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■月額利用料金

■オリジナルガイダンスとは

オリジナルガイダンスとは、ＮＴＴコミュニケーションズが提供する固定された各種ガイ
ダンスに替えて、お客さまが自由にカスタマイズして作成するガイダンスです。

■オリジナルガイダンス作成と登録

音声合成機能を利用してオリジナルガイダンスが作成できます。
オリジナルガイダンスで利用する音声ファイルの作成および登録には、音声ファイル作成

契約と登録するためのアップロード契約が必要となります。

■オリジナルガイダンス登録可能数

サービス オリジナルガイダンス数 合計額

フリーダイヤル（ＦＤ）
ナビダイヤル（ＮＤ）

全文 ２０ガイダンス

２１ガイダンス
一部 １ガイダンス

フリーダイヤルインテリジェント（ＦＤＩＳ）
ナビダイヤルインテリジェント（ＮＤＩＳ）

全文 ５０ガイダンス ５０ガイダンス

■オリジナルガイダンス容量上限値

サービス ガイダンス容量 ガイダンスの長さ

フリーダイヤル（ＦＤ）
ナビダイヤル（ＮＤ）

全文 ３２０ＫＢ以内 ４０秒以内

一部 ８０ＫＢ以内 １０秒以内

フリーダイヤルインテリジェント（ＦＤＩＳ）
ナビダイヤルインテリジェント（ＮＤＩＳ）

全文 ９６０ＫＢ以内 １２０秒以内

※フリーダイヤルインテリジェントの話中時無応答時ガイダンス、話中時待合せガイダンスは、２４００ＫＢ／３
００秒以内となります。
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ガイダンス
作成機能

オリジナルガイダンス ガイダンス
登録機能

合計額

ＦＤ
ＮＤ

1,100円
（税込1,188円）

全文 900円
（税込972円）

2,000円
（税込2,160円）

4,000円
（税込4,320円）

一部 300円
（税込324円）

3,400円
（税込3,672円）

ＦＤＩＳ
ＮＤＩＳ

全文 900円
（税込972円）

4,000円
（税込4,320円）

１．オリジナルガイダンス作成と登録について



■登録できるオリジナルガイダンス種別

1-1. 登録できるガイダンス種別（ＦＤの場合）

1-2. 登録できるガイダンス種別（ＮＤの場合）

サービス機能区分 ガイダンス名
登録可否

全文 一部

発信端末拒否機能 発信端末拒否ガイダンス ※１ ● -
（提供外）

通話量設定機能 設定量超過（発側）ガイダンス ● ●

話中時待ち合わせ機能 待ち合わせ開始ガイダンス ● ●

時間外ガイダンス機能 時間外ガイダンス ● ●

接続先案内ガイダンス機能
接続先案内ガイダンス（ダイヤル番号設定時） ● -

（提供外）

接続先案内ガイダンス（着信電話番号設定時） ● ●

ウィスパー機能 ウィスパー発側ガイダンス ● ●

サービス機能区分 ガイダンス名
登録可否

全文 一部

事前料金通知 事前料金通知ガイダンス × ●

発信端末拒否機能 発信端末拒否ガイダンス ※１ ● -
（提供外）

時間外ガイダンス機能 時間外ガイダンス ● ●

接続先案内ガイダンス機能

接続先案内ガイダンス（ダイヤル番号設定時） ● -
（提供外）

接続先案内ガイダンス（着信電話番号設定時） ● ●

1-3. 登録できるガイダンス種別（ＦＤＩＳ/ＮＤＩＳの場合）

ガイダンス登録種別 ガイダンスID ガイダンス名 登録可否

①時間外ガイダンス JK**** 時間外ガイダンス ●

②話中時・無応答時ガイダンス WM****

話中時ガイダンス ●

話中時待ち合わせガイダンス ●

無応答時ガイダンス ●

③振り分けガイダンス PB**** PB入力指示ルーティングガイダンス（各種） ●

④拒否・切断ガイダンス KH****

発信端末拒否ガイダンス ●

指定地域外ガイダンス ●

非通知拒否ガイダンス ●

発番号登録外ガイダンス ●

リトライオーバーガイダンス ●

⑤ウィスパーガイダンス WP****

ウィスパー発側ガイダンス ●

ウィスパー着側ガイダンス（サービス識別音通知
） ●

ウィスパー着側ガイダンス（入力結果通知） ●

⑥接続前ガイダンス SE**** 接続先案内ガイダンス ●

⑦メッセージ蓄積ガイダンス MS**** メッセージ蓄積ガイダンス（各種） ●

⑧音声認識ガイダンス ON**** 音声認識プロンプトガイダンス ●
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※１：発信端末拒否ガイダンスにオリジナルガイダンスを設定すると発信電話番号（未登録時）・発信局番・発信端末種別ルー
ティングの拒否ガイダンスも発信端末拒否ガイダンスと同じガイダンスが流れますのでご注意ください。

※１：発信端末拒否ガイダンスにオリジナルガイダンスを設定すると発信電話番号（未登録時）・発信局番・発信端末種別ルー
ティングの拒否ガイダンスも発信端末拒否ガイダンスと同じガイダンスが流れますのでご注意ください。



■音声ファイル作成時の参考

１-３

＜日本語＞
・入力する文字列の途中に句点「。」を記述すると0.8秒の無音が挿入され、読点「、」につ
いては「0.3」秒の無音が挿入されます。
・文頭、文末に無音を挿入する場合は、句点を2回記述「。。」しますと、１秒の無音が挿入
されますのでご利用ください。読点を2回記述「、、」しますと、0.3秒の無音が挿入されま
す。

