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テクニカル　サポート
ExpressDictateディクテーションソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ
連絡する前に、該当するトピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見
つからない場合は、www.nch.com.au/express/jp/support.html 
にて、最新のExpressDictateディクテーションソフト

オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
ExpressDictateディクテーションソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェ
アへの提案がございましたら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでくださ
い。当社のソフトウェアプロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われ
ています。お客様の提案が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたしま
す。

www.nch.com.au/express/jp/support.html
www.nch.com.au
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NCHソフトウェア総合パッケージ
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 
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Express Dictateについて
Express 
Dictateはディクタフォンと同じように機能する音声録音ソフトです。Express 
Dictateを使うと、PCやMacを使ってディクテーションを電子メールやネットワーク
経由でタイピストに簡単に素早く送信することができます。Express 
Dictateはまた、出先や自宅などどこからでも作業が可能なため、ディクテーションや
テープ起こしにかかる時間を大幅に短縮することができます。電子メール送信が可能
なコンピュータさえあれば、世界中のどこからでもディクテーションをあっという間
に送信できます。
Express 
Dictateは最先端のデジタル音声処理・圧縮テクノロジーを使って音声の録音と送信を
行います。Express 
Dictateにはまた、自動編集機能や録音の暗号化、音声起動など便利な機能が数多く搭
載されています。
コンピュータを持ち歩けないところでは、携帯型レコーダを使って録音しExpress 
Dictateに読み込むことも可能です。携帯型レコーダで録音した音声はドック機能を使
ってExpress 
Dictateに読み込み、電子メールやネットワークを使って簡単に素早くタイピストへ送
信することができます。
Express 
Dictateはディクテーション作業に必要な機能が全て搭載されているだけでなく、毎日
の作業に簡単にお使いいただけるようシンプルに設計されています。
システム要件 
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
● サウンドカード
● マイクとスピーカー（またはヘッドセット）
● [任意] ハンドコントローラ（キーボードを使わない操作用）
● [任意] インターネット接続（インターネットを使ったファイルの送信用）
● [任意} コンピュータネットワーク（LANを使ったファイル送信用）
● [任意} SAPI 5音声認識エンジン（音声コマンドを使った操作用）
iPhone用Express DictateはPocket Dictateをご覧ください。 
Express Dictateを使って録音した音声はExpress 
Scribeを使ってテープ起こしを行います。Express 
Scribeには可変速度再生やフットペダルを使った操作など便利な機能が多数搭載され
ています。Express Scribeはwww.nch.com.au/scribe/jpからダウンロードいただけ
ます。 
Express 
Dictateは最大14日間は無料でお試しいただけますが、お試し期間終了後もお使いい
ただく場合は製品のご購入とご登録が必要です。ライセンスのご購入や最新の価格等
についての情報はhttps://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-jp.exeからご覧いただ
けます。 
Express 
Dictateの他にもNCHソフトウェアは便利なビジネスソフトを多数ご用意いたしてお
ります。詳しくはwww.nchsoftware.com/software/business/jpからご覧いただけま
す。 
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こちらもご覧ください：
クイックスタートガイド 
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クイックスタートガイド
新規ディクテーションを作成（Ctrl+N） 
Express 
Dictateはテープレコーダーに録音を保存するような要領で「ディクテーション」の保
存を行います。通常ディクテーションファイルは1つのディクテーション作業につき1
つ作成します。例えば1通の手紙のディクテーションは、録音回数にかかわらず1つの
ディクテーションとして作成します。各ディクテーションにはそれぞれ優先度を設定
することで、テープ起こし作業の順番を指定することができます。
新規ディクテーションの作成は以下のキーを押します： Ctrl+N
録音 (F5)  
録音はF5キーを使ってコントロールします。F5キーを押している間は録音が行われ
、F5キーを離すと録音が停止します。F5キーを押し続けずに録音を行う場合はF5キ
ーを素早く押します。録音を停止する場合は再度F5キーを素早く押します。
1つのファイルに録音できる時間は最大4時間です。4時間以上の録音を行う場合は
MSRS法廷・会議用録音ソフト（マルチ回線） またはVRS通話録音システムをお使い
ください。長い録音が自動的に複数のファイルに分割されます。 
再生 (F9)  
再生のコントロールはF9キー、またはメイン画面の再生ボタンを使って行います。再
生を開始するにはまず「先頭へ移動」ボタン（またはHomeキー）を使って録音の先
頭へ移動し、F9キーを押します。再生を停止する場合は再度F9キーを押します。F9
キーの長押しとリリースで再生と停止をそれぞれコントロールすることも可能です。
前後への移動 (F7、F8、Home、End) 
録音音声の巻き戻しはF7キーを、早送りはF8キーを使います。録音の先頭へ移動す
るにはHomeキーを押します。録音の末尾へ移動するにはEndキーを押します。
これ以外にも録音中に使える便利な機能が数多く搭載されています。詳しくは
メイン画面についてをご覧ください。 
ディクテーションを送信する（Ctrl+S） 
ディクテーションの録音が完了後は以下のキーを押してタイピストに送信します：Ctr
l+S 
こちらもご覧ください：
コンセプト ~ 録音モード 
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メイン画面について
ディクテーションの管理 
新規ディクテーション（Ctrl+N） 
新しいディクテーションを作成するには「新規」ボタンをクリックするかCtrl+Nキー
を押します。 
ディクテーションを送信（Ctrl+S） 
特定のディクテーションをタイピストに送信するには「送信」ボタンをクリックする
かCtrl+Sキーを押します。 
デフォルト設定されているタイピストにディクテーションが送信されます。デフォル
ト以外のタイピストを一覧から選んで送信する場合は、Ctrl+Eキーを押します。各受
信者への送信オプションに関する詳細はオプション ~ 受信者プロパティのページの「
送信方法」の項目をご参照ください。 
ディクテーションに名前を付けて保存... 
ディクテーション作成後は通常「送信」オプション（上記参照）を使ってデフォルト
のタイピストに送信しますが、送信せずにハードドライブに保存（dctまたはwav形式
）することもできます。
備考：Express 
Dictateを終了する際にディクテーションを毎回保存する必要はありません。Express 
Dictateが自動的に保存を行います。
ディクテーション名を変更（F2） 
F2キーを使ってディクテーションの名前を変更することができます。
ディクテーションを削除（Ctrl+Delete） 
ディクテーションを削除するにはCtrl+deleteキーを押し、削除する旨を再確認するボ
タンをクリックします。 
ディクテーションメモ 
特定のディクテーションに関するメモを入力する項目です。テープ起こしの際に間違
いやすい単語や住所などに関するメモを入力して間違いを防いだりするためなどにお
使いいただけます。
また、文書ファイルやウェブサイトなどの引用文をコピー貼り付けすることで、テー
プ起こしにかかる時間を短縮するなど、様々な目的でお使いいただけます。コピー貼
り付けを行うには、コピーする文書を開いてコピーする箇所を選択した後Ctrl+Cキー
を押してコピーし、次にメモ欄をクリックして貼り付けを行います（Ctrl+Vキー）。

