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日立ソリュー ョン ・クリ イ 0

富士通 1

17



 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ (株 A

商品名／品番名 音声合成 z  ce

入力 様 入力形態 漢字仮名混 文

対応言語 日本語

文字コー シフ

A 対応

A 対応

対応

その 自由記述

言語処理部 基本辞書の規模

ﾕ ｻ 辞書機能 有

言語処理の特徴
自由記述 自由記述

音声合成部 合成単位 音素

音声 ータサイ
収録時間

女声 約 時間
男児声 約 分
女児声  約 分

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式 波形編集方式 波形接続

合成音声の種類 声･男女 女声／男児声／女児声

声の高さ 固定

発声速度 固定

その

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応 w w

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

: e 以上
リ： 以上
ク： 以上

出力
z， ， ﾗﾙ

価格 税別途

発表･発売時期

し

連絡先

h : www c c w h

備考 の形式 提供し い の
++  c アプリケーション開発が

可能

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミドルウェア

メーカ HOYAサービス株式会社

商品名／品番名 VoiceText エンジンS

入力仕様 入力形態 言語依

対応言語 日本語、
アメリカ英語、
イガリス英語、

中国語（北京、広東、 湾）
韓国語、

スペイン語（アメリカ）、
フランス語（カトゾ）

文字コード 言語依

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 言語依

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 音素

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 波形接続方式

合成音声の種類 声･男女 男女

声の高さ 可変(50～200%

発声速度 可変(50～400%

その他 音量（0～500%）
句読点のポーズ時間
      (0～65535ms

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

Android 4.x / 5.x / 6.x
iOS 8.x / .x

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU:Pentium4 400MHz以上
ﾒ :256M 以上

空デァスク容量: 60M 以上

出力 16kHz ﾗﾙ, 16bit linear PCM
8bit A-law/μ-law PCM
4bit ialogic A PCM

16bit linear PCM Wave
8bit unsigned linear PCM Wave
8bit A-law/μ-law PCM Wave

価格 開発環境：500,000～（一例）
※再配布のロイヤリテァは個別ご相談｡

額ライスンス体系などもご いま 。ご利
用の用途 応 て柔軟 対応いたしま 。

発表･発売時期 2004年

中国語（広東）追加

連絡先
http://voicetext.jp/
TEL：03-5 13-2312

E-mail：voice hoya.com

備考

前年（2015年度調査）からの
変更点の有無・プレスリリースのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミドルウェア

メーカ 株式会社 I総合研究所 株式会社 I総合研究所

商品名／品番名 音声合成ソフトウゥア 2  TTSライピラリS
for Linux

音声合成ソフトウゥア 2  TTSライピラリS
for Windows

入力仕様 入力形態 漢字仮名交 り文/韻律記号付き仮名文字列 漢字仮名交 り文/韻律記号付き仮名文字列

対応言語

文字コード Unicode (UTF-16 Unicode (UTF-16

JEITA TT-6004対応 非対応 非対応

JEITA IT-4006対応 仮名レベル表記のみ 仮名レベル表記のみ

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 24.4万語 24.4万語

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 音素 音素

音声データサイズ
（収録時間など） 1声質当たり0.5M ～3.5M

(音声収録時間は非公開
1声質当たり0.5M ～3.5M
(音声収録時間は非公開

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 HMM音声合成方式 HMM音声合成方式

合成音声の種類 声･男女 女声10種類・男声10種類 女声10種類・男声10種類

声の高さ 可変(50%～200% 可変(50%～200%

発声速度 可変(50%～200% 可変(50%～200%

その他 抑揚(F0レンジ 可変(0～200% 抑揚(F0レンジ 可変(0～200%

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

RHEL 6以降, ebian 以降,
Ubuntu 12.04LTS以降, Raspbian wheezy以降

Windows Vista以降

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

必要メモリ: 10M 以上(1声質構成時
必要空き容量: 8M 以上(1声質構成時

必要メモリ: 10M 以上(1声質構成時
必要空き容量: 8M 以上(1声質構成時

出力 8/16/32kHzサンプリング
16bit PCM, モノラル

8/16/32kHzサンプリング
16bit PCM, モノラル

価格 個別相談 個別相談

発表･発売時期 2015年10 2015年10

会社合併 伴い社名および連絡先メールアドレス
変更 なっておりま 。

会社合併 伴い社名および連絡先メールアドレス
変更 なっておりま 。

連絡先
営業・広報部 営業チーマ
inquiry kddi-research.jp

営業・広報部 営業チーマ
inquiry kddi-research.jp

備考 deb/RPM形式 より共 ライピラリ(.so を提供
amd64, armel, armhf, i386 対応 ( ebian系OS

Win32/Win64用 LLを提供

前年（2015年度調査）からの
変更点の有無・プレスリリースのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ NEC NEC

