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日立ビジネスソリューション株式会社

高 品 位 音 声 合 成 システム ボイスソムリエシリーズの機 能 強 化 版  

「ボイスソムリエ Ver.2.02」 

「ボイスソムリエ マリアージュVer.1.03」 
を販売開始 

～さらに幅 広 い読み上げ速度の設定が可能に～ 

 

日立ビジネスソリューション株式会社（横浜市中区桜木町、取締役社長 木村 伊九夫、資本金 35億6千

万円）は、株式会社日立製作所中央研究所が開発した高品位知的音声合成技術をベースとした音声合成

製品「ボイスソムリエ シリーズ」を開発・販売しておりますが、このたび、さらに幅広い読み上げ速度の設定を

可能とした「ボイスソムリエ Ver.2.02」※１、および「ボイスソムリエ マリアージュVer.1.03」※２ を開発、販売を開

始いたします。 

 

近年では、ユニバーサルデザインの浸透に伴い、音声サービスの需要はますます広がりを見せています。

このような中、当社「ボイスソムリエ シリーズ」も高品質合成音声を手軽に利用できるという利便性からさまざ

まな分野で利用されています。 

 このたび、「ボイスソムリエ」、および「ボイスソムリエ マリアージュ」における読み上げ速度の調整機能を強

化し、音声の再生速度を、標準の 50％（標準の半分の速度）から、300％（標準の 3 倍の速度）の範囲で、倍

率指定を可能としました。 

これにより、音声を確実に聞き取ってもらう必要がある場合には、ゆっくりとした読み上げ速度を設定したり、

緊急性を要する場合には速い読み上げ速度を設定するなど、さらに幅広い分野・用途で合成音声の利用が

可能となります。 

 

※１ 【ボイスソムリエとは】 

漢字かな混じり文のテキストを入力するだけで、音声合成を使ったアナウンスやナレーション音声を作成することができるシス

テムです。簡単なパソコン操作でイントネーションなどを細かく調整でき、作成した音声は音声ファイル（WAV 形式）へ出力が

可能です。 

 

※２ 【ボイスソムリエ マリアージュとは】 

テキスト文章の音声ファイル化や再生など、多彩な音声合成機能を、容易にユーザーアプリケーションに組み込むことができ

る音声合成ミドルウェアです。「ボイスソムリエ」と異なり、ユーザー操作を介さない、ユーザーアプリケーションからの自動音声

合成を実現します。 

 

この他、「ボイスソムリエ Ver.2.02」では、より効率的に音声を作成できるよう、コンテキストメニューに対応し

ました。編集画面をマウス右クリックすると表示されるショートカットメニューで、さまざまな編集機能を実行でき

ます。 

また、ボイスソムリエを初めて使用される方でも、イメージに合わせた音声を作成していただけるよう、発音

調整のコツを紹介した「発音調整ガイド」（PDF ファイル）を提供します。 

 

 



 

１．提供モデルおよび価格 

■ボイスソムリエ Ver.2.02  

モ デ ル 音色数 
作成した 

音声の再販
提供媒体 備考 

標準価格 

（税別） 

パーソナルモデル １ 不可 USB メモリ 
読み上げ専用 

（編集・保存不可） 
29,800 円 

ベーシックモデル USB タイプ 1 不可 USB メモリ 109,000 円

ベーシックモデル CD タイプ 1 不可 CD-ROM 109,000 円

プレミアムモデル 5 不可 DVD-ROM 198,000 円

ビジネスユースモデル 5   可能 ※１ DVD-ROM

発音編集、音声保存が 

可能。 

498,000 円
※1 作成した音声、音声を組み込んだ製品、または音声を含むコンテンツを、第三者へ販売するには、別途ライセンス契約が必要です。 

・ 別途年間サポートサービスを用意しております。また、ライセンス契約については、ビジネスユースモデル、年間サポートサービス、 

ライセンスがセットになった「ライセンスパック」もございます。詳細はお問い合わせください。 

 

■ボイスソムリエ マリアージュ Ver.1.03  

モ デ ル 音色数 内  容 
標準価格 

（税別） 

ボイスソムリエ マリアージュ 5 
プログラム開発用 音声合成ライブラリソフトウェア。 

音声合成機能の開発には本製品が必要です。 
498,000 円

ボイスソムリエ マリアージュ 

ランタイム（※1） 
5 

エンドユーザー向け音声合成ランタイムライブラリ

（DLL）ソフトウェア。音声合成ライブラリをアプリケーシ

ョンプログラムに同梱せず、別途運用環境へインストー

ルして利用する場合に必要です。 

198,000 円

ボイスソムリエ マリアージュ 

ランタイムパーコピーライセン

ス（※1） 

- 

ボイスソムリエ マリアージュの音声合成ライブラリを、

商用目的で利用、または再配布するためのライセンス

です。 

個別見積 

※1 ボイスソムリエ マリアージュを商用利用する場合、いずれかの購入が必要となります。 

・ 別途、使用リソースや処理負荷の軽さを優先したいユーザー向けの省リソース版の製品や年間サポートサービスを用意しております。 

詳細はお問い合わせください。 

 

