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これからの伝える業務･効率･働き方改革

動画で伝えるAI

【求人や研修等の経費低減】時間・場所を問わず繰返し何度でも

【ウイルス感染拡大の解決】社内外の非接触非対面コミュニケーション

伝力に拘るスマートアバター®シリーズ開発元

【人に代わって生活に寄添】ICT連携で、24時間365日多言語対応



BOND製品の概要

独自のAI(人工知能)を開発し、事前学習がなく、文字や画像入

力程度で、簡単迅速に動画コンテンツを作成･配信･双方向対話を

実現する各種｢動画で伝えるAI（スマートアバター®シリー

ズ）」を開発。47か国語機械翻訳・文字読み上げ機能まで搭載し

ており、文字や画像入力でも、PowerPointデータからでも、

データ自動連携でも作成できる。

人に接触せず商品説明・受付案内・研修・外国人対応・音声

メッセージ・デジタルサイネージ・インターネット動画・SNS広

告などで繰り返し活用され、業務の効率化・情報周知・意思疎通

の課題解決など、ウィルス感染予防や深刻な人材不足を補うツー

ルとして期待が高まっている。

BONDの新規性、革新性及び優位性

●通信環境とデバイスの発達普及により何時でも何処でも動画の視聴可能

な環境が整い、今後更に動画広告や配信サービスの市場が急成長する(ネッ

ト上に利用者が集まる)中、BONDは先行して｢伝達力を補う表情や仕草の

創造と人の感情に関わる高度な技術｣に拘り、スマートアバター®シリー

ズ（AI）の開発に挑んでいた。

●世界中に注目される「Japan-Animationのかわいらしさ」をコミュニ

ケーションインターフェースに応用し、入力された文字や画像だけで表情

や仕草をつけながら発声したり、カメラワークなど総合演出を自動で行う

人工知能（AI）は他にない。

●この独自AIを活用し、万人が極めて簡単に（事前学習も要せずに）番組

作成、変更を可能とする製品は他社になく画期的なもので、開発者向けの

組込み用ツールもあり、ユーザーインターフェイスとしての期待も高い。

現在、ウィルス感染予防や災害時における、状況変化に踏まえた適時適

切な動画配信の仕組みを考案するなど、その画期性（文字や画像だけで簡

単迅速に番組が作成できる）、拡張性（簡単にネット上に動画を発信しあ

え用途が無限大になる）や社会性（コミュニケーションの弱者が伝達力を

補いえる）に期待が集まろうとしている。
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動画で伝えるAI「スマートアバアター®」シリーズについて

http://f-bond.co.jp/


コンテンツ配信システム

ネットワークで配信管理 独自AI Smartavatar® オペレータの管理で双方向

遠隔操作案内

テキスト駆動型AIで、与えられたデータから
感情感性豊かに総合演出を全自動で行いながら伝える

＜ネットTV＞ ＜音声通話システム＞

コンテンツ制作システム

簡単迅速にコンテンツを作成
＜番組作成ツール：PC版・WEB版・API各種＞

・動画生成版
・ダイレクト描画版

Key technology   

交通･医療･企業･行政･教育の伝え方改革 事例：JR東京駅構内インフォメーション

チャットボット×
Smartavatar®

2013ケーブル技術ショー
（パナソニック）より

これからの伝える業務・効率・働き方改革をリアルとバーチャルで支援

AI Smartavatar®シリーズについて



動画は､短時間で多くの情報を伝え印象深い！

人の記憶に影響をもたらす「3Vの法則」とその影響の割合より

記憶の影響「３Vの法則」

言語 ７％

聴覚38%

視覚55%

BOND番組作成ツールPCアプリ版

言語 ・セリフ
・字幕
・テロップ ・タイトル

聴覚 ・ナレーション
（音声合成・音声ファイル・音声録音）
・効果音・BGM

視覚 ・静止画・動画
・演出・漫符
・表情・仕草を含む感情表現

他効果・照明・カメラワーク
・何度でも編集
・データ変換・ダイレクト描画

素材 ・Smartavatar® (３Dキャラクター)
・スタジオ・各種小物

47ヵ国語機械翻訳連携・文字読み上げ機能

動画の情報量は単純に文字・写真だけの場合の5,000倍



今までは

これからは

複写機 印刷し放題 限られた地域へ

世界中の人々へ

紙

配布･設置･折込

番組作り放題 発信し放題

双方向通話し放題
BOND
動画



スマートアバター®

・非接触でウイルス感染源になりにくい

・システムと相性良くDX向上に期待大

・情報量が多く印象に残り易い

・機械翻訳×29か国語発話対応

・番組作り放題で常に最新の情報を提供

・非対面で時間と場所を選ばず視聴できる

・環境にやさしい（紙の削減、ゴミの削減）

・接触型でウィルス感染源になりやすい

・読んで理解しなければならない

（人の補足が必要な場合が多い）

・周知範囲が限定的で消費がいまいち

・情報が古くなると破棄

・設置や配布に関わる感染リスクが高い

（人や設置、配布などの経費がかかる）

紙

孫正義氏

｢人・紙｣から｢動画で伝える｣新未来を創造

AIが医療･交通･企業のビジネスモデルを変える



ご利用シーン

●研修や教育業務の効率化･経費と時間の低減

●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､各ツールの拡張性の高さ

あなたに代わって伝える業務を24時間365日
リアルとバーチャルで支援
https://f-bond.co.jp/press_release/index.php



・独自AI搭載で、インストール後は誰でも簡単迅速に番組作成可能
PPTXデータもドラック＆ドロップ番組作成・YouTubeサイズから４Kまで出力可※放送形式にも対応）

