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始めに

パッケージ内容

開封後は、以下のものが入っていることを確認して下さい。もし不足
している、又は破損しているなど不備のある場合は、購入店にご相談
下さい。

クイックガイド 
（本書）

Live Gamer EXTREME 
（GC550 本体）

USB 3.0 
ケーブル

コンポーネント 
変換ケーブル

PS3 専用 
ケーブル

3.5 mm ステレオミニ 
プラグオーディオケーブル

HDMI 
ケーブル

カバー XSplit プレミアム 
ギフトカード（三ヶ月）

機器との接続（始めての使用手順）

始めて GC550 をセットアップする方は、以下の手順で GC550 を 
セットアップして下さい：

Step 1. 付属の USB 3.0 ケーブルで PC と接続します。

Step 2. 最新のソフト / ドライバをダウンロード・インストールします。

Step 3. 専用ソフト「AVerMedia RECentral 2」を使用しますか、 
対応するサードパーティ製ソフトを使って PC に録画・ライブ配信を 
行います。
※ AVerMedia 公式サイト（http://www.avermedia.co.jp/download/index.html）にアクセスし、GC550 のドライバ
及び RECentral 2 の最新バージョン ( カバーデザインソフト「Cover Creator」含む )、ソフトのユーザーマニュアル
をダウンロードして下さい。

XSplit

ロックネジ
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本体各部の名称

1 USB 3.0 端子 6 3.5 mm AUX IN 端子

2 COMPONENT IN 端子 7 3.5 mm MIC IN 端子

3 HDMI IN 端子 8 状態ランプ

4 HDMI OUT 端子 9 上蓋

5 ロックネジ

1

6 7 8 9

5
2 3 4



 状態ランプの動作と色の状態 05 

ライブ配信中

録画中

本体起動中（約６秒前後がかかります）
※もしくはドライバがPCにインストールされていない状態

HDDの空き容量が不足

:

:

:

待機:

:

:

GC550ソース機器 WWW
（映像もしくはネット回線が中断されました）

状態ランプの動作と色の状態



 06 映像/音声ケーブルの接続

ソース機器

PC

テレビ・モニター

PC 11  USB 3.0 端子

音声機器

マイク

音声入力： 
音声機器（MP3 プレイヤー
など）  AUX IN 端子

マイク音声入力： 
マイク  MIC IN 端子

映像/音声ケーブルの接続

製品背面：機器との接続

製品正面：音声ミキサー入力

ソース機器（ゲーム機など）21 
 COMPONENT / HDMI 

IN 端子

テレビ・モニター 31  
HDMI OUT 端子

1

2

OR 3

OR
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ロックネジを外し、上蓋を
開きます。

カバーを挿入します。 
上蓋を閉じてロックします。

カバー交換

カバーを挿入
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使用上のご注意

詳しくは GC550 製品ページの Q&A までご参照下さい： 
http://www.avermedia.co.jp/product_swap/gc550_qa.html

仕様・セットアップ・ソフトについて

GC550 を使って、パソコンの画面でゲームをプレイする時、パソコン• 
の仕様・お客様の設備環境やゲームの画面により、動画のエンコードや 
処理速度が違うので、表示遅延が異なります（GC550 の製品サイトで 
最新の PC 動作環境・仕様を確認することをお薦めします）。 
遅延が気になる場合は、別のテレビ・モニターをご使用下さい。

必要なシステム条件を搭載していないパソコン（CPU 処理能力が不足、• 
メインメモリが不足、独立型グラフィックボードが搭載されていない、
グラフィックボードの性能が足りない、パソコン搭載の USB 3.0 ホスト
コントローラに対応していない…）、Windows の状況などにより、 
本製品を正常に使用することができない、1080p/60fps キャプチャーで
きない場合、もしくはライブ編集機能を使用する場合はパソコンの 
使用率が 100%になる可能性があります。 
GC550 の要求仕様を満たしていることを確認（GC550 の製品ページで 
最新の PC 動作環境・要求仕様を確認することをお薦めします）、 
もしくは他のパソコンで 試して下さい。

1080p/60fps をキャプチャーする際または「RECentral 2」のライブ編集• 
機能を使用する際は、CPU 使用率が高いため、ご使用のパソコンの仕様
によっては CPU 使用率が 100%以上占有してしまう可能性があります。
その際は、CPU/ グラフィックボード内蔵のハードウェアエンコーダを 
使用する必要があります（詳しくは製品ページの Q&A をご参照下さい）。
ライブ編集機能を使用する際は、デスクトップパソコンを推奨します。

