
ｻｳﾝﾄﾞｻｲｴﾝｽの趣味の音つくり講座 全６時間

６時間 のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞで 思うままに 音質ﾁｭｰﾆﾝｸﾞできるようになります。

まずは、
A. 音作りの操作に慣れる １時間

次に、
B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる ２時間

そして、
C. いくつかの異なる条件での最適な音作りを目標に置くことに慣なれる １時間

さらに、
D. 好みの楽曲で ｛ 気合の入っている時臨場感満々、疲れている時控え目で優しい ｝

｛ 就寝前微小音量で豊かな、何気ないBGM、騒音の通勤電車の中 ｝
｛ ﾎﾞｰｶﾙを耳元に近づける、ﾆｭｰｽを聞き取りやすく、運転席走る景色の中 ｝

ｺﾝｾﾌﾟﾄを入れ込んだ音質作りに慣れる ２時間

ここまでくれば、
思い通りの音作りができるようになります。

自分のｾﾝｽでｱﾚﾝｼﾞしてみましょう

ｶｰｵｰﾃﾞｨｵの音質を， ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟｵｰﾃﾞｨｵの音質を，

説明文が多いです。

一つ一つ順次確認しながら

音質の原因の、

いくつかを把握することで、

GUIの操作が正確になり

的確に、素早く、粋な

音響環境に仕上がります。



A. 音作りの操作に慣れる １時間

さ～ 始めましょう
右記ﾌｧｲﾙが同じﾌｫﾙﾀﾞｰ内にあることを確認

●下準備
A1．接続 ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ（DA1car） ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ（またはﾃﾚﾋﾞ）（DA1desktop）

ｻｳﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗは、操作に慣れるまでは接続しません。

A2．JrSS_GUI_V02_User.exe を起動（ﾌｧｲﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ） ー＞ 右画面 警告 －＞ OK
－＞ 右画面 ftool ー＞ X
－＞ 右画面 ７Fs

A3．OSC.exe を起動

A4．聞き慣れた楽曲を再生 （楽曲ﾌｧｲﾙを OSC GUI上 にDD（ﾄﾞﾗｯｸﾞ＆ﾄﾞﾛｯﾌﾟ）
（またはｻｳﾝﾄﾞｻｲｴﾝｽ提供のﾃﾞﾓ楽曲）

ここで、楽曲のﾌｫｰﾏｯﾄは WAV（またはMP3）です。 お手元の楽曲が他のﾌｫｰﾏｯﾄの場合、その楽曲を再生できるﾌﾟﾚｰﾔで再生するか、
または ﾌｫｰﾏｯﾄ変換ﾂｰﾙを使ってWAV ﾌｫｰﾏｯﾄへ変換してください。 ﾌｫｰﾏｯﾄ変換ﾂｰﾙは Free ｿﾌﾄが紹介されています。

● USB経由で、PCとﾒｲﾝｱﾝﾌﾟの連動動作を確認

A5．GUIの制御をﾒｲﾝｱﾝﾌﾟ側に移す ー＞ GUIの上左中 boardVR にﾁｪｯｸを入れる

A6．ﾒｲﾝｱﾝﾌﾟの音量調整ﾂﾏﾐを回転 ー＞ GUIの右上 Master（濃紺）のﾊﾞｰが連動 ー＞ 音量が変化

A7．各種ﾓﾆﾀｰが楽曲に合わせて動きますが、気にせずに進めます（習熟が進むと、ﾓﾆﾀｰと体感が一致するようになります）

A8. ﾒｲﾝｱﾝﾌﾟの低音調整ﾂﾏﾐを回転 ー＞ GUI上の中央から左 LEF_KB（赤紫）のﾊﾞｰが連動 ー＞ 音質の低音が変
化

●これで準備が整いました。 次のｽﾃｯﾌﾟ、基本操作に進みましょう

JrSS_GUI_V02_User.exe
JrSS_GUI_V02_00.EEwtFixLab.txt
Sample-Parameter-A
Sample-Parameter-B
OSC.exe

