取扱説明書
このたびは、USB オーディオ／ MIDI インターフェース UA-20 を
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注
意」
（取扱説明書 P.2、3）と「使用上のご注意」
（取扱説明書 P.4）を
よくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いた
だくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要
なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

●取扱説明書の英語版（有料）をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。
If you should require an English Owner’s Manual (at a modest fee), please
contact an authorized Roland distributor.

© 2002 ローランド株式会社
本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

安全上のご注意
火災・感電・傷害を防止するには
警告と

図記号の例

注意の意味について

警告
注意

は、注意（危険、警告を含む）を表わしていま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。

は、禁止（してはいけないこと）を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。

● は、強制（必ずすること）を表わしています。
具体的な強制内容は、● の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください

警告
001

● この機器を使用する前に、以下の指示
と取扱説明書をよく読んでください。

......................................................................................................
002a

● この機器を分解したり、改造したりし
ないでください。

......................................................................................................
003

● 修理／部品の交換などで、取扱説明書
に書かれていないことは、絶対にしな
いでください。必ずお買い上げ店また
はローランド・サービスに相談してく
ださい。

......................................................................................................

警告
007

● この機器を、ぐらついた台の上や傾い
た場所に設置しないでください。必ず
安定した水平な場所に設置してくださ
い。
.....................................................................................................

010

● この機器を単独で、あるいはヘッドホ
ン、アンプ、スピーカーと組み合わせ
て使用した場合、設定によっては永久
的 な難聴になる程度の音 量になりま
す。大音量で、長時間使用しないでく
ださい。万一、聴力低下や耳鳴りを感
じたら、直ちに使用をやめて専門の医
師に相談してください。
.....................................................................................................

004

011

● 次のような場所での使用や保存はし
ないでください。

● この機器に、異物（燃えやすいもの、
硬貨、針金など）や液体（水、ジュー
スなど）を絶対に入れないでください。

○ 温度が極端に高い場所（直射日光の
当たる場所、暖房機器の近く、発熱
する機器の上など）
○ 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れ
た床など）や湿度の高い場所
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
......................................................................................................
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.....................................................................................................

注意

警告
012d

● 次のような場合は、直ちに電源を切っ
て、お買い上げ店またはローランド・
サービスに修理を依頼してください。
○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼ
れたりしたとき
○ 機器が（雨などで）濡れたとき
○ 機器に異常や故障が生じたとき

......................................................................................................

104

● 接続したコードやケーブル類は、繁雑
にならないように配慮してください。
特に、コードやケーブル類は、お子様
の手が届かないように配慮してくださ
い。
.....................................................................................................

106

● この機器の上に乗ったり、機器の上に
重いものを置かないでください。

013

● お子様のいるご家庭で使用する場合、
お子様の取り扱いやいたずらに注意し
てください。必ず大人のかたが、監視
／指導してあげてください。

.....................................................................................................

108c

● この機器を移動するときは、外部機器
との接続を外してください。

......................................................................................................
014

● この機器を落としたり、この機器に強
い衝撃を与えないでください。

......................................................................................................
023

● CD-ROM を、一般のオーディオ CD プ
レーヤーで再生しないで下さい。大音
量によって耳を痛めたり、スピーカー
を破損する恐れがあります。

.....................................................................................................

118

● 光デジタル・コネクターのキャップを
外した場合は、小さなお子様が誤って
飲み込んだりすることのないようお子
様の手の届かないところへ保管してく
ださい。
.....................................................................................................

......................................................................................................
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使用上のご注意
291a

2、3 ペ ージに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

電源について

その他の注意について

307

553

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損
を防ぐため、必ずすべての機器の電源を切ってく
ださい。

設置について

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入
出力端子などに過度の力を加えないでください。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐた
め、プラグを持ってください。

351

558a

352a

559a

● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トラ
ンスを持つ機器があると、ハム（うなり）を誘導
することがあります。この場合は、この機器との
間隔や方向を変えてください。
● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させる
と、テレビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑
音が出ることがあります。この場合は、この機器
を遠ざけて使用してください。

352b

● 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用す
ると、着信時や発信時、通話時に本機から雑音が
出ることがあります。この場合は、それらの機器
を本機から遠ざけるか、もしくは電源を切ってく
ださい。

354a

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、
閉め切った車内などに放置しないでください。変
形、変色することがあります。

355

● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所
で使用しないでください。

お手入れについて
401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、
堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れ
が激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭
き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてくださ
い。

402

● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよ
びアルコール類は、使用しないでください。

修理について
451a（国内のみ）

● お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後
の性能について保証できなくなります。また、修
理をお断りする場合もあります。
453a

● 当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機
能を維持するために必要な部品）を、製造打切後
6 年間保有しています。この部品保有期間を修理
可能の期間とさせていただきます。なお、保有期
間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能
の場合がありますので、お買い上げ店、または最
寄りのローランド・サービスにご相談ください。

4

● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかか
らないように、特に夜間は、音量に十分注意して
ください。ヘッドホンを使用すれば、気がねなく
お楽しみいただけます。
● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入って
いたダンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包
してください。

562

● 接続には、当社ケーブル（PCS シリーズなど）を
ご使用ください。他社製の接続ケーブルをご使用
になる場合は、次の点にご注意ください。
○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがありま
す。本機との接続には、抵抗入りのケーブル
を使用しないでください。音が極端に小さく
なったり、全く聞こえなくなる場合がありま
す。ケーブルの仕様につきましては、ケーブ
ルのメーカーにお問い合わせください。

CD-ROM の取り扱い
801

● ディスクの裏面（信号面）に触れたり、傷をつけ
たりしないでください。データの読み出しがうま
くいかないことがあります。ディスクの汚れは、
市販の CD 専用クリーナーでクリーニングしてく
ださい。

著作権について
851

● 第三者の著作物（音楽作品、映像作品、放送、公
演、その他）の一部または全部を、権利者に無断
で録音し、配布、販売、貸与、公演、放送などを
行うことは法律で禁じられています。
853

● 第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本
機を使用しないでください。あなたが本機を用い
て他者の著作権を侵害しても、弊社は一切責任を
負いません。
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UA-20 の特長
このたびは UA-20 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございま
す。UA-20 は、コンピューターと USB ケーブル一本で接続し、オーディオ情報
を高品質なデジタルで録音／再生することのできる USB オーディオ・インター
フェースです。

24bit の圧倒的な高音質
24bit の圧倒的な高音質を実現し、 コンピューターを使った高品位なデジタル録
音／再生が楽しめます。
* 使用するアプリケーションが 24bit に対応している必要があります。

マイク／ギターの入力に対応
マイクはもちろんギターやベースがダイレクトに接続できるハイ・インピーダン
ス入力にも対応。さらに、RCA ピン・タイプの出力端子、デジタル出力端子（オ
プティカル）を装備しています。

ダイレクト・モニター機能を搭載
コンピューター上のアプリケーションを介さないダイレクト・モニター機能によ
り、各入力端子からの入力信号を直接ヘッドホンやアナログ出力からリアルタイ
ムでモニターできます。また、ASIO ™2.0 対応アプリケーションから、モニター
機能のオン／オフをコントロールすることも可能です。

WDM/ASIO 2.0 ドライバを収録
SONAR™ などの WDM 対応アプリケーションや、Cubase™、Logic™ をはじめ
とする ASIO™ 対応アプリケーションで高いパフォーマンスを発揮します。 もち
ろん、MME（Windows®）や Sound Manager（Mac OS®）対応アプリケー
ションでの利用も可能です。
※ 他社製のシーケ ンス・ソフト／オーディオ編集ソフトウェアの動作につきまし
ては、ローラ ンドでは動作保証／サポートはいたしかねます。お使いのソフト
ウェアを取り扱っているメーカーにお問い合わせください。

１系統の MIDI インターフェースを装備
MIDI IN/OUT を１系統装備し、MIDI 機器との接続も手軽になりました。
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UA-20 の特長

USB とは？
USB とは、ユニバーサル・シリアル・バス（Universal Serial Bus）の略で、コン
ピューターにさまざまな周辺機器を接続するためのインターフェースです。
USB を使えば、USB ケーブル 1 本でさまざまな周辺機器に接続することができ、
高速にデータを転送することができます。
また、電源を入れたままで周辺機器の接続と切断ができ、コンピューターが自動
的にそれを認識します。（周辺機器によっては、設定などの作業が必要な場合が
あります。）

204

※ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

206e

※ 本書では Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
ADD

※ Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system です。

206f

※ Windows® 2000 の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 operating system です。

206g

※ Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。
206c

※ Windows® 98 の正式名称は、Microsoft ® Windows® 98 operating system です。

207

※ Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の米国及びその他の国における登録商標です。
209

※ MacOS は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。
220

※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
231

※ OMS は、米国 Opcode Systems, Inc. の登録商標です。
232

※ FreeMIDI は、米国 Mark of the Unicorn 社の商標です。
ADD

※ ASIO は、独国 Steinberg Media Technologies AG の商標です。
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パッケージ内容を確認する
● UA-20
fig.UA-20

● USB ケーブル
コンピューターの USB コネクターと UA-20 の USB コネクターを接続するのに
使用します。接続方法は、接続とドライバのインストール（Windows → P.12 ／
Macintosh → P.38）をご覧ください。
※ USB ケーブルは、 必ず付属のものをお使いください。破損などにより、付属
の USB ケーブルが必要な場合は、保証書に同封の「サービスの窓口」までご
連絡ください。

● CD-ROM
UA-20 をお使いになるためのドライバが収録されています。

● 取扱説明書
本書です。常に手元に置いて、いつでも参照できるようにしましょう。

● 保証書
UA-20 本体の保証書です。保証期間内に UA-20 の修理を受ける際に必要ですか
ら、記載事項をご確認の上、保証書の封筒に記載、または同封されているサービ
スの窓口と共に大切に保管してください。
※ この保証書で保証されているのは UA-20 本体のみで、
「サービスの窓口」は、
修理に関するお問い合わせ先です。 UA-20 の取り扱いに関しては「DTM ホッ
トライン」へお問い合わせください。（P.79）

● ローランド ユーザー登録カード（はがき）
UA-20 のユーザーとして登録していただくためのはがきです。
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各部の名称と働き
fig.04-1

2

3

4

5

1

6
7
8

9

10

11

12

1. USB インジケーター
UA-20 を USB ケーブルでコンピューターに接続し、コンピューターに認識され
た時に点灯します。

2. USB コネクター
USB ケーブルでコンピューターと接続することによって、オーディオ信号や
MIDI 信号のやりとりをします。

3. MIDI コネクター
シーケンサーなどの MIDI 機器と接続し、MIDI メッセージのやりとりをします。

4. デジタル出力コネクター
MD や DAT などのデジタル・レコーダーにオーディオ信号をデジタルで入力す
るときに光デジタル・ケーブルで接続します。

5. マスター出力ジャック
アナログ・オーディオ信号の出力ジャックです。

6. ヘッドホン・ボリューム
ヘッドホン用のボリュームです。マスター出力ジャックから出力される音量は、
調整できません。

7. インプット・ボリューム
インプット・ジャックからの入力レベルを調節します。

8. ヘッドホン・ジャック
ヘッドホンを接続します。ヘッドホン・ジャックからはマスター出力ジャックと
同じ音が出力されます。ヘッドホンを接続している場合でも、マスター出力
ジャックから音が出力されます。
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各部の名称と働き

9. ADVANCE（モード切り替え）スイッチ
動作モードを切り換えます。
ON（アドバンス・モード）
付属 CD-ROM に収録されている専用ドライバを使用し、シーケンス・ソフトや
波形編集ソフトで、高音質かつ安定したタイミングでオーディオの録音／再生／
編集が行えます。通常は、こちらをお使いください。
OFF（標準ドライバ・モード）
OS 標準添付のオーディオ・ドライバを使用して、OS 独自の機能を活かしたアプ
リケーションをお使いになる場合はこのモードに設定します。

10. インプット・モニター・スイッチ
インプット・ジャックからの入力信号をヘッドホン・ジャックとマスター出力
ジャックに出力するかどうかを切り替えます。
ON
AUTO
OFF

インプット・ジャックからの入力信号をヘッドホン・ジャック
とマスター出力ジャックに出力します。
Cubase などの ASIO 2.0 対応アプリケーションの設定や操作で
ON、OFF をコントロールします。
インプット・ジャックからの入力信号をヘッドホン・ジャック
とマスター出力ジャックに出力しません。

11. インプット・セレクト・スイッチ
インプット・ジャックに接続する機器に応じて設定します。
LINE
GUITAR
MIC

オーディオ機器や MIDI 音源などをアナログ・オーディオで接続
するとき
ギターを接続するとき
ダイナミック・マイクを接続するとき
※ パソコン やサウンド・カードに付属している小 型マイク（コ
ンデンサー・マイク）には対応していません。

12. インプット・ジャック
アナログ・オーディオ信号の入力ジャックです。ダイナミック・マイク、ギ
ター、オーディオ機器などを接続することができます。必ず、インプット・セレ
クト・スイッチで接続する機器を設定してください。
L 端子、R 端子の片方の端子だけにギターやマイクなどを接続すると、モノラル
になります。
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各部の名称と働き

ブロック図
f
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接続とドライバのインストール（Windows)
Macintosh をお使いの方は、
『接続とドライバのインストール（Macintosh）
』
（P.38）へお進みください。

ドライバとは
fig.05-1̲50

コンピューターと UA-20 が USB
ケーブルで接続されているときに、
コンピューター上のアプリケー
ション・ソフトウェアと UA-20
との間でデータのやりとりをする
ソフトウェアです。
ドライバは、アプリケーションか
らの情報を UA-20 に送ったり、
逆に UA-20 からの情報をアプリ
ケーションに渡したりします。

