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はじめに  
スカルラッティトランスポートにはスカルラッティシステム用にソフトウェアがインストールされた

Nevo S70レモーとコントロールが付属しております。このマニュアルは dCSによって用意されたソ
フトウェアについて解説いたします。スカルラッティシステム用ですが、パガニーニ、プッチーニ、

ドビュッシーそして旧製品にも使用できます。 

１頁の基本的な使用法が本マニュアルとは別に同梱されておりますのでそちらもご参照ください。 

 

Nevo S70は非常にパワフルでフレキシブルなプログラム可能なリモートコントロールです。洗練さ
れたコントロール機能、その他の機器のコントロールも可能なリモコンです。 

 

DISCLAIMER: 標準プログラムに追加するたカスタム機能についてはお客様の責任で行
っていただきます。その際に生じ得る問題についての責任は dCS, 当社とも負いかねま
す。ご承知置きください。 

dCSの標準ファイルは以下のホームページからダウンロードできます。 

www.dcsltd.co.uk/page/support . 

保証について 

 

S70の保証期間は当社出荷時より 12ヶ月ですが、Nevoの保証については事故、誤用の
債の責任はカバーされておりませんのでご了承ください。 

 

万一スカルラッティご購入から 12ヶ月以内に不具合がございましたら、当社にご連絡のほどをお願
い申し上げます。dCSとともに問題解決に当たります。 

廃棄 

 

本製品を廃棄する場合は、通常の家庭集荷不燃物廃棄ではなく、リサイクルされるべき

廃棄物となりますので、廃棄については専門業者による廃棄処分が必要です。 

 



dCS Nevo S70 User Manual  Software Issue 2.2x 
Data Conversion Systems Ltd.   June 2011 
 
   

 

Manual filename: dCS	 日本語 Nevo S70 Manual v2_2x.docxPage 4 English version 

始めましょう  
S70を取り出しましたら、裏返しにして	 図のようにカバーのタブを押してバッテリーカバーを開け
ます。先細のドライバーなどを使って、右側にあるスライドスイッチを ONにします。バッテリーカ
バーを元に戻します。本機がブートアップして日付、時間をセットし、OKを押します。 

      
	  

充電器には電源に適合するアダプターを使用します。（日本向けには取り付けてお送りしています。）	 

充電器に取り付けられている小さいコネクターを、ドックステーションに接続し、充電器を AC 電源

に差し込みます。	 

 
 

S70をご使用の前にドッキングステーションに載せてチャージをします。チャージが済みますと青い
インディケーターが消えます。S70をご使用にならないときにはこのドックステーションに載せ、バ
ッテリーチャージを行ってください。 
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Nevo S70を使用するにはボタンを押すかスクリーンに触れることで使用可能状態となります。下図
のとおり、スクリーンのボタンを押すことでリモート操作ができます。S70はボタンを押し終わって
から 30秒でパワーダウンされます。 

図野の通り、スクリーンの下４つのボタンはどの機器を選択するかのデバイスコントロールです。 

右側のスクロールホイールは各機器のページを選択します。このスクロールウィールを押し込むこと

によって S70の最初のページに戻ります。 

 

 

スクロール	 

ホイール 

デバイス

選択 

ホーム 

音量 + 

ミュート 

音量 - 
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ロゴページ  

 

Nevo S70がブートアップされるとロゴページがディスプレィに現れま
す。どのバージョンかがこの画面で解ります。（ここでは、v2.2） 

・	 ホームページに戻るにはスクリーンに触れます。 

 

• もう一つの方法は DAC, CD (Transport), Clock or Ups  (Upsampler) 
とスクリーンに表示されたボタンを押します。選択されたデバイスが

スクリーンに表示されます。 

 
ホームページ  

     

 

 Home（ホーム）ボタンを押すことでこのページを使用できます。 

 

 

• dCS システムがスリープモードであれば、システムウェイク(System 
Wake)ボタンを押して作動モードにします 

• 演奏を終えたら、システムスリープボタン System Sleepを押すこと
で dCS システムはスリープモードに入ります。スリープモードでは
システムはウォームアップされており、いつでも使用状態になります 

• 完全にスイッチを切る場合、システムスリープボタン System Sleep
を押し、次にパワーダウンボタン Power Down を押します。一度パ
ワーダウンしたら、dCS システムは各ユニットフロントパネルのパ
ワーボタンを押さねばなりません。 

