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この度はマッキントッシュ用DS-1及びDS-650のUSB接続キットAS-100Macをお買い

上げいただきありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよく読み、 正しく安全にお使いください。 また、 お読みになった

後は、 いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。

◎　  ｢DSS Player for Mac｣ のソフトウェアおよび取扱説明書の著作権はオリンパス光学

工業株式会社が所有しております。

◎　 "Voice-Trek" (ボイストレック) はオリンパス光学工業株式会社の登録商標です。

◎　Apple、 Macintosh、 iMac、 Mac、 PowerMac は米国アップルコンピュータ社の登録

商標です。

◎　その他記載されている会社名、 製品名は各社の登録商標または商標です。

オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610

 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

電電電電電波波波波波障障障障障害害害害害自自自自自主主主主主規規規規規制制制制制にににににつつつつついいいいいててててて

この装置は、 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B

情報技術装置です。 この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装

置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、 受信障害を引き起こすことが

あります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

航空機内や病院などで使用を禁止された場所では使用しないでください。

本製品の接続の際、 当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を

超えることが考えられます。 必ず、 指定のケーブルをご使用ください。
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に

同梱品同梱品同梱品同梱品同梱品

本製品には、 次のものが同梱されています。

・ CD-ROM (DSS Player for Mac)

・ USB ケーブル (KP5)

・ USB アダプター (RA5)

・ USB接続ケーブル (CB-USB1)

ごごごごご使使使使使用用用用用ににににになななななるるるるるたたたたためめめめめののののの環環環環環境境境境境

・ オペレーティングシステム 　Mac OS 8.6/9.0

・ 対応パソコン 　iMac、 iBook、 Power Mac G3/G4、 PowerBook G3

ただし USB ポートを標準で装備した機種

・ RAM 容量 　16MB 以上の RAM

・ ハードディスク空き容量 　5MB以上(このほかに音声用の空き容量が必要)

・ ディスプレイ 　 　800 × 600 ドット以上、 256 色以上

・ CD-ROM ドライブ 　2 倍速以上

・ USB 通信ポート 　一つ以上の空き

・ オーディオ入出力端子 　イヤホン (またはスピーカ) 出力

・取扱説明書 (本書)

・ テクニカルサポート ID番号シール

・ソフトウェア使用許諾書
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DSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for Mac にににににははははは、、、、、 こここここんんんんんななななな機機機機機能能能能能がががががああああありりりりりままままますすすすす

・ ボイストレック DS-1、 またはDS-650 で録音した音声を、 音声ファイルとしてパソコ

ンで保管、 管理できます。 　(　　　P.16 参照)

・ 音声ファイルを再生できます。 　(　　　P.19 参照)

・ DSS 形式ファイルを AIFF 形式ファイルに変換できます。 　(　　　P.26 参照)

・ 音声ファイルを電子メールに添付して送信できます。 　(　　　P.24 参照)

本書は、 お客様が Mac OS の基本操作を習熟していることを前提にしています。

パソコンの操作については、 ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。

また、わからない用語につきましては、用語解説 (　　　P.30参照) をご覧ください。
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に

本本本本本書書書書書ののののの使使使使使いいいいい方方方方方

本書では、 DSS Player for Mac の基本的な操作を説明しています。 各メニューや詳しい

内容については、 オンラインヘルプをご覧ください。

オンラインヘルプは、 DSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for Mac のののののイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル ( ( ( ( (　　　　　　　　　　　　　　　P.8P.8P.8P.8P.8 参照参照参照参照参照) ) ) ) ) 後に使

用できます。

オオオオオンンンンンララララライイイイインンンンンヘヘヘヘヘルルルルルプププププののののの使使使使使いいいいい方方方方方

オンラインヘルプを表示するには、 DSS Player for Mac を起動した状態で、  ｢ヘルプ｣ メ

ニューから ｢DSS Player for Mac ヘルプ｣ を選択します。

《《《《《     目目目目目次次次次次かかかかかららららら検検検検検索索索索索すすすすするるるるるにににににははははは     》》》》》

オンラインヘルプを表示させてから、

表表表表表示示示示示しししししたたたたたいいいいい項項項項項目目目目目をををををクククククリリリリリッッッッックククククしししししままままますすすすす。。。。。

項目のタイトルが表示されます。

表表表表表示示示示示しししししたたたたたいいいいい項項項項項目目目目目のののののタタタタタイイイイイトトトトトルルルルルをををををククククク

リリリリリッッッッックククククしししししままままますすすすす。。。。。

その項目の説明が表示されます。

11111

22222

11111

22222
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《《《《《     キキキキキーーーーーワワワワワーーーーードドドドドででででで検検検検検索索索索索すすすすするるるるるにににににははははは     》》》》》