アプリケーション

ドライバ

USBコネクター

USBケーブル

コンピューター

UA-20

アドバンス・モードと標準ドライバ・モード
UA-20 にはアドバンス・モードと標準ドライバ・モードの 2 つの動作モードがあ
り、それぞれ使用するドライバが異なります。

■ アドバンス・モード
ADVANCE（モード切り替え）スイッチを ON にしたときの動作モードです。付
属 CD-ROM に収録されている専用ドライバを使用して、高音質かつ安定したタ
イミングでオーディオの録音／再生／編集が行えます。
アドバンス・モードでは、UA-20 とコンピューターのオーディオ信号のやりとり
は、分解能 24bit、サンプリング周波数 44.1kHz に対応しています。Cakewalk シ
リーズ、Cool Edit などの 24bit オーディオ対応アプリケーション や Cubase
VST、Logic Audio、SingerSongWriter などの ASIO 対応アプリケーションのよ
うに、高音質なオーディオ録音／再生／編集ができるアプリケーションをお使い
になる場合はアドバンス・モードに設定します。
（→専用ドライバのインストール（P.13））

■ 標準ドライバ・モード
ADVANCE（モード切り替え）スイッチを OFF にしたときの動作モードです。
Windows 標準添付の USB オーディオ・ドライバを使用します。
標準ドライバ・モードでは、UA-20 とコンピューターのオーディオ信号のやりと
りは、分解能 16bit、サンプリング周波数 44.1kHz に対応しています。コン
ピューターに内蔵されていてる CD-ROM ドライブで CD オーディオを再生する
アプリケーション、Windows 付属のソフトウェア・シンセサイザーを利用する
アプリケーションなど、Windows 独自の機能を活かしたアプリケーションをお
使いになる場合はこのモードに設定します。
Windows に標準で付属されているドライバは、 ASIO には対応しておりません。
（→ Windows 標準ドライバのインストール（P.27））
※ MIDI を扱う場合には、アドバンス・モードでお使いください。
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アドバンス・モードと標準ドライバ・モードを切り替えて使用するには
最初に専用ドライバと標準ドライバの両方をインストールしておくと、UA-20 の
ADVANCE（モード切り替え）スイッチを操作することで、アドバンス・モード
と標準ドライバ・モードを切り替えて使用することができます。
※ ADVANCE（モード切り替え）スイッチの設定を反映するには、 UA-20 を使用
しているシーケ ンス・ソフトウェアなどのアプリケーションを、必ずすべて終
了し、UA-20 を接続しなおしてください。

専用ドライバのインストール
お使いの環境によって、インストールおよび設定の手順が異なります。
以下の中からご自分にあった項目へお進みください。
• Windows XP ／ 2 000 をお使いのとき .........（P.13）
• Windows Me ／ 98 をお使いのとき ..............（P.25）

■ Windows XP ／ 2000 をお使いのとき
CD-ROM には 2 種類（WDM ドライバと MME ドライバ）の Windows XP ／
2000 用ドライバが収録されています。
通常は、WDM ドライバをお使いください。
WDM ドライバ
SONAR などを WDM ドライバ・モードに設定している場合に適してきます。高
いオーディオ性能を実現します。
※ Cool Edit やメディアプレーヤーなどの WDM ドライバ・モードを持たない
アプリケーションでは 24bit で使用することはできません。

MME ドライバとは・・・
Cool Edit など、WDM ドライバ・モードを持たないアプリケーションからも
24bit で使用することができます。 ただし、SONAR などの WDM ドライバ・
モードでは MME ドライバを使用することはできません。
※ WDM ドライバと MME ドライバの両方をインストールすることはできません。ど
ちらかのドライバをインストールした後にドライバを変更する場合には、必ず、イ
ンストー ル済みのドライバを削 除してから新しいドラ イバをインストール してく
ださい。（→『専用ドライバの削除方法』（P.75））
※ WDM ドライバも MME ドライバも同様の手順でインストールできます。

13

接続とドライバのインストール（Windows)

Windows XP をお使いのとき

1

UA-20 を接続していない状態で Windows を起動しま
す。
USB キーボードと USB マウス以外のすべての USB ケーブ
ルをはずした状態にしておいてください。

2

システムのプロパティ・ダイアログを開きます。
1.

Windows XP Professional を
お使いのときは、アカウント
の種類がコンピュータの管理
者であるユーザー名
（Administrator など）で、
Windows にログオンします。
ユーザー・アカウントについ
て、詳しくはお使いのコン
ピューターのシステム管理者
にご相談ください。

Windows のスタート・メニューをクリックし、 表示さ
れるメニューからコントロールパネルを選びます。

2. 「作業する 分野を選びます」から パフォーマンスとメン
テナンスをクリックします。
3. 「コントロ ールパネルを選んで 実行します」から、シ ス
テム・アイコンをクリックします。
fig.2-1

3

ハー ドウ ェア・タブ をク
リ ック し、続けて［ド ラ
イバ の署 名］をクリ ック
します。

お使いの状態によっては、シ
ステム・アイコンが直接コン
トロールパネルに表示されて
いることがあります（クラ
シック表示）
。そのときはシス
テム・アイコンをダブルク
リックします。

ドライバ署名オプション・
ダイアログを開きます。
fig.2-2

4

「どの よ う に 処 理し ま す
か ?」が［無視］に設定さ
れて いるか を確認 しま
す。
［無視］に設定されていると
きは、そのまま［OK］をク
リックしてください。［無
視］に設定されていないときは、現在の設定（［警告］また
は［ブロック］）をメモした後、［無視］に変更して［OK］
をクリックします。
インストール終了後、もとの設定に戻します（『「どのよう
に処理しますか ?」を変更しているとき』（P.19）
）。
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手順 4 で「どのように処理し
ますか ?」を変更したときは、
ドライバをインストールした
後で、変更前の設定に戻しま
す。→『
「どのように処理しま
すか ?」を変更しているとき』
（P.19）
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5

システムのプロパティ・ダイアログの［OK］をクリッ
クして、ダイアログを閉じます。

6

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
開いているウィンドウもすべて閉じてください。ウィルス・
チェッカーなどのソフトウェアをお使いのときは、それら
も必ず終了してください。

7

CD-ROM を準備します。
CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブに入れ
ます。

8

Windows のスタート・ボタンをクリックし、表示され
たメ ニュ ーから ファ イル名 を指定 して 実行を 選び ま
す。
ファイル名を指定して実行ダイアログが開きます。

fig.2-3̲30

9

表示 された ダイアロ グの
［名前］欄に次のように入
力して［OK］をクリック
します。

MME ドライバの場合は、
WDM を MME に置き換えて入
力してください。

D:¥DRIVER¥USB̲XP2K¥WDM¥SETUPINF.EXE
※ ドライブ名「D:」は、お使いの環境によって異なる場合があ
ります。CD-ROM のドライブ名にあわせてください。
fig.2-4̲30

10

SetupInf ダイアログが開
きます。

本書では、フォルダやファイ
ルの位置関係を ¥ で区切って
示しています。たとえば、
USB̲XP2K¥SETUPINF.EXE
は、USB̲XP2K に含まれる
SETUPINF.EXE ファイルのこ
とを意味しています。

ドライバをインストールす
る準備ができました。
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11
12

ADVANCE
（モード切り替え）スイッチを ONにします。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

タスク・バーのあたりに「新しいハードウェアが見つかりま
した」と表示されます。そのまましばらくお待ちください。
fig.2-6̲30

13

新し いハ ードウ ェアの 検
出 ウィザ ード が開き ま
す。
「EDIROL UA-20（WDM）
」
と表示されていることを確
認し、［一覧または特定の場所からインストールする ( 詳細
)］を選んで、［次へ］をクリックします。

MME ドライバの場合は、
「EDIROL UA-20（MME）
」と
表示されていることを確認し
ます。

fig.2-7̲20

14

「検索 と イ ン スト ー ル の
オプ ションを 選んで くだ
さい。」と表示されます。
［検 索 し な い で、イ ン ス
トー ルするド ライバ を選
択する］を選択し、
［次へ］
をクリックします。

fig.2-8̲20

15

16

モデル欄に「EDIROL UA20（WDM）」が表示され
て い る こと を 確 認 して、
［次 へ］を ク リ ッ ク し ま
す。ド ラ イ バ の イ ン ス
トールが始まります。

MME ドライバの場合は、
「EDIROL UA-20（MME）
」と
表示されていることを確認し
ます。
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「どのように処理しますか ?」の設定が「無視」になってい
ないと、次のようなダイアログが開きます。
「どのように処理しますか ?」が「警告」の場合
fig.2-5

1. ［続行］をクリックします。
2.

インストールを続けます。

「どのように処理しますか ?」が「ブロック」の場合
fig.2-5a

1. ［OK］をクリックします。
2. 「新しいハ ードウェアの検
出 ウィ ザ ード」が 開 いた
ら、
［完了］をクリックします。
3. 「困ったときには」の『デバイス マネージャーに「 ？」
や「！」、
「USB Composite Device」が表示されている 』
（P.64）の手順に従ってインストールをします。

fig.2-9̲30

16

ディ スクの挿 入ダイ アロ
グが開きます。
［OK］をクリックします。

fig.2-10̲30

17

ファ イルが必 要ダイ アロ
グが開きます。
コピー元欄に次のように入
力して、［OK］をクリック
します。
D:¥DRIVER¥USB̲XP2K¥WDM

ディスクの挿入ダイアログが
表示されない場合があります。
その場合は、手順 17 へ進んで
ください。

MME ドライバの場合は、
WDM を MME に置き換えて入
力してください。

※ ドライブ名「D:」は、お使いの環境によって異なる場合があ
ります。CD-ROM のドライブ名にあわせてください。
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「どのように処理しますか ?」の設定が「無視」になってい
ないと、次のようなダイアログが開きます。
「どのように処理しますか ?」が「警告」の場合
fig.2-5-1

1. ［続行］をクリックします。
2.

インストールを続けます。

fig.2-11̲40

18

新し いハード ウェア の検
出ウ ィザード が表示 され
ます。
「EDIROL UA-20（WDM）
」
または、「EDIROL UA-20
（MME）
」と表示されていることを確認し、［完了］をクリッ
クします。
タスク・バーのあたりに「新しいハードウェアが見つかり
ました」と表示されるまで、そのまましばらくお待ちくだ
さい。

19

ドラ イバ のイン スト ールが 終了す ると システ ム設 定
の変更ダイアログが開きます。
［はい］をクリックしてください。Windows が自動的に再
起動します。

18

接続とドライバのインストール（Windows)

「どのように処理しますか ?」を変更しているとき
「どのように処理しますか ?」を変更しているときは、
Windows が再起動したら、 変更前の設定に戻します。
1.

Windows XP Professional をお使いのときは、アカウントの
種類が コンピュ ータの管理 者である ユーザー名
（Administrator など）で、Windows にログオンします。

2.

Windows のスタート・メニューをクリックし、表示される
メニューからコントロールパネルを選びます。

3. 「作業する分野を選びます」からパフォーマンスとメンテナ
ンスをクリックします。
※ お使いの状態によっては、システム・アイコンが直接 コント
ロールパネルに表示されていることがあります（クラシック
表示）。そのときはシステム・アイコンをダブルクリックし
ます。
4. 「コントロールパネルを選んで実行します」から、システム・
アイコンをクリックします。システムのプロパティ・ダイア
ログが開きます。
5.

ハード ウェア・タブ をクリッ クし、続けて［ド ライバの署
名］をクリックします。ドライバ署名オプション・ダイアロ
グが開きます。

6. 「どのように処理しますか ?」を変更前の設定（
「警告」また
は「ブロック」）に戻し、［OK］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。システムのプロパティ・ダイアロ
グが閉じます。

続いて、ドライバの設定を行います。
（→『ドライバの設定』（P.32））
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Windows 2000 のとき

1

UA-20 を接続していない状態で、Windows を起動し
ます。
USB キーボードと USB マウス以外のすべての USB ケーブ
ルをはずした状態にしておいてください。

2

管理者権限を持つユーザー（Administrator など）で
Windows にログオンします。

3

システムのプロパティ・ダイアログを開きます。

すでに UA-20 をコンピュー
ターに接続し、
「新しいハード
ウェアの追加ウィザード」が
表示されている場合は、
CD-ROM の
DRIVER¥USB̲XP2K¥WDM
フォルダまたは
DRIVER¥USB̲XP2K¥MME
フォルダにある README̲J
の「トラブルシューティング」
の「以上の手順に沿ってイン
ストールを試みたが、インス
トールできない。
」をご覧くだ
さい。

Windows の スタート・ボタンをクリックし、表示されるメ
ニューから設定｜コントロールパネルを選びます。コント
ロールパネルにあるシステム・アイコンをダブルクリック
してください。
fig.05-2̲30

4

ハー ドウェ ア・タブを ク
リ ックし、続 けて［ド ラ
イバ の署名］を クリッ ク
します。
ドライバ署名オプション・
ダイアログを開きます。

xfig.05-3̲30

5

「ファイ ルの署名 の確認」
が「無 視」に設定 され て
いるかを確認します。
［無視］に設定されていると
きは、そのまま［OK］をク
リックしてください。［無
視］に設定されていないときは、現在の設定（［警告］また
は［ブロック］）をメモした後、［無視］に変更して［OK］
をクリックします。
インストール終了後、もとの設定に戻します（『「ファイル
署名の確認」を変更しているとき』（P.24））。
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「ファイルの署名の確認」を変
更した時は、ドライバをイン
ストールした後で、変更前の
設定に戻します。
（→『「ファ
イル署名の確認」を変更して
いるとき』
（P.24))
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6

システムのプロパティ・ダイアログの［OK］をクリッ
クして、ダイアログを閉じます。

7

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
開いているウィンドウもすべて閉じてください。ウィルス・
チェッカーなどのソフトウェアをお使いのときは、それら
も必ず終了してください。

8

CD-ROM を準備します。
CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブに入れ
てください。

9

Windows のスタート・ボタンをクリックし、表示され
たメ ニュ ーから ファ イル名 を指定 して 実行を 選び ま
す。
ファイル名を指定して実行ダイアログが開きます。

fig.05-5̲30

10

表示 されたダ イアロ グの
「名前」欄に次のように入
力 して、［OK］を クリ ッ
クします。

本書では、フォルダやファイ
ルの位置関係を ¥ で区切って
示しています。たとえば、
WDM¥SETUPINF.EXE は、
WDM フォルダに含まれる
SETUPINF.EXE ファイルのこ
とを意味しています。

D:¥DRIVER¥USB̲XP2K¥WDM¥SETUPINF.EXE
※ ドライブ名「D:」は、お使いの環境によって異なる場合があ
ります。CD-ROM のドライブ名にあわせてください。

MME ドライバの場合は、
WDM を MME に置き換えて入
力してください。

fig.05-6̲30

11

SetupInf ダイアログが開
きます。
ドライバをインストールす
る準備ができました。

12

UA-20 の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを ON
にします。
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13

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

「ファイルの署名の確認」の設定が「無視」になっていない
と、次のようなダイアログが開きます。
「ファイルの署名の確認」が「警告」の場合
fig.2-16̲40

1. ［はい］をクリックします。
2.

