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さまざまなサービスを支える知的な音声言語インタフェース技術

音声合成の現状と期待

近年，スマートフォンなどのモバイ

ル端末の普及により，音声対話エー

ジェントによる音声案内や音声対話を

はじめとした，ユーザ一人ひとりの要

望に即したモバイル向け音声合成サー

ビスの需要が高まっています．音声対

話エージェント向けの音声合成サービ

スでは，騒がしい環境で音声案内を聞

く必要があったり，さまざまな声質・

口調でしゃべるキャラクター性のある

音声対話アバターが求められたりと，

品質だけではなく，多様な合成音声が

求められるようになってきました．

一方，これまでNTTメディアインテ

リジェンス研究所では，主に音声での

情報案内を適用先として想定し，高

品質な合成音声の生成を可能とする音

声合成エンジンCralinet（クラリネッ

ト）の研究開発を行ってきました．

Cral inetは，音声での安否情報確認

やコンタクトセンタの自動音声案内

システムなどに幅広く導入されていま

す（1）．Cralinetの特徴は，人間が発

話した大量の肉声音声波形をつなぎ合

わせることで，人間と比べても遜色な

い品質の合成音声の生成を可能として

いる点にありますが，声の種類が女性

話者１名であり，口調も読み上げ口調

に限定されたものでした．そこで今後

は，話者や口調があらかじめ限定され

た音声合成だけでなく，多様な声質・

口調への対応や，さらには周囲が騒が

しい利用環境での快適な利用など，従

来よりも表現豊かで，幅広い利用環境

が想定されるようなサービスを見据え

た音声合成技術の研究開発が必要と

なってきます．本稿では，このような

利用シーンを想定して開発した，表現

豊かな合成音声の生成を可能とする，

「ユーザデザイン音声合成技術」につ

いて紹介します．

ユーザデザイン音声合成技術の

仕組み

ユーザデザイン音声合成の処理の流

れを図１に示します．まず，合成音声

として再現したい話者の音声を入力す

ると，その音声の特徴から音源モデル

を自動的に学習し，その話者の音源モ

デルを作成します．この音源モデルと

は話者の声質の特徴をモデル化したも

のです．次に，合成したいテキストを

入力するとともに，音源モデルとさら

に合成音声に付与したい表現，例えば

読み上げ調や童話の朗読調などに基づ

いて口調モデルを選択します．それか

ら，その音源モデルと口調モデルを用

いてテキストから音声に変換すること

多様性豊かな音声合成技術

私たちは，これまでの電話音声応答のような特定の用途向けの，話者や表
現が限定された合成音声ではなく，さまざまな用途に利用できる，多様で表
現豊かな合成音声を実現するユーザデザイン音声合成技術を開発していま
す．本稿では，ある人の極短時間の音声からその人に似た声での音声を合成
する技術，多様な口調の音声で表現が可能な技術，騒音下でも聞き取れる明
瞭な音声を生成する技術，そして音声合成の将来像について紹介します．

み ず の ひでゆき なかじま ひではる

水野 秀之　/中嶋 秀治
い じ ま ゆうすけ かみやま ほ さ な

井島 勇祐　/神山 歩相名
むらかみ ひ ろ こ

村上 博子

NTTメディアインテリジェンス研究所

音声合成 音声明瞭化 口調生成

図１　ユーザデザイン音声合成の処理の流れ 
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で，入力された話者の声質を保持しつ