音作りGUI：
上記基本設定ﾌｧｲﾙ：

音作りｻﾝﾌﾟﾙﾊﾟﾗﾒｰﾀｰA：
音作りｻﾝﾌﾟﾙﾊﾟﾗﾒｰﾀｰB：

音質解析用ﾂｰﾙ：

GUI起動時、ｴﾗｰが発生するときの対処方法



A. 続き 音作りの操作に慣れる ﾊﾟﾗﾒｰﾀの Save Load がｷｰﾎﾟｲﾝﾄ

●基本操作
A- 9． ﾒｲﾝｱﾝﾌﾟの操作をGUI側に移す ー＞ boadVR をクリック －＞ ﾁｪｯｸﾏｰｸを外す

A-10. 音質ﾊﾟﾗﾒｰﾀの Save Load
A-10-1．現在のGUI上のﾊﾟﾗﾒｰﾀの一時 Save

ｶｰｿﾙをﾏｽ目 A に合わせ右ｸﾘｯｸ －＞ 現在のﾊﾟﾗﾒｰﾀが ﾏｽ目 A に登録
ﾃｽﾄ用に FEQ の特性を変えてみる

－＞ FEQ３ の Gain を 0dB にｾｯﾄ －＞ ﾎﾞｰｶﾙが弱くなる －＞
－＞ ｶｰｿﾙをﾏｽ目 B に合わせ右ｸﾘｯｸ －＞ 現在のﾊﾟﾗﾒｰﾀが ﾏｽ目 B に登録

A-10-3．現在のGUI上のﾊﾟﾗﾒｰﾀの ﾌｧｲﾙSave ﾌｧｲﾙLoad
ｶｰｿﾙをマス目 A に合わせて 左ｸﾘｯｸ －＞ Save に合わせて左クリック ー＞
ー＞ 音質設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙを入力するﾌｫﾙﾀﾞｰを選択 －＞ 例 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ-A.txt でｾｰﾌﾞ

ｶｰｿﾙをマス目 B に合わせて 左ｸﾘｯｸ －＞ Save に合わせて左クリック ー＞
ー＞ 音質設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙを入力するﾌｫﾙﾀﾞｰを選択 －＞ 例 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ-B.txt でｾｰﾌﾞ

A-10-3．ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙからﾊﾟﾗﾒﾒｰﾀを Load
ｶｰｿﾙをマス目 Load に合わせて 左ｸﾘｯｸ －＞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ-A.txt を選択 －＞ Aの音質設定となる
ｶｰｿﾙをマス目 Load に合わせて 左ｸﾘｯｸ －＞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ-B.txt を選択 －＞ Bの音質設定となる

ﾏｽ目AのFEQ

ﾏｽ目BのFEQ

A-10-2．一時Saveのﾊﾟﾗﾒｰﾀ AとBの比較
ｶｰｿﾙをﾏｽ目Aに合わせて左ｸﾘｯｸ －＞ A の音質（強いﾎﾞｰｶﾙ）
ｶｰｿﾙをﾏｽ目Bに合わせて左ｸﾘｯｸ －＞ B の音質（弱いﾎﾞｰｶﾙ）

GUIで設定した全てのﾊﾟﾗﾒｰﾀが保存されます。 特別の理由がない限り変更する必要のないﾊﾟﾗﾒｰﾀもあります ー＞ 黒の網掛けの部分
一時SaveはﾌｧｲﾙSaveではありません。ﾊﾟﾗﾒｰﾀを残すにはﾌｧｲﾙSaveが必要です。



B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる ２時間

ｻｳﾝﾄﾞｻｲｴﾝｽの音質作りのｺﾝｾﾌﾟﾄは音質の本質に関連づけられています。
少々、理屈っぽくなりますが、ここをｸﾘｱｰしていただければ、音作りが感覚的にｽﾑｰｽにできるようになります。

