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ICUSBAUDIO7D

7.1チャンネルUSB接続外付けサウンドカード
（S/PDIFデジタルオーディオ対応）

*実際の製品は写真と異なる場合があります。



FCC準拠ステートメント
本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認
する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有
害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発
生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉
を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致し
かねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製
品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方
法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

製品と受信アンテナの距離を離す。

受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続す
る。

販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上
で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用
は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサ
ービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではあり
ません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるす
べての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれ
の所有者に帰属することをここに認めます。
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はじめに
この汎用USB外付けサウンドカード/オーディオアダプタは、デスクトップ/ノートパソコンの出
力サウンドをアップグレードするための優れたソリューションです。

しっかりとしたUSBオーディオエクスペリエンスを実現するために、このUSBサウンドカードは
USB 2.0ポート1本を介してホストコンピュータに接続し、システム間ですぐに切り替え可能な
素晴らしいオーディオ能力を可能にします。インストールのためにわざわざコンピュータケー
スを開く必要はありません。このUSB外付けサウンドカードは、アナログおよびデジタルオーデ
ィオの2 ~ 7.1チャンネルオーディオアプリケーションをサポートしており、低コストで、デスクト
ップ / ノートパソコン内蔵のサウンド機能を、ホームシアターのような高品質オーディオにアッ
プグレードします。 

このUSB外付けサウンドカードには使いやすい音量調節つまみと2つの外部マイク入力ポート
が付いているため、複数の入力ポートを必要とする高音質オーディオアプリケーションに簡単
に対応することができます。再生、録音のサンプルレートは、それぞれ、44.1 KHz、48 KHzをサ
ポートしています。ホームシアター、ゲーム、マルチメディアプレゼンテーション用途に最適なこ
のUSB外付けサウンドカードは、Windows XP、Windows Vistaではプラグ・アンド・プレイをサ
ポートしており、簡単にインストールできます。

付属品
• 1 x USBオーディオ変換アダプタ

• 1 x USB A-Bタイプケーブル

• 1 x ソフトウェアCD

• 1 x ユーザマニュアル

.
システム要件
• 利用可能なUSBポート

• Windows® 8/ 8.1（32/64bit）、7（32/64）、Vista（32/64）、XP（32/64）、2000

• Windows®Server®2008 R2, 2003（32/64）

注意：本オーディオ変換アダプタに搭載された光ファイバケーブル用
S/PDIF入力ポートは、2チャンネルのオーディオには対応しています
が、5.1または7.1チャンネルのオーディオには対応していません。
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インストール手順
上部にあるコントロール
音量ミュート.(Volume.Mute)：このボタンを押すとオーディオ出力をミュート / ミュート解除す
ることができます。

マイクミュート.(Microphone.Mute)：このボタンを押すとマイクをミュート / ミュート解除する
ことができます。

音量（大、小）(Volume.Up/Down)).：オーディオの音量を上げたり下げたりします。

マイクミュートLED.(Microphone.Mute.LED)：マイク入力がミュートになっているとき、点灯し
ます。

電源./.動作状況LED.(Power/Activity.LED)：システムに電源が入っているとき点灯します。動作
が検出されると点滅します。



ユーザマニュアル 3

前面

ヘッドフォン.(Headphone)：ヘッドフォンへ接続します。

ライン入力.(Line.In)：テープ / CD / DVDプレーヤーまたはその他オーディオソースに接続し、
出力ミキシングや録音を行います。

フロントスピーカー.(Front.Speaker)：フロントスピーカーに接続します（外付けアンプ経由）。

サラウンドスピーカー.(Surround.Speaker)：4/6/8チャンネルモードで、サラウンドスピーカー
に接続します（外付けアンプ経由）。

センター./.ベーススピーカー.(Center/.Bass.Speaker)：6/8チャンネルモードで、センター / ベー
ススピーカーに接続します（外付けアンプ経由）。

リアスピーカー.(Rear.Speaker)：8チャネルモードで、リアスピーカーに接続します（外付けア
ンプ経由）。

後部

S/PDIF入力.(S/PDIF.IN)：外付けオーディオ機器の光デジタル出力をToslinkケーブルで接続し
ます。信号はS/PDIF出力に送信するのみとなります。

S/PDIF出力.(S/PDIF.OUT)：外付けオーディオ機器の光デジタル入力をToslinkケーブルで接
続します。

USBコネクタ.(USB.Connector)：システムのUSBポートに接続します。
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側部 

MIC（1）入力.(MIC.(1).IN)：マイクを接続します 
（右側のチャンネルのみ）。

MIC（2）入力.(MIC.(2).IN)：マイクを接続します 
（左側のチャンネルのみ）。

ドライバインストール手順
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7

1. USBサウンドアダプタを空いているUSBポートに接続します。

2. ドライバCDをCD-ROMドライブに挿入します。タスクバーの「スタート」ボタンをクリックし
てから、「実行」ボタンをクリックします。「D:\SOUND\CMedia6206\setup.exe」と入力し
ます。（CDをDドライブとラベルの付いたCD-ROMドライブに入れたと想定しています）。

3. 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。

4. システムを再起動します。コンピュータが再起動すると、USBサウンドアダプタをお使いい
ただく準備が整いました。

5. オーディオ出力を行う前に、コントロールパネル（またはアプリケーション）にある「サウンド
とオーディオデバイスの設定」を変更し、USBサウンドアダプタを通常使用するオーディ
オ機器に変更する必要があるかもしれません。
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技術仕様
バスのインターフェース USB 2.0

コネクタ

8 x 3.5mmミニジャック（ヘッドフォン、
ライン入力、 

フロントスピーカー、
サラウンドスピーカー、 

リアスピーカー、センター / ベース、
マイク1、マイク2）

2 x Toslink（S/PDIF入力 / 出力）
USB Bタイプ

ボタン
音量（上）、音量（下）、音量ミュート、

マイクミュート

LED 電源 / 動作状況、マイクミュート

チップセット C-Media CM6206

サンプリングレート 48/ 44.1KHz、16ビット

外形寸法 100.0mm x 60.0mm x 25.0mm

重量 100 g

対応オペレーティングシステム

Windows 8/ 8.1(32/64bit), 
7(32/64),Vista (32/64), XP (32/64), 

2000
Windows Server 2008 R2, 

2003 (32/64)
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお
使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製
品についてヘルプが必要な場合は、http://jp.startech.com/Supportまでアクセスしてくださ
い。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、
ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はhttp://jp.startech.com/Downloadsでご確認くだ
さい。

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。 

また、StarTech.comは、部品や製造工程に起因する不良商品を新品購入日から記載されて
いる期間、保証します。この期間中、これら商品は、当社の裁量にて修理または相当品との
交換のために返品していただきます。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。 
StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠
陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP（またはその役員、幹部、従業員、または代理人）
は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、
派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支
払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害
に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に
記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。



見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念で
あり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ス
トアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使う
ためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つ
けるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送し
ます。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでア
クセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せま
す。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホー
ムページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトでご利用いただけるユ
ニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世
界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカで
す。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。


