2019 年 9 月 19 日

ニュースリリース

臨場感のある高音質な録音性能、ビジネスや語学学習に便利な機能を搭載

IC レコーダー 「Voice-Trek V-873」 「Voice-Trek V-872」を発売
オリンパス株式会社（社長：竹内 康雄）は、2 つの指向性マイクによる「高臨場録音」、再生時
の音程や速度を調整できる「ボイスチェンジャー」機能など、語学学習からビジネスまで幅広く使え
る IC レコーダー 「Voice-Trek （ボイストレック） V-873」 および「Voice-Trek V-872」を 2019 年
10 月 11 日から発売します。
●発売の概要
製品名
「Voice-Trek V-873」
（ピアノブラック/シャンパンゴールド）
「Voice-Trek V-872」
（シルバー/ホワイト）

希望小売価格

発売日

オープン価格

2019 年 10 月 11 日

オープン価格

2019 年 10 月 11 日

●主な特長
1.
2.
3.
4.
5.

臨場感のある高音質なステレオ録音を可能にする「トゥルーステレオマイク」搭載
場所の広さや発言者との距離によって録音レベルを自動調整する「ボイスチェイサー」
語学学習に役立つ「シャドーイング」・「ボイスチェンジャー」をはじめとする多彩な再生機能
多数のファイルを効率的に管理できる「ミュージックフォルダー」・「ポッドキャストフォルダー」と
ファイル検索に便利な「カレンダー検索」機能
PC から取り込んだコンテンツにインデックスを記録できる「外部ファイルインデックス」機能

Voice-Trek V-873
（ピアノブラック／シャンパンゴールド）

Voice-Trek V-872
（シルバー／ホワイト）
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「Voice-Trek V-873」および「Voice-Trek V-872」は、90 度に配置した 2 個の指向性マイクにより高臨
場録音を実現する「トゥルーステレオマイク」を搭載しています。また、収録環境にあわせて録音レベルを
自動調整する「ボイスチェイサー」を備え、失敗のないクリアな録音が行えます。さらに語学学習に効果
の高い「シャドーイング」・「ボイスチェンジャー」、多数のファイル管理に役立つ「ミュージックフォルダー」・
「ポッドキャストフォルダー」など、便利な機能を多数備えています。高い操作性を備えたオリンパスの IC
レコーダーは、お客様からの高いご支持をいただき、2018 年も販売台数シェア第 1 位※1 を達成してお
ります。

●主な特長の詳細

1. 臨場感のある高音質なステレオ録音を可能にする「トゥルーステレオマイク」搭載
ローノイズの指向性マイク 2 個を 90 度の角度で配置した「トゥルーステレオマイク」を搭載しています。
このマイク配置により、話者のポジションや距離感までもリアルにとらえて録音することができます。

「トゥルーステレオマイク」イメージ図

2. 場所の広さや発言者との距離によって録音レベルを自動調整する「ボイスチェイサー」
録音する環境や声の大小に合わせてマイクの感度を自動調整する「ボイスチェイサー」を搭載していま
す。これは遠くの位置で発言された声と、近くの位置で発言された声との差を少なくするように録音レベル
を自動調整するものです。これにより「声が小さすぎる」「音が割れて聞きにくい」といった失敗を未然に防
ぎ、高音質の録音が行えます。

録音レベルを最適に自動調整

「ボイスチェイサー」作動イメージ

3. 語学学習に役立つ「シャドーイング」・「ボイスチェンジャー」をはじめとする多彩な再生機能
学生やビジネスマンのスキルアップとして需要の高い語学学習に効果的な「シャドーイング」を備えていま
す。「シャドーイング」は音声再生と無音再生を繰り返すモードです。お手本に続いて発音することでヒアリン
グと発声の練習ができ、英会話などの語学学習に効果的です。お手本に続く発声部分は、「無音」や「小音
量」または「ゆっくり再生」から選択できます。さらに、聞き取りにくい音声を聞き取りやすい音程に変換でき
る「ボイスチェンジャー」を搭載。語学学習などのコンテンツを繰り返し聞いても疲れにくくなります。音程変
更と同時に速度調整も可能なので学習効率を向上することができます。

※1 BCN ランキングのデータより （集計期間：2018 年 1 月 1 日～12 月 31 日）
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「シャドーイング」作動イメージ図

4.

多数のファイルを効率的に管理できる「ミュージックフォルダー」・「ポッドキャストフォルダー」とフ
ァイル検索に便利な「カレンダー検索」機能

PCから転送した音楽や語学学習のコンテンツを一括して管理できる「ミュージックフォルダー」や、ポッド
キャスト配信されたファイルを保管できる「ポッドキャストフォルダー」を備えています。いずれも最大400
個までのフォルダー分けができ、多数のファイルを効率的に管理できます。また接続したPC上で、フォル
ダー名、ファイル名の変更も行えるなど利便性にも優れています。さらにファイルの検索性に優れた「カ
レンダー検索」を備え、録音した日付から目的のファイルを検索でき、迅速に見つけ出せます。

