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注意
感電の.恐れがありま

すので、カバーやその他の部
品を取り外したり、開けたり
しないでください。高品質な
プロ用スピーカーケーブル (¼" 
TS 標準ケーブルおよびツイス
ト ロッキング プラグケーブ
ル) を使用してください。

注意
火事および感電の危

険を防ぐため、本装置を水分
や湿気のあるところには設置
しないで下さい。装置には決
して水分がかからないように
注意し、花瓶など水分を含ん
だものは、装置の上には置か
ないようにしてください。

注意
このマークが表示さ

れている箇所には、内部に高圧
電流が生じています。手を触れ
ると感電の恐れがあります。

注意
取り扱いとお手入れ

の方法についての重要な説明
が付属の取扱説明書に記載さ
れています。ご使用の前に良
くお読みください。

注意

1.  取扱説明書を通してご覧く
ださい。
2.  取扱説明書を大切に保管
してください。
3.  警告に従ってください。
4.  指示に従ってください。
5.  本機を水の近くで使用しな
いでください。
6.  お手入れの際は常に乾燥し
た布巾を使ってください。

7.  本機は、取扱説明書の指
示に従い、適切な換気を妨げ
ない場所に設置してください。
取扱説明書に従って設置してく
ださい。
8.  本機は、電気ヒーターや温
風機器、ストーブ、調理台やア
ンプといった熱源から離して設
置してください。
9.  ニ極式プラグおよびアース
タイプ (三芯) プラグの安全ピ
ンは取り外さないでください。
ニ極式プラグにはピンが二本つ
いており、そのうち一本はもう一
方よりも幅が広くなっています。
アースタイプの三芯プラグには
ニ本のピンに加えてアース用の
ピンが一本ついています。これ
らの幅の広いピン、およびアー
スピンは、安全のためのもので
す。備え付けのプラグが、お使い
のコンセントの形状と異なる場
合は、電器技師に相談してコン
セントの交換をして下さい。

安全にお使いいただくためにありがとう.
Behringer の新しい UFO202 U-PHONO インターフェース
を お選び頂きありがとうございます。 あなたのビ
ニール 盤やテープの時代の偉大なアルバムを、この
使いやす いデバイスを使って、すべてデジタルに変
換することが できます。 このデバイスは、オーディ
オ•ソースのモニ タリングとレコーディングの両方を
可能にする、ステレ オ RCA 入力と出力を備えていま
す。 USB 接続は、PC か Mac のコンピューターで動
作し、インストールにドライ バーを必要とせず、電
源は USB ケーブルから供給され ます。 独立したヘ
ッドフォン出力により、ラウドスピーカ ーを持ってい
なくても、いつでも録音したものをプレイ バック可
能です。 また、音楽を能率的に転送したり編 集す
るための、フリーのソフトウエアも同梱されており、 
設定に手を焼くこともなく、好きな曲のリスニング
によ り多くの時間を使うことができます。
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ここに含まれる記述、
写真、意見の全体または一
部に依拠して､いかなる人
が損害を生じさせた場合に
も､Music  Tribe は一切の賠償
責任を負いません。技術仕
様､外観およびその他の情報
は予告なく変更になる場合
があります。商標はすべて､
それぞれの所有者に帰属し
ます。Midas､Klark Teknik､
Lab Gruppen､Lake､Tannoy､
Turbosound､TC Electronic､
TC Helicon､Behringer､Bugera､
Oberheim､ Auratone および
Coolaudio  は Music Tribe Global Brands 
Ltd. の商標または登録商標で
す。© Music Tribe Global Brands Ltd. 
2021 無断転用禁止。

適用される保証条件と
Music Tribe の限定保証に関す
る概要については、オンライ
ン上 musictribe.com/warranty にて
詳細をご確認ください。
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10.  電源コードを踏みつけた
り、挟んだりしないようご注意
ください。電源コードやプラグ、
コンセント及び製品との接続に
は十分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アー
ス）が確保されていることを確
認して下さい。

