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目次項目が見つかりません。 

 

本マニュアルでは、「Voice Rep」と「Voice Rep Pro」共通の操作は、Voice Rep という言葉で説明してい

ます。「Voice Rep Pro」特有の機能の場合は、   と表示しています。 
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Voice Rep には、音声認識＋ワープロの基本機能を備えた「Voice Rep」と 

さらに高機能となった「Voice Rep Pro」があります。 

本マニュアルでは、説明の画像に「Voice Rep Pro」のものを使用しています。 

 

＜Voice Rep（左上）と Voice Rep Pro（右下）＞ 

 

 

  

Voice Rep と Voice Rep Pro 
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STEP1 

ダウンロードしたファイルを解凍し、解凍後のフォルダ内にある「setup」(setup.exe)を 

ダブルクリックしてください。 

解凍されたフォルダの名称は以下の通りです。 

「Voice Rep」の場合 … フォルダ名「VTechVRSG103」 

「Voice Rep Pro」の場合 … フォルダ名「VTechVRPG103」 

 

※「ユーザーアカウント制御」のダイアログ（「コンピューターの変更を許可しますか？」）が 

 表示された場合は、「はい」をクリックしてください。 

STEP2 

インストール中に利用する言語を選択します。 

初期状態で「Japanese」(日本語)に設定されていますので、日本語で問題ない場合は 

「OK」をクリックしてください。 

 
 

 

※画像は Windows8.1 の場合のものです。 

  

インストール方法 
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STEP3 

「InstallShield Wizard」が起動し、インストールの事前準備が行われます。 

インストールの準備完了後、下記画面が表示されますので、 

「次へ(N) >」をクリックして下さい。 

 

STEP4 

まず MeCab のセットアップを行います。「次へ(N) >」をクリックして下さい。 
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STEP5 

辞書の文字コードを選択します。 

初期状態では、最も一般的な「SHIFT-JIS」が選択されています。 

問題なければ「次へ(N)>」をクリックして下さい。 

 

STEP6 

使用許諾契約書をお読みいただき、「同意する(A)」にチェックを入れて 

「次へ(N) >」をクリックして下さい。 
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STEP7 

MeCab のインストール先フォルダを設定します。 

フォルダを変更しない場合は、そのまま「次へ(N) >」をクリックして下さい。 

 

STEP8 

Mecab のショートカット作成場所を選択します。 

問題なければ「次へ(N) >」をクリックして下さい。 
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STEP9 

インストール先フォルダ、プログラムグループを確認し 

「インストール(I)」をクリックして下さい。 

 

STEP10 

インストールが行われます。「OK」をクリックして下さい。 
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STEP11 

MeCab のインストール完了です。「完了(F)」をクリックして下さい。 

 

STEP12 

続いて、Voice Rep のインストールを行います。 

使用許諾契約書をお読みの上、「使用許諾契約の条項に同意します(A)」にチェックを入れ、 

「次へ(N) >」をクリックして下さい。 
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STEP13 

Voice Rep のインストール先フォルダを設定します。 

フォルダを変更しない場合は、そのまま「次へ(N) >」をクリックして下さい。 

 

STEP14 

セットアップタイプ、インストール先フォルダ、ユーザー情報を確認し、 

「インストール(I)」をクリックして下さい。 
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STEP15 

インストール終了です。「完了(F)」をクリックして下さい。 
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STEP1 

「コントロールパネル」を開きます。 

 

○コントロールパネルの開き方 (windows8.1 の場合) 

コントロールパネルを開くには、以下のような、いくつかの方法があります。 

(A) マウスカーソルを画面右下の隅に移動させ、「チャーム」(メニュー)を表示し、 

 「設定」を選ぶと、「設定」メニュー内に「コントロールパネル」があります。 

 

 

(B)スタートメニューの左下にある「↓」をクリックし、アプリ一覧を表示させると、 

 一覧の中に「コントロールパネル」があります。 

 

  

アンインストール方法 
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STEP2 

「コントロールパネル」から、「プログラムと機能」（プログラムのアンインストール）を開きます。 

 (A)表示方法が「カテゴリ」の場合 

…「プログラムのアンインストール」をクリックします。 

 

 (B)表示方法が「大きいアイコン」「小さいアイコン」の場合 

…「プログラムと機能」をクリックします。 
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STEP3 

プログラムの一覧から、① Voice Rep を選択し、 

②「アンインストール」をクリックして下さい。 

 

STEP4 

「アンインストールしますか？」と表示されますので、「はい(Y)」をクリックして下さい。 

 

 

※「ユーザーアカウント制御」のダイアログ（「コンピューターの変更を許可しますか？」）が 

 表示された場合は、「はい」をクリックしてください。 
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STEP5 

アンインストールが開始されます。アンインストールが完了すると、 

プログラムの一覧から、 Voice Rep が削除されます。 

 

 

