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(57)【要約】
【課題】再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を
実現する。
【解決手段】入力される音声を含むコンテンツデータの
再生時に、通常速度の音声を所定のタイミングで再生す
るコンテンツ再生装置において、前記入力されるコンテ
ンツデータの音声の属性情報を分析する音信号分析部と
、前記コンテンツデータに前記音信号分析部により得ら
れる属性情報を対応付けて記録する記録部と、前記コン
テンツデータの再生条件を設定する再生条件設定部と、
前記音信号分析部により得られる音声及び非音声の出力
時間長を前記再生条件に基づいて伸張し、音声の出力速
度及び出力時間を調整する出力時間長調整部と、前記出
力時間長調整部により調整されたコンテンツを再生する
再生部とを有することにより、上記課題を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される音声を含むコンテンツデータの再生時に、通常速度の音声を所定のタイミン
グで再生するコンテンツ再生装置において、
　前記入力されるコンテンツデータの音声の属性情報を分析する音信号分析部と、
　前記コンテンツデータに前記音信号分析部により得られる属性情報を対応付けて記録す
る記録部と、
　前記コンテンツデータの再生条件を設定する再生条件設定部と、
　前記音信号分析部により得られる音声及び非音声の出力時間長を前記再生条件に基づい
て伸張し、音声の出力速度及び出力時間を調整する出力時間長調整部と、
　前記出力時間長調整部により調整されたコンテンツを再生する再生部とを有することを
特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　入力される音声を含むコンテンツデータの再生時に、通常速度の音声を所定のタイミン
グで再生するコンテンツ再生装置において、
　前記入力されるコンテンツデータの音声の属性情報を分析する音信号分析部と、
　前記コンテンツデータに前記音信号分析部により得られる属性情報を対応付けて記録す
る記録部と、
　前記音信号分析部により得られる音声及び非音声の出力時間長を予め設定された調整条
件に基づいて複数伸張し、音声の出力速度及び出力時間を調整する出力時間長調整部と、
　前記コンテンツデータの再生条件を設定する再生条件設定部と、
　前記出力時間長調整部により調整された再生内容の異なる複数のコンテンツのうち、前
記再生条件設定部により設定された条件に対応するコンテンツを選択する選択部と、
　前記選択部により選択されたコンテンツを再生する再生部とを有することを特徴とする
コンテンツ再生装置。
【請求項３】
　前記再生条件設定部は、
　前記再生部により再生される音声の再生速度、再生様式、再生倍率、及び非音声区間に
おける短縮許容限界値のうち、少なくとも１つを設定することを特徴とする請求項１又は
２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　前記出力時間長調整部は、
　予め設定された非音声区間における短縮許容限界値を超えない範囲で各音声区間を均等
比率で伸張することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のコンテンツ再生装
置。
【請求項５】
　前記出力時間長調整部は、
　前記音信号分析部により得られる音声区間のうち、音信号分析部により得られる音のパ
ワーが所定の閾値以上の区間を伸張させることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項
に記載のコンテンツ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ再生装置に係り、特に再生の目的に応じて最適なコンテンツの再
生を実現するためのコンテンツ再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタル記録されたコンテンツの再生に関して、その音声が早口に感じられて聞
き取りにくいという要求に対し、これを聞き易くすることを目的として発話速度を制御す
る技術が提案されている。特に、ラジオや映像、番組等のコンテンツを対象とした場合に
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は、決められた再生時間を変えることなく、受聴者にゆっくり感を持たせて聴取させるこ
とを目的にした逐次処理による方法が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　なお、特許文献１に示されている技術は、無音区間が継続して所定時間を超える場合に
、話速の伸張時間を制御するものであり、入力データに対する出力データの伸張時間を、
この伸張時間内の任意の時間だけ削減を制御している。