商品名 品番名 耐騒音音声入力 Ｓ ッ
VoiceDo/US2

耐騒音音声入力無線 ッ
VoiceDo/BT

入力 様 入力形態 漢字仮名混 り文 漢字仮名混 り文

対応言語 日本語 日本語

文字コー シフ S シフ S

E T  TT 対応 未対応 未対応

E T  T 対応 未対応 未対応

SS 対応 未対応 未対応

その 自由記述 － －

言語処理部 基本辞書の規模 約 万語 約 万語

ﾕ ｻ 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 ータサ
収録時間

約 話者 約8 話者

ﾊ ﾗﾒ  方式 波形編集方式 波形編集方式

合成音声の種類 声･男女 男女声各 男女声各

声の高さ 可変 可変

発声速度 可変 可変

その ク ン の強さ可変 ク ン の強さ可変

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応 S

OS:Windows 7 Pro/8/10(32bit,64bit)
:独自

OS:Windows 7 Pro/8/10(32bit,64bit)
:独自

ﾊ ﾄ 環境
要件

entiumⅢ z以上
8 以上

ー ク空き容量４ 以上
US  Ver 以降対応

core duo z以上
以上

ー ク空き容量４ 以上
luetooth 対応

出力 z、 bit ニ 、 z、 bit ニ 、

価格 ※音声認識機能 一式 の販売
千円

※音声認識機能 一式 の販売
千円

発表･発売時期 年 年

変更 変更

連絡先 http://www.nec.co.jp/voicedo/ http://www.nec.co.jp/voicedo/

備考 音声認識機能 一式 の販売 音声認識機能 一式 の販売

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミドルウェア

メーカ TTテクノクロス株式会社 TTテクノクロス株式会社

商品名／品番名 FutureVoice Crayon Library FutureVoice EX Library

入力仕様 入力形態 漢字かな混 り文、カトアクスント文、SSML 漢字かな混 り文、カトアクスント文、SSML

対応言語 日本語、英語、北京語、広東語、韓国語、フランス語、ドイヂ語、ス
ペイン語

日本語

文字コード UTF-8
※JIS X 0208の文字集合を動作保証

Windows-31J/EUC/UTF-8
※UTF-8は、JIS X 0208の文字集合を動作保証

JEITA TT-6004対応 未対応 未対応

JEITA IT-4006対応 未対応 未対応

SSML対応 対応 対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模 50万語以上 50万語以上

ﾕｰｻﾞ辞書機能 単語辞書、文辞書、テキスト置換辞書、音声置換辞書、韻律テンプ
レート辞書

ヤーゴ辞書、カトアクスント文辞書、音声プロンプト辞書

言語処理の特徴
（自由記述）

頻出英単語、人名読み自動推定対応
未知語のアクスント自動推定機能

頻出英単語、人名読み自動推定対応
未知語のアクスント自動推定機能

音声合成部 合成単位 非公表 非公表

音声データサイズ
（収録時間など）

非公表 非公表

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 非公表 コーパスベース音声合成方式
独自韻律生成モデル

合成音声の種類 声･男女 話者150名以上 男女声各1（声質変換可能）

声の高さ 可変（20段階） 可変（20段階）

発声速度 可変（ 50段階） 可変（ 50段階）

その他 定型音声 の自動組み合わせ可能
金額や日付など異なる固 の数字の読み方 対応

定型音声 の自動組み合わせ可能
金額や日付など異なる固 の数字の読み方 対応

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

OS： Windows、Linux（Android・iOSを201 年度提供予定）
API： C/C++

OS： Windows、Linux
API： C/C++

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU： OS の動作要件を満た もの
メモリ： 話者数 依

CPU： OS の動作要件を満た もの
メモリ： 200M 以上空き推奨
必要ハードデァスク： 約1.3G （8 Hz）／3G （22 Hz）

出力 サンプリング周波数： 8kHz/22kHz、
音声コーデック：
wave（16bitモノラルPCM、8bitモノラルμ-law）
raw（16bitモノラルPCM、8bitモノラルμ-law）
aac
ogg vorbis

