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この度は、PureSpeed HAI7100 を、 

お買い上げいただきまして、 

ありがとうございました。 

ご使用の前に、製品を安全に正しくお使い 

いただくため、『安全上のご注意』の本文を 

よくお読みの上、説明の通りお使いください。

取り扱い説明書は大切に保存して、必要に 

なったとき、繰り返してお読みください。 
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1.安全上のご注意 
 

お使いになる人ならびに他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく事を、次のよう

に説明しています。記載している、表示、図記号ての内容をよく理解してから本文をお読みになり、必ずお守りく

ださい。 
 

■この取扱説明書では、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や、損害の程度を、次の表示で

区分し、説明しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

■この取扱説明書では、お守りいただく内容の種類を以下の絵表示で区分し、説明しています。 

 
記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的 

な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。 

 

記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 

（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

 

記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容 

（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。 

 

 

  

 

 

 
 

■安全上の注意・必ずお守りください 
 

異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く 

内部に異物や水が入った、煙が出ている、変な匂いや音がした場合、すぐに電源プラグをコンセ

ントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼ください。そのまま使

用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。 
 

内部に異物を入れない 

通風孔などから内部に、異物、金属類、燃えやすいもの、水気のあるものをなどを差し込んだり、

落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。万一内部に異物が入った場合は、

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 
 

水気を避けてください 

●水などの液体を内部に入れたり、濡らさないでください。 

●雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は避けてください。 

●バスルーム・シャワールーム・台所など、水気の多い場所での使用を避けてください。 

●水槽・花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品・水・スープ・ジュースなど、水気のある物や容

器を近くや、本体の上に置かないでください。 

上記のいずれの行為も火災・感電の原因となります。 
 

火気を避けてください 

機器の上に、ろうそく、ランプ、ガスコンロ、灰皿、タバコなどを置かないでください。火災・

故障の原因となります。 

 
 

この機器の上に物を置かない 

この機器の上に物を置かないでください。放熱の妨げになったり、異物が中に入る恐れがありま

す。火災・感電の原因となります。 

警告 
 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を

負う可能性が想定される内容を示しています。 

 

注意 
 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性

が想定される内容、および物的傷害のみの発生が想定される内容を示し

ています。 

 
 

 
 

 
 

 
警告
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電源コードについての取り扱い注意 

電源コードへの以下の行為を禁止します。いずれも火災・感電の原因となります。 

なお、電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。 

●破損させる。（傷を付ける、切断するなど） 

●加工・改良・加熱（熱器具に近づける）・凍結。 

●重量物を載せる・引っ張る。 

●腐食性のガスや液体をかける。 
 

電源プラグについて 

●プラグは完全に差し込んでください。不完全な差込は火災・感電の原因となります。 

●プラグは定期的に乾いた布で洗浄し、埃をためないようにしてください。プラグに付着した埃

は火災・感電の原因となります。 

●プラグを抜く場合、電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。 

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 
 

 

 

正しい電源電圧で使用してください 

表示された電源電圧、電源周波数以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となり

ます。 

 
 

分解・改造の禁止 

改造、分解、加工しないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は

販売店にご依頼ください。 

 
 

雷が鳴り出したら 

電源プラグや、接続しているケーブル、本体に触れないでください。感電の原因となります。 

 
 
 

落下、キャビネットを破損した場合 

機器を落とした場合、大きな衝撃を加えた場合、破損した場合、すぐに電源プラグをコンセント

から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

 
 

機器の接続は取扱説明書に従う 

他の機器を接続する場合、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。接

続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードの使用、コードの改造はしないでくだ

さい。 
 

 安全な場所に設置してください 

次のような場所には置かないでください。 

●ぐらついた場所や、傾いた所など不安定な場所に設置しないでください。落下の危険がありま

す。 

●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ。火災・感電の原因となります。 

●湿気やほこりの多いところ。火災・感電の原因となります。 

●直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ。 
 

壁や他の機器から少し離して設置する 

壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離し

て置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてくださ

い。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 
 

機器に乗らない、ぶら下がらない、寄りかからない 

倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。特にペット、お子様のいる環境で

はご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
警告
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重いものをのせない 

機器の上に重いものや筐体からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがく

ずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。 

 
 

移動させる場合 

●本機は、精密電子機器ですので、衝撃を与えないでください。 

●電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードを外してから行ってくだ

さい。 

●機器の上に他の物を載せて移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となるこ

とがあります。 

 
 

お手入れについて 

●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となります。 

●4 年に一度を目安に、内部の掃除をサポートセンターか販売店などにご相談ください。内部に

埃がたまったまま、長い間掃除をしないと、埃が湿気を吸い込み、火災や故障の原因となりま

す。 

●汚れを拭き取るときは柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。 

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 

●ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると変質したり変色する

ことがありますので使用しないでください。 
 

使わないときは 

長時間の外出・旅行の場合は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災

の原因となることがあります。 

 
 

電源の繰り返し投入の禁止 

短時間に繰り返し電源をオン、オフさせないでください。本製品は強力な電源回路を持っており、

起動時に大電流が流れます。電源をオン、オフを短時間に繰り返すことで、大電流が流れる時間

が多くなり、火災や故障の原因になることがあります。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
警告
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2.特徴 
 