インストールを続けます。

「ファイルの署名の確認」が「ブロック」の場合
fig.2-16a̲40

1. ［OK］をクリックします。
2. 「新しいハ ードウェアの検
出 ウィ ザ ード」が 開 いた
ら、［完了］を クリックし
ます。
3. 「困ったときには」の『デバイス マネージャーに「 ？」
や「！」、「USB Composite Device」が表示されてい
る』（P.64）の手順に従ってインストールをします。
fig.05-8̲30

14

ディ スクの挿 入ダイ アロ
グが開きます。
［OK］をクリックしてくだ
さい。
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ディスクの挿入ダイアログが
表示されないときは、
『「ディ
スクの挿入」ダイアログが表
示されない』
（P.64）をお読み
ください。

接続とドライバのインストール（Windows)
fig.05-9̲30

15

ファ イルが必 要ダイ アロ
グが開きます。
コピー元欄に次のように入
力して、［OK］をクリック
します。
D:¥DRIVER¥USB̲XP2K¥WDM

MME ドライバの場合は、
WDM を MME に置き換えて入
力してください。

※ ドライブ名「D:」は、お使いの環境によって異なる場合があ
ります。CD-ROM のドライブ名にあわせてください。

「ファイルの署名の確認」の設定が「無視」になっていない
と、次のようなダイアログが開きます。
「ファイルの署名の確認」が「警告」の場合
fig.2-16-1̲40

1. ［はい］をクリックします。
2.

インストールを続けます。

fig.05-10̲30

16

新し いハード ウェア の検
出ウ ィザード が表示 され
る場合があります。
「EDIROL UA-20（WDM）
」
または、「EDIROL UA-20
（MME）
」と表示されている
ことを確認し、［完了］をクリックします。
新しいハードウエアの検出ウィザードダイアログが表示さ
れない場合は、手順 18 へ進みます。

fig.05-11̲30

17

「システム設定の変更」ダ
イア ログが開 く場合 があ
ります。
［はい］をクリックしてください。Windows が自動的に再
起動します。
「システム設定の変更」ダイアログが表示されない場合は、
Windows を再起動させてください。
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「ファイル署名の確認」を変更しているとき
「ファイルの署名の確認」を変更しているときは、Windows が再起動したら変更
前の設定に戻します。
1.

Windows が再起動したら管理者権限を持つユーザー（Administrator など）で
Windows にログインします。

2.

Windows のデスクトップで、マイコンピューター・アイコンを右クリックし、
表示される メニューからプロパテ ィを選びます。システムの プロパティ・ダ
イアログが開きます。

3.

ハードウ ェア・タブをクリックし 、続けて［ドライバの署名］を クリックし
ます。ドライバ署名オプション・ダイアログが開きます。

4. 「ファイルの署名の確認」を変更前の設定（「警告」または「ブロック」
）に戻
し、［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。システムのプロパティ・ダイアログが閉じます。

続いて、ドライバの設定を行います。
（→『ドライバの設定』（P.32））
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■ Windows Me ／ 98 をお使いのとき

1

UA-20 を接続していない状態で Windows を起動しま
す。
USB キーボードと USB マウス以外のすべての USB ケーブ
ルをはずした状態にしておいてください。

2

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。

すでに UA-20 をコンピュー
ターに接続し、
「新しいハード
ウェアの追加ウィザード」が
表示されている場合は、CDROM の DRIVER¥USB̲ME98
フォルダにある README̲J
の「トラブルシューティング」
の「以上の手順に沿ってイン
ストールを試みたが、インス
トールできない。
」をご覧くだ
さい。

開いているウィンドウもすべて閉じてください。ウィルス・
チェッカーなどのソフトウェアをお使いのときは、それら
も必ず終了してください。

3

CD-ROM を準備します。
CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブに入れ
てください。

4

Windows のスタート・ボタンをクリックし、表示され
たメ ニュ ーから ファ イル名 を指定 して 実行を 選び ま
す。
ファイル名を指定して実行ダイアログが開きます。

fig.05-13̲30

5

表示 され たダイ アログ の
［名前］欄に次のように入
力 し て、
［OK］を ク リ ッ
クします。
D:¥DRIVER¥USB̲ME98¥SETUPINF.EXE
※ ドライブ名「D:」は、お使いの環境によって異なる場合があ
ります。CD-ROM のドライブ名にあわせてください。

本書では、フォルダやファイ
ルの位置関係を ¥ で区切って
示しています。たとえば、
USB̲ME98¥SETUPINF.EXE
は、USB̲ME98 フォルダに含
まれる SETUPINF.EXE ファイ
ルのことを意味しています。
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fig.05-14̲30

6

SetupInf ダイアログが開
きます。
ドライバをインストールす
る準備ができました。

7

UA-20 の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを ON
にします。

8

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

fig.05-15̲30

9

Windows 98 では、ディ
スク の挿入ダ イアロ グが
開きます。
［OK］をクリックしてください。

fig.05-16̲30

10

新し いハー ドウェ ア・ダ
イアログが開きます。
ファイルのコピー元欄に次
のように入力して、［OK］
をクリックします。
D:¥DRIVER¥USB̲ME98

※ ドライブ名「D:」は、お使いの環境によって異なる場合があ
ります。CD-ROM のドライブ名にあわせてください。

11

ドラ イバ のイン スト ールが 終了す ると 新しい ハー ド
ウェア・ダイアログが閉じます。
SETUPINF ダイアログで［OK］をクリックします。
SETUPINF ダイアログが閉じます。

続いて、ドライバの設定を行います。
（→『ドライバの設定』（P.32））
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で、ディスクの挿入ダイアロ
グが表示されないときは、
『「ディスクの挿入」ダイアロ
グが表示されない』
（P.64）を
お読みください。

新しいハードウェア・ダイア
ログが表示されないときは、
『「ディスクの挿入」ダイアロ
グが表示されない』
（P.64）と
同じ手順で再度インストール
してください。

接続とドライバのインストール（Windows)

Windows 標準ドライバのインストール
お使いの環境によって、インストールおよび設定の手順が
異なります。
以下の中からご自分にあった項目へお進みください。
• Windows XP ／ 2000 をお使いのとき...........（P.27）
• Windows Me をお使いのとき ...........................（P.28）
• Windows 98 をお使いのとき............................（P.29）

■ Windows XP ／ 2000 をお使いのとき

1

UA-20を接続していない状態で、
Windows を起動しま
す。
USB キーボードと USB マウス以外のすべての USB ケーブ
ルをはずした状態にしておいてください。

2

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
ウィルス・チェッカーなどのソフトウェアをお使いのとき
は、それらも必ず終了してください。

3
4

5

UA-20の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを OFF
にします。

自動的に UA-20 が認識され、ドライバがインストールされ
ます。

Windows XP の場合は、タス
ク・バーのあたりに表示され
ている新しいハードウェアが
見つかりましたのメッセージ
が消えるとインストールが完
了です。

インストールが終了したら、Windows を再起動してく
ださい。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

続いて、ドライバの設定を行います。
（→『ドライバの設定』（P.32））
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■ Windows Me をお使いのとき

1

UA-20を接続していない状態で、
Windows を起動しま
す。
USB キーボードと USB マウス以外のすべての USB ケーブ
ルをはずした状態にしておいてください。

2

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
ウィルス・チェッカーなどのソフトウェアをお使いのとき
は、それらも必ず終了してください。

3
4

UA-20の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを OFF
にします。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

fig.05-23̲30

5

UA-20 が Windows に検
出 さ れ、新 し い ハ ー ド
ウェ アの追 加ウィ ザー
ド・ダイ アログ が開き ま
す。
適切なドライバを自動的に検索する（推奨）が選ばれてい
ることを確認して、［次へ］をクリックします。

6
7
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ドライバの検索が始まります。

ドライバが正しく検索されると、続いてドライバのイ
ンストールが始まります。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

接続とドライバのインストール（Windows)
fig.05-24̲30

8

ドラ イバのイ ンスト ール
が完 了したこ とを知 らせ
るダ イアロ グが開 きま
す。

お使いの環境によってはドラ
イバがインストールされた後、
デバイスが認識されるまでに
時間がかかる場合があります。

［完了］をクリックします。

9

Windows を再起動します。

続いて、ドライバの設定を行います。
（→『ドライバの設定』（P.32））

■ Windows 98 をお使いのとき
ドライバは USB 互換デバイス・ドライバ、USB オーディ
オ デバイス・ドライバの順でインストールされます。 次の
手順に従ってインストールしてください。

1

UA-20を接続していない状態で、
Windows を起動しま
す。
USB キーボードと USB マウス以外のすべての USB ケーブ
ルをはずした状態にしておいてください。

2

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
ウィルス・チェッカーなどのソフトウェアをお使いのとき
は、それらも必ず終了してください。

3
4

UA-20の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを OFF
にします。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。
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fig.05-25̲30

5

USB 互換デバイスが自
動的に検出され、新しい
ハードウェアの追加ウィ
ザード・ダイアログが表
示されます。［次へ］を
クリックします。

このダイアログが表示されな
いときは、
『「新しいハード
ウェアの検索ウィザード」が
自動的に行われない』
（P.62）
をご覧ください。

fig.05-26̲30

6

「検索 方 法 を選 択 し てく
ださ い。」と表示 された
ら、
「使用中のデバイスに
最適 なドライ バを検索す
る（推奨）」を選び、
［次
へ］をクリックします。

USB Composite Device は
USB 互換デバイスと表示され
る場合があります。

fig.05-27̲30

7

この ようなダ イアログが
表示されます。
CD-ROM ドライブをチェッ
クして、［次へ］をクリック
します。

「このデバイス用の更新された
ドライバが見つかりました」
と表示されたときは、
「更新さ
れたドライバ」をチェックし
て、
［次へ］をクリックしてく
ださい。

fig.05-28̲30

8

この ようなダ イアログが
表示されます。
［次へ］をクリックします。

9

ファイル（ドライバ）のコピーが始まります。

fig.05-29̲30

Windows の CD-ROM が CD-ROM ドライブ
に入っていないときに、「ディスクの挿入」
のダイアログが表示されることがあります。
その場合は、Windows の CD-ROM を CDROM ドライブに入れて［OK］をクリックし
てください
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ご使用の環境によっては、ド
ライバのある場所が図とは異
なる場合がありますが、問題
ありません。

接続とドライバのインストール（Windows)
fig.05-30̲30

10

USB 互換デバイス・ドラ
イバ のインス トール が終
了す るとこの ような ダイ
アログが表示されます。
［完了］をクリックしてくだ
さい。

fig.05-33̲30

11

引き続き USB オーディオ
デバ イスが自 動的に 検出
され、
「新しいハードウェ
アの 追加ウ ィザー ド」ダ
イア ログが 表示さ れま
す。
［次へ］をクリックして、手順 8 〜 11（P.30）と同じ手順
でインストールを進めてください。

fig.05-34̲30

12

USB オーディオ デバイ
ス・ド ラ イ バ の イ ン ス
トー ルが終了 すると この
よう なダイア ログが 表示
されます。
［完了］をクリックしてくだ
さい。

13

USB 互換デバイス・ドライバ、USB オーディオ デバ
イス・ドライバのインストールが完了しました。
Windows を再起動してください。

続いて、ドライバの設定を行います。
（→『ドライバの設定』（P.34）
）
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ドライバの設定
■ オーディオと MIDI の入出力先を決める
Windows XP/2000/Me のとき

1

コントロールパネルを開きます。
Windows の スタート・メニューをクリックし、表示される
メニューから設定｜コントロールパネルを選びます。
Windows XP では、スタート・メニューをクリックし、表
示されるメニューからコントロールパネルを選びます。

2

サウンドとオーディオデバイスのプロパティ・ダイア
ログを開きます。（Windows 2000/Me では、サウン
ドとマルチメディアのプロパティ・ダイアログ）
Windows XP
「作業する分野を選びます」からサウンド、音声、および
オーディオデバイスをクリックします。次に、「コントロー
ルパネルを選んで実行します」から、サウンドとオーディ
オデバイス・アイコンをクリックします。