【特許文献１】特開平１０－３０１５９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、生放送等のリアルタイム再生が行われる場合に、再生時
刻より先にどのくらいの長さの非音声があるか否かは予測することができず、また予測す
るとしても統計的な値に頼らざるを得ないため、最適な再生処理を行うことができない。
つまり、例えば再生時刻より先に十分な非音声が存在するような場合であっても、これを
最適に短縮して音声部分の十分な伸張に割り当てることができなかった。
【０００５】
　また、高速再生時には、聞き易い高速音声を実現する手法として、例えば家庭用のＶＴ
Ｒ等を用い、音声をゆっくり再生させるために無音部分を主に削除する方法が用いられた
り、また高速再生による時間遅れが音声出力バッファの蓄積容量を超えた場合には、一定
時間を物理的にスキップして遅れを解消する技術等も存在しているが、何れも場合も高速
再生に対応させるために受聴者が聴取したい内容までもがスキップされてしまうことがあ
った。
【０００６】
　つまり、従来技術における話速変換は、一般的に音の入力に対するリアルタイム処理を
念頭にしたものであり、音の逐次再生に対してある所定の区間を基準にゆっくり再生する
部分の決定や音声波形の伸縮処理を行っていたため、コンテンツ全体の音響的な特徴を把
握した上で最適な波形伸縮処理（＝話速変換処理）を行う技術はこれまでになかった。
【０００７】
　本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、再生の目的に応じて最適なコン
テンツの再生を実現するためのコンテンツ再生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するための手
段を採用している。
【０００９】
　請求項１に記載された発明は、入力される音声を含むコンテンツデータの再生時に、通
常速度の音声を所定のタイミングで再生するコンテンツ再生装置において、前記入力され
るコンテンツデータの音声の属性情報を分析する音信号分析部と、前記コンテンツデータ
に前記音信号分析部により得られる属性情報を対応付けて記録する記録部と、前記コンテ
ンツデータの再生条件を設定する再生条件設定部と、前記音信号分析部により得られる音
声及び非音声の出力時間長を前記再生条件に基づいて伸張し、音声の出力速度及び出力時
間を調整する出力時間長調整部と、前記出力時間長調整部により調整されたコンテンツを
再生する再生部とを有することを特徴とする。
【００１０】
　請求項１記載の発明によれば、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現する
ことができる。したがって、例えば、コンテンツを再生する場合には、コンテンツの再生
時間でできるだけ内容をゆっくりとした印象の音声の再生をしたり、また、高速再生時に
、所望の再生時間でできるだけ内容をゆっくりと聞き取りやすく再生したりする等、与え
られた再生時間を基準として通常の再生に比べてゆっくり感が高い音声の再生を実現する
ことができる。
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【００１１】
　請求項２に記載された発明は、入力される音声を含むコンテンツデータの再生時に、通
常速度の音声を所定のタイミングで再生するコンテンツ再生装置において、前記入力され
るコンテンツデータの音声の属性情報を分析する音信号分析部と、前記コンテンツデータ
に前記音信号分析部により得られる属性情報を対応付けて記録する記録部と、前記音信号
分析部により得られる音声及び非音声の出力時間長を予め設定された調整条件に基づいて
複数伸張し、音声の出力速度及び出力時間を調整する出力時間長調整部と、前記コンテン
ツデータの再生条件を設定する再生条件設定部と、前記出力時間長調整部により調整され
た再生内容の異なる複数のコンテンツのうち、前記再生条件設定部により設定された条件
に対応するコンテンツを選択する選択部と、前記選択部により選択されたコンテンツを再
生する再生部とを有することを特徴とする。
【００１２】
　請求項２記載の発明によれば、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現する
ことができる。また、コンテンツ再生中に音声を任意に変更しても時間的な無駄が少なく
所望する音声を迅速に提供することができる。
【００１３】
　請求項３に記載された発明は、前記再生条件設定部は、前記再生部により再生される音
声の再生速度、再生様式、再生倍率、及び非音声区間における短縮許容限界値のうち、少
なくとも１つを設定することを特徴とする。
【００１４】
　請求項３記載の発明によれば、各受聴者の聞き取り易さを基準とした音声の出力形態を
簡易でありながら詳細に設定することができる。
【００１５】
　請求項４に記載された発明は、前記出力時間長調整部は、予め設定された非音声区間に
