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ユーザーの皆様へ 

 

本マニュアルに記載された全ての情報、ドキュメンテーション、および製品仕様は、製造元であ

る ATEN International により、予告無く改変されることがあります。製造元 ATEN International は、

製品および本ドキュメントに関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性につい

て、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる保証もいたしません。 

 

弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理

を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍

事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送

システム、医療システム等における可用性への要求を必ずしも満たすものではございません。 

 

キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、

それぞれベンダの独自技術によって開発・ 製造されております。そのため、これらの異なるデバイ

スを接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。 また、機器

の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環

境・異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

 

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損

失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社

の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。 

 

製品をお使いになる際には、製品仕様に沿った適切な環境、特に電源仕様についてはご注意

のうえ、正しくお使いください。 
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ATEN ジャパン製品保証規定 

 

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対して、すべ

てを無条件で保証するものではありません。製品保証を受けるためには、この『製品保証規定』お

よびユーザーマニュアルをお読みになり、記載された使用法および使用上の各種注意をお守りく

ださい。 
また製品保証期間内であっても、次に挙げる例に該当する場合は製品保証の適用外となり、有

償による修理対応といたしますのでご留意ください。 

 

◆使用上の誤りによるもの 

◆ 製品ご購入後の輸送中に発生した事故等によるもの 

◆ ユーザーの手による修理または故意の改造が加えられたもの 

◆ 購入日の証明ができず、製品に貼付されている銘板のシリアルナンバーも確認できないもの 

◆ 車両、船舶、鉄道、航空機などに搭載されたもの 

◆ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、戦争、テロリズム等の予期しない災害によっ

て故障、破損したもの 

◆ 日本国外で使用されたもの 

◆ 日本国外で購入されたもの 

 

【製品保証手順】 

弊社の製品保証規定に従いユーザーが保証を申請する場合は、大変お手数ですが、以下の手

順に従って弊社宛に連絡を行ってください。 

（1）不具合の確認 

製品に不具合の疑いが発見された場合は、購入した販売店または弊社サポート窓口に連絡の

上、製品の状態を確認してください。 この際、不具合の確認のため動作検証のご協力をお願いす

ることがあります。 

（2）本規定に基づく製品保証のご依頼 

（1）に従い確認した結果、製品に不具合が認められた場合は、本規定に基づき製品保証対応を

行います。製品保証対応のご依頼をされる場合は、RMA 申請フォームの必要項目にご記入の上、

『お客様の製品購入日が証明できる書類』を用意して、購入した販売店までご連絡ください。販売

店が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。 

（3）製品の発送 

不具合製品の発送は宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付してください。 
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【製品保証期間】 

製品保証期間は通常製品/液晶ディスプレイ搭載製品で異なります。詳細は下記をご覧くださ

い。 

   

①通常製品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～3 年間 無償修理 

3 年以上 有償修理※2 

②型番 CL からはじまる

LCD 搭載製品のみ 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～2 年間 無償修理 

3 年目以降 有償修理※2 

 

※1…製品購入日から30日以内に確認された不具合は初期不良とし、新品交換を行います。初期

不良の場合の送料は往復弊社にて負担いたします。 

※2…有償修理の金額は別途製品を購入された販売店までお問い合わせください。 

※ケーブル類、その他レールキット等のアクセサリ類は初期不良の際の新品交換のみ、承ります。 

※EOL (生産終了)が確定した製品については、初期不良であっても無償修理対応とさせていただ

きます。また EOL 製品の修理に関して、上記無償修理期間中であっても、部材調達の都合等によ

り修理不可になる可能性がございます。そのような場合には、機能同等品による良品交換のご対

応となる可能性がございます。また、EOL 製品の型番や、修理可否、後継機種については、随時

情報更新を行っておりますので、弊社 Web ページにて最新情報をご確認ください。 

※製品保証期間の延長や故障時の代替品などの保証オプションについては、弊社 Web ページを

ご確認ください。 

 

 

【補足】 

・本規定は ATEN 製品に限り適用します。 

・ケーブル類は初期不良対応に準じます。 

・初期不良による新品交換の場合は、ATEN より発送した代替品の到着後、5 営業日以内に不具

合品を弊社宛に返却してください。返却の予定期日が守られない場合は弊社から督促を行います

が、それにも係わらず不具合品が返却されない場合は、代替機相当代金を販売代理店経由でご

請求いたします。 

・ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は、すべて有償修

理とさせていただきます。 
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【免責事項】 

1. 弊社製品は映像関連システムやコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操

作・運用・管理を目的として設計・製造されております。しかし、使用環境等によってはその機能が

制限されることがあります。弊社では、ご購入前に弊社製品をお試しいただける「評価機貸出サー

ビス」を、無償でご提供しております。評価機貸出サービスに関するお問い合わせは、弊社代理店

または弊社 Web サイト（https://www.aten.com/jp/ja/）内の「お問い合わせ」フォームをご利用くだ

さい。 

2. キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、

それぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイス

を接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の

併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・

異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

3. 他社製品のKVM スイッチ、キーボード・マウスコンバーター、キーボード・マウスエミュレーター、

KVM エクステンダー等との組み合わせはサポート対象外となりますが、お客様で自己検証の上で

あれば、使用を制限するものではありません。 

4. 製品に対しての保証は、日本国内で使用されている場合のみ対象とさせて頂きます。 

5. 製品やサービスについてご不明な点がある場合は、弊社技術部門までお問い合わせください。 
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製品についてのお問い合わせ 

 

製品の仕様や使い方についてのお問い合わせは、下記窓口または製品をお買い上げになった

販売店までご連絡ください。 

購入前のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 営業部 

TEL：03-5615-5810 

MAIL:sales@atenjapan.jp 

購入後のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 技術部 

TEL ：03-5615-5811 

MAIL :support@atenjapan.jp 
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EMC に関する情報 

 

FCC（連邦通信委員会）電波干渉声明 

本製品は、FCC（米国連邦通信委員会）規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の

制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、商業目的の使用におい

て、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供する為のものです。この操作マニ

ュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周波数により、他の通信機器に影

響を与える可能性があります。また、本製品を一般住宅地域で使用した場合、有害な電波障害

を引き起こす可能性もあります。その際には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除い

てください。 

 

本製品は、FCC（米国連邦通信委員会）規則の Part15 に準拠しています。動作は次の 2 つ

の条件を前提としています。(1)このデバイスが有害な干渉を引き起こさないこと、(2)このデバイ

スが、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れなけれ

ばならないこと。 

 

FCC による注意：本コンプライアンスに対する責任者による明確な承認を得ていない変更また

は改良を行った場合は、ユーザーの本装置を操作する権利を無効とします。 

 

注意：本製品をご家庭で使用した場合、電波干渉を引き起こす可能性があります。 

 

RoHS 

 

本製品は『電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会

指令』、通称 RoHS 指令に準拠しております。 

 

 

  



4 

 

安全にお使い頂くために 

 

