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グースネックマイク

●話者を特定し、確実に発話内容を書き起こし
AI Conference

IBM Cloud

●リモートからの参加者はいなく、会議室に集

議事録管理

まって開催される重要な会議などに最適

ヘッドセットマイク

辞書 / 文書 / 音響モデル

Speech to Text

音声をテキストに変換
オンプレ

●周囲の騒音を遮断し、会議の内容を書き起

テキストを別の言語に翻訳

AI Conference

●外出先など周りの騒音が気になる環境から
参加する場合に最適

音声認識

IBM Watson API

AI の音声認識技術で、会議をもっとスマートに。

こし可能

Language Translator

iPhone のマイク

●話者を特定せずに、発話内容を書き起こし

●社内のブレストミーティングなどの意見交換に最適

過去の議事録を使ってユーザー自身で音声認識精度を向上！
STEP.1
- 準備 -

法人向け AI 市場シェア No.1! IBM Watson の特長

会議室ごとに、利用する「固有名詞」と

過去の「議事録」10 件以上を学習データとして登録

データの安全性

多くの AI を活用した音声認識サービスがアクセスデータをロギングして、性能向上を図っているのに対し、

×10
固有名詞

STEP.2
- 運用 -

STEP.3
- 学習 -

議事録

法人向けに特化している IBM Watson は、お客様のご要望に応じて「オプトアウト」設定が可能。

会議室 A

*1)

業務 / 用途ごとに専門的な用語 & 表現を学習可能

AI Conference を利用して議事録を作成！誤認識

単語登録

特有の用語（製品名など）

された発言は、正しい内容に修正しながら議事録

●

特有の言い回し（コールセンター対応、放送など）

データとして蓄積

同音異義語（「汚職事件」「お食事券」など）
発話スタイル（くだけた口語調の会話など）
特定のアクセント

期的に学習データとして登録し、認識精度を向上

特定条件における劣化音声（Bluetooth マイクなど）
方言

●

音響モデル

●
●

環境雑音

IBM Cloud 上に蓄積された議事録を管理画面から定

文章登録

●
●

●
●

ご提供メニュー

●

●

●

●

※ すべて税別価格となります。

2 カ月トライアルサービス

120 万円

実際の議事録を使って、本番で活用できるか
試してみたい方におすすめ

● 利用可能期間：2 カ月

クラウドサービス

25 万円 25 万円～
初期

月額

（最低利用期間：1 年間 / 自動更新）

すぐに使い始めたい、資産として持ちたくない、
運用負担を増やしたくないという方に最適

● 同時利用数：10～

● 同時利用数：10

● 問い合わせ サポート（平日 9:00-17:00）

● ユーザートレーニング

● 音声認識 検証支援対応

● 100 時間分の音声認識利用料込み

※ お客様にて辞書および文書学習を実施いただきます。
※ 精度向上支援および評価レポートの作成が含まれます。

オンプレミス

※ 同時利用数により月額費用は異なります。
※ 別途 IBM Watson 利用料が必要となります。
※ お客様にて辞書および文書学習を実施いただきます。

要ご相談
音声データを外部に置きたくない、

セキュリティー面が心配という方におすすめ
利用環境、構成等に関しては、
S&I までご相談ください。

[ 参考価格 ] 同時利用数：10 300 万円 / 年
：15 340 万円 / 年
：20 380 万円 / 年
：25 420 万円 / 年

AI が会議内容をリアルタイムにテキスト化 & 翻訳！

議事録作成や ToDo 管理など、効率的な情報共有と生産性向上をサポートします。

1) ユーザートレーニングは、約 2 時間のハンズオン講習となります。東京近郊以外の場合は、別途 交通費・宿泊費が必要となります。

2) クラウドサービスの場合は、IBM Cloud ( シングル / パブリック / SSL 接続 ) でのご提供となります。プライベートクラウドやオンプレでの利用をご希望の場合は、別途ご相談ください。
3) 接続するマイクやヘッドセッド等の機器は、お客様にてご用意ください。（ご要望に応じて、弊社での手配も可能です。）

4) IBM Watson 利用料は、弊社より IBM Cloud サブスクリプションをご購入いただきます。なお、IBM Cloud サブスクリプションは最短 6 ヵ月からのご契約となります。

http://sandi.jp/sandiai
東 京都港 区西新 橋 1-7-14 京 阪神 虎ノ門ビル 〒105-0003
Tel. 03-6822-8409 Fax. 03-6852-7660 info@sandi.co.jp
IBM Watson は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。
記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載された内容は 20 22 年 4 月時点での情報に基づきます。内容は予告なく変更することがあります。

POINT1

POINT2

どこから参加しても

26 言語に対応！

会議内容を残せる！

リアルタイム翻訳

POINT3

専門用語や特有の表現も
しっかり音声認識

作業効率 UP! いつでもどこでも簡単に会議の内容を残して共有できます。
会議室

テレワーク

1

機能

ミーティングルームを作成する

PC

ログインせずにミーティングタイトルを入力し、「作成」ボタンをクリックするだけで簡単にミーティングルームを作成できます。作成したミーティングルームの URL

をコピーし、関係者にメールなどで共有すれば、いつでも会議を始められます。タイトル入力後に続けて、参加メンバーの限定や、開催日時の指定、音声認識モデルの
指定なども設定できます。もちろん、作成後に詳細画面から設定変更も可能です。

http://xxxxx/xxxxxx

●●案件定例会議
作成

案件 A の進捗状況を
教えてください

http://xxxxx/xxxxxx

コピー

遅れが発生しそうですか？

ミーティングルームを作成

ミーティング URL をコピー

関係者とミーティング URL を共有

スケジュールは問題ないで
すが、技術的な課題が ...