12.  電源タップや
電源プラグは電
源遮断機として利
用されている場合
には、これが直ぐ
に操作できるよう

手元に設置して下さい。
13.  付属品は本機製造元が指定
したもののみをお使いください｡
14.  カートスタンド、三脚、
ブラケット、テーブルなどは、
本機製造元が指定したもの、
もしくは本機の付属品となる
もののみをお使いください。
カートを使用しての運搬の際
は、器具の落下による怪我に十
分ご注意ください。 

15.  雷雨の場合、もしくは長期
間ご使用にならない場合は、
電源プラグをコンセントから抜
いてください。
16.  故障の際は当社指定のサ
ービス技術者にお問い合わせ
ください。電源コードもしくは
プラグの損傷、液体の装置内へ
の浸入、装置の上に物が落下し
た場合、雨や湿気に装置が晒さ
れてしまった場合、正常に作動
しない場合、もしくは装置を地
面に落下させてしまった場合な
ど、いかなる形であれ装置に損
傷が加わった場合は、装置の修
理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源コ
ードが付属されてい
る場合、付属の電源
コードは本製品以外
ではご使用いただけ
ません。電源コード

は必ず本製品に付属された電源
コードのみご使用ください。

18.  ブックケースなどのよう
な、閉じたスペースには設置し
ないでください。
19.  本機の上に点火した蝋燭
などの裸火を置かないでくだ
さい。
20.  電池廃棄の際には、環境
へのご配慮をお願いします。電
池は、かならず電池回収場所に
廃棄してください。
21.  本機器は熱帯気候および 
/ または温帯気候下でご使用く
ださい。
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法的放棄

限定保証

注意
感電の.恐れがあ

りますので、カバーやその
他の部品を取り外したり、
開けたりしないでくださ
い。高品質なプロ用スピー
カーケーブル (¼" TS 標準ケー
ブルおよびツイスト ロッキ
ング プラグケーブル) を使
用してください。

注意
火事および感電

の危険を防ぐため、本装置
を水分や湿気のあるところ
には設置しないで下さい。
装置には決して水分がか
からないように注意し、
花瓶など水分を含んだもの
は、装置の上には置かない
ようにしてください。

注意
このマークが表示

されている箇所には、内部
に高圧電流が生じています。
手を触れると感電の恐れがあ
ります。

注意
取り扱いとお手

入れの方法についての重要
な説明が付属の取扱説明書
に記載されています。ご使
用の前に良くお読みくだ
さい。

注意

1.  取扱説明書を通してご覧
ください。
2.  取扱説明書を大切に保
管してください。
3.  警告に従ってください。

4.  指示に従ってください。
5.  本機を水の近くで使用し
ないでください。
6.  お手入れの際は常に乾燥
した布巾を使ってください。
7.  本機は、取扱説明書の
指示に従い、適切な換気を妨
げない場所に設置してくださ
い。取扱説明書に従って設置
してください。
8.  本機は、電気ヒーターや
温風機器、ストーブ、調理台
やアンプといった熱源から離
して設置してください。
9.  ニ極式プラグおよびアー
スタイプ (三芯) プラグの安全
ピンは取り外さないでくださ
い。ニ極式プラグにはピンが
二本ついており、そのうち一本
はもう一方よりも幅が広くな
っています。アースタイプの三
芯プラグにはニ本のピンに加
えてアース用のピンが一本つ
いています。これらの幅の広
いピン、およびアースピンは、
安全のためのものです。備え
付けのプラグが、お使いのコ
ンセントの形状と異なる場合
は、電器技師に相談してコン
セントの交換をして下さい。
10.  電源コードを踏みつけた
り、挟んだりしないようご注
意ください。電源コードやプ
ラグ、コンセント及び製品と
の接続には十分にご注意く
ださい。
11.  すべての装置の接地（ア
ース）が確保されていること
を確認して下さい。

