
独自
AI

出力

手動入力
自動入力

発信入力

研修時間や経費の低減に
教育センター・学校・大学
でのオンデマンド活用に

②番組作成ツール

①番組作成ツール

③番組生成ツール
組込開発用API

⑤人による遠隔操作案内
音声通話システム

伝力に拘るスマートアバター®

音声対話とスマートアバ
ター®による新UIを
「ケーブル技術ショー」
でお披露目

●研修や教育業務の効率化･経費と時間の低減

●人に代わって伝える業務を24時間365日支援

●業務マニュアルや取説をより解り易く

●受付窓口やお問合せ業務の効率化

●多言語機械翻訳･発声･字幕含む情報周知の深化

●新サービスの創出など､拡張性の高さ

④番組管理配信
ネットTV

受付案内の効率化

あなたに代わって24時間365日､リアルとバーチャルで支援

実績：敬称略・北九州市・新潟市・宮崎県庁・福岡県立筑前高校・東京ガス・ニッセイウェルズ・NTTデータスマー

トソーシング・東京海上日動・スターフライヤー・りそな銀行・JR西日本・JR東日本パーソネルサービス・富士

フィルム・瑞穂・マクセル・東武鉄道・パナソニック・東京海上アセットマネジメント・光文堂・アサヒビール・富

士フィルム・日本信号・伊藤忠ケーブルシステム・J:COM・九州工業大学・横浜国立大学・大阪産業大学・青山学院

大学・九州産業大学・NTT印刷・小倉城テラス・いがらし歯科イーストクリニック・安川情報九州・インフォマティ

クス・馬場記念病院・TOTO・MAYASTAFFING 北九州市立八幡病院・SCSK・三菱マテリアル・ウチダエスコ・

CHC・高見神社 響灘菜園・NTT西日本・福岡県立筑前高校・九電工 他

動画で伝えるAI スマートアバター®で

簡単迅速､番組作り放題！
伝える業務･効率･働き方改革に

機能充実版

機能簡易版

ツールについて
僕達が案内中！

文字・画像から感情解析し

表情仕草など総合演出を全自動で行う

オンラインでご案内

説明の解り易さなど
CXの向上に
営業資料の動画化
説明の均一化に

行政や企業のDX推進
危機管理誘導

高校生による
地域貢献

ウィルス感染拡大防止の
ソーシャルコミュニケータ役と
して24時間最新情報の発信

北九州空港の
伝え方改革

障がい者も平等に
活躍できるツールとして

IoT・UIの完成形と
してスマートアバ
ターが案内する多言
語案内板

ストップコロナプロジェクト

SNSや動画チャンネルで

PCアプリ版

WEB版

オンプレだから大事な情報が漏洩しない

フローティングライセンスだから複数で利用

シナリオデータの共有で利用者間の独自性を発揮

シナリオデータ共有

編集更新も簡単

ネットTV

地域包括ケア
介護医療など
UI・IOTで

医療現場の感染拡大防止



■ PCアプリ版 [ WMV/MP4/MXF 出力 ]
●OS : Windows 11 (64bit)

Windows 10 (64bit)
Windows 8.1 (64bit)

※ 64bit 版は、WOW64で動作する32bitバイナリのみサポート
●CPU : core i3 560/550/540/530 以上

※SSE2 拡張命令セットに対応するもの
●メモリ : 8.0 GB 以上
●ストレージ ( HDDなど) : 20.0 GB 以上
●ビデオカード : Direct3D 対応、VRAM 512 MB 以上

例) DX10(シェーダーモデル 4.0)の性能を持つグラフィックスカード
●サウンドカード : 既定の Windows サウンドデバイス
●ディスプレイ : 解像度：1920×1080 推奨

■ WEB版 [MP4/MXF 出力 ]

(２)動画生成サーバー
●OS : Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition（64bit）

Microsoft Windows Server 2016 R2 Standard Edition（64bit）
※ WOW64で動作する32bitバイナリのみサポート

