 bit

＊ YCbCr4:2:2の場合、
色深度は12 bitのみの対応となります。
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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 and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

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。
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio 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.

“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。

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。

Apple、Apple TV及びSafariは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の
商標です。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登
録商標であり、オンキヨー株式会社 はこれらのマークをライセンスに基づいて
使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰
属します。
すべてのBluetooth機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではあり
ません。本機とBluetooth対応機器との互換性については、各Bluetooth対応機
器に付属の取扱説明書を参照するか、または販売店にお問い合わせください。
一部の国では、Bluetooth対応機器の使用が制限されている場合があります。
Bluetooth対応機器の使用については、お住まいの各自治体にお問合せくださ
い。
DLNA、DLNA CERTIFIEDは、
Digital Living Network Allianceの商標または
登録商標です。

“CINEMA FILTER”及び“CINEMA FILTER (ロゴ)”は、
オンキヨー株式会社の商
標です。

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 and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

“RIHD”及び“RIHD(ロゴ)”は、
オンキヨー株式会社の商標又は登録商標です。

®
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.

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

“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。

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS
and Thomson.

“AccuEQ”、
“Music Optimizer”及び“WRAT”は、オンキヨー株式会社の商標で
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 the Wi-Fi Alliance®.

AirPlay、iPad、
iPhone、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。
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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。

免責事項
外部サービスのご利用にあたって
本製品は外部の音楽配信サービスまたはウェブサイト（以下「外部サービス」と
します）に接続することが可能です。この利用規約は、本製品を通じて外部サー
ビスに接続する際の利用に関する諸条件を定めるものです（以下「本規約」とし
ます）。
また、外部サービスをご利用の場合は、本規約に同意いただいたものとみなしま
す。
1.	 定義
（１） 「当社」とは、本製品を設計、製造、販売し、または第三者に設計、製造、
販売させた会社及びその関係会社をいいます。
（２） 「コンテンツ」とは、楽曲、歌詞及びその録音物や録画物（ミュージック
ビデオ等の映像）、楽曲名、カバーアート、アーティスト画像、その他、
外部サービスにより提供される電子データファイルの総称をいいま
す。
2.	 非保証
（１） 外部サービスの利用に関して、本製品またはお客様が使用されている
通信機器、通信ソフト等の一切のサポートならびに各種プロバイダと
の接続に関する苦情等は一切受付けないものとし、お客様の通信環境
または外部サービスのサポート状況によって、外部サービスをご利用
いただけない場合に関しましても、当社は保証致しかねます。
（２） お客様は、外部サービスのご利用にあたり、通信回線の接続状況また
は通信速度、お客様が使用する通信機器類の性質等の理由により、外
部サービスの品質が影響を受ける可能性があることを事前に承諾す
るものとし、当社は予見可能性の有無を問わず、外部サービスの均一
性、再現性、安定性、同質性ならびにお客様の期待される水準への合致
等の品質または特定目的への適合性について、何らの保証を行うもの
ではありません。
（3） 外部サービスにより提供されるコンテンツまたはサービスの内容及
び権利の帰属について、当社は一切保証致しません。
3.	 免責
外部サービスの提供の遅滞または不能、外部サービスにより提供される情
報等の未到達その他外部サービスに関連して生じたいかなる損害について
も、当社は理由の如何を問わず一切責任を負いません。
4.	 権利義務の譲渡禁止
お客様は、当社の事前の書面による承諾によらず、本規約に基づく権利義務
の全部または一部について、第三者に譲渡、移転等の処分または担保権の設
定等をしてはならないものとします。
5.	 規約の変更・改訂
（１） 当社は、お客様の承諾なくこの規約を変更または改訂できるものとし
ます。
（２） 当該変更または改訂は、本製品にかかる当社所定のウェブサイト上に
掲示するものとし、掲示された時点で効力を生じるものとします。
6.	 お問い合わせ
当社は外部サービスに関するいかなるお問い合わせもお受け致しかねま
す。
外部サービスに関するお問い合わせは、お客様が直接外部サービスの事業
者に対して行うものとします。
7.	 準拠法及び管轄裁判所
（１） 本規約は日本法に従って解釈されるものとします。
（２） 本規約に関して紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁
判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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GNUライセンス
Important Notice Regarding Software

The software package installed in this product includes software licensed to Onkyo Corporation (hereinafter,
called "Onkyo") directly or indirectly by third party developers. Please be sure to read this notice regarding such
software.

Notice Regarding GNU GPL/LGPL-applicable Software

This product includes the following software that is covered by GNU General Public License (hereinafter, called
"GPL") or by GNU Lesser General Public License (hereinafter, called "LGPL").
Onkyo notifies you that, according to the attached GPL/LGPL, you have right to obtain, modify, and redistribute
software source code for the listed software.

ソフトウェアに関する重要なお知らせ

本製品に搭載されるソフトウェアには、オンキヨー株式会社（以下「弊社」とします）が第三者より直接的に又は間接的に使用の許
諾を受けたソフトウェアが含まれております。これらのソフトウェアに関する本お知らせを必ずご一読くださいますようお願い
申しあげます。

GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品には、
以下のGNU General Public License（以下「GPL」とします）またはGNU Lesser General Public License（以下
「LGPL」
とします）
の適用を受けるソフトウェアが含まれております。
お客様は添付のGPL/LGPLに従いこれらのソフトウェアソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたし
ます。

Package List

パッケージリスト
linux
libgcc
compat-wireless
libiconv
iperf

uClibc
libstdc++
wpa_supplicant
bluez
faad

busybox
libmms
dnsmasq
dbus

これらのソースコードのご提供に関しましては 、コールセンターにお問い合わせください。
なお、
ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  
USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we
want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that
a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the
ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries
into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than
the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for
many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user
of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
   copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General
   Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. 
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
   medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
   notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
   warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
   Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
   you also meet all of these conditions:
   a) The modified work must itself be a software library.
   b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
       of any change.
   c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
       License
   d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
       program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must
      make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
      facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
   (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
   independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table
   used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still
   compute square roots.)
   These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
   from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
   License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you
   distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
   whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
   and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on
the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
   copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the
   ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of
   the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.)
   Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
   executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
   corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
   above on a medium customarily used for software interchange.
   If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
   equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
   source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
   being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
   derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code

for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of
whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still
fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
   Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your
   choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
   engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
   a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
       including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above);
      and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that
      uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink
      to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
      the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
      the modified definitions.)
   b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)
      uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying
      library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the
      user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was
      made with.
   c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials
      specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
   d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
      access to copy the above specified materials from the same place.
   e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a
      copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
   with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
   separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
   and provided that you do these two things:
   a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
       other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
   b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
       explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
   this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will
   automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
   from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
   compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
   permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
   do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
   Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
   distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives
   a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
   conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 
   You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
   limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
   contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
   cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
   obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
   would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
   through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
   distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
   copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
   explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
   among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
   body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License
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その他
   from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
   address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
   incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
   Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
   decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
   of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO
THE
   EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
   HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
   KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
   MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
   PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
   COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
   HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
   ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
   CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
   NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
   OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
   SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright"
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Lesser General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by
James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307,
USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of
it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. 
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at
all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying
it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such
program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). 
Whether that is true depends on what the Program does.
You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a)
You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the
files and the date of any change.
b)
You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.
c)
If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause
it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a)
Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;or,
b)
Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c)
Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program
in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However,
as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. 
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time
to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a
pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year>  <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'.  This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.
Notice Regarding Third-party Software
This product includes the following software that is directly or indirectly licensed to Onkyo by third-party
developers.
1.	
bfsh-sk
2.	
ixml
3.	
libcurl
4.	
libFLAC
5.	
libjpeg
6.	
libogg
7.	
libpng
8.	
libvorbis
9.	
ntp
10.	
OpenSSL
11.	
popt
12.	
RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm
13.	
thttpd 2.25b
14.	
zlib
15.	
Apple Lossless
16.	
Boost
17.	
Expat
18.	
FastDelegate
19.	
Tremolo
20.	
Tremor

その他
21.	
22.	
23.	
24.	

Mersenne Twister
cURL
c-ares
LZ4

In response to requests from the copyright owners of each piece of software, Onkyo notifies you of the following:
その他第三者ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には弊社が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けた下記ソフトウェアが含まれております。
1.	
bfsh-sk
2.	
ixml
3.	
libcurl
4.	
libFLAC
5.	
libjpeg
6.	
libogg
7.	
libpng
8.	
libvorbis
9.	
ntp
10.	
OpenSSL
11.	
popt
12.	
RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm
13.	
thttpd 2.25b
14.	
zlib
15.	
Apple Lossless
16.	
Boost
17.	
Expat
18.	
FastDelegate
19.	
Tremolo
20.	
Tremor
21.	
Mersenne Twister
22.	
cURL
23.	
c-ares
24.	
LZ4
当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社は以下の内容をお客様に通知いたします。
(1) bfsh-sk
Copyright (c) 2007 Samuel KABAK
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
(2) ixml
Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
*
Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
(3) libcurl
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2007, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.
(4) libFLAC
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007  Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
- 	
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
- 	
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of itsy be us contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS  "AS IS"AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
(5) libjpeg
The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its
quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose.  This software is provided "AS IS", and you,its
user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.
This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
All Rights Reserved except as specified below.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any
purpose, without fee, subject to these conditions:
If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this
copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be
clearly indicated in accompanying documentation.
If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is
based in part on the work of the Independent JPEG Group".
Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable
consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.
These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library.  
If you use our work, you ought to acknowledge us.
Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity
relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent
JPEG Group's software".
We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that
all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.
ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder,
Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but
instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source
code if you redistribute it.  (See the file ansi2knr.c for full details.)  However, since ansi2knr.c is not needed as part
of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.
The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software
Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig,
ltmain.sh).  Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.
It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT&T, and
Mitsubishi.  Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more licenses.  For this
reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software.
(Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very
many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining
code.
The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys
LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce
"uncompressed GIFs".  This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual,
but are readable by all standard GIF decoders.
We are required to state that
"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of ompuServe Incorporated.  GIF(sm) is a Service
Mark property of CompuServe Incorporated."
(6) libogg
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
(7) libpng
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.0, January 3, 2010, are Copyright (c) 2004, 2006-2007
Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing Authors:
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn RandersPehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.  There is no
warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes  or needs.  This library is provided
with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user. 
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-

Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the
list of Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all
warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness
for any purpose.  The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even
if advised of the possibility of such damage. 
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any
purpose, without fee, subject to the following restrictions:
The origin of this source code must not be misrepresented.
Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source.
This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source
code as a component to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
(8) libvorbis
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
(9) ntp
This file is automatically generated from html/copyright.html
Copyright Notice
jpg "Clone me," says Dolly sheepishly
Last update: 20:31 UTC Saturday, January 06, 2007
The following copyright notice applies to all files collectively    called the Network Time Protocol Version 4
Distribution. Unless specifically declared otherwise in an individual file, this notice applies as if the text was
explicitly included in the file.
Copyright (c) David L. Mills 1992-2007
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of
Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission. The University of Delaware makes no  representations about the suitability this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
The following individuals contributed in part to the Network Time Protocol Distribution Version 4 and are
acknowledged as authors of this work.
[1]Mark Andrews <mark_andrews@isc.org> Leitch atomic clock controller
[2]Bernd Altmeier <altmeier@atlsoft.de> hopf Elektronik serial line and PCI-bus devices
[3]Viraj Bais <vbais@mailman1.intel.com> and [4]Clayton Kirkwood <kirkwood@striderfm.intel.com> port to
WindowsNT 3.5
[5]Michael Barone <michael,barone@lmco.com> GPSVME fixes
[6]Jean-Francois Boudreault <Jean-Francois.Boudreault@viagenie.qc.ca>IPv6 support
[7]Karl Berry <karl@owl.HQ.ileaf.com> syslog to file option
[8]Greg Brackley <greg.brackley@bigfoot.com> Major rework of WINNT port. Clean up recvbuf and iosignal code
into separate modules.
[9]Marc Brett <Marc.Brett@westgeo.com> Magnavox GPS clock driver
[10]Piete Brooks <Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk> MSF clock driver, Trimble PARSE support
[11]Reg Clemens <reg@dwf.com> Oncore driver (Current maintainer)
[12]Steve Clift <clift@ml.csiro.au> OMEGA clock driver
[13]Casey Crellin <casey@csc.co.za> vxWorks (Tornado) port and help with target configuration
[14]Sven Dietrich <sven_dietrich@trimble.com> Palisade reference clock driver, NT adj. residuals, integrated Greg's
Winnt port.
[15]John A. Dundas III <dundas@salt.jpl.nasa.gov> Apple A/UX port
[16]Torsten Duwe <duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de> Linux port
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その他
[17]Dennis Ferguson <dennis@mrbill.canet.ca> foundation code for NTP Version 2 as specified in RFC-1119
[18]John Hay <jhay@icomtek.csir.co.za> IPv6 support and testing
[19]Glenn Hollinger <glenn@herald.usask.ca> GOES clock driver
[20]Mike Iglesias <iglesias@uci.edu> DEC Alpha port
[21]Jim Jagielski <jim@jagubox.gsfc.nasa.gov> A/UX port
[22]Jeff Johnson <jbj@chatham.usdesign.com> massive prototyping overhaul
[23]Hans Lambermont <Hans.Lambermont@nl.origin-it.com> or [24]<H.Lambermont@chello.nl> ntpsweep
[25]Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.ORG> Oncore driver (Original author)
[26]Frank Kardel [27]<kardel (at) ntp (dot) org> PARSE <GENERIC> driver (>14 reference clocks), STREAMS
modules for PARSE, support scripts, syslog cleanup, dynamic interface handling
[28]William L. Jones <jones@hermes.chpc.utexas.edu> RS/6000 AIX modifications, HPUX modifications
[29]Dave Katz <dkatz@cisco.com> RS/6000 AIX port
[30]Craig Leres <leres@ee.lbl.gov> 4.4BSD port, ppsclock, MagnavoxGPS clock driver
[31]George Lindholm <lindholm@ucs.ubc.ca> SunOS 5.1 port
[32]Louis A. Mamakos <louie@ni.umd.edu> MD5-based authentication
[33]Lars H. Mathiesen <thorinn@diku.dk> adaptation of foundation code for Version 3 as specified in RFC-1305
[34]Danny Mayer <mayer@ntp.org>Network I/O, Windows Port, Code Maintenance
[35]David L. Mills <mills@udel.edu> Version 4 foundation: clock discipline, authentication, precision kernel; clock
drivers: Spectracom, Austron, Arbiter, Heath, ATOM, ACTS, KSI/Odetics; audio clock drivers: CHU, WWV/H, IRIG
[36]Wolfgang Moeller <moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de> VMS port
[37]Jeffrey Mogul <mogul@pa.dec.com> ntptrace utility
[38]Tom Moore <tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com> i386 svr4 port
[39]Kamal A Mostafa <kamal@whence.com> SCO OpenServer port
[40]Derek Mulcahy <derek@toybox.demon.co.uk> and [41]Damon Hart-Davis <d@hd.org> ARCRON MSF clock
driver
[42]Rainer Pruy <Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de> monitoring/trap scripts, statistics file handling
[43]Dirce Richards <dirce@zk3.dec.com> Digital UNIX V4.0 port
[44]Wilfredo Sanchez <wsanchez@apple.com> added support for NetInfo
[45]Nick Sayer <mrapple@quack.kfu.com> SunOS streams modules
[46]Jack Sasportas <jack@innovativeinternet.com> Saved a Lot of space on the stuff in the html/pic/ subdirectory
[47]Ray Schnitzler <schnitz@unipress.com> Unixware1 port
[48]Michael Shields <shields@tembel.org> USNO clock driver
[49]Jeff Steinman <jss@pebbles.jpl.nasa.gov> Datum PTS clock driver
[50]Harlan Stenn <harlan@pfcs.com> GNU automake/autoconfigure makeover, various other bits (see the
ChangeLog)
[51]Kenneth Stone <ken@sdd.hp.com> HP-UX port
[52]Ajit Thyagarajan <ajit@ee.udel.edu>IP multicast/anycast support
[53]Tomoaki TSURUOKA <tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp>TRAK clock driver
[54]Paul A Vixie <vixie@vix.com> TrueTime GPS driver, generic TrueTime clock driver
[55]Ulrich Windl <Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de> corrected and validated HTML documents according to the
HTML DTD
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(10) OpenSSL
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original
SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
--------------============================================
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)"
The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.
org.
Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
============================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  This product includes
software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
--------------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.  
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not
just the SSL code.  The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related
:-).
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
============================================
(11) popt
Copyright (c) 1998  Red Hat Software
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING

BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.
(12) RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from
the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived
work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the
suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of
any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.
(13) thttpd 2.25b
Copyright c 2000 by Jef Poskanzer <jef@mail.acme.com>.  All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
(14) zlib
zlib.h -- interface of the `zlib' general purpose compression library version 1.1.4, March 11th, 2002
Copyright (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided `as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held
liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to
alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the
original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would
be appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original
software.
This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly
Mark Adler
jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu
The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files
ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).
(15) Apple Lossless
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership
of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media
types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or       Object form, made available under the
License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in
the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works
thereof.

