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この度は、PureSpeed DSU6200 を、

お買い上げいただきまして、ありがとう

ございました。ご使用の前に、この説明

書をよくお読みの上、説明の通りお使い

ください。取り扱い説明書は大切に保存

して、必要になったとき、繰り返してお

読みください。 
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1.特徴 
 

■ シネマからゲーム・ピュアオーディオまで幅広いサラウンドフォーマットに対応しています。 

Dolby
® 

Digital (AC-3) 

Dolby
® 

Digital Live(AC-3) 

Dolby
® 

Pro-LogicⅡ x 

Dolby
® 

Virtual Speaker 

DTS
®

 Digital surround 

DTS
®

 Connect 

DTS
®

 Interactive 

DTS
®

 NeoPC 
 

 

■ 192KHz/96KHz/24Bit のハイサンプリングハイビットのリニア PCM に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 
   

■ MLD（マルチチャンネル・リニア PCM・デジタル出力）に対応しています。DolbyDigital/DTS などのマル

チチャンネル音声を、2 チャンネル毎にペアリングしてリニア PCM のまま光デジタル音声出力（S/PDIF）

することが可能です。これはサラウンドデコーダーを持たない、DAC 内蔵ステレオプリメインアンプなどの

駆動に適します。これを MLD（Multi-channnel/LinearPCM/Digital-output）と称します。MLD では 7.1CH

で 4 本、5.1CH で 3 本、4.0CH で 2 本の光ケーブルが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ パススルーデジタル出力に対応しています。DolbyDigital/DTS Digital surround をデコードせず、光デジ

タル出力（S/PDIF）することができます。AV アンプとの接続に最適です。 

  

  

 

 

 

4KHz の微小信号を 48KHz/16Bit でサンプリングした場合（赤） 
4KHz の微小信号を 192KHz/24Bit でサンプリングした場合（黄） 

  

 

 

PC 

DSU6200 

 