アンインストール時のご注意 

アンインストールを行う際は Voice Rep を終了した状態で行ってください。 

Voice Rep を起動した状態でアンインストールを行うと、 

正しくアンインストールが行われず、途中でアンインストールが中断されます。 

 

MeCab のアンインストール 

Voice Rep をアンインストールしても、「MeCab」はアンインストールされず、 

コンピュータに残ったままになります。 

「MeCab」もアンインストールするには、Voice Rep の時と同様に 

プログラムの一覧から、①「MeCab」を選択し、 

②「アンインストール」をクリックして下さい。 
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Voice Rep をご利用頂くにあたり、いくつかの準備が必要になります。 

 

 

 

 

Voice Rep を起動します。デスクトップに設置された、 

Voice Rep のショートカットアイコンをダブルクリックして下さい。 

 

 

 

 

「ライセンスキー」の登録を行います。 

初めて Voice Rep を起動すると、ライセンスキー入力ウィンドウが表示されますので、 

お手元のライセンスキーを入力して下さい。 

 

※ライセンスキーの入力では、アルファベットの大文字と小文字は区別されますので、ご注意下さい。 

 

ライセンスキーの入力が完了すると、上のウィンドウが表示されます。 

「OK」をクリックして下さい。 

Voice Rep/Voice Rep Pro を利用するために 

Voice Rep を起動する 

ライセンスキーの登録 
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Voice Rep を初めて起動すると、インターネットブラウザにて 

ユーザー登録画面が表示されます。 

ユーザー登録は、バージョンアップ・新製品のお知らせ、不具合発生時のお知らせの 

ご連絡窓口となります。 

 

表示された画面の四角い空欄部分に、お客様の情報をご入力頂き、「登録」をクリックして下さい。 

（※印の箇所は、入力必須項目です） 

「クリア」をクリックしますと、入力した全ての情報が空欄に戻ります。 

入力し直したい場合にご利用下さい。 

 

Voice Rep の初回起動時にユーザー登録を行わなくても、Voice Rep のご利用は可能です。 

別の機会にご登録いただく場合は、インターネットブラウザにて 

下記の URL にアクセスして下さい。 

（Voice Rep 初回起動時に表示されたものと同じページです） 

https://sec.alpha-mail.jp/voicetechno.jp/registration.html 

  

ユーザー登録について 
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「Voice Rep Pro」で「録音された音声ファイルから音声認識を行う」場合に 

「ステレオミキサー」の設定が必要になります。 

 

STEP1 

パソコンからマイクを取り外した状態で、「Voice Rep Pro」のツールバーから 

「録音デバイス」をクリックして下さい。 

 

STEP2 

「サウンド」ウィンドウが開きますので、ウィンドウ内に「ステレオミキサー」がない場合、 

ウィンドウ内の空白の箇所で右クリックし、表示されるメニューから 

「無効なデバイスの表示」をクリックし、チェックマークを入れて下さい。 

 

  

ステレオミキサーの設定 
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STEP3 

表示された「ステレオミキサー」の下部に「無効」と表示されている場合、 

「ステレオミキサー」のアイコンにマウスカーソルを合わせ、右クリックして下さい。 

メニューが表示されますので、「有効」をクリックして下さい。 

 

 

※パソコンによっては、「ステレオミキサー」が搭載されていない場合があります。 

「ステレオミキサー」が搭載されていない場合は、「ステレオミキサーがない場合は」をご参照下さい。 
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■ステレオミキサーがない場合は 

１．オーディオケーブルを用いる方法 

別途「二股分配ケーブル」「オーディオケーブル」が必要となります。 

二股分配ケーブル、オーディオケーブルは、100 円ショップで販売されていることもあります。 

ただし、二股分配ケーブル、オーディオケーブルとパソコンの相性について、 

ボイステクノ並びに販売者等は、動作保証を行っていません。 

 

 

２．USB ステレオミキサーを用いる場合 

「USB」 「ステレオミキサー」をキーワードに検索してみてください。 

ステレオミキサー機能を追加可能な機器があります。 

USB ステレオミキサーとパソコンとの相性に関して、ボイステクノ並びに販売者等は、 

動作保証を行っていません。 

詳細は、USB ステレオミキサーの開発元にお問い合わせをお願いします。 
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■ステレオミキサーの調整 

「ステレオミキサー」の調整を行うには、以下の手順に従って下さい。 

STEP1 

「Voice Rep Pro」のツールバーから「録音デバイス」をクリックして下さい。 

（「ステレオミキサーの設定」STEP1 と同様です） 

STEP2 

「ステレオミキサー」をクリックし、「ステレオミキサー」が選択された状態で 

「プロパティ(P)」をクリックして下さい。 

STEP3 

「ステレオ ミキサーのプロパティ」ウィンドウが開きますので、 

「レベル」タブをクリックして下さい。 

STEP4 

ステレオミキサーのスライダーを左右に移動させ、調節して下さい。 
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本ソフトでは、音声認識の結果を取得するために、 

インターネットブラウザ「Google Chrome」を経由する必要があります。 

 

 

