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このクイックスタートガイドには、本機を開梱し、お手
持ちのオーディオシステムに接続して、本機の電源をオ
ンにし、試聴するために必要なすべての情報が記載され
ています。プリアンプを本格的に使用する前に、付属の
N052 ユーザーガイドを熟読してください。ユーザーガ
イドには、本機の操作性と性能を高めるための機能、操作、
調整、さまざまな接続、ネットワーク接続に関する情報
が記載されています。

ご注意：このクイックスタートガイドでいう「コントロー
ラー」は本機のコントローラーを指しており、「プリアン
プ」は本機のプリアンプを指しています。「N052」はコン
トローラーとプリアンプの組合せを指しています。

この文書について
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設置に関する注意点

開梱
本機の開梱について
• 将来本機を輸送する場合に備えて、すべての梱包材を

保存しておいてください。
• 輸送中に本機が損傷していないかどうかを確認してく

ださい。損傷があった場合は、Mark Levinson® の正
規代理店にご連絡ください。

• 梱包から付属品の箱を取り出します。次の付属品が箱
に入っていることを確認してください。足りない付属
品がある場合は、Mark Levinson の正規代理店にご連
絡ください。

日本国内向けIEC電源ケーブル（3P-2P変換プラグ付/1本）

 マルチピン N052 DC 電源ケーブル（2 本）

 マルチピン N052 コントロールケーブル（1 本）

 N052 リモコン（1 個）（工場出荷時に単 4 形アルカリ乾
電池 2 個装填済み）

 プラスドライバー（1 本）

 開梱、設置用白手袋（1 組）

 N052 ユーザーガイド収録 USB メモリースティック（1 個）

 保証書 / 製品登録カード（1 枚）

配置と通気
• 適切な通気を確保するために、コントローラーとプリ

アンプをそれぞれ専用の棚に配置してください。
• 平坦で水平なしっかりした台の上にコントローラーと

プリアンプを設置してください。
• 機器間の接続ケーブルをできるだけ短くするために、

なるべく接続先オーディオ機器のそばにプリアンプを
設置してください。

ご注意 : スピーカーケーブルを短くするために、プリア
ンプとパワーアンプを接続するケーブルを長くした
ほうがよい場合があります。詳細については、Mark 
Levinson の正規代理店にお問い合わせください。

• 直射日光が当たらない、乾燥した通気のよい設置場所
を選んでください。

• 放熱が適切に行われるように、コントローラーとプリ
アンプの上に少なくとも 13 ～ 25mm のスペースを設
けてください。

• 適切な通気が妨げられるおそれがあるため、コントロー
ラーとプリアンプを分厚いじゅうたんや敷物の上に置
いたり、布で覆ったりしないでください。

• 高温、高湿の環境、蒸気、煙、湿気、大量のホコリに
本機をさらさないでください。スチーム暖房機など、
熱を発する器具のそばに本機を設置しないでください。

設置に関する注意点
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設置に関する注意点

電源
本機は AC100 ～ 240V、50Hz/60Hz、最大消費電力
65W で使用するように設計されています。本機には、本
機の販売地域での使用を意図した着脱可能な IEC 電源
ケーブルが付属しています。

意図した電圧以外の AC 電圧に本機を接続すると、安全
上の問題や火災が発生し、本機が損傷するおそれがあり
ます。

ご注意：N052 は AC100 ～ 240V、50/60Hz で動作
しますが、本機が当初出荷され、販売された地域と異な
る電圧で本機を使用する場合は、N052 に付属の電源コー
ドと異なるコードを使用しなければならない場合があり
ます。詳しくは、Mark Levinson の正規代理店にお問
い合わせください。

警告 ! オーディオシステムを構成するすべての機器が適
切に接地（アース）されていることを確認してください。

動作状態
本機には 3 つの動作状態があります。
Off: コントローラーリアパネルの電源スイッチがオフに
なっている、またはコントローラーリアパネルの AC 電
源ケーブルが抜けていることによって、AC 電源がオフ
になっています。

Standby：Standby モードには、セットアップメニュー
から選択できる次の 3 つの設定があります。Green、
Power Save、Normal

Green：このモードでは、本機の大半の回路の電源が切
断され、赤外線制御信号、5 ～ 12V のトリガー、または
Standby ボタンを押すことによってのみ本機を起動でき
る状態になります。このモードでは最大の節電効果が得
られます。これが工場出荷時の標準Standbyモードです。

Power Save：このモードでは本機のオーディオ回路の
電源が切断されますが、制御回路の電源は保持され、フ
ロントパネルのつまみ、またはリモコンからコマンドを
受け付けられる状態になります。このモードでは中程度
の節電効果が得られます。

Normal：このモードでは本機のディスプレイをオフに
し、オーディオ出力をミュートしますが、すべての制御
回路およびオーディオ回路の電源を保持します。このモー
ドでは節電効果が最も低くなりますが、常に最適な性能
を発揮できるように、本機のオーディオ回路はウォーム
アップ状態に保たれます。

On：本機全体の電源が保持され、設定されているすべて
の出力が有効になります。

本機は、20 分間にわたってユーザー制御信号の入力ま
たは本機へのオーディオ信号の入力がないと自動的に
Standby モードに入る Auto Off 機能を備えています。 
工場出荷時の標準設定では、Auto Off 機能がオン（有効）
になっています。Auto Off 機能はセットアップメニュー
からオフ（無効）にできます。詳細については、N052 ユー
ザーガイドを参照してください。

雷雨のときや長期間使用しないときは、本機の電源ケー
ブルを AC コンセントから抜いてください。

ご注意：本機を移動するときは、必ずコントローラーリ
アパネルの電源スイッチで本機の電源をオフにしてくだ
さい。次に、コントローラーリアパネルの電源端子およ
びコンセントから電源ケーブルを取り外してください。
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フロントパネルの概要

はじめに

プリアンプのつまみとインジケーター
プリアンプ LED： 本機が On のときは明るく点灯し、
Green Standby モ ー ド ま た は Power Save Standby
モードのときは暗く点灯し、Normal Standby モードの
ときはスタンバイ LED と同期してゆっくり点滅します。
プリアンプロゴ：本機が On のときに Mark Levinson
ロゴが点灯し、スタンバイモードまたは Off のときに消
灯します。

ご注意 : フロントパネルのつまみやボタンの機能お
よび設定パラメータの詳細については、N052 ユー
ザーガイドを参照してください。

プリアンプ
ロゴ

N052 プリアンプ

プリアンプ
LED

N052 コントローラー

スタンバイ
ボタンと 

スタンバイ
LED

ボリューム 
ノブ

ミュートボタンと 
ミュート LED

ディスプレイ 
照度切り替え 

ボタン

セットアップボタンと
セットアップ LED

Aux ボタンと
Aux LED

エンターボタン バランスボタンと 
バランス LED

フロントパネル 
ディスプレイ

赤外線 
受光部

ソース選択 
ノブ
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コントローラーのつまみとインジケーター
ソース選択ノブ（input）：このノブを回して、メイン出
力端子に送られる目的の入力ソースを選択します。選択さ
れた入力ソースの名前と音量レベルがフロントパネルの
ディスプレイに表示されます（ご注意：セットアップメ
ニューの Input Name パラメータが「Unused」に設定さ
れている入力ソースはソース選択ノブで選択できません）。

赤外線受光部：本機がリアパネルの赤外線入力端子（7 ペー
ジのリアパネルの概要を参照）経由で制御されていない場
合に、付属のリモコンからコマンドを受け付けます。

Aux ボタンと Aux LED：このボタンを押すと Aux モー
ドが有効になります。Aux モードでは、フロントパネル
のつまみを使用して特定の入力ソースを Aux 出力に送っ
たり、（固定出力レベルまたは音量調整によって設定され
た出力レベルで）メイン出力に送られるソースを Aux 出
力に供給したり、Aux 出力をオフにしたりすることがで
きます。Aux モードが有効になると、Aux LED が点灯し
ます。詳細についてはプリアンプの端子 /Aux 出力端子（9
ページ）を参照してください。

セットアップボタンとセットアップ LED（setup）：この
ボタンを押してセットアップメニューを表示します。セッ
トアップメニューを使用すると、他のシステムコンポーネ
ント、ユーザーの好み、リスニングスペースに合わせて
N052 をカスタマイズできます。セットアップメニューが
有効になるとセットアップ LED が点灯します。セットアッ
プメニューで調整できる設定パラメータの詳細について
は、N052 ユーザーガイドを参照してください。

エンターボタン（enter）：セットアップメニューが表示
されているときにこのボタンを押すと、メニュー項目が選
択されたり、選択解除されたりします。通常の動作中にエ
ンターボタンは働きません。

