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本機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」と「使用上のご注意」（『安全上のご注意』チラシと取扱説明書（P.11、 
P.12））をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

本機のシステム・プログラムを最新の状態にしてお使いください。システム・プログラムのバージョンアップ情報は、ローランドのホームペー
ジ（https://proav.roland.com/jp/）をご覧ください。
システム・プログラムのバージョンは、［MENU］ボタン ⇒「SYSTEM」⇒「VERSION」で確認できます。

PDF マニュアル（Web からダウンロード）

さらに詳しい操作説明やメニュー一覧などは、『リファレンス・
マニュアル』（PDF）に記載されています。

ダウンロード方法

1.	ローランドのホームページにアクセスする。
https://proav.roland.com/jp/

2.	製品ページに移動 ⇒ 「Support」をクリック  
⇒ 該当する PDF ファイルをダウンロードする。

同梱物の確認をする
同梱物がすべてそろっているか確認してください。同梱物に
不足があった場合は、お買い上げ店までご連絡ください。

** V-1HD+ 本体
** ACアダプター
** 電源コード

**スタートアップ・ガイド
**「安全上のご注意」チラシ
** 保証書
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各部の名称とはたらき

メニュー

［MENU］ボタン
オン（点灯）にすると、OUTPUT*2 端子に接続したディス
プレイに、メニューを表示します。
下の階層に移動しているときは、1つ上の階層に戻します。
最上層のメニューを開いているときは、メニューを閉じます。

［VALUE］つまみ
メニュー項目を選んだり、設定値を変更したりします。
押すと、選んだメニュー項目や変更した設定値を決定します。

トップ・パネル
［OUTPUT FADE］つまみ

最終出力映像と音声をフェード・イン／アウトします。
つまみを反時計方向に回すと黒画面、時計方向に回すと
白画面でフェードします。
［OUTPUT*FADE］つまみの左右にあるインジケーター
がフェード状態を示します。
赤点滅 フェード・イン／アウト中
赤点灯 フェード・アウト完了
消灯 通常の出力

AUDIO MIXER

［GAIN 1］［GAIN 2］つまみ
AUDIO*IN*1 ／ AUDIO*IN*2 の入力ゲイン（感度）を
調節します。

+48V インジケーター（AUDIO IN 1、2）
ファンタム電源がオンのときに点灯します。

［SETUP］ボタン
AUDIO*INPUTメニューを表示します。
長押しすると、ステレオ・リンク機能をオン／オフします。
オン（点灯）にすると、AUDIO*IN*1と2がリンクして、
ステレオ・チャンネルとして動作します。

［AUDIO IN 1］［AUDIO IN 2］［LINE IN］つまみ
AUDIO*IN*1 ／ AUDIO*IN*2 ／ LINE*IN の音量を調
節します。

SIG/PEAK インジケーター（AUDIO IN 1、2 ／ LINE IN）
音声の入力を感知すると、緑点灯します。過大入力にな
ると、赤点灯します。

SIG/PEAK インジケーター（MAIN）
全体の音量レベルを表示します。
赤点灯 音量が過大
黄点灯 適正な音量
緑点灯 音量が過小

［MAIN］つまみ
全体の音量を調節します。

［LIMITER］ボタン
リミッター（音割れ防止）をオン／オフします。オンのと
きは、ボタンが緑点灯します。

USER

［DSK PVW］ボタン
オン（点灯）にすると、DSK合成の結果をプレビュー
出力します。

［DSK ON］ボタン
DSK合成をオン／オフします。

※*上記は、工場出荷時の設定です。各ボタンに、別の機
能を割り当てることもできます。機能が割り当てられて
いるときは、USERインジケーターが点灯します。
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各部の名称とはたらき