Google Chrome がインストールされていない状態で 

Voice Rep の「マイク音声入力：開始」をクリックすると、 

「Google Chrome がインストールされていません。」というダイアログが表示されます。 

 

このダイアログの「OK」をクリックすると、インターネットブラウザにて、 

Google Chrome のインストール画面が表示されます。 

 

「Chrome をダウンロード」をクリックすると、Google Chrome のインストールが 

開始されますので、案内に沿ってインストールを行って下さい。 

※Google Chrome は無料です。 

  

Google Chrome のインストール 
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音声認識の基本操作をご案内します。 

 

 

 

 

 

まずは、音声入力のためのマイク、音声出力のためのスピーカーやヘッドホンなどが 

正しくパソコンに接続されているか確認して下さい。 

 

マイクからの音声認識を行うには、ツールバーから「マイク音声入力：開始」をクリックします。 

 

 

Google Chrome が起動し、音声認識のページが表示されますので、 

ページ上部のマイクのアイコンをクリックして下さい。 

 

 

初めてマイクからの音声認識を行う場合、Google Chrome よりアクセス許可が 

求められますので、画面上部の「許可」をクリックして下さい。 

 
  

基本操作方法 

マイクからの音声認識 
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① 

マイクのアイコンをクリックし、録音が始まると、マイクのアイコンの周囲に 

赤い円が表示されます。 

 

② 

録音された音声がテキストエリアの上段に表示され、カナや漢字に変換されます。 

 

③ 

認識の区切り(ポーズなど）ごとに、②で認識された結果がテキストエリアの下段に移動し、 

ハイライト表示(青い背景)されます。 

 

④ 

③でハイライト表示された文字が、Voice Rep のテキスト編集領域に転送されます。 
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※「Voice Rep Pro」でのみ使用可能な機能です 

 

録音された音声ファイルから、音声認識を行います。 

再生可能なファイルの形式は以下の通りです。 

・「. wma」 

・「.mp3」 

・「.wav」 

 

音声ファイルから音声認識を行うには、ツールバーから「録音音声文字化：」の 

音符のアイコンをクリックします。 

 
 

マイク入力の場合と同様の、Google Chrome による音声認識画面が表示され、 

同時に、「Voice Rep Pro」の再生プレーヤーが表示されます。 

音声ファイルを読み込むため、「参照」をクリックして下さい。 

 

  

録音された音声ファイルからの音声認識  
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音声ファイルが保存されている場所を指定し、再生したい音声ファイルを選択して 

「開く(O)」をクリックします。 

 

 

マイク入力の場合と同様に、Google Chrome の画面でマイクのアイコンをクリックし、 

続いて、再生プレーヤーの再生ボタン(緑色の右向き三角形のアイコン)をクリックするか、 

キーボードの Esc キーを押すと、音声ファイルの再生が始まります。 

 
 

 

 

 

再生された音声が Google Chrome で認識され、「Voice Rep Pro」のテキスト編集領域に 

文字として転送されます。 
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＜画面説明 - Voice Rep（左上）と Voice Rep Pro（右下）＞ 

 

①  メニューバー 

  各種メニューをクリックすると、複数の項目で構成されたメニューが開きます。 

②  ツールバー 

  アイコンをクリックするだけで、特定の機能が使用できます。 

③  テキスト編集領域 

  音声が文字化されたテキストが表示され、テキストの編集が行えます。 

  

画面および各機能の説明 
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ファイル 

■新規作成 

 文書のファイルを新規作成します。 

 編集中のファイルは破棄されますのでご注意下さい。 

■開く... 

 保存されているファイルを開きます。 

 保存されたファイルの場所を選択して下さい。 

 ファイルの選択ウィンドウ右下にある 

 「Rich Text Format(*.rtf)」と表示された枠を 

 クリックすると、開くファイルの形式を選択できます。 

 

■上書き保存 

 編集中の文書を、以前保存したファイルに上書きします。 

■名前を付けて保存 

 編集中の文書に名前を付け、新しいファイルとして保存します。 

 保存先とファイル名、ファイル形式を選択して下さい。 

■印刷 

 編集中の文書を印刷します。 

 印刷のウィンドウが開きますので、印刷する部数やページ範囲、使用するプリンターを 

 選択して「OK」をクリックして下さい。 

■印刷プレビュー 

 編集中の文書を印刷した場合の、文書の見え方がプレビューされます。 

■ページ設定 

 用紙のサイズや印刷の向き、余白の設定が行えます。 

■終了 

 Voice Rep を終了します。 

 編集中の文書は破棄されますのでご注意下さい。 

  

メニューバー 
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編集 

●テキストの範囲選択について 

テキストの特定範囲を選択するには、選択したい範囲を 

ドラッグ（マウスの左ボタンを押したまま、範囲の始めから 

最後までを移動させる）します。 

範囲選択された部分は、文字の背景が暗くなります。 

 

編集メニューの一部の項目は、範囲が選択されていないと 

使用できません。 

 