全般 

◆ 本製品は、屋内での使用に限ります。 

◆ 製品に同梱されるドキュメントは全てお読みください。またドキュメント類は全て保存してくださ

い。また、弊社 Web サイトに掲載のオンラインユーザーマニュアルもご確認ください。 

◆ 製品に関する注意・説明に従って取り扱ってください。 

◆ 落下による事故・製品の破損を防ぐため、設置場所は不安定な面（台車、簡易的なスタンドや

テーブル等）を避けるようにしてください。 

◆ 製品が水に濡れるおそれのあるような場所で使用しないでください。 

◆ 製品は熱源の近く、またはその熱源の上などで使用しないでください。 

◆ 製品のケースには必要に応じて通気口が設けられています。通気口のある製品は、安定した

運用を行うため、また製品の過熱を防ぐために、開口部を塞いだり覆ったりしないでください。 

◆ 製品をベッドやソファ、ラグなどの柔らかいものの上に置かないでください。開口部が塞がれ、

適切な通気が確保できずに製品が過熱するおそれがあります。 

◆ 製品にいかなる液体もかからないようにしてください。 

◆ 電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、乾いた雑巾でプラグ周りのホコリを掃除してくださ

い。液体やスプレー式のクリーナーは使用しないでください。 

◆ 製品はラベルに記載されたタイプの電源に接続して運用してください。電源タイプについて不

明な場合は、購入された販売店もしくは電気事業者にお問い合わせください。 

◆ お使いの装置への損傷を避けるためにも、すべての装置を適切に接地するようにしてくださ

い。 

◆ 製品付属の電源ケーブルは安全のために 3 ピンタイプのプラグを使用しています。電源コンセ

ントの形状が異なりプラグを接続できない場合には電気事業者に問い合わせて適切に処置し

てください。アース極を無理に使用できない状態にしないでください。使用される国/地域の電

源形状に従ってください。 

◆ 電源コードやケーブルの上に物を置かないでください。人が通行するような場所を避けて電源

コードを設置してください。 

◆ 電源の延長コードや電源タップを使用する場合は、合計容量とコードまたはタップの仕様が適

合していることを確認してください。電源コンセントにつながれている製品全ての合計アンペア

数は 15 アンペアを超えないようにしてください。 

◆ 突然の供給電力不安定や電力過剰・電力不足からお使いのシステムを守るために、サージサ

プレッサー、ラインコンディショナー、または無停電電源装置（UPS）をご使用ください。 
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◆ システムケーブルや電源ケーブルは丁寧に取り扱ってください。これらのケーブル類の上には

何も置かないようにしてください。 

◆ 危険な電源ポイントへの接触やショートによって、発火したり感電したりするおそれがあります

ので、キャビネットの空きスロット等に押し込まないようにしてください。 

◆ 装置をご自身で修理せず、ご不明な点がございましたら技術サポートまでご相談ください。 

◆ 下記の現象が発生した場合、コンセントからはずして技術サポートに修理を依頼してください。 

 電源コードが破損した。 

 装置の上に液体をこぼした。 

 装置が雨や水にぬれた。 

 装置を誤って落下させた、ないしはキャビネットが破損した。 

 装置の動作に異変が見られる。（修理が必要です） 

 製品マニュアルに従って操作しているにもかかわらず、正常に動作しない。 

◆ 修理が必要となる故障が発生するおそれがありますので、製品マニュアルに従って操作してく

ださい。 

◆ 引き続き火災の危険性から保護するため、必ずヒューズと定格が同じタイプのものと交換する

ようにしてください。 
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同梱品 

 

UC9020 製品パッケージには下記のアイテムが同梱されています。 

 

◆ UC9020 StreamLIVE™ HD ポータブルライブストリーミング AV ミキサー（リアルタイム編集

機能搭載） ×1 

◆ USB-A→USB-C ケーブル ×1 

◆ USB-A→USB-A ケーブル ×1 

◆ AC 電源ケーブル  ×1 

◆ クイックスタートガイド*  ×1 

 

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。万が一、欠品または破損品があった場合は

お買い上げになった販売店までご連絡ください。 

 

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用法により、本製品および接続する機

器を安全にお使いください。 

 

* 本マニュアルの公開後に、製品仕様が追加される場合があります。最新版は弊社 Web サ

イトにアクセスしてご確認ください。 
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本マニュアルについて 

 

このユーザーマニュアルは、UC9020 に関する情報や使用法について説明しており、取り付

け・セットアップ方法、操作方法のすべてを提供します。マニュアルは下記のとおりに構成されて

います。 

 

第1章 はじめに：マルチチャンネル AV ミキサーを紹介します。特長、機能概要、セットアップ

に関する注意事項、および製品各部名称について説明します。 

 

第2章 ハードウェアのセットアップ：製品を手早くかつ安全にセットアップする手順について説

明します。 

 

第3章 ATEN OnAir アプリとサイドメニュー：OnAir アプリとそのサイドメニューの機能について

説明します。 

 

第4章 ATEN OnAir アプリとビデオミキサー：OnAir アプリにおけるビデオミキサーデッキの機

能（シーンの編集、メディアのサイズ変更/トリミング、テキストと画像のオーバーレイなど）

について説明します。 

 

第5章 ATEN OnAir アプリとオーディオミキサー：OnAir アプリにおけるオーディオミキサーデ

ッキの機能について説明します。 

 

第6章 ATEN OnAirアプリと設定：ユニットとOnAirアプリ間の連携用に定義できる設定につい

て説明します。 

 

第7章 ライブストリーミングのクイック設定：ライブストリーミングを開始するにあたり、システムを

手早くセットアップする方法について説明します。 

 

第8章 ファームウェアのアップグレード：ファームウェアのアップグレード手順と、アップグレー

ド中におけるボリュームミキサーの LED 動作について説明します。 

 

付録   安全指示と注意事項、ATEN 技術サポート情報、製品仕様、およびその他の技術情

報の一覧が記載されています。 
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注意： 製品本体や、接続機器に対して損傷を与えないように、必ず、本マニュアルに記載さ

れている内容に従ってセットアップや操作を行うようにしてください。ATEN では新規

仕様を反映させたファームウェアや関連ドキュメントを定期的に Web サイトに公開して

います。最新の UC9020 マニュアルについては、https://www.aten.com/jp/ja/を参照

してください。 
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マニュアル表記について 

 

 

[   ] 

 

入力するキーを示します。例えば[Enter]はエンターキーを押します。複数

のキーを同時に押す場合は、[Ctrl] + [Alt]のように表記してあります。また

ホットキー操作のようにキーを連続して押す場合は、[Ctrl] , [Alt] , [Shift]

のようにコンマ（ , ）を挟んで表記してあります。 

 

1. 

 

番号が付けられている場合は、番号に従って操作を行ってください。 

 

◆ 

 

◆印は情報を示しますが、作業の手順を意味するものではありません。 

 

→ 

 

矢印は操作の手順を示します。例えばStart → Runはスタートメニューを開

き、Run を選択することを意味します。 

 
重要な情報を示しています。 

 

 

※本マニュアルに記載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。 
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第 1 章 

はじめに 
 

概要 

 

StreamLIVE™ HD UC9020（以下、UC9020）は、各種映像機器の機能を一体型にした、持ち

運び可能なマルチチャネルオーディオ/ビデオミキサーデバイスです。UC9020 は、1080p ビデ

オキャプチャー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、

ビデオ分配器、オーディオミキサーの機能をコンパクトな筐体に統合した製品であり、様々な種

類の A/V 機器を使って作業する際の労力を削減できます。本製品は、HDMI ビデオソースを、

CDN サービス（YouTube Live、Facebook、Twitch など）に対し、ライブストリーミングを高品質の

UVC ビデオ出力として配信します。 

 

さらに便利な機能として、UC9020 は直感的なアプリを提供しており、ユーザーはモニタリング、

イメージレイアウトの編集、PiP 設定の調整が簡単に行えるのも特長です。本製品は、操作性の

高いコントロールパネルを提供しているため、PC やソフトウェアは不要となり、ライブストリーミン

グ操作をスムーズかつ容易に実現することができます。Web でのライブ配信を行う前にビデオの

プレビューや音量の確認を行うことも可能です。ビデオ/オーディオソースを接続し、ATEN アプ

リがインストールされた iPad でネットワークに接続すれば、すぐにご使用いただけます。 

 

キャプチャー、編集、ストリーミングのどれを行う場合でも、人間工学的で実用的な設計が施さ

れたUC9020を使えば、どんなライブストリーミング配信環境にも柔軟に対応することが可能です。

優れた機能を多数備えた本製品は、Web ライブ配信を行うユーザーが直面する課題を解決し、

使い勝手の良いソリューションを提供します。 
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特長 

 

