
取扱説明書

SE-U55X

お買い上げいただきまして、ありがとうござい
ます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みい
ただき、正しくお使いください。お読みになっ
たあとは、いつでも見られる所に保証書ととも
に大切に保管してください。　

USBデジタルオーディオプロセッサー
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本機の特長

※カタログおよび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、製品名の色を表す記
号です。色は異なっても操作方法や仕様は同じです。

■飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成する新回路、
「VLSC」　

（特許出願中）
D/A変換器のノイズシェーピング等で発生する有害なパルス性ノ
イズは、従来のフィルタ方式では完全に除去することができませ
んでしたが、オンキヨーは最高級AVアンプに搭載した独自開発

ベクター リニアー シェーピング

VLC技術を進化させた回路、「VLSC（Vector Linear Shaping
サーキットリー

Circuitry）」を新開発。VLSCのベクトル信号発生器は、音楽信
号の変化情報に則し、ノイズを含まない滑らかな信号を生成し出
力していきます。MP3はもちろん、あらゆるデジタル音楽信号
でその効果は高く、音の実在感や音場空間の再現力が飛躍的に向
上、微妙なニュアンスまでも余すところなく再現します。

■SN比110dB！これまでにないサウンドクォリティでデジタル録音/再生が実現

PCとは簡単USB外部接続なので、ノートPC、デスクトップPCいずれでも、パソコン内部のノ
イズの影響を受けません。また新回路VLSC搭載などの徹底したノイズ低減技術によりSN比
110dBを実現して飛躍的な音質向上を図りました。これまでにない高品位なサウンドでデジタ
ル録音*/再生を楽しむことができます。

* 著作権保護されたデジタルオーディオデータの入出力はできません。

WAVIO 従来のハイクォリティ 標準的なオンボード
SE-U55X サウンドカード サウンドチップ

SN比 110dB 100dB 85dB

■フロントパネルにも光デジタル出力端子を装備して多彩なオーディオ機器を接続

フロントパネルに光デジタル出力端子を装備、ポータブルMDなど持ち運びをするオーディオ機
器の接続も簡単にできるようになりました。また、音楽CDはもちろん、外部オーディオ機器と接
続し、レコードやテープ、FM放送などのアナログ音源をパソコンにデジタル録音したり、パソコ
ンで編集した曲をMDにデジタル録音したりなど、外部オーディオ機器との音楽データのやり取
りを自在に楽しむことができます。

* デジタル出力端子からはSCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）に準拠した信号を
出力します。
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本機の特長

■再生、録音からCD-R/RWライティング機能まで統合した、CarryOn MusicTM

ver2.70 を付属

多彩なフォーマットの音楽ファイルを一括して管理し、パソコンをジュークボックスとして楽し
める、CarryOn MusicTM ver2.70を標準で添付。楽曲の再生、MP3やWMAへのエンコードは
もちろん、外部オーディオ機器からの録音や、プレイリストからのCD-R/RWライティング*ま
で、多彩な機能を搭載しています。

* 対応ドライブに限ります。詳しくは「CarryOn Music取扱説明書」を参照ください。

■音楽再生はリモコンで快適操作

ボタン1つでアーティスト別、アルバム別に曲を表示させたり、プレイリストを呼び出すことが
でき、お好きな曲を選んでリモコンで再生ができます。また音楽ソフト（CarryOn Music）の起
動や、モードの切り替えでPCの電源OFFもリモコンで操作でき、パソコンをオーディオ感覚で
コントロールすることができます。

■2ch デジタル出力に加え、5.1ch デジタル出力にも対応 *

通常の2chデジタル出力に加え、ドルビーデジタル、DTSの5.1chデジタル出力にも対応してい
ますので、AVアンプや5.1chシアターシステムなどに接続すれば、臨場感あふれる本格的なシア
ターサウンドが楽しめます。

* 5.1chデジタル出力には、DVD-ROMドライブと、SE-U55Xに対応するDVDプレーヤーソ
フト「WinDVD ver3.1」が別途必要です。
当社Webサイトhttp://www.wavio.net/にてインターネット販売する予定です。

 音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣近所への
配慮を十分にしましょう。
特に静かな夜間には、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも
一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
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オーディオ機器の正しい使いかた

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表

示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく

ださい。

絵表示の例

記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれてい

ます。

記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な指示内容（左上図の場合は電源プラグをコンセン

トから抜いてください）が描かれています。

　オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重

傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可

能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内

容を示しています。
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■故障したままの使用はしない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のま
ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにUSBケーブ
ルを外し、ACアダプターをお使いの場合は、ACアダプターをコ
ンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販
売店に修理を依頼してください。

■絶対に裏ぶた、カバーは外さない、改造しない 　　　　　　　　　　　　

● 本機の裏ぶた、カバーは絶対に外さないでください。内部の点
検・ 整備・修理は販売店に依頼してください。

● 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となりま
す。

■100V以外の電圧で使用しない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機を使用できるのは日本国内のみです。

● ACアダプターをお使いになる場合は、表示された電源電圧（交流
100ボルト）以外の電圧や船舶などの直流（DC）電源には絶対
に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■放熱を妨げない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に
熱がこもり、火災の原因となることがあります。本機には内部の
温度上昇を防ぐため、ケースに通風孔があけてあります。次の点
に気を付けてご使用ください。

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。

• テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使
用しないでください。

■水のかかるところに置かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 風呂場では使用しないでください。火災や感電の原因となりま
す。

● 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意く
ださい。内部に水が入ると火災や感電の原因となります。

■水の入った容器を置かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機の上に、花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの
入った容器や小さな金属物を置かないでください。中に入った場
合、火災・感電の原因となります。

分解禁止

オーディオ機器の正しい使いかた
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■中に物を入れない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機の通風孔から金属類や燃えやすいものなどを差し込まないで
ください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家
庭ではご注意ください。

■中に水や異物が入ったら 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、USBケーブルを外
し、ACアダプターをお使いの場合は、ACアダプターをコンセン
トから抜いて販売店にご連絡ください。

■ ACアダプター（別売）のコードを傷つけたり、加工しない 　　　

● ACアダプターのコードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売
店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原
因となります。

● ACアダプターのコードの上に重いものを載せたり、コードが本機
の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火
災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことに
より、それに気付かず、重いものを載せてしまうことがありま
す。

● ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた
り、ねじったり、引っぱったり、加熱したりしないでください。
コードが破損して火災・感電の原因となります。

■落としたり、破損した状態で使用しない 　　　　　　　　　　　

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場
合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因とな
ります。USBケーブルを外し、ACアダプターをお使いの場合
は、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談く
ださい。

■雷が鳴り出したら機器に触れない 　　　　　　　　　　　　　　

● 雷が鳴り出したら、製品本体やACアダプターには触れないでくだ
さい。感電の原因となります。

■乾電池を充電しない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火
災・けがの原因となります。

オーディオ機器の正しい使いかた
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■設置上の注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 強度の足りない台や、ぐらついたり、傾いたりした所など、不安
定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの
原因となることがあります。

■次のような場所に置かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置か
ないでください。火災・感電の原因となることがあります。

● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原
因となることがあります。

■接続について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機を他のオーディオ機器に接続する場合は、それぞれの機器の
取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してくだ
さい。また接続は、指定のコードを使用してください。指定以外
のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけ
どの原因となることがあります。

■ ACアダプター（別売）をお使いの場合の注意 　　　　　　　　　

● ACアダプターを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が
溶けて火災・感電の原因となることがあります。

● ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原
因となることがあります。

● ACアダプターを抜くときは、コードを引っぱらないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必
ず、ACアダプターを持って抜いてください。