お使いの状態によっては、サ
ウンドとオーディオデバイス・
アイコンが直接コントロール
パネルに表示されていること
があります（クラシック表
示）
。そのときはサウンドと
オーディオデバイス・アイコ
ンをダブルクリックします。

Windows 2000/Me
コントロールパネルにあるサウンドとマルチメディア・ア
イコンをダブルクリックします。

3

オーディオ・タブをクリックします。

次ページにつづく...
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サウンドとマルチメディア・
アイコンが表示されない場合
は、左側のフレームから、す
べてのコントロールパネルの
オプションを表示するをク
リックします。

接続とドライバのインストール（Windows)
fig.2-28̲30

4

音の再生、録音、MIDI 音
楽の 再生の［既 定のデ バ
イ ス］（Windows 2000/
Me では、［優先するデバ
イス］）欄の▼をクリック
し、表示 される リスト か
ら以 下の項 目を選 びま
す。
アドバンス・モード

音の再生

EDIROL UA-20 Out

録音

EDIROL UA-20 In

MIDI 音楽
EDIROL UA-20 MIDI OUT
の再生

5

アドバンス・モードと標準ド
ライバ・モードとについては、
『アドバンス・モードと標準ド
ライバ・モード』
（P.12）をお
読みください。

標準ドライバ・モード
EDIROL UA-20（Windows XP）
USB オーディオ デバイス（Windows 2000/Me）
EDIROL UA-20（Windows XP）
USB オーディオ デバイス（Windows 2000/Me）
MIDI は、標準ドライバ・モードでは、扱うこ
とができません。

サウンドとオーディオデバイスのプロパティ・ダイ
アログを閉じます。
［OK］をクリックしてください。
次へ進みます。
→（『ボリューム・コントロールの設定』（P.36））
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Windows 98 をお使いの場合

1

コントロールパネルを開きます。
Windows の スタート・ボタンをクリックします。表示され
たメニューから設定｜コントロールパネルを選んでくださ
い。

2

マ ルチメ ディ アのプ ロパ ティ・ダ イアロ グを 開き ま
す。
コントロールパネルにあるマルチメディア・アイコンをダ
ブルクリックします。

3

オーディオ・タブをクリックします。

fig.12-09̲36.232

4

［優先するデバイス］を指
定します。
再生欄、録音欄の▼をク
リックして、表示されるリ
ストからそれぞれ以下の項
目を選び、［適用］をクリッ
クしてください。

再生
録音

5

アドバンス・モード
EDIROL UA-20 Out
EDIROL UA-20 In

アドバンス・モードと標準ド
ライバ・モードとについては、
『アドバンス・モードと標準ド
ライバ・モード』
（P.12）をお
読みください。

標準ドライバ・モード
USB オーディオ デバイス
USB オーディオ デバイス

MIDI タブをクリックします。

次ページにつづく...
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6

［MIDI 出力］を指定します。

fig.12-10̲36.232

［単一の機器］にチェック・
マークをつけ、表示されて
いるリストから以下の項目
を選び、［適用］をクリック
してください。

アドバンス・モードと標準ド
ライバ・モードとについては、
『アドバンス・モードと標準ド
ライバ・モード』
（P.12）をお
読みください。

アドバンス・モード

標準ドライバ・モード
MIDI は、標準ドライバ・
MIDI 音楽
EDIROL UA-20 MIDI OUT モードでは扱うことができ
の再生
ません。

7

マ ルチメ ディ アのプ ロパ ティ・ダ イアロ グを 閉じ ま
す。
［OK］をクリックしてください。

以上で、MIDI とオーディオの入出力先の設定が終わりまし
た。Windows 標準ドライバをインストールした場合は、
Windows のボリューム・ コントロールの設定をします。次
の『ボリューム・コントロールの設定』（P.36）へ進みます。
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■ ボリューム・コントロールの設定
Windows 標準ドライバをインストールした場合に設定して
ください。

1

ボリューム コントロールを開きます。
Windows の スタート・ボタンをクリックし、プログラム｜
アクセサリ｜エンターテイメント｜ボリュームコントロー
ルを選びます。

2

スライダーを上下して UA-20 の音量を変更します。

お使いのコンピューターにボ
リューム コントロールがイン
ストールされていない場合は、
コントロール パネルのアプリ
ケーションの追加と削除を
使ってインストールします。
インストール方法について詳
しくは、Windows の取扱説明
書やヘルプを参照してくださ
い。

標準ドライバをインストールしたとき、UA-20 は Windows
のボリューム コントロールで出力ボリュームをコントロー
ルすることができます。
設定できる項目

CD プレーヤー

コンピューター内蔵の CD-ROM ドライブ
の「音楽 CD」の音量をコントロールしま
す。（*1）

WAVE

オーディオ出力デバイス「EDIROL UA20」から出力された音の音量を調整しま
す。デジタル出力とアナログ出力が変化し
ます。

SW シンセサイザ
（SW Synth）

Windows に内蔵されるソフトウェア・シ
ンセサイザーのボリュームをコントロール
します。

*1
このボリュームを変更しても CD の再生音が変化しない場
合は、WAVE のボリュームを変えてください。
また、Windows 2000 をお使いの場合で、CD プレーヤー
が表示されないときはデジタル CD 再生の「この CD 再生デ
バイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする」にチェック
を入れてください。→『コンピューター内蔵の CD-ROM ド
ライブでオーディオ CD を鳴らす場合や、ゲームの BGM を
UA-20 で鳴らす場合』（P.37）
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ボリューム コントロールの音
量を大きくすることで、UA20 をより高音質でお使いいた
だくことができます。

ミュートにチェックが付いて
いたり、スライダーが一番下
になっていると、UA-20 から
音が出なくなります。

接続とドライバのインストール（Windows)

コンピューター内蔵の CD-ROM ドライブでオーディオ CD を鳴らす場合や、
ゲームの BGM を UA-20 で鳴らす場合（標準ドライバ・モード時のみ）
Windows 2000 の場合：
1. システムのプロパティ・ダイアログを開きます。
スタート｜設定｜コントロールパネルを選び、コントロールパネルにあるシステ
ム・アイコンをダブルクリックします。
（Windows XP では、スタート・メニューからコントロールパネルを選びます。）
2. デバイスマネージャを開きます。
ハードウェア・タブをクリックして、デバイスマネージャ・ボタンをクリックし
ます。
3.

CD-ROM ドライブのプロパティを開きます。
CD-ROM ドライブの中から、お使いの CD-ROM ドライブをダブルクリックしま
す。
4. プロパティ・タブをクリックし、デジタル CD 再生の「この CD-ROM デバイス
でデジタル音楽 CD を使用可能にする」にチェックを入れます。
Windows Me の場合：
1. システムのプロパティ・ダイアログを開きます。
スタート｜設定｜コントロールパネルを選び、コントロールパネルにあるシステ
ム・アイコンをダブルクリックします。
2. CD-ROM ドライブのプロパティを開きます。
CD-ROM アイコンをダブルクリックして、その中からお使いの CD-ROM ドライ
ブをダブルクリックします。
3. プロパティ・タブをクリックし、デジタル CD 再生の「この CD-ROM デバイス
でデジタル音楽 CD を使用可能にする」にチェックを入れます。
Windows 98 の場合：
1. マルチメディアのプロパティ・ダイアログを開きます。
スタート｜設定｜コントロールパネルを選び、コントロールパネルにあるマルチ
メディア・アイコンをダブルクリックします。
「この CD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用
2. 音楽CDタブをクリックし、
可能にする」にチェックを入れます。
※ お使いの 環境によっては、そ れでも再生出来ない 場合があります。詳 しくはお使
いのパソコンメーカーにお問い合わせください。PC カード（PCMCIA）タイプの
CD-ROM ドライブをお使いの場合、 CD-ROM の WAVE データやオーディオ CD
を再生すると、音声が途切れたり、まったく音声が出ない場合があります。
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Windows をお使いの方は、『接続とドライバのインストール（Windows)』
（P.12）へお進みください。

ドライバとは
fig.05-1̲50

コンピューターと UA-20 が USB ケー
ブルで接続されているときに、コン
ピューター上のアプリケーション・ソ
フトウェアと UA-20 との間でデータ
のやりとりをするソフトウェアです。
ドライバは、アプリケーションからの
情報を UA-20 に送ったり、逆に UA20 からの情報をアプリケーションに
渡したりします。

アプリケーション

ドライバ

USBコネクター

USBケーブル

コンピューター

UA-20

アドバンス・モードと標準ドライバ・モード
UA-20 にはアドバンス・モードと標準ドライバ・モードの 2 つの動作モードがあ
り、それぞれ使用するドライバが異なります。

■ アドバンス・モード
ADVANCE（モード切り替え）スイッチを ON にしたときの動作モードです。付属
CD-ROM に収録されている専用ドライバを使用して、高音質かつ安定したタイミ
ングでオーディオの録音／再生／編集が行えます。
アドバンス・モードでは、UA-20 とコンピューターのオーディオ信号のやりとり
は、分解能 24bit、サンプリング周波数 44.1kHz に対応しています。24bit オー
ディオ対応アプリケーションや Cubase VST、Logic Audio、Metro などの ASIO
対応アプリケーションのように、高音質なオーディオ録音／再生／編集ができる
アプリケーションをお使いになる場合はアドバンス・モードに設定します。
アドバンス・モードでは Macintosh のサウンドマネージャーからのオーディオ
データ（オーディオ CD や警告音など）を再生することはできません。
（→『専用ドライバのインストール』（P.39））

■ 標準ドライバ・モード
ADVANCE（モード切り替え）スイッチを OFF にしたときの動作モードです。
Mac OS 標準添付の USB オーディオ・ドライバを使用します。
標準ドライバ・モードでは、UA-20 とコンピューターのオーディオ信号のやりと
りは、分解能 16bit、サンプリング周波数 44.1kHz に対応しています。コン
ピューターに内蔵されていてる CD-ROM ドライブで CD オーディオを再生する
アプリケーション、Mac OS 付属のソフトウェア・シンセサイザーを利用するア
プリケーションなど、Mac OS 独自の機能を活かしたアプリケーションをお使い
になる場合はこのモードに設定します。
Mac OS に標準で付属されているドライバは、 ASIO には対応しておりません。
また、Mac OS8.6 では使用することができません。
（→『Mac OS 標準ドライバのインストール』
（P.49）
）
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アドバンス・モードと標準ドライバ・モードを切り替えて使用するには
最初に専用ドライバと標準ドライバの両方をインストールしておくと、UA-20 の
ADVANCE（モード切り替え）スイッチを操作することで、アドバンス・モード
と標準ドライバ・モードを切り替えて使用することができます。
※ ADVANCE（モード切り替え）スイッチの設定を反映するには、 UA-20 を使用
しているシーケ ンス・ソフトウェアなどのアプリケーションを、必ずすべて終
了し、UA-20 を接続しなおしてください。

専用ドライバのインストール
UA-20 でオーディオのみを使用する場合も、MIDI ドライバをインストールする
必要があります。必ず、MIDI ドライバをインストールしてください。

MIDI ドライバとして、OMS または FreeMIDI のどちらかを使います。
OMS をお使いの場合 ........................................（P.40）
FreeMIDI をお使いの場合 ................................（P.44）
※ お使いのシーケンス・ソフトにあわせて、OMS か FreeMIDI
Macintosh にあらかじめインストールしておく必要があります。

のどちらかを

※ インストールする前に、UA-20 本体を Macintosh から外してください。
UA-20 の電源が入っていると、Macintosh 起動後に以下のようなメッセージが
表示されます。表示されるメッセージの内容に応じて以下の手順を実行してくだ
さい。
「USB 装置（デバイス） 名称未設定装置 に必要なドライバが使用できません。
インターネット経由でドライバを探しますか？」
と表示された場合： →［キャンセル］をクリックします。
「装置 不明装置 を使用するのに必要なソフトウェアが見つかりません。装置
に付属のマニュアルを参照して、必要なソフトウェアをインストールしてくださ
い。」
と表示された場合： →［OK］をクリックします。
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■UA-20 ドライバのインストール（OMS）
UA-20 ドライバを以下の手順に従ってインストールしてく
ださい。
CD-ROM に収録されている UA-20 OMS ドライバは、 OMS
で UA-20 を使用するための追加モジュールになっていま
す。お使いになるためには、起動したハードディスクに
OMS がインストールされている必要があります 。
OMS についてもっと詳しくお知りになりたい方は、CDROM の Driver J フォルダ内の OMS Driver フォルダの中に
ある OMS̲2.0J̲Mac.pdf を参照してください。

OMS は CD-ROM の
Driver J フォルダの OMS
Driver フォルダの中にあり
ます。

※ インストールする前に、UA-20 本体を Macintosh から外し
てください。

1

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
ウィルス・チェッカーなどのソフトウェアをお使いのとき
は、それらも必ず終了してください。

2

CD-ROM を準備します。
CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてください。

3

4

CD-ROMのDriver J−OMS Driverフォルダ内のUA-20
OMS Driver-J Installer アイコンを ダブルクリック し
ます。

インストールする場所を確認して、
［インストール］を
クリックします。

fig.05-20̲30

5

次の ようなメッ セージが表
示される場合は、
［続行］を
クリックします。
他の起動中のアプリケーショ
ンが終了して、インストール
が続行されます。

6
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「インストー ルを完了し ました」という ダイアログ が
表示されます。［再起動］をクリックして Macintosh
を再起動します。

インストールする場所の表示
は、お使いの環境によって異
なります。現在使用している
システムの起動ディスクが選
択されていることを確認して
ください。

接続とドライバのインストール（Macintosh)