◆ ストリーミングのワークフローを簡素化させる一体型のデザイン - 1080p ビデオキャプチャー、

ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、ビデオ分配器、

オーディオミキサーの機能を 1 台で実現 

◆ RMTPSプロトコルを使用し、任意のCDNプラットフォームを介して、プロ品質のビデオを世界

各国の視聴向けにライブストリーミング 

◆ プラグアンドプレイ機能 - PC やソフトウェアは不要 

◆ iPad OS の直感的なアプリを使った詳細設定 - モニタリングのプレビュー/プログラミング、ビ

デオレイアウトや PiP 設定のリアルタイム制御＆編集、オーバーレイや字幕の追加を設定 

◆ 絵コンテ風の管理方法 - 最大 8 シーンをプリセットすることで、その後のストリーミングや処

理の最中にハードウェアとのやりとりの頻度を抑制 

◆ コンパクトミキサー・コントロールパネル - 認識しやすい発光キーを使って、プロの仕上げへ

とスムーズに移行できるよう、複数のビデオ＆オーディオソース間で切替＆ミキシング 

◆ ファンレス設計＆最適化された熱気流システムにより動作が静か 

◆ マルチタスク設計のハンドルスタンドで、携帯性を高め、人間工学的に快適な角度での操作

を実現 
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システム要件 

 

◆ イーサネット接続 

◆ iOS11 を搭載した次の iPad 

 iPad Pro（第 1 世代、12.9 インチ） 

 iPad Pro（第 1 世代、9.7 インチ） 

 iPad Pro（第 2 世代、12.9 インチ） 

 iPad Pro（第 2 世代、10.5 インチ） 

 iPad Pro（第 3 世代、12.9 インチ） 

 iPad Pro（第 3 世代、11 インチ） 

 iPad（第 5 世代） 

 iPad Air（第 3 世代） 

 iPad Mini（第 5 世代） 

◆ USB ストレージデバイス（ライブストリーミングビデオの録画用） 

 USB3.x 互換のフラッシュドライブまたはモバイルドライブ（HDD/SSD） 

 32GB 以上の空き容量 
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製品各部名称 

 

トップパネル 

 

 

No. 名称 説明 

オーディオセクション（システムのオーディオ設定を制御） 

1 オーディオレベル 

調節 

選択したオーディオソースのボリュームを調節します。 

2 ボ リ ュ ー ム メ ー タ ー

LED 

LED は、調整された音量を反映します。ファームウェアのアップグ

レード中は、LED の動作が変わります。ファームウェアアップグレ

ード中における LED の動作については、p.57「ユニットのアップグ

レード」を参照してください。 

3 PGM PGM オーディオソースに切り替えます。 

このソースに切り替えると、ボタンが点灯します。 

4 HDMI2 

オーディオソース 

HDMI2 オーディオソースに切り替えます。 

このソースに切り替えると、ボタンが点灯します。 

（表は次のページに続きます） 
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No. 名称 説明 

5 HDMI1 

オーディオソース 

HDMI1 オーディオソースに切り替えます。 

このソースに切り替えると、ボタンが点灯します。 

6 AFV Audio-Follows-Video：AFV ボタンを押すと点灯します。ビデオソ

ースを選択すると、ソースのオーディオも再生されます。 

7 MIC MIC オーディオソースに切り替えます。 

このソースに切り替えると、ボタンが点灯します。 

8 L/R RCA Line In オーディオソースに切り替えます。 

このソースに切り替えると、ボタンが点灯します。 

9 ミュート（消音） システムが現在チューニングされているオーディオをミュート/ミュ

ート解除します。 

ソース 1 または 2 をミュートすると、AFV も OFF になります。 

ビデオセクション（システムのビデオ設定を制御） 

10 シーンセレクター 現在のストリーミング（PGM）シーンとプレビュー（PRV）シーンを選

択します。 

グリーンに点灯しているボタンは、PRV プレビューを示します。 

レッドに点灯しているボタンは、PGM プレビューを示します。 

トランジション制御セクション 

（現在のストリーミング（PGM）シーンをプレビュー（PRV）ストリーミングに、またはその逆に切替） 

11 自動（トランジション） 自動ボタンを押すと、指定した時間（0.3～3.0 秒）後にトランジショ

ンが開始されます。 

この設定時間を変更する方法については、設定デッキに進んで、

p.46 を参照してください。 

 

3 秒間押したままにすると、クイックモードに入ります。詳細につい

ては、p.55「クイックモード」を参照してください。 

12 カット（トランジション） カットボタンを押すと、すぐにトランジションが適用されます。 

 

3 秒間押したままにすると、クイックモードに入ります。詳細につい

ては、p.55「クイックモード」を参照してください。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

13 T バー 

（トランジション） 

T バーをスライドさせてトランジションを開始します。シーンの移行

速度は、バーをスライドする速度によって変化します。 

T バーを終了までスライドすると、トランジションが完了します。 

ゆっくりスライドさせたり、すばやくスライドさせたり、途中まで押さ

えたままにすることで、様々なエフェクトを作成できます。 

14 iPad スタンド iPad を据え付けることができます。 

15 SRC/PGM ビュー 

セレクター 

ボタンを押すと、HDMI ソース 1、HDMI ソース 2、および PGM の

間でビデオソースが切り替わります。 

16 ストリーミングの 

一時停止 

ストリーミングを一時停止します。 

17 GO LIVE このボタンを押すと、ストリーミングや録画が開始されます。もう一

度押すと停止します。 
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リアパネル 

 

 

No. 名称 説明 

1 SRC/PGM 出力ポート プログラミングされた（PGM）ビデオ出力です。 

2 4K HDMI ループ出力ポート

/4K HDMI 入力ポート 

HDMI1 入力ソースと HDMI1 ループ出力です。 

3 1080p ビデオ 

入力ポート 

HDMI2 ビデオ入力 A または B を使用できる入力です。A

または B の選択については、p.36「メディア」を参照してく

ださい。 

4 イーサネットポート インターネット接続用です。 

5 USB 3.2 Gen 1  

Type-A ポート 

ファームウェアのアップグレードおよびライブストリーミング

の記録用です。 

6 RCAライン入力ポート/MIC入

力ポート 

その他のオーディオエフェクトを使用するには、MIC また

はオーディオソースを接続します。 

7 AC 電源ソケット ユニットに電源を投入します。 
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サイドパネル 

 

 

No. 名称 説明 

1 iPad リンクポート 

（データのみ） 

ATEN OnAir アプリ用 iPad に接続します。 

2 3.5mm オーディオ 

モニタージャック 

プレビューシーンの音声出力（グリーンに点灯するシーン）です。 
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第 2 章 

ハードウェアのセットアップ 
 

 

機器の設置に際し重要な情報を p.4 に記載しています。作業の前に、必ず目を

通してください。 

 

StreamLIVE™ HD ユニットの接続 

 

 StreamLIVE™ HD を HDMI ソースとホストに接続するには、次の手順に従って作業を行ってく

ださい。 

 

フル HD プログラム出力 4K ループ出力 

HDMI ビデオソース（暗号化なし） 

マイク/オーディオソース 

電源ケーブル 

インターネット 

音声 
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1. 電源ケーブルを接続してユニットに電源を入れてください。起動したら、シーンキーが点灯す