ディスプレイ照度切り替えボタン（display intensity）：
このボタンを押すと、本機のフロントパネルのディスプレ
イの文字とフロントパネルの LED の明るさが切り替わり
ます。ボタンを押すたびに、明るさが 高・中・低・オフ
の 4 段階に切り替わります。

バランスボタンとバランス LED（balance）：このボタン
を押して、メイン出力端子の左右チャンネルのバランスを
設定します。バランス機能が有効になっていると、バラン
ス LED が点灯します。

ご注意 : バランス機能を無効にしても、メイン出力
端子の左右いずれかのチャンネルに音量バランスが
かたよっていれば、バランス LED は点灯し続けます。

ミュートボタンとミュート LED（mute）：このボタンを
押して、セットアップメニューで設定された減衰量だけメ
イン出力のレベルを下げたり戻したりします。ミュート機
能が有効になっていると、ミュート LED が点灯します。

フロントパネルディスプレイ：16 文字の英数字で本機の
動作状態を示します。通常の動作時は、選択されている入
力ソースの名前と音量レベルを示します。

ボリュームノブ（volume）： このノブを回してメイ
ン出力の音量レベルを調整します（Aux モードで Aux
出力を Main Vari（可変出力）に設定した場合は Aux
出力の音量レベルも変化します）。音量は 23.0dB ま
で は 1.0dB ス テ ッ プ で 変 化 し、23.0dB を超えると
0.1dB ステップで変化します。最小音量レベルは OFF で
あり、最大音量レベルはセットアップメニューで設定され
ます。

入力ソースを選択するたびに、セットアップメニューでそ
の入力ソースに対して選択された音量オフセットがメイン
出力と Aux 出力の音量レベルに適用されます。

ボリュームノブを速く回すほど、音量は速く変化します。
ノブを回す速度が速すぎる場合は、危険な信号レベルが
スピーカーに送られることを防止するために、音量の変化
速度が低下します。ノブをゆっくり回すと音量の変化速度
が低下するため、リスニングレベルを細かく正確に調整で
きます。音量減衰特性はセットアップメニューで変更でき
ます。

スタンバイボタンとスタンバイ LED：このボタンを押し
て、本機のスタンバイモードをオン、オフします。本機が
On のときは LED が明るく点灯し、Green Standby モー
ドまたは Power Save スタンバイモードのときは暗く点
灯し、Normal Standby モードのときはプリアンプ LED
と同期してゆっくり点滅します。スタンバイモードの設定
の詳細については、3 ページの動作状態を参照してくださ
い。
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リアパネルの概要

はじめに

Trigger
Output

Input

~ac mains
65W

RS-232IR InputEthernetUSB

N052 コントローラー

右チャンネル用 
DC 電源 

端子
USB 

ポート

イーサネット 
ポート

トリガー 
入力 
端子

トリガー 
出力 
端子

左チャンネル用 
DC 電源 

端子
AC メイン 
端子

電源 
スイッチ

N052
コントロール 

端子

赤外線 
入力端子

RS-232 
ポート
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コントローラーの端子
DC 電源端子（DC power）：DC 電源端子はコントロー
ラーからプリアンプへ DC 電源を供給します。付属の 2
本のマルチピン DC 電源ケーブルを使用して、コントロー
ラーの左チャンネル用 DC 電源端子をプリアンプの左
チャンネル用 DC 電源端子に接続し、コントローラーの
右チャンネル用 DC 電源端子をプリアンプの右チャンネ
ル用 DC 電源端子に接続します。

USB ポート：この USB タイプ A 端子を使用して、将来
行われる可能性があるファームウェア・アップグレード
を実行できます。

イーサネットポート（Ethernet）：このポートはホーム
ネットワークへの接続に対応しています。イーサネット
ポートを構成し、使用する方法については、N052 ユー
ザーガイドを参照してください。

赤外線入力端子（IR Input）：このコネクターは、他の
機器から送られる 3 ～ 15V、100mA 以下の IR（赤外
線）制御信号を受け取ります。直径 3.5mm のジャックに、
チップ（先端）がプラス極性のチップ / スリーブ・モノ
ラルプラグを差し込みます。

3 ～ 15V、100mA 以下

RS-232 ポート： この RJ-11 端子を使用して標準の
RS-232 接続によるシリアル制御を行えます。詳細につ
いては、N052 ユーザーガイドを参照してください。

トリガー出力端子（Trigger Output）：この直径 3.5mm
のチップ / スリーブ端子を使用して、オーディオシステ
ムの一部であるアンプやリスニングルームにある照明機
器、窓のブラインドなど、他の器具を駆動することが
できます。本機がオンになっている間、この端子から
DC12V の信号が出力されます。

トリガー入力端子（Input）：この直径 3.5mm のチップ
/ スリーブ端子は、トリガー電圧を供給する他のシステ
ムコンポーネントまたは制御システムのトリガー出力に
接続できます。この端子で DC5 ～ 12V の電圧が検出さ
れると、本機がオンになります。この端子に供給される
トリガー信号が途絶えると、本機はスタンバイモードに
入ります。

N052 コントロール端子（N052 Control）：このマルチ
ピン端子は、コントローラーとプリアンプの間で制御情
報を共有します。付属のマルチピン N052 コントロール
ケーブルを使用して、コントローラーの N052 コントロー
ル端子とプリアンプの N052 コントロール端子を接続し
ます。

電源スイッチ：このメカニカルスイッチで本機の電源を
オン、オフします。通常はオンのままにします。リモコ
ンで電源スイッチをオン、オフすることはできません。
通常動作中に電源スイッチで本機の電源をオフにしない
でください。本機をオフにしたい場合は、スタンバイボ
タンを押して本機をスタンバイモードにします。詳細に
ついては、3 ページの動作状態を参照してください。

AC メイン端子（ac mains）：本機に接続した付属の電
源ケーブルのもう一方が AC コンセントに差し込まれて
いれば、この端子から本機へ AC 電源が供給されます。

ご注意：本機は AC100 ～ 240V、50/60Hz で使用す
るように設計されています。本機を使用する前に、使お
うとしている AC コンセントの電圧がこの範囲内にある
ことを確認してください。

雷雨のときや長期間使用しないときは、本機の電源ケー
ブルを AC コンセントから抜いてください。

はじめに
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プリアンプの端子
バランス入力端子：バランス入力端子は、バランス（XLR
オス）出力端子を持つソース機器から左チャンネルと右
チャンネルのバランス入力信号を受け取ります。1、2、
3 の番号が付いた 3 つのバランス（XLR メス）ステレオ
端子を備えています。

最高の性能を引き出すために、バランス接続の使用をお
薦めします。次の図を参考にして、本機のバランス入力
端子のピン配列が接続先ソース機器のバランス出力端子
のピン配列に適合していることを確認してください。適
合していない場合は、本機の適切な入力ピンがソース機
器の適切な出力ピンに接続されるように配線を変更して
ください。

バランス端子のピン配列
• ピン 1：シグナル・グラウンド
• ピン 2：ホット（＋）（非反転）
• ピン 3：コールド（－）（反転）
• 端子グラウンド・ラグ：シャーシ・グラウンド

バランス 
入力端子 

（XLR メス）

ピン 
3

ピン 
3

ピン 
1

ピン 
1

ピン 
2

ピン 
2

バランス 
出力端子 

（XLR オス）

アンバランス入力端子：アンバランス入力端子は、バラ
ンス出力端子を持たないソース機器から左チャンネルと
右チャンネルのアンバランス入力信号を受け取ります。
4、5、6、7 の番号が付いた 4 つのアンバランス（RCA）
ステレオ端子を備えています。

リアパネルの概要

はじめに

左チャンネル用 
DC 電源 

端子

左チャンネル用 
バランス入力 

端子

N052 プリアンプ

右チャンネル用 
バランス入力 

端子

右チャンネル用 
メイン出力 

端子

右チャンネル用 
DC 電源 
端子

右チャンネル用 
フォノ入力 

端子

左チャンネル用 
フォノ入力 
端子

フォノ 
アース 
端子

左チャンネル用 
メイン出力 

端子

右チャンネル用 
Aux 出力 

端子

左チャンネル用 
Aux 出力 

端子

N052 コントロール
端子

右チャンネル用 
アンバランス入力 

端子

左チャンネル用 
アンバランス入力 

端子
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N052 コントロール端子（N052 Control）：このマルチ
ピン端子は、コントローラーとプリアンプの間で制御情
報を共有します。付属のマルチピン N052 コントロール
ケーブルを使用して、プリアンプの N052 コントロール
端子とコントローラーの N052 コントロール端子を接続
します。

DC 電源端子（DC power）：DC 電源端子はコントロー
ラーから供給される DC 電源を受け取ります。付属の 2
本のマルチピン DC 電源ケーブルを使用して、プリアン
プの左チャンネル用 DC 電源端子をコントローラーの左
チャンネル用 DC 電源端子に接続し、プリアンプの右チャ
ンネル用 DC 電源端子をコントローラーの右チャンネル
用 DC 電源端子に接続します。

