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はじめに

声文字は株式会社自立コムが提供する音声認識システムです。声文字には
Microsoft社の音声認識技術を利用しております。Mirosoft社ではお客様
のデータを厳格な基準で保護しており、声文字からMicrosoft社のサーバ
までの通信の暗号化や、サーバーで必要なサービスの提供が終わった後の
データの破棄などが徹底されておりますので、業務用として安心してご利
用していただけます。

iOSまたはAndroidのアプリ声文字を使いスマホやタブレット上で音声を
文字に変換し、スマホやタブレットまたはパソコンのブラウザで変換した
文字を閲覧・編集・保存することができます。音声認識を行うアプリの
声文字は無料でダウンロードできますが、ご利用には株式会社自立コムと
のご契約が必要となります。このマニュアルでは主にiPhoneを例にして
いますが、基本的な操作はAndroidでも同じです。

免責事項

株式会社自立コムでは声文字を利用して生じたいかなる損害についても、
理由の如何に関わらず一切責任を負いません。声文字の仕様は予告なく
変更になる場合がございます。

https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/legal/cognitive-services-
compliance-and-privacy/
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声文字仕様

動作環境 : iOS10 以上・Android7 以上
音声認識エンジン : Microsoft 社の音声認識 API

主な機能

● リアルタイム音声認識
音声をリアルタイムでテキストに変換します。
音声認識する言語は Microsoft 社が提供する複数の言語から選択できます。
● 翻訳機能
音声認識した言語を翻訳します。
翻訳する言語は Microsoft 社が提供する複数の言語から選択できます。
（複数同時翻訳するには別途ご契約が必要です）
● 文字化したテキストの保存
文字化したテキストは端末に保存でき、編集・削除ができます。
また、端末に入っているメールや LINE などのアプリで外部に送信できます。
● NG単語の登録
不適切、または表示させたくない単語はNG単語として登録することで「※または
任意の文字列」に置換できます。
● 認識結果の Private 公開（同契約のユーザ限定）
配信端末のライブ音声結果を、複数ユーザで閲覧できます。（同契約のユーザ限定）
端末、または、PC上で閲覧、修正もできます。
音声結果はそのままサーバに保存することもできます（CSVでダウンロード可能）
保存しない場合はライブ終了後即時破棄されます。
● 認識結果のGroup 共有（同契約のユーザ限定）
参加する複数端末のライブ音声結果を 1画面で共有・閲覧できます。
（同契約のユーザ限定）
端末、または、PC上で閲覧、修正もできます。
音声結果はそのままサーバに保存することもできます（CSVでダウンロード可能）
保存しない場合はライブ終了後即時破棄されます。 
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声文字ご利用の手順 / シリアル番号などの発行

声文字ビジネスをご契約の場合、ご契約内容に基づいて株式会社自立コムが
次の３つを発行します。

シリアル番号

ID

パスワード

アプリ声文字の認証用

ユーザーの管理やデータの閲覧・編集
を行うための管理画面ログイン用

全ユーザー

管理者

名称 用途 発行対象者

パソコンまたはスマホやタブレットのブラウザで声文字ユーザーサイトを開
きます。

https://jiritsu.com/japp/control/

管理者の準備
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声文字パーソナルをご契約の場合、シリアル番号を発行いたします。この
説明書の p9以降を参照してください。



発行されたアカウント IDとパスワードを入力してログインします。
このアカウント IDとパスワードで管理者ページにアクセスします。

声文字の管理者ページにはダッシュボード・共有のメニューがあります。

ダッシュボード

ダッシュボードではアカウントのパスワードの変更、ユーザーの管理が

できます。ダッシュボードには Info と Users のタブがあります。
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Info タブでは Serial No の確認やアカウントのパスワードの変更ができます。

- 5 -

声文字を使用する際にユーザが使用します。Serial No

Password

Login ID 

Account 

Groups

Auto accept

シリアル No の漏えいにはご注意ください！契約外のユーザに使

用されてしまいます。

パスワードを設定します。最初に株式会社自立コムより発行され

たパスワードは変更し、忘れないようにしてください。またセキ 

ュリティの観点から定期的な変更をお勧めします。

管理画面に入る際に使用します。

使用できる端末の上限数

声文字での Group 共有が使用可能かどうかを設定します。

Auto accept を有効にしておくと、ユーザーは管理者の承認なし

で声文字アプリを使うことができます。無効にした場合は管理者

が承認するまで声文字アプリを使うことができません。

Auto accept が無効時に声文字アプリよりユーザー登録の申請が

されると、次の画面に表示されます。Email アドレスと名前で申請

者を確認します。端末から申請が送信されてきた時点でリストが追

加されます。ユーザの一時停止・削除などが可能です。送られてく

る情報はNameと email のみですので、管理者が認識できるよう管

理してください。見覚えのない名前や不正なメールアドレスがあっ

た場合、無効にできます。アカウント数は有効なアカウント数です。

無効になっているユーザーはアカウント数に含まれません。
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ユーザー / 管理者共通項目