L/R Ls/Rs Lb/Rb C/SW 

DAC 

アンプ 
DAC 

アンプ 
DAC 

アンプ 
DAC 

アンプ 

光デジタルケーブル

Blu-ray／DVD／Game ソフトウェア 

Dolby/DTS デコーダ 

SPDIF 
トランスミッタ 

SPDIF 
トランスミッタ 

SPDIF 
トランスミッタ 

SPDIF 
トランスミッタ 

リニア PCM 

デジタル音声 

アンプリンクで 

アンプ操作の連動 

(UIA5X00) 
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2.対応する PC 環境 
 

■DSU6200 では 1 つの PCI-ExpressX1 バス、空きスロットが必要です。 
 

■WindowsXP（32bit）／WindowsVista（64bit/32bit）／Windows7（64bit/32bit） 

／Windows8（64bit/32bit）／Windows8.1（64bit/32bit）に対応します。 
 

■Blu-ray-Disc を再生するには Blu-ray ドライブが必要です。 
 

■DVD-Disc を再生するには Blu-ray ドライブ又は DVD ドライブが必要です。 

■DVD-Disc で Dolby
® 

Digital (AC-3) および DTS
®

 Digital surround を再生するには対応する 

プレーヤーソフトウェアが必要です。 

（PowerDVD11 Standard/Deluxe/Ultra、PowerDVD10 Ultra、PowerDVD9 Ultra など） 

■Blu-ray-Disc で Dolby
® 

Digital (AC-3)および DTS
®

 Digital surround を再生するには対応する 

プレーヤーソフトウェアが必要です。 

（PowerDVD11 Ultra、PowerDVD10 Ultra、PowerDVD9 Ultra など） 
 

■Blu-ray-Disc で 3D 映像を再生するには 3D 対応のグラフィックデバイス、モニターディスプレイが必要です。 
 

■192KHz/96KHz/24BitのハイサンプリングハイビットのリニアPCMオーディオソースを再生するには対応

するソフトウェアが必要です。 
 

3.インストール 
 

◇ DSU6200D を PC に組み込む（PC の電源プラグを抜いて作業してください） 

■ PC のケースを開けてください。 

■ PCI スロットに DSU6200 本体のエッジコネクタ部分を挿入し、ブラケット部分のネジで固定します。 

■ PC のケースを閉じてください。 
 

◇ ドライバソフトウェアのインストール（Windows XP） 

付属 CD-ROM の XP_Vista フォルダの Setup.exe をダブルクリックして実行してください。 

以下の画面が立ち上がりますので、次へをクリックしてください。 

 
 

次へをクリックしてください。 

 
 

この画面がしばらく続きます。 
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以下の画面になったら“はい、今すぐコンピュータを再起動します。”がチェックされていることを確認のうえ、完

了をクリックしてください。ここで Windows が再起動します。 

 
 

正しくドライバがインストールされていれば、デバイスマネージャーの“サウンド、ビデオ、およびゲームコントロ

ーラ”の項に、“C-Media Oxygen HD Audio Device”が現れます。 

 
 

 “サウンドとオーディオのプロパティ”、“オーディオ”タブの、“音の再生”、“既定のデバイス”で、“C-Media 

Oxygen HD Audio Device”を選択します。同じように“録音”、“既定のデバイス”で、“C-Media Oxygen HD 

Audio Device”を選択します。 後に”適用(A)“ボタンでこの画面を終了します。 

 
 

◇ ドライバソフトウェアのインストール（Windows8.1,Windows8,Windows7,WindowsVista） 

OS の持っているドライバ自動的にインストールされる場合がありますが、必ず以下の作業を行って、当社の支給す

るドライバをインストールしてください。64Bit 版と 32Bit 版で、インストール作業に違いはありません。 

Windows8.1 の場合には付属 CD-ROM の Win81 フォルダの Setup.exe、 

Windows8 の場合には付属 CD-ROM の Win8 フォルダの Setup.exe、 

Windows7 の場合には付属 CD-ROM の Win7 フォルダの Setup.exe、 

WindowsVista の場合には付属 CD-ROM の XP_Vista フォルダの Setup.exe 

をダブルクリックして実行してください。以下の画面になりインストールが実行されます。 

 
(注意 OS によってこの画面イメージが異なります) 

 

再起動を促す画面が現れたら、必ずコンピュータを再起動してください。 
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正しくドライバがインストールされていれば、デバイスマネージャーの“サウンド、ビデオ、およびゲームコントロ

ーラ”の項に、“C-Media Oxygen HD Audio Device”が現れます。 

 
 

アナログ出力又は MLD 出力を使いたい場合“サウンドのプロパティ”の“再生”タブで、“スピーカー C-Media 

Oxygen HD Audio Device”（①）を選択し、”既定値に設定(S)“ボタン（②）をクリックします。以下のよう

にチェックマーク（③）が“スピーカー C-Media Oxygen HD Audio Device”に入っているようにしてくださ

い。OK ボタンをクリックしてこの画面を終了します。 

 
 

パススルー光デジタル出力を使いたい場合“サウンドのプロパティ”の“再生”タブで、“S/PDIF Pass-through 

Device C-Media Oxygen HD Audio Device”（①）を選択し、”既定値に設定(S)“ボタン（②）をクリック

します。以下のようにチェックマーク（③）が“S/PDIF Pass-through Device C-Media Oxygen HD Audio 

Device”に入っているようにしてください。OK ボタンをクリックしてこの画面を終了します。 

 
 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 
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光デジタル入力を使いたい場合“サウンドのプロパティ”の“録音”タブで、“S/PDIF In C-Media Oxygen HD 