■切り取り 

 編集中の文書の、選択中の範囲を切り取ります。 

 切り取ったテキストは削除されますが、 

 他の箇所に「貼り付け」を行う事で、再度表示されます。 

■コピー 

 編集中の文書の、選択中の範囲のテキストを残したまま、テキスト内容を記憶します。 

 「貼り付け」を行う事で、記憶した内容がコピーされます。 

■貼り付け 

 「切り取り」「コピー」で記憶されたテキスト内容を貼り付けます。 

■削除 

 選択した範囲のテキストを削除します。 

■すべて選択 

 編集中の文書の、全てのテキストを範囲選択した状態にします。 

■検索・置換 

「検索する文字列」…探したい言葉を入力して下さい。 

「置換後の文字列」…特定の言葉を他の言葉に変更する場合、変更後の言葉を入力して下さい。   

「次を検索」…検索対象と一致するの言葉が、一か所ずつハイライト表示されます。 

 「置換」…「検索された文字列」を探し、同時に「置換後の文字列」に置き換えます。 

 「すべて置換」…文書全体の「検索された文字列」を、一度に全て「置換」します。 

 「強制解除」…検索によるハイライト表示を解除します。 

■元に戻す 

 文書の編集状態を、ひとつ前の状態に戻します。 

■やり直し 

 「元に戻す」で巻き戻った編集状態を、ひとつ進めます。 
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表示 

■標準ツールバー1 

 3 段のツールバーのうち、上段のツールバーの 

 表示/非表示を切り替えます。 

■標準ツールバー2 

 3 段のツールバーのうち、中段のツールバーの 

 表示/非表示を切り替えます。 

■音声認識ツールバー 

 3 段のツールバーのうち、下段のツールバーの 

 表示/非表示を切り替えます。 

 

 

挿入    ※「Voice Rep Pro」でのみ使用可能なメニューです 

■テキスト枠 

 編集中の文書に、テキスト枠を追加します。 

 枠の大きさ、枠線の太さや塗りつぶしの色を選択し、 

 「追加」をクリックして下さい。 

 

  追加したテキスト枠は、マウスドラッグで 

  サイズや位置の変更が可能です。 

■画像 

 編集中の文書に、画像を追加します。 

 読み込む画像ファイルの場所を選択して下さい。 

 ファイルの選択ウィンドウ右下にある 

 「Windows Bitmap(.BMP)(*.bmp)」と表示された枠を 

 クリックすると、開くファイルの形式を選択できます。 
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■表 

 編集中の文書に、表を追加します。 

 行（縦方向のマスの数）、列（横方向のマスの数）や罫線の太さ、色等を選択し、 

 「追加」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

音声認識 

※「Voice Rep Pro」でのみ使用可能な機能を含みます 

■マイク入力開始 

 マイクを使用した音声入力を開始します。 

 音声入力の手順については、P22「マイクからの音声認識」 

 をご覧ください。 

■マイク入力停止 

 マイクでの音声入力を停止します。 

■録音音声文字化 

（「Voice Rep Pro」のみ） 

 録音された音声ファイルを読み込み、再生された文章を 

編集中の文書に取り込みます。音声ファイルの再生については、 

P24「録音された音声ファイルからの音声認識」をご覧下さい。 

■数値表記変換 

（「Voice Rep Pro」のみ） 

 文書に含まれる数値部分の表記を、一括で変換します。 

 数値の表記方法（半角や全角）については、ツールバーの下段中央付近、 

「数値表記変換」の右側にあるコンボボックスで選択されているものが適用されます。 

 

 

 

 

 

選択可能な数値の表記方法は、以下の 3 種類です。 

・速記標準：数字が 1 ケタの場合は全角、それ以外は半角で表示します。 

 3 ケタ区切りで、半角のカンマを設定します。 

・全角標準：すべての数字を全角で表示します。3 ケタ区切りで、半角のカンマを使用します。 

・半角標準：すべての数字を半角で表示します。3 ケタ区切りで、半角のカンマを使用します。 

※年号の場合は、カンマを設定しません。 

※分数（1/3→3 分の 1）、時刻（9:30→9 時 30 分）、単位（\→円）に自動変換します。 
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■句読点付与 

 編集中の文書全体に、自動で句読点「、」「。」を付与します。 

■録音デバイス 

 Windows の「サウンドのプロパティ」ウィンドウを開きます。 

 

 

ヘルプ 

■Voice Rep ヘルプ 

 Voice Rep のヘルプを開きます。 

 各機能や設定の詳細な説明をご覧になりたい場合に 

 こちらをご参照下さい。 

■ボイステクノ 

 Voice Rep の開発元である、ボイステクノ社の 

 ホームページにアクセスします。 

■株式会社 GING 

 Voice Rep の販売元である、株式会社 GING の 

 ホームページにアクセスします。 

■バージョン情報 

 ご利用中の Voice Rep のバージョンを表示します。 
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ツールバーには様々なアイコンが並んでおり、各アイコンをクリックする事で 

それぞれの機能が使用できます。 

 

 

「ファイル」メニュー関連 

 

① 新規作成 

② 開く... 

