
取扱説明書

COM-350RP
キャリオン ミュージック リモート

CarryOn Music REMOTE

COM-350
キャリオン ミュージック

CarryOn Music

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、オン
キヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに
大切に保管してください。　
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特長
� 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
キャリオン ミュージック

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。CarryOn Musicの
起動や、モードの切り換えでパソコンの電源オフ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。

� 操作性に優れたパネルデザイン

機能別に用意された3種類（DISK、CD、LINE）の操作パネルは、シンプルで美しい
デザインを採用、オーディオ機器のように直感的な操作ができるよう工夫されていま
す。また、DISK、CDパネルは4種類（Mini/Normal/Wide/SuperWide）、LINEパ
ネルは2種類（Normal/Wide）のサイズを用意していますので、目的に応じて使い分
けをすることができます。

再生、録音からCD-R/RWライティング機能※まで統合

多彩なフォーマット（WAVE、MP3（MP3Pro）、WMA、WMA9（ロスレス圧縮の
み）、OGG Vorbis、MIDI）のミュージックファイルを一括して、高度なライブラリ
機能で管理します。楽曲の再生、MP3やWMAへのエンコードはもちろん、外部機器
からの録音や、プレイリストからのCD-R/RWライティング機能まで、多彩な機能を
搭載しています。CD-DAフォーマットでもそのままのファイルフォーマットでも書き
込みが可能です。
※CD-R/RWライティング機能は別途対応ドライブが必要です（対応しているドライブについて
は、90、91ページ参照）。　

� レコードやカセットなど、外部機器からの音源をデジタル録音

レコードやカセットテープ、FM放送などの貴重なアナログ音源音声を簡単にパソコン
に録音して保存することができます。シンクロ録音、自動曲分割や自動録音終了な
ど、便利な機能を装備して、操作も簡単です。またフェードイン/フェードアウトやノ
イズ除去、ひずみを抑えるために低いレベルで録音したアナログ信号を適正なレベル
に引き上げるノーマライズなど、録音した後の編集機能も充実しています。

� 高速、高音質なエンコード、曲情報も簡単に取得
フラウンホーファー

再現性に定評のある高速・高音質MP3圧縮エンジン（Fraunhofer IIS)を採用。また、
日本語CDDB（CDDB2）※に対応していますので、CDパネルのINFOボタンから直接
インターネットに接続して、アルバム名やアーティスト名などタイトル情報が簡単に取
得でき、データベースに登録されます。
※別途インターネット環境が必要です。
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特長

� 付属のカスタマイズリモコンでパソコンでも快適操作

カスタマイズボタンにパソコンでお好みの操作を設定できます。

� OSD（オンスクリーン・ディスプレイ）機能

タイトル、アーティスト名などがパソコンモニターに表示されます。サイズや表示位
置を変えることもできます。

• WAVIO AV SYSTEM、CarryOn Master、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。CarryOn Musicは、(株)デジオンと共同開発されたソフトウエアです。

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

• Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。

• Intel®、Pentium®、Celeron®は、Intel Corporation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。

• CDDB®およびCDDB2®はGracenoteTMの商標です。

• Partial software replication technology by Prassi Europe SARL/EasySystems Japan Ltd.

 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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安全にお使いいただくために
ご使用の前に
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。

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。

■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。

■絶対にカバーは外さない、改造
しない

• リモコンセンサーのカバーは絶対に
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。

• リモコンセンサーを分解、改造しな
いでください。火災・感電の原因と
なります。

■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。

• 本製品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。

■中に水や異物が入ったら

万一、本製品の内部に水や異物が
入った場合は、USBケーブルを外し
て、販売店にご連絡ください。

分解禁止

絵表示の例

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。
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安全にお使いいただくために

■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

• リモコンセンサーをパソコンに接続
する場合は、本書およびパソコンに
添付の取扱説明書をよく読み、説明
に従って接続してください。また、
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。

• 移動させる場合は、USBケーブル
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。

■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、表示どおりに入れて
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

• 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。

■落としたり、破損した状態で使
用しない

万一、誤って本製品を落とした場合
や、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、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。
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パソコンの接続を始める前に

・リモコンRC-540P（1台）
・乾電池 単三形（2個）

箱の中身を確認する

COM-350RPには次のものが付属しています。お確かめください。

・CD-ROM（1枚）

・リモコンセンサーRM-U1
（1台）

・リモコンセンサー固定用
両面テープ（2枚）

・取扱説明書（本書）
（1冊）

COM-350には次のものが付属しています。お確かめください。

・リモコンRC-540P（1台）
・乾電池 単三形（2個）

・CD-ROM（1枚） ・取扱説明書（本書）
（1冊）

・オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内（1）
・保証書（1）

・オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内（1）
・保証書（1）
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パソコンの接続を始める前に

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
リモコンセンサ－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。

リモコン受光部

30゜
30゜

約5m

1 32

リモコン受光部

30゜
30゜ 約5m
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パソコンの接続を始める前に

必要なパソコンのシステム構成

Windows 2000*/Me/XP*が正常に動作するパソコンで下記の要件を満たすもの
*システム管理者（Administrator）でのみ、使用可能です。

• Intel® Celeron® 800 MHz以上または相当するCPU（Intel® Pentium® III 800 MHz以上推奨）

• 40 MB 以上のハードディスク空き容量（アプリケーションのインストールに必要）

• 128 MB 以上のRAM

• PC/AT互換のPCIバスまたはUSB接続のサウンド周辺機器

• CD-ROMドライブ
ソフトウェア、ドライバをインストールするために必要です。
CD-TEXTをご使用になる場合は、対応のドライブが必要になります。

• USB（1.1以上）ポート

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、当社ホームページにてご確認くださ
い。

本製品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。

著作権について

音楽（外国の楽曲を含む）は著作物として著作権法により保護されています。市販の音楽CDや放送
される音楽は、個人で楽しむ場合に限り複製（ミュージックファイルを作成）することができます
が、インターネットのホームページ等にMP3・WMA・WAVE・OGG Vorbisなどの音楽データを掲
載したり、作成した音楽データを私的範囲を超えて配布・配信する行為は著作権者（レコード業界を
含む）に無断で行うと著作権法に違反することとなりますので、十分にご注意ください。
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パソコンの接続を始める前に

ソフトウェア使用許諾契約について

本製品に含まれているソフトウェアを開封される前に必ずお読みください。
本製品に含まれているソフトウェアを開封されると、本契約の内容を承諾したことになります。本契約
の内容に同意できない場合は、ソフトウェアのセットアップ（インストール）を行わないでください。
使用許諾契約書
本使用許諾契約書（以下、本契約書）は、オンキヨー株式会社（以下、弊社）が提供するソフトウェ
アと、それに付属するマニュアルなどの印刷された資料に関する使用条件を定めるものです。
第1条　（定義）
1. 「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに提供されるソフトウェア（製品名「CarryOn Music」

ライセンス数1）、フォント、チュートリアルファイル、ヘルプファイルなどの使用方法を説明し
たデータなどデジタル情報の一部または全部を指します。なお、本ソフトウェアに含まれる第三者
の著作権に関しても、本契約書が適用されます。

2. 「関連資料」とは、本契約書とともに提供されるマニュアルなどの印刷された資料を指します。
3. 「お客様」とは、本契約とともに提供された本ソフトウェアを含む製品を購入し本契約書に同意い

ただいた個人または法人を指します。
第2条（使用条件）
1. お客様は、本ソフトウェアを1台のコンピュータにセットアップ（インストール）してご利用いただけ

ます。
2. お客様のうち特定のただ一人が使用するコンピュータが複数ある場合には、本ソフトウェアを同時に使

用しないという条件の下、特定の個人ただ一人が使用するコンピュータに限り複数セットアップするこ
とができます。

3. 本契約書は、本ソフトウェアの不具合修正などの目的で改訂したソフトウェアに対しても適用されるも
のとします。ただし、改訂されたソフトウェアと改訂前のソフトウェアは同一のコンピュータにセット
アップされている場合に限ります。

第3条（制限）
お客様は、下記の項目を行うことはできません。
1. 本契約書に定めのない、複数コンピュータへのセットアップ（インストール）または複製（コピー）。
2. 関連資料の複製（コピー）。
3. 本ソフトウェアに含まれるプログラムの改変またはカスタマイズ、リバースエンジニアリング。
4. 本ソフトウェアの第三者への再配布、再使用許諾。
5. 本ソフトウェア（複製物を含む）の貸与（レンタル）、疑似レンタル、中古品としての販売、譲渡。
6. 本ソフトウェアをネットワークコンピュータやサーバーから第三者が複製またはダウンロードできる状

態にしておくこと。
前項までの規定は、本ソフトウェアを改訂した製品をご購入した場合にも継続して適用されます。
第4条（保証範囲）
1. 弊社は、本ソフトウェアまたは関連製品に物理的な瑕疵がある場合、お客様がご購入後30日間に限

り、弊社の判断に基づき交換いたします。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、ま
たは、お客様のご購入後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありま
せん。

2. 弊社は、本ソフトウェアの機能がお客様の使用目的と適合することを保証するものではありません。弊
社は、本製品の物理的瑕疵について保証するものであり、本ソフトウェアまたは関連資料の使用または
使用不能から生ずる直接的または間接的被害については一切責任を負いません。

3. 弊社は、本ソフトウェアを使ってお客様が行ったいかなる行為についても、その責任を負いません。
第5条（期間）
1. 本契約は、本契約が成立した時点、すなわち本ソフトウェアをセットアップ（インストール）した時点

に始まり、お客様が本ソフトウェアの使用を停止するまで有効とします。お客様は、本ソフトウェアの
使用を停止した時点で、本ソフトウェアおよび関連資料の一切を破棄するものとします。

2. お客様が本契約書に違反した場合は、本契約を解除してお客様の本ソフトウェアの使用を停止させるこ
とができます。弊社が、本ソフトウェアの停止を通知した場合には、お客様は速やかに本ソフトウェア
および関連製品の一切をお客様の費用負担で弊社に返却するものとします。

第6条（一般条項）
本契約書に関して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
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接続とパソコンの設定

パソコンへリモコンセンサーRM-U1を接続する

COM-270RPなど、すでにリモコンセンサーをお持ちでドライバをインストールしている場合は、
17ページをご覧になり、デバイスマネージャをご確認ください。

1. パソコンの電源を入れ、Windowsが起動していることを確認します。

2. リモコンセンサーのUSBジャック（ ）をパソコンまたはパソコンに接続された
USB HUB（ハブ）へ接続します。

パソコンに直接接続するようにしてください。また、パソコン側にUSB端子が2つ以上あるとき
はどの端子に接続しても構いませんが、USBケーブルをつなぎ直したときに、再度デバイスドラ
イバを要求される場合があります。

端子の抜き差しをする場合には音量を小さくしてください。

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→13ページ

• Windows 2000→15ページ

• Windows Me→16ページ

4. リモコンセンサーをリモコン操作しや
すい場所に置きます。パソコンの上や
横などに付属の両面テープを使って固
定してください。

Aタイプ

＊ イラストは一例です。
USB端子の位置や個数はパソコンに
よって異なります。

USBケーブル

センサー部

リモコンセンサー固定用
両面テープ
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接続とパソコンの設定

ドライバのインストール ＜Windows XPの場合＞

12ページ、1～3の手順にしたがって、パソコンとリモコンセンサーを接続してください。下記手順
にしたがってインストールを進めてください。

1. 「新しいハードウェアの検出ウィザー
ドの開始」が表示されますので、本製
品に付属のCD-ROMをパソコンにセッ
トします。
パソコンがCD-ROMを認識し、自動的に次
に進みます。

※ 「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。

2. インストールが始まります。



14

接続とパソコンの設定

3. 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 ： COM-270
Device」とメッセージが表示されま
す。［完了］ボタンをクリックしま
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］ボタンをクリックします。

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。
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ドライバのインストール ＜Windows 2000の場合＞

12ページ、1～3の手順にしたがって、パソコンとリモコンセンサーを接続してください。下記手順
にしたがってインストールを進めてください。自動的に必要なドライバのインストールが始まらない
場合は、リモコンセンサーのUSB端子がパソコンに正しく接続されているか確認してください。

1. 「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
クリックします。

2. 「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］ボタンをクリックします。

3. 「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］ボタンをクリックします。

4. 本製品に付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

5. ［参照］ボタンをクリックし、本機に付属のCD-ROMのDriverフォルダを指定し、
［次へ］ボタンをクリックします。

6. 「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］ボタンをクリックし、インストールを開始します。

7. 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］ボタンをク
リックします。

接続とパソコンの設定
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ドライバのインストール ＜Windows Meの場合＞

12ページ、1～3の手順にしたがって、パソコンとリモコンセンサーを接続してください。下記手順
にしたがってインストールを進めてください。自動的に必要なドライバのインストールが始まらない
場合は、リモコンセンサーのUSB端子がパソコンに正しく接続されているか確認してください。

1. 「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］ボタンをクリッ
クします。

2. 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。

3. 本製品に付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

4. ［参照］ボタンをクリックし、本機に付属のCD-ROMのDriverフォルダを指定し、
［次へ］ボタンをクリックします。

5. 「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］ボタンをクリックし、インストールを開始します。

6. 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］ボタンをクリックします。

接続とパソコンの設定
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接続とパソコンの設定

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］ボタンをクリックします。

＜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］ボタンをクリックします。

＜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。

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

• COM-270 Device

音量やバランスの設定、オーディオデバイ
スの設定は、パソコンによって異なりま
す。お使いのパソコンの説明書をご覧くだ
さい。

※ 画面は、パソコン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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セットアップする
動作環境を確認したら、CarryOn Music REMOTEのセットアップをはじめましょう。