12.  電源タップ
や電源プラグは
電源遮断機とし
て利用されてい
る場合には、
これが直ぐに操

作できるよう手元に設置して下
さい。
13.  付属品は本機製造元が
指定したもののみをお使いく
ださい｡

14.  カートスタンド、三脚、
ブラケット、テーブルなどは、
本機製造元が指定したもの、
もしくは本機の付属品となる
もののみをお使いください。
カートを使用しての運搬の際
は、器具の落下による怪我に
十分ご注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長
期間ご使用にならない場合
は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
16.  故障の際は当社指定の
サービス技術者にお問い合わ
せください。電源コードもしく
はプラグの損傷、液体の装置
内への浸入、装置の上に物が
落下した場合、雨や湿気に装
置が晒されてしまった場合、
正常に作動しない場合、もし
くは装置を地面に落下させて
しまった場合など、いかなる
形であれ装置に損傷が加わっ
た場合は、装置の修理・点検
を受けてください。

17.  本製品に電源
コードが付属され
ている場合、付属
の電源コードは本
製品以外ではご使
用いただけませ

ん。電源コードは必ず本製品
に付属された電源コードのみ
ご使用ください。
18.  ブックケースなどのよう
な、閉じたスペースには設置
しないでください。
19.  本機の上に点火した蝋
燭などの裸火を置かないでく
ださい。
20.  電池廃棄の際には、環境
へのご配慮をお願いします。
電池は、かならず電池回収場
所に廃棄してください。
21.  本装置は 45°C 以下の温
帯気候でご使用ください。
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1.  はじめに
U-CONTROL UCA202 のお買い上げ、誠にありがとうござ
い ます。UCA202 は、USB コネクターを備えた高性能
オーデ ィオインターフェースです。この一台は、ラッ
プトップコ ンピューター用の理想的なサウンドカー
ドでありなが ら、アンバランス型のピンジャック入 
/ 出力端子をも 装備しているため、デスクトップコ
ンピューターを含む スタジオ環境における必要不
可欠なレコーディング / プレイバック機器としてご
利用いただけます。 
PC および Mac 対応となっているため、インストー
ル は独立して行なっていただく必要はありません。
オ ペレーティングシステム側のドライバーが驚異的
な ローレーテンシーを実現します。この一台には独
立 ヘッドフォン出力が備えられているため、スピー
カー が手元になくても常に録音を聴くことが可能と
なっ ています。 
入 / 出力端子 2 基に加えてデジタルステレオ出力 
も装備しているため、ミキサーやスピーカー、ヘッド 
フォンなどの接続が非常に柔軟に行えるようにな っ
ています。電源供給は USB 接続端子経由で行わ れ
ます。UCA202 がコンピューターに正しく接続され る
と、LED が即座にその状態を表示します。UCA202 は
あらゆるデスクトップミュージシャンにとって、ま さ
に理想的な一台となるでしょう!

1.1  ご使用の前に

1.1.1  送

UCA202 は、安全な輸送にむけ、工場にて丹念に梱包
されています。
◊ ◊ 損傷した機器を弊社に直接送らないでくださ
い。すぐに機器を入手した販売店と配達した運
送業者に知らせてください。それ以外の場合
は、すべての交換./.修理の要求が無効になる場
合があります。

◊ ◊ 保管と運送による損傷を防止するため、つねに
オリジナルの梱包を使用してください。

◊ ◊ 子供から目を離し、機器またはパッケージで遊
ばせないでください。

◊ ◊ すべてのパッケージ部材は環境的に適切な方法
で処分してください。

1.1.2  スタートアップ

UCA202 には十分な換気が行き渡るようにし、装置の 
過熱を防ぐためアンプやヒーターなどの上には絶対 
に設置しないようにしてください。
電源接続は USB 接続ケーブルを介して行われます。 
そのため、外部パワーサプライは必要ありません。 
必要となる安全基準はすべて満たしています。

1.1.3  オンライン登録

ご購入後は、新しい Behringer 機器をぜひご登録く
ださい。http://behringer.com にアクセスして、保証条
件をご確認ください。
Behringer 販売代理店がお近くにない場合
は、behringer.com の “Support” に記載されている
該当地域の Behringer 代理店までお問い合わせ
ください。該当地域が記載されていない場合
は、behringer.com の “Support” にある “Online Support” 
で問題を解決できるかどうか確認してください。
または、製品を返品する前に、behringer.com でオン
ライン保証請求の手続きを取ってください。
購入情報と機器を登録しておくことで、お客様から
の修理のご依頼を迅速かつ効率的に処理すること
ができます。

製品の登録にご協力ください!