③ 上書き保存 

④ 名前をつけて保存 

⑤ 印刷 

⑥ 印刷プレビュー 

⑦ ページ設定 

⑧ ヘッダー/フッターの設定 

 

① ～⑦の項目は、「メニューバー」の「ファイル」と同じ機能です。（P27） 

 

■ヘッダー/フッターの設定 

 アイコン右側の「▼」をクリックし、「ヘッダー」「フッター」のいずれかを選択します。 

・ヘッダー 

 複数のページに共通の見出しを、ページ最上部に配置します。 

 「ヘッダーの設定」ウィンドウが開きますので、ヘッダーの表示位置と 

 表示するテキスト内容を入力し、「設定」をクリックします。 

・フッター 

 複数のページに共通の見出しや、連番のページ番号を配置します。 

「フッターの設定」ウィンドウが開きますので、フッターの表示位置と 

 表示するテキスト内容、ページ番号の書式を選択し、「設定」をクリックします。 

  

ツールバー 
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「編集」メニュー関連 

 

 

 

 

① 切り取り 

② コピー 

③ 貼り付け 

④ 削除 

⑤ 元に戻す 

⑥ やり直し 

⑦ 検索・置換 

 

各アイコンの機能は、「メニューバー」の「編集」と同じです。（P28） 

 

 

「挿入」メニュー関連 

 

① テキスト枠追加 

② 画像追加 

③ 表：追加 

④ 表：削除 

 

① ～②の項目は、「メニューバー」の「挿入」と同じ機能です。（P27） 

 

■表：追加 

 アイコン右側の「▼」をクリックし、「表追加」「行追加」「列追加」のいずれかを選択します。 

・表追加 

 表を文書に追加します。「挿入」の「表」の項（P30）と同じです。 

・行追加 

 表の中にカーソルを合わせた状態で「行追加」をクリックすると、 

 表が縦方向に 1 行分、追加されます。 

・列追加 

 表の中にカーソルを合わせた状態で「列追加」をクリックすると、 

 表が横方向に 1 列分、追加されます。 
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ヘルプ 

 
メニューバーにある「ヘルプ」の「Voice Rep ヘルプ」と同じウィンドウが開きます。 

 

 

テキスト編集関連 

 

 

① フォント選択 

② フォントサイズ 

③ 太字 

④ 斜体 

⑤ 下線 

⑥ 文字列の配置 

⑦ 行頭文字 

⑧ 表示倍率 

⑨ 改行表示 

⑩ 文字色  

⑪ 文字背景色 

⑫ ページ色 

 

※⑩～⑫は「Voice Rep Pro」でのみ使用可能な機能です 

 

■フォント選択 

 文字フォントの種類を選択します。初期状態では「MS 明朝」になっています。 

■フォントサイズ 

 文字フォントの大きさを選択します。初期状態では「11」になっています。 

■太字 

 文字を太字に変更します。 （例：フォント → フォント） 

■斜体 

 文字を斜体に変更します。 （例：フォント → フォント） 
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■下線 

 文字に下線を付与します。 （例：フォント → フォント） 

■文字列の配置 

 文字列の配置方法を設定します。左から「左揃え」「右揃え」「中央揃え」「両端揃え」です。 

 ・左揃え … 文章の冒頭を左の余白に合わせ、左に詰めます。 

 ・右揃え … 文章の末尾を右の余白に合わせ、右に詰めます。 

 ・中央揃え … 文章を中央に配置し、左右の余白が均等になるようにします。 

 ・両端揃え … 文字と文字の間隔を調節し、複数の行からなる文章の 

         左端と右端を揃えます。 

■行頭文字 

 行ごとの文章の冒頭に、行頭文字を付与します。 

冒頭に「・」を並べる「箇条書き」と、「1.」「2.」…を順番に並べる「段落番号」があります。 

■表示倍率 

 文書全体の表示倍率を変更します。初期状態では 100%になっています。 

■改行表示 

 文書の中で改行されている箇所に、改行記号「¶」を表示します。 

■文字色（「Voice Rep Pro」のみ） 

 文書の文字のフォント色を変更します。 

■文字背景色（「Voice Rep Pro」のみ） 

 文字の背景の色を変更します。 

■ページ色（「Voice Rep Pro」のみ） 

 ページの下地の色を変更します。 

 

 

「音声認識」メニュー関連 

 

① マイク音声入力：開始 

② マイク音声入力：停止 

③ 録音音声文字化 

④ 数値表記変換 

⑤ 数値表記変換：コンボボックス 

⑥ 句読点付与 

⑦ 録音デバイス 

 

各アイコンの機能は、「メニューバー」の「音声認識」と同じです。（P30～P31） 
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テキスト編集領域には、音声認識によって入力されたテキストをはじめ、 

P27～P35 で紹介した各種編集機能の適用を含む、文書編集を行えます。 

 