• 他のアプリケーションが起動しているときは、すべて終了させてください。

• リモコンセンサーをパソコンに接続していない場合、インストールができません。接続を確認し
てください。

• ここでは、Windows XPの画面で説明します。その他のOSでも操作手順は同じです。

• 以前に弊社製品をお買い上げになり、すでに他のバージョンのCarryOn Musicをご使用の場合は、
本セットアップを始める前にアンインストールしてください。（21ページ参照）

インストールする

1. 製品に付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
画面が現れるまで少しお待ちください。
画面が現れない場合は、CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

2. ［ソフトウェアのインストール］をク
リックします。

3. ［STEP2〈“CarryOn Music”をイ
ンストールする〉］をクリックしま
す。
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セットアップする

5. 「CarryOn Music用のInstallShield
Wizardへようこそ」の画面が表示され
ますので、［次へ］をクリックし、使
用許諾契約の内容を確認します。

4. ［インストールする］をクリックしま
す。

6. 使用許諾契約をお読みになった上で
［はい］をクリックしてください。

7. インストール先のフォルダを選択し、
［次へ］をクリックします。
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セットアップする

8. ランタイムモジュールのセットアップ
画面が表示されます。
WMAフ ァ イ ル を 使 用 し な い 場 合 は
［Windows Mediaのランタイム］のチェッ
クを、CarryOn MusicのCD-Rへのライ
ティング機能を使用しない場合は［CD-Rラ
イティングエンジンのランタイム］のチェッ
クを外してください。わからない場合はその
ままでかまいません。

［次へ］をクリックします。

9. 関連付けするファイル形式を選びます。
関連付けしておくと、ミュージックファイル
をダブルクリックするだけで、自動的に
CarryOn Musicが起動して、曲の再生が始
まるので便利です。

* ミュージックファイルの関連付けは、イ
ンストール後、Setting画面でもできま
す。（87ページ参照）

［次へ］をクリックします。

10. ショートカットの作成画面のメッセー
ジに従います。
ショートカットが不要な場合はチェックを
はずしてください。

［次へ］をクリックします。

関連付けるファイルタイプに
チェックマークを入れます。
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アンインストール（削除）するには

1. CarryOn Musicが起動していないことを確かめます。
起動しているときは、［ ］をクリックして終了させてください。

2. ［スタート］→［コントロールパネル］をクリックします。

3. ［プログラムの追加と削除］をクリックします。

4. ［CarryOn Music］をクリックします。

5. ［変更と削除］（もしくは「追加と削除」、「削除」などが表示されます）をクリッ
クします。

6. 確認のメッセージが出ますので、［OK］（もしくは「はい」）をクリックします。

7. ［完了］（もしくは「OK」）をクリックします。

セットアップする

12. 再起動後、セットアップが正しく行わ
れたことを確認します。
正しくセットアップが行われていると、パ
ソコン画面の右下のタスクバーに、
CarryOn Launcherが表示されます。
リモコンの操作をするたびに、このマーク
が赤色に点灯動作します。

11. セットアップの完了画面が表示されま
す。

［完了］をクリックします。

「はい、今すぐコンピュータを再起動しま
す。」を選んだ場合は、手順4の画面が現
れたあとコンピュータが再起動します。
「いいえ、あとでコンピュータを再起動し
ます。」を選んだ場合は、手順4の画面に
戻りますので、右下の［BACK］をクリッ
クし、CD-ROMを取り出してください。

CD-ROMを入れたときに現れる画面で、他の情報をご利用いただくことができます。ご覧になりた
い項目をクリックしてください。戻るときは右下の［BACK］をクリックします。
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まず使ってみよう

起動するには

お好きな方法で起動してください。

ショートカットをダブルクリックして起動する

CarryOn Musicをインストールすると、デスクトップにCarryOn Musicのショートカット
が作成されます。このショートカットをダブルクリックすると、CarryOn Musicが起動します。

タスクバーのCarryOn Launcherから起動する

タスクバーの アイコンを右クリックし、ポップアップメニューの「CarryOn Musicの起動」
を選びます。

「スタート」メニューから起動する
「スタート］→［すべてのプログラム］（もしくは「プログラム」）→［CarryOn］→
［CarryOn Music］を選択すると、CarryOn Musicが起動します。

リモコンから起動する
リモコンをリモコンセンサーに向けてCLOSE/OFFボタン以外の好きなボタンを押します。

リモコンのみで本ソフトを利用されるときは、Windowsのスクリーンセーバー設定やディスプ
レイの自動電源オフ機能を無効にすることをお勧めします。

終了するには

操作パネルの［ ］をクリックすると、CarryOn Musicが終了します。

リモコンで操作する場合は、CLOSE/OFFボタンを押します。

Close Modeが「Windows」になっているときは、CLOSE/OFFボタンを押すとWindowsが終了
します（83ページ参照）。この設定を元に戻すには、タスクバーのCarryOn Launcherアイコン
を右クリックして表示されるメニューで「Close Mode」→「CarryOn Music」を選択します。

SIZE

CLOSE / OFF

DISK C D

CLOSE/OFFボタン
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SIZE

CLOSE / OFF

RC-540P

PC MACRO CALL

VOLUME SONGCATEGORY

M 1 M 2 M 3 M 4

DISK C D

10 / 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

--/---

ALL

ARTIST

ALBUM

リモコン

リモコンセンサーを接続し、パソコンの設定をすると、下記ボタンでCarryOn MusicのDISK・CDプ
レーヤーを操作することができます。

CLOSE/OFF以外のボタンを押すとCarryOn Musicを起動させることができます。

まず使ってみよう

ディスク

DISK/CDボタン
表示パネルを切り換えます。

：再生を一時停止します。 ボタ
ンもしくは ボタンを押すと、ふた
たび再生が始まります。
：再生を停止します。
：再生を始めます。

ランダム

RANDOMボタン
曲を順不同に演奏します。リピート

REPEATボタン
曲を繰り返し演奏します。
1曲リピートと全曲リピートが選べます。

サイズ

SIZE（サイズ切り換え）ボタン
ボタンを押すごとに、操作パネルの
サイズが変わります。
オール

ALLボタン
ミュージックライブラリの曲をすべ
て表示します。
アーティスト

ARTISTボタン
ミュージックライブラリの曲をアー
ティスト別に表示します。

アルバム

ALBUMボタン
ミュージックライブラリの曲をアル
バム別に表示します。

：再生中の曲の早戻しをします。
：再生中の曲の早送りをします。
：演奏中の曲、または前の曲の

頭出しをします。
：次の曲の頭出しをします。

ボリューム

VOLUME / ボタン
音量を調整します。

パソコン マクロ コール

PC MACRO CALLボタン
パソコンで操作する内容をM1～M4のボ
タンに記憶させて使用します。
79ページの登録方法に従って記憶させて
ください。
初期設定では次のようになっています。
M1：CarryOn Musicを終了します。
M2：スクリーンセーバーを起動します。
M3：パソコンをスタンバイ状態にします。
M4：MDへの録音を開始します。（今回

CarryOn Musicをバージョンアッ
プしてお使いの場合で、オンキヨー
製MDレコーダーをオンキヨー製の
USBデジタルプロセッサーを通して

接続している場合にご使用いた
だけます。）

クローズ オフ

CLOSE/OFFボタン
CarryOn Music、またはWindowsを終了させます。タ
スクバーのCarryOn Launcherアイコンを右クリックし
て表示されるメニューで「Close Mode」を選択し、
CarryOn Music、またはWindowsに設定します。

数字ボタン
演奏する曲番を入力します。
--/---ボタンは、11曲以上の曲を選ぶ
ときに使います。たとえば21曲目を
選ぶときは、--/---→2→1の順に押し
ます。また10曲目を選ぶときは、
10/0ボタンを押します。

カテゴリー

CATEGORY / ボタン
DISKパネルでプレイリストを選んだ
り、ミュージックライブラリの各カテゴ
リーのリストを選んだりします。

ソング

SONG / ボタン
トラックを選択します。
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リモコンの［SIZE］ボタンをクリックすると、
現在選んでいるサイズと縮小サイズを切り換え
ることができます。

SIZEボタン

リモコン

まず使ってみよう

プレーヤーのサイズを変更するには

画面右上のサイズ変更ボタン（5種類）をクリックします。

SIZE

CLOSE / OFF

RC-540P

PC MACRO CALL

VOLUME SONGCATEGORY

M 1 M 2 M 3 M 4

DISK C D

10 / 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

--/---

ALL

ARTIST

ALBUM
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まず使ってみよう

（最小化ボタン：画面からパネルが消えます）

（縮小ボタン）

（標準ボタン）

（ワイドボタン）

（スーパーワイド
ボタン）

元の画面に戻すには、タスクバーの
［CarryOn Music］をクリックします。

元の画面に戻すには、 ボタンをクリック
します。
この画面では、MIDIパネル、グラフィック
イコライザーパネルなどのサブパネルは表示
できません。

他のボタンをクリックして、この標準サイズ
からサイズを変更することができます。

他のボタンをクリックして、このワイドサイ
ズからサイズを変更することができます。

他のボタンをクリックして、このスーパーワ
イドサイズからサイズを変更することができ
ます。
この画面では、MIDIパネル、グラフィック
イコライザーパネルなどのサブパネルは表示
できません。

画面をより大きく表示させたいときは、Windowsの設定で、画面サイズを800×600に設定
し、タスクバーを「自動的に隠す」に設定すると、ワイドサイズ、スーパーワイドサイズをディ
スプレイ画面いっぱい表示させることができます。（一部液晶ディスプレイでは、画面が大きく
ならないものもあります。）
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リモコン

PC MACRO CALL

SIZE

CLOSE / OFF

DISK C D

1 2 3

4 5 6

ALL

ARTIST

ミュージックファイルを聞くには 詳しくは64ページへ

1. CarryOn Musicの操作パネルで、［DISK］をクリックします。
サンプル曲が入っています。

2. ［ ］ボタンをクリックしてミュージックファイルを再生します。

リモコンで操作するときは［DISK］ボタン
を押してから［ ］ボタンを押します。

ディスク

DISKパネルを使ってみる

DISK
ボタン

ボタン

ボタン

DISKボタン

CarryOn Music ver. 2.70から今回アップグレードしたお客様で、以前のライブラリ情報をそのまま
利用したい場合は、以前の保存場所から新しい保存場所へコピーすることによってご利用いただくこ
とができます。
CarryOn Music ver. 3.50をインストールした後すぐに、旧バージョンをインストールしたフォルダ
内のファイルすべてを、今回のフォルダへコピーします。保存場所は、一般には下記のようになって
います。

旧バージョンのファイル保存場所
C:¥Program Files¥ONKYO¥CarryOn Musicの下のMyDataフォルダ内

新バージョンのファイル保存先
Windows 2000/XP: C:¥Documents and Settings¥<ログオンユーザー名>¥My Documents¥
の下のCarryOn Musicフォルダ
Windows Me: C:¥My Documentsの下のCarryOn Musicフォルダ

ただし現在のライブラリが上書きされますので、CarryOn Music ver. 3.50インストール直後に自動
登録されたサンプル曲などの登録情報は上書き消去されてしまいます。サンプル曲はCarryOn
Musicをインストールしたフォルダ（一般には、C:¥Program Files¥ONKYO¥CarryOn Music）
の中にあるSampleフォルダ内に格納されています。再度サンプル曲をライブラリに登録される場合
はDISKパネルにドラッグ &ドロップ（66ページ参照）して登録してください。
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ディスク

DISKパネルを使ってみる

1DISKパネル、CDパネル、LINEパネルが
切り換わります。

2 CarryOn Musicが終了します。
3曲番、曲数などを表示します。
4パネルの大きさを切り換えます。
5音量を調整します。
6［ライブラリ検索］ダイアログボックス
が表示されます。

7［ミュージックファイル情報］ダイアロ
グボックスが表示されます。

8ディスクライブラリに曲を追加します。
9ディスクライブラリの指定した曲を消去
します。

0プレイリストの指定した曲の曲順を上げ
下げします。

A［Convert］（変換）パネルを開きます。
B再生します。
CGRAPHIC EQパネルを開きます（37
ページ参照）。

D停止します。
E一時停止します。
FMIDIパネルを開きます（36ページ参照）。
G / ：早戻し／早送りします。
H / ：曲を前後にとび越します。
I経過時間表示／残り時間表示が切り換わ
ります。

DISKパネルの名称とはたらき

DISKボタン

-=()

_

1

2 3 4 5

!@#$%^&* ~

6

0

7

8
9

+

J曲を順不同に再生します。
K A－Bリピートモード（指定したA－B間
をくり返し再生）になります。

L 1曲リピート、または全曲リピートになり
ます。

M操作メニューが表示されます。
N環境設定の画面が表示されます（84～
87ページ参照）。

Oミュージックライブラリとプレイリスト
が表示されます。
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SIZE

CLOSE / OFF

VOLUME SONGCATEGORY

DISK C D

10 / 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

--/---

ALL

ARTIST

ALBUM

音楽CDを聞いたり、録音するには 詳しくは32、44ページへ

1. 音楽CDをCD-ROMドライブにセットします。

2. CarryOn Musicの操作パネルで、［CD］をクリックします。

3. 再生する場合は、［ ］ボタンをクリックします。
録音する場合は、［CD REC］ボタンをクリックします。

リモコンで操作するときは［CD］ボタンを
押してから［ ］ボタンを押すと再生でき
ます。

CDDB機能を使うと自動的にタイトル取得
ができて便利です（38ページ参照）。

CDパネルを使ってみる

CD
ボタン

ボタン

ボタン

CDボタン

CD RECボタン

リモコン
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CDパネルを使ってみる

1DISKパネル、CDパネル、LINEパネルが
切り換わります。

2 CarryOn Musicが終了します。
3曲番、曲数などを表示します。
4パネルの大きさを切り換えます。
5音量を調整します。
6 CD TEXTまたはCDDBより、音楽CDの
情報を取得します。

7指定した曲の曲順を上げ下げします。
8曲順の上げ下げを解除します。
9 CD-ROMドライブに入れた音楽CDの録
音を開始します。

0再生します。
AGRAPHIC EQパネルを開きます（37
ページ参照）。

B停止します。

CDパネルの名称とはたらき

CDボタン

90&*

(

)

