
議事録などの文字起こしに 
かかる時間工数の短縮を実現
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会社名 エピックベース株式会社

設立 2020年1月

代表者 代表取締役CEO　松田  崇義

本社 東京都千代田区一ツ橋１−１−１

従業員数 ９名（業務委託、インターン含む）

事業内容 音声の自動文字起こし「Smart書記」の提供

主な株主 経営陣、CoralCapital、メディアドゥ

会社概要



Smart書記が解決したい課題

3

話した言葉を文字に変換する作業はビジネスなどのあらゆるシーンで頻出している  

この作業は実に多くの時間を割いており生産性の高い仕事をする時間が奪われている

会議・商談 講演・セミナー インタビュー 字幕



Smart書記が解決したい課題と期待できる効果
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特に企業様の社内会議や打ち合わせの会議議事録作成は多くの時間を費やしています  

この議事録などの作成時間を減らすことでお客様に価値を提供しています

議事録作成の課題 期待効果

• 議事録の発言について関係者の確認に時間
がかかる

• 長時間会議では情報量が多く議事録をまと
める際に抜け漏れが多くなるためICレコー
ダーなどで確認する

• 会議の内容、言葉などがわからずに会議中
の議事録作成が難しい

議事録作成に 
会議時間以上に時間がかかる

• 議事録作成のためのまとまった時間がとれ
ないため、土日や残業で時間を作っている

議事録にかかる時間を 

30%以上削減

3時間

2時間弱

2時間の打合せで議事録作成にかかる時間



プロダクトのご紹介
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Smart書記はPCブラウザおよびAppleの iOSアプリでご利用が可能な  

　SaaS型のクラウドサービスです



基本機能
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収録 編集 出力

Smart書記では「収録」「編集」「出力」を行うことが可能です  

それぞれが快適に行うことができるよう各種機能を提供しています

• 音声自動文字起こし  

• ゲスト登録  

• 訂正学習  

• 多言語翻訳

• リアルタイム編集  

• 行単位の音声再生  

• マーカー・マーク機能

• テキストダウンロード



基本機能の対応表
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収録 編集 出力

文字起こし 
（話者識別）

訂正学習 多言語翻訳 ゲスト登録 リアルタイム 
編集

行単位の 
音声再生

マーカー 
マーク

ダウンロード

PC 
ブラウザ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

iOS 
アプリ ◯ △ 

登録は不可
◯ ✕ ✕ ✕

△ 
マーカーのみ

✕

※ 管理機能（フォルダ権限管理・アカウント登録）、サポート機能（マニュアル・お問い合わせ）はすべてPCブラウザのみとなります 
※ ダウンロード機能はテキストのみ提供しており、音声はダウンロードできません 

※ ブラウザはGoogle Chromeのみの対応となっております



収録：ICレコーダーではなく、Smart書記を使うことで音声をいつでも確認可能に
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ICレコーダーで収録 Smart書記で収録

いちからの文字起こし 
ICレコーダーを何度も聞き直して修正

自動である程度文字起こし 
気になる箇所だけすぐに聞き直しながら修正

誰が話したかわからない 
聞き直しがとても大変

誰がいつ話したかを自動で登録 
聞きたい場所をすぐに確認



収録丨音声自動文字起こし＆モバイル利用
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アカウントごとにカンタン文字起こし

メールアドレスごとでアカウントを管理します。 
アカウントごとに音声の収録を行うと、発話者の特定が可能です。

スマートフォンやタブレットを使えば、いろいろなシーンで活用す
ることができ、ご利用の幅を広げることが可能です。

モバイル活用で多彩なシーンに対応

Aさん Bさん Cさん

アプリでカンタンに 
文字起こし

ご利用シーンに合わせて 
集音方法をカンタンに設定



収録丨訂正学習＆多言語翻訳
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日本語 英語

誤認識された単語や専門用語は訂正学習に登録するだけで、次回か
ら自動置換し、編集作業をどんどん効率化することが可能です。

複数言語による会話もSmart書記なら、自分の言語に合わせて 
リアルタイムで翻訳した内容を表示します。

訂正学習で貴社オリジナルの辞書に 多言語翻訳をリアルタイムで



編集について
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②シンプルで直感的な操作
テキストの編集の効率性をあげるため、Enterで
次の⾏に移動・保存ができます。