◇ USB2.0 又は SPDIF(光デジタル/同軸デジタル)による PC オーディオインターフェース 

◇ 大サンプリングレート 192KHz/24Bit ハイレゾ対応。 

◇ DAW だけでなく、リスニングルーム測定用を考慮した低雑音・低歪設計 

◇ CH1-2 メインマイクアンプ～A/D コンバータの全経路を上下対称・電流帰還アンプで統一、 

 低雑音・低歪率を達成 （ハイインピーダンスの初段のみ JFET アンプです） 

◇ CH1-2 はハイインピーダンス・アンバランスとローインピダンス・バランス、 

ローインピーダンス・ライン・アンバランスの 3 系統 

◇ CH1-2 はゲイン 8 段切替（CH1/CH2 独立設定） 

◇ CH1-2 はファンタム電源を ON/OFF 可能（CH1/CH2 独立設定） 

◇ CH1-2 のプリアウト（バランス出力） 

◇ CH3-4 はミニジャックステレオマイク用 

◇ アナログ部は正負 2 電源安定化回路+デバイス単位のローカルリップルフィルタ 

◇ 全回路を 1 枚の基板に集積、ワイヤ配線を追放したシングルボードコンストラクション 

◇ AC85～264V に対応したワイド電源で、ワールドワイドに対応。 

◇ 対応 OS Windows7(64Bit/32Bit)／Windows8(64Bit/32Bit) 

／Windows8.1(64Bit/32Bit)／Windows10(64Bit/32Bit)／Mac OS-X Lion 以降 

 

3.設置 
 

■設置の際のご注意                                  
第一章の、安全上のご注意に従ってください。 

 

■設置環境について                                  
放熱のため、周囲に空間が必要です。下図の通り、本機の天面を 2cm 以上、後面を 3cm 以上、両側面を 1cm 以

上空けてください。また本機の重量を支えるに十分余裕のある安定した場所に設置してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.付属品 
 本体とは別に、以下の付属品があります。ご使用の前にご確認ください。 
 

◆ AC アダプタ 

◆ ドライバインストールディスク 

◆ 取扱説明書（本書） 1 冊 

◆ 保証書 

 

2cm 以上 

1cm 以上 1cm 以上 

後方 3cm 以上 
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5.各部の前とはたらき 
 

■フロントパネル                                                      
 

 
①電源スイッチ（power） 

● 上側でオフ、下側でオンです。短時間に、オン／オフを繰り返さないでください。（故障の原因にな

ります） 
 

②CH1 ゲイン調整スイッチ 

● CH1 入力のゲインを切り替えます。ロータリースイッチで、回すと左側の 8 つの LED インジケー

タのうちどれかが一つ点灯します。LED 上の 8つの数値に従い 0,-5,-11,-17,-23,-29,-35,-41dB

のいずれかのゲインが選択されます。 

● ゲインは相対値で 0dB 時のゲインは 69.1dB（バランス・ローインピーダンス）、50.6dB（アン

バランス・ハイインピーダンス）、50.6dB（ライン・アンバランス・ローインピーダンス）です。 
 

③CH2 ゲイン調整スイッチ 

● CH2 入力のゲインを切り替えます。ロータリースイッチで、回すと左側の 8 つの LED インジケー

タのうちどれかが一つ点灯します。LED 上の 8つの数値に従い 0,-5,-11,-17,-23,-29,-35,-41dB

のいずれかのゲインが選択されます。 

● ゲインは相対値で 0dB 時のゲインは 69.1dB（バランス・ローインピーダンス入力時）、50.6dB

（アンバランス・ハイインピーダンス）、50.6dB（ライン・アンバランス・ローインピーダンス）

です。 
 

④モードスイッチ 

● 左側から fs1,fs2,phantom-ch1, phantom-ch2,sel1-ch1,sel2-ch1,sel1-ch2, 

sel2-ch2 と並びます。押し下げで on です。 

● fs2,fs1 

SPDIF(光デジタル/同軸デジタル)のサンプリング周波数を設定します。 

取り込む先の SPDIF のサンプリング周波数に合わせてください。 

SPDIF は CH1-CH2 がアサインされます。光と同軸は並列出力です。 

USB 側は PC からソフト指定するので、このような設定はありません。 

fs2 fs1 サンプリング周波数 

off off 48KHz 

off on 96KHz 

on off 192KHz 

on on 48KHz 

● phantom-ch1 

on で CH1 入力の 48V ファンタム電源を有効にします。off でファンタム電源を切り離します。 

● phantom-ch2 

on で CH2 入力の 48V ファンタム電源を有効にします。off でファンタム電源を切り離します。 

● sel1-ch1,sel2-ch1 

CH1 の入力ソースを設定します。 

sel2-ch1 sel1-ch1 端子 接続方法 主な用途 

off off コンボジャック 平衡（差動バランス） 

ローインピーダンス 

マイクロフォン、アンプ

off on コンボジャック 不平衡（アンバランス） 

ハイインピーダンス 

ギター、べース 

on off ライン入力（背面） 不平衡（アンバランス） 

ローインピーダンス 

アンプ 

on on なし ショート 残留ノイズ測定 

 

