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Android V6～10 各機種

音声認識 音声合成

Android™ OS 音声アプリ

オフライン
処理

FIS VOICE
Fis Intelligent Solutions

各アプリから簡単に音声認識、音声
合成機能を利用できるようになりま
す

チューニン
グツール
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■主な特長

アプリ連携
FISVOICE はサービスとして提供されます
Androidアプリではサービスを起動してブロードキャストメッセージの送受信を行い、
Webアプリでは FISVOICE API関数を呼び出すことで音声機能可能となります

音声認識
発声したワードをコマンド、あるいはテキストとして受け取ることが出来ます
ワードとそれに対応するコマンドはファイルに登録しておきます
※テキストは英数字のみとなっております

音声合成
指定したテキストを音声で読み上げます

WEBアプリ連携用ブラウザ FWSP （無償提供）

FWSP上でWebアプリを動作させることで FISVOICE API関数（JavaScript）が
利用可能となります

FISVOICEとは、各アプリから利用可能なAndroid用音声アプリです
各業務アプリとシームレスな連携運用が実現できます
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動作環境
●Android OS

V ６～10

●モバイル端末 （ハンディターミナル、スマートフォン、タブレット機器全般）

●GMS（Google モバイル サービス）対応の機種であること

※それぞれ最新の状態を推奨いたします
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製品／機能構成図

FWSP

（専用Webブラウザ）

業務アプリ Androidアプリ

業務アプリ Webアプリ

認識結果

呼出し FISVOICEアプリ

音声認識

音声合成

FISVOICE設定ファイル（端末内）
customword.json

Android端末

実行

「番号を選択してください」

音声入力

音声読み上げ
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ブロードキャストで受信した音声合成のメッセージを音声出力する機能です。

ユーザーアプリはこのメッセージをブロードキャスト送信することで、任意の箇所でちょっとした警告や情報などの

メッセージを音声で出力することが可能となります。

※「Googleテキスト読み上げエンジン」を利用して音声合成を行っています。

記号や数値の読み上げに注意点があります。

音声合成

Android端末

「商品コードを入力してください」

<html>

<head>

・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

</head>

<body>

・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
<script>

入力チェック関数() { 

・・・・・・・・・・・・・
const txt = "商品コードを入力してください";

android.fisvoice_startTextToSpeech(txt, 4);

・・・・・・・・・・・・・
}

</script>

</html>

htmlに記述（FWSPの場合）

実行ボタン押下して入力チェック
入力チェック時に音声合成するように
コーディング
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音声認識した結果をブロードキャストで送信する機能です。

FISVOICE設定ファイルに認識コマンドと音声ワード（複数設定可能）のリストを登録しておくことで、発したワードに

対応するコマンドのブロードキャスト送信が可能となっています。

また、制約はありますが発したワードそのままをブロードキャスト送信することも可能です。

ユーザーアプリはこのブロードキャストメッセージを受信することにより、音声によるフィールドへの入力や

コマンドの操作が実現可能です。

音声認識

456 入力

音声による入力

発したワードがフィールドに
入力するようコーディング

FISVOICE設定ファイル

{

"name":"setting1",

"command":{

"delete":"削除",

"enter":"実行|enter",

"return":"戻る|バック",

"scan":"バーコード"

}

}

削除 コマンド

音声によるコマンド操作

受信したコマンドでフィールド
内の文字を削除するよう
コーディング



ユーザー開発のAndroidアプリ／Webアプリでの、FISVOICE連携の構成です。

アプリ連携-ユーザーアプリ開発

1. Androidアプリ
ブロードキャストを利用して、FISVOICE実行要求を指定し、結果の値を受け取ります。

2. Webアプリ
専用JavaScript関数により、FISVOICE実行要求を指定し、結果の値を受け取ります。
画面表示は通常のブラウザではなくFWSP内にて表示されます。
※送受信処理や画面表示は、仲介するFWSP(FIS Web Support Program)により実行されます。
このFWSPアプリを通してFISOICEアプリとの連携が可能になります。

FWSP：FISVOICEと一緒に提供されるアプリです。
FWSP は、FISVOICEなど弊社製品利用時のWEBアプリケーションのクライアントアプリで、
FISVOICE を htmlとjavascript にて利用できるようになります。
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FISVOICE

アプリ

Android
アプリ

FWSP
アプリ

Web
アプリ

FISVOICE実行要求指定
（ブロードキャストメッセージ）

結果受け取り
（ブロードキャストメッセージ）

1.