※文頭、文末に句読点を1回記述しても無音は挿入されませんのでご注意ください。
・作成したガイダンスを2回繰り返す場合は、文末に無音を挿入することを推奨します。

無音を挿入しない場合、1回目、2回目のガイダンスが連続して再生されるため違和感があ
る場合があります。

＜英語＞
・入力する文字列の途中にピリオド「.」を記述すると、0.678秒の無音が挿入され、カンマ
「,」については、0.2秒の無音が挿入されます。
・文頭、文末に無音を挿入する場合は、 <vtml_pause time ="1000"/>を記述することによ
り、1秒の無音を挿入することが出来ますのでご利用ください。※日本語でも可能です

無音の長さを変更する場合は" "内の数字を変更してください。

※文頭、文末には、ピリオド「.」、カンマ「,」を記述しても無音は挿入されませんので
ご注意ください。

・作成したガイダンスを2回繰り返す場合は、文末に無音を挿入することを推奨します。
無音を挿入しない場合、1回目、2回目のガイダンスが連続して再生されるため違和感があ

る場合があります。

■音声ファイル作成時の禁則文字

下記に示す文字を使いますと、音声ファイル作成時エラーとなりますのでご注意ください。
詳しくは、音声ファイル作成業務の「ヘルプ」を参照ください。

―,～,∥,－,￢,￠,￡,①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭,⑮,⑯,⑰,⑱,⑲,⑳,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ,
Ⅸ,Ⅹ,㍉,㌔,㌢,㍍,㌘,㌧,㌃,㌶,㍑,㍗,㌍,㌦,㌣,㌫,㍊,㌻,㎜,㎝,㎞,㎎,㎏,㏄,㎡,㍻,〝,〟,№,㏍,℡,㊤,㊥,㊦,㊧,
㊨,㈱,㈲,㈹,㍾,㍽,㍼,≒,≡,∫,∮,∑,√,⊥,∠,∟,⊿,∵,∩,∪,纊,褜,鍈,銈,蓜,俉,炻,昱,棈,鋹,曻,彅,丨,仡,仼,
伀,伃,伹,佖,侒,侊,侚,侔,俍,偀,倢,俿,倞,偆,偰,偂,傔,僴,僘,兊,兤,冝,冾,凬,刕,劜,劦,勀,勛,匀,匇,匤,卲,厓,厲,
叝,﨎,咜,咊,咩,哿,喆,坙,坥,垬,埈,埇,﨏,塚,增,墲,夋,奓,奛,奝,奣,妤,妺,孖,寀,甯,寘,寬,尞,岦,岺,峵,崧,嵓,﨑,
嵂,嵭,嶸,嶹,巐,弡,弴,彧,德,忞,恝,悅,悊,惞,惕,愠,惲,愑,愷,愰,憘,戓,抦,揵,摠,撝,擎,敎,昀,昕,昻,昉,昮,昞,昤,
晥,晗,晙,晴,晳,暙,暠,暲,暿,曺,朎,朗,杦,枻,桒,柀,栁,桄,棏,﨓,楨,﨔,榘,槢,樰,橫,橆,橳,橾,櫢,櫤,毖,氿,汜,沆,
汯,泚,洄,涇,浯,涖,涬,淏,淸,淲,淼,渹,湜,渧,渼,溿,澈,澵,濵,瀅,瀇,瀨,炅,炫,焏,焄,煜,煆,煇,凞,燁,燾,犱,犾,猤,
猪,獷,玽,珉,珖,珣,珒,琇,珵,琦,琪,琩,琮,瑢,璉,璟,甁,畯,皂,皜,皞,皛,皦,益,睆,劯,砡,硎,硤,硺,礰,礼,神,祥,禔,
福,禛,竑,竧,靖,竫,箞,精,絈,絜,綷,綠,緖,繒,罇,羡,羽,茁,荢,荿,菇,菶,葈,蒴,蕓,蕙,蕫,﨟,薰,蘒,﨡,蠇,裵,訒,訷,
詹,誧,誾,諟,諸,諶,譓,譿,賰,賴,贒,赶,﨣,軏,﨤,逸,遧,郞,都,鄕,鄧,釚,釗,釞,釭,釮,釤,釥,鈆,鈐,鈊,鈺,鉀,鈼,鉎,
鉙,鉑,鈹,鉧,銧,鉷,鉸,鋧,鋗,鋙,鋐,﨧,鋕,鋠,鋓,錥,錡,鋻,﨨,錞,鋿,錝,錂,鍰,鍗,鎤,鏆,鏞,鏸,鐱,鑅,鑈,閒,隆,﨩,
隝,隯,霳,霻,靃,靍,靏,靑,靕,顗,顥,飯,飼,餧,館,馞,驎,髙,髜,魵,魲,鮏,鮱,鮻,鰀,鵰,鵫,鶴,鸙,黑,ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ,ⅴ,
ⅵ,ⅶ,ⅷ,ⅸ,ⅹ,￢,￤,＇,＂
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※無音はミリ秒単位で変更可能であり、（1～65535）の範囲で設定可能です。

（例）0.3秒の無音を挿入する場合
<vtml_pause time ="300"/>



■音声ファイル作成例

■音声合成ファイル作成時の文字数と容量、時間の例（文字混在、英文半角）

設定値 文字数 容量 秒数 文字数 容量 秒数

声の速さ ：１００
声の大きさ：１００
声の高さ ：１００

全角２５０文字 ４１５ＫＢ ５３秒 全角１０００文字 １４８０ＫＢ １９４秒

全角２００文字 ３２１ＫＢ ４１秒 全角６２０文字 ９５６ＫＢ １２２秒

全角１８０文字 ２９０ＫＢ ３７秒 全角６１０文字 ９４０ＫＢ １２０秒

全角１５０文字 ２４１ＫＢ ３０秒 英文１９０文字 １０６ＫＢ １３秒

音声合成文字 声の速さ 音声合成ファイル

日本語（全角100%）

「お電話ありがとうございます。こちらは、ＮＴＴ、コミュニケー
ションズです。誠に申し訳ありませんが、本日の受付は終了いたし
ました。恐れ入りますが、平日、午前９時から、午後５時の間に、
おかけ直して頂きますよう、お願い致します。またのご利用お待ち
しております。」

100 184KB 23秒

110 171KB 21秒

90 209KB 26秒

日本語（全角80%、半角20%)

「お電話ありがとうございます。こちらはＮＴＴ、コミュニケー
ションズ、0120-00-0000です。誠に申し訳ありませんが、本日
の受付は終了いたしました。恐れ入りますが、平日、午前９時から、
午後５時の間に、おかけ直して頂きますよう、お願い致します。
ネットアクセスは、http://ntt.comです。」

100 245KB 31秒

110 227KB 29秒

90 278KB 35秒

英語（半角100%）

「Thank you for calling NTT Communications.