その他
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications
or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion
in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the
copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or
written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication
on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on
behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that
is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
Grant of Copyright License. 
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or
Object form.
Grant of Patent License. 
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have
made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those
patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute
patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a
Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
Redistribution. 
You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part
of the Derivative Works; and
If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE
text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along
with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party
notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify
the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or
as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works
as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions
stated in this License.
Submission of Contributions. 
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to
the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement
you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
Trademarks. 
This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names
of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
Disclaimer of Warranty. 
Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining
the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of
permissions under this License.
Limitation of Liability. 
In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless
required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work
(including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any
and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such
damages.
Accepting Warranty or Additional Liability. 

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for,
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. 
However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility,
not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor
harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!)  The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and
description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification
within third-party archives.
Copyright ? 2011 Apple Inc. All rights reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.
(16) Boost
http://www.boost.org/
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software
and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to
whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction
and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative
works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object
code generated by a source language processor. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING
THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
(17) Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
(18) FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE
("LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE
WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED. 
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY
THE TERMS OF THIS LICENSE. THE AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION
OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT AND BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK. 
Definitions. 
a.	
"Articles" means, collectively, all articles written by Author which describes how the Source
Code and Executable Files for the Work may be used by a user. 
b.	
"Author" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License. 
c.	
"Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing
works. 
d.	
"Executable Files" refer to the executables, binary files, configuration and any required data
files included in the Work. 
e.	
"Publisher" means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other medium from
or by which the Work is obtained by You. 
f.	
"Source Code" refers to the collection of source code and configuration files used to create
the Executable Files. 
g.	
"Standard Version" refers to such a Work if it has not been modified, or has been modified in
accordance with the consent of the Author, such consent being in the full discretion of the Author. 
h.	
"Work" refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the Source Code,
Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and the Articles. 
i.	
"You" is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights under this
License. 
Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair

use, fair dealing, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law
or other applicable laws. 
License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby grants You a worldwide,
royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in
the Work as stated below:
a.	
You may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own
applications. 
b.	
You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the Public
Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be considered the standard version and will
be subject to this License. 
c.	
You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way to create
a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each changed file stating how, when and where
You changed that file. 
d.	
You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or Derivative
Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a larger (possibly commercial) software
distribution. 
e.	
The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be distributed
or republished without the Author's consent. The author retains copyright to any such Articles. You may use the
Executable Files and Source Code pursuant to this License but you may not repost or republish or otherwise
distribute or make available the Articles, without the prior written consent of the Author. 
Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or Executable Files this Work shall
not be considered part of this Work and will not be subject to the terms of this License. 
Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to
make, have made, use, import, and otherwise transfer the Work. 
Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following
restrictions:
a.	
You agree not to remove any of the original copyright, patent, trademark, and attribution
notices and associated disclaimers that may appear in the Source Code or Executable Files. 
b.	
You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your own. 
c.	
The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived from the
Work without the prior written consent of the Author. 
d.	
You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you from
including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution that itself is being sold. The Work
by itself, though, cannot be sold, leased or rented. 
e.	
You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of this
License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy
of the Executable Files or Source Code You distribute and ensure that anyone receiving such Executable Files
and Source Code agrees that the terms of this License apply to such Executable Files and/or Source Code. You
may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients'
exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that
refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source
Code with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the
terms of this License. 
f.	
You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages
containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable export laws. You agree to
comply with all such laws and regulations that may apply to the Work after Your receipt of the Work. 
Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED "AS IS", "WHERE IS" AND "AS AVAILABLE",
WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER,
ASSUME ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT INFRINGEMENT, SUITABILITY,
ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE
QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT,
OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU
MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS. 
Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the Publisher from and against
any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal or attorneys' fees)
resulting from or relating to any use of the Work by You. 
Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL THE
AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE
WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES. 
Termination. 
a.	
This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach
by You of any term of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works from You under
this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full
compliance with those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any termination of this License. 
b.	
If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against any
contributor over infringements You claim are made by the Work, your License from such contributor to the Work
ends automatically. 
c.	
Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration of the
applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author reserves the right to release the Work
under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such
election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted
under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated
above. 
Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any circumstances, be responsible for
and shall not have any liability in respect of the subject matter of this License. The Publisher makes no warranty
whatsoever in connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal theory for any
damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising
in connection to this license. The Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any
time without notice.
Miscellaneous
a.	
This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the Author or
if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of residence of the Author. 
b.	
If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not
affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the
parties to this License, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision
valid and enforceable. 
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c.	
No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless
such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent. 
d.	
This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work
licensed herein. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not
specified herein. The Author shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication
from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You.
(19) Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009-2010 Robin Watts for Pinknoise
Productions Ltd
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
-	 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer. 
- 	
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
- 	
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE. 
(20) Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
- 	
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer. 
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE. 
(21) Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer. 
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE. 
(22) cURL
http://curl.haxx.se
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. All rights reserved. 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. 
(23) c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology. 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without
fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright
notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. 
makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without
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express or implied warranty. 
(24)LZ4
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,are permitted provided that the
following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

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。

■ お近くの修理拠点へ持込みをご希望の場合は

■ お電話による故障判定と、修理受付け

保証書について

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）
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。
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

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、上記相談
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。

補修用性能部品の保有期間について

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。

■ 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。
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付属品

リモコンの使い方
FM室内アンテナ…（1）

リモコン受光部

AM室内アンテナ…（1）
リモコン（RC-899M）…（1）
乾電池（単3形、R6）…（2）
電源コード…（1）
測定用マイク…（1）

電池（単3形、R6)

本機

約5 m

＊ 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、電池を
取り出しておいてください。
＊ 消耗した電池を入れたままにしておきますと、腐食によりリモコンをいた
めることがあります。

保証書…（1）
＊（ ）内の数字は数量を表しています。包装箱などに表示されている型名
の最後のアルファベットは、製品の色を表す識別記号です。

〒541-0041

大阪市中央区北浜二丁目２番22号 北浜中央ビル

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

F1505-0

SN 29401995

(C) Copyright 2015 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.
Onkyo has the Privacy Policy. You can review it at [http://www.onkyo.com/privacy/] / [http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo].
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DTR-30.7
詳細ガイド

基本操作マニュアルには、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詳細ガイドに掲載し
ています。
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AM/FM放送受信の詳細
■■手動で選局する

AM/FM放送受信の詳細

1.	本体のTunerボタンをくり返し押して、
「AM」または
「FM」を選びます。

放送局を選局する
■■自動で選局する

2.	Tuning Modeボタンを押して、
表示部の「AUTO」を消灯
させます。

2.	Tuning Modeボタンを押して、
表示部の「AUTO」を点灯
させます。

3.	Tuning ボタンを押しながら、聴きたい放送局を選び
ます。
• 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。表示部を見ながら周波数を合
わせてください。

1.	本体のTunerボタンをくり返し押して、
「AM」または
「FM」を選びます。

3.	数字ボタンで、8秒以内に放送局の周波数を入力します。
• たとえば、87.5（FM）を入力する場合、8、7、5と押し
ます。間違った番号を入力した場合、D.TUNボタンを
押すと、再入力できます。

放送局を登録する
3.	Tuning ボタンを押して、自動選局を始めます。
• 放送局が見つかると選局は自動的に停止し、放送
局を受信すると、表示部の「 TUNED 」が点灯
します。FMステレオ放送を受信した場合は、
「FM
STEREO」が点灯します。
• 「 TUNED 」が消灯している間は、音が出ません。

お好きなAM/FM放送局を最大40局まで登録できます。放
送局をあらかじめ登録しておけば、周波数で合わせなくて
も、すばやく選局できます。
自動で選局する方法に戻す : 本体のTuning Modeボタ
ンを再度押すと、自動的に放送局を受信します。通常は、
「AUTO」表示にしておいてください。

■■周波数を直接入力する
FM放送を受信しにくいときは : 建物の構造や周囲の環境
によって電波状況が異なり受信状態が悪くなることがあり
ます。その場合、次項の「手動で選局する」を参照しながら、
ご希望の放送局に応じて手動で選局してください。

1.	登録したいAM/FM放送局を受信します。

2.	本体のMemoryボタンを押して、表示部のプリセット番
号を点滅させます。

お聴きになりたい放送局の周波数を直接入力する操作方法
です。
1.	リモコンのTunerボタンをくり返し押して、
「AM」または
「FM」を選びます。

2.	D.TUNボタンを押します。
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■■登録する

3.	プリセット番号が点滅している間（約8秒間）に、
Preset
ボタンをくり返し押して1～40の間で番号
を選びます。

AM/FM放送受信の詳細
4.	再度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。

■■登録したプリセット局を選ぶ

1.	リモコンのCH ＋/－ボタンを押して、プリセット番号を
選びます。
• 本体のPreset
ボタンを押して選ぶこともできま
す。また、リモコンの数字ボタンで直接プリセット番
号を入力して選ぶこともできます。

■■登録したプリセット局を削除する

1.	リモコンのCH ＋/－ボタンを押して、削除したいプリ
セット番号を選びます。

2.	本体のMemoryボタンを押しながらTuning Modeボタ
ンを押して、プリセット番号を削除します。
• 削除されたら、表示部から番号が消えます。
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USBストレージの音楽を再生する

USBストレージの音楽を再生する
●操作は : 表示部に操作内容を表示して、リモコンの簡単
な操作で再生することができます。
（テレビの画面には表示
が出ません）
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。ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。

重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。
表示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わりま
す。Integra Remoteアプリを使うと、日本語の表示に
も対応しているため快適に操作できます。アプリはApp
Store、Google Playからダウンロードできます。

■■再生する

1.	本体後面の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。

2.	リモコンのNETボタンを押します。

3.	リモコンのカーソルの / ボタンをくり返し押して
「USB」を表示させて、Enterボタンを押します。
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• 本体表示部に「No Storage」が表示される場合は、
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。
• 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。
4.	次の画面でもう一度、Enterボタンを押します。さらに
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。
5.	カーソルで音楽ファイルを選び、Enterボタンまたは
ボタンを押して再生を始めます。

• 本機のUSB端子はUSB1.1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。

インターネットラジオを聴く
TuneIn Radio

インターネットラジオを聴く
インターネットラジオの概要
本機にはradiko.jpなどのインターネットラジオ局があらか
じめ登録されており、本機をネットワークに接続するだけ
でこれらのサービスを楽しむことができます。
• サービスプロバイダーがサービスを終了していると、そ
のネットワークサービスやコンテンツが利用できなくな
る場合があります。

TuneIn Radioは世界中の音楽、
スポーツ、ニュースなどが手
軽に聴ける、7万を超えるラジオ局、200万を超えるオンデ
マンド番組が登録されたサービスです。
2.	リモコンのカーソルの / ボタンをくり返し押して
「radiko.jp」を表示させて、Enterボタンを押します。

radiko.jp

重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。
表示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わりま
す。Integra Remoteアプリを使うと、日本語の表示に
も対応しているため快適に操作できます。アプリはApp
Store、Google Playからダウンロードできます。

radiko.jpは、地上波のラジオ放送を、放送エリアに準じた地
域にCMも含めてそのまま同時に配信するサービスです。聴
取可能エリア、対応放送局などについては、radiko.jpのホー
ムページ（http://radiko.jp）
でご確認ください。
●操作は : 表示部に操作内容を表示して、リモコンの簡単
な操作で再生することができます。
（テレビの画面には表示
が出ません）
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。ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。

3.	カーソルでラジオ局や番組を選び、Enterボタンを押し
て再生を始めます。

■■再生する

1.	リモコンのNETボタンを押します。

■■radiko.jpのメニューについて

放送局の再生中にMenuボタンまたはEnterボタンを押す
と、radiko.jpのメニューが表示されます。カーソルで項目を
選んでEnterボタンを押すと、以下の操作が行えます。
Today’s Program：当日の番組一覧を表示します。

重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。
表示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わりま
す。Integra Remoteアプリを使うと、日本語の表示に
も対応しているため快適に操作できます。アプリはApp
Store、Google Playからダウンロードできます。

●操作は : 表示部に操作内容を表示して、リモコンの簡単
な操作で再生することができます。
（テレビの画面には表示
が出ません）
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。ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。

Tomorrow’s Program：明日の番組一覧を表示しま
す。

2.	リモコンのカーソルの / ボタンをくり返し押して
「TuneIn Radio」
を表示させて、Enterボタンを押します。

Program’s detail：再生中の番組の詳細を表示します。
Topics：放送された楽曲リストやおすすめ情報など、放
送をより楽しむための情報を表示します。

■■再生する

1.	リモコンのNETボタンを押します。
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インターネットラジオを聴く

3.	カーソルでラジオ局や番組を選び、Enterボタンを押し
て再生を始めます。

■■TuneIn Radioのメニューについて

放送局の再生中にMenuボタンまたはEnterボタンを押す
と、TuneIn Radioのメニューが表示されます。
カーソルで項
目を選んでEnterボタンを押すと、以下の操作が行えます。
Add to My Presets：放送中のラジオ局や番組を「My
Presets」に登録します。
「My Presets」
は登録すると、
TuneIn Radioの次の階層に表示されます。
再生する場合
は「My Presets」
からお好きな番組を選びます。
Remove from My Presets：ラジオ局や番組を
TuneIn Radioの
「My Presets」から削除します。
Report a problem：TuneIn Radioに関する問題の報
告や、対話形式で問題の解決を行います。
View Schedule：ラジオ局や番組の番組表を表示しま
す。
Clear recents：TuneIn Radioの
「Recents」のラジオ
局や番組をすべて消去します。
（「Recents」の放送局を再
生中の場合のみ、このメニューが表示されます。）
Add to My Favorites：放送中のラジオ局や番組を
「My Favorites」
に登録します。
「My Favorites」
は、NET
ボタンを押した次の階層に表示されます。再生する場合
は「My Favorites」
からお好きな番組を選びます。

■■TuneIn Radioアカウントについて

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。
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• 本機で「Login」
「Login
with a registration code」
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、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。

他のインターネットラジオを登録する
本機に登録されているインターネットラジオ番組以外の番
組を聴くには、次項の手順で番組を「My Favorites」
リスト
に登録します。
「My Favorites」
は、NETボタンを押した次
の階層に表示されます。
• 登録できるインターネットラジオ局は40局までです。
• 本機は、PLS形式（URL末尾：pls）
、M3U形式（URL末尾：
m3u）、RSS形式（URL末尾：rss/rdf/xml）
のインター
ネットラジオ局に対応しています。ただし、データの種類
や再生フォーマットによっては再生できない場合があり
ます。
• お住まいの地域によって利用できるサービスは異なりま
す。
●操作は : 表示部に操作内容を表示して、リモコンの簡単
な操作で再生することができます。
（テレビの画面には表示
が出ません）
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。ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。
重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。
表示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わりま
す。Integra Remoteアプリを使うと、日本語の表示に
も対応しているため快適に操作できます。アプリはApp
Store、Google Playからダウンロードできます。

■■登録する

操作を始める前に : 登録操作には、追加するラジオ局の名
前とURLが必要になります。事前にご確認ください。
1.	リモコンのNETボタンを押します。

2.	リモコンのカーソルの / ボタンをくり返し押して「My
Favorites」を表示させて、Enterボタンを押して、
「My
Favorites」のリストを表示させます。

3.	カーソルで「My Favorites」
の何も表示されていない箇
所を選び、Menuボタンを押します。

4.	カーソルで「Create new station」
を選び、Enterボタン
を押します。

5.	追加するラジオ局の名前とURLを入力します。
• 「A/a」を選びEnterボタンを押すと、大文字/小文字
が切り換わります。
「←」
「→」を選びEnterボタンを押
すと、その方向にカーソルが移動します。
「BS」を選び
Enterボタンを押すと、カーソルの左側の文字が1文
字消去されます。

■■PCを使用して登録する

操作を始める前に : 登録操作には、追加するラジオ局の名
前とURLが必要になります。事前にご確認ください。また、
本機とPCは同じルーターに接続する必要があります。
1.	リモコンのReceiverボタンを押します。
• 他の機器を操作するリモートモードに切り換わっ