1

2 3 4 5

=~!@#$%^ -

6

7

8

C一時停止します。
D / ：早戻し／早送りします。
E / ：曲を前後にとび越します。
F CDを取り出します。
G経過時間表示／残り時間表示が切り換わ
ります。

H曲を順不同に再生します。
I A－Bリピートモード（指定したA－B間
をくり返し再生）になります。

J 1曲リピート、または全曲リピートにな
ります。

K操作メニューが表示されます。
L環境設定の画面が表示されます（84～
87ページ参照）。

M CDに入っている曲を表示します。

* コピーコントロールCDなどの著作権対応した音楽CDでは再生できない場合があります。詳細
はお持ちのCD-ROMドライブメーカーにお問い合わせください。
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ライン

LINEパネルを使ってみる

他の機器から録音するには 詳しくは48ページへ

1. CarryOn Musicの操作パネルで、［LINE］をクリックします。

2. RECORDINGボタンをクリックし、レコーディングサブパネルを開きます。

3. 録音する機器の入力ソースを選択します。
入力ソースの詳細な情報については、ご使用のサウンドボードなどの取扱説明書をご覧くださ
い。

4 録音ボタン［●］をクリックします。

5. 入力ソース（音源）を再生します。入力ソースの再生に同期して録音が始まります。

初期設定では、SYNCHROインジケーターが黄色く点灯しており、シンクロ機能（入力ソースの
再生に同期して録音を開始する機能）が働いています。この機能を使わず手動で録音を始めると
きは、SYNCHROボタンをクリックしてインジケーターを消してください。

6. 録音が終わったら停止ボタン［ ］をクリックし、［SAVE］で保存します。

LINEボタン

● SYNCHRO

SAVE

RECORDING

入力ソース
レコーディングサブパネル

インジケーター

SYNCHRO
ボタン
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LINEパネルを使ってみる

1DISKパネル、CDパネル、LINEパネルが
切り換わります。

2 CarryOn Musicが終了します。

3曲番、曲数などを表示します。

4入力レベルを表示します。

5パネルの大きさを切り換えます。

6ミュージックファイルの保存ファイル形
式を選びます。

7音量を調整します。

8作業中のファイルを保存します。

9選択したミュージックファイルを開きま
す。

0新しいファイルを用意します。

A［ミュージックファイル情報］ダイアロ
グボックスが表示されます。

Bハードディスクの空き容量を表示しま
す。

C録音時に終了時刻を設定します。

D設定位置を数値で指定できます。

E編集中の曲を分割するときにクリックし
てマークを付けます。

LINEパネルの名称とはたらき

LINEボタン

+ *

¡

1

2 3 6 7

^ %()_ &

54

8
9
0

-

~
=

!

@

#

$

FMARK ADDで付けたマークを取り消し
ます。

G波形モニターを拡大／縮小できます。

Hシンクロ録音状態になります。

I録音／録音待機状態になります。

J EFFECTパネルを開きます（54ページ参
照）。

K RECORDINGパネルを開きます（50
ページ参照）。

L : 再生します。
: 停止します。

/ ：早送り／早戻しします。
/ ：曲を前後にとび越します。

M波形モニターを表示します。

N A－Bリピートモード（指定したA－B間
をくり返し再生）になります。

O操作メニューが表示されます。

P環境設定の画面が表示されます（84～
87ページ参照）。
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再生する

基本的な再生のしかた

ここでは音楽CDを再生し、基本的な再生操作を覚えましょう。

1. 音楽CDをCD-ROMドライブにセットします。

2. デスクトップの［CarryOn Music］をダブルクリックします。

デスクトップにショートカットがないときは、タスクバーの を右クリックしてポップアップ
メニューから起動する、もしくは、［スタート］→［すべてのプログラム］（もしくは［プログ
ラム］）→［CarryOn］→［CarryOn Music］をクリックします。

3. ［CD］をクリック、またはリモコンのCDボタンを押します。
CDパネルに切り換わります。

4. ［ ］をクリック、またはリモコンの［ ］ボタンを押します。
1曲目から再生が始まります。

5. ［ ］または［ ］をクリックして、音量を調節します。
最大音量（20）まで上げても、音量が極端に小さい場合は、Windowsのボリュームコントロー
ルを調整してみてください。

音量調節ウィンドウの中心（数字）をクリックするとウィンドウの形状が変わります。ウィンド
ウが丸くなっているときは縁をドラッグして音量を調節します。
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再生する

いろいろな再生のしかた

再生方法には、次の4種類があります。CDパネルまたはDISKパネルで操作します。

好みの1曲をくり返し再生するには
くり返したい曲の再生中に［REPEAT］をクリック、またはリモコンのREPEATボタンを押
し、“ ”を表示させます。

音楽CDを取り出すには
［ ］をクリックします。

CarryOn Musicを終了するには
［ ］をクリックします。あるいはリモコンのCLOSE/OFFボタンを押します。

6. 再生を停止するには、［ ］をクリック、またはリモコンの［ ］ボタンを押します。
最後の曲まで再生したときは、自動的に停止します。

全曲をくり返し再生するには
再生中に［REPEAT］を2回クリック、またはリモコンのREPEATボタンを2回押し、
“ All”を表示させます。

リピート再生を解除するには

［REPEAT］をくり返しクリック、またはリモコンのREPEATボタンをくり返し押し、
“ ”を消します。

“ ”表示

“ All”表示
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再生する

指定した区間（A－B間）をくり返し再生するには

1. 再生中に、くり返し開始位置で、［A－B］をクリックします。
“A ”と表示されます。

2. くり返し終了位置で、［A－B］をクリックします。
“A B”と表示され、A－B間をくり返し再生します。

A－Bリピート再生を解除するには
［A－B］をくり返しクリックし、表示を消します。

ランダムに再生するには
再生中に［RANDOM］をクリック、またはリモコンのRANDOMボタンを押し、“ ”を表示
させます。

ランダム再生を解除するには

［RANDOM］をくり返しクリック、またはリモコンのRANDOMボタンを押し、表示を消します。

時間表示を切り換えるには
［DISP］をクリックします。

クリックするたびに、経過時間表示と残り時間表示が切り換わります。

“ ”表示

時間表示

“A ”表示
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再生する

MIDIファイルの再生のしかた

1. ［SETTING］をクリックします。

2. ［MIDI］タブをクリックし、お使いになるMIDI出力デバイスと、選択したデバイス
のボリュームコントロールを設定し、［OK］をクリックします。

以上で設定は完了です。

3. MIDIファイルを再生します。
MIDIファイルの再生方法は他のミュージックファイルと同様です。
64ページをご覧ください。
MIDIファイルの再生中は、MIDIパネルの操作が可能です。MIDIパネルの操作については、次の
ページをご覧ください。



36

再生する

MIDIパネルの操作について

MIDIファイルの再生中は、MIDIパネルの操作が可能です。
MIDIパネルを開くには、DISKパネル下部の［MIDI］をクリックします。

再生しているMIDI
ファイルの再生テン
ポを変更します。

再生しているMIDI
ファイルの再生キー
を変更します。

[MUTE]ボタンが点灯し、
ON/OFFスイッチがMUTE
に割り当てられます。選択し
たトラックがミュートされま
す。（複数選択可）

[SOLO] ボタンが点灯
し、ON/OFFスイッチ
がSOLOに割り当てられ
ます。選択した一つのト
ラックがSOLOで再生さ
れます。

ON/OFFスイッチ。　
[MUTE] や [SOLO]を選
択したあとにこのボタンを
クリックすると、そのト
ラックのオン／オフを設定
することができます。

各トラックの再生ボ
リュームを調整します。

SOLO/MUTE/VOLUMEの
設定がリセットされます。
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再生する

グラフィックイコライザーの使い方

音楽CDまたはミュージックファイルの再生中は、GRAPHIC EQパネルの操作が可能です。
GRAPHIC EQパネルを開くには、DISKパネルまたはCDパネル下部の［GRAPHIC EQ］をクリッ
クします。

グラフィックイコライザーの設定を登録するには

1. GRAPHIC EQパネルで各周波数帯域を調整します。

2. ［MEMORY］をクリックします。

3. プリセット番号ボタン（[1]～[4]）をクリックします。
すでに登録済みの番号をクリックすると、新しい設定が上書きされます。

登録された設定を呼び出すには

プリセット番号ボタン（[1]～[4]）をクリックします。

全体の音量レベル
を調整します。

各周波数帯域のレベルを調整します。

プリセット番号（1～4）に登
録された設定を呼び出します。

イコライザーの設定をリセットし、
フラットな状態に戻します。

イコライザーのON/OFFを
切り換えます。

プリセット登録時に
クリックします。

• 再生する曲によっては、グラフィックイコライザーのレベルを上げすぎると、音が歪むことがあ
ります。その場合、全体の音量レベル（パネル左下のMASTER）を下げることで改善することが
あります。

• MIDIデバイスによっては、グラフィックイコライザー効果がかからない場合があります。

• グラフィックイコライザーで設定した音声は、録音ファイルのコンバートには反映されません。
グラフィックイコライザーは再生するときだけお楽しみいただけます。
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CDDBを使う

CDDB（音楽CDのデータサービス）のご利用について

CDDB®とは、インターネットを使った音楽CDのデータベースサービスです。
CarryOn Musicは、CDDB®に接続して、音楽CDのいろいろな情報（アルバム名・アーティスト名・
曲名など）を読み込むことができます。
一度読み込んだ音楽CDの情報は、CarryOn Musicの内部に保存されますので、次回以降はインター
ネットに接続しなくても表示されます。
CDDB®のユーザ登録のしかたについては、次のページをご覧ください。
録音の手順については「音楽CDを録音する」（44ページ）をご覧ください。

• モデムやISDNで接続している場合は、あらかじめインターネットに接続した状態でCDDBをご
利用ください。ダイヤルアップネットワークの接続アイコンをダブルクリックして接続します。

• CDDB®を利用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

• Microsoft Internet Explorer 4.0以上が必要です。

• CDDB®は、初回の利用時にインターネット上でのユーザー登録（無料）が必要です。

チェックする

CDDBを利用するための設定をする

1. 画面左下の［SETTING］をクリックし、
［CD情報］タブをクリックします。

2. ［CDDBを使用する］にチェックマー
クが入っていることを確認します。

3. ［Proxy設定］をクリックします。プロキシー（Proxy）経由でアクセスするときの
み、［はい］をクリックします。
プロキシ設定については、契約しているISP*によって異なります。ISPにより書面等で通知され
ている資料を元に設定してください。また、プロキシ設定の有無についても、契約しているISP
にご確認ください。プロキシ設定が不要な場合は［いいえ］をクリックしてください。

*ISP：インターネットサービスプロバイダ
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4. 必要な設定を行って、［OK］をクリックします。
プロキシーの設定は、お使いのインターネットブラウザの設定に合わせます。

CDDBのユーザー登録をするには

ユーザー登録をされる前に
ブラウザ等でインターネットに接続できているかどうかご確認ください。
接続されていないと、CDDBの登録ができません。

1. CD-ROMドライブに音楽CDを入れて、操作パネルの［CD］をクリックします。

2. ［INFO］→［Gracenote CDDB］→［CDDB Lookup Disc］をクリックします。
はじめてCDDBにアクセスしたときは、CDDBへの登録画面が表示されます。

Internet Explorerをご使用の場合は、次の
方法で設定内容を確認することができます。
「ツール」メニュー→［インターネットオプ
ション］をクリックし、「接続」タブを開き
ます。
［LANの設定］をクリックし、「ローカル
エリアネットワーク（LAN）の設定」の
「プロキシサーバー」欄にある［詳細設定］
をクリックしてください。「プロキシの設
定」が表示されます。

5. ［CD情報］画面の［OK］をクリックします。
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3. はじめてのときは「CDDBの新規登
録」を選択します。
すでに登録されている場合は、［すでに
CDDBニックネームを持っています］に
チェックを入れます。

［次へ］をクリックします。

4. CDDBの利用許諾に同意する場合は
［利用条件を読んだ上で同意する］に
チェックを入れ、［次へ］をクリック
します。

5. CDDBに登録するために、各項目に入
力します。
ニックネーム：あなたのニックネームを入力
します。
パスワード：あなたのニックネーム用のパス
ワードを入力します。
パスワードの再入力：確認のためもう一度同
じパスワードを入力します。
パスワードのヒント：ヒントとなる言葉を登
録しておくと、パスワードを忘れたときに
メールで受け取ることができます。
電子メール：あなたのメールアドレスを入力
します。必ず入力します。

入力したら、［次へ］をクリックしま
す。
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6. CDDBからの情報を受ける場合はこの
ままで、不要な場合は、チェックボッ
クスのチェックをはずしてください。

［次へ］をクリックします。

7. CDDBのその他のサービスを受ける場
合はこのままで、不要な場合は、
チェックボックスのチェックをはずし
てください。

［次へ］をクリックします。
しばらくお待ちください。

8. 使用者の情報を入力します。
国名：国名を選びます。
郵便番号：郵便番号を入力します。
年齢層：リストの中から選びます。
性別：チェックを入れます。

入力したら、［次へ］をクリックしま
す。

9. ［完了］をクリックします。CDDBの
ユーザ登録が完了しました。
次回からは、操作パネルの［ INFO］→
［CDDB Menu］→［CDDB Lookup
Disk］で音楽CDの情報を問い合わせること
ができます。

「サーバーにつながりません」等のメッセージ
が出た場合は、サーバーがビジー状態（混雑し
た状態）になっていますので、しばらく時間を
おいてから再度行ってください。
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CDDBから音楽CDの情報を取得するには