るのを確認してください。 

2. HDMI ソース（PC、ゲームコンソール、ビデオレコーダーなど）を接続してください※1。 

3. マイクまたはその他のオーディオソースを接続してください。 

4. （オプション）必要に応じて HDMI 出力ケーブルを接続してください。 

a) HDMI ディスプレイを SRC/PGM 出力ポートに接続してください。 

b) HDMI ディスプレイをループ出力ポートに接続してください。 

5. インターネット接続用のイーサネットケーブルを接続してください※2。 

6. （オプション）ファームウェアアップグレード、またはライブストリーミングの記録を行う場合は、

USB ストレージデバイスを接続し、p.56「ファームウェアのアップグレード」または p.49「ライブ

ストリーミングビデオの記録（外部ストレージ）」を参照してください。 

7. （オプション）プレビューシーンの音声出力を受信する場合は、イヤホンを接続してください。 

8. iPad を iPad リンクポートに接続してください。詳細については、p.20「iPad の接続」を参照して

ください。 

9. （オプション）iPad を iPad スタンドの上に置いてください（下図参照）※3。 

 

 

注意： 1. HDMI ソースは暗号化されていないものをお使いください。 

2. ライブストリーミングのネットワークの詳細設定を行うには、接続されている

iPad を使用してください。 

3. ユニットに設置された iPad は、表示専用にすることを推奨します。また、iPad

は手に持って操作してください。 
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iPad の接続 

iPad の Lightning コネクター 

Lightning コネクターが付いている iPad の場合は、Apple Lightning USB3 アダプター（別売り）

と USB-A→USB-A ケーブルを、StreamLIVE™ HD と iPad の間に直列に接続してください。 

 

充電機能を使用する場合は、Lightning 充電ケーブルを Apple Lightning-USB3 アダプターに

接続してください。 

 

iPad の USB-C コネクター 

 USB-C コネクターを備えた iPad（iPad Pro 第 3 世代など）の場合は、iPad と StreamLIVE™ HD

の間に同梱されている USB-A→USB-C ケーブルを接続してください。 

 

注意： 製品パッケージに同梱されている USB-A→USB-C ケーブルは本製品向けに特別にカ

スタマイズされているため、一般的な USB-A→USB-C ケーブルでは動作しません。 

 

 充電機能を使用する場合は、iPad と StreamLIVE™ HD の間に ATEN 製 ミニドック UH3236（別

売）を接続し、USB-C 電源アダプター（60W 以上）を UH3236 に接続してください。 

 

次に例を示します。 

 

 

 

  

電源アダプター UH3236 ミニドック 

iPad Pro Gen 3（USB-C コネクター） 

USB-A→USB-A ケーブル 

iPad リンクポート 
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第 3 章 

ATEN OnAir アプリとサイドメニュー 
 

ATEN OnAir アプリ 

 

 ATEN OnAir アプリは、UC9020の中央コントローラーとして機能します。アプリは、プログラム結

果の監視、シーンの編集、ビデオおよびオーディオストリーミングのセットアップ、ストリーミング録

画のセットアップなどを、コントロールパネルから行えるよう設計されています。 

 

 App Store から ATEN OnAir アプリをダウンロードし、iPad にインストールしてください。 

 

 アイコンは次のような外観です。 

 

 

 タップすると ATEN OnAir アプリが開きます。初回起動の場合は、チュートリアルが開始されま

す。 
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 画面に表示される指示に従って、UC9020でATEN OnAirアプリを使用するための基本操作を

行ってください。 

 

 完了すると、メッセージが表示されます。 

 

 

 チュートリアルを再度実行するには、サイドメニューの左上隅にある アイコンをタップしてか

ら、 をタップしてください。 
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画面各部名称 

 

 

 

No. 名称 説明 

1 サイドメニュー 
アイコンをタップすると、サイドメニューにアクセスします。詳細

は p.24「サイドメニュー」を参照してください。 

2 デッキセレクター タップすると、設定対象となるデッキを選択します。使用できるの

は、「ビデオミキサー」、「オーディオミキサー」、「設定」の 3 つのデ

ッキです。 

3 GoLive をタップすると、ストリーミングを開始します。 をタップする

と、ストリーミングを一時停止します。左側のタイマーには、ストリー

ミングの長さが表示されます。 

4 デッキの内容 内容は選択したデッキによって異なります。 

5 iPad リンクの状態 iPad と StreamLIVE™ HD 間のリンク状態を表示します。 

6 ネットワーク 

トラフィックの状態 

ネットワークトラフィックの状態を表示します。 
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サイドメニュー 

 

 サイドメニューは、プロジェクト管理、チュートリアル、アプリ情報、および自己診断機能に使用

できます。サイドメニューにアクセスするには、左上隅にある アイコンをタップしてください。 

 

 

現在のプロジェクト 

 プロジェクトの名前を編集するには、 アイコンをタップしてください。 
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プロジェクトの作成 

1. 「Create New Project」（新規プロジェクトの作成）をタップしてください。 

 

2. プロジェクトの名前を入力してください。 

3. （オプション）テンプレートを選択してください。テンプレートは、新規プロジェクトをどうやって

作成したらよいのかわからない場合に使えるよう、あらかじめ設定が定義されているプロジェ

クトです。 

4. 「Create」（作成）をタップしてください。 
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新規プロジェクトとしてコピー 

 この機能を使用すると、既存プロジェクトで設定に満足しているものがあれば、その設定をコピ

ーして新規プロジェクトの作成を行うことができます。 

 

1. 「Create New Project」（新規プロジェクトの作成）をタップしてください。 

 

2. プロジェクトの名前を入力してください。 

3. 「Create」（作成）をタップしてください。 
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プロジェクトを開く 

 使用可能なプロジェクトの一覧を表示するには、「Open Project」（プロジェクトを開く）をタップ

してください。次に例を示します。 

  

 

 使用するプロジェクトをタップして選択してください。 
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OnAir について 

 アプリの情報については、「About」（OnAir について）をタップしてください。以下に例を示しま

す。 
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すべてのプロジェクト 

 利用可能なプロジェクトの詳細については、「All Projects」（すべてのプロジェクト）をタップして

ください。次に例を示します。 

 

 

 ここでは、プロジェクトを開いたり削除したりすることができます。 

 

 プロジェクトを開くには、プロジェクトを選択してから、「Open」（開く）をタップしてください。次に

例を示します。 

 

 

 プロジェクトを削除するには、そのプロジェクトに対応するゴミ箱アイコンをタップしてください。

次に例を示します。 
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チュートリアル 

 チュートリアルを再度実行するには、「Tutorial」（チュートリアル）をタップしてください。 

 

自己診断 

 レポートの自己診断を行うには、「Self-diagnostic」（自己診断）をタップしてください。次に例を

示します。 

 

 

 アイコンをタップすると、レポートを共有できます。 
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第 4 章 

ATEN OnAir アプリとビデオミキサー 
 

ビデオミキサー 

 

 ビデオミキサー画面では、PRV と PGM のビデオのプレビュー、MIC と PGM のボリュームの調

節、シーンの選択と編集、およびトランジション制御を行うことができます。 

 

 ページの各部名称を以下に示します。 

 

 

No. 名称 説明 

1 PRV プレビュー プレビューシーンです。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

2 PGM プレビュー システムのプログラムシーン、またはオンエアビデオ出力です。右

下隅の アイコンをタップすると、フルスクリーンモードでビデオ

ソースを表示できます。以下に例を示します。 

 

右下の アイコンをタップすると、前のページに戻ります。 

3 ボリューム調節 音量スライダーをタップしてドラッグすると、MIC または PGM の音

量を調節します。 

4 シーンセレクター ここには 8 つのシーンが表示されます。 

外枠がグリーンのシーンは PRV プレビューです。 

例： 

 

外枠がレッドのシーンは PGM プレビューです。 

例： 

 

シーンをタップすると、そのシーンを PRV プレビューのセクション

に配置します。シーンを PRV プレビューから PGM プレビューに配

置するには、トランジション制御（後述）を使用します。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

5 シーンエディター このアイコンをタップすると、個々のシーンを設定できます。各シ

ーンの編集方法については、p.35「シーンエディター」を参照して

ください。 

6 トランジション制御 現在のストリーミング（PGM）シーンとプレビュー（PRV）ストリーミン

グの切替を制御します。 

 

