
U-PHORIA UMC1820
Audiophile 18 x 20, 24-Bit/96 kHz USB Audio/MIDI Interface with
MIDAS Mic Preamplifi ers



2 U-PHORIA UMC1820 クイックスタートガイド 3

安全にお使いいただくために

限定保証

法的放棄

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。

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 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. 2018 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 musictri.be/warranty にて詳細をご確認く
ださい。
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U-PHORIA UMC1820 フックアップ
ステップ 1: フックアップ
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U-PHORIA UMC1820 コントロール
ステップ 2: コントロール

(1) INPUTS (入力) – XLR または ¼ イン
チ・コネクターで、マイクロフォン、
楽器またはライン・レベル・オー
ディオ音源を接続します。

(2) P+48 V スイッチ - オンにすると 
+48 V ファンタム電源を XLR 入力 
1～4、5～8 に供給します。ファン
タム電源を入れる前に、お使いの
マイクロフォンの説明書をよくお
読みください。マイクロフォンによ
っては損傷が生じる場合があり
ます。

(3) LINE / INST（ライン／インスト） –  
¼ インチ・コネクターで入力した
音源の種類に応じて、ライン・レ
ベルまたは楽器レベルを選択しま
す。ギターを直接接続する場合は 
”INST” を選択します。

(4) PAD – XLR および ¼ インチ入力
の信号のレベルを低減します。
たとえば、XLR 端子にマイクロフォ
ン以外の入力ソースを接続する場
合などに役立ちます。

(5) SIG LED (信号 LED) – オーディオ信
号の存在を表示します。入力信号
のレベルが高すぎると CLIP LED が
点灯します。

(6) GAIN (ゲイン) ノブ ‒ 入力レベル
を調節します。入力レベルが最大
になる時でも、CLIP LED が点灯しな
いよう設定します。

(7) IN 1-2 (入力 1-2) または 1-8 ‒ ダイ
レクト・アナログ入力 1-2、または 
1-8 のいずれをモニターするかを
選択します。

(8) STEREO/MONO (ステレオ / モノ) ‒ 
ステレオまたはモノ・モニタリング
のいずれかを選択します。

(9) MONITORING (モニタリング) ノブ ‒ 
ダイレクト入力とコンピューター・
プレイバックのミックス割合を調
節します: 
IN: ダイレクト入力のみ
(0 ms レイテンシー) 
MIX: 入力とコンピューター・プレイ
バックを 50/50 でミックスします。
PB 1-2: コンピューター・プレイバ
ックのみ

(10) DIM スイッチ - MAIN OUT (メイン出
力) の出力レベルを調節します。

(19)(2) (3) (4) (7) (8) (10) (11) (15) (14) (15)(14)

(2) (5) (12) (13) (16) (17) (18) (16)(9)(6)

(21) (24)(22) (23) (26)(25)(20) (1)

(1)

(1) (11) MUTE (ミュート) スイッチ ‒ メイ
ン出力信号をカットします。

(12) MAIN OUT (メイン出力) ノブ ‒ メ
イン出力レベルを調節します。

(13) OPT I/O - 背面の、オプティカルお
よびコアキシャル RCA I/O ポート
の動作モードを選択します：
SPDIF: オプティカル入力 S/PDIF 
9-10、オプティカル出力 S/PDIF 
11-12。コアキシャル入力オフ、コ
アキシャル出力 S/PDIF 11-12

ADAT:
(@ 96 または 88.2 kHz) オプティカ
ル入力 S/MUX 11-14、オプティカル
出力 S/MUX 13-16. コアキシャル入
力 S/PDIF 9-10、コアキシャル出力 
S/PDIF 11-12

(@ 48 または 44.1 kHz) オプティカ
ル入力 ADAT 11-18、オプティカル
出力 ADAT 13-20。コアキシャル入
力 S/PDIF 9-10、コアキシャル出力 
S/PDIF 11-12

警告: DAW / 音楽プログラムの動作
中に、S/PDIF と ADAT を切り替えな
いでください。UMC1820 が即座に
再起動します。モード切り替えの
際にはすべてのアプリケーション
を終了し、オペレーションシステ
ムがユニットを認識してから、音
楽アプリケーションを再起動して
ください。

(14) フォン・スイッチ ‒ ソース選択ス
イッチ：
1-2: モニタリング部からのステレ
オ・ミックス信号である、チャン
ネル 1-2 を聴きます。
3-4: コンピューター出力からのプ
レイバック信号である、チャンネ
ル 3-4 を聴きます。