OMS の設定
OMS の設定を確認するためには、あらかじめ UA-20 の
MIDI OUT 端子に MIDI 音源を接続しておく必要がありま
す。
MIDI 音源の接続については、お使いの MIDI 音源の取扱説
明書をお読みください。

1
2

UA-20 の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを ON
にします。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

fig.3-3

3

CD-ROMのDriver J−OMS Driver−
Settings フォルダを Macintosh の
ハードディスクの Opcode − OMS
ア プ リケ ー シ ョン・フ ォ ル ダ にド
ラッグし、コピーします。

fig.3-4

4

OMS をインストールした場所
（ハー
ド・ディスク）の Opcode − OMS
アプリケーション・フォルダの中の
OMS Setup をダブルク リックして
起動します。

fig.3-5̲35

5

この ようなダイ アログが表
示される場合は、
［オフにす
る］を クリ ックし ます。続
いて、確 認のダイ アログが
表示 されます が、そのまま
［OK］をクリックします。
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fig.3-6̲35

6

アップル・メニューのセレク
タで、AppleTalk を不使用に
することをお薦めします。

新規 セットアッ プ作成ダイ
アログが 表示される場合
は、
［キャンセル］をクリッ
クします。
［OK］をクリックしてしまっ
た場合には、次の画面で［キャンセル］をクリックしてく
ださい。

7

ファイル・メニューから開くを選びます。
手順 3 でコピーした Settings フォルダの中の UA-20 USB
ファイルを選択して［開く］をクリックします。

fig.3-8̲35

このような画面が表示されま
す。

fig.3-9̲35

8

編集メニューから OMS
MIDI セットアップを選び
ます。
表示された OMS MIDI Setup
ダイアログのバックグランド
で MIDI 使用をチェックして、
［OK］をクリックします。

fig.3-10̲40

9

フ ァ イ ル・メ ニ ュ ー か ら
セッ トアップを 有効にする
を選択します。
セットアップを有効にするが
選択できない場合は、すでに
有効になっていますので、そ
のままでかまいません。

42

◊が付いていれば設定が有効になっています
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fig.3-11̲50

10

MIDI の送受信が正常に行わ
れている ことを確認しま
す。
スタジオ・メニューからテス
トを選択します。

fig.3-12̲40

11

マウス・カーソルを MIDI 端
子のアイ コンに近付ける
と、カー ソルが♪ の形に変
わります。

UA-20 に接続した音源が鳴ら
ない場合は、
『音が鳴らない』
（P.66）をお読みください。

右図の MIDI 端子のアイコン上
でクリックしてください。
UA-20 に接続した音源から音
が鳴れば、正しく設定ができ
ています。

12

OMS Setup を終了します。
ファイル・メニューから終了を選択します。AppleTalk の確
認ダイアログが表示された場合は［OK］をクリックしてダ
イアログを閉じます。
UA-20 と Macintosh の接続、MIDI ドライバのインストー
ルおよび設定は完了です。

続いて、ASIO ドライバをインストールします。
（→『ASIO ドライバのインストール』
（P.47））

43

接続とドライバのインストール（Macintosh)

■ UA-20 ドライバのインストール（FreeMIDI）
UA-20 ドライバを以下の手順に従ってインストールしてく
ださい。
CD-ROM に収録されている UA-20 FreeMIDI ドライバは、
FreeMIDI で UA-20 を使用するための追加モジュールに
なっています。お使いになるためには、起動したハード
ディスクに FreeMIDI がインストールされている必要があり
ます。
※ インストールする前に、UA-20 本体を Macintosh から外し
てください。

1

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
ウィルス・チェッカーなどのソフトウェアをお使いのとき
は、それらも必ず終了してください。

2

CD-ROM を準備します。
CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてください。

3

4

CD-ROM の Driver J − FreeMIDI Driver フォルダ内の
UA-20 FM Driver-J Installer アイコンをダブルクリッ
クしてインストーラーを起動します。

インストールする場所に FreeMIDI がインストールさ
れて いることを 確認して、ク リックしま す。
［イン ス
トール］をクリックします。

fig.3-2̲40

5

この ようなメ ッセー ジが
表示される場合は［続行］
をクリックします。
他の起動しているアプリ
ケーションが終了して、イ
ンストールが続行されます。

6

44

「インストー ルを完了し ました」という ダイアログ が
開きます。［再起動］をクリックして Macintosh を再
起動してください。

接続とドライバのインストール（Macintosh)

FreeMIDI の設定
FreeMIDI の設定を確認するためには、あらかじめ UA-20
の MIDI OUT 端子に MIDI 音源を接続しておく必要がありま
す。
MIDI 音源の接続については、お使いの MIDI 音源の取扱説
明書をお読みください。

1
2
3

4

5
6

UA-20 の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを ON
にします。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため、接
続してからしばらくは動作し
ません。

CD-ROM の Driver J − FreeMIDI Driver-Settings フォ
ルダを Macintosh のハードディスクにドラッグし、コ
ピーします。

FreeMIDI をインストールした場所の FreeMIDI
Applications フォルダの中の FreeMIDI Setup アイコ
ンをダブルクリックして起動します。

"OMS is installed on this computer..." というダイア
ログが開いたら、［FreeMIDI］をクリックします。

初回起動時には、"Welcome to FreeMIDI!" と書かれた
ダイアログが開きます。
［Continue］をクリックします。

7
8
9

FreeMIDI Preferences ダイアログが開いたら、
［Cancel］をクリックします。

About Quick Setup ダイアログが開いたら、
［Cancel］
をクリックします。

File メニューから Open を選びます。
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10

手順 3でコピーした Settingsフォルダ内の UA-20 USB
を選択して、［開く］をクリックします。

11

MIDI の送受信が正常に行われていることを確認しま
す。
MIDI メニューから Check Connections を選択します。

fig.3-13̲40

12

マウ スカーソ ルが鍵 盤の
の 形 に 変 わ り ま す。各
ポー トのアイ コン上 でク
リックしてください。
UA-20 に接続した音源から
音がなれば、正しく設定が
できています。

13
14

再度、MIDI メニューの Check Connections を選択し、
チェックを終了します。

File メニューから Quit を選択し、
FreeMIDI Setup を終
了します。
UA-20 と Macintosh の接続、MIDI ドライバのインストー
ルおよび設定は完了です。

続いて、ASIO ドライバをインストールします。
（→『ASIO ドライバのインストール』
（P.47））
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UA-20 に接続した音源が鳴ら
ない場合は、
『音が鳴らない』
（P.66）をお読みください。
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ASIO ドライバのインストール
UA-20 でオーディオのみを使用する場合も、MIDI ドライバ
をインストールする必要があります。ASIO ドライバをイン
ストールする前に、必ず MIDI ドライバをインストールして
ください。
シーケンス・ソフト／オーディオ編集ソフトで、UA-20 を
お使いになるための ASIO ドライバのインストールの手順
について説明します。
ASIO ドライバのインストールと設定については CD-ROM
の Driver Jー ASIO Driver フォルダ内の Setting ASIO
Driver-J.HTM も必ずお読みください。

ASIO（Steinberg Audio
Stream In/Out Interface）
Steinberg 社が提唱している、
オーディオ・インターフェー
スに関する規格です。ASIO 対
応ソフトウェアで UA-20 を使
用することでオーディオの同
期精度が向上し、高度な音楽
制作環境が実現します。

UA-20 は、アドバンス・モードでは Macintosh のサウンド
マネージャーからのオーディオデータ（オーディオ CD や
警告音など）を再生することはできません。

UA-20 の ASIO ドライバは以下のオーディオ入出力チャン
ネルをサポートしています。
• オーディオ入力…24/16bit ステレオ１ ch（モノラル２ ch）
• オーディオ出力…24/16bit ステレオ１ ch（モノラル２ ch）
ここでは、ASIO1.0 16bit 対応ドライバのインストール方法
を説明します。
お使いの ASIO 対応ソフトが ASIO2.0 や 24bit オーディオ・データの録音・再生
に対応している場合は、それぞれ次のドライバを使用することにより高音質な環
境になります。
ASIO 対応ソフト
使用ドライバ
ASIO2.0 対応
24bit 対応
×
×
○
○

×
○
×
○

UA-20
UA-20
UA-20
UA-20

ASIO1.0
ASIO1.0
ASIO2.0
ASIO2.0

16bit
24bit
16bit
24bit
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fig.05-21̲30

1

2

3
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CD-ROM の中の
Driver Jー ASIO Driver
フォルダの中にある
［UA-20 ASIO1.0 16bit］
をお使いの ASIO 対応ソ
フト（Cubase VST、Logic Audio、Digital
Performer、Metro、SPARK LE など）のフォルダ内
にある ASIO Drivers フォルダにコピーします。

お使いの ASIO 対応ソフト（Cubase VST、Logic
Audio、Digital Performer、Metro、SPARK LE など）
を起動します。

お使いの ASIO 対応ソフトの Audio の設定ダイアログ
を開 き、ASIO Device に［UA-20 ASIO1.0 16bit］を
選択します。

Audio の設定ダイアログはソ
フトウェアによって名称が異
なります、詳しくはご使用の
ソフトウェアのマニュアルを
お読みください。

接続とドライバのインストール（Macintosh)

Mac OS 標準ドライバのインストール

1

UA-20 を接続していない状態で、
Macintosh の電源を
入れます。

2

起動中のソフトウェア（アプリケーション）をすべて
終了します。
ウィルス・チェッカーなどのソフトウェアをお使いのとき
は、それらも必ず終了してください。

fig.05-35̲30

3

Mac OS の起動後、アップ
ル・メニューから、Apple シ
ステ ム・プロフィ ールを選
択します。
「Apple システム・プロフィール」ダイアログが開きます。

4
5
6

7

デバイスとボリューム・タブをクリックします。

UA-20の ADVANCE
（モード切り替え）
スイッチを OFF
にします。

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続しま
す。

UA-20 は回路保護のため接続
してからしばらくは動作しま
せん。

そのまま、５秒ほどお待ちください。
UA-20 は、Mac OS に付属しているドライバを使用します。
お待ちいただいている間、画面の表示は変わりませんが、
UA-20 を認識中です。マウスやキーボードにはさわらない
でください。
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fig.05-37̲30

8

認識 が完了して いるか確認
するために、再び「Apple シ
ステム・プロフィール」で、
コマ ンド・メニュ ーからす
べての情報を更新をクリックします。
USB の欄に、オーディオのデバイスが 3 つ表示されます。

正しく表示されたら、ドライバのインストールは成功です。
ファイルメニューから終了をクリックして「Apple システ
ム・プロフィール」を閉じます。
正しく表示されない場合は、一度 UA-20 を抜いて 10 秒程
お待ちいただいた後、手順 2 からやり直してください。
次に、サウンドの入出力の調整を行います。

■ サウンドの入出力の設定
fig.05-44̲30

1

アッ プル・メニュ ーからコ
ン トロ ール パ ネル − サウ
ンドを選びます。
サウンド・ダイアログが開き
ます。

fig.05-45

2
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スピ ーカ・タブ または、ス
ピー カ設定をク リックしま
す。

主音量のボリューム・スライ
ダーは動きません。

接続とドライバのインストール（Macintosh)
fig.05-46̲30

3

UA-20 および周辺のオー
ディ オ機器の音 量を絞って
いる 状態で、［テスト 開始］
をクリックします。
画面にあわせて、UA-20 から
テスト用信号が左右順番に出
力されます。

4

UA-20 の出力音量は、Mac
OS のサウンド・ダイアログで
は調節できません。音量はお
使いのスピーカ−などで調節
してください。

サウンド・ダイアログで入力タブをクリックします。
サウンド入力源（装置）の選択から USB オーディオを選び
ます。
※「出力装置を通して音を再生する（ ならす）」はチェック
しないでください。

fig.05-49̲30

5

USB オーディオが表示されな
い場合は、
「サウンド」ダイア
ログを閉じて、UA-20 の USB
ケーブルを Macintosh から抜
いてください。再度、ドライ
バのインストール（P.49）を
行ってください。

設定が終わったら、サウンド・ダイアログを閉じます。
ファイル・メニューから終了を選択します。
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この章では UA-20 のさまざまな接続方法を用途別に説明します。
※ 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ず
すべてのオーディオ機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。

基本的な使用方法
図のように、ヘッドホンやモニター・スピーカーなどを接続して、お使いのアプ
リケーションからの再生音や、UA-20 に接続している楽器やオーディオ機器の音
をモニターすることができます。
fig.basic

コンピューター

ステレオ・セット
モニター・スピーカーなど
LINE IN、AUX IN

USB
コネクター

オーディオ
ケーブル
USBケーブル

ヘッドホン

PHONES

信号の流れ
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ギターやベースを録音する
コンピューターのオーディオ・データに合わせてギターを演奏してシーケンサー
などで録音すると、コンピューターにはギターのみが録音されます。
fig.guitar

信号の流れ

入力レベルを
調整する

モニターする
ときにON

ギター

GUITARに
設定する

インプット・ボリュームを使って入力レベルを調節します。
入力レベルは、お使いのアプリケーションで確認してください。
インプット・モニター・スイッチを ON にすると、ヘッドホン・ジャックとマス
ター出力ジャックから音が出力されます。
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マイクを使って録音する
ダイナミック・マイクとコンデンサー・マイクに対応しています。
コンデンサー・マイク
UA-20 で使用できるコンデンサー・マイクは、ナレーション入力用の小型マルチメディ
ア・マイクロホンです。UA-20 は、プラグイン・パワー方式のモノラル・マイクに対応し
ています。
ファンタム電源タイプの音楽用コンデンサー・マイクには対応していません。また、MD
に付属のステレオ・マイクには対応していません。
fig.mic