ﾊﾞﾝﾄﾞｲｺﾗｰｻﾞｰだけでは｛人の感覚，音の性質，再生装置｝にﾏｯﾁした、最適な音作りができません。

●色分けしたGUIの各部の役割について；

B1．黒網掛部 特別必要ない限り修正しません。

（制御を司る基本ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）

B2.橙色 ｽﾋﾟｰｶｰの最大振幅ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ
過大低音再生で音割れ防止低音帯域の抑制
超低音、大音量で、ｽﾋﾟｰｶｰの音割れが発生する場合、
SDC_THD のﾉﾌﾞを左に移動し、
音割れが発生しないところに設定。

B3.桃色 入力信号の感度調整とﾚﾍﾞﾙﾓﾆﾀｰ
適正ﾚﾍﾞﾙは30%前後最大値が80%を超えない

B4.紅色 ﾊﾟﾜｱﾝﾌﾟの飽和抑制と高速低速ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾓﾆﾀｰ
臨場感成分に対し、高速、低速 併用のｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝを
効かせます。元の信号に対しては作用しませんので、
ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝを感じない極めて自然な音質を保ちます。

B5.赤紫 臨場感の音質 と強度
音源に近づいて感じる音質と強度の設定とﾓﾆﾀｰです。
低音臨場感は、微小音量時の補正特性 Bass_fmin と

大音量時のの補正特性 Bass_fmaxと
補正強度 KeB_maxと

高音は、 臨場感の補正強度 KrT_max と
低音臨場感と高音臨場感に共通な 補正強度 Ke LEF_Ke と
を設定します。 臨場感設定は再生系の補正の決定後に行います。
KeB_max と KeT_max は、実機

一時記憶で音質を比較し、良いほうを選択しながら順次仕上げます

B2

B3

B4

B5



B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる 続き

●色分けしたGUIの各部の役割について；

B1．黒網掛部 特別必要ない限り修正しません。

（制御を司る基本ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）

B6.青紫 対音量、人の聴覚の臨場感感度
特に微小音量でのﾘｽﾆﾝｸﾞには重要な機能です。
音量が小さくなると感じなくなる臨場感を強力に再現します。
黒色の縦線は音量またはﾎﾞﾘｭｰﾑ値に対応して動きます
黒の縦線と白い曲線が交わるところの高さが臨場感補正値です。
どの音量でどのように効かせるか、
白い曲線の曲がり具合を三つのﾉﾌﾞで調整します。

B7.薄青 ﾀｲﾑｱﾗｲﾒﾝﾄ遅延時間ﾓﾆﾀｰ
ﾀｲﾑｱﾗｲﾒﾝﾄは、左右のﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰから出る音が耳に届くまでの
時間差を等しくする機能です。 左右の音量差の調節と併せて、
ﾎﾞｰｶﾙやｱﾅｳﾝｽが左右の耳の中央から聞こえるよう調節します。
ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ状態ではﾒｲﾝｱﾝﾌﾟのｺﾝﾄﾛｰﾗで調節設定します。

B8.濃青 ｻﾗｳﾝﾄﾞ効果量ﾓﾆﾀｰ
ｻﾗｳﾝﾄﾞは木の実に応じて選択します。
ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ状態ではﾒｲﾝｱﾝﾌﾟのｺﾝﾄﾛｰﾗで調節設定します。

B9.薄紫 対走行騒音、音質音量制御曲線設定とﾓﾆﾀｰ
｛超低音、中低音、超高音、音量｝ 補正
ｶｰｵｰﾃﾞｨｵで真価を発揮します。 走行状態による騒音に対応して
超低音から超高音まで、音質と音量が最適になるよう自動制御されます。
騒音の検出は、騒音と車体の振動の双方から騒音ﾚﾍﾞﾙを割り出して、４種類の成分の強度を調節します。
特に、低速走行でも感じなくなる超低音の制御は効果的です。 ｾﾝｻｰの感度はｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ状態では、ﾛｰﾄﾞﾉｲｽﾞの感度ﾎﾞﾘｭｰﾑによって調節します。