(15) PHONES (フォン・ノブ) ‒ 音量調
節をします。最小音量から徐々
にレベルを上げていき、快適か
つ安全な聴取レベルに設定しま
す。

(16) ヘッドフォン端子 - ¼ インチ TRS 
ステレオ・ヘッドフォン出力。

(17) MIDI I/O LED - MIDIアクティビティ
を表示します。

(18) 電源 LED – 電源スイッチが押さ
れ、付属の電源アダプタよりユニ
ットに電源が供給されている時

に点灯します。1-4/5-8 のいずれ
かのファンタム電源がオンにな
っている時には、+48 V LED が点灯
します。

(19) 電源スイッチ ‒ 押下するとユニ
ットの電源がオンになり、電源 
LED が点灯します。

リアパネル

(20) 電源入力端子 ‒ 必ず、付属の
電源アダプターを接続してくだ
さい。電源アダプターは本機に
適した AC 主電源に接続してくだ
さい。入力端子の上にあるケー
ブルホルダーにより、電源ケーブ
ルの誤脱事故を防ぎます。

(21) USB B タイプ・コネクター ‒ 付属
の USB ケーブルを使って、コンピ
ューターの USB ポートと接続し
ます。 

(22) MIDI IN/OUT（MIDI 入力 / 出力）- 
外部 MIDI コントローラーおよび
モジュールに接続します。

(23) ADAT または S/PDIF オプティカル 
I/O ポート - S/PDIF、ADAT、S/MUX に
対応します。入力チャンネルは 
11～18、出力は 13～20 です。フロ
ントパネルの OPT I/O スイッチ (13) 
で、このポートの動作モードを選
択します。

(24) S/PDIF I/O ポート - 外部音源から 
RCA コアキシャル S/PDIF への入
力は、入力チャンネル 9 と 10 に
なります。S/PDIF 出力チャンネル
は 11 と 12 です。

(25) LINE OUT (ライン出力) 3-10 – 追加
モニタリングおよび録音のため
の¼ インチ・バランスTRS出力で
す。出力信号は、UMC1820 でアナ
ログに変換された後、コンピュー
ターから直接送信されます。出
力音量は DAW 上で制御する必要
があります。

(26) MAIN OUT (メイン出力) - 
¼ インチ・バランス TRS 出力で、
再生やミキシングに使用するパ
ワード・スタジオ・モニターを接
続します。フロントパネルのモニ
タリング・コントロールでソース
を調節し、音量をフロントパネル
のメイン出力コントロールで調節
します。
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U-PHORIA UMC1820 はじめに
ステップ 3: はじめに Windows* ユーザーの皆様: 弊社ウ

ェブサイト behringer.com より、
UMC1820 の最新版 USB ドライバー

をダウンロードしてください。ファイルを
解凍し、setup.exe をダブルクリックして、画
面の指示に従ってください。Mac* ユーザー
の皆様：OS X をお使いの場合、ドライバー
は不要です。

楽器および音源を UMC1820 に接
続します。付属の USB ケーブルで
本機をコンピューターと接続し

ます。MIDI 鍵盤、コントローラー、ほかの 
MIDI 機器などをリアパネルの MIDI ポートに
接続します。メイン出力にスタジオ・モニタ
ーを接続します。スタジオ・ヘッドフォンを
接続し、お使いのオーディオ・ソフトウェア
で入力レベルやプレイバックをモニターし
ます。 

最初はゲイン・ノブ、モニタリン
グ・ノブおよびフォン・ノブのレベ
ルを最小にしてください。

UMC1820 の電源をオンにして
から、外部機器の電源を入れてく
ださい。

ファンタム電源が必要なマイクロ
フォンの有無を確認します。

DAWソフトウェアで、UMC1820 がオ
ーディオおよび MIDI 入出力機器
として認識されていることをご確

認ください。

ギターの音を実際に出し、マイク
ロフォンに向かって歌いながら、
アナログ入力のゲイン・ノブを調

節します。最初はクリップするレベルから、
徐々にゲインを下げていき、ピーク時にも 
CLIP LED が点灯しないレベルに合わせます。

ヘッドフォンまたはスタジオ・モ
ニターで、自分の演奏を聴きなが
ら、フォンまたはメイン出力の音

量を、快適かつ安全なリスニングレベルに
調節します。

お使いの DAW で、すべての入力端
子と MIDI チャンネルが正常に動
作し、オーディオと MIDI 信号が来

ているかどうかを確認します。信号の存在
を確認するには、DAW 上で、各チャンネル
を一度に1つずつプレイしていきます。

DAW のプレイバック信号が
UMC1820 に届いているかどうかを
確認します。プレイバックを聴く

にはモニタリング部にあるミックス・ノブを
調節します。ご注意ください。出力 3-10 お
よびデジタル出力は DAW からしか調節で
きません。

DAWで、音源に合わせた演奏
や録音をお楽しみください。
スタジオ・モニターまたはヘッド

フォンでプレイバックをお聴きください。
モニターバランスをミックス・コントロール
でお好みに調節してください。

*Mac および OS X は Apple Inc. の商標です。Windows は米国またはその他の国の Microsoft Corporation の商標または登
録商標です。