オンラインヘルプを表示させてから、

検検検検検索索索索索しししししたたたたたいいいいい文文文文文字字字字字ををををを入入入入入力力力力力しししししままままますすすすす。。。。。

｢｢｢｢｢検索検索検索検索検索｣｣｣｣｣ボボボボボタタタタタンンンンンをををををクククククリリリリリッッッッックククククしししししままままますすすすす。。。。。

検索結果が表示されます。

表表表表表示示示示示しししししたたたたたいいいいい項項項項項目目目目目のののののタタタタタイイイイイトトトトトルルルルルをををををクククククリリリリリッッッッックククククしししししままままますすすすす。。。。。

その項目の説明が表示されます。

11111

22222

33333

　　　　　

33333

11111

22222
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DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac のののののイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル

AS-100Mac を使うためには、 パソコンに DSS Player for Mac を組み込む必要がありま

す。

DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac ののののの CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROM ををををを CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROM ドドドドドララララライイイイイブブブブブににににに挿挿挿挿挿入入入入入しししししままままますすすすす。。。。。

 ｢DSS Player for Mac Installer｣ アイコンをダブルクリックします。 インストールプロ

グラムが起動します。

右右右右右ののののの画画画画画面面面面面ががががが表表表表表示示示示示ささささされれれれれままままますすすすす。。。。。

 ｢続ける｣ ボタンをクリックします。

使使使使使用用用用用許許許許許諾諾諾諾諾契契契契契約約約約約ににににに同同同同同意意意意意ののののの確確確確確認認認認認

DSS Player for Mac をインストールするには、 この契約に同意いただく必要がありま

す。同意いただける場合、  ｢同意します｣ をクリックします。

イイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル先先先先先ののののの選選選選選択択択択択

DSS Player for Mac のインストール先を指定

します。変更の必要がなければ、  ｢インストー

ル｣ボタン をクリックします。

11111

22222

33333

44444
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コココココンンンンンピピピピピュュュュューーーーータタタタタののののの再再再再再起起起起起動動動動動ののののの確確確確確認認認認認

DSS Player for Mac インストール完了後に、 コンピュータの再起動が必要がありま

す。 インストールを続行する場合は、｢はい｣ ボタンをクリックします。 インストールを

中止する場合は、｢いいえ｣ ボタンをクリックします。

イイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルルののののの完完完完完了了了了了

インストールが完了しました。

｢終了｣または｢再起動｣ボタンをクリックします。 更にインストールを続けるには｢続け

る｣ボタンをクリックします。

55555

66666
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DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac のののののアアアアアンンンンンイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル

パソコンからソフトウェアを取り除くことをアンインストールと呼びます。アンインス

トールは、 DSS Player for Mac が必要なくなったときに行ってください。

Macintosh HDMacintosh HDMacintosh HDMacintosh HDMacintosh HD をををををダダダダダブブブブブルルルルルクククククリリリリリッッッッックククククしししししままままますすすすす。。。。。

Macintosh HD の内容が表示されます。

シシシシシススススステテテテテムムムムムフフフフフォォォォォルルルルルダダダダダ内内内内内ののののの機機機機機能能能能能拡拡拡拡拡張張張張張かかかかかららららら以以以以以下下下下下ののののの６６６６６つつつつつのののののドドドドドララララライイイイイバババババををををを削削削削削除除除除除しししししままままますすすすす。。。。。

｢DSSUSBDriver｣

｢DSSUSBShim｣

｢DSS1USBDriver｣

｢DSS1USBShim｣

｢DSSFSUSBDriver｣

｢DSSFSUSBShim｣

シシシシシススススステテテテテムムムムムフフフフフォォォォォルルルルルダダダダダ内内内内内のののののヘヘヘヘヘルルルルルプププププかかかかかららららら以以以以以下下下下下のののののフフフフフォォォォォルルルルルダダダダダををををを削削削削削除除除除除しししししままままますすすすす。。。。。

｢DSS Player for Mac ヘルプ｣

シシシシシススススステテテテテムムムムムフフフフフォォォォォルルルルルダダダダダ内内内内内ののののの初初初初初期期期期期設設設設設定定定定定かかかかかららららら以以以以以下下下下下のののののフフフフファァァァァイイイイイルルルルルををををを削削削削削除除除除除しししししままままますすすすす。。。。。