A/PGM クロスポイント［1］～［4］ボタン

A/PGMバスに入力する映像を選びます。選ばれた
ボタンは、点灯します。

トップ・パネル

ビデオ・フェーダー（P.8、9）

A/PGMバスとB/PSTバスの映像を
手動で切り替えて、最終出力します。

トランジション・インジケーター
最終出力されているバス側のインジ
ケーターが点灯します。

［SPLIT］［PinP］ボタン

スプリットまたはPinP（ピクチャーインピクチャー）
を適用した映像合成をオン／オフします。
オンのときは、［SPLIT］または［PinP］ボタンが
点灯します。

B/PST クロスポイント［1］～［4］ボタン

B/PSTバスに入力する映像を選びます。選ばれたボ
タンは、点灯します。

［CONTROL 1］［CONTROL 2］つまみ

スプリットやPinP 合成の設定を調整します。
押しながら回すと、［CONTROL*3］［CONTROL*4］つま
みとして機能します。
つまみ スプリット PinP

［CONTROL 1］ A-CENTER POSITION*H
［CONTROL 2］ B-CENTER POSITION*V
［CONTROL 3］ CENTER*POSITION SIZE
［CONTROL 4］ SPLIT*TYPE ZOOM

［CUT］［AUTO］ボタン（P.9）

A/PGMバスとB/PSTバスの映像を自動で
切り替えて、最終出力します。
［CUT］ 瞬時に映像が切り替わります。

［AUTO］ 切り替え効果がかかり、映像が切り
替わります。

HDCP インジケーター

HDCP（著作権保護）の設定とHDCP対応
機器の接続状態に合わせて、点灯／点滅／
消灯します。

［TRANSITION］ボタン（P.9）

映像切り替え効果（ミックス、ワイプ）
を選びます。

［MODE］ボタン、［1/5］～［4/8］ボタン

［MODE］ボタンで、［1/5］～［4/8］ボタンの機能を選びます。
［MODE］ボタンの下にあるインジケーターが点灯して、現在の
機能を示します。
インジケーター 機能
STILL IMAGE 静止画を出力します。
PinP Source PinP 合成時、子画面のソース映像を選びます。
MEMORY 1–4 メモリー（1～ 8）に保存した設定を呼び出します。

長押しすると、現在の設定をメモリーに保存します。MEMORY 5–8
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各部の名称とはたらき

OUTPUT 1、2 端子

映像を出力します。プロジェクターやディスプレイ、録画機
器などを接続します。
※*本機のメニューは、OUTPUT*2 端子に接続したディスプレ
イに表示されます。

※*端子ごとに映像バス（PGM、PVW、MULTI-VIEW）の割
り当てを変更することができます。

USB 端子

外部機器から本機をリモート・コントロールするときに
使います。

DC IN 端子

付属のACアダプターを接続します。
※*ACアダプターのコードは、図のよう
にコード・フックを使って固定してく
ださい。

コード・フック

※*他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってく
ださい。

リア・パネル（機器を接続する）

TALLY 端子

タリー信号を出力します。タリー表示機能
を備えた機器を接続します。

［POWER］スイッチ

電源をオン／オフします。

RS-232 端子

RS-232 対応のパソコンなどを接続し、本機
をリモート・コントロールします。

接地端子

外部アースまたは大地に接地します。必要に
応じて接続してください。

USB MEMORY 端子

USBメモリーを接続します。静止画の読み込みや
設定の保存／読み込みをするときに使います。

AC アダプター
電源コード

コンセントへ
HDMI 入力端子
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各部の名称とはたらき

AUDIO OUT L、R 端子

INPUT 1 ～ 4 端子

※*放熱口（フロント／サイド・パネルなどにあるスリット）をふさがないでください。放熱口をふさいでしまうと本体内部の
温度が上昇し、熱によって故障する恐れがあります。