• アップランプラー,DAC, クロックを含むシステムをご使用で、作動状
態にある時にアップサンプラー セットアップボタン Upsampler Set-
Up を押すとアップサンプラー マクロページにジャンプします。  

• スクリーン下部の DAC, CD, Clock または Ups  を押すと、選択され
た機器用に対応するページの 1ページ目にジャンプします。選択され
たデバイス名はスクリーンの上部に表示されます。 

パガニーニシステムは同様に反応します。 

プッチーニプレーヤー、ドビュッシーDACはWake, Sleep, OFFに反応
します。 

 

このページの３システムボタンは全てのシステムにインターバルを持って送られます。

（マクロと呼ばれています）これによるコマンドは全ての dCS 機器がボタンを押した
後、約５秒間赤外ビームを受け取れる場合に限られます。コマンドが送られたときには

スクリーン上部に赤い波形のパターンが表示されます。コードが長い場合には「Please 
wait（お待ちください）」と画面に表示されます。 
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スカルラッティ DAC をコントロールする	 

DACボタン、 DAC を押すことで、DAC入力(Input)ページにジャンプ。 

 
 

DAC 入力ページ  

以下のボタンを押して入力を選択します 

• Input+ –	 順番に入力を選択していきます。 

• 1394-0, 1394インターフェィス、ソース 0を選択。同様に 1394-1 は
ソース 1 を、1394-2 はソース 2 を選択します。これ以上のソースが
接続されていれば、 Input+ ボタンによって選択するか、次のページ
をご覧ください。 

• 典型的な４機のシステムの場合 1394-0 はトランスポート、(例えば
STT) 1394-1 はアップランプラーチャンネル (例えば SUP)となりま
す. 

パガニーニ、ドビュッシーDAC は同様に操作できますが、入力端子の数
はスカルラッティより少ないです。プッチーニは Input+ボタンのみ使用
できます。. 

 

 

DAC セッティングページ  

• 3 Sync Source Setting ボタン (WClk*, Audio, Master) によって、ご
使用のユニットへのシンクロソースがセットされます。DAC は各入
力に対して選択されたモードを記憶します。また、ワードクロック結

線がマスターモードかワードクロックにシンクロさせられるように正

しく結線されているかどうか、が大切です。（DAC取説を参照） 

• フィルターボタン Filter DAC フィルター設定を変更します。フィル
ターについては DACの取説をご参照ください。 

• ボリューム/バランスボタン  を押すことよって左側にあるボリュ
ーム Volume コントロールでバランス Balance を調整します。変更
を戻すにはもう一度このボタンを押します。 

• フェーズボタン Phase は DAC アナログ出力全ての位相を変更しま
す。ノーマルにするにはもう一度このボタンを押します。 

• 1394-3, はソース３の 1394インターフェイス、 1394-4 はソース 4の
1394インターフェイスを選択します。 

パガニーニ DACは同様に操作できますが、プッチーニはフィルター、バ
ランス、フェィズ(Filter, Balance, Phase)ボタンのみ動作します。 

ドビュッシーDACはフィルター、フェィズ(Filter , Phase)ボタンのみ動
作します。 

 

 

 

*  WClk シンクロソースセッティングのリモートコマンドはスカルラッティ DAC（パガ
ニーニ DAC）ソフトウェア	 1.10に追加されました。初期のバージョンの DACには反
応しませんのでご留意ください。 
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DAC パワーページ  

• ディスプレィ (Display On/Off) ボタンはメイン	 ディスプレィのオ
ン・オフ	 ボタンです。 

• メニュー(Menu) ボタンを押すことでメニューを開き、セッティング
を選択します。  

•   および  ボタンはメニューを先に進めるか、戻るかのコマン
ドです。 

• ウェイク（Wake）  ボタン  を押すとユニットがスリープモード
の時にノーマルな作動に入ります。 

• スリープボタン (Sleep )  を演奏の終了したときに押すと DAC 出
力をミュートに、ディスプレィをオフにします。 

• DAC がスリープモードの時に、 オフボタン（OFF）   を押すと
DAC は完全にパワーダウンします。 

パガニーニ DAC は同様に操作できます。	 

	 ドビュッシーDAC は Wake, Sleep , OFF ボタンのみ動作します。 
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スカルラッティトランスポートをコントロールする 
CD ボタンを押すとトランスポートページの 1頁目にジャンプします。 

 
 

トランスポートコントロールページ	 

上列から下列へ向けて、これらのインディケーターは：	 

• 前トラック(Previous track), ディスクのストップ/イジェクト(Stop 
/ Eject) 次のトラック( Next track). 