サンプリング周波数： 8kHz/22kHz
音声コーデック：
wave（16bitモノラルPCM、8bitモノラルμ-law）
raw（16bitモノラルPCM、8bitモノラルμ-law）
aac
ogg vorbis

価格 個別相談 個別相談

発表･発売時期 2015年6 2008年12

https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/ntt-it/2016/pdf/ TTIT-
2016062 .pdf

-

連絡先 メデァアイノベーション事業部 第 カンパドー
045-651- 512（※事業所移転 伴い201 年8 頃電話番号変更予定）

voice-sales cs.ntt-tx.co.jp

メデァアイノベーション事業部 第 カンパドー
045-651- 512（※事業所移転 伴い201 年8 頃電話番号変更予定）

voice-sales cs.ntt-tx.co.jp

備考 ノリエーション豊かな音声作成を実現。

●詳細情報
https://www.ntt-tx.co.jp/products/futurevoice/futurevoice-
crayon.html

限りなく肉声 近い高品質音声合成を実現。

●詳細情報
https://www.ntt-tx.co.jp/products/futurevoice/futurevoice-
ex.html

前年（2015年度調査）からの
変更点の有無・プレスリリースのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ クエ

商品名／品番名 AquesTalk

入力 様 入力形態 漢字仮名混 り文
韻律記号付き文字列

対応言語

文字コード S EU UT 8 UT 6 ローマ字

E TA TT-6004対応

E TA T-4006対応

SS 対応

その 自由記述

言語処理部 基本辞書の規模 約46万語

ﾕ ｻ 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 -

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式 パ ータ合成

合成音声の種類 声･男女 女声 男声 その  計８種か 選択

声の高さ -

発声速度 可変

その

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応OS Windows OSX inux iOS Android

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

U: 6bit bit 0 z以上
O : 00 yte コード データ
A :8 yte以上

出力
8KHz
6bit ノ

価格 ロイヤリ 個別相談

発表･発売時期 2007/3/1

無

連絡先
(株 クエ
infoaq@a-quest.com

備考
漢字仮名混 り文の処理 別 ー 言語処理 イ

リAq anji oeを使用 声種をカ タマイズ可能
AquesTalk も別途有りま

http://www.a-quest.com/

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ 株式会社 ニモ 株式会社 ニモ 株式会社 ニモ 株式会社 ニモ

商品名／品番名 FineSpeech Basic FineSpeech Ver.2 FineSpeech Ver.3 FineSpeech Ver.4

入力 様 入力形態 漢字仮名混じり文
JEITA TT-6004

漢字仮名混じり文
JEITA TT-6004

漢字仮名混じり文
JEITA TT-6004

漢字仮名混じり文
JEITA TT-6004

対応言語 日本語 日本語 日本語 日本語

文字コード シ JIS シ JIS シ JIS シ JIS
E TA TT-6004対応

E TA T-4006対応

SS 対応

その 自由記述

言語処理部 基本辞書の規模 約16.5万語 約16.5万語 約16.5万語 約16.5万語
ﾕ ｻ 辞書機能 あり あり あり あり

言語処理の特徴
自由記述

記号読み／英単語読み／数字読み対応 記号読み／英単語読み／数字読み対応 記号読み／英単語読み／数字読み対応 記号読み／英単語読み／数字読み対応

音声合成部 合成単位 1 ッチ波形 可変長音素列 可変長音素列 可変長音素列

音声データサイズ
収録時間

男女各約15,000種 約300文 約30000 ー

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式 1 ッチ波形編集
独自 ッチモ

コーパ ベー 波形編集
独自 ッチモ

大規模コーパ ベー 波形編集
独自 ッチモ

確率モ ベー 音声合成技術

合成音声の種類 声･男女 男声／女声 男声／女声 男声／女声 男声2 / 女声 2

声の高さ 可変 (5段階) 可変 (5段階) 可変 (5段階) 可変 (5段階)

発声速度 可変 (10段階) 可変 (10段階) 可変 (10段階) 可変 (10段階)