B10.灰青 楽曲の低音成分補正
超低音が中音に対し極端に｛強い，弱い｝場合、低音成分を補正

一時記憶で音質を比較し、良いほうを選択しながら順次仕上げます

B6

B7

B8

B9

B10

B2

B3

B4

B5



B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる 続き

●色分けしたGUIの各部の役割について；

B1．黒網掛部 特別必要ない限り修正しません。

（制御を司る基本ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）

B11.白青 ｽﾋﾟｰﾁ検出と検出追従速度設定とﾓﾆﾀｰ
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ（TV再生も）でも、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵでも
ﾆｭｰｽや講演などｽﾋﾟｰﾁのﾘｽﾆﾝｸﾞ場面は少なくありません。
音楽用の強力な臨場感で再生した場合、小音量でのｽﾋﾟｰﾁは
聞き取りにくくなります。 信号がｽﾋﾟｰﾁであることを検出することで、ｽﾋﾟｰﾁに適した明瞭な音質となるよう
音楽とｽﾋﾟｰﾁの音質を自動制御します。
SMD_KB （低音）と SMD_KT（高音）で、ｽﾋﾟｰﾁの臨場感を調節します
ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝでは、Music/Speech によって手動自動が選択されます。

B12.濃紺 左右の音量設定
顔の正面から音が聴こえるよう、大きいほうの音量を小さくします。
ﾀｲﾑｱﾗｲﾒﾝﾄとの併用で最適な音場再生を調節します。
音質の臨場感もさることながら、音場の臨場感も最適にします。
ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝでは、L/Rﾊﾞﾗﾝｽによって調節されます。

B13.緑色 再生装置による音質の補正
音質は臨場感で作りますが、その前に、
再生系のｱﾝﾊﾞﾗﾝｽを３つのｲｺﾗｲｻﾞｰで補正します。
ｲｺﾗｲｻﾞｰで細かく補正しますと、局所で違和感がでます。 大雑把に
｛100Hz前後の低音，150Hz前後の中低音，2000Hzz前後の中音｝
の帯域を補正します。
各ｲｺﾗｲｻﾞｰは｛中心周波数，帯域，ｹﾞｲﾝ｝のﾊﾟﾗﾒｰﾀを持ちます。
測定器に頼る方法もありますが、ここではﾁｭｰﾆﾝｸﾞのｽｷﾙを上げる、というｺﾝｾﾌﾟﾄですので、感性に頼る方法で進めます。
低音と中低音はやや細かく、正弦波でｽｷｬﾆﾝｸﾞしながら、再生強度が一様になるよう、調節します。
一様な再生が難しい帯域ですので、極度な補正はしないように、6dBを限度に、最大でも10dBを目安にしてください。
中音は楽曲を聴きながら、全体的にﾊﾞﾗﾝｽを取ります。帯域を比較的広く取ります。

ｲｺﾗｲｻﾞｰの総合特性は周波数特性図で確認できます。

一時記憶で音質を比較し、良いほうを選択しながら順次仕上げます

B11

B12

B13
B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

B10



B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる 続き

●色分けしたGUIの各部の役割について；

B1．黒網掛部 特別必要ない限り修正しません。

（制御を司る基本ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）

B14.赤紫 FEQの右隣のMusicを選択、音楽用帯域ﾌｨﾙﾀｰ
楽曲は楽興用の再生帯域を設定します。
通常楽曲の場合、ﾌﾗｯﾄに設定します。 そして、
音楽とｽﾋﾟｰﾁの音量感の違いをなくすために、ｹﾞｲﾝをｰ3dBとします。