• 早戻し (Fast reverse), プレィ /停止 (Play / Pause), 早送り (Fast 
forward) 。 早戻し( Fast reverse) , 早送り（Fast forward）を一度
押すと２倍速で、もう一度押すと４倍速、さらにもう一度押すと８倍

速、そしてもう一度押すとプレーモードに戻ります。早戻し(Fast 
reverse ),早送り ( Fast forward)の状態でプレィ・停止 (Play / 
Pause )を押すとプレィモードに戻ります。 

• ディスプレィモード	 	 はディスプレィされた情報を変更しま

す。経過トラック 時間( Track Elapsed ),トラック残量時間(Track 
Remaining), 全経過間(Total Elapsed )全残量時間(Total Remaining)
が選択できます。 

• CD/SACD はハイブリッドディスク演奏時のレィヤーを選択します。 

• リピート(Repeat) ボタンによって、今演奏しているトラックをリピ
ート(Repeat TRK), もう一度押すとディスク全体をリピート (Repeat 
DSC), さらにもう一度押すとリピートがキャンセルされます。 
(Repeat Off). 

• プログラム(Program)を一度押すとトラックの順番をプログラムする
モードとなります。(PRG	 Mode)	 リモートはキーボードページに変わ

ります。トラック番号 1~9 でプログラムが組めますが、0 を着ける
と更に速く組むことが出来ます。希望のトラックを順に入れていき

(例、	 01,03,05,08...)、プレィ(Play)	 を押して演奏を聴きます。
プログラム(Program) をもう一度押すとプログラムされたトラック
の順番はキャンセルされ (PGM Off) ディスクは通常に演奏されま
す。プログラムモード(PGM) の時はクリアーボタン(Clear)	 によっ
て最後に入力したトラックを削除できます。プログラムモードはトレ

ィが開くとキャンセルされます。 

パガニーニトランスポート、プッチーニとも同様に動作します。	 

 

 

トランスポートキーパッドページ  

• 0 - 9 のボタンでお聴きになりたいトラックを、又はプログラムした
いトラックを選択します。例えば 5  を押せばトラック 5に、1 を押
し直後に 2 を押すとトラック 12を選択します。.  

• プログラムモード( PGM)の時にクリアー( Clear )ボタンによって最
後に入力したトラックナンバーが削除されます。 

• プレィ・一時停止(Play / Pause )は通常の機能の通りです。 

 

パガニーニトランスポート、プッチーニとも同様に動作します	 
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トランスポートパワーページ  

• ディスプレィ	 オン・オフ(Display On/Off)	 ボタンはメインディ
スプレィのオン・オフを行います。   

• メニュー( Menu)ボタンはメニューを開きセッティングが選択で
きます。   

•  および  ボタンはメニューの進行、逆行です。 

• ウェイク( Wake) ボタン  は、ユニットがスリープモードの時に
通常の作動状態に戻ります。 

• スリープ( Sleep)ボタン  	 を演奏終了時に押すことでトランス

ポートの出力はミュートになり、ディスク演奏を止め、ディスプレ

ィをオフにします。  

• トランスポートがスリープモードの時にオフ( OFF )ボタン   を押
すことで、トランスポートは完全にパワーダウンします。 

 

パガニーニトランスポート、プッチーニとも同様に動作します。	 
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スカルラッティクロックをコントロールする	 

 
クロック Clock を押すことでクロックページ１にジャンプします。	 

 

 
 

 

 

クロックページ  

• 44kHz ボタンはクロック周波数を 44.1kHz	 に設定します。 

• 48kHz ボタンはクロック周波数を 48kHzに設定します。 

• ディザ（Dither ）ボタンはディザをオン・オフします。 

・ ディスプレィ	 オン・オフ( Display On/Off)ボタンによってメインデ
ィスプレィをオン/オフします。	 

• メニュー(Menu )ボタンによってメニューを開きます。 

•  および  ボタンはメニューを先に進めるか、戻るかのコマンド
です。 

• ウェイク（Wake）  ボタン  を押すとユニットがスリープモード
の時にノーマルな作動に入ります。 

• スリープ( Sleep)ボタン  	 を演奏終了時に押すことでクロック

の出力はミュートになり、ディスプレィをオフにします。 

• クロックがスリープモードの時にオフ( OFF )ボタン   を押すこと
で、クロックは完全にパワーダウンします。 

パガニーニクロックも同様に動作します。 

プッチーニ Uクロックについては、赤外リモートによる操作は出来ませ
ん。 
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スカルラッティアップサンプラーをコントロールする。	 