メイン出力端子（main outputs）：メイン出力端子は
接続先機器に左チャンネルと右チャンネルの出力を供給
します。2 つのバランス（XLR オス）ステレオ出力端子
と 2 つのアンバランス（RCA）ステレオ出力端子を備え
ています。

最高の性能を引き出すために、バランス接続の使用をお
薦めします。8 ページの図を参考にして、本機のバラン
ス出力端子のピン配列が接続先機器のバランス入力端子
のピン配列に適合していることを確認してください。適
合していない場合は、本機の適切な出力ピンが接続先機
器の適切な入力ピンに接続されるように配線を変更して
ください。

Aux 出力端子（auxiliary outputs）：Aux 出力端子か
らは第 2 の左チャンネル出力と右チャンネル出力が供給
され、それを利用して、パワードサブウーファー、セカ
ンド・リスニングゾーンまたは CD レコーダーやテープ
デッキなどの録音機器にオーディオ信号を送ることがで
きます。1 組のバランス（XLR オス）ステレオ出力端子
と 1 組のアンバランス（RCA）ステレオ出力端子を備え
ています。

フロントパネルの Aux ボタンを押すと Aux モードが有
効になり、フロントパネルのつまみを使用して Aux 出力
に送る入力ソースを選択できます。Input Setupメニュー
の設定に応じて、選択されている入力ソースが XLR Aux
出力端子または RCA Aux 出力端子のどちらか、あるい
はその両方に送られるかが決まります。Aux モードで
入力ソースが選択されていても、そのソースがいずれの
Aux 出力にも送られないように Input Setup メニュー
で設定することもできます（これらのパラメータを設定
する方法については、N052 ユーザーガイドを参照して
ください）。Aux モードが有効になると、Aux LED が点
灯します。詳細については、5 ページの Aux ボタンと
Aux LED を参照してください。

ご 注 意 :Aux モ ー ド を 使 用 し て Aux 出 力 信 号 を
「Off」、「Main Vari（可変出力）」以外に設定した場合、
Aux 出力には次の条件が適用されます。

選択されている
入力に対して 
Input Setup 

メニューの 
Aux で設定され

ているゲイン

RCA Aux 出力 XLR Aux 出力

Both 0dB ゲイン出力 +6dB ゲイン出力
RCA only 0dB ゲイン出力 ミュート
XLR Only ミュート 0dB ゲイン出力

Off ミュート ミュート

詳細については、N052ユーザーガイドを参照してください。

最高の性能を引き出すために、バランス接続の使用をお
薦めします。8 ページの図および接続先機器の取扱説明
書を参照して、接続先機器のバランス入力端子のピン配
列が本機の Aux 出力バランス端子のピン配列に適合して
いることを確認してください。適合していない場合は、
適切な入力ピンが適切な出力ピンに接続されるように配
線を変更してください。

フォノ入力端子（phono input）： このアンバランス
（RCA）ステレオ入力端子は、大半のフォノカートリッジ
からの入力信号を受け付けます。セットアップメニューで
利用できるフォノ入力のゲイン設定に複数の抵抗負荷と
複数の容量負荷の 2 種類があるため、ムービングコイル型、
ムービングマグネット型、高出力、低出力のカートリッジに
対応できます。Phono Input パラメータの設定について
は、N052 ユーザーガイドを参照してください。

フォノアース端子（phono ground）：この端子は接続
されるフォノカートリッジのアース・グランド端子の役
割を果たします。フォノカートリッジのアース線をフォ
ノアース端子に接続すると、フォノカートリッジがプリ
アンプのシャーシに接地されます。それによって、複数
の接地経路に起因するハム音などの雑音が軽減されるこ
とがあります。カートリッジのアース線をフォノアース
端子に接続しない場合、接続先フォノカートリッジとプ
リアンプのシャーシの間の接地接続は絶縁されます。

ご注意 : フォノアース端子に接続した状態と接続し
ない状態の両方でフォノカートリッジを聴き比べて
ください。結果のよい方を選んでください。

はじめに
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位相 
ボタン

バランス 
ボタン

セットアップ 
ボタン

赤外線 
発信部

スタンバイ 
ボタン

エンター 
ボタン

ディスプレイ照
度 
切り替えボタン

ミュート 
ボタン

ボリューム 
ボタン

ソース選択 
ボタン

赤外線発信部：赤外線発信部からコントローラーのフロ
ントパネルディスプレイの赤外線受光部へ赤外線信号が
送信されます。

スタンバイボタン（standby）：このボタンを押して、
本機のスタンバイモードをオン、オフします。本機が On の
ときはコントローラーフロントパネルのスタンバイ LED が明
るく点灯し、Green Standby モードまたは Power Save 
Standbyモードのときは暗く点灯し、Normal Standbyモー
ドのときはプリアンプLEDと同期してゆっくり点滅します。

セットアップボタン（setup）：このボタンを押してセッ
トアップメニューを表示します。セットアップメニューを
使用して、N052 をユーザーの好み、リスニングスペース、
他のシステムコンポーネントに合わせてカスタマイズでき
ます。セットアップメニューが有効になると、コントロー
ラーフロントパネルのセットアップ LED が点灯します。
セットアップメニューで調整できる設定パラメータの詳細
については、N052 ユーザーガイドを参照してください。

エンターボタン（enter）：セットアップメニューが表示
されているときにこのボタンを押すと、メニュー項目が
選択されたり、選択解除されたりします。通常の動作中
にエンターボタンは働きません。

ソース選択ボタン（select +/–）：このボタンを押して、
メイン出力端子に送られる目的の入力ソースを選択します。
選択された入力ソースの名前と音量レベルがフロントパネ
ルのディスプレイに表示されます（ご注意：セットアップメ
ニューの Input Name パラメータが「Unused」に設定され
ている入力ソースはソース選択ボタンで選択できません）。

ボリュームボタン（volume +/–）：このボタンを押し
てメイン出力の音量レベルを調整します（Aux モード
で Aux 出力を Main Vari（可変出力）に設定した場合は
Aux 出力の音量レベルも変化します）。音量は 23.0dB
までは 1.0dB ステップで変化し、23.0dB を超えると
0.1dB ステップで変化します。最小音量レベルは OFF
であり、最大音量レベルはセットアップメニューで設定
されます。

入力ソースを選択するたびに、セットアップメニューで
その入力ソースに対して選択された音量オフセットがメ
イン出力と Aux 出力の音量レベルに適用されます。

位相ボタン（plolarity）：このボタンを押して、メイン
出力信号の位相を反転させます（Aux モードで Aux 出力
信号を Main Vari（可変出力）に設定した場合は Aux 出
力信号の位相も反転されます）。

信号の位相には正しい設定も誤った設定もありません。
信号の位相を反転させて実験し、個々の録音状態に合っ
た最良の設定を選ぶことをお薦めします。位相反転出力
信号と位相非反転出力信号の音の差は、オリジナル音源
の録音で使用されたマイクロフォン技術やその他の要因
に応じて、微妙なものから聞き取れないものまで、多岐
にわたります。録音状態によっては、位相を反転させた
方が音がよくなることがあります。

ミュートボタン（mute）：このボタンを押して、セット
アップメニューで設定された減衰量だけメイン出力のレ
ベルを下げたり戻したりします。ミュート機能が有効に
なると、コントローラーのミュート LED が点灯します。

バランスボタン（balance）：このボタンを押して、メ
イン出力端子の左右チャンネルのバランスを設定します。
バランス機能が有効になると、コントローラーのバラン
ス LED が点灯します。

ご注意 : バランス機能を無効にしても、メイン出力
端子の左右いずれかのチャンネルに音量バランスが
かたよっていれば、コントローラーのバランス LED
は点灯し続けます。

ディスプレイ照度切り替えボタン（display）：このボタ
ンを押すと、本機のフロントパネルのディスプレイの文
字とフロントパネルの LED の明るさが切り替わります。
ボタンを押すたびに、明るさが 高・中・低・オフの 4 段
階に切り替わります。

リモコンの概要

はじめに
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リモコン
電池の交換
本機のリモコンには、あらかじめ単 4 形アルカリ乾電池
2 本が入っています。リモコンの効きが悪くなったり、
リモコンボタンを押したときの赤外線発信部 LED の光が
暗くなったり、LED が光らなくなった場合は、電池を 2
本とも新品に交換してください。液漏れがなく、マンガ
ン電池より長持ちするアルカリ乾電池の使用をお勧めし
ます。

電池を交換するには、次の図に示すように、リモコンの
電池カバーを取り外して新しい電池を入れた後、電池カ
バーを取り付けます。電池の極性を間違えないようにご
注意ください。