インターネットラジオを聴く
ていることがあるため、Receiverボタンを押して
RECEIVERモード（本機を操作するモード）
にしてか
ら操作してください。

2.	Setupボタンを押して、Setupメニューを表示させます。

3.	カーソルで「6. ハードウェア」
「ネットワーク」
「IPアド
レス」の順に選び、IPアドレスを表示させます。
• IPアドレスは以降の操作で使用しますので、メモする
などしておいてください。
4.	PCやスマートフォンなどでインターネットブラウザを
開き、URL欄に本機のIPアドレスを入力します。
• Internet Explorerをご利用の場合は
「ファイル」から
「開く」を選び、IPアドレスを入力する方法もありま
す。
• ブラウザに本機の情報が表示されます。
（「WEB
Setup」）
5.	「 」タブをクリックして、インターネットラジオ局の名
前とURLを入力します。

6.	「Save」をクリックして、入力したインターネットラジオ
局を「My Favorites」
に登録します。

2.	カーソルで「My Favorites」
を選び、Enterボタンを押し
て、登録されているインターネットラジオ局を表示させ
ます。

4.	カーソルで「Delete from My Favorites」
を選び、Enter
ボタンを押します。

5.	カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押すと、ラジオ
局が削除されます。
• 「Back」を選んだ場合は、ひとつ前の表示に戻ります。
• ラジオ局は「WEB Setup」
から削除することもでき
ます。

3.	カーソルで再生するラジオ局を選び、Enterボタンを押
して再生を始めます。

■■登録したラジオ局を削除する

1.	リモコンのNETボタンを押します。

2.	カーソルで「My Favorites」
を選び、Enterボタンを押し
て、登録されているインターネットラジオ局を表示させ
ます。

登録したラジオ局の名前を変更するには :「My Favorites」
リストでラジオ局を選び、Menuボタンを押します。カーソ
ルで「Rename this station」
を選んで、Enterボタンを押
し、お好みの名前に変更してください。
• ラジオ局の名前は、
「WEB Setup」
から変更することも
できます。

■■登録したラジオ局を再生する

1.	リモコンのNETボタンを押します。

3.	削除したいラジオ局をカーソルで選び、Menuボタンを
押します。
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DLNAで音楽を再生する
Windows Media Playerの設定をする

DLNA再生

■■Windows MediaR Player 11の場合

●操作は : 表示部に操作内容を表示して、リモコンの簡単
な操作で再生することができます。
（テレビの画面には表示
が出ません）
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。ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。

R

DLNAで音楽を再生する

1.	PCの電源を入れ、Windows Media Player 11を開き
ます。
R

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。

DLNAの概要
DLNA（Digital Living Network Alliance）
とは、ホームネッ
トワークを使って、AV機器やPCなどを相互に連携して利用
するための技術仕様を策定する業界団体、またその仕様自
体を指します。本機では、DLNAでPCやNAS
（ネットワーク
に接続されたハードディスク）に保存された音楽ファイル
をストリーミング再生して楽しむことができます。なお、本
機とPCまたはNASは同じルーターに接続する必要があり
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 MediaR Player 12の場合

1.	PCの電源を入れ、Windows MediaR Player 12を開き
ます。
インターネットラジオ

ルーター

PC

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。
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。

NAS

• DLNAサーバー機能を持ったNASまたは、
Windows
MediaR Player11や12などのDLNA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で再生できま
す。Windows MediaR Player 11または12は、
ストリー
ミング再生をするための事前の設定が必要です。

Ja-8

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。

重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。
表示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わりま
す。Integra Remoteアプリを使うと、日本語の表示に
も対応しているため快適に操作できます。アプリはApp
Store、Google Playからダウンロードできます。

■■再生する

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.	リモコンのNETボタンを押します。
• 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。

DLNAで音楽を再生する
3.	リモコンのカーソルの / ボタンをくり返し押して
「DLNA」を表示させて、Enterボタンを押します。

4.	カーソルで目的のサーバーを選び、Enterボタンを押し
て、項目のリストを表示させます。
• サーチ機能に対応していないサーバーでは、サーチ
機能が働きません。
• 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。
5.	カーソルで再生する音楽ファイルを選び、Enterボタン
または
ボタンを押して再生を始めます。
• 「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。

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。
• DLNAに対応したコントローラー機器（Androidのアプ
リなど）を使うと、コントローラー機器からWindows
MediaR Player 12に保存されている音楽ファイルを選
び、本機でリモート再生できます。コントローラー機器を
使ったリモート再生については、コントローラー機器の
取扱説明書をご参照ください。

■■PCの設定

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

• 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。
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。
• 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。WindowsR 8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。
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
• 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。

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。

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。
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共有フォルダの曲を再生する

共有フォルダの曲を再生する
共有フォルダの概要
共有フォルダとは、PCやNAS（ネットワークに接続された
ハードディスク）などのネットワーク機器内に他のユーザ
からも参照できるように設定されたフォルダを指します。
本機では、同じネットワークに接続されたPCやNASの共有
フォルダ内の音楽ファイルを再生することができます。共
有フォルダの曲を再生するには、事前にWindowsR 8また
はWindowsR 7で設定が必要です。なお、本機とPCまたは
NASは同じルーターに接続する必要があります。

PCの設定をする

共有フォルダ再生

■■共有オプションの設定をする

●操作は : 表示部に操作内容を表示して、リモコンの簡単
な操作で再生することができます。
（テレビの画面には表示
が出ません）
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。ひとつ前の表示に戻るにはReturnボタンを押します。

1.	「コントロールパネル」の「ホームグループと共有に関す
るオプションの選択」を選びます。
• メニューが表示されない場合、
「表示方法」が「カテゴ
リ」になっているか確認してください。
2.	「共有の詳細設定の変更」を選びます。

3.	「ホームまたは社内」で、以下のラジオボタンを選んでい
るか確認します。
「ネットワーク探索を有効にする」
「ファイルとプリンターの共有を有効にする」
「共有を有効にしてネットワークアクセスがある場合は
パブリック フォルダ内のファイルを読み書きできるよ
うにする」
「パスワード保護の共有を無効にする」
4.	「変更の保存」を選び、確認画面で「OK」をクリックしま
す。

■■共有フォルダを作成する

インターネットラジオ

1.	共有するフォルダを選び、右クリックします。
2.	「プロパティ」を選びます。

3.	「共有」タブから「詳細な共有」を選びます。
ルーター

PC

NAS

• PCでは、事前に共有オプションの設定と、PC内で共有
フォルダを作成しておく必要があります。
• NASの設定や共有フォルダの作成方法は、NASの取扱説
明書をご覧ください。
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4.	「このフォルダーを共有する」にチェックを入れ、
「OK」を
クリックします。
5.	「ネットワークのファイルとフォルダーの共有」から「共
有」を選びます。

6.	プルダウンメニューから「Everyone」を選び、
「追加」を
クリックしてから「共有」をクリックします。
• 共有フォルダにユーザーとパスワードを設定するに
は、
「共有」タブの「詳細な共有」で「アクセス許可」を
設定してください。
• ワークグループが設定されているか確認してくださ
い。

重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。
表示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わりま
す。Integra Remoteアプリを使うと、日本語の表示に
も対応しているため快適に操作できます。アプリはApp
Store、Google Playからダウンロードできます。

■■再生する

1.	リモコンのNETボタンを押します。
• 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。

共有フォルダの曲を再生する
2.	リモコンのカーソルの / ボタンをくり返し押して
「Home Media」を表示させて、Enterボタンを押します。

3.	カーソルで目的のサーバーを選び、Enterボタンを押し
ます。
• お使いのPCのサーバー名は、PCのプロパティから確
認できます。
4.	カーソルで目的の共有フォルダを選び、Enterボタンを
押します。

5.	ユーザー名とパスワードを要求された場合、必要なアカ
ウント情報を入力します。
• 共有フォルダの作成時に設定したアカウント情報を
入力してください。
• 一度入力しておくとアカウント情報は保存され、次
回からの入力が不要になります。
6.	カーソルで再生する音楽ファイルを選び、Enterボタン
または ボタンを押して再生を始めます。
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音楽ファイルをリモコンで操作する
5

音楽ファイルをリモコンで操作する

1

6

2

リモコン操作の概要
本機のリモコンを使って、USBストレージ、インターネット
ラジオ、ネットワーク上のPCやNAS、Bluetooth対応機器
に保存された音楽ファイルを再生したり、再生中の曲情報
を閲覧したり、さまざまな操作を行うことができます。
• 再生するサービスやデバイスによって、動作するボタン
が異なります。
• Bluetooth対応機器の場合、使用できないボタンがあり
ます。また、Bluetooth対応機器がAVRCPプロファイル
に対応している必要があります。機器によってはAVRCP
プロファイルに対応していても操作できない場合があり
ます。

ストを表示中にこのボタンを押すと再生表示に戻り
ます。
• Bluetooth対応機器では :
、 、 、、 、
、 ボタンが操作できます。

7
3
4

8
9

1 Top Menuボタン : 各メディアやサーバーのトップ
メニューを表示します。

2 / ボタン、Enterボタン : 項目を選択、決定します。
3
4
5

リモコンボタンの働き

6

1.	入力ソースに応じてリモコンのInput Selectorボタン
（NETまたはBluetooth）
を押します。

7
8
9

/ ボタン : リストが複数ある場合に、リストを移動
します。
ボタン : 現在の曲を早戻しします。ただし、再生
が終わる10秒前からは早戻しできません。
ボタン : 現在の曲の先頭を再生します。前の曲を
再生するには、2回押します。
＋/－ボタン :「My Favorites」
に登録しているイン
ターネットラジオのリストの上下移動に使用します。
Menuボタン : 各インターネットラジオサービスの
メニューを表示します。
Returnボタン : ひとつ前の表示に戻ります。
ボタン : 現在の曲を早送りします。ただし、再生
が終わる10秒前からは早送りできません。
ボタン : 次の曲を再生します。

F
G
H

I
J
K

2.	次の各ボタンの名称とはたらきを参照して、リモコンで
操作します。

L
ボタン : 再生を開始します。
F
G ボタン : 一時停止します。
H Searchボタン : 再生中に再生表示とリストを切り
換えます。

I ボタン : 再生を停止します。
J Randomボタン : ランダム再生します。
K Repeatボタン : リピート再生します。このボタンを
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押すたびにリピートモードが切り換わります。

L Displayボタン : 再生中に曲情報を切り換えます。リ

再生中に表示されるアイコン
音楽ファイル再生中は、本体の表示部にアイコンが表示さ
れます。それぞれのアイコンの意味は、以下のとおりです。
: フォルダ
:曲
: 再生
: 一時停止中
: 早送り
: 早戻し
: アーティスト
: アルバム
: 1トラックリピート
: フォルダリピート
: リピート
: シャッフル

リスニングモードの詳細
リスニングモードの種類

リスニングモードの詳細
リスニングモードの選びかた
リスニングモードを使うと、入力ソースに最適な音響効果
を選ぶことができます。
1.	リモコンのReceiverボタンを押してから、
以下の4種類
のボタンのいずれかを押します。

本機ではさまざまなリスニングモードで音声をお楽しみい
ただけます。ここでは本機でお使いいただけるリスニング
モードの種類とその概要を説明します。

■■リスニングモードのアップデート対応について

本機はファームウェアのアップデートにより、DTS:X音声
フォーマットの再生への対応を予定しております。そのた
め、ファームウェアのバージョンによって、選択できるリス
ニングモードが異なります。
DTS:X音声フォーマットに対応する前のバージョン
• Neo:6 CinemaおよびNeo:6 Musicが選択できます。
DTS:X音声フォーマットに対応したバージョン
• DTS:XおよびDTS Neural:Xが選択できます。
（アップ
デートを行うと、Neo:6 CinemaおよびNeo:6 Musicは
選択できなくなります）

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。
• 実際に音を出しながらモードを切り換えて、お好み
のモードに合わせてください。

各リスニングモードの内容については「リスニングモー
ドの種類」を、各ボタンで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」をご参照くださ
い。

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。

■■Action

テレビからジャンル情報を受信した場合に、Setupメ
ニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定していると、自動
的に選択されます。アニメ/特撮系のテレビ番組に適した
モードです。
• テレビがジャンル情報の出力に対応している場合のみ選
択できます。

■■All Ch 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

入力された信号がそのまま再生されるモードです。たとえ

ば音楽CDの2ch信号が入力されればステレオで、Dolby
Digital信号が入力されればそのチャンネル数に応じた音場
で再生されます。

■■Dolby Atmos

映画館でドルビーアトモスが表現している音響の定位感と
臨場感をホームシアターシステムでも再現することができ
ます。Dolby Atmosは汎用性と拡張性の高い「オブジェク
ト」を使ったミキシングを行うことで、独立した音響要素を
画面上の映像に正確に連動するように音を配置し「動き」の
ある音響効果を再現します。前後左右だけではなく、頭上を
含めた上下方向への音響の拡がりを可能にし、音を3次元の
空間で表現することができます。
• 入力フォーマットがDolby Atmosではない場合、このリ
スニングモードで音声を再生することはできません。

■■Dolby D (Dolby Digital)

Dolby Digitalで収録されたソースの再生に適したモードで
す。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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。

■■Dolby D＋ (Dolby Digital Plus)

Dolby Digital Plusで収録されたソースの再生に適した
モードです。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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。

■■Dolby Surround

2チャンネルや5.1チャンネル、7.1チャンネルのソースをご
使用のスピーカー構成に合わせて再生できる高度な次世代
サラウンド技術です。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で収録されたソースの再生に適したモード
です。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
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リスニングモードの詳細
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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で収録されたソースの再生に適したモードです。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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 96/24

DTS 96/24で収録されたソースの再生に適したモードで
す。96kHzのサンプリングレートと24ビットの解像度を
使ってきめ細やかな再現性を実現します。
• 本機の設定によってはDTSになります。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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 Express

DTS Expressで収録されたソースの再生に適したモードで
す。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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-HD HR (DTS-HD High Resolution
Audio)

DTS-HD High Resolution Audioで収録されたソースの再
生に適したモードです。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS-HD Master Audioで収録されたソースの再生に適し
たモードです。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
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リーム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 Neo:6

2チャンネルで収録されたソースを、マルチチャンネルサ
ラウンドの5.1チャンネルで再生するモードです。すべての
チャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の
独立性にも優れています。映画に最適なCinemaモードと、
音楽再生に最適なMusicモードが選べます。
– Neo:6 Cinema : 2チャンネルの映画を鑑賞すると
きに選んでください。
– Neo:6 Music : 2チャンネルの音楽を聴くときに選
んでください。

■■DTS Neural：X

リーム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 ESロゴのついたCD、
DVD、LDなど、特にDTS-ESマ
トリックスサウンドトラックを使ったソフトで選んでく
ださい。

■■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

Neural:Xは、
モノラル、ステレオ、5.1 chや7.1chなどの従
来のコンテンツをアップミックスし、ハイトスピーカーか
らの出力など、より多いスピーカー数での再生を実現でき
ます。

ロックゲームを楽しむのに適したモードです。

■■DTS：X

■■Game-Sports

DTS:Xソース用のモードです。DTS:Xは高さの情報を含ん
だオブジェクトベースのサラウンド音声技術です。

■■ES Discrete (DTS-ES Discrete)

バックチャンネルを利用して、6.1または7.1チャンネルの
再生を実現するDTS-ES Discrete ソース用のモードです。
完全に独立した7つのチャンネルによって、空間イメージの
向上と360度の音像定位が実現し、サラウンドチャンネル
間を飛び交うようなサウンドを再現します。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト
リーム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 ESロゴのついたDVD、
特にDTS-ESマトリックス
サウンドトラックを使ったソフトで選んでください。

■■ES Matrix (DTS-ES Matrix)

マトリックスエンコードされたバックチャンネルを利用し
て、6.1または7.1チャンネルの再生を実現するDTS-ES マ
トリックスサウンドトラック用のモードです。
• ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続さ
れていない場合やプレーヤー側の出力設定をビットスト

■■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。
スポーツゲームを楽しむのに適したモードです。

■■Mono

モノラル信号で収録された古い映画の再生や、2言語が記
録されているソースを左右チャンネルで独立して再生する
モードです。DVDなどに記録された音声多重のサウンドト
ラックに適しています。

■■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。

■■Music

テレビからジャンル情報を受信した場合に、Setupメ
ニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定していると、自動
的に選択されます。音楽系のテレビ番組を観るのに適した
モードです。
• テレビがジャンル情報の出力に対応している場合のみ選
択できます。

■■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

リスニングモードの詳細
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。

■■Sports

テレビからジャンル情報を受信した場合に、Setupメ
ニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定していると、自動
的に選択されます。スポーツ系のテレビ番組を観るのに適
したモードです。
• テレビがジャンル情報の出力に対応している場合のみ選
択できます。