リア・パネル（機器を接続する）

AUDIO IN 1、2 端子／ LINE IN L、R 端子

音声を入力します。マイクやオーディオ・ミキサー、CD
プレーヤーなどのオーディオ機器を接続します。

ファンタム電源の設定
AUDIO*IN*1、2端子からは、ファンタム電源（+48V）
を供給することができます。ファンタム電源が必要なコ
ンデンサー・マイクを使うときは、ファンタム電源をオン
にしてください。
［SETUP］ボタン*⇒「AUDIO*IN*1」または「AUDIO*
IN*2」⇒「PHANTOM*+48V」を「ON」にします。
オンのときは、+48Vインジケーターが点灯します。
注意
ファンタム電源が不要なときは、必ずファンタム電源をオフに
してください。ダイナミック・マイクやオーディオ再生装置な
どにファンタム電源を供給すると、故障の原因になります。

音声ミックスの結果を出力します。オーディオ・レコーダー
やアンプ、スピーカーなどを接続します。

ピン配置
AUDIO*IN*1、2端子 AUDIO*OUT*L、R端子

1: GND2: HOT
TIP:          HOT
RING:      COLD
SLEEVE: GND 3: COLD

1: GND2: HOT
TIP:          HOT
RING:      COLD
SLEEVE: GND 3: COLD

映像を入力します。ビデオ・カメラ、BDプレーヤー
などのビデオ機器やパソコンを接続します。

オーディオ
出力端子

オーディオ入力端子

RCAピン XLR XLR

TRS 標準

HDMI 出力端子
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各部の名称とはたらき

サイド・パネル（機器を接続する）
MIC/AUX IN 端子

音声を入力します。マイクやオーディオ・ミキサー、
CDプレーヤーなどのオーディオ機器を接続します。
※*プラグイン・パワー方式のマイクに対応しています。

プラグイン・パワーの設定
プラグイン・パワー方式のマイクを使うときは、プラ
グイン・パワーをオンにしてください。
［SETUP］ボタン*⇒「AUDIO*INPUT」⇒「MIC/AUX*
IN」⇒「PLUG-IN*POWER」を「ON」にします。
注意
ダイナミック・マイクやプラグイン・パワー非対応のマイ
クを接続するときは、必ずプラグイン・パワーをオフにし
てください。オンの状態で接続すると、故障の原因になり
ます。

PHONES（ Q ）端子

ヘッドホンを接続します。

［MIC/AUX］つまみ

MIC/AUX*IN の音量を調節します。

［PHONES］つまみ

ヘッドホンの音量を調節します。

オーディオ出力端子

ステレオ・ミニ

ステレオ・ミニ
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基本操作
電源を入れる／切る
正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてくだ
さい。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したり
することがあります。
※*電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音
量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることが
ありますが、故障ではありません。

電源を入れる

1.	すべての機器の電源がオフになっていることを確
認する。

2.	本機の［POWER］スイッチをオンにして、電源
を入れる。

3.	ソース機器 ⇒ 出力機器の順に電源を入れる。

電源を切る

1.	出力機器 ⇒ ソース機器の順に電源を切る。

2.	本機の［POWER］スイッチをオフにする。

メニューを操作する
メニューを表示して、映像／音声に関する設定や本体
の設定をします。
メニューは、OUTPUT*2 端子に接続したディスプレイに表
示されます。

1.	［MENU］ボタンを押して、メニューを表示させる。

メニューは、機能ごとに分けられています。

2.	［VALUE］つまみを回してメニュー項目を選び、
［VALUE］つまみを押して決定する。

3.	必要に応じて、手順 2 を繰り返す。
［MENU］ボタンを押すと、1つ上の階層に戻り
ます。

4.	［VALUE］つまみを回して設定値を変更し、
［VALUE］つまみを押して決定する。

メモ
*5［VALUE］つまみを押しながら回すと、設定値
を大きく変えることができます。
*5［VALUE］つまみを長押しすると、設定中のメ
ニュー項目が初期値に戻ります。