｢DSS Preference｣

DSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for Mac フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダををををを削削削削削除除除除除しししししままままますすすすす。。。。。

もしオプション設定で ｢Massage Folder｣ を新しく作成していたら、 その ｢Message

Folder｣ も削除します。

22222

11111

33333

44444

55555
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ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッックククククののののの接接接接接続続続続続

ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-1DS-1DS-1DS-1DS-1 ののののの接接接接接続続続続続

ボイストレックDS-1の接続はかならずDSS Player for Mac をインストールした後

 (　　　P.8 参照) に行ってください。

USB 接続ケーブルをボイストレック DS-1 に接続する場合は、 ボイストレック

DS-1裏面の電源 / ロックスイッチを ON にして、 停止状態であること、 またホー

ルドスイッチが解除されていることを確認してください。

付属付属付属付属付属 USBUSBUSBUSBUSB 接接接接接続続続続続ケケケケケーーーーーブブブブブルルルルルののののの AAAAA 側側側側側をををををパパパパパソソソソソ

コココココンンンンンののののの USBUSBUSBUSBUSB ポポポポポーーーーートトトトトににににに接接接接接続続続続続しししししままままますすすすす。。。。。

ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-1DS-1DS-1DS-1DS-1ととととと付付付付付属属属属属USBUSBUSBUSBUSB 接続接続接続接続接続

ケケケケケーーーーーブブブブブルルルルルののののの BBBBB 側側側側側ををををを接接接接接続続続続続しししししままままますすすすす。。。。。

パソコンの USB ポートについては、 お使いのパソコンの取扱説明書をご覧くださ

い。

通信中はUSB接続ケーブルを抜かないでください。 データが破壊される恐れがあ

ります。

11111

22222 BBBBBAAAAA
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ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-650DS-650DS-650DS-650DS-650 ののののの接接接接接続続続続続

ボイストレック DS-650 の接続は DSS Player for Mac をインストールした後

 (　　　P.8 参照) に行ってください。

USB接続ケーブルをボイストレックDS-650に接続する場合は、ホールドスイッチ

が解除されていることと、 停止状態であること

を確認してください。

付属付属付属付属付属 USBUSBUSBUSBUSB ケケケケケーーーーーブブブブブルルルルル KP5KP5KP5KP5KP5 をををををパパパパパソソソソソコココココンンンンンののののの USBUSBUSBUSBUSB ポポポポポーーーーートトトトト

ととととと、、、、、 付付付付付属属属属属ののののの USBUSBUSBUSBUSB アアアアアダダダダダプププププタタタタターーーーー RA5RA5RA5RA5RA5 にににににそそそそそれれれれれぞぞぞぞぞれれれれれ接接接接接続続続続続

しししししままままますすすすす。。。。。

ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-650DS-650DS-650DS-650DS-650 ととととと付付付付付属属属属属USBUSBUSBUSBUSB アアアアアダダダダダプププププタタタタターーーーー

RA5RA5RA5RA5RA5 のののののケケケケケーーーーーブブブブブルルルルルををををを接接接接接続続続続続しししししままままますすすすす。。。。。

パソコンのUSBポートについては、 お使いのパ

ソコンの取扱説明書をご覧ください。

通信中はUSB接続ケーブルおよびUSBアダプターのケーブルを抜かないでくださ

い。 データが破壊される恐れがあります。

11111

22222
RA5RA5RA5RA5RA5

11111

22222

KP5KP5KP5KP5KP5
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スススススマママママーーーーートトトトトメメメメメデデデデディィィィィアアアアアののののの各各各各各種種種種種アアアアアダダダダダプププププタタタタタののののの使使使使使用用用用用にににににつつつつついいいいいててててて

ボイストレックDS-1を用いてスマートメディアに記録したデータは､当社デジタルカメラ用

アクセサリPCカードアダプタMA-2 (別売) ､3.5インチフロッピーディスクドライブ用アダ

プタ ｢フラッシュパス｣ MAFP-2N (別売)､スマートメディア･リーダ･ライタMAUSB-2 (別売)

を用いて、パソコン上で取り扱うことができます。これらのアクセサリを使用してパソコン

上でスマートメディアを扱う場合は、 以下の注意が必要です。

当社保証製品以外の機器、 アダプタ類でデータ転送や編集を行ったスマートメ

ディアがボイストレック DS-1で正常に動作しなくなった場合、 当社では保証しか

ねますので予めご了承ください。

パパパパパソソソソソコココココンンンンン上上上上上でででででスススススマママママーーーーートトトトトメメメメメデデデデディィィィィアアアアアををををを扱扱扱扱扱ううううう上上上上上でででででのののののごごごごご注注注注注意意意意意事事事事事項項項項項