その ン 強さ：4段階
抑揚4段階

ン 強さ：4段階
抑揚4段階

ン 強さ：4段階
抑揚4段階

ン 強さ：4段階
抑揚4段階

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応OS

Windows 8/7/Vista/XP/Server2003

RHLiのux他
Windows 8/7/Vista/XPServer2003/Server2008

RHLiのux他
Windows 8/7/Vista/XP/Server2003/Server2008

RHLiのux他
Windows 7/8/Server2008/Server2012/Server2016

RHLiのux他

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

CPU:Peのtium 150MHz以上
MEM:16MB以上(128MB以上推奨)
HDD:10MB以上 空き容量

CPU:Peのtium III 550MHz以上
MEM:64MB以上(128MB以上推奨)
HDD:65MB以上 空き容量 155MB以上推奨

CPU:Peのtium4 1GHz以上
MEM:1GB以上
HDD:4GB以上 空き容量

CPU:Peのtium4 1GHz以上
MEM:1GB以上
HDD:1GB以上 空き容量

出力 8kHz/11kHz/22kHz サンプ ン
16Linear/8bit MuLaw PCM

8kHz/16kHz/22kHz サンプ ン
16Linear/8bit MuLaw PCM

8kHz/16kHz/22kHz サンプ ン
16Linear/8bit MuLaw PCM

8kHz/22kHz サンプ ン
16Linear/8bit MuLaw PCM

価格 開発環境：オープン価格
※再配布 ヤ 個別相談

開発環境：オープン価格
※再配布 ヤ 個別相談

開発環境：オープン価格
※再配布 ヤ 個別相談

開発環境：オープン価格
※再配布 ヤ 個別相談

発表･発売時期 1999年9月 2003年12月 2010年3月 2016年4月

有り
https://www.animo.co.jp/news/newsrelease/5871.html

連絡先 第1事業部
045-663-8640

sales@animo.co.jp

http://www.animo.co.jp/

第1事業部
045-663-8640

sales@animo.co.jp

http://www.animo.co.jp/

第1事業部
045-663-8640

sales@animo.co.jp

http://www.animo.co.jp/

第1事業部
045-663-8640

sales@animo.co.jp

http://www.animo.co.jp/

備考 独自API/Micrはsはft Speech API対応。 独自API/Micrはsはft Speech API対応。
SSML対応。
感情音声合成オプションあり。

独自API/Micrはsはft Speech API対応。
SSML対応。

独自API/Micrはsはft Speech API対応。
SSML対応。

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ

商品名／品番名

入力 様 入力形態

対応言語

文字コード

E TA TT-6004対応

E TA T-4006対応

SS 対応

その 自由記述

言語処理部 基本辞書の規模

ﾕ ｻ 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

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式

合成音声の種類 声･男女

声の高さ

発声速度

その

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応OS

Windows
Windows 0 日本語版( bit 64bit
Windows8  日本語版( bit 64bit
Windows8 日本語版( bit 64bit
Windows  日本語版 S ( bit 64bit
Windows Server 0   日本語版
Windows Server 0  日本語版
Windows Server 008  S  日本語版
※64bit版 bit ード の動作 りま
※Virtual V Ware Windows のX  mode等の仮想環境を除
きま

inux
ed at Enterprise inux：6 6 x86 x64 x64
ent OS 6 6 x86 x64 0 x64

Ubuntu Server esktop ： 04 TS(x86 x64 4 04 TS
x64

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

出力

価格

発表･発売時期

連絡先

備考

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL

株式会社エー イ

AITalk4 SDK

漢字仮名混 り文韻律記号付き文字列 エー イ独自形式or E TA6004形式

日本語

日本語 Shift_ S(

◯

☓

☓

エー イ独自形式

z 6bit 形式
z 6bit 形式

16KHz 16bit Linear PCM
8KHz 16bit Linear PCM
8 z μ aw
※音声 ノ りま
※あかり うたろう あ ｚ よび z 対応し りま

約 万語

◯

自然 数字を読 上
定期的 辞書の ン ン より読 精度 単語区 り精度 的 向上
新聞記事 い 精度 高い

可変長音素列

-

コーパ ベー 波形編集独自 ッチ デ

開発環境： 00 000円 税別 or サービ
※再配布のロイヤリ 個別相談

2015/9/1

03-6801-8461
info@ai-j.jp
http://www.ai-j.jp

リ の音声を辞書を作成可

標準：女性 名 男性4名 女の子 名 男の子 名
※A Talk utstomVoice 作成した リ の話者を利用可能

可変 標準の0 ～ 0倍

可変 標準の0 ～4 0倍

抑揚：可変 標準の0 ～ 0倍
ーズ長の設定

イン ネー ョン調整

■ U： ntel entium 4 又 A  Athlon 64以上のプロ ッサ マ チコ 推奨
■ リ： 以上 bit また 64bit 以上
■ SS ： 以上の空き容量※
※使用 話者 名の場合 話者 名の追加 つき 00 程度
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 表A-３．PC用規則音声合成ミドルウェア