We are currently closed Please call again during our 
business hours on weekdays from 9 AM to 5 PM.

Thank you and we hope to hear from you again soon.」

100 106KB 13秒

110 99KB 12秒

90 121KB 15秒

音声合成ガイダンス試聴サービス

声の速さ 声の大きさ 声の高さ ファイル容量 試聴サービス番号

ガイダンス１（日本語） １００ １００ １００ 184KB ０８００－５５５－０４２１

ガイダンス２（日本語） １１０ １００ １００ 171KB ０８００－５５５－０４２２

ガイダンス３（日本語） ９０ １００ １００ 209KB ０８００－５５５－０４２３

ガイダンス４（日本語） １００ １１０ １００ 209KB ０８００－５５５－０４２４

ガイダンス５（日本語） １００ ９０ １００ 184KB ０８００－５５５－０４２５

ガイダンス６（日本語＋英語） １００ １００ １００ 452KB ０８００－５５５－０４２６

ガイダンス７（英語＋日本語） １００ １００ １００ 452KB ０８００－５５５－０４２７

ガイダンス８（英語） １００ １００ １００ 184KB ０８００－５５５－０４２８

ガイダンス９（英語） １１０ １００ １００ 99KB ０８００－５５５－０４２９

ガイダンス１０（英語） ９０ １００ １００ 121KB ０８００－５５５－０４３０

■音声合成ガイダンス試聴サービス
声の速さ、大きさ、高さの設定値を変えた場合のガイダンスが試聴可能です。

「お電話ありがとうございます。こちらは、ＮＴＴ、コミュニケーションズです。誠に申し訳ありませんが、本日の受付は終了いたし
ました。恐れ入りますが、平日、午前９時から、午後１７時の間に、おかけ直して頂きますよう、お願い致します。またのご利用お待
ちしております。」
Thank you for calling NTT Communications. We are currently closed Please call again during our business hours on
weekdays from 9 AM to 5 PM. Thank you and we hope to hear from you again soon.
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２．オリジナルガイダンス作成と登録業務メニューの説明

■フリーダイヤル･ナビダイヤルカスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤルインテリジェント･ナビダイヤルインテリジェントカスタマコントロール業務メニュー画面
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２．オリジナルガイダンス作成と登録業務メニューの説明

２-１

■各業務の説明

01.オリジナルガイダンス
01.オリジナルガイダンス照会

サービス番号に登録している
オリジナルガイダンスの照会が
できます。

02.オリジナルガイダンス変更
サービス番号へ登録するオリジ
ナルガイダンスの登録と変更が
できます。
作成した音声ファイルを登録後、
払い出しされたガイダンス番号
を、この業務からサービス番号
で利用可能とするための業務と
なります。

03.音声ファイル照会
音声ファイル登録業務で登録し
たオリジナルガイダンス一覧
と、ガイダンス毎の詳細情報の
照会ができます。
また、ガイダンスの試聴と接続
元照会（ガイダンスが設定され
ている箇所）ができます。

04.音声ファイル登録
音声ファイル作成業務で作成し
た音声ファイルやお客さまが作

成したガイダンスを、ガイダンス
装置へ登録する業務となります。

05.音声ファイル変更
登録しているオリジナルガイダ
ンスの文言等を変更して上書き
を行い、更新する業務です。
また、登録しているガイダンス
の試聴と接続元照会ができます。

02.音声ファイル作成
01.音声ファイル作成

ＴＸＴ文面で記述してオリジナ
ルガイダンスファイルの作成を
行う業務となります。
また、作成は２０ガイダンスま
でとなっています。
不要となった作成ガイダンスの
削除もこの業務で行います。

■フリーダイヤル･ナビダイヤル業務メニュー画面

業務の流れ

音声ファイル作成

音声ファイル登録

オリジナルガイダンス変更

オリジナルガイダンス設定

■フリーダイヤル･ナビダイヤル業務の流れ

ガイダンス番号払出し

ガイダンス番号登録

※ガイダンスの設定はカスコンマニュアルを参照ください。
6



２．オリジナルガイダンス作成と登録業務メニューの説明

２-２

■各業務の説明 ■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェント業務メニュー画面

01.ガイダンス
01.基本ガイダンス照会

基本ガイダンの一覧照会と
音声ファイルの取得による
試聴ができます。

02.オリジナルガイダンス照会
サービス番号に登録している
オリジナルガイダンスの照会
ができます。

03.オリジナルガイダンス接続元照会
サービス番号へ登録している
オリジナルガイダンスが設定
されている接続元の照会がで
きます。

04.オリジナルガイダンス登録
音声ファイル作成業務で作成し
た音声ファイルやお客さまが作
成したガイダンスをガイダンス
装置へ登録を行うことができま
す。

05. オリジナルガイダンス変更
登録されているオリジナルガイ
ダンスの文言等を変更して上書
きを行い更新する業務です。
また、登録しているガイダンス
の試聴と接続元照会ができます。

02.音声ファイル作成
01.音声ファイル作成

ＴＸＴ文面で記述してオリジナ
ルガイダンスファイルの作成を
行う業務となります。
また、作成は２０ガイダンスま
でとなっています。
不要となった作成ガイダンスの
削除もこの業務で行います。