全てのディクテーションを選択（Ctrl+A） 
一覧内の全てのディクテーションを選択するには、Ctrl+Aキーを押します。 
備考：全てのディクテーションが選択された状態では録音ボタンのみが使えるように
なり、再生、停止、先頭へ移動、巻き戻し、早送り、末尾へ移動のボタンは使えなく
なります。録音ボタンをクリックすると新規ディクテーションとして録音が行われま
す。 
コントロール 
再生 (F9) 
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F9キーを押すとディクテーションの再生を行います。また、再生中にF9を押すと再
生が停止します。F9キーを長押しすると、F9キー押している間は再生が行われ、F9
キーを離すと再生が停止します。録音したディクテーションを再生する際は「先頭へ
移動」ボタンをクリックするかHomeキーを押して録音の先頭に戻る必要があります
。
録音 (F5) 
F5キーを押すとディクテーションの録音を行います。また、録音中にF5を押すと録
音が停止します。F5キーを長押しすると、F9キー押している間は録音が行われ、F5
キーを離すと録音が停止します。
誤って削除を行ってしまった場合などは、Ctrl+Zキーを押して作業を元に戻すことが
できます。また削除してしまったものを元に戻したい場合は、Ctrl+Yキーを押して作
業をやり直しすことができます。 
停止 (Shift+Esc) 
録音等を停止するにはShiftボタンとEscボタンを同時に押します。
前後への移動 (F7、F8、Home、End) 
巻き戻しはF7キーを、早送りはF8キーを使います。先頭に移動するには、Homeキー
を押します。末尾に移動するには、Endキーを押します。
録音を編集する 
録音の一部を削除する場合は、削除する部分の先頭部分で編集メニューの「削除開始
地点をマークする」を選択するかCtrl+Shift+Sキーを押して削除を開始する部分を指
定します。次に削除する部分の末尾部分で編集メニューの「削除終了地点をマークす
る」を選択するかCtrl+Shift+Eキーを押して削除を終了する部分を指定し、「マーク
した領域を削除」を選択またはCtrl+Shift+Dキーを押すと指定した領域が削除されま
す。
ドック - 携帯型レコーダから転送(Ctrl+D) 
前回使った方法で携帯型レコーダからのドックを行うには、「ドック」ボタンをクリ
ックするか、Ctrl+Dキーを押します。ドック機能に関する詳細は
携帯機器（ドック）から転送の項目をご覧ください。 
こちらもご覧ください：
キーボードについて 
コンセプト ~ 録音モード 
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キーボードについて
以下のショートカットキーはExpress 
Dictateが前面に表示されている場合にお使いいただけます。Express 
Dictateをバックグラウンドで実行中にも使えるホットキーを設定する場合は
システムワイドのホットキーをご覧ください。 
● F1：マニュアルを表示 
● F2：ディクテーション名を変更 
● F5：デフォルトの録音モードで録音 
● F7：巻き戻し 
● F8：早送り 
● F9：再生 
● F10：通常の速度で再生 
● F11：低速で再生 
● F12：高速で再生 
● Shift+Esc：停止 
● Home：先頭へ移動 
● End：末尾へ移動 
● Ctrl+Shift+S：削除開始地点をマークする 
● Ctrl+Shift+E：削除終了地点をマークする 
● Ctrl+Shift+D：マークした領域を削除 
● Ctrl+N：新規ディクテーション 
● Ctrl+R：アーカイブ済みディクテーション 
● Ctrl+Shift+E：更新（アーカイブされた口述録音のみ） 
● Ctrl+H：ディクテーションにファイルを添付 
● Ctrl+S：デフォルトの受信者に送信 
● Ctrl+E：特定の受信者に送信 
● Ctrl+V：文字をメモとして貼り付け（メモ欄のみ） 
● Ctrl+Z：1つ前の作業を元に戻す 
● Ctrl+Y：1つ前の作業をやり直す 
● Ctrl+A：すべて選択 
● Ctrl+Delete：ディクテーションを削除 
● Ctrl+F5:上書きモードで録音 
● Ctrl+Shift+F5:挿入モードで録音 
● Shift+F5：末尾録音モードで録音 
● Alt+F4：Express Dictateを終了する 
● Ctrl+D：ドック（音声ケーブル）ダイアログを開く 
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携帯型レコーダから転送する（ドック機能）
Express 
Dictateは2種類の方法で携帯型レコーダから音声の転送を行うことができます。MP3
やWav、Wmaなどのフォーマットに対応し、独自の接続ケーブルとソフトがあるデジ
タル式の携帯型レコーダ（またはポケットPCデバイス）をお使いの場合は、「音声フ
ァイル転送」を使って転送を行います。アナログ式のレコーダや独自のファイルフォ
ーマットを使って録音を行うデジタル式レコーダをお使いの場合は、「オーディオケ
ーブル接続」を使ってディクテーションのインポートを行います。
携帯型のポケットPCデバイスをお使いの場合は、Express Dictateの携帯版（
www.nch.com.au/pocket/jpからダウンロード）をお使いのPDAにインストールして
ください。 
ドック - 音声ファイル転送 
Mp3やWav、Wmaなどの一般的なフォーマットに対応するデジタル式レコーダをお
使いの場合はこのオプションを選択します。
こうした携帯型レコードにはハードドライブ内のフォルダに自動的に録音を転送する
ソフトウェアが同梱されているはずです。ポケットPCデバイスの場合は、Microsoft
社のActiveSyncを使って行うことができます。詳しくは以下をご覧ください。
携帯型レコーダのソフトウェアの設定が完了したら、Express 
Dictateのファイルメニューから「携帯機器から転送（ドック）」を選択し、「音声フ
ァイル転送」をクリックした後、携帯型レコーダの音声のダウンロード先フォルダを
指定します。
この作業は1度行うと次回ドックを行う際は「ドック」ボタンをクリックするだけで
同じ場所に音声のダウンロードが行われます。
ソニー製レコーダ/メモリースティック 
ソニー製のレコーダでドック機能を使う場合は、ソニーのVoice 
Editorを使ってWav形式でファイルをエクスポートするという手順が必要です。やり
方を覚えるとあっという間に完了する作業ですのでご安心ください。
まずソニーのVoice 
Editorプログラムを開き、通常の手順でレコーダー（またはメモリースティック）か
らデフォルトのフォルダへファイルの読み込みを行います。Voice 
Editorへのフォルダ（またはファイル）の読み込み完了後、ファイルメニューから「
VOICEフォルダに保存」を選択し、Express 
Scribeへの読み込み用に指定したフォルダを保存先に指定します。ファイルのタイプ
をWAV（16ビット）に指定し、保存ボタンをクリックします。
上記の作業が完了後、Express 
Scribeの「ドック」ボタンから「音声ファイル転送」を選択し、上記の手順で保存を
行ったフォルダを送り側として指定することでファイルの読み込みを行うことができ
ます。

フォルダから音声ファイルを読み込む 
携帯型レコーダのソフトウェアが音声ファイルのダウンロード先に指定したフォル
ダを検索します。 
サブフォルダからファイルを読み込む 
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このオプションにチェックが入っている場合、選択したフォルダとそのサブフォル
ダからファイルの読み込みが行われます。 
チェックが入っていない場合は選択したフォルダからのみファイルが読み込まれま
す。 
読み込み後にファイルを削除 
読み込みが完了後は読み込んだ音声ファイルがフォルダから削除されます。 
新しいファイルのみ読み込む 
既に読み込まれているファイルより新しい更新日時のファイルのみを読み込みます
。 
古いファイルを削除せずに新規ファイルが次々追加される場合などにこの機能を使
うと、同じファイルが繰り返しインポートされるのを防ぐことができます。 
初めてドック機能を使う際はこのオプションはお使いいただけません。 
読み込み後、自動的にデフォルト受信者にファイルを送信する 
読み込みが完了後は読み込んだ音声ファイルが自動的に送信されます。 
デフォルトの受信者はオプション ~ 送信で設定できます。 
ドック - オーディオケーブル接続 

