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特長
■優れた技術力で入念に創作されたハイエンド・オーディオ製品を生産し、無類の忠
実度と精度での音楽再生に定評のある、米国バランスド・オーディオ・テクノロ
ジー社による設計

■ THX® Ultra2認定

■ THXサラウンドEX対応（7チャンネル）

■低ネガティブフィードバック設計により、最適なS/N性能と優れたダイナミックレ
ンジを実現

■ XLR（バランス）入力により、周波数特性、ダイナミックレンジ、および長いケー
ブル使用時の安定性を向上

■信号の相互干渉を最小限に抑え、アンプの音の中立性を高める、3つのゲインス
テージ構成

■スピーカーを選ばず最高の性能を引き出す高電流ドライバーステージ

■最新のハイレゾリューション音源の利点を余すことなく実現するワイドレンジ設計

■大型の高品質デュアル1kVAトロイダルトランス

■厚みのある銅プレート配線を使用した低インピーダンス設計

■ 600ジュールのエネルギー保存により、事実上無制限のクリーンな電源を供給
もっとも要求の厳しいスピーカーの負荷および構成にも対応可能

■バナナプラグに対応した、ゴールドプレート使用の高品質スピーカー端子

■アルミ製フロントパネルを配し、真鍮製のスタビライザーを採用した堅牢設計

* 　はバランスド・オーディオ・テクノロジー社の商標です。

* Ultra2、THXは、THX社の商標または登録商標です。

THX Ultra2

THX Ultra2の認証を取得したホーム・シアター・コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試験に
合格しています。このような製品にのみ付与されているTHX Ultra2のロゴは、ご購入いただいたホーム・シア
ター製品が、長期間にわたって卓越した性能を発揮することを保証するものです。THX Ultra2の要件には、パ
ワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル/アナログ空間での動作などをはじめとする、何百ものパラメータ
が定義されています。またTHX Ultra2レシーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確にホーム・シア
ターで再現するための特許技術である、THX技術を備えています。

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。
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音のエチケット
楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を
閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
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付属品と梱包材を
確認する
開梱するときは

ダンボール箱に入っている物をすべて取り出し、
付属品と梱包材がそろっているか確認してくださ
い。

本機を取り出したら

輸送途中で損傷を受けていないか、まず製品を注
意してお調べください。もし異常があったとき
は、すぐにお買い上げ店または当社サービスス
テーションにご連絡ください。

保管について

ダンボール箱は捨てずに保管しておいてくださ
い。
後日、本機を移送するときは、必ず出荷時の梱包
材をご使用ください。本機は非常に重いため、間
に合わせの梱包材などで移送すると、破損や事故
の原因となることがあります。指定以外の梱包材
を使用して破損や事故が起きた場合、当社は保証
できません。

電源コード（1）

付属品
本機に以下の付属品が含まれているかどうかを確認
してください。 （　）内の数字は個数を表しま
す。

中箱

パッド

パッド

ビニール袋

中箱

外箱
ステレオミニプラグ付ケーブル（1）

本機の12V TRIGGER IN端子をAVコン
トローラー（RDC-7.1）などと接続する
ときに使います。

電源コードと
ステレオミニプラグ付き
ケーブル

ビニール袋

取扱説明書

中箱
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オ－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。

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。

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。
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オ－ディオ機器の正しい使いかた

■ 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。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、
必ず電源プラグ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、カバーははずさない、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い。内部には電圧の高い部分
があり、感電の原因となります。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。
● 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、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次の点に気をつけ
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。
• 本機を押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しない
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。

• 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。ま
た、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてくださ
い。ラックなどに入れるときは、機器の天面から5cm以上、背面から
10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因と
なることがあります。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因になり
ます。接触禁止

分解禁止

電源プラグをコンセン
トから抜いてください
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オ－ディオ機器の正しい使いかた

■ 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・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・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない

● 本機の上に花びん、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。

■ 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んだり、落とし込ん
だりしないでください。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、機器の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない

● 電源コードが傷んだら（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。

● 電源コードの上に重いものをのせたり、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、重い物をのせてしま
うことがあります。

● 電源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
張ったり、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・感電の原因になります。電源プラグを
コンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