① 
② 

④ 

⑤ 
③ ⑦ 

⑥ 
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● sel1-ch2,sel2-ch2 

CH2 の入力ソースを設定します。 

sel2-ch2 sel1-ch2 端子 接続方法 主な用途 

off off コンボジャック 平衡（差動バランス） 

ローインピーダンス 

マイクロフォン、アンプ

off on コンボジャック 不平衡（アンバランス） 

ハイインピーダンス 

ギター、べース 

on off ライン入力（背面） 不平衡（アンバランス） 

ローインピーダンス 

アンプ 

on on なし ショート 残留ノイズ測定 
 

⑤CH1 入力 

● 中央部 6.3φ3 極プラグ /平衡（差動バランス） 

● 中央部 6.3φ2 極プラグ /不平衡（アンバランス） 

● 周辺部 XLR3 極キャノンプラグ /平衡（差動バランス） 

● のいずれかを接続できます。 
 

⑥CH2 入力 

● 中央部 6.3φ3 極プラグ /平衡（差動バランス） 

● 中央部 6.3φ2 極プラグ /不平衡（アンバランス） 

● 周辺部 XLR3 極キャノンプラグ /平衡（差動バランス） 

● のいずれかを接続できます。 
 

⑦CH3-4 入力 

● 3.5φ3 極プラグ /不平衡（アンバランス）/ステレオ 
 

■リアパネル                                                         
 

 
⑧同軸デジタル出力（SPDIF） 

● CH1-CH2 の出力です。 
 

⑨光デジタル出力（SPDIF） 

● CH1-CH2 の出力です。 
 

⑩USB2.0 インターフェース 

● CH1-CH2-CH3-CH4 の出力です。 

● コンピューターの USB2.0 以上(USB3.0/USB3.1 含む)端子に接続します。 

● USB2.0 フルスピードをサポートする必要があります。 

● 付属の専用ドライバのインストールが必要です。 
 

⑪CH1 スルーアウト 

● CH1 を増幅してそのまま出力します。（A/D 変換しない出力） 
 

⑫CH2 スルーアウト 

● CH2 を増幅してそのまま出力します。（A/D 変換しない出力） 
 

⑬ライン入力 

● ラインレベルの機器を接続します。（外部マイクアンプや CD プレーヤー、チューナー、フォノイコ

ライザ） 
 

⑭AC アダプタ接続端子 

● 付属の AC アダプタを接続してください。 

● 付属の AC アダプタ以外を使わないでください。故障、発火の原因になります。 

⑨ ⑧ ⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬ ⑭ 
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■XLR と TRS プラグの配線                                                         
 

CH1-CH2 は平衡入力（差動入力、バランス入力）になっています。入力端子はコンボジャックになっており、

下図 1-2-3 に XLR プラグ（キャノンプラグ）、中央に TRS プラグが挿入できます。それぞれの信号の割当は以

下の通りです。 

 

 

 
 

 

6.ブロック図 
 

■CH1-CH2                                                                
CH1-CH2 は全く同じ回路を 2 組実装しており、それぞれ独立してゲインや入力ソースを切り替えることが出来

ます。以下は片 CH 分のブロックダイアグラムで、同じ回路がもう一組あります。但しデジタル系は CH1-2 で共

通ですので、サンプリング周波数は CH1-2 で共通になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
概要[入力アンプステージ] 

XLR/TRS 入力はローインピーダンスの場合のみバランスでかつ電流帰還・上下対称インスツルメンテーションア

ンプを通ります。XLR/TRS 入力はハイインピーダンスではアンラバンス接続となり JFET アンプ経由となりま

す。以降のアンプは全段電流帰還・上下対称アンプです。ライン入力は、これらのマイクアンプを通さず、直接次

段のセレクタ～可変ゲインアンプに入りますので、ゲインが低いですが も低歪低雑音です。 
 

概要[コントロールアンプ～A/D] 

ライン、ハインインピーダンス、ローインピーダンスはセレクタを通し、8 段切替式の可変ゲインアンプで必要な

感度を選択して、その後バランス信号に変換されます。この信号は 3 つの出力ブロック、すなわち XLT/TRS 出

力（アナログ）、SPDIF 系 A/D コンバータ、USB 系 A/D コンバータを並列駆動します。A/D コンバータを USB

と SPDIF で独立搭載しており、同時に出力可能です。 
 

SPDIF～USB へのパス 

上図赤矢印で示したパスにより、USB 側で SPDIF をモニタすることができます。必ず USB 側のサンプリング周

波数と（ソフトウェア設定）、SPDIF のサンプリング周波数（モードスイッチ）を合わせてください。 
 

機能について 

本製品は、コンプレッサやハイパスフィルタなどの調音機能は内蔵されていません。また DAW ソフトはバンドル

されません。DAW として使用する場合には、既存の DAW ソフトウェアをご利用ください。 

3 

1 2 

 
1：GND 

2：HOT 

3：COLD 

T S R 

T：HOT 

R：COLD 

S：GND 

48V 

ハイインピー 

ダンスアンプ 

(J-FET) 

ライン入力 

XLR/TRS 入力 

インスツル 

メンテーション 

アンプ（AD812x3）

(電流帰還、上下対称) 