・パソコンでスマートメディアの初期化 (フォーマット) はしないでください。 パソコンで

初期化したスマートメディアはボイストレック DS-1では読み書きができません。 初初初初初

期期期期期化化化化化はははははボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-1DS-1DS-1DS-1DS-1もももももしししししくくくくくはははははオオオオオリリリリリンンンンンパパパパパススススス製製製製製デデデデデジジジジジタタタタタルルルルルカカカカカメメメメメラララララ  ｢CAMEDIA｣  ｢CAMEDIA｣  ｢CAMEDIA｣  ｢CAMEDIA｣  ｢CAMEDIA｣ ででででで行行行行行っっっっっ

てててててくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。

・ ボイストレック DS-1またはDSS Player for Mac で設定したフォルダ名は、 ボイスト

レックDS-1またはDSS Player for Mac でのみ有効です。 スススススマママママーーーーートトトトトメメメメメデデデデディィィィィアアアアア内内内内内のののののフフフフフォォォォォ

ルルルルルダダダダダ及及及及及びびびびびフフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの移移移移移動動動動動、、、、、 名名名名名前前前前前ののののの変変変変変更更更更更ををををを行行行行行うううううととととと、、、、、 ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-1DS-1DS-1DS-1DS-1ででででではははははフフフフファァァァァイイイイイルルルルル

ののののの順順順順順番番番番番ががががが変変変変変わわわわわっっっっったたたたたりりりりり、、、、、 フフフフファァァァァイイイイイルルルルルををををを認認認認認識識識識識しししししなななななくくくくくなななななるるるるるここここことととととがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。

・  DSS Player for Mac以外を用いてボイストレック DS-1で録音したDSSファイル (　　　

P.26 参照) 以外のファイルをスマートメディアにコピーまたは移動すると、 ボイスト

レックDS-1での録音時間が少なくなります。

・  Apple社のマッキントッシュパソコン(iMac､Power Macなど)でスマートメディア内の

フォルダを表示すると､ボイストレック DS-1の操作に不必要なファイルが自動的に作

成され､スマートメディアに記憶できる容量が少なくなります。
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DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac ののののの起起起起起動動動動動

DSS Player for Mac の起動方法は次の手順です。

ここでは、DSS Player for Mac をインストールしたことを前提に解説しています。イ

ンストールについては、 DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac のののののイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル ( ( ( ( (　　　　　　　　　　　　　　　P.8P.8P.8P.8P.8 参照参照参照参照参照) ) ) ) ) をご

覧ください。

パパパパパソソソソソコココココンンンンン     ををををを起起起起起動動動動動しししししままままますすすすす。。。。。

ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク      ををををを接接接接接続続続続続しししししままままますすすすす。。。。。

接続方法は、 ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク      ののののの接接接接接続続続続続 ( ( ( ( (　　　　　　　　　　　　　　　P.11P.11P.11P.11P.11、、、、、 1212121212 参照参照参照参照参照) ) ) ) ) をご覧ください。

スマートメディアの各種アダプタをご使用になる場合も、ここで接続してください。

DSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for Mac フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダをををををダダダダダ

ブブブブブルルルルルクククククリリリリリッッッッックククククしししししままままますすすすす。。。。。

DSS Player for Mac フォルダが開

きます

DSS PlayerDSS PlayerDSS PlayerDSS PlayerDSS Player をををををダダダダダブブブブブルルルルルクククククリリリリリッッッッックククククしししししままままま

すすすすす。。。。。

DSS Player for Mac が起動します。

シシシシシリリリリリアアアアアルルルルル番番番番番号号号号号ををををを入入入入入力力力力力しししししままままますすすすす。。。。。

初回のみテクニカルサポート ID

番号を入力してください。

11111
22222

33333

44444

55555
55555

33333

44444
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画画画画画面面面面面ののののの各各各各各部部部部部説説説説説明明明明明

DSS Player for Mac 起動時には、 メイン画面と再生コントロール画面が表示されます。

《《《《《     メメメメメイイイイインンンンン画画画画画面面面面面     》》》》》

①①①①①音音音音音声声声声声フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダウウウウウィィィィィンンンンンドドドドドウウウウウ