信号の流れ

入力レベルを
調整する

モニターする
ときにON

マイク

MICに
設定する
fig.mic-con

インプット・ボリュームを使って入力レベルを調節します。
入力レベルは、お使いのアプリケーションで確認してください。
インプット・モニター・スイッチを ON にすると、ヘッドホン・ジャックとマス
ター出力ジャックから音が出力されます。

※ マイクを使って録音する場合、マイクとスピーカーの位置によっては、ハウリ
ング音（キーンという音）が出ることがあります。その場合は、以下のように
対処してください。
1. マイクの向きを変える
2. マイクをスピーカーから遠ざける
3. 音量を下げる

54

UA-20 活用ガイド

キーボードを録音する
キーボードでの演奏を、オーディオ・データとしてコンピューターへ送ります。
シーケンス・ソフトなどで録音することができます。
fig.keyboard

信号の流れ

入力レベルを
調整する

モニターする
ときにON
LINEに
設定する

キーボード

OUTPUT

インプット・ジャックに入力した音は L (MONO) ジャックに入力した音は、左
チャンネルに、R ジャックに入力された音は右チャンネルに、それぞれ録音され
ます。
インプット・ボリュームを使って入力レベルを調節します。
入力レベルは、お使いのアプリケーションで確認してください。
インプット・モニター・スイッチを ON にすると、ヘッドホン・ジャックとマス
ター出力ジャックから音が出力されます。
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オーディオ機器からアナログで録音する
fig.aux

信号の流れ

入力レベルを
調整する

モニターする
ときにON
LINEに
設定する
LINE OUT

オーディオ・アンプ
(カセットデッキ、
レコード・プレーヤー）

インプット・ジャックに入力した音は L (MONO) ジャックに入力した音は、左
チャンネルに、R ジャックに入力された音は右チャンネルに、それぞれ録音され
ます。
インプット・ボリュームを使って入力レベルを調節します。
入力レベルは、お使いのアプリケーションで確認してください。
インプット・モニター・スイッチを ON にすると、ヘッドホン・ジャックとマス
ター出力ジャックから音が出力されます。

ループ接続に気を付けてください
オーディオ・アンプ
（カセット・デッキ、
レコード・プレーヤー）

UA-20

ループ接続例
LINE IN

LINE OUT

LINE OUT

LINE IN

UA-20 と、入力音を出力にスルーする機器（録音中の MD / DAT など）を上図
のように接続した場合、インプット・モニター・スイッチをオンにすると、UA20 とその機器の間を音がループして発振してしまい、予期しない大きな音量に
なってしまうことがあります。このような接続は、誤動作をしたりスピーカーな
どを破損する恐れがありますのでご注意ください。
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MIDI 機器を録音する
fig.MIDI

MIDIケーブル

MIDIキーボード

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI音源

USBケーブル

USB
コネクター

信号の流れ
コンピューター

MIDI IN に接続している MIDI キーボードからの MIDI メッセージを、UA-20 を通
してコンピューターのシーケンス・ソフトに送ることができます。
また、コンピューターのシーケンス・ソフトからの MIDI メッセージを MIDI OUT
に接続した MIDI 音源に送り、演奏させることができます。
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UA-20 の出力を MD にデジタルで録音する
図のように接続します。
fig.MD
光デジタル
ケーブル

DIGITAL
INPUT

MD

信号の流れ

※ UA-20 は、業務用デジタル機器のオーディオ・フォーマットには対応してい
ません。
UA-20 は、インプット・ジャックからの入力信号を、直接デジタル出力コネク
ターに出力することはできません。デジタル出力コネクターには、つねにコン
ピューターからのオーディオ信号のみが出力されます。
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オーディオのレイテンシを調整する
UA-20 をアドバンス・モードでお使いの場合は、ドライバの設定を変更すること
で、オーディオのレイテンシを調整することができます。レイテンシを調整する
には、ドライバの設定ダイアログでバッファ・サイズを調整します。
※ レイテンシとは、アプリケーションがオーディオ・データを再生してから、実
際に UA-20 などのオーディオ・デバイスから音が聞こえるまでの遅延時間で
す。

1
2

『専用ドライバの設定ダイアログの開き方』
（P.61）を参照して、
「ドライ
バの設定」ダイアログを開きます。

ドライバのバッファ・サイズを調整します。
次の設定がレイテンシが最も短くなります。
Windows の場合：
「オーディオ入出力のバッファ・サイズ」を一番左（Min）に設定します。
Macintosh の場合：
「Buffer Size」を一番左（Min）に設定します。

3
4

［OK］をクリックして、ドライバの設定ダイアログを閉じます。

UA-20 を使用しているアプリケーションを再起動します。
また、オーディオ機器のテスト機能を持ったアプリケーションをお使いの場合
は、そのテスト機能を実行してください。

5

アプリケーションでオーディオ・データを再生します。
音切れが発生する場合には、この手順を繰り返し、手順 2 で指定するバッファ･
サイズを、音切れが無くなるまで少しずつ大きく設定していきます。
※ お使いのアプリケーションによっては、アプリケーション側のオーディオ設定
の項目にも バッファ・サイズやレイテンシの調整機能が ある場合があります。
詳しくは、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
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ASIO Direct Monitor を使う
ASIO2.0 対応アプリケーションから UA-20 をアドバンス・モードでお使いの場
合は、UA-20 のインプット・モニター切り替えボタンを、アプリケーションから
自動的にコントロールすることができます。

1
2

「専用ドライバ の設定ダイアロ グの開き方」（P.61）を参照して、ドライ
バの設定ダイアログを開きます。

次のように設定します。
Windows の場合：
「ASIO Direct Monitor を使う」チェック・ボックスにチェックを入れます。
Macintosh の場合：
「Use ASIO Direct Monitor」チェック・ボックスにチェックを入れます。

3

［OK］をクリックして、ドライバの設定ダイアログを閉じます。
※ お使いのアプリケーションによっては、アプリケーション側のオーディオ設定
の項目にも、ASIO Direct Monitor の設定項目がある場合があります。詳しく
は、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
※ ASIO Direct Monitor を使った場合、アプリケーションの設定や録音手順に
よっては、意図しないタイミングでモニターのオン／オフが切り替わってしま
う場合があります。このような場合は、手順 2 でチェック・ボックスのチェッ
クをはずし、ASIO Direct Monitor を無効にしてください。
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専用ドライバの設定ダイアログの開き方
Windows XP/2000 で WDM ドライバをお使いの場合：
1.

コントロール パネルを開き、EDIROL UA-20 をダブルクリックします。

2.

EDIROL UA-20 Driver の設定ダイアログが表示されます。

※ Windows XP では、
「クラシック表示に切り替える」をクリックして、クラシック
表示にしてください。ク ラシック表示でない場合、EDIROL UA-20 は表示されま
せん。
Windows XP/2000 で M ME ドライバをお使いの場合：
1.

コントロール パネルを開き、システム をダブルクリックします。

2.

ハードウェア・タブをクリックし、
［デバイス マネージャ］ボタンをクリック
します。

3.

サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ をダブルクリックします。

4.

EDIROL UA-20 をダブル・クリックします。

5.

プロパティ・タブをクリックし、マルチメディア デバイス欄の オーディオ デ
バイスをダブルクリックします。

6.

EDIROL UA-20 を選択し、［プロパティ］ボタンをクリックします。

7. ［設定］ボタンをクリックすると、EDIROL UA-20 Driver の設定ダイアログが
表示されます。
Windows Me ／ 98 の場合：
1.

コントロール パネルを開き、サウンドとマルチメディア（Windows 98 のと
きは、マルチメディア）をダブルクリックします。

2.

デバイス・タブをクリックし、オーディオ デバイスをダブルクリックします。

3.

EDIROL UA-20 のオーディオを選択し、
［プロパティ］ボタンをクリックして、
プロパティを開きます。

4. ［設定］ボタンをクリックすると、EDIROL UA-20 Driver の設定ダイアログが
表示されます。
Macintosh の場合：
お使いの ASIO 対応アプリケーションの オーディオ設定ダイアログから、ASIO
コントロールパネルを開きます。オーディオ設定ダイアログの名称や、ASIO コ
ントロールパネルを開く手順は、お使いのアプリケーションによって異なりま
す。詳しくは、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
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トラブルシューティング
UA-20 を使っているときに予期しないトラブルが起こったら、 まずこの章を読みま
しょう。トラブルを解決するための多くのヒントが書かれています。ここに書いてあ
ることをチェックしても、まだ思ったように動作しない場合、ローランド お客様相談
センターのホームページにアクセスしてみてください。トラブルシューティングに関
する最新の情報が用意されていることがあります。それでも問題が解決できなかった
場合には、お問い合わせの窓口（P.79）にお問い合わせください。
Windows や Macintosh を初めてお使いになる時など、操作についての説明が分から
ない場合は、お使いのコンピューターや OS の取扱説明書を参照してください。

Windows および Macintosh に共通の問題
Windows のみで起こる問題
Macintosh のみで起こる問題

USB ドライバに関連したトラブル
「不明なデバイスが見つかりました」というダイアログが開いて、ド
ライバーをインストールすることができない
「新しいハードウェアの検索ウィザード」が自動的に行われない
「新しいハードウェアの検索ウィザード」が途中で終わってしまう
• USB ケーブルを接続してから、UA-20 を認識するまでに 15 秒程度（あるいはそれ以上）か
かる場合があります。
• USB ケーブルが正しく接続されていますか？
UA-20 とコンピューターが USB ケーブルで正しく接続されているかを確認してくだ
さい。
• コンピューターで USB が使用可能になっていますか？
お使いのコンピューターの取扱説明書を参照し、USB が使用可能になっているかを
確認してください。
• 出荷状態で USB でオーディオをサポートするための Windows 98 のすべてのファイルが
インストールされていないケースを確認しています。
ご利用のパソコンメーカーにご確認ください。

62

困ったときには

• お使いのコンピューターが USB 規格を満たしていますか？
電気的に USB 規格を満たしていないコンピューターをご使用の場合は、動作が不安
定になることがあります。その場合は USB ハブを接続することによって問題が解決
することがあります。
• 「その他のデバイス」もしくは「ユニバーサル・シリアル・バス・コントローラー」に「不
明なデバイス」が表示されていませんか？
次の方法で「その他のデバイス」（ユニバーサル・シリアル・バス・コントローラー）
の「不明なデバイス」を削除してから、コンピューターを再起動してみてください。
1.

Windows のコントロール パネルの中のシステムをダブルクリックします。シ
ステムのプロパティ・ダイアログが表示されます。

2.

デバイス マネージャー・タブ（Windows XP/2000 の場合は、ハードウェア・
タブのデバイス マネージャー・ボタンをクリックします。

3. 「その他の デバイス」または、「ユニ バーサル・シリアル・バ ス・コントロー
ラー」をダブル・クリックし、デバイスの一覧を表示します。
4.

一覧の中から、不明なデバイスを選んだ状態で［削除］をクリックします。

5.

デバイス削除の確認ダイアログで［OK］をクリックします。

6.

一覧に「その他のデバイス」、「不明なデバイス」が表示されていないことを
確認し、［閉じる］をクリックしてダイアログを閉じます。

ドライバをインストールしたのに「不明なデバイスの検索」ダイア
ログが表示される
お使いのコンピューターや USB HUB に 2 つ以上の USB コネクターが装備されてい
る場合、UA-20 を接続したことがない USB コネクターへ UA-20 を接続すると、す
でにドライバがインストールされているコンピューターでも「不明なデバイス」のダ
イアログが表示される場合があります。
『接続とドライバのインストール（Windows)』
（P.12）に従って再度ドライバをイン
ストールしてください。この動作は異常ではありません。

ドライバが正しくインストールされていない
『専用ドライバの削除の方法』（P.75）の手順で、コンピューターにインストールされ
ている USB オーディオデバイス・ドライバを削除し、再度『接続とドライバのイン
ストール（Windows)』
（P.12）を参照して UA-20 ドライバをインストールしてくだ
さい。また、「その他のデバイス」もしくは「ユニバーサル・シリアル・バス・コン
トローラー」に「不明なデバイス」があるかどうかも確認してください。
もし、見つかった場合は削除してください。
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Windows XP/2000 で専用ドライバをインストール／削除／使用でき
ない
• Windows へは、管理者権限を持つユーザーがログオンしていますか？
Windows XP/2000 で専用ドライバをインストール／削除／再インストールするた
めには、Administrators などの管理者権限を持つユーザーが Windows にログオンし
なくてはなりません。詳しくは、お使いのコンピューターのシステム管理者にご相談
ください。
• 「ドライバ署名のオプション」の設定を行いましたか？
ドライバをインストールする／再インストールするためには、「ドライバ署名オプ
ション」の設定を行う必要があります。（→ Windows XP（P.14）、Windows 2000
（P.20））

Windows XP/2000 で「ハードウェアのインストール」、「デジタル署
名が見つかりませんでした」ダイアログが表示される
• 「ドライバ署名オプション」の設定を行いましたか？
ドライバをインストールする／再インストールするには、「ドライバ署名オプション」
の設定を行う必要があります。（→ Windows XP（P.14）、Windows 2000（P.20））

デバイス マネージャーに「？」や「！」、「USB Composite Device」
が表示されている
「ディスクの挿入」ダイアログが表示されない
以下の手順で、ドライバをインストールしなおしてください。
1.

コンピューターの電源を切った後、すべての USB ケーブルをはずした状態で
Windows を起動します（キーボード、マウスを除く）
。

2.

Windows の起動後、
UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続します。

3.