切替を行うには 

1. トランジションバーを一番上または一番下までスライドしてく

ださい。 

または 

2. 「Cut」（カット）ボタン（ ）をタップしてください。 

3. 「Auto」（自動）ボタン（ ）をタップしてください。 

 

トランジションバーの使用 

トランジションバーを使用する場合、シーンのトランジション速度

は、バーをスライドする速度によって変化します。ゆっくりスライドさ

せたり、すばやくスライドさせたり、途中まで押さえたままにすること

で、様々なエフェクトを作成できます。 

カットボタンの使用 

トランジションは、「Cut」（カット）ボタンをタップするとすぐに実行さ

れます。 

自動ボタンの使用 

「Auto」（自動）ボタンをタップすると、指定した時間（0.3～3.0 秒）

後にトランジションが開始されます。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

6 トランジション制御 

（続き） 

クイックモード 

ア イ コ ン を を タ ッ プ す る と 、 ク イ ッ ク モ ー ド 

を起動します。 

クイックモード中は、PRV プレビューが消えます。また、任意のシ

ーンをタップすることで、PGM プレビューとしてシーンをブロードキ

ャストできます。 

クイックモードには 2 種類あります。「カットクイックモード

（ ）の場合は アイコンを、「自動クイックモード」

（ ）の場合は アイコンを、それぞれタップしてくだ

さい。 

カットクイックモードでシーンをタップすると、そのシーンが PGM プ

レビューとして、すぐにブロードキャストされます。 

「自動クイックモード」でシーンをタップすると、指定した時間（0.3

～3.0 秒）が経過した後でシーンがブロードキャストされます。 

または アイコンをタップするか、 ア

イコンをもう一度タップすると、クイックモードを終了します。 
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シーンエディター 

 

 シーンセレクターのエリアでシーンの下にある アイコンをタップすると、シーンの表示の編

集を開始できます。 

 

 以下に例を示します。 

 

No. 名称 説明 

1 シーン表示 このエリアは、このシーンがどのように表示されるかをユーザーが確認で

きる部分です。この部分ではコンポーネントの設定を行うことができま

す。 

2 サイズ変更/ 

トリミングツール 

タップすると、選択した項目のサイズ変更/トリミングを行います。 

この機能の使用方法については、p.38「サイズ変更/トリミングツール」を

参照してください。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

3 オーバーレイ このエリアのオーバーレイを編集します。ここでは、オーバーレイの削

除、編集、表示/非表示を切り替えることができます。 

1. オーバーレイの表示/非表示：タップすると表示/非表示を切り替

えます。 

2. 編集：タップすると編集を行います。 

3. 削除：タップすると削除を行います。 

オーバーレイを並べ替えて、上に表示するオーバーレイを決定するこ

ともできます。 

4 メディア ソース（複数可）を選択し、シーンのソースをどのようにレイアウトするか

を決定します。 

1. フルスクリーンモード 

2. 1080p ビデオ入力ポート（HDMI A または B）のソースを選択 

3. デュアルビューモード（ピクチャ・イン・ピクチャまたはピクチャ・バ

イ・ピクチャ） 

4. 無地の背景 

5 テキスト 

オーバーレイの 

追加 

このアイコンをタップすると、テキストオーバーレイが追加されます。詳

細については、p.40「テキストオーバーレイの追加/編集」を参照してく

ださい。 

オーバーレイの位置とサイズを編集するには、オーバーレイのエリアで

オーバーレイを選択し、シーン表示エリアで設定を行います。 

追加したオーバーレイは、オーバーレイのエリアに表示されます。 

シーンごとに最大 30 のテキストオーバーレイ（レイヤー）がサポートされ

ています。 

6 画像 

オーバーレイの 

追加 

このアイコンをタップすると、画像オーバーレイが追加されます。 

アイコンをタップすると、画像オーバーレイを追加できます。このと

き、iPad が写真画面に反転するので、ユーザーはイメージを選択する

ことができます。画像を選択したら「OK」をタップしてください。 

移動するには、オーバーレイをタップしたままにしてドラッグします。 

サイズを変更するには、p.38「サイズ変更/トリミングツール」を参照して

ください。 

追加したオーバーレイはオーバーレイのエリアに表示されます。 

シーンごとに最大 5 つのイメージオーバーレイ（レイヤー）がサポートさ

れています。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

7 ビデオソースの 

切替 

（デュアルビュー） 

デュアルビュー中にこのボタンをタップすると、ビデオソースの位置が

1 と 2 の間で切り替わります。 

8 シーン情報 シーン名と背景が表示されます。編集する項目をタップしてください。 

9 デュアルビューの

レイアウト 

タップすると、希望するデュアルビュー（ピクチャ・イン・ピクチャまたは

ピクチャ・バイ・ピクチャ）のレイアウトを選択します。デュアルビューの

サイズを変更することもできます。 

10 Apply 

（適用） 

このボタンをタップすると、このシーンに設定が適用されます。 

11 Cancel 

（キャンセル） 

この画面で行ったすべての設定をキャンセルするには、このボタンを

タップしてください。 
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サイズ変更/トリミングツール 

 このセクションでは、シーン表示エリアにおけるコンポーネントのサイズを変更したりトリミングし

たりする方法について説明します。 

 

サイズ変更 

 コンポーネントのサイズを変更するには、コンポーネント（オーバーレイまたはメディア）をタップ

してください。そうすると、サイズ変更ツールがシーン表示エリアに表示されます。以下に例を示

します。 

 

 

 

 コンポーネントのサイズ変更を行うには、タップしたままサイズ変更ツールをドラッグしてくださ

い。 

 

タップ＆ドラッグで、コンポーネントのサイズを変更 

タップでオーバーレイを選択 

タップ＆ドラッグで、コンポーネントのサイズを変更 

 

タップでメディアを選択 
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トリミング（メディアのみ） 

 メディアのサイズを変更するには、メディアをタップしてください。次に例を示します。 

 

 

 タップすると、サイズ変更/トリミングツールが起動します。 

 

 切り抜きを行うには、指を内側または外側にピンチしてください。そうすると、表示エリア（トリミン

グされたエリア）を示す小さなボックスが、シーン表示エリアの左側に表示されます。 

 

 

 操作が終わったら、右上隅の「DONE」（完了）をタップしてください。 

  

タップして設定を開始 

タップしてメディアを選択 

表示エリア 

（トリミングされたエリア） 

指を内側または外側にピンチして表示エリアを調整（トリミング） 
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テキストオーバーレイの追加/編集 

 アイコンをタップすると、テキストオーバーレイをシーンに追加できます。ポップアップ設定

画面とその説明を以下に示します。 

 

 

 

 完了したら、「OK」をタップして設定を保存してください。そうすると、前の画面に戻ります。 

 

オーバーレイの位置とサイズを編集するには、オーバーレイのエリアでオーバーレイを選択し、

シーン表示のエリアで設定を行ってください。 

  

タップで閉じる 

エリアのタップで 

テキストを追加/編集 

 

タップで設定を確認 

タップでテキストを消去 

タップでテキストのサイズを変更 

タップでテキストを太字変更/太字解除 

タップでテキストの色を変更 

タップで背景を表示/非表示 

タップで背景をラウンドエッジ/シャープエッジに切替 

タップで背景の色を変更 

タップで外枠を表示/非表示（テキストオーバーレイをアウトライン化） 

タップで外枠のサイズを変更 

タップで外枠の色を変更 
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オーバーレイの並べ替え 

 オーバーレイを並べ替えるには、並び替えの対象となるオーバーレイをタップしたままにしてく

ださい。オーバーレイはドラッグできます。オーバーレイのエリア内で配置したい場所へとドラッ

グしてください。次に例を示します。 
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第 5 章 

ATEN OnAir アプリと 

オーディオミキサー 
 

オーディオミキサー 

 