1. CD-ROMドライブに音楽CDを入れて、操作パネルの［CD］をクリックします。

2. ［INFO］→［Gracenote CDDB］→［CDDB Lookup Disc］を選択します。

3. 右記のアイコンが画面上に現れ、CDDB
への問い合わせが始まります。

4. CDDBから取得した音楽CDの情報が表示されます。
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CD TEXTについて

CD TEXTとは、曲名やアーティスト名をCD TEXT対応のCDプレーヤやカーオーディオで表示させ
る機能です。

CD TEXTディスクを使用するには、CD TEXT対応のCD-ROMドライブ（または相当品）が必要です。

1. ［SETTING］をクリックし、［CD情報］タブをクリックします。

2. ［CD TEXTを使用する］にチェックマークを入れ、［OK］をクリックします。

3. CD TEXTディスクをCD-ROMドライブにセットします。

4. ［CD］をクリックします。

5. ［INFO］をクリックし、［CD TEXT］をクリックします。

［CD TEXTを使用する］にチェックを入れ
ます。
「優先言語」では、CD画面に表示する言語
を選びます。
Japanese：日本語
English：英語
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音楽CDを録音する

※あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用で
きません。

音楽CDを録音して、ミュージックファイルを作ります。
作成できるミュージックファイルの形式は、MP3（MP3Pro）、OGG Vorbis、WMA、WAVEの4
種類です。
初期設定のファイル形式は、MP3です。その他のファイル形式にするときは、「選択した曲を録音
する、録音するファイル形式を指定する」（46ページ）の手順を参考にしてください。

1. 音楽CDをCD-ROMドライブにセットします。

2. CarryOn Musicを起動します。

3. ［CD］をクリックします。

4. ［CD REC］をクリックします。

5. いろいろな設定をします。

ALBUM TITLE BROWSE

SETTING INFO
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1アルバムのタイトルを入力するには
アルバムタイトル欄をクリックし、タイトルを入力しEnterキーを押します。
アルバムタイトルはCDDBから取得することもできます。
アルバム名やアーティスト名には、次の文字（禁則文字）は使用できませんのでそれ以外の文
字をご使用ください。
禁則文字：¥ / , : ; * ? “ <> l

2録音した音声ファイルの保存場所を指定するには
ブラウズ

［BROWSE］をクリックすると「フォルダの参照」画面が表示されますので、保存場所を指
定し［OK］をクリックします。

3CDDB®から情報を取得するには
［INFO］をクリックします（42ページ）。

4保存内容を細かく設定するには
［SETTING］をクリックし、「保存」タブを選択します。

6. ［●］をクリックします。
音楽CDの全曲を録音して、自動停止します。

7. CD RECボタンまたはCDボタンをクリックします。
録音モードは解除されます。録音した音声はDISKパネルでご確認ください。

• アルバムタイトルは必ず入力してください。入力しないと、次の手順に進めません。

• アルバムタイトルの編集は、録音後に一括編集することはできません。録音した曲ごとの編集に
なりますので、最初に正しいタイトル名を入力することをお勧めします。

• CDDB®から情報を取得するときは、画面の［INFO］→［CDDB Menu］→［CDDB Lookup
Disc］をクリックします。CDDB®の詳しい内容および設定については38ページをご覧ください。

• アルバムタイトルを手動で入力する場合は、CDDB®でCD情報を取得しないでください。データ
ベースに情報がない場合、各項目がすべて消去されてしまいます。

保存先のフォルダにアルバム名やアー
ティスト名のサブフォルダを作成して、
その中にミュージックファイルを保存し
ます。ここでは、サブフォルダの作り方
を指定します。
なし：サブフォルダは作りません。録音
されたミュージックファイルはすべて
［保存先］で指定したフォルダの中に保
存されます。
Album：アルバム名のついたサブフォ
ルダを作ります。ミュージックファイル
はアルバムごとのフォルダに保存されま
す。
Artist-Album：アーティスト名のつい
たサブフォルダを作り、さらにその中に
アルバム名のついたサブフォルダを作り
ます。ミュージックファイルはアルバム
ごとのフォルダに保存されます。

ファイルの命名規則
［CD］パネル上で音楽CDからリッピングすることによって作成さ
れるミュージックファイルのファイル名のつけ方を指定します。
「01-Track01」のようなファイル名になります。ファイル名には
必ずTitle（タイトル）かTrack No.（曲番）が必要です。
［LINE］パネル上で録音した場合は適用されません。

録音によって作成さ
れるミュージック
ファイルの保存先を
確認し、必要に応じ
て変更してくださ
い。
ネットワーク上の
フォルダも選択でき
ます。
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選択した曲を録音する、録音するファイル形式を指定する

1. 「音楽CDを録音する」（44ページ）の手順1～5の操作をします。

2. 録音する曲を選びます。
1曲ずつクリックして、録音する曲（赤）と録音しない曲（グレー）を選ぶことができます。
パネル右下の［SEL ALL］をクリックすると、全曲が録音する曲（赤）になります。
［RESET］をクリックすると、全曲が録音しない曲（グレー）になります。

3. ［FORMAT］を（くり返し）クリックして、ファイル形式を選びます。
クリックするたびに、ファイル形式がMP3→OGG→WAV→WMA→MP3と切り換わります。初
期設定は、MP3です。
各ファイル形式の詳細については、84、85ページをご覧ください。

初期設定をWMAやWAVE、OGG形式にするには

①［SETTING］をクリックします。

②［コンバート＆CD録音］タブをクリックし、ファイル形式を選びます。

③［OK］をクリックします。

4. ［●］をクリックします。
選んだ曲だけを録音します。録音が終わると、自動停止します。

録音モードを解除するには、CD RECボタンまたはCDボタンをクリックします。

SEL ALL

RESET

FORMAT

グレー
もしくは
赤色に
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あとからアーティスト名や曲名を入力するには

ミュージックライブラリやプレイリストに表示される各曲の情報をミュージックファイル情報と呼び
ます。
ミュージックファイル情報はCarryOn Musicが管理する独自の情報です。
ミュージックファイル情報を元に、アルバムタイトル・アーティスト名・曲名・ジャンルなどのタグ
情報も作成されます。（ミュージックファイル情報はファイル名とは異なります。）

1. ［DISK］をクリックします。

2. 曲を選び、［EDIT］をクリックします。

3. 曲名やアーティスト名を入力して、［OK］をクリックします。

• トラック番号を編集しておくと、トラック番号順にソートするときに便利です。

• 曲名を選択して右クリックし、プロパティを呼び出してミュージックファイルを編集することも
できます。

曲名

アーティスト名

バーの上にある［No］
［TITLE］［ARTIST］
［TIME］［EXT］をク
リックすると、各項目ご
とにソート（並び替え）
することができます。

トラック番号
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他の機器から録音する

USBデジタルオーディオプロセッサーなどを用いて、色々なオーディオ機器と接続し、FM/AM放送
やMD、テープの音をWAVEもしくはMP3のミュージックファイルとしてコンピュータに録音する
ことができます。
接続方法は、USBデジタルオーディオプロセッサーなどの取扱説明書をご覧ください。

• CDに近い音質（サンプリングレート44.1kHz、16ビット、ステレオ）で録音するには、
WAVEファイルで1分あたり約10MB、同一レートでのMP3やOGG、WMAファイルへの録音
では1分あたり約1MBの容量が必要です。録音するときは、ハードディスクに充分な空きがある
ことを確認してから録音を始めてください。

• 録音・再生時は、パソコンのCPUに大きな負荷がかかります。特に録音時は、音切れ・音飛びを
防ぐために、他のアプリケーションを終了してから、録音されることをお勧めします。CPU能力
や環境により、MP3などを直接作成するときに音切れや音飛びが発生する場合には、エンコード
速度やフォーマットの設定を変更するか、いったんWAVEファイルを作成してからコンバートす
るなどの方法をお試しください。

1. CarryOn Musicを起動します。

2. ［LINE］をクリックします。

3. ［SETTING］をクリックします。

4. 設定パネルの［ライン入力録音］タブが開いています。保存時のファイル形式を選び
ます。

シンクロ録音を選ぶとき
［自動保存］をチェックすると、設定した
時間の無音が続くと、ソース（音源）の再
生が終了したと判断して自動的に録音を停
止します。
［自動曲分割］をチェックすると、設定し
た時間の無音が続くと、曲のつなぎ目と判
断して自動的に曲番をくり上げます。

作業フォルダを指定する場合は、容量の大
きいフォルダを指定することをお勧めしま
す。

デジタル録音する場合は、実際に入力して
いるデジタル信号と同じサンプリング周波
数に設定してください。他のサンプリング
周波数にしたい場合は、録音後にDISK画
面でCONVERT機能をお使いください。

デジタル録音
の場合は、
STEREOに
しておいて
ください。
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続いて「保存」タブを開きます。

ライン録音ソース設定
RECORDINGサブパネルの入力ソースボタンの
設定を変更できます。

RECORDINGボタン

5. 「Rec Source」タブを開きます。
設定を変える必要がなければ［OK］ボタンをクリックして、手順6へ進んでください。

入力ソースの詳細な情報については、ご使用の機器の説明書などをご覧ください。

6. RECORDINGボタンをクリックします。

保存先のフォルダにアルバム名やアーティスト名のサ
ブフォルダを作成して、その中にミュージックファイ
ルを保存します。ここでは、サブフォルダの作り方を指
定します。
なし：サブフォルダは作りません。録音されたミュー
ジックファイルはすべて［保存先］で指定したフォル
ダの中に保存されます。
Album：アルバム名のついたサブフォルダを作りま
す。ミュージックファイルはアルバムごとのフォルダ
に保存されます。
Artist-Album：アーティスト名のついたサブフォルダ
を作り、さらにその中にアルバム名のついたサブフォ
ルダを作ります。ミュージックファイルはアルバムごと
のフォルダに保存されます。

録音によって作成されるミュージックファイルの保存
先を確認し、必要に応じて変更してください。
ネットワーク上のフォルダも選択できます。
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9.
シンクロ

SYNCHROボタンをクリックしてインジケーターを点灯させます。
シンクロ機能は、入力ソースの再生に同期して録音を開始する機能です。

10. 録音ボタン［●］をクリックします。
録音待機状態になります。
FM/AM放送の場合は、録音を始めたいところで●ボタンをクリックすると録音が始まります。

11. 入力ソース（音源）の再生を始めます。
再生に同期して録音が始まります。
FM/AM放送などで、放送終了時刻がわかっているときは、自動的に終了できる「録音終了タイ
マー設定」をしておくことができます（→83ページ）。

8. アナログの場合、録音レベルおよび録音バランスの調整をします。
デジタルの場合は録音レベルの調整は不要です。手順9へ進んでください。
1SYNCHROボタンをクリックして、黄色いインジケーターを消します。
2録音ボタン［●］をクリックします。
3入力レベルを調整するため、ソース（音源）の再生を始めます。レベルインジケーターを見
ながら、パソコンに接続された録音機器側で録音レベルを調整します。

4ソース（音源）の再生を停止します。

• 選択したソースやお使いのサウンドカードによっては、REC LEVELが調整できないことが
あります。録音レベルの調整については、お使いの録音機器（USBオーディオプロセッ
サーやサウンドボードなど）の取扱説明書もあわせてご覧ください。

LINEパネルを使って録音する

7. 録音する機器の入力ソースを選択します。
入力ソースの詳細な情報については、ご使用のサウンドボードなどの取扱説明書をご覧ください。

入力ソース

SYNCHROボタン

レコーディングサブパネル
インジケーター

SYNCHROボタン

NEW SAVE
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12. 録音が終了したら［■］をクリックします。

ALBUM TITLE ARTIST

ALBUM TITLE、ARTIST欄をクリックしてアルバムタイトルやアーティスト名を入力しま
す。（¥ / , : ; * ? “ <> l 等は入力できません。）

録音した音声を確認するには：
［ ］をクリックします。

13. 必要に応じて、次の調整を行います。
ファイルを分割する（→52ページ）
［EFFECT］パネルを出してエフェクトをかける（→54ページ）

14. ［SAVE］をクリックします。
録音内容が保存されます。
ファイル名は自動的に決定され、DISKパネルのライブラリに登録されます。確認したいときは
DISKボタンをクリックしてパネルを切り換えてください。ファイル名の変更が必要な場合は、
ワイドパネルに切り換えて、必要箇所を書き換えてから［SAVE］をクリックします。

保存せずに次の録音を始めようとすると「未保存のデータが残っています。保存しますか？」という
メッセージが出ますので、保存する場合は［はい］、不要な場合は［いいえ］をクリックしてくださ
い。

続けて新規ファイルに録音するには
［NEW］をクリックします。

TIMER
REC
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LINEパネルで外部機器から録音するとき、録音後にEFFECTパネルを開いて、ファイルを分割した
りエフェクトをかけることができます。
録音済みのミュージックファイルを呼び出して編集することもできます。そのときは、［OPEN］を
クリックし、ミュージックファイルを指定するか、エクスプローラ画面でファイルを指定して、
LINEパネル画面にドラッグ＆ドロップします。

ファイルを分割する

録音後に手動でファイルを分割するには

1 ［ ］をクリックして再生を始めます。

2 分割したいところで［MARK ADD］をクリックします。マークがつきます。
•  ［CURSOR］をクリックすると、数値で位置を指定することもできます。

波形モニターマークを入れたとこ
ろに新しいトラック
番号が付きます。

MARK ADDを
クリックしてついたマーク

再生している場所

CURSOR

MARK
ADD

このマークが削除されます。

MARK
DELETE

「他の機器から録音する」（48ページ）の手順4で［自動曲分割］をチェックしておくと、シンクロ
録音中に、設定した時間の無音が続くと、曲のつなぎ目と判断して自動的にファイルが分割されます。

ZOOMの と を
クリックすると、波
形モニターを拡大／
縮小できます。

• マークを取り消したいときは、取り消したいマークの右側の波形をクリックしてから
［MARK DELETE］をクリックします。
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LINEパネルを使って録音する

