
METAZA ドライバ　インストールガイド（ Windows 7 ）

METAZA ドライバが Windows 7 対応となりました。
ここでは、Windows 7 での METAZA ドライバのインストール方法などについて説明します。

対応エディション

 Windows 7 Home Premium ( 32 ビット版または 64 ビット版 )
 Windows 7 Professional ( 32 ビット版または 64 ビット版 )

※ Windows XP モードでの動作確認は行なっておりません。
※ 最新情報は当社ホームページ（ http://www.rolanddg.co.jp/ ）をご覧ください。

METAZA ドライバをインストールする

手順

  お使いの当社製品（以下、機器）とコンピュータの電源をオフ
にする。

 機器とコンピュータ間の接続ケーブルを取り外す。
 コンピュータの電源をオンにする。

「管理者」または「Administrators」グループのメンバーとして
Windows 7 にログオンする。

 古いバージョンの METAZA ドライバがインストールされている場
合は、アンインストールする。

 「METAZA ドライバをアンインストールする」

 Roland Software Package の CD-ROM を、コンピュータの CD-
ROM ドライブに挿入する。
しばらくすると、インストール画面が表示されます。

 [METAZA Driver インストール ] を
クリックする。
[ ドライバのセットアップ ] 画面が表
示されます。[ ユーザーアカウント制
御 ] 画面が表示されたら、[ はい ] を
クリックしてください。

古いバージョンの METAZA ドライバが既にインストールされている場合は、必ず古
いバージョンの METAZA ドライバをアンインストールしてから最新の METAZA ドラ
イバをインストールしてください。さもないと、METAZA ドライバが正常に動作し
ないことがあります。METAZA ドライバのアンインストール方法は、次項の「METAZA
ドライバをアンインストールする」をご覧ください。

  [ インストール ] を選択する。
 [ 機種名 ] を選択する。
 [ USB ] を選択する。
 [ 開始 ] をクリックする。

以降、画面の指示に従ってインストー
ルを進めてください。
[Windows セキュリティ ] 画面が表示
されたら、[ このドライバーソフト
ウェアをインストールします ( I )] を
クリックしてください。

 図の画面が表示されたら、[ 完了 ] 
をクリックする。

  [ 機種名 ] と [ ポート ] が USB で
あることを確認する。

 [ 閉じる ] をクリックする。
[ 機種名 ] と [ ポート ] に誤りがあっ
た場合は、METAZA ドライバをアン
インストールして、再度インストー
ルをしてください。

  機器とコンピュータを接続ケー
ブルで接続する。

 機器の電源をオンにする。
デスクトップに図が表示されたらイ
ンストール作業終了です。

METAZA ドライバをアンインストールする

手順

 機器の電源をオフにする。

 [ スタート ] メニューから、[ コントロールパネル ] → [ プログラム
のアンインストール ] をクリックする。

  [ 名前 ] の中から、機器の機種
名があるドライバを選択する。

 [ アンインストール ] をクリッ
クする。

 図の画面が表示されたら、[ はい ] 
をクリックする。
選択したドライバが削除されます。
[ ユーザーアカウント制御 ] 画面が表
示されたら、[ はい ] をクリックして
ください。

 Roland Software Package の CD-ROM を、コンピュータの CD-
ROM ドライブに挿入する。
しばらくすると、インストール画面が表示されます。

  [METAZA Driver インストール ] を
クリックする。
[ ユーザーアカウント制御 ] 画面が表
示されたら、[ はい ] をクリックして
ください。

  [ アンインストール ] を選択する。
 [ 機種名 ] を選択する。

機器の機種名を選択してください。
 [ 開始 ] をクリックする。

アンインストールが開始されます。

 図の画面が表示されたら、[ はい ] 
をクリックする。
コンピュータが再起動します。再起
動したら、アンインストールは終了
です。

Windows® は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録
商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。



  Select the driver with the 
applicable model of the De-
vice from the list of [Name].

 Click [Uninstall].

 When the window shown on 
the left appears on the screen, 
click [Yes].
The selected driver is deleted. When 
[User Account Control] is displayed on 
the screen, click [YES].

 Insert the Roland Software Package CD-ROM into the 
computer.
The install menu appears on the screen after a short time.

 Click [METAZA Driver In-
stall].
When [User Account Control] is dis-
played on the screen, click [YES].

  Select [Uninstall].
 Select an applicable [Mod-

el].
Select a model name of your Device.

 Click [Start].
Uninstallation starts.

 When the window shown on 
the left appears on the screen, 
click [Yes].
The computer restarts. When the 
reboot is finished, the process of unin-
stallation is complete.

  Select [Install].
 Select an applicable [Mod-

el].
 Select [USB].
 Click [Start].

Proceed further with the installation as 
following the instructions displayed on 
the screen. When [Windows Security] 
appears on the screen, click [Install this 
driver software anyway].

 When the window shown on 
the left appears on the screen, 
click [Finish].

  Confirm [Model] is correct 
and "USB" is selected for 
[Port].

 Click [Close].
If [Model] and [Port] are not correctly 
selected, uninstall the METAZA driver, 
and then install it again.

  Connect the Device and 
the computer with the connec-
tion cable.

 Turn on the Device.
The install process is complete when 
the icon shown on the left appears on 
the desktop.

Uninstalling the METAZA Driver

Procedure

 Turn off the Device.

 From the [Start] menu, click [Control Panel], and then 
click [Uninstall a program].
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The METAZA Driver has become compliant with Windows 7.
This document includes instructions to install and uninstall the METAZA driver under 
Windows 7.

Compatible Editions

 Windows 7 Home Premium (32-bit edition or 64-bit edition)
 Windows 7 Professional (32-bit edition or 64-bit edition)

 The operation in the Windows XP mode has not been verified.

 For the latest information, see the Roland DG Corp. website (http://www.rolanddg.com).

Installing the METAZA Driver

Procedure

  Turn off the power to your Roland DG product (here-
inafter called the “Device”) and computer.

 Disconnect the cables between the Device and the 
computer.

 Turn on the computer.

 Log on to Windows 7 as an “Administrator” or a member 
of “Administrators” group.

 If any older version of the METAZA driver is installed, 
uninstall it.

 "Uninstalling the METAZA Driver"

 Insert the Roland Software Package CD-ROM into the 
computer.
The install menu appears on the screen after a short time.

 Click [METAZA Driver In-
stall].
[Driver Setup] window appears on the 
screen. When [User Account Control] is 
displayed on the screen, click [YES].

If any older version of the METAZA driver has been installed, make sure to uninstall 
it first and then to install the latest edition of the METAZA driver. Otherwise, the 
METAZA driver may fail to work properly. For information on how to uninstall the 
METAZA driver, see “Uninstalling the METAZA Driver” in the next section.
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