■■Stage

テレビからジャンル情報を受信した場合に、Setupメ
ニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定していると、自動
的に選択されます。演劇/ドラマ系のテレビ番組を観るのに
適したモードです。
• テレビがジャンル情報の出力に対応している場合のみ選
択できます。

■■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。

の前で聴いているようなサウンドが楽しめます。

選択できるリスニングモード
各リスニングモードボタンで選べるリスニングモードは、
入力する信号のフォーマットや実際に設置しているスピー
カー構成によって異なります。また、再生機器の設定やコン
テンツによっては、選択できないリスニングモードがあり
ますのでご注意ください。
• 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。

■■リスニングモードのアップデート対応について

本機はファームウェアのアップデートにより、DTS:X音声
フォーマットの再生への対応を予定しております。そのた
め、ファームウェアのバージョンによって、選択できるリス
ニングモードが異なります。
DTS:X音声フォーマットに対応する前のバージョン
• Neo:6 CinemaおよびNeo:6 Musicが選択できます。
DTS:X音声フォーマットに対応したバージョン
• DTS:XおよびDTS Neural:Xが選択できます。
（アップ
デートを行うと、Neo:6 CinemaおよびNeo:6 Musicは
選択できなくなります）

■■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
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リスニングモードの詳細
■■Movie/TVボタン

映画やテレビを楽しむのに適したモードが選べます。
入力フォーマット
Analog

入力フォーマット
PCM

AAC

リスニングモード
Direct

Dolby Surround

AAC

Mono

Neo:6 Cinema

Dolby Surround

DTS Neural:X

Neo:6 Cinema

Stage

DTS Neural:X

Direct

Mono
1 2

1

3

2

1

Action

Stage

2

DTS Neural:X

4

Sports

Action

2

Stage

2

4

TV Logic

Sports

3

Action

2

4

All Ch Stereo

TV Logic

Full Mono

All Ch Stereo

T-D

Full Mono

4

Sports

2

5

4

TV Logic

3

All Ch Stereo

4

Full Mono

4

T-D
 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。
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

Mono

Neo:6 Cinema

2

Direct

リスニングモード

Dolby Surround

1

リスニングモード

 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。
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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。

6

6

T-D

1
2
3

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
Multich PCM

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DSD

Mono

Direct

入力フォーマット
Dolby D

Mono

リスニングモード
Direct
Mono

Multich

Dolby Surround

Dolby D

Dolby Surround

Neo:6 Cinema

Dolby Surround

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Neo:6 Cinema

Stage

Stage

DTS Neural:X

1

1 2

1

2

3

2

Action

Action

2

Stage

2

Sports

4

Sports

2

Action

2

TV Logic

4

TV Logic

3

Sports

3

4

All Ch Stereo

All Ch Stereo

TV Logic

Full Mono

Full Mono

All Ch Stereo

T-D

Full Mono

4

4

4

 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。
2
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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。

5

4

T-D
1

リスニングモード

6

6

 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
2
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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。

T-D

1

入力フォーマット

Dolby Atmos
• 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。

リスニングモード
Direct
Mono

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

Dolby Atmos
Stage

1

Action

1

Sports

1

TV Logic
All Ch Stereo
Full Mono
T-D

 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
1
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リスニングモードの詳細
入力フォーマット
Dolby D+

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
Dolby TrueHD

Mono

入力フォーマット
DTS

リスニングモード
Direct
Mono

Dolby TrueHD

1 2

DTS

1 2

1 2

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

Neo:6 Cinema

Neo:6 Cinema

Neo:6 Cinema

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Stage

Stage

Stage

3

3

4

3

4

Action

4

Action

4

Action

4

Sports

4

Sports

4

Sports

4

TV Logic

4

TV Logic

5

TV Logic

5

5

All Ch Stereo

All Ch Stereo

All Ch Stereo

Full Mono

Full Mono

Full Mono

6

6

6

6

6

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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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Direct
Mono

Dolby D+

1

リスニングモード

6

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DTS 96/24

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS Express

Mono

Direct

入力フォーマット
DTS-HD HR

Mono

DTS 96/24

リスニングモード
Direct
Mono

DTS Express

1 2

DTS-HD HR

1 2

1 2

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

Neo:6 Cinema

Neo:6 Cinema

Neo:6 Cinema

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Stage

Stage

Stage

3

3

4

3

4

Action

4

Action

4

Action

4

Sports

4

Sports

4

Sports

4

TV Logic

4

TV Logic

5

TV Logic

5

5

All Ch Stereo

All Ch Stereo

All Ch Stereo

Full Mono

Full Mono

Full Mono

6

6

6

6

6

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

リスニングモード

6

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

Ja-19

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DTS-HD MSTR

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS-ES

Mono

リスニングモード
Direct
Mono
DTS

Dolby Surround

ES Matrix

Neo:6 Cinema

ES Discrete

DTS Neural:X

Dolby Surround

Stage

DTS Neural:X

Analog

1

Neo:6 Music

3

Action

1

DTS Neural:X

Stage

4

Music

4

Sports

2

Action

4

Orchestra

4

TV Logic

3

Sports

5

Unplugged

4

3

All Ch Stereo

TV Logic

Full Mono

All Ch Stereo

T-D

Full Mono

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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。

Studio-Mix

5

6

3

All Ch Stereo

6

4

Full Mono

6

4

T-D

1

 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。
 バックスピーカーの設置が必要です。
3
 ハイトスピーカーの設置が必要です。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

DTS:X

リスニングモード
Direct
Mono
DTS:X
Stage

1

Action

1

Sports

1

TV Logic

2

All Ch Stereo

3

Full Mono

3

T-D
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
3
 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

 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。
2
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

1

入力フォーマット

Direct

Dolby Surround

2

4

リスニングモード
Stereo

2

3

Ja-20

音楽を楽しむのに適したモードが選べます。
入力フォーマット

DTS-HD MSTR

1 2

Musicボタン

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
PCM

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
AAC

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
Multich PCM

リスニングモード
Direct

Stereo

Stereo

Stereo

Dolby Surround

AAC

Multich

Neo:6 Music

Dolby Surround

Dolby Surround

DTS Neural:X

Neo:6 Music

DTS Neural:X

Music

DTS Neural:X

Music

Music

Orchestra

1 2

1

1

3

2

Orchestra

3

2

4

3

3

Unplugged

Orchestra

3

Studio-Mix

Unplugged

Unplugged

5

3

Studio-Mix

5

3

All Ch Stereo

Studio-Mix

Full Mono

All Ch Stereo

4

4

 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。
2
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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。

All Ch Stereo

5

4

Full Mono

6

Full Mono

6

1

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

4

 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。
2
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

Ja-21

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DSD

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
Dolby D

リスニングモード
Direct

Dolby Surround

Dolby D

Neo:6 Music

Dolby Surround

Stereo
Dolby Surround

DTS Neural:X

Neo:6 Music

Neo:6 Music

Music

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Music

Music

Dolby D+

1 2

3

Orchestra

3

4

4

Unplugged

3

Orchestra

3

Studio-Mix

Unplugged

Orchestra

5

5

Unplugged

5

5

All Ch Stereo

Studio-Mix

Full Mono

All Ch Stereo

4

 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
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。
またはSetup
メニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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
Direct

Stereo
Dolby Atmos
Music

1

Orchestra
Unplugged
Studio-Mix
All Ch Stereo
Full Mono

 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。

5

All Ch Stereo

6

6

Full Mono

Full Mono

6

1

2

Studio-Mix

5

4

Ja-22

Dolby D+

1 2

3

1

入力フォーマット

Stereo

2

Dolby Atmos
• 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
1

入力フォーマット

リスニングモード

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
Dolby TrueHD

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS

Stereo

入力フォーマット
DTS 96/24

リスニングモード
Direct

Stereo

Stereo

DTS

DTS 96/24

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

Neo:6 Music

Neo:6 Music

Neo:6 Music

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Music

Music

Music

1 2

3

1 2

3

4

3

4

Orchestra

4

Orchestra

5

Orchestra

5

Unplugged

5

Unplugged

5

Unplugged

5

Studio-Mix

5

Studio-Mix

5

Studio-Mix

5

All Ch Stereo

All Ch Stereo

6

Full Mono

6

Full Mono

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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。

5

All Ch Stereo

6

2

Direct

Dolby TrueHD

1 2

1

リスニングモード

Full Mono

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

Ja-23

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DTS Express

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS-HD HR

Stereo

DTS-HD MSTR

リスニングモード
Direct

Stereo

DTS-HD HR

DTS-HD MSTR

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

Neo:6 Music

Neo:6 Music

Neo:6 Music

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Music

Music

Music

1 2

1 2

3

4

3

4

Orchestra

4

Orchestra

5

Orchestra

5

Unplugged

5

Unplugged

5

Unplugged

5

Studio-Mix

5

Studio-Mix

5

Studio-Mix

5

All Ch Stereo

All Ch Stereo

6

Full Mono

6

Full Mono

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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。

5

All Ch Stereo

6

Ja-24

入力フォーマット

Stereo

3

2

Direct

DTS Express

1 2

1

リスニングモード

Full Mono

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
またはSetup
メニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

6

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 ch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。
3
 入力フォーマットのチャンネル数が2 chで、センタースピーカーまたはサ
ラウンドスピーカーを設置しているときのみ選択できます。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DTS-ES

リスニングモード
Direct

Stereo

■■Gameボタン

ゲームを楽しむのに適したモードが選べます。
入力フォーマット

DTS

1

Analog

ES Matrix

2

ES Discrete

Dolby Surround

Game-RPG

3

Game-Action

3

Game-Rock

3

1

Game-Sports

3

Game-Rock

1

Orchestra

5

All Ch Stereo

4

Game-Sports

1

Unplugged

5

Full Mono

4

All Ch Stereo

2

Studio-Mix

5

Full Mono

T-D

2

All Ch Stereo

6

Full Mono

6

 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。
 バックスピーカーの設置が必要です。
 ハイトスピーカーの設置が必要です。
4
 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
6
 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
3

T-D
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
2
 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

リスニングモード
Direct

Dolby Surround

リスニングモード

 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

1

1

入力フォーマット
Multich PCM

Dolby Surround

1

DTS Neural:X

Game-Action

1

Game-RPG

2

Game-Rock

1

Music

1

Game-Action

2

Game-Sports

1

Orchestra

2

Game-Rock

2

All Ch Stereo

2

Unplugged

2

Game-Sports

2

Full Mono

2

Studio-Mix

2

All Ch Stereo

3

Full Mono

3

 Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
3
 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。

All Ch Stereo

3

T-D
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
2
 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

Game-RPG

DTS:X

リスニングモード
Multich

DTS Neural:X

Direct

Stereo

2

DTS Neural:X

Game-Action

Music

1

Dolby Surround

Direct

1

4

Direct

1 2

Game-RPG

DTS Neural:X

リスニングモード
AAC

リスニングモード

DTS Neural:X

3

DTS:X

AAC

Dolby Surround

2

入力フォーマット

入力フォーマット

Full Mono

3

1

T-D
 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
 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
3
 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
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リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DSD

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
Dolby D

Direct

DTS Neural:X

Dolby Surround

Dolby Surround

Game-RPG

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Game-Action

Game-RPG

Game-RPG

Game-Rock

Game-Action

1 2

3

3

Game-Action

3

3

Game-Rock

1

Game-Rock

3

3

All Ch Stereo

Game-Sports

Full Mono

All Ch Stereo

All Ch Stereo

T-D

Full Mono

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。
またはSetup
メニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
 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
Direct

Dolby Atmos
Game-RPG
Game-Action
Game-Rock
Game-Sports
All Ch Stereo
Full Mono
T-D

Game-Sports

3

2
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リスニングモード
Dolby D+

Game-Sports

Dolby Atmos
• 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。

Dolby D+

Dolby D

1

入力フォーマット

入力フォーマット

Dolby Surround

1

2

Direct

1 2

1

1

リスニングモード

3

4

4

4

4

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
Dolby TrueHD

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS

Direct

入力フォーマット
DTS 96/24

リスニングモード
Direct

Dolby TrueHD

DTS

DTS 96/24

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Game-RPG

Game-RPG

Game-RPG

1 2

1 2

3

1 2

3

Game-Action

3

Game-Action

3

Game-Action

3

Game-Rock

3

Game-Rock

3

Game-Rock

3

Game-Sports

3

Game-Sports

3

Game-Sports

3

3

All Ch Stereo

All Ch Stereo

All Ch Stereo

Full Mono

Full Mono

Full Mono

4

4

4

4

4

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

リスニングモード

4

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
またはSetup
メニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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
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リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DTS Express

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS-HD HR

入力フォーマット
DTS-HD MSTR

リスニングモード
Direct

DTS-HD HR

DTS-HD MSTR

Dolby Surround

Dolby Surround

Dolby Surround

DTS Neural:X

DTS Neural:X

DTS Neural:X

Game-RPG

Game-RPG

Game-RPG

1 2

3

1 2

3

Game-Action

3

Game-Action

3

Game-Action

3

Game-Rock

3

Game-Rock

3

Game-Rock

3

Game-Sports

3

Game-Sports

3

Game-Sports

3

3

All Ch Stereo

All Ch Stereo

All Ch Stereo

Full Mono

Full Mono

Full Mono

4

4

4

4

4

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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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Direct

DTS Express

1 2

1

リスニングモード

4

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

T-D
 入力フォーマットのチャンネル数がモノラル、2 chの場合、選択できませ
ん。
2
 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。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
4
 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

リスニングモードの詳細
入力フォーマット
DTS-ES

リスニングモード
Direct

入力フォーマット
DTS:X

DTS

ES Matrix

Game-RPG

2

1

ES Discrete

Game-Action

2

1

Dolby Surround

Game-Rock

DTS Neural:X

Game-Sports

Game-RPG

All Ch Stereo

3

1

再生機器の音声が入力している状態で、リモコンのDisplay
ボタンをくり返し押すと本体表示部の情報が切り換わりま
す。たとえば「Dolby D 5.1」
が表示された場合は、ドルビー
デジタル5.1 chの信号が入力していることを示します。
• 入力信号が「Dolby Atmos」フォーマットの場合は、チャ
ンネル数は表示されません。

2

Game-Action

Full Mono

4

2

Game-Rock

Game-Sports

4

All Ch Stereo

5

Full Mono

5

T-D
 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。
 バックスピーカーの設置が必要です。
 ハイトスピーカーの設置が必要です。
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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
5
 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。

•

T-D

4

3

入力フォーマットを確かめる

1

4

2

Direct

DTS:X

1

1

リスニングモード

 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。
または
Setupメニューの「ジャンル連動」を「自動」に設定する必要があります。
2
 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

■■Stereoボタン

ステレオおよびオールチャンネルステレオのリスニング
モードが選べます。
入力フォーマット
全ソース

リスニングモード
Stereo

All Ch Stereo

1

1

 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。

Ja-29

応用的な設定（Setupメニュー）
■■操作する

応用的な設定（Setupメニュー）
設定方法

5.	カーソル / / / で内容を選び、設定します。

1.	リモコンのReceiverボタンを押します。
• 他の機器を操作するリモートモードに切り換わっ
ていることがあるため、Receiverボタンを押して
RECEIVERモード（本機を操作するモード）
にしてか
ら操作してください。

1-1. TV出力

HDMI出力
OSD言語
インポーズOSD
スクリーンセーバー

MAIN
日本 語
オン
3分

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 : テレビ画面に表示される操作画面（OSD）で操作
を行います。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。ひとつ前の画面に戻るにはReturnボタン
を押します。

2.	Setupボタンを押して、Setupメニューを表示させます。
設定を終了するときは : Setupボタンを押して終了させて
ください。

Setupメニュー概要:
3.	カーソル / で目的のメニューを選び、Enterボタンを押
します。
Setup

1. 入力/出力端子の割り当て

1. TV出力

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
6. ハードウェア
7. リモートコントローラー
8. その他

4.	カーソル / で項目を選び、Enterボタンを押します。
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1.	入力/出力端子の割り当て
各端子の割り当て設定や、設定メニューなどをテレビに表
示させる機能（OSD）に関する設定を行います。
2.	スピーカー
各スピーカーの詳細設定を行います。
3.	音の設定・調整
音に関する各種設定を行います。
4.	入力ソース
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。
5.	リスニングモードプリセット
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。
6.	ハードウェア
HDMI接続した機器との連動動作や本機のスタンバイに関
する設定、ネットワーク接続に関する設定などを行います。
7.	リモートコントローラー
リモコンに関する設定を行います。
8.	その他
ファームウェアの更新や初期設定などを行います。

応用的な設定（Setupメニュー）
1. 入力/出力端子の割り当て

HDMI入力

TV出力

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。

テレビを接続するHDMI端子を選びます。
また、設定メニューなどをテレビに表示させる機能（OSD）に関する設定を行います。
設定項目

HDMI出力

初期値
MAIN

OSD言語

日本語

インポーズOSD

オン

スクリーンセーバー

3分

設定内容

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
テレビに表示する言語を選びます。
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、日本語から選
択してください。
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。