+ 

- 

0V 

可変ゲインアンプ 

(電流帰還、上下対称) 

（AD812x2） 

バランス駆動アンプ 

(電流帰還、上下対称) 

（AD812x3） 

保護回路 

XLR/TRS 出力 

A/D コンバータ 

(24Bit) 
A/D コンバータ 

(24Bit/16Bit) 

SPDIF 

トランシーバー 

USB オーディオ 

コントローラ 

同軸デジタル出力 

光デジタル出力 
USB2.0 

PCM4202x2→ AD812 についての

解説が 後のほうに

あります。 
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■CH3-CH4                                                             
CH3-CH4 は、3.5φのミニジャック接続で、ステレオマイクロフォンなどを前提にしています。こちらも 大

192KHz/24Bit のハイレゾ対応です。CH1-CH2 に比べるとアナログ回路は全て A/D コンバータ内蔵で、簡素

化されています。従って CH1-2 がメイン、CH3-4 はサブ・拡張用というコンセプトです。 

 

 

 

 

 

 

7.インスト―ル・アサイン 
 

7.1  USB2.0 環境の確認                                              
HAI7100 は、USB2.0 フルスピード動作をサポートする必要があります。USB2.0 は、ルートハブと呼ばれる

コントローラの傘下に、複数のデバイスを接続できますが、ルートハブ傘下に１つでも USB1.1 機器がある場合、

USB2.0 のフルスピード動作が保証されなくなり、USB1.1 状態に陥ります。以下の事例では USA192U の 6

つの接続方法を示していますが、正常に動作するのは HAI7100-5、HAI7100-6 だけです。残りる 4 つの接続

は、赤色の USB1.1 デバイスが原因で黄色の領域が USB1.1 接続となり、正常に動作しません。 
 

HAI7100-1：この接続では、同じルートハブ 1 上に、USB1.1 機器が接続されています。 

HAI7100-2：この接続では、外部のハブ上に、USB1.1 機器が接続されています。 

HAI7100-3：この接続では、外部のハブ上に、USB1.1 機器が接続されています。 

HAI7100-4：この接続では、ホストコントローラーが USB2.0 対応ではありません。 

HAI7100-5：この接続は、USB2.0 ホスト、デバイスのみで構成されるので正常に動作します。 

HAI7100-6：この接続は、USB2.0 ホストのみで構成されるので正常に動作します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上図のようにルートハブはコンピュータ内部にあるので、HAI7100 を接続する USB ポートが USB1.1 か

USB2.0 か分らない場合があります。デバイスマネージャーのツリー表示で確認することはできますが、コン

ピュータに関して十分な知識が必要です。お使いのコンピュータが全ポートが USB2.0 以上の 新鋭のコン

ピュータであれば問題ありませんが、よく分らない場合やうまく動かない場合、次のように USB2.0 拡張カ

ードを使用することでこの問題は解消できます。 

コンピュータ 

USB1.1 デバイス

HAI7100-1 

ルートハブ

1 

USB2.0 

ホストコントローラー 

ルートハブ

2 
USB2.0 

ホストコントローラー 
外部ハブ

USB1.1 デバイ

HAI7100-3 

HAI7100-2 

USB2.0 デバイス

HAI7100-4 

ルートハブ

3 
USB 

ホストコントローラー 

USB2.0 デバイス

HAI7100-5 

ルートハブ

4 
USB2.0 

ホストコントローラー

USB1.1 動作 

USB2.0 動作 

HAI7100-6 
ルートハブ

5 
USB2.0 

ホストコントローラー

CH3 
マイクアンプ内蔵 

A/D コンバータ 

(CS5346) 

USB オーディオ 

コントローラ 

USB2.0 

CH4 

カップリング回路 
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USB1.1 環境が混在している場合、以下のメッセージが出ます。このような場合は、USB2.0 を維持できる

よう、USB を再構成してくささい。 

“高速ではない USB ハブに接続している高速デバイス”  

“さらに高速で実行できるデバイス” 

 

7.2 対応 PC 環境・注意点                                                     
本機と USB 接続を行って音楽を楽しむには、コンピュータが安定しており、不足ない性能が必要です。推奨

スペックは以下の通りです。 新のコンピュータは殆どがこの性能をクリアし、USB2.0 対応も進んでいます。 
 

 ■ OS Windows7(64Bit/32Bit)／Windows8(64Bit/32Bit)／ 

Windows8.1(64Bit/32Bit) Windows10(64Bit/32Bit)／／Mac OS-X Lion 以降 
 

■ 1 以上の USB2.0、USB3.0 空きポートが必要です。 

同じハブに USB1.1 機器が接続されていない必要があります。 
 

■ ハイレゾ音源、DSD 音源を再生するには対応するには、対応するソフトウェアが必要です。 
 

  ■ 他:バックグラウンドで重い常駐ソフトが動いていないこと） 

（例：Ami voice、Skype、自動アップデート等・・・音飛びの原因になります。） 
 

  ■ 他:CPU が、Atom3 桁モデルなど非力な場合も音飛びの原因になります。） 
 

■ 他:オーディオファイルを格納できる十分なストレージがあること。 

非圧縮の高音質ハイレゾファイルは 1 つで数百 MByte になります。 
 

注意点 
 本機は、バスパワーでは動作しません。 

 ドライバソフトウェア、USB 接続は、全ての PC の動作を保証するものではありません。相性問題

による返品は受理しません。 

 本機で再生中に、電源を切ったり、USB ケーブルを抜かないでください。 

 USB ケーブルは付属していません。PC で再生する場合、USB2.0 A-B タイプのケーブルが必要

です。 

 