2.  システム条件
◊ ◊ UCA202.は.PC.および.Mac.対応です。.そのた
め、UCA202.の操作にはインストールも.ドライバ
ーも一切必要ありません。

UCA202 の操作を可能とするためには、ご使用のコ
ン ピューターが以下の条件を満たしている必要が
あり ます:

2.1  ハードウェア接続
付属の USB 接続ケーブルを使用して、お手持ちの 
UCA202 とコンピューターを接続してください。この 
USB 接続によって、UCA202 には同時に電源供給が
行 われます。入出力端子には、各種機材を接続して
く ださい。

PCPC Mac
Intel または or AMD CPU,  
1 GHz 以上 G3 300 MHz 以上

128 MB RAM 以上 128 MB RAM 以上

USB 2.0 ポート Mac OS 9.0.4 以上、
10.X 以上

Windows XP および 2000 Mac OS 9.0.4 以上、
10.X 以上
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3.  コントロールパネルと接続端子類.
3.1  フロントパネル.

図 3.1: UCA202 のフロントパネル

(1) パワー LED は USB による電源供給の状態を表 
示します。

(2) デジタル出力: このトスリンク端子は、光ファ
イ バーケーブルを介してエフェクト機器のデジ
タ ル入力などに接続可能な S/PDIF 信号を送信
し ます。

(3)   端子には、3.5 mm ステレオフォンジャック
を 備えた市販のヘッドフォンを接続することが
出 来ます。

(4) このボリュームコントローラーで、ヘッドフォン 
出力の音量を調節します。ヘッドフォン接続前 
は、大音量による機器 / 聴覚への損傷を避ける 
ため、必ずこのコントローラーを左端 (0) の位
置 まで絞りきってください。

3.2  リアパネル.

図 3.2: UCA202 のリアパネル

(5) LINE-OUT 端子にはピンジャックを備えたオーデ 
ィオケーブルを接続してください。

(6) LINE-IN 端子にはピンジャックを備えたオーディ 
オケーブルを接続してください。

(7) OFF/ON-MONITOR スイッチを押すと、モニター機 
能が起動します。入力信号はその際直接ヘッド 
フォン出力にルートされます。

 
 

(5) (6)(2)

(1)

(3) (4) (7)

LED

4.  UCA202.を使った作業

4.1  使用例

図 4.1: UCA202 の接続例

HPS3000Laptop

XENYX1204FX

TRUTH 
B2031A

U-CONTROL
UCA202
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5.1  接続
UCA202 と他のオーディオ機器を接続するためには、
市販されているピンジャックケーブルが必要となり 
ます。

図 5.1: ピンジャックケーブルの結線 

図 5.2: ステレオジャックプラグ付き左右対称ジャックケ 
ーブル

5.2  ヘッドフォン接続
UCA202 にはヘッドフォン接続端子が備えられていま
す。市販されている 3.5 mm ステレオフォンジャック
を備えたヘッドフォンをここに接続してください。