業務の流れ

音声ファイル作成

オリジナルガイダンス登録

オリジナルガイダンス設定

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェント業務の流れ

ガイダンスＩＤ払出し

※ガイダンスの設定はカスコンマニュアルを参照ください。
7



３．オリジナルガイダンスの音声ファイルを作成する

３-１

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「02.音声ファイル
作成」の③「01.音声ファイル作成」を
クリックします。

①

②
③

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス ■ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ/ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ･ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「02.音声ファイル
作成」の③「01.音声ファイル作成」を
クリックします。

■ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ/ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ･ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

①

8

②
③



３-２

音声ファイル作成
業務画面が表示さ
れます。
①作成するファイル名
②音声タイプ
③声の速さ
④声の大きさ
⑤声の高さ
⑥ガイダンス内容
を入力します。

■音声ファイルの作成

■サービス共通

9

①
②
③ ④ ⑤
⑥

[入力フォーム追加]ボタンを
押下することで、２つ目の入
力画面が表示されます。
音声タイプを組み合わせるこ
とで、１つのファイルで日本
語と英語混在のガイダンス
ファイルの作成が可能です。
※２つ目の入力フォームを閉
じたい場合は、フォーム下部
の「入力フォーム削除」ボタ
ンから削除が可能です。

【ガイダンス再生時】
1つ目のガイダンス内容と
2つ目のガイダンス内容の
間にはシステムで1秒間の
空白が挿入されます。



３-２
■サービス共通

①作成するファイル名 ：全角２０文字以内
②音声タイプ ：デフォルト日本語
③声の速さ ：デフォルト１００（50～400：1単位で設定可能）
④声の大きさ ：デフォルト１００（50～200：1単位で設定可能）
⑤声の高さ ：デフォルト１００（50～200：1単位で設定可能）
⑥ガイダンス内容 ：作成には、文字数／ファイル容量に制限があります

：フリーダイヤル/ナビダイヤルは２５０文字／３２０ＫＢ以内
：インテリジェントは１０００文字／９６０ＫＢ以内

話中時無応答時ガイダンス、話中時待合せガイダンスは２４００ＫＢ
以内です。

●ガイダンス内容
入力文字は、英数カナ半角または全角と漢字となります。また、使える文字に制限（禁則文字）が
有りますのでご注意ください。（禁則文字一覧を参照）
フリーダイヤル/ナビダイヤルはフォームの入力可能文字数は１０００文字ですが、ファイル容量
の制限により文字数が多い音声ファイルは登録ができません。ファイルサイズをご確認の上、作成
ください。
作成したガイダンスを試聴し、ガイダンス内容③④⑤や棒読みになっていないかが確認いただけ
ます。

●声の速さ、大きさ、高さは、デフォルトが推奨です。
数字が大きくなれば、速さは速くなり、大きさは大きくなり、高さは高くなります。

●作成できる音声ファイルは、２０個までです。多く作成する場合は、不要となる
音声ファイルを削除してから作成してください。

●入力フォームを追加して作成した音声ファイルには、ファイル名の頭に音声タイプを表す文字が
表示されます。

・日本語＋英語で作成 ：【日英】ファイル名
・英語＋日本語で作成 ：【英日】ファイル名
・日本語＋日本語で作成 ：【日日】ファイル名
・英語＋英語で作成 ：【英英】ファイル名

チェックポイント

1０



３-３

●音声ファイル作成

①作成するファイル名
②音声タイプ
③声の速さ
④声の大きさ
⑤声の高さ
⑥ガイダンス内容
を入力します。

設定内容やガイダンス
内容を確認し、
⑦「保存」ボタンを
クリックします。

「ＯＫ」をクリックし
ます。

正常に音声ファイルが
作成されますと「正常
に終了しました。」
を表示しますので、
「ＯＫ」をクリックし
てください。

作成ガイダンス一覧に
作成したガイダンスが
項番１に追加されます。

＜作成ガイダンス一覧＞

作成したガイダンスを
試聴することができま
す。

試聴中、マウスをクリックしたり、ガイダンス内容にマウス操作を行った場合は、試聴が
中断されますのでご注意ください。

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦

※作成ファイル名欄に作成された音声ファイルの容量がKBで表示されます。

■サービス共通

1１



３-４

●作成できる音声ファイル数には制限がありますのでご注意ください。

■音声ファイルの削除

●音声ファイル削除

作成した音声ファイ
ルを削除する場合、
音声ファイル作成業
務で行います。

削除するファイルを
＜作成ガイダンス一
覧＞から選択します。

削除する項番の①
「照会」ボタンをク
リックします。

「照会」ボタンをク
リックすると、作成
された音声ファイル
設定およびガイダン
ス内容を表示します。

画面の②削除□を

チェックします。

チェック□後、

③「保存」ボタンを
クリックします。

①

②

③

■サービス共通

11



●音声ファイル削除

「保存」ボタンをク
リックすると「実行
します。よろしいで
すか？」が表示しま
すので、「OK」を
クリックします。

「OK」をクリック
すると「正常に終了
しました。」
が表示され、作成し
ていた作成ファイル
名やガイダンス内容
が空白になります。

「OK」をクリック
し、画面上部の「閉
じる」ボタンをク
リックすると削除業
務が終了します。

■サービス共通

12

３-４



４．オリジナルガイダンスの音声ファイルを登録する

４-２

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.オリジナル
ガイダンス」の③「04.音声ファイル登録」
をクリックします。

①

②

③

４-１

13



４-３

■音声ファイルの登録

●音声ファイル登録

作成した音声ファイル
を登録します。

・ガイダンス種別
◎全文オリジナルガイ
ダンス
・アップロードファイ
ル選択
◎音声合成ガイダンス
を選択します。
・音声合成ファイル選

択

プルダウンから登録す
るガイダンス名を選択
し、「保存」ボタンを
クリックします。

「実行します。よろし
いですか？」
「OK」をクリックしま
す。

正常に登録されますと
「正常に終了しまし
た。」
が表示しますので、
「OK」をクリックして
ください。

ガイダンス番号、ガイ
ダンス内容、更新年月
日を表示します。
画面上部の「閉じる」
ボタンをクリックする
と登録業務が終了しま
す。

登録したガイダンス番号は忘れないようにご注意ください。

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

14

※アップロードファイル選択で「音声合成ガイダンス」を選択した場合、
「お客様作成ファイルアップロード」の項目はマスクされます。「お客様作成ガイ
ダンスを選択した場合、「音声合成ガイダンス」項目がマスクされます。