7.3 Windows7 ドライバのインストール           
 

＜接続＞ 

予めコンピュ―タ（Windows）は起動しておいてください。USB2.0 または USB3.0 端子と、電源を切った

状態の HAI7100 の USB 端子を接続してください。接続したら HAI7100 の電源を投入してください。 
 

＜ドライバのセットアップ＞ 

付属 CDROM をコンピュータの、光学ドライブにセットして、トレイを閉じてください。そして CDROM の

Setup.exe を実行してください。しばらくすると以下の画面になりますので、“次へ（N）＞”をクリックし

てください。 

 
 

        コンピュータ 

UIA5100 

USB2.0 拡張カード 

ルートハブ USB2.0 

ホスト 

コントローラー 

ExpressCARD 

CardBus 

PCI-Express 

PCI 
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次に以下の画面になります。“使用許諾契約の全条項に同意します(A)“にチェックを入れ“次へ(N)＞”をク

リックしてください。使用許諾契約に同意いただけない場合には、ドライバはインストールできません。（こ

こから先に進めません） 

 
 

次の画面になりますので、“インストール”をクリックしてください。 

 
 

インストールの進捗を表す次の画面になります。途中時間がかかる場合もありますが、強制終了なさらず、お

待ちください。 

 
 

以下の画面になります。“はい、今すぐｺﾝﾋﾟｭｰﾀを再起動します。”をチェックして“完了”ボタンをクリッ

クします。（もし“いいえ、後でコンピュータを再起動します”をチェックした場合には、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀが再起動

するまでドライバのインストールは完了しません。） 
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7.4 Windows7 使用デバイスの設定                  
続いてオーディオ録音デバイスを選択します。（Windows では複数のデバイスを装備できるので本製品を選

択しなければ、他のデバイスから音が拾ってしまいます）表示方法がカテゴリになっている場合には、“ハー

ドウェアとサウンド”をクリックします。 

 
 

“サウンド”をクリックします。 

 
 

表示方法が“大きいアイコン”になっている場合には、“サウンド”をクリックします。 

 
 



    

Page13  9/2/2016

サウンドのダイアログが立ち上がるので、録音タブを開きます。HAI7100 は以下の 3 デバイスが認識されま

すので、クリックして選び、“既定値に設定(S)”をクリックすると、緑のチェックマークが点灯します。緑

のチェックマークのあるデバイスが、現在有効な録音デバイス（プライマリサウンドデバイス）です。アプリ

ケーションソフトウェアで直接デバイスを選ぶ場合には、この設定は無視されます。マイクとかラインとか名

前付けされていますが、HAI7100 では、ラインでもマイクをつなげますので、これらの名称は気にしないで

ください。 
 

① マイク(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH3-4 

② ライン(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH1-2 

③ SPDIF In(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH1-2 SPDIF～USB 経由(※ 

xx は Windows 側より任意の番号が割り当てられます) 
 

 
 

各デバイスのサンプリング周波数を設定します。排他モードのチェックボックスは必ず有効にしておいてくだ

さい。（アプリケーションソフト側から、サンプリング周波数を直接指定できるようになります）

 
 
 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 
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7.5 Windows7 ドライバのアンインストール        
この作業が終わるまで、HAI7100 は PC に接続し電源投入状態にしておいてください。（つまり認識された

状態）コントロールパネルから“プログラム”もしくは“プログラムと機能”を選び、以下の“プログラムの

アンインストールまたは変更”の画面を出します。ここで“CMEDIA USB2.0 Audio Device”をクリック

します。 

 
 

以下のメッセージが出ます。指示に従って、オーディオ関連のプログラムを全て終了し、“OK”をクリック

してください。 

 
 

以下の画面になりますので“次へ(N)＞”をクリックしてください。 

 
 

再確認のため、以下のメッセージが出ます。“はい（Y）”をクリックしてください。 

 
 

アンインストールの進捗を表す次の画面になります。途中時間がかかる場合もありますが、強制終了なさらず、

お待ちください。 
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以下の画面になります。“はい、今すぐコンピュータを再起動します。”をチェックして“完了”ボタンをク

リックします。（もし“いいえ、後でコンピュータを再起動します”をチェックした場合には、コンピュータ

が再起動するまでドライバのアンインストールは完了しません。） 

 
 

7.6 Windows8 および Windows8.1 ドライバのインストール      
 

＜接続＞ 

予めコンピュ―タ（Windows）は起動しておいてください。USB2.0 または USB3.0 端子と、電源を切った

状態の HAI7100 の USB 端子を接続してください。接続したら HAI7100 の電源を投入してください。 
 

＜ドライバのセットアップ＞ 

付属 CDROM をコンピュータの、光学ドライブにセットして、トレイを閉じてください。そして CDROM の

Setup.exe を実行してください。しばらくすると以下の画面になりますので、“次へ（N）＞”をクリックし

てください。 
 

 
 