つ，指定された口調が付与された合成

音声が生成されます．さらに聞き取り

づらい環境において周囲の雑音が入力

された場合は，それに応じて聞き取り

やすく明瞭化された合成音声が出力さ

れます．ユーザデザイン音声合成は，

これら「音源モデル自動学習」「口調

付与」「明瞭化」の３つの処理コン

ポーネントと，それらの処理で利用す

るデータベースで構成されています．こ

れまでの音声合成技術でも，これらの

処理に相当するものはありましたが，

モデルの学習に多くの時間がかかった

り，口調のバリエーションが限られて

いたり，聞き取りやすさの向上が可能

な雑音の種類が限られているなどの課

題がありました．ユーザデザイン音声

合成においては，①極短時間での入力

音声からその音声に類似した合成音声

を生成可能な任意話者音声合成技術，

②さまざまな口調を付与した合成音

声の生成を可能とする抑揚付与技術，

③さまざまな雑音下での聞き取りやす

い合成音声を生成する合成音声明瞭

化技術，以上３つの新しい技術によっ

て，多様で豊かな表現を有する音声合

成を実現しています．

多様な話者の音声合成技術

近年，音声合成技術の発展により，

合成音声をつくりたい人（家族，友人

等）の音声を１時間程度収録すれば，

その人の合成音声が生成できることが

可能となっています．しかし課題とし

て，その人の音声をどのように収録す

るかということが挙げられます．

音声合成のための一般的な音声収録

の例を図２に示します．音声収録で

は，長時間（最低でも１時間程度）

拘束されて，あらかじめ決められた文

章を読む必要があります．さらに，原

稿を読む際には，読み誤りが多数発生

してしまいますが，読み誤ってしまっ

た音声は音声合成には使用することが

できません．そのため，文章を一言一

句正しく読み上げることができるまで，

読み直さなくてはなりません．このよ

うな音声収録は，プロのナレーターで

あれば，ほとんど問題になりませんが，

一般の方にこのような音声収録を行っ

てもらうことは，非常に大きなストレ

スとなってしまいます．このようなスト

レスを軽減するためには，収録する音

声データ量を削減することが必要にな

ります．そこで，我々は収録する音声

データ量を削減することを目的として，

５秒程度の音声から，その人に似た合

成音声を生成することが可能な任意話

者音声合成技術を開発しました．

本技術の概要を図３に示します．本

技術ではまず，あらかじめ多数の話者

の音声合成用の音源を用意します．そ

して，合成音声をつくりたい人の５秒

程度の音声が入力されると，あらかじ

め用意してある多数話者の音源の特徴

図２　一般的な音声収録の例 
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図３　任意話者音声合成技術の概要 
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と入力された音声との特徴を比較し，