Audio Device”（①）を選択し、”既定値に設定(S)“ボタン（②）をクリックします。以下のようにチェックマー

ク（③）が“S/PDIF In C-Media Oxygen HD Audio Device”に入っているようにしてください。OK ボタンを

クリックしてこの画面を終了します。尚、C-Media Oxygen HD Audio Device と記されているものであっても、

マイク、ライン入力は使えませんのでご注意ください。 

 
 

4.外部接続コネクタの概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MLD 光デジタル出力の接続例  CASE1  DAC 内蔵プリメインアンプ群に接続。 

      CASE2  DAC 群を経由してプリメインアンプ群に接続。 

パススルー光デジタル出力の接続例 CASE3  AV アンプの光デジタル入力に接続する。 

 光デジタル入力の接続例   CASE4  マイクアンプ内蔵 A/D コンバーターに接続する。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

① 

② 

③ 

①MLD 光デジタル出力・フロント LR 

②MLD 光デジタル出力・サラウンド LR 

③MLD 光デジタル出力・センタ/サブウーハー

④MLD 光デジタル出力・バックサラウンド LR

⑤パススルー光デジタル出力 

⑥光デジタル入力 
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5.設定(WindowsXP) 
タスクトレイの Xear3D アイコンをダブルクリックすると、設定画面が立ち上がります。 

 
 

 メイン設定画面 

 

 

 
 

 

 

アナログ出力 

アナログ出力又は、MLD(マルチチャンネルリニア PCM デジタル出力)がドライブする

対象のスピーカー数を選びます。ヘッドホンアウトには対応していないので 2,4,6,8 の

いずれかを選択してください。(2=2 チャンネル、4=4.0 チャンネル、6=5.1 チャンネ

ル、8=7.1 チャンネル) 

S/PDIF 出力 

パススルーデジタル出力、アナログ出力、MLD のフォーマットを選びます。 

-----------------------------------------------------------------------------

アナログ出力と MLD で Dolby Digital、DTS を再生するには、デジタルオーディオ

44.1KHz～192KHz を選択してください。 

-----------------------------------------------------------------------------

パススルーデジタル出力を使い、外部の AV アンプのデコーダーで Dolby Digital、DTS

を再生するには、Dolby Digital Live 又は、DTS Interactive を選択してください。 

ヒント 

S/PDIF 出力のデジタルオーディオ 44.1KHz～192KHz で示される各周波数は、ア

ナログ出力(DAC)および MLD のサンプリング周波数となります。ソースのサンプリン

グ周波数は自動的にこの周波数にオーバーサンプリング又はアンダーサンプリングさ

れます。アナログ出力をご使用になる場合には 192KHz がベストパフォ－マンスにな

ります。MLD を使う場合には、外部の DAC が対応している 高周波数にあわせるの

がベストパフォ－マンスです。 

バランス調整 

矢印のボタンをクリックすると、各チャンネルのレベル調整画面になります。表示され

たスピーカーの絵をクリックすると、ナレーションが流れますので同じ音量になるよう

に調整してください。なお、Reset ボタンをクリックすると、全てのレベル調整が 0dB

になるます。 
 

ヒント 1 

使用しているサウンドチップは、リニア PCM ソースで約+4dB ほどのデジタルゲイン

があります。録音レベルの高いソースで歪まないようにするには、このバランス調整画

面で-4dB 以上の設定をしないことを推奨します。後述する DSP やエフェクトを使う

とよりゲインが高くなる場合があります。このようなケースではよりレベルを落として

おく必要があります。（ミキサ画面でレベルを落としても同じです） 
 

ヒント 2 

映画館に比べ、Blu-ray や DVD はサラウンド、バックサラウンドのレベルが控えめの

ソースが多いので、フロント側のレベルを絞ると、映画館のような迫力を味わえます。

略語について ： マルチチャンネルオーディオでは各チャンネルの名称に略語が使われます。 
 

FL 又は L  ： フロント（メイン）左チャンネル FR 又は R  ： フロント（メイン）右チャンネル 

C  ： フロントセンタチャンネル  SW  ： サブウーハー 

SL 又は Ls  ： サラウンド左チャンネル  SR 又は Rs ： サラウンド右チャンネル 

BL 又は Lb ： バックサラウンド左チャンネル BR 又は Rb ： バックサラウンド右チャンネル 
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ディレイ調整 

