
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本仕様はシステムバージョン Ver.2.0 以降に準じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本仕様はシステムバージョン Ver.2.0 以降に準じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



音声応答転送装置 IVR-24VoIPⅡ 3 版 

 

 
1 

 

商品概要 
 

 

本装置は東日本電信電話㈱・西日本電信電話㈱が提供する次世代ネットワーク（NGN） フレッツ光ネクスト回線（ONU 経

由）に接続して使用する NTT ひかり電話対応の音声応答転送装置です。 

本装置は「音声応答」以外に、「選択転送」「用件録音（留守番録音機能）」「通話録音」と多彩な機能を搭載し、電話応答

の効率化を強力にバックアップします。本装置は最大 24ch まで対応できます。（4ch 単位のライセンス追加） 

本装置の設定、通話録音データの再生などは管理用パソコンの Web ブラウザから本装置にアクセスして行います。 

本装置は、下位端末（ゲートウェイや交換機）から網として認識されるので、交換機や Office Gateway の設定を変更する必

要がありません。本装置は運用（機能、チャネル数）にあわせてライセンスが必要です。 

※1 台の装置で異なる種類のチャネルライセンスを使用することはできません。 

 

【機能ごとの必要ライセンス】 

機能 

チャネルライセンス ※1,2 発信規制ライセンス 

IVR-BⅡ-CL4 
IVR-BRⅡ-CL4 

（通話録音あり） 
IVR-CⅡ-CL 

応答専用/用件録音（留守番） ○ ○ ─ 

通話録音 ─ ○ ─ 

お待たせ/録音告知 ○ ○ ─ 

選択転送 

（ツリー転送/ダイレクト転送） 
○ ○ ─ 

無条件転送 

（外線番号/ダイヤルイン番号指定） 
○ ○ ─ 

メッセージ選択 ○ ○ ─ 

発信規制 ※3 ※3 ○ 

着信規制 ○ ○ ─ 

着信チャネル制限 ○ ○ ─ 

※1 チャネルライセンスは 4ch ごとに必要です。 

※2 異なる種類のチャネルライセンスを組み合わせて使用することはできません。 

※3 「発信規制ライセンス」を使用するには、他のチャネルライセンスが必要です。 

 

【接続例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひかり 

電話 

UPS 

（別売品） 
管理用パソコン 

 ・設定 

 ・録音再生 

 ・音声ガイダンス作成（音声合成） 

ONU IP PBX 

IVR-24VoIPⅡ 

OG/VG など 

※Bypass ポート 

停電時、本装置の異常時に 
回線が接続されます。 

※Terminal ポート 

停電時、本装置の異常時に 
回線が切り離されます。 

アナログ電話機 
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主な機能 
 

 

対応キャリア/サービス 

NTT ·········································· フレッツ光ネクスト回線 

ひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ／ひかり電話オフィス A（エース） 

 

応答専用/用件録音（留守番） 

（1）応答専用 

着信に対して自動応答し、あらかじめ指定したメッセージを流すことができます。 

（2）用件録音（留守番） 

着信に対して自動応答し、あらかじめ指定したメッセージを流した後、相手の方の用件を録音することができま

す。1 件あたり録音は「30 秒」「60 秒」「120 秒」「180 秒」から選択できます。録音は最大で約 60 時間できます。 

※保存された録音は、自動で削除されません。手動で録音を削除する必要があります。 

※保存された録音が、60 時間を超えた場合は、用件録音（留守番）機能は動作しません。 

※録音の音声ファイル形式は「μ-law 8kHz 8bit モノラル」になります。 

 

通話録音 

お客様との通話を自動で録音することができます。録音で作成される音声ファイルは、1 ファイルに最大 2 時間まで

録音できます。（長時間通話の場合は、2 時間で分割されます） 録音した通話は Web ブラウザから本装置にアクセ

スして検索・再生を行います。約 1200 時間分の通話録音が可能です。録音した通話は、最大 999 日間保存すること

ができ、保存期間を経過した通話は、日付ごとに削除されます。また、毎朝 4 時の時点で、本装置のディスク使用量

が 90%を超えている場合、80%以下になるまで古いものから順に日付ごとに録音した通話を削除します。 

※ライセンス「IVR-BRⅡ-CL4」で対応します。 

※録音の音声ファイル形式は「μ-law 8kHz 8bit ステレオ」になります。 

 

お待たせ機能/録音告知 

着信に対して、すぐに電話に出られない場合に自動応答し、「音声ガイダンス」を流して相手をお待たせ（保留）する

ことができます。相手をお待たせ（保留）する最大時間は 25 分（5 分きざみ）まで設定できます。 

お待たせ（保留）動作時は、着信応答時の「音声ガイダンス」以外にオリジナルの「保留音」、「保留中の音声ガイダン

ス」を流すことができます。 

・「保留音」には最大 3 分までの音声ファイルを登録できます。 

また、通話録音を行う場合など、「音声ガイダンス」に告知メッセージを録音して流すことで、録音告知として使用する

こともできます。 
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着信グループ 

同一動作をさせたい複数の着信電話番号を 1 つのグループに登録する事により、グループ毎に共通の着信動作を

指定する事ができます。 

※着信グループは、最大 100 種類登録できます。 

※着信グループごとに、異なる応答メッセージや保留音を送出できます。 

 