ネジとカバーを
取り外す

単 4 形乾電池
2 本を入れる

カバーとネジ
を取り付ける

リモコンの使い方
リモコンを使うには、コントローラーのフロントパネル
の赤外線受光部にリモコンを向けます。リモコンと受光
部の間に家具などの障害物がないことを確認してくださ
い。明るい光源、蛍光灯の光、プラズマテレビの画面は、
リモコンの機能を妨げることがあります。

• 照明の条件によって異なりますが、リモコンの有効範
囲はおよそ 5 メートルです。

• 本機のコントローラーの左右 45 度までの範囲でリモ
コンを使用できます。

• 色付きガラスのドアが付属したオーディオラックに本
機のコントローラーを収納すると、リモコンの有効範
囲が短くなります。

• 複数の機器に対して複数のリモコンを同時に使用しな
いでください。複数の機器に複数のリモコンを使用す
ると、機器の間で干渉が生じることがあります。

簡単セットアップと試聴

簡単セットアップと試聴
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簡単セットアップと試聴

最初の接続
ご注意：接続を行う前に、本機と接続先のすべての機器
の電源をオフにして、電源ケーブルをコンセントから抜
いてください。

1. 付属の DC 電源ケーブルのうち 1 本を使用して、コン
トローラーの左チャンネル用 DC 電源端子をプリアン
プの左チャンネル用 DC 電源端子に接続します。付属
のもう 1 本の DC 電源ケーブルを使用して、右チャン
ネル用 DC 電源端子どうしを接続します。

2. 付属の N052 コントロールケーブルを使用して、コン
トローラーの N052 コントロール端子をプリアンプの
N052 コントロール端子に接続します。

N052 プリアンプ

N052 コントローラー

右チャンネル用
DC 電源ケーブル

（付属品）

左チャンネル用 
DC 電源ケーブル 

（付属品）

N052 
コントロールケーブル 

（付属品 )
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3. ソース機器を対応するプリアンプの入力端子に接続し
ます。
• ソース機器にバランス出力端子がある場合は、本機

のバランス入力端子 1、2 または 3 を使用します。
• ソース機器にバランス出力端子がない場合は、本機

のアンバランス入力端子 4、5、6 または 7 を使用し
ます。

• 本機のフォノ入力端子をターンテーブル / フォノ
カートリッジに接続します。

簡単セットアップと試聴

N052 プリアンプ

フォノ 
ソース機器

ラインレベル 
ソース機器

バランス 
オーディオケーブル 

（非付属品）
どちらか一方を 

使用
どちらか一方を

使用

バランス 
オーディオケーブル 

（非付属品）

アンバランス 
オーディオケーブル 

（非付属品）

アンバランス 
オーディオケーブル 

（非付属品）
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4. プリアンプのメイン出力端子を接続先のパワーアンプ
の入力端子に接続します。
• 接続先のパワーアンプにバランス入力端子がある場

合は、本機のバランスメイン出力端子を使用します。
• 接続先のパワーアンプにバランス入力端子がない場

合は、本機のアンバランスメイン出力端子を使用し
ます。

簡単セットアップと試聴

outputs

inputs

single ended

balanced

outputs

inputs

single ended

balanced

N052 プリアンプ

パワーアンプ

バランス 
オーディオケーブル

（非付属品）

どちらか一方を 
使用

どちらか一方を
使用

バランス 
オーディオケーブル

（非付属品）

アンバランス 
オーディオケーブル

（非付属品）

アンバランス 
オーディオケーブル

（非付属品）
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5. 付属の電源ケーブルの一方をコントローラーに接続し、
もう一方をコンセントに差し込みます。

6. 本機と接続先のすべての機器の電源をオンにします。
ご注意：パワーアンプの電源は最後にオンにしてくだ
さい。

7. 本機のソース選択ノブを回すか、リモコンのソース選
択ボタン（select +/-）を押して、ソース機器が接続
された本機の入力端子に対応する入力ソースを選択し
ます。
• 選択されている入力ソースの名前と音量レベルが本

機のフロントパネルのディスプレイに表示されます。
• 工場出荷時の標準の入力ソース名は、入力ソースに

割り当てられているステレオ入力端子番号に対応し
ています。たとえば、Input 1 は入力端子 1 に割り
当てられており、Input 2 は入力端子 2 に割り当て
られています。

8. 本機のボリュームが適切なレベルに設定されているこ
とを確認します。接続されているソース機器で再生を
行います。

ご注意：Network モード接続および SSP（Surround-
Sound Processor）モード接続の詳細については、
N052 ユーザーガイドを参照してください。

簡単セットアップと試聴

N052 コントローラー

電源ケーブル 
（付属品）

AC コンセント
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工場出荷時の標準設定

セットアップメニューの工場出荷時の標準設定は次のと
おりです。セットアップメニューの設定の詳細について
は、付属の N052 ユーザーガイドを参照してください。

入力（Input）
次の標準設定はすべての入力に適用されます。
Name: Input X（選択されている入力端子番号）
Gain: 0dB
Volume Offset: 0.0dB

SSP: Off（ご注意：フォノ入力では SSP を使用
できません）

Aux: Both

次の追加の標準設定はフォノ入力にのみ適用されます。
Mono Mode: Off
Phono Gain : +40dB
Phono Balance: 0.0dB
20Hz High-Pass 
Filter:

Off

Resistive Load: 47k ohms
Capacitive Load: None

音量調整（Volume Control）
Maximum 
Volume:

80.0dB

Muting Level: –40.0dB
Turn-On Volume 
Level:

40.0dB

Volume Taper: Mode 1

電源（Power Management）
Standby Mode: Green
Auto Off: On

高度な設定（Advanced Settings）
Display Intensity: High
Timer: 10 seconds
Configuration 
Lock:

Off

DHCP: On
Static IP Address: 192.168.50.10
Static Subnet 
Address:

255.255.0.0

工場出荷時の標準設定
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仕様

消費電力： 65W（最大）

動作電圧： AC100 ～ 240V、 50Hz/60Hz

ゲイン（ラインレベルステージ）： 0dB、+6dB、+12dB または +18dB（ユーザーが選択可能）

ゲイン（フォノステージ）： +40dB、+60dB、1kHz にて（ユーザーが選択可能）

音量調整範囲： 80.0dB

ゲイン解像度： 表示値 23.0dB 以下：1.0dB ステップ（–57dB ～ –80dB) 
表示値 23.0dB 超：0.1dB ステップ（0dB ～ –57dB)

入力オーバーロード（ラインレベル）： ゲイン
+18dB
+12dB
+6dB
0dB

XLR 入力
2V
4V
8V
16V

RCA 入力
1V
2V
4V
8V

入力オーバーロード（フォノ）： 100mV 以上、1kHz にて（40dB ゲイン） 
10mV 以上、1kHz にて（60dB ゲイン）

入力インピーダンス（ラインレベル）： 100KΩ

入力インピーダンス（フォノ）：
抵抗値：
容量値：

3.3Ω、5.0Ω、7.7Ω、10Ω、33Ω、50Ω、77Ω、100Ω、330Ω、47kΩ（ユーザーが選択可能）
50pF、100pF、150pF、200pF、250pF、300pF、350pF、0.01µF（ユーザーが選択可能）

出力インピーダンス： 20Ω 以下、バランス（XLR）端子
10Ω 以下、アンバランス（RCA）端子

最大メイン出力： 16V、バランス（XLR）端子
8V、アンバランス（RCA）端子

THD + N： 0.001% 以下（バランス・ラインレベル）、0.02% 以下（フォノ）

クロストーク： -120dB 以下（任意の入力から任意の出力、入力オープン）
-140dB 以下（任意の入力から任意の出力、入力ショート）

残留ノイズ： -120dB 以下（20Hz ～ 20kHz、入力ショート、バランス）

周波数レスポンス（ラインレベル）： 10Hz ～ 40kHz（±0.2dB）

周波数レスポンス（フォノ）： ± 1dB（RIAA レスポンス）

外形寸法（H × W × D）： コントローラー：79mm × 438mm × 330mm
プリアンプ：140mm × 438mm × 330mm

正味重量： コントローラー：11.4kg
プリアンプ：15.9kg

仕様
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このユーザーガイドでは、主に本機のセットアップメニュー
で設定できるシステム機能と高度なオプションについて説明
します。また、SSP（サラウンドサウンド・プロセッサ）モー
ドの設定についても説明します。このマニュアルを参照して、
ユーザーの好みやオーディオ機器とリスニングルームの環境
に合わせて本機の動作と性能を微調整することができます。

このユーザーガイドを読みはじめる前に、本機に付属の冊子
N052 クイックスタートガイドを熟読することをお薦めしま
す。クイックスタートガイドには、本機を開梱し、お手持ち
のオーディオシステムに接続して試聴するために必要なすべ
ての情報が記載されています。