Windows のスタート・ボタンをクリックし、表示されるメニューから設定｜
コントロールパネルを選びます。
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4.

システム・ア イコンをダブルクリッ クします。システムのプ ロパティ・ダイ
アログが開きます。

5.

デバイスマネージャ・タブをクリックします。

6.

サウンド、ビ デオ、およびゲームのコ ントローラ、その他の デバイス、また
はユニバーサルシリアルバスコントローラの下に、？Composite USB Device
や？ USB Device、！ USB Device、USB Composite Device が表示されてい
るかどうかを確認します。これらが見つかったときは、その表示を選んで［削
除］をクリックします。

困ったときには

7.

デバイス削除の確認ダイアログが表示されますので、内容を確認し［OK］を
ク リッ クし ます。見 つか った すべ ての？ Composite USB Device、？ USB
Device、USB Device、および USB Composite Device を同様に削除します。

8.

また、黄色の「！」や赤色の「？」が付いて表示されている EDIROL UA-20
も同様に削除します。

9.

削除でき たら、システムのプ ロパティ・ダイアロ グの、
［OK］をクリックし
ます。

10. いったん UA-20 から USB ケーブルを外し、
ドライバを削除します（『専用ドラ
イバの削除方法』（P.75）
）。
11. Windows を再起動します。改めてドライバをインストールしなおしてしてく
ださい。（→『接続とドライバのインストール（Windows)』
（P.12）
）
※ 上記の設定をしても問題が解決してないときは、CD-ROM に収録されている USB
ドライバの README ファイルも併せてお読みください。CD-ROM の中のお使い
のドライバのフォルダに入っています。
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UA-20 使用時のトラブル
OS の動作が不安定になる
• 接続した状態でコンピューターを起動すると、動作が不安定になる
UA-20 を接続しない状態でコンピューターを起動して、 その後 UA-20 を接続してく
ださい。USB キーボードをご使用のコンピューターで、UA-20 を接続した状態でコ
ンピューターを立ちあげると、動作が不安定になる場合があります。そのような場合
は、UA-20 を接続しない状態でコンピューターを起動して、 その後 UA-20 を接続し
てください。

音が鳴らない
• OS 側のオーディオと MIDI データの出力先を設定してありますか？
コンピューター側のオーディオと MIDI データの出力先を UA-20 に設定する必要があ
ります。設定方法については、『ドライバの設定』（Windows P.32、Macintosh
『OMS の設定』
（P.41）、『FreeMIDI の設定』
（P.45）
）をお読みください。
• 再生するソフトウェアでオーディオ・データの出力先を設定していますか？
Cool Edit Pro LE などのソフトウェアによっては、オーディオ・データの出力先を
UA-20 に設定する必要があります。設定方法についてはお使いのソフトウェアの取扱
説明書をご覧ください。
• 複数のアプリケーションを起動していませんか？
複数のアプリケーションを同時に起動すると、エラー・メッセージが表示されること
があります。この場合は、
［OK］をクリックした後、他のアプリケーションを終了し
てください。
アプリケーションのウィンドウを閉じていても、タスクバーに残っていると起動して
いることになりますので、タスクバーに表示されている不要なアプリケーションを終
了してください。
• ドライバは正しくインストールされていますか？
UA-20 を使ってオーディオ・データを再生するためには、 ドライバをインストール
しておく必要があります。インストールと設定方法については、『接続とドライバの
インストール』（Windows P.12、Macintosh P.38）をご覧ください。
• コンピューターがスタンバイ（サスペンド）状態やスリープ状態になりませんでしたか？
その場合は、復帰後に UA-20 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、
UA-20 の接続しなおしてください。
• USB ケーブルを抜き挿ししませんでしたか？
UA-20 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、 UA-20 を接続しなおして
ください。
• オーディオ・トラックの出力に「ゲーム互換デバイス」や「ボイス・モデム」を選んでい
ませんか？
ソフトウェアのオーディオ・トラックで、ポートにゲーム互換デバイスあるいは、ボ
イス・モデム（具体的な名称はお使いのコンピューターによって異なります）を選ん
でいると、オーディオ・トラックが再生されなくなることがあります。これらのデバ
イスをポートに選ばないでください。
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• コンピューターがスリープ状態になる設定になっていませんか？
コンピューターがスリープしたら、お使いのソフトウェアを終了してからコンピュー
ターを再起動してください。
コンピューターをスリープしない設定にしておくことをお奨めします。

• OMS ／ FreeMIDI は正しく設定されていますか？
『OMS の設定』
（P.41）、『FreeMIDI の設定』
（P.45）に沿って、OMS、FreeMIDI の
設定を確認してください。また、MIDI シーケンス・ソフトウェアなどの MIDI の設定
で、MIDI IN/OUT に対応するデバイスが正しく選択されているか確認してください。

• OMS のセットアップは有効になっていますか？
OMS のセットアップ画面のタイトル部分の左端に菱形◇のマークが付いていないと
きは、設定が有効になっていません。OMS のファイル・メニューから「セットアッ
プを有効にする」を実行してください。（『OMS の設定』
（P.41）
）

• コンピューターの CD プレイヤーで再生したオーディオ CD の音を鳴らそうとしています
か？（標準ドライバ・モード）
コンピューター内蔵の CD-ROM ドライブでオーディオ CD を鳴らす場合は、
『コン
ピューター内蔵の CD-ROM ドライブでオーディオ CD を鳴らす場合や、ゲームの
BGM を UA-20 で鳴らす場合（標準ドライバ・モード時のみ）
』（P.37）をご覧くださ
い。

• ボリューム コントロールの各フェーダーは上がっていますか？
（標準ドライバ・モード／ Windows XP/2000 WDM ドライバ）
『ボリューム・コントロールの設定』（P.36）の説明に従って、各フェーダーのボ
リュームを調節してください。

MIDI の録音／再生ができない

• 使用する MIDI デバイスは正しく設定されていますか？
UA-20 で MIDI トラックを録音／再生するときは、UA-20 のドライバを正しくインス
トールしてください。（
『接続とドライバのインストール（Windows)』
（P.12））
また、入力ポートと出力ポートが、ソフトウェアで次のように設定されているか確認
してください。
入力ポート
EDIROL UA-20 MIDI IN

出力ポート
EDIROL UA-20 MIDI OUT
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• 使用する MIDI デバイスは正しく設定されていますか？
MIDI 出力デバイスには、［UA-20 MIDI IN/OUT］を設定してください

• トラックの出力は正しく設定されていますか？
MIDI 再生用のデバイスが割り当てられていない MIDI トラックを聞くことはできませ
ん。MIDI トラックを再生するときは、お使いのソフトウェアの MIDI 出力ポートに、
使用したい MIDI デバイスが表示されていることを確認してください。詳しくは、お
使いのソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

MIDI の再生で音切れやもたりがある

• Windows XP では、バックグラウンドの処理を有効にする設定をします。
MIDI の処理をスムーズにするためにこのような設定を行います。
1.

Windows のスタート・ボタンをクリックし、表示されたメニューからコント
ロールパネルを選びます。コントロールパネルが開きます。

2. 「作業する分野を選びます」からパフォーマンスとメンテナンスをクリックし
ます。
3. 「コン トロール パネルを 選んで実 行します 」から、システ ム・アイコン をク
リックします。システムのプロパティ・ダイアログが開きます。
4.

詳細設定タブをクリックします。

5.

パフォーマ ンス枠の右側にある ［設定］をクリックします。パ フォーマンス
オプション・ダイアログが開きます。

6.

詳細設定タブをクリックします。

7.

プロセッサのスケジュール枠の「バック
グラウンドサービス」にチェック・マー
クをつけ、［OK］をクリックします。

8.

シ ステ ムの プ ロパ ティ・ダ イ アロ グで
［OK］をクリックします。システムのプ
ロパティ・ダイアログが閉じます。

fig.2-30
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インプット・ジャックに接続している機器の音が歪む
インプット・ジャックから音声を入力している場合は、UA-20 のインプット・ボ
リュームで、入力レベルを小さくしてください。

インプット・ジャックに接続している機器の音がヘッドホンで聴こ
えない
• ヘッドホン・ボリュームは適度にあがっていますか？
つまみを右に回して、音量を調整してください。
• インプット・モニター・スイッチは ON になっていますか？
• インプット・セレクト・スイッチは正しく設定されていますか？

インプット・ジャックに接続した機器の音量が小さい
• 抵抗入りの接続ケーブルを使用していませんか？
抵抗の入っていない接続ケーブル（ローランド：PCS シリーズなど）をご使用くだ
さい。
• インプット・ボリュームは適度に上がっていますか？
つまみを右に回して、音量を調整してください。

ギターの音が小さい
• インプット・ジャック L に接続してください。
• インプット・セレクト・スイッチを GUITAR にしてください。
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オーディオの再生中にノイズが入る

• マイクやギターが接続されたままになっていませんか？
UA-20 にマイクやギターが接続されている場合は、 マイクやギターを抜いて、イン
プット・ボリュームを左いっぱいに回してください。
使用しないオーディオ機器は接続しないでください。
• ライン入力やマイク入力にノイズが入ることがあります。
USB 接続対応の MIDI 音源と UA-20 を同じコンピューターから USB 経由で接続し
て、MIDI 音源の出力を UA-20 のインプット・ジャックに接続している場合、 お使い
のコンピューターによってはコンピューターのノイズが MIDI 音源経由で UA-20 から
聞こえることがあります。その場合は MIDI 音源と UA-20 を自己電源ハブを使用して
並列に接続するか、MIDI 音源をシリアルもしくは MIDI インターフェース経由で接続
してください。
• UA-20 やミキサーなどのオーディオ機器を、コンピューターに 2 台以上接続していません
か？
UA-20 を 1 台だけ接続して、 ノイズがなくなるか確認してください。コンピュー
ターに多くのオーディオ機器を接続すると、お使いの環境によってはノイズが発生す
ることがあります。そのような場合は、UA-20 だけをコンピューターに接続してお
使いください。

• シーケンサー・ソフトは ASIO2.0 に対応していますか？
お使いの ASIO 対応ソフトが ASIO2.0 に対応していない場合には、ASIO ドライバに
［UA-20 ASIO2.0 16bit］または［UA-20 ASIO2.0 24bit］を使用すると正常に動作し
ませんのでご注意ください。
この場合は、ASIO ドライバに［UA-20 ASIO1.0 16bit］または［UA-20 ASIO1.0
24bit] を選択してください。

• シーケンサー・ソフトは 24bit に対応していますか？
お使いの ASIO 対応ソフトの Audio 入出力が 24bit に対応していない場合には、
ASIO ドライバに［UA-20 ASIO1.0 24bit］または［UA-20 ASIO2.0 24bit］を使用す
ると正常に動作しませんのでご注意ください。
この場合は、ASIO ドライバに［UA-20 ASIO1.0 16bit］または［UA-20 ASIO2.0
16bit］を選択してください。

• USB ハブに UA-20 を接続していますか？
Macintosh 本体の USB コネクターに直接、接続してみてください。
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• UA-20 以外に USB 機器をお使いですか？
UA-20 以外の USB オーディオ機器の電源を切ってみてください。

• パソコンのシャーシ、あるいはパソコン付属の ＡＣ 電源プラグのアース端子を接地するこ
とで解決することがあります。あるいはお近くにテレビや電子レンジなど、強い磁気を発
生する機器がないか確認してください。
• 「オーディオの再生中に音が途切れる」も確認してください。

オーディオの録音、再生中に音が途切れる

• 多くのアプリケーションが起動していませんか？
演奏中に同時に多くのアプリーケーションを使用したり、他のアプリケーションを立
ち上げたりした場合などお使いのコンピューターの環境によっては演奏が途切れる場
合があります。不要なアプリケーションを終了してから、もう一度お試しください。
それでも改善されない場合は、コンピューターを再起動してみてください。

• グラフィック・アクセラレータの影響でオーディオの再生中にノイズが入ることがありま
す。
次の方法で、グラフィックのアクセラレータを「なし」に設定してください。
1.

Windows のコントロール パネルの中の画面をダブル・クリックして画面のプ
ロパティ・ダイアログを開き、設定タブをクリックします。

2.

詳細をクリックして開いたプロパティの中の、パフォーマンス・タブをクリッ
クします。
Windows XP では、設定タブの［詳細設定］をクリックします。その中のト
ラブルシューティング・タブをクリックします。
Windows 2000 では、トラブルシューティング・タブをクリックします。

3.

ハードウェア アクセラレータのスライダーを なしにして［OK］をクリックし
ます。

4.

画面のプ ロパティ・ダイアログ で、［OK］をクリックしてダイアロ グを閉じ
ます。その後、コンピューターを再起動してください。
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• ディスクドライブの設定を次の手順で変更してみてください。
コンピューターによっては、次の設定項目がない場合もあります。
1.

Windows のコントロール パネルのシステムをダブル・クリックします。

2.

デバイス マネージャ・タブをクリックします。

3.

ディスク ドライブをダブル・クリックして、 デバイスの一覧を表示します。

4.

一覧の中から、GENERIC IDE DISK TYPE?? を選び、プロパティをクリックし
て GENERIC IDE DISK TYPE?? のプロパティ・ダイアログを表示させます。
※ GENERIC IDE DISK TYPE?? の ?? には、お使いの環境によって異なる数
字が入ります。

5.

設定タブをクリックし、オプションの DMA のチェック・ボックスにチェック
を入れ、［OK］をクリックしてダイアログを閉じます。
※ お使いの環境によっては、 DMA の設定に関するダイアログが出ることが
あり ます。内 容を確認した上で、［OK］または［キャンセル］をクリック
してください。

6.