選択転送 

着信に対して自動応答し、電話機からのプッシュ信号操作により、あらかじめ設定した外線・内線に転送することがで

きます。選択転送は、「ツリー転送」「ダイレクト転送」から選択できます。 

外線転送先の電話番号は最大 100 件、内線転送先の電話番号は最大 100 件登録ができ、転送先に登録された番

号を利用して転送が可能になります。 

また、プッシュ待ちの時間や、条件に合うプッシュボタンが入力されるまでのリトライ回数を設定することができます。 

※内線番号に転送する場合は、ダイヤルイン番号を登録します。（下位端末、IP-PBX などの設定が必要です） 

＜ツリー転送＞ 

着信に対して自動応答し、電話機からのプッシュ信号操作（選択番号：1～9 の 1 桁を入力）により、最大 3

段階に分けて設定した内線・外線に転送することができます。 

※外線に転送する場合は、網側 2 チャネルを使用します。 

＜ダイレクト転送＞ 

着信に対して自動応答し、電話機からのプッシュ信号操作（転送したい相手の内線番号を直接ダイヤル）に

より、目的の内線番号に転送することができます。 

※電話番号は 1 桁～20 桁まで登録できます。 

 

無条件転送 

着信に対して、あらかじめ指定した電話番号に転送することができます。また、転送する前に「音声ガイダンス」を流す

こともできます。 

※外線番号に転送をする場合は、網側 2 チャネルを使用します。 

※内線番号に転送する場合は、ダイヤルイン番号を登録します。（下位端末、IP-PBX などの設定が必要です） 

 

メッセージ選択機能 

着信に対して自動応答し、電話機からのプッシュ信号操作により、設定した「音声ガイダンス」を流すことができます。

自動応答してからプッシュ信号が入力されるまでの待ち時間は、最大 10 秒まで設定できます。 

※条件に合うプッシュ信号が入力されるまでのリトライ回数は、最大 9 回まで設定できます。 

 

発信規制機能 

発信規制リストに登録された電話番号への発信を自動的に規制することができます。 

※ライセンス「IVR-CⅡ-CL」が必要になります。 
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着信規制機能 

着信規制リストに登録された電話番号からの着信を自動的に着信拒否することができます。 

※本装置を応答させない動作になります。（話中状態になります） 

※非通知による規制もできます。 

 

着信チャネル制限機能 

電話窓口などへの着信時、時間帯や曜日などにより、着信グループごとに最大着信チャネル数を指定し、着信数を

制御することができます。 

 

音声ガイダンスの登録機能 

本装置で使用する音声ガイダンスは事前に音声ファイルを用意して本装置に登録します。 

付属の IVR-VoIPⅡ音声編集ソフト（音声合成ソフト）をパソコンにインストールすることで、テキストから音声ガイダンス

を作成することができます。使用できる音声ファイルは、「PCM 8kHz 16bit モノラル」または「μ-law 8kHz 8bit モノラ

ル」の WAVE ファイル、IVR-VoIPⅡ音声編集ソフトで作成した DAT ファイルになります。音声ガイダンスは、最大

100 チャネル、各チャネル最大 3 分の音声ファイルを登録できます。 

※保留音も音声ガイダンスに含みます。 

 

スケジュール機能 

着信グループごとに、スケジュール（曜日・祝日・特定日・時間帯による対応動作）を指定することができます。また、

音声ガイダンスも個々に設定することができます。スケジュールは、着信グループごとに、最大 20 件まで登録できま

す。祝日・特定日の日付は、登録を行った年を含めて、10 年分登録できます。 

※祝日・特定日を指定しない場合は、曜日のスケジュールで動作します。 

 

発着信履歴機能 

本装置に保存された発着信の履歴を表示および全削除、保存をすることができます。保存は最大 12 ヶ月まで設定

できます。表示されている発着信の履歴を CSV 形式で保存することができます。 

※保存期間の過ぎた履歴は 1 ヶ月単位で削除されます。 
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主な仕様 
 

 

電話回線 対応キャリア ·········································· NTT 

 対応サービス ········································ ひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ 

／ひかり電話オフィス A（エース） 

（フレッツ光ネクスト） 

 収容可能 ch 数····································· 最大 24ch 

 電話番号登録数 ·································· 最大 100 件 

 着信グループ登録数 ·························· 最大 100 種類 

音声ガイダンス 登録方法 ··············································· 音声ファイル取込 

 音声ガイダンス数 ································· 100 種類 

 録音時間 ··············································· 最大 3 分 

 音声形式 ··············································· PCM 8kHz 16bit モノラル、μ-law 8kHz 8bit モノラル 

