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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  
～例文～ 

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，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．本ガイドラインで

は，55 種類の「話し方種別」のそれぞれに対して 2～3 文ずつの例文を示しています．これにより，各「話

し方種別」の特徴を把握しやすくなります． 

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 

 

 

 

平静グループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

平静 (#1) 平静な様子で 
[1-1] 郵便局に行きます． 

[1-2] 今日は水曜日． 
1 

 

感情･ポジティブグループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

喜び 

(#2) 喜んでいる感じで 

[2-1] 金曜から旅行に行ってきます！ 

[2-2] やっと資格試験に受かりました． 

[2-3] サンタさん，本当にプレゼントもってきて

くれたよ． 

2 

(#3) 笑いながら 

[3-1] この写真，おかしいね． 

[3-2] そんなに泥だらけになるまで，よく遊んだ

ね． 

[3-3] おいし過ぎて，ホールケーキを完食し

ちゃったよ． 

4 

(#4) からかった感じで 
[4-1] 実は一人で行くのが怖かったりして． 

[4-2] 最近仲良しの子がいると噂になっているけ

れど，とうとう彼女ができたのかな～． 

4 
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喜び 

(#5) 冗談っぽく 

[5-1] シャツが後ろ前だけど，それ，新しいファッ

ション？ 

[5-2] ひょっとして，仮病？ 

[5-3] じゃあ，君，明日から社長やってみる？ 

4 

(#6) 感謝して 

[6-1] お陰様で無事にたどり着くことができまし

た． 

[6-2] 引越の手伝いに来てくれて，本当にありが

とう． 

3 

好き (#7) 好意的な感じで [7-1] 一緒に料理教室に行きましょうよ！ 

[7-2] 私も釣りが趣味なんですよ． 
3 

 

