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 表A-1. 組込み用ミドルウェア･SDK

メーカ 株式会社アクエスト 株式会社アクエスト 株式会社アクエスト

商品名／品番名 AquesTalk-KM AquesTalk10 (音声合成部) AquesTalk pico (音声合成部)

入力仕様 入力形態
漢字仮名交じり文 かな表記音声記号列 ローマ字表記音声記号列

合成可能言語 日本語 日本語 日本語

文字コード UTF-8/UTF-16 UTF-8/UTF-16 ASCII

JEITA TT-6004対応 オプション オプション オプション

JEITA IT-4006対応

SSML対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模 ラージ：約38万語　標準：約17万語　コンパクト：約10万語 - -

ﾕｰｻﾞ辞書機能 無（カスタマイズ可） - -

言語処理の特徴
（自由記述）

音声合成部 合成単位 CV/VC CV/VC CV/VC

音声データサイズ
（収録時間など） - - -

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式
波形編集方式 パラメータ合成 波形編集方式

合成音声の種類 声･男女 女声4種/男声1種/ロボ声2種から選択
女声/男声/ロボット声

(ユーザ側でパラメータによる声質調整可能)
女声4種/男声1種/ロボ声2種から選択

声の高さ - 可変 -

発声速度 可変 可変 可変

その他

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど） OSの有無を問わず OSの有無を問わず OSの有無を問わず

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU:Cortex-M0相当以上
ROM：70KB  RAM:21KB

辞書データ(2MB～7MB)は外付けFlashメモリなどに配置

CPU:Cortex-M0相当 20MIPS以上
ROM:140KB～320KB（コード+音素片データ１つ～３つ）

RAM:11KB

CPU:8bit 4MHz以上
ROM:23KB（コード+データ）

RAM:0.5KB

出力音声の形式 8KHz/10KHz
16bit モノラル

16KHz
16bit モノラル

8KHz/10KHz
16bit モノラル

発表･発売時期 2018/8/24 2017/10/10 2011/10/17

価格 ロイヤリティは個別相談 ロイヤリティは個別相談 ロイヤリティは個別相談

連絡先
(株)アクエスト

infoaq@a-quest.com
(株)アクエスト

infoaq@a-quest.com
(株)アクエスト

infoaq@a-quest.com

備考
言語処理部はAqKanji2Koe-M、音声合成部はAquesTalk
picoの組み合わせ。
音声合成部にAquiesTalk10を組み合わせることも可能。

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-1. 組込み用ミドルウェア･SDK

メーカ

商品名／品番名

入力仕様 入力形態

合成可能言語

文字コード

JEITA TT-6004対応

JEITA IT-4006対応

SSML対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模

ﾕｰｻﾞ辞書機能

言語処理の特徴
（自由記述）

音声合成部 合成単位

音声データサイズ
（収録時間など）

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式

合成音声の種類 声･男女

声の高さ

発声速度

その他

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

●RAM（日本語解析有り）
40MB以上（1話者の場合）
話者1名の追加につき約5MB追加

●ROM（日本語解析有り）
50～70MB（１話者の場合）
話者１名の追加につき約40MB追加

●RAM（日本語解析無し）
26MB以上（1話者の場合）
話者1名の追加につき約5MB追加

●ROM（日本語解析無し）
50～70MB（１話者の場合
話者１名の追加につき約40MB追加

出力音声の形式

発表･発売時期

価格

連絡先

備考
様々なOS、CPFで組込み可能な高品質音声合成エンジンです。
上記仕様以外の環境で利用する場合は、ポーティング作業（別途費用）が発生します。
●参考URL：https://www.ai-j.jp/products/micro/

◯

開発環境：50万円～（税別）
※別途サポート費用が発生
※再配布のロイヤリティは個別相談

コーパスベース波形編集
独自ピッチモデル

エーアイ独自形式

-

標準版：約35万語

TEL：03-6801-8461
Mail：info@ai-j.jp
HP：https://www.ai-j.jp

https://www.ai-j.jp/category/news/

・自然な数字を読み上げ
・定期的な辞書のメンテナンスにより読み分け精度、単語区切り精度が継続的に向上
・新聞記事において精度が高い

可変長音素列

●CPU
・Android：ARM,Intel
・iOS：Apple A5以上
・ARM Cortex-A53 (Raspberry Pi 3 Model B)

標準：女性7名、男性4名、女の子2名、男の子2名
※AITalk CutstomVoiceで作成したオリジナルの話者を利用可能

可変（標準の0.5～2.0倍）

抑揚：可変（標準の0.5～2.0倍）
ポーズ長の設定
イントネーション調整

株式会社エーアイ

micro AITalk

漢字仮名混じり文
韻律記号付き文字列

日本語

日本語 Shift_JIS(CP932)

◯

☓

☓

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL

可変（標準の0.5～4.0倍）

16KHz 16bit Linear PCM モノラル

・Android 4 以上
・iOS9以上
・Linux version 4.1.19-v7+ (Raspbian)
※上記以外のプラットフォームの対応についてはお問い合わせください。

2013年6月13日

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）
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 表A-1. 組込み用ミドルウェア･SDK

メーカ 東芝デジタルソリューションズ株式会社 東芝デジタルソリューションズ株式会社 東芝デジタルソリューションズ株式会社

商品名／品番名 音声合成MW ToSpeakG3
TSPG3-TTS

日本語音声合成MW ToSpeakG4
TSPG4-TTS JP

音声合成MW ToSpeakGxNEO
TSPGX-TTS

入力仕様 入力形態 プレーンテキスト/表音文字列
*韓国語は表音文字列のみ

プレーンテキスト/表音文字列 プレーンテキスト/表音文字列

合成可能言語 日本語/アメリカ英語（米語）/
中国語（北京語）/*韓国語

日本語
日本語/アメリカ英語（米語）/
中国語（北京語）

文字コード シフトJIS/ASCII/GB18030/UTF16-LEなど シフトJIS/ASCII/UTF16-LE シフトJIS/ASCII/GB18030/UTF16-LEなど

JEITA TT-6004対応 （お問い合わせください） （お問い合わせください） （お問い合わせください）

JEITA IT-4006対応 - - -

SSML対応 可能（非対応の言語あり） 可能 可能（非対応の言語あり）

その他（自由記述）
- - -

言語処理部 基本辞書の規模 - - -

ﾕｰｻﾞ辞書機能 可能 可能 可能

言語処理の特徴
（自由記述） - - -

音声合成部 合成単位 - - -

音声データサイズ
（収録時間など） - - -

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式
- - -

合成音声の種類 声･男女
男・女 男・女 女

声の高さ
可変 可変 可変

発声速度
可変 可変 可変

その他
オプションボイスも用意あり 感情や声質パラメータあり オプションボイスも用意あり

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

Linux, iOS, Androidなど
個別相談

iOS, Android iOS, Androidなど

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

ARM系ほか
個別相談

ARM系 ARM系

出力音声の形式
モノラル、22.050kHz、16bit モノラル、22.050kHz、16bit モノラル、44.100kHz、16bit

発表･発売時期
発売中 発売中 発売中

価格 （個別相談） （個別相談） （個別相談）

連絡先 東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-sol.co.jp/pro/recaius/contact.html