パソコン内の DSS/AIFF 形式ファイルが入ったフォルダを階層表示します。

②②②②②デデデデデバババババイイイイイスススススウウウウウィィィィィンンンンンドドドドドウウウウウ

ボイストレック DS-1、 またはDS-650 内のフォルダを階層表示します。

③③③③③音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルル一一一一一覧覧覧覧覧ウウウウウィィィィィンンンンンドドドドドウウウウウ

①②で選択されている、 フォルダ内の音声ファイルを表示します。

《《《《《     再再再再再生生生生生コココココンンンンントトトトトロロロロローーーーールルルルル画画画画画面面面面面     》》》》》

音声ファイルの再生や、 停止など操作を行うボタンが配置されています。

③

②

①
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録録録録録音音音音音しししししたたたたた音音音音音声声声声声をををををパパパパパソソソソソコココココンンンンンににににに取取取取取りりりりり込込込込込むむむむむ

ボイストレックDS-1、またはDS-650から音声ファイルをパソコンに取り込むこと

をダウンロードと呼びます。

DSS Player for Macでは、 音声ファイルをパソコンに取り込む方法として、 次の三つの方

法があります。

・・・・・ 選選選選選択択択択択フフフフファァァァァイイイイイルルルルルのののののダダダダダウウウウウンンンンンロロロロローーーーードドドドド

一つ、 あるいは、 複数の音声ファイルを選択してパソコンに取り込みます。

・・・・・ フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダのののののダダダダダウウウウウンンンンンロロロロローーーーードドドドド

フォルダ内すべての音声ファイルをパソコンに取り込みます。

・・・・・ 全全全全全てててててダダダダダウウウウウンンンンンロロロロローーーーードドドドド

ボイストレックDS-1、 またはDS-650にある、すべての音声ファイルをパソコンに

取り込みます。

ダウンロードアイコン　　　                 をクリックすると、 すべての音声ファイルをパ

ソコンに取り込みます。

ここでは、 ｢選択ファイルのダウンロード｣ について解説します。 ｢フォルダのダウンロード｣、

｢全てダウンロード｣ については、 オンラインヘルプをご覧ください。
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選選選選選択択択択択フフフフファァァァァイイイイイルルルルルのののののダダダダダウウウウウンンンンンロロロロローーーーードドドドド

フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダののののの選選選選選択択択択択

デバイスウィンドウでダウンロードした

い音声ファイルが入ったフォルダを選択

します。 右図では、 FOLDER A が選択

されています。

音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの選選選選選択択択択択

音声ファイル一覧ウィンドウから取り込みたい音声ファイルを選択します。

複数選択する場合は、  ｢shift｣ キーを押しながら選択します。下図では２つのファイル

が選択されています。

11111

22222

11111

22222
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音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの取取取取取りりりりり込込込込込みみみみみ

 ｢ツール｣ メニューから ｢選択ファイルのダウンロード｣ をクリックします。

取取取取取りりりりり込込込込込みみみみみののののの完完完完完了了了了了

ダウンロード中の画面が消えたら取り込

み完了です。

通信中は USB 接続ケーブルを抜かないでください。

音声ファイルのサイズやパソコンによっては取り込みに時間がかかることがありま

す。

取り込み先は、 ボイストレック DS-1、 またはDS-650のフォルダと対応した、 ダ

ウンロードトレイのフォルダに保存されます。

例) ボイストレック DS-1、 またはDS-650の FOLDER A から取り込んだ音声ファ

イルは、 メッセージフォルダのダウンロードトレイのフォルダ A に保存されます。

同じ音声ファイル名が既にある場合は、録音日時が異なる場合のみ別のファイル名

で保存されます。

33333

44444
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音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルををををを再再再再再生生生生生すすすすするるるるる

音声ファイルの再生方法は次の手順です。

フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダののののの選選選選選択択択択択

再生したい音声ファイルが入っているフォルダを選択します。

下図では、 取り込み済みの音声ファイルを指定するため、 音声フォルダウィンドウの

フォルダA を選択しています。

音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの選選選選選択択択択択

音声ファイル一覧ウィンドウから再生したい音声ファイルを選択します。

下図では ｢DS-10067.dss｣ ファイルが選択されています。

音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの再再再再再生生生生生

再生コントロール画面の再生ボタン            を押してください。

その他の早戻し、 早送り、 停止 、再生速度、音量 、時間軸、インデックスマーク

スキップなどの操作は、再生コントロール画面で行えます。詳しい説明については、

オンラインヘルプをご覧ください。

11111

22222

33333

22222

11111
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音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルをををををボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-1DS-1DS-1DS-1DS-1 ににににに転転転転転送送送送送すすすすするるるるる

