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Mission

Xinapseは、 ジェネレーティブAI Generative AI 技術を通じて、世界中で行われる
すべての相互作用において、これまでにない新しい経験と価値を提示します。



社名 代表取締役 設立日

本社所在地特許 HP

従業員数



人間と人工知能がお互
いに共感できるように
話す・聞く・
読む・ 理解する
AIコミュニケーション
を先導します。

韓国語の特性基盤に基づいた設計された方式で、
一般的なチャットボットに比べて、インテントの
把握が優れている

ユーザーの意図を深堀するため、 深層学習技術で
もう一度データを検討

AI動画エンジン

1枚の写真があれば、 ドライビング動画の動きを
顔画像に転写し、撮影や映像なしでも仮想映像を
生成

AI対話エンジン

最小48文・30分だけの学習で
32,000hzの高品質で望む音を勝手に

多様なデータを一つに融合させ、
企業が望む実在しない全く新しい音色を生成

発話内容を変えずに、 入力音声に新しい話者(音色)
の特性を重ね合わせて新しいコンテンツを生成

韓国最初AI音声ナビゲーション

韓国最初AI音声テレビCM

世界最初32kHzの高品質AI音声商用化

世界最初複数話者合成AI音声商用化

世界最初AI音声バイブル

AI音声エンジン



主な受賞・認証取得の実績

K-Global
300

IBK創工
1期

HI-SEOUL
企業

Startup Monster
4期

Post-TIPS
(Post-Tech Incubator 
Program for Startup)

C-LAB
10期

Award of
Excellence

Top10 APAC ML
solution provider

2018

SW高成長クラブ
200

Shinhan Future’s 
Lab 7期

101 Most Innovative
South Korea Based
AI Companies

Kakao Startup 
Nomad 5期

2019フィンテック企業
IPコンペティション

4位

Top5 Big data x AI
Startup

ソウル型強小企業
(仕事生活バランス)

第5回第4次産業革命
アワーズ

知能情報産業協会
会長賞

青年親和
強小企業

Korea AI Startup 
100

K-Baby unicorn 
200

Shinhan Open 
Innovation 6期

ソウル4大
未来成長産業
有望先導企業



主な顧客
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AI合成音声、AI仮想音声、AI
転移音声など多様な音声エン
ジン技術でコンテンツを簡単
かつ迅速に



• アリラン国際放送のキム·ボギョン記者のAI音声でテキスト入
力するだけですぐ韓国語 · 英語ニュースを制作可能

実時間でAI音声を生成し、
リポーターの代わりに
韓国語と英語でニュースを伝達

Collaborated with 

AI가상음성으로 전달하는 뉴스입니다.

• YouTubeは誰よりも速く配信し、継続的な露出を必要とするメディアチャンネル
• AI音声で4～5人が2～3日かけて１個作成したYouTube広告を1人が1日かけて生成す
るほどコンテンツ生産性が向上

• リアルタイムでAI音声を生成することができ、従業員退職、 声優体調不良などリスク
回避の善策

実時間AI音声生成プラットフォームで
ユーチューブ広告をより少ない人員が
低い費用で迅速に制作

Collaborated with 



• カムツスプロ野球V22の広告映像で故崔東原の音声を
AI仮想音声で再現

元プロ野球選手
故・崔東原（1958.05.24~2011.09.14）、

人工知能で復活

Collaborated with 

• JTBCの第20代大統領選挙開票放送を通じて
故朴正煕、故金泳三、故金大中、故盧武鉉
前大統領のAI仮想音声を送出

人工知能の力を借りて
時代をこえて
歴代の大統領と会う

Collaborated with 



• 国民MCソン・ヘ氏の過去の放送音声データでYanolja(ヤノルジャ)
の広告コピーと最後のメッセージをAI音声で実現

録音ができなくても
セレブが直接登場したような
広告を制作

Collaborated with 

• ウェブトゥーン 基盤のモーショングラフィックスコンテンツ制作時に
感情表現が可能なAI音声で登場キャラクターのセリフを処理

モーショングラフィック
アニメキャラクターが
感情を込めるAI音声でセリフを話す

Collaborated with 



• オンヌリ教会のイ·ジェフン牧師の40分学習データで
聖書全巻の仮想音声を生成
(累積再生数354万回) ＊本一冊平均的な文字数は12万字

40分の録音だけで
1,310万文字の聖書全巻を
AI音声で完成

Collaborated with 

• チャイルド・ファンド・コリアが企画したテレビCMのため、自社開発
のデータ収集ソリューションで100人の子供を録音し、モデル学習を通
じて収集したすべての音を新しい音色に合成