［SAVE］をクリックするまでは、実際の分割は実行されません。

分割したファイルを編集するには

ファイルを分割した状態で、各タイトル欄の先頭にあるランプを1曲ずつクリックして、保存する曲
（赤）と保存しない曲（グレー）を分けることができます。
保存する曲には、アーティスト名や曲名を入力することができます。（¥ / , : ; * ? “ <> l 等は入力でき
ません。）ALBUM TITLE、ARTIST欄をクリックしてください。
オムニバスCDなどから録音したとき、録音後に曲ごとにアーティスト名を入力する場合に便利で
す。

赤
グレー

赤
赤

グレーにしたところは保存されません

ALBUM TITLE ARTIST
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LINEパネルを使って録音する

エフェクトをかける

EFFECTパネルでは、フェードイン、フェードアウト、ノーマライズ、左右のレベル調整、ノイズの
低減などの効果をかけることができます。
エフェクト操作は、A－Bリピート（56ページ）で再生音を確認しながら行えます。
実際のエフェクト処理は、［SAVE］をクリックするまで実行されないので、何度もエフェクトの効
果を確認しながら調整できます。

フェードイン
ボタン

フェードアウト
ボタン

数値上下
ボタン

ノーマライズ、ノイズ低減ボタン
およびスライダー

EFFECTボタン

左右のレベル
調整スライダー

フェードイン／フェードアウトをかける

曲の始めを徐々に音量を上げて曲の再生を始めたり（フェードイン）、曲の終わりを徐々に音量を下
げて再生を終わる（フェードアウト）設定ができます。

1フェードイン（もしくはフェードアウト）をかけたいトラックを選びます。
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LINEパネルを使って録音する

2フェードインするには、［FADE IN］の丸いボタンをクリックします。フェードアウトするに
は、［FADE OUT］の丸いボタンをクリックします。
フェードイン／フェードアウトを設定すると、波形モニターに右上がり／右下がりの線が表示さ
れます。

フェードインのマーク（ここでの例は5秒の場合）FADE IN FADE OUT

3 または ボタンをクリックして時間を設定します。

フェードイン／フェードアウトは、指定した曲だけにはたらきます。

ここでは3秒に設定した場合

52ページの「ファイルを分割する」と組み合わせることもできます。ファイルを分割したあと、
フェードイン／フェードアウトをかけたいファイルを選択し、フェードイン／フェードアウトの
各ボタンをクリックしてください。
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ノーマライズをかける

録音レベルが低すぎたときなど、再生音が歪まないように、適切なレベルで録音した状態に全体
のレベルを補正します。
ノーマライズをかけるには、［NORMALIZE］をクリックします。
ノーマライズは、録音するすべての曲にはたらきます。

左右のレベルを調整する

左右の録音レベルが均一でない場合、どちらかのレベルだけを増減させて、バランスの調整がで
きます。
左右のレベルを設定するには、LEFT LEVELまたはRIGHT LEVELの指針をドラッグします。
設定されたレベルは、録音するすべての曲にはたらきます。

ノイズ低減レベルを設定する

再生時にノイズが聞こえる場合、レベルを下げてノイズの軽減ができます。
ノイズ低減レベルを設定するには、［NOISE REDUCE］をクリックし、指針をドラッグします。
ノイズ低減レベルは、録音するすべての曲にはたらきます。

「ノーマライズをかける」「左右のレベルを調整する」「ノイズ低減レベルを設定する」は、各ト
ラックごとには設定できません。

指定した区間だけをくり返し再生する（A－Bリピート）

エフェクトの効果を確認したい部分をくり返し再生し、再生音を確認しながら操作できます。

1. 再生中に、くり返し再生を始めたい位置で、［A－B］をクリックします。

2. 再生を終わりたい位置で、もう一度［A－B］をクリックします。
A－B間がくり返し再生され、エフェクトの効果を確認できます。

LINEパネルを使って録音する
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他のフォーマットに変換する

ミュージックファイルをその他のファイル形式に変換できます。

著作権保護のかかっているミュージックファイルは他のファイル形式に変換できません。また、MIDI
ファイルも、他のファイル形式に変換できません。

• MP3やWMA、OGGファイルは、WAVEファイルに比べて、データ容量が小さくなります。

• 変換元のファイルもハードディスクに残るので、不要な場合は削除してください。

1. ［DISK］をクリックします。

2. 変換する曲をクリックして選びます。

アルバム名やプレイリストを選ぶと、グループ単位で変換できます。
複数の曲を選ぶときは、次のようにします。

• 連続した複数のトラックを選択するときは、Shiftキーを押しながらクリック、もしくはShift
キーを押しながら↑↓キーを押します。

• 連続していない複数のトラックを選択するときは、 Ctrlキーを押しながらクリックします。

3. ［CONVERT］をクリックします。

ファイル形式を変換する
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［参照］をクリックして、
保存先を指定します。

4. ［FORMAT］をクリックし、変換するファイル形式を選びます。

ファイル形式を変換する

「標準の録音形式を適用できないミュージックファイルがあります。個別に設定してください。」と
表示されたら

1［Setting Error］と表示している曲を右クリックし、メニューから［プロパティ］→［録音］
タブをクリックします。

2ファイル形式やフォーマットなどを設定します。

3［OK］をクリックします。

変換元と異なる場所に保存するには
［BROWSE］をクリックし、フォルダを指定して保存先を変更します。

変換した曲をミュージックライブラリに登録するには
［ADD LIBRARY］にチェックマークを入れます。

保存先を指定するには
左下のSETTINGボタンをクリックします。



59

ファイル形式を変換する

5. ［●］をクリックします。

変換する曲を選んでから右クリックし、メニューから［別のフォーマットへコンバート］をクリック
して操作することもできます。

6. CONVERTボタンまたはDISKボタンをクリックします。
変換モードが解除されます。
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オリジナルＣＤを作成する

CD-R/RWの書き込み設定をする

お使いのパソコンがCD-R/RWドライブを搭載しているときは、MP3、WAV、WMA、OGGなどの
ファイル形式のミュージックファイルをそのままデータCDとして、もしくは音楽CDとしてCD-Rに
記録することができます。

• WMAファイルは、Microsoft社の規定により他のファイル形式に変換できません。

• UDFフォーマットされていないディスクをご使用ください。

1. ［DISK］をクリックします。

2. ［SETTING］をクリックします。

3. ［CD/CD-R］タブをクリックします。

現在CarryOn Musicに対応しているドライブリストについては、90、91ページをご覧ください。

ライティングエンジンのエラーが出て書き込めない場合

下記の方法で再度書き込みをしてみてください。

• 書き込みスピードを落とす。

• ［テスト書き込みを行う］のチェックを外す。

• メディアを変えてみる。
UDFフォーマットしているディスクには書き込めません。

CD-R/RWドライブ：ご使用になるドライブを
選択してください。もしここでドライブを選択
できない場合、CarryOn Musicがお客様のドラ
イブに対応しているかどうか、確認してくださ
い（→90、91ページ）。
書き込みスピード：お好みに合わせて選択しま
す。
テスト書き込みを行う：不要な場合はチェック
を外します。
オーディオCDプリギャップサイズ：曲の頭に入
れる無音部分を設定できます。
作業フォルダ：CD-Rへ書き込むときの作業フォ
ルダを設定します。空き容量の大きいドライブ
を指定することをお勧めします。
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オリジナルＣＤを作成する

音楽CDを作成するには

1. ［DISK］をクリックします。

2. 変換する曲をクリックして選び、［CONVERT］をクリックします。

3. ［FORMAT］をクリックし、［CDA］形式を選びます。

4. CD-R/RWドライブに、オーディオ用CD-R/RWメディアをセットします。

5. ［●］をクリックします。
記録が始まります。
記録が終了すると、CD-R/RWドライブのトレイが自動的に開きます。

曲間の無音部分の長さを調整するには

［SETTING］をクリックして設定パネルを開きます。
［CD/CD-R］タブをクリックして設定画面を表示し、「オーディオCDプリギャップサイズ」の値を
選んでください。

表示されているファイルの再生時間の
合計が表示されます。
この時間を参考に、記録するファイル
を設定してください。ただし、実際の
書き込み時には多少の誤差が生じま
す。余裕を持ってファイルを指定して
ください。

表示されているファイルの容量の
合計が表示されます。
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オリジナルＣＤを作成する

DATA CDを作成するには

1. ［DISK］をクリックします。

2. 変換する曲をクリックして選び、［CONVERT］をクリックします。

3. ［FORMAT］をクリックし、［CDD］形式を選びます。

4. CD-R/RWドライブに、オーディオ用CD-R/RWメディアをセットします。

5. ［●］をクリックします。
著作権についてのご注意が表示されるので、確認して［閉じる］をクリックします。

クリックすると書き出しの画面が表示されます。
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オリジナルＣＤを作成する

6. 「DATA CD 書き出し」画面の設定をします。

7. ［書き出し］をクリックします。
記録が始まります。
記録が終了すると、CD-R/RWドライブのトレイが自動的に開きます。

DATA CDについて

• ミュージックファイルが入っているフォルダーには「F_001、F_002･･･」、フォルダー内の
ファイルには「T_001、T_002･･･」というように自動的に番号をつけます。

• ISO9660およびJoliet CD-ROMファイルシステムに従って記録します。再生したいCDプレー
ヤーにあわせて選択してください。

ファイルシステム：
ISO9660または
JOLIETを選びます。
JOLIETを推奨します。

［ディスクをクローズす
る］にチェックを入れる
と、それ以降の追記はで
きなくなります。

この画面に表示されているフォルダ名およびファイ
ル名をディスクに記録します。画面上のフォルダお
よびファイルをクリックして選択、名前の上を再度
クリックすれば、フォルダ名およびファイル名を変
更することができます。また、DELキーを押せば削
除することもできます。
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ミュージックライブラリ

ミュージックライブラリ機能について

CarryOn Musicで録音したミュージックファイルは、自動的にミュージックライブラリに登録されま
す。ミュージックライブラリでは、アーティスト、アルバムのグループ単位で音楽の再生ができます。
たとえば、任意のアーティストを選択すれば、そのアーティストのすべての曲を聞くことができます。

1. ［DISK］をクリックします。

2. ［ALL］をくり返しクリックして、グループ全体や、アーティスト、アルバムを選ぶ
ことができます。
クリックするたびに、表示が切り換わります。

●ALL：全曲

●ARTIST：アーティスト別

●ALBUM：アルバム別

3. ［ ］をクリックすると、再生が始まります。
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ミュージックライブラリ

CarryOn Musicにミュージックファイルを登録するには

他のソフトウェアなどで作成され、すでにハードディスクに保存されているミュージックファイル
を、ミュージックライブラリに追加できます。

1. ［DISK］をクリックし、ワイド画面またはスーパーワイド画面にします。

2. ［ADD］をクリックします。

ファイルを選択するダイアログが表示されます。

3. 保存されているミュージックファイルを指定し、［開く］をクリックします。

選択したファイルが、ライブラリに追加されます。

マイコンピュータから、追加するミュージックファイルのあるフォルダを［DISK］パネルに直接ド
ラッグ＆ドロップすると、ミュージックファイルをまとめて登録できます。
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ミュージックライブラリ

ドラッグ&ドロップで追加する

1. 追加するミュージックファイルのあるフォルダを開きます。

2. 追加するミュージックファイルを選択します（複数選択可）。

複数のミュージックファイルを選ぶときは、次のようにします。

• 連続した複数のミュージックファイルを選択するときは、Shiftキーを押しながらクリック

• 連続していない複数のミュージックファイルを選択するときは、 Ctrlキーを押しながらクリック

• フォルダごとドラッグ＆ドロップすれば、その中にあるすべてのミュージックファイルをライブ
ラリに追加することができます

3. ミュージックファイルを、ミュージックライブラリにドラッグ&ドロップします。

• プレイリストにドラッグ&ドロップすると、プレイリストとミュージックライブラリの両方に追
加されます。プレイリストについては69～77ページをご覧ください。

• 追加したミュージックファイルの情報を編集するときは、「あとからアーティスト名や曲名を入
力するには」をご覧ください（47ページ）。
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ミュージックライブラリ

CarryOn Musicに登録した曲を消去するには

1. ミュージックライブラリで、消去する曲を選択します。
ミュージッグライブラリのグループを消去するには、グループ内の曲をすべて選択して消去しま
す。グループ名を選択してグループ内のデータを一括消去することはできません。

2. ［DELETE］をクリックします。

• 連続した複数のトラックを選択するときは、Shiftキーを押しながらクリックするか、↑↓キーを
押します。

• 連続していない複数のトラックを選択するときは、 Ctrlキーを押しながらクリックします。

3. ［はい］をクリックします。

CarryOn Musicでの［DELETE］はCarryOn Musicへの登録の消去を意味します。ハードディ
スクに保存されているオリジナルのミュージックファイルは削除されません。ミュージックファ
イル自体を削除する時は、［削除］ダイアログボックスの［ファイルも同時に削除する］に
チェックを入れてから［はい］をクリックしてください。

ミュージックファイル自体も削除する時は
チェックを入れます。
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ミュージックライブラリ

CarryOn Musicに登録した曲を検索するには

曲名やアーティスト名などを元に、ミュージックファイルを検索できます。
検索した曲をプレイリストに追加したり、新たにプレイリストとして登録することもできます。

1. ［DISK］をクリックします。

2. ［SEARCH］をクリックします。

3. ［検索文字列］に文字を入力して、［検索対象］と［検索範囲］を指定します。

4. ［検索］をクリックします。
ミュージックライブラリに検索結果が反転表示されます。
もう一度［検索］をクリックすると、次の検索候補に反転が移動します。

ミュージックライブラリ欄（［ALL］などの下）で右クリックし、メニューから［ライブラリ検
索］をクリックして、［ライブラリ検索］ダイアログボックスを開くこともできます。
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プレイリスト