設定項目

初期値

設定内容

BD/DVD

HDMI 1
「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: BD/DVD
（HDCP 2.2） 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
「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: CBL/
（HDCP 2.2） 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。

STRM BOX

HDMI 3
「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: STRM
（HDCP 2.2） 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 4

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: 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。

GAME

HDMI 5

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: 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。

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。

AUX

（Front）

この設定を変更することはできません。
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応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

初期値

設定内容

CD

-----

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: 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。

PHONO

-----

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: 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。

TV

-----

「HDMI 1（HDCP 2.2）」～「HDMI 7」: 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。

設定項目

初期値

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 3」: STRM Boxボタンに
任意のVIDEO IN 端子を割り当てます。

PC

VIDEO 3

「COMPONENT 1」
「COMPONENT 2」:
、
COMPONENT VIDEO IN端子をPCボタンに割
り当てます。
「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: PCボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。

GAME

COMPONENT 「COMPONENT 1」
「COMPONENT 2」:
、
2
COMPONENT VIDEO IN端子をGameボタンに
割り当てます。
「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: Gameボタンに任意
のVIDEO IN 端子を割り当てます。

AUX

-----

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 3」: CD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 3」: Phono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 3」: TVボタンに任意の
VIDEO IN 端子を割り当てます。

STRM BOX

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 1、
2端子とVIDEO IN
1～3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

設定内容

BD/DVD

COMPONENT 「COMPONENT 1」
「COMPONENT 2」:
、
1
COMPONENT VIDEO IN端子をBD/DVDボタ
ンに割り当てます。
「VIDEO 1」～「VIDEO 3」: BD/DVDボタンに任
意のVIDEO IN 端子を割り当てます。

CBL/SAT

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

設定内容

この設定を変更することはできません。

• COMPONENT VIDEO IN端子に入力された映像信号を変換してHDMI出力端子から出力するには、
再生機器の出力解像度を480iに設定してください。480p以上の解像度で入力があった場合は、エラー
メッセージが表示されます。

応用的な設定（Setupメニュー）
デジタル音声入力

2. スピーカー

各入力切換ボタンに割り当てられている、DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL 1、
2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

BD/DVD

初期値

COAXIAL
（同軸入力）

設定内容

「COAXIAL（同軸入力）」、
「OPTICAL 1
（光入力）」、
「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。

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。

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

-----

GAME

-----

AUX
CD

PHONO

TV

----OPTICAL 1
（光入力）
-----

OPTICAL 2
（光入力）

サブウーファーの有無やクロスオーバー周波数の数値など、各スピーカーの設定を変更する
ことができます。自動スピーカー設定を行った場合は、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。

配置・構成
接続したスピーカーのチャンネル数、フロントスピーカーの接続方法やハイトスピーカーの
タイプなど、スピーカーの設定を変更することができます。
設定項目

初期値

設定内容

スピーカー
チャンネル

7.1 ch

「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。

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

有り

「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。

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

ハイトスピーカー

フロントハイ

SPEAKERS 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。

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通常の方法で接続す
る場合
「有り」
：フロントスピーカーをバイアンプ接続する
場合
• 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。

この設定を変更することはできません。
「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。
「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。
「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。

• 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/16ビット、20ビット、24ビットです。
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応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

初期値

設定内容

パワードゾーン2

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。
「有り」
：ゾーン2スピーカー端子にスピーカーを接続
する場合
「無し」
：ゾーン2スピーカー端子にスピーカーを接続
しない場合
• 「バイアンプ」の設定を「有り」にしている場合、こ
の設定は「無し」になります。

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。

設定項目

初期値

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、
「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、
「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、
「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。

クロスオーバー
スピーカーのクロスオーバー周波数など、各スピーカーの設定を変更することができます。
自動スピーカー設定を行った場合は、自動で設定されています。この設定を行っているとき
は音声は出力されません。
設定項目

フロント
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初期値

100Hz

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。

設定内容

センター

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

バック

LFEローパス
フィルタ

ダブルバス

初期値

100Hz

120Hz

オン

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。
• 以下のいずれかの場合、選択できません。
–「配置・構成」-「バイアンプ」の設定を「有り」に
している
–「配置・構成」
「パワードゾーン2」
の設定を「有
り」、かつゾーン2をオンにしている
• 「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、
「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（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
「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
• 自動スピーカー設定を行っても、この機能は自動
で設定されません。

距離

設定項目

初期値

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」-「パワードゾーン2」が「有り」
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」-「パワードゾーン2」が「有り」
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。

バック右

2.10m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。
• 「配置・構成」-「パワードゾーン2」が「有り」
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。

バック左

2.10m

各スピーカーと視聴位置の距離を設定します。
• 「配置・構成」-「パワードゾーン2」が「有り」
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。

単位

メートル

設定内容

設定時の距離の単位を設定します。
「メートル」
：メートルで設定する場合（0.03 m
-9.00 m：0.03 m単位）
「フィート」
：フィートで設定する場合（0.1 ft
-30.0 ft：0.1 ft単位）

• 「配置・構成」
「スピーカーチャンネル」
「
/ サブウーファー」の設定によっては各スピーカーの「距離」は
変更できません。

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定します。自動スピーカー設定を行った場合は自
動で設定されています。
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応用的な設定（Setupメニュー）
スピーカー音量レベル
各スピーカーからのテスト音を聴きながら、音量レベルを設定します。自動スピーカー設定
を行った場合は、自動で設定されています。
設定項目

初期値
0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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

0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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

0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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

0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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」-「パワードゾーン2」が「有り」
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。

フロント左

ハイト右

0dB

設定内容

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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」-「パワードゾーン2」が「有り」
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

0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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。

バック右

0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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」-「パワードゾーン2」が「有り」
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。

バック左

0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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」-「パワードゾーン2」が「有り」
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
0dB

「－12dB」～「＋12dB」から選びます。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

0dB

「－15dB」～「＋12dB」から選びます。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。

サラウンド左

設定内容

• 「配置・構成」
「スピーカーチャンネル」
「
/ サブウーファー」の設定によっては各スピーカーの「スピー
カー音量レベル」は変更できません。
• ミュート（消音）中は、
「スピーカー音量レベル」の設定は変更できません。

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。
• 低域の周波数（63 Hzなど）で低音の調節を、高域の周波数（16 kHzなど）
で高音の調節を行います。
• 各スピーカーで選択できる周波数の数は5バンドまでです。

設定項目

初期値
0 dB

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

センター

0 dB

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

ハイト

0 dB

からス
カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」
ピーカーの周波数を選んだあと、/ でその周波
数の音量を「－6dB」～「＋6dB」の間で調節しま
す。
• 「配置・構成」-「パワードゾーン2」が「有り」
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

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

フロント

設定内容

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

初期値
0 dB

からス
カーソルの / で「25 Hz」～「16 kHz」
ピーカーの周波数を選んだあと、/ でその周波
数の音量を「－6dB」～「＋6dB」の間で調節しま
す。
• 「配置・構成」-「パワードゾーン2」が「有り」
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。

サブウーファー

0 dB

カーソルの / で「25 Hz」～「160Hz」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「－6dB」～「＋6dB」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。

バック

設定内容

• 「配置・構成」
「スピーカーチャンネル」
「
/ サブウーファー」の設定によっては各スピーカーの「イコライ
ザ設定」は変更できません。
• 各スピーカーの音量は「スピーカー音量レベル」でも調整できます。
• 音量は1 dB単位で調節できます。
• Directのリスニングモードのときは効果がありません。
• 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。

多重音声／言語放送を聴くときの設定や、各リスニングモード再生時の音場の設定など、音
に関する各種設定を行います。

多重音声/モノラル
多重音声
入力チャンネル

モノラル
入力チャンネル

初期値
左+右

設定内容

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。

Dolby
Dolbyリスニングモード時の設定を行います。
設定項目

Loudness
Management

初期値
オン

設定内容

Dolby TrueHD再生時に、小音量でもサラウン
ドが楽しめるレイトナイト機能を有効にしま
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

Theater-Dimensional

3. 音の設定・調整

設定項目

設定項目

初期値
主

設定内容

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、Displayボタンを押すと
本体の表示部に「1＋1」と表示されます。

Theater-Dimensionalリスニングモード時の設定を行います。
設定項目

リスニングアングル

初期値
広い

設定内容

Theater-Dimensionalの効果を高めるために、
視聴位置から見た左右のフロントスピーカーの
実際の角度に合わせて選択します。
「狭い」
：30°より狭い場合
「広い」
：30°より広い場合

• 「リスニングアングル」の設定で「狭い」を選んだ場合は20°、
「広い」を選んだ場合は40°になるようフロ
ントスピーカーを設置することをおすすめします。
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応用的な設定（Setupメニュー）
音量

4. 入力ソース

本機の音量に関する詳細設定です。
設定項目

初期値

設定内容

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」、
「30」～「79」から選びます。

電源オン時
音量値

最終値

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）、
「最少」、
「1」～「79」、
「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。

ヘッドホン
音量レベル

0dB

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

ゾーン2出力

インテリボリューム
設定項目

インテリボリューム

初期値
0dB

設定内容

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。
「－12dB」～「＋12dB」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。

名前変更

マルチゾーン
設定項目

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。設定する場合は任意の入力切換を選んでください。

初期値
固定

ゾーン2最大音量値

オフ

ゾーン2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」、
「30」～「79」から選びます。
ゾーン2をオンにしたときのゾーン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）、
「最少」、
「1」～「79」、
「最大」から選びま
す。
• この設定値は、
「ゾーン2最大音量値」の設定
の値より高く設定できません。

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
名前

初期値

入力切換名

設定内容

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＋10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。
「Space」
： 1文字分スペースが入ります。
• リモコンのCLR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。

• 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。
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音声信号選択
音声入力に関する設定です。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。
設定項目

音声信号選択

初期値

BD/DVD:
  HDMI
CBL/SAT:
  HDMI
STRM BOX:
  HDMI
PC:
  HDMI
GAME:
  HDMI
AUX:
  HDMI
CD:
  OPTICAL
TV:
  OPTICAL
PHONO:
  Analog

設定項目

PCM固定モード

初期値
オフ

設定内容

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。選択中の入力切換にない端
子を選ぶことはできません。
• この設定を変更していない場合は、
HDMI→COAXIAL/OPTICAL→アナログの順
で優先されます。
「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、
「HDMI」
「Audio
Return
Channel」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「HDMI
Input」の設定でHDMI 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。
「COAXIAL（同軸入力）」: COAXIAL 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「Digital
Audio Input」
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）」: OPTICAL 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「Digital
Audio Input」
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

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、
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、この設定は変更できません。

映像選択
設定項目

映像選択

初期値

最終値

設定内容

「TUNER」、
「NET」
または「BLUETOOTH」選択時
に出力される音声と合わせて再生する映像の入
力切換を選択します。
• この設定は「HDMI Input」
および「Video
Input」で割り当てた入力切換ボタンに対して
有効です。
「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」
「STRM BOX」、
、
「PC」、
「GAME」、
「AUX」
「CD」、
、
「PHONO」、
「TV」
：各入力の映像を再生します。

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

アナログ/PCM

設定項目

All Ch Stereo

初期値

設定内容

モノラル/多重音声

Full Mono

モノラル／多重音声信号で記録されたDolby
Digital、AACなどのデジタル信号を再生するとき
のリスニングモードを設定します。

2チャンネル信号

Dolby
Surround

2チャンネルで記録されたDolby Digitalなどのデ
ジタル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 D/Dolby D+/ Dolby
TrueHD
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-ES/
DTS-HD

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。

その他の音声フォー
マット

•
•
•
•
•

DTS Neural:X
（DTS:X音声に
対応したバー
ジョンへのアッ
プデート前はス
トレートデコー
ド）
Dolby
Surround

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。

HDMI IN端子から入力されたAAC、
DVD-Audio
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。

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」および「TrueHD」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。
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HDMI
設定項目

HDMI CEC (RIHD)

初期値
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つまみを操作する
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。

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

HDMIスタンバイ
スルー

初期値
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 (RIHD)」
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
(RIHD)」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」、
「STRM BOX」、
「PC」、
「GAME」、
「AUX」
「CD」、
、
「PHONO」、
「TV」: 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

テレビオーディオ
出力 (MAIN)

初期値
オフ

設定内容

本機の電源が入った状態で、HDMI接続したテレ
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
• この設定を「オン」にする場合は「HDMI CEC
(RIHD)」の設定を「オフ」にしてください。
• 「HDMI CEC (RIHD)」
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。
• 「テレビオーディオ出力(MAIN)」
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。
• 「テレビオーディオ出力(MAIN)」
、または
「HDMI CEC (RIHD)」
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つ
まみを操作すると、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。
• 「TV出力」-「HDMI出力」の設定を「副」にした
場合は、この設定は「オフ」に固定されます。
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設定項目

テレビオーディオ
出力(SUB)

Audio Return
Channel

ジャンル連動

自動リップシンク
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初期値
オフ

自動

自動

オン

設定内容

本機の電源が入った状態で、HDMI接続したテレ
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
• 「テレビオーディオ出力（SUB）」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。
• 「テレビオーディオ出力（SUB）」、または
「HDMI CEC (RIHD)」
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つ
まみを操作すると、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。
• 「TV出力」-「HDMI出力」の設定を「主」にした
場合は、この設定は「オフ」に固定されます。
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 (RIHD)」
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
テレビからのジャンル情報に応じて、あらかじめ
用意されたリスニングモードに自動的に切り換
えます。お使いのテレビがジャンル情報の出力に
対応している必要があります。この機能を使用す
るには、あらかじめ「HDMI CEC (RIHD)」
を「オ
ン」に設定しておいてください。
「自動」: 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
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

電源管理
設定項目

初期値
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。
「10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

オフ

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。
「オン」
：自動的にスタンバイ状態に移行させる
場合（「ASb」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。

HDMIスタンバイ
スルー時の自動スタ
ンバイ

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」の設定が「オフ」の場合、こ
の設定は「オン」にできません。

スタンバイ時の
USB電源供給

オフ

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。

ネットワーク
スタンバイ

オフ

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も本機の電源
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。

スリープタイマー

設定内容

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

Bluetoothによる起
動

初期値
オフ

設定内容
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。

ネットワーク

設定項目

初期値

DHCP

有効

MACアドレス

IPアドレス

‐

‐

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アドレスを表示・設定します。

サブネットマスク ‐

サブネットマスクを表示・設定します。

ゲートウェイ

‐

ゲートウェイアドレスを表示・設定します。

DNSサーバー

‐

DNSサーバー（プライマリ）を表示・設定します。

プロキシURL

‐

プロキシポート

‐

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。

ネットワーク接続に関する設定です。
• 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。
（初期設定では「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

設定内容

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

Ja-43

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

フレンドリーネーム

Ja-44

初期値

DTR-30.7

設定内容

ネットワーク接続している機器側で表示される
本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、Edit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＋10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。
「Space」
： 1文字分スペースが入ります。
• リモコンのCLR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。

設定項目

初期値

設定内容

データ利用

無し

オンキヨー株式会社は、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。

ネットワーク確認

‐

AirPlayパスワード

-----

入力したユーザーのみがAirPlay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、Edit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＋10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。
「Space」
： 1文字分スペースが入ります。
• リモコンのD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CLR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。

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。

応用的な設定（Setupメニュー）
• 「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。

Bluetooth
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。

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。

設定項目

初期値

設定内容

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

• 「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。

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。
設定項目

初期値
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ON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。

遅延

設定内容

Ja-45

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

CBL/SAT

STRM BOX

PC

GAME

Ja-46

初期値

メイン

メイン

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「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。
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。
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。
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。

設定項目

初期値

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。

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。

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。

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。

AUX

設定内容

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目
TUNER

初期値

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。

NET

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「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。

BLUETOOTH

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
「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。

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
1sec

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ON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。

CBL/SAT

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。

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。

遅延

設定内容

Ja-47

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

初期値

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。

GAME

ゾーン2

AUX

CD

PC

Ja-48

設定内容

設定項目

初期値

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。

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。

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。

オフ

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。

TUNER

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「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。

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

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。

PHONO

設定内容

応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

BLUETOOTH

初期値

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。

設定項目

初期値

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。

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。

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。

CBL/SAT

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
遅延

BD/DVD

初期値
2sec

メイン/ゾーン2

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ON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。
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。

設定内容
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応用的な設定（Setupメニュー）
設定項目

初期値

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。

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。

AUX

PHONO

TV
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メイン/ゾーン2

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
「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。
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。

設定項目

初期値

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。

BLUETOOTH

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
「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。

