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ビジネスクリエーション活動

歌声合成エンジン

「ワンダーホルン」とは

文章や人名・地名をコンピュータが

読み上げる音声合成技術には長い歴史

があり，NTT研究所をはじめとして，

いろいろな企業・研究機関で開発され

ています．「ワンダーホルン」（1）は，従

来技術にない大きな特徴を持った音声

合成技術です．今までの音声合成技術

が苦手としていた「歌声」や非常に大

きな「抑揚のついた音声」を，肉声に

近い品質で合成することができます．

ワンダーホルンは，あらかじめ個人

の実声収録によって作製した個人歌声

データベース（歌声DB）と，ユーザ

やアプリケーションから入力された楽

譜と歌詞を組み合わせることによって，

歌声をコンピュータで合成します．こ

れにより，歌声特有の倍音構造を忠実

に再現でき，個人の歌声から実際に抽

出した特殊ノイズをミックスして，個

人の歌声の特徴を精密に再現できるた

め，歌声DBを用意した人の声で思い

どおりの歌声メッセージを作成するこ

とが可能となります（図１）．

TTS（Text To Speech）と呼ば

れる一般的な読み上げ型の音声合成

（図２）と，ワンダーホルンでは，入力

される情報に大きな違いがあります．

TTSの場合はテキスト情報が入力され

るため，必ずテキスト解析という機能

が備わっています．このテキスト解析

機能は，入力テキストの読みや係り受

け，品詞などを解析し，自動的に韻律

（抑揚，イントネーション）を生成する

ものです．効率良く標準的なイント

ネーション（通常は標準語の場合が多

い）の合成音声をつくり出すことがで

きます．

一方ワンダーホルンの場合，入力は

メロディと歌詞であり，それらの情報

を簡便に入力できるインタフェースが

必要になります．そのため，ワンダー

ホルンでは，コンピュータ音楽の世界

標準であるMIDI規格に準拠した入力

インタフェースを備えています．これに

より，膨大なMIDIコンテンツをその

まま利用できるほか，さまざまな種類

のMIDIエディタの中から自分の好み

のものを使って韻律の編集を行うこと

ができます．

エンタテインメント業界への導入が進む
歌声合成エンジン「ワンダーホルン」
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コンピュータで自由に人の歌声を合成できる歌声合成技術の基本アルゴリ
ズムがNTT研究所で開発され，この技術を商品名「ワンダーホルン」として，
2005年度よりNTTアドバンステクノロジ（NTT-AT）で商品化してきました．
本稿では，ワンダーホルンの技術とその商品化活動について紹介します．
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ワンダーホルンの技術的特徴