水場での使
用禁止

水ぬれ禁止

電源プラグをコンセン
トから抜いてください

電源プラグをコンセン
トから抜いてください



8

■ 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。

● この機器は非常に重いので、持ち運びは必ず二人以上で行ってください。け
がや腰痛の原因となることがあります。

● 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れた
り落下して、けがの原因となることがあります。

● 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置か
ないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、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当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、テレビ等の機器に接続する場合は、各々の機器
の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、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。

■ 使用上の注意

● 電源を入れる時には音量(ボリューム)に注意してください。過大入力でス
ピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となること
があります。

● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカー等が発熱し、火災
の原因となることがあります。

● 本機に乗ったり、ぶら下がった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、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

● キャッシュカ－ド、フロッピ－ディスクなど、磁気を利用した製品を近づけ
ないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、デ－タが消失する
ことがあります。

オ－ディオ機器の正しい使いかた
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オ－ディオ機器の正しい使いかた

■ 電源コード、電源プラグの注意
● 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被ふくが溶けて、火
災・感電の原因となることがあります。

● 濡れた手で電源プラグ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。

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが
傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜い
てください。

● 電源コ－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、安全のため必ず電源プ
ラグ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、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから
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。

■ スピーカーコードについて

● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりし
ないでください。火災・感電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、安全のため電源プラグ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すすめしま
す。もよりの販売店にご相談ください。
本機の内部にほこりのたまったまま、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、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあ
と、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。

電源プラグをコンセント
から抜いてください

電源プラグをコンセント
から抜いてください
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使用上のご注意
本機をお使いになる前に、「オーディオ機器の正しい使いかた」（5～9ページ）と併せて、下記の注
意事項もよくお読みください。

電源コードについて

付属の電源コード以外は使用しないでください。
付属の電源コードは本機のために特別に設計され
たもので、他の機器には使用できません。

本機の電源コードを接続する時は、14ページ以降
の説明をよくお読みください。

AC ヒューズ

本機のヒューズを取り外した状態で、絶対に電源
コードを接続しないでください。
ヒューズを交換する際は、必ずオンキヨー修理窓
口またはお買い上げの販売店までご相談くださ
い。

接続するスピーカーについて

スピーカーはインピーダンスが4Ω以上のものを接
続してください。4Ω未満のスピーカーを接続する
と、アンプが故障することがあります。

通風について

本機はハイパワーアンプのため、温度がかなり上
昇します。通風孔は絶対にふさがないでくださ
い。本機の上に物を乗せたり、他のシステムコン
ポなどを積み重ねて置くなどして通風孔をふさぐ
と、放熱が妨げられ、故障の原因となります。

お手入れ

フロントパネル、リアパネル、カバーは、柔らか
い布でからぶきしてください。汚れがひどいとき
は中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、
固く絞って汚れをふき取ったあと、乾いた布で仕
上げをしてください。固い布や、シンナー、アル
コールなどは使用しないでください。傷がついた
り、文字が消えたりすることがあります。
引火性または可燃性の洗剤も使用しないでくださ
い。

その他

次のことは絶対にしないでください。
• 入力ジャックまたは入力ケーブルの先端を指で
触れて、通電を確かめるようなことは絶対にし
ないでください。感電の危険性だけでなく、ス
ピーカーの故障の原因となります。

• 出力端子どうしをショートさせないでくださ
い。

• カバーを外したり、カバーを外したまま本機を
操作しないでください。

• 爆発性のある気体の中で本機を操作しないでく
ださい。

• 小さな子どもの手の届く所に設置しないでくだ
さい。

雷が鳴ったら

本機の電源プラグに触れないでください。

著作権について

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。



11

本機を設置する
本機の過度な温度上昇を防ぐため、通風や設置場所については、十分配慮してください。本機の過度
な温度上昇は、他の接続機器の故障の原因ともなります。

通風について

本機をご家庭で普通に使用するときは、本機の温
度上昇は温かくなる程度ですが、低インピーダン
スのスピーカーで大音量の再生を行っているとき
などは、通常よりかなり熱くなります。そのよう
な場合は、アンプの性能が、過度な温度上昇に
よって損なわれることがあります。
過度な温度上昇を防止するには、空気の流れを良
くして、放熱をすることが大切です。