TUNER

設定内容

応用的な設定（Setupメニュー）
7. リモートコントローラー
設定項目

リモコンID

リモートモード

初期値
1

‐

8. その他
設定内容

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。
1.	 Receiverボタンを押しながら、リモートイ
ンジケーターが点灯するまでSetupボタン
を約3秒間押します。
2.	 数字ボタンで1、2、3のいずれかを押しま
す。リモートインジケーターが2回点滅しま
す。
他機器のリモコンコードを入力して登録しま
す。
• リモコンコードの登録について詳しくは、次
項の「リモコンで他の製品を操作する」をご
覧ください。

ファームウェアアップデート
設定項目

初期値

バージョン

‐

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。

アップデート通知

有効

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

• 「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。

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。

ロック
設定項目

セットアップ項目

初期値
解除

設定内容

Setup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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リモコンで他の製品を操作する
リモコンコードを登録する

リモコンで他の製品を操作する
Remote Modeボタンの機能
リモコンのRemote Modeボタンには、特定のリモコンコ
ードをプログラムすることで、本機以外の製品を操作する
ことを可能にする機能が備わっています。任意のRemote
Modeボタンにリモコンコードを登録し、そのボタンを押す
と、リモコンが対応する機器を操作するリモートモードに
切り換わります。

Setupメニューで検索して登録する
本機のSetupメニューで、リモコンコードを検索し、任意の
Remote Modeボタンに登録することができます。
1.	リモコンのReceiverボタンを押したあとに、
Setupボタ
ンを押します。

■■リモコンコード一覧を参照して登録する

リモコンコード一覧から、該当するリモコンコードを探し
て登録する方法です。

2.	カーソルで「7. リモートコントローラー」-「リモート
モード」を順に選び、Enterボタンを押します。
½½
Receiverボタン、Zone2ボタンにはリモコンコードを登録することはで
きません。

か登録できません。
• 各ボタンは入力を切り換える機能も兼ねているので、
入力に応じた機器のリモコンコードを登録してくだ
さい。
（たとえばCDプレーヤーをCD端子に接続して
いる場合は、CDボタンにそのCDプレーヤーのコード
を登録するなど）
• 機器が操作できない場合は、カーソルで「次のコード
を試す」を選んでEnterボタンを押すと、次のコードが
表示されます。

3.	カーソルでリモコンコードを登録するRemote Modeボ
タンを選び、Enterボタンを押して、サブカテゴリーの選
択画面を表示させます。
4.	カーソルで検索したいサブカテゴリーを選び、Enterボ
タンを押して、ブランド名の入力画面を表示させます。

5.	カーソルで文字を選び、Enterボタンをくり返し押して、
検索したいブランド名の最初の3文字を入力します。
6.	カーソルで「Search」を選び、Enterボタンを押します。
• 検索が終わると、ブランド名の候補がリストで表示さ
れます。ブランド名のリストが表示されなかった場合
は、カーソルで「Not Listed」
を選んでEnterボタンを
押すと、手順5のブランド名入力画面に戻ります。
7.	カーソルで登録したいブランド名を選び、Enterボタン
を押します。
• 該当するブランド名を決定したら、そのブランドのリ
モコンコードと登録手順がテレビ画面に表示されま
す。

1.	巻末のリモコンコード一覧を参照して、該当するリモコ
ンコードを探します。
• リモコンコード表は作成時点のものであり、変更され
る場合もあります。
• 次のRemote Modeボタンにはあらかじめリモコン
コードが登録されています。
BD/DVDボタン：インテグラ/オンキヨー製ブルーレ
イディスク／DVDプレーヤー
CDボタン：インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤー
STRM Boxボタン：Apple TV
• TVボタンにはテレビカテゴリーのリモコンコードし
か登録できません。
• 各ボタンは入力を切り換える機能も兼ねているので、
入力に応じた機器のリモコンコードを登録してくだ
さい。
（たとえばCDプレーヤーをCD端子に接続して
いる場合は、CDボタンにそのCDプレーヤーのコード
を登録するなど）
2.	リモコンコードを登録するRemote Modeボタンを押し
ながら、Displayボタンを3秒以上押します。
• 入力モードに入ったら、リモートインジケーターが
点灯します。

8.	テレビ画面のガイダンスに沿って登録操作を行います。
9.	リモコンコードを登録した機器が操作できる場合は、
カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押します。
• TVボタンにはテレビカテゴリーのリモコンコードし
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3.	30秒以内に、数字ボタンでリモコンコード（5桁）を入力
します。
• 登録が完了したら、リモートインジケーターが2回点

リモコンで他の製品を操作する
滅します。正しく登録できなかった場合は、リモート
インジケーターがゆっくりと１回点滅しますので、
再度登録操作を行ってください。

■■カラーボタンの割り当てを変更する

■■Remote Modeボタンをリセットする

1.	設定するRemote ModeボタンとA（赤）ボタンをリモー
トインジケーターが点灯するまで、約3秒間同時に押し
ます。
• リモコンコードのカテゴリーに属するコードに対し
てのみ割り当てを変更できます。
（DVDプレーヤー、
テレビなど）

1.	リセットしたいRemote Modeボタンを押しながら、Q
ボタンを3秒以上押します。
• リモートインジケーターが点灯します。

Remote Modeボタンに登録されたリモコンコードの機器
のリモコンと、本機のリモコンのカラーボタンの割り当て
順を一致させることができます。なお、ゾーン2を選んでい
る場合は変更できません。

2.	30秒以内に、左から右へと割り当てたい順番でカラーボ
タンを押します。
• たとえば、他の製品のリモコンのカラーボタンが左
から黄、緑、青、赤と割り当てられている場合は、本機
のリモコンもその順に押してください。
• 登録が完了したら、リモートインジケーターが2回点
滅します。正しく登録できなかった場合は、リモート
インジケーターがゆっくりと１回点滅しますので、
再度登録操作を行ってください。
• カラーボタン以外のボタンを押すと、登録がキャン
セルされます。

Remote Modeボタンに登録したリモコンコードをリセッ
トし、ボタンの設定をお買い上げ時の状態に戻します。この
操作は、Remote Modeボタン1つに対してのみ行うことが
できます。

2.	30秒以内に、Remote Modeボタンを再度押します。
• リセットが完了したら、リモートインジケーターが2
回点滅します。
リモコンのすべての設定をリセットするには : Receiverボ
タンを押しながら、リモートインジケーターが点灯するま
で、Qボタンを3秒以上押します。30秒以内に、Receiverボ
タンを再度押してください。リセットが完了したら、リモー
トインジケーターが2回点滅します。
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リモコンで他の製品を操作する
テレビの操作

F

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モード
を切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作して
ください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタン
が異なります。製品によっては、適切に動作しない、または
まったく動作しない場合があります。

3
4

1 Remote Mode
2 、Input、VOL /
3 Muting
4 CH ＋/－

5

8

9
7

H
I

ブルーレイディスクプレーヤー／DVDプレーヤー／
DVDレコーダーの操作
リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モード
を切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作して
ください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタン
が異なります。製品によっては、適切に動作しない、または
まったく動作しない場合があります。

2

9
7
1
Guide
/ / / 、Enter
Home
PREV CH
Return

3
4
1 Remote Mode
2 Source
3 Muting
4 CH ＋/－、Disc ＋/－

Ja-54

5
6
7
8
9

Top Menu
/ / / 、Enter
Home
Menu
Return

F

½½
CECの連動操作には対応していません。

6

5
6
7
8
9

8

6

、 、 、 、 、 、 （＊）
F
G A（赤）、B（緑）、C（黄）、D（青）
H 数字1～9、0、＋10
I CLR、Display

1

2

5

G

G

H
I
、、、 、 、 、
F
G A（赤）、Ｂ（緑）、Ｃ（黄）、Ｄ（青）
H 数字1～9、0、＋10（＊）
I CLR、Display
½½
CECの連動操作には対応していません。

リモコンで他の製品を操作する
ビデオデッキ付きテレビなどの複合機の操作
リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モード
を切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作して
ください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタン
が異なります。製品によっては、適切に動作しない、または
まったく動作しない場合があります。

2
1
3
4
1 Remote Mode
2 Source
3 Muting
4 CH ＋/－

5

F

5
6

9
7

G
H
、、、 、 、
F
G 数字1～9、0、＋10
H CLR、Display

、

衛星放送チューナー／ケーブルテレビチューナーの
操作
リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モード
を切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作して
ください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタン
が異なります。製品によっては、適切に動作しない、または
まったく動作しない場合があります。

8

2

6
9

Guide
/ / / 、Enter
Home
PREV CH
Return

5
6
7
8
9

Guide
/ / / 、Enter
Home
PREV CH
Return

F
G

H
I
、、、 、 、 、
F
G A（赤）、Ｂ（緑）、Ｃ（黄）、Ｄ（青）
H 数字1～9、0、＋10
I CLR、Display

1

7
5
6
7
8
9

8

3
4
1 Remote Mode
2 Source
3 Muting
4 CH ＋/－
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リモコンで他の製品を操作する
CDプレーヤーの操作

CEC対応の機器を操作する場合
7

リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モード
を切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作して
ください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタン
が異なります。製品によっては、適切に動作しない、または
まったく動作しない場合があります。

本機とテレビやブルーレイディスク/DVDプレーヤーを
HDMI接続すれば、本機のリモコンでCEC（Consumer
Electronics Control）
の連動操作ができる場合がありま
す。
テレビ : リモコンのTVボタンには、あらかじめ一部のCEC
対応テレビを連動操作するリモコンコードが登録されてい
ます。
• お手持ちのCEC対応テレビが操作できない場合は、TVボ
タンに次のリモコンコード（11807/13100/13500）を
登録してください。

8

9
F

3
4
1 Remote Mode
2 Source
3 Muting
4 Disc ＋/－

、、、 、 、 、
7
8 Search、Repeat、Random、Mode
9 数字1～9、0、＋10
F CLR、Display

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー : BD/DVDボタンに
特定のリモコンコード（32910/33101/33501/31612）
を登録すると、一部のCEC対応ブルーレイディスク/DVDプ
レーヤーを連動操作できるようになります。

カセットテープデッキの操作
リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、任意のAV機器を操作するモードに切り換えます。モード
を切り換えたうえで、該当するボタンを使用して操作して
ください。製品カテゴリーによって使用できる操作ボタン
が異なります。製品によっては、適切に動作しない、または
まったく動作しない場合があります。

2

5
1

6
5 / / / 、Enter
6 Home

3
1 Remote Mode
2 Source
3 Muting

4

4
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、 （リバース再生）、 、

、

、

、

応用的なスピーカー接続

応用的なスピーカー接続
バイアンプ対応スピーカーの接続をする
バイアンプ接続に対応した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
接続では、最大5.1チャンネル再生になります。

■■接続する

1.	下図のように、FRONT端子とBACK or HEIGHT端子を
使用して接続します。

• バイアンプ接続を行うときは、スピーカーのツ
イーター（高音）端子とウーファー（低音）端子をつ
なぐショート金具を必ず取り外してください。
• バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可
能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧
ください。

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。

ʎɮ˂ʉ˂ᴥᯚᬩᴦ
ɰ˂ʟɫ˂ᴥͲᬩᴦ

パワーアンプ
ծʟʷʽʒ

ࡿʟʷʽʒ

2.	本機の電源を入れ、バイアンプ接続設定を行います。
1 リモコンのReceiverボタンを押したあとに、Setupボ
タンを押します。
「配置
・構成」
「バイアン
2 カーソルで「2. スピーカー」
プ」の順に選びます。
3 カーソルで「有り」を選びます。

• 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Receiverボタンを押したあと、Setup
ボタンを押します。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。

Ja-57

RI端子付きオンキヨー製品との接続・操作

RI端子付きオンキヨー製品との
接続・操作

RI接続と設定について

RI機能の概要
L

別売りのRIドックなど、RI端子付きのオンキヨー製品と本
機を、RIケーブルおよびオーディオ用ピンケーブルで接続
すると、以下のような連動機能が働きます。

R

システムオンとオートパワーオン : 本機がスタンバイモー
ドになっている状態で、RI接続されている機器の再生を始
めると、自動的に本機の電源が入り、該当する機器が入力
ソースに選ばれます。
ダイレクトチェンジ : RI接続されている機器の再生が始ま
ると、その機器が入力ソースに選ばれます。
リモコン操作 : 本機のリモコンを使って、RIに対応している
オンキヨー製機器を操作できます。リモコンを本体のリモ
コン受光部に向けて操作します。この操作にはRI専用リモ
コンコードの登録が必要です。
• 製品によっては、RI接続をしても、一部の機能が働かない
ことがあります。
• ゾーン2への出力をオンにしている場合、連動機能は働
きません。
• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせ
てご覧ください。

RI端子付き製品と本機をRIケーブルおよびオーディオ用ピ
ンケーブルで接続します。詳細はRI端子付き製品の取扱説
明書をご参照ください。なお、RIケーブルの接続は、順序の
指定はありません。また、RI端子が２つある場合でも、2つの
端子の働きは同じで、どちらにも接続できます。
RIドックやカセットテープデッキをRI接続する場合は、次
の設定が必要です。

■■入力切換の名前の変更

システム連動を動作させるために、本機の入力切換の名前
を変更する必要があります。CDまたはGameボタンを押し
て、本体の表示部に「CD」または「GAME」を表示させます。
次にCDまたはGameボタンを3秒間押し続けて、
「DOCK」
または「TAPE」に表示を切り換えてください。

■■RI専用リモコンコードの登録

リモコンの任意のRemote Modeボタンにリモコンコード
を登録します。RI専用リモコンコードをリモコンに登録す
ることにより、リモコンをその機器ではなく本体に向けて
操作できます。
1.	リモコンコードを登録したいRemote Modeボタンを押
しながら、Displayボタンを3秒以上押します。
• リモートインジケーターが点灯します。
• Receiverボタン、Zone2ボタンには登録できません。
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2.	30秒以内に、数字ボタンで以下のリモコンコード（5桁）
を入力します。
RIドック : 81993
RI端子付きカセットテープデッキ : 42157
• 登録が完了したら、リモートインジケーターが2回点
滅します。正しく登録できなかった場合は、リモート
インジケーターがゆっくりと1回点滅しますので、再
度登録操作を行ってください。

RIドックの切換スイッチ :「DOCK」または「TAPE」に切り
換えてください。詳しくはRIドックの取扱説明書をご参照
ください。
オンキヨー製機器に直接リモコンを向けて操作する場合
や、RI接続していないオンキヨー製機器を操作する場合は、
次のリモコンコードをお使いください。
オンキヨー製DVDプレーヤー : 30627
オンキヨー製CDプレーヤー : 71817
RIドック : 82990
• 機種によっては、操作できなかったり一部の機能しか操
作できない場合があります。

RI端子付きオンキヨー製品との接続・操作
iPod /iPhone の操作
®

®

RIドックを使うと、iPod/iPhone内の音楽を本機のリモコ
ンで操作・再生できます。また、テレビ画面でiPod/iPhone
内の画像が楽しめたり、システム連動操作も可能です。この
操作にはRI専用リモコンコードの登録が必要です。
操作を始める前に : 必ずiPod/iPhoneのOSを最新バージョ
ンに更新してください。iPod/iPhoneの機種や世代または
RIドックによっては、特定のボタンが機能しない場合があ
ります。操作の詳細は、RIドックの取扱説明書をご参照くだ
さい。
リモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押し
て、操作モードを切り換え、該当する操作ボタンを使用しま
す。リモコンを本機に向けて操作してください。

9
F

G
、、、 、 、
9
F Repeat、Random
G Display

、

• Displayボタンを押すと、
バックライトが数秒間点灯しま
す。

2
1
3
4
5
1
2
3
4
5

Remote Mode
Source
Muting
VOL /
Album ＋/－

6

8

7

6 Top Menu
7 / / / 、Enter、Playlist /
8 Menu
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外部機器とのコントロール機能
■■IR端子

外部機器とのコントロール機能
以下の端子を使用して、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
店にお問い合わせください。

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。マルチルームリモートコント
ロールキット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。

■■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。

ʉ˂ʩʗ˂ʉ˂

IRレシーバー

ʴʬɽʽ
メインルーム

別室（ゾーン）

αհɁํɟ

■■12Vトリガー出力端子

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端子の場合は最大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、
「メイン」、
「ゾーン2」、
「メ
イン/ゾーン2」のいずれかを選んで制御信号を出力できま
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。
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ファームウェアアップデート
ネットワーク経由で更新する

ファームウェアアップデート
ファームウェアアップデートの概要
ファームウェアの更新は、ネットワーク経由とUSB経由の2
つの方法があります。
お客様の環境に応じて、いずれかの方法で更新してくださ
い。
• 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Android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30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。
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。

