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NTT アイティ株式会社

いつでも手軽に利用できる音声合成 SaaS「バーチャル・ナレーター」の標準機能に 
WebAPI を追加し、サービスメニューをリニューアル 

NTT アイティ株式会社（本社：横浜市中区、代表取締役社長：岡田和比古）は、好評ご提供中の

音声合成 SaaS「バーチャル・ナレーター＊1」に、2011 年 7 月 11 日から、新標準機能 WebAPI＊2

の追加提供を開始し、サービスメニューをリニューアルいたします。

「バーチャル・ナレーター」は、Web ブラウザから専用サーバへアクセスいただくことで、任意

の文章（テキスト）を合成音声に変換し、音声ファイルとしてダウンロードすることができる SaaS
型の音声合成サービスです。今回新規追加した WebAPI を用いれば、さまざまな OS やプラットフ

ォーム上の Web サービスと音声合成を連携させた多様なサービスの実現が可能になります。 
また新サービスメニューには、適用業務の限定により音声合成可能文字数が無制限となるプラン

を追加しています。これにより、幅広いご利用目的に応じたプランの選択が可能となり、より気軽

にかつより低価格でご利用いただけるようになりました。

本サービスは、6 月 9 日（木）から 10 日（金）まで開催される『コールセンター／CRM デモ＆

コンファレンス 2011 in 大阪』（マイドームおおさか）に出展いたします。

■ 新機能追加とサービスメニュー改定の背景

NTT アイティでは、2010 年 10 月よりいつでも手軽に利用できる音声合成 SaaS「バーチャル・ナレー

ター」を提供してまいりました。

サービス開始以降、パソコンの Web ブラウザを通じたインタラクティブな音声合成機能だけでなく、

多様な Web サービスと音声合成機能を自動連携させる機能へのご要望を多くのお客様からいただいてお

ります。また、従来からの IVR（音声自動応答装置）の音源としての合成音声の利用に加えて、デジタル

サイネージをはじめとした映像コンテンツや電子書籍など幅広い分野でのご利用機会も増加し、大量の合

成音声作成をより低価格で提供して欲しいというニーズも高まってきています。

今回このようなお客様の声にお応えするため、さまざまな Web サービスから容易に音声合成機能をご

利用いただける WebAPI を新標準機能として加えることといたしました。さらに、適用業務を限定する

ことにより音声合成可能文字数が無制限となる新プランを選択できるようサービスメニューをリニュー

アルいたします。

■ 新標準機能 WebAPI の概要

音声合成 SaaS「バーチャル・ナレーター」の WebAPI は、さまざまな OS やプラットフォーム上で動

作する多くの Web サービスからの音声合成利用ニーズにお応えすることを目的としたものです。Web サ

ービスを記述したスクリプト内の必要な個所から、本サービスが提供する WebAPI を呼び出すことで、

Web サービス動作の任意の時点で音声合成機能を容易に利用することが可能となります。 



パソコン上での多様な既存 Web サービスとの連携だけでなく、スマートフォンや携帯電話、タブレッ

ト端末などでの新規 Web サービス型アプリケーションの開発においても音声合成機能を容易に組み込む

ことが可能なため、多彩な利用シーンやコンテンツで、SaaS 型で音声合成をご利用いただけます。
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【バーチャル・ナレーターの WebAPI 利用イメージ】 

■ 新サービスメニューの概要

新サービスメニューの各プランでは、従来の Web ブラウザ上でのインタラクティブな合成音声作成機

能に加えて、新しい WebAPI が追加料金不要の標準機能として提供されます。 
また新サービスメニューでは、「ごく少数の音声をより安価に作成したい」、あるいは「音声を大量に合

成したい」といったご要望にお応えできるよう従来の Basic プランを３つのプランに細分化するととも

に、最低契約期間を 12 か月から 6 か月に短縮いたしました。 
従来からの Basic プランでは、月額基本料金と音声合成可能文字数は変わりませんが、オプション提供