cafe

2

会議に参加する・音声をテキスト化する

PC

iPhone

会議内容はリアルタイムにテキスト化され、誰の発言か分かりやすいチャット形式で表示されます。テキスト化された内容は「会議単位」もしくは「吹き出し単位」
でコピーできるため、メールやメモ帳アプリを使って、会議で挙がった課題の整理や報告事項などの備忘録作成に活用できます。
外出先

海外 / 他言語の参加者

ABCDEFGGGプロジェクト 音声基…
2019-01-15 16:28

みなさん集まりましたでしょうか
では始めたいと思います
sato@sandi.co.jp

AI Conference の便利な

3 つの特長

よろしくお願いします
uchida@sandi.co.jp

お願いします

誤変換された場合も、
発言内容を編集可能

※ iPhone アプリでは編集不可

では最初にプロジェクトの状況と課題の
共有をお願いします
sato@sandi.co.jp

はい
sato@sandi.co.jp

事前に配布した資料をご覧ください

ext

sato@sandi.co.jp

スケジュールとしましては開発は予定
通り進んでいます
sato@sandi.co.jp

ただ技術的な課題が何点かあがってお
り対応を検討している状況です

新しいメッセージ

どこから参加しても会議内容を残せる！

26 言語に対応！リアルタイム翻訳

専門用語や特有の表現もしっかり音声認識

社内、外出先、テレワーク ... どこから参加する会

日本語の他にも、英語 [ 米 / 英 ]、中国語、スペイ

環境雑音や話し方の癖、アクセントなどに合わせ

をリアルタイムに AI が音声認識してテキスト化し

翻訳機能を ON にするだけで、他言語へリアルタ

異義語などの辞書・文章学習をお客様自身で実施

議でも、AI Conference を利用すれば、会議内容

ます。PC から iPhone から、その時の状況に応じ
て利用するデバイスをお選びいただけます。

ン語、フランス語など 26 カ国語に対応しています。
イムに翻訳。耳では聞き取れなかった内容や難し
い表現もスムーズに理解できるようになります。
他言語を話すメンバーで開催される会議でも積極
的なディスカッションを可能にします。

た音響の学習、特有の言い回しや専門用語、同音
できます。さらに、コンタクトセンターにおける

自然言語応対での AI 活用で培った多くの経験とノ

ウハウを基に専門組織「CORPUS factory」が学習

3

翻訳する

PC

iPhone

翻訳の ON/OFF と言語を指定するだけで、自動的に翻訳されます。PC 版では、原文と翻訳文を合わせて表示します。自身が話した内容がどう翻訳されているのか確認
することもできます。（iPhone アプリは、翻訳が ON の場合、翻訳文のみの表示となります）

ABCDEFGGGプロジェクト 音声基…

データの精度向上もサポートいたします。

2019-01-15 16:28

Did you all come together ?
So, I’ d like to start with you
sato@sandi.co.jp

USECASE：1

こんなシーンでご活用いただけます！

会議室や Web 会議などでの議事録を効率的
に作成したい

▶ リアルタイムにテキスト化された会議内容の

CSV 書き出しで、議事録作成が効率化できます。

USECASE：4

海外拠点との会議 ... “言葉 ” の問題をクリ
アして、もっと積極的に会議に参加したい

▶ リアルタイムに翻訳されかつ、原文と翻訳文を
並べて参照できるので、会議のスピードについ
ていけない場合も安心です。

Pleased to meet you,please.

USECASE：2

インタビューや取材後の原稿作成のための書
き起こしを効率化したい

スト化し、画面で共有すれば、参加者の理解度

書き出せば、原稿のベースを簡単に準備でき

向上にも効果的です。
USECASE：5

原文と翻訳文の
両方を表示！

USECASE：6

テキスト化された会議内容を安全な社内環境で

との対話をテキスト化することで、コールメモ

▶ コールセンターなどでは、オペレータとお客様

作成の簡略化と顧客の声分析で利活用できます。

project’s status and tasks.
sato@sandi.co.jp

Yes, sir.
sato@sandi.co.jp

Refer to the documantation that was
distributed in advance

ext

sato@sandi.co.jp

As a schedule, development is going on
as scheduled.
sato@sandi.co.jp

But, there are some technical challenges,

and we’ re looking at how we can deal with it.

新しいメッセージ

ます。

オペレーターのアフターコールワークを効率
化したい

保管できます。

So, fast of all, I’d like to ask you so share the

▶ 一から書き起こさなくても、会議内容の CSV

経営会議など、重要かつ機密性の高い会議の
内容は安全に保管したい
▶ オンプレミス環境を利用すれば、音声データや

I’ d like to ask you.

USECASE：3

大人数が参加する研修や講習会などで、参加
者に効率的に内容を共有したい
▶ プレゼンターの発話内容をリアルタイムにテキ

uchida@sandi.co.jp

ミーティング参加

ミーティング管理

言語モデル / 音響モデルカスタマイズ
ユーザー管理

機能一覧

音声認識

PC / iPhone

参加権限のある会議に参加し、リアルタイムに音声をテキスト化 / 議事の参照が可能

再生

PC / iPhone

吹き出し単位で音声を再生可能

翻訳
編集

PC / iPhone
PC

PC
PC
PC

リアルタイムに議事を翻訳可能

ミーティング画面上で、テキストを編集可能

議事録を作成するための会議を作成可能（ログイン不要）

Watson Speech to Text の言語モデルおよび音響モデルの学習が可能
ユーザーの追加 / 削除が可能