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、オフにしてく
ださい。
• 「HDMI CEC (RIHD)」
設定を「オン」にしている場合は、
「オフ」
（初期値）にしてください。
– リモコンのReceiverボタンを押したあと、
Setup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 (RIHD)」
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。

テレビ画面にSetupメニューが表示されます。
Setup

1. 入力/出力端子の割り当て

1. TV出力

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
6. ハードウェア
7. リモートコントローラー
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。
Setup

1. 入力/出力端子の割り当て

1. ファームウェアアップデート

2. スピーカー

2.初期設定

3. 音の設定・調整

3. ロック

4. 入力ソース

■■アップデート

1.	リモコンのReceiverボタンを押したあとに、
Setupボタ
ンを押します。

5. リスニングモードプリセット
6. ハードウェア
7. リモートコントローラー
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
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 Receiverボタンは使用しないでくださ
い。
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困ったときは
USB経由で更新する

■■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：
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。

はじめに :
• 64MB以上の容量のUSBストレージを準備してくださ
い。
– 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、オフにしてく
ださい。
• 「HDMI CEC (RIHD)」
設定を「オン」にしている場合は、
「オフ」
（初期値）にしてください。
– リモコンのReceiverボタンを押したあと、
Setup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 (RIHD)」
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。

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。
3.	解凍したファイルやフォルダをすべてUSBストレージ
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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Receiverボタンを押したあとに、
Setupボタ
ンを押します。

困ったときは
テレビ画面にSetupメニューが表示されます。
Setup

1. 入力/出力端子の割り当て

1. TV出力

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
6. ハードウェア
7. リモートコントローラー
8. その他

■■エラーが表示されたときは

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。
Setup

1. 入力/出力端子の割り当て

1. ファームウェアアップデート

2. スピーカー

2.初期設定

3. 音の設定・調整

3. ロック

4. 入力ソース
5. リスニングモードプリセット
6. ハードウェア
7. リモートコントローラー
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。

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。
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 Receiverボタンは使用しないでくださ
い。

Ja-63

困ったときは
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初期設定に戻す
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。
「困ったときは」の各項目をお試しになっても改善されない
場合、下記の手順で本機をリセットしてみてください。な
お、リセットを行うとお客様の設定内容が初期設定に戻り
ます。リセットの前に設定内容をメモなどに記録してくだ
さい。

■■リセット方法

1.	本体のCBL/SATボタンを押しながら（必ず押した状態で
2.の操作を行ってください）
2.	本体の On/Standbyボタンを押します。表示部に
「Clear」が表示されてスタンバイ状態に戻ります。
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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。

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。
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、販売店または修理窓口にご連絡ください。

■■リモコンのリセット方法
1.	リモコンの1Receiverボタンを押しながら（必ず押した
状態で2.の操作を行ってください）

2.	 2Qボタンを3リモートインジケーターが点灯するまで
3秒以上押します。30秒以内に①Receiverボタンをもう
一度押すとリセットされます。

3

1

2

電源
■■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。
■■本機の電源が切れる場合
• 自動スタンバイまたはスリープタイマーが作動すると、
自動的に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、

音声
• 測定用マイクを接続したままになっていないか確認して
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MUTING表示が点滅している場合、リモコンの
Mutingボタンを押して消音（ミュート）を解除してくだ
さい。
• ヘッドフォンを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。
• 「音声信号選択」
「PCM固定モード」
が「オン」になってい
る場合、
「オフ」に設定してください。
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 OUT
MAIN端子の接続に加えて、テレビの光デジタル音声出
力端子と本機のDIGITAL IN OPTICAL端子を光デジタル
ケーブルで接続するか、オーディオ用ピンケーブルを使
用して、テレビの音声出力端子と本機のAUDIO IN TV端
子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OFF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
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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。
• スピーカーの設定が正しく行われていることを確認して
ください。
■■フロントスピーカーからしか音が出ない
• StereoまたはMonoのリスニングモードを選んでいる
場合は、フロントスピーカーとサブウーファーからしか
音が出ません。
■■センタースピーカーからしか音が出ない
• テレビやAM放送などモノラル音源を再生するときに、
リスニングモードをDolby Surroundにすると、
セン
タースピーカーに音が集中します。
■■サラウンドスピーカーから音が出ない
• リスニングモードがStereoやMono、T-D（TheaterDimensional）のときは、サラウンドスピーカーから音が
出ません。
• 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。ほかのリスニングモードを選んでみて
ください。
■■センタースピーカーから音が出ない
• リスニングモードがStereo、Monoのときは、センター
スピーカーから音が出ません。
■■バックスピーカーやハイトスピーカーから音が出ない
• 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。ほかのリスニングモードを選んでみて
ください。
■■サブウーファーから音が出ない
• 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。
■■音が小さい
• ボリューム位置を確認してください。本機は基本的に
Min、1…79、Max（80）まで調整できます。一般のご家庭
で40前後までボリュームを上げていても、正常な範囲で
す。
■■接続したレコードプレーヤーの音が出ない
• MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使い
の場合は、昇圧トランスまたはMCヘッドアンプとフォ

ノイコライザが必要です。
■■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。
■■ヘッドホンを接続すると音が変わる
• Direct、Mono以外のリスニングモードを選んでいる場
合は、ヘッドホンを接続すると自動的にStereoになりま
す。
■■DTS信号について
• DTS信号を再生しているときは、本機のdts表示が点灯
します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に
発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもdts表示
が点灯したままになります。このため、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。このときはプレー
ヤー側で再生を約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
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。
■■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。
■■AirPlay、DLNAで音楽再生時、音が大きくならない
• 「WEB Setup」
からボリュームの上限を変更できます。
リモコンのReceiverボタンを押してから、Setupボタ
ンを押し、
「6. ハードウェア」-「ネットワーク」-「IPア
ドレス」を順に選び、IPアドレスを表示させます。本機と
PCまたはスマートフォンを同じルーターに接続したあ
と、インターネットブラウザを開き、URL欄に本機のIPア
ドレスを入力して、
「WEB Setup」
画面を表示させます。
「WEB Setup」
画面の「Max Volume」の数値を変更し、

「Save」をクリックしてください。

リスニングモード
• Dolby DigitalやDTS、
AACの音声を聴くためには、デジ
タル接続が必要です。
• 接続した機器でのデジタル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
でデジタル出力がオフになっていることがあります。
• リモコンのReceiverボタンを押してから、
Display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。
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。
「選択できるリスニングモード」でご
確認ください。
■■Dolby Atmosフォーマットで聴くことができない
• 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。それぞれのスピーカーを接続したうえで、
「配置・構
成」
「スピーカーチャンネル」
の接続設定が正しくされて
いるか確認してください。
• Dolby Atmosでの再生は、入力信号がDolby Atmosの
ときにのみ、お楽しみいただけます。

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。
■■HDMI入力端子に接続した機器の映像が出ない
• 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。
• 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
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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。
• DeepColorの機能をオフに切り換えてみてください。
DeepColor機能をオフにするには、本体のSTRM Boxボ
タンと On/Standbyボタンを同時に押してください。
STRM Boxボタンを押しながら、表示部に
「Deep Color:
Off」が表示されるまで On/Standbyボタンをくり返
し押してください。DeepColor機能をオンするには、上
記の手順で「Deep Color: On」
が表示されるまでボタン
を押してください。
■■コンポーネントビデオ入力端子に接続した機器の映像が
出ない
• 1つの入力系統に複数の映像が入力された場合は、HDMI
の信号が優先出力されます。この場合、コンポジットビデ
オを出力するには「HDMI入力」設定を「-----」
にしてくだ
さい。
■■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。

連動動作
■■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HDMI CEC（RIHD）
設定をオンにする必要が
あります。リモコンのReceiverボタンを押したあと
に、Setupボタンを押し、
「6. ハードウェア」
「HDMI」
「HDMI CEC（RIHD）
」を選んでオンに設定してくださ
い。
• 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。
■■RI連動機能が働かない
• RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。
オーディオ用ピンケーブルも正しく接続してください。
• ゾーン2を選んでいる場合、連動機能は働きません。
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AM/FM放送に関して
■■放送に雑音が入る/FMステレオ放送の時、サーというノ
イズが多い/FM放送で「FM STEREO」表示が完全に点灯
しない
• 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。

Bluetooth
• 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の接続ができない場合があります。
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
ません。Bluetooth機能を有効にする方法については、
Bluetooth対応機器の取扱説明書をご覧ください。
• 最初にBluetooth接続を確立する際に接続に失敗する場
合は、
「6. ハードウェア」
「Bluetooth」
の「ペアリング情
報」の設定で「削除」の操作を行い、ご使用の機器の電源を
入れ直して機器名をクリアしてから、再度Bluetooth接
続を確立してください。
• 無線LANとBluetoothを同時に使用している場合、

「6. ハードウェア」
「ネットワーク」
の「Wi-Fi」
の設定を
「オフ（有線）」に変更してから、本機のETHERNET端子と
ルーターをイーサネットケーブルで接続すると、通信品

質が向上する場合があります。
■■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。
■「自動接続」
■
機能が働かない
• 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。その場合は、本機とBluetooth対
応機器とのペアリング操作を行ってから再生してくださ
い。

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。
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。
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• 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。
• ネットワークサーバーが起動しているか確認してくださ
い。
• ネットワークサーバーがホームネットワークに正しく接
続されているか確認してください。
• ネットワークサーバーが正しく設定されているか確認し
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。
■■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
• 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。
■■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。
• 無線LANで使用する2.4 GHz 帯の帯域が不足している
可能性があります。
「6. ハードウェア」
「ネットワーク」
で「Wi-Fi」の設定を「オフ（有線）」に変更してから、本機の
ETHERNET端子とルーターをイーサネットケーブルで
接続してください。
• 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
無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

マルチゾーン機能
■■接続した再生機器の音声をゾーン出力できない
• マルチゾーン機能は本機のデジタルオーディオ入力端子
かアナログオーディオ入力端子に接続した外部機器と
「NET」、
「BLUETOOTH」
「AM」、
、
「FM」入力切換の信号
の場合のみ音が出ます。再生機器と本機をHDMIケーブ
ルで接続している場合は、マルチゾーン出力しません。
再生機器と光デジタルケーブル（OPTICAL）
または同軸
デジタルケーブル（COAXIAL）でデジタル接続するか、
オーディオ用ピンケーブルでアナログ接続してくださ
い。また、再生機器側で音声出力の設定が必要な場合があ
ります。
• 外部再生機器からの音声信号は、アナログ音声信号と
2ch PCM音声信号のみゾーン２に出力できます。
• 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２に出力できません。

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。
• リモコンと本機が離れ過ぎていないこと、リモコンと本
体のリモコン受光部の間に障害物がないことを確認して
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。
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。
■■リモコン操作ができない
• リモコンで本機を操作する場合は、最初に必ずReceiver
ボタンを押してください。
■■RI専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操
作ができない
• オンキヨー製他機器とRIケーブルが正しく接続されてい
るか確認してください。RIケーブルを接続している場合、
オーディオ用ピンケーブルも接続してください。
（RIケー
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困ったときは
ブルだけでは正しく連動しません）
• 適切なリモートモードが選ばれていることを確認してく
ださい。
• RI専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本
体のリモコン受光部に向けてください。
• 入力表示が正しく設定されているか確認してください。
• もう一度、RI専用リモコンコードを入力し直してくださ
い。

• 接続コードやケーブルのプラグは奥まで差し込んでいる
か確認してください。
• iPod/iPhoneがドックにしっかり接続されているか確
認してください。iPod/iPhoneをケースなどに入れてい
る場合は、完全に接続できないことがありますので、必
ずケースをはずして接続してください。また、一度iPod/
iPhoneをドックから抜き、再度接続してみてください。
• iPod/iPhoneが再生していることを確認してください。

■■オンキヨー製機器（RI連動なし）や他メーカー機器の操作
ができない
• リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してく
ださい。
• リモコンを使って他社製のAV機器を操作する場合は、一
部のボタンが正しく動作しないことがあります。また、製
品によっては動作しない場合もあります。
• 適切なリモートモードが選ばれていることを確認してく
ださい。
• 適切なリモコンコードが入力されていることを確認して
ください。
• 本体とリモコンに同じリモコンIDを設定してください。
• もう一度リモコンコードを入力してください。複数の
コードがある場合は、他のコードも試してください。

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。

表示部、オンスクリーンディスプレイ
■■表示部が点灯しない
• Dimmer機能が働いていませんか？Dimmerボタンを押
して、表示部の明るさを変えてください。
■■設定画面表示が出ない/操作内容が画面に表示されない
• ご使用のテレビなど、モニター側の設定を確認してくだ
さい。
• 「TV出力」の「インポーズOSD」を「オン」に設定してくだ
さい。
• 入力切換が「NET」または「BLUETOOTH」
のときはテレ
ビ画面に表示が出ません。本体表示部で確認しながら操
作してください。なお、本体表示部は日本語の表示には
対応しておりません。表示できない文字はアスタリスク
（＊）に置き換わります。

RIドック
• 本機の電源が入っているか、適切な入力が選ばれている
か、音量が小さくなっていないか確認してください。
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■■音が出ない
• 一度iPod/iPhoneをリセットしてみてください。
■■映像が出ない
• 本機またはテレビで適切な入力が選ばれているか確認し
てください。
• iPod/iPhoneのテレビ出力設定が有効に設定されている
か確認してください。
• iPod/iPhoneの機種・世代によっては、映像は出力されま
せん。
■■iPod/iPhoneが本機のリモコンで操作できない
• iPod/iPhoneの表示部にAppleロゴが表示されている間
は操作できません。
• 適切なリモートモードが選ばれていることを確認してく
ださい。
• 本機のリモコンで操作する場合、リモコンは本機に向け
て操作してください。
• リモコン操作をする前に、iPod/iPhone本体で再生させ
て入力切換を認識させる必要のある場合があります。
• iPod/iPhoneの機種・世代によっては、特定のボタンが意
図したとおりに機能しない場合もあります。
• 一度iPod/iPhoneをリセットしてみてください。
■■本機の入力が勝手に切り換わる
• iPod/iPhoneの再生を一時停止しておいてください。
iPod/iPhone再生検出機能により、
再生曲が切り換わっ
たときなどに、本機の入力が切り換わってしまいます。

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。
■■自動スピーカー設定中に「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。
■■レイトナイト機能が働かない
• 再生ソースがDolby Digital、
Dolby Digital Plus、
Dolby
TrueHD、DTSのいずれかになっているか確認してくだ
さい。
■■シネマフィルター機能が働かない
• 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 TrueHD、
Multichannel、
DTS、DTS-ES、DTS 96/24、
DTS-HD
High Resolution Audio、
DTS-HD Master Audio、
DTS
Express、
AACです。
■■多重音声の言語を切り換えたい
• 「3. 音の設定・調整」
「多重音声/モノラル」
の「多重音声入
力チャンネル」の設定で「主」または「副」を選びます。
■■インターネットブラウザで本機の情報を表示できない
• インターネットブラウザに本機のIPアドレスが正しく入
力されているか確認してください。
• IPアドレスの割り当てにDHCPを使用している場合、本
機のIPアドレスが変わっている可能性があります。
• 本機とPCの両方が正しくネットワークに接続されてい
るか確認してください。
■■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4.4 Wになる場合が
あります。
–「6. ハードウェア」
「電源管理」
の「ネットワークスタ
ンバイ」設定が「オン」のとき
–「HDMI CEC (RIHD)」
設定が「オン」のとき（ただし、
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）
–「HDMIスタンバイスルー」設定を「オフ」以外に設定し
ているとき
–「6. ハードウェア」
「電源」
の「Bluetoothによる起動」
設定が「オン」のとき
–「スタンバイ時のUSB電源供給」設定が「オン」のとき

参考情報

参考情報
CEC対応機器との連動動作について
HDMI規格のCECに準拠している製品と連動します。
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。
当社が動作確認している機器（2015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
• 日立製のWooo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
• 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）
ご注意 : 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RIHD対応機器を接続しないでください。以下より多く接続
されている場合には、連動機能は保証いたしかねます。また、本機に
HDMIを介して他のAVレシーバー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

HDMI連動動作の設定が有効かを確認するには

HDMIについて

1.	すべての接続機器の電源を入れます。
2.	テレビの電源を切り、リンク動作によって接続機器の電
源が自動で切れることを確認します。
3.	ブルーレイディスク/DVDプレーヤー/レコーダーの電
源を入れます。
4.	ブルーレイディスク/DVDプレーヤー/レコーダーを再
生して、以下のことを確認します。
• 本機の電源が自動で入り、ブルーレイディスク/DVD
プレーヤー/レコーダーを接続している入力が選ばれ
る。
• テレビの電源が自動で入り、本機を接続している入力
が選ばれる。
5.	お使いのテレビの取扱説明書をご覧になりながら、テレ
ビのメニュー画面から「テレビのスピーカーの使用」を選
び、テレビのスピーカーから音が出て本機に接続したス
ピーカーから音が出ないことを確認します。
6.	テレビのメニュー画面から、
「本機に接続したスピーカー
の使用」を選び、本機に接続したスピーカーから音が出て
テレビのスピーカーから音が出ないことを確認します。