メーカ ク エー テ 開発株式会社 ク エー テ 開発株式会社 ク エー テ 開発株式会社 ク エー テ 開発株式会社

商品名／品番名 Lｲのｾﾁ版 日本語音声合成 ー FｻeeBSD版 日本語音声合成 ー キ ン ーカ日本語音声合成エン ン ｯはｻ Wｲのdはﾀｼ キ ン ーカ日本語音声合成エン ン ｯはｻ MAC

入力仕様 入力形態 漢字仮名混じ 文/表音文字 漢字仮名混じ 文/表音文字 漢字仮名混じ 文/拡張MML言語によ 歌唱 漢字仮名混じ 文/拡張MML言語によ 歌唱

対応言語 日本語 日本語 日本語 日本語

文字コード JIS JIS JIS JIS

JEITA TT-6004対応 準拠 準拠 準拠 準拠

JEITA IT-4006対応 準拠 準拠 準拠 準拠

SSML対応

その他（自由記述）

言語処理部 基本辞書の規模 約14万語 約14万語 基本：16万語  英単語：27000語  記号：380種
住所：73000語  漢字詳細読み：6600種

基本：15万語 英単語：27000語 住所：73000語

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 1 波形編集 1 波形編集 可変長音素列／1 波形 可変長音素列／1 波形

音声データサイズ
（収録時間など）

男女各約15000種 男女各約15000種 約300文／男女各約15000種 約300文／男女各約15000種

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ／ 方式 1 波形編集
独自

1 波形編集
独自

コーパ ベー 波形編集/1 波形編集
独自

コーパ ベー 波形編集/1 波形編集
独自

合成音声の種類 声･男女 男声/女声 男声/女声 男声/女声/少年/少女/ 音声 男声/女声

声の高さ 可変 5段階 可変 5段階 可変 可変

発声速度 可変 10段階 可変 10段階 可変 可変

その他 ｸ 4段階 音量(10段階 , ｸ 4段階 音量(10段階 , 音量可変,歌声合成 音量可変

装置仕様(ｿﾌﾄ） ｿﾌﾄｳｴｱ環境
（対応OSなど）

OS : Lｲのｾﾁ OS : Lｲのｾﾁ OS：WｲのdはﾀｼXP/Vｲｼｽa/Wｲの7/Wｲの8
API：Mｲcｻはｼはｯｽ  SAPI4, SAPI5

OS：Mac OSX
API：Appｵe Speecｱ API, 独自API

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

 DOS_V機,容量，必要 等：  DOS_V機,容量，必要 等： 時に約80MB以上 空き容量 ｨ ｸ
最小搭載 ：512MB以上

：PCM録音再生,16 (8 ),
16ｴHﾃ,Mはのは,(Sｽeｻeは)

Appｵe社製PC

出力 16ｴHﾃ,16bｲｽ PCM ，8bｲｽ μ-ｵaﾀ PCM ,
11ｴHﾃ,16bｲｽ PCM ，8bｲｽ μ-ｵaﾀ PCM

16ｴHﾃ,16bｲｽ PCM ，8bｲｽ μ-ｵaﾀ PCM ,
11ｴHﾃ,16bｲｽ PCM ，8bｲｽ μ-ｵaﾀ PCM

8-44ｴHﾃ,16bｲｽ, , 8-44ｴHﾃ,16bｲｽ, ,

価格 CD-R版：9,800円 税別
ｸ ：4,800円 税別

再配布 テ ：1000円

CD-R版:9,800円 税別
ｸ :4,800円 税別

再配布 テ ：1000円

パッケー 価格 5，800円 税別
ベクター サービ 4，800円 税別
再配布 テ 別途ご相談

パッケー 価格 9，500円 税別
ベクター サービ 7，500円 税別
再配布 テ 別途ご相談

発表･発売時期 1998年10 2004年5 2005年9 2009年4

無し 無し 無し 無し

連絡先 ﾀeb-ｲのｯは@cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp,
ｱｽｽp://ﾀﾀﾀ.cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp/

ﾀeb-ｲのｯは@cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp,
ｱｽｽp://ﾀﾀﾀ.cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp/

