SUB 560P

400-Watt, 12" (300mm) Powered Subwoofer

取扱説明書

JBL®製品をお選びいただき、ありがとうございます

新たに登場した JBL® SUB 560P 400W パワードサブウーファーは、12" (300mm) フォワードファイアリング方式コーン型ユニットと400W(RMS)の
高性能アンプを搭載しています。これにより、パワフルでダイナミック、かつ正確な低音域再生能力を実現し、映画のサウンドトラックや音楽を
臨場感豊かに生き生きと再生します。また、ラインレベル& LFE 入力をはじめ、調整可能なクロスオーバー/位相コントロール、電源の自動オン/オ
フ機能などを搭載した SUB 560P は、接続や設定も簡単です。
本取扱説明書には、新しいサブウーファーの設定、接続、調整に必要なすべての情報が記載されています。さらに詳細な情報は、当社の Web サイ
ト（www.harman-japan.co.jp）をご覧ください。

ご注意

感電の恐れがありますので、
グリルは取り外さないで下さい。

重要：このサブウーファーには適切な通気が必要です。閉鎖的スペース内に設置しないで下さい。

含まれるもの

付属スパイクの使用

4 つのメタルスパイクが付属していますが、これはサブウーファーをカ
ーペット敷きの面に設置するときに使用します。スパイクを使ってサ
ブウーファーを床面から離し、不要な音響減衰を防ぎます。
1X

スパイクの取り付け方法：

1X

1. サブウーファーを逆さまにして柔らかくキズがつかない面にそっと
置きます。
2. サ
 ブウーファーの足からゴムバンパーを外します。
1X

3. 各
 足の雌ネジインサートにスパイクをねじ込みます。安定性のた
め、4 つすべてのスパイクが完全にねじ込まれていることを確認し
てください。
注意：サブウーファーを移動する際は、決して引きずらないでくださ
い。引きずると、スパイクや足、サブウーファーのキャビネット自体
が破損します。サブウーファーは必ず持ち上げて、他の場所に移動し
てください。
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サブウーファー リアパネルのコントロールと接続
入力モードスイッチ
Phase（位相）スイッチ
Crossover（クロスオーバー)
コントロール
Level（レベル）コントロール

Line In（ライン入力）端子
On/Standby（オン/一時停止)
インジケータ

電源スイッチ

電源コード

入力モードスイッチ: このスイッチは、入力信号がサブウーファー内
蔵の低域クロスオーバーネットワークを通過するかどうかを決定しま
す。
• クロスオーバーネットワークを持たないソースデバイス(ステレオ
プリアンプなど）にサブウーファーを接続する場合は、スイッチを
｢Normal｣（標準）の位置に合わせます。サブウーファー内蔵のクロ
スオーバーネットワークが機能します。
• クロスオーバーネットワークを備えたソースデバイス
(低音管理機能を搭載するオーディオ/ビデオレシーバーなど）にサ
ブウーファーを接続する場合は、スイッチを｢LFE｣の位置に合わせ
ます。入力信号がサブウーファー内蔵のクロスオーバーネットワー
クをバイパスします。
Phase（位相）スイッチ： このスイッチは、サブウーファーユニット
の振幅動作を、システムの他のスピーカーと同調させるかどうかを決
定します。サブウーファーは、他のスピーカーと位相をずらして再生
すると、他のスピーカーの音波がサブウーファーの音波を部分的に打
ち消し、低音域再生能力や音響効果が低減することがあります。この
現象は、互いに関連する全スピーカーの室内配置によってもある程度
左右されます。
Crossover コントロール： このコントロールは、サブウーファーが再
生する周波数の最高音域を決定します。Crossover（クロスオーバー）
コントロールの設定が高いほど、サブウーファーの動作周波数が高く
なり、低音域で他のシステムスピーカーと｢オーバーラップする｣部分
が多くなります。この調整は、さまざまな異なる部屋とサブウーファ
ーの配置に合わせ、サブウーファーと他のスピーカー間の低音域をス
ムーズに移行させる上で役立ちます。注意： Crossover（クロスオー
バー）コントロールは、入力モードスイッチを｢Normal｣（標準）に設
定しているときにのみ機能します。スイッチが｢LFE｣の位置にある場
合、サブウーファーの内蔵クロスオーバーと Crossover（クロスオー
バー）コントロールがバイパスされます。