● ACアダプターのコードを束ねた状態で使用しないでください。発
熱し、火災の原因となることがあります。

● 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため
必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因
となることがあります。

● 移動させる場合は、USBケーブルを外し、ACアダプターをお使
いの場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜き、機器間の
接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■使用上の注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機に乗ったり、踏んだりしないでください。特にお子様にはご
注意ください。倒れたり、壊れたりりして、けがの原因となるこ
とがあります。

● ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注
意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く
と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

オーディオ機器の正しい使いかた
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■電池について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス＋とマイナス
－の向き）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電
池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因とな
ることがあります。

● 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古
い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれによ
り火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。

● 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでくだ
さい。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となること
があります。

■　点検・工事について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● お手入れの際は、安全のためUSBケーブルを外し、ACアダプ
ターをお使いの場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて
行ってください。感電の原因となることがあります。

● 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧
めします。最寄りの販売店にご相談ください。本機の内部にほこ
りがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因とな
ることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、よ
り効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相
談ください。

● 電源プラグにほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を
起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこ
りを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。

● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでく
ださい。塗装がはげたり変形することがあります。

● 表面の汚れは中性洗剤を薄めた液に布を浸し、固く絞って拭き
とった後、乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使
いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

オーディオ機器の正しい使いかた
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箱を開けたら、まず

箱の中身を確認する

本機には次のものが付属しています。お確かめください。

本機の電源はUSBケーブルを通してパソコンから供給されますが、主にノートパソコンとの接続で、
USBポートへの給電が充分でないためにSE-U55Xを正常に認識しない場合があります。その場合は
別売の専用アダプター（型番：AD-0002）を接続してください。（SE-U55Xの動作中にACアダプ
ターの抜き差しは行わないでください。）専用ACアダプターについては、43ページ記載のお客様ご
相談窓口にお問い合わせください。
また、http://www.e-onkyo.com/でご購入いただくこともできます。

・取扱説明書（本書）
（1冊）

・CD-ROM
（1枚）

・SE-U55X（本体）
（1台）

・CarryOn Music取扱説明書
（1冊）

･リモコンRC-485P（1台）
･乾電池 単三形（2個）

･光デジタルケーブル
（1本）
･ミニジャックアダプター
（1個）

･オーディオ用ピンコード
（1本）

･USBケーブル
（1本）

※リモコンは付属のCD-ROMに収録され
ているCarryOn Musicをインストール
した場合にご利用いただけます。詳し
いご利用方法については、「CarryOn
Music取扱説明書」をご覧ください。

USB DIGITAL AUDIO 

PROCESSORSE-U55X

MAX

MIC

PHONES

DIGITAL OUTPUT

PHONES LEVEL

MAX

INPUT LEVEL

UP

1
LINE

MIC
2

DIGITAL

INPUT

※CD-ROMを開封する前に、必ず
「CarryOn Music取扱説明書」の
「ソフトウェア使用許諾契約につい
て」のページをお読みください。
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箱を開けたら、まず

リモコンを準備する

乾電池の入れ方と交換のしかた

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。

• 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。

• 寿命がなくなった電池を入れたままにしておくと腐食によりリモコンをいためることがありま
す。リモコン操作の反応が悪くなったときは、ただちに古い電池を取り出して2本とも新しい電
池と交換してください。

• 使用頻度にもよりますが、付属のマンガン電池の寿命は約6ヶ月です。電池の交換時には、単三
形をご使用ください。

リモコンの使い方
SE-U55Xのリモコン受光部に向けて操作して
ください。

• リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接当てると正しく動作しないこと
があります。

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。

• リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池
が消耗してしまうことがあります。

• リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

• リモコンでの操作は、別冊の「CarryOn Music取扱説明書」を参照ください。

リモコン受光部

30 3゚0゜ 約5m

USB DIGITAL AUDIO 

PROCESSORSE-U55X

MAX

MIC

PHONES

DIGITAL OUTPUT

PHONES LEVEL

MAX

INPUT LEVEL

UP

1
LINE

MIC
2

DIGITAL

INPUT

1 32
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各部の名称と働き

前面

1 USBインジケーター（UP）
USBケーブルで本機とパソコンを接続し、
動作が可能になると点灯します。

2 入力切り替えスイッチ（INPUT）
デジタル

DIGITAL 1：DIGITAL IN 1に接続した機器
の音声を再生するときや録音するときにこの
位置にします。

デジタル

DIGITAL 2：DIGITAL IN 2に接続した機器
の音声を再生するときや録音するときにこの
位置にします。
ライン

LINE：ANALOG LINE INに接続した機器の
音声を再生するときや録音するときにこの位
置にします。
マイク

MIC：MIC端子にマイクを接続してパソコン
に音声を録音するときにこの位置にします。

3 入力レベル調整つまみ
（INPUT LEVEL）
録音するときに入力レベルを設定します。左
いっぱいに回すとカチッと音がしてオフにする
ことができます。パソコンの音楽ファイルを
聞くときには、オフにしておくとより良い音
でお楽しみいただけます。

4 ヘッドホンレベル調整つまみ
（PHONES LEVEL）
ヘッドホンを接続しているときにヘッドホン
の音量を調整します。

5 マイク入力端子（MIC）
モノラルミニプラグのマイクを接続します。

6 ヘッドホン端子（PHONES）
ステレオミニプラグのヘッドホンを接続しま
す。

7 デジタル光出力端子
（DIGITAL OUTPUT）
ポータブルMDレコーダーやCDレコーダー
などの光デジタル入力を接続します。

8 リモコン受光部
リモコンからの操作信号を受けます。

USB DIGITAL AUDIO 
PROCESSORSE-U55X

MAX

MIC

PHONES

DIGITAL OUTPUT

PHONES LEVEL

MAX

INPUT LEVEL

UP

1
LINE

MIC
2

DIGITAL

INPUT
1

2

3

4

5

6

7

8
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各部の名称と働き

後面

9 ライン入力端子
（ANALOG LINE IN L/R）
カセットデッキやフォノイコライザー内蔵の
レコードプレーヤーなど、オーディオ機器の
アナログ出力を接続します。

0 ライン出力端子
（ANALOG LINE OUT L/R）
アンプ内蔵スピーカー等を接続します。

A DC IN端子（DC IN 7.5V）
パソコンからの電源供給が十分でない場合、
別売の専用ACアダプター（型番：AD-
0002）を接続します。
専用ACアダプターについては、43ページ記
載のお客様ご相談窓口にお問い合わせくださ
い。また、http://www.e-onkyo.com/でご
購入いただくこともできます。

B USBアップポート（USB UP）
パソコンのUSB端子と接続します。

C デジタル 1 光入力端子
（DIGITAL IN 1）
CS/BSチューナーやCDプレーヤーなどの
光デジタル出力を接続します。

D デジタル 2 光入力端子
（DIGITAL IN 2）
CS/BSチューナーやCDプレーヤーなどの
光デジタル出力を接続します。

E デジタル同軸出力端子
（DIGITAL OUT COAX）
DATなど、同軸入力の付いている録音機器
を接続します。

F デジタル光出力端子
（DIGITAL OUT OPTICAL）
MDレコーダーやCDレコーダーなどの光デ
ジタル入力を接続します。

OPTICAL

COAX

DIGITAL OUT

USB UP

DIGITAL IN

1

2

DC IN 7.5V

ANALOG

L

R

L

R

LINE OUT

LINE IN

+

–

9

0

A

B

C

D

E

F
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パソコンの接続を始める前に

必要なシステム構成

• USB（1.1以上）ダウンポートを標準搭載したPC（Intel製USBホストコントローラー推奨）

• Windows 98SE/2000/Me/XPが正常に動作するパソコン
Intel® Pentium® III 450 MHz以上（Windows XP）
Intel® Pentium® II 350 MHz、Celeron® 800 MHz以上（Windows 98SE/2000/Me）