5.	［MENU］ボタンを何回か押して、メニューを閉
じる。

オート・オフ機能について
本機には、以下の状態のまま240分経過すると、自
動的に電源が切れる「オート・オフ機能」が搭載さ
れています。
*5 本機が何も操作されない
*5 音声／映像の入力がない
*5 OUTPUT*1、2端子に機器が接続されていない

工場出荷時、オート・オフ機能は、オフに設定され
ています。オート・オフ機能をオンにするときは、*
［MENU］ボタン*⇒「SYSTEM」*⇒「AUTO*OFF」
を「ON」に設定します。

※*電源が切れると保存していないデータは失われます。
残しておきたいデータはあらかじめ保存しておいてく
ださい。

※*電源を再びオンにするときは、電源を入れ直してくだ
さい。
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基本操作

映像を切り替える
A/PGMバスとB/PSTバスの映像を切り替えて、最終出力します。

操作モードを設定する
映像切り替えには、「A/Bモード」と「PGM/PSTモー
ド」の 2つの操作モードがあります。

A/PGM バスの映像

B/PST バスの映像

A/B モード（工場出荷時の設定）

ビデオ・フェーダー操作すると、ビデオ・フェーダーが
スライドしているバス側の映像が最終出力されます。
もう一方のバスの映像が、プリセット映像（次に出力
される映像）になります。
［CUT］［AUTO］ボタンを操作したときは、A/PGM
バスとB/PSTバスの映像が交互に最終出力されます。

PGM/PST モード（P.9）

常にA/PGMバスの映像が最終出力されます。
B/PSTバスの映像が、プリセット映像（次に出力され
る映像）になります。*
ビデオ・フェーダーや［CUT］［AUTO］ボタンを操作
すると、最終出力映像とプリセット映像が入れ替わり
ます。

1.	［MENU］ボタン ⇒ 「SYSTEM」⇒「PANEL 
OPERATION」を選び、［VALUE］つまみを押す。

2.	［VALUE］つまみを回して、「A/B」または 
「PGM/PST」を選び、［VALUE］つまみを押す。

3.	［MENU］ボタンを何回か押して、メニューを閉
じる。

A/B モードで切り替える

1.	ビデオ・フェーダーを上端または下端にスライドさ
せる。

ビデオ・フェーダーがスライドして
いるバス側の映像が最終出力され
ます。

2.	ビデオ・フェーダーをスライドした方向とは反対側
のクロスポイント［1］～［4］ボタンを押して、
プリセット映像（次に出力される映像）を選ぶ。

赤点灯：最終出力映像
緑点灯：プリセット映像（次に出力される映像）

3.	［TRANSITION］ボタンを押して、切り替え効果
（ミックス、ワイプ）を選ぶ。

4.	ビデオ・フェーダーを手順 1 と反対の方向にスラ
イドさせる。

最終出力されているバス側の*
トランジション・インジケーター
が点灯します。

ビデオ・フェーダーの動きに合わせて、映像が切り
替わります。



9

基本操作

PGM/PST モードで切り替える

1.	ビデオ・フェーダーを上端または下端にスライドさ
せる。

A/PGMバスの映像が最終出力さ
れます。

2.	B/PST クロスポイント［1］～［4］ボタンを押して、
プリセット映像（次に出力される映像）を選ぶ。

B/PST バス
緑点灯：プリセット映像（次に出力される映像）

A/PGM バス
赤点灯：最終出力映像

3.	［TRANSITION］ボタンを押して、切り替え効果
（ミックス、ワイプ）を選ぶ。

4.	ビデオ・フェーダーを手順 1 と反対の方向にスラ
イドさせる。

A/PGMバス側のトランジショ
ン・インジケーターが点灯し
ます。

ビデオ・フェーダーの動きに合わせて、映像が切り
替わります。

［AUTO］［CUT］ボタンで映像を切り替える
ビデオ・フェーダーを使わずに、［AUTO］［CUT］
ボタンを使って映像を切り替えることができます。
※*［AUTO］［CUT］ボタンは、A/BモードとPGM/PST
モードのどちらでも操作できます。