東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-sol.co.jp/pro/recaius/contact.html

東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-sol.co.jp/pro/recaius/contact.html

備考
ご指定CPU/OSへの移植はご相談ください。

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-1. 組込み用ミドルウェア･SDK

メーカ

商品名／品番名 Ruby Talk 6.0 Micro Ruby Talk

入力仕様 入力形態 漢字仮名交じり文/発話表記コード
（JEITA TT-6004準拠テキスト、日立韻律テキスト）

発話表記コード
（JEITA TT-6004準拠テキスト、日立韻律テキスト）

合成可能言語 日本語 日本語

文字コード シフトJIS -

JEITA TT-6004対応 対応 対応

JEITA IT-4006対応 非対応 非対応

SSML対応 非対応 非対応

その他（自由記述）
- -

言語処理部 基本辞書の規模 非公開 -

ﾕｰｻﾞ辞書機能 有 無

言語処理の特徴
（自由記述） 非公開 -

音声合成部 合成単位 CV/V CV/V

音声データサイズ
（収録時間など） 非公開 -

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 波形編集方式（波形重畳） 波形編集方式（波形重畳）

合成音声の種類 声･男女 11話者(女性7、男性4） 1話者（女性）

声の高さ 可変(10段階） 可変(10段階）

発声速度 可変(10段階） 可変(10段階）

その他 ピッチ(10段階）、
アクセント(10段階）、

ピッチ(10段階）、
アクセント(10段階）、

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU:SH、ARM等の32ビット、64ビットCPU以上推奨
メモリ（ＲＡＭ）:8ＭＢ以上
メモリ（ＲＯＭ）:3ＭＢ以上

CPU:SH、ARM等の32ビット、64ビットCPU以上推奨
メモリ（ＲＡＭ）:85KB以上
メモリ（ＲＯＭ）:420KB以上

出力音声の形式
22kHz，16bit，モノラル 16KHz、16bitモノラル

発表･発売時期 2018年10月1日 2008年10月1日

音声品質向上、話者追加・改善、基本辞書更新等 -

価格

連絡先

備考

日立ソリューションズ・テクノロジー

弊社営業にお問い合わせください。

https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-solutions-tech/products/jp/form.jsp

日立ソリューションズ・テクノロジーは、音声合成ミドルウェアのトータル・ソリューションとして、組込み機器で
音声合成を使用するために必要なソフトウェア/ハードウェアを提供します。また、機器への組込み、独自素
片データの作成、コンサルテーションなどの技術サービスも提供致します。

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ 株式会社アクエスト 株式会社アクエスト

商品名／品番名 AqKanji2Koe-A　（言語処理部） AquesTalk10 (音声合成部)

入力仕様 入力形態 漢字仮名交じり文 かな表記音声記号列

合成可能言語 日本語 日本語

文字コード UTF-8/UTF-16/UTF-32/Shift-JIS UTF-8/UTF-16

JEITA TT-6004対応 オプション

JEITA IT-4006対応

SSML対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模 約38万語 -

ﾕｰｻﾞ辞書機能 有 -

言語処理の特徴
（自由記述）

音声合成部 合成単位 - CV/VC

音声データサイズ
（収録時間など） - -

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 - パラメータ合成

合成音声の種類 声･男女 -
女声/男声/ロボット声

(ユーザ側でパラメータによる声質調整可能)
声の高さ - 可変

発声速度 - 可変

その他 -

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど） Windows, Linux, Mac, iOS, Androidなど Windows, Linux, Mac, iOS, Androidなど

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU: Intel, ARMなどの各種32bit/64bitCPU
コードサイズ：約200KB
辞書データ：約10MB

CPU: Intel, ARMなどの各種32bit/64bitCPU
コードサイズ：:140KB～320KB（コード+音素片データ１つ～３つ）

出力音声の形式
-

16KHz
16bit モノラル

発表･発売時期 2017/10/10

価格 ロイヤリティは個別相談 ロイヤリティは個別相談

連絡先
(株)アクエスト

infoaq@a-quest.com
(株)アクエスト

infoaq@a-quest.com

備考

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ

商品名／品番名

入力仕様 入力形態

合成可能言語

文字コード

JEITA TT-6004対応

JEITA IT-4006対応

SSML対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模

ﾕｰｻﾞ辞書機能

言語処理の特徴
（自由記述）

音声合成部 合成単位

音声データサイズ
（収録時間など）

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式

合成音声の種類 声･男女

声の高さ

発声速度

その他

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

【Windows】
Windows 10 日本語版(64 bit)
Windows 8.1 日本語版(64 bit)
Windows Server 2019 日本語版
Windows Server 2016 日本語版
Windows Server 2012 R2 日本語版
Windows Server 2012 日本語版

【Linux】
Red Hat Enterprise Linux: 7.7(x64), 8.1(x64)
Cent OS: 7.7(x64), 8.1(x64)
Ubuntu (Server / Desktop): 16.04 LTS (x64), 18.04 LTS
(x64), 20.04 LTS

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

出力音声の形式

発表･発売時期

価格

連絡先

備考 AITalk SDKは、人間らしく自然な音声で自由に音声合成をする事ができ、ライブラリ（dllまたはso）でご提供する組込
み用途向け音声合成エンジンです。
●参考URL：https://www.ai-j.jp/products/sdk/

16 bit リニア PCM 形式
8 bit リニア PCM 形式
8 bit μ-Law PCM 形式
※音声はモノラルになります
※音声合成時のサンプリング周波数は、音声辞書によって異なります。 音声辞書は 48 kHz, 44 kHz, 22 kHz, 16
kHz, 8 kHz のいずれかです。付属するリサンプリング処理機能を用いて、任意のサンプリング周波数の音声データ
を得られます。

2020/5/7

・DNNパラメトリック音声合成方式が可能なAITalk5エンジンに対応
・男性話者1名を新規追加

https://www.ai-j.jp/category/news/

開発環境：500,000円～（税別）/1システムor1サービス
※別途サポート費用が発生
※再配布のロイヤリティは個別相談

TEL：03-6801-8461
Mail：info@ai-j.jp
HP：https://www.ai-j.jp

◯

・自然な数字を読み上げ
・定期的な辞書のメンテナンスにより読み分け精度、単語区切り精度が継続的に向上
・新聞記事において精度が高い

可変長音素列

-

コーパスベース波形編集独自ピッチモデル
DNNパラメトリック音声合成方式

◯

☓

☓

エーアイ独自形式

約51.6万語

株式会社エーアイ

AITalk SDK

漢字仮名混じり文韻律記号付き文字列（AI 独自規格orJEITA TT-6004 規格）

日本語

日本語 Shift_JIS(CP932)
日本語 UTF-8

標準話者女性7名、男性5名、女の子2名、男の子2名
関西弁話者女性1名、男性1名
※AITalk CutstomVoiceで作成したオリジナルの話者を利用可能

可変（標準の0.5～2.0倍）

可変（標準の0.5～4.0倍）

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL

抑揚：可変（標準の0.5～2.0倍）
音量：可変（無音0.0～2.0）
ポーズ長の設定
イントネーション調整
単語辞書機能
マルチスレッド対応

●CPU：Intel Pentium 4 又はAMD Athlon 64以上のプロセッサ（マルチコア推奨）
●メモリ：約600MB使用（１話者使用時）
●HDD/SSD：約600MBの空き容量が必要※
※使用する話者、および、話者数により異なる。