• 本機を空気がこもりがちな狭いラックや、押し
入れには入れないでください。

• 本機を暖房機や温風ダクトなどの外部熱源から
離して設置してください。

• 本機の上に他の機器等を重ねて置かないでくだ
さい。

• 本機のカバーには換気用の孔があり、内部の温
度上昇を防ぐように設計されています。これら
の換気孔は絶対にふさがないでください。

キャビネットに収納する場合は、キャビネットの
リアパネルの上下に換気口を開け、通風をよくす
るか、ファンを使って空気を循環させてくださ
い。
目安としては、音声信号入力待ちの状態にあると
きに本機の上部が熱すぎて触れることができなけ
れば、換気を改善する必要があります。

設置する場所と空間

本機は非常に重い製品です。設置する場所の床
や、特にキャビネットやラックに収納する場合
は、重さに耐えうるだけの強度があることを必ず
確認してから設置してください。
本機の背面には、電源コードをはじめ、その他の
接続ケーブルのための適切な空間が必要です。こ
れらのコード/ケーブル類を無理に折り曲げたり、
力をかけたりせずにすべてのケーブルを収納する
には、8センチメートル以上の空間が必要です。
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早見操作ガイド
ここでは、接続と操作の流れを説明します。
実際に接続や操作をするときは、次ページ以降
の説明も必ずお読みください。
早見操作ガイドの内容は、ソース機器とAVコ
ントローラー（プリアンプ）の接続など、シス
テムの他の接続が完了している場合の手順で
す。

1. AVコントローラーのボリュームを下げる
電源を入れたとき突然大きな音が出るのを防ぐ
ため、音量は絞っておいてください。

2. スピーカーを本機に接続する
スピーカーコードを使って接続します。
各コードの極性（＋）/（－）は正しく接続して
ください。接続を間違えると、定位感が損なわ
れたり、位相が逆になったりします。

3. INPUT SELECT（入力切り換え）スイッ
チで、XLRコネクター（バランス入力端
子）またはRCAコネクターを選ぶ
AVコントローラーと本機を接続するケーブル
のタイプに合わせて切り換えます。本機には各
チャンネルごとにXLRコネクターとRCAコネ
クターがあり、ケーブルのタイプやAVコント
ローラーの機能に応じて切り換えることができ
ます。

本機の電源を入れた状態でINPUT SELECTス
イッチを切り換えないでください。

4. AVコントローラーを本機に接続する
手順3で選んだ入力方式に合わせて、AVコン
トローラーの出力を本機の対応する入力端子に
接続します。

もう一方の入力端子には何も接続しないでくだ
さい。

5. 付属の電源コードを本機と壁コンセントに
接続する
プラグはしっかり奥まで差し込んでください。

6. POWERスイッチを押す
このスイッチを押すと、Onインジケーターが
青く点灯します。12V TRIGGER IN端子に
ケーブルを接続している場合は、接続する機器
の電源オン/オフに連動します。Standbyイン
ジケーターが赤く点灯している時は、信号待機
状態です。

7. AVコントローラーのボリュームを徐々に
上げる

POWERスイッチを押したあと、出力が安定す
るまで約9秒かかります。その間はボリューム
を上げないでください。

以降の操作については、AVコントローラーお
よび接続機器の説明書をご覧ください。

最高の音質を実現するために
本機は、アンプの性能を最大限に引き出すため、
出力部にDC保護回路などのリレーを使用していま
せん。そのため電源投入時、内部回路が安定する
までの間に各チャンネルからノイズを含んだ信号
が出力されることがあります。通常は、音質が安
定するまで、電源を入れたまま音を出さずに15分
以上放置する（プリヒート）することが必要で
す。電源投入後、30分以上経過して内部回路が安
定してから、音楽や映画をお楽しみいただくこと
をお勧めします。
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On
Standby

On

Power
O f f

Seven Channel Amplifier  RDA-7.1

フロントパネルの名称と働き

パワー オン オフ

Power  On /  Off スイッチ（主

電源）
本機の電源を入れます。このスイッチを押すとOn
インジケーターが青く点灯します。音が出るまで9
秒程を要します。
12Vトリガーで本機を操作するには、接続する機器
の12V TRIGGER OUT端子と本機の12V TRIGGER
IN端子を接続し、本機のPowerスイッチをOnにし
ます。
例えば、AVコントローラーRDC-7.1と接続して本
機を操作するときは、RDC-7.1の12V TRIGGER
OUT E端子と本機の12V TRIGGER IN端子を、付
属のステレオミニプラグ付ケーブルを使って接続
します。