プレイリストの
バー

プレイリストは、好みの曲を好みの順に再生するときに使います。ミュージックライブラリから好み
の曲をプレイリストに登録して、オリジナルのプレイリストを作成できます。

音楽CDから録音しただけでは、プレイリストには何も表示されません。

新しいプレイリストを作るには

1. ［DISK］をクリックし、ワイド画面またはスーパーワイド画面にします。

2. プレイリスト欄で右クリックし、［プレイリストの新規作成］をクリックします。
プレイリストのバーが一番下にあるときは、バーをドラッグして上に引き上げてください。

3. プレイリストに登録する曲をクリックして選びます。

複数の曲を選ぶときは、次のようにします。

• 連続した複数のトラックを選択するときは、Shiftキーを押しながらクリックするか、↑↓キーを
押します。

• 連続していない複数のトラックを選択するときは、 Ctrlキーを押しながらクリックします。
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プレイリスト

4. 選んだ曲を、プレイリストにドラッグ&ドロップします。

ミュージックライブラリに登録されていない曲も、ドラッグ＆ドロップしてプレイリストに追加でき
ます。プレイリストに追加すると、ミュージックライブラリにも追加されます。

5. 曲順を入れ換えるには、移動する曲をクリックして、［ ］または［ ］をクリックし
ます。
移動する曲をドラッグ＆ドロップしても入れ換えることができます。

6. ［ ］をクリックします。
選んだ曲だけが、ミュージックリストの曲順で再生されます。
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プレイリストの名前を変更するには

1. 変更する名前を右クリックし、メニューの［名前の変更］をクリックします。

2. 文字を入力して、Enterキーを押します。

プレイリスト
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プレイリストを削除するには

1. 削除するプレイリストを右クリックし、メニューの［削除］をクリックします。

2. 確認のメッセージが出たら、［OK］をクリックします。

［DELETE］ボタンをクリックしても削除できます。

プレイリスト

プレイリストを保存するには

1. プレイリストの名前を右クリックし、メニューの［エクスポート］をクリックします。

「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。

2. ［保存する場所］、［ファイル名］などを指定し、［保存］をクリックします。
アルバムタイトル・アーティスト名・曲名・ジャンル・曲順などの情報が、ファイルとして保存
されます。
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プレイリストを読み込むには

1. プレイリスト欄で右クリックし、メニューから［インポート］をクリックします。

2. ［インポート］ダイアログボックスで、読み込むプレイリストファイルをクリック
し、［開く］をクリックします。
読み込んだプレイリストが表示されます。

同じ名前のプレイリストがあるときは、確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックする
と、同じ名前のプレイリストの中に追加されます。

プレイリスト
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一度に複数のプレイリストを読み込むには

既存のプレイリストファイル（M3U形式またはPLS形式）を読み込むことができます。読み込まれ
たプレイリストは、ミュージックライブラリにも登録されます。

1. プレイリストを保存してあるフォルダを開きます。

2. プレイリストファイル（M3U形式またはPLS形式）を選択します。

3. プレイリストファイルをCarryOn Musicのプレイリストエリアにドラッグ&ドロップ
します。

読み込んだプレイリストが表示されます。

プレイリスト
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プレイリストの任意の位置に曲を挿入するには

1. ミュージックライブラリで、追加する曲を選択します。
グループに含まれるすべての曲を挿入するときは、グループを選択します。

2. 選択した曲またはグループを、追加先のプレイリストの挿入したい位置へドラッグ&
ドロップします。

プレイリストの末尾に曲を挿入するには

1. ミュージックライブラリで、追加する曲を選択します。
グループに含まれるすべての曲を挿入するときは、グループを選択します。

2. 選択した曲またはグループを、プレイリストの名前部分へドラッグ&ドロップします。

プレイリスト

グループを選択して新しいプレイリストを作るには

ミュージックライブラリのグループを選択して、プレイリストの空白部分へドラッグ&ド
ロップします。

ミュージックライブラリのグループ名と同名のグループが新たに作成されます。
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プレイリスト

曲を検索して、プレイリストに追加するには

1. ［DISK］をクリックします。

2. ［SEARCH］をクリックします。

3. 検索する条件を入力し、［検索結果をプレイリストに追加］をクリックします。

4. 既存のプレイリストまたは新しいプレイリストを選びます。

5. ［OK］をクリックします。
既存のプレイリストを選んだとき
検索した曲が、選んだプレイリストの末尾に追加されます。

新しいプレイリストを選んだとき
検索した曲が新たに作成されたプレイリストに追加されます。
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プレイリスト

プレイリストの曲順を入れ換えるには

曲を選んでドラッグ&ドロップします。

プレイリストの曲をソート（並び換え）するには

TITLE、ARTISTの文字をクリックすると、その項目についてアルファベット（A～Z）、ひらが
な、カタカナ、漢字の優先順位でソートされます。

プレイリストの見出し部分をクリックします。

見出しの［No］部分をクリックしても、並びは切り換わりません。

プレイリスト内の曲をもう一度追加するには

同じまたは異なるプレイリストの中で曲をコピーすることができます。

1. 挿入する曲をクリックして選択します。

2. 挿入位置にドラッグします。（マウスのボタンは押したまま）

3. Ctrlキーを押します。
マウスポインタに［+］マークがつきます。

4. マウスのボタンを離します。
同じ操作をくり返して、何度でも追加できます。

プレイリストから曲を削除するには

1. プレイリストで消去する曲をクリックし、［DELETE］をクリックします。

2. ［削除］ダイアログが表示されたら、［はい］をクリックします。

プレイリストから曲を消去しても、ミュージックライブラリの同じ曲は消去されません。
ただし、ミュージックライブラリの曲を消去すると、プレイリストの曲も消去されます。



78

便利な機能

リモコン操作時の画面表示を変える

CarryOn Musicでは、リモコンで操作したときにその内容と状況に応じて、選択中の曲名などの情
報が画面上に表示されます。この表示方法を、お好みに応じて変えることができます。

表示内容

1.
キャリオン ランチャー

タスクバーにあるCarryOn Launcherアイコンを右クリックして表示されるメニュー
から「OSD表示情報」を選択します。
タスクバーにアイコンが表示されていないときは、 ボタンをクリックしてタスクバー
（ ）の表示幅を広げ、探してください。

2. 上から「表示有無」、「表示位置」、「表示サイズ」のメニューが表示されますの
で、変更したいメニューを選択してください。
表示有無
「On」「Off」と表示されます。リモコン受信時のOSD表示を行う場合は「On」を、表示しな
い場合は「Off」を選んでください。

表示位置
「上」「下」と表示されます。表示位置を画面の上部に表示する場合は「上」を、画面の下部に
表示する場合は「下」を選んでください。

表示サイズ
表示するときの文字サイズを「大」「中」「小」で設定できます。お好きなサイズを選んでくだ
さい。

設定が完了すると次のリモコン受信時から新しい設定内容が有効となります。
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便利な機能

リモコンにパソコンの操作を登録する

付属リモコンのM1～M4ボタンに、パソコンのいろいろな操作、たとえば、Windowsの終了や、よ
く使用するアプリケーションの立ち上げなどを登録することができます。

リモコン

RC-540P

PC MACRO CALL

M 1 M 2 M 3 M 4

1. タスクバーにあるCarryOn Launcherアイコンを右クリックして表示されるメニュー
から「カスタムボタンの登録」を選択、クリックします。

タスクバーにアイコンが表示されていないとき
は、 ボタンをクリックしてタスクバー
（ ）の表示幅を広げ、探してください。

M1～M4ボタン

カスタムボタンの登録画面が表示されます。
NO1～4が付属のリモコンのM1～M4にそ
れぞれ対応しています。

お使いのパソコンの環境によってはご使用にな
れない機能があります。
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便利な機能

2. 登録したい番号の行を選んで、［編集］ボタンをクリックします。
登録できる操作は大きく次の三つに分類されています。

ショートカットキー
起動中のプログラムに対して、指定したショートカットキーを送信します。ショートカットキー
を各カスタムボタンに割り当てることで、リモコンに対応していないソフトウェアを操ることな
どができます。

ファイル
指定したファイルを起動します。ショートカットファイルなどにも対応していますので、プログ
ラムだけでなく、見たいホームページのショートカットを登録しておくと、リモコン操作ひとつ
でダイレクトに開くこともできます。

プリセット
あらかじめ用意されているコマンドを選んで実行します。たとえば、リモコンでパソコンを
シャットダウンしたり再起動することができます。

3. それぞれの画面にしたがって設定してください。

ショーカットキー画面

1. ショートカットを送信するプログラムが起動していないときは起動します。

2.その後、ショートカットキー設定で［表示の更新］をクリックすると、現在起動中のプログラ
ムが一覧表示されます。その中から目的のプログラムを選択してください。

3.「ショートカットキー（S）」の空欄にカーソルを移動させます（マウスでクリック）。

4.送りたいショートカットキーをキーボードで押さえてください。
たとえば、「Ctrl＋A」を登録したい場合は、「Ctrl」キーを押さえながら「A」キーを押さ
えます。

5.「説明（D）」の空欄に、ボタンを押したときに画面上に表示する説明を入力してください。

6.［OK］をクリックします。
登録が完了しました。

続けて登録したいときは、次に登録したいNOにカーソルを合わせて編集ボタンをクリックし、
同じ要領で登録をしてください。登録をすべて終了する場合は［OK］ボタンをクリックしてカス
タムボタンの登録画面を終了してください。

「リモコン受信」ボ
タンは、M1～M4
以外のリモコンのボ
タンに登録したいと
きに使用します。

アプリケーションソ
フトによっては表示
できないものがあり
ます。その場合、こ
の機能はご使用にな
れません。
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便利な機能

1. ［参照］ボタンを押してファイル選択画
面を開き、起動したいファイルを選択し
ます。

2.［開く］ボタンをクリックします。

3.「説明（D）」の空欄に、ボタンを押し
たときに画面上に表示する説明を入力し
てください。

4.［OK］をクリックします。

登録が完了しました。

ファイル画面

プリセット画面

続けて登録したいときは、次に登録したいNOにカーソルを合わせて編集ボタンを押し、同じ要
領で登録をしてください。登録をすべて終了する場合は［OK］ボタンを押してカスタムボタンの
登録画面を終了してください。

1.右のウインドウからカテゴリーを選びま
す。

2.右のウインドウから実行したいコマンド
をひとつ選択します。

3.「説明（D）」の空欄に、ボタンを押し
たときに画面上に表示する説明を入力し
てください。

4.［OK］をクリックします。

登録が完了しました。

続けて登録したいときは、次に登録したいNOにカーソルを合わせて編集ボタンを押し、同じ要
領で登録をしてください。登録をすべて終了する場合は［OK］ボタンを押してカスタムボタンの
登録画面を終了してください。

カスタムボタンの登録画面が開いている間は、登録された動作は行いません。動作を確認する場合
は、カスタムボタンの登録画面を閉じてから行ってください。

カスタムボタンの操作
パソコンが起動中に、リモコンセンサーの受光部に向けてリモコンを操作してください。
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便利な機能

M1～M4以外のボタンにもパソコンの操作を記憶させるには
CarryOn Music用に割り当てられている他のボタンにも記憶させることができます。ただしこの場
合は、CarryOn Musicの操作はできなくなります。

1. 79ページ手順１の画面で、[追加]をクリックします。
リモコン受信画面が現れます。

2. リモコンセンサーにリモコンを向けて、登録したいボタンを押します。

3. 80ページの手順2、3と同様に、登録したい操作を選んで［OK］をクリックします。
カスタムボタンの登録画面に、新しく登録した機能が追加されています。

4. ［OK］をクリックします。

登録した操作を削除するには：

1. 79ページ手順１の画面で、［削除］をクリックします。

2. 「削除しますか？」という確認画面が現れますので、［OK］をクリックします。
登録していた機能が削除されます。

3. さらに［OK］をクリックして、「カスタムボタンの登録」画面を閉じます。
CarryOn Masterの操作が復活します。
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便利な機能

録音終了タイマーを設定する

FM/AM放送を録音するときに、放送終了時刻などに合わせて自動的に録音を終了させることができ
ます（50ページの手順11参照）。

1. ［LINE］パネルのワイド画面で音量表示の下の［TIMER REC］をクリックします。
録音終了タイマー設定の画面が開きます。

2. ［設定］ボタンをクリックします。
TIMER RECの文字が青く変わります。
解除するときは［解除］ボタンをクリックします。TIMER RECの文字は黒くなります。

リモコンのCLOSE/OFFボタンでWindowsを終了させるには

タスクバーにあるCarryOn Launcherアイコンを右クリックして表示されるメニューか
ら「Close Mode」→「Windows」を選択します。
タスクバーにアイコンが表示されていないときは、 ボタンをクリックしてタスクバー（ ）
の表示幅を広げ、探してください。

設定が完了すると次のリモコン操作時から新しい設定内容が有効となります。

※他のアプリケーションで作成途中の未保存ファイルがある場合は、Windowsの終了ができませ
ん。

終了時刻がわかっているときに時刻を入力します。パソコンの時刻設定が正しいか
確認しておいてください。

経過時間で設定するときは、何分後に終了するかを一分単位で設定できます。

SIZE

CLOSE / OFF

DISK C D

CLOSE/OFF
ボタン
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各パネル左下の［SETTING］をクリックすると設定画面が表示されます。設定できる項目は次の通
りです。（　）内の数字は関連するページです。

再生

SETTING（環境設定）について

ライン入力録音 （P48）

シンクロ録音
自動保存
チェックすると、シンクロ録音時、設定した
時間の無音が続くと、音源の再生が終了した
と判断して自動的に録音を停止し、一時的に
ファイルが作成されます。保存したい場合は
［SAVE］ボタンをクリックします。
自動曲分割
チェックすると、シンクロ録音時、設定した
時間の無音が続くと、曲のつなぎ目と判断し
て自動的に曲番をくり上げます。