• 20 MB 以上のハードディスク空き容量

• 64 MB 以上のRAM

• CD-ROMドライブ（または相当品）
付属のソフトウェアをインストールするために必要です。

Windowsについて
Windows日本語版が現在の状態で正しく起動できることを確認してください。

必要な動作環境を満たすパソコンであっても、パソコンシリーズ固有の設計仕様やお
客様の使用環境の違いにより、本機の動作が正常に行われない機種があります。本製
品の制限事項や動作確認情報についての詳細は、43ページ記載のホームページにて
ご確認ください。

本機をお使いいただくにあたって

本製品をお使いいただくにあたり、下記注意事項をお読みいただき、正しくお使いください。

• 本書は、特に断りのない限り、Windows XPの操作をもとに書かれています。

• 本書は、マウスやキーボードの使用方法など、Windowsの基本的な操作についてすでにご存知
であることを前提に書かれています。

• 本製品を運用した結果の影響については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

• 本製品の故障、誤操作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失については、その責任を負
いかねますのであらかじめご了承ください。

• 本書の内容は、将来、予告なく変更されることがあります。

• 本書の一部または全部を無断で貸し出し、転載することは固くお断りします。

• WAVIO AV SYSTEM、CarryOn Musicの名称およびロゴはオンキヨー株式会社の商標です。

• PentiumはIntel Corporationの登録商標です。

• Microsoft®、Windows®、Windows® XP、Windows® Me、Windows® 2000 Professional
は、米国 Microsoft corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

• AcrobatはAdobe社の登録商標です。

• DigiOnの名称およびロゴは株式会社デジオンの商標です。

• 本書に記載されているハードウェアおよびソフトウェアの名称は、各社の商標もしくは登録商標です。

• CDDB®およびCDDB2®はGracenoteTMの商標です。

• Partial software replication technology by Prassi Europe SARL/EasySystems Japan Ltd.
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USB DIGITAL AUDIO 
PROCESSORSE-U55X

MAX

MIC

PHONES

DIGITAL OUTPUT

PHONES LEVEL

MAX

INPUT LEVEL

UP

1
LINE

MIC
2

DIGITAL

INPUT

LINE OUT

USB UP

LINE IN

MIC

PHONES

DIGITAL IN

DIGITAL IN

DIGITAL OUT

DIGITAL OUTPUT

USB PCオーディオシステム接続例

BS/CSチューナーMDレコーダー

マイク（ミニプラグ）

ヘッドホン
（ミニプラグ）

カセットデッキ、フォノイ
コライザー内蔵レコードプ
レーヤーなどのオーディオ
機器

アンプ内蔵スピーカー パソコン

接続する

：信号の流れ

ポータブルMDレコーダー

ポータブル
CDプレーヤー
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左

接続する

差し込み不完全

奥まで差し込んでください

:

LINE IN

LINE OUT

L

R

L

R

ANALOG

DC IN  7.5 V

USB UP

DIGITAL IN

DIGITAL OUT
COAX

OPTICAL

1

2

CDレコーダー、
MDレコーダーなど

CS/BSチューナー、
CDプレーヤー、
ゲーム機など

デジタル入力（光）

デジタル出力（光）

入力

出力

信号の流れ
左（白）

右（赤）
左（白）

右（赤）

DATなど

接続図では、接続コードを次のように示します。

左（白）

右（赤）

オーディオ用ピンコード
（RCAタイプ）

同軸デジタルケーブル

光デジタルケーブル

右

アンプ内蔵
スピーカーなど

デジタル入力（同軸）

カセットデッキ、フォ
ノイコライザー内蔵レ
コードプレーヤーなど
のオーディオ機器

• コードのプラグはしっかりと奥まで差し込ん
でください。接続が不完全ですと、雑音や動
作不良の原因になります。

• DIGITAL IN 1および2端
子、およびDIGITAL OUT
OPTICAL端子には、保護
用キャップが取り付けられ
ています。接続時は、この
キャップを取り外してくだ
さい。使用しない場合、キャップは必ずもと
どおりに取り付けておいてください。

前面パネルのDIGITAL OUTPUT端子には
キャップは付いていません。（シャッタータ
イプですので、フタをそのまま奥へ倒すよう
な感じで光デジタルケーブルを差し込んでく
ださい。）
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OPTICAL

COAX

DIGITAL OUT

USB UP

DIGITAL IN

1

2

DC IN 7.5V

ANALOG

L

R

L

R

LINE OUT

LINE IN

+

–

接続する

パソコンへ本機を接続する

1. 付属のUSBケーブルのAタイプのジャック（ ）をPCまたはPCに接続されたUSB
HUB（ハブ）へ接続します。

• PCのUSBポートが2個以上ある場合はどのポートに接続しても構いません。

• できるだけパソコン本体のUSBポートに接続することをお勧めします。

2. Bタイプのジャック（ ）をSE-U55XのUSBアップポート（USB UP）へ接続します。

3. 本機のドライバのインストールが始まります。
接続するパソコンのOSによって、下記のページをご覧ください。

• Windows XP→18ページ

• Windows 2000→20ページ

• Windows Me→21ページ

• Windows 98SE→22ページ

• 端子の抜き差しをする場合にはスピーカーの音量を絞ってください。

• USBポートへの給電が充分でないためにSE-U55Xを正常に認識しないと考えられる場合は、別
売の専用アダプターをお勧めします。詳しくは10ページをご覧ください。

Aタイプ

＊ 機種によりUSB端子の位置や
個数は異なります。イラスト
は一例です。

SE-U55X

USBケーブル
Bタイプ
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ドライバのインストール ＜Windows XPの場合＞

1. PCの電源を入れ、Windowsが起動していることを確認します。

2. SE-U55XのUSBケーブルを接続します。
USBインジケーターが点灯します。PCがSE-U55Xを認識し、自動的に必要なドライバのインス
トールが始まります。この時、本機のUSBインジケーターが点灯しない場合は、本機がPCを認識
していません。17ページを参照し、再度本機とPCが正しく接続されているか確認してください。

3. 「新しいハードウェアの検出ウィザー
ドの開始」が表示されたら、「一覧ま
たは特定の場所からインストールする
（詳細）」を選択し、「次へ」ボタン
を押します。

4. 本機に付属のCD-ROMをPCにセット
します。

5. 「次の場所で最適なドライバを検索す
る」を選択し、「次の場所を含める」
をチェックをして「参照」ボタンを押
します。

6. 本機に付属のCD-ROMのDriverフォ
ルダを指定し、「次へ」ボタンを押し
ます。

7. インストールが始まります。

パソコンの設定
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※ 「Windowsロゴテストに合格していませ
ん」という警告メッセージが表示された場
合は、「続行」をクリックしてインストー
ルを進めてください。動作上、問題のない
ことを弊社では確認済みです。

8. 正常にドライバがインストールされる
と、「次のハードウェアのインストー
ルが完了しました: SEU55X Device」
とメッセージが表示されます。「完
了」ボタンを押します。

• お客様のパソコンの環境によっては、USBケーブルをパソコンの他の端子に差し替え
ると、ドライバの再インストールを要求されることがあります。この場合は、「キャ
ンセル」をクリックして、ドライバをインストール時のUSB端子につなぎなおすか、
手順に従ってもう一度ドライバをインストールしてください。