Level（レベル）コントロール: このコントロールを使ってサブウーフ
ァーの音量を調整します。つまみを時計回りに回すと音量が上がり、
反時計回りに回すと音量が下がります。
Line In（ライン入力）端子: ソースデバイスをこれらの端子に接続します。
•低
 域クロスオーバーネットワークがないレシーバー/プロセッサー
のプリアンプ出力またはサブウーファー出力に接続している場合
は、2 つの Line In（ライン入力）端子を使用し、入力モードスイッ
チを｢Normal｣（標準）の位置に合わせます。
• 低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサー
の専用サブウーファー出力に接続している場合は、いずれかの Line
In（ライン入力）端子を使用し、入力モードスイッチを｢LFE｣の位置
に合わせます。
On/Standby（オン/スタンバイ）インジケータ: この LED は、サブウ
ーファーがオンまたはスタンバイどちらの状態にあるかを示します。
• LED が緑色に点灯している場合、サブウーファーはオンになってい
ます。
•L
 ED が赤色に点灯している場合、サブウーファーはスタンバイモー
ドになっています。
•L
 ED が点灯していない場合、サブウーファーの電源スイッチが
｢OFF｣になっています。
電源スイッチ: このスイッチを｢ON｣の位置に合わせると、サブウーフ
ァーは一時停止モードに入ります（On/Standby LED が赤色に点灯）。
このスイッチを｢OFF｣の位置に合わせると、サブウーファーの電源がオ
フになります。
電源コード: サブウーファーを正しく使用するには、本書に記載される
サブウーファーのすべての接続を完了し確認してから、コンセントに
電源コードを差し込んでください。このコードを、一部のオーディオ
コンポーネントに付属するサービスコンセントには決して接続しない
でください。

www.jbl.com
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サブウーファーの設置

1.

サブウーファーの性能は、システムの他のスピーカーに比べて、試聴
室での配置や物理的な位置に直接関わっています。
一般に、サブウーファーが動作する低音域では指向性のある音は聞こえ
ませんが、部屋の限られた範囲にサブウーファーを設置した場合、室内
で発生する音の反射、定在波、吸収がサブウーファーシステムの性能に
大きく影響します。そのため、サブウーファーの室内設置場所を特定す
ることが、生み出される低音の量と質にとって重要となります。

2.

テレビ
フロントレフト
スピーカー

センタースピーカー フロントライト
スピーカー

例えば、サブウーファーを壁際に設置すると、室内の低音の量はたいて
い多くなり、隅に設置すると(1) 室内の低音の量はほとんどの場合、最
大限に増えます。ただし、隅に設置すると、低音域再生能力に対し定在
波が与える有害な影響も大きくなることがあります。この影響は試聴位
置によって異なります。非常に良い結果を生み出す試聴位置もあれば、
特定の周波数で低音過多（または過少）になる試聴位置もあります。
多くの部屋では、サブウーファーを左右スピーカーと同じ面に沿って
設置することにより(2)、サブウーファーのサウンドと左右スピーカー
のサウンドを同調させることができます。また、部屋によっては、試
聴位置の背後にサブウーファーを設置することで最高の性能が得られ
ることもあります(3)。

サラウンドレフト
スピーカー
3.

サブウーファーの設置場所を決定する前に、試し置きされることを強
くお勧めします。一時的にサブウーファーを試聴位置に置き、重低音
のコンテンツを含む曲を再生してみることも、サブウーファーの最適
な場所を決定できる一つの方法です。システムの再生中に室内のさま
ざまな位置に移動して（サブウーファーが配置される位置に耳を置
く）、低音域再生能力が最高となる位置を見つけます。そしてその位
置にサブウーファーを配置してください。

サブウーファーの接続

ローパスフィルタ専用サブウーファー出力のあるレシーバーまたはプリ
アンプ/プロセッサーに接続する
入力モードスイッチを
いずれかの端子を使用
｢LFE｣の位置に設定

ライン出力のあるレシーバーまたはプリアンプ/プロセッサーに接続する
入力モードスイッチを
｢Normal｣（標準）の位置に設定

SUB 560P
サブウーファー

モノ RCA
ケーブル
（非付属）

SUB 560P
サブウーファー

ステレオ RCA
ケーブル
（非付属）
レシーバー
またはアンプ
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サラウンドライト
スピーカー