DSS Player for Mac には､パソコンにある DSS 形式音声ファイルを､ボイストレック DS-1

に転送する機能があります。

パソコンからボイストレック DS-1へ音声データを転送することをアップロードと

いいます。

DS-650 では、 音声ファイルをアップロードすることはできません。

フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダののののの選選選選選択択択択択

音声フォルダウィンドウで、 転送したい音声ファイルの入っているフォルダを選択しま

す。

音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの選選選選選択択択択択

音声ファイル一覧ウィンドウから、 転送したい音声ファイルを選択します。

11111

22222

22222

11111
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転転転転転送送送送送先先先先先フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダののののの選選選選選択択択択択

 ｢ツール｣ メニューから ｢DS-1へアップロード｣ を選択またはアップロードアイコン

　　　        をクリックします。 転送先フォルダ一覧のウィンドウが表示されます。

転送先フォルダを選択します。

音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルををををを転転転転転送送送送送

音声ファイルがボイストレック DS-1に転送されます。

音声ファイル一覧ウィンドウから転送したい音声ファイルを選択し、デバイスウィン

ドウのフォルダにドラッグ＆ドロップ (マウスのボタンを押したまま移動し、 移動先

でボタンを離す) して転送することもできます。

ボイストレック DS-1のフォルダ内に、 同じ名前のファイルがある場合は転送でき

ません。

33333

44444
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パパパパパソソソソソコココココンンンンンににににに直直直直直接接接接接録録録録録音音音音音すすすすするるるるるにににににははははは

ボイストレック DS-1、 またはDS-650からパソコンに直接DSS形式で録音することがで

きます。 ボイストレック DS-1、 またはDS-650を接続した状態で、  ｢ツール｣ メニューか

ら ｢録音｣ コマンドを使用します。

録録録録録音音音音音ののののの設設設設設定定定定定

録音設定ウィンドウが表示されます｡

 ｢保存先指定｣ ボタンをクリックします。

録録録録録音音音音音先先先先先とととととフフフフファァァァァイイイイイルルルルル名名名名名ののののの設設設設設定定定定定

保存ウィンドウが表示されます。

録音先フォルダとファイル名を入力し

｢保存｣ ボタンをクリックします。

11111

22222

11111

22222
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録録録録録音音音音音ののののの開開開開開始始始始始

録音設定ウィンドウの ｢録音開始｣ ボタンをク

リックします。 録音が開始されます。

録音を開始する前に、 音質 、感度を変更

することができます。

録録録録録音音音音音ののののの終終終終終了了了了了

録音ウィンドウの ｢終了｣ ボタンをクリックします。

33333

44444

44444

33333
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音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルををををを E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail ででででで送送送送送信信信信信すすすすするるるるるにににににははははは

音声ファイルをお使いのメールソフトのメールに添付して送信することができます。

音声ファイルの添付方法は次の手順です。

メール送信方法等の詳細については、 お使いのメールソフトの取扱説明書をご覧くださ

い。

DSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for MacDSS Player for Mac ををををを起起起起起動動動動動しししししままままますすすすす。。。。。

おおおおお使使使使使いいいいいのののののメメメメメーーーーールルルルルソソソソソフフフフフトトトトトををををを起起起起起動動動動動ししししし、、、、、 新新新新新規規規規規メメメメメーーーーールルルルルををををを作作作作作成成成成成すすすすするるるるる画画画画画面面面面面ををををを選選選選選びびびびびままままますすすすす。。。。。

音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルののののの添添添添添付付付付付

DSS Player for Mac の音声ファイル一覧ウインドウから添付したい音声ファイルを選

択し、 メールソフトの新規メールを作成する画面の本文欄にドラッグ＆ドロップします

(マウスのボタンを押したまま移動し、 移動先でマウスのボタンを離します) 。

上記の操作に対応していないメールソフトの場合は、 メールソフトからファイル添

付機能により、音声ファイルのあるフォルダから目的の音声ファイルを選択します。

初期設定では音声ファイルは

Macintosh HD:DSS Player for Mac:MessageFolder:FolderA (またはB、 C)

にあります。

11111
22222
33333
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音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルをををををフフフフフロロロロロッッッッッピピピピピーーーーーデデデデディィィィィスススススククククク等等等等等ににににに保保保保保存存存存存すすすすするるるるるにににににははははは

