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商品概要 

 

●本アプリはパソコンにインストールして、通話録音アダプタ「SA-600」(添付品）を接続した電話機、ヘッドセット、スピーカ

フォン、マイク、スピーカなどを対象としたリアルタイム音声認識と録音を行います。 

●買い切りのパッケージ提供のため、オフライン環境でも従量課金や利用時間制限なしに利用できます。 

●音声認識エンジンを搭載し、会話の内容をリアルタイムにテキスト化することができます。 

●会話の音声・テキストデータは、本アプリをインストールしたパソコンに長期保存できます。 

●リアルタイムにテキスト化された会話内容や録音した音声は、本アプリをインストールしたパソコンと同一ネットワークに接

続されたクライアントパソコンから Web ブラウザを使用してモニタリングおよび検索・再生することができます。 

●会話終了後は、会話のテキスト化が完了しているため、 新の録音情報を容易に確認できます。 

●テキスト化された音声については、日時や録音時に付加される情報以外に、フリーワードや特定ワード等のテキストで検

索することができます。また、テキスト化された音声は、音声認識結果のテキストを確認しながら再生ができます。 

●録音された音声ファイルごとに送話側の音声に対する診断項目の数値化が行われ、応対品質を可視化することができま

す。 

●別売のタカコム製通話録音装置「VR-D170 シリーズ」「VR-L140H シリーズ」と接続でき、バックアップ用（音声のみ）など

併用してご利用いただくことができます。 

※VR-D170 シリーズには VR-D175/VR-D175A/VR-D179/VR-D179A があります。 

※VR-L140H シリーズには VR-L145H/VR-L147H/VR-L147H SC があります。 

●代表的な接続方法は、次の図のとおりです。 
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主な機能 
 

録音 

・本アプリをインストールしたパソコンに接続された電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなどで会話

をすると、あらかじめ設定した条件に従って音声を録音します。録音の開始・停止の方式は、次のいずれかの方法

で行います。 

① 音声検出 ②手動制御 ③外部連携 ④常時 

・本アプリは、側音除去対応の通話録音アダプタ（SA-600）を使用することで、側音がある電話機（自分の声が受話器

から聞こえるタイプの電話機）を使用しても、「送話」「受話」の音声を分離して録音できます。 

※通話録音アダプタの側音除去機能は完全な側音の除去ではなく、側音の音量を低減させます。 

 

録音ファイルの保存形式 

・録音ファイル保存形式を設定できます。 

G.711 μ-law 8kHz 8bit（ステレオ） 

リニア PCM 8kHz 16bit（ステレオ） 

リニア PCM 16kHz 16bit（ステレオ） 

 

録音の自動削除 

・録音内容を、一定期間経過後、自動的に削除することができます。期間は録音後 1 日から 999 日が選択できます。 

 

音声認識（音声ファイルのテキスト化） 

・録音対象として選択した音声を自動でリアルタイム音声認識を行い、テキスト化することができます。  

・テキスト化の処理モードは、すべての通話をテキスト化する全文テキスト化と、目的の通話のみテキスト化する選択テ

キスト化の 2 種類を選択できます。  

・音声認識エンジンに、日立ソリューションズ・テクノロジー社の「Ruby Dictation」を使用しており、その自然言語処理

技術により一般的な日本語をテキスト化します。  

・追加辞書機能にて独自用語への対応や、単語一括置換機能による類似単語の特定した単語への変換により、音

声認識精度の向上を図ることができます。  

※音声認識の処理では、音声の状態（口調、周囲ノイズ等）により誤認識する場合があります。  

※設定により電話番号やカード番号などのアラビア数字を「*」に置き換えてテキスト化することができ、セキュリティを

向上することができます。  

※更なる認識精度の向上として、ご利用される通話内容に対応した言語モデルをタカコムが提供するアドバイザリー

サービス（オプション）で作成できます。 

※選択テキスト化の動作中に、録音が始まると選択テキスト化の動作が一旦停止します。 

※選択テキスト化モードで運用すると、リアルタイムの音声認識はおこないません。 

 

ログイン機能 

・本アプリの画面操作、または外部連携から本アプリにオペレータとしてログインすることで音声ファイルにオペレータ
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ID を紐付けることができます。検索・再生時に、同一装置で録音したオペレータの識別ができます。 

 

モニター機能 

・オペレータは本アプリによりリアルタイムにテキスト化された会話内容を確認できます。管理者はクライアントパソコン

の Web ブラウザ（Microsoft Edge/Google Chrome）から通話中の会話をリアルタイムでテキストおよびモニタリングが

でき、その録音中の冒頭まで遡って確認できます。 

 

アフターコールワーク機能 

・本アプリの画面操作により会話終了後に 新の録音情報を確認できます。 

画面内で次の項目の登録ができます。 

①お客様番号 ②お客様名 ③コールリーズン ④メモ 

※コールリーズンはあらかじめ設定した項目から選択して登録します。 

 