アナログ式のカセットレコーダーや、オープンフォーマット以外のファイルを使うタ
イプの携帯型デジタルレコーダをお使いの場合は、この方法でファイルの読み込みを
行います。
手順としては単純に録音音声をコンピュータ上で再生してコンピュータに取り込むす
るというものですが、全二重サウンドカードを搭載し、しきい値の検出レベルが正確
に設定されている場合は、タイプ入力中にバックグラウンドで自動的に取り込み作業
を行うことができるため非常に便利です。
携帯型のディクタフォンやノートテイカーからExpress 
Scribeへ録音の転送を行う場合、携帯機器のイヤホン用ソケットと、サウンドカード
の入力ソケットをリード線で繋ぎます。接続に使用するリード線はお近くの電気店等
でご購入ください。
接続設定 
音声録音デバイス： 
コンピュータに複数のサウンドカードが搭載されている場合、携帯型レコーダに接続
されているサウンドカードをプルダウンリストから選択します。
音声入力チャンネル 
転送用の接続の場合、通常「ライン」または「ライン入力」を使います。
録音音量レベル 
ディクテーション中の音量は、音量メーターがわずかに赤く表示されるレベルに設定
します。
起動を行う音声レベル： 
音声の転送作業は、一定の音量を超えると開始し、下回ると停止するよう設定されて
います。デフォルトではしきい値が-15dBに設定されていますが、必要に応じて設定
を変更してください。転送の開始が早すぎたり、テープの再生が終わっても自動停止
しない場合などは、しきい値の数字を上げ、転送の開始が遅すぎたり、再生が終わる
前に転送が終了してしまったりする場合は数字を下げてください。起動の音量を調整
する前に、録音自体の音量の調整を行ってください。
高速転送モード： 
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高速再生が可能なレコーダの場合、Express 
Dictateへのドックも高速で行うことができます。「高速で転送」オプションにチェッ
クを入れ、速度の割合を指定します（200は倍速を意味します）。高速で転送された
音声は標準速度で再生されるよう自動的に変換されます。
ディクテーション詳細 
ディクテーション名 
転送したディクテーションの名前を変更することができます。ディクテーション名を
クライアント名や独自のカテゴリ名などに変更することでディクテーションの管理を
しやすくするためなどにお使いいただけます。
メモ 
ディクテーション中に、このディクテーションに関するメモをメモ欄に入力すること
ができます。間違いやすい単語や住所などをタイピストにお知らせする際などにお使
いください。
完了と同時に自動送信 
備考：お試し期間終了後もこの機能をお使いいただく場合は、Express 
Dictateをご登録いただく必要があります。 
このオプションにチェックが入っている場合、転送完了後は直ちにディクテーション
の送信が行われます。毎日の作業にはここにチェックを入れておくことをお勧めしま
す。
転送のテストを行う際や、他のディクテーションも追加する場合などはチェックを外
しておいてください。
再スタート 
録音が正しく開始されなかった場合は、再スタートボタンをクリックすると最初から
録音をやり直すことができます。
完了 
転送完了後は「完了」ボタンをクリックします。
完了ボタンを押さなかった場合でも、ドック画面は転送終了の15秒後に自動的に閉じ
ますので、録音音量と起動を行う音声レベルが正しく設定されていれば転送開始後は
特に何もする必要はありません。
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ディクテーションにファイルを添付する
ディクテーションにファイルを添付 
送信するディクテーションに特定のファイルを添付することができます。
ファイルを.dctフォーマットで保存する場合のみお使いいただける機能です。 
ディクテーションの暗号化についてはオプション ~ 受信者プロパティをご覧ください
。 
こちらもご覧ください：
オプション ~ 受信者プロパティ 
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アーカイブ済みディクテーション
送信が完了したディクテーションは「アーカイブ済みディクテーション」に移動しま
す。 
「アーカイブ済みディクテーション」ダイアログは、「ディクテーション」メニュー
から「アーカイブ済みディクテーション...」をクリックすると表示されます。 
各ディクテーションには以下の詳細が表示されます： 

● 送信日時
● ディクテーション名
● 受信者名
● 状況
● メモ
状況欄にはディクテーションの送信方法に応じた内容が表示されます。 

電子メールやカスタム仕様のコマンドラインを使って送信したディクテーションの状
況は、ディクテーションが一旦送信された後は更新されませんのでご注意ください。 
ディクテーションを再生 

選択したディクテーションを再生します。 
ディクテーションを復元 

「アーカイブ済みディクテーション」から選択したディクテーションをメイン画面
の一覧に戻します。 
この作業を行うとディクテーションのキャンセルと復元に関するお知らせがディク
テーション受信者に送られます。 （詳しくは「ディクテーションのキャンセルと復元のお知らせ」や「dcan*.dct」ファイルと

は何ですか？
をご覧ください）。 

ディクテーションがExpress 
Delegateサーバーに読み込まれている場合は、サーバーから削除されます（キャン
セルと復元のお知らせは送信されません）。 

ディクテーションを削除 
選択したディクテーションを削除します。 ディクテーションがExpress 
Delegateサーバーにアップロードされている場合は、サーバーからも削除されます
。 

原稿をダウンロード 
選択したディクテーションの完成原稿をダウンロードします。 
ディクテーションがExpress 
Delegateサーバーにアップロードされており、テープ起こしが完了している場合に
のみお使いいただけます。 

音声をバックアップ 
特定のディクテーションの音声をCDやDVD（Express 
Burnを使用）またはフォルダにバックアップします。 

更新 
状況欄の内容を最新のものに更新します。 

ディクテーションの送信履歴を表示 
ディクテーションの送信履歴が保存されているフォルダを開きます。 
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複数のユーザーとの作業
Express 
Dictateを使うと複数のユーザーが1台のコンピュータでディクテーションを行うこと
ができます。ログインしたユーザーに応じて、各ユーザー毎のディクテーションや送
信者情報、受信者情報などが表示されます。
各ユーザーはそれぞれExpress 
Dictateラインセンスをご購入いただく必要があります。ライセンスのご購入や最新の
価格等についての情報はhttps://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-jp.exeからご覧
いただけます。 
こちらもご覧ください：
ソフトウェアの購入と登録 
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ソフトウェアの購入と登録
Eｘpress 
Dictateは1人のユーザーに1つのライセンスをご購入（およびご登録）いただく必要
があります。ライセンスのご購入や最新の価格等についての情報は
https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-jp.exeからご覧いただけます。 
登録IDとキーを入手いただいた後、ソフトウェアのメイン画面の「ディクテーション
」メニューから「ユーザーライセンスを登録」を選択して登録画面を開き、ユーザー
名、電子メール、IDおよびキーを正確に入力し、「登録」ボタンをクリックするとご
登録が完了します。
ご登録後は登録ユーザー専用の新しいディクテーション一覧が表示されますので、登
録前に必要なファイルの送信を行ってください。
Express 
Dictateを再販業者よりご購入いただいた場合は、ご購入いただいた再販業者にご連絡
の上キーを入手してください。ディクテーションシステムの再販業者の方は
www.nch.com.au/reseller/jpからユーザーライセンスをホールセール購入いただく方
法についてご確認いただけます。 
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変数を使った文字の置き換え
変数を使った文字の置き換え Express 
Dictateの一部の設定は変数を使った文字の置き換えが可能です。 
例えばディクテーションを電子メール送信する場合、自動的に送信ディクテーション
の名前を件名欄に入力するよう設定する際などに変数をお使いいただくことができま
す。 
変数は変数を半角パーセント記号で囲むことで指定します。 
例：登録済みのユーザー名を表示する場合は、%username%という形式で変数を指定
します。 
変数と一緒に文字や他の変数を組合わせることもできます。 
半角パーセント記号で囲まれていない文字は、そのまま表示されます。 
変数一覧 

ディクテーション作成者の詳細： 
● %userid%　登録済みユーザーID（例：123456）
● %username%　登録済みユーザー名（例：山田太郎）
● %usercompany%　会社名：オプションのユーザーで設定した会社名。（例

：山田法律事務所）
ディクテーションファイルの詳細： 
● %filenumber%　各ユーザーの各ディクテーションにそれぞれ独自に割り当

てられた番号（例：123）
● %filename%　ファイル名を表示（例：ディクテーション123）
● %filepriority%　優先度（文字表示）（例：高）
● %fileprioritypercent%　優先度（数字表示：優先度が高い程大きな数字で表

示）（例：標準的な優先度=50）
ディクテーションの作成日時： 
● %YYYY%　作成された年を4桁の西暦表示（例：2010）
● %MM%　作成された月を2桁で表示（例：3月=03）
● %DD%　作成された日を2桁で表示（例：27）
● %HH%　作成された時間（時）を2桁で表示（24時間表示）（例：午後4時=

16）
● %MIN%　作成された時間（分）を2桁で表示（例：09）
● %SS%　作成された時間(秒）を2桁で表示（例：48）
XMLデータ（詳しくは「オプション ~ 作成」のページから

データのプロンプトを表示の項目をご覧ください）： 
● 例：%client%　XML要素の値は<client>で設定できます。（例：鈴木花子）
メモ 

● 変数を囲むために使う以外の場所で半角パーセント記号を使う際は半角パーセ
ント記号を2重表記する必要があります（例：100%%と入力すると100%と表記
されます）。

● 複数のディクテーション作成者が同じファイル番号（%filenumber%）でディク
テーションを作成することができます。 
複数のディクテーション作成者が作業を行う場合にユーザー毎のディクテーシ
ョンIDを使う際は、%userid%-%filenumber%の変数を使います。 

● 指定したXMLタグが見つからない場合は[不明]と表示されます。
例： 
入力したフォーマット：%client%様用ディクテーション、優先度：%filepriority% 
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実際の表示：鈴木花子様用ディクテーション、優先度：高 
入力したフォーマット：%YYYY%年%MM%月%DD%日-%HH%時%MIN%分 
%userid%-%filenumber% %username% 
実際の表示：2010年03月27日-09時48分 123456-123 山田太郎 