次に以下の画面になります。“使用許諾契約の全条項に同意します(A)“にチェックを入れ“次へ(N)＞”をク

リックしてください。使用許諾契約に同意いただけない場合には、ドライバはインストールできません。（こ

こから先に進めません） 
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次の画面になりますので、“インストール”をクリックしてください。 

 
 

インストールの進捗を表す次の画面になります。途中時間がかかる場合もありますが、強制終了なさらず、お

待ちください。 

 
 

以下の画面になります。“はい、今すぐコンピュータを再起動します。”をチェックして“完了”ボタンをク

リックします。（もし“いいえ、後でコンピュータを再起動します”をチェックした場合には、コンピュータ

が再起動するまでドライバのインストールは完了しません。） 

 
 

 

7.7 Windows8.x 使用デバイスの設定                
続いてオーディオ録音デバイスを選択します。（Windows では複数のデバイスを装備できるので本製品を選

択しなければ、他のデバイスから音が拾ってしまいます）表示方法がカテゴリになっている場合には、“ハー

ドウェアとサウンド”をクリックします。 
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“サウンド”をクリックします。 

 
 

表示方法が“大きいアイコン”になっている場合には、“サウンド”をクリックします。 

 
 

 

 

右のようにサウンドのダイアログが立ち上がるので、録音タブを

開きます。HAI7100 は以下の 3 デバイスが認識されますので、

クリックして選び、“既定値に設定(S)”をクリックすると、緑

のチェックマークが点灯します。緑のチェックマークのあるデバ

イスが、現在有効な録音デバイス（プライマリサウンドデバイス）

です。アプリケーションソフトウェアで直接デバイスを選ぶ場合

には、この設定は無視されます。マイクとかラインとか名前付け

されていますが、HAI7100 では、ラインでもマイクをつなげ

ますので、これらの名称は気にしないでください。 
 

①マイク(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH3-4 

②ライン(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH1-2 

③SPDIF In(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH1-2  

 

（③は SPDIF～USB 経由） 

(※ xx は Windows 側より任意の番号が割り当てられます) 

① 

② 

③ 
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各デバイスのサンプリング周波数を設定します。排他モードのチェックボックスは必ず有効にしておいてくだ

さい。（アプリケーションソフト側から、サンプリング周波数を直接指定できるようになります） 

 
 
 

 

7.8 Windows8 および Windows8.1 ドライバのアンインストール     
この作業が終わるまで、HAI7100 は PC に接続し電源投入状態にしておいてください。（認識された状態）

コントロールパネルから“プログラム”もしくは“プログラムと機能”を選び、以下の“プログラムのアンイ

ンストールまたは変更”の画面を出します。ここで“CMEDIA USB2.0 Audio Device”をクリックします。 

 
 

以下のメッセージが出ます。指示に従って、オーディオ関連のプログラムを全て終了し、“OK”をクリック

してください。 

 
 

以下の画面になりますので“次へ(N)＞”をクリックしてください。 
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再確認のため、以下のメッセージが出ます。“はい（Y）”をクリックしてください。 

 
 

アンインストールの進捗を表す次の画面になります。途中時間がかかる場合もありますが、強制終了なさらず、

お待ちください。 

 
以下の画面になります。“はい、今すぐコンピュータを再起動します。”をチェックして“完了”ボタンをク

リックします。（もし“いいえ、後でコンピュータを再起動します”をチェックした場合には、コンピュータ

が再起動するまでドライバのアンインストールは完了しません。） 

 
 

7.9 Windows10 ドライバのインストール         
 

＜接続＞ 

予めコンピュ―タ（Windows）は起動しておいてください。USB2.0 または USB3.0 端子と、電源を切った

状態の HAI7100 の USB 端子を接続してください。接続したら HAI7100 の電源を投入してください。 
 

＜ドライバのセットアップ＞ 

付属 CDROM をコンピュータの、光学ドライブにセットして、トレイを閉じてください。そして CDROM の

フォルダ Win10-101 を開きその中の Setup.exe を実行してください。しばらくすると以下の画面になりま

すので、“次へ（N）＞”をクリックしてください。 
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次に以下の画面になります。“使用許諾契約の全条項に同意します(A)“にチェックを入れ“次へ(N)＞”をク

リックしてください。使用許諾契約に同意いただけない場合には、ドライバはインストールできません。 

 
 

次の画面になりますので、“インストール”をクリックしてください。 

 
 

インストールの進捗を表す次の画面になります。途中時間がかかる場合もありますが、強制終了なさらず、お

待ちください。 

 
 

以下の画面になります。“はい、今すぐｺﾝﾋﾟｭｰﾀを再起動します。”をチェックして“完了”ボタンをクリッ

クします。（もし“いいえ、後でコンピュータを再起動します”をチェックした場合には、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀが再起動

するまでドライバのインストールは完了しません。） 
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7.10 Windows10x 使用デバイスの設定                
続いてオーディオ録音デバイスを選択します。（Windows では複数のデバイスを装備できるので本製品を選

択しなければ、他のデバイスから音が拾ってしまいます）表示方法がカテゴリになっている場合には、“ハー

ドウェアとサウンド”をクリックします。 

 
 