検索・再生 

・本アプリまたはクライアントパソコンの Web ブラウザにより、検索・再生することができます。検索は、次の項目をキー

にして行うことができます。複数のキーを組み合わせることも可能です。  

①日時 ②ユーザーID ③ユーザー名 ④お客様番号 ⑤お客様名 ⑥ログイン名 ⑦通話時間 ⑧再生フラグ ⑨

テキストフラグ ⑩メモ ⑪コールリーズン ⑫フリーワード ⑬特定ワード  

※「⑫フリーワード」「⑬特定ワード」（テキスト検索）は、対象の音声ファイルが音声認識されている必要がありま

す。  

※「⑫フリーワード」「⑬特定ワード」（テキスト検索）は、「すべて」「送話」「受話」のいずれかに絞って検索すること

ができます。  

※「⑬特定ワード」は設定により、ワードを追加することができます。  

・テキスト検索は、音声認識結果のテキストに対して行います。 

・追加辞書を設定することで音声認識処理の精度を高めることができます。音声認識処理は、追加辞書などを設定し

た後で実施してください。また、再生画面からもテキストの誤変換部分を編集して追加辞書を登録することができま

す。  

・再生は、音声の波形、音声認識結果のテキストを確認しながら行うことができます。  

・テキストの表示は、「ケバ取り」機能により、「はい」「はいはい」「あー」「あぁ」などの相槌を除去して表示を見やすくす

ることができます。  

・検索結果の画面から音声認識結果のテキストを外部へ保存できます。  

・再生画面の「テキストコピー」の操作では、画面に表示された状態のテキストをコピーすることができます。（「ケバ取

り」機能を有効にして相槌を除去した表示状態のテキストをコピーできます） 

・録音された音声ファイルごとに送話側の音声に対する診断項目の数値化が行われ、応対品質を可視化することが

できます。 

診断結果は、次の項目で表します。  

①発話品質スコア ②発話率 ③話速 ④かぶり回数 ⑤あいづち回数 ⑥NG ワード数 ⑦必須ワード数  

※それぞれの診断項目はテキスト化および解析時の値となります。NG ワード、必須ワードを後から追加しても解析結
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果の値は変更されません。 

 

保存の制御 

・録音中に本アプリの画面操作により、通話中の録音を保存する、しないを制御することができます。起動条件が「音

声」の場合に利用できます。 

 

音声認識テキストの自動保存 

・録音された音声ファイルの「通話データ」とテキスト変換された「テキストデータ」は通話終了時に指定した「ローカル

フォルダ」または「任意の共有フォルダ」に自動保存することができます。 

※「通話データ」の情報も併せて自動出力します。 

 

解析 

・本アプリまたはクライアントパソコンの Web ブラウザにより、ユーザーの応対品質診断の結果や、アフターコールワー

ク（後処理時間の平均時間）、離席の総時間を手動にて簡単に集計することができます。また、集計結果を CSV 形

式で出力することができます。  

集計は、次の項目に対して行うことができます。  

①録音件数 ②録音時間 ③平均録音時間 ④アフターコールワーク ⑤離席時間 ⑥発話品質スコア ⑦発話率 

⑧話速（文字/分）⑨かぶり回数（回/分）⑩あいづち回数（回/分）⑪NG ワード（回/通話）⑫必須ワード（回/通話） 

※集計項目の⑥～⑫は応対品質の情報となります。 

 

セキュリティ 

・本アプリで再生や登録などの操作をするときに、ユーザーID とパスワードを入力しないと操作できないように制限を

かけることができます。 

 

Web API 

・外部システムから Web API を利用することで、本アプリを制御することができます。API は別途仕様開示します。 

Web API で操作できる主な機能は次のとおりです。 

①録音の開始・停止・継続 ②ログイン・ログアウト ③応対履歴番号の付加 ④送話・受話のミュート ⑤装置情報

の取得 ⑥アラーム情報の解除 

 

バックアップ 

・別売のタカコム製通話録音装置「VR-D170 シリーズ」「VR-L140 シリーズ」と接続でき、バックアップ用(音声のみ)な

ど併用して接続できます。 

※VR-D170 シリーズには VR-D175/VR-D175A/VR-D179/VR-D179A があります。 

※VR-L140H シリーズには VR-L145H/VR-L147H/VR-L147H SC があります。 
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主な仕様 
 