• 万一インストールが進まない場合は、USBケーブルを抜き、15秒ほど待って再度
USBケーブルを接続してください。それでもインストールが始まらない場合は、次の
操作をしてください。
1 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。

2 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。

3 コントロールパネルの「システム」をクリックします。

4 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「ハードウェア」タブを選択します。
5 「ハードウェアの追加ウィザード」ボタンを押します。

以上の手順でインストールが始まりますので、画面の指示に従ってドライバをインス
トールしてください。

パソコンの設定
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パソコンの設定

ドライバのインストール ＜Windows 2000の場合＞

1. PCの電源を入れ、Windowsが起動していることを確認します。

2. SE-U55XのUSBケーブルを接続します。
USBインジケーターが点灯します。PCがSE-U55Xを認識し、自動的に必要なドライバのインス
トールが始まります。この時、本機のUSBインジケーターが点灯しない場合は、本機がPCを認識
していません。17ページを参照し、再度本機とPCが正しく接続されているか確認してください。

3. 「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されたら、「次へ」ボタンを
押します。

4. 「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」が表示されたら、「デバイスに
最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

5. 「ドライバファイルの特定」画面が表示されたら、「場所を指定」のみにチェックを
入れ、「次へ」ボタンを押します。

6. 本機に付属のCD-ROMをPCにセットします。

7. 「参照」ボタンを押し、本機に付属のCD-ROMのDriverフォルダを指定し、「次
へ」ボタンを押します。

8. 「このデバイスのドライバが見つかりました。」とメッセージが表示されたら、「次
へ」ボタンを押し、インストールを開始します。

9. 正常にドライバがインストールされると、「このデバイスに対するソフトウェアのイ
ンストールが終了しました。」とメッセージが表示されます。「完了」ボタンを押し
ます。
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パソコンの設定

ドライバのインストール ＜Windows Meの場合＞

1. PCの電源を入れ、Windowsが起動していることを確認します。

2. SE-U55XのUSBケーブルを接続します。
USBインジケーターが点灯します。PCがSE-U55Xを認識し、自動的に必要なドライバのインス
トールが始まります。この時、本機のUSBインジケーターが点灯しない場合は、本機がPCを認識
していません。17ページを参照し、再度本機とPCが正しく接続されているか確認してください。

3. 「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示されたら、「ドライバの
場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

4. ドライバの検索画面が表示されたら、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索す
る（推奨）」を選択し、「検索場所の指定」のみに、チェックを入れてください。

5. 本機に付属のCD-ROMをPCにセットします。

6. 「参照」ボタンを押し、本機に付属のCD-ROMのDriverフォルダを指定し、「次
へ」ボタンを押します。

7. 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」とメッ
セージが表示されたら、「次へ」ボタンを押し、インストールを開始します。

8. 正常にドライバがインストールされると、「新しいハードウェアのインストールが完
了しました。」とメッセージが表示されます。「完了」ボタンを押します。

9. 環境によっては、USBオーディオデバイスのインストールが必要になる場合があり
ます。USBオーディオデバイスがインストールされていない場合は、つづいて「新
しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。表示されない場合は、以降の
インストール作業は必要ありません。

10. 「適切なドライバを自動的に検索する（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※環境によって、Windows MeのインストールCDが必要になる場合があります。その場合は、
Windows MeのインストールCDをPCにセットし、適切なドライバを検索してください。

11. 正常にドライバがインストールされると、「新しいハードウェアのインストールが完
了しました。」とメッセージが表示されます。「完了」ボタンを押します。
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パソコンの設定

ドライバのインストール ＜Windows 98SEの場合＞

1. PCの電源を入れ、Windowsが起動していることを確認します。

2. SE-U55XのUSBケーブルを接続します。
USBインジケーターが点灯します。PCがSE-U55Xを認識し、自動的に必要なドライバのインス
トールが始まります。この時、本機のUSBインジケーターが点灯しない場合は、本機がPCを認識
していません。17ページを参照し、再度本機とPCが正しく接続されているか確認してください。

3. 新しいハードウェアの検出ウィザードで「次の新しいドライバを検索しています：
USB 互換デバイス」が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。

4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」ボタ
ンを押します。

5. 本機に付属のCD-ROMをPCにセットします。

6. インストール画面の指示に従ってインストールを進めてください。ドライバは
「USB互換デバイス」、「USBオーディオデバイス」の順で読み込まれます。

• ドライバの検索場所を要求されたら、「検索場所の指定」のみにチェックを入れ、「参照」
ボタンでCD-ROMのDriverフォルダを指定し、「次へ」ボタンを押します。

• 環境によっては、USB ヒューマン インターフェイス デバイスのインストールが必要になる
場合があります。USB ヒューマン インターフェイス デバイスがインストールされていない
場合は、つづいて「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。表示されない
場合は、以降のインストール作業は必要ありません。

• 環境によっては、USB オーディオ デバイスのインストールが必要になる場合があります。
USB オーディオ デバイスがインストールされていない場合は、つづいて「新しいハードウェ
アの追加ウィザード」が表示されます。表示されない場合は、以降のインストール作業は必
要ありません。

• 環境によって、Windows 98SEのインストールCDが必要になる場合があります。その場合
は、Windows 98SEのインストールCDをPCにセットし、適切なドライバを検索してくだ
さい。

7. 正常にドライバがインストールされると、「USB オーディオ デバイス　新しいハー
ドウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」とメッセージ
が表示されます。「完了」ボタンを押します。
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パソコンの設定

ドライバのインストールを確認する

1. システムのプロパティからデバイスマネージャを開きます。

＜Windows XPの場合＞
1.「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。

2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。

3.コントロールパネルの「システム」をクリックします。

4.「システムのプロパティ」ウィンドウで、「ハードウェア」タブを選択します。

5.「デバイスマネージャ」ボタンを押します。

＜Windows 2000の場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開きます。

2. 「ハードウェア」タブを選択します。

3. 「デバイスマネージャ」ボタンを押します。

＜Windows Meの場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開きます。

2. 「デバイスマネージャ」タブを選択します。

＜Windows 98SEの場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択します。

2. 「システム」を開きます。

3. 「デバイスマネージャ」タブを選択します。

2. 以下のデバイス名があることを確認します。

「USB（ユニバーサルシリアルバス）コン
トローラ」の「+」をクリックする

• SEU55X Device

• USB複合デバイス（USB互換デバイ
ス）（USB Compatible Device）

• 汎用USBハブ

「サウンド、ビデオ、およびゲームのコン
トローラ」の「+」をクリックする

• USBオーディオデバイス（USB Audio
Device）

※ 画面は、PCの設定や状況によって順番等が
異なる場合があります。
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パソコンの設定

オーディオデバイスを確認する

1. オーディオデバイスを確認するパネルを開きます。

＜Windows XPの場合＞
1. 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。

2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。

3.コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。

4.「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウを開きます。

＜Windows 2000の場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「サウンドとマルチメディア」を開きま
す。

＜Windows Meの場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「サウンドとマルチメディア」を開きま
す。

＜Windows 98SEの場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択します。

2.「マルチメディア」を開きます。

2. 「オーディオ」タブを選択します。

3. 「音の再生」と、「録音」の「既定のデ
バイス」が「USB Audio Device SE-
U55X」になっていることを確認しま
す。異なる場合は変更してください。
OSによって、
「音の再生」は「再生」、
「既定のデバイス」は「優先するデバイス」、
「USB Audio Device SE-U55X」は
「USBオーディオデバイス」
となっています。