「カレンダー検索」

「ミュージックフォルダー」

2

5. PC から取り込んだコンテンツにインデックスを記録できる「外部ファイルインデックス」機能※
オリンパス製 IC レコーダーで録音したファイル以外にもインデックスマークが記録できるようになりまし
た。ネット配信や CD から取り込んだ語学学習コンテンツも、IC レコーダーで重要な箇所にインデックス
を記録しながらより効率的に活用できます。
●その他の特長
・音声開始位置をマーキングする「オートインデックス機能」
録音中、設定したレベル以下の音量が 3 分以上続いた後、設定レベルより音量が大きくなったポイント
に自動でインデックスマークを設定する「オートインデックス」を備えています。再生時にファイルの頭出し
操作で無音部分をスキップでき、効率的に聞くことができます。
・より聞きやすい音質で再生可能な「ボイスバランサー」
小さな音は大きく、大きな音は一定レベル以上にならないよう、自動で聴きやすい音量に設定する「ボ
イスバランサー」を備えています。同時に低音域と高音域をカットすることで、小さな音を再生する際に気
になりやすい増幅ノイズを低減できるため、よりクリアな再生が行えます。
・クリアな音質で再生できる「ノイズキャンセル機能」
再生時に空調ノイズなどの耳障りな音を低減し、クリアに再生する「ノイズキャンセル機能」を備えてい
ます。
※2 ID3 タグ V2 以外のタグ情報を持つファイルには、インデックス機能は使用できません。
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・録音データの音量を最大限にして聞きやすくする「ノーマライズ機能」
録音データの最大音量を読み取り、音が歪まない範囲で自動的に再生音量を上げる「ノーマライズ機
能」を備えています。聞き取りにくい小さな声も PC などで編集する必要がなく、聞きやすい音量まで自動
補正されます。
・聞き忘れを防止する「未再生ファイルマーク」
リスト画面やファイル画面上では、未再生の音声ファイルに「◆」マークがつくため、未再生のファイル
がひと目でわかります。ファイルの並べ替えを行う際に「未再生優先」を選べば、未再生ファイルが優先
して並ぶため簡単に探せます。
・複数ファイルを選んで消去できる「ファイル選択消去」
1 ファイルずつ、フォルダー内のファイルをすべて消去する機能に加え、ファイルを選んで消去できる
「ファイル選択消去」機能を追加しました。学習済みのファイルや聞かなくなった音楽などの複数のファイ
ルを選んで一度に消去できるのでファイルの管理がさらに便利になりました。
・初心者でも使いやすい「シンプルモード」
IC レコーダーを初めて使う方にもわかりやすい「シンプルモード」を搭載しています。使用頻度の高い
機能に絞り、必要最小限の情報を大きな文字で表示、視認性を向上させています。
・USB 端子を内蔵し、録音データの保存や充電に便利な「PC ダイレクト接続」
スライドレバーで簡単に出し入れできる USB 端子を内蔵し、ケーブルやソフトウェアなしで「PC ダイレ
クト接続」が可能です。録音データの PC への保存に便利なうえ、IC レコーダーを USB メモリーとしても
使うこともできます。さらに本体に入れたニッケル水素充電池への充電※3が可能になります。
・長時間の使用でも安心の省電力設計
最長約 110 時間もの電池寿命（アルカリ電池使用、録音時）です。また、入手しやすい単 4 形電池を使
え安心です。「Voice-Trek V-873」には繰り返し使用可能なニッケル水素充電池が同梱されています。
●別売関連製品
テレホンピックアップ「TP8」
「Voice-Trek V-873」「Voice-Trek V-872」などの IC レコーダーのマイクジャックにつなぎ、マイク部分を
装着して通話すれば、その内容を明瞭に録音できるインナーイヤー方式の電話録音用マイクです。スマ
ートフォンや携帯電話でも使用可能な汎用タイプとなっています。

テレホンピックアップ「TP8」

●別売関連製品 概要
製品名
テレホンピックアップ「TP8」

※3 「Voice-Trek V-873」のみ対応
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希望小売価格

発売予定日

オープン

発売中

●「Voice-Trek V-873」 「Voice-Trek V-872」 主な仕様
録音フォーマット
内蔵メモリー
外部メモリー
PC 接続
録音レベル
ローカットフィルター
最長録音時間
ミュージックフォルダー
ポッドキャストフォルダー
ノイズキャンセル
ボイスバランサー
ABC リピート再生
シャドーイング機能
外部ファイルインデックス
ボイスチェンジャー
録音シーン
カレンダー検索
ファイル分割
オートインデックス機能
シンプルモード
ファイル選択消去
電池寿命
充電機能
外形寸法（最大突起部含まず）
質量
同梱品

MP3
8GB（V-873） 4GB（V-872）
microSD（2GB～32GB）
○(USB ダイレクト接続）
Hi・Lo・Auto（ボイスチェイサー）
○
約 2,080 時間（V-873） 約 1,040 時間（V-872）
○
○
○
○
○
○
○
○
口述／商談／会議／ダビング／電話録音
○
○
○
○
○
アルカリ電池使用時 約 110 時間（録音時最長）
○（V-873 のみ）
111.5 x 39 x 18 mm（高さ×幅×奥行）
77g（電池含む）
V-873：単 4 形ニッケル水素充電池 2 本、キャリングケース
取扱説明書（保証書）
V-872：単 4 形アルカリ乾電池 2 本 取扱説明書（保証書）

オリンパスは本年 10 月 12 日に創立 100 周年を迎えます。
これまで当社の発展を支えてくださったお客さまをはじめ、ステークホルダーの皆さまに
心より感謝申し上げます。これからも世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現を通
して、社会に貢献してまいります。

※本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
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