12V TRIGGER IN端子にケーブルが接続されてい
る場合：
12Vトリガー信号が来ている場合は、Onインジ
ケーター（青）が点灯します。
12Vトリガー信号が来ていない場合は、Standby
インジケーター（赤）が点灯します。

オン スタンバイ

On/Standby インジケーター

Powerスイッチが Onのとき、どちらかのイン
ジケーターが点灯します。
On（オン）： このインジケーターが青く点灯
しているときは、本機の電源が入った状態で、
演奏が可能です。
Standby（スタンバイ）: このインジケーター
が赤く点灯しているときは、12Vトリガー端
子からの信号待機状態です。

Powerスイッチが Onのとき、どちらのインジ
ケーターも点灯していない場合は、本機の電源
コードが正しく接続されているか、あるいは
ヒューズが切れていないか、お確かめください。
それでも点灯しない場合は、電源を切り、電源
コードを外してお買い上げ店またはオンキヨー
サービスステーションへご連絡ください。
また、Onインジケーター（青）が点灯していて、
Standbyインジケーター（赤）が点滅している場
合は、本機の保護回路が働いています。スピー
カーコードがショートしたり本機の温度が上昇し
すぎると保護回路が働きますので、その場合は一
度電源を切り、原因を取り除いてから再び電源を
入れてください。それでも改善されない場合は、
電源を切り、電源コードを外してお買い上げ店ま
たはオンキヨーサービスステーションへご連絡く
ださい。
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リアパネルの働きと接続

• バランス接続にするときは、INPUT SELECTス
イッチをバランス端子側に切り換え、バランス
ケーブルを使って、AVコントローラーと本機を
接続します。

• RCAタイプの音声入力端子には、何も接続しない
でください。

音声入力端子（RCAコネクター）

RCA出力端子を持つAVコントローラーを接続しま
す。

• この接続をするときは、INPUT SELECTスイッ
チをRCA側に切り換え、オーディオ用ピンコード
を使って、AVコントローラーと本機を接続しま
す。

• バランス入力端子には、何も接続しないでくださ
い。

インプット セレクト

INPUT SELECT（入力切り換え）
スイッチ

各チャンネルの音声入力端子を選びます。

• 電源を入れた状態では、入力を切り替えないでくだ
さい。

• 選択していない方の入力端子には、何も接続して
いないことをお確かめください。

SPEAKER IMPEDANCE
4 OHMS MIN. PER EACH
SPEAKER TERMINAL

SEVEN CHANNEL AMPLIFIER
MODEL NO.  RDA-7.1

INPUT 
SELECT

FUSE

SURROUND BACK
  RIGHT

SURROUND
  RIGHT

12V TRIGGER
IN OUT

SURROUND
  LEFTCENTER

FRONT
LEFT

SURROUND BACK
  LEFT

FRONT
RIGHT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

AC INLET

OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT

• 電源コードは、他のすべての接続が終わるまで接続しないでください。
• 接続する機器に付属の説明書も必ずお読みください。
• 電源を入れた状態（Power  On）で入力端子または出力端子に接続することは絶対におやめくだ
さい。

• 電源を入れる前に、必ずAVコントローラー（プリアンプ）のボリュームを完全に絞ってください。

出力端子にケーブルを接続する
ピンの位置を合わせてカチッと音がするまで端子を
差し込みます。ケーブルを軽く引っ張り、完全に接続
されているかどうか確認してください。

出力端子からケーブルをはずす
コネクターのボタンを押しながら、矢印の方向にケー
ブルを引っ張ります。

PUSH部分を押しながら、引っ張る

12
3

1. GND（シャーシ接地）

2. HOT（＋）

3. COLD（－）

接続上の注意
本機は7チャンネルの独立したパワーアンプで構成
されており、各アンプはそれぞれの入力信号に対
して、同じ音質と同じ性能を実現します。ご使用
の際には、各チャンネルに音声信号を入力し、ス
ピーカーを接続してください。使用しないチャン
ネルには、音声入力およびスピーカーを接続しな
いでください。