の追加パックの文字数を 10,000 円あたり 2,000 文字から 4,000 文字と、従来の 2 倍に拡大します。さら

に、今回追加となった Basic Free-One プランでは、音声合成の適用業務を 1 つに限定することで、月額

30,000 円相当の料金で音声合成可能文字数が無制限となります。適用業務が複数の場合には、Basic Free- 
Multi プランを選択いただければ、月額 55,000 円相当の料金で音声合成可能文字数を無制限とすること

も可能です。

音声合成 SaaS「バーチャル・ナレーター」の新標準機能 WebAPI と、新サービスメニューから利

用目的に合わせた適切なプランをお選びいただくことにより、従来のサービスではカバーできなかっ

た新しい用途に、音声合成のご適用範囲が大幅に拡がります。

新サービスメニューの各プランの詳細については以下の表をご参照ください。



【サービスメニュー】

プラン 月額基本料金 最低契約期間
音声合成可能文字数

適用業務限定条件
オプション

Basic  5,000 円／月 
6 か月 

※更新も 6か月単位

となります。

12,000 文字まで 
（新規、更新契約時）

複数業務に適用可能

・ 追加パック（4,000文字

／10,000円）

※30 パック（120,000 文字相当）

お買い上げの場合、音声合成可

能文字数は無制限となります。

Basic 
Free-One 30,000 円／月 

6 か月 

※更新も 6か月単位

となります。

無制限

適用業務は１に限定
－

Basic 
Free-Multi 55,000 円／月 

6 か月 

※更新も 6か月単位

となります。

無制限

複数業務に適用可能
－

Premium オープン価格 個別契約
無制限

適用業務は個別契約

個別専用プログラム開発

（価格は個別御見積）

※各プランにおいて、WebAPI は追加料金不要の標準機能です。

※ご契約にあたっては、サービス利用規約にご同意いただくほか、適用業務を規定させていただきます。

※Premium プランをお申し込みの場合は、各種の条件をご相談の上、個別契約となります。

※Basic タイプの各プランでは、ご契約時に最低契約期間分のご利用料金を一括でご請求させていただきます。

※Basic プランのご契約更新時には、前契約での追加パック分も含めた残文字数は引き継がれません。

また、追加パックお申し込みの場合、追加文字数は Basic プランのご契約期間中のみ有効となります。

※Basic タイプ各プランでは、1 契約につき、１ID を発行します。Web サービス等でのご利用において複数 ID が

必要な場合は、別途ご相談ください。

※WebAPI を利用するソフトウェアの販売および配布には、別途ライセンス契約が必要です。

※Basic タイプ各プランと Premium プランでは、ご利用いただける音声の品質や設定できるパラメータに違いが

あります。

※途中解約によるご返金はいたしません。

※表示価格は税抜金額です。別途消費税分が必要です。

■ WebAPI と新サービスメニューの提供開始

2011 年 7 月 11 日（月）より 

■ ご契約お申し込み、オンラインデモについて

本サービスは、法人のお客様を対象とさせていただきます。ご契約お申し込み、オンラインデモについ

ては、下記の弊社 Web サイトの専用ページをご覧ください。 
＜http://www.ntt-it.co.jp/goods/vcj/v-series/virtual-narrator/＞ 
また本サービスは、6 月 9 日（木）から 10 日（金）まで、マイドームおおさか（大阪市中央区）にて

開催される『コールセンター／CRM デモ＆コンファレンス 2011 in 大阪』に出展いたします。 



［語句等の説明］

（*1）バーチャル・ナレーター 
NTT アイティが提供する SaaS 型の音声合成サービスです。エンジンには、NTT サイバースペース研
究所が開発したコーパスベース音声合成技術を搭載した高品質音声合成ソフトウェア「FutureVoice 
EX」を採用しています。 
http://www.ntt-it.co.jp/goods/vcj/v-series/virtual-narrator/ 

※「バーチャル・ナレーター」は、NTT アイティ株式会社の登録商標です。

（*2）WebAPI 
Web サービスなどの開発のために、他のハードウェアやソフトウェアが提供している機能をインターネ
ット経由で利用可能とする API（Application Programming Interface）のこと。 


