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AI音声認識 文字起こし＆字幕制作クラウドサービス

NeONクラウドアシスト

NeON-CA

NeON-CAは、
クラウド音声認識サービスを利用した字幕制作
及び文字起こしを支援するWebサービスです。
字幕制作及び文字起こし作業の効率化をお手伝いします。
字幕制作機能

▌ クラウド音声認識エンジンを選択可能(*1)。

▌ 音声認識結果から字幕表示に適した字幕ページ情報
を自動生成。

「字幕
▌ 字幕ページ情報はWebブラウザ上で動作する
エディタ」
で編集及びプレビュー可能。

- ページ構成/文字/位置/タイミング/色を編集可能。

- プロキシ映像に重ねて字幕プレビュー可能。

文字起こし機能

▌ クラウド音声認識エンジンを選択可能(*1)。

▌ 音声認識結果から文字起こし情報を自動生成。

▌ 文字起こし情報はWebブラウザ上で動作する
「文字起
こしエディタ」
で編集及びプレビュー可能。
- ページ情報/文字を編集可能。

▌ 文字起こし情報はテキストファイル(CSV形式/テキスト
形式)に出力可能。

▌ 字幕ページ情報はARIB/NAB字幕ファイルに出力。

▌ 入力映像ファイルもしくは音声ファイルからプロキシ

▌ 番組映像ファイルからプロキシファイル(H.264/MP4)

▌ 固有名詞等の音声認識辞書を複数登録し選択利用可

▌ 固有名詞等の音声認識辞書を複数登録し選択利用可

NeON-CAの試用をご希望のお客様は株式会社朋栄にお問い合わせください。

▌ インターネット配信用字幕ファイル出力も可能。
を作成。NeON-SHVやNeON-IXで利用可能。

能。(番組単位等での利用)(*2)

(*1) Google、Speechmatics、Microsoft Azureに対応｡（2021年3月現在）
(*2) Speechmaticsに対応。(2021年3月現在)

ファイル(H.264/MP4)を作成。
能。(番組単位等での利用)(*2)

字幕編集・文字起こしツール

NeON-CA

NeONクラウド・アシスト

■NeON-CAを利用した字幕制作フロー
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プロキシファイルの音声を聞き
文字、表示タイミング、表示位
置、色を編集する。

字幕放送画面制作システム
NeON-IX/NeON-SHV（※）

ARIB

字幕
ファイル

プロキシファイルの音声を聞き
最終的な修正を行う。
※NeON-IX（NeON9）はアナログ/デジタル放送向け、NeON-SHVは
スーパーハイビジョン（SHV）放送向けの字幕放送画面制作シス
テムです。
プロキシファイルを使用してノンリニア編集と同様の
字幕制作環境を提供します。

■NeON-CAを利用した文字起こしフロー
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テキストファイル、
CSVファイル

取材収録映像
ファイル
(MXFファイル、
H.264/MP4
ファイル、
MP3ファイル
など)
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プロキシファイルの音声を聞き
文字、発話タイミングを編集する。

動作環境

●OS
●対象Webブラウザ

下記ブラウザが動作可能なOS
Google Chrome (Desktop版)

対応フォーマット
●アップロード可能映像ファイル
●ダウンロードされる字幕ファイル
●ダウンロードされるテキストファイル

H.264/MP4、MXF(XDCAM HD422互換、XAVC Intra互換)、MPEG-1/2、MP3*、WAV*
AVCHD、Apple ProRes/MOV* * 文字起こしサービスでのみ使用可能
ARIB STD-B36形式、NAB(アナログ字幕)形式、WebVTT、SRT
※字幕制作サービスでのみダウンロード可能
※NAB字幕ファイルはARIB字幕への変換を目的としており重畳･オンエア用ではありません。
CSV形式、テキスト形式
※文字起こしサービスでのみダウンロード可能

※XDCAM, XAVCはソニー株式会社の商標です。
※Windowsは米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※その他、記載の商品名、会社名等は、その会社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、Rマークは明記しておりません。
※弊社以外の製品についての記載は、単なる情報としてであり、これらの製品を保証もしくは推奨するものではありません。
I S O 9 0 0 1 取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

www.for-a.co.jp
■本
社
■関 西 支 店
■札幌営業所
■東北営業所
■東海営業所
■中国営業所
■松山営業所

〒150-0013
〒530-0055
〒004-0015
〒980-0021
〒460-0003
〒730-0012
〒790-0011

東京都渋谷区恵比寿3-8-1
大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル
札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16
仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル
名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル
広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル
愛媛県松山市千舟町4-6-1 松山フコク生命ビル

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-1-7 タマビル恵比寿4階
安全に関するご注意

Phone 03-3446-3121（代）
Phone 06-6366-8288（代）
Phone 011-898-2011（代）
Phone 022-268-6181（代）
Phone 052-232-2691（代）
Phone 082-224-0591（代）
Phone 089-993-5105（代）

■九州営業所
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル Phone 092-731-0591（代）
■沖縄営業所
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル
Phone 098-860-4178（代）
千葉県佐倉市大作2-3-3
Phone 043-498-1230（代）
■ 佐倉研究開発センター 〒285-8580
■ 札幌研究開発センター 〒004-0015
札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16
Phone 011-898-2018（代）
■ 福岡研究開発センター 〒812-0018
福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル3F Phone 092-402-2705（代）
FOR-A Corporation of America FOR-A Latin America and Caribbean Oﬃces FOR-A Europe S.r.l. FOR-A UK Limited
FOR-A Italia S.r.l. FOR-A Corporation of Korea FOR-A China Limited FOR-A Middle East-Africa Oﬃce
FOR-A India Private Limited FOR-A South East Asia Oﬃce

Phone 03-6447-7483（代） www.ibe.for-a.co.jp/

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、
油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承
ください。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は 2021 年 3 月現在のものです。

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

24時間365日対応いたします