 

2．動作環境 

■ボイスソムリエ Ver.2.02 

前提 OS 

Microsoft Windows XP Professional（SP3） 32bit 版 

Microsoft Windows Vista Home Basic（SP１） 32bit 版 

Microsoft Windows Vista Home Premium（SP１） 32bit 版 

Microsoft Windows Vista Business（SP１）32bit 版 

※各 OS は日本語版のみサポート 

前提ソフトウェア Microsoft .NET Framework 2.0 または 3.0 

前提ハードウェア 

CPU:Pentium4 2GHz 以上推奨 

メモリ：1GB 以上 

HDD：3GB 以上の空き容量 

サウンドデバイス：既定のサウンドデバイス 

USB ポート【パーソナルモデル・ベーシックモデル ＵＳＢタイプご利用の場合】 

CD-ROM ドライブ【ベーシックモデル CD タイプご利用の場合】 

DVD-ROM ドライブ【プレミアムモデル・ビジネスユースモデルご利用の場合】 

 

 

 

 

 



 

■ボイスソムリエ マリアージュ Ver.1.03 

前提 OS 

Microsoft Windows Server 2003 （32bit 版） 

Microsoft Windows Server 2008 （32bit 版） 

Microsoft Windows XP Professional（SP3） （32bit 版） 

Microsoft Windows Vista Business（SP1） （32bit 版） 

※各 OS は日本語版のみサポート 

前提ソフトウェア Microsoft .NET Framework 2.0 または 3.0（ユーザーツール利用時のみ必須） 

前提ハードウェア 

CPU:Pentium4 2GHz 以上推奨 

メモリ：2GB 以上推奨 

HDD：音声データ 1 種類につき、約 500MB の空き容量が必要 

サウンドデバイス：既定のサウンドデバイス 

CD-ROM ドライブ 

開発環境 Microsoft Visual Studio 2005 以降 （ＤＬＬ、もしくはＬＩＢを利用できる環境であること）

付属ソフトウェア 

・音声合成ライブラリファイル（LIB ファイル、DLL ファイル） 

・SAPI 対応ライブラリファイル（DLL ファイル） 

・ユーザーツール（ユーザー辞書ツール、オプション設定ツール） 

・音声合成ライブラリ用サンプルプログラム（Microsoft Visual Studio 2005 対応） 

 

3．出荷開始日   

ボイスソムリエ Ver.2.02          2009 年 9 月 29 日 

ボイスソムリエ マリアージュ Ver.1.03  2009 年 9 月 28 日 

 

4．販売目標    

「ボイスソムリエ」「ボイスソムリエ マリアージュ」合わせ、今後 1 年間で２億円 

 

5．お問い合わせ先 

日立ビジネスソリューション株式会社 営業企画本部 

TEL：045-224-6754  FAX：045-224-6719  E-mail: event@hitachi-business.com 

製品紹介ページ： 

ボイスソムリエ http://hitachi-business.com/products/package/sound/voice/index.html 

ボイスソムリエ マリアージュ http://hitachi-business.com/products/package/sound/mariage/index.html 

■個人情報の取り扱いについて 

本お問い合わせ先に送られる個人情報は、ご本人さまの承諾なく以下に定める目的以外での利用や 

第三者への開示等はいたしません。 

お問い合わせへの回答やご本人さまに有益と思われるサービス・製品の情報を DM や電話等でご案内

させていただく場合がございます。 

配信停止・情報の訂正・削除等をご希望の方は、event@hitachi-business.comにご連絡ください。 

 

6．登録商標について 

※ ボイスソムリエ・ボイスソムリエ マリアージュは、日立ビジネスソリューション株式会社の登録商標です。 

※ Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 

※ その他の製品名および会社名は各社の商標または登録商標です｡ 

 

日立ビジネスソリューション株式会社 
〒231-0062  神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 1 番地 8  

電  話 (045)224-6111(代表)  ＦＡＸ (045)224-6119 

ホームページ  http://hitachi-business.com/ 
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