矢印のボタンをクリックすると、C(センタ)、Ls/Rs(サラウンド)、Lb/Rb(バックサラウンド)

の各チャンネルのディレイ時間を調整します。 
 

ヒント 

+1msec はおよそ 34cm スピーカーをリスナーから遠ざけることに相当します。スピーカー

の位置が揃えられない場合、ディレイ時間で調整します。バックサラウンドスピーカーを遠方

に配置できない場合などに有効です。 

Dolby PRO LOGICⅡX 設定 

矢印(上)のハンマーボタンをクリックして青色にハイライトされた状態では、

Dolby-Pro-LogicⅡx が使用できます。矢印(下)の Dolby
 
Pro-LogicⅡx ボタンをクリ

ックすると設定画面が現れます。 
 

①Center width (音の左右の広がりをコントロールします) 

②設定をリセットします。 

③Dimention (前後の音場のバランスをコントロールします) 

④Music(左ボタン)/Cinema(右ボタン)切り替え 

⑤Panorama(フロント音場の広がり感を左右側面に回りこませる 

ことで、Ls,Rs とのつながり感をスムーズにします) 

ヒント 

Dolby
 
Pro-LogicⅡx は、ステレオ録音されたソースを分析して 4.0、5.1 又は 7.1 チ

ャンネルのサラウンド音声に変換します。Dolby
 
Pro-LogicⅡ対応のソースでは限りな

くDolby Digital( 初から5.1チャンネルで録音されたソース)に近い分解能が得られ

ます。 

① 
② 

③ 

④ ⑤ 

dts Neo:PC 設定 

矢印(上)のハンマーボタンをクリックして青色にハイライトされた状態では、dts 

Neo:PC が使用できます。矢印(下)の dts NEO:PC ボタンをクリックすると設定画面が

現れます。 
 

①Center width (音の左右の広がりをコントロールします) 

②設定をリセットします。 

③Dimention (前後の音場のバランスをコントロールします) 

④Music(左ボタン)/Cinema(右ボタン)切り替え 
 

ヒント 

dts Neo:PC は、ステレオ録音されたソースを分析して 4.0、5.1 又は 7.1 チャンネル

のサラウンド音声に変換します。Dolby
 
Pro-LogicⅡとは音質が異なります。 

① 
② 

③ 

④ 

Dolby-Virtual- SPEAKER-SHIFTER 設定 

矢印(上)のハンマーボタンをクリックして青色にハイライトされた状態では、

Dolby-Virtual- SPEAKER-SHIFTER が 使 用 で き ま す 。 Dolby-Virtual- 

SPEAKER-SHIFTER、はスピーカーの空間上の仮想的な位置をコントロールします。
 

①AutoRotetion(音場を自動回転させます) 

②ManualRotetion(音場を手動回転させます、マウスドラッグで回転コントロールで

きます) 

③FreeMovingMode(スピーカーの位置をマウスドラッグで自由に移動できます) 

④VirtualListener(リスナの位置をマウスフドラッグで移動できます) 

① 
② ③ 

④ 
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 ミキサー画面 

 
 

エフェクト画面 

 

 