｢ファイル｣ メニューの｢ファイルのエクスポート｣コマンドを使用します。 このコマンドで

DSS Player for Mac 内の音声ファイルをフロッピーディスク等に保存できます。

フフフフフロロロロロッッッッッピピピピピーーーーーデデデデディィィィィスススススククククク等等等等等ののののの音音音音音声声声声声フフフフファァァァァイイイイイルルルルルををををを取取取取取りりりりり込込込込込むむむむむにににににははははは

｢ファイル｣メニューの｢ファイルのインポート｣コマンドを使用します。 このコマンドでフ

ロッピーディスクやハードディスク上の音声ファイルを取り込み、 DSS Player for Mac

上で再生などの操作ができるようになります。

フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダ名名名名名ををををを変変変変変更更更更更すすすすするるるるるにににににははははは

[[[[[音音音音音声声声声声フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダウウウウウィィィィィンンンンンドドドドドウウウウウのののののフフフフフォォォォォルルルルルダダダダダ名名名名名]]]]]

｢ファイル｣メニューの｢フォルダ名の変更｣コマンドを使用します。

フォルダ名を自由に変更できます。

[[[[[デデデデデバババババイイイイイスススススウウウウウィィィィィンンンンンドドドドドウウウウウのののののフフフフフォォォォォルルルルルダダダダダ名名名名名]]]]]

｢ツール｣メニューの｢DS-1のフォルダ名変更｣を選択して、 フォルダ名を入力します。

変更したフォルダ名はボイストレックDS-1に挿入されているスマートメディア内のフォ

ルダ名に反映されます。

デバイスウィンドウのフォルダ名として使用可能な文字は、半角英数字 (#$@[]\~!’

^{}を除く ) と半角カタカナで、 ８文字以内です。
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そ
の
他

フフフフファァァァァイイイイイルルルルル形形形形形式式式式式ををををを変変変変変換換換換換すすすすするるるるるにににににははははは

｢ファイル｣メニューの｢AIFF ファイルに変換｣コマンドを使用します。

AIFF形式に変換をすると、 DSS形式独自の情報 (優先度、インデックスマークなど) が

失われます。

AIFF 形式から DSS 形式への変換はできません。

《《《《《 DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac DSS Player for Mac ののののの扱扱扱扱扱うううううフフフフファァァァァイイイイイルルルルル形形形形形式式式式式     》》》》》

DSS Player for Mac ではDSS 形式と AIFF 形式の二つのファイル形式が扱えます。

・・・・・ DSSDSSDSSDSSDSS 形式形式形式形式形式

ボイストレック DS-1で録音される音声ファイル形式で、 ファイル名は以下のようにな

ります。

ＤＳ－１ ０００１． ｄｓｓ

　　　　　　　　　　　　　拡張子

　　　　　　　　ファイル番号： ボイストレックが自動的に付ける連続した番号です。

　　ユーザID ：ボイストレックに設定されている名前です。ボイストレックDS-1の場合、

　　初期値はDS-1。 ボイストレック DS-650 の場合は DS64 固定です。

　　ユーザID の変更は DSS Player for Mac から行います (　　　P.27 参照) 。

DSS 形式のファイルは標準モードで 1分あたり約102k バイト、 ロングモードで約 47k

バイトで記録できます。また、インデックスマークや優先度を設定することが可能です。

DS-650 では、 ユーザ ID を変更することはできません。

・・・・・ AIFFAIFFAIFFAIFFAIFF 形式形式形式形式形式

マッキントッシュ標準の音声ファイル形式で、 ファイルの拡張子は .aif です。 また、 イ

ンデックスマークや優先度の設定をすることができません。
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ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッックククククののののの日日日日日付付付付付、、、、、 時時時時時間間間間間ををををを変変変変変更更更更更すすすすするるるるるにににににははははは

｢ツール｣メニューの｢日付／時間の転送｣コマンドまたは、 アイコン　　　          を使用し

ます。

パソコンの日付、 時間をボイストレック DS-1、 またはDS-650に送り、 ボイストレッ

ク DS-1、 またはDS-650 の日付、 時間を変更します。

ボボボボボイイイイイススススストトトトトレレレレレッッッッッククククク DS-1DS-1DS-1DS-1DS-1 のののののユユユユユーーーーーザザザザザ IDIDIDIDID ををををを変変変変変更更更更更すすすすするるるるるにににににははははは