感情･ネガティブグループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

嫌悪 

(#8) 
不満げに嫌がった 

様子で 

[8-1] こんなに暑い日に外回りだなんて嫌だな． 

[8-2] どうしても花見の場所取りに行かなきゃダ

メですか． 

3 

(#9) 
おろおろと困惑した

感じで 

[9-1] 結局，どちらの窓口に行けばいいのでしょ

うか． 

[9-2] こんな山中に取り残されて，一体どうした

らいいのだろう． 

3 

(#10) 疲れた様子で 
[10-1] 毎日片道 2 時間近くかけて通うのは，さ

すがに疲れるなあ． 

[10-2] 怒られ続けで嫌になっちゃうよ． 

3 

(#11) 眠そうに 

[11-1] 昨日は徹夜で試合中継を観てしまったか

ら，朝から眠くて仕方がないよ． 

[11-2] 頭がまわらなくなってきたから，もう寝る

ね．おやすみ． 

4 

(#12) いやみっぽく 

[12-1] 宿題が終わっていないのに，本当に遊びに

行けると思っていたの？ 

[12-2] どうせまた嘘なんでしょう？ 

[12-3] 君，毎日重役出勤で，偉くなったもんだ

ねぇ． 

3 

(#13) 呆れた様子で 

[13-1] まだ熱があるのに遊びに行っちゃうなん

て信じられない． 

[13-2] またできもしないことを言ってる． 
4 

(#14) なげやりな感じで 

[14-1] どうせまたすぐやり直しが入るのだから，

今やっても無駄でしょう． 

[14-2] どの服を着たって変わらないよ． 
3 

怒り (#15) 
怒って腹を立てた 

様子で 

[15-1] なんで私だけみんなと一緒に旅行に行け

ないの？ 

[15-2] 何度言ったら分かるの． 

2 
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怒り (#16) 敵意をもった感じで

[16-1] あいつが行けと言うからわざわざ行って

やったのに． 

[16-2] あの教授はわざと難しい課題を出したに

違いない． 

4 

恐れ 

(#17) 怖れた様子で 
[17-1] あの暗いトンネルの中を歩くのか． 

[17-2] このままだと次もまた叱られる． 
2 

(#18) 悲鳴を上げるように

[18-1] あんなぼろぼろの空き家の中にだけは絶

対に入りたくない！ 

[18-2] ゴキブリ！ 

4 

悲しみ 

(#19) 悲しんで 

[19-1] どうして私の気持ちを分かってもらえな

いのだろう． 

[19-2] ずっと一緒にやってきたのに，退職される

なんてさびしくなります． 

2 

(#20) 沈痛に嘆く様子で 

[20-1] あのとき，すぐに病院に行っていれば，手

遅れを避けられたかもしれないのに． 

[20-2] 何十年もかけて築き上げてきた信頼が，す

べて水の泡だ． 

4 

(#21) 
くよくよと 

落ち込んで 

[21-1] 今週末のテニス観戦に行く予定をずっと

前から楽しみにしていたのに． 

[21-2] いつも失敗して怒られてばかり．どうした

らよいんだろう． 

3 

(#22) 憐れんで同情して 

[22-1] 初めての海外旅行先で飛行機が欠航にな

るなんて，大変でしたね． 

[22-2] こんなに大変な仕事を一人でやらされる

なんて，可哀そうに． 

4 

苦笑い (#23) 苦笑いしながら 

[23-1] 一人で買い物に行かせるのはまだ早かっ

たかな． 

[23-2] 昨日までは上手くできていたのになぁ． 

[23-3] こんな段差でつまずいちゃったよ，もう年

だねえ． 

4 

後悔 (#24) 残念そうに後悔して

[24-1] 前もって準備を済ませていれば，あんなに

慌てなくても済んだのになぁ． 

[24-2] あの失敗さえなければ勝てたのに． 

4 

 

感情･興奮/緊張グループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

昂り 

(#25) 
ドキドキし， 

昂ぶった様子で 

[25-1] いよいよ決勝戦，みんなで優勝をつかむ

ぞ！ 

[25-2] あそこに見える黒いものって，もしかして

クジラ？ 

4 

(#26) 緊張した様子で 
[26-1] これから合格発表を見に行ってきます． 

[26-2] こんなに沢山の観衆の前で発表するのか． 

[26-3] もうすぐ私のスピーチ，足が震えちゃう． 

4 
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昂り 

(#27) 
焦って気が急いた 

様子で 

[27-1] 1 時間で 2 か所の取引先に訪問しなければ

ならないんです． 

[27-2] このままでは期限までに終わらない． 

[27-3] まずい，次の電車を逃すと飛行機に乗り遅

れてしまう． 

3 

(#28) 
元気にハツラツ 

として 
[28-1] 今日もはりきって学校へ行くぞ！ 

[28-2] まだまだ運べます！ 
3 

(#29) 自慢げに 

[29-1] 昨年，世界一周クルーズに行ってきまし

た． 

[29-2] なんと懸賞で高級車が当っちゃいまして． 

[29-3] 昨日，こんなに大きな鯛が釣れたよ，すご

いでしょう． 

4 

(#30) 高圧的な感じで 
[30-1] 当然，明日の会合には出席しますよね． 

[30-2] まさか，また忘れ物をしたなんて言わない

だろうね． 

3 

(#31) 
威嚇して脅迫 

するように 

[31-1] もう一度遅刻したら，どうなるか分かって

いるだろうな． 

[31-2] 今度邪魔をしたら，ただじゃおかないぞ． 

3 

驚き 

(#32) 
思いもよらず 

驚いた様子で 

[32-1] まさか同じ料理教室に通っていたなん

て！ 

[32-2] この時期に社長が退任するとは思っても

みなかった． 

[32-3] お前，会社辞めるって，本当か？ 

3 

(#33) 
緊急で注意喚起 

するように 

[33-1] 火災発生の恐れがあります．ただちに避難

してください． 

[33-2] 近所で熊が出没したらしい．急いで家の中

に入って！ 

2 

(#34) うろたえた様子で 

[34-1] 悪天候のためフライト欠航だなんて，一体

どうやったら今日中に帰れるのだろう． 

[34-2] まさか火事で家が消失してしまうなんて． 

[34-3] その窓ガラス割ったの，僕じゃないから

ね． 

4 

 

 

感情･沈静/弛緩グループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

安らぎ 

(#35) 落ち着いて，やさしく
[35-1] 一つずつ，じっくり進めていこう． 

[35-2] 今週末はゆっくり休んでくださいね． 
2 

(#36) 
子供に話し掛ける 

ように 

[36-1] 近くの公園まで行くよ． 

[36-2] お友だち，みんな来てるかな？ 

[36-3] あそこにネコちゃんがいるよ，かわいい

ね． 

3 
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安らぎ 

(#37) 
お年寄りに 

話し掛けるように 
[37-1] 一緒に病院へ行きましょうね． 

[37-2] 荷物が重ければお持ちしますよ． 
3 

(#38) 気楽な感じで 
[38-1] ちょっとコンビニまで行ってくるね． 

[38-2] これから飲みに行きますか． 
4 

(#39) 
のんびりとした 

様子で 

[39-1] いつか行ってみたいね～． 

[39-2] 今週中に終わらせられれば大丈夫じゃな

いかな． 

3 

 