4. 「OK」ボタンを押します。

確認したら、「OK」を押して閉じる
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1. 「マルチメディアのプロパティ」画面（もしくは「DVD/CD-ROMドライブのプロ
パティ画面」）を開きます。

＜Windows XPの場合＞
1.「スタート」→「コントロールパネル」を
選択します。

2.「パフォーマンスとメンテナンス」をク
リックします。

3.コントロールパネルの「システム」をク
リックします。

4. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、
「ハードウェア」タブを選択します。

5. 「デバイスマネージャ」ボタンを押します。

6.音楽CDを再生するCD-ROMドライブをダ
ブルクリックし、「プロパティ」タブを選
択します。

＜Windows 2000の場合＞
1.「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開きます。

2.「ハードウェア」タブを選択します。

3.「デバイスマネージャ」ボタンを押します。

4.音楽CDを再生するCD-ROMドライブをダブルクリックし、「プロパティ」タブを選択します。

＜Windows Meの場合＞
1.「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開きます。

2. 「デバイスマネージャ」タブを選択します。

3.音楽CDを再生するCD-ROMドライブをダブルクリックし、「プロパティ」タブを選択します。

＜Windows 98SEの場合＞
1.「スタート」→「設定」→「コントロール
パネル」を選択します。

2.「マルチメディア」を開きます。

3.「マルチメディアのプロパティ」ウィンド
ウで「音楽CD」タブを選択します。

2. 「このCD-ROMデバイスで･･･」に
チェックマークを入れます。

3. 「OK」ボタンを押します。

パソコンの設定

音楽CDを再生するための設定をする

右クリック

チェックマークを入れる
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パソコンの設定

ボリュームコントロールの設定

1. ボリュームコントロールを開きます。
お使いのPC環境によっては、ミキサーコントロール等の名前の場合もあります。

＜Windows XPの場合＞
1. 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。

2.「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。

3.コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。

4.「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウで、「オーディオ」タブを選択します。

5.「音の再生」の「音量」ボタンを押します。

＜Windows 2000の場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「サウンドとマルチメディア」を開きます。

2.「オーディオ」タブを選択します。

3.「音の再生」の「音量」ボタンを押します。

＜Windows Meの場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「サウンドとマルチメディア」を開きます。

2.「オーディオ」タブを選択します。

3.「再生」の「音量」ボタンを押します。

＜Windows 98SEの場合＞
1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択します。

2.「マルチメディア」を開きます。

3.「マルチメディアのプロパティ」ウィンドウで「オーディオ」タブを選択します。

4.「再生」のスピーカーアイコンを押します。



27

1

2

3

2. 調整します。
1 バランス
左右の出力バランスを変更します。

2 音量スライダー
再生ボリュームをすべてMAX（上へ
スライド）にしてください。

3 ミュート
再生の音声を消すときはチェックボッ
クスにチェックをつけます。

• ボリュームコントロールは、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エ
ンターテイメント」→「ボリュームコントロール」でも開くことができます。

• 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウで、「音量」タブの「タスクバー
に音量アイコンを配置する」にチェックを入れると、ボリュームコントロールがタスクバーに
表示されるようになります。
Windows 2000/Meの場合は、「コントロールパネル」→「サウンドとマルチメディア」を
開き、「サウンド」タブで「タスクバーにボリュームコントロールを表示する」にチェックを
入れると、タスクバーに表示されるようになります。

本製品ではマスターボリュームは無効になります。音量は各音声ごとに調整するか、プレーヤー
ソフトにて調節してください。

マスターボリューム 音声の種類

パソコンの設定
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1. SE-U55XとパソコンをUSBケーブルで接続します。
USBインジケーターが点灯していることを確認します。

2. SE-U55XのINPUTスイッチを
「LINE」または「MIC」にします。

よりよい音でお楽しみいただくにはINPUT LEVELつまみを
左一杯に回し、オフにしておくことをお勧めします。

3. キャリオンミュージックやWindowsに付属のMedia Playerで再生します。

• SE-U55Xに入力された音声は、SE-U55XのANALOG LINE OUTから出力されます。サウンド
機能を実装済みで直接パソコン本体にスピーカーが接続されているような場合、SE-U55Xに入力
された音声をそのスピーカーでモニターすることはできません。

• USBケーブル以外の接続をするときは、接続する機器の電源を切ってから行ってください。

Windowsに付属のプレーヤーについて

再生のしかた

･
ウィンドウズ メディア プレーヤー

Windows Media Player

CD、MP3、WAV、WMAなどを再生（ま
たは録音）することができます。

詳しくは、Windows付属のドキュメントま
たはヘルプを参照ください。

･ CDプレーヤー

CDを再生することができます。

詳しくは、Windows付属のドキュメントま
たはヘルプを参照ください。

パソコンに保存されている音楽ファイルを再生する

UP

 DIGITAL 

MIC
LINE

1

2

INPUT

USB UP

DC IN 7.5V

ANALOG

L

R

L

R

LINE OUT

LINE IN

+

–

L

R

：信号の流れ
オンキヨー製
アンプ内蔵スピーカー
GXシリーズなど

オーディオ用
ピンコード

後面

ANALOG
LINE OUT
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CarryOn Music（キャリオン・ミュージック）について

再生のしかた

･ 音楽ファイルの作成・管理を手軽に行
える統合デジタルAVソフト
簡単操作で、音楽CDから、話題のMP3
ファイルがダイレクトに作成できるだけでな
く、WAV・WMAへのエンコードにも対
応。高速・高音質のMP3圧縮エンジンの搭
載により、通常の録音時間より短い時間で変
換できます。

･ 録音した曲は、ミュージックライブラ
リ機能で一括管理。以前から持ってい
た音楽ファイルも、これからはスマー
トに管理
プレイリスト機能を使えば、好みの曲順で聞
けるだけでなく、アーティスト別・アルバム
別などに登録して、その日の気分で聞き分け
ることも可能です。

･ 日本語CDDB（CDDB2、CD情報デー
タベース）にも対応
インターネットにアクセスできる環境があれ
ば、音楽CDのタイトル情報を検索・取得で
きます。もちろん、入力は日本語でも英語で
も可能です。

MP3（MPEG Audio Layer3）ファイルとは?
音楽ファイルの圧縮フォーマットのひとつ。
Windowsの代表的な音楽ファイル形式WAVEなどと比較すると、ファイル容量が1/10
程度に圧縮され、音質もほとんど劣化しないのが特長といわれています。

WAVファイルとは?
Windowsで標準的な音楽ファイルの形式。WAVEファイルと同じ。
音声データをサンプリングして、パソコン用のデータとして保存したファイルのことです。

WMA（Windows Media Audio）ファイルとは?
Microsoft社が開発した音楽ファイルの圧縮フォーマットのひとつ。
音楽CDに迫る音質と、デジタル著作権を主張できることが特長になっています。

「CarryOn Music取扱説明書」をご覧ください。
また、CarryOn Musicの最新情報についてはこちらをご覧ください。
（http://www.wavio.net/）（2002年4月現在）



30

OPTICAL

COAX

DIGITAL OUT

USB UP

DIGITAL IN

1

2

DC IN 7.5V

ANALOG

L

R

L

R

LINE OUT

LINE IN

+

–

L

R

マイクやライン入力のアナログ音声をパソコンに録音する

録音のしかた

オーディオ機器の
アナログ出力

オーディオ用
ピンコード

マイク

：信号の流れ

PC

ANALOG LINE INへ

1. アナログ再生させる機器を図のようにSE-U55X本体に接続します。
USBインジケーターが点灯しているかご確認ください。

レコードプレーヤーを接続する場合は、フォノイコライザーを通して接続するか、フォノイコラ
イザー内蔵のレコードプレーヤーをお使いください。

2. SE-U55X本体のINPUTスイッチを録音するソースに合
わせ、「LINE」または「MIC」に切り替えます。

3. 本機に付属の「CarryOn Music」を起動し、 LINEパネルを選択します。

UP

 DIGITAL 

MIC
LINE

1

2

INPUT

LINEを
クリック

正面のMIC
端子へ

※あなたが録音したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
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録音中にINPUTスイッチのデジタル/アナログを切り替えないください。