17



テープ起こし業者一覧
Express 
Dictateを使って録音したディクテーションのテープ起こしを行っている世界各国の業
者一覧にまとめました。一覧はwww.nch.com.au/express/jp/servicesからご覧いた
だけます。 
テープ起こし業者をお探しの場合にご参照ください。
また、テープ起こし業者の方でこの一覧にご自身のビジネスを掲載されたい方は弊社
までご連絡ください（一定の審査がありますので予めご了承ください）。テープ起こ
し業者一覧への掲載に関する詳細は上記のページをご覧ください。
こちらもご覧ください：
ビジネス音声ソフトの一覧 
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トラブルシューティング
Express Dictateのよくある質問（と回答）は以下の通りです。
録音が始まりません 
録音が全く始まらないという場合は、「音声録音デバイス」で正しいサウンドカード
が選択されていること、また他のソフトウェアがこのカードを同時に使っていないこ
とを確認してください。
録音は始まっているようだが音声メーターが全く動かない（無音）または殆ど動かな
い 
以下をご確認ください：
・お使いのサウンドカードの正しいマイク用ソケットにマイクが接続されていますか
？
・正しいサウンドカードが選択され、オプションの「音声」タブで音声録音デバイス
に「マイク」が設定されていますか？また、Windowsのサウンドミキサーのチャンネ
ルでWindowsサウンドミキサーを開くを選択しミキサーを手動で調整してみてくださ
い 
・コンピュータ/サウンドカードのサウンドカード音声入力はラインとマイク用に1つ
だけですか？この場合は黄色いスピーカアイコンをタスクバーでクリックしWindows
のサウンドミキサーを開き、「詳細」をクリックしてマイクブーストのオプションが
あるかどうか確認します。 
電子メールの送信に失敗しました 
MAPIを使った電子メール送信に問題がある場合：
1.MAPI対応の電子メールソフトがコンピュータにインストールされていますか？Eud
ora、Netscapeメール、Lotus Notes、Outlook（*）、 
ThunderbirdがMAPIに対応しています。MAPI対応の電子メールソフトがインストー
ルされていない場合は、ウェブサイトから簡単にインストールできます。 
2.電子メールソフトはデフォルトのMAPIサーバーとして設定されていますか？Eudor
aの場合はTools/Advenced/MAPI/Alwaysで設定します。Outlookの場合はツール/
オプション/その他/既定のプログラムで設定します。 
3.*Outlookの問題：Outlookのいくつかのバージョンにおいては、自動送信機能が無
効になっていたり、メッセージを送信するたびにプロンプトを表示したりする（自動
化送信の意味がなくなります）という問題が起こります。この問題の最も簡単な解決
方法は、tucows.com.から 
無料版のEudoraをダウンロードすることです。Outlookをメインの電子メールアプリ
ケーションとして使いながら、Eudoraを使って、メールを自動的に送信するよう設定
することができます。また、SMTPを使うこともできます。 
上記のような問題が発生した場合は、内蔵の簡易SMTPをお使いいただくことをご検
討ください。簡易SMTPを使うには、受信者ボックスの電子メールアドレスの横にあ
る、「電子メール設定...」ボタンクリックし、簡易SMTPを選択してメールホストサ
ーバーと電子メールアドレスを入力します。
簡易SMTPを使った電子メール送信に問題がある場合：
1.お使いのISPのSMTPホストサーバーを、受信者プロパティの「電子メール設定...」
ボタンを使って入力しましたか？ 
2.
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SMTPを使ったメール送信時にエラーメッセージを受信した場合は、メールの送信に
サーバーの認証(例：ユーザー名とパスワード）が必要な場合があります。「smtp.yo
urmailhost.com:ユーザー名:パスワード」の形式でメールホストに入力します。 
電子メール送信に時間がかかりすぎる 
音声圧縮フォーマットをを使い音声ファイルのサイズを小さくして、アップロードに
かかる時間を短縮してください。圧縮を行うには、「オプション」 -> 送信 -> 
プロパティー -> ファイル 
->で「音声圧縮フォーマット」を選択し、適当なフォーマットを選択します。音声フ
ォーマットについての詳細はwww.nch.com.au/acm/jpをご覧ください。お勧めのフ
ォーマットはGSM6.10です。 
接続が遅いインターネットをお使いの場合は、ディクテーションを小分けにして送信
することをお勧めします。
録音の最後が切れる 
音声起動のレベルを高く設定しすぎている可能性があります。オプション -> 音声 -> 
音声起動 -> 音声起動レベルで、音声起動のレベルを下げてください。
音声起動レベルのスライダーを後ろに動かすことで音声起動レベルが下がります。設
定を下げすぎるとバックグラウンドのノイズなどにもExpress 
Dictateが反応して録音が始まってしまう場合がありますのでご注意ください。
ファイルの紛失 
ファイルを紛失したり、タイピストが誤って削除してしまった場合などは
アーカイブ済みディクテーションからファイルを復元し再送することができます。 
ファイルが見つからない場合は、Express 
Dictateに正しいユーザー情報でログインを行っていることを確認してください。ファ
イルの一覧に表示されるファイルはユーザー毎に異なります。
上記の「よくある質問」に回答が無い場合は、
www.nch.com.au/express/jp/support.htmlからExpress 
Dictateのテクニカルサポートをご覧ください。テクニカルサポートにも回答が無い場
合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。 
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プログラミングインターフェース（API）
Express Dictateはexpress DictateをNCHAPIKeyのパラメータとした
NCHソフトウェアの統一APIに対応しています。 
アプリケーションのコマンド： 

● -testapi [testarg] [testarg]の値を返します。 以下のテストの際に便利です： 
統一されたNCHソフトウェアのAPI クライアント。 

● -version Express 
Dictateのバージョン番号を「x.yy」のフォーマットで返します。

● -winminimize Express Dictateの画面を最小化します。
● -winrestore Express Dictateの画面を元のサイズに戻します。
● -exit Express Dictateを終了します。
ディクテーションのコマンド： 
● -dictcreate 新規ディクテーションを作成します。 

新規ディクテーションのIDを返します。 
● -dictcreatedateget 選択したディクテーションが作成された日を年年年年-月月-

日日の形式で返します。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 

● -dictcreatetimeget 選択したディクテーションが作成された時間を時時:分分:秒
秒の形式で返します。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 

● -dictselect [id] [id]で指定したIDと同じIDのディクテーションを返します。
● -dictselectall 全てのディクテーションを選択します。
● -dictselectnone 全てのディクテーションの選択を外します。
● -dictidget 選択しているディクテーションのIDを返します。 

このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 
● -dictnameset [name] 選択しているディクテーションの名前を[name]と同じ名

前に設定します。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 

● -dictpriorityset [low | normal | high] 選択したディクテーションの優先度を設
定します。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態でも使うことができま
す。 

● -dictdataset [tag] [value] 選択されているディクテーションのメモにXML要素
を<tag>value</tag>のフォーマットで挿入します。 
同じタグの要素が既に存在する場合、既存の値が更新されます。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 

● -dictsend 選択しているディクテーションをデフォルトの受信者に送信します。

このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態でも使うことができま
す。 

● -dictdelete 現在選択されているディクテーションを削除します。 
プロンプト無しで削除が行われます。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態でも使うことができま
す。 

ユーザーコマンド： 
● -useridget 登録ユーザーのユーザーIDを返します。 

Express Dictateの登録が済んでいない場合は0を返します。 
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● -usernameget 登録ユーザー名を返します。 
Express 
Dictateの登録が済んでいない場合は「ライセンス無しのソフト」を返します。 

● -useremailget 登録ユーザーの電子メールを返します。 
Express 
Dictateの登録が済んでいない場合は「unlicensed@nch.com.au」を返します
。 

● -usercompanyget オプションの> 
ユーザータブの「会社」の欄に書かれている名称を返します。

音声コマンド： 
● -audioplay 現在選択されているディクテーションの音声を再生します。 

このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 
● -audiorecord 録音を開始し、録音が行われているディクテーションのIDを返し

ます。 
ディクテーションが選択されていない場合は、録音開始前に新しいディクテー
ションが作成されます。 

● -audiostop 再生または録音を停止します。
● -audioseekstart 選択されているディクテーションの先頭に再生位置を移動しま

す。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 

● -audioseekend 選択されているディクテーションの末尾に再生位置を移動しま
す。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 