“アップロードファイル選択”が「◉お客様作成ガイダンス」の場合、“ガイダンス内容”欄に１文字以上(スペー
スの入力も可)の文字入力が必要となります。入力による音声ファイルへの影響はありません。



４-５

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.ガイダンス」
の③「04.オリジナルガイダンス登録」
をクリックします。

①

②

③

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

15

４-４



■音声ファイルの登録

●音声ファイル登録

作成した音声ファイ
ルを登録します。

オリジナルガイダン
ス登録業務で行いま
す。
・アップロードファ
イル選択
◎音声合成ガイダン
ス
を選択します。
・音声合成ファイル

選択

プルダウンから登録
するガイダンス名を
選択し「保存」ボタ
ンをクリックします。

「実行します。よろ
しいですか？」
「OK」をクリック
します。

正常に登録されます
と「正常に終了しま
した。」
が表示しますので、
「OK」をクリック
してください。

ガイダンスＩＤ、ガ
イダンス内容、更新
年月日を表示します。
画面上部の「閉じ
る」ボタンをクリッ
クすると登録業務が
終了します。

詳細は、カスタマコ
ントロール操作マ
ニュアルを参照くだ
さい。

登録したガイダンス番号は忘れないようにご注意ください。

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

16

※アップロードファイル選択で「音声合成ガイダンス」を選択した場合、
「お客様作成ファイルアップロード」の項目はマスクされます。「お客様作成ガイ
ダンスを選択した場合、「音声合成ガイダンス」項目がマスクされます。

４-６



５．登録した音声ファイルを照会する

５-１

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.オリジナル
ガイダンス」の③「03.音声ファイル照会」
をクリックします。

①

②

③

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

17



■音声ファイルの照会

●音声ファイル照会

作成した音声ファイ
ルの照会をします。

＜オリジナルガイダ
ンス一覧＞

ガイダンス内容を確
認したい項番の「詳
細」ボタンをクリッ
クします。

音声ファイル作成で
作成したガイダンス
内容を表示します。
ガイダンスの試聴も
できます。

また、＜サービス番
号一覧＞に表示され
る「接元照会」ボタ
ンにより、何処に設
定されているか照会
ができます。
設定されていない場
合、「接元照会」ボ
タンは表示されませ
ん。

画面上部の「閉じ
る」ボタンをクリッ
クすると照会業務が
終了します。

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

18

５-２



６．登録した音声ファイルを変更する

６-２

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.オリジナル
ガイダンス」の③「05.音声ファイル変更」
をクリックします。

①

②

③

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

19

６-１



６-３

■音声ファイルの変更

●音声ファイル変更

登録されているガイ
ダンス内容の変更が
できます。

＜オリジナルガイダ
ンス一覧＞

ガイダンス内容を変
更するガイダンス番
号の「詳細」ボタン
をクリックします。

音声ファイル作成で
作成したガイダンス
内容が表示されます。
また、ガイダンスの
試聴もできます。

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

変更するガイダンスは音声ファイル作成
業務にてあらかじめ作成します。

音声合成ファイル選択からプルダウンに
より、変更するガイダンスを選択します。
選択後「保存」ボタンをクリックします。
正常に変更されますと「正常に終了しま
した。」が表示されますので「ＯＫ」を
クリックしてください。

画面上部の「閉じる」ボタンをクリック
すると照会業務が終了します。

20

“アップロードファイル選択”が「◉お客様作成ガイダンス」の場合、“ガイダンス内容”欄に１文字以上(スペー
スの入力も可)の文字入力が必要となります。入力による音声ファイルへの影響はありません。



６-５

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.ガイダンス」
の③「05.オリジナルガイダンス変更」
をクリックします。

①

②

③

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

21

６-４



■オリジナルガイダンスの変更

●オリジナル
ガイダンス変更

変更したいガイダン
ス種別をプルダウン
から選択し照会を行
います。

照会された結果から
変更するガイダンス
を「選択」ボタンに
て選択します。

オリジナルガイダン
ス情報が表示されま
す。
・アップロードファ
イル選択
◎音声合成ガイダン
スまたはお客様作成
ガイダンスを選択し
ます。
・音声合成ファイル
選択
プルダウンから登録
するガイダンス名を
選択し、ガイダンス
内容を変更を行い
「保存」ボタンをク
リックします。

「実行します。よろ
しいですか？」
「OK」をクリック
します。

正常に登録されます
と「正常に終了しま
した。」
と表示されますので、
「OK」をクリック
してください。

詳細は4-6またはカスコン
マニュアルを参照下さい。

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

22

※アップロードファイル選択で「音声合成ガイダンス」を選択した場合、
「お客様作成ファイルアップロード」の項目はマスクされます。「お客様作成ガイ
ダンスを選択した場合、「音声合成ガイダンス」項目がマスクされます。

６-６



７．登録した音声ファイルをサービス番号に登録する

７-２

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.オリジナル
ガイダンス」の③「02.オリジナルガイ
ダンス変更」をクリックします。