保存ファイル
ファイル形式
録音によって作成するミュージックファイル
のファイル形式を選択します。
ビットレート
ミュージックファイルの転送ビットレートを
選択します。
サンプリング周波数
ミュージックファイルのサンプリング周波数
を選択します。
量子化ビット数
ミュージックファイルの量子化ビット数を選
択します。
チャンネル
ミュージックファイルのMONO/STEREO
を選択します。
作業フォルダ
初期設定はTEMPフォルダになっています。

曲間に無音を挿入
音楽を再生する場合の曲間を選択します。
MDレコーダーなどでの録音用に、曲間の無
音部を設定します。

MIDI （P35）

MIDIデバイス
MIDIデバイスを選択します。

ボリュームコントロール
音量調節用のデバイスを選択します。

詳細設定
ポートごとのMIDIデバイス、割り込み間
隔、エンジンの選択などを行います。

SETTING
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SETTING（環境設定）について

Rec Source （P49）

ライン録音ソース設定
RECORDINGサブパネルの入力ソースボタ
ンの設定を変更できます。

コンバート＆CD録音 （P46、58）

この項目はファイル形式ごとに説明します。

ファイル形式（MP3）
エムペグ オーディオ レイヤースリー エムピースリープロ

MPEG Audio Layer3/MP3Pro
エムピースリープロ エムペグ オーディオ レイヤースリー

MP3Pro（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。

フォーマット
固定ビットレート（CBR）
MP3のファイルフォーマットを指定します。
一般的には、ビットレートやサンプリングレー
トが高いほど高音質のMP3ファイルが生成さ
れますが、ファイルサイズは大きくなります。
可変ビットレート（VBR）
MP3のファイルフォーマットを指定します。
ここでは 圧縮率を選択します。

エンコード速度
録音パフォーマンスを、速度優先にするか音
質優先にするかを指定します。

著作権フラグ
オンにすると、著作権を保護する情報が
ミュージックファイル情報に挿入されます。

オリジナルフラグ
MP3形式でミュージックファイルを保存す
る場合にオリジナルであるかどうかを記録し
ておくことができます。

ファイル形式（OGG）
オッグ ボルビス

OGG Vorbis
オッグ オッグ ボルビス

OGG（Ogg Vorbis）ファイルとは?
ファイル容量はMP3やWMAと同程度で、
可変ビットレートを基本としています。新し
く開発されたオープンな汎用オーディオ圧縮
フォーマットです。

フォーマット
品質優先（VBR）
OGG Vorbisを品質優先（VBR）に設定し
ます。品質の程度をスライドバーで設定しま
す。
平均ビットレート優先（ABR）
OGG Vorbisを平均ビットレート優先（ABR）
に設定します。上限ビットレート、標準ビッ
トレート、下限ビットレートを設定できま
す。「下限ビットレートと上限ビットレート
を設定しない」にチェックを入れると、標準
ビットレートだけを設定できます。
ダウンミックス（ステレオからモノラル）
OGG Vorbisをステレオからモノラルへダウ
ンミックスします。
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ファイル形式（WAV）
ウィンドウズ ウエーブ

Windows Wave
ウエーブ

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。

形式
WAVEファイルのフォーマットを指定します。
一般的には、ビットレートやサンプリング
レートが高いほど高音質のWAVEファイル
が生成されますが、ファイルサイズは大きく
なります。

ファイル形式（WMA）
ウィンドウズ メディア オーディオ

Windows Media Audio
ダブリューエムエー ウィンドウズ メディア オーディオ

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並みの音質と、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。

フォーマット
WMAファイルのフォーマットを指定します。
一般的には、ビットレートやサンプリング
レートが高いほど高音質のWMAファイルが
生成されますが、ファイルサイズは大きくな
ります。
ご注意：操作パネルや［ミュージックファイ
ル情報］ダイアログボックスのフォーマット
には、選択したビットレートと微妙に数値が
異なるビットレートが表示される場合があり
ます。例）選択時：128 Kbps　→　表示
数値：129 Kbps

SETTING（環境設定）について
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保存 （P45、P58）

保存先
録音によって作成されるミュージックファイ
ルの保存先を指定します。ネットワーク上の
フォルダも選択できます。
初期設定は、CarryOn Musicがセットアッ
プされているフォルダの中のMyMusicフォ
ルダです。

サブフォルダ
CarryOn Musicは、保存先のフォルダにア
ルバム名やアーティスト名のサブフォルダを
作成して、その中にミュージックファイルを
保存します。ここでは、サブフォルダの作り
方を指定します。
なし...サブフォルダは作りません。録音され
たミュージックファイルはすべて［保存先］
で指定したフォルダの中に保存されます。
Album...アルバム名のついたサブフォルダ
を作ります。ミュージックファイルはアルバ
ムごとのフォルダに保存されます。
Artist-Album...アーティスト名のついたサ
ブフォルダを作り、さらにその中にアルバム
名のついたサブフォルダを作ります。ミュー
ジックファイルはアルバムごとのフォルダに
保存されます。

ファイル命名規則
［CD］パネル上で音楽CDからリッピング
することによって作成されるミュージック
ファイルのファイル名のつけ方を指定しま
す。［LINE］パネル上で録音した場合は適
用されません。
「01-Track01」のようなファイル名にな
ります。ファイル名には必ずTitle（タイト
ル）かTrack No.（曲番）が必要です。

コンバート先
変換したファイルの保存先を指定します。

CD/CD-R （P60）

CD ドライブ
音楽CDを録音・再生するCDドライブを指
定します。

CD-R設定
CD-RまたはCD-RWのドライブ、書き込みス
ピード、テスト書き込みの有無、オーディオ
CDプリギャップサイズ（CD書き込み時の
曲の頭におく無音時間）を設定します。

作業フォルダ
初期設定はTEMPフォルダになっています。

CD情報 （P38、P43）

CD TEXT設定
CD TEXTディスクを使用する場合はオンに
します。
自動的に情報を取り出す／取り出さない、ま
た、優先言語の指定もここで行います。

CDDB設定
CDDB®を使用する場合はオンにします。
自動接続の指定やProxyサーバーの設定もこ
こで行います。

関連付け

ファイルの関連付け
チェックした拡張子のミュージックファイル
はダブルクリックしてCarryOn Musicを起
動し、再生することができます。

SETTING（環境設定）について
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動作 キー DISK CONV. CD CDREC LINE

＜共通＞

再生 Alt+X ○ × ○ ○ ○

TEN Key_5 ○ × ○ ○ ×

X ○ × ○ ○ ×

一時停止 Alt+C ○ × ○ × ×

C ○ × ○ × ×

TEN Key［.］ ○ × ○ × ×

停止 Alt+V ○ × ○ ○ ○

V ○ × ○ ○ ×

TEN Key_0 ○ × ○ ○ ×

OPTIONメニュー Alt+F ○ ○ ○ ○ ○

設定 Ctrl+9 ○ ○ ○ ○ ○

5秒後へ移動 TEN Key_9 ○ × ○ × ×

5秒前へ移動 TEN Key_7 ○ × ○ × ×

Volume Down P ○ × ○ ○ ×

Volume UP O ○ × ○ ○ ×

終了 Alt+F4 ○ ○ ○ ○ ○

次の曲 Alt+B ○ × ○ ○ ○

B ○ × ○ × ○

TEN Key_6 ○ × ○ × ○

前の曲 Alt+Z ○ × ○ × ○

TEN Key_4 ○ × ○ × ○

Z ○ × ○ × ○

ALBUM TITLE編集 Alt+T × × ○ × ○

ARTIST編集 Alt+A × × ○ ○ ○

CDDB GET Alt+D × × ○ ○ ×

EJECT Alt+O × × ○ ○ ×

RESET Alt+M × × × ○ ×

SEL_ALL Alt+N × × × ○ ×

ショートカットキー一覧
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動作 キー DISK CONV. CD CDREC LINE

＜DISKのみ＞

ALBUM Alt+3 ○ × × × ×

ALL Alt+1 ○ × × × ×

ARTIST Alt+2 ○ × × × ×

PLAY LIST Down TEN Key_DOWN ○ × × × ×

PLAY LIST Up TEN Key_UP ○ × × × ×

ライブラリ検索 Ctrl+F ○ × × × ×

ミュージックファイル情報 Alt+E ○ × × × ×

Alt+TEN Key_RETURN ○ × × × ×

ミュージックファイル登録 Ctrl+O ○ ○ × × ×

＜LINEのみ＞

マーク追加 M × × × × ○

再生・停止 SPACE × × × × ○

＜その他＞

DISK Ctrl+3 × ○ ○ × ○

CONVERT Ctrl+6 ○ × × × ×

CD Ctrl+2 ○ × × ○ ○

CDREC Ctrl+5 × × ○ × ×

LINE Ctrl+4 ○ × ○ × ×

パネルサイズ標準/ワイド L ○ × ○ × ×

Normal N ○ × ○ × ×

RANDOM S ○ × ○ × ×

REPEAT R ○ × ○ × ×

設定［録音］ Alt+TEN Key_RETURN × × × ○ ×

ショートカットキー一覧
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メーカー 製品名（型番）

AOPEN CD-RW CRW1632
CD-RW CRW2040
CD-RW CRW2448
CD-RW CRW4048
CD-RW CRW4052
CD-RW CRW4850
CD-RW CRW4852
DVRW2412PRO
CRW1232/A
CRW1232PRO

HITACHI DVD-RAM
GF-10
GF-C1

LG CED-8041B
CED-8042B
CED-8043B
CED-8045B
CED-8080B
CED-8081B
CED-8082B
CED-8083B
CED-8084B
CED-8085B
CED-8120B
CED-8121B
CED-8122B
CED-8123B
CED-8124B
CED-8125B

LITE-ON LTR-24102B
LTR-24102C
LTR-24102M
LTR-32102B
LTR-32123B
LTR-32123S
LTR-40125S
LTE-32125W
LTR-48246S

メーカー 製品名（型番）

Matsushita CW-8121
CW-7585
UJDA310
UJDA330(A)
UJDA340
UJDA341
UJDA350
UJDA360
UJDA710(A)
UJDA720
UJDA730
UJDA410
UJDA420
UJDA430
SW-9501
LF-D210
LF-D310
PD-2
UJDA320
UJDD430
PD-2 LF-D100

MITSUMI CR-4804TE
CR-4805
CR-4826PU
CR-48X5TE
CR-48X8TE
CR-48X9TE
CR-48XATE
CR-4803TE

MELCO CDRW-S4224
CDRW-S8432

NEC CB-2100A
NR-7800A
NR-9100A
NR-7500A
NR-7700A
NR-7800A
NR-7800B
NR-7900A
NR-9200A
NR-9300A
ND-1100A

PHILIPS DVD+RW-D01
DVD+RW-D28
DVD6001
DVD6002
DVDRW1208
DVDRW228
PCRW1208UE
PCRW1208MR
PCRW1208JR
JR24CDRW
JR/RW24

メーカー 製品名（型番）

PLEXTOR PX-320A
PX-R412C
PX-R820T
PX-S88T
PX-W1210A
PX-W1210S
PX-W124TS
PX-W1610A
PX-W2410A
PX-W4012A
PX-W4220T
PX-W8220T
PX-W8432T

RICOH MP7320A
MP5120
MP7040A
MP7040S
MP7060A
MP7063A
MP7080A
MP7083A
MP7120A
MP7125A
MP7200A
MP7240A
MP9060
MP9120
MP9200
RW7040A
MP7163A
MP7480A

SONY DW-U10A
DRU-500A
MPD-AP20U
CRXP-90MU
CRXP810E
CRX215E4
CRX185E1
DRU-120
DRU-110
CRX75U
CRX75L
RX75A

対応CD-R/RWドライブ一覧
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メーカー 製品名（型番）

TEAC CD-W216E
CD-W224E(A)
CD-W27E
CD-W516S
CD-W532E
CD-W540E
CD-W548E
CD-W54E
DW-216E
DW-28E
CD-W24E
CD-W28E
CD-W512E(B)
CD-W512S
CD-W516E
CD-W524E
CD-W58E
CD-W58S
DW-224E

TOSHIBA SD-R1002
SD-R1102
SD-R1202(F)(N)
SD-R2002
SD-R2102
SD-R2212
SR-C8002
SR-C8102
SD-R2102
SD-R1312
SD-R2312
SD-R2412
SD-R5002
SD-R6012
IPC5025A
SD-W

TDK CDRW121032
CDRW241040X
CDRW321042X
CDRW8432

YAMAHA CRW-F1
CRW8424(E,S)
CRW8824(E,S)
CRW-70
CRW4416(E,S)
CRW6416S
CRW4001
CRW4260
CRW6416
CRW3200(E,S)
CRW2260
CRW2216(E,S)
CRW2200(E,S)
CRW2100(E,S)

対応CD-R/RWドライブ一覧

ドライブ名を確認するには

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。
（あるいは、システムのプロパティから［ハー
ドウエア］→［デバイスマネージャ］をクリッ
クします。）
次に、［DVD/CD-ROMドライブ］をダブルク
リックすると、その階層下にDVD/CD-ROMド
ライブの型番が表示されます。



92

パソコンがリモコンセンサーを認識しない
• USBケーブルを通じて本機をパソコンに確実に接続してください。

• ハブに問題がある場合があります。パソコンのUSBポートに直接接続することをお勧めしますが、ハブを経由して
接続する場合は、ハブが動作しているかどうかを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、15秒ほど待ってもう一度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。

困ったときは（FAQ）
まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説
明書も参照しながらあわせてご確認ください。

他のライティングソフトをインストールした状態でCarryOn Musicをインストールすると正常に動作しない
• 他のライティングソフトの影響でCarryOn Musicの動作がおかしくなる場合があります。
基本的に各社ライティングソフトは複数のライティングソフトをインストールすることを推奨しておりません。先
にCarryOn Musicをインストール後、他のライティングソフトをインストールすると正常になる事例があります。
また、もしCarryOn Musicのライティング機能を使用しない場合はインストール時の「ランタイム モジュールの
セットアップ」画面で“CD-Rライティングエンジンのランタイム”のチェックをはずしてください。

