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自己紹介

- 音声情報処理、特に音声合成の研究に１４年間従事

- 2006年：博士号（東工大、工学）
- 2007～現在：エジンバラ大 Senior Research Fellow 

- 2013～現在：国立情報学研究所 准教授

- 最近頂いた賞
- 日本音響学会 独創研究奨励賞板倉記念
- 情報処理学会 喜安記念業績賞
- IEEE Signal Processing Society Young Author Best Paper Award
- 文部科学省大臣表彰 若手科学者賞
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過去の代表的研究とその成果の要約
東工大 ATR 英国エジンバラ大英国エジンバラ大英国エジンバラ大英国エジンバラ大

2003

HMM音声合成
の適応技術

ハイブリッド型
音声合成システ
ムの開発

2004 HMM音声合成
の適応技術

ハイブリッド型
音声合成システ
ムの開発2005

HMM音声合成
の適応技術

ハイブリッド型
音声合成システ
ムの開発

2006

HMM音声合成
の適応技術

ハイブリッド型
音声合成システ
ムの開発

2007 音声合成コンペ 
Blizzard 
Challenge2008

音声合成コンペ 
Blizzard 
Challenge European Commission 

FP7 Project EMIME
HMM音声合成の
異言語間適応技術

2009
European Commission 
FP7 Project EMIME
HMM音声合成の
異言語間適応技術2010

European Commission 
FP7 Project EMIME
HMM音声合成の
異言語間適応技術 European Commission 

FP7 Project LISTA
騒音下での音声の明瞭度を

自動的に改善
2011

European Commission 
FP7 Project LISTA

騒音下での音声の明瞭度を
自動的に改善

音声合成の
福祉・医療応用2012

European Commission 
FP7 Project LISTA

騒音下での音声の明瞭度を
自動的に改善

音声合成の
福祉・医療応用

- 名工大
- ケンブリッジ大学
- ヘルシンキ工科大学
- ノキア
- IDIAP (スイス)
との共同研究

沖電気がライ
センス購入。
現在も使用

手島記念賞

- バスク大学(スペイン)
- スウェーデン王立工科大学
- Forth (ギリシャ) 
- 中国科学技術大学
との共同研究

- シェフィールド大学
- Euan MacDonald 
  MND research centre
との共同研究



• テキスト音声合成：入力テキストを自然で聞き取りやすい音声に変換 

• 代表的方法：単位選択法（90年代エジンバラ大研究者が提案）とHMM音声合成（名工大徳田教授が提案） 

研究背景：テキスト音声合成 

vocoder



新技術の特徴・従来技術との比較
‒ 少量のデータで声を模倣・クローンする技術

• 問題
• 従来の音声合成：一人あたり数十時間の音声データを
収録する必要があった

• 高コスト、限定された話者、喋り方

• HMM音声合成の「話者適応」技術を提案
• ５分ほどの少量の音声データで話者の声質をクローン
することが可能

• どの程度似ているか示す音声サンプル
• 低コスト
• 話者の数を好きなだけ増やせる（右図）
• 日本音響学会：板倉記念賞受賞



Normal (N): 通常の読み上げ音声
Lombard (L): ロンバード効果を再現した音声
Lombard extrapolated (L-E): ロンバード効果を統計的に強調した音声

”耳”をもった音声合成：ロンバード効果の利用



ボリュームを上げないでも騒音下で聞きやすなります
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雑音が存在しているケース 妨害話者がいるケース

N: 通常の読み上げ音声
L: ロンバード効果を再現した音声
L-E: ロンバード効果を統計的に強調した音声
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2013/09/20 12:25New software to make rail station messages clearer - The Scotsman

1/2 ページhttp://www.scotsman.com/news/transport/new-software-to-make-rail-station-messages-clearer-1-3082116

by ALASTAIR DALTON

New software to make rail station messages
clearer

THE age-old bane of travellers struggling to hear announcements in noisy train stations and airports could be banished with new
technology that alters speech to make it clearer.

Sports venues could also benefit from software, unveiled today, which modifies the human voice so it is more audible against background noise.

The volume at which such announcements are broadcast could also be lowered while remaining as clear.

It could also benefit internet calls made via the likes of Skype, and satnav systems.

The device, which can be added to existing public address (PA) systems, could also make announcers who speak too fast or mumble easier to
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言語を超えた話者適応技術：自分の声で音声翻訳！
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おはよう！
S2ST system

Good morning

音声認識 機械翻訳 音声合成

音声翻訳システム



英語しか喋れない人から日本語の音声合成を作る！

Average
voice

5 sentences 50 sentences 2000 sentences

Target speaker
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9ヶ月後

診断直後

８ヶ月後

診断直後

声の障碍：ALS患者の場合



意思伝達装置

意思伝達装置は音声出力も可能だが、、、 
- 現状だと、「声」の選択肢はあまり無い
- 通常１つか２つ程

- 年齢、方言、発話様式を音声出力に適切に反映できているとは言いがた
い
- 現在、１、２社が個人の声から音声合成システムを構築するサービスを
提供しているが、非常に高価
- 約１００万
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- 声はコミュニケーションの手段のみならず、アイデンティティでもある
- 個人の声による音声合成システムの普及は、意思伝達装置ユーザに非常に求められている



ALS患者の自分の声を再現する音声合成システム

- 英国ユアンマクドナルドMND研究所との共同実験
- MND (ALS)との診断直後に、音声を２０分収録
- 2011年の収録時には、構音障害無し
- 9ヶ月後、症状が進行し、構音障害が発声したため、会話補助アプリとして音声合成を届ける
- 同じ地域にすむ健常者の声を２０名集め、平均声を作成。話者適応を行う
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意思伝達装置の一部として利用

14
その他、クローズアップ現代、ハートネットTV等で特集番組をくんでいただきました

出典：フジテレビ ニュースジャパン Nの衝撃



アップロード

iOSアプリ

音声合成システム
自動構築クラウド

音声収録アプリ 意思伝達装置対応
SAPI5フォーマット

ボイスバンククラウドツール（一部開発中）
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実用化に向けた課題

• 現在５分ほどの少量の音声データを利用
• さらに必要な音声データ量を減らすことができれば、さらに応用範囲が広がる

• 現在クローンを行う際に利用する音声データは、比較的クリーンであることを仮定
• 雑音下で収録された音声データを利用可能する必要あり

• 音声合成の表現力の向上
• 変換に利用する「声のテンプレート」の性能向上、変換能力の向上

• より多くの言語や方言への対応
• 多くの言語や方言に対応した自然言語処理

• インセンティブの設計 

• ユーザが音声を提供したくなるようなアプリ
• ゲーミフィケーション等
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企業への期待：
関連分野産業の波及効果

• 音声合成、音声出力を使うすべての分野で、音声クローン、音声変換のニーズは存在
• カーナビ、音声ガイド
• 対話システム
• OS付随の標準音声合成システム（視覚障害者対応のため）
• 音声翻訳
• 歌声合成
• 放送、アニメ、ナレーション 、吹き替え
• ゲーム、アバター
• ロボット、人工知能
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お問い合せ先 

研究責任者： 

国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 

 

 准教授 山岸 順一 

 e-mail jyamagis@nii.ac.jp 

   

 

 

産学連携について： 

国立情報学研究所 社会連携推進室 

 

 専門員 山本 浩幾 

 e-mail ymmt＠nii.ac.jp  

 ＴＥＬ  ０３－４２１２ － ２１１８ 

 ＦＡＸ  ０３－４２１２ － ２１２０ 
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