■コンテキストメニュー 

テキスト編集領域内で右クリックすると、 

コンテキストメニューが開きます。 

 ここで選択できる項目は、 

 メニューバー、ツールバーにある 

 同名の項目と同じ機能です。 

・「表変更」について（「Voice Rep Pro」のみ） 

 表が表示されている箇所にマウスカーソルを合わせて 

 「表変更」を選択すると、表変更ウィンドウが開きます。 

 

 このウィンドウから、表の変更が行えます。 

■ステータスバー 

テキスト編集領域の最下部にある表示エリアです。 

 

ページ、カーソル位置の行、列、CapsLock の有無、 

NumLock の有無が表示され、また表示倍率の変更が行えます。 

  

テキスト編集領域 
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Voice Rep について、よく寄せられるお問い合わせと、回答を記載します。 

 

 

Ｑ 

Voice Rep Pro のステレオミキサーでの認識、オーディオケーブルを介しての認識（録音音声

文字化）がうまくいきません。 

Ａ 

適切な音量で、パソコンに音声が取り込まれているかを確認してください。 

録音デバイスの設定が適切でない場合や、パソコンの種類によっては、オーディオケーブルは、抵

抗入りのものを使用しないと音割れ等が生じていることがあります。これを確認するには、次の手

順を実行してみてください。 

 (1)スタートメニューを開き、「アクセサリー」に含まれる 

「サウンドレコーダー」を選択、起動します。 

 (2)ステレオミキサーでの認識、または、オーディオケーブ

ルを介しての認識を実行し、同時に、サウンドレコーダーの 

[録音の開始]ボタンをクリックして、録音を開始します。 

 (3)ある程度の音声を流したら、録音を停止し、録音された

音声を保存します。(保存ダイアログが表示されます） 

 (4)録音された音声を再生してみて、クリアに録音されてい

れば、音声認識も正常に動作しますが、録音デバイスの設定が

適切でなかったり、オーディオケーブルがパソコンに合致して

いない場合（抵抗入りか、抵抗なしかなど）は、音割れが生じ

ていたり、無音であったりします。 

 (5)クリアに録音されていない場合は、録音デバイスのマイクレベルの調整、マイクブーストの

調整、再生側の音量の調整等を行ってください。オーディオケーブルの場合は、パソコンに合った

オーディオケーブル（抵抗の有無など）を利用してください。 

 

Ｑ 

音声認識を行おうとすると、Google Chrome はインストール済みなのに、「Google Chrome

がインストールされていません。Crome をインストールしてから再度実行してください」という

メッセージが表示され、音声認識が実行できません。 

Ａ 

Google Chrome をインストールした場所が上手く認識できていない可能性があります。 

次の手順を実行してみて下さい。 

(1)マウスカーソルを画面右下の隅に移動させ、「チャーム」(メニュー)を表示し、 

 「設定」を選択します。 

 (2)「設定」メニューから「PC 情報」を選択します。 

よくあるお問い合わせ 
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 (3)「システム」ウィンドウが開きますので、ウィンドウ左側に並ぶ項目の中から、 

  「システムの詳細設定」を選択します。 

 (4)「システムのプロパティ」ダイアログが表示されますので、「詳細設定」タブを選択します。 

 (5)ダイアログ内の「環境変数(N)」をクリックします。 

(6)「環境変数」ダイアログの「システム環境変数(S)」 

の「変数」欄から、「Path」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)[編集]ボタンをクリックし、変数値の最後に、以下の文字を追加入力します。 

  ↓64bit パソコンの場合↓ 

;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\ 

  ↓32bit パソコンの場合↓ 

;C:\Program Files(x86)\Google\Chrome\Application\ 

※上記手順の(3)で開いた「システム」ウィンドウの「システムの種類」欄に、 

 「64 ビット オペレーティング システム」等の記載があり、そちらで bit 数を確認できます 

 

また、ログインユーザーが管理者権限になっているかを確認してください。 

コントロールパネルから、「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」＞「ユーザーアカウン

ト」を選択し、表示されるウィンドウ内の右側、ユーザー名が表示されている箇所に

「Administrator」の表示があるか確認します。また、新しい管理者権限を作成する方法もありま

す。作成方法については、下記 URL のページをご覧下さい。 

http://www.voicetechno.jp/support_adminuser.html 

 

 そのほか、先に Google Chrome が起動していて、開いているページが何らかの処理を実行中

であると、Voice Rep から Google Chrome が起動できないこともあるようです。この場合は、

既に起動している Google Chrome をすべて終了させてから、Voice Rep から音声認識を実行し

てください。 
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Q 

Ver.1.03 で海外言語が認識できるようになりましたが、Voice Rep/Voice Rep Pro に認識結

果が転送されると、認識された単語間のスペースがなくなってしまいます。 

Ａ 

日本語での認識時に、認識された文節ごとにスペースが入ってしまっていたので、その除去処理

を入れたためです。 

スペースを取り除かないバージョンが、下記 URL のページに準備されていますので、海外言語の

認識を行う場合は、こちらをご利用ください。 

http://www.voicetechno.jp/support_voicerep.html 

ダウンロード、適用方法については、上記ページを参照して下さい。 

 