B15.薄青 FEQの右隣りの右 Speechを選択、

ｽﾋﾟｰﾁ用帯域ﾌｨﾙﾀｰ
ｽﾋﾟｰﾁの明瞭性を妨げる帯域を遮断します。

B16.濃青
出力ｱｯﾃﾈｰﾀと
出力ﾚﾍﾞﾙﾓﾆﾀｰ

ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ状態では、
Master は、
音量調整ﾎﾞﾘｭｰﾑに連動します。
LR はﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ強度ﾓﾆﾀｰ
W はｳｰﾌｧｰ強度ﾓﾆﾀｰです。

B17.明青
検出走行騒音ﾓﾆﾀｰ
自己再生信号検出ﾓﾆﾀｰ
検出した走行騒音信号から
検出した自己再生信号を
差し引いて、
自己再生信号の影響を取り除くに必要なﾓﾆﾀｰです。

一時記憶で音質を比較し、良いほうを選択しながら順次仕上げます

B14

B15

B16

B17

音質仕上げが一段落すると、その状態を、
必ず、わかりやすい名前を付けてﾌｧｲﾙに Save します。ー＞ Fail-Saveは A-10-3 参照
ﾁｭｰﾆﾝｸﾞの積み重ねを、資源として利用できるように習慣づけます。

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

B10

B11

B12

B13



B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる 続き

●仕上がった状態を ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝで動作 させるための手順

B1．黒網掛部 特別必要ない限り修正しません。 （制御を司る基本ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）

B18. GUI上の現在の設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀを不揮発ﾒﾓﾘに書き込む －＞ ToolF1 をｸﾘｯｸ
－＞ この画面がGUI上に表示される
－＞ EEPROM ﾀｸﾞをｸﾘｯｸ

B19. ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁの番号を選択
このﾊﾟﾗﾒｰﾀを 0～Fまで共通の音質とする場合は 0を選択
ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 0 は特別です。

このﾊﾟﾗﾒｰﾀを ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 8 に書き込む場合は 8 を選択

ここをクリックすれば、ﾏｰｸのあるﾎﾟｼﾞｼｮﾝに 書き込み
ー＞ 書き込みが終了すると ー＞書き込み修了のﾒｯｾｰｼﾞ、

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ0は、ﾍﾞｰｽになるﾊﾟﾗﾒｰﾀを全てのﾎﾟｼﾞｼｮﾝに書き込むときに使います。
その他のﾎﾟｼﾞｼｮﾝには ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ0 が土台の、ｱﾚﾝｼﾞされたﾊﾟﾗﾒｰﾀ書き込み用です。

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 割り当て

F ｳｰﾌｧｰの位相反転用

０ 全ﾎﾟｼﾞｼｮﾝのﾍﾞｰｽﾊﾟﾗﾒｰﾀ書き込み用

１ ｳｰﾌｧｰの位相を出荷時に戻す

２ ﾕｰｻﾞｰ用

３ ﾕｰｻﾞｰ用

４ ﾕｰｻﾞｰ用

５ ﾕｰｻﾞｰ用

６ ﾕｰｻﾞｰ用

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 割り当て

７ ﾕｰｻﾞｰ用

８ DRD-333DIY, DRD-333SYS, DRD###SYS-L用

９ PA-303j、PA306J 要

A PA-303j、PA306J 要

B PA-303j、PA306J 要

C ﾕｰｻﾞｰ用

D ﾕｰｻﾞｰ用

E ﾕｰｻﾞｰ用



B. 音質と理論を関連づけた、音作りの手法に慣れる 続き

●ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ途中で誤操作のため、復旧の方法がわからないので －＞ 標準状態に戻す。

B1．黒網掛部 特別必要ない限り修正しません。 （制御を司る基本ﾊﾟﾗﾒｰﾀ）

B16. 標準状態に戻す 今後、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを更新する際にも、この手順で標準状態にします。