ボイストレック DS-1のユーザ ID を変更するには、｢ツール｣

メニューの｢DS-1へユーザー IDの変更｣コマンドを使用しま

す。 変更したいユーザ ID を入力し、｢転送｣ボタンをクリック

してください。

ユーザIDは、ボイストレックDS-1で録音されるDSS形式のファイル名 (　　　P.26

参照) に使われます。

ボイストレック DS-650 では、 ユーザ ID を変更することはできません。
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トトトトトラララララブブブブブルルルルルシシシシシュュュュューーーーーテテテテティィィィィンンンンングググググ

故障かなと思ったら、 アフターサービスを受けられる前に、もう一度以下の項目をご確認

ください。
症状症状症状症状症状

インストールできない

DS-1 または DS-

650 が認識できない

音量が小さい

音声が聞こえない

考考考考考えええええららららられれれれれるるるるる原原原原原因因因因因

ハードディスクの容量が足りない

接続ケーブルが外れている

DSS Player for Mac がインストールされ

ていない

ホールドスイッチがホールド側になってい

る

DS-1の電源スイッチが OFF になってい

る

スピーカもしくは、 ヘッドホンの音量が小

さい

パソコン または、 DSS Player for Mac の

再生音量が小さい

スピーカもしくはヘッドホンが接続されて

いない

パソコン または、 DSS Player for Mac の

再生音量が 0 になっている

ミュートがON になっている

対処方法対処方法対処方法対処方法対処方法

容量を確保してください

接続ケーブルを接続してください

DSS Player for Mac をインストール

してください

ホールドスイッチを解除してください

DS-1の電源スイッチをONしてくだ

さい

スピーカもしくは、ヘッドホンの音量

を大きくしてください

パソコン または､DSS Player for Mac

の再生音量を大きくしてください

スピーカもしくはヘッドホンを接続し

てください

パソコン または､DSS Player for Mac

の再生音量を大きくしてください

ミュートを解除してください
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アアアアアフフフフフタタタタターーーーーサササササーーーーービビビビビスススススにににににつつつつついいいいいててててて

お買い上げいただきました本製品を安心してご愛用いただくために、 当社では、 アフター

サービス体制をとっております。

・ 本製品に関するお問い合わせは

オリンパスカスタマーサポートセンター

TEL　:　0426(42)7499

FAX　:　0426(42)7486

〒192-0032　東京都八王子市石川町2951

＜全国アクセスポイント＞

各アクセスポイントにお電話頂きますと、 オリンパスカスタマーサポートセンターに転

送されます。

アクセスポイント迄の電話料金はお客様のご負担となります。

札　幌　011(231)2338　　名古屋　052(201)9585　　福　岡　092(724)8215

仙　台　022(218)8437　　金　沢　076(262)8259　　鹿児島　099(222)5087

新　潟　025(245)7343　　大　阪　06(6252)0506　　沖　縄　098(864)2548

松　本　0263(36)2413　　高　松　087(834)6180

静　岡　054(253)2250　　広　島　082(222)0808

サポート時間　AM10:00 ～ PM 5:00

(土 ・日曜日、祝日および弊社休業日を除きます。)

オリンパスホームページ　  http://www.olympus.co.jp/

デジタルオリンパスサイト   http://digital-olympus.com/

でボイストレック及び関連製品の技術情報を提供しております。
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用語解説用語解説用語解説用語解説用語解説

用語

USB

アップロード

アンインストール

インストール

インポート

エクスポート

音声ファイル

オンラインヘルプ

ダウンロード

解説

パソコンとDS-1やDS-650などの周辺機器を接続するための

ポートです。

音声ファイルをパソコンから DS-1へ送ることです。

パソコンからソフトウェアを取り除くことです。

パソコンにソフトウェアを導入することです。インストールを行わ

なければ、 ソフトウェアは使用できません。

フロッピーディスクやハードディスク上の音声ファイルを取り込む

ことにより、 DSS Player for Mac で再生などの操作が可能にな

ります。

DSS Player for Mac 上の音声ファイルを、パソコン上のフォルダ

や記録デバイスへコピーまたは移動します。 アップロードと異な

るのは、 送り先が DS-1ではなく、 パソコン自体または記録デ

バイスになるという点です。

録音した音声データを指します。 パソコンではボイストレック

DS-1、 またはDS-650で録音したメッセージをファイルとして

扱います。

冊子の取扱説明書ではなく、各ソフトの中で取扱などの説明を表

示できるようにしたものです。

音声ファイルを取り込むことです。ダウンロードは、 DS-1、 また

は DS-650 からパソコンへ音声ファイルを取り込みます。
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