17

https://www.ai-j.jp/category/news/
https://www.ai-j.jp/category/news/


㻌⾲㻭㻙䠎䠊ỗ⏝㻻㻿⏝䝭䝗䝹䜴䜵䜰䡡㻿㻰㻷

䝯䞊䜹 䜽䝸䜶䞊䝖䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨᰴᘧ♫ 䜽䝸䜶䞊䝖䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨᰴᘧ♫ 䜽䝸䜶䞊䝖䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨᰴᘧ♫ 䜽䝸䜶䞊䝖䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨᰴᘧ♫ 䜽䝸䜶䞊䝖䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨᰴᘧ♫ 䜽䝸䜶䞊䝖䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨᰴᘧ♫

ၟရྡ䠋ရ␒ྡ 䝗䜻䝳䝯䞁䝖䝖䞊䜹
᪥ᮏㄒ㡢ኌྜᡂ䜶䞁䝆䞁㻌㼒㼛㼞㻌㼕㻼㼔㼛㼚㼑

䝗䜻䝳䝯䞁䝖䝖䞊䜹
᪥ᮏㄒ㡢ኌྜᡂ䜶䞁䝆䞁㻌㼒㼛㼞㻌㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐

䝗䜻䝳䝯䞁䝖䝖䞊䜹䚷䛯䛛䛧 䝗䜻䝳䝯䞁䝖䝖䞊䜹䚷䛡䛔䛣
䝗䜻䝳䝯䞁䝖䝖䞊䜹

᪥ᮏㄒ㡢ኌྜᡂ䜶䞁䝆䞁㻌㼒㼛㼞㻌㼃㼕㼚㼐㼛㼣㼟
䝗䜻䝳䝯䞁䝖䝖䞊䜹

㻌㻿㼜㼑㼑㼏㼔㻌㻿㼥㼚㼠㼔㼑㼟㼕㼦㼑㼞㻌㻹㼍㼏∧

ධຊᵝ ධຊᙧែ
₎Ꮠ௬ྡΰ䛨䜚ᩥ㻛༢ㄒ㻛ⱥ༢ㄒ ₎Ꮠ௬ྡΰ䛨䜚ᩥ㻛༢ㄒ㻛ⱥ༢ㄒ ₎Ꮠ௬ྡΰ䛨䜚ᩥ㻛༢ㄒ㻛ⱥ༢ㄒ ₎Ꮠ௬ྡΰ䛨䜚ᩥ㻛༢ㄒ㻛ⱥ༢ㄒ

₎Ꮠ௬ྡΰ䛨䜚ᩥ
ᣑᙇ㻹㻹㻸ゝㄒ䛻䜘䜛ḷၐ䡿䢚䡬䡼

₎Ꮠ௬ྡΰ䛨䜚ᩥ㻛༢ㄒ㻛ⱥ༢ㄒ

ྜᡂྍ⬟ゝㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ

ᩥᏐ䝁䞊䝗 㼁㻺㻵㻯㻻㻰㻱 㼁㻺㻵㻯㻻㻰㻱 㼁㻺㻵㻯㻻㻰㻱 㼁㻺㻵㻯㻻㻰㻱 䝅䝣䝖㻶㻵㻿 㼁㻺㻵㻯㻻㻰㻱

㻶㻱㻵㼀㻭㻌㼀㼀㻙㻢㻜㻜㻠ᑐᛂ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ

㻶㻱㻵㼀㻭㻌㻵㼀㻙㻠㻜㻜㻢ᑐᛂ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ

㻿㻿㻹㻸ᑐᛂ ‽ᣐ ‽ᣐ ‽ᣐ

䛭䛾䠄⮬⏤グ㏙䠅

ゝㄒฎ⌮㒊 ᇶᮏ㎡᭩䛾つᶍ ᇶᮏ䠖㻝㻢ㄒ
ⱥ༢ㄒ䠖㻞㻣㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌グྕ䠖㻟㻤㻜✀

ఫᡤ䠖㻣㻟㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌₎Ꮠヲ⣽ㄞ䜏䠖㻢㻢㻜㻜✀
㻌⤮ᩥᏐ䠖㻝㻢㻜㻜ㄒ

ᇶᮏ䠖㻝㻢ㄒ
ⱥ༢ㄒ䠖㻞㻣㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌グྕ䠖㻟㻤㻜✀

ఫᡤ䠖㻣㻟㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌₎Ꮠヲ⣽ㄞ䜏䠖㻢㻢㻜㻜✀
㻌⤮ᩥᏐ䠖㻝㻢㻜㻜ㄒ

ᇶᮏ䠖㻝㻢ㄒ
ⱥ༢ㄒ䠖㻞㻣㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌グྕ䠖㻟㻤㻜✀

ఫᡤ䠖㻣㻟㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌₎Ꮠヲ⣽ㄞ䜏䠖㻢㻢㻜㻜✀
㻌⤮ᩥᏐ䠖㻝㻢㻜㻜ㄒ

ᇶᮏ䠖㻝㻢ㄒ
ⱥ༢ㄒ䠖㻞㻣㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌グྕ䠖㻟㻤㻜✀

ఫᡤ䠖㻣㻟㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌₎Ꮠヲ⣽ㄞ䜏䠖㻢㻢㻜㻜✀
㻌⤮ᩥᏐ䠖㻝㻢㻜㻜ㄒ

ᇶᮏ䠖㻝㻢ㄒ
ⱥ༢ㄒ䠖㻞㻣㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌グྕ䠖㻟㻤㻜✀

ఫᡤ䠖㻣㻟㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌₎Ꮠヲ⣽ㄞ䜏䠖㻢㻢㻜㻜✀

ᇶᮏ䠖㻝㻢ㄒ
ⱥ༢ㄒ䠖㻞㻣㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌グྕ䠖㻟㻤㻜✀

ఫᡤ䠖㻣㻟㻜㻜㻜ㄒ㻌㻌₎Ꮠヲ⣽ㄞ䜏䠖㻢㻢㻜㻜✀
㻌⤮ᩥᏐ䠖㻝㻢㻜㻜ㄒ

䢑䡬䡷䢚㎡᭩ᶵ⬟ ᭷ ᭷ ᭷ ᭷ ᭷ ᭷

ゝㄒฎ⌮䛾≉ᚩ
䠄⮬⏤グ㏙䠅

㡢ኌྜᡂ㒊 ྜᡂ༢ 㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ 㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ ྍኚ㛗㡢⣲ิ ྍኚ㛗㡢⣲ิ ྍኚ㛗㡢⣲ิ䠋㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ ྍኚ㛗㡢⣲ิ䠋㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ

㡢ኌ䝕䞊䝍䝃䜲䝈
䠄㘓㛫䛺䛹䠅

⏨ዪྛ⣙㻝㻡㻜㻜㻜✀ ⏨ዪྛ⣙㻝㻡㻜㻜㻜✀ ⏨ዪྛ⣙㻝㻡㻜㻜㻜✀ ⏨ዪྛ⣙㻝㻡㻜㻜㻜✀ ⣙㻟㻜㻜ᩥ䠋⏨ዪྛ⣙㻝㻡㻜㻜㻜✀ ⣙㻟㻜㻜ᩥ䠋⏨ዪྛ⣙㻝㻡㻜㻜㻜✀

䢆䢛䢓䢎䡬䡼䠋㻌᪉ᘧ 㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ⦅㞟
⊂⮬䢇䢛䡫䡽䢏䡿䢚䢕

㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ⦅㞟
⊂⮬䢇䢛䡫䡽䢏䡿䢚䢕

䝁䞊䝟䝇䝧䞊䝇Ἴᙧ⦅㞟
㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ⦅㞟䚸⊂⮬䢇䢛䡫䡽䢏䡿䢚䢕

䝁䞊䝟䝇䝧䞊䝇Ἴᙧ⦅㞟
㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ⦅㞟䚸⊂⮬䢇䢛䡫䡽䢏䡿䢚䢕

䝁䞊䝟䝇䝧䞊䝇Ἴᙧ⦅㞟
㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ⦅㞟䚸⊂⮬䢇䢛䡫䡽䢏䡿䢚䢕

䝁䞊䝟䝇䝧䞊䝇Ἴᙧ⦅㞟
㻝䢇䢛䡫䡽Ἴᙧ⦅㞟䚸⊂⮬䢇䢛䡫䡽䢏䡿䢚䢕

ྜᡂ㡢ኌ䛾✀㢮 ኌ䡡⏨ዪ ⏨ኌ㻛ዪኌ ⏨ኌ㻛ዪኌ ⏨ኌ ዪኌ ⏨ኌ㻛ዪኌ㻛ᑡᖺ㻛ᑡዪ㻛䢗䢊䢚䡫䢀㡢ኌ ⏨ኌ㻛ዪኌ

ኌ䛾㧗䛥 ྍኚ䠄㻡ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻡ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻡ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻡ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻡ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻡ẁ㝵䠅

Ⓨኌ㏿ᗘ ྍኚ䠄㻝㻜ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻝㻜ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻝㻜ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻝㻜ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻝㻜ẁ㝵䠅 ྍኚ䠄㻝㻜ẁ㝵䠅

䛭䛾
㡢㔞㻔㻝㻜ẁ㝵䠅㻘䢀䡬䢙㻘ḷኌྜᡂ

ヲ⣽ㄞ䜏ᶵ⬟
㡢㔞㻔㻝㻜ẁ㝵䠅㻘䢀䡬䢙㻘ḷኌྜᡂ

ヲ⣽ㄞ䜏ᶵ⬟
㡢㔞㻔㻝㻜ẁ㝵䠅㻘䢀䡬䢙㻘ḷኌྜᡂ

ヲ⣽ㄞ䜏ᶵ⬟
㡢㔞㻔㻝㻜ẁ㝵䠅㻘䢀䡬䢙㻘ḷኌྜᡂ

ヲ⣽ㄞ䜏ᶵ⬟
㡢㔞ྍኚ㻘ḷኌྜᡂ

㡢㔞㻔㻝㻜ẁ㝵䠅㻘䢀䡬䢙㻘ḷኌྜᡂ
ヲ⣽ㄞ䜏ᶵ⬟

⨨ᵝ㻔䡻䢈䢀䠅 䡻䢈䢀䡯䡰䡭⎔ቃ
䠄ᑐᛂ㻻㻿䛺䛹䠅 㻹㼍㼏㻘㻌㼄㼏㼛㼐㼑 㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼛 㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼛 㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼛

㻻㻿䠖㼃㼕㼚㼐㼛㼣㼟㼄㻼㻛㼂㼕㼟㼠㼍㻛㼃㼕㼚㻣㻛㼃㼕㼚㻤
㻭㻼㻵䠖㻹㼕㼏㼞㼛㼟㼛㼒㼠㻌㻌㻿㻭㻼㻵㻠㻘㻌㻿㻭㻼㻵㻡

㼄㼏㼛㼐㼑

䢆䡬䢀䢚䡯䡰䡭⎔ቃ
䠄䝯䝰䝸せ௳䛺䛹䠅

㼕㻼㼔㼛㼚㼑➃ᮎ
㎡᭩䠖䠏䠐㻹㻮

㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐➃ᮎ
㎡᭩䠖䠔㻹㻮

㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐➃ᮎ
㎡᭩䠖䠏䠐㻹㻮

㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐➃ᮎ
㎡᭩䠖䠏䠒㻹㻮

䡮䢙䡹䢀䡬䢕䛻⣙㻤㻜㻹㻮௨ୖ䛾✵䛝ᐜ㔞䛾䢆䡬
䢀䢚䡿䢚䡤䡹䡴䚹

᭱ᑠᦚ㍕䢎䢏䢔䠖㻡㻝㻞㻹㻮௨ୖ
䡷䡯䢙䢀䢚䡲䡬䢀䢚䠖㻼㻯㻹㘓㡢⏕㻘

㻝㻢䢇䢚䡫䢀㻔㻤䢇䢚䡫䢀㻕㻘㻌㻝㻢㼗㻴㼦㻘㻹㼛㼚㼛㻘㻔㻿㼠㼑㼞㼑㼛㻕

㻹㼍㼏㻌㻻㻿㼄㻌㻝㻜㻚㻥௨ୖ䠄㻹㻝ᑐᛂ῭䜏䠅

ฟຊ㡢ኌ䛾ᙧᘧ
㻝㻢㼗㻴㼦㻘㻝㻢䢇䢚䡫䢀㻘䢏䢅䢓䢕 㻝㻢㼗㻴㼦㻘㻝㻢䢇䢚䡫䢀㻘䢏䢅䢓䢕 㻝㻢㼗㻴㼦㻘㻝㻢䢇䢚䡫䢀㻘䢏䢅䢓䢕 㻝㻢㼗㻴㼦㻘㻝㻢䢇䢚䡫䢀㻘䢏䢅䢓䢕 㻤㻙㻠㻠㼗㻴㼦㻘㻝㻢㼎㼕㼠㻘䢏䢅䢓䢕㻘䡹䡿䢖䡱 㻝㻢㼗㻴㼦㻘㻝㻢䢇䢚䡫䢀㻘䢏䢅䢓䢕

Ⓨ⾲䡡Ⓨᮇ 㻞㻜㻜㻥ᖺ㻢᭶ 㻞㻜㻝㻜ᖺ㻥᭶ 㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻝᭶ 㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻝᭶ 㻞㻜㻜㻡ᖺ㻥᭶ 㻞㻜㻞㻜ᖺ㻠᭶

᪂つ

౯᱁
㻿㻰㻷㻦↓ൾ

䝻䜲䝲䝸䝔䜱䠖㻝㻜㻜㻛䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㻿㻰㻷㻦↓ൾ㻘㻌㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻼㼘㼍㼥㻌㻥㻥㻜