FISVOICE実行要求指定
(専用JavaScript関数）

結果受け取り
(専用JavaScript関数）

（ブラウザ機能）

2.

ユーザーアプリ（業務アプリ）の受託開発も
可能です。別途ご相談ください
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アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声合成 その１）

// FISVOICE に音声合成開始のブロードキャストメッセージを送る
public void fisvoice_startTTS(String text, int baseVol, int vol) {

// FISVOICE ブロードキャストレシーバー
String sendReceiver = “jp.co.fis.speechrecognition.service.FISVOICE_BROADCAST_RECEIVER”;

// 音声合成開始情報を指定
Intent intent = new Intent(sendReceiver);
intent.putExtra(“Service_mode”, “Speaking”);       // 音声合成モード
intent.putExtra(“Service_request”, text);            // 読み上げるテキスト
intent.putExtra(“Service_org_volume”, baseVol); // 読み上げ前の音量
intent.putExtra("Service_volume", vol);              // 読み上げ音量

// ブロードキャストメッセージの送信
getBaseContext().sendBroadcast(intent);

}

Androidアプリの書き方例

■ FISVOICE の音声合成機能を利用する

Androidアプリ
ユーザーアプリからテキストや音量などの音声合成開始情報を指定して、FISVOICE にブロードキャストメッセージ
を送信します。
FISVOICE は受け取った音声合成開始情報をもとにテキストの音声読み上げを実行します。



9

アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声合成 その２）

// 音声合成実行ボタン
<button type=button onclick="speech()">音声合成</button>

// 音声合成
function speech() {

const vol = 5;                                    // 読み上げ音量
const text = "番号を選択してください";    // 読み上げるテキスト

// Javascript 関数呼び出し
android.fisvoice_startTextToSpeech(text, vol);

} 

Webアプリ (hｔｍｌ） の書き方例

Webアプリ
Webアプリでは弊社が提供する Javascript関数を使用することで、音声合成機能を利用することができます。
音声合成開始関数で、テキストや音量などの音声合成開始情報を指定します。
FISVOICE は、その音声合成開始情報をもとに音声で読み上げるようにします。
ブロードキャストメッセージの送信はFWSP内で行っているため、コーディングする必要はありません。
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■ FISVOICE の音声認識機能を利用する

Androidアプリ
ユーザーアプリから FISVOICE のサービスを起動します。

音声認識機能を開始するには音声機能設定名称などの項目を指定して、FISVOICE にブロードキャストメッセージを
送信します。
FISVOICE はそのメッセージを受信すると、音声認識を開始します。

ユーザーがワードを発すると FISVOICE は FISVOICE 設定ファイルに登録された音声認識コマンドリストと
照らし合わせて認識結果（コマンド、あるいはテキスト）をブロードキャストメッセージで返信します。
ユーザーアプリはブロードキャストレシーバーを利用することで、FISVOICE の認識結果を受信することができます。

音声認識機能を終了するには必要な項目を設定して、FISVOICE にブロードキャストメッセージを送信します。
FISVOICE はそのメッセージを受信すると、指定された情報をもとに音声認識機能を終了します。

アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声認識 その１）
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アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声認識 その２）

// FISVOICE に音声認識開始のブロードキャストメッセージを送る

public void fisvoice_startSTT(boolean voicetest, String name, int baseVol) {

// FISVOICE ブロードキャストレシーバー

String sendReceiver = "jp.co.fis.speechrecognition.service.FISVOICE_BROADCAST_RECEIVER";

// 音声認識開始情報を指定

Intent broadcastIntent = new Intent(sendReceiver);

broadcastIntent.putExtra("Service_setting_name", name);    // 音声機能設定名称

broadcastIntent.putExtra(“Service_mode”, “Recognizing”);  // 音声認識モード

broadcastIntent.putExtra(“Service_request”, “Start”); // 音声認識開始

broadcastIntent.putExtra(“Service_org_volume”, baseVol);   // 音声認識開始の音量

// ブロードキャストメッセージの送信

getBaseContext().sendBroadcast(broadcastIntent);

}

// FISVOICE に音声認識終了のブロードキャストメッセージを送る

public void fisvoice_stopSTT(boolean voicetest, String name, int baseVol) {

// FISVOICE ブロードキャストレシーバー

String sendReceiver = "jp.co.fis.speechrecognition.service.FISVOICE_BROADCAST_RECEIVER";