● -audiodurationget 現在選択されているディクテーションの長さを分分:秒秒の
形式で返します。 
このコマンドは複数のディクテーションを選択した状態では使えません。 
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ソフトウェアの利用規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。
2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。
3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。
4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。
6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。
9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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オプション - オプション ~ コントローラ
詳しくは コントローラ ~ 概要 をご覧ください。フットペダルを使ってExpress 
Dictateを操作する方法につきご覧いただけます。 
フットぺダルコントローラを有効にする 
フットペダルを使ってソフトウェアの機能をコントロールする場合はここにチェック
を入れます。 
コントローラ設定ウィザード 
ウィザードを起動してコントローラの設定を行います。 詳しくは 
フットペダルと携帯型コントローラのセットアップガイド をご覧ください。 
使用可能なコントローラ 
設定済みのコントローラがある場合、コントローラのタイプとステータスを表示しま
す。 

プロパティ 
使用可能なコントローラの製造メーカー名や型名、インターフェースなどを表示し
ます。 
また、シリアルポートに接続するコントローラに使用するポートの選択など、各種
オプションの設定もここで行うことができます。 
コマンドマップ/テスト 
使用可能なコントローラのボタンやペダルの一覧を表示します。 

● 1番目のカラムにはボタンまたはペダルの名前が表示されます。 
● 2番目のカラムにはボタンまたはペダルを押した際に実行されるExpress 

Dictateのコマンドが表示されます。 
コマンドをクリックしてプルダンメニューから必要なコマンドを選択します
。 
*のマークがあるコマンドは「タップロック」オプションを使うことができま
す。 

● 3番目のカラムではコントローラが正しく設定されていることを確認するテ
ストを行います。各ボタンやペダルを押してテストを行ってください。 

各ボタンやペダルに割り当てたコマンドをデフォルトに戻す場合は、「コマンド
をデフォルトに戻す」をクリックします。 
タップロック 

コマンドマップ/テストで*印が付いているコマンドはコマンドを押す長さに応じた実
行が可能です。 指定されたボタンやペダルが押されるとコマンドが実行されます。 
コマンドの実行を終了するタイミングはタップロックのオプションで変更します。 

● タップロック機能がオフになっている場合は、ボタンやペダルを離すとコマン
ドの実行が終了します。 

● タップロックがオンになっている場合は： 
● 長押しでタップロックを解除がオフの場合：ボタンやペダルを離した後も

コマンドの実行が継続し、再度ボタンやペダルを押すと実行が終了します
。 

● 長押しでタップロックを解除がオンの場合：ボタンやペダルを素早く押す
と、次にボタンやペダルが押されるまで実行が継続します。 
ボタンをペダルを指定した時間より長い時間長押しした場合は、タップロ
ック機能が解除され、ボタンやペダルが押されている間は実行が継続し、
ボタンやペダルを離すと実行が終了します。 
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オプション - オプション ~ 音声
音声オプションは「オプション」の「音声」タブで表示されます。
再生 
音声再生デバイス 
複数のサウンドカードがインストールされている場合、このプルダウンメニューを使
って録音用のカードを選択します。
再生音量レベル 
音声再生用の音量設定です。
録音 
音声録音デバイス 
お使いのコンピュータに複数のサウンドカードがインストールされている場合、この
プルダウンメニューを使って録音用のカードを選択します。
音声入力チャンネル 
このプルダウンメニューを使って録音用の入力チャンネルを選択します。お勧めの設
定は「マイク」または「マイク入力」です。マイク入力の設定に問題がある場合は、
Windows録音ミキサーを選択し Windows録音ミキサーを開いて 
設定を手動で調整します。 
録音音量レベル 
このフェーダーを使って録音音量を調整します。正しいレベルに設定されると、録音
時にメイン画面のレベル表示がわずかに赤にかかる状態で表示されます。
Windows録音ミキサーを選択した場合「Windows録音ミキサーを開く」ボタンをク
リックしてミキサーの設定を手動で調整することができます。 
音声起動レベル 
ここで指定したしきい値を超えると自動的に録音を開始します。デフォルトではしき
い値が-15dBに設定されていますが、録音の開始が早すぎる場合は-10dBまで設定値
を上げて反応を鈍くします。録音が正しく始まらない、または末尾の音声が断ち切ら
れるという場合は、更に小さい音に反応するように-20dBまでしきい値を下げます。
備考：音声起動レベルは録音前に設定を行ってください。音声起動時に起こる問題の
多くは、起動レベルの設定が正しく行われていないことに起因しています。
ノイズ除去のカットオフ 
ここで指定したレベル以下のノイズを録音中に除去します。デフォルトではしきい値
が-25dBに設定されています。備考：ノイズ除去のカットオフレベルは録音前に設定
してください。
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オプション - オプション ~ 
システムワイドのホットキー
詳しくはシステムワイドのホットキーをご覧ください。 
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オプション - オプション ~ 音声コマンド
メモ： 

● 音声コマンド機能を使うには、SAPI 5対応の音声認識エンジンが必要です。 
（例：Windows VistaまたはWindows ７に搭載の音声認識エンジン） 

● 音声コマンドを使う前に、話者プロファイルを作成しトレーニングすることを
お勧めします。 詳しくは音声認識エンジンのマニュアルをご覧ください。 

● お知らせ音をオンにすると、コマンドが実行された際に音を鳴らしお知らせし
ます。 

音声起動を有効にする 
音声起動オプションをオン/オフにする。 
音声認識オプション 
プルダウンメニューから音声認識エンジンと話者を選択します。 
音声認識エンジンのインストール 
お使いのコンピュータに音声認識エンジンがインストールされていない場合は、「エ
ンジンをインストール...」ボタンを押してNCHソフトウェアの音声認識エンジンをイ
ンストールすることができます。
音声コマンド 
コマンドとして使うフレーズ（言葉）と、その言葉を発した際に実行されるコマンド
を入力します。 
既存のコマンド用フレーズを編集する場合は、編集するコマンドを選択しフレーズ欄
をクリックします。 
実行するコマンドはコマンド欄をクリックし、プルダウンリストから選択します。 フ
レーズを選択する際は以下の点にご注意ください： 

● 1つのコマンドに1つのフレーズを使う。 
同じフレーズを複数のコマンドに使うことはできません。 

● 紛らわしいフレーズを使わない。 
似たようなフレーズを複数のコマンドに使った場合などは音声認識エンジンが
認識ミスを犯しやすいです。 

● ディクテーション自体に使われると思われる言葉をフレーズに使わない。 
● 短すぎるフレーズを使わない。 

フレーズが短すぎる場合は正しく認識されない可能性が高いです。 
音声コマンドテスト 

「音声コマンドテスト」ダイアログを使って音声認識エンジンを使った音声コマンド
の精度を確認します。 

音声 
現在使われている音声入力デバイス名と入力レベルを表示します。 
音声デバイスはオプションから> 「音声」タブを開き> 
「録音」>の項目の「音声録音デバイス」で変更することができます。 
音声認識 
現在使われている音声認識エンジンと話者を表示します。 
コマンド履歴 
検出された音声コマンドの一覧です。 
音声認識の精度をアップする方法は以下の通りです： 
● 高品質のマイクを使う。
● マイクとの距離を正しく保つ。
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● クリアな発音と一貫した話し方を行う。
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オプション - オプション ~ 作成
作成オプションは「オプション」の「作成」タブで表示されます。
デフォルト名 
新しく作成されたディクテーションに付けられる名前のフォーマットを変更します。 
データのプロンプトを表示 
新しく作成されたディクテーションの追加データを確認するプロンプトが表示される
よう設定します。ファイルの参照番号（例：ケース番号や患者番号など）や、その他
の関連情報の入力をプロンプトすることができます。

XMLデータ 
このオプションを選択すると、メモ欄に入力したデータがXMLタグを使って保存
され、データベースソフトを使ったデータの検索がしやすくなります。 
タグの名前の設定も可能です。 
XMLタグ名の間にはスペースを入れないでください。 データはExpress 
Dictate、Express ScribeおよびExpress 
Delegateで表示することができるほか、他のディクテーション管理ソフトもEtool
を使って抽出することができます。 
デフォルトのディクテーション名を置き換える 
このオプションを選択すると、入力したデータがディクテーション名として使われ
ます。 
プロンプトデータの確認 