Ｑ 

音声認識実行時に、パソコンから警告音が聞こえることがあります。 

Ａ 

「ヘルプ」（P31)の「警告音の消し方」をご覧下さい。また、下記 URL のページにも説明記事

を公開しています 

http://www.voicetechno.jp/support_bell.html 

 

Ｑ 

Voice Rep Pro の再生プレーヤーで音声ファイルを選択して、再生ボタンをクリックしても再

生されません。 

Ａ 

Voice Rep Pro の再生プレーヤーで再生可能なファイルは、以下の通りです。 

   ----------------------------------------------------------------------- 

   音楽ファイルの形式 

.   wma / .mp3 / .wav  

   ※ 24bit ファイルは再生できません。wav ファイルは PCM 形式のみ対応しています。 

   ---------------------------------------------------------------------- 

 ファイルを指定して再生ボタンを押しても、再生が進まないという場合は、サポートしていない

24bit ファイルである可能性があります。 

24bit ファイルのままでは再生できませんので、16bit のファイルに変換する必要があります。 

16bit に変換可能なフリーソフト（iTunes など）もありますので、上記形式のファイルに変換し

てからご利用ください。（変換方法は、それぞれのソフトの説明をご参照下さい） 
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Ｑ 

アップデートを実行したら、「ライセンスされていません」または、「管理者権限のユーザーで

実行してください」というメッセージが出て起動できません。 

Ａ 

Voice Rep/Voice Rep Pro が完全に終了していない状態で、アップデートを実行する事で、 

一部のファイルが更新されずに、正常にアップデートできなかった可能性があります。 

この場合は、次の手順を実行してください。 

  (1)パソコンを再起動する。 

  (2)Voice Rep/Voice Rep Pro をアンインストールする。 

  (3)Voice Rep/Voice Rep Pro のインストール先 

    C:\Program Files\VoiceTechno\VoiceRep（32bit パソコン） 

    C:\Program Files\VoiceTechno\VoiceRepPro（32bit パソコン） 

    C:\Program Files(x86)\VoiceTechno\VoiceRep（64bit パソコン） 

    C:\Program Files(x86)\VoiceTechno\VoiceRepPro（64bit パソコン） 

   を確認し、何か残っていれば、フォルダごとすべてを削除する。 

  (4)アップデート版を管理者権限のユーザーでインストールする。 

 

Ｑ 

Setup を実行すると、「Windows によって PC が保護されました」というメッセージが表示さ

れます。 

Ａ 

Windows8 の SmartScreen 機能による、危険性のないアプリかどうかを確認するメッセージ

です。問題ありませんので、「詳細情報」をクリックし、「実行」を選択してください。 

 

Ｑ 

インストール時にエラーが発生します。 

Ａ 

動作環境を満たしていないことが原因と推定されます。Microsoft .Net Framework 4 がイン

ストールされていない場合は、下記 URL を参照の上、設定して下さい。それでもインストールが

行えない場合は、Windows Update をすべて実行してください。 

http://www.voicetechno.jp/support_dotnetframework4.html 

 

※Windows Update を行うには、コントロールパネルから「Windows Update」を選択して下

さい。 

  



~ 41 ~ 

Ｑ 

インストールが完了して、起動しようとすると、「ライセンスされていません」または、「管理

者権限のユーザーで実行してください。」というメッセージが出て起動できません。 

Ａ 

ご利用のパソコンのログインユーザーが、Administrator 権限になっていないか、OS が入って

いるドライブの権限が Administrator になっていない可能性があります。 

本ソフトでは、一時領域を利用していますので、Ｃドライブ（OS が入っているドライブ）のアク

セス許可は「フルコントロール」になっていないと利用できません。 

Ｃドライブ直下に、手動で、フォルダの追加やファイルのコピーができない環境の場合は、次の点

をご確認、または設定をしてください。 

(1)Ｃドライブ（ＯＳが入っているドライブ）のプロパティを表示 

(2)セキュリティタブを表示 

(3)[詳細設定]ボタンをクリック 

 (4)所有者タブを開く 

 (5)現在の所有者が Administrator、もしくは TrustedInstaller になっているかを確認する 

  →なっていなければ、Administrator となるように OS の環境を設定し直す。 

 

あるいは、コントロールパネルから新しいユーザーアカウントを管理者権限（標準ユーザーはＮＧ）

で作成し、作成したユーザーでログインし直して、再度、本ソフトをインストールし直すという方

法も可能です。そのほか、パソコンによっては、デスクトップにある本ソフトのアイコンを右クリ

ックし、「管理者として実行」とすれば起動できる場合もあります。 

 

 新しいユーザーアカウントの設定方法は、下記 URL をご覧下さい。 

この方法が最も確実です。 

http://www.voicetechno.jp/support_adminuser.html 

 