ﾀeb-ｲのｯは@cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp, ｱｽｽp://ﾀﾀﾀ.cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp/ ﾀeb-ｲのｯは@cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp,
ｱｽｽp://ﾀﾀﾀ.cｻeaｽeｼyｼｽeｶ.cは.ｳp/

備考 富士通製音声合成 Lｲのｾﾁ版 富士通製音声合成 FｻeeBSD版 音声合成波形生成 富士通(株)製を移植
音声合成言語処理 独自 処理方式を採用
歌声合成エン ンを追加
MS Vｲｼｾaｵ Sｽｾdｲは 2005用ク ーも提供

音声合成波形生成 富士通(株)製を移植
音声合成言語処理 独自 処理方式を採用

前年（2015年度調査）からの
変更点の有無・プレスリリースのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ
株式会社 クノ ー

商品名／品番名
し

(日英仏中の キ 音声合成 歌声合成

入力 様 入力形態

対応言語

文字コー

A 対応

A 対応

対応

その 自由記述

言語処理部 基本辞書の規模

ﾕ ｻ 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 ータサイ
収録時間

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式

合成音声の種類 声･男女

声の高さ

発声速度

その

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

出力

価格

発表･発売時期

連絡先
h : www ech eech c

備考
製品情報 A ア 組込向け 規則音声合成 掲載の製品を参照

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミドルウェア

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

商品名／品番名 日本語音声合成MW ToSpeakG3
TSPG3-TTS JP

日米中韓音声合成MW ToSpeakG3
TSPG3-TTS TP4

入力仕様 入力形態
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
*韓国語は表音文字列のみ

対応言語
日本語

日本語/アメリカ英語（米語）/
中国語（北京語）/*韓国語

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

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）

JEITA IT-4006対応 - -

SSML対応 可能 可能

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

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

声の高さ 可変 可変

発声速度 可変 可変

その他 オプションボイスも用意あり 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）

Windows, Linuxなど
個別相談

Windows, Linuxなど
個別相談

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

x86系ほか
個別相談

x86系ほか
個別相談

出力
モノラル、22.050kHz、16bit モノラル、22.050kHz、16bit

価格 （個別相談） （個別相談）

発表･発売時期 発売中 発売中

新規

連絡先 東芝デジタルソリューションズ株式会社
RECAIUS事業推進室

http://www.toshiba.co.jp/cl/pro/recaius/cont
act.html

東芝デジタルソリューションズ株式会社
RECAIUS事業推進室

http://www.toshiba.co.jp/cl/pro/recaius/cont
act.html

備考 ご指定CPU/OSへの移植はご相談ください。 ご指定CPU/OSへの移植はご相談ください。

前年（2015年度調査）からの
変更点の有無・プレスリリースのURL
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表A-３．PC用規則音声合成ミドルウェア
メーカ 日立ｹｰ ｰ ﾞ 日立ｹｰ ｰ ﾞ

商品名／品番名 Windows
音声合成機能ｿﾌﾄｳｪｱ開発 ﾄ

iOS
音声合成機能ｿﾌﾄｳｪｱ開発 ﾄ

入力仕様 入力形態 漢字仮名混 り文
韻律記号付き 文字列

漢字仮名混 り文
韻律記号付き 文字列

対応言語 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

言語処理の特徴
（自由記述）

単語間の関連性データを参照 る
、複数の読み方 ある語句 あって

も、前 の文脈をも 読みを正確
定し、読み分けを行いま 。

・新宿 行った ＝ イッタ
・実験を行った ＝ オコトッタ
・最中を食べる ＝ モトカ
・会議の最中 ＝ サイチュウ

単語間の関連性データを参照 る
、複数の読み方 ある語句 あって

も、前 の文脈をも 読みを正確
定し、読み分けを行いま 。

・新宿 行った ＝ イッタ
・実験を行った ＝ オコトッタ
・最中を食べる ＝ モトカ
・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
女声1種類
男声1種類

・標準 、コンパクト
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
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）

Windows8/ /Vista/Server2008（各日本
語32bit ）

高品位 はWindows8/ （日本語64bit
） も対応

iOS 4.3以降（日本語32bit ）

iOS .2以降(日本語64bit

ﾊｰﾄﾞｳｴｱ環境
（メモリ要件など）

CPU:Pentium4 2GHz以上推奨
メモリ(空き容量 :