䝻䜲䝲䝸䝔䜱䠖㻝㻜㻜㻛䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㻿㻰㻷㻦↓ൾ㻘㻌㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻼㼘㼍㼥㻌㻥㻥㻜

䝻䜲䝲䝸䝔䜱䠖㻝㻜㻜㻛䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㻿㻰㻷㻦↓ൾ䚸㻘㻌㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻼㼘㼍㼥㻌㻥㻥㻜

䝻䜲䝲䝸䝔䜱䠖㻝㻜㻜㻛䝥䝻䝆䜵䜽䝖

䝟䝑䜿䞊䝆౯᱁䚷㻡䠈㻤㻜㻜䠄⛯ู䠅
䝧䜽䝍䞊䝥䝻䝺䝆䝃䞊䝡䝇䚷㻠䠈㻤㻜㻜䠄⛯ู䠅

㓄ᕸ䛾䝻䜲䝲䝸䝔䜱䛿ู㏵䛤┦ㄯ

䝧䜽䝍䞊䝥䝻䝺䝆䝃䞊䝡䝇䠖㻡㻤㻜㻜㻔⛯ู䠅
㓄ᕸ䛾䝻䜲䝲䝸䝔䜱䛿ู㏵䛤┦ㄯ

㐃⤡ඛ
㼣㼑㼎㻙㼕㼚㼒㼛㻬㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛
㼣㼑㼎㻙㼕㼚㼒㼛㻬㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛
㼣㼑㼎㻙㼕㼚㼒㼛㻬㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛
㼣㼑㼎㻙㼕㼚㼒㼛㻬㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛
㼣㼑㼎㻙㼕㼚㼒㼛㻬㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛
㼣㼑㼎㻙㼕㼚㼒㼛㻬㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼞㼑㼍㼠㼑㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛

ഛ⪃

㡢ኌྜᡂἼᙧ⏕ᡂ䡰䢙䡸䢚䢙䛿
ᐩኈ㏻㻔ᰴ㻕〇䜢㼕㻼㼔㼛㼚㼑⏝䛻⛣᳜䚹

㡢ኌྜᡂゝㄒฎ⌮䛿
⊂⮬䛾ฎ⌮᪉ᘧ䜢᥇⏝䚹

㡢ኌྜᡂἼᙧ⏕ᡂ䡰䢙䡸䢚䢙䛿
ᐩኈ㏻㻔ᰴ㻕〇䜢㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐⏝䛻⛣᳜䚹

㡢ኌྜᡂゝㄒฎ⌮䛿
⊂⮬䛾ฎ⌮᪉ᘧ䜢᥇⏝䚹

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻼㼘㼍㼥䜘䜚䝎䜴䞁䝻䞊䝗ྍ⬟

㡢ኌྜᡂἼᙧ⏕ᡂ䡰䢙䡸䢚䢙䛿
ᐩኈ㏻㻔ᰴ㻕〇䜢㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐⏝䛻⛣᳜䚹

㡢ኌྜᡂゝㄒฎ⌮䛿
⊂⮬䛾ฎ⌮᪉ᘧ䜢᥇⏝䚹

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻼㼘㼍㼥㻌䜘䜚䝎䜴䞁䝻䞊䝗ྍ⬟

㡢ኌྜᡂἼᙧ⏕ᡂ䡰䢙䡸䢚䢙䛿
ᐩኈ㏻㻔ᰴ㻕〇䜢㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐⏝䛻⛣᳜䚹

㡢ኌྜᡂゝㄒฎ⌮䛿
⊂⮬䛾ฎ⌮᪉ᘧ䜢᥇⏝䚹

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻼㼘㼍㼥㻌䜘䜚䝎䜴䞁䝻䞊䝗ྍ⬟

㡢ኌྜᡂἼᙧ⏕ᡂ䡰䢙䡸䢚䢙䛿
ᐩኈ㏻㻔ᰴ㻕〇䜢⛣᳜䚹
㡢ኌྜᡂゝㄒฎ⌮䛿

⊂⮬䛾ฎ⌮᪉ᘧ䜢᥇⏝䚹
ḷኌྜᡂ䜶䞁䝆䞁䜢㏣ຍ䚹
㻹㻿㻌㼂㼕㼟㼡㼍㼘㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼛㻌㻞㻜㻜㻡⏝
䜽䝷䝇䝷䜲䝤䝷䝸䞊䜒ᥦ౪䚹