1.	映像を切り替えたいタイミングで、［AUTO］
ボタンまたは［CUT］ボタンを押す。

［AUTO］ボタン
切り替え効果がかかり、自動的に映像が切り替
わります。映像の切り替え中、［AUTO］ボタ
ンが点滅します。

※*映像切り替え時間は、［MENU］ボタン*⇒
「TRANSITION*TIME」⇒「MIX/WIPE*TIME」
で設定します。

［CUT］ボタン
瞬時に映像が切り替わります。

メモ
［AUTO］［CUT］ボタンを使って映像を切り替え
ると、ビデオ・フェーダーの位置と実際の出力が
異なることがあります。
この状態でビデオ・フェーダーを操作した場合、
ビデオ・フェーダーの位置と実際の出力が一致す
るまで、出力は変化しません。
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基本操作

音声を調整する
入力ゲイン（感度）を調節する
入力音声が適正なレベルになるように、入力ゲインを
調節します。
ここでは、AUDIO*IN*1 の音声を例にして説明します。

1.	［AUDIO IN 1］つまみを指標（0dB）付近に合
わせる。

指標（0dB）

2.	［MAIN］つまみを指標（0dB）付近に合わせる。
指標（0dB）

3.	［GAIN 1］つまみを反時計方向いっぱいに回して、
入力ゲインを最小（0dB）にする。

4.	実際に入力する音声を出しながら［GAIN 1］つ
まみを時計方向にゆっくり回して、入力ゲインを調
節する。

最も大きな声量のときに、AUDIO*IN*1 の
SIG/PEAKインジケーターが赤点灯しない
範囲で、入力ゲインをできるだけ上げます。

メモ
MIC/AUX*IN の入力ゲインは、［SETUP］ボタン*⇒
「MIC/AUX*IN」⇒「ANALOG*GAIN」で調節します。

音量バランスを調整する
各入力の音量バランスと全体の音量を調整します。

1.	［MAIN］つまみを指標（0dB）付近に合わせる。
指標（0dB）

2.	スピーカーやヘッドホンで音声を聴きながら、各
入力の音量バランスを調整する。
たとえば、司会者用のマイクなど、強調したい音
声の音量は上げて、他の音声の音量は下げます。
音声の入力がないときや使わない音声は、音量を
最小（-INFdB）に絞ります。

AUDIO IN 1 ～ 2、LINE IN、MIC/AUX IN

［AUDIO IN 1］、［AUDIO IN 2］、［LINE IN］、
［MIC/AUX IN］つまみで音量を調節する。

INPUT 1 ～ 4

［SETUP］ボタン ⇒「INPUT 1」～「INPUT 4」⇒
「INPUT LEVEL」を選び、［VALUE］つまみを押す。

［VALUE］つまみで音量を調節し、［VALUE］つ
まみを押す。

［MENU］ボタンを何回か押して、メニューを閉
じる。

3.	［MAIN］つまみで、出力音量を調節する。
SIG/PEAKインジケーターが、黄点灯する程度が
適正です。
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 警告
オート・オフ機能について
本機は、演奏や操作をやめてから一定時間経過
すると自動的に電源が切れる「オート・オフ機能」
が搭載されています（P.7）。自動的に電源
が切れないようにするには、オート・オフ機能を解除してく
ださい。

スペースを確保して設置する
本機は多少発熱するため、下記のスペースを確保
して使用してください。

前面 側面

30cm以上

20cm以上 20cm以上

5cm以上 15cm以上

付属の AC アダプターを AC100V で使用する
ACアダプターは、必ず付属のものを、
AC100Vの電源で使用してください。

付属の電源コードを使用する
電源コードは、必ず付属のものを使用してくださ
い。また、付属の電源コードを他の製品に使用し
ないでください。

 注意
接地端子の取り扱いに注意する
接地端子ネジは、お子様が誤って飲み込んだりす
ることのないよう取りはずした状態で放置しない
でください。再度ネジを取り付ける際は、ゆるん
ではずれないように確実に取り付けてください。