声文字ユーザは

ID                 シリアルNo

Possword     メールアドレス

で入室できます。

※ ユーザーにはダッシュボードは表示されません。



 
 

- 7 -

共有

共有画面ではクラウドサーバーに保存されている文字化したデータを閲覧・編集

・保存ができます。

閲覧・編集・保存をしたいデータを開きます。

現在音声認識が行われているデータには Live と表示されます。
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編集する場合は、編集する行にカーソルを合わせて入力し、右上のメニュー

から更新を押します。

保存する場合は、Download を押してファイル形式を選択してデータを保存

します。
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・声文字インストール

・シリアルNo入力

・メールアドレス入力 このメールアドレスが管理画面ログイン時のパスワード

 

・送信 承認されると使用可能になります

・認識言語の選択

端末の準備

になります。

単独での音声認識の使い方

STARTを押すと音声認識が始まります。STOPを押すと音声認識が終了します。



設定

音声認識をする言語の選択・翻訳する言語の選択・文字化したデータの保存・文字

の大きさの設定・アプリの背景の選択・NG単語の登録などを設定画面で設定でき

ます。
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翻訳

声文字の設定画面の翻訳で翻訳したい外国語を選択することで翻訳機能が使えます。

複数の言語にリアルタイムで同時翻訳ができます。この翻訳機能は複数の端末でデー

タを共有する場合にも反映されます。また外国語を翻訳することもできます。

言語

音声認識をする言語を選択します。

メモ帳に記録する

メモ帳に記録するボタンをONにしておくと記録が残せます。メモ帳ボタンを押すと

過去のデータを閲覧・編集・転送ができます。
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不要なデータは左にスワイプすることで削除できます。

文字の大きさ

表示する文字の大きさを変更できます。

表示させたくない単語を米印や他の単語に置換できます。

表示の白黒反転ができます。

テーマ

NG単語登録
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上下段の幅の調整

音声認識画面の上段と下段の間にある矢印で幅を調整することができます。
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目的にあわせて２種類の使い方があります。１つの端末の声文字で文字化したデータ

を複数の端末で共有する Private と、複数の端末の声文字で別々に文字化したデータ

を１つにまとめて共有するGroup です。どちらも文字化したデータはパソコンまた

はスマホやタブレットで声文字ユーザーサイトにアクセスして閲覧・編集ができます。

声文字アプリからも声文字ユーザーサイトにアクセスできますが、音声認識をしなが

ら同時に声文字ユーザサイトを表示することはできません。

複数の端末で使う

1台の声文字で文字化して複数の端末で共有する

Private では、1台の声文字で音声認識した文字データを、複数のスマホやタブレット

やパソコンなどの端末から閲覧・編集ができます。大学の講義や講演会など１人の話者

を文字にして複数の人が見る場合に適しています。

クラウドボタンを押して、Private を選択します。タイトルにわかりやすい名前を入力

してスタートボタンを押します。音声認識したデータを保存する場合は、クラウドに保

存をONにします。
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Private モードで音声認識を始めると次のような画面になります。

編集したい場合、編集する行をタップして編集します。編集した行は黄色く表示されます。
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共有されたデータを閲覧・編集・保存する

声文字アプリから閲覧する

声文字アプリ内にあるクラウドビューを開き閲覧したいタイトルをタップします。編集

したい場合、編集する行を選択して入力します。

パソコンから閲覧する

ブラウザで声文字ユーザーサイトにアクセスします。

http://jiritsu.com/japp/control/

ユーザーにチェックを入れて、株式会社自立コムより発行された Serial No を上段に、

声文字アプリに登録したメールアドレスを下段に入力してログインします。

上段にシリアルNo
下段にメールアドレス
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現在音声認識をしているタイトルには Live と表示されます。

編集する場合は、編集する行を選んで入力し、右上のメニューボタンから更新を押

します。保存する場合は、Download を押します。
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複数の声文字で音声認識して共有する

Group では複数の声文字で文字化したデータを共有することができます。Group モード

は複数の人が参加する会議などに向いています。

最初に１台の端末でグループを作成します。グループは会議ごとに作成します。クラウド

ボタンを押して、Group を選択します。タイトルにわかりやすい名前を入力してスタート

ボタンを押します。音声認識したデータを保存する場合はクラウドに保存をONにします。

Group に参加する他の端末でグループに参加するボタンをタップし、参加するグループを

選択します。Group で表示される名前は、最初にアカウントの設定で入力した名前が表示

されます。Group の会議をブラウザで閲覧・編集・保存する方法は Private の場合と同じ

です。参加者全員がGroup から抜けると自動的に会議は終了します。 
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START を押しても文字化しない 

エラー 要求がタイムアウトになりました 

時々文字化するけどすぐ止まる 

しばらく止まった後急に大量の文字が表示される

トラブルシューティング

インターネットの接続を確認してく

ださい。

他のアプリがマイクを利用しています。

マイクを使っているアプリを終了してく

ださい。

Error : startContinuousRecognition 




