2019 年 3 月版

iPhone でいつでもどこでも会議を可視化！

AI Conference

- 会議内容の自動テキスト化 / 翻訳サービス -

2019 年 6 月末までの特別価格！

1 カ月スターターパック：50 万円

35 万円

iPhone さえあれば、いつでもどこでも会議への参加 / 議事録作成が簡単・便利に。

AI Conference は、IBM Watson を活用した会議支援ツール「IBM AI Minutes for Enterprise」を PC だけではなく、iPhone
からも使えるクラウドサービスです。

外出先からも会議に簡単に参加！

リアルタイム音声認識で会議内容を簡単共有

どこからでも参加可能に。居場所にとらわれないコミュニケーションで

リアルタイムに音声がテキスト化できま

PC とマイクを用いた会議室での利用だけではなく、iPhone さえあれば、
効率的かつ柔軟な働き方が実現できます。

会議室

iPhone に標準搭載されるマイクを使って

す。チャット形式で誰の発言かも分かりや
すく表示します。会議に途中参加した場合

外出先

なども、これまでの会話をスクロールで

お疲れ様です。
お疲れ様です。
会議を始めましょ
う。

戻って確認できるため、スムーズな会議へ

の参加が可能です。また、発話が制限され

る公共の場所などでも、テキスト入力で会
話に参加できます。

リアルタイム翻訳で多言語会議も OK ！

テキスト化した情報の2次利用で業務を効率化

8 カ国語（日本語・英語 [ 米 / 英 ]・中国語・スペイン語・アラビア語・

テキスト化された内容を『吹き出し』単位もしくは『会議』単位でコピーで

語の会議においてもスムーズかつボーダレスなコミュニケーションが可

事項 /ToDo などの備忘録作成、日報や報告書の下書きなどに活用できます。

ポルトガル語・フランス語・韓国語）のリアルタイム翻訳に対応。多言
能になります。

きます。メールやメモ帳アプリを使って、会議で挙がった議題の整理や報告

お疲れ様です。
お疲れ様です。
会議を始めましょ
う。

COPY
&
PASTE

会議に挙がった議題の整理
備忘録の作成
報告書の下書き

サービス構成 & 主要機能

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！

辞書 / 文書 / 音響モデル

IBM Cloud

STEP.1
- 準備 -

IBM Watson API

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

Speech to Text

IBM AI Minutes
for Enterprise

×10

音声をテキストに変換

固有名詞

Language Translator

テキストを別の言語に翻訳

STEP.2
- 運用 -

音声認識

議事録管理

STEP.3
- 学習 -

Internet

会議室 A

議事録

AI Conference を利用して議事録を作成！誤認識された発言は、正しい内容
に修正しながら議事録データとして蓄積

IBM Cloud 上に蓄積された議事録を AI Minutes の管理画面から定期的に学習
データとして登録し、認識精度を向上

Oﬃce

会議内容は発話者ごとのチャット形式で表示

遅れて会議に参加した場合も、スクロールで全体の
内容を把握できます。

吹き出しの長押しで音声を再生 & コピー

実際の音声を再生して内容を確認できます。また、
コピー機能を使って報告書の下書きや備忘録の作成
などにも活用できます。

音声入力 & テキスト入力に対応

音声入力の他に、キーボードからのテキスト入力も

【PC ミーティング画面】

可能です。テキスト入力したコメントには「Text」

PC と専用マイクセットを使って会議に参加

アイコンが表示されます。

議事録と音声データは IBM Cloud 上で一元管理
誤変換された場合も手動で発言内容を編集可能

【iPhone アプリ ミーティング画面】

ご提供メニュー

※ すべて税別価格となります。

最低限利用できる内容を知りたい！

1 カ月スターターパック

50 万円
通常

35 万円

6 月末までの特別価格！

100 時間を上限に、機能や運用イメージを体験
いただけます。

●1カ月 / 同時接続数：5

本番導入に向けてじっくり検証したい！

2 カ月トライアルサービス

150 万円

実際の議事録を基に音声認識の精度向上および

オープン試験を実施。本番で展開できるかの判断
材料としてもご活用いただけます。
● 2カ月 / 同時接続数：5

●ユーザートレーニング 1)

● ユーザートレーニング 1)

※ 上限 100 時間までの IBM Watson 利用料が含まれます。
ただし、上限を超える場合は別途費用が発生します。
※ お客様にて辞書および文書学習を実施いただきます。

● 音声認識 精度向上支援

※ 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。
※ 精度向上支援および評価レポートの作成が含まれます。

本番導入！

初期費用
年額費用

50 万円
400 万円～

（最低利用期間：1 年間 / 自動更新）
● 同時接続数：5～

● 問い合わせ サポート（平日 9:00-17:00）

※ 同時接続数により年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。
※ 年間契約となります。

1) 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) 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。

https://sandi.jp/sandiai
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