■リアルタイム音声認識&録音アプリ VR-RS100RDW 

録音 録音対象 ······················· 通話録音アダプタ「SA-600」(添付品）を接続した電話機、ヘッドセット、 

スピーカフォン、マイク、スピーカなど 

起動方式 ······················· 音声検出/手動制御/外部連携/常時 

録音形式 ······················· G.711 μ-law 8kHz 8bit（ステレオ） 

リニア PCM 8kHz 16bit（ステレオ） 

リニア PCM 16kHz 16bit（ステレオ） 

録音件数 ······················· 大 10,000 件 

検索・再生 同時ログイン数 ············· オペレータ：1 クライアント、管理者：3 クライアント 

リアルタイムモニタリング ·························· テキストをリアルタイムで表示/一時停止表示、管理者パソコンからは音声、テキスト         

モニタリング 

クライアント 対応ブラウザ ················· Microsoft Edge （※3）/Google Chrome  

          （※1）（※2） 

対応 OS·························· Windows 11 Home/Pro/Enterprise 日本語版 

（※4）          Windows 10 Home/Pro/Enterprise 日本語版 

              /Enterprise LTSB 2016/Enterprise LTSC 2019/Enterprise LTSC 2021 日本語版 

音声認識 テキスト化エンジン ······ Ruby Dictation（対応言語：日本語） （※5） 

          追加辞書 ······················ 大 1,000 単語 

          独自言語モデル ········· アドバイザリーサービス（オプション）の言語モデル作成により設定可 

          音声認識処理 ············· リアルタイム（全文テキスト化）、バッチ（選択テキスト化） 

自動テキスト保存 ······································ インストールしたパソコン内へ保存、外部サーバの共有フォルダへ保存 

セキュリティ ················································· ユーザーID/パスワード ※ユーザーID 毎に操作権限を設定可 

※1 JavaScript が動作する環境で使用してください 

※2 同一のクライアント PC において、異なる種類の Web ブラウザを同時に使用すると正常に動作しません 

※3 Chromium 版のみ対応 

※4 Windows 11/10（S モード）、ARM 版 Windows 11/10 は対象外 

   Microsoft 社のサポートが切れている OS のバージョンは、対象外です。 

※5 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーの音声テキスト化エンジンを採用しています 

 

■通話録音アダプタ SA-600（添付品） 

受話器接続 ················································ モジュラージャック ※モジュラー配列（ピンアサイン）切替え可 

パソコン接続 ·············································· USB2.0（Type-C） ※USB ケーブル（Type-A - Type-C）1.5m 添付 

通話録音装置接続 ·································· 4 極 4 芯モジュラージャック（VR-D179 用）、RJ-45（VR-L147H 用） 

寸法（幅×奥行×高さ） ·························· 62×145×25ｍｍ（突起物含まず） 

質量 ······························································ 約 115g 
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「VR-RS100RDW」インストールパソコン システム要件 
 

項目 内容 

OS 

Windows 11 Home/Pro/Enterprise 日本語版（64bit） 

Windows 10 Home/Pro/Enterprise 日本語版（64bit） 

  /Enterprise LTSB 2016/Enterprise LTSC 2019/Enterprise LTSC 2021 日本語版（64bit） 

※32bit 版の OS は対象外。 

※Windows 11/10（S モード）、ARM 版 Windows 11/10 は対象外。 

※Microsoft 社のサポートが切れている OS のバージョンは、対象外。 

CPU 推奨：Intel Core i5 1.8GHz 以上 

メモリ 推奨：8GB 以上 

ハードディスク 
インストール先に 1GB 以上の空き容量、および音声を保存するために必要な HDD 領域の

容量（ 低 30GB 以上必要） 

サウンドデバイス SA-600（添付品）接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど 

光学ドライブ DVD-ROM ドライブ （インストール時に必要） 

ディスプレイ 解像度 1280×1024 以上 High Color（16bit）以上推奨  

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ポインティングデバイス 

インターフェース USB（2.0 準拠） 

●商品名は各社の商標または登録商標です。 

 
※音声ファイルの録音時間に応じてハードディスク容量を算出して下さい。 

      【ハードディスク容量と録音時間の目安】  

 

録音形式 

ハードディスク容量 

30GB 50GB 100GB 

録音時間 

G.711 μ-law（8kHz 8bit ステレオ) 約 500 時間 約 850 時間 約 1,700 時間 

リニア PCM(8kHz 16bit ステレオ) 約 250 時間 約 425 時間 約 850 時間 

リニア PCM(16kHz 16bit ステレオ) 約 125 時間 約 210 時間 約 425 時間 

       ※ハードディスクに保存される音声ファイルの 大録音件数は 10,000 件です。容量が不足すると録音日時の

古い音声ファイルから自動的に消去されます。 
  
※シンクライアント、リモートデスクトップ環境ではご利用できません。 

 
 

添付品 
 

通話録音アダプタ SA-600 ······························· 1台 

通話録音アダプタ SA-600 本体固定版 ······ 1個 

USBケーブル（1.5m） ·········································· 1本 ※SA-600 接続用 

電話機コード（20cm） ·········································· 1本 

インストール用DVD ············································· 1枚 ※リアルタイム音声認識＆録音アプリ VR-RS100RDW 

取扱説明書 ··························································· 1式 ※本書（セットアップ編） 
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外観図 
 

【通話録音アダプタ SA-600】 

 

1 録音ボタン（側音除去調整ボタン） 8 USBコネクタ 15 入力切替スイッチ 2

2 録音ランプ 9 手動調整ボリューム 16 銘板

3 受話器接続ジャック 10 モード切替スイッチ 17 USBケーブル

4 電話機接続ジャック 11 側音除去切替スイッチ 18 電話機コード

5 センサ接続ジャック 12 側音除去レベルスイッチ 19 本体固定版

6 VR-L147H接続ジャック 13 音声出力スイッチ 20 クッション

7 VR-D179接続ジャック 14 入力切替スイッチ 1

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。 