レシーバー
またはアンプ

サブウーファーの操作

サブウーファーの電源をオン/オフにする
サブウーファーの電源スイッチを｢ON｣の位置に入れます。サブウーフ
ァーはオーディオ信号を受信すると自動で電源をオンにし、オーディ
オ信号が受信されないまま 20 分が経過するとスタンバイードに入りま
す。サブウーファーの On/Standby（オン/スタンバイ） LED は、サブ
ウーファーがオンになると緑色に点灯し、サブウーファーがスタンバ
イモードになると赤色に点灯します。
長期間にわたってサブウーファーを使用しない場合（例えば、休暇に
出かける場合など）は、電源スイッチを｢OFF｣の位置にしてください。
サブウーファーの調整: CROSSOVER（クロスオーバ
ー）コントロール
注意： Crossover（クロスオーバー）コントロール
は、Line In（ライン入力）端子を使用し、かつ入力
モードスイッチを｢Normal｣(標準）に設定していると
きにのみ機能します。入力モードスイッチを｢LFE｣に
設定すると、サブウーファーの内蔵クロスオーバーと
Crossover（クロスオーバー）コントロールをバイパ
スします。
Crossover（クロスオーバー）コントロールは、サブウーファーの内蔵
クロスオーバーを 50Hz～150Hz 間で調整します。Crossover（クロス
オーバー）コントロールの設定が高いほど、サブウーファーの動作周
波数が高くなり、低音域でサテライトスピーカーと｢オーバーラップす
る｣部分が多くなります。この調整は、さまざまな異なる部屋とサブウ
ーファーの配置に合わせ、サブウーファーとサテライト間の低音域を
スムーズに移行させる上で役立ちます。
Crossover（クロスオーバー）コントロールを設定するには、低音域の
滑らかさを聞いて確認してください。特定の音域で低音が強すぎると
感じられる場合は、Crossover（クロスオーバー）コントロールの設定
を低めに設定してみてください。特定の音域で低音が弱すぎると感じ
られる場合は、Crossover（クロスオーバー）コントロールの設定を高
めに設定してみてください。
サブウーファーの調整: 音量
Level（レベル）コントロールを使って、サブウーファ
ーの音量を設定します。つまみを時計回りに回すとサ
ブウーファーの音量が上がり、反時計回りに回すと音
量が下がります。サブウーファーとシステムのその他
スピーカーの音量バランスを一度調整すれば、変更の
必要はありません。

サブウーファーの調整: Phase（位相）
Phase（位相）スイッチは、サブウーファーユニットの振幅
動作を、システムの他のスピーカーと同調させるかどうかを
決定します。サブウーファーは、他のスピーカーと位相をず
らして再生すると、サテライトの音波がサブウーファーの音
波を部分的に打ち消し、低音域再生能力や音響効果が低減す
ることがあります。この現象は、互いに関連する全スピーカ
ーの室内配置によってもある程度左右されます。
大抵の場合は、Phase（位相）スイッチを｢0｣の位置に合わせておきま
すが、それが必ずしも正しい設定であるとは限りません。サブウーフ
ァーと他のシステムスピーカーを正しく同調させると、サウンドはよ
りクリアになり、最大限の音響効果が得られ、ドラムやピアノ、撥弦
楽器のようなパーカッシブなサウンドがさらに臨場感豊かに再生され
ます。馴染みのある音楽を聴きながら、ドラムや他のパーカッシブな
サウンドで最大限の音響効果が得られる位置にスイッチを合わせるこ
とが、Phase（位相）スイッチの最適な設定方法です。

仕様
搭載ユニット:

12" (300mm) PolyPlas™ コーン型、
鋳造フレーム

キャビネット形式：

密閉型（フォワードファイアリング）

アンプの電源：

400W（RMS）; 600W (PEAK)

周波数特性：

22Hz～150Hz

オーディオ
コントロール:

音量レベル、クロスオーバー周波数、位相

接続:

RCA ラインレベル& LFE 入力

電源電力：

100V、50Hz/60Hz (Japan);

消費電力：

<0.5W (100V) スタンバイ
700W – 8A (100V) 最大

サイズ（W×H×D）：

15-21/32" x 19-17/32" x 15-15/16"
(398mm x 496mm x 405mm)

重量：

29kg

サブウーファーの音量設定に関する注意：
•音
 楽向けの理想的なサブウーファー音量設定は映画にはうるさすぎ
ることがあり、また映画向けの理想的な設定は音楽には静かすぎる
ことがあります。サブウーファーの音量を設定するときは、低音が
強いコンテンツを含む音楽と映画を聴いてみて、両方に受け入れら
れる「最適ポイント」を見出してください。
•サ
 ブウーファーの音がいつも大き過ぎたり、あまりにも静かに感じ
られる場合は、異なる場所に設置してみてください。サブウーファ
ーを隅に設置すると、低音出力が大きくなり、壁や隅から離して設
置すると、低音出力が小さくなる傾向があります。
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