そして“サウンド”をクリックします。 

 
 

表示方法が“大きいアイコン”になっている場合には、“サウンド”をクリックします。 
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サウンドのダイアログが立ち上がるので、録音タブを開きます。HAI7100 は以下の 3 デバイスが認識されま

すので、クリックして選び、“既定値に設定(S)”をクリックすると、緑のチェックマークが点灯します。緑

のチェックマークのあるデバイスが、現在有効な録音デバイス（プライマリサウンドデバイス）です。アプリ

ケーションソフトウェアで直接デバイスを選ぶ場合には、この設定は無視されます。マイクとかラインとか名

前付けされていますが、HAI7100 では、ラインでもマイクをつなげますので、これらの名称は気にしないで

ください。 
 

① マイク(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH3-4 

② ライン(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH1-2 

③ SPDIF In(xx-USB2.0 High-Speed True HD Audio)  CH1-2 SPDIF～USB 経由(※ 

xx は Windows 側より任意の番号が割り当てられます) 
 

 
 

各デバイスのサンプリング周波数を設定します。排他モードのチェックボックスは必ず有効にしておいてくだ

さい。（アプリケーションソフト側から、サンプリング周波数を直接指定できるようになります）

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 
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7.11 Windows10 ドライバのアンインストール          
この作業が終わるまで、HAI7100 は PC に接続し電源投入状態にしておいてください。（つまり認識された

状態）コントロールパネルから“プログラム”もしくは“プログラムと機能”を選び、以下の“プログラムの

アンインストールまたは変更”の画面を出します。ここで“CMEDIA USB2.0 Audio Device”をクリック

します。 

 
 

以下のメッセージが出ます。指示に従って、オーディオ関連のプログラムを全て終了し、“OK”をクリック

してください。 

 
 

以下の画面になりますので“次へ(N)＞”をクリックしてください。 

 
 

再確認のため、以下のメッセージが出ます。“はい（Y）”をクリックしてください。 

 
 

アンインストールの進捗を表す次の画面になります。途中時間がかかる場合もありますが、強制終了なさらず、

お待ちください。 
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以下の画面になります。“はい、今すぐコンピュータを再起動します。”をチェックして“完了”ボタンをク

リックします。（もし“いいえ、後でコンピュータを再起動します”をチェックした場合には、コンピュータ

が再起動するまでドライバのアンインストールは完了しません。） 

 
 

7.12 Mac OS-X での使用             
本製品は、Mac OS X Lion 10.7.3 以降に対応します。MacOS 内蔵のドライバが自動的に組み込まれます

ので、特別なインストール作業は不要です。 
 

＜接続＞ 

予めコンピュ―タ（Windows）は起動しておいてください。USB2.0 または USB3.0 端子と、電源を切った

状態の HAI7100 の USB 端子を接続してください。接続したら HAI7100 の電源を投入してください。

MacOS 内蔵のドライバが自動的に組み込まれます。 
 

＜デバイスの指定＞ 

システム環境設定→サウンド→入力の手順で、デバイスを選択します。HAI7100 は以下の 3 デバイスが認識

されますので、クリックして選びます。 
 

① Microphone In  CH3-4 

② Line In   CH1-2 

③ SPDIF Input  CH1-2 SPDIF～USB 経由 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.13 USB サウンドの注意点                  
 

＜ケーブル抜き差しと、電源のオンオフのタイミング＞ 

USB 接続している場合、HAI7100 は PC やスマートフォン、タブレットの一部として動作しています。使用

中に、USB ケーブルを抜くと、PC が固まりますのでご注意ください。 
 

① 

② 

③ 
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7.14 光デジタル接続、同軸デジタル接続          
 

＜取り回しが楽＞ 

光デジタル入力、同軸デジタル入力を装備するコンピュータでは、USB ではなく光デジタル接続や同軸デジ

タル接続で、DAW システムを構築できます。USB 接続とは異なり、光デジタル接続や同軸デジタル接続の

場合、途中で HAI7100 の電源を切ったり、ケーブルを抜くことが可能、楽に使いまわすことが出来ます。 
 

＜ハイレゾのサポート＞ 

この場合、PC 側のデジタル入力デバイス（サウンドカードやサウンドチップ）によって、ハイレゾ音源のサ

ポートや ASIO のサポートが変わります。PC 側さえサポートしていれば、HAI7100 は 32～192KHz、16

～24Bit の幅広いレンジのフォーマットに対応できます。 
 

＜光接続のメリット＞ 

光接続の最大のメリットは電気的に PC と絶縁されることです。つまり PC のノイズが HAI7100 側に伝わら

なくなり、S/N では大変有利です。 
 

7.15 USB における対応状況(DirectX/MME/ASIO)          
ASIO では SPDIF In や 24Bit に対応しません。MME や Direct sound はこうした制約がありません。 

 

ライン（CH1-2） 
方式 サンプリング周波数 

(KHz) 

ビット数 

(Bit/ch) 