発話意図グループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

質問 (#40) 
相手に質問 

するように 

[40-1] 郵便局に行きますか？ 

[40-2] 今日は何日？ 

[40-3] じゃあ，パスタでも食べる？ 

1 

要求 

(#41) 要求するように 
[41-1] 買い物に行ってきてくれる？ 

[41-2] 空き地で遊ばないでね． 
4 

(#42) 命令するように 
[42-1] 学校に行きなさい． 

[42-2] 今すぐに出ていけ． 
3 

希望 (#43) 希望するように 
[43-1] お盆休みは旅行に行きたい． 

[43-2] 明日までに終わらせて欲しい． 
4 

勧誘 (#44) 誘うように 
[44-1] 一緒に映画を観に行きませんか？ 

[44-2] 同じサークルに入ろうよ． 
4 

意見 (#45) 
主張するように． 

決意を語るように 
[45-1] 今月中に役所に行く必要があります． 

[45-2] 今年こそ希望の大学に合格するぞ． 
4 

謝罪 (#46) 
謝罪して 

申し訳なさそうに 

[46-1] 会合に出席できず，申し訳ありません． 

[46-2] 納期に間に合わせることができず，なんと

お詫びしたらよいか． 

3 

 

 

その他グループ 

カテゴリ ID 話し方種別名 例文 実現フェーズ

甘え 

(#47) 相手に甘えた感じで

[47-1] 今日は水族館に行きたいな． 

[47-2] どうしてもパパと一緒に遊びたい． 

[47-3] お願いがあるんだけれど，駅まで迎えに来

てくれない？ 

4 

(#48) 色っぽく 

[48-1] 今日は二人だけで食事に行きたいな． 

[48-2] もうちょっと一緒にいたいな． 

[48-3] あんまり飲ませると，本当に酔っちゃいま

すよー． 

4 

励まし (#49) 励ますように 
[49-1] きっと，次はゴールまで行けるよ． 

[49-2] あと少しで終わるから頑張ろう． 
4 
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慰め (#50) 慰める感じで 
[50-1] イベントに行けなくて本当に残念だった

ね． 

[50-2] 誰だって失敗することはあるよ． 

4 

褒め (#51) 相手を褒めるように

[51-1] 一人で電車に乗って行ったなんてすごい

ね． 

[51-2] こんな難しいプロジェクトを完遂する

なんてお見事です． 

4 

迷い 

(#52) 迷いながら 
[52-1] 今日はどのお店に行こうかな． 

[52-2] ショートケーキとモンブラン，どっちにし

よう． 

3 

(#53) 疑っているように 
[53-1] 本当に僕とコンサートに行く気，ある？ 

[53-2] この中の誰かが盗んだんじゃないかな． 
4 

恥 

(#54) 
恥ずかしそうに 

照れて 
[54-1] 実は初めてのデートに行ってきました． 

[54-2] あのー，これ義理チョコじゃ，ないからね． 
4 

(#55) 自信なさげに 

[55-1] 待ち合わせ場所まで一人で迷わず行ける

かな． 

[55-2] 私なんかに本当に代役が務まるのだろう

か． 

[55-3] さっきの算数のテスト，ほとんどできてな

いかも． 

3 
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「実現フェーズ」とは 

 「実現フェーズ」とは，55 種の話し方種別の実現性を，現在の音声合成技術の開発状況のレベル，今後

の発展も踏まえた技術的な実現性（難易度）の高低，実際の産業利用のニーズとを総合的に考慮して 4 段

階のグレードに分類した指標です．  

グレード 定義 基準 

実現フェーズ 1 
最も基本的な 

話し方種別 

すべての音声合成製品において，必ず対応している話し

方種別． 

実現フェーズ 2 
難易度の低い 

話し方種別 

一部の合成ベンダでは，既に研究開発を完了し，製品と

して発売されている（もしくは，発売しようとしている）

話し方種別． 

実現フェーズ 3 
難易度の高い 

話し方種別 

まだ製品として発売されていないが，どこかの音声合成

ベンダ，もしくは，研究機関が既に研究を着手している

可能性のある話し方種別． 

実現フェーズ 4 

最も難易度が高く,

現在の技術では 

実現することが 

難しい話し方種別

需要があるものの，研究されているか不明で，音声合成

での実現の目途が立っていない話し方種別． 

 