スケジュール ··················································································· 着信グループごとに最大 20 件 

用件録音 録音時間（1 件あたり）························· 最大 180 秒 

 用件ボックス ·········································· 最大 100 ボックス 

 最大録音時間 ······································· 約 60 時間 

 音声形式 ··············································· μ-law 8kHz 8bit モノラル 

通話録音（※1） 最大録音時間 ······································· 約 1,200 時間 

 音声形式 ··············································· μ-law 8kHz 8bit ステレオ 

 保存期間 ··············································· 最大 999 日 

発信規制（※2） ·············································································· 最大 30 万件 

着信規制 ························································································· 最大 30 万件 

呼出先電話番号 ············································································ 最大 100 件 

外線転送先電話番号 ··································································· 最大 100 件 

プッシュボタン処理 ········································································ 1 桁（1～9） 

システムセキュリティ ······································································ ログインユーザおよびパスワード 

管理画面アクセス 対応ブラウザ（推奨） ···························· Google Chrome/ Microsoft Edge（※3）（※4）（※5） 

 同時アクセス ········································· 最大 10 クライアント 

Bypass ポート（端末側接続用（非常時用）） ····························· 100/1000Mbps Ethernet(10Mbps は動作保証外) 

LINE ポート（網側接続用） ··························································· 100/1000Mbps Ethernet(10Mbps は動作保証外) 

Terminal ポート（端末側接続用） ················································ 100/1000Mbps Ethernet(10Mbps は動作保証外) 

LAN ポート（設定用） ···································································· 100/1000Mbps Ethernet(10Mbps は動作保証外) 

UPS 用ポート ·················································································· USB（※6） 

使用環境条件 ················································································ 温度条件：5～40℃、湿度条件：20～85％、結露なきこと 

電源 電源電圧 ··············································· AC100V ± 10V、 50/60Hz 

 消費電力 ··············································· 最大 50W 
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外形 寸法 ························································ 約 232(幅) × 152 (奥行) × 44(高さ) mm 

（突起部を含む、ゴム足を除く） 

重量 ························································· 約 1.3kg 

その他 VCCI ······················································· クラス A 

RoHS 指令 ············································· 適合 

※1 ライセンス「IVR-BRⅡ-CL4」で対応します。 

※2 ライセンス「IVR-CⅡ-CL」が必要になります。 

※3 Windows 11/10 の S モードおよび ARM 版 Windows 11/10 は対象外です。 

※4 メーカーサポートが終了している OS およびアプリケーションのバージョンは対象外です。 

※5 Microsoft Edge は、Chromium 版にのみ対応しています。 

※6 別売の UPS 製品に限る。 

※7 対応する OS と Google Chrome/Microsoft Edge の組み合わせ。 

オペレーティングシステム 対応ブラウザ 

Windows 11 日本語版 

Windows 10 日本語版 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

 

 

IVR-VoIPⅡ音声編集ソフトの推奨インストールパソコン仕様 
 

 

OS ········································································· Windows 11 Home/Pro/Enterprise（※1）（※2） 

 Windows 10 Home/Pro/Enterprise（※1）（※2） 

CPU ······································································ OS が推奨する環境以上 

メモリ ····································································· 2GB 以上 

ハードディスク ····················································· 1GB 以上の空き容量 

ディスプレイ························································· 解像度： 1024 × 768 ドット以上、 表示色： High Color(16bit)以上 

入力デバイス ······················································ キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 

ドライブ類 ···························································· DVD-ROM ドライブ（インストール時に必要） 

LAN ポート ·························································· 100/1000Mbps Ethernet 以上のネットワークアダプタ（装置登録時に必要） 

サウンド ································································ 「μ-law 8kHz 8bit モノラル」形式の WAVE ファイルが再生できること 

※1：Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です。  

※2：メーカーサポートが終了しているバージョンの OS、アプリケーションは対象外です。 

 

※商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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添付品 
 

 

ライセンス（CD） ·················································· 1枚 (ライセンスファイル) 

IVR-VoIPⅡ音声編集ソフト（DVD） ················ 1枚 

筐体底面足用ゴムシート ·································· 1式 

（専用）電源コード ·············································· 1本 

（専用）電源アダプタ ········································· 1個 

電源コード結束ベルト ······································· 1個 

取扱説明書（保証書） ······································· 1式 
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外観図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。 

1 POWER ランプ 7 LINE ポート 13 電源ジャック
2 DISK ランプ 8 Terminal ポート 14 電源スイッチ
3 STATUS ランプ 9 LAN ポート 15 電源アダプタ
4 ポートランプ 1～4 10 UPSポート 16 電源コード
5 製造番号ラベル 11 Console ポート（カバー付き）
6 Bypass ポート 12 Reset IP スイッチ