プロンプトされたデータの入力ミスを防ぐために、最小入力文字数と最大入力文字数
を設定することができます。例えば常に6桁のファイル番号を使っている場合は、最
小文字数および最大文字数を6に設定することで間違った情報が入力されることを防
ぎます。
新規ディクテーションにデフォルトのメモを挿入 
このオプションにチェックが入っていると、新しいディクテーションが作成された際
は必ずメモ欄にテンプレートとして作成したメモが挿入されます。特定の雛形に基づ
いたディクテーションを頻繁に行う場合に便利な機能です。
デフォルトの優先度 
プルダウンメニューを使いディクテーションにデフォルトの優先度を設定します。優
先度は低、標準、高の3種類です。
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オプション - オプション ~ 送信
送信オプションは「オプション」の「送信」タブで設定を行います。
ディクテーションを送信するには最低1人の受信者の情報が必要です。受信者は複数
設定することができますので、複数のテープ起こし担当者への送信や、ご自身のアシ
スタントとテープ起こし担当者の両方に送信などを簡単に行うことができます。ディ
クテーションを送信する際はディクテーションの送信先を選択することができます。
作成 
新しく受信者情報を作成するには受信者プロパティウィザードを使います。 
削除 
選択した受信者を削除します。 
デフォルトに設定 
選択した受信者をデフォルトの受信者として設定します。メイン画面の送信ボタンを
使ってデフォルトの受信者に送信する際は、ここで指定した受信者に送信されます。 
プロパティ 
選択した受信者情報の変更は受信者プロパティダイアログで行うことができます。 
こちらもご覧ください：
オプション ~ 受信者プロパティ 
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オプション - オプション ~ 受信者プロパティ
「受信者プロパティ」ウィザードまたはダイアログは、「作成」または「プロパティ
」ボタンを「オプション」の送信タブでクリックすると表示されます。 
受信者タブ 

受信者 
受信者名 

受信者にはそれぞれ異なる名前を付けます。受信者となるタイピストやテー
プ起こし会社の名前をここに入力します。 

送信前に確認を表示 
ここにチェックを入れると、この受信者へディクテーションを送信する際は
、送信前に送信の確認を行うダイアログが表示されます。 

バックアップ 
送信したディクテーションをバックアップ 

ここにチェックを入れると、全てのディクテーションが送信後に「バックア
ップフォルダ」として指定したフォルダにコピーされます。 
バックアップフォルダはご自身のコンピュータまたはネットワークドライブ
のいずれにも設定可能です。 

送信方法タブ 
送信方法 

受信者ごとにそれぞれの送信方法を設定することができます。
● Express Delegate 

Express Delegate 
（v4.00以降）はディクテーション管理専用のサーバーです。 Express 
Delegateを使うと、独自に設定したルールやカテゴリに応じて自動的にタイ
ピストを振り分けるなどの便利な機能を使ってディクテーションの管理を行
うことができます。 
Express 
DelegeteサーバーはLAN（ローカルエリアネットワーク）またはインターネ
ット上でアクセスできるコンピュータなどに設定します。 Express 
Delegateの管理者がアカウントを作成したユーザーのみがサーバーにログイ
ンできます。 Express 
Delegataのインストール方法や、サーバーの設定方法、ユーザーアカウント
の作成方法などの詳細については、Express 
Delegateのマニュアルをご覧ください。 

● FTP 
ディクテーションをFTP（ファイル転送プロトコル）サーバーに直接送信し
ます。 
FTPを使う場合は、FTPサーバ上にご自身のディレクトリが必要です。 
インターネットプロバイダのWebホスティングサービスがFTPへのアクセス
を提供していることが殆どですので、サーバ自体をご自身でホストする必要
はありません。また、サーバは国内外のどこにあっても構いません。 
当社お勧めのFTPホスティングサービスの一覧は、 
こちらのページをご覧ください。 

● 電子メール： 
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このオプションを選択すると、ディクテーションを電子メールに添付する形
で受信者に送信します。 

● ローカルフォルダ： 
タイピストが社内にいる場合はLAN（ローカルエリアネットワーク）を使っ
てファイルを送信するのが最も速い方法です。 
この方法を使うには、タイピストとの共有フォルダがネットワーク上に必要
になります。必要に応じて社内のIT管理者に共有フォルダの作成を依頼して
ください。 
このオプションはまたUSBメモリスティックなどの着脱式メディアにディク
テーションを保存する場合にもお使いいただけます。 

● カスタムコマンドライン： 
このオプションは高度なディクテーション自動化を行うためのものです。 
このオプションを選択した場合、ユーザーが「送信」をクリックすると、選
択したexeまたはbat ファイルを実行します。 exe 
を使ってディクテーションファイルに様々なことを行うことができます。 
実行中のコマンドが出力先や入力元をコンソールに表示する必要がある場合
は「コンソール表示」のチェックボックスにチェックを入れます。 

Express Delegateオプション 
サーバー 

● アドレス： 
例： server.company.com 

● ポート： 
サーバーのポート番号。 

● セキュリティで保護された接続（SSL/TLS）： 
サーバーを使って送受信を行うデータを暗号化する場合はここにチェック
を入れます。 

ログイン 
● 電子メールアドレスとパスワード： 

Express Dlegateへのログイン用電子メールアドレスとパスワードです。 
パスワードを忘れた場合のリセット方法はExpress 
Delegateのマニュアルをご覧ください。 

● 接続テスト： 
現在のサーバーとログイン情報を使ってサーバーへ接続ができるかどうかを
テストします。 
接続が正しく行われた場合はサーバー情報が表示されます。 

FTPオプション  
● サーバー： 

例：ftp.company.com（またはftp.company.com:12345の形式でポート番
号を指定）。 

● セキュリティで保護された接続（FTPES）： 
ここにチェックを入れると、可能な場合はサーバを使った転送時にデータの
暗号化を行います。 

● ログインのタイプ：
ユーザーアカウントを使ったログイン、または匿名でのログインのいずれか
を選択します。

● ユーザー名/パスワード（ユーザーアカウントを使ったログインを選択した場
合）： 
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FTPのアカウント名とパスワードを入力します。 
● フォルダ： 

デフォルトのFTPサーバーフォルダのサブフォルダを入力します。 
例：/typing 
デフォルトのフォルダを使う場合はこの欄は空欄のままで構いません。 

● 接続を試す： 
現在のサーバーとログイン情報を使ってサーバーへ接続ができるかどうかを
テストします。 

電子メールオプション 
● 送信先の電子メールアドレス： 

タイピストの電子メールアドレスです。 
● 件名 

送信メールの件名を入力します。 
● フォーマット 

この設定には変数を使った文字の置き換えに対応しています。 
● デフォルトに戻す 

件名のフォーマットをデフォルトの値に戻します。 
● これより大きいファイルは自動分割（MB）： 

送信者または受信者の電子メールに添付書類のサイズが設定されている場合
、このオプションを使うと、設定されているサイズの最大値を超えているデ
ィクテーションを添付して送信する際はディクテーションファイルを分割し
、複数のメールに分けて送信することができます。 

● 電子メール設定...： 
電子メールプロトコル（MAPIまたはSMTP）を選択し、サーバーとログイ
ン情報を設定します。 

● 電子メールをテスト： 
電子メールアドレスを入力して「テストメールを送信...」ボタンをクリック
し、電子メール設定が正しく行われているかどうか確認します。 
テストメールが正しく受信されない場合や、エラーが発生した場合は、
当社ソフトウェアを使った電子メール送信時の問題をご覧ください。 

ローカルフォルダオプション 
● 保存先のフォルダまたはドライブ： 

共有ネットワークフォルダ（例：H:\Shared\Typing\My Typist）または着
脱式メディアのドライブ（例：E:\）。 

カスタムコマンドラインオプション 
● コマンドライン： 

引数を含む、実行するツールのコマンドライン。 
ディクテーションの絶対ファイルパスを以下を使ってexeまたはバッチファ
イルに渡します： %filepath%の引数。 
例えばWindowsのxcopyツールを使って事前設定されたファイル（例：C:\A
AA）にコピーを行う場合のリンクは以下の通りです： 

xcopy.exe %filepath% "c:\AAA" 
%filepath%は自動的にファイルパスとして挿入されますので、引用符で囲む
必要はありません。 

フォーマットタブ 
ファイル名のフォーマット 

送信ファイル名（実際に保存されているファイル名）のフォーマットを設定する
ことができます。 この設定は変数を使った文字の置き換えに対応しています。 

34

variables.html
http://www.nch.com.au/kb/jp/10018.html
variables.html


ファイル名には最低でも%filenumber%の引数が必要です（複数のユーザーがい
る場合には、%userid%も使うことでファイル名が重複し上書きされるというア
クシデントを防ぐことができます）。 
デフォルトのファイル名フォーマットは「%userid%-%filenumber% 
%filename% 作成者 %username%」です。 
ファイルフォーマット 
お勧めのファイルフォーマットはDCTです。DCTは送信者情報やメモ、優先度
などを録音と一緒に送信することができます。 
DCTフォーマットは暗号化も可能です。 
「音声エンコーダ設定」をクリックし、音声コーデックを設定します。 
圧縮された音声フォーマットを使うとアップロードにかかる時間を大幅に短縮す
ることができますが、音質が下がる場合があります。 
また、選択したコーデックはExpress 
Scribeがインストールされているタイピストのコンピュータにもインストール
されている必要がありますのでご注意ください。 
Windowsの一般的なコーデックを使うのが最も安全な方法です。 
お勧めのフォーマットはGSM 6.10です（バランスが良いため）。 
フォーマットに関する詳細はwww.nch.com.au/acm/jpをご覧ください。 
音声処理 
「自動ゲインコントロール（信号改善とトリミング）を使用」にチェックを入れ
ると、録音の冒頭と末尾から無音部分を切り取り、音声を聴きやすくします。 