システムのプロパティ・ダイアログで［OK］をクリックして、ダイアログを
閉じます。その後、コンピューターを再起動してください。

• メモリを増やしてみてください。
メモリを増やすことによって、コンピューターの処理能力がアップします。メモリの
増設については、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

• お使いのコンピューターが USB 規格を満たしていますか？
（自作コンピューターなど）電気的に USB 規格を満たしていないコンピューターをご
使用の場合は、オーディオが途切れることがあります。その場合は電源を内蔵した
USB ハブを接続することによって問題が解決することがあります。

• コンピューターの一部の機種では、コントロール パネルにあるパワー マネージメントの
設定により、オーディオの再生が途切れることがあります。
パワー マネージメントをダブル・クリックして表示される電源のプロパティの内容
は、お使いのコンピューターの環境によって異なります。次に一例をあげますが、お
使いのコンピューターの取扱説明書をご覧になり確認してください。コンピューター
によっては、次の設定項目がない場合もあります。
1.
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2.

コントロール パネルの中にあるシステム・アイコンをダブル・クリックして、
システムのプロパティ・ダイアログを開きます。

3.

デバイス マネージャ・タブをクリックします。

4.

システム デバイスをダブル・クリックして、デバイスの一覧を表示させます。

5.

一覧の中から、アドバンスト パワー マネジメント サポートを選び、プロパ
ティ をク リック し、アド バンス ト パワ ー マ ネジ メント サ ポート のプ ロパ
ティ・ダイアログを表示させます。

6.

設定タブを クリックし、トラブルシュー ティングの電源状態の ポーリングを
しないのチェック・ボックスにチェックを入れて［OK］をクリックします。

7.

システムのプロパティ・ダイアログで［OK］をクリックします。

8.

Windows を再起動します。

• 専用ドライバをお使いの場合、「EDIROL UA-20 Driver の設定」ダイアログで症状を改善
できることがあります。
詳しくは、CD-ROM 中のインストールしたドライバが収録されているフォルダにあ
る README の『演奏中に音が途切れる、一部の音が抜ける、などの演奏の一部がお
かしい』をお読みください。

仮想メモリやネットワーク関連の設定によってノイズが出ることがあります。
以下のように設定しなおしてからお使いください。
（シーケンス・ソフトの
•アップルメニューのセレクタで AppleTalk を「不使用」にする。
起動時に OMS が求めてくる、AppleTalk を［オフにする］の操作では切り替わりませ
ん。必ず、セレクタで、設定を切り替えてください。）
•コントロールパネルのメモリで仮想メモリを「切」にする。
•インターネットへの接続方法によって、下記の状態でお使いください。
インターネットへ LAN ケーブルで接続している場合
LAN ケーブルを接続した状態でお使いください。
インターネットへ内蔵モデムポートで接続している、またはインターネットへ接続し
ていない場合
コントロールパネル内「TCP/IP」の経由先を「PPP」に設定してください。
設定後、Macintosh を再起動してください。
※ シーケンス・ソフトウェアやオーディオ編集ソフトウェアの使用中に、ネットワー
クにアクセスするソフトウェア (Web ブラウザなど ) を同時に使用しないでくださ
い。
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ASIO Driver のコントロールパネルで Buffer Size を大きくしてみてください。
設定ダイアログの名称はソフトウェアによって異なります。
※ Buffer Size を変更した場合は、ソフトウェアを一度終了してから起動しなおして
ください。
※ 他社製のシーケンス・ソフト／オーディオ編集ソフトの動作につきましては、ロー
ランドで は動作保証／サポー トはいたしかねます 。ご使用のソフトを 取り扱って
いるメーカーにお問い合わせください。

再生／録音が途中で停止し、その後再生／録音ができない
• UA-20 を使用中に CD-ROM ドライブやネットワークにアクセスするなどの負荷が重い処
理を行いませんでしたか？
UA-20 を使用中に負荷が重い処理を行うと、 正しく動作しない場合があります。こ
のような場合は、一旦、再生／録音を中止してください。再度、再生／録音をしてく
ださい。
それでも再生／録音が正しくできない場合は、UA-20 を使用しているアプリケー
ションをすべて終了し、UA-20 を接続しなおしてください。

録音しても無音のファイルが生成される
• ビット・レートを「16bit 以上」に設定してみてください
Windows 98 Second Edition をご使用の場合、録音するソフトウェアのビット・
レートを 8bit に設定していると無音のファイルが作成され、結果的に録音できない
ことがあります。そのような場合は、ビット・レートを「16bit 以上」に設定すると、
正常に録音することができます。
• 録音ソース切り替えスイッチは正しく設定していますか？
• OS 側で、オーディオデータの入力先を正しく設定してありますか？
• 録音するソフトウェアで、オーディオ・データの入力先を正しく設定してありますか？

ゲームの BGM が鳴らない
• ゲームの BGM にオーディオ CD が使用されていませんか？（ 標準ドライバ・モード）
ゲームの音楽を鳴らすのにオーディオ CD を使用している場合は、
『コンピューター
内蔵の CD-ROM ドライブでオーディオ CD を鳴らす場合や、ゲームの BGM を UA20 で鳴らす場合（標準ドライバ・モード時のみ）』（P.37）をご覧ください。
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専用ドライバの削除方法
手順どおりに専用ドライバをインストールできなかった場合などには、UA-20 がコ
ンピューターで正しく認識されないことがあります。その場合、次の方法で専用ドラ
イバを削除した後、『接続とドライバのインストール』（Windows（P.12）
、
Macintosh（P.38）
）の手順に従って、再度ドライバをインストールしてください。

Windows XP ／ 2000 をお使いの場合
ドライバの削除（アンインストール）を行うには、Administrator などの管理者権限
を持つユーザーが Windows にログオンしなければなりません。 詳しくは、お使いの
コンピューターのシステム管理者にご相談ください。
1.

すべての USB ケーブルを外した状態で、Windows を起動します。
（USB キー
ボード、USB マウスを除く）

2.

Administrator など、Administrator グループに属するユーザー名で、Windows
にログオンします。

3.

UA-20 の ADVANCE（モード切り替え）スイッチをオンにします。

4.

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続します。

5.

ドライバの削除を行う前に、すべてのアプリケーションを終了します。

6.

コントロール パネルを開いて、システム・アイコンをダブル・クリックします。
※ Windows XP で、システム・アイコンが見つからない場合は、コントロー
ル パネルで「クラシック表示に切り替える」をクリックして、クラシック
表示に切り替えてください。

7.

ハードウェア・タブをクリックして「デバイス マネージャ」欄の［デバイス
マネージャ］をクリックします。

8.

サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラーをダブル・クリックして、
デバイスの一覧を表示させます。

9.

一覧の中から、「EDIROL UA-20（WDM）
」または「EDIROL UA-20（MME）
」
をクリック して選択し、右クリック して表示されるメニュ ーから「削除」を
選びます。
※ 一覧の中に 「EDIROL UA-20（WDM）」または「EDIROL UA-20（MME）」がない
場 合は、
『困ったときには』の『Windows2000 で専用ドラ イバをインストール／削
除／使用できない』（P.64）を参照してください。

10. デバイス削除の確認ダイアログが表示されますので、内容を確認後［OK］を
クリックします。
11. デバイス マネージャを閉じ、システムのプロパティ の［OK］をクリックしま
す。
12. UA-20 から、USB ケーブルを抜きます。
13. Windows を再起動します。
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困ったときには

Windows Me ／ 98 をお使いの場合
1.

すべての USB ケーブルを外した状態で、Windows を起動します。
（USB キー
ボード、USB マウスを除く）

2.

UA-20 の ADVANCE（モード切り替え）スイッチをオンにします。

3.

UA-20 とコンピューターを USB ケーブルで接続します。

4.

ドライバの削除を行う前に、すべてのアプリケーションを終了します。

5.

コントロール パネルを開いて、システム・アイコンをダブル・クリックします。
※ システムは、お使いの状態によってはコントロールパネルに表示されませ
ん。その場合は「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」
をクリックしてください。

6.

デバイス マネージャ・タブをクリックします。

7. 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラー」をダブル・クリックし
て、デバイスの一覧を表示させます。
8.

一覧の中から「EDIROL UA-20」をクリックして選択し、［削除］をクリック
します。

9.

デバイス削除の確認ダイアログが表示されますので、内容を確認後［OK］を
クリックします。

10.［閉じる］をクリックして、「システムのプロパティ」を閉じます。
11. UA-20 から、USB ケーブルを抜きます。
12.「コントロール パネル」 の「フォルダ オプション」をクリックし、表示タブ
をクリックします。
（Windows 98 では、スタート｜設定｜フォルダオプション）
13. 表示タブの「詳細設定」の「登録されているファイルの拡張子は表示しない」
のチェックを外し、「すべてのファイルとフォルダを表示する」をクリックし
て、［OK］をクリックします。
（Windows 98 では、「すべてのファイルを表示する」）
14. スタート → 検索 → ファイルやフォルダをクリックします。
15.「探す場所」で「ローカル ハード ドライブ」を選び、「ファイルまたはフォル
ダの名前」の欄に「✽0005.✽」と入力して、［検索開始］をクリックします。
16. 検索されたファイルのうち、Rdas0005.dll、Rddp0005.dat、Rddv0005.drv、
Rdvx0005.vxd、Rdwm0005.sys の 5 個 のフ ァ イル を 削除 し ます。ま た、
Rdif0005.inf、RolandRDIF0005.INF がある場合は、それらのファイルも削除
します。
※ 指定したファイル以外は、 絶対に削除しないようにしてください。
17. Windows を再起動します。
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困ったときには

Macintosh をお使いの場合
1.

UA-20 を接続している USB ケーブルを Macintosh からはずします。

2.

機能拡張フォルダの「USB UA-20 Driver」をゴミ箱にドラッグして削除しま
す。

3.

システム・フォルダの OMS Folderから UA-20 をゴミ箱にドラッグして削除し
ます。
または、FreeMIDI Folder から UA-20 Driver を削除します。

4. （『ASIO ドライバのインストール』
（P.47）でインストールした、ASIO ドライ
バをゴミ箱にドラッグして削除します。
5.

Macintosh を再起動します。

77

主な仕様
UA-20：USB オーディオ／ MIDI インターフェース
●オーディオ録音再生チャンネル数
録音：1 系統ステレオ
再生：1 系統ステレオ
録音再生同時可能
●信号処理
PC インターフェイス：24 ビット
●サンプリング周波数
デジタル出力：44.1kHz
●規定入力レベル
-45 〜 -10dBu
●入力インピーダンス
LINE：22kΩ
GUITAR：470kΩ
MIC：22kΩ

●消費電流
170mA
●外形寸法
149（幅）× 110.5（奥行）× 42.8
（高さ）mm
●質量
210g
●付属品
取扱説明書、USB ケーブル、
CD-ROM、保証書、
ローランド ユーザー登録カード
(0dBu=0.775Vrms)

●規定出力レベル
-10dBu
●出力インピーダンス
1kΩ
●残留ノイズ・レベル
（入力 1kΩ ターミネート、 Master
Volume：max.、Input Monitor：off、
IHF-A、typ.）
マスター出力：-105dBu 以下
●インターフェース
USB
デジタル出力 オプティカル・タイプ
（S/P DIF と EIAJ CP-1201 に準拠）
●接続端子
入力ジャック（標準タイプ）× 2
デジタル出力コネクター
（オプティカル・タイプ）
マスター出力ジャック
（RCA ピン・タイプ）
MIDI コネクター
●電源
USB コネクターから取得

※
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製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口のご案内（無償サポート）
ユーザー登録が完了しているお客様は、送られてきたユーザー登録完了通知は
がきに記載されているローランド DTM 登録ユーザー窓口へお問い合わせくだ
さい。お問い合わせの際には、必ず製品名、製造番号、お名前、ID ナンバー
をお伝えください。
まだ、ユーザー登録されていないお客様も、ユーザー登録することで専用の窓
口が利用できるようになります。必ず、ユーザー登録しておきましょう。
ユーザー登録の方法については、製品に同梱されているユーザー登録カードを
ご覧ください。
ユーザー登録が完了するまでのお問い合わせについては、下記の DTM ホット
ラインをご利用ください。
※ 製品名、製造番号については、ユーザー登録カードの控えの部分にあるシー
ルの内容をご覧ください。

お問い合わせの窓口
商品のお取り扱いに関するお問い合わせは・・・

ローランドDTMホットラインまでご相談
ください。尚、お問い合わせの際には取扱
説明書をご用意ください。

ローランドDTMホットライン
受付時間：午前10時〜午後5時（土、日曜、祝日および弊社規定の休日を除く）
＜電話番号＞

■ 大阪 TEL (06) 6345-9785 ■ 東京 TEL (03) 3251-5791 ■ 浜松 TEL (053) 414-7005
＜住所＞
〒433-8118

静岡県浜松市高丘西4-7-19

ローランド浜松流通センター

修理に関するお問い合わせは・・・商品をお求めの販売店か「サービスの窓口」に記載の営業所、または

サービス・ステーションまでご相談ください。「サービスの窓口」は
保証書に同封、もしくは封筒の裏面に記載されています。

※上記窓口の名称、所在地、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

'02. 2. 13 現在（DTM）

製品情報やイベント／キャンペーン情報、よくある質問への回答、各種ソフトウェアのダウンロー
ド・サービスなどをお届けしています。インターネットが利用できる方はぜひアクセスしてみてく
ださい。

ローランドの会議室では、製品情報の入手、ファイルのダウンロード、ユーザー同士の情報交換が
行なえます。NIFTY SERVE 情報サービスを利用される場合には、あらかじめNIFTY SERVEに入
会していただく必要があります。

02903623

1*KGS