④マーカー機能で重要な箇所をチェック
収録中や編集時に重要な箇所をマーカーで
チェックし、あとで⾒返しやすくすることができ
ます。

①修正したい部分をすぐに⾳声再⽣
収録⾏をクリックするだけで⾳声が再⽣されます。

③セクション・テキストの追加
議題ごとにセクションを追加したり、補⾜⽂章

を追加することができます。



出力について
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文字起こし後、編集した作業のテキストをいつでも誰でもダウンロードできます 

議事録のフォーマットに合わせてテキスト・エクセル・ワードファイルをご用意しています

• 発話時間 
• 発言者 
• 文字起こし原文 • 単語マーク 

• マーカーをつけた行のみ出力

• 発話時間 
• 発言者 
• 文字起こし原文



スマート書記をうまく使いこなすために
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文字起こし精度は「集音環境・ネットワーク・話し方」に大きく影響を受けます 

利用したいシーンの状況に応じた効率的な運用方法をご提案いたします

ピンマイク無し 
PCまたはICレコーダー音源
で収録

ピンマイク無し 
iPhoneで収録

ピンマイク有り 
しっかりと発話

50%以下
文字起こし精度

60～70%
文字起こし精度

70～90%
文字起こし精度

とりあえず使う しっかり準備する



料金
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スタンダードプラン エンタープライズプラン

最初の導入時におすすめ 複数部署でのご利用などセキュリティ対策を 
きちんと行いたい方におすすめ

契約内容

月額利用料 
（税別） 100,000 円／月 140,000～ 円／月

初期費用 0 円 別途お見積り

契約期間 12ヶ月 12ヶ月

機能
基本機能 ◯ ◯

ログ提供 ー ◯

オプション
セキュリティ ー 別途お見積り

文字起こし 

代行
別途お見積り 別途お見積り

※ 契約翌月末支払いとして一括請求いたします 
※ その他、お申込みにあたっては申込書の別紙を必ずご確認ください 

※ Quick Summary（AI要約）についてはエーアイスクエア社の商品となり、別途利用料が発生します



オプションサービスのご案内丨セキュリティプラン
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ログ提供サービス  
月額利用料（税抜）

40,000円/月

（480,000円/年）  
ご契約は1年契約となります

✔　当社指定のフォーマットによるログ提供  

✔　1ヶ月に1回送付  

※別途、追加のログ情報が必要な場合は追加料金が発生いたします

契約社アカウントの利用ログご提供

システムサーバのアクセスログ点検レポート

✔　当社指定のフォーマットによるレポート提供  

※上記の料金は2020年3月1日時点のものとなります。  

※今後、変更になる可能性がございますので必ずご契約前にご確認いただくようお願いいたします。



お問い合わせ

ご不明点等お気軽にご相談ください

【電　話】03-6260-9186  

【メール】sales@epicbase .co . jp  

【問合せ】https ://smartshoki . jp/contact

mailto:sales@epicbase.co.jp
https://smartshoki.jp/contact


参考資料



導入事例丨徳島県庁様
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10時間

書き起こしにかかる時間 一般公開までの日数

80%削減

2時間

即日公開

事例 業務改善の効果

徳島県知事の定例記者会見にて活用 
(徳島発！AI要約サービスにて活用中)

https://tokushima.smartshoki.jp/


Smart書記iOSアプリβ機能のご案内（集音機能設定）
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β機能として「集音機能設定」をリリースいたしました。 
お選びいただいた設定に合わせて音声認識が調整されます。

ご利用方法 
最新のiOSアプリにアップデートし、収録画面の左下設定画面より
設定が可能です。

現在ご用意している設定 
・ピンマイクを利用 
　近くの方の声を重複して拾いにくいようになっています 
・iPhone1台のみでの利用 

　今までよりも周辺の音を拾いやすくなっています

ご注意事項 
・この機能はβ機能のため、今後調整・改善を行う予定です。 
・ご利用いただく環境によって認識精度の差が大きくでますので、 
　ご理解の上ご利用いただけますと幸いです。