CarryOn Music以外のサウンド編集ソフトで録音作業をする場合は、ソフトによってはUSBによる
音声入出力をサポートしていない場合があります。あらかじめご利用されるサウンド編集ソフトの開
発元に確認してください。

6. 録音ボタンをクリックすると録音が開始されます。同時に録音したい音源の再生を
行ってください。

7. 停止ボタンをクリックすると録音が終了します。

録音のしかた

4. パネル左下の「SETTING 」をク
リックし、ライン入力録音タブを選択
します。
保存ファイルの項目で、録音したいファイル
形式（MP3またはWAVE）、サンプリング
レート（44100Hz）、16bit、ステレオに
設定します。

より良い音声で楽しんでいただくために、録
音にご利用されているお手持ちのソフトウェ
アでもサンプリングレートを44.1kHz、
16bitステレオに設定されることをお勧めし
ます。

5. 試しに録音するソースを再生し、レベル
モニタ画面を見ながらINPUT LEVELつ
まみで録音レベルを調節します。

CarryOn Musicの使い方については、「CarryOn Music取扱説明書」
をご覧ください。

録音ボタン停止ボタン

INPUT LEVEL

MIN MAX
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OPTICAL

COAX

DIGITAL OUT

USB UP

DIGITAL IN

1

2

DC IN 7.5V

ANALOG

L

R

L

R

LINE OUT

LINE IN

+

–

録音のしかた

CDやMDのデジタル音声をパソコンに録音する

CDプレーヤーなど
のデジタル出力

：信号の流れ

DIGITAL
INへ

光ケーブル

PC

1. デジタル再生させる機器を図のようにSE-U55X本体に接続します。

2. SE-U55X本体のINPUTスイッチを、DIGITAL1
または、DIGITAL2に切り替えます。
デジタル再生させる機器を接続した方を選びます。

4. 本機に付属の「CarryOn Music」を起動し、 LINEパネルを選択します。

UP

 DIGITAL 

MIC
LINE

1

2

INPUT

LINEを
クリック
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録音のしかた

5. パネル左下の「SETTING 」をク
リックし、ライン入力録音タブを選択
します。
保存ファイルの項目で、録音したいファイル
形式（MP3またはWAVE）、サンプリング
レート（44100Hz）、16bit、ステレオに
設定します。

6. 録音ボタンをクリックすると録音が開始されます。同時に録音したい音源の再生を
行ってください。

7. 停止ボタンをクリックすると録音が終了します。

• 著作権保護された音声信号はデジタル入力からは入力されません。アナログ入力でご利用ください。

• INPUTスイッチがDIGITAL 1または2の場合、PCからの音声は出力されません。

CarryOn Music以外のソフトウェアで録音するときのご注意
• サウンド編集ソフトによっては、USBによる音声入出力をサポートしていない場合があります。
あらかじめご利用されるサウンド編集ソフトの開発元に確認してください。

• SE-U55Xでデジタル信号を録音する場合、DIGITAL INに入力されるデジタル信号のサンプリング
周波数/ビット数/チャンネル数（モノラル/ステレオ）と、録音ソフトの設定を同じにする必要があ
ります。CDやMDから録音するときは、一般に44.1kHz、16bit、ステレオに設定してください。
CarryOn Musicでは、（SE-U55Xを通じてこれらの情報を入手して）自動的に設定されます。

録音ボタン停止ボタン

CarryOn Musicの使い方については、「CarryOn Music取扱説明書」
をご覧ください。
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OPTICAL

COAX

DIGITAL OUT

USB UP

DIGITAL IN

1

2

DC IN 7.5V

ANALOG

L

R

L

R

LINE OUT

LINE IN

+

–

録音のしかた

パソコンからMDやDATへデジタル音声を録音する

1. 接続するデジタル機器を図のようにSE-U55X本体に接続します。

2. INPUTスイッチを「LINE」に切り替えます。

MDレコーダー、
DATデッキなどの
デジタル入力

：信号の流れ

PC

同軸ケーブル

DIGITAL OUTへ

光ケーブル

3. 本機に付属の「CarryOn Music」でPCの中の目的の音声を再生し、ご利用のデジタ
ル入力ができる録音機器で録音してください。

（再生の方法は「CarryOn Music取扱説明書」をご覧ください。）

• INPUTスイッチが「DIGITAL1」、または「DIGITAL2」に設定されているとデジタルアウトか
らは「DIGITAL1、DIGITAL2」への入力信号がモニター出力されます。PCのアプリケーション
ソフトウェアからの音声をデジタル出力する場合には「LINE IN」を選択してください。

• LINEやMICから入力されたアナログ音声はリアルタイムでそのままデジタル端子からは出力され
ません。この場合、一旦WAVEファイルなどに保存してから出力を行ってください。

• コピーガードシステムにより録音できない場合もあります。36、37ページをご覧ください。

CarryOn Musicの使い方については、「CarryOn Music取扱説明書」
をご覧ください。

UP

 DIGITAL 

MIC
LINE

1

2

INPUT
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PDFファイルを見るには
ホームページに掲載している取扱説明書などのファイルは、PDF形式です。PDF形式のファイルを
読むにはAcrobat Readerがインストールされている必要があります。
インストールされていない場合は、まず下記の「Acrobat Readerのインストール」にしたがって操
作を進めてください。

Acrobat Reader のインストール

1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ
にセットします。

2. CD-ROMを開きます。

3.
アドビ

次に「Adobe」フォルダを開きます。

4. フォルダ内にある「ar505jpn.exe」
をダブルクリックします。
ファイルの抽出が始まります。

5. あとは画面の指示にしたがってくださ
い。次の画面へ行くには「次へ」をク
リックします。

Acrobat Readerの基本操作

メニューバーとツールバー
起動すると、画面の上部に図のような画面が表示されます。

その他
メニューバーの中から「ヘルプ」を選び、「Readerオンラインガイド」を選択します。
操作方法を詳しくお知りになりたい場合は、このオンラインガイドをご利用ください。

ページを拡大表示します

先頭ページを開きます

前のページに戻ります 次のページへ進みます

最後のページを開きます



36

コピーガードシステムについて
本機のデジタル入力はコピーガードシステムによって保護されております。
このシステムはデジタル信号をデジタル信号のまま録音することが可能ですが、後述の制限事項がご
ざいます。
また、この制限事項は著作権の保護を目的としており、著作権を侵害するような動作を制限するため
に設けられております。ここではMDを例に説明しています。

• 本機のデジタル出力からMDやDATなどにデジタル録音した信号は、デジタル信号のまま他のメ
ディアに録音することはできません。

1. 本機に記録されている音声データを一旦アナログ信号として録音したMDからデジタル信号とし
てMDレコーダーに入力することは可能です。

2. 本機からデジタル信号のまま録音されたMDの音声データは、MDプレーヤーへデジタル信号のま
ま入力することはできません。入力する場合はアナログ信号として入力してください。