 オーディオミキサーのデッキ画面における各部名称は以下のとおりです。 

 

No. 名称 説明 

1 オーディオレベル 

調節 

音量スライダーをスライドさせると、各オーディオソースの音量を調節

します。 

：オーディオが OFF（ミュート）になっています。 

： オーディオが ON（ミュート解除）になっています。ソース

の音声の ON/OFF を切り替えるには、「ON」をタップしてください。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

2 HDMI1 および 2 

オーディオ調節 Audio-Follows-Video ON：ソースのビデオをブロードキ

ャストすると、ソースのオーディオも再生されます。 

：ON：オーディオが ON（ミュート解除）になります。 

：OFF：オーディオを OFF（ミュート）にします。 

3 MIC ゲイン調整 ここでは MIC ゲインの設定を調節できます。 

 

項目をタップすると、オプションを調節します。 

4 左右バランス調節 タップしたままにすると、音源のどの側面を強調するかをドラッグ&

制御します。 

5 マスター/PGM レベ

ル調節 

音量スライダーをスライドさせて、マスター/PGM の音量を調節しま

す。 

6 マスター/PGM 

コンプレッサー 

マスター/PGM コンプレッサーはここで調節できます。 

   

しきい値を調節するには、ここをタップし、コンプレッサー機能を有

効/無効にして、ダイヤルをドラッグしてください。 

7 イヤホンレベル調節 イヤホンの音量レベルを調節します。 
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第 6 章 

ATEN OnAir アプリと設定 
設定 

 

 設定デッキ画面における各部名称は以下のとおりです。 

 

 設定が完了すると、「Apply」（適用）ボタンが点灯します。そうしたら、このボタンをクリックして設

定を適用してください。 
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No. 名称 説明 

1 ストリーミング接続の

設定 

ここではライブストリーミングおよび外部録画情報を設定します。 

サーバー1＆2： 

ストリーミングを無効にします。 

ストリーミングを有効にします。 

サーバー1 と 2 の両方を有効にすると、2 つのプラットフォーム※に

対して同時にストリーミングできます。 

 

ストリーミングのキーフィールドには、瞳をデザインしたアイコンが

表示されます。タップすると、 アイコンと アイコンを切り替

えます。 

：不可視のストリームキーを表します。 

：可視ストリームキーを表します。 

可視ストリームキーの例を示します。 

 

コピーしたストリームキーをフィールドに貼り付ける場合は、そのキ

ーが可視状態 であることを確認してください。 

 

URL およびストリームキー：ライブストリーミングを作成するプラット

フォームから URL およびストリームキーを取得し、対応するフィー

ルドに入力します。 

「ライブストリーミング URL とストリームキー（Facebook）」における

URL およびストリームキーの例については後述します。 

 

なお、ライブストリーミング/ビデオ録画ソフトウェア/プラットフォー

ムの詳細設定は、このユーザーマニュアルの範囲外ですので、そ

ちらについてはソフトウェア/プラットフォームの取扱説明書/マニ

ュアルを参照してください。 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

1 ストリーミング接続の

設定 

（続き） 

ライブストリーミングビデオの録画 

ビデオライブストリーミングをビデオ出力※として録画する場合は、

外部ストレージ( )を有効にしてください。ライブストリーミングの

ビデオ録画の詳細設定については、p.49「ライブストリーミングビ

デオ（外部ストレージ）の録画」を参照してください。 

 

注意：ストリーミング出力は2系統まで許可されます。a) 2系統のス

トリーミング、b) 1 系統のストリーミングと 1 系統の録画、c) 1 系統の

ストリーミング、または d) 1 系統の録画 

2 ネットワーク設定 希望するネットワーク設定方法を選択します。 

DHCP：ネットワークによって IP アドレス、およびこれに対応するフ

ィールドが自動的に割り当てられます。 

手動：DHCPが使用できない環境では、IT管理者から設定を取得

し、手入力で各フィールドを設定する必要があります。 

3 ストリーミング 

出力設定 

トランジション期間：これは、（アプリまたはユニット上における）自

動ボタンに対するシーン遷移遅延です。値は 0.3～3 秒の間で選

択してください（自動ボタンの動作については、p.33「トランジショ

ン制御」を参照）。 

ストリーミング解像度：次のいずれかからストリーミング解像度を選

択してください。 

 

ストリーミング品質：次のいずれかから品質を選択してください。 

 

(表は次のページに続きます) 
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No. 名称 説明 

3 ストリーミング 

出力設定 

（続き） 

手動を選択すると、品質スライダーが点灯します。そうしたら、スラ

イダーをタップしてドラッグすることで、お好みのストリーミング品質

に調整してください。 

 

4 その他 ピクチャ一時停止：これは、ストリーミングの一時停止中における

表示画面です。ここでは、黒を選択したり、ロゴを一時停止したり、

独自のカスタムロゴをアップロードしたりすることができます。 

オーディオ遅延：（ネットワークまたはその他の理由によって）オー

ディオ遅延が発生している場合、このスライダーをミリ秒単位で調

節することで、オーディオをビデオと同期させることができます。 

ビデオシステム：クリックして、希望するビデオシステムを選択して

ください。 

5 デフォルトにリセット デバイスを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、ここ

をタップしてください。 
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ライブストリーミング URL とストリームキーの例（Facebook） 

 

  

ライブストリーミング URL とストリームキーの例（Youtube） 
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ライブストリーミングビデオの記録（外部ストレージ） 

 まず、ライブストリーミングのビデオ録画を開始する前に、StreamLIVE™ HD に接続されたストレ

ージデバイスを起動する準備ができていることを確認してください。 

 

ライブストリーミングを録画するには、USB 3.0 以上のデバイスが必要です。また、外付けハード

ディスクドライブ（32GB 以上のストレージ）を使用することを推奨します。 

 

 OnAir アプリは、ストレージデバイスへの初回接続時に、フォーマットと USB 仕様を確認します。

フォーマットが望ましくない場合、OnAir アプリはフォーマットするかどうかを確認します。フォー

マットする前に、ストレージデバイス内のファイルがバックアップされていることを確認してくださ

い。 

 

 フォーマットが望ましいものである場合は、ライブストリーミングの録画を開始することができま

す。 

 

外部ストレージの設定 

アイコンをクリックするとダイアログボックスが表示され、ストレージデバイスの記録設定を

定義したり、デバイスを手動でフォーマットしたりすることができます。 

 

 以下はポップアップダイアログボックスの例です。 

 

 「File Name」（ファイル名）の項目をタップして、録画ファイル名を設定してください。 

 

 録音を次の録音に分割するまでの時間を選択するには、「Split By Time」（時間で分割）ドロッ

プダウンメニューをタップしてください。そうすると、次のようなドロップダウンメニューが表示され

ます。 
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 フォーマット処理を手動で実行するには、「Format」（フォーマット）をタップしてください。 

 

 

ライブストリーミングで録画されるビデオの情報 

ビデオフォーマット：1080p30 

動画圧縮：H.264 

オーディオ圧縮：AAC 

動画形式：MP4 

非圧縮録画はサポート対象外 

記録メディア：USB 3.0 ハードドライブまたは USB 3.0 フラッシュドライブ 

SD カードはサポート対象外 
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第 7 章 

ライブストリーミングのクイック設定 
設定 

 

 ライブストリーミングを開始する前に、UC9020 でライブストリーミングプラットフォームを設定する

必要があります。 

 

これらの設定は、サーバーURL とストリームキーを取得できるのであれば、任意のインターフェ

ース（PC、ノートパソコン、タブレットなど）で行うことができます。 

 