ご注意：このユーザーガイドでいう「コントローラー」は本
機のコントローラー部を指しており、「プリアンプ」は本機の
プリアンプ部を指しています。「N052」はコントローラーと
プリアンプの組み合わせを指しています。

説明を簡単にするために、このガイドではフロントパネルの
つまみ類についてのみ説明します。フロントパネルのソース
選択ノブ（input）、セットアップボタン（setup）、エンター
ボタン（enter）を使用して設定できる機能は、リモコンのソー
ス選択ボタン（select +/–）、セットアップボタン（setup）、
エンターボタン（enter）を使用しても設定できます。

このマニュアルについて
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特別設計の利点

N052 リファレンスプリアンプをお買い上げいただき、ありがとうご
ざいます。本機の革新的なデュアル・シャーシ構成は、比類のない音
楽再現性を備えたオーディオ回路を実現します。本機のプリアンプ・
シャーシではオーディオ回路が分離されるため、オーディオ信号とき
わめて純度の高い DC 電源のみがシャーシ内に存在します。電源と制
御回路を別のシャーシに内蔵することで、繊細なオーディオ信号が保
護されます。

本機は、ノイズのないクリーンな電源によって最高の性能を引き出し
ています。冷蔵庫、テレビ、コンピュータなどの一般的な家電製品か
ら発生するノイズ、スパイクなどの不規則成分が AC 電源ラインに混
入すると、オーディオ回路は性能をフルに発揮できません。

オーディオ回路を雑音から守るために、本機では独自の「セカンダリ」
AC 電源を生成しています。オーディオチャンネルごとに独立した専
用の電源を使用し、 200Hz という 1 つの周波数だけの再生成に最適
化された特殊な電力増幅器用の AC 電源を生成します。この 200Hz
の周波数を整流し、フィルタリングし、再び調整することで、きわめ
てクリーンなDC電源が生成されます。3本目のケーブルがコントロー
ラーとプリアンプのシャーシ間を接続する制御信号を供給し、ノイズ
の含まれた制御信号が電源に混入することを防止します。

高度なデュアル・モノ設計によって、本機は優れたチャンネルセパレー
ションを実現しています。2 つのオーディオチャンネルがそれぞれ個
別の電源、通信回路、オーディオ回路を使用します。プリアンプの
シャーシ内では、分厚いアルミニウムの壁によって左右のチャンネル
を物理的、電気的に分離することで、完全なチャンネル分離を実現し
ています。この革新的な方式で各チャンネルを分離するこにより、ディ
テールを鮮やかに再現する立体的音像をつくり出すことができます。

さらに分離度を高めるために、本機では、使用されていない入力を
実質的に切断にすることによって他の機器からの干渉を防止します。
ディスクリート「T- スイッチ」入力スイッチング、特殊なシールディ
ング、基板の最適な配置によって、隣接する入力端子間でも 120dB
以上の分離が得られます。その結果、入力信号はほとんど干渉を受け
ることなく本機を通過します。

本機は設定可能な 7 つの入力を備えており、そのそれぞれに 3 つのバ
ランス（XLR）ステレオ端子または 4 つのアンバランス（RCA）ス
テレオ端子の 1 つが割り当てられます。アンバランス入力信号はプリ
アンプのシャーシに入るとただちにバランス信号に変換され、それ以
降はバランス信号として処理されます。この厳密な変換処理によって、
綿密にバランス調整された回路がすべての入力信号情報を低歪みに保
ち、接続先パワーアンプにその情報を渡します。

上記の入力のほかに、本機には、Mark Levinson 独自の設計によ
る RCA 端子を特徴とする専用のフォノ入力を内蔵しています。この
RCA 端子は、バランス XLR 端子と同じコモンモードノイズ除去機能
を備えています。入力ゲイン段では、入力に存在する電圧差のみに基
づいて、互いに逆の極性を持つ信号の対称ペアを生成します。2 つの
バランス信号は同じ RIAA イコライゼーションを含む同じ信号経路を
通過します。ゲインを 2 段にわたって配分することで、ムービングコ

イル型フォノカートリッジで必要とされる 60dB の入力ゲインでも優
れた性能を発揮できる十分な帯域幅と開ループゲインが得られます。
また、放射ノイズの混入を防ぐために、フォノセクションはプリアン
プの他の部分から二重に分離されています。

入力ゲイン段の次に RIAA イコライゼーション回路の平衡ペアがあり
ます。これらの回路は、妥協を許さない高精度の RIAA カーブを得る
ために、0.1% の無誘導型の薄膜抵抗と積層フィルムコンデンサで構
成されたフィルタを備えています。

フォノ入力のセットアップメニューでは、複数の負荷と入力ゲインの
オプションを用意しているため、ムービングコイル型、ムービングマ
グネット型、高出力、低出力を含む大半のフォノカートリッジに対応
できます。このメニューはオン / オフ可能な 20Hz のハイパスフィル
ターを備え、また、フォノ再生機器の左右のアンバランスを最大 3.0dB
まで 0.1dB 単位で補正できます。

Mark Levinson 独自設計のディスクリートアッテネーターでは、比
類のない精度と音の中立性を保ちながらマスター音量レベルを調整し
ます。局部電源レギュレータとバイパスコンデンサを備えた Nelco®
の 4000-13SI 基板から構成されるこのボリュームアッテネーターは、
電源とのアイソレーションを最適に保ちながらきわめて微妙な調整を
行う事ができます。1 チャンネルにつき 68 個の表面実装精密抵抗に
よって 0dB（Off）から 80dB に至る 65,000 段階の設定を実現し、
23.0dB までは 1.0dB 単位、23.0dB を超える範囲では 0.1dB 単位の
調整が可能です。

本機は、マルチチャンネル再生時に本機による音量調整機能を無効に
し、ラインレベルを保つサラウンドサウンド・プロセッサ（SSP）モー
ドを備えています。プロセッサは、本機によるレベルへの干渉を受け
ることなく、綿密にキャリブレートされた出力レベルを維持しながら、
全チャンネルの相対音量レベルを制御することができます。

チャンネルセパレーションを最大限に高めるために、左チャンネル端
子と右チャンネル端子はリアパネルに左右対称に配置されています。
補完的な端子として、バランス（XLR）端子とアンバランス（RCA）
端子の両方で使用できる、それぞれ独立したメインステレオ出力と
Aux ステレオ出力が用意されています。柔軟性の高い Aux 出力設定
機能を備えているため、Aux 出力を使用して信号をパワードサブウー
ファー、録音機器、セカンド・リスニングゾーンなどに供給できます。

本機は、卓越した性能と、ほぼ無限とも言える可能性を兼ね備えてい
ます。本機独自のデュアル・シャーシ構造がオーディオ回路を分離し、
真に鮮烈なサウンドを生み出すと同時に、構成可能な 8 つの入力、そ
れぞれ独立したメイン出力と Aux 出力、サラウンドサウンド・プロセッ
サとの完全な統合、豊富な調整機能などの先進的な設計は、最も厳し
い要求にも難なく対応します。これらすべての機能により、最高レベ
ルの音楽再生システムにふさわしいリファレンス品質のコンポーネン
トとして本機をご使用いただけます。

特別設計の利点
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セットアップメニュー

セットアップメニュー
このセクションでは、本機のセットアップメニューを使用し
て本機をカスタマイズし、設定する方法を説明します。

セットアップメニューの構造
セットアップボタン（setup）を押すと、コントローラーフ
ロントパネルのディスプレイにセットアップメニューが表示
されます。セットアップメニューが有効になっている間は、
ソース選択ノブ（input）を回して異なるオプション間をスク
ロールし、エンターボタン（enter）を押してオプションの
選択または選択解除を行い、ボリュームノブ（volume）を回
してパラメータを調整します。メニュー構造の階層を 1 段階

戻る（またはセットアップメニューを終了する）には、目的
のメニューがディスプレイに表示されるまでセットアップボ
タン（setup）を繰り返し押します。

INput Setup（入力設定）

Input Setup メニューでは、選択されている入力に対して以
下のパラメータをカスタマイズできます。

以下の設定はすべての入力に対して有効です。
Name：このオプションでは、選択されている入力（CD、
SACD ™、DVD、Blu-ray ™、DAC、EQ）に対して、あら
かじめ設定されている名前を選択することも、以下の特別な
名前を選択することもできます。

Unused：このオプションでは、使用できる入力のリスト
から選択されている入力を削除します。入力ソースの選択
時、削除された入力はスキップされます。

ご注意：入力のゲイン係数が高いことに起因するノイズを防止
するために、フォノ入力端子にフォノソースが接続されていない
場合は、フォノ入力の名前を「Unused」に設定してください。