コンパクト ：約20M 以上
標準 ：約140M 以上
高品位 ：約160M 以上

デァスク(空き容量 :
コンパクト 素 ：15M 以上
標準 素 ：450M 以上
高品位 素 ：1.4G 以上

ハード:iPhone シリーズ、iPadシリーズ
メモリ(空き容量 :

約20M 以上
デァスク(空き容量 :

32M 以上

出力 8/11/16/22kHz，8/16bit， ﾗﾙ
PCM/μ-Law

8/11/16/22kHz，8/16bit， ﾗﾙ
PCM/μ-Law

価格 開発環境360,000円～
ライスンスは別途相談

開発環境360,000円～
ライスンスは別途相談

発表･発売時期 2011年10 2011年10

無 無

連絡先 営業部 03-562 - 1 1
webmaster hke.jp
http://www.hke.jp/products/voice/
voice_index.htm

営業部 03-562 - 1 1
webmaster hke.jp
http://www.hke.jp/products/voice/
voice_index.htm

備考 肉声感 高くなめらか 自然な抑揚の
高品位音声合成を実現。
素 データは、高品位 (1.4G 、標準

(450M 、コンパクト (5M の3種類
から用途 合わせてご選択いただけま

。

肉声感 高くなめらか 自然な抑揚の
高品位音声合成を実現。
iOS の素 データは、コンパクト
(5M を使用しま 。

前年（2015年度調査）からの
変更点の有無・プレスリリースのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミ ア

ーカ 株式会社日立ソリ ー ョンズ クリエイ

商品名／品番名 自動音声合成A ボイ ソ リエ ネ マリ ー

入力 様 入力形態 漢字仮名混 り文／英語／中国語 簡体字

対応言語 日本語／英語／中国語 京語

文字コード 日本語 S／ 英中 UT - 6 E

E TA TT-6004対応 非対応

E TA T-4006対応 非対応

SS 対応 非対応

その 自由記述
－

言語処理部 基本辞書の規模 －

ﾕ ｻ 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 －

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式 －

合成音声の種類 声･男女 日本語 男女声各 ／ 英中 女性声各

声の高さ 可変 段階

発声速度 可変 段階×0 倍～ 倍

その 日本語 エコー

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応OS

Windows 0 ro／ Enterprise ／64bit版
Windows 8  ro ／64bit版
Windows 8 ro ／64bit版
Windows  rofessional (S   ／64bit版
Windows Vista usiness (S   bit版
Windows X  rofessional (S   bit版
Windows Server 2016 Standard Edition
Windows Server 2016 Datacenter Edition
Windows Server 2012 R2 Standard Edition
Windows Server 2012 Standard Edition
Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP1)
Windows Server 008 Standard Edition (S  ／64bit版
Windows Server 00   Standard Edition (S  bit版

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

U: ore uo z以上推奨
リ： 以上推奨

出力 データ サンプリン 周波数：8 6 44 48ｋ z／
量子 ビッ ：8 6bit(μ- aw形式 8bitの

4(AA - データ

価格 開発環境：4 8 000円 細 ＨＰを 参照 さい
※再配布のロイヤリ 個別相談｡

発表･発売時期 0 0年 0 日

し

連絡先 営業企画本部
Tel：0 0- 4- 6
ax：0 - 80- 6 8

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

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

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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 表A-３．PC用規則音声合成ミド ア

ーカ 富士通 富士通 富士通

商品名／品番名 FUJITSU Sはftware Iのspirium 音声合成 イ  V3.0 FUJITSU Sはftware Iのspirium 音声合成 イ  V3.0 FUJITSU Sはftware Iのspirium 音声合成 イ  V3.0

入力 様 入力形態 漢字仮名混 り文 漢字仮名混 り文 漢字仮名混 り文

対応言語 日本語 日本語 日本語

文字コード JIS JIS JIS
E TA TT-6004対応 日本語 対応 日本語 対応 日本語 対応
E TA T-4006対応 一部対応 一部対応 一部対応

SS 対応 未対応 未対応 未対応
その 自由記述 未対応 未対応 未対応

言語処理部 基本辞書の規模 17万語 17万語 17万語
ﾕ ｻ 辞書機能

言語処理の特徴
自由記述

音声合成部 合成単位 1 ッチ波形 可変長音素列 可変長音素列

音声データサイズ
収録時間

男女各約15,000種 約300文

ﾊ ﾗﾒ ／ 方式 1ピッチ波形編集

韻律コ パス方式

コ パスベ ス波形編集
韻律コ パス方式

最適化素片複合方式

合成音声の種類 声･男女 男声／女声 男声／女声 男声／女声

声の高さ 可変 (5段階) 可変 (5段階) 可変 (5段階) 