●CPU : core i3 560/550/540/530 以上
※SSE2 拡張命令セットに対応するもの

●メモリ : 8.0 GB 以上
※同時生成数によって必要な容量が増加する場合があります。

●ストレージ（HDDなど）: 30.0 GB 以上
※同時生成数によって必要な容量が増加する場合があります。

●ビデオカード : Direct3D 対応、VRAM 512 MB 以上
例) DX10(シェーダーモデル 4.0)の性能を持つグラフィックスカード
※同時生成数によって必要な容量が増加する場合があります。

●サウンドカード : 既定の Windows サウンドデバイス
●ディスプレイ : 解像度：1920×1080 推奨

(１)WEBサーバー
●OS : Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition（64bit）

Microsoft Windows Server 2016 R2 Standard Edition（64bit）
※ WOW64で動作する32bitバイナリのみサポート

●CPU : core i3 560/550/540/530 以上
※SSE2 拡張命令セットに対応するもの

●メモリ : 8.0 GB 以上
※メモリ使用量はコンテンツのサイズや同時利用者数に依存します。

●ストレージ（HDDなど）: 100.0 GB 以上
※『※注① ストレージの容量について』参照

●ビデオカード : なし
●サウンドカード : 既定の Windows サウンドデバイス
●必須ソフトウェア

Apache 2.2.12以上あるいは、それに該当するWebサーバーソフト
MySQL 5.1.37以上（あるいはMariaDB10.4.8以上）
PHP 5.3 以降（推奨はPHP7.4）
FTPサーバー機能

■ Android版

(２)シナリオ生成処理部
●OS : Microsoft Windows 10 (64bit)

Microsoft Windows 8.1 (64bit)
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition

※ 64bit 版は、WOW64で動作する32bitバイナリのみサポート
●CPU : core i3 560/550/540/530 以上

※SSE2 拡張命令セットに対応するもの
●メモリ : 8.0 GB 以上
●ストレージ（HDDなど）: 20.0GB 以上
●ビデオカード : Direct3D 対応、VRAM 512 MB 以上

例) DX10(シェーダーモデル 4.0)の性能を持つグラフィックスカード
●サウンドカード : 既定の Windows サウンドデバイス
●ディスプレイ : 解像度：1920×1080 推奨

(１)WEBサーバー
●OS : HTTP (プログレッシブダウンロード)方式の配信サービスが可能なサーバ

又は RTSP 方式のストリーミング配信サービスが可能なサーバ
例） Microsoft Windows Server 2008 R2
Red Hat Enterprise Linux 5.5 など・・・

●CPU : Intel Pentium 4 （プロセッサー 2.8GHz ）以上
例） Intel Xeon 3070 Dual Core 2.66GHz など

●メモリ : 8.0 GB 以上
※メモリ使用量はコンテンツのサイズや同時利用者数に依存します。

●ストレージ ( HDDなど) : 1.5 GB 以上
※『※注① ストレージの容量について』参照

●ネットワーク環境 : 光回線（ 100Mbps 以上）推奨
●必須ソフトウェア

Apache 2.2.12以上あるいは、それに該当するWebサーバーソフト
MySQL 5.1.37以上（あるいはMariaDB10.4.8以上）
PHP 5.3 以降（推奨はPHP7.4）
FTPサーバー機能

(３)閲覧機器 : Android端末
Galaxy A20 [Android 11]
Galaxy S21 [Android 11]
ZenFone Live (L1) Android 8 で検証済

●OS : Microsoft Windows 10 (64bit)
Microsoft Windows 8.1 (64bit)
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition

※ 64bit 版は、WOW64で動作する32bitバイナリのみサポート
●CPU : core i3 560/550/540/530 以上

※SSE2 拡張命令セットに対応するもの
●メモリ : 8.0 GB 以上

※同時生成数によって必要な容量が増加する場合があります
●ストレージ（HDDなど）: 20.0 GB 以上

※同時生成数によって必要な容量が増加する場合があります
●ビデオカード : Direct3D 対応、VRAM 512 MB 以上

例) DX10(シェーダーモデル 4.0)の性能を持つグラフィックスカード
※同時生成数によって必要な容量が増加する場合があります

●サウンドカード : 既定の Windows サウンドデバイス
●ディスプレイ : 解像度：1920×1080 推奨

■ ダイレクト描画版

■ 動画生成版 [ WMV/MP4/MXF 出力 ] （※ 共通）

(２)WEBサーバー ※ ネットワーク版のみ
●OS : HTTP(プログレッシブダウンロード)方式の配信サービスが可能なサーバ

又は RTSP 方式のストリーミング配信サービスが可能なサーバ
例）Microsoft Windows Server 2008 R2

Red Hat Enterprise Linux 5.5 など
●CPU : Intel Pentium 4 （プロセッサー 2.8GHz ）以上

例） Intel Xeon 3070 Dual Core 2.66GHz など
●メモリ : 8.0 GB 以上
●ストレージ : 10 GB以上の空き容量

※物理的なディスク構成は 2.0TB×2：RAID1を推奨
※『※注① ストレージの容量について』参照

●ネットワーク環境 : 光回線（100Mbps 以上）推奨
●必須ソフトウェア

Apache 2.2.12以上 あるいは、それに該当する Web サーバーソフト
MariaDB 10.4.8以上（あるいは MySQL 5.1.37 以上）
PHP 7.4以降

(３)ゲスト用端末 ※ ネットワーク版のみ
● OS : 不問
●使用ブラウザ : Chrome/Egde ※必須
●必要機能 : ・マイク

・Webカメラ
・入力フォーム操作（ログイン時に必要）
・画面タッチ操作（ゲストの「呼出しボタン」で必要）

■ローカル(スタンドアロン)版

(1)オペレーター用PC     ※ローカル版/ネットワーク版 共通
●OS : Windows 10 (64bit)

Windows 8.1 (64bit)
※ 64bit 版は、WOW64で動作する32bitバイナリのみサポート

●CPU : core i3 560/550/540/530 以上
※SSE2 拡張命令セットに対応するもの

●メモリ : 8.0 GB 以上
●ストレージ ( HDDなど) : 20.0 GB 以上
●ビデオカード : Direct3D 対応、VRAM 512 MB 以上

例) DX10(シェーダーモデル 4.0)の性能を持つグラフィックスカード
●サウンドカード : 既定の Windows サウンドデバイス
●ディスプレイ : 解像度：1920×1080 推奨

■ ネットワーク版

WEBサーバー
●OS : HTTP (プログレッシブダウンロード)方式の配信サービスが可能なサーバ

又は RTSP 方式のストリーミング配信サービスが可能なサーバ
例）Microsoft Windows Server 2008 R2

Red Hat Enterprise Linux 5.5 など
[スタンドアロンでの利用の場合]

Windows8.1/10 64bit PC で動作可能
●CPU : core i3 560/550/540/530 以上

※SSE2 拡張命令セットに対応するもの
●メモリ: 8.0 GB以上

※メモリ使用量はコンテンツのサイズや同時利用者数に依存します。
●ストレージ(HDDなど) : 100 GB以上の空き容量

（物理的なディスク構成は 2.0TB×2：RAID1を推奨）
※『※注① ストレージの容量について』参照

●ネットワーク環境 : 光回線（100Mbps以上）推奨
●必須ソフトウェア

Apache 2.2.12以上あるいは、それに該当するWebサーバーソフト
MySQL 5.1.37以上（あるいはMariaDB10.4.8以上）
PHP 5.3 以降（PHP7.4推奨）
FTPサーバー機能（APIなどとの連携時）

※注① ストレージの容量について
ストレージ使用量は、表示コンテンツのサイズに依存します。

例） 動画１本の平均ファイルサイズ：100 MB
保持ファイル数 ：100 個

必須ストレージ容量 ：10 GB

スマートアバター®シリーズ必須環境

番組制作 組み込み用開発キットAPI

音声通話

ネットTV配信

API
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