バランス入力端子（XLRコネクター）
バランス出力端子を持つAVコントローラーを接続
します。
ピン配列は次のとおりです。（AES規格準拠）
接続時は、AVコントローラーの説明書をご覧にな
り、出力端子のピン割り当てが本機に対応してい
ることをご確認ください。対応していない場合
は、出力ピンが対応する入力ピンに正しく接続さ
れるように配線してください。
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アウトプット

OUTPUT （スピーカー出力）端子
（バインディングポスト）

本機は、スピーカーシステムへの出力端子として、
ハイバインディングポストを装備しています。本機
の音質を最大に引き出すには、高品質のスピーカー
コードを使用することをお勧めします。

各チャンネルの－（マイナス）出力端子とスピー
カーの－（マイナス）入力端子を、＋（プラス）
出力端子とスピーカーの＋（プラス）入力端子を
接続します。

下記の手順で接続してください。

1. スピーカーコードの
被覆を15mmカッ
トする

2. しん線の先端を
しっかりよじる

3. ねじをゆるめる

4. しん線を差し込む

5. ねじを締め付ける

次ページの｢スピーカーの位相合わせについて｣、
｢スピーカーの定格｣も併せてご覧ください。

• この端子に、スピーカー以外の機器を接続しな
いでください。また、出力端子は絶対にショー
ト（短絡）させないでください。

• プラス（＋）とマイナス（－）を間違って接続
したり、左右のスピーカーを間違えて接続しな
いでください。音声が不自然になります。

• スピーカーはインピーダンスが4Ω以上のもの
を接続してください。4Ω未満のスピーカーを
接続すると、アンプが故障することがありま
す。

• スピーカー端子に複数のスピーカーコードを接
続しないでください。故障の原因となります。

ヒューズ

FUSE

本機には、250ボルト15アンペアのACスローブ
ロー型メインヒューズがついています。交換する
場合は、ヒューズの溝にコインなどを当てて、左
へ回して外してください。
ヒューズは、同じタイプの同じ容量のものをご使
用ください。

ヒューズを交換したり電気的な接続を行ったりす
る前には必ず電源を切り、電源コードを抜いてく
ださい。
ヒューズを交換する際は、必ずオンキヨー修理窓口
または、お買い上げの販売店までご相談ください。

トリガー イン アウト

12V TRIGGER IN/OUT端子

12V TRIGGER出力端子を持つAVコントローラー
RDC-7.1などと12V TRIGGER IN端子を接続し
ます。トリガーは、5～12Vの直流です。本機の
電源スイッチが Onのとき、AVコントローラー
側で本機の電源を操作できます。
他の機器の電源を、本機の12V TRIGGER IN端子
に接続した機器と連動させたい場合は、本機の
12V TRIGGER OUT端子と、その機器の12V
TRIGGER IN端子を接続します。このとき、本機
の電源が切れていても、信号は本機を通って12V
TRIGGER OUT端子へ出ていきます。この端子を
使って、数珠つなぎに接続することが可能です。

接続には、付属のステレオミニプラグ付ケーブル
かφ3.5mmのモノラルタイプミニジャックをお使
いください。
ミニジャックの先端の極性は＋です。

エーシー インレット

AC INLET（AC電源入力）コネクター
付属の電源コードを本機のAC INLETコネクター
に接続してから、壁コンセントに接続します。
• 本機の電源コ－ド以外の、すべての接続が完了
していることを確認してください。

リアパネルの働きと接続

15mm1

3 4 5

2

• 電源コードは、壁コンセントに接続した状態で
本機のAC INLETコネクターから抜かないでく
ださい。感電する恐れがあります。電源コード
は、接続時には最後に壁コンセントに接続し、
抜くときは最初に壁コンセントから抜いてくだ
さい。

• 電源コ－ドはより良い音で聞いていただくため
に、極性の管理がされています。電源コ－ドの
マークのついている方を家庭用の電源コンセ
ントの溝の広いほうに合わせて差し込んでくだ
さい。

• 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が
流れてコンピュ－タ－などの機器の動作に影響
することがあります。コンピュ－タ－など、繊
細な機器とは別系統のコンセントに接続するよ
うにしてください。