入力された音声にもっとも類似した音

源を選択します．この選択された類似

音源を用いて音声合成を行うことで，

５秒という非常に短い時間の音声のみ

から，その人に似た合成音声の生成が

できます．実験の結果，５秒程度の音

声を基に，７割程度の精度で，その人

に類似した音源を選択できることを確

認しています．

多様な口調の音声合成技術

口調の多様性には，商品の宣伝で

よく聞く話し方や，デパートの館内放

送などの話し方といったものが挙げら

れます．利用される場面ごとにそれに

合った口調を加えることによって，合

成音声の表現は豊かになります．世界

的にも「表現豊かな音声合成」という

呼び名のもとで，研究が進められてお

り，我々もその実現に向けて取り組ん

でいます．口調は声の高さの変化，話

すスピード，声の強さの３つの要素に

分解できます．口調が変わると，これら

の３要素がともに変化しますが，もっ

とも違いが分かりやすい要素は声の高

さの変化といわれています．そこで，

同じ文を従来の淡々とした読み上げ口

調で発話した音声と表現豊かな口調で

発話した音声とを収録し，口調間での

声の高さに関する比較を行いました．

その結果，口調間で，①対応するフ

レーズでの声の高さは表現豊かな音

声のほうが高い場合が多いこと，②フ

レーズ末尾での声の高さの変化形状の

多様性があること，を確認しました．

このうち，①は図４（a）で示すような

声の強調に対応した声の高さの変化と

して現れます．②は句末音調といって，

図４（b）で示すような読み上げ口調の

音声で「疲れませんよ�」とフレーズ

の末尾に向かって単調に下がる現象に

比べて，呼びかける意図がある場合に

は，「疲れませんよ�」と声の高さを句

末で上げる話し方に対応します．現在

数多くの機関で研究が進められている

HMM（ hidden Markov Model：

隠れマルコフモデル）に基づく音声合

成器を実現する際に，強調の有無と

句末音調の有無を声の高さの制御因

子として加えることで，表現豊かな音

声を合成できることが分かってきまし

た（2）．そこで，合成したいテキストか

ら表現豊かな音声が自動合成できるよ

うに，入力される文の言語情報からど

この句末で音調が上昇するのかを予測

する方式の検討を行いました（3）．この

予測では，句末の助詞だけが分かれば

十分というわけではなく，「Aか�（疑

問）」や「Aか�（残念）」といった具

合に，前後の文脈や話される場面に応

じてさまざまに変わってきます．人間

がルール化するのも１つの方法です

が，話者によって変わる面も多々あり，

データと機械学習という手法を用いて

予測判断を行うモデルを自動構築し

て，そのモデルを用いて句末音調の上

昇の有無を予測する方式を構築しまし

た．商品宣伝場面と電話応対場面で

の文と音声を対象に評価を行ったとこ

ろ，正解との高い一致率が確認されて

います．

合成音声の明瞭化技術

合成音声の利用範囲の拡大のため

には，合成音声によるさまざまな表現

の伝達の実現という点以外に，テキス

トではなく音声による情報の伝達とい

う合成音声が果たす役割が重要となり

ます．一般に，音声を聴取する場所の

周囲が騒がしい場合，ノイズキャンセ

ラなどの特別な装置がない場合には音

声の内容そのものが聞き取れなくなっ

てしまいます．そこで，騒がしい場所

でも特別な装置を用いず，声質や口調

をできるだけ維持したまま音声を聞き

図４　読み上げ口調で発話した音声と表現豊かに発話した音声の声の高さの違い 
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取りやすくする，「合成音声明瞭化技

術」の研究開発にも取り組んでいます．

私たちはこの技術の開発に向けて，ま

ず聞き取りやすい音声の特徴について

調査を行いました．日常生活でも，雑

音下で聞き取りやすい声の人（いわゆ

る「通る声」の人）がいますが，私た

ちはさまざまな声質の音声と雑音を用

いて，この「通る声」の特徴について

調べていきました．その結果，音声の

母音（「あいうえお」などの声帯の振

動から発生される音）の特定の周波数

帯域の強さが，雑音の強さと比べて大

きいほど，音声が聞き取りやすいこと

が分かりました（4）．

そして，その知見に基づき，その人

の声質を保ちつつも，音声合成で「通

る声」を再現する方法を検討しました．

「通る声」は，母音の特定の周波数の

部分が雑音と比べて強い特徴を持って

います．一方，その人らしい声質をで

きるだけ維持するためには，元の音声

の特徴を大きく変えないことが重要で

す．特に，「通る声」で特徴的な特定

の周波数部分は声質に大きく関係する

部分であるため，制御を誤ると声質が

変わってしまうことがあります．そこ

で，まず音声合成時に得られる発音情

報から母音の部分を決定します．続い

て母音の特定の周波数部分を，雑音

の大きさに応じて制御します．通常で

は音声からリアルタイムにこの周波数

部分を求めることは困難ですが，音声

合成では事前に詳細に声質に関する分

析を行うことができるため，この周波

数部分を高精度に求めることができま

す．そのため，図５で示すように，発

音に関する情報と，声質に関する情報

を用いて合成音声の制御が可能となり

ます．通常の合成音声が聞き取れる割

合が５～６割程度のかなり聞き取りづ

らい雑音の条件においても，本方式に

より明瞭化した合成音声は８割以上聞

き取れるようになり，雑音下での聞き

取りやすさを大幅に向上することが可

能となりました．

音声合成のこれから

今回紹介した技術は，合成音声を

より表現豊かにしたり，利用環境を拡

大したりと，音声合成の適用先を，こ

れまでの読み上げ口調の音声合成，決

められた環境で利用されていたものか

らさらに広げることを目的としていま

す．今後，表現豊かな音声合成技術

の研究開発がさらに進めば，ユーザの

好みに応じて，さまざまな声質・口調

で話してくれるモバイル向けの音声対

話エージェントなど，表現豊かな音声

合成の利用シーンはどんどん拡大して

いくことが想定されます．これからも

ユーザ一人ひとりの要望に即した合成

音声の実現を目指して，より多様で表

現豊かな音声合成技術の開発に取り

組んでいく予定です．
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最新の音声合成技術では，合成音と聞く
と思い浮かぶ画一的で無表情な音声ではな
く，豊かで親しみのある音声の提供を実現
しつつあります．今後は合成音声をさまざ
まなサービスで活用することで，ユーザの
ニーズに即した，よりリッチなサービスが
実現可能になると考えています．
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図５　合成音声の明瞭化の概要 
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