TTSの多くでは，肉声の短い音声波

形音の高さ（ピッチ）を調節・変形さ

せながら重畳する「波形重畳方式」

や，大量の言葉や文章をサンプリング

し，その中からもっとも適切な音声波

形を選択して接続する「コーパスベー

ス音声合成」（2）が利用されています．

これらの方式は明瞭性が高く，喋り声

のように比較的狭い音域（7 0～

300,Hz程度）では自然性の高い高品

質な音声合成を可能とします．しかし，

歌声のように音域が広く（10 0～

600,Hz程度），急激な抑揚の変化が

生じる状況では，ピッチの変形量が大

きくなるため品質が劣化してしまう傾

向があります．

そこでワンダーホルンでは，これまで

喋り声などの音声合成では利用されな

かった「正弦波重畳方式」を採用し，

ピッチの変形に伴う音声の劣化を防い

でいます．音声はさまざまな周波数成

分が，それぞれ違った強さで含まれて

います．またそれらの周波数成分は，

もっとも低い周波数成分（ピッチ周波

数）の整数倍になる，倍音構造を形成

しています．各周波数成分を正弦波と

みなし，多数の正弦波を適切な強さで

重ね合わせることにより音声の倍音構

造を再現する方法が，「正弦波重畳方

式」です．この方式は，基になる音声

波形のピッチを信号処理によって変形

させる従来方式と比較して，明瞭性は

若干劣るものの，音域の広い歌声など

も音質を劣化させることなく合成する

ことができます．また倍音構造の再現

性を高めることにより，声の特徴を

保った音声をつくり出すことができる

のです．

しかし，この方法だけでは，音質の

劣化は防げるものの，合成音声が楽器

音のような不自然なものになってしま

い，肉声に近い「リアル」な音声を再

現することができません．そこで，声

に含まれる特殊なノイズ成分を重畳す

ることにより，単純な正弦波重畳方式

と比べ，飛躍的に肉声らしい歌声を実

現しています．

ワンダーホルンの機能的特長

(1) 声の特徴をしっかりと保存

ワンダーホルンでは，非常に精密な

声紋分析法を採用するとともに，独自

に開発した専用の分析ツールを利用す

ることにより，声の倍音構造を忠実に

再現することができます．これにより，

合成音声には元の声の特徴が残り

ます．

(2) 短い音声収録時間

少量（１時間程度）の音声サンプ

ルから歌声DBが作成可能です．初期

導入コストの低減につながり，歌声

DBの追加も容易になります．長時間

の拘束が難しい発声者の場合に大変

有効です．

(3) 音楽特有の表現を再現

入力インタフェースは，コンピュー

タ音楽の世界標準規格であるMIDIに

準拠しているので，グラフィカルな

MIDIエディタを用いることにより，直

感的な操作でコブシ＊１やビブラート＊２

など音楽に特有の表現を再現すること

が可能です．単に楽譜に合わせて忠実

に音程を変化させるだけにとどまらず，

コブシやビブラートなどの人間が感情

表現としてつける多様な歌唱表現を自

在につけ加えることもでき，演歌から

ポップスまで，さまざまな歌声をコン

ピュータで合成することが可能です．

(4) 合唱音声の自動合成

少人数の歌声を，少しずつ歌唱表

現を変えて足し合わせることにより，

多数の人をスタジオに集めなくても，

コンピュータで大合唱を合成すること

が可能です．

(5) 計算能力が低いCPUにも対応

アルゴリズムの軽量化と歌声DBの

圧縮により，高性能PCでなくても，家

庭用ゲーム機やDSP（Digital Signal

Processor）などを搭載した幅広い装
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図２　一般的な音声合成（TTS）の処理の流れ�
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＊1 コブシ：歌い出しや音符の変わり目で，急
激に音の高さや音量を変化させる歌唱技
法．演歌などでよく用いられます．