 このセクションでは、サーバーURL とストリームキーを取得し、OnAir アプリに入力して、OnAir

アプリを UC9020 と同期し、iPad を使用してストリーミングを開始する方法について説明します。 

 

 以下の手順に従って操作を行ってください。 

 

注意： 以下のセットアップ手順では、ストリーミングプラットフォームの例として Facebook を用い

ます。 

 

1. iPad で「Safari」（インターネットブラウザ）を開いたら、「Facebook」画面に移動してください。 

注意： お使いの iPad がインターネットに対応しており、デスクトップモードを使用しているこ

とを確認してください。iPad が常に Facebook アプリ（または YouTube、twitch など）

にアクセスしている場合は、まずシステムから削除して、後で再インストールしてくだ

さい。 

 

2. お使いのアカウントにログインしてください。 

 

3. ダッシュボードで、「今なにしてる？」の項目をタップしてください。 
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4. 「ライブ配信」をタップして選択してください。 

 

 

5. 画面上部にある「接続」ボタンをタップしてください。そうすると、次のような画面が表示されま

す。 

 

 

6. ここには、サーバーURL とストリームキーが表示されます。それらをコピーしたら、OnAir アプ

リにおける設定デッキのストリーミング設定セクションで、対応するフィールドに入力してくださ

い。 

注意： 1. キーを貼り付けることができるように、「ストリームキー」の項目に瞳のアイコンが

表示されていることを確認してください。 

2. このストリームキーを保持するには、「永続ストリームキーを使用する」のチェック

ボックスを ON にすることを強く推奨します。 

 

  



53 

 

7. iPad を UC9020 に接続してください。そうすると、OnAir アプリが同期オプションを確認します

ので、「開始」をタップしてください。 

 

 

8. OnAir アプリで他の設定を行ったら、本体または OnAir アプリの「GO LIVE」ボタンを押してく

ださい。 

 

 

9. 製品本体から iPad を取り外して、Facebook の接続画面に移動してください。ストリーミングを

受信すると、（ページの右下にある）「Go Live」ボタンが点灯します。 
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10. ストリーミングのブロードキャストを開始するには、「Go Live」をタップしてください。ストリーミ

ングのブロードキャストを開始する前に、ここで情報（本マニュアルの範囲外）を編集するこ

ともできます。 

 

11. OnAir アプリを使用してストリーミングを制御できるよう、iPad を製品本体に接続してくださ

い。 

注意： 他のストリーミングプラットフォームでこのユニットを使用してストリーミングするには、

同じ情報（サーバーURL およびストリームキー）が必要になります。詳細について

は、各々の Web サイトを参照してください。 

 

ライブのストリーミングや記録の最中にできること 

 ライブストリーミングまたはストリーミングの録画中には、次のことができます。 

◆ トランジション機能（T バー、自動ボタン、またはカットボタン）を使用して、PRV プレビュー画

像を PRG プレビューに切り替える。 

 

◆ 一時停止ボタンを押して、ストリーミングを一時停止する。 

 

◆ GO LIVE ボタンを再び押して、ストリーミングを停止する。 

◆ シーンエディターを使ったビデオシーンの編集、オーディオミキサーデッキのオーディオ設

定の調節、設定デッキのオーディオ遅延の調節を行う。変更を適用するには「Apply」（適用）

をタップしてください。 
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クイックモード 

 あるシーンから別のシーンにすぐに切り替えたい場合は、クイックモードを使用します。 

 

 クイックモードに入るには、「カット」または「自動」ボタンを 3 秒間押し続けてください。または、

OnAir アプリの「クイックモード」ボタンをタップしてください（ビデオまたはオーディオデッキ）。 

 

 クイックモード中は、グリーンに点灯している PRV プレビューボタンが薄暗くなり、カットまたは

自動ボタンが点滅します（クイックモードによって異なります）。 

 

 シーンを PGM プレビューとしてブロードキャストするには、シーンボタンのいずれかを押してく

ださい。 

 

クイックモードには 2 種類あります。「カットクイックモード」の場合は「カット」ボタンを、「自動ク

イックモード」の場合は「自動」ボタンを、それぞれタップしてください。 

 

 カットクイックモードでは、「カット」ボタンが点滅し、シーンボタンを押すと、そのシーンが瞬時

にブロードキャストされます。 

 

 自動クイックモードでは、「自動」ボタンが点滅し、設定した時間（0.3～3.0 秒）後にシーンボタ

ンを押すと、そのシーンがブロードキャストされます。 

 

 クイックモードを終了するには、点滅しているボタンを長押ししてください。 
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第 8 章 

ファームウェアのアップグレード 
 

ダウンロード要件 

 

◆ インターネットに接続されたコンピューター1 台 

◆ 空の外部ストレージデバイス、または少なくとも 1.1GB の空き領域がある USB フラッシュドライ

ブ 

 

ファームウェアの準備 

 

1. 外部ストレージデバイスで、「uc9020_img」という名前のフォルダーを作成してください。 

2. ソフトウェアを完全にダウンロードして、解凍してください。 

3. 「uc9020_img」フォルダーにファイル（「uc9020_Vx.x.xxx.bin」という形式の名称）を保存してく

ださい。 

4. ユニットのリア側にある USB ポートに外部ストレージデバイスを接続してください。 

5. p.57「ユニットのアップグレード」を参照して、ファームウェアのアップグレードを開始してくださ

い。 

注意： ◆ USB ストレージデバイスのルートメニューに「uc9020_img」という名前のフォルダー

を作成してください。 

◆ ファームウェアアップグレードファイル（*.bin）は、「uc9020_img」フォルダーに置い

てください。 

◆ ファームウェアアップグレードファイルは次のようになります。 

uc9020_Vx.y.yyy 

ここで示されるxとyは、バージョンを表します。また、これらが取る値は次のとおり

です。 

x = 1～9 

y = 0～9 

◆ ユニットは、最新のファームウェアを使用してアップグレードされます。例えば、フ

ォルダーに「uc9020_V1.0.080」ファイルと「uc9020_V1.1.102」ファイルがある場

合、ユニットは「uc9020_V1.1.102」ファイルを使用してアップグレードします。 
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ユニットのアップグレード 

 

 ユニットのアップグレードは、次の手順に従って行ってください。 

 

注意： 用意した USB ストレージデバイスがユニットのリア側にある USB ポート（USB 3.2 Gen 1 

Type-A ポート）に接続されていることを確認してください。 

 

1. 「カット」、「一時停止」（ ）、「ミュート」の 3 つのボタンを同時に押して、ファームウェアのア

ップグレードを開始してください。 

 

2. ユニットがアップグレード評価を開始します。アップグレード評価中は、すべてのボリューム

メーターの LED が 0.5 秒間隔で点滅します。表示の動作を図で表したものは次のとおりで

す。 

 

 

3. 評価が成功すると、ユニットのアップグレードが開始されます。 

ボリュームメーターの LED は、0.5 秒おきにマイナス側から点灯を開始します。すべての

LED が点灯状態になると、すべてが 0.5 秒間消灯し、再度点灯を開始します。表示の動作

を図で表したものは次のとおりです。 

 

注意： アップグレードの評価に失敗すると、GO LIVE ボタンと音量メーターLED の最後の

LED が 0.3 秒おきに点滅します。詳細については、p.58「アップグレード評価に失

敗した場合」を参照してください。 

 

4. ファームウェアのアップグレードが成功すると、音量メーターLED の最初の LED が 0.3 秒おき

に点滅します。しばらくすると、ユニットが再起動し、プロセスが完了します。 

 

注意： ファームウェアのアップグレードに失敗すると、音量メーターLED の最後の LED が

0.3 秒おきに点滅します。詳細については、p.58「アップグレードに失敗した場合」

を参照してください。 
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アップグレード評価に失敗した場合 