 

UPS を押すことでアップサンプラー	 インプットページにジャンプします。	 

 

 

 
 

 

アップサンプラー  インプットページ  

• 上部にある６つのボタンを押すことによってアップサンプラーの作

動する入力を選択します。 (AES, RCA1, RCA2, BNC, TOS or USB)  

• ディスプレィ	 オン・オフ(Display On/Off)	 ボタンはメインディ
スプレィのオン・オフをします。   

• メニュー(Menu )ボタンによってメニューを開きます。 

•  および  ボタンはメニューを先に進めるか、戻るかのコマンド
です。 

パガニーニ アップサンプラーも同様に動作できますが、入力の数はスカ
ルラッティより少ないです。 

 

 

アップサンプラー	 アウトプットページ  

・ 上部 8 個のボタンによってアップサンプラーの出力モード、又はサン

プルレートを選択します。(32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 , DSD) 
88.2 又は 96kS/s の出力レートではシングル、デュアル(Single / Dual 
AES)メニューページによってご希望のアウトプットレートに設定
されていることを確認してください。アップサンプラーの出力サン

プルレートは入力サンプルレートより高くなければ動作しません。

（ダウンサンプルは不可）	 

• フィルター+(Filter+)ボタンは入出力レートのコンビネーションに
フィルターオプションがあるとき、アップサンプラーのフィル

ター設定を変更します。  

• ウェイク（Wake）  ボタン  を押すとユニットがスリープモード
の時にノーマルな作動に入ります。 

• スリープ( Sleep)ボタン  	 を演奏終了時に押すことでアップサ

ンプラーの出力はミュートになり、ディスプレィをオフにします。 

• アップサンプラーがスリープモードの時にオフ( OFF )ボタン   を
押すことで、アップサンプラーは完全にパワーダウンします。 

 

パガニーニアップサンプラーも同様に動作します。 
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システムセットアップ変更のためにマクロを使用する 
 

 

アップサンプラー３頁目の７つのボタンはコマンドがアップサンプラー、DAC,クロッ
クへ送るタイムインターバル（マクロ）です。この 3 機種が Nevo からボタンを押した
後約５秒に赤外ビームを正確に感知することが出来た場合にのみ、コマンドが有効にな

りす。 

このマクロはスカルラッティアップサンプラー, DAC,	 そしてソース機器がクロックに
ロックされるために設計されたマクロです。(例えば、アップサンプラーマニュアルに
ある 4ボックスのセット アップ)  

ホーム(Home)ページのアップサンプラーセットアップボタン(Upsampler Set-up) によ
ってこのページに直接ジャンプします。  

 

アップサンプラーマクロページ  

• 上部の３つのボタンはコードを表します。アップサンプラーUSB イ
ンプットから 176.4kS/s , 192kS/s ,DSDレートによってデータを４
ボックスシステムをセットアップする一連のコードを送ります。  

• 真中の列にある２つのボタンはアップサンプラーAES 入力から

176.4kS/s, DSD.レートのデータに備えたセットアップを行います。  

• 三番目の列はアップサンプラーRCA1 入力から 176.4kS/s 、DSD.レ
ートのデータに備えたセットアップを行います。 

  

パガニーニアップサンプラー, クロック、DACとも同様に動作します。 

 

 

 

Nevoが長いコードを連続して発信している間、お待ちください(Please 
wait)というメッセージデータがディスプレィに表示されます。  

発信しているコードの内容が一部でも失われないために、このページが

消えるまで Nevoを機器に向けておいてください。. 

 

 

カスタム仕様 
ご希望なら、dCSNevo S70 のデータファイルをダウンロードでき、NevoStudio Pro	 プログラムに
マクロを変更したり、ご使用機器により適したマクロを追加するように編集することができます。 
www.dcsltd.co.uk  

 

このプログラムを使用する場合には NevoStudio Proソフトウェアのガイダンスを参照
してください。 
dCS 、当社はカスタムソフトのサポートは行っておりません。   
Nevoのインストーラーにご相談なさってください。 
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