Dolby-VIRTUAL-SPEAKER 設定 

アナログ出力(および MLD)が 2 チャンネルの状態で、矢印(上)のハンマーボタンをク

リックして青色にハイライトされた状態では、Dolby-VIRTUAL-SPEAKER が使用で

きます。 

Dolby-VIRTUAL-SPEAKER は 2 チャンネルのスピーカーで 5.1 チャンネルや 7.1

チャンネルのフルサラウンドを再現します。 
 

①標準モード 

②ワイドモード 

① ② 

ミキサ 

①再生ミクサ・・WAVE（音声ファイル）、SW シンセサイザ(MIDI 音源)、CD プレー

ヤーの各音量を設定します。 

②ボリュームとバランス 

③再生レベル表示（赤は歪んでいる事を示します、メイン設定画面のバランス調整か、

ミキサの①で歪まないレベルでご使用ください） 

④録音ミクサ・・左絵で示された各音源の録音レベルを設定します。マイク、ラインは

ハードウェアに実装されていませんのでご注意ください。ハードウェア上に実装され

た録音ソースは SPDIF In のみとなります。 

⑤録音レベル表示 

⑥録音ソース切り替え 

⑦録音ソースモニタ切り替え 

① 
② 

④ 

③ 

⑤ 
⑥ ⑥ 

←ミュート(ブルーで再生) 

⑦ 

エフェクト画面（リバーブ） 

画面左側がディレイ、リバーブ（エコー）を使って人工音場を作り出します。 

①でプリセットされた音場を選択するか、②More options を選択して、その下のドロ

ップダウンメニューの詳細な音場を選択することで任意の音場を創作できます。①も

MoreOption も選択されていない場合には、リバーブ・ディレイは使われません。 

②上の音場のシュミレーションサイズを 3 段階から選択します。 

① 

③ 

② 

エフェクト画面（10 バンドイコライザ） 

画面右側が 10 バンド/1 オクターブ間隔のグラフィックイコライザです。 
 

④ 直接スライダを操作して周波数特性を調節します。 

⑤ プリセットされた周波数特性を再現します。 

⑥ 現在の④の状態に名前をつけて登録します。エディットボックスに名前を書いて

+ボタンをクリックすると登録されます。登録された周波数特性はドロップダウ

ンメニューから選択できます。－ボタンで現在ドロップダウンメニューに表示さ

れている周波数特性を削除します。このユーザ登録周波数を有効にするには

User defined をクリックします。 

④ 

⑥ 

⑤ 

エフェクト画面（ダイレクトモード） 

左のようにリバーブもイコライザも選択しない状態では歪み率が も小さい状態にな

ります。 
 

ヒント 

デジタル信号処理であっても、演算を繰り返すと歪みが増大します。 
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カラオケ画面 

 
Flex Bass 画面 

 
 

6.設定(Windows8.1/8/7/Vista) 
タスクトレイの Xear3D アイコン(Win7/Vista)、OxygenHD Audio Configuration(Win8.1/Win8)をクリッ

クすると、設定画面が立ち上がります。もしくはコントロールパネルで同等のアイコンがありますので、こちらを

ダブルクリックしてください。 

 
 

 メイン設定画面 

 