マニュアル入力：このオプションでは、選択されている
入力に名前を付けることができます。ソース選択ノブ

（input）を回して変更したい文字を選択し、ボリュームノ
ブ（volume）を回して使用できる文字のリストから文字を
選択し、エンターボタン（enter）を押して文字を確定し
ます。8 文字を入力すると、新しい名前が保存されます。

Input Setup
Set Input 1

Set Input 2

Set Input 3

Set Input 4

Set Input 5

Set Input 6

Set Input 7

Set Phono

Set Input X
Name=XXX

Gain=XXX

Offset=XXX

SSP=XXX

Mono=XXX

Available only for
Phono Input

Not Available for
Phono Input

Ph Gain=XXX

20Hz HPF=XXX

R Load=XXX

C Load=XXX

Ph Bal=XXX

Aux=XXX

Setup Menu
Input Setup

Power Mgmt

Volume Control

Advanced phoNo 入力では
設定できません

phoNo 入力にのみ
設定可能です
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セットアップメニュー

Gain：オーディオ機器の出力レベルは、機器のメーカーや同
じメーカーでも機種によって異なることがあり、機器によっ
て音の大きさが異なります。Gain パラメータと Offset パラ
メータを組み合わせることで、その変動を厳密に補正して、
システムを構成するすべての接続先機器から同様の音量レベ
ルで信号を出力することができます。

Gain の設定では、選択されている入力のゲインを上げる量を
0dB、+6dB、+12dB、+18dB の中から選択できます。こ
のパラメータを使用してシステム内の出力の低い機器のゲイ
ンを出力の高い機器のゲインと同じレベルにまで引き上げま
す。入力ゲインを微調整するには、以下で説明する Offset パ
ラメータを使用します。

ご注意：GainパラメータはOffsetパラメータの前に設定
する必要があります。

offset：この設定は、Gain パラメータ（上記を参照）で設
定したゲイン値を微調整するときに使用します。Gain パラ
メータの設定値を基準として –20.0dB から +20.0dB までの
値を 0.1dB 単位で設定できます。入力が選択されると、本機
は Offset パラメータの設定値をメイン出力と Aux 出力の音
量レベルに適用します。

SSp：SSP の設定では、選択されている入力をマルチチャン
ネル・サラウンドサウンド・プロセッサと完全に統合させます。
詳細については、11 ページの「SSp の設定」を参照してく
ださい（ご注意：フォノ入力では SSP の設定を使用できませ
ん）。

Aux：この設定では、Aux モードで選択された入力信号が送
られる Aux 出力端子を選択します。

Both：アンバランス（RCA）Aux 出力端子とバランス（XLR）
Aux 出力端子の両方に信号が送られます。

RCA Only：アンバランス（RCA）Aux 出力端子にのみ信
号が送られます。

XLR Only：バランス（XLR）Aux 出力端子にのみ信号が
送られます。

Off：いずれの Aux 出力端子にも信号が送られません。

ご注意：Aux モードを使用して Aux 出力信号を「Off」、
「Main Vari（可変出力）」以外に設定した場合、Aux 出
力には次の条件が適用されます。

選択されている
入力に対して 
Input Setup 

メニューで選択
された設定

RCA Aux 出力 XLR Aux 出力

Both 0dB ゲイン出力 +6dB ゲイン出力
RCA only 0dB ゲイン出力 ミュート
XLR Only ミュート 0dB ゲイン出力

Off ミュート ミュート

詳細については、10 ページの「Aux モードの使い方」を参
照してください。
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以下の設定はフォノ入力に対してのみ有効です。
Mono：このメニューでは、以下のモノ設定オプションを選
択できます。

Off：フォノ入力がステレオモードで動作します。

L+R：この設定では、左チャンネルのフォノ入力信号と右
チャンネルのフォノ入力信号をミックスした信号が左右の
メイン出力端子に送られます。 

L–R：この設定では、左チャンネルのフォノ入力信号と右
チャンネルのフォノ入力信号との差信号が左右のメイン出
力端子に送られます。詳細については、下記の「L–R モー
ドを使用してフォノカートリッジのアジマスを合わせる」
を参照してください。

L–R モードを使用してフォノカートリッジのアジマスを
合わせる
L – R モノ再生では、フォノカートリッジのアジマス（左
右の傾き）を合わせる処理を簡単に行えます。 

1. Setup > Input Setup > Set Phono > Mono メニュー
で L–R mode を選択します。

2. モノラル録音のアナログソースを再生します。 
3. 出力信号が最小になるようにフォノカートリッジのアジ

マスを調整します。ご注意：フォノカートリッジのアジマ
スが完璧な状態になると、理論的には L–R モノ再生モー
ドでの再生音は無音になります。

4. 通常のリスニングに戻すには、Setup > Input Setup > 
Set Phono > Mono メニューから別のモノモード（ス
テレオの場合は Mono=Off）を選択します。 

ph Gain：この設定では、フォノ入力用の 2 つのプリセッ
トゲイン設定（+40dB または +60dB）を選択できます。
+60dB の設定は、ムービングコイル型やその他の低出力フォ
ノカートリッジの信号レベルを上げるのに有効です。

ph Bal：この設定では、フォノ再生システムの左右チャンネ
ル間の微妙なアンバランスを補正できます。+3.0dB 左寄り
から+3.0dB右寄りまでの範囲を0.1dB単位で調整できます。 

20hz hpF：この設定では、超低周波音の干渉を軽減させる
フォノ入力用の 20Hz ハイパスフィルタを挿入したり外した
りすることができます。

R Load：この設定では、フォノ入力の抵抗負荷値を選択し
ます。
• 47k ohms：大半の MM 型フォノカートリッジに対して

最もよく指定される値です。
• 3.3、5.0、7.7、10、33、50、77、100、330 ohms
• Other：カスタムインストールされる負荷を使用できま

す。フォノの設定にカスタム負荷が必要な場合は、Mark 
Levinson の正規代理店に詳細をお問い合わせください。

C Load：この設定では、フォノ入力の容量負荷値を選択し
ます。
• None：フォノ入力に容量負荷をかけません。 
• 50pF、100pF、150pF、200pF、250pF、300pF、

350pF、0.01uF

ご注意：最初は R Load パラメータと C Load パラメー
タの設定をフォノカートリッジメーカーの推奨値に設定
することをお薦めします。その後は、他の値を試して、
好みの性能を発揮するように微調整してください。 
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セットアップメニュー

Max Vol:：この設定では、最大メイン出力（Aux モードで
「Main Vari（可変出力）」が設定されている場合は最大 Aux
出力もこれに準ずる）の音量レベルを 0.1dB 単位で 40.0dB
から 80.0dB までの値に設定できます。工場出荷時の標準設
定では、最大音量が 80.0dB に設定されています。 

Mute：この設定では、ミュートボタン（mute）がオンに
なっているときのメイン出力（Aux モードで「Main Vari（可
変出力）」が設定されている場合は Aux 出力もこれに準ずる）
の減衰レベルを 0.1dB 単位で –10.0dB から –80.0dB まで
の値に設定できます。工場出荷時の標準設定では、減衰レベ
ルが –40.0dB に設定されています。

turn on：この設定では、本機の電源をオンにした直後に設
定されるメイン出力（Aux ボタンで「Main Vari（可変出力）」
が設定されている場合は Aux 出力もこれに準ずる）の標準の
音量レベルを設定します。

• 10.0dB – 60.0dB：電源オン直後の音量レベルを 0.1dB
単位で 10.0dB から 60.0dB までの値に設定します。工
場出荷時の標準設定は 40.0dB です。

• Last：前回本機の電源をオフにしたときの音量レベルを
保ちます。 

ご注意：turn on パラメータを Last に設定した場合、前回
本機の電源をオフにしたときに音量レベルが高く設定されて
いると、電源をオンしたときに予期せぬ大音量が出ることが
あります。 

Vol taper：この設定では、以下のオプションから音量調整
のテーパーを選択できます。

Mode 1：ボリュームノブを速く回すほど、音量が速く変
化します。ノブをゆっくり回すと音量の変化速度が低下す
るため、リスニングレベルを非常に細かく正確に調整でき
ます。
Mode 2：Mode 1 と似ていますが、応答曲線がより急峻
であるため、ノブを回したときのゲインの変化量が Mode 
1 より多くなります。
Mode 3：音量を大きくするとき、小音量の範囲では音量
が速く変化し、大音量の範囲では音量を厳密に調整できる
ように変化の速度が遅くなります。音量を小さくするとき
は、それと逆に、大音量の範囲では音量が速く変化し、小
音量の範囲では変化の速度が遅くなります。

VoLuMe CoNtRoL（音量調整）

Volume Control
Max Vol=XXX

Mute=XXX

Turn On=XXX

Vol Taper=XXX

Setup Menu
Input Setup

Power Mgmt

Volume Control

Advanced
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Power Management（Power Mgmt）パラメータを使用す
ると、電源関連の機能をカスタマイズできます。