GND接続端子
他の機器と接続してハムなどのノイズが出たとき
は、この端子と接続した機器のアース端子をリー
ド線でつなぐと改善されることがあります。

AC INLET

電源コード(付属)

狭い方へ

壁コンセント

広い方へ

マーク
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スピーカーを接続する
まずお手持ちのスピーカーを配置してください。次に本機との接続をします。スピーカーの取扱説明
書をご覧になりながら、正しい配置と接続をしてください。また、接続については、15ページの
の内容もお読みください。
サラウンド再生には、スピーカーシステムの構成内容と配置を対応したものにする必要があります。

スピーカーの定格

本機は、適正レベルを超える電力レベルでも、低
インピーダンスのスピーカーを問題なく駆動でき
ます。公称4Ωが定格となっている多くのスピー
カーシステムのインピーダンスは、特定の周波数
レンジで多くの場合2Ωまで低下します。その場合
も、極端に音量を上げない限り、問題は発生しま
せん。

しかし、本機の出力能力はきわめて高いので、ス
ピーカーシステムの入力電力に対する最大定格を
チェックすることが重要になります。スピーカーの
損傷を避けるため、スピーカーの定格電力は、対応
するインピーダンスでアンプの出力定格電力（4
Ω）以上であることを確認してください。

本機の定格を下まわる定格のスピーカーシステム
をご使用になった場合は、スピーカーシステムや
接続機器に故障が生じても当社では責任を負うこ
とはできません。

スピーカーの位相合わせについて

スピーカーが正しく接続されていない場合は、位
相が逆になって違和感を感じたり、定位が不明瞭
になったりすることがあります。
正確なバスレスポンスを得るためには、すべての
チャンネルが同相で接続されていなければなりませ
ん。単音の旋律に対して、スピーカーがユニゾン
（同相）で振動していれば、正常です。逆相の場合
は定位（楽器や歌い手の位置）が不明瞭になった
り、違和感を感じたりします。
そのような場合は、スピーカーコードが正しく接
続されていない可能性があります。コードによっ
て、色分けされていたり、片側にマークがついて
いたり、片方の線に色がついていたりしますの
で、それらを目印にして、本機の＋（プラス）出
力端子にはスピーカーの＋（プラス）入力端子
を、－（マイナス）出力端子にはスピーカーの－
（マイナス）入力端子を接続しているか確認して
ください。すべてのチャンネルが同じように接続
されていることが必要です。

右
サラウンド
バック
スピーカー

右
サラウンド
スピーカー

右
フロント
スピーカー

センター
スピーカー

左
フロント
スピーカー

左
サラウンド
スピーカー

左
サラウンド
バック
スピーカー

危険
回路の故障を防ぐため、スピ－
カ－コ－ドのしん線のプラスと
マイナスを絶対にショ－トさせ
ないでください。

1つのスピーカーから複数のス
ピーカー端子に接続したり、1つ
のスピーカー端子に複数のスピー
カーを接続しないでください。
故障の原因になります。

SPEAKER IMPEDANCE
4 OHMS MIN. PER EACH
SPEAKER TERMINAL

AC INLET SEVEN CHANNEL AMPLIFIER
MODEL NO.  RDA-7.1

INPUT 
SELECT

FUSE

SURROUND BACK
  RIGHT

SURROUND
  RIGHT

12V TRIGGER
IN OUT

SURROUND
  LEFTCENTER

FRONT
LEFT

SURROUND BACK
  LEFT

FRONT
RIGHT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

AC INLET

OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT
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SURR BACK  R  SURR  R FRONT  R CENTER FRONT  L SURR BACK  LSURR  LSUBWOOFER
PRE OUT  A  (SINGLE)

)

 (ASSIGNABLE)  (ASSIGNABLE)