登録した音声ファイルは、この「オリジ
ナルガイダンス変更」業務でサービス
番号へ登録します。

①

②

③

■カスタマコントロール業務メニュー画面
■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

７-１

23



７-３

■音声ファイルのサービス番号への登録

●登録した音声ファ
イルを利用するには、
サービス番号への登
録が必要です。
サービス番号への登
録は、オリジナルガ
イダンス変更業務で
行います。

＜全文オリジナルガ
イダンス＞
①ガイダンス番号
②オリジナルガイダ

ンス名を入力
③「保存」ボタンを
クリックします。

「実行します。よろ
しいですか？」
「OK」をクリック
します。

正常に登録されます
と「正常に終了しま
した。」が表示され
ますので、「OK」
をクリックしてくだ
さい。

※音声合成で作成し
た音声ファイルを登
録する場合、「ダウ
ンロード」ボタンは
「試聴」と表示しま
す。

画面上部の「閉じ
る」ボタンをクリッ
クすると登録業務が
終了します。

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

24



８．サービス番号に登録されたオリジナルガイダンスを照会する

８-２

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.オリジナル
ガイダンス」の③「01.オリジナルガイ
ダンス照会」をクリックします。

登録したオリジナルガイダンスを照会
する業務です。

①

②

③

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

８-１
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８-３

■サービス番号へ登録したオリジナルガイダンスを照会

●オリジナルガイダ
ンス照会

サービス番号へ登録
したオリジナルガイ
ダンスを照会します。

＜全文オリジナルガ
イダンス＞
登録しているオリジ
ナルガイダンスの一
覧が照会できます。

「試聴」ボタンをク
リックすると登録し
ているガイダンスを
聞くことができます。

「接続元照会」ボタ
ンをクリックすると
オリジナルガイダン
ス接続元照会画面が
表示します。

選択したオリジナル
ガイダンスが何処へ
設定されているかが
照会できます。

画面上部の「閉じ
る」ボタンをクリッ
クすると前の照会画
面に戻ります。

オリジナルガイダン
ス照会業務の「閉じ
る」をクリックする
と照会業務が終了し
ます。

■フリーダイヤル／ナビダイヤルサービス

試聴中、マウスをクリックしたり、ガイダンス内容にマウス操作を行った場合は、
試聴が中断されますのでご注意ください。
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８-５

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「01.ガイダン
ス」の③「02.オリジナルガイダンス
照会」をクリックします。

登録したオリジナルガイダンスを照会
する業務です。

①

②

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

８-４

③
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■サービス番号へ登録したオリジナルガイダンスを照会

●オリジナルガイダ
ンス照会

サービス番号へ登録
したオリジナルガイ
ダンスを照会します。

検索条件を選択して
「検索」ボタンをク
リックします。

＜オリジナルガイダ
ンス照会結果＞
登録しているオリジ
ナルガイダンスの一
覧を照会します。

「選択」ボタンをク
リックすると登録し
ているオリジナルガ
イダンス情報が表示
します。

「試聴」ボタンをク
リックするとオリジ
ナルガイダンスの内
容を聞くことができ
ます。

画面上部の「閉じ
る」ボタンをクリッ
クすると前の照会画
面に戻ります。

オリジナルガイダン
ス照会業務の「閉じ
る」をクリックする
と照会業務が終了し
ます。

試聴中、マウスをクリックしたり、ガイダンス内容にマウス操作を行った場合は、
試聴が中断されますのでご注意ください。

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

28
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８-８

メニュー画面より①「07.ガイダンス」
をクリックし、次に②「02.オリジナル
ガイダンス」の③「03.オリジナルガイ
ダンス接続元照会」をクリックします。

登録したオリジナルガイダンスが何処に
設定されているかを照会する業務です。

①

■カスタマコントロール業務メニュー画面

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス
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②

③

８-７



■登録したオリジナルガイダンスの接続元照会

●オリジナルガイダ
ンス接続元照会

サービス番号へ登録
したオリジナルガイ
ダンスの設定先を照
会します。

オリジナルガイダン
ス種別を選択して
「検索」ボタンをク
リックします。

接続先区分と接続先
オリジナルガイダン
ス名を選択して「接
続元照会」ボタンを
クリックします。

＜接続元情報＞に、
総件数/登録種別/項
番/接続元区分/接続
元番号が表示されま
す。

画面上部の「閉じ
る」ボタンをクリッ
クすると前の照会画
面に戻ります。

オリジナルガイダン
ス接続元照会業務の
「閉じる」をクリッ
クすると照会業務が
終了します。

■フリーダイヤル／ナビダイヤル・インテリジェントサービス

30
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９．音声Tagsetマニュアル

９-２

■音声Tagsetマニュアルとは
音声合成ガイダンスを作成するにあたり、アクセント・空白・語尾高低等を設定する場合
にお役立てください。

なお、このマニュアルは、下記の文献を元に記載しております。
VoiceText Engine Tagset Manual Software Version 3.11.5

９-１
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VTML Tagset Tagの説明

<vtml_accent> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうちアクセントの強さを指定しま
す。

<vtml_break> 単語間の区切り読みのレベルを指定します。

<vtml_partofsp> タグで囲まれた単語の品詞を指定します。

<vtml_pause> 音声に挿入されるポーズを指定します。

<vtml_phoneme> タグで囲まれたテキストの発音記号を指定します。

<vtml_pitch> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうちピッチを指定します。

<vtml_sayas> テキストの類型を指定します。

<vtml_sentend> 文末記号の後で語尾の高低を指定します。

<vtml_speed> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうち速さを指定します。

<vtml_sub> タグで囲まれたテキストをaliasの値に代えて発音します。

<vtml_volume> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうち音量を指定します。

■音声Tagsetの種類
音声合成ガイダンスを作成時に利用できるTagの種類と説明となります。
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VTML Tagset 説明

<vtml_accent> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうちアクセントの強さを指定しま
す。

文法 <vtml_accent level="0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | 
"9"> 
text 
</vtml_ accent >

属性
(level) 

アクセントのレベルを指定します。必須項目
(5=デフォルト値、数字が大きくなるほどアクセントが強くなります。) 
※DBに該当する音素がない場合、値を変更しても変化がない場合があり
ます。

重要な制限 VoiceText 日本語合成エンジンでのみサポートします。

実例 <vtml_accent level="8">ありがとう</vtml_accent>ございました。
ありがとうございました。

<vtml_break> 単語間の区切り読みのレベルを指定します。

文法 <vtml_break level="0" | "1" | "2" | "3"/>

属性
(level)