Intel 製の USB 3.0 ホストコントローラに対応しております。• 

USB 3.0 ホストコントローラに関する詳しい情報、注意事項等は GC550• 
の製品ページの Q&A をご参照下さい。

Windows Update を通して、PC の USB 3.0 ホストコントローラ、グラフ• 
ィックボードのドライバなどをアップデートすることをお勧めします。
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録画・ライブ編集の安定性を保つため、他の USB デバイス（外付け• 
HDD、WIFI 子機など）を同時に USB 3.0 ポートに使用することは避けて
下さい（USB 3.0 ポートに接続されている場合は、GC550 と USB 3.0  
ホストコントローラの処理速度が分散され、不安定になる可能性が 
あります）。また、下記のことを注意して下さい：

USB 3.0 ポートには GC550 のみの接続として下さい。 11 
＊キーボード、マウス、外付け HDD、Web カメラ、WIFI 子機などは 
　USB 2.0 ポートに接続して下さい。
USB ハブの使用は避けて下さい。21 
録画の保存先をパソコンの内蔵 HDD にして下さい。31 

本製品は USB ハブを経由して接続する場合は、正常に使用できない • 
可能性があります。パソコンの USB 3.0 ポートに直接接続して下さい 

（USB 3.0 ポートから電源供給が足りない場合は、正常に作動できない 
可能性があります）。

USB 2.0 には対応しておりません。• 

こちらのパッケージに CD-ROM はついてません。弊社サイトから最新• 
のドライバ / ソフトウェアダウンロードしていただくようお願いします。

専用ソフト「RECentral 2」をご利用する際は、録画形式は MP4 のみ、• 
対応しております。

サードパーティ製ソフトにより対応できない場合もあります。• 

仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。• 

コピーガードについて

本製品は HDCP 非対応の製品のため、HDMI ケーブルで接続する際は、• 
HDCP（不正コピーを防止する著作権保護技術）制限により、映像の 
表示（画面が真っ暗な状態）・録画ができない場合があります。

PS3・映像機器（ビデオカメラ、デジカメ、BD/DVD プレイヤー）を接続• 
する場合は、HDMI から出力されたコンテンツは HDCP がかけられて 
いるため、録画はできません。また、各機器の仕様制限により、接続 
機器の画面の表示ができない、異常表示の場合もあります。
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コンポーネントケーブルで接続する場合は、コンテンツはコピーガード• 
がかかっている場合は録画ができない場合もあります。

ご自身が権利を有するもの、または著作権者の許諾を得た素材で利用 • 
して下さい。本製品を使用して録画したデータを、私的な目的以外で 
著作権や他の権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは、 
著作権や国際条約により禁止されています。

記載されているすべての商標は各社の登録商標または商標です。• 

接続・録画について

HDMI とコンポーネント入力は同時にに使用することはできません。• 
（同時に繋げられる機器は、HDMI 入力、コンポーネント入力のいずれか

に一台までです。）

PS4 からキャプチャーする際、必ず PS4 の「システムソフトウェア • 
バージョン 1.70」以降にアップデートしてから、PS4 側で「設定」→ 

「システム」→「HDCP を有効にする」のチェックを外して下さい。 
（但し、BD/DVD などを録画ができません。）

PS3 の画面を録画する際、HDMI から出力されたコンテンツは HDCP が • 
かけられているため、本製品付属の「PS3 専用ケーブル」もしくは 

「コンポーネント変換ケーブル」（別途、PS3 用のコンポーネント 
ケーブルの準備が必要）をご利用下さい。

GC550 の仕様制限の原因で、PS2/PS1/PSP などの古いゲームの解像度が• 
低すぎる（解像度は 480 以下）/ 対応しない場合は、映像の表示（ソフト、
パススルー）ができない（黒い画面 /No Signal）、もしくはライブ配信

・録画ができない可能性があります。

PSP、スマホ / タブレットなどの機器との接続・録画では、出力映像画• 
面サイズに制限があるため、黒枠が必ず発生します。GC550 側は仕様 
により、黒枠を除去・調整する機能を搭載しておりませんので、 
ご了承下さい。

ご使用のソース機器（ゲーム機など）、音声機器・マイクの仕様により、• 
対応できない可能性もあります。
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他社製の映像変換コンバーター（コンポジット→ HDMI、コンポジット→• 
コンポーネント、コンポーネント→ HDMI、HDMI →コンポーネント 
など）、スプリッター/ 分配器を使用する場合は、ご使用のコンバーター

・スプリッターの回路仕様などにより GC550 の対応解像度が合っても 
対応できない可能性があります。

各ゲーム機の仕様により、対応できない場合もあります。• 

コンポジット（AV 黄色端子）入力、そして映像変換コンバーター • 
（コンポジット→ HDMI、コンポジット→コンポーネントなど）には 

対応しておりません。

ゲーム機側の映像出力設定 / 出力解像度が正しく設定されていない場合• 
は、RECentral 2 で映像を表示できない、HDMI OUT からのテレビ・ 
モニターが出力されない可能性がありますので、ゲーム機の映像出力 
設定・解像度を改めて設定・チェックして下さい。