カラオケ画面 

矢印のボタンをクリックして青色にハイライトされた状態ではカラオケモードになり

ます。 
 

① キーシフトは音程を調整します。 

② ボーカルのキャンセルは左右チャンネルの同位相の音を消去します。従ってボー

カルが完全に消えない可能性、楽器などのバックグラウンドの音が消える可能性

があります。 
 

ヒント 

DSU6200 はマイク入力がないので、上側のマイクエコー等の設定は無意味です。 

① 

② 

Flex bass 画面 

矢印のボタンをクリックして青色にハイライトされた状態では Flex bass モードにな

ります。この設定を有効にすると、各チャンネルの低域を集めてサブウーハーに分担さ

せます。 
 

① サブウーハーもしくは②で指定された大型スピーカーに分担させる周波数の上

限を設定します。この周波数が高いと定位が悪化します。しかし各スピーカーの

低域再生能力が劣るほど、この周波数は高くする必要があります。（歪とレスポ

ンスが悪化するため） 

② スピーカーのサイズ設定します。各スピーカーに分担させる低域の下限の参考に

します。 

① 

② 

システム入力 

ドライバがハンドリングするオーディオチャンネル数を指定します。 
 

アナログ出力 

上側のドロップダウンメニューでは、アナログ出力又は、MLD がドライブする対象の

ス ピ ー カ ー 数 を 選 び ま す 。 ヘ ッ ド ホ ン ア ウ ト に は 対 応 し て い な い の で

2,4,6(5.1),8(7.1)のいずれかを選択してください。下側のドロップダウンメニューで

はアナログ出力又は、MLD のサンプリング周波数を 44.1KHz～192KHz の中から

選択してください。ソースのサンプリング周波数は自動的にこの周波数にオーバーサン

プリング又はアンダーサンプリングされます。アナログ出力をご使用になる場合には

192KHz がベストパフォ－マンスになります。MLD を使う場合には、外部の DAC

が対応している 高周波数にあわせるのがベストパフォ－マンスです 
 

S/PDIF 出力 

パススルーデジタル出力、アナログ出力、MLD のフォーマットを選びます。アナログ

出力と MLD で Dolby Digital、DTS を再生するには、PCM を選択してください。パ

ススルーデジタル出力を使い、外部の AV アンプのデコーダーで Dolby Digital、DTS

を再生するには、Dolby Digital Live 又は、DTS Interactive を選択してください。 
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バランス調整 

矢印のボタンをクリックすると、各チャンネルのレベル調整画面になります。表示され

たスピーカーの絵をクリックすると、ナレーションが流れますので同じ音量になるよう

に調整してください。なお、Reset ボタンをクリックすると、全てのレベル調整が 0dB

になるます。 
 

ヒント 1 

使用しているサウンドチップは、リニア PCM ソースで約+4dB ほどのデジタルゲイン

があります。録音レベルの高いソースで歪まないようにするには、このバランス調整画

面で-4dB 以上の設定をしないことを推奨します。後述する DSP やエフェクトを使う

とよりゲインが高くなる場合があります。このようなケースではよりレベルを落として

おく必要があります。（ミキサ画面でレベルを落としても同じです） 
 

ヒント 2 

映画館に比べ、Blu-ray や DVD はサラウンド、バックサラウンドのレベルが控えめの

ソースが多いので、フロント側のレベルを絞ると、映画館のような迫力を味わえます。

Dolby PRO LOGICⅡX 設定 

システム入力が 2CH、アナログ出力が 4 以上のとき、DSP モードボタンをクリック

して青色にハイライトされた状態では、Dolby-Pro-LogicⅡx が使用できるようになり

ます。Dolby
 
Pro-LogicⅡx ボタンをクリックすると設定画面が現れます。 

 

①Center width (音の左右の広がりをコントロールします) 

②設定をリセットします。 

③Dimention (前後の音場のバランスをコントロールします) 

④Music(左ボタン)/Cinema(右ボタン)切り替え 

⑤Panorama(フロント音場の広がり感を左右側面に回りこませる 

ことで、Ls,Rs とのつながり感をスムーズにします) 
 

ヒント 

Dolby
 
Pro-LogicⅡx は、ステレオ録音されたソースを分析して 4.0、5.1 又は 7.1 チ

ャンネルのサラウンド音声に変換します。Dolby
 
Pro-LogicⅡ対応のソースでは限りな

くDolby Digital( 初から5.1チャンネルで録音されたソース)に近い分解能が得られ

ます。 

① ② 

③ 

④ ⑤ 

dts Neo:PC 設定 

システム入力が 2CH、アナログ出力が 4 以上のとき、DSP モードボタンをクリック

して青色にハイライトされた状態では、dts Neo:PC が使用できるようになります。dts 

NEO:PC ボタンをクリックすると設定画面が現れます。 
 

①Center width (音の左右の広がりをコントロールします) 

②設定をリセットします。 

③Dimention (前後の音場のバランスをコントロールします) 