SPEAKER IMPEDANCE
4 OHMS MIN. PER EACH
SPEAKER TERMINAL

SEVEN CHANNEL AMPLIFIER
MODEL NO.  RDA-7.1

INPUT 
SELECT

FUSE

SURROUND BACK
  RIGHT

SURROUND
  RIGHT

12V TRIGGER
IN OUT

SURROUND
  LEFTCENTER

FRONT
LEFT

SURROUND BACK
  LEFT

FRONT
RIGHT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

AC INLET

OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT

SPEAKER IMPEDANCE
4 OHMS MIN. PER EACH
SPEAKER TERMINAL

AC INLET SEVEN CHANNEL AMPLIFIER
MODEL NO.  RDA-7.1

INPUT 
SELECT

FUSE

SURROUND BACK
  RIGHT

SURROUND
  RIGHT

12V TRIGGER
IN OUT

SURROUND
  LEFTCENTER

FRONT
LEFT

SURROUND BACK
  LEFT

FRONT
RIGHT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

INPUT 
SELECT

OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT

L

R

L

R

FRONT

CENTER

SURR SURR BACK
SUB
WOOFER

 (ASSIGNABLE)

(SINGLE)

差し込み不完全

奥まで差し込んでください。

RDC-7.1を接続する
下図は、別売りのAVコントローラーRDC-7.1と本機の接続例です。

バランス端子の接続

バランス端子をご使用になる場
合は、RCA端子には接続しない
でください。

RDC-7.1

RDA-7.1

RDC-7.1側

XLRタイプ

RDA-7.1側

RDC-7.1の12V TRIGGER OUT E端子へ
(付属のステレオミニプラグ付ケーブル)

RCA端子の接続

RCA端子をご使用になる場
合は、バランス端子には接続
しないでください。

RDC-7.1の12V TRIGGER OUT E端子へ
(付属のステレオミニプラグ付ケーブル)

RDA-7.1

RDC-7.1

Balanced
ケーブル

INPUT SELECT
スイッチを上へ倒す

INPUT SELECT
スイッチを下へ倒す
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故障？と思ったときは

1.　電源は入るが音がでない
● スピーカーコードが正しく接続されています
か。

● 入力コードが接続されていますか。
● AVコントローラー（プリアンプ）からの信号
が来ていますか。

● 入力切り換え（INPUT SELECT）スイッチが
正しい位置にありますか。

●
スタンバイ
Standbyインジケーターが点滅している場合
は、本機の保護回路が働いています。その場合
は、スピーカーコードがショートしていたり、
本機の温度が上がりすぎている可能性がありま
す。いったん電源を切り、原因を取り除いてか
らご使用ください。

2.　ハム、その他の雑音が入る
● 入力コードはピンジャックやコネクターにしっ
かり挿入されていますか。

● 電源コードや電源トランスから発する雑音が入
力コードに入って雑音がでることがあります。
入力コードをそれらに近づけないようにしてく
ださい。

● ピンコードと電源コードやスピーカーコードと
一緒に束ねると、ハムや雑音の原因となること
がありますので、束ねないようにご注意くださ
い。

● 各チャンネルの入力端子にはバランス端子か
RCA端子のどちらか、使用するほうのみを接
続し、切り換えスイッチをそちらへ切り換えて
ください。

仕様
定格出力
全てのチャンネル（2チャンネル駆動時）
8Ω 150W （20Hz～20,000Hz）

全高調波歪率：0.08%以下

4Ω 300W （1,000Hz）
全高調波歪率：0.1%以下

混変調ひずみ率：定格出力時で0.05%

1W出力時で0.05%

ダンピングファクター：8Ω負荷時で40

入力感度/インピーダンス

バランス : 200mV/47kΩ

アンバランス : 100mV/47kΩ

周波数特性

3.5～250kHz、－3dB

スピーカー適応インピーダンス：4Ω以上

全高調波歪率：0.03％（20Hz～20kHz）

■ 一般仕様

使用電源：AC100V、50/60Hz

消費電力：1050W (電気用品取締法規格)

外形寸法：450(幅)×197(高さ)×602(奥行)mm

質量：52.5kg

※ 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

本機が正常に動作せず、サービスをお申し付けになる前に次のようなチェックをしてください。
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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3年間です。

■調子が悪いときは
意外な操作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、電源プラグを抜いて修理を依頼
してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口の
ご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知ら
せください。

お名前
お電話番号
ご住所
製品名 　RDA-7.1
で き る だ け 詳 し い 故 障 状 況

■オンキヨー修理窓口について
詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案
内」をご覧ください。

■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お近くのオ
ンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご
覧ください。

■保証期間経過後の修理は
お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご
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致します。

■補修用性能部品の保有期間について
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低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
はお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。
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