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Ｈｏｍｅへ戻る  青空ろーどく  おしゃべりテキスト  PLEXTALK  全頁印刷.PDF  

音音音音声声声声合成合成合成合成    ・・・・    フリーソフトでフリーソフトでフリーソフトでフリーソフトで考察考察考察考察

ロボット声１、です。  

音声合成・フリーソフトで考察。  

このページは、テキスト文を音声合成ソフトを使って読み上げ、それをファイルとして保存することを考察します。  

音声合成の方法は、最初に文章を解読して音声認識ファイルを作成。それを音声合成で処理して声に変換しま

す。音声認識エンジン、音声合成エンジンなどとも呼ばれます。 

ここまでの文章を、以下のソフトで読み上げ、サンプルを最下段に付記しました。 

青青青青空空空空ろーどくろーどくろーどくろーどく            （この項目、青空文庫と重複しています）    

読み上げに必要なソフト、フリーソフトです

MeCab（和布蕪・メカブ）：漢字変換ソフト   mecab-0.98.exe 11MB 

青空ろーどく：横書き表示、音声ファイルの出力が可能    aoro_1.5.3_installer.exe.zip 6.5MB 

要求されるかもしれない不足ファイル：lame_enc.dll    lame_enc.dll 438KB 

最初に  MeCab  実行してインストールします

ダウンロードしたメカブを実行して、画面の表示に従いインストールします。最後に辞書の展開をします。 

 

辞書を展開中の画面。 
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MeCab のアイコンが表示されますが、クリックしてもｄｏｓ窓が開くだけで何も起こりません。 

次に、青空ろーどくを解凍してインストールします

青空ろーどくを解凍してインストールすると左のアイコンが表示され、クリックすると、下の画像

が起動します。  

青空ろーどく起動時に lame_enc.dll が不足と表示されたら、適当なフォルダーにダウンロー

ドして、場所を指定します。 

 

ページ冒頭の文章を読み込んでいます。題名の箇所に最初の行が表示されます。  

右下のスタートをクリックすると朗読が始まります。 

 

「音声ファイルの出力」を選択すると、文章が音声で保存されます。*.wavです。 
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青青青青空空空空ろーどくろーどくろーどくろーどく    ・・・・    読読読読みみみみ上上上上げげげげ音音音音声声声声のののの設定設定設定設定変変変変更 更 更 更 

 

「設定」を選択すると、次の画面が表示されます。 

 

「dllパス設定」を選択します。 
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「AquoesTalkパス」の右端「参照」をクリックします。 

 

青空ろーどくをインストールしたフォルダーの￥ｂｉｎを開きます。 
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￥ロボット声１を開き、AquoesTalkDa.dll を選択。開くを押す。 １画面戻って「設定」をクリック。  

「青空ろーどく」を再起動する。 テキストファイルを画面に貼り付け、「スタート」を押す  

最初と違う音声になっていることを確認。音声の種類は８種類。 それぞれを再設定して、「音声ファイルの出力」

で保存。 

青青青青空空空空ろーどくろーどくろーどくろーどく    ・・・・    完成完成完成完成したしたしたした音音音音声声声声ファイル ファイル ファイル ファイル 

 

完成した音声ファイルをお楽しみください。再生順序は上の画像の順です。 

画像、もしくはここをクリックすると、画像と音声が再生されます。 どの声を再生しているかが画面

から解ります。 Windows ムービー メーカーを使用。  

wmv 10.5MB 

画像、もしくはここをクリックすると、音声のみが再生されます。 どの声を再生しているかは内容で

解ります。 Windows ムービー メーカーを使用。その後音声のみを取り出し、mp3 に変換。  

mp3 3MB 
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Ｈｏｍｅへ戻る  青空ろーどく  おしゃべりテキスト  PLEXTALK  全頁印刷.PDF  