CarryOn Musicを再インストールした場合、録音したミュージックファイルやライブラリ情報も消去されてしまい
ますか？
• ミュージックファイルもライブラリ情報も、そのまま残ります。削除が必要な場合は別途、エクスプローラから削
除してください。

CarryOn Musicを「アプリケーションの追加と削除」からアンインストールした場合、録音したミュージックファ
イルやライブラリ情報も消去されてしまいますか？
• ミュージックファイルもライブラリ情報も、そのまま残ります。削除が必要な場合は別途、エクスプローラから削
除してください。

音声が出ない
• Windowsのタスクバーにあるスピーカーのアイコンを右クリックして「音の調節」パネルを開き、ミュートに
チェックが入っている場合は、チェックを外してください。出力レベルが小さい時は、音声出力のレベルを適正な
値に調整してください。

• 外部アンプやスピーカーをパソコンに接続している場合は、それらの接続を確認してください。また、外部アンプ
やスピーカーの電源、音量調整を確認してください。

• 音声出力デバイスが正しいか確認してください。コントロールパネルからオーディオデバイスを確認するパネル（下
記）を開きオーディオタブをクリック、使用するデバイスを選んでください。
Windows XP：サウンドとオーディオデバイス
Windows 2000/Me：サウンドとマルチメディア

左右のバランスがかたよっている
• Windowsのタスクバーにあるスピーカーのアイコンを右クリックして「音の調節」パネルを開き、バランススライ
ドバーで調整してください。

• 外部アンプやスピーカーをパソコンに接続している場合は、それらのバランス調整を確認してください。

リモコンセンサーに関して

インストールに関して

音声に関して

リモコンのボタンを押してもタスクバー上のCarryOn Launcherアイコンが反応しない
• CarryOn Launcherアイコンを右クリックして［終了］を選んだあと、スタート→すべてのプログラム（またはプ
ログラム）→スタートアップからCarryOn Launcherを選び、再起動させてみてください。

• Windows 2000およびWindows XPの場合、Administratorの権限レベルでログインしてください。

リモコンがはたらかない
• 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。（種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は
避けてください。）

• 電池の極性（＋、－）が、表示通り正しく入っているか確認してください。

• リモコンとリモコンセンサーの間が離れすぎていませんか？また、障害物でふさがれていませんか？

• リモコンセンサーの受光部をリモコンからの信号を受信しやすい向きに固定してください。

リモコンに関して
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困ったときは（FAQ）

音が途切れる
• 音声出力、入力中にCPUに負担のかかる作業を行っている場合は、控えてください。

• 音声の再生中に他の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（→10ページ）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。

• 「システムのプロパティ」から「デバイスマネージャ」を開き、ディスクドライブの中から音楽ファイルを保存し
ているハードディスクとCD-ROMドライブをダブルクリックしてプロパティを表示します。設定タブをクリックし
て、オプションのDMAチェックボックスにチェックを入れてください。

ミュージックファイルを移動したら、CarryOn Musicで再生できなくなった
• CarryOn Musicに曲を登録するとファイルの格納位置情報も登録されます。

• ファイルを移動すると登録情報と実際のファイルの格納位置が異なるため、再生できなくなります。

• DISKパネルで移動した曲の登録を［DELETE］で削除してから、再度登録しなおしてください。

ハードディスク内の曲を複数登録したい
• フォルダごとDISKパネル上にドラッグ＆ドロップすれば、その中にあるミュージックファイルをまとめてCarryOn
Musicに登録できます。

PLAYLIST行を広げたい（狭めたい）が、方法がわからない
• DISKパネルでPLAYLIST行を広げるには、PLAYLISTのタイトルバーをドラッグします。「PLAYLIST」の文字
近辺にアイコンを持っていけば、上下の矢印のアイコンに変わりますので、そのアイコンに変わったときにドラッ
グしてください。

DISKパネルでプレイリストの曲順を入れ換えたい
• プレイリストに登録された曲順は、移動したい曲を選択した状態で上下ボタンをクリックすることで変更できます。
なお、ライブラリの曲順については変更できません。

複数の曲を選択したい
• ライブラリからプレイリストへの登録などで複数の曲を選ぶ際は、連続した複数のトラックを選択するときは、
Shiftキーを押しながらクリック、連続していない複数のトラックを選択するときは、Ctrlキーを押しながらクリッ
クしてください。

CONVERTのファイル変換形式が目的の形式と異なる
• CONVERTの処理を行う前に、あらかじめ「SETTING」の「コンバート＆CD録音」から標準の変換形式を目的の
形式に変更後、CarryOn Musicを再起動してください。これにより標準の変換形式が更新されますので、この後で
CONVERTを行ってください。

• なおCONVERTの画面で各行を選択した状態で、EDITをクリックして開いたウィンドウの録音タブで、個別に変更
することもできます。

DISKパネルのCONVERTでCD TEXT対応の音楽CDを作成したい
• CarryOn MusicではCD TEXT対応の音楽CD作成はサポートしていません。CD TEXT対応音楽CD作成に対応し
たCD-R/RWライティングソフトを別途ご用意ください。

CarryOn Musicでライン録音したデータをCD-Rに焼くときに、各トラック間に無音部を入れたい。あるいは無音
部の長さを調節したい
• 「SETTING」のCD/CD-Rタブを開き、｢オーディオCDプリギャップサイズ｣で調整することができます。初期値
は2秒です。

MP3形式のCDを作成時に上書き確認のダイアログが出てくる
• 同じファイル名のMP3ファイルを同じフォルダに書き込む事はできませんので、この場合、どちらかの一方のファ
イルを選択するか、元のファイル名を変更してください。

DISKパネルに関して

LINEパネルに関して

録音ができない
• LINEパネルからRECORDINGパネルを開き、使用中の入力ソースが正しく設定されているか確認してください。

• コントロールパネルからオーディオデバイスを確認するパネル（下記）を開きオーディオタブをクリック、録音に
使用するデバイスを選んでください。

      Windows XP：サウンドとオーディオデバイス
      Windows 2000/Me：サウンドとマルチメディア
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困ったときは（FAQ）

CDパネルでCDのトラック名が表示されない
• 他のCD-R/RWライティングソフトをインストールした際に、CarryOn Musicが使用する特定のファイルが書き換
えられている可能性があります。

CONVERTのファイル変換形式が目的の形式と異なる
• CONVERTの処理を行う前に、あらかじめ「SETTING」の「コンバート＆CD録音」から標準の変換形式を目的の
形式に変更後、CarryOn Musicを再起動してください。これにより標準の変換形式が更新されますので、この後で
CONVERTを行ってください。なおCONVERTの画面で各行を選択した状態で、EDITをクリックして開いたウィ
ンドウの録音タブで、個別に変更することもできます。

CarryOn MusicでミュージックファイルがCD-R/RWに焼けない。DISKパネルのFORMATでCDAが出てこない
• ご使用のCD-R/RWがCarryOn Musicの推奨ドライブに該当しているかをご確認ください。デバイスマネージャー
のCD-ROMの項目にお使いのCD-R/RWのドライブの型番が出ていますので、控えた上で、下記手順にしたがって
作業を進めてください。
1. 下記URLにアクセスします。

http://www.sonic.com/products/recordnowmax/request.asp?Prodname=RecordNowMax
2. お客様のCD-R/RWドライブのメーカー名を選択いただいた後、［GO］ボタンをクリックしてください。
3. お客様のCD-R/RWドライブがリストにありましたら、下記URLにアクセスします。

http://support.sonic.com/downloads/engine.asp
4.［DOWN LOAD］ボタンをクリックして“PxEngineXXX.exe”ファイルをダウンロードし、実行します。

自動解凍しファイルが更新され、インストーラーが起動しますのでアップデートしてください。アップデート
後、パソコンを再起動して下さい。

以上の作業をしても書き込みができない場合は下記の事項をお試しください。
• 書き込みスピードは低速で書き込みを行う。
• テスト書き込みのチェックをはずす。
• メディアの種類を変える。（メディア不良の可能性）
• 他のライティングソフトをアンインストールする。
• ドライブが壊れている場合があります。ドライブメーカーにご相談ください。

CDパネルに関して

CD-Rのライティングに関して

長時間のライン入力録音の時、2GB（約200分）以上のWAVEファイルを録音できない
• WAVEファイル形式の制限で、2GBまでしか録音はできません。

LINEパネルでRECORDINGサブパネルを開いても何も表示されない
• LINEパネルのRECORDINGサブパネルはお使いのパソコンで現在使用中のサウンドカードのミキサー情報を取得
して表示させますが、録音ミキサーをサポートしていないUSBオーディオ製品をご利用の場合は、何も表示されま
せん。この場合、RECORDINGサブパネルは使用せず、USBオーディオのハードウェア側で録音ソースの切り換え
や録音ボリュームの調整などの設定を行ってください。

LINEパネルで録音レベルインジケーターが動作しない
• レベル調整について、録音レベルインジケーターは録音待機状態にしないと動作しません。録音の準備ができたら、
SYNCHROボタンをクリックしてSYNCHROインジケーターを消してください。次に録音ボタンをクリックする
と録音待機状態になり、録音レベルインジケーターが動作します。調整後、この状態で再生ボタンをクリックする
と録音がスタートします。

LINEパネルでシンクロスタートや、自動曲分割がうまく働かない
• シンクロスタート、自動曲分割は実際の音声に反応して動作していますのでご使用のサウンドカードや録音音源自
体にノイズが混入している場合は、うまく動作しません。この場合、曲分割については録音終了後、手動で曲分割
を行ってください。

LINEパネルでの編集結果が実際のミュージックファイルに反映されない
• ファイル分割や、フェードイン/アウトなどの編集後は必ず右上の［SAVE］ボタンをクリックして、結果を保存し
てから終了してください。［SAVE］ボタンをクリックするまでの間は何度でも編集のやり直しが可能です。

• シンクロスタート、自動曲分割は実際の音声に反応して動作していますのでご使用のサウンドカードや録音音源自
体にノイズが混入している場合は、うまく動作しません。
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電話でのお問い合わせ：
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）

サポート時間：月～金曜日
  （土日祝、弊社休日を除く）
9:30 ～ 17:30

FAX でのお問い合わせ：072-831-8124

手紙でのお問い合わせ：
〒 572-8540
大阪府寝屋川市日新町 2 番 1号

オンキヨー株式会社
カスタマーセンター宛

CarryOn Musicの発色がおかしい、画面に収まりきらない
• CarryOn Musicの必要なディスプレイ設定は「800×600 ハイカラー以上」です。これ以下のディスプレイ設定
で使用されると本来の発色がされず、またパネルのサイズによっては画面に収まりきれない場合があります。

CarryOn Musicのボリュームはホイールマウスに対応していますか？
• CarryOn Musicのボリュームはホイールマウスに対応しています。ボリュームのエリア上にマウスのカーソルを置
くことでボリュームのアップダウンが行えます。

全曲リピートは、できますか？
• REPEATボタンを1回クリックすると1曲リピートで、2回クリックすると全曲リピートになります。

CPUの負荷を軽減するため、スペアナ（スペクトラムアナライザー）を停止したい
• DISKパネル、CDパネルで再生中に表示されているスペアナ（音の強弱に合わせて上下しているグラフィック）は
［OPTION］をクリックしてウィンドウを開き、［スペアナの表示］のチェックを外すことで停止することができ
ます。

CarryOn Musicを常に手前に表示させたい
• 他のアプリケーションを使用している間でも、常にCarryOn Musicを手前に表示させたい場合は、［OPTION］
をクリックしてウィンドウを開き、［常に手前に表示］をクリックしてチェックをつけてください。

「GRAPHIC EQ」「MIDI」パネルのボタンが消えてしまい使えない
• スーパーワイドサイズとミニサイズ（最小）では、サブパネルを開くことができません。標準サイズ、もしくはワ
イドサイズの状態にするとボタンが表示されますのでこの状態で開いてください。

エンコード速度が、高速、標準、高音質とありますが、なにが違うのですか？
• 高音質で行うと、より忠実なエンコードをすることができます。エンコード後のファイル容量はほとんど変わりま
せんが、高音質を選択すると、エンコードに時間がかかります。

CarryOn Music ver. 2.70からアップグレードしたが、以前のライブラリ情報をそのまま利用したい。
• ライブラリ情報の保存場所が異なるため、新しい保存場所へコピーする必要があります。26ページ「ヒント」をご
覧になり、CarryOn Musicフォルダへコピーしてください。

その他

困ったときは（FAQ）

お客様ご相談窓口

E-mail でのお問い合わせ：
mmcadmin@onkyo.co.jp

製品に関する最新情報などは：
　ホームページアドレス
　　　　　http://www.onkyo.co.jp/
　　　　　http://www.wavio.net/
　　　　　　　　　　をご参照ください。
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付属品の主な仕様

� リモコン（RC-540P）

方式： 赤外線方式

電源： 単三形乾電池2本

外形寸法： 49×21×177mm

� リモコンセンサー（RM-U1）（COM-350RPのみ）

形式： USB REMOTE RECEIVER

方式： 赤外線受光方式、USB接続（Universal Serial Bus 1.1）

対応OS： Windows Me/2000/XP

受信感度： RC-540Pとの組み合わせにて上下左右30°で5ｍ以内
（妨害無し、直線距離）

電源： USB供給

消費電流： 80mA

質量： 約80g（USBケーブル含む）

全長： 150cm（センサー部含む）

外形寸法（幅、高さ、奥行き）： 55.3×21.5×40mm（USBケーブル除く）

※ 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。

本製品（COM-350RP/350）のシリアルNoは、パッケージに貼ってあります。

■ 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
（COM-350RPもしくはCOM-350）」「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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MEMO
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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　　 072（831）8080

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

ご購入されたときにご記入ください。�
サービス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：�


