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声で書く！
音声認識ソフト
ソフト「AmiVoice® SP」新発売！！
新発売！！
音声認識ソフト
～音声入力で
音声入力でメール・
メール・ブログ・
ブログ・チャット・
チャット・論文・
論文・メモなどを
メモなどを簡単
などを簡単に
簡単に作成～
作成～
株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・
メディア）は、パソコンに向かってしゃべるだけでリアルタイムに文字化できる音声認識ソフト「AmiVoice® SP」
（アミボイス エスピー）を開発、2010 年 7 月 23 日（金）より Amazon 他、インターネット通販サイト、大手家電
量販店などにて販売を開始いたします。また、ダウンロード販売サイト（URL：http://onsei-ninshiki.jp/）よりダウ
ンロードにて入手いただくことも可能です。

【パッケージイメージ】
JAN コード

製品名

標準価格（税込）

458220 1960490

音声認識ソフト AmiVoice® SP USB マイク付

26,040 円

458220 1960506

音声認識ソフト AmiVoice® SP USB マイク無

20,790 円

458220 1960513

音声認識ソフト AmiVoice® SP USB マイク付 アカデミック版

18,690 円

458220 1960520

音声認識ソフト AmiVoice® SP USB マイク無 アカデミック版

14,490 円

458220 1960537

音声認識ソフト AmiVoice® SP アップグレード版

10,290 円

音声認識ソフト AmiVoice® SP ダウンロード版

15,540 円

「AmiVoice® SP」は、しゃべるだけで簡単に文字入力できる音声入力ソフトです。使えば使うほど認識精度が
向上し、事前の声の学習は一切不要なので、いつでも誰でもすぐにご利用いただけます。キーボード入力と比較し 2
～3 倍早く入力することが可能です。
（※当社調べ）各種報告書や電子メールの作成などのビジネス用途、チャットや
ブログなどのプライベートでの使用など、入力作業の効率化を実現いたします。
今後も、当社は独自の音声認識技術を活用し、｢かんたん｣「便利｣「ありがたい」を実現する入力インターフェイ
スを備えた、一般ユーザ向けの新しい製品を展開してまいります。なお、業績に与える影響は軽微であると見込まれ、
今後業績に影響が見込まれる場合には、別途公表いたします。
音声認識ソフト「AmiVoice® SP」の特徴は以下の通りです。
（詳細は 2 ページ）
１．使用する前の声の登録が不要
２．最新用語も追加し、認識率 95.5％を実現 ＜政治経済辞書の場合＞（※当社調べ）
＊認識率は音声入力する内容によって異なります。

３．用途に応じて 4 つのマスター辞書を搭載
４．音声ファイルからの書き起こし
５．使えば使うほど利便性が向上する学習機能
６．固有名詞などは単語登録も可能
７．Windows 7 に対応（64bit 環境に対応）
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【主な特長】
１．使用する前の声の登録が不要
使用する人の声や話し方の特徴を事前に学習させる必要がない不特定話者対応の音声認識技術 AmiVoice®を
搭載。
２．最新用語も追加し、認識率 95.5％を実現
「クラウドコンピューティング」
「ワークシェアリング」などの新しい用語も搭載し、新聞経済欄を音声入力した場
合、95.5％の認識率を実現いたしました。
３．用途に応じて 4 つのマスター辞書を搭載
■ブログ日記・メール辞書（プライベートのメールやブログの文章、日記などに適した辞書。顔文字も入力可能。
）
例） ： ブログをはじめました！
これからお店の情報を載せていきたいと思います。コメント大歓迎です。(＾＾)
■しゃべりことば辞書（口語調の表現の多い文章に適した辞書）
例） ： 来週みんなでキャンプに行こうと思うんだけど予定空いている？
参加するなら何か食材を持ってきて。
みんなどんなものを持ってくるのか楽しみなんだよね。
■書きことば辞書（報告書、ていねいな言葉使いの文章などに適した辞書）
例） ： 今週末に企画開発会議を行うことが決定になりました。
水曜日までにアジェンダを関係者に配布してください。
■政治経済辞書（新聞やニュース原稿のような文章に適した辞書）
例）
：
首都高速道路の中央環状線山手トンネルで渋谷と新宿を結ぶ区間が開通。
これにより都心環状線に集中する交通が分散され、渋滞が約 3 割減少するとしている。
４．音声ファイルからの書き起こし ※
簡単操作で音声ファイルを文字に変換することができます。
＜認識できる音声ファイル形式（モノラル）＞
WMA ファイル、WAV ファイル、MP3 ファイル

５．使えば使うほど認識精度が向上する学習機能
ユーザの発話を自動学習して、音声認識精度を向上させる音響学習機能です。また、候補選択より修正したもの
を自動で学習する候補学習機能も搭載。使えば使うほど認識精度が向上します。
６．固有名詞などは単語登録も可能
ユーザが頻繁に使用する固有名詞や専門用語などの単語を簡単に登録できます。
７．Windows 7 に対応（64 bit 環境に対応）

【画像イメージ】
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※口元とマイクの距離が5cm 以内で録音した音声で、かつ、はっきりとした音声であることが条件です。会議および講演会などで、マイクの距離が遠い
場合、認識することができません。個人の方が、メモ代わりに外部録音機器などに録音して、後で文字化するイメージです。録音する際には、録音モー
ドを高品質に設定して録音してください。会議および講演会など、マイクの距離が遠い環境下で録音された音声ファイルを文字化する場合、録音した音
声を聞きながら、マイクなどに向かって復唱してください。

【動作環境】
・OS：Windows XP（SP2 以上）
、Windows Vista、Windows 7（64bit 環境に対応※）
※64bit 環境では、WOW64（32bit エミュレーター）上で動作します。
・必要な HDD 容量：200MB 以上
・CPU：1GHz 以上のプロセッサ
・メモリ：512MB 以上（Windows Vista、Windows 7 では 1GB 以上）
・USB：1 ポート以上の空き（USB ヘッドセットマイク用）
・CD-ROM ドライブ：インストール時に必要

【会社概要】
会社概要】
＜株式会社アドバンスト・メディア＞
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者 : 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸
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社 : 東京都豊島区東池袋 3-1-4 サンシャインシティ文化会館６階
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本

金 : 45 億 85 百万円（152,602 株）（2010 年 3 月末日現在）

事 業 内 容 : ◆AmiVoice® を組み込んだ音声認識ソリューションの企画・設計・開発を行う「ソリューション事業」
◆AmiVoice®を組み込んだアプリケーション商品を提供する「ライセンス事業」
◆企業内のユーザや一般消費者へのサービスにAmiVoice®を提供する「サービス事業」
■アドバンスト･メディアについて
アドバンスト・メディアは、独自の音声認識等の技術 AmiVoice®により、
“声”で文章入力などができる各種ソリューションを提供して
きました。AmiVoice®音声認識エンジンは、利用者毎に声の事前学習（エンロールメント）を行うことなく、すぐに音声入力できます（不
特定話者対応）
。医療・教育およびエンターテインメント・議事録・コールセンタ・ビジネスソリューションの分野で主に利用されており
ます。例えば医療分野においては、導入施設が 3,150 を超えるまでとなり(2010 年 3 月末現在)、医療診断の効率化に貢献し、その導入効果
が高く評価されています。2008 年には音声認識技術 AmiVoice®を活用した「音声入力メール」が、経済産業省の外郭団体である独立行政
法人・情報処理推進機構（IPA）主催の「ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー®2008」
（SPOTY2008）を受賞しました。

【本件のお
本件のお問
のお問い合わせ】
わせ】
報道関係
経営管理本部 広報チーム
TEL：03-5958-1307
FAX：03-5958-1032
E-mail：press@advanced-media.co.jp

お客様
営業本部 樋爪
TEL：03-5958-1091
FAX：03-5958-1033
E-mail：sp-sales@advanced-media.co.jp

【Copyright・
Copyright・商標】
商標】
Copyright 2010Advanced Media,Inc.
AmiVoice®およびロゴマークは、アドバンスト・メディアの登録商標です。
記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
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