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のビデオストリーム（映像信号）は、DVI（Digital
Visual Interface）
(＊1)規格と互換性があるため、HDMIDVI変換アダプターを使って、DVI入力を備えたテレビやモ
ニターを接続できます。
（テレビやモニターによってはこの
機能が働かず、映像が出ない場合もあります。）
本機はHDCP（High-bandwidth Digital Contents
Protection）(＊2)に対応しているため、
HDCPに対応した
映像機器のみ映像を表示できます。
本機のHDMIは以下の機能に対応しています。
オーディオリターンチャンネル、3D、x.v.Color、
Deep
Color、LipSync、
4K（Passthrough）

ご注意 :
• テレビのスピーカーから音を出す操作をしても、本機の音量調整
や入力の切り換え操作をすると、本機に接続したスピーカーから
音が出るようになります。テレビから音を出したいときは、もう
一度テレビの操作をやり直してください。
• RIやRI EX対応機器と接続してご使用の場合で動作がうまくいか
ないときは、RIケーブルを外して操作してみてください。
• テレビの入力を、本機が接続されたHDMI端子以外を選ぶと、本
機の入力は「TV」に切り換わります。
• 本機は、必要と判断したとき、連動して自動的にパワーオンしま
す。RIHD対応テレビやプレーヤー・レコーダーと接続してお使い
の場合でも、必要ないときは本機はパワーオンしません。テレビ
側の設定で、音声をテレビから出力するように設定していると、
連動してパワーオンしないことがあります。
• 組み合わせる機器により、本機との連動動作が働かない場合があ
ります。この場合は、本機を直接操作してください。
• 本機のリモコンでプレーヤー/レコーダーの操作ができないとき
は、その機器がCECのリモコン操作に対応していないことが考え
られます。リモコンにその機器のメーカーのリモコンコードを登
録してご使用ください。

本機の対応音声フォーマット :
• 2チャンネルリニアPCM（32～192 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
～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-HD High
Resolution Audio、
DTS-HD Master Audio）
• DSD（2チャンネル）
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。
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)
（＊2）のRevision1.4および2.2規格（HDMI
OUT MAIN/SUB端子およびHDMI IN1～3端子のみ対応）
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。
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参考情報
＊1 DVI（Digital Visual Interface）
：DDWG (＊3)が、
1999年に策定したデ
ジタルディスプレイ・インターフェース規格。
＊2 HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）
：Intelが開発し
たHDMI/DVI用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目
的にしており、暗号化された信号を受信するには、HDCP準拠のHDMI/
DVIレシーバーが必要です。
＊3 DDWG（Digital Display Working Group）
：Intel、Silicon Image、
Compaq Computer、
富士通、Hewlett-Packardなどが中心となって運
営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する
団体。

ご注意 :
• HDCP Rev. 2.2に準拠した機器のみが視聴可能なコンテンツ
があります。このようなコンテンツを視聴するためにはHDCP
Rev. 2.2規格に準拠したテレビおよびプレーヤー機器を本機の
HDMI OUT MAIN/SUB端子およびHDMI IN1～3端子に接続し
てください。
• HDMIのビデオストリーム（映像信号）は、DVI（Digital Visual
Interface）と互換性があるため、HDMI-DVI変換アダプターを
使って、DVI入力を備えたテレビやモニターを接続できます。
（DVI接続では映像信号しか伝送されないため、別途音声接続を
行う必要があります。）しかし、このようなアダプターを利用した
場合の正常な動作は保証されていません。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。
• HDMIの音声信号（サンプリングレート、ビット長など）は、接続
した機器によって制限を受ける場合があります。HDMI接続した
機器の映像の品質がよくない場合や音声が出ない場合は、機器側
の設定を確認してください。詳細については、接続機器の取扱説
明書をご覧ください。

ホームネットワーク（LAN）について
複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信できる
ようにしたものをネットワークといいます。
家庭ではPCやゲーム機をインターネットに接続したり、複
数のPCで相互にデータをやりとりしたりするために、ネッ
トワークを作る（一般的に構築するといわれます）ケースが
多いようです。
このように家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネット
ワークはLAN（Local Area Network）
と呼ばれます。
この取扱説明書では、このLANのことをもう少し身近に感
じられるようにホームネットワーク（家庭のネットワーク）
と書いています。
本機はPCなどのネットワークサーバーと接続することで
ネットワークサーバー内（PC内）の音楽ファイルを再生し
たり、インターネットと接続することでインターネットラ
ジオを聴いたりすることができます。
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このとき、本機とPCやインターネットを直接接続するわけ
ではありません。
PCやインターネットと接続するためにいくつかの機器
（ネットワーク機器）が必要になります。
ホームネットワーク（LAN）構築に必要な機器 :
本機のNET機能を使用するためのホームネットワーク
（LAN）に必要な機器は以下のとおりです。
■■ルーター
本機とPCや、本機とインターネットの間に入って情報
（データ）の流れをコントロールするのが、このルーターと
いう機器です。
ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック（日
本語では「交通」の意）といいます。ルーターは各機器の中で
トラフィックコントロールつまり情報の交通整理をする役
割を担っています。
• 本機では100Base-TXスイッチ内蔵のブロードバンド
ルーターの使用を推奨します。

また、DHCP機能搭載のルーターであれば、ネットワーク
の設定を簡単にすることができます。
• ISP（インターネットサービスプロバイダ）と契約してい
る場合（後述モデムの項参照）には、契約するISP業者が
推奨するルーターをご使用ください。
これらのルーターについてはお買い求めの販売店または契
約されているISPにご相談ください。
■■イーサネットケーブル（CAT-5）
ネットワークを構成する機器同士を実際につなぎ合わせる
のが、このイーサネットケーブルです。イーサネットケーブ
ルにはストレートケーブルとクロスケーブルがあります。
• 本機ではCAT-5に適合したイーサネットストレートケー
ブルを使用します。
イーサネットケーブルについてはお買い求めの販売店にご
相談ください。
■■ネットワークサーバー（PCなど/ネットワークサーバー
使用時）
音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供す
る機器です。
• 本機で使用する際に必要な条件は、ネットワークサー
バーとして使用する機器によって異なります。
• 本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、使
用するネットワークサーバー（PCの性能）に依存します。
それぞれの機器使用については、各取扱説明書をご覧く
ださい。

■■モデム（インターネットラジオ使用時）
ホームネットワーク（LAN）とインターネットを接続する機
器です。
モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざ
まな種類があります。
また、インターネットに接続するにはISP（インターネット
サービスプロバイダ）というインターネットへの接続サー
ビスを提供する会社と契約する必要があります。
インターネット接続には、契約するISP業者が推奨するモデ
ムをご使用ください。
1台でルーターとモデムの機能を併せ持つ機器もあります。
以上のネットワーク機器のうち、NET機能「ネットワーク
サーバー」を使用するには、ルーター、イーサネットケーブ
ル、ネットワークサーバーが必要になります。
NET機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルー
ター、イーサネットケーブル、モデム（およびISPとの契約）
が必要になります。

サーバーについて
■■ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する
本機は以下のネットワークサーバーに対応しています。
• Windows MediaR Player 11
• Windows MediaR Player 12
• DLNA準拠サーバー
ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続し
ていなければなりません。
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。
ご注意 : 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。

■■リモート再生する
リモート再生とは、ホームネットワーク内のDLNA準拠の
コントローラー機器やPCを操作することによりそれぞれ
の機器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能で
す。
• Windows MediaR Player 12
• DLNA 1.5準拠のネットワークサーバー、
コントロー
ラー機器

½½
設定方法は使用するネットワークサーバーやコントローラー機器によっ
て異なります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

参考情報
Windows 8/Windows 7では、Windows Media
Player 12が標準でインストールされています。
詳しくは、
マイクロソフト社のホームページをご覧ください。
R

R

R

USBデバイスについて
• 本機ではUSB Mass Storage Class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。
ご注意 :
• 接続したメディアが対応していない場合、本体表示部に「No
Storage」というメッセージが表示されます。
• 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。
• USB対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、オー
ディオプレーヤーの画面と本機の画面が異なる場合があります。
またオーディオプレーヤーに依存する管理機能（音楽ファイルの
分類、ソート、付加情報など）は本機では使用できません。
• 本機のUSB端子にPCを接続しないでください。本機のUSB端子
にはPCから音声を入力できません。
• 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。
• 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
場合があります。
• 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、
電源が正しく供給され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。
• 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。
• 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。
• 電池で動作するオーディオプレーヤーを使う場合は、電池の残量
が充分にあることを確認してください。
• 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。

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。
• 下記のフォーマットであっても再生できる音楽ファイ
ルは、ネットワークサーバーに依存します。たとえば、
Windows MediaR Player 12をお使いの場合、
PCに
入っているすべての音楽ファイルが再生できるわけでは
なく、Windows MediaR Player 12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。
• 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
• リモート再生は、ギャップレス再生に対応していません。
• 対応サンプリングレート88.2 kHz以上、またはDSD、
Dolby TrueHDは、無線LAN経由での再生には対応して
いません。
ご注意 :
• 本機のリモート再生では、次のフォーマットには対応していませ
ん。
−− FLAC、Ogg Vorbis、
DSD、Dolby TrueHD

■■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 : 8 kHz、11.025 kHz、
12 kHz、16 kHz、
22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、
44.1 kHz、48 kHz
• 対応ビットレート : 8～320 kbpsおよびVBR
■■WMA（.wma/.WMA）
• 対応サンプリングレート : 8 kHz、11.025 kHz、
16 kHz、22.05 kHz、
32 kHz、44.1 kHz、
48 kHz
• 対応ビットレート : 5～320 kbpsおよびVBR
• WMA Pro/Voice非対応
■■WMA Lossless（.wma/.WMA）
• 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

■■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 : 8 kHz、
11.025 kHz、
12 kHz、16 kHz、
22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、
44.1 kHz、48 kHz、
64 kHz、88.2 kHz、96 kHz、
176.4 kHz、192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit
½½
176.4 kHzと192 kHzは、
USB再生には対応していません。
½½
5.1 chは、USB再生には対応していません。

■■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 : 8 kHz、
11.025 kHz、
12 kHz、16 kHz、
22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、
44.1 kHz、48 kHz、
64 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 : 8 kHz、
11.025 kHz、
12 kHz、16 kHz、
22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、
44.1 kHz、48 kHz、
64 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、
176.4 kHz、192 kHz
• 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit
½½
176.4 kHzと192 kHzは、
USB再生には対応していません。
½½
5.1 chは、USB再生には対応していません。

■■Ogg Vorbis（.ogg/.OGG）
• 対応サンプリングレート : 8 kHz、
11.025 kHz、
16 kHz、22.05 kHz、
32 kHz、44.1 kHz、
48 kHz
• 対応ビットレート : 32～500 kbpsおよびVBR
• 互換性のないファイルは再生できません。
■■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
½½
DLNA経由での再生のみに対応しています。

■■Apple Lossless（.m4a/.mp4/.M4A/.MP4）
• 対応サンプリングレート : 8 kHz、
11.025 kHz、
12 kHz、16 kHz、
22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、
44.1 kHz、48 kHz、
64 kHz、88.2 kHz、96 kHz
• 量子化ビット：16 bit、24 bit
■■DSD（.dsf/.DSF）
• 対応サンプリングレート : 2.8224 MHz、
5.6448 MHz
½½
5.6448 MHzは、USB再生には対応していません。

■■Dolby TrueHD（.vr/.mlp/.VR/.MLP）
• 対応サンプリングレート : 48 kHz、
64 kHz、88.2 kHz、
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96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz

½½
USB再生は、48 kHzのみ対応しています。
½½
DLNA経由での再生には対応していません。
½½
7.1 chは、USB再生には対応していません。
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リモコンコード一覧

■■衛星放送チューナー/ケーブルテレビ
チューナー/地上デジタルチューナー

ブランド名
コード番号
イッツコム（iTSCOM） 02703
スターキャット
02703, 01782
（Starcat）
パイオニア
01782, 03925,
02700
パナソニック
02703, 02752,
01760, 03474
ひかりTV
03237
ひまわりてれび
01760
ヒューマックス
02701, 02715,
03051, 03053
三菱電機
03274
CC9ケーブルテレビ
02703, 02752,
03474
CTS
02703, 03474
（ケーブルテレビ佐伯）
FCTV
01782, 02703
（福井ケーブルテレビ）
J:COM
01760, 02703,
03925, 01782,
02701, 02700,
02715, 02752,
03051, 03053
JCN North
02703, 01760,
（J:COM東京北）
03474
KCN-TV
（J:COM熊本） 02703
KCT
01760, 02703,
（倉敷ケーブルテレビ） 02752, 03474
NTT（NTTぷらら）
03237, 03274
Shimanto CATV
02752
（四万十町ケーブル
ネットワーク）
SKY PerfecTV!
02616
（スカパー！）
TCN（東京ケーブル
02703
ネットワーク）

U・CAT・V
02703, 01760
（ユー・キャット・ブイ）
YCV（横浜ケーブル
02703, 01760
ビジョン）
■■CDプレーヤー

ブランド名
インテグラ
オンキヨー
ソニー
タスカム
テクニクス
デノン
パイオニア
ビクター/JVC
フィリップス
マランツ
ヤマハ

■■カセットデッキ
ブランド名
オンキヨー
ケンウッド
ソニー
テクニクス
デノン
パナソニック
ビクター/JVC

■■アクセサリ

ブランド名
オンキヨー

コード番号
71817
71817
70000, 70490
73511
70029, 70303
70766
70032
70072
70157
70157
70036

コード番号
42157
40070
40170, 40243
40229
40076
40229
40244

■■ビデオアクセサリ

ブランド名
ポップコーンアワー
マイクロソフト
Xbox

■■レシーバー

ブランド名
インテグラ
オンキヨー

■■テレビ

ブランド名
エプソン/
セイコーエプソン
オーディオテクニカ
サムスン
サンヨー
シャープ
ソニー
東芝
パイオニア
バイ・デザイン
パナソニック
ビクター/JVC

コード番号
81993, 82990

日立
フィリップス
富士通ゼネラル
フナイ
三菱

コード番号
02260
01805, 01272
01805

コード番号
52503
52503

コード番号
11379
11150
12051
11974
11393,
11165,
12778,
11150,
11167,
13570,
11169
11457,
12209
12170,
13825
11428,
10653
11691,
10178,
10037,
10809
10171,
12313,
10178,

10818,
12360
10810,
10000,
11651
11524,
12171
11636,
11150,
12170,
11150
12372
13817
11150,
11171

ユニデン
DXアンテナ
LG
Remotec
Visio
Wyse
■■DVDプレーヤー
ブランド名
インテグラ

オンキヨー
サムスン
シャープ
ソニー
デノン
東芝
パイオニア
バイ・デザイン
パナソニック
ビクター/JVC
日立
フィリップス
フナイ
マイクロソフト
マランツ

12122
13817
12731,
11860,
10037,
11758,
11365

11840,
12362
10171
12209

コード番号
32147, 30627,
31769, 30503,
31612, 30571,
31634
30627, 31612
30199, 33195
30630, 30675,
32250
31516, 32180,
30533, 31633,
31033, 31070
31634, 32258,
30490, 32748,
33851
32551, 30503,
31769, 32705
31571, 30631,
32854, 30142,
30571
30872
30490, 32523,
31579, 31641,
33641, 33862
30623
31664
30646, 30539
30675
31708, 32083
32414, 33444
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三菱
ヤマハ
Dewo
Elite
Emerson
LG
Sylvania
Xbox

34004
30490
31634
32854
30675
31602
30675
31708, 32083,
30522

■■ブルーレイディスクプレーヤー
ブランド名
サムスン
シャープ
ソニー
東芝
パイオニア
パナソニック
三菱
Elite
LG
Sylvania

■■DVDレコーダー
ブランド名
サムスン
シャープ
ソニー
デノン
パイオニア
パナソニック
ビクター/JVC
日立
フィリップス
フナイ
Emerson
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コード番号
33195
30630
31516, 32180
32551, 32705
32854
32523
34004
32854
31602
30675

コード番号
33195
30675
31516
30490
30631
30490, 32523,
31579
30623
31664
30646, 30539
30675
30675

• 製品によっては動作しないボタンがあり
ます。また、製品を操作できない場合もあ
ります。

〒541-0041

大阪市中央区北浜二丁目２番22号 北浜中央ビル

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
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