セキュリティ 
ディクテーションの暗号化についてはコンセプト ~ 暗号化をご覧ください。 
最大64文字のASCII文字が使えるキーを使い、256ビット暗号化が可能です。 
キーは大文字と小文字が区別されます。 
こちらもご覧ください： 

オプション ~ 送信 
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オプション - オプション ~ お知らせ音
お知らせ音の設定は「オプション」の「お知らせ音」タブで行います。
Express 
Dictateの画面を見ずに作業を行う場合、録音開始や終了をお知らせする音声を鳴らす
と便利です。デフォルトではこの機能はオフになっています。
ディクテーションの作成時にお知らせ音を鳴らす 
：新しいディクテーションが作成されるとお知らせ音が鳴ります 
録音の開始時にお知らせ音を鳴らす ：録音が始まるとお知らせ音が鳴ります 
録音の停止時にお知らせ音を鳴らす ：録音が終了するとお知らせ音が鳴ります 
録音していない間はお知らせ音を繰り返し鳴らす 
：録音が行われていない間は数秒間隔でお知らせ音が鳴ります（上記のオプションが
選択されている場合にのみお使いいただけます）。 
ディクテーションの送信時にお知らせ音を鳴らす 
：録音が送信されるとお知らせ音が鳴ります 
送信および録音に失敗した際はお知らせ音を鳴らす 
：録音の送信に失敗するとお知らせ音が鳴ります 
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オプション - オプション ~ ディスク使用状況
ディスクの使用量は「オプション」の「ディスク使用量」タブで設定します。
この日数が経過するとアーカイブされた録音を削除 
Express 
Dictateから送信されたディクテーションのコピーは、復元が必要になった場合などに
備えコピーが保存されます。保存されたコピーは30日が経過すると削除されるようデ
フォルト設定されています。この日数は変更することができます。削除されないよう
にするには日数を0に設定します。
日数はディクテーションが送信された日から数え始めます。
ハードドライブの空き容量に対する警告 
お使いのコンピュータのハードドライブの容量が低下した際は警告を表示するよう設
定することができます。デフォルトでは200MBを下回ると警告を発するよう設定さ
れています。
データフォルダ 
ここで指定されているフォルダに作業中および送信済みのディクテーションが保存さ
れます。デフォルトではユーザーのアプリケーションデータフォルダが指定されてい
ます。複数のユーザーがデータを共有する必要がある場合、共有フォルダ内のフォル
ダを指定するか、ネットワーク上のフォルダを指定します。
データフォルダの設定に変更を加えた後、元に戻す場合は「デフォルトに戻す」ボタ
ンをクリックします。
警告：データフォルダを変更すると、変更前のデータフォルダ内のディクテーション
はExpress Dictateに表示されなくなります。
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オプション - オプション ~ ユーザー
ユーザーの設定は「オプション」の「ユーザー」タブで行います。
ユーザー情報はタイピストの参照情報としてディクテーションと共に送信されます。
数多くのディクテーションを扱うテープ起こし業者などにディクテーションを送信す
る際などは、ユーザー情報があると便利です。
備考：ユーザー情報の入力にはソフトウェアをご登録いただく必要があります。ユー
ザー情報が重複することを避けるため、Express 
Dictateはユーザー情報にソフトウェアの登録コード（ソフトウェアをご購入いただく
と発行されます）を使います。ソフトウェアのご登録にはお名前と電子メールが必要
で、一旦ご登録を行った後は変更できない旨がライセンス規約により定められていま
す。
こちらもご覧ください：
ソフトウェアの購入（登録） 
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コンセプト - コンセプト ~ 録音モード
お使いいただける録音モードは以下の通りです： 

● 上書き録音 
現在の再生/録音位置以降から録音が行われ、録音開始位置から後の録音は削除
されます。 

● 録音挿入 
現在の再生/録音位置に新しい録音音声が挿入されます。 
挿入地点の前後の音声は消えません。 

● 既存音声の末尾から録音 
録音済みのディクテーションの末尾から録音を開始します。 
既存の音声は消えません。 

デフォルトの録音モードは「既存音声の末尾から録音」です。 
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コンセプト - コンセプト ~ 暗号化
Express 
Dictateはプライベートな情報に外部から不正アクセスが行われることを防ぐために、
ディクテーションの暗号化を行うことができます。 
インターネットを使ってディクテーションを送信する場合は、こうしたセキュリティ
対策が特に重要になります。 
暗号化は以下の条件でお使いいただけます： 

● Express 
Dictateの医療法務ライセンスをご購入・ご登録いただく（無料お試し期間中は
ご購入・ご登録無しで暗号化を行っていただけます）。

● ディクテーションはDCTファイルフォーマットで送信する。
● ディクテーションはFTP、電子メール、ローカルフォルダ、またはカスタム仕

様のコマンドラインを使って送信する。
ディクテーションをExpress 

Dictateサーバーにアップロードする場合は、Express 
Delegateのセキュリティ設定をお使いください。 
暗号化は各受信者ごとにオプション ~ 受信者プロパティ 
ダイアログで行うことができます。 
暗号化されたディクテーションが送信されると、解読キーを持っている受信者だけが
ディクテーションを開くことができます。 解読キーの他にExpress 
DictateのユーザーIDも必要になります。 
ユーザーIDは各送信人と解読キーを繋ぐために使われるほか、自動音声認識を使う際
に使われる話者の設定にも使われます。 
ユーザーIDは「オプション」の「ユーザー」に表示されます。 
ご自身でユーザーIDを選ぶことはできませんのでご了承ください。 Express 
Dictateの各インストールはユーザーIDが0でデフォルト設定されています。 
Express 
Dictateのお試し期間が終了した後も暗号化機能をお使いになる場合は、医療法務版ラ
イセンスをご購入いただく必要があります。 
医療法務版ラインセンスのご購入とご登録が完了した後は、IDキーの前半部分がユー
ザーIDになります。 
重要： 暗号化機能はプロ版や教育版ではお使いいただけません。 
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コントローラ - コントローラ ~ 概要
フットペダルやハンドヘルド式コントローラについて 

Express 
Dictateの機能の多くはハンドヘルドまたはフットペダルを使って操作することが
できます。 
コントローラの各ボタンをソフトウェアの特定のコマンドに関連付けることで、コ
ントローラのボタンを押すとソフトウェアの特定の機能が作動します。 
フットペダルは、キーボードやマウスから手を離さずにソフトウェアが使えるよう
になるため、ショートカットキーやホットキーよりも更に効率的な作業が可能にな
ります。 
ハンドヘルド式のコントローラには通常マイクやスピーカーが内蔵されており、携
帯型レコーダーを使った録音と同様の作業が可能になります。 
ディクテーションの暗号化については コントローラ ~ 互換性のあるコントローラ 
のページをご覧ください。Express 
Dictateと互換性のあるコントローラの一覧をご覧いただけます。 
コントローラのペダルやボタンはExpress 
Dictateがバックグラウンドで実行されている場合でもお使いいただけます。 
また、Express 
Dictateを最小化した場合や、他のプログラムを使用している際でもコントローラ
のペダルやボタンは機能します。 
使用可能なコントローラ 
「使用可能なコントローラ」とは既にこのソフトウェアに設定が行われているコン
トローラのことです。
詳しくは フットペダルと携帯型コントローラのセットアップガイド と 
オプション ~ コントローラ をご覧ください。 
設定済みのコントローラを取り外してポートの移動を行った場合は、使用可能なコ
ントローラとして認識されなくなりますのでご注意ください。 
認識されなくなった場合は、コントローラを元のポートに再接続するか、 
コントローラ設定ウィザード してください。 
コントローラの状態 
ステータスバーの右側にコントローラの状況を表すアイコンが表示されます。 
アイコンは以下の4つの状況を表示します： 