＊2 ビブラート：周期的（５～10 Hz）に音の
高さや音量を波打たせる歌唱技法．



特
集

NTT技術ジャーナル 2005.10 19

置（プラットフォーム）上で動作が可

能です．

商用利用を支えるツール，

サービス

ワンダーホルンは，NTT研究所にお

いて基本アルゴリズムを開発し，現在

はNTT-ATにおいて，商用化開発を

継続しています．総合プロデュース活

動を通じて得られた市場のニーズや意

見を最大限に活用し商用化開発を進

めてきた結果，NTT-ATで開発した

ツールは，エンタテインメント分野で

の利用シーンに直結した使い勝手の良

いツールとして，利用者から高い評価

を得ています．NTT-ATでは，これら

のツール群とともに，ワンダーホルンを

新事業として，実ビジネスへ提供中

です．

次にNTT-ATで開発した商用利用

を支えるツール群の説明をします．い

本年３月31日よりスタートした，世界に１つだけの携帯着メッセージがつくれるサービスです（付図）．人気よしもと芸人（山田花子・

FUJIWARA・麒麟・レギュラー・ほっしゃん．・三瓶）の声をワンダーホルンを使って合成，名前や好きな言葉を入れた着メッセージが

つくれます．つくった着メッセージは友達にプレゼントすることもできます．本サービスの特長は次のとおりです．

・DoCoMo（FOMA），auに対応しています．

・着メッセージは２種類を用意，着ボイス系63円/ダウンロード，着替歌系126円/ダウンロードで利用できます．

・着ボイス系：名前や一言ネタの一部を替えることができます（○○お誕生日おめでとう，○○メールがきたで）．

・着替え歌系：歌やネタの一部を替えることができます（我は海の子△△，でんでんむしむし△△）．

・季節限定着メッセ（夏休みどこ行くの等），定番着メッセ（お誕生日おめでとう等），芸人特有のネタ（あるある探検隊等）などを毎月

更新しています．

導入事例「よしもと着メッセ」

１．タレントを選ぶ！� ２．ネタを選ぶ！�

付図　ワンダーホルンを利用した着メッセのダウンロード手順�

３．名前・通知用メール�
　　アドレスを入力！�

４．完成通知メールが届く�

着メッセージが�
完成しました！�

５．着メッセをゲット�

お友達に�
プレゼントも�
できるよ�

メールに書かれたURL�
へジャンプ�

芸人を選んでオリジナル�
着メッセージを作ろう！�

ＭＥＮＵ�

ほっしゃん。�
松本（レギュラー）�
西川（レギュラー）�
川島（麒麟）�
田村（麒麟）�

松本に何を言ってもらおう�

あるある探検隊をやっちゃおう�
あるある探検隊（ショート）�
あるある探検隊（ロング）�
名前を呼んでもらおう！�
�

夏休みどこ行くの�
【定番着メッセ】�
お誕生日おめでとう�

○○お誕生日おめでとう�

○○に１～5 文字で名前を入力�
してね。このコンテンツは63円で�
す。�

▼名前�

▼敬称�

▼メールアドレス�

DoCoMo（FOMA)�
iMenu→メニューリスト→音楽/映画/芸能→タレント/芸能→吉本�
興業ｉ→よしもと着メッセ�
au�
EZトップメニュー→ホビー＆カルチャー→エンタテインメント�
→芸能・アイドル→吉本興業EZ→よしもと着メッセ�

【季節限定着メッセ】�

コラム
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ずれもNTT-ATより商用提供中です．

(1) ワンダーホルンSDK

ワンダーホルンSDK（Sof tware

Development Kit）は，歌声合成機

能をアプリケーションに実装するため

のライブラリ群です（図３）．これらラ

イブラリ群を組み込むことにより，任

意のメロディと歌詞から高品質の歌声

を生成するアプリケーションを開発す

ることができます．Windows版と

Linux版の２種類があります．また歌

声DB１名分が付属します．

(2) WHEdit（専用MIDIエディタ）

WHEditは，ワンダーホルン用の

MIDIデータを編集・作成するための

グラフィカルエディタです（図４）．歌

詞の埋め込み，歌唱表現の付与，合

成音声の確認など，歌声合成に必須

の作業を効率的に行えるように設計さ

れています．

(3) 歌声合成用歌声DBと作成サー

ビス

男女各３名，子ども，男女合唱用

など匿名音声の歌声合成用歌声DBを

多数用意しています．またお好みの発

声者による歌声DBの作成も可能です．

(4) 歌声合成サーバ関連商品

不特定多数のユーザへ合成音声を提

供する場合は，歌声合成サーバを利用

すると便利です．サーバプログラム単

独での販売だけでなく，サーバコン

ピュータにインストールした状態でも販

売しています．歌声合成サーバのオプ

ション製品として，合成された音声

データを，携帯電話で再生可能な各種

フォーマットに自動的に変換するプロ

グラムの販売も行っています（図５）．

ワンダーホルンの商用利用例

ワンダーホルンの利用例は，大きく

２つに分類することができます．

(1) 効率化・低コスト化

１つは，効率化・低コスト化のため

にワンダーホルンを利用するタイプで

す．例えば，映像やゲームなどのBGM，

効果音，ナレーションといった音声コ

ンテンツを製作するスタジオにおいて，

実際に発声者を準備して収録する代わ

りに，ワンダーホルンで音声を合成す

ることによって，効率化・低コスト化

素材MIDI�
ファイル�

完成MIDI�
ファイル�

図４　WHEdit

GUIによる直感的な操作�
・歌詞の埋め込み�
・抑揚，歌唱表現の付与�
・合成音の試聴，確認�

図３　ワンダーホルンSDK
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歌詞入り�
MIDI�

データ�
ベース�

データ�
ベース�

データ�
ベース�

合成音声�

モノラル，�
16 ビット，�
リトルエンディアン，�
リニアPCM�

ワンダーホルン�
SDK�

サイトA

サイトB

サイトC

Webサーバ�

サイトAディレクトリ�

サイトBディレクトリ�

サイトCディレクトリ�

合成サーバ（ワンダーホルンサーバ）�

データベース� データベース�

図５　歌声合成サーバ関連商品�

データベース�
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を図るといった使い方が考えられます．

またカラオケのバックコーラスやガイド

メロディなどの用途で，大量に音声コ

ンテンツを用意する必要がある場合な

ども，ワンダーホルンを用いることによ

り，コストを抑えられる可能性があり

ます．そのほか，音楽製作の分野でも，

作曲ツールや合唱アレンジシミュレー

ションツールなど，効率化を高める使

い方が考えられます．

(2) コンテンツ販売・ライセンシング

もう１つは，タレント・芸能人など

有名人の声による音声コンテンツを，

ワンダーホルンにより動的に生成し販

売するタイプです．例えば，自分で用

意したメロディを歌詞に，人気歌手の

声を組み合わせてオリジナル歌声メッ

セージをつくり，さらにこれを携帯電

話の着信音にするといったサービスが

考えられます．またカラオケと組み合

わせて，デュエット曲の相手として自

分の好きな歌手を選択するといった使

い方もあります．

ワンダーホルンを気軽に試すこと

ができるサイト「うたばら.com」

NTT-ATを通じて開設されている

Webサイト「うたばら.com（http://

www.utabara.com/）」では，ワン

ダーホルンによって合成された歌声を

実際に聞くことができるほか，サイト

上に用意されたサンプル歌声DBを

使って自分だけの歌声メッセージをつ

くることもできるようになっています

（図６）．

ビジネスクリエーション・プロデュー

ス活動とのかかわりと今後の方針

NT T研究所から生まれた「コン

ピュータがコブシの利いた演歌を歌う」

という，ほかに類をみない独創的な歌

声合成技術は，「研究所で開発された

優れた技術を基にNTTグループ内で新

事業の開発を行う」というビジネスク

リエーションの趣旨に合致していたこ

とから，２年前の総合プロデュース機

能のスタート当初から重要なテーマの

１つとして商用化活動に取り組んでき

ました．

歌声合成技術は，エンタテインメン

ト業界というNTTグループには未知の

領域で価値が最大化される技術だけ

に，「NTTグループ内外の企業と協力

しながら，NTT研究所の優れた研究成

果の事業化を直接推進していく」こと

を趣旨とした総合プロデュース機能と

いう新しいスキームは商用化に大きく

貢献してきました．このたび，NTT-

ATより，ワンダーホルンという名称で，

着メッセージサービスなど各種エンタ

テインメントサービスへの本格的導入

が開始されたことは喜ばしい限りです．

今後は，開発会社のNTT-ATを中心

にワンダーホルン技術を利用した，通

信分野およびエンタテインメント分野

でのNTTグループによる新しいサービ

スの実現を目指します．
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エンタテインメント分野でのビジネス展
開ということで，勝手が分からないことや
戸惑うことも多いですが，少しずつ結果が
出てきていますので，今後はより一層の努
力で大きく事業を発展させていく所存です．
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