B16-1．音質設定用GUIを閉じる －＞ ﾌｫﾙﾀﾞｰ内 JrSS_EE_V02_Writer.exe を起動
－＞ この画面が表示される
－＞ All Write をｸﾘｯｸ
－＞ 約5分後 －＞ 標準状態への書き込み修了

、



C. いくつかの異なる条件での最適な音作りを目標に置くことに慣なれる １時間

いよいよ、実用的で、感覚と歩調を合わせる音作りです。
仕上げ途中の要所要所で、音質の一時 Save，一時 Load，を使って 音質を比較確認しましょう。 A-10-1， A-10-2 参照

●再生系の音質補正 （聴覚に頼ります）
聞き慣れた楽曲を使う前に、
正弦波を使って、二和音や三和音が最も美しく聴こえるよう、感覚的なﾁｭｰﾆﾝｸﾞを試みます。
この手法は一般的ではありませんが、ｻｳﾝﾄﾞｻｲｴﾝｽの音質作りの基本です。
いきなり、楽曲を再生しながらのﾁｭｰﾆﾝｸﾞはかなり熟練を要します。 一貫性を保つのは至難です。

測定器を使うことは科学的に仕事を進める上で重要ですが、
普遍性のある、標準状態を作るためのものです。 個性の好みには適しません。

このｺｰｽでは、ご自身の聴覚（感覚）に頼っての、美しく感じる音質に仕上げます。

測定器でなくても、聴覚は鋭敏です。
｛頭を少し動かす｝だけでも、感じる音質は大きく変化します。
｛歯を噛む｝｛呼吸の状態｝などでも変化します。

ｽﾋﾟｰｶｰの再生特性は特に気温によって大きく変化します。
一般的に、気温が大きく下がると低音が極度に弱くなります。
冬、早朝と日中では、低音強度はかなり違います。

局所的な音質に気を取られず、頭を動かしてみて、感覚に頼る平均的な音質を掴みます。

楽曲を再生すると、聴覚の性質により、局所的な音質を感じなくなる傾向があります。
それよりも、ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝの総合力とは別に、楽曲ごとに、ｽﾀｼﾞｵでの音質仕上げが大きく変わります。
特に近年は演奏ではなく、PC上で作られた、極度に個性の強い楽曲も少なくありません。できるだけ多種類の楽曲で確認します。
DRD-333DIY は、９通りのﾕｰｻﾞ解放音質ﾎﾟｼﾞｼｮﾝがあります。 各ﾎﾟｼﾞｼｮﾝに多様な音質を割り当ててTPOで使いましょう。

C1．

OSC.exe を使っての｛A,F,C｝の三和音
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Ｌ+ / Main SP
L- / Main SP

R+ / Main SP

R- / Main SP

W+  / Woofer
W- / Woofer

ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ接続 DRD-333DIY 構成と接続
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GUI起動時、ｴﾗｰが発生するときの対処方法

A2-1．USBﾄﾞﾗｲﾊﾞｰが組み込まれていない
ﾒｲﾝｱﾝﾌﾟとPCをUSB接続するには、PCにUSBﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ FTX が必要です
－＞ USB FTDI のｷｰﾜｰﾄﾞで検索し、 FTDI USBﾄﾞﾗｲﾊﾞｰをｲﾝｽﾄｰﾙ

A2-2．GUIに右図のｴﾗｰがでる場合、
ー＞ USBｺｰﾄﾞが通信用に対応していない、または 差し込みに不具合

A2-3．GUIに右図のｴﾗｰがでる場合、
ー＞ PCとﾒｲﾝｱﾝﾌﾟの通信のｽﾀｰﾄ時、何らかの原因で通信ができない
ー＞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの終了を押して、再起動

終了できない場合、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞから Ctrl Alt Del でﾀｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰを選択
－＞ Jrss_gui_V02_00 を選択し、ﾀｽｸの終了 を実行




