Standby：この設定では、スタンバイモードを次のオプショ
ンから 1 つ選択できます。

Green：このモードでは、本機の大半の回路の電源が切断
され、赤外線制御信号、5 ～ 12V のトリガー、またはスタ
ンバイボタンを押すことによってのみ本機を起動できる状
態になります。このモードでは最大の節電効果が得られま
す。これが工場出荷時の標準設定のスタンバイモードです。

Power Save：このモードでは本機のオーディオ回路の電
源が切断されますが、制御回路の電源は保持され、フロン
トパネルのつまみ類、またはリモコンからコマンドを受け
付けられる状態になります。このモードでは中程度の節電
効果が得られます。

Normal：このモードでは本機のディスプレイをオフにし、
オーディオ出力をミュートしますが、すべての制御回路お
よびオーディオ回路の電源が保持されます。このモードで
は節電効果が最も低くなりますが、常に最適な性能を発揮
できるように、本機のオーディオ回路がウォームアップ状
態に保たれます。

Auto off: この設定では、Auto Off 機能をオン、オフでき
ます。オンになっている場合、本機の非動作状態（オーディ
オ信号やユーザー制御信号の入力がない状態）が 20 分続く
と、スタンバイモードになります。

セットアップメニュー

poweR MANAGeMeNt（電源管理）

Power Mgmt
Standby=XXX

Auto Off=XXX

Setup Menu
Input Setup

Power Mgmt

Volume Control

Advanced
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セットアップメニューの Advanced セクションでは、さまざ
まな構成や管理機能を設定します。

Display：このメニューでは以下のディスプレイ関連のパラ
メータを設定します。

Intensity：本機のディスプレイとフロントパネル LED の
明るさを High、Med、Low、Off（つまみやボタンを操作
するまでディスプレイと LED が完全にオフになる）の中か
ら選択します。工場出荷時の標準設定は High です。
Timer（Intensity が Off のときだけ設定できます）：最後
につまみやボタンを操作してからディスプレイと LED が消
えるまでの時間を設定します。10 秒、4 秒、2 秒のいずれ
かを選択できます。工場出荷時の標準設定は 10 秒です。 

Config：このメニューでは、セットアップメニューの設定値
をインポート、エクスポートしたり、その他の管理機能を設
定します。

Export：エンターボタン（enter）を押すと、リアパネル
の USB ポートに接続されている USB メモリにセットアッ
プメニューの設定情報がエクスポートされます。エクスポー
トされたデータを使用して他の N052 を本機と同じ設定に
したり、データをバックアップとして使用し、本機を簡単
に再設定できます。
Import：エンターボタン（enter）を押すと、リアパネル
の USB ポートに接続されている USB メモリからセット
アップメニューの設定情報がインポートされます。 
Lock：セットアップメニューのパラメータが誤って変更さ
れないようにロックをかけます。工場出荷時の標準設定は
Off です。
Restore：本機のすべてのパラメータを工場出荷時の標準
設定に戻します。

Network：このメニューでは以下のネットワーク関連パラ
メータを設定します。

Name：N052_XXXXXX：本機のネットワーク名を表示し
ます（X は本機独自の MAC アドレスの下 6 桁を表します）。
この設定では、情報を表示するだけで、ユーザーが値を変
更することはできません。
DHCP：DHCP モード（ネットワークの自動構成）をオン、
オフします。工場出荷時の標準設定は On です。
Current IP：現在（DHCP によって、または手動で）本機
に割り当てられている IP アドレスを表示します（この設定
では、情報を表示するだけで、ユーザーが値を変更するこ
とはできません）。
Current Subnet：現在（DHCP によって、または手動で）
本機に割り当てられているサブネットアドレスを表示しま
す（この設定では、情報を表示するだけで、ユーザーが値
を変更することはできません）。
Renew IP：DHCP の構成を更新し、本機に新しい IP アド
レスを割り当てます。この機能は、多くの場合、ネットワー
ク接続のトラブルシューティングに役立ちます。
Static IP：本機の固定 IP アドレスを指定します。工場出荷
時の標準設定は 192.168.50.10 です。固定 IP アドレスを
設定するときは DHCP を無効にする必要があります。
Static Sub：本機の固定サブネットアドレスを指定します。
工場出荷時の標準設定は 255.255.0.0 です。固定サブネッ
トアドレスを設定するときは DHCP を無効にする必要があ
ります。

Firmware：このメニューでは、以下のファームウェア関連
機能を設定します。

Ver：現在ロードされているファームウェアのバージョン
番号を表示します（この設定では、情報を表示するだけで、
ユーザーが値を変更することはできません）。
Update：リアパネルの USB ポートに接続されたフラッ
シュメモリから、または接続されているコンピュータから
ネットワーク経由で、本機のファームウェアを更新します。 

セットアップメニュー

ADVANCeD（高度な設定）

Advanced
Display

Config

Network

Firmware

Setup Menu
Input Setup

Power Mgmt

Volume Control

Advanced
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AUXモードの使い方   

本機の Aux 出力の信号は、1 組はバランス（XLR）端子、1
組はアンバランス（RCA）端子の補助的な 2 組のステレオ出
力端子から出力されます。Aux 出力はメイン出力とは別に設
定できます。Aux 出力を使用して、選択した信号を他の機器

（パワードサブウーファー、セカンド・リスニングゾーン、録
音機器など）に送ることができます。

Aux ボタンを押すと Aux モードがオンになり、以下の Aux
出力の設定を選択できます。
off：Aux 出力に信号が送られません。

Input 1 ～ Input 7：選択された入力ソースが Aux 出力に
送られ、Setup > Input Setup > Aux メニューで指定した端
子から出力されます。

phono：フォノ入力が Aux 出力に送られ、Setup > Input 
Setup > Aux メニューで指定した端子から出力されます。

Main Var（可変出力）：メイン出力の信号がメイン出力で設
定されている音量と同じ音量で Aux 出力にも送られます。こ
のモードは、たとえば Aux 出力を使用してパワードサブウー
ファーをドライブする場合など、メイン信号と Aux 信号を同
じレベルに設定する必要があるときに便利です。

Main Fix（固定ゲイン）：メイン出力の信号が固定ゲイン設
定で Aux 出力にも送られます。このモードは、Aux 出力を
録音機器に送るときやゲインを変化させたくないときに便利
です。

目的の Aux 出力の設定を選択したら、エンターボタン（enter）
を押して設定を確定します。

ご 注 意：Input 1 ～ Input 7、Phono ま た は Main Fix
を選択した場合、Aux 出力の信号レベルは、Setup > 
Input Setup > Aux メニューで選択されている入力の設
定に応じて、以下のようになります。

選択されている
入力に対して 
Input Setup 

メニューで選択
された設定

RCA Aux 出力 XLR Aux 出力

Both 0dB ゲイン出力 +6dB ゲイン出力
RCA only 0dB ゲイン出力 ミュート
XLR Only ミュート 0dB ゲイン出力

Off ミュート ミュート

AUXモードの使い方   
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SSPの設定 

機器によってチャンネル数が異なるため、2 チャンネル機器
とマルチチャンネルの機器の統合は、従来は困難でした。マ
ルチチャンネル・プロセッサの出力信号をステレオプリアン
プに送ると、キャリブレート済みのプロセッサの出力レベル
が変化します。マルチチャンネルプロセッサの音量調整では、
すべてのチャンネルの相対音量を同じレベルに設定します。
しかし、ステレオプリアンプの音量調整では、前方左チャン
ネルと前方右チャンネルだけの相対音量を調整するため、中
央チャンネル、サラウンドチャンネル、サブウーファーチャ
ンネルは変化しません。

この問題を避けるために、本機をサラウンドサウンド・プロ
セッサに接続するときは、本機を SSP モードに設定して、選
択されている入力ソースが干渉を受けることなく本機を通過
するようにします。SSP モードをオンにすると、本機がチャ
ンネルバランスを崩さないように、本機の音量調整が無効に
なります。その結果、プロセッサは、キャリブレート済みの
出力レベルを維持しながら、すべてのチャンネルの相対音量
レベルを調整します。

ご注意：SSP モードをオンにしても、SSP モードがオン
になる入力のゲインを調整することはできますが、XLR
入力のゲインは 0dB に、RCA 入力のゲインは +6dB に
設定することをお薦めします。

本機をサラウンドサウンド・プロセッサに接続するには 
（次ページの図を参照してください）
1. 接続を行う前に、本機と接続先のすべての機器の電源をオ

フにして、電源ケーブルをコンセントから抜きます。 
2. サラウンドサウンド・ソース機器の出力端子をサラウンド

サウンド・プロセッサの入力端子に接続します。たとえば、
ソース機器が DVD プレーヤーの場合は、DVD プレーヤー
の出力端子をサラウンドサウンド・プロセッサの適切な入
力端子に接続します。