 （USB ストレージデバイスが接続されていない、または USB ドライブにファームウェアアップグレ

ードファイルがないなどの理由で）アップグレード評価に失敗した場合、GO LIVE ボタンと音量メ

ーターLED の最後の LED が 0.3 秒おきに点滅します。 

 

 

 このような場合には、GO LIVE ボタンを押して、ユニットを通常の動作に戻し、手順 1 からやり

直してください。 

 

アップグレードに失敗した場合 

 （USB ストレージデバイスや電源の切断などの理由で）ファームウェアのアップグレード中に失

敗した場合、音量メーターLED の最後の LED が 0.3 秒おきに点滅します。 

 

 しばらくするとユニットが再起動し、ファームウェアのアップグレードを再試行します。 

 

 再度失敗すると、再起動して再試行します。 

 

 この場合、アップグレードファイルが破損している可能性がありますので、次の方法で対処する

ことを推奨します。 

 

1. UC9020 から電源および USB ストレージデバイスを取り外してください。 

2. ファームウェアファイルを再取得し、USB 準備のプロセス（ダウンロード要件）を再確認してく

ださい。 

3. USB ストレージデバイスを再接続してください。 

4. 電源プラグを再接続してください。ユニットは、起動後にアップグレードプロセスを開始します。

それでもユニットのファームウェアをアップグレードできない場合は、弊社販売店までお問い

合わせください。 
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付録 
 

製品仕様 

 

機能 UC9020 

ビデオ入力 

インターフェース 4K HDMI Type-A メス×1 

（最大 4K@60、HDCP 非対応） 

HDMI Type-A メス×2 

（最大 1080p@60、スイッチャー、HDCP 非対応） 

ビデオ出力 

インターフェース 4K ループスルー付き HDMI Type-A メス×1 

（最大 4K@60、HDCP 非対応） 

PGM HDMI Type-A メス×1 

（最大 1080p@60、HDCP 非対応） 

ビデオサンプリング 4:2:2 8-bit 

色空間 4:2:2 YUV 

(表は次のページに続きます) 
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機能 UC9020 

ビデオ解像度 【入力解像度】 

HDMI1 

VGA: 640×480、480p: 720×480、SVGA: 800×

600、XGA: 1024×768、 

720p: 1280 × 720 、  SXGA: 1280 × 1024 、

WXGA+:1440×900、 

UXGA: 1600×1200 (RB)、WUXGA+:1680×1050、 

1080p: 1920×1080、4K UHD: 3840×2160、4K 

DCI : 4096×2160 

 

HDMI2 A/B* 

VGA: 640×480、480p: 720×480、SVGA: 800×

600、XGA: 1024×768、720p: 1280×720、SXGA: 

1280×1024、1360×768、WXGA+: 1440×900、

UXGA: 1600×1200(RB)、1080p: 1920×1080 

 

*選択されたポートでのみビデオを表示。他のポート

では静止画またはグラフィックを表示。 

(表は次のページに続きます) 
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機能 UC9020 

ビデオ解像度 

（続き） 

【出力解像度】 

SRC/PGM HDMI 

480p: 720×480、576p: 720×576、720p: 1280×

720、1080p: 1920×1080 

 

HDMI ループスルー 

VGA: 640×480、480p: 720×480、SVGA: 800×

600、XGA: 1024×768、 

720p: 1280 × 720 、  SXGA: 1280 × 1024 、

WXGA+:1440×900、 

UXGA: 1600×1200 (RB)、WUXGA+:1680×1050、 

1080p: 1920×1080、4K UHD: 3840×2160、4K 

DCI : 4096×2160 

 

HDCP 対応：N/A 

フレームレート：60fps 

(表は次のページに続きます) 
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機能 UC9020 

オーディオ入力 

インターフェース HDMI キャプチャー入力（ステレオ） 

マイク入力×1、6.5mm ジャック（デュアルモノラル）  

ライン入力×1、RCAジャック、信号レベル: -10 dBV 

オーディオ出力 

インターフェース HDMI 出力（ステレオ） 

ライン出力×1、3.5mm ジャック（ステレオ） 

ネットワークプロトコル ストリーミングサーバー/CDN（RTMP/RTMPS）に対

するマルチポイントパブリッシュ 

 

ビデオエンコーディング 

フォーマット: H.264 

ビットレート: 512Kbps～10Mbps 

色フォーマット: YUV420 

解像度: 1080p30Hz、720p30Hz、480p30Hz 

 

オーディオエンコーディング 

フォーマット: AAC 

サンプリングレート: 48kHz 

ビットレート: 128kbps 

接続 USB 3.1 Gen1 Type-A メス×1 (Blue) 

USB2.0 Type-A メス×1(White) 

GbE LAN ポート×1 

動作環境 

動作温度 0～40℃ 

保管温度 -20～60℃ 

湿度 0～80％ RH、結露なきこと 

対応 OS iOS 11 を搭載した iPad Pro（第 3 世代） 

iOS 11 を搭載した iPad（第 6 世代） 

電源 

最大入力電力定格 IEC C14、AC100～240V（250V ヒューズ付き） 

(表は次のページに続きます)  
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機能 UC9020 

ケース 

ケース材料 メタル 

重量 1.9 kg 

サイズ（W×D×H） 288.5×190×96.5 mm 

同梱品 USB-A→USB-C ケーブル×1 

USB-A→USB-A ケーブル×1 

AC 電源ケーブル×1 

クイックスタートガイド×1 
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ライブストリーミングに関する情報 

 

Youtube でライブストリーミングを作成するには 

 エンコーダーストリーミングについては、Youtube から詳しく学ぶことができます。 

https://support.google.com/youtube/answer/9227510?hl=en&ref_topic=9257984 

 

 また、ライブストリーミングエンコーダーの設定については、次を参照してください。 

https://support.google.com/youtube/answer/2907883 

 

CDN サービスとは 

 CDN（コンテンツ配信ネットワーク）とは、地理的に分散したプロキシサーバーとこれらのデータ

センターのネットワークのことを言います。その目的は、サービスをエンドユーザーに対して空間

的に分散することによって、高可用性と高性能を提供することです。CDN は、現在のインターネ

ットコンテンツの大部分を占めており、Web オブジェクト（テキスト、グラフィック、スクリプト）、ダウ

ンロード可能なオブジェクト（メディアファイル、ソフトウェア、ドキュメント）、アプリケーション（e コ

マース、ポータル）、ライブストリーミングメディア、オンデマンドストリーミングメディア、ソーシャル

メディアサイトなどが含まれています。 

 

RTMP/RTMPS および RTSP プロトコル 

 UC9020 は RTMP/RTMPS プロトコルをサポートしますが、RTSP はサポートしません。 

 

 RTMP（Real-Time Messaging Protocol）は、当初、ライブストリーミングクライアントとサーバーの

間において、インターネット経由でオーディオ、ビデオ、およびデータをストリーミングするために

使用される独自のプロトコルでした。RTMP プロトコルには複数のバリエーションがあります。 

 

 RTSP（Real Time Streaming Protocol）は、ストリーミングメディアサーバーを制御するエンター

テイメントおよび通信システムで使用するために設計されたネットワーク制御プロトコルです。こ

のプロトコルは、エンドポイント間のメディアセッションを確立および制御するために使用されま

す。 
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その他の方法でイメージオーバーレイを作成するには 

 iPadをケーブルで本製品に直接接続すると、iPadに対してダイレクトに画像をアップロードする

ことができます。 

 

 また、Apple AirDrop およびその連係（Handoff を有効）機能を使用して、必要なすべてのデー

タを Apple 関連製品からアップロードし、利便性を向上させることを強く推奨します。 
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