やけどしないように注意する
底面は高温になりますので、やけどしないよう注
意してください。

ファンタム電源の取り扱いについて
ファンタム電源供給の必要なコンデンサー・マイ
クを接続したとき以外は、ファンタム電源を必ず
オフにしてください。ダイナミック・マイクやオー
ディオ再生装置などにファンタム電源を供給すると故障の
原因になります。マイクの仕様については、お使いのマイ
クの取扱説明書をお読みください。
（本機のファンタム電源：DC*48V、14mA*Max）

安全上のご注意
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使用上のご注意
電源について
•* ACアダプターは、インジケーターのある面が上になる
ように設置してください。ACアダプターをコンセントに
接続すると、インジケーターが点灯します。

設置について
•*設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機
のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させ
ることがあります。

修理について
•*修理を依頼されるときは、事前に記憶内容をバックアッ
プするか、メモしておいてください。修理するときには
記憶内容の保存に細心の注意を払っておりますが、メモ
リー部の故障などで記憶内容が復元できない場合もあり
ます。失われた記憶内容の修復に関しましては、補償も
含めご容赦願います。
•*当社では、本機の補修用性能部品（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、保有期間を過ぎたあとでも、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、またはローランドお客様相談センターにご相談く
ださい。

その他の注意について
•*記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などによって
失われることがあります。失っても困らないように、大切
な記憶内容はバックアップしておいてください。
•*失われた記憶内容の修復に関しましては、補償を含めご
容赦願います。
•*抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。
•*本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新
情報についてはローランド・ホームページをご覧くださ
い。

•*本機を使用すると、極めて速いスピードでの映像切り替
えや映像効果のオン／オフが可能です。そのような映像
を見ると、体調によっては頭痛をもよおしたり気分が悪く
なったりする可能性があります。本機を用いて、このよ
うな健康を害する恐れのある映像を制作しないでくださ
い。あなた自身もしくは他の視聴者の健康が害されても、
弊社は一切の責任を負いません。

外部メモリーの取り扱い
•*外部メモリーを使うときは次の点に注意してください。ま
た、外部メモリーに付属の注意事項を守ってお使いくだ
さい。
•*読み込み中や書き込み中には取りはずさない。
•*静電気による破損を防ぐため、取り扱う前に身体に帯
電している静電気を放電しておく。

知的財産権について
•*第三者の著作物（音楽作品、映像作品、放送、実演、
その他）の一部または全部を、権利者に無断で録音、録画、
複製あるいは改変し、配布、販売、貸与、上演、放送な
どを行うことは法律で禁じられています。
•*第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本製品を
使用しないでください。お客様が本製品を用いて他者の
著作権を侵害しても、当社は一切責任を負いません。
•*本製品は技術的保護手段による制約の一部または全部を
受けずに録音、録画あるいは複製を行うことができます。
これは本製品が音楽制作や映像制作を目的としており、
他者の著作権を侵害しない作品（自作曲など）の録音、
録画あるいは複製まで、制約を受けることがないよう設
計されているためです。
•*本製品には、イーソル株式会社のソフトウェアプラット
フーム「eParts™」が搭載されています。
•* Rolandは、日本国およびその他の国におけるローラン
ド株式会社の登録商標または商標です。
•*文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商
標または商標です。

ローランド株式会社
〒431-1304*静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

'20. 04. 01 現在

電話でのお問い合わせホームページからのお問い合わせ

050-3000-9230Roland製品
http://roland.cm/roland_support 電話受付時間： 月曜日～金曜日　10:00～17:00

                    （祝日および弊社規定の休日を除く）

Q&A、チャットサポート、メールでお問い合わせ ローランドお客様相談センター

BOSS製品
http://roland.cm/boss_support

お問い合わせの窓口
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