㡢ኌྜᡂἼᙧ⏕ᡂ䡰䢙䡸䢚䢙䛿
ᐩኈ㏻㻔ᰴ㻕〇䜢㼙㼍㼏㻻㼟㼤⏝䛻⛣᳜䚹

㡢ኌྜᡂゝㄒฎ⌮䛿
⊂⮬䛾ฎ⌮᪉ᘧ䜢᥇⏝䚹
㻲㼞㼑㼑∧䛿䝧䜽䝍䞊䜘䜚

䝕䝰∧䜢䝎䜴䞁䝻䞊䝗ྍ⬟

๓ᖺ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ䠅䛛䜙䛾〇ရ䛾᭦᪂ෆᐜ

㻞㻜㻞㻜ᖺ୰䛾䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇㼁㻾㻸

18



㻌⾲㻭㻙䠎䠊ỗ⏝㻻㻿⏝䝭䝗䝹䜴䜵䜰䡡㻿㻰㻷

䝯䞊䜹 ᰴᘧ♫㻌䝔䜽䝜䝇䝢䞊䝏

ၟရྡ䠋ရ␒ྡ �䛺䛧㻔᪥ⱥ୰䛾䝔䜻䝇䝖㡢ኌྜᡂ䛸ḷኌྜᡂ㻕

ධຊᵝ ධຊᙧែ 䝔䜻䝇䝖㡢ኌྜᡂ䠖䝔䜻䝇䝖䠈䝍䜾䛝䝔䜻䝇䝖
ḷኌྜᡂ䠖ḷモ䛝ᴦ㆕

ྜᡂྍ⬟ゝㄒ ᪥㻌ⱥ㻌㻌୰

ᩥᏐ䝁䞊䝗 㼁㼀㻲㻙㻤

㻶㻱㻵㼀㻭㻌㼀㼀㻙㻢㻜㻜㻠ᑐᛂ 㠀ᑐᛂ

㻶㻱㻵㼀㻭㻌㻵㼀㻙㻠㻜㻜㻢ᑐᛂ 㠀ᑐᛂ

㻿㻿㻹㻸ᑐᛂ 㠀ᑐᛂ

䛭䛾䠄⮬⏤グ㏙䠅

ゝㄒฎ⌮㒊 ᇶᮏ㎡᭩䛾つᶍ ゝㄒ䛻䜘䜚␗䛺䜛

䢑䡬䡷䢚㎡᭩ᶵ⬟ 䛒䜚

ゝㄒฎ⌮䛾≉ᚩ
䠄⮬⏤グ㏙䠅 Ⓨ㡢䠈ရモ䠈䜰䜽䝉䞁䝖➼䛾䝍䜾ሗ䛾ධฟຊᶵ⬟䛒䜚

㡢ኌྜᡂ㒊 ྜᡂ༢ ᮍᅇ⟅

㡢ኌ䝕䞊䝍䝃䜲䝈
䠄㘓㛫䛺䛹䠅 㡢㡪䝰䝕䝹䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛

䢆䢛䢓䢎䡬䡼䠋㻌᪉ᘧ ᑐ㇟䝝䞊䝗䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛

ྜᡂ㡢ኌ䛾✀㢮 ኌ䡡⏨ዪ 䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛾ពྥḟ➨

ኌ䛾㧗䛥 ྍኚ

Ⓨኌ㏿ᗘ ྍኚ

䛭䛾
䝆䜵䞁䝎䞊䠖ྍኚ

㡢㔞䠖ྍኚ
ヰ⪅⿵㛫ẚ⋡䠖ྍኚ䠄㡢㡪䝰䝕䝹䛾⿵㛫䠅

ឤ⿵㛫ẚ⋡䠖ྍኚ䠄㡢㡪䝰䝕䝹䛻䜘䛳䛶ឤ䛾✀㢮䛿␗䛺䜛䠅
䝡䝤䝷䞊䝖䠄ḷኌྜᡂ䛾䜏䠅䠖ྍኚ
䝍䜲䝭䞁䜾䠄ḷኌྜᡂ䛾䜏䠅䠖ྍኚ

⨨ᵝ㻔䡻䢈䢀䠅 䡻䢈䢀䡯䡰䡭⎔ቃ
䠄ᑐᛂ㻻㻿䛺䛹䠅 㻯㻗㻗䛜䝁䞁䝟䜲䝹䛷䛝䜜䜀㻼㻯䛷䜒䝇䝬䝩䛷䜒⤌䜏㎸䜏䛷䜒

䢆䡬䢀䢚䡯䡰䡭⎔ቃ
䠄䝯䝰䝸せ௳䛺䛹䠅 䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛾ពྥḟ➨㻌

ฟຊ㡢ኌ䛾ᙧᘧ
䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛾ពྥḟ➨㻌

Ⓨ⾲䡡Ⓨᮇ 㻞㻜㻜㻥ᖺ䡚

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼐㼢㼑㼞㼠㼕㼙㼑㼟㻚㼏㼛㼙㻛㻞㻜㻞㻜㻝㻜㻜㻡㻛㼍㼞㼠㼕㼏㼘㼑㻟㻞㻟㻠㻡㻤㻛㻘
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼠㼜㼞㼑㼟㼟㻚㼚㼑㻚㼖㼜㻛㼚㼑㼣㼟㻛㻞㻝㻜㻞㻝㻟㻘
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼠㼜㼞㼑㼟㼟㻚㼚㼑㻚㼖㼜㻛㼚㼑㼣㼟㻛㻞㻝㻥㻥㻢㻥

౯᱁

㐃⤡ඛ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼑㼏㼔㼚㼛㻙㼟㼜㼑㼑㼏㼔㻚㼏㼛㼙㻛

ഛ⪃

๓ᖺ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ䠅䛛䜙䛾〇ရ䛾᭦᪂ෆᐜ

㻞㻜㻞㻜ᖺ୰䛾䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇㼁㻾㻸

19



 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ
東芝デジタルソリューションズ株式会社 東芝デジタルソリューションズ株式会社 東芝デジタルソリューションズ株式会社

商品名／品番名 音声合成MW ToSpeakG3
TSPG3-TTS

日本語音声合成MW ToSpeakG4
TSPG4-TTS JP

音声合成MW ToSpeakGxNEO
TSPGX-TTS

入力仕様 入力形態
プレーンテキスト/表音文字列
*韓国語は表音文字列のみ

プレーンテキスト/表音文字列 プレーンテキスト/表音文字列

合成可能言語 日本語/アメリカ英語（米語）/
中国語（北京語）/*韓国語/ほか

日本語
日本語/アメリカ英語（米語）/
中国語（北京語）

文字コード シフトJIS/ASCII/GB18030/UTF16-LEなど シフトJIS/ASCII/UTF16-LE シフトJIS/ASCII/GB18030/UTF16-LEなど

JEITA TT-6004対応
（お問い合わせください） （お問い合わせください） （お問い合わせください）

JEITA IT-4006対応 - - -

SSML対応 可能（非対応の言語あり） 可能 可能（非対応の言語あり）

その他（自由記述）
- - -

言語処理部 基本辞書の規模 - - -

ﾕｰｻﾞ辞書機能 可能 可能 可能

言語処理の特徴
（自由記述） - - -

音声合成部 合成単位 - - -

音声データサイズ
（収録時間など） - - -

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 - - -

合成音声の種類 声･男女
男・女 男・女 男・女

声の高さ
可変 可変 可変

発声速度
可変 可変 可変

その他
オプションボイスも用意あり 感情や声質パラメータあり オプションボイスも用意あり

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど） iOS, Android, Windows 64bit環境など iOS, Android iOS, Android, Windows 64bit環境など

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

ARM系（iOS、Android等）
x64プロセッサ（Windows）

ARM系
ARM系（iOS、Android等）
x64プロセッサ（Windows）

出力音声の形式
モノラル、22.050kHz、16bit モノラル、22.050kHz、16bit モノラル、44.100kHz、16bit

発表･発売時期
発売中 発売中 発売中

価格 （個別相談） （個別相談） （個別相談）

連絡先 東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-
sol.co.jp/pro/recaius/contact.html

東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-
sol.co.jp/pro/recaius/contact.html

東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-
sol.co.jp/pro/recaius/contact.html

備考
ご指定CPU/OSへの移植はご相談ください。

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ 株式会社 日立ケーイーシステムズ 株式会社 日立ケーイーシステムズ

商品名／品番名 Windows版
音声合成機能ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｷｯﾄ

iOS版
音声合成機能ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｷｯﾄ

入力仕様 入力形態 漢字仮名混じり文
韻律記号付きｶﾅ文字列

漢字仮名混じり文
韻律記号付きｶﾅ文字列

合成可能言語 日本語 日本語

文字コード シフトJIS シフトJIS

JEITA TT-6004対応 非対応 非対応

JEITA IT-4006対応 非対応 非対応

SSML対応 非対応 非対応

その他（自由記述） - -

言語処理部 基本辞書の規模 非公開 非公開

ﾕｰｻﾞ辞書機能 有 有

言語処理の特徴
（自由記述）

単語間の関連性データを参照することで、複数の読み方がある語句であっても、前
後の文脈をもとに読みを正確に判定し、読み分けを行います。
・新宿に行った　＝　イッタ
・実験を行った　＝　オコナッタ
・最中を食べる　＝　モナカ
・会議の最中　　＝　サイチュウ

単語間の関連性データを参照することで、複数の読み方がある語句であっても、前
後の文脈をもとに読みを正確に判定し、読み分けを行います。
・新宿に行った　＝　イッタ
・実験を行った　＝　オコナッタ
・最中を食べる　＝　モナカ
・会議の最中　　＝　サイチュウ