対応状態 

（DirectX/MME）

対応状態 

（ASIO） 

PCM 44.1 16 ○ ○ 

PCM 44.1 24 ○ × 

PCM 48 16 ○ ○ 

PCM 48 24 ○ × 

PCM 88.2 16 ○ ○ 

PCM 88.2 24 × × 

PCM 96 16 ○ ○ 

PCM 96 24 ○ × 

PCM 176.4 16 ○ ○ 

PCM 176.4 24 × × 

PCM 192 16 ○ ○ 

PCM 192 24 ○ × 
 

SPDIF In（CH1-2） 
方式 サンプリング周波数 

(KHz) 

ビット数 

(Bit/ch) 

対応状態 

（DirectX/MME）

対応状態 

（ASIO） 

PCM 44.1 16 ○ × 

PCM 44.1 24 ○ × 

PCM 48 16 ○ × 

PCM 48 24 ○ × 

PCM 88.2 16 ○ × 

PCM 88.2 24 × × 

PCM 96 16 ○ × 

PCM 96 24 ○ × 

PCM 176.4 16 ○ × 

PCM 176.4 24 × × 

PCM 192 16 ○ × 

PCM 192 24 ○ × 
 

マイク（CH3-4） 
方式 サンプリング周波数 

(KHz) 

ビット数 

(Bit/ch) 

対応状態 

（DirectX/MME）

対応状態 

（ASIO） 

PCM 44.1 16 ○ ○ 

PCM 44.1 24 ○ × 

PCM 48 16 ○ ○ 

PCM 48 24 ○ × 

PCM 88.2 16 ○ ○ 

PCM 88.2 24 × × 

PCM 96 16 ○ ○ 

PCM 96 24 ○ × 

PCM 176.4 16 ○ ○ 

PCM 176.4 24 × × 

PCM 192 16 ○ ○ 

PCM 192 24 ○ × 
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８. CH1/2 諸特性 
◇ ライン入力歪率（1KHz 0.00042%/ USB ライン 48KHz/24Bit/CH1/-41dB） 

 
 

◇ ライン入力歪率（1KHz 0.006%/ USB ライン 48KHz/24Bit/CH1/-5dB） 

 
 

◇ ライン入力ノイズフロア（USB ライン 48KHz/24Bit/CH1/-41dB） 

 
 

◇ ライン入力ノイズフロア（USB ライン 48KHz/24Bit/CH1/-5dB） 
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◇ 周波数特性 ：5Hz～74KHz -3dB 
 

◇ 位相特性  ：20Hz +20° 
 

◇ セパレーション ：100dB (1KHz ライン-15dB 印加時、ゲイン-41dB) 

◇ ゲイン（ローインピーダンス XLR/TRS） 

   ：69.1dB（フルスケール 2.1mV） 

   ：61.7dB（フルスケール 4.9mV） 

   ：55.1dB（フルスケール 10.5mV） 

   ：48.8dB（フルスケール 21.7mV） 

   ：42.5dB（フルスケール 45.0mV） 

   ：36.5dB（フルスケール 89.9mV） 

   ：30.5dB（フルスケール 179.4mV） 

   ：24.5dB（フルスケール 355.6mV） 
 

 ◇ ゲイン（ハイインピーダンス TRS およびローインピーダンスライン（リアパネル RCA）） 

   ：50.6dB（フルスケール 17.8mV） 

   ：43.2dB（フルスケール 41.5mV） 

   ：36.6dB（フルスケール 89.1mV） 

   ：30.3dB（フルスケール 184.1mV） 

   ：24.0dB（フルスケール 380.5mV） 

   ：17.9dB（フルスケール 760.9mV） 

   ：11.9dB（フルスケール 1524.4mV） 

   ：6.0dB（フルスケール 3010.2mV） 

◇ 入力インピーダンス（差動の場合片側分） 

   ：2.9KΩ（ローインピーダンス XLR/TRS） 

   ：1000KΩ（ハイインピーダンス TRS） 

   ：12KΩ（ローインピーダンスライン（リアパネル RCA）） 

◇ 出力インピーダンス（差動の場合片側分） 

   ：300Ω（スルーアウト XLR/TRS） 

9. その他諸元 
  ◇ 寸法  ：W229.6 X H53.5 X D158.1mm (端子・ノブ含まず) 

  ◇ 質量  ：980g 

  ◇ 消費電力  ：2.7W 
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AD812ARZ 

HAI7100 のボリューム後アンプを除く、DAC~パワーアンプの全信号

経路には AD812 が採用されています。等価回路は図の通りで、電流

帰還型オペアンプです。全段上下対称回路構成なので、スルーレー

トの対称性、電源雑音抑圧比に優れています。電圧増幅段はカレン

トミラー2 段結合、出力段は入力トランジスタをカスコードブート

ストラップ接続したインバーテッドダーリントン接続 A 級 SEPP 回

路です。裸特性に優れ、100MHz 以上の GB 積（利得帯域幅）に設

定することができるので、広帯域で高い NFB（負帰還）を安定して

かけることができ超低歪率です。そのスルーレートは 1600V/μs

を超えるので、スルーレートに起因する高調波歪（TIM 歪）をほぼ

ゼロに抑えることが出来ます。 

株式会社サヤ 
〒272-0035 千葉県船橋市本中山 4-1-2 

TEL 047-335-0644  FAX 047-336-6109 
http://www.saya-net.com 

http://saya-audio.com/ 
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