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電子情報技術産業協会規格 JEITA IT-4012 

音声合成技術で感情や意図を表現するための 

話し方種別のガイドライン 
The Guidelines for TTS Speaking Style Classification 

 

 本ガイドライン（通称「JEITA 話し方種別ガイドライン」）は，音声合成技術の一層の利用拡大を図る

ことを目的として，昨今ニーズの高い「感情や意図を表現する話し方」について，話し方種別 55 種類の一

覧をガイドラインとして示しています。本ガイドラインは，一般社団法人 電子情報技術産業協会 音声入

出力標準化専門委員会 音声合成グループにより作成されました。 

 

サイト：https://www.jeita-speech.org/standard/standard_4012.html 

紙媒体の購入･PDF 閲覧（一部）：https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard/search.cgi?id=1682 

 

 

 

グループ カテゴリ (#ID) 話し方種別名 

平静グループ（1 カテゴリ・1 種） 

平静 (1 カテゴリ) 平静 (1 種) (#1) 平穏な様子で 

 

感情グループ（4 サブグループ･11 カテゴリ・38 種） 

感情グループ･ポジティブ（2 カテゴリ・6 種） 

感情 

ポジティブ 

(2 カテゴリ) 

喜び (5 種) 

(#2) 喜んでいる感じで / (#3) 笑いながら / 

(#4) からかった感じで / (#5) 冗談っぽく /  

(#6) 感謝して 

好き (1 種) (#7) 好意的な感じで 

 

感情グループ･ネガティブ（6 カテゴリ・17 種） 

感情 

ネガティブ 

(6 カテゴリ) 

嫌悪 (7 種) 

(#8) 不満げに嫌がった様子で /  

(#9) おろおろと困惑した感じで / (#10) 疲れた様子で / 

(#11) 眠そうに / (#12) いやみっぽく /  

(#13) 呆れた様子で / (#14) なげやりな感じで 

怒り (2 種) 
(#15) 怒って腹を立てた様子で /  

(#16) 敵意をもった感じで 

恐れ (2 種) (#17) 怖れた様子で / (#18) 悲鳴を上げるように 

悲しみ (4 種) 
(#19) 悲しんで / (#20) 沈痛に嘆く様子で /  

(#21) くよくよと落ち込んで / (#22) 憐れんで同情して 

苦笑い (1 種) (#23) 苦笑いしながら 

後悔 (1 種) (#24) 残念そうに後悔して 

発行：JEITA 音声入出力方式標準化専門委員会 音声合成グループ 

作成：2018 年 7 月 

問合せ： info@jeita-speech.org 
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グループ カテゴリ (#ID) 話し方種別名 

感情グループ･興奮・緊張（2 カテゴリ・10 種） 

感情 

興奮・緊張 

(2 カテゴリ) 

昂り (7 種) 

(#25) ドキドキし，昂ぶった様子で /  

(#26) 緊張した様子で / (#27) 焦って気が急いた様子で /  

(#28) 元気にハツラツとして / (#29) 自慢げに / 

(#30) 高圧的な感じで / (#31) 威嚇して脅迫するように 

驚き (3 種) 

(#32) 思いもよらず驚いた様子で /  

(#33) 緊急で注意喚起するように / 

(#34) うろたえた様子で 

 

感情グループ･沈静・弛緩（1 カテゴリ・5 種） 

感情 

沈静・弛緩 

(1 カテゴリ) 

安らぎ (5 種) 

(#35) 落ち着いて，やさしく /  

(#36) 子供に話し掛けるように /  

(#37) お年寄りに話し掛けるように / 

(#38) 気楽な感じで / (#39) のんびりとした様子で 

 

発話意図グループ（6 カテゴリ・7 種） 

発話意図 

(6 カテゴリ) 

質問 (1 種) (#40) 相手に質問するように 

要求 (2 種) (#41) 要求するように / (#42) 命令するように 

希望 (1 種) (#43) 希望するように 

勧誘 (1 種) (#44) 誘うように 

意見 (1 種) (#45) 主張するように。決意を語るように 

謝罪 (1 種) (#46) 謝罪して申し訳なさそうに 

 

その他グループ（6 カテゴリ・9 種） 

その他 

(6 カテゴリ) 

甘え (2 種) (#47) 相手に甘えた感じで / (#48) 色っぽく 

励まし (1 種) (#49) 励ますように 

慰め (1 種) (#50) 慰める感じで 

褒め (1 種) (#51) 相手を褒めるように 

迷い (2 種) (#52) 迷いながら / (#53) 疑っているように 

恥 (2 種) (#54) 恥ずかしそうに照れて / (#55) 自信なさげに 

 