// 音声認識終了情報を指定

Intent broadcastIntent = new Intent(sendReceiver);

broadcastIntent.putExtra(“Service_setting_name”, name); // 音声機能設定名称

broadcastIntent.putExtra("Service_mode", "Recognizing");   // 音声認識モード

broadcastIntent.putExtra(“Service_request”, “Stop”);         // 音声認識終了

broadcastIntent.putExtra("Service_org_volume", baseVol);   // 音声認識開始の音量

// ブロードキャストメッセージの送信

getBaseContext().sendBroadcast(broadcastIntent);

}

Androidアプリの書き方例 （音声認識開始、終了）
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アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声認識 その３）

// FISVOICEからのメッセージを受信するためのブロードキャストレシーバークラス作成

private class UserBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

// ユーザーアプリ宛てに送信されたメッセージの処理

if (“USER_RECEIVER”.equals(intent.getAction())) {

String mode = intent.getStringExtra(“Voice_mode”); // FISVOICE返信データモード

String text = intent.getStringExtra(“Voice_text”);       // FISVOICE返信データ

if (“FISVOICE_CMD”.equals(mode)) {

// コマンドだった場合

if (“実行”.equals(text)) {

btnExec.performClick();

}

else if (“戻る”.equals(text)) {

btnReturn.performClick();

}

}

else if (“FISVOICE_TEXT”.equals(mode)) {{

// テキストだった場合

tvResultText.setText(text);

}

}

}

}

Androidアプリの書き方例 （音声認識結果の取得）



// 音声合成実行ボタン
<button type=button onclick="startSTT()">音声認識開始</button>
<button type=button onclick="stopSTT()">音声認識終了</button>

// 音声認識開始
function startSTT() {

const t1 = “UserSetting1”;    // 音声機能設定名称
// Javascript （音声認識開始）関数呼び出し
android.fisvoice_startSpeechToText(t1);

}

// 音声認識終了
function stopSTT() {

const t1 = “UserSetting1”;    // 音声機能設定名称
// Javascript （音声認識終了）関数呼び出し
android.fisvoice_stopSpeechToText(t1);

}
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Webアプリ
Webアプリでは弊社が提供する Javascript関数を使用することで、音声認識機能を利用することができます。
音声認識開始関数で、FISVOICE 設定ファイルに登録した設定名称を指定し、音声認識機能を開始します。

FISVOICE は、ユーザーがワードを発すると指定された設定の音声認識コマンドリストと照らし合わせて
認識結果（コマンド、あるいはテキスト）を返信します。
Webアプリでは音声認識結果取得関数を使用して、その認識結果を取得します。

音声認識終了関数で、音声認識機能を終了します。

アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声認識 その４）

Webアプリ (hｔｍｌ） の書き方例 （音声認識開始、終了）



Webアプリ (hｔｍｌ） の書き方例 （音声認識結果の取得）
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アプリ連携-ユーザーアプリ開発 （音声認識 その５）

// Javascript （音声認識結果取得）関数の使用
function androidResultFisvoice(mode,text) {

if (“FISVOICE_CMD”.equals(mode)) {
// コマンドだった場合
if (“実行”.equals(text)) {

document.getElementById(“exec").click();
}
else if (“戻る”.equals(text)) {

document.getElementById(“return").click();
}

}
else if (“FISVOICE_TEXT”.equals(mode)) {

// テキストだった場合
document.getElementById(“result").value = text;

}
}
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FISVOICE の音声合成、音声認識の調整を行えるツールアプリです。

音声合成調整

入力されたメッセージのテキストを音声出力し、Andriod端末での実際の発音や音量を確認することができます。

アプリ連携時、音声合成のメッセージを作成するときにご使用ください。

音声認識調整

発したワードが、実際にAndroid端末でどのように認識されるかを確認することができます。

FISVOICE設定ファイルに登録したい音声ワードを設定するときにご使用ください。

FISVOICE チューニングツール

音声合成調整

入力したテキストが音声出力
されます。メディア音量も確認
することができます。

音声認識調整

発したワードが表示され
ます。

※画面は開発中のものです
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■ 制約事項

本ソフトウェアには以下の制限事項がありますのでご注意ください。

・Android OSのVer6～10以降のサポートとなります。

■お問い合わせ

フィス株式会社 kotemaru@fis.co.jp

※Android™ はGoogle LLCの商標です。