④Music(左ボタン)/Cinema(右ボタン)切り替え 

  （ここで Cinema を選択した場合①～③のコントロールはなくなります） 
 

ヒント 

dts Neo:PC は、ステレオ録音されたソースを分析して 4.0、5.1 又は 7.1 チャンネル

のサラウンド音声に変換します。Dolby
 
Pro-LogicⅡとは音質が異なります。 

① ② 

③ 

④ 

Dolby-Virtual- SPEAKER-SHIFTER 設定 

DSP モードボタンをクリックして青色にハイライトされた状態では、Dolby-Virtual- 

SPEAKER-SHIFTER が使用できます。Dolby-Virtual- SPEAKER-SHIFTER、は

スピーカーの空間上の仮想的な位置をコントロールします。 
 

①AutoRotetion(音場を自動回転させます) 

②ManualRotetion(音場を手動回転させます、マウスドラッグで回転コントロールで

きます) 

③FreeMovingMode(スピーカーの位置をマウスドラッグで自由に移動できます) 

④VirtualListener(リスナの位置をマウスフドラッグで移動できます) 

① ② ③ 

④ 
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 ミキサー画面 

 
 

エフェクト画面 

 

Dolby-VIRTUAL-SPEAKER 設定 

システム入力が 4CH 以上、アナログ出力が 2 のとき、DSP モードボタンをクリック

して青色にハイライトされた状態では、Dolby--VIRTUAL-SPEAKER が使用できま

す。 
 

Dolby-VIRTUAL-SPEAKER ボタンをクリックすると設定画面が現れます。 

Dolby-VIRTUAL-SPEAKER は 2 チャンネルのスピーカーで 5.1 チャンネルや 7.1

チャンネルのフルサラウンドを再現します。 
 

①標準モード 

②ワイドモード 

① ② 

ミキサ 

①再生ミクサ・・パススルー出力と、スピーカー（アナログ及び MLD）の各音量を設

定します。WAVE や MIDI などのミクシングは Windows のミクシング画面で行っ

てください。 

②再生レベル表示（赤は歪んでいる事を示します、メイン設定画面のバランス調整か、

ミキサの①で歪まないレベルでご使用ください） 

③録音ミクサ・・左絵で示された各音源の録音レベルを設定します。マイク、ラインは

ハードウェアに実装されていませんのでご注意ください。ハードウェア上に実装され

た録音ソースは SPDIF In のみとなります。 

④録音ソース切り替え 

⑤録音ソースモニタ切り替え 

① 

④ 
③ 

② 
←ミュート(ブルーで再生) 

⑤ 

エフェクト画面（リバーブ） 

画面左側がディレイ、リバーブ（エコー）を使って人工音場を作り出します。 

①でプリセットされた音場を選択するか、②More options を選択して、その下のドロ

ップダウンメニューの詳細な音場を選択することで任意の音場を創作できます。①も

MoreOption も選択されていない場合には、リバーブ・ディレイは使われません。 

②上の音場のシュミレーションサイズを 3 段階から選択します。 

① 

③ 

② 

エフェクト画面（10 バンドイコライザ） 

画面右側が 10 バンド/1 オクターブ間隔のグラフィックイコライザです。 
 

④ 直接スライダーを操作して周波数特性を調節します。 

⑤ プリセットされた周波数特性を再現します。 

⑥ 現在の④の状態に名前をつけて登録します。エディットボックスに名前を書いて

+ボタンをクリックすると登録されます。登録された周波数特性はドロップダウ

ンメニューから選択できます。－ボタンで現在ドロップダウンメニューに表示さ

れている周波数特性を削除します。このユーザ登録周波数を有効にするには

User defined をクリックします。 

④ 

⑥ 

⑤ 
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カラオケ画面 

 
 

Flex Bass 画面 

 
 