技術仕様
Input

Preamps 8 x MIDAS-designed

Type XLR / TRS combo connector (Mic/Line/Instrument), 2 front / 6 rear

Input level attenuation 8 x pad switch

Frequency response 10 Hz – 85 kHz (+0/-3 dB) / direct monitor

Impedance Mic in: 3 kΩ / Instrument in: 1 MΩ

Max. input level Mic: 11 dBu / Line: 11 dBu / Instrument: 18 dBu

Phantom power  +48 V switchable inputs 1-4 and 5-8

Output

Type
8 x ¼  " TRS, line outputs
2 x ¼  " TRS, main outputs
2 x ¼  " TRS stereo, headphone outputs

Frequency response 10 Hz – 85 kHz (+0/-3 dB) / direct monitor 

Max. output level
+16 dBu line outputs
+16 dBu main outputs
+21.5 dBu headphone outputs

System Data

Dynamic range 106 dB, A-weighted

Frequency response 10 Hz – 40 kHz (+0/-3 dB) @ 96 kHz sampling rate

Digital Audio I/O

Type
Coaxial: RCA – 1 In, 1 Out 
Optical: TOSLINK – 1 In, 1 Out

Supported formats ADAT, S/PDIF, S/MUX

MIDI I/O

Type 5-pin DIN, 1 in / 1 out

Monitoring

Direct monitor control
Mix control (inputs/playback 1-2)
Source select (analog inputs 1-2/1-8)
Stereo/Mono select

Main L/R control Output Level 1/L – 2/R control, dim and mute switch

Headphones DJ cueing Monitor switches (monitor mix 1-2 / playback out 3-4)

Digital Processing

Converter resolution 24-bit

Supported sample rates 44.1, 48, 88.2, 96 kHz

Digital I/O Routing

S/PDIF selected (OPT I/O switch out)
RCA In = off  
Optical In = S/PDIF (ch. 9-10)
RCA Out + Optical Out = S/PDIF (ch. 11-12)

ADAT selected (OPT I/O switch in)

RCA In = S/PDIF (ch. 9-10)
Optical In @ 96 / 88.2 kHz = S/MUX (ch. 11-14)
Optical In @ 48 / 44.1 kHz = ADAT (ch. 11-18)

RCA Out = S/PDIF (ch. 11-12)
Optical Out @ 96 / 88.2 kHz = S/MUX (ch. 13-16)
Optical Out @ 48 / 44.1 kHz = ADAT (ch. 13-20)
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: 
ユニットをパワーソケットに接続する前
に、各モデルに対応した正しい主電源を
使用していることを確認してください。
ユニットによっては、230 V と 120 V の 
2 つの違うポジションを切り替えて使う、
ヒューズの格納部を備えているものが
あります。正しくない値のヒューズは、
絶対に適切な値のヒューズに交換されて
いる必要がありま す。

2. 故障: MUSIC Tribe ディーラーがお客様
のお近くにないときは、behringer.com の 
“Support” 内に列記されている、お客様の国
の MUSIC Tribe ディストリビューターにコン
タクトすることができます。お 客様の国
がリストにない場合は、同じ behringer.com 
の “Support” 内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、チェックし
てみてください。あるいは、商品を返送
する前に、behringer.com で、オンラインの
保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コー
ドを接続する前に、本製品に適切な電圧
を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧お
よび電流、種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

その他の重要な情報
Computer Bus Connectivity

Type USB 2.0, type B

Software Support

Operating systems

Fully compatible with Windows XP or higher 
Fully compatible with Mac OS 10.9 (Mavericks) or higher
For older OS X versions, the following restrictions apply:

10.8 (Mountain Lion) + 10.7 (Lion):
After changing the “OPT I/O” mode with the front panel switch, you must 
refresh the OS X Audio-Midi-Setup window to get the correct I/O channel 
numbers indicated.

10.6 (Snow Leopard):
The UMC1820 can only be used in S/PDIF mode (“OPT I/O” switch not pressed in).
ADAT operation is NOT supported by this OS X version.

10.5 + earlier versions are not supported

Drivers

Mac: No driver required (CoreAudio/CoreMIDI compliant)
Windows: 2 drivers are available:
one driver for Windows XP or Windows Vista
one driver for Windows 7 to 10
Download the correct driver for your system from behringer.com

Power Supply / Voltage

Voltage 12 V DC (from supplied AC/DC adapter)

Power consumption 20 W

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D) 46 x 483 x 130 mm (1.8 x 19 x 5.1")

Weight 1.8 kg (4.0 lbs)
 

技術仕様
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