若しくは、ソース機器（ゲーム機など）側の出力設定が正しく設定され• 
ていても、RECentral 2 で映像が表示されない（No Signal）、HDMI OUT 
からのテレビ・モニターが出力されない場合は、下記のような方法で 
試して下さい：

別の映像ケーブルに交換して再試行します。 11 
注意：安価なケーブルを使用すると、正常に使用できないか 
ノイズが発生する場合があります。
別のソース機器に交換して再試行します。21 
接続する映像ケーブルを全て外して、再度接続して試します。31 
GC550 のドライバ、RECentral 2 を一度アンインストールして、 41 
PC を再起動してから、再度 GC550 のドライバ、RECentral 2 の 
最新バージョンをインストールしてから、RECentral 2 を起動 
して再試行します。
ソース機器の出力解像度を 1080p 以下（1080i/720p）に設定 51 
して再試行します。
ご使用のテレビ・モニターが 1080p に対応できない可能性も 61 
ありますので、他のテレビ・モニターを使って再試行して下さい。

本製品使用中（録画・ライブ配信 / 編集など）に USB 3.0 ケーブルの • 
抜き差しを行わないで下さい。故障の原因となります。

大切なシーンを録画される場合は、事前に試し録りするなど、機器が • 
正しく動作することを確認してからご利用下さい。
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情報

本製品は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において • 
使用されるべき情報装置）で、住宅地域での電波障害防止を目的とした
情報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合して 
おります。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に接近して 
ご使用になると、受信障害の原因となることがあります。 
この説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

顧客プライバシー保護

AVerMedia Technologies はお客様との取引やサービスを提供するため• 
にお客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用 
します。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない 
第三者には提供・開示しません。

製造元：AVerMedia Technologies 
Web サイト：http://www.avermedia.co.jp

安全のために、必ずお読みください

警告：この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を
負う可能性が想定される内容を示しています。 

（注意：取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。感電・火災・発
煙の原因となります。）

本製品は、VCCI クラスＢに基づき、家庭環境で使用することを目的に • 
設計されています。

本製品の修理・分解・改造をしないでください。• 

本製品の使用にあたり、この説明書に従って正しい取り扱いをして • 
ください。

安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。• 

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす
ことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
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添付品または指定品をご使用ください。• 

作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、 • 
コンセントから抜いてください。

本製品に他の家電製品を近づけて使用した場合、重心障害を起こすこと • 
があります。

本製品の動作中、停電や電源を落とした場合は、正常に録画ファイルの • 
保存ができなかったり、ファイルの消失が発生する可能性があります。

極端な温度の中で本製品を使用しないでください。• 

本製品は子供が手を触れないようにしてください。• 

体に帯電した静電で部品が壊れる恐れがありますので、 • 
本製品の回路部分には直接手を触れないでください。

本製品の基板部分には直接手を触れないでください。基板には尖っている• 
部分があります。誤って触れるとけがの原因となります。

火災や感電の原因となるので、電源をいれたまま移動しないでください。• 

火災や感電の危険があるので、本製品をぬらしたり、ぬれた手で • 
扱わないでください。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。• 

お問い合わせ

ご購入前の製品に対するお問い合わせ、その他のご質問、ご購入後の • 
製品の修理と技術的なお問い合わせ： 
アバーメディアサポートセンター：AVT.Japan@avermedia.com 
※受付時間 9:00〜17:00　月〜金曜日（祝祭日を除く）

修理について

保証期間中（ご購入日から 1 年間）の自然故障につきましては無償修理 • 
の対象となります。
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自然故障以外、または保証期間外の有償修理をご希望の場合、先に • 
修理金額をお知らせします。その上で、修理をお受けになるかご検討 
ください。修理依頼いただかない場合は、有料で返送いたします。

サポート対応は日本国内のみとなります。• 

「AVerMedia」は AVerMedia Technologies, Inc. の商標（または登録商標）• 
です。その他、記載されている全ての商標は各社の所有物です。

本製品で記録したものを、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の • 
承諾を得ずに複製・配布・配信することは著作権法や国際条約の規定 
により禁止されています。

本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、• 
AVerMedia Technologies は一切の責任を負いません。

仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。• 

製造地：台湾（アクセサリーを除く）• 

機種型番 ： GC550
保証期間 ： お買い上げ日より１年間

お客様　お名前 お買い上げ日：　　　年　　月　　日
販売店押印欄

ご住所

TEL

保証（無償交換）を受ける為には、レシートなどのご購入履歴のわかる• 
ものをご購入された正規販売店にご提示いただく必要があります。 
お客様におかれましては、レシートなどのご購入履歴のわかるものを 
大切に保管していただきますようお願いいたします。



300AGC550D7M 
キャプチャーデバイス GC550 Live Gamer EXTREME 

Made in Taiwan
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