・オンプレで番組が作成されるため、大事な情報が漏洩しない。

・フローティングライセンスによる提供だから、利用者間が効率的に活用できる。

・利用者間のシナリオデータ共有により、効率的に現場の独自性を発揮できる。

・Microsoft azure47ヶ国語機械翻訳連携、発話
日本語・英語は、HOYA高性能発話エンジン搭載・音声ファイルやマイク録音機能にも対応

納品は、メールによるダウンロード形式

不明点は、製品に組込まれたサポートセンターが対応

番組作成PC版_ご利用の強み



利用者A 利用者C利用者B 利用者D 利用者E 利用者F

①サーバーの接続でツールの起動が可能

PC版自動更新・番組作成・修正・更新

番組出力など、機能の利用が可能

②サーバーに接続していなくても

①で作成された番組はマルチに活用可能

ソフトウェアを利用するPCにライセンスを振り分け
契約上利用できるライセンス数を複数のユーザーが効率的に利用できるようにするもの

フローティングライセンスによる提供だから、利用者間が効率的に活用できる

オンプレで番組が作成されるため大事な情報が漏洩せず安心



素材データ

シナリオ
エクスポート
データ

利用者B

素材データ

シナリオ
エクスポート
データ

番組作成ツール PCアプリ版

素材データ

シナリオ
エクスポート
データ

素材データ

シナリオ
エクスポート
データ

共有サーバー

動画データ

シナリオ
エクスポート
データ

保存

読込

読込

読込

動画データやシナリオエクスポートデータ などの共有で
再編集・更新などが自由自在

利用者C

利用者A本部

現場の知恵の活用

利用者間のシナリオデータ共有により、効率的に現場の独自性を発揮できる



【組込用API 】×【DB】リアルタイムに全自動番組生成・発信

【遠隔操作案内】×【番組作成ツール】

・非接触、非対面、リモート案内

・豊かなコミュニケーションの実現

スマートアバター®だと抵抗が少ない

・番組の組込みでオペレーターの負荷低減

・キャラクタービジネスの創造

など

その他のコミュニケーションツール_参考：人にかわって行動変容に繋げる

・人に代わって、

最新情報をいち早く展開

・応答用AI連携で、

より親切丁寧な双方向

・スマートシティや地域包括ケアなど

人に寄添い伝える

など

空港の伝え方改革 脱炭素啓蒙



訴求力のあるパートナー企業様と描く未来

④スマートアバターを
キャラクタービジネスにつなげる。

クリエイターの活躍の場を創造

①番組作成×配信
プラットホームを万人に開放。

世界中のアマチュア含め、
動画広告市場を掘り起こす！

③人に代わって寄り添う
生活や健康など支援する時代を実現。

多様なAIとの連携、機器組込による
共同開発・共同サービス

②障がい者も、
社会で平等に活躍できる時代。

障がい者就業支援事業所連携



24時間365日、人に代わって｢伝える改革｣！

⑤ネットTV

機能充実オンプレ 簡易機能利用者無制限

②番組作成Ｗｅｂ版①番組作成ＰＣ版 ③組込用API

無人で動画生成 人の声と同期で双方向

④音声通話

連携

連携 連携 連携 連携
・動画生成版
・Windowsダイレクト描画版
・Androidダイレクト描画版

独自配信プラットフォームで
番組を管理配信！

チャットボット×
BOND技術によるAI

2013ケーブル技術ショーより

ご利用料（1ライセンス）

1ライセンス

初回登録料9万円

月額使用料 9万円

年額使用料 90万円

初回登録料9万円

※１チャンネル追加毎
年額使用料70万円

初回登録料 9,800円
月額使用料 9,800円

1ライセンス

初回登録料4万円

月額使用料 4万円

40アカウント以上ご利用の場合 DB連携自動生成の場合1ライセンス

初年度 240万円

次年度 90万円

端末ライセンス月額料金費（参考）１～10台：5万円（単価5000円）、501～1,000台：90万円（単価900円）



Smartavatar × コールセンター(人)

Smartavatar × 多様なAI

Smartavatar × 動的データベース

Smartavatar × ICT

これからの伝力の未来(絆)を創造

Smartavatar × 文字・画像

Smartavatar × ANY＝Happy
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