音声合成部 合成単位 CV/V CV/V

音声データサイズ
（収録時間など）

- -

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 波形編集方式（波形重畳） 波形編集方式（波形重畳）

合成音声の種類 声･男女 【高品位版】
女声1種類／男声1種類

【標準版/コンパクト版】
女声5種類／男声3種類
女児1種類／男児1種類

【コンパクト版】
女声5種類／男声3種類
女児1種類／男児1種類

声の高さ 可変(10段階） 可変(10段階）

発声速度 可変(10段階） 可変(10段階）

その他 エコー、音量(10段階） エコー、音量(10段階）

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

【高品位版】
・Microsoft® Windows® 10 （日本語版）
・Microsoft® Windows Server® 2016 （日本語版）
・Microsoft® Windows Server® 2019 （日本語版）
※ユニバーサルWindowsプラットフォーム（UWP）向けアプリには非対応です。

【標準版/コンパクト版】
・Microsoft® Windows® 10 （日本語版）
・Microsoft® Windows Server® 2016 （日本語版）
※64bit版OSではWOW64上で動作します。
※ユニバーサルWindowsプラットフォーム（UWP）向けアプリには非対応です。

iOS9.2以降（日本語版64bit版）

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

 【高品位版】
・CPU
　使用OSに準拠
・メモリ容量
　使用OSに準拠（空き容量として200MB以上）
・ストレージ容量
　使用OSに準拠（空き容量として1.4GB以上）

【標準版】
・CPU
　使用OSに準拠
・メモリ容量
　使用OSに準拠（空き容量として140MB以上）
・ストレージ容量
　使用OSに準拠（空き容量として450MB以上）

【コンパクト版版】
・CPU
　使用OSに準拠
・メモリ容量
　使用OSに準拠（空き容量として20MB以上）
・ストレージ容量
　使用OSに準拠（空き容量として15MB以上）

・ハード
　iPhone シリーズ、iPadシリーズ
・メモリ容量
　使用OSに準拠（空き容量として20MB以上）
・ストレージ容量
　使用OSに準拠（空き容量として32MB以上）

出力音声の形式 8/11/16/22kHz，8/16bit，ﾓﾉﾗﾙ
PCM/μ-Law

8/11/16/22kHz，8/16bit，ﾓﾉﾗﾙ
PCM/μ-Law

発表･発売時期 2011年10月 2011年10月

更新無し 更新無し

無 無

価格 開発環境360,000円～
ライセンスは別途相談

開発環境360,000円～
ライセンスは別途相談

連絡先 営業部　03-5627-7191
webmaster@hke.jp
https://www.hke.jp/products/voice/voice_index.htm

営業部　03-5627-7191
webmaster@hke.jp
https://www.hke.jp/products/voice/voice_index.htm

備考 肉声感が高くなめらかで自然な抑揚の音声合成を実現。 肉声感が高くなめらかで自然な抑揚の音声合成を実現。

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

商品名／品番名 自動音声合成APIボイスソムリエ　ネオ　マリアージュ

入力仕様 入力形態 漢字仮名混じり文／英語／中国語（簡体字）

合成可能言語 日本語／英語（米国語）／中国語（北京語）

文字コード （日本語）シフトJIS／（英中）UTF-16LE

JEITA TT-6004対応 非対応

JEITA IT-4006対応 非対応

SSML対応 非対応

その他（自由記述）
－

言語処理部 基本辞書の規模 －

ﾕｰｻﾞ辞書機能 有

言語処理の特徴
（自由記述） －

音声合成部 合成単位 －

音声データサイズ
（収録時間など） －

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 －

合成音声の種類 声･男女 （日本語）男女声各２／（英中）女性声各１

声の高さ 可変（１０段階）

発声速度 可変（１０段階×0.5倍～3倍）

その他 （日本語）エコー

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

Windows 10 Pro／ Enterprise 32／64bit版
Windows 8.1 Pro 32／64bit版

Windows Server 2019 Standard Edition
Windows Server 2016 Standard Edition

Windows Server 2016 Datacenter Edition
Windows Server 2012 R2 Standard Edition

Windows Server 2012 Standard Edition

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など） CPU: Core2Duo 2GHz以上推奨メモリ：2GB以上推奨

出力音声の形式
PCMデータ（サンプリング周波数：8、11、16、22、32、44、

48ｋHz／
量子化ビット：8/16bit(μ-Law形式は8bitのみ））

MP4(AAC-LC)データ

発表･発売時期 2010年10月1日

なし

なし

価格 438,000円～ （詳細は、ＨＰをご参照下さい）

連絡先 営業企画本部
Tel：0120-954-536
Fax：03-5780-7628

E-mail: hsc-contact@mlc.hitachi-solutions.com

備考 http://www.hitachi-solutions-
create.co.jp/solution/voice_neomari/index.html

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ 日立ソリューションズ・テクノロジー

商品名／品番名 Ruby Boxソフトウエア

入力仕様 入力形態 日本語：漢字仮名交じり文/単語
英語：米語　単語/文

中国語：北京語簡体字　単語/文
韓国語：ハングル　単語/文

合成可能言語 日本語、英語、中国語、韓国語、他9言語

文字コード UTF-8

JEITA TT-6004対応 日本語のみ対応

JEITA IT-4006対応 非対応

SSML対応 非対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模 非公開

ﾕｰｻﾞ辞書機能 有

言語処理の特徴
（自由記述）

音声合成部 合成単位 CV/V

音声データサイズ
（収録時間など） 非公開

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 波形編集方式（波形重畳）

合成音声の種類 声･男女 女性/言語

声の高さ 固定

発声速度 固定

その他

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

Windows7 Professional SP1 64bit版
Windows10 Professional 64bit版

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

Intel Celeron 1.5GHz Dual 以上
RAM:1GB以上、ストレージ：3GB以上

出力音声の形式
16kHz、モノラル、リニアPCM

発表･発売時期 2017年12月

価格 弊社営業にお問い合わせください

連絡先
https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-
solutions-tech/products/jp/form.jsp

備考
単語音声認識にも対応

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL
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 表A-２．汎用OS用ミドルウェア･SDK

メーカ （株）日立産業制御ソリューションズ

商品名／品番名
合成音声組込み用API
 「美音工房®DLL」

●美音工房は、（株）日立産業制御ソリューションズの登録商標です。

入力仕様 入力形態 テキストファイルまたはメモリ情報を読み込み

合成可能言語 日本語

文字コード ー

JEITA TT-6004対応 ー

JEITA IT-4006対応 ー

SSML対応 ー

その他（自由記述） 漢字かな混じり文のTTS（Text to Speech）合成音声の組み込みを実現するために、コンパクトでわかりやすい関数を用意。
関数は以下の３種の機能分類となる。
1.初期化、終了機能：２関数
2.音声合成機能：６関数
3.ユーザー辞書(*1)編集機能：３関数

(*1)　ユーザー辞書　：固有名詞・略語・専門用語など、独自の読み方を登録する辞書

言語処理部 基本辞書の規模 ー

ﾕｰｻﾞ辞書機能
・ユーザー辞書 読み込み処理
・ユーザー辞書 登録修正処理
・ユーザー辞書 削除処理
・ユーザー辞書 単語表記 - WAVファイル変換処理
・ユーザー辞書 単語読み - WAVファイル変換処理