 

Ｑ 

マイクに向かって話しても文字化されません。 

Ａ 

マイクの設定を確認してください。 

Voice Rep の「録音デバイス」ボタンをクリックして 

「サウンド」ウィンドウを開き、「マイク」デバイスが 

有効になっていること（緑色のチェックマーク）、 

マイクに向かって話すと、インジケーターが適度に 

振れることをご確認下さい。 

マイクは、「既定のデバイス」となるように設定して下さい。 

「既定の通信デバイス」になっている場合は、NG です。 
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インジケーターが適度に振れない場合は、「マイク」が選択

された状態で「プロパティ」ボタンをクリックし、「レベル」

タブを開いた上で、「マイク」と「マイクブースト」のスラ

イドバーを調整してください。 

 

また、Google の音声認識エンジンを利用しますので、イ

ンターネットが接続されていることを確認してください。 

１回目の発話時は、Google の音声認識エンジンとの接続の

ため、結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

プロキシ設定でネット接続している場合や、ネット接続にセ

キュリティ設定が行われている場合は、Google の音声認識

エンジンとのコネクションが接続できない場合があります。

その場合は、ネットワーク管理者にご確認願います。 

 

Ｑ 

録音音声の文字化で一時停止ボタンを押しても何も表示されません。 

Ａ 

録音音声の文字化実行前に、マイクによる音声認識が正常に実行されるように設定してください。

マイクによる音声認識が正常に実行できないと、録音音声の文字化も実行できません。 

録音ファイルの再生時、１回目の場合は、処理が終わっているように見えても、認識結果が表示

されるまで少し時間がかかります。（再生、一時停止後の 2 回目以降は結果の表示が早くなります） 

そのほか、録音状態が悪いと何も表示されないこともあります。 

下記 URL のページからサンプルのダウンロードが行えますので、正常に認識できるかどうか確認

して下さい。 

http://www.voicetechno.jp/support_voicerep.html 

 
※ダウンロード方法は、該当ページの記載を参照して下さい。 

 

 サンプルを Voice Rep Pro で再生し、一時停止ボタンをクリックすると認識結果が表示されま

す。（結果が表示されない場合は、設定を見直してください） 
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Ｑ 

録音ファイルを音声認識させたときに、文章が正確に認識されません。 

Ａ 

音声を録音する際に、マイクと口元を 30cm 未満程度に近づけ、はっきり発音する事で、音声

が正確な文章として認識されます。 

複数人での普段の会話のような音声や、大きな雑音が混じった音声では、正確な文章への変換は

期待できませんので、ご注意下さい。 

 

Ｑ 

Google のサービスが終了したら、本ソフトは使えなくなりますか。 

Ａ 

Google のサービスが終了すると、本ソフトで音声認識機能は利用できなくなります。この点は

ご購入前にご了承頂いている内容になります。なお、本ソフトのワープロ機能は、Google のサー

ビスが終了しても影響はありませんので、そのままご利用いただけます。 

 

Ｑ 

複数のパソコンで利用できますか？ 

Ａ 

個人でご購入の場合は、個人で所有されている複数台のパソコンでご利用いただけます。パソコ

ンの所有者が異なる場合は、所有者分のライセンスが必要です。法人でご購入の場合は、クライア

ントパソコン１台につき、１ライセンス必要です。ネットワークを介して利用される場合は、別途

ネットワークライセンスが必要です。詳細はお問い合わせください。 
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本製品についてご不明な点等御座いましたら、 

下記サポート連絡先へご連絡くださいます様お願い致します。 

 

問題が発生した場合は、まず、ボイステクノのサポートページをご確認ください。 

http://www.voicetechno.jp/support_voicerep.html 

それでも、解決しない場合は、次の情報を明記して、ご連絡頂きますようお願いします。 

     ・ご利用ソフトの種類（Voice Rep または Voice Rep Pro） 

・バージョン 

・ご利用のパソコン名と品番 

- 自作パソコンの場合は動作保証していません。 

- OS をアップグレードした場合の動作保証はしていません。 

     ・ご利用のパソコンの OS の種類（Vista/7/8/8.1） 

     ・ご利用のパソコンの OS のビット数（32bit /64bit） 

     ・ネット接続環境（自宅、会社内 LAN など） 

     ・不具合の場合は、その現象の詳細情報と再現方法 

情報が不足している場合、ご回答できない場合があります。 

 

【GING サポートセンター】 

E-Mail：info@ging.co.jp 

※ 24 時間受け付けております。 

※お問い合わせいただいてから「3 営業日」以内に回答いたします。 

※お問い合わせはメールでの受付のみとなっております。 

ホームページ 

http://ging.co.jp/Voicerep/index.html 

********************************************************************* 

【開発・販売元】株式会社GING（http://ging.co.jp） 

〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-6-39 

【問合せ専用アドレス】：info@ging.co.jp 

********************************************************************* 

 

 

 

サポート連絡先について 