10０人の声を集めて
実在しない人の声で
広告を制作

Collaborated with 



セレブのAI音声ナビゲーショ
ン、AI合成音声でサポートさ
れる自然な車載インフォテイ
ンメントシステム



Collaborated with 

韓国1位のナビゲーションTmapを協力して
様々なセレブのAI仮想音声で道路案内サービスを提供

全国59,000の道路案内データを
AI音声でナビゲーション
サービスで実現

ハン・ムンチョル⽒
弁護⼠

イ·ムジン⽒
歌⼿(Sing Again シーズン1)

アン·ヨンミ⽒
お笑い芸⼈ ·MC

パク·チユン⽒
声優(アナと雪の⼥王·アンナなど）

ユ·ヒョンジュ⽒
プロゴルファー



車載インフォテインメントシステムに、
XinapseのAI音声を
搭載 (PoC 進行中)

AI音声生成技術で多様な発話データを組み合わせて
車載インフォテインメントに適した新しいAI音声を生
成して提供

Collaborated with 



AI音声聖書を含むキリスト教
に関するすべてのオーディオ
コンテンツを1か所で



Serviced by
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人工知能技術で二度と聞けな
かった懐かしい声を近くで聴
かせてくれるの感動



亡くなった母親が
娘の結婚式を祝うために
人工知能の力を借ります。

娘の結婚式1カ月前って亡くなった母親に対する家族の懐かしさを少しでも慰めるために娘が保管し
ていた母親の1分50秒間の通話録音と写真1枚で母親のAI音声と映像を再現しました。
動画を見に行く - www.xinapse.ai



XINAPSEは、より少ない
データで素早く安価に皆が
使用できるAIヒューマンを
作っていく



仮想動画生成技術の比較

写真と動画を使って、
写真を動画のように動かすという
方法(対象区域を全て生成)

対象人物の映像撮影の必要はなく、
短い製作期間、低い費用

写真に依存して
解像度や様々な動作に限界

Virtual Human
3Dモデリング(CG), 映像学習で

生成対象全体を生成

高解像度でメディア活用度高い、
長い制作期間、高い費用

完全に新しく人物を製作するため、
様々な動作など高い自由度

Deepfake
映像の一部を他の映像に
代替した一部の領域合成

一つの映像に様々な人物を適用する
角度、照明によって不自然な 問題

(後処理)

既存の映像に依存し、
様々な動作に限界

生成方式

特徴

自由度

があれば、撮影や録音がなくても
動作を転移して動きを与する



① 原本写真 ② 写真復元 ③ 動作付与 ④ AI音声結合

合成映像作成プロセス

があれば、撮影や録音がなくても
動作を転移して動きを与する



Xinapse

#John_Legend  #Live Portrait  # Virtual  #Xinapse

LG Signature Ambassador John Legendの
仮想映像サンプルを制作しました。

写真一枚と
YouTubeのデータだけで
セレブの挨拶映像を実装

Hi! [Yongwook Nam], This is John Legend here! 

It’s my pleasure to let you know that I’ve joined in LG 
SIGNATURE as a brand new ambassador this year!

パーソナライズ



Chatbot

365日24時間
ユーザーの要望に対応する

独自開発Hybridエンジン

韓国語固有の曖昧な構文·形態に基づいて設計されたGeneral-
Specific方式は、一般的な概念から詳細概念に収斂する方法で、類似イ
ンテント処理に優れています。
上記の方式で処理できなかったインテントはディープラーニングエンジ
ンを通して補完して処理されます。

直観的な情報伝達

Dual Pageを通して不要な吹き出しや外部アプリへの転換を防ぎ、
多様なマルチメディア情報を直観的に提供します。

能動的な対話処理

対話の流れを把握したチャットボットが現在の状況で最も適した質問を
提示し、ユーザーとの対話を自然に導いていきます。



Data

人工知能学習データを
簡単かつ迅速に

大規模なデータのラベリング自動化
· 大規模なデータを自動的にラベリングすることで、ラベリングに必要な時間を節約できます。

ユーザーの特性に合わせたアルゴリズムを提供
·活用度が高い既存のアルゴリズムとカスタムアルゴリズムを新たに追加し、お客様のデータ特性に合わせたアルゴ
リズムを比較して適用することができます。

簡単データラベリング
· ワンポイント・アンド・クリックで初めて使用する人でもデータのラベル付けを簡単に行うことができます。
· ラベリングの正確度を上げるために、作業者に繰り返しフィードバックを提供します。

ワークフローと作業環境管理のためのダッシュボード
· 管理者が作業者と監査人のプロジェクト作業現況を一目で確認し、データ加工スケジュールおよび生産性管理がで
きます。
· 作業者は自分が作業履歴とワークフローを見ながら、自分のプロジェクト寄与度を確認することができます。



〒06126 ソウル特別市江南区論峴路557(安徳ビル)
Email_welcome@xinapse.ai | Phone_+82.2.6052.5611 | Fax_02-6280-5612

Web _ https://www.xinapse.ai