エフェクト画面（ダイレクトモード） 

左のようにリバーブもイコライザも選択しない状態では歪み率が も小さい状態にな

ります。 
 

ヒント 

デジタル信号処理であっても、演算を繰り返すと歪みが増大します。 

カラオケ画面 

矢印のボタンをクリックして青色にハイライトされた状態ではカラオケモードになり

ます。 
 

① キーのシフトは音程を調整します。 

② ボーカルのキャンセルは左右チャンネルの同位相の音を消去します。従ってボー

カルが完全に消えない可能性、楽器などのバックグラウンドの音が消える可能性

があります。 
 

ヒント 

DSU6200 はマイク入力がないので、上側のマイクエコー等の設定は無意味です。 

① 

② 

Flex bass 画面 

矢印のボタンをクリックして青色にハイライトされた状態では Flex bass モードにな

ります。この設定を有効にすると、各チャンネルの低域を集めてサブウーハーに分担さ

せます。 
 

① サブウーハーもしくは②で指定された大型スピーカーに分担させる周波数の上

限を設定します。この周波数が高いと定位が悪化します。しかし各スピーカーの

低域再生能力が劣るほど、この周波数は高くする必要があります。（歪とレスポ

ンスが悪化するため） 

② スピーカーのサイズ設定します。各スピーカーに分担させる低域の下限の参考に

します。 

① 

② 
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7.諸元性能 
 

◇ 対応サンプリング周波数、量子化ビット数 

 ：192KHz/96KHz/48KHz/44.1KHz 

 ：24～16Bit 
 

◇ 寸法 

 W117.9×H6.5×D84.7mm （ブラケット含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サラウンドフォーマットについて 
 

Dolby
® 

Digital (AC-3) 

DTS
®

 Digital surround 
Blu-ray、DVD など多くのソフトウェアで採用されている 5.1 チャンネルサラウンドフォーマットの標準規格です。 
 

Dolby
® 

Digital Live(AC-3) 

DTS
®

 Connect 
従来ゲームなどでは 5.1 チャンネルサラウンドの接続をパススルーケーブル 1 本にすることはできず、LR 以外はアナログ接続の必要

がありました。この規格では 1 本の光デジタルケーブルで 5.1 チャンネルサラウンド音声をパススルー出力することが可能です。

DSU6200 で MLD 接続している場合には、直接関係はありません。なお、DTS Connect は、DTS NeoPC と DTS Interactive を

合わせた総称です。 
 

Dolby
® 

Pro-LogicⅡx 

DTS
®

 NeoPC 
ステレオ録音されたソースを分析して 5.1 又は 7.1 チャンネルのサラウンド音声に変換します。DTS NeoPC は DTS Neo:6 の発展

形です。 
 

Dolby
® 

Virtual Speaker 
2 チャンネルのスピーカーで 4.0 チャンネル、5.1 チャンネルや 7.1 チャンネルのサラウンドをシミュレートします。 

スピーカー数について 
 

2.0 チャンネル ステレオ再生です。前方左右の音像を再現できますが、前後方向の音像は再現できません。 

 

5.1 チャンネル もっともポピュラーなサラウンド方式です。リスナ後方 120 度にサラウンドスピーカーを加えることで前後方向の音像を再現す

る事が可能です。またセンタースピーカーを加えることで中央の定位が改善され、サブウーハーを加えることで低音の量感がアッ

プします。 

 

7.1 チャンネル 5.1 チャンネルサラウンド再生に、サラウンドバックチャンネルを追加したもので、後方への定位がより明瞭になります。 

 

4.0 チャンネル 大型ピュアオーディオ用スピーカーは音像定位が優れているので、センタースピーカーなしでも中央への精密な定位が実現でき、

サブウーハーがなくても十分な低音が出ます。また大型のピュアオーディオスピーカーではセンタースピーカーの設置も困難です。

そこで 5.1 チャンネル方式からセンタとサブウーハーを取り除いたものが 4.0 チャンネルです。ピュアオーディオの延長にマルチ

チャンネルを実現したい場合にはこの方式が推奨されます。 
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