区切り読みのレベル(Break Indices)を指定します。必須項目
(0=くっつけて読む、1=若干区切って読む、2=はっきり区切って読む、
3=文章の分離) 

重要な制限

実例 ６時のニュースを<vtml_break level ="0"/>お伝えします。<vtml_break
level="2"/>国民年金や厚生年金などの公的年金の支給額を０．３％引き
下げることを盛り込んだ法案が、２３日の衆議院本会議で可決されまし
た。

<vtml_partofsp> タグで囲まれた単語の品詞を指定します。

文法 <vtml_partofsp part="unknown" | "noun" | "verb" | "modifier" | 
"function" | "interjection"> text 
</vtml_partofsp> 

属性
(part)

単語の品詞。必須項目

重要な制限 VoiceText 英語合成エンジンでのみサポートします。日本語合成エンジ
ンではskipされます。
textの長さはNULL文字を含む最大512bytesです。これ以上の長さは切
られます。

実例 Did you <vtml_partofsp part="verb">record</vtml_partofsp> that 
<vtml_partofsp part="noun">record</vtml_partofsp>? 

■Tagsetの詳細説明
音声合成ガイダンスを作成時に利用できるTagの文法・属性・実例の説明となります。
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VTML Tagset 説明

<vtml_pause> 音声に挿入されるポーズを指定します。

文法 <vtml_pause time="msec"/>

属性
(time) 

ポーズの長さ。必須項目
msec単位であり、0～65535の値を取ります。
(この範囲を超えると、最小/最大値に設定されます。+, - 記号は使用で
きません。) 

重要な制限 音声の最後に設定したtagもサポートします。

実例 ６時のニュースを<vtml_pause time="300"/>お伝えします。
<vtml_pause time="1000"/>国民年金や厚生年金などの公的年金の支
給額を０．３％引き下げることを盛り込んだ法案が、２３日の衆議院本
会議で可決されました。

<vtml_phoneme> タグで囲まれたテキストの発音記号を指定します。

文法 <vtml_phoneme
ph="string" 
alphabet="ipa" | "x-cmu" | "x-pentax" | "x-sapi" | "x-sampa" 
| "x-ntsampa" | "x-worldbet" | "x-pinyin"> 
text 
</vtml_phoneme>

属性
(ph) 

発音列を表します。必須項目

属性
(alphabet)

発音列を表現するSPR(Symbolic Phonetic Representation)を指定し
ます。選択項目 (省略されると、"ipa"に設定されます。SPRに対する詳
しい説明とTAGの使用方法は付録を参照してください。)

重要な制限 VoiceText 英語/スペイン語合成エンジンは、ipa, x-worldbet, x-
sampa, x-ntsampa, x-sapi, x-cmuのみサポートし、日本語合成エン
ジンは、x-pentaxのみサポートし、中国語合成エンジンは、x-pinyinの
みサポートします。textの長さはNULL文字を含む最大512bytesです。
これ以上の長さは切られます。日本語合成エンジンのph値の最大の長さ
は60byte以下でなければなりません。英語/スペイン語合成エンジンの
ph値は最大64個以下の発音記号を使用してください。中国語合成エン
ジンのph値の最大の長さは60byte以下でなければなりません。

実例 <vtml_phoneme alphabet="ipa" 
ph="116;601;712;109;101;105;116; 
111;650;">tomato</vtml_phoneme> 
<vtml_phoneme alphabet="x-cmu" ph="T AH0 M EY1 T 
OW0">tomato 
</vtml_phoneme> 
<vtml_phoneme alphabet="x-pentax" ph="マルチメディアウェ^ア
[その他の固有名詞]">MMW</vtml_phoneme> 
<vtml_phoneme alphabet="x-pinyin" ph="da4fu1">大夫
</vtml_phoneme>

33
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VTML Tagset 説明

<vtml_pitch> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうちピッチを指定します。

文法 <vtml_pitch value="pitch"> 
child elements 
</vtml_pitch>

属性
(value) 

音の高低を50～200(%)間の値に指定します。 必須項目
(この範囲を超えると、最小/最大値に設定されます。+, - 記号は使用で
きません。) 

重要な制限

実例 <vtml_pitch value="90">ニュース６時のニュースをお伝えします。国
民年金や厚生年金などの公的年金の 支給額を０．３％引き下げることを
盛り込んだ法案が、２３日の衆議院本会議で可決されました。
</vtml_pitch>

<vtml_sayas> テキストの類型を指定します。

文法 <vtml_sayas
interpret-as="construct_type" 
format="string" 
detail="string"> 
text 
</vtml_sayas>

属性
(interpret-as) 

テキストの種類。必須項目

属性
(format)

テキストの種類による類型。選択項目 (省略時の処理方法は以下の
interpret-as 詳細説明を参照。)

属性
(dateil)

テキストの類型による読み方の付加情報。選択項目

重要な制限 VoiceText Engineは次のように<vtml_sayas>エレメントをサポートし
ます。
textの長さはNULL文字を含む最大512bytesです。これ以上の長さは
切られます。

実例 <vtml_sayas interpret-as="ssml:characters" 
format="characters">VoiceXML </vtml_sayas> 
私はあなたに<vtml_sayas interpret-
as="vxml:currency">JPY15,000</vtml_sayas>借りています。
今日は<vtml_sayas interpret-as="ssml:date" 
format="ymd">2006/01/01 
</vtml_sayas>です。
<vtml_sayas interpret-as="vxml:boolean">true</vtml_sayas>ボタン
を押してください。<vtml_sayas interpret-as="ssml:time" 
format="hms24">07:30:30.0PM </vtml_sayas>までには着くと思い
ます。
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VTML Tagset 説明

<vtml_sentend> 文末記号の後で語尾の高低を指定します。

文法 <vtml_ sentend level="0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | 
"9"/>