3. プロセッサの前方左出力端子と前方右出力端子を本機の適
切な入力端子に接続します。最高の性能を引き出すために、
なるべくバランス接続を使用することをお薦めします。

4. プロセッサの中央出力端子、サラウンド出力端子、サブウー
ファー出力端子をパワーアンプの適切な入力端子に接続し
ます。 

5. 本機の適切なメイン出力端子をパワーアンプの適切な入力
端子に接続します。

選択されている入力に対して SSp モードを有効にするには
ご注意：SSp モードを入力に対して有効にする前に、接続さ
れているスピーカーに危険な信号レベルが送られないように、
接続先サラウンドサウンド・プロセッサの音量調整を適切な
レベルに設定します。

1. セットアップボタン（setup）を押して、セットアップメ
ニューを起動します。

2. Input Setupを選択し、エンターボタン（enter）を押します。
3. SSP で使用する入力を選択し、エンターボタン（enter）

を押します。
4. SSP を選択し、エンターボタン（enter）を押します。
5. SSP パラメータを On に設定します。
6. セットアップボタン（setup）を 4 回押して、メニューの

階層を戻り、セットアップメニューを終了します。

SSPの設定 
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SSPの設定 

サラウンドサウンド 
ソース機器

サラウンドサウンド 
プロセッサ

N052 プリアンプ

前方左および前方右 
パワーアンプ

センターおよびサラウンド 
パワーアンプ

前方左および 
前方右 

スピーカーへ

ご注意：図をわかりやすくする
ために N052 コントローラーの

図は省略されています。

センターおよび 
サラウンド 
スピーカー
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トラブルシューティング

誤った操作を故障と思い込むことがあります。問題が発生したときは、このセクションを読んでトラブルシューティング情報を
調べてください。問題が解決しない場合は、Mark Levinson の正規代理店にご連絡ください。

電源がオンにならない
電源コードが AC メイン端子とスイッチの付いていない通電している AC コンセントの両方に接続されていることを確認します。

本機のコントローラーリアパネルの電源スイッチがオンになっていることを確認します。 

電気のブレーカーを調べて、本機が接続されている AC コンセントが通電していることを確認します。 

本機がスタンバイ状態になっていないことを確認します。本機をオンにすると、コントローラーフロントパネルのスタンバイ LED とプリアン
プの LED が点灯します。本機が Green Standby モードまたは Power Save Standby モードに設定されていると LED が暗く点灯し、Normal 
Standby モードに設定されていると、2 つの LED がゆっくり同じ周期で点滅します。 

リモコンが動作しない
リモコンの赤外線発信部とコントローラーフロントパネルのディスプレイにある赤外線受光部の間にある障害物を取り除きます。 

リアパネルの赤外線入力端子が使用中でないことを確認します。 

リモコンのボタンを押したときに、赤外線信号が発信されていることを示すリモコンの赤外線発信部の LED が点灯することを確認します。 

リモコンがコントローラーのフロントパネルから 5 メートル以内の距離にあることを確認します。コントローラーのシャーシがガラスドア付き
キャビネットの中に入っている場合、ガラスに色が付いているとリモコンの作動距離が短くなります。 

コントローラーフロントパネルのディスプレイにある赤外線受光部がリモコンの制御信号を適切な角度で受信していることを確認します。 

コントローラーフロントパネルのディスプレイにある赤外線受光部に直射日光、ハロゲン電球の光、蛍光灯の光などが当たっていないことを確
認します。赤外線受光部に強い光が当たっていると赤外線の受信が不安定になることがあります。 

リモコンの電池を取り替えます。

メイン出力から信号が出ない
すべてのオーディオケーブルを調べて、本機とすべての接続先機器が確実に接続されていることを確認します。

ボリュームが聞こえるレベルに設定されていることを確認します。 

ミュート機能がオフになっていることを確認します。

選択されている入力の Gain/Offset パラメータによって聞こえないレベルまで音量が下がっていないことを確認します。

本機のメイン出力端子が機能しているパワーアンプに接続されており、接続先パワーアンプが機能しているスピーカーに接続されていることを
確認します。

すべての接続先機器が AC コンセントに接続されていて、電源がオンになっていることを確認します。

本機で選択されている入力に接続されているソース機器から出力信号が出ていることを確認します。

Aux 出力から信号が出ない 
上記の「メイン出力から信号が出ない」のすべての項目を Aux 出力に適用します。

目的の入力が Aux モードで選択されていることを確認します。

選択されている入力がセットアップメニューで目的の Aux 出力端子に送られるように設定されていることを確認します。 

入力が表示されない
選択されている入力の Name パラメータがセットアップメニューで Unused に設定されていないことを確認します。

トラブルシューティング
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トラブルシューティング

オーディオ信号にハム音が含まれている
1 台ずつ機器の接続を取り外して問題の原因を探ります。 

問題の原因が判明したら、問題のある機器が適切に接地されており、本機と同じ電源回路に接続されていることを確認します。

音量を最大に設定できない
セットアップメニューで最大音量レベルを設定できます。このオプションを設定することで、本機の音量が最大音量レベルの 80.0 まで上がる
ことを防止できます。詳細は 7 ページの Volume Control の Max Vol を参照してください。

フロントパネルのディスプレイが機能しない
セットアップメニューの Intensity パラメータが Off に設定されていないことを確認します。

イーサネット経由で接続できない
ルーター、スイッチまたはハブと本機との間にネットワークケーブルが正しく接続されていることを確認します。本機をコンピュータに直接接
続している場合は、コンピュータのネットワークケーブルが正しいポートに接続されていることを確認します。

ルーター、スイッチまたはハブの製造年を確認します。ルーター、スイッチまたはハブが 10 年以上前の機種である場合は、本機との通信がう
まく機能しないことがあります。本機の電源をいったんオフにしてからオンにし、ネットワークと本機との間に新しいルーター、スイッチまた
はハブを接続します。 

上記のすべてをやっても解決しない場合
コントローラーリアパネルの電源スイッチで本機をいったんオフにし、10 秒以上経過してから再びオンにします。

工場出荷時の標準設定に戻します（9 ページの Advanced：Config / Restore を参照してください）。

Mark Levinson の正規代理店にお問い合わせください。

Mark Levinson Customer Service（781-280-0300）に連絡するか、www.marklevinson.com をご覧ください。



15N052リファレンスプリアンプ  /  オーナーズマニュアル

消費電力： 65W（最大）

動作電圧： AC 100V – 240V、50Hz/60Hz

ゲイン（ラインレベルステージ）： 0dB、+6dB、+12dB または +18dB（ユーザーが選択可能）

ゲイン（フォノステージ）： +40dB、+60dB、1kHz（ユーザーが選択可能）

音量調整範囲： 80.0dB

ゲイン解像度： 表示値 23.0dB まで：1.0dB ステップ（-80dB ～ -57dB) 
表示値 23.0dB 以上：0.1dB ステップ（–57dB ～ 0dB)

最大入力（ラインレベル）： ゲイン 
+18dB
+12dB
+6dB
0dB

XLR 入力 
2V
4V
8V
16V

RCA 入力
1V
2V
4V
8V

最大入力（フォノ）： 100mV、1kHz にて（40dB ゲイン） 
10mV、1kHz にて（60dB ゲイン）

入力インピーダンス（ラインレベル）： 100KΩ

入力インピーダンス（フォノ）：
抵抗負荷：
容量負荷：

3.3Ω、5.0Ω、7.7Ω、10Ω、33Ω、50Ω、77Ω、100Ω、330Ω、47kΩ（ユーザーが選択可能）
50pF、100pF、150pF、200pF、250pF、300pF、350pF、0.01µF（ユーザーが選択可能）

出力インピーダンス： 20Ω 以下、バランス（XLR）端子
10Ω 以下、アンバランス（RCA）端子

最大メイン出力： 16V、バランス（XLR）端子
8V、アンバランス（RCA）端子

THD + N： 0.001% 以下（バランス・ラインレベル）、0.02% 以下（フォノ）

クロストーク： － 120dB 以下（入力オープン）
－ 140dB 以下（入力ショート）

残留ノイズ： － 120dB 以下（20Hz ～ 20kHz、入力ショート、バランス）

周波数レスポンス（ラインレベル）： 10Hz ～ 40kHz（±0.2dB）

周波数レスポンス（フォノ）： ± 1dB（RIAA レスポンス）

外形寸法（W × H × D）： コントローラー：438mm × 85mm × 340mm（H; 足含む /D; ノブ含む）
プリアンプ：438mm × 140mm × 317mm（H; 足含む）

正味重量： コントローラー：11.5kg
プリアンプ：16.2kg

仕様

仕様
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