音音音音声声声声合成合成合成合成    ・・・・    フリーソフトでフリーソフトでフリーソフトでフリーソフトで考察考察考察考察

男声、です。  

音声合成・フリーソフトで考察。  

このページは、テキスト文を音声合成ソフトを使って読み上げ、それをファイルとして保存することを考察します。  

音声合成の方法は、最初に文章を解読して音声認識ファイルを作成。それを音声合成で処理して声に変換しま

す。音声認識エンジン、音声合成エンジンなどとも呼ばれます。 

ここまでの文章を、以下のソフトで読み上げ、サンプルを最下段に付記しました。 

おしゃべりテキスト おしゃべりテキスト おしゃべりテキスト おしゃべりテキスト 

読み上げに必要なソフトです。

マイクロソフトが公開しているＳＡＰＩ４、音声認識エンジン   lhttsjpj.exe 3MB 

マイクロソフトが公開しているＳＡＰＩ４、日本語   spchapi.exe 824KB 

フリーソフトのおしゃべりテキスト   OsyaTx302.zip 2.57MB 

インストール上の注意

マイクロソフトが公開している上記の２ファイルは、実行すると windows フォルダーに書き込まれます。

通常は削除が不可能です。「システムの復元」しか元に戻せません。小生は、Ｃドライブのバックアップを

作って試行錯誤していますが、何事も生じていません。 (win XP & win7)。  

おしゃべりテキストは、解凍だけで使えます。インストールしても、削除は可能です。 

ダウンロードしたファイルを実行してインストールします

マイクロソフトが公開しているＳＡＰＩ４、音声認識エンジン lhttsjpj.exe 3MB と

マイクロソフトが公開しているＳＡＰＩ４、日本語 spchapi.exe 824KB 

を、ファイルをクリックして実行し、インストールします。 

フリーソフトのおしゃべりテキスト OsyaTx302.zip 2.57MB  を解凍します、パソコンを再起動します。 

おしゃべりテキストを起動

 

おしゃべりテキストを解凍したフォルダーの中に、左のアイコンが表示され、クリックすると、下

の画像が起動します。途中でファイルがないなどと表示されますが、無視します。 
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音声エンジン 「ＳＡＰＩ ４」 にチェックを入れます。右端の枠に何か表示されれば動作は良好です。  

ここまでがうまくいかない場合は、フォルダー OsyaTx302 内の Setup.msi を実行してインストールします。  

再起動。 

おしゃべりテキストおしゃべりテキストおしゃべりテキストおしゃべりテキスト    ・・・・    音音音音声声声声のののの選選選選択択択択、設定 、設定 、設定 、設定 
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起動した画面に、テキストファイルをドラッグあんどドロップします。  

左端の「右矢印」をクリックすると音声が発声されます。「黒■」で停止します。 

 

 

声の種類は、女声と男声のみです。ほかの声はありませ

ん。「設定」「音声の選択」で選択、表示されます。 

 

「再生」「録音」で音声がパソコンに保存されます。*.wav です。 
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おしゃべテキストおしゃべテキストおしゃべテキストおしゃべテキスト    ・・・・    完成完成完成完成したしたしたした音音音音声声声声ファイル ファイル ファイル ファイル 

 

完成した音声ファイルをお楽しみください。再生順序は男声、女声です。 

画像、もしくはここをクリックすると、画像と音声が再生されます。 どの声を再生しているかが画面

から解ります。 Windows ムービー メーカーを使用。  

wmv 4.35MB 

画像、もしくはここをクリックすると、音声のみが再生されます。 どの声を再生しているかは内容で

解ります。 音声再生フリーソフトで、２ファイルを連結。mp3 に変換。  

mp3 511KB 
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Ｈｏｍｅへ戻る  青空ろーどく  おしゃべりテキスト  PLEXTALK  全頁印刷.PDF  

音音音音声声声声合成合成合成合成    ・・・・    ＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫでででで考察考察考察考察

太郎、です。  

音声合成・プレックストークで考察。  

このページは、テキスト文を音声合成ソフトを使って読み上げ、それをファイルとして保存することを考察します。  

音声合成の方法は、最初に文章を解読して音声認識ファイルを作成。それを音声合成で処理して声に変換しま

す。音声認識エンジン、音声合成エンジンなどとも呼ばれます。 

ここまでの文章を、以下のソフトで読み上げ、サンプルを下段に付記しました。  

「ＰＬＥＸＴＡＬＫ」は市販ソフトです。標準価格￥１８，９００－。 

ＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫ            （市販ソフトです）    

このソフトは、視覚障害者がご自身が、ＤＡＩＳＹ図書を制作することのできるアクセシブルなＰＣレコーディングソフ

トウェアです。ＤＡＩＳＹ図書制作の一連の流れである、音声の録音、編集、ＣＤ書き込みといった作業を、このソフ

トウェア１つで実現できます。 （この文章は、ＰＬＥＸＴＡＬＫの解説から、借用） 

インストールします

 

左のアイコンをクリックしてソフトを起動します。  

詳細は、付属の「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。  

このページの説明は、随分省略しています。 
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「初期動作選択」から、「作る」を選択。その後、作る箇所、ファイル形式などを指定します。 

 

設定をすると、画面のバーのアイコンに色がつき使えるようになります。  

「ツール」、「テキストインポート」を選択し、読み込みファイルを選択、音声の種類を選択肢、などの画面が出て、

読み込みます。 
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上の画面、下段のフレーズという箇所に、読み込んだファイルの長さに応じて、ファイルが増加してゆきます。文