属性
(level) 

語尾のレベルを指定します。必須項目
(5=デフォルト値、数字が大きくなるほど語尾が高くなります。) 
※DBに該当する音素がない場合、値を変更しても変化がない場合があり
ます。

重要な制限 VoiceText 日本語合成エンジンでのみサポートします。

実例 どうして誘ってくれなかったんですか。<vtml_sentend level="1"/> 
どうして誘ってくれなかったんですか。

<vtml_speed> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうち速さを指定します。

文法 <vtml_speed value="speed"> 
child elements 
</vtml_speed>

属性
(speed) 

発話速度を50～400(%)間の値に指定します。 必須項目
(この範囲を超えると、最小/最大値に設定されます。+, - 記号は使用で
きません。)

重要な制限

実例 <vtml_speed value="80">ニュース６時のニュースをお伝えします。国
民年金や厚生年金などの公的年金の支給額を０．３％引き下げることを
盛り込んだ法案が、２３日の衆議院本会議で可決されました。
</vtml_speed>
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VTML Tagset 説明

<vtml_sub> タグで囲まれたテキストをaliasの値に代えて発音します。

文法 <vtml_sub
alias="string"> 
text 
</vtml_sub>

属性
(alias) 

タグで囲まれた値の代わりをします。必須項目

重要な制限 textの長さはNULL文字を含む最大512bytesです。これ以上の長さは
切られます。
Aliasの長さはNULL文字を含む最大512bytesです。これ以上の長さに
対してはタグエラーと見なされます。

実例 <vtml_sub alias="World Wide Web Consortium">W3C</vtml_sub>

<vtml_volume> タグで囲まれたテキストの韻律情報のうち音量を指定します。

文法 <vtml_volume value="volume"> 
child elements 
</vtml_volume>

属性
(volume) 

音量を0～500(%)間の値に指定します。 必須項目
(この範囲を超えると、最小/最大値に設定されます。+, - 記号は使用で
きません。)

重要な制限

実例 <vtml_volume value="200">ニュース６時のニュースをお伝えします。
国民年金や厚生年金などの公的年金の支給額を０．３％引き下げること
を盛り込んだ法案が、２３日の衆議院本会議で可決されました。
</vtml_volume>



本章でご案内している設定変更には、一部セキュリティレベルを変更する
内容も含まれます。セキュリティ管理者等にご確認の上実施してください。
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１０．こんなときは

■カスタマコントロールの表示がおかしい/表示されない

●ブラウザの「互換表示設定」をOFFにする

互換表示の設定がされていると、
正しく表示できない場合があります。

その場合、「ツール」メニューの
「互換表示設定」から互換表示設定
画面を開き 「イントラネットサイト
を互換表示で表示する」、および
「Microsoft互換性リストの使用」の
チェックを外してください。
※ブラウザの再起動が必要となります。

●ポップアップブロックを無効にする

ポップアップブロックが有効に
なっていると、業務画面が正しく
表示できない場合があります。

その場合、「ツール」メニューの
「インターネットオプション」を開き、
“プライバシー”タブの「ポップ
アップブロックを有効にする」
のチェックを外してください。

10-1
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■カスタマコントロールの表示がおかしい/表示されない

●フォント設定のチェックを外す

Webページ指定のフォント設定が
されていると、画面が表示されなか
ったり、全体の構成が崩れて表示さ
れる場合があります。

その場合、「ツール」メニューの
「インターネットオプション」を開き、
“全般”タブの「ユーザ補助」画面
より「書式設定」のすべてのチェック
を外してください。
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■音声ファイル作成で作成したファイルが視聴できない

●ActiveX（アクティブエックス）コントロールとプラグインの実行を
有効にする

「ツール」メニューの「インター
ネットオプション」を開き、
“セキュリティ”タブの「インター
ネット」を選択し、「レベルのカスタ
マイズ」より、セキュリティ設定の
「ActiveXコントロールとプラグイン」
を“有効にする”にしてください。
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■音声ファイル作成で作成したファイルが視聴できない

●ActiveX（アクティブエックス）フィルターを解除する

「ツール」メニュー、または右上の歯車アイコンの
「セーフティ」より、「ActiveXフィルター」にチェック
が入っている場合、そのチェックを外してください。
※どちらの手順でも共通です。
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■音声ファイル作成で作成したファイルが視聴できない

●Windows Media Player実行の許可とアドオンの有効化確認

ガイダンスファイル初回の視聴時に「このWebページは、‘Microsoft Corporation’か
らのアドオン‘Windows Media Player’を実行しようとしています。」と、確認メッセー
ジが表示された場合、「許可」をクリックします。
※許可クリック後、エラー画面となる場合はブラウザの再起動を実施してください。

＜アドオン有効化の確認方法＞
「ツール」メニューの「アドオンの管理」より

アドオンの管理画面を開き、“表示：”から「すべての
アドオン」を選択し、“Microsoft Corporation”の
「AUDIO_WAV Moniker Class」が有効になっている
ことを確認します。
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■音声ファイル作成で作成したファイルが視聴できない

●Webページ上でのサウンド再生の有効化

「ツール」メニューの「インター
ネットオプション」を開き、“詳細
設定”タブの「マルチメディア」より、
「Webページのサウンドを再生する」
にチェックを入れてください。

●拡張保護モードの無効化
※Windows7（64bit）、Windows8～10（32bit/64bit）版のみ
下記のようなメッセージが表示された場合に拡張保護モードを無効にします。

「このWebページは***を実行しようとしています。このサイトを信頼する場合は、
このサイトの拡張保護モードを無効にしてコントロールを実行できます」

「ツール」メニューの「インター
ネットオプション」を開き、“詳細
設定”タブの「セキュリティ」より、
「拡張保護モードを有効にする」の
チェックを外してください。



本資料に関する問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、ご迷惑をお掛けいたしますが下記までご
連絡ください。

高度電話カスタマセンタ０１２０－４３２０６０
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