6.  テクニカルデータ.
.
ラインイン

コネクタ RCA, アンバランス
入力インピーダンス 約 27 kΩ
最大 入力レベル 2 dBV

ラインアウト

コネクタ RCA, アンバランス
出力インピーダンス 約 400 Ω

最大 出力レベル 2 dBV

デジタル出力

ソケット Toslink, 光ケーブル
出力フォーマット S/PDIF

電話をかける

ソケット 1⁄8" TRS ステレオジャック
出力インピーダンス 約 50 Ω

最大 出力ペゲル -2 dBu, 2 x 3.7 mW @ 100 Ω

 

shield sleevesleeve

tip tip

sleevesleeve

tiptip
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サブグループ出力の備わったミキサーに接続すれ 
ば、UCA202 はミキサーとコンピューターの橋渡しを 
行うプロフェッショナルなレコーディング機器として 
使用することが出来ます。このようなセットアップを 
組めば、複数の信号をコンピューターで同時に録音 
しながら、すでに録音済みのテイクやプレイバック 
を同時に再生したり、すべてのレコーディング過程を 
モニタースピーカー (またはヘッドフォン) で聴くこ 
とが可能となります。図 4.1 に UCA202 を使用したセ 
ットアップ例を示しています。 
サブグループの出力 (この場合 ALT 3-4 OUT) と UCA202 
の入力端子 (6) を接続してください。 インターフェ
ースの出力  (5) は TAPE OUT 端子、もしく はモニター
スピーカーに接続できます。コントロー ルヘッドフォ
ンは、UCA202 の     (3) 端子か、または ミキサーの
ヘッドフォン出力に接続します。装置に 付属する  
USB ケーブルを使用して、お使いの PC も しくは MAC  
ｮ を USB インターフェースと接続してく ださい。 
ALT 3-4 サブグループを使ってレコーディングしたい 
各チャンネルをルーティングすることによって、ミキ 
サーの入力チャンネルを使ってコンピューターで異 
なる信号 (例えばマイクやギター、サウンドモジュー 
ルなど) を録音することが可能となります。UCA202 
の OUT 端子にチャンネル入力 7/9 を TAPE INPUT を介 
することなく接続する場合は、信号がサブグループ 
にではなく、ミキサーのメイン出力に切り替わってい 
ることを確認してください（UB1204FX-PRO のチャンネ 

ル 7/8 における MUTE キーが押されていない状態)。 
さもないとフィードバックが発生する可能性があり
ま す。正しいモニター経路 (ALT 3-4 および MAIN MIX 
ま たは ALT 3-4 および TAPE) を選択する場合は、ミキ
サ ーの SOURCE セクションを使用していることを確認
し てください。 
UCA202 出力をミキサーのチャンネル入力 (TAPE INPUT 
ではありません) と接続すると、チャンネル内の AUX 
端子を使用してステージ上のミュージシャン用に
モ ニターミックスを送ることが出来ます。そのため
に は、チャンネル入力の AUX センド (例えば AUX 1) 
を 使用します。ミュージシャン自身がプレイバックと
レ コーディングテイクをモニターしたい場合は、レ
コ ーディングチャンネルの AUX センドを使って、レ
コ ーディング信号とモニターミックスをミックスして
く ださい。

5.  オーディオ接続
UCA202 をスタジオやライヴで使用する方法は色々 
ありますが、オーディオ接続の方法は基本的にはど 
れも同じです: 
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USB 1.1

コネクタ タイプ A

デジタル処理

コンバータ 16-bit ビットコンバー 
ター

サンプルレート 32.0 kHz, 44.1 kHz, 48.0 kHz

システムデータ

周波数応答 10 Hz to 20 kHz,  
±1 dB @ 44.1 kHz サンプル
レート 
10 Hz to 22 kHz,  
±1 dB @ 48.0 kHz サンプル
レート

THD 0.05% typ. @ -10 dBV, 1kHz
クロストーク -77 dB @ 0 dBV, 1 kHz
信号対雑音比 A/D 89 dB typ. @  

1 kHz, A-weighted 
D/A 96 dB typ. @  
1 kHz, A-weighted

電源

USB 接続 5V    , 100 mA max.

寸法/重量

寸法 (H x W x D) 約 0.87 x 2.36 x 3.46" 
約 22 x 60 x 88 mm 

重量 約 0.10 kg

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけて
います。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このた
め、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なる
ことがあります。
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