字数で１２８文字づつ、もしくは、１フレーズづつに分割して、音声ファイルとして保存されます。  

「ツール」「音声エクスポート」を選択し、ファイルを保存します。  

このソフトは、視覚障害者用ですので、上記に記載してない多くの設定を音声で質問されます。しかし、画面が見

えない方々には重要です。 

ＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫＰＬＥＸＴＡＬＫ    ・・・・    完成完成完成完成したしたしたした音音音音声声声声ファイル ファイル ファイル ファイル 

 

音声合成の声の種類は８種です。  その中の、太郎、花子の声でサンプルを作成。 

画像、もしくはここをクリックすると、画像と音声が再生されます。 どの声を再生しているかが画面

から解ります。 Windows ムービー メーカーを使用。  

wmv 1.6MB 

画像、もしくはここをクリックすると、音声のみが再生されます。 どの声を再生しているかは内容で

解ります。 PlexTalk に２個の音声ファイルを「音声インポート」し、「音声エクスポート」します。  

mp3 200KB 
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総総総総括括括括    ・・・・    音音音音声声声声合成合成合成合成ソフトのソフトのソフトのソフトの差異差異差異差異

ここでは、音声合成の３方式の差異や、使い勝手、設定の問題、などを記します。 

音声合成を考察したいきさつ

インターネットのＷｅｂページに、音声ファイルを挿入して、音声で説明することを考えた。

１番最初に考えたことは、テキスト読み込み画面で、編集しながら、それを読ませ、 発音や読みのおかし

い箇所を修正しながら、作成することです。 この方法では、漢字を間違えて読むときには、ひらがなで書

けば大部分を正常に読みます。 行間に間を設定したいときには、改行もしくは、「。」を挿入すると時間が

取れます。 これらの要望に合うフリーソフトで、実用になるかを考察。 

青空ろーどく

音声合成を考えるきっかけは、青空ろーどくの記事が雑誌に記載されていて、 フリーソフトが付属してい

たことが最初です。

標準の発声は女声で、少し癖があり、好き嫌いが生じます。ほかの声での発声も試行錯誤の結果、可能

になり、実用としては、十分だと考えます。

音声ファイルの録音、もしくは保存では、読み上げないので、実行が早いのが取り得です。

音声の設定変更をすると、ソフトの再起動が必要です。

おしゃべりテキスト

おしゃべりテキストが原因ではないのですが、ＰＬＥＸＴＡＬＫをインストールしたあとで、これを実行すると、

AquesTalk が組み込まれ、発声の種類が増えます。この原因がわからずに随分時間を要しました。ＰＬＥ

ＸＴＡＬＫをアンインストールして、問題点がわかりました。

SAPI 4 は日本語の発声がありますが、SAPI 5 では出来ないようです。

音声ファイルの録音、もしくは保存では、読み上げながら行うので、時間を要します。 

音声の設定変更は、画面上で可能です。再起動の必要はありません。

ＰＬＥＸＴＡＬＫ

このアプリケーションソフトは、視覚障害者に使いやすく構成されています。 そのため、最初に全てを設定

して、テキストファイルを読み込むことが不可能です。 外部のテキストファイルを読み込むたびに、全ての

設定を問い合わせてきます。そのため、 時間を要します。テキストファイルの表示画面はありません。 

音声ファイルの録音、もしくは保存では、読み上げながら行うので、時間を要します。 

音声の設定変更は、テキストファイルを読み込むときに、問われます。 つまり、テキストファイルを読み込

みながら、音声ファイルを作成しています。 行単位、もしくは１２８文字で区切られて音声ファイルを作成し

ます。 音声エクスポートを実行すると、ファイルがまとめられて１個が保存されます。 

実行結果の結論

音声合成の方法には多くの種類があり、人の声に近いものも有料では存在するようです。 電車の駅名案

内や、駅の構内放送などは、人声で原稿を読み上げ、フレーズを分割し、駅名などを挿入すれば簡単に

ファイルが作成できます。また、それらを資料として使い、発声を手直しすれば、より人声に近い音声合成

が可能になります。特定の単語のみを使う場合は、このような方法もあるようです。 

特定の目的に当てはまらない、通常の文章の読み上げは、まだまだ、発展途上で際限がないと考えられ

ます。内容が伝わればよい、と割り切れば、上記のフリーソフトで十分で、音声や発音は、好みの問題と

慣れで解決すれば、良いと考えます。 

おすすめは、「青空ろーどく」です。

「おしゃべりテキスト」も次に良いですが テキストを読みながらファイルを作成保存というのは時間を要し

ます。 しかし、Aques Talk を組み込めば多くの声の種類が使えます。 