ミニディスク

デジタル入力録音
アナログ入力録音

MDレコーダー MDプレーヤー MDレコーダーSE-U55X

アナログ入力録音

：可能
：不可

ミニディスク

デジタル入力録音
アナログ入力録音

MDレコーダー MDプレーヤー MDレコーダーSE-U55X

デジタル入力録音
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コピーガードシステムについて

• CDやMD、DATなどデジタル信号で音声データを記録しているメディアから本機のデジタル入
力端子に直接デジタル信号を入力することができます。
ただし、一度デジタル信号からデジタル信号のまま録音された音声データを本機に入力した場
合、録音はできません。

1. CDから直接デジタル信号で入力された音声データは、本機へデジタル入力することができ、録
音・モニター出力も可能です。

CDプレーヤー
SE-U55X

デジタル入力録音

：可能
：不可

2. CDからデジタル信号のまま録音されたMDの音声データは、本機へデジタル信号のまま録音する
ことはできません。録音する場合はアナログ信号として入力してください。

CDプレーヤー MDレコーダー

デジタル入力録音

ミニディスク

MDプレーヤー SE-U55X

デジタル入力録音
アナログ入力録音

3. CDに記録されている音声データを一旦アナログ信号として録音したMDからデジタル信号として
本機に入力することは可能です。

CDプレーヤー MDレコーダー

アナログ入力録音

ミニディスク

MDプレーヤー SE-U55X

デジタル入力録音
アナログ入力録音
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症状

機器を認識しない。

INPUTスイッチを切り替
えた時にパソコンが不安
定になる。

音声が出ない。

PC内蔵スピーカーから音
声が出ない。

ヘッドホンが聞こえない。

左右の音量バランスがか
たよっている。

故障かな?と思ったら
原因

• 接続が不完全。

• 接続しているUSBハブに問
題がある。

• デバイスの一部を認識しな
い。

• 音声出力を行ったまま切り
替えを行った。

• ミュートされている。

• 出力レベルが小さい。

• 他の音声出力デバイスが使
用されている。

• 外部アンプまたはスピーカー
に問題がある。

• USBオーディオデバイスが
優先されている。

• ヘッドホンボリュームが下
がっている。

• バランスが中央に設定され
ていない。

• 外部アンプまたはスピーカー
に問題がある。

処置

• 取扱説明書の「接続する」を参照して、USBケーブル
を通じて機器をパソコンに確実に接続してください。

• USBハブを経由して接続している場合は、USBハブが
動作しているかどうかをUSBハブの取扱説明書にした
がって確認してください。

• USBケーブルを抜き、10秒ほど待って再接続してみ
てください。システムが不安定になっている場合は再
起動を試してください。

• OSの仕様上、音声出力を行ったまま切り替えを行うと、
OSが不安定になる可能性があります。INPUTスイッチ
を切り替える時は、音声出力を停止してください。

• ボリュームコントロールを開き、ミュートのチェック
を外します。（�27ページ）

• ボリュームコントロールを開き、ボリュームをすべて
最大値に設定します。（�27ページ）

• コントロールパネルから「サウンドとオーディオデバ
イスのプロパティ」を開き、音の再生で「既定のデバ
イス（もしくは「優先するデバイス」）」として
「USB Audio Device SE-U55X（もしくは「USB
オーディオデバイス」）」を選択してください。

• LINE OUT端子から外部アンプやスピーカーに確実に
接続されているかどうか確認してください。外部機器
に問題がない場合はケーブルをご確認ください。

• USBオーディオデバイスが優先されているため、内蔵
スピーカーからは音声が出力されません。内蔵スピー
カーから一時的に音声を出力させるためには、本機か
らUSBケーブルを抜いてください。内蔵スピーカーの
ご使用後はUSBケーブルを再度接続してください。

• ヘッドホンレベル調整つまみで音量を調整できます。
最適な音量になるようつまみを調整してください。そ
れでも聞こえない場合、「音声が出ない」の項を参照
してください。

• ボリュームコントロールを開き、バランスを調整してく
ださい。（�27ページ）

• 接続している外部アンプやスピーカーのバランスを確
認してください。
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故障かな?と思ったら

症状

CD-ROMドライブからの
音声が出力されない。

ゲームのBGMが出力され
ない。

マイク音声が入力できな
い。

ライン音声が入力できな
い。

デジタル出力が外部機器
に入力されない。

パソコンの音声がデジタ
ル出力されない。

原因

• CD-ROMドライブがデジタル
音声出力に対応していない。

• BGMにCD出力が使用され
ている。

• マイクの接続が不完全。

• マイクの適合性に問題があ
る。

• 入力レベルが下がっている。

• INPUTスイッチがMICに
なっていない。

• ライン入力の接続が不完全。

• 外部機器から音声が出力さ
れていない。

• ライン入力ボリュームが小
さい。

• レコードプレーヤーを直接
接続している。

• INPUTスイッチの設定を間
違っている。

• 外部機器のサンプリング周
波数が適合していない。

• 外部機器との接続に問題が
ある。

• INPUTスイッチの設定違い。

処置

• システムがCD-ROMドライブからのデジタル音声スト
リームに対応していない場合、USB経由ではCD-
ROMドライブから出力された音声は出力されませ
ん。このような場合は、CD-ROMドライブの音声出力
（ヘッドホン出力等）をライン入力に接続し、音量を適
当な値に調節してください。

• 「CD-ROMドライブからの音声が出力されない」の項
目を参照してください。

• マイクを確実に接続してください。

• ミニプラグのマイクをご使用ください。

• INPUT LEVELつまみで入力レベルを調整してくだ
さい。

• INPUTスイッチをMICに合わせてください。

• 外部からライン入力（ANALOG LINE IN）に確実に
接続してください。外部機器に問題がない場合はケー
ブルをご確認ください。

• 外部機器から音声が出力されているかどうか確認して
ください。

• INPUT LEVELつまみを適切な位置に調整してくだ
さい。

• レコードプレーヤーを本機に直接接続することはで
きません。お手持ちのレコードプレーヤーおよび
カートリッジに合わせたイコライザーアンプを通し
て接続してください。

• INPUTスイッチをLINEに設定してください。DIGI-
TAL1/2では、LINE OUT、PHONESには出力され
ますが録音できません。

• デジタル出力のサンプリング周波数は44.1kHzです。
お手持ちの機器の取扱説明書を参照して、出力サンプリ
ング周波数に対応しているかどうかお確かめください。

• 外部機器と確実に接続されているかどうかお確かめく
ださい。外部機器に問題がない場合はケーブルをお確
かめください。

• INPUTスイッチをLINEに設定してください。「デジタ
ル出力が外部機器に入力されない」の項を参照してくだ
さい。
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症状

録音できない。

デジタル入力信号が録音
できない。

音が途切れる。

雑音が多い。

処置

• コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイ
スの プロパティ」を開き「録音」の「既定のデバイ
ス」から「USBオーディオデバイス」を選択してくだ
さい。それでも録音できない時は「既定のデバイスの
みを使用する」のチェックボックスにチェックを入れ
てください。

• INPUTスイッチをDIGITAL 1/DIGITAL 2に設定し
てください

• 本機のデジタル入力はコピーガードシステムにより保
護されているため、コピー不可に設定されているデジ
タル信号は録音できません。（�36、37ページ）

• 外部機器と確実に接続されているかどうかお確かめく
ださい。外部機器に問題がない場合は、ケーブルをお
確かめください。

• 特に録音をされる場合には、CPUに負担のかかる作業
は控えてください。

• 音声の再生･録音中に他のUSB機器を抜き差しする
と、音声が途切れることがあります。

• CPUが推奨スペックを満たしていない場合は、期待し
た性能を発揮できない場合があります。また、CPUが
推奨スペックを満たしている場合でもCPUが非常に高
負荷の状態である場合には音が途切れることがありま
す。この場合は、他のアプリケーションをすべて終了
させてください｡また、録音の際のエンコード速度や
フォーマットを変えて試してみてください。