発声速度 可変 (10段階) 可変 (10段階) 可変 (10段階) 

その ア ン 強さ：4段階
抑揚4段階

ア ン 強さ：4段階
抑揚4段階

ア ン 強さ：4段階
抑揚4段階

装置 様( ﾌﾄ ﾌﾄ 環境
対応OS

Windows Vista/7/8/8.1,

Linux

Windows Vista/7/8/8.1,

Linux

Windows Vista/7/8/8.1,

Linux

ﾊ ﾄ 環境
リ要件

CPU:ARM, SH, FR

ロ サイ (ROM):1.2MB程度
タサイ (ROM):

 - 波形辞書： 1.5～2.1MB
 - 言語辞書： 1.5MB
 - 韻律辞書： 45KB
ワ 領域(RAM): 1000KB以下

CPU:ARM, SH, FR

ロ サイ (ROM):1.2MB程度
タサイ (ROM):

 - 波形辞書： 18～104MB
 - 言語辞書： 1.5MB
 - 韻律辞書： 45KB
ワ 領域(RAM):1200KB以下

CPU:ARM, SH, FR

ロ サイ (ROM):1.2MB程度
タサイ (ROM):

 - 波形辞書： 3.5～6.9MB
 - 言語辞書： 1.5MB
 - 韻律辞書： 45KB
ワ 領域(RAM):800KB以下

出力 8kHz/16KHz サン ン
16 ッ ニア/μlaw

8kHz/16KHz/22kHz サン ン
16 ッ ニア/μlaw

8kHz/16KHz サン ン
16 ッ ニア/μlaw

価格 個別相談 個別相談 個別相談

発表･発売時期 2007年11 1日 2007年11 1日 2007年11 1日

無し 無し 無し

連絡先 ア事業本部 ア ョン ネ ン ア事
業部
inspirium@cs.jp.fujitsu.com

ア事業本部 ア ョン ネ ン ア事
業部
inspirium@cs.jp.fujitsu.com

ア事業本部 ア ョン ネ ン ア事
業部
inspirium@cs.jp.fujitsu.com

備考 Iのspirium イン ア  音声合成 イ 豊富な採用実績が
示 高品質で自然な音声合成を実現いた
http://edevice.fujitsu.com/jp/products/embedded/products/synthesis/

Iのspirium イン ア  音声合成 イ 豊富な採用実績が
示 高品質で自然な音声合成を実現いた
http://edevice.fujitsu.com/jp/products/embedded/products/synthesis/

Iのspirium イン ア  音声合成 イ 豊富な採用実績が
示 高品質で自然な音声合成を実現いた
http://edevice.fujitsu.com/jp/products/embedded/products/synthesis/

前年 5年度調査 からの
変更点の有無 プ ス スのURL
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音声合成 ス 開発者向け製品

製品  A-

PC用 その他 ミド ア

32



 表A-４．PC用その他ミドル ア

ヤ ハ ヤ ハ

製品分類 製品
VOCALOID SDK for Unity VOCALOID API

価格
公式 サ セン 価格体系を掲載
http://business.vocaloid.com/unitysdk/

応相談

発売時期
5年 日 年 日

製品概要
字程度 yベ ョン I 歌声合

成機能を追加 サン 歌声
を 梱 た タ ッ

w をサ

歌声合成ソ I 合成部 Iを
セン 提供

音声合成 関 特徴 機能
字程度

y ョン 歌詞 そ 他 制御
情報を与え こ ンタ 歌声を合成
y 標準 キサ 出力 こ
合成 ン ン ネ ン 提供さ
歌声 共 ョン 組 込
付属 y- ! 歌声 限 特定
セン 条件下 無償利用 可能 そ 他

I つい ベ 相談
応

歌詞 音符 情報を合成部 送 歌声 音声
タ 返 I 別途歌声 必要 音楽制作ソ

向け あ そ 以外 用途 も
応用可能

前年 5年度調査
変更点 無 部門 変更 た 部門 変更 た

連絡先
新規事業開発部 I
Tel: 03-3476-3774
email: vocaloidbiz-ML@music.yamaha.com

新規事業開発部 I
Tel: 03-3476-3774
email: vocaloidbiz-ML@music.yamaha.com
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