● 黒いアイコンに緑の点：使用可能なコントローラが接続されており正しく設
定されています。

● 黒いアイコンにオレンジ色の点：使用可能なコントローラが設定されていま
すが接続されていません。

● 黒いアイコンに赤い点：使用可能なコントローラが正しく設定されていない
かエラーが発生しています。

● 灰色のアイコン（点無し）：コントローラ機能がオフになっています。
コントローラの状況アイコンの上にカーソルを置くとコントローラの状況が文字

で表示されます。 
コントローラ機能がオンになっているにも関わらずコントローラが設定されていな
い状態で、プラグアンドプレイ式のコントローラを接続するとメッセージが表示さ
れる場合があります。 メッセージをクリックすると コントローラ設定ウィザード
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コントローラ - コントローラ ~ 
互換性のあるコントローラ
詳しくは コントローラ ~ 概要 をご覧ください。フットペダルを使ってExpress 
Dictateを操作する方法につきご覧いただけます。 
お勧めのコントローラ 

以下のコントローラはExpress Dictateと互換性があり、Express 
Dictateの有料サポートをご購入いただいたお客様にはコントローラの設定に関す
るアシストも行っております。 弊社のウェブサイトから 
ご購入方法をご確認ください。 
コントローラ 画像 詳細 対応OS 
Olympus Directrec 
DR-1000

 7つの設定可能ボタン
および内臓マイクとス
ピーカー搭載の、ポイ
ンティングデバイス付
きUSBハンドヘルド式
レコーダです

Microsoft 
Windows、Mac OS X

Philips SpeechMike 
Air 3000

 9つの設定可能ボタン
および内臓マイクとス
ピーカー搭載の、トラ
ックボール付きワイヤ
レスハンドヘルド式レ
コーダです

Microsoft Windows
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Philips SpeechMike 
Classic 5262

5つの設定可能ボタン
および内臓マイクとス
ピーカー搭載の、スク
ロールホイール付きU
SBハンドヘルド式レ
コーダです

Microsoft 
Windows、Mac OS X

vDictate Mk I / Mk II 4つの設定可能ボタン
および内臓マイクとス
ピーカー搭載のUSBハ
ンドヘルド式レコーダ
です

Microsoft 
Windows、Mac OS X

AltoEdge 
USBフットペダル

 USBフットペダル（3
ペダル）

Microsoft 
Windows、Mac OS X
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テープ起こし用ワイヤ
レスフットペダル

ワイヤレスフットペダ
ル（3ペダル）

Microsoft 
Windows、Mac OS X

VEC Infinity 
IN-USB-1 / IN-USB-2
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USBフットペダル（3
ペダル）

Microsoft 
Windows,、Mac OS 
X

vPedal vP-1 (USB)  USBフットペダル（3
ペダル）

Microsoft 
Windows,、Mac OS 
X

vPedal vP-4 MKII 
ワイヤレスフットペダ
ル

 Bluetoothワイヤレス
フットペダル（3ペダ
ル）

Microsoft 
Windows,、Mac OS 
X
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旧式のコントローラ 

以下のコントローラはExpress Dictateと互換性があり、Express 
Dictateの有料サポートをご購入いただいたお客様にはコントローラの設定に関するア
シストも行っております。 
コントローラのご購入をご検討されている場合は、上記の「おすすめコントローラ」
一覧からお選びいただくことをお勧めします。 
コントローラ 詳細 対応OS 
VEC Infinity IN-DB9 9ピン、シリアルポートフッ

トペダル（3ペダル）
Microsoft Windows、Mac 
OS X

vPedal vP-1 (Serial) 9ピン、シリアルポートフッ
トペダル（3ペダル）

Microsoft Windows、Mac 
OS X

 
その他のコントローラ 

以下のコントローラはExpress 
Dictateと互換性がありますが、お使いいただけない機能がある場合があります。 
NCHソフトウェアはこれらのコントローラに対するテクニカルサポートは提供してお
りません。 
コントローラ 詳細 対応OS 
Philips SpeechMike Air 
3010

7つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、スライドスイッチ、トラ
ックボール付きワイヤレスハ
ンドヘルド式レコーダです

Microsoft Windows

Philips SpeechMike Air 
3020

7つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、スライドスイッチ、トラ
ックボール付きワイヤレスハ
ンドヘルド式レコーダです

Microsoft Windows

Philips SpeechMike Pro 
3200

9つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、トラックボール付きUSB
ハンドヘルド式レコーダです

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips SpeechMike Classic 
3210

7つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、スライドスイッチ、トラ
ックボール付きUSBハンドヘ
ルド式レコーダです

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips SpeechMike Classic 
5260

5つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、スクロールホイール付き
USBハンドヘルド式レコーダ
です

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips SpeechMike Classic 
Plus 5272
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9つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、スクロールホイール付き
USBハンドヘルド式レコーダ
です

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips SpeechMike Pro 
5274

7つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、トラックボール、スクロ
ールホイール付きUSBハンド
ヘルド式レコーダです

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips SpeechMike Pro 
Plus 5276

11つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、トラックボール、スクロ
ールホイール付きUSBハンド
ヘルド式レコーダです

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips SpeechMike 
(その他USBモデル)

上記一覧に無いUSBタイプの
Phillips 
SpeechMikeはお使いいただ
ける機能に制限があります。

Microsoft Windows、Mac 
OS X

VEC Voice Input Station 
VIS-200

11つの設定可能ボタンおよび
内臓マイクとスピーカー搭載
の、スライドスイッチ付きU
SBハンドヘルド式レコーダと
ベースです

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Olympus Foot Switch 
RS-27 (USB)

USBフットペダル（3ペダル
）

Microsoft Windows、Mac 
OS X

Philips Foot Control 2320 USBフットペダル（3ペダル
）

Microsoft Windows、Mac 
OS X

汎用ゲームコントローラ Windowsにインストールおよ
び設定（コントロールパネル-
>ゲームコントローラ）済み
の1～2個のボタンがある> 
ゲームコントローラ

Microsoft Windows

一般的なシリアルポートデバ
イス

 
シリアルポートに接続されて
おり、上記の「おすすめコン
トローラ」や「旧式コントロ
ーラ」に無いコントローラは
一般的なシリアルポートコン
トローラとして設定すること
ができます。 

Microsoft Windows

 
ドライバのカスタム化 

47



Express DictateをMicrosoft 
Windowsで実行している場合は、お使いのコントローラが上記の一覧に無い場合でも
ドライバをカスタム化することでお使いいただける場合があります。 
NCHソフトウェアは、ドライバのカスタム化に対するテクニカルサポートは提供して
おりません。 
ドライバのカスタム化を行うには以下が必要になります： 

● コンピュータプログラミングの経験
● コントローラとのインターフェース接続用API（コントローラの製造メーカーか

ら入手）
コネクタ 

コントローラには以下のコネクタをお使いいただけます：
ポート プラグ 対応OS メモ 
USB 通常USB-A  Microsoft 

Windows、Mac OS 
X 

シリアル 9ピンDE-9、または2
5ピンDB-25

Microsoft Windows

ゲーム 15ピンDA-15 Microsoft Windows Microsoft社はWindo
ws 
Vista以降のゲームポ
ートには対応していま
せん。
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各画面について - 音声をバックアップ
「音声をバックアップ」ダイアログでは、録音をCDに書き込んだり特定のドライブ
やフォルダに保存する形で、録音音声のバックアップを行うことができます。 
備考：録音音声に関連するその他のデータはバックアップされませんのでご注意くだ
さい。 
選択したファイルを圧縮して以下の場所にコピー 
音声のバックアップ先を指定： 

● CD（ExpressBurnを使用） 
圧縮された音声はExpress 
Burnを使ってデータファイルとしてCDに書き込まれます。 
お使いのコンピュータにExpress 
Burnがインストールされていない場合は自動的にダウンロードを行いインスト
ールされます。 

● 共有ネットワークまたはローカルフォルダ 
圧縮された音声ファイルは指定したドライブまたはフォルダにコピーされます
。 

音声圧縮 
音声圧縮用のファイルフォーマットおよびコーデックを選択します。 
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