• DVDプレーヤーソフト側でハードウェア再生支援機
能を有効にしてください。

• テレビなどから十分に離して置いてください。

• マイクから雑音を拾うことがありますので、マイクを
使用しないときは、INPUTスイッチをMIC以外に設定
してください。

• 本書16、17ページを参照して確実に接続してくださ
い｡

原因

• 他の音声入力デバイスが使
用されている。

• INPUTスイッチの設定違い。

• 入力信号がコピーガードさ
れている。

• 外部機器との接続に問題が
ある。

• 音声出力、入力中に負荷の
かかる作業を行っている。

• 音声出力、入力中に他の
USB機器を抜き差しした。

• CPUの処理が再生や録音に
追いついていない｡

• DVD再生時、グラフィック
カードのハードウェア再生支
援機能を持っているPCで、
機能が動作していない。

• テレビなど強い磁気を帯びた
ものの近くに置いている。

• マイクから雑音が入力され
ている。

• 各入出力端子の接続が不完
全。

製品の故障により、正常に録音ができなかったことによって生じた損害（CDのレンタル料等）につ
いては保証対象になりませんので、大事な録音をされるときには、あらかじめ正しく録音できること
を確認の上、録音を行ってください。

故障かな?と思ったら
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形式： USBデジタルオーディオプロセッサー

接続方式： USB（Universal Serial Bus 1.1）

サンプリング周波数
デジタル入力： 32/44.1/48kHz 対応

デジタル出力： 44.1kHz/48kHz

周波数特性： 0.3Hz～20kHz（＋0/－0.5dB、ライン出力）

SN比： 110dB（A-フィルタ、ライン出力）

ライン出力レベル： 2.0Vrms

ライン入力レベル： 250mVrms

マイク入力感度： 5.0mVrms

電源： USB供給

消費電流： 400mA

外形寸法（幅×高さ×奥行）： 50×216×166mm

質量： 0.6kg

主な仕様

※ 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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修理について
■ 保証書
この製品には保証書を別途添付していますので、
お買い上げの際にお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただ
き、大切に保管してください。保証期間はお買い
上げ日より1年間です。

■ 調子が悪いときは
意外なミスが故障と思われています。
この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、
お調べください。本機以外の原因も考えられま
す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調
べください。それでもなお異常のあるときは、修
理をご依頼ください。

■ 保証期間中の修理は
万一、故障や異常が生じたときは商品と保証書をご
持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、当
社サービスステーションにご依頼ください。
詳細は保証書をご覧ください。

SE-U55Xのお客様登録用シリアルNoは、本体背面に記載されています。

■ 修理を依頼されるときは
「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名
（SE-U55X）」「故障または異常の内容」をで
きるだけ詳しく、お買い上げ店または当社サービ
スステーションまでご連絡ください。

■ 保証期間経過後の修理は
お買い上げ店または当社サービスステーションにご
相談ください。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
当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後
最低8年間保有しています。この期間は経済産業
省の指導によるものです。性能部品とはその製品
の機能を維持するために必要な部品です。保有期
間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場
合がありますので、お買い上げ店または当社サー
ビスステーションにご相談ください。
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修理のご依頼は取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認のうえご依頼ください。転居修  理  窓  口 されたり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼くださ
い。万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページへ→http://www.onkyo.co.jp

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ→http://www.e-onkyo.com

お 客 様
ご相談窓口

カスタマーセンター　受付　9:30～17:30　（土日祝、弊社休日除く）
■カタログのご請求、製品についてのご相談
＊e-mail：ホームシアター/オーディオ製品→customer@onkyo.co.jp

マルチメディア製品 →mmcadmin@onkyo.co.jp
＊TEL：ナビダイヤル0570-01-8111（全国どこからでも市内料金で通話いただけます）

または072-831-8111（携帯電話、PHSから）へどうぞ。
＊FAX：072-831-8124　〒572-8540　大阪府寝屋川市日新町2-1

北海道地区
札幌サービスステーション
TEL 011-747-6612　FAX 011-747-6619
〒001-0028 札幌市北区北28条西5-1-28　

トーシン北28条ビル

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島地区
仙台サービスステーション
TEL 022-297-0571　FAX 022-257-7330
〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-5　

第二丸昌ビル 1Ｆ

茨城・栃木地区
宇都宮サービスステーション
TEL 028-634-4307　FAX 028-634-4308
〒320-0831 栃木県宇都宮市新町2-7-7

群馬・埼玉・新潟地区
大宮サービスステーション
TEL 048-651-8612　FAX 048-651-9137
 〒330-0034 埼玉県さいたま市土呂町2-29-2

高安ビル 1Ｆ

千葉・東京（23区）地区
東京サービスセンター
TEL 03-3861-8121　FAX 03-3861-8124
〒111-0054 東京都台東区鳥越1-2-3　

ハマスエビル

東京（23区を除く）・山梨・長野地区
八王子サービスステーション
TEL 0426-32-8030　FAX 0426-36-9312
〒192-0914　東京都八王子市片倉町358番地

神奈川地区
横浜サービスステーション
TEL 045-322-9342　FAX 045-312-6603
〒220-0072　 横浜市西区浅間町1-13　

共益ビル5Ｆ

岐阜・静岡・愛知・三重地区
名古屋サービスステーション
TEL 052-772-1229　FAX 052-772-1331
〒465-0013　 名古屋市名東区社口1丁目1001番

富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区
大阪サービスセンター
TEL 06-6576-7620　FAX 06-6576-7604
〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目1番地49号

鳥取・島根・岡山・広島・山口（下関を除く）地区
広島サービスステーション
TEL 082-262-3315　FAX 082-262-6571
〒732-0057 広島市東区二葉の里2-8-28

徳島・香川・愛媛・高知地区
高松サービスステーション
TEL 087-868-5662　FAX 087-868-5672
〒760-0079 高松市松縄町44-8　西原ビル1F

山口（下関）・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区
福岡サービスステーション
TEL 092-418-1357　FAX 092-418-1358
〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-8-19　

みなみビル202

オンキヨーサービス認定店

静岡サービス認定店
TEL 0543-46-6502　FAX 0543-46-6502
〒424-0063 静岡県清水市能島171-15

北陸サービス認定店

TEL 0776-27-1868　FAX 0776-27-1768
〒910-0001 福井県福井市大願寺3-5-9

岡山サービス認定店

TEL 086-274-5840　FAX 086-274-5840
〒703-8271 岡山県岡山市円山13

熊本サービス認定店
TEL 096-364-1475　FAX 096-364-1475
〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿7-15-18

沖縄サービス認定店

TEL 098-876-9195　FAX 098-876-9195
〒901-2104 沖縄県浦添市当山558番地の8

キャッスルサイド浦添102号

2001年12月現在 Ì

お客様相談窓口、修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。

オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内
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製品の故障や修理についてのお問い合わせ先：�
お買い上げの販売店もしくは、「オンキヨーご相談窓口･修理窓口のご案内」記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。�

●東京サービスセンター　　 03（3861）8121　●大阪サービスセンター　　 06（6576）7620

本社　大阪府寝屋川市日新町2-1　〒572-8540�
�

http://www.onkyo.co.jp/
http://www.wavio.net/

HOMEPAGE

ご購入された時にご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名 ： 　　　　　　　　　　

Tel.

メモ：