言語処理の特徴
（自由記述）

ー

音声合成部 合成単位 ー

音声データサイズ
（収録時間など）

特に制限なし

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 関数呼び出し

合成音声の種類 声･男女 女性/男性

声の高さ 10段階の設定

発声速度 10段階の設定

その他
音量:10段階の設定
抑揚:10段階の設定
高域強調:高域強調する/しない
無声化:無声化する/しない
文末ポーズ長:10段階の調節

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

Windows7(32bitOS/64bitOS)
Windows10(32bitOS/64bitOS)

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU:2GHz以上推奨
メモリ:1GB以上
ディスク領域:1GB以上

出力音声の形式
16bit PCM（モノラル） ：8kHz、11.025kHz、16kHz 、22.05kHz
μ-Law（モノラル）：8kHz、11.025kHz、16kHz 、22.05kHz

発表･発売時期 2006年3月1日

特になし
http://info.hitachi-ics.co.jp/product/seihin-k/bion/bion_top.html

価格 500,000円(税抜)

※「美音工房DLL」の動作に必要な
　　「美音工房」を併せた価格

連絡先 営業統括本部　産業営業本部　産業営業第一部　流通・サービスグループ 山本　仁
TEL　：090-9003-7365
ｱﾄﾞﾚｽ：jin.yamamoto.qr@hitachi.com

備考

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容
2020年中のプレスリリースURL
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㻺㻱㻯 㻞㻣

㻺㼀㼀䝔䜽䝜䜽䝻䝇 㻞㻤
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䝔䜽䝜䝇䝢䞊䝏 㻟㻜

䝙䝳䜰䞁䝇䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝈 㻟㻝
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 表A-３．サーバ用ミドルウェア

メーカ
株式会社エーアイ

製品分類・製品名
AITalk Server

入力テキストフォーマット
（入力形態）

漢字仮名混じり文
韻律記号付き文字列（エーアイ独自規格orJEITA TT-6004 規格）
SSML

合成可能言語 日本語 Shift_JIS(CP932)
日本語 UTF-8

声色 標準話者女性7名、男性5名、女の子2名、男の子2名
関西弁話者女性1名、男性1名
※AITalk CutstomVoiceで作成したオリジナルの話者を利用可能

対応する制御
（話速・ピッチなど） 話者、音量、話速、ピッチ、抑揚

製品概要
（100字程度）

AITalkは、人間らしく自然な音声で自由に音声合成をすることができます。
AITalk Serverは、電話自動応答やインターネットサービスなど、ネットワークを
利用し、マルチタスクで合成処理を行う場合に最適なエンジンです。

音声合成に関する特徴・機能
（200字程度）

●人の声をベースとした高品質音声合成
●感情調整機能（対応話者：のぞみ（喜怒哀）、まき（喜怒哀）、れいな（喜怒
哀）、たいち（喜））
●ユーザー辞書機能搭載
●RESTインターフェース (HTTP/1.1)
●マルチスレッド対応
●SSMLサポート
●参考URL：https://www.ai-j.jp/products/server/

発売時期
2020/10/30

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容 ・DNNパラメトリック音声合成方式が可能なAITalk5エンジンに対応
・男性話者1名を新規追加

2020年中のプレスリリースURL
https://www.ai-j.jp/category/news/

価格 開発環境：500,000円～（税別）/1システムor1サービス
※別途サポート費用が発生
※再配布のロイヤリティは個別相談

連絡先 TEL：03-6801-8461
Mail：info@ai-j.jp
HP：https://www.ai-j.jp
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 表A-３．サーバ用ミドルウェア

メーカ
株式会社 テクノスピーチ

製品分類・製品名
なし (日英仏中のテキスト音声合成と歌声合成)

入力テキストフォーマット
（入力形態）

テキスト音声合成：テキスト，タグ付きテキスト
歌声合成：歌詞付き楽譜

合成可能言語
日 英 仏 中

声色
クライアントの意向次第

対応する制御
（話速・ピッチなど） 音高：可変

話速：可変
ジェンダー：可変

音量：可変
話者補間比率：可変（音響モデルの補間）

感情補間比率：可変（音響モデルによって感情の種類は異なる）
ビブラート（歌声合成のみ）：可変
タイミング（歌声合成のみ）：可変

製品概要
（100字程度）

音声合成に関する特徴・機能
（200字程度）

発売時期
2009年～

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL https://www.advertimes.com/20201005/article323458/,
https://www.atpress.ne.jp/news/210213,
https://www.atpress.ne.jp/news/219969

価格

連絡先
http://www.techno-speech.com/
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 表A-３．サーバ用ミドルウェア

メーカ
東芝デジタルソリューションズ株式会社

製品分類・製品名
音声合成エンジン

入力テキストフォーマット
（入力形態） プレインテキスト／表音文字列

合成可能言語
日本語、アメリカ英語、アメリカ・スペイン語、カナダ・フランス語、イギリス英
語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、北京語、広東語、韓国語

声色

対応する制御
（話速・ピッチなど） 発話速度・声の高さ・音量等の切り替え可能

製品概要
（100字程度）

東芝独自開発の音声合成エンジンを使用。高品位な音声合成が可能。
カーナビ等様々な分野で利用されている。
PCのみならずIAサーバ用も用意。

音声合成に関する特徴・機能
（200字程度）

・声の特徴(声質／韻律)を短時間の録音音声から高速学習
・任意のテキストをその音声で自動合成
・多様な話者や感情表現、アジア・北米・欧州の11言語に対応。

発売時期
2014年10月

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

2020年中のプレスリリースURL

価格
個別対応

連絡先
東芝デジタルソリューションズ株式会社
リカイアス事業推進部

https://www.toshiba-sol.co.jp/pro/recaius/contact.html
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 表A-３．サーバ用ミドルウェア

メーカ

製品分類・製品名
Ruby Talk Server 3.0 Ruby Talk Server 2.1

入力テキストフォーマット
（入力形態）

日本語：漢字仮名交じり文/単語
日本語以外：各言語の単語/文

日本語：漢字仮名交じり文/単語
英語：米語　単語/文
中国語：北京語簡体字　単語/文

合成可能言語
46言語 3言語

声色
46話者（各言語1話者）

日本語：複数話者より選択可
英語：１話者
中国語：1話者

対応する制御
（話速・ピッチなど）

ピッチ：10段階
アクセント：１０段階
抑揚：１０段階

ピッチ：10段階
アクセント：１０段階
抑揚：１０段階

製品概要
（100字程度） オンプレミスサーバ向け製品です。Windows、Linux等主要ＯＳに対

応しています。詳細は、弊社営業にお問い合わせください。
オンプレミスサーバ向け製品です。Windows、Linux等主要ＯＳに対
応しています。詳細は、弊社営業にお問い合わせください。

音声合成に関する特徴・機能
（200字程度）

発売時期
2015年8月より発売開始、バージョンアップ実施中 2013年8月より発売開始、バージョンアップ実施中

前年（2019年度調査）からの製品の更新内容

バージョンアップ実施しました バージョンアップ実施しました

2020年中のプレスリリースURL

価格

連絡先

日立ソリューションズ・テクノロジー

弊社営業にお問い合わせください

https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-solutions-tech/products/jp/form.jsp
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