おける短縮許容限界値を超えない範囲で各音声区間を均等比率で伸張することを特徴とす
る。
【００１６】
　請求項４記載の発明によれば、どの音声区間も等しい比率で伸張させればよいため、容
易に音声区間を伸張することができる。また、話速を統一することができる。
【００１７】
　請求項５に記載された発明は、前記出力時間長調整部は、前記音信号分析部により得ら
れる音声区間のうち、音信号分析部により得られる音のパワーが所定の閾値以上の区間を
伸張させることを特徴とする。
【００１８】
　請求項５記載の発明によれば、伸張してもあまり意味を持たない部分については、その
部分の伸張をしないことにより、より効率的に話速のゆっくり感を演出することができる
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現することができる
。したがって、例えば、コンテンツを再生する場合には、コンテンツの再生時間でできる
だけ内容をゆっくりとした印象の音声の再生をしたり、また、高速再生（２倍速や３倍速
等の所定の倍率の高速再生や所定のシーンを見つけるための映像や音声を高速で再生させ
るサーチ再生等を含む）時に、所望の再生時間でできるだけ内容をゆっくりと聞き取りや
すく再生したりする等、与えられた再生時間で、通常の再生に比べてゆっくり感が高い音
声の再生を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　＜本発明の概要＞
　本発明は、例えば、ＰＣやＨＤＤレコーダ等にデジタル記録された音声コンテンツや、
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音声とそれに付随する映像情報とを含むコンテンツ（以下、何れもコンテンツデータとい
う）を視聴する場合に、コンテンツの再生時間を変えることなく、元となる通常音声（原
音声）よりもゆっくりとした印象を受聴者に与える音声を再生する。
【００２１】
　また、高速再生時には、２倍速、３倍速等、所望の再生時間全体を基準としてできるだ
け内容をゆっくりと聞き取り易く再生する等、与えられた再生時間を基準として、通常の
再生に比べてゆっくり感が高い音声の再生を実現する。
【００２２】
　具体的には、コンテンツをデジタルメディア等の記録媒体に記録する場合、或いは、記
録した後に記録信号の時系列音響情報（どの時刻に、どのような属性の音信号がある、又
は、ない等）を抽出し、これを付加情報としてコンテンツと対応付けを行う。これにより
、コンテンツ全体の音信号の構成を高精度に把握することができる。
【００２３】
　また、本発明では、コンテンツを所定の時間でできるだけゆっくり再生したい場合、非
音声の時間短縮を音声の伸張（ゆっくり再生等）に割り当てることが考えられるが、コン
テンツ全体の音声と非音声の時系列情報が予め把握できるため、コンテンツ全体を基準と
して音声区間と非音声区間の両者の時間バランスを考慮した最適な再生方法を決定するこ
とができる。
【００２４】
　なお、この再生方法は一通りではなく、コンテンツの聴取目的に応じた効果（例えば、
実時間でよりゆっくり聴取したいのか、又は、高速再生時の聞き取り補助を期待するのか
等）に応じた波形伸縮（話速変換）ルールを再生条件として予め設定しておくことで適応
性を持たせることもできる。
【００２５】
　以下に、上述したような特徴を有する本発明におけるコンテンツ再生装置を好適に実施
した形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２６】
　＜コンテンツ再生装置：第１の実施形態＞
　図１は、第１の実施形態におけるコンテンツ再生装置の一構成例を示す図である。図１
に示すコンテンツ再生装置１０は、コンテンツ記録部１１と、音信号抽出部１２と、音信
号分析部１３と、音信号属性記録部１４と、再生条件設定部１５と、音声／非音声出力時
間長調整部１６と、再生部１７とを有するよう構成されている。
【００２７】
　コンテンツ記録部１１は、外部から入力される映像や音声等を含むコンテンツデータを
入力し、そのコンテンツデータを記録する。なお、コンテンツ記録部１１は、例えば、ハ
ードディスクやメモリ等のストレージ手段により記録される。
【００２８】
　また、音信号抽出部１２は、外部から入力されるコンテンツから音信号のみを抽出し、
抽出した音信号を音信号分析部１３に出力する。
【００２９】
　なお、入力されるコンテンツがラジオ等の音声データしか存在しない場合には、音信号
抽出部１２を設けていなくてもよい。また、音信号抽出部１２を設けたとしても入力した
コンテンツデータが音声データした存在しない場合には、そのまま音信号分析部１３に出
力するだけでよい。なお、音信号抽出部１２は、音声データだけの入力であるか否かの判
断を、例えばコンテンツに付随するメタデータ等のコンテンツのデータ種別や、データの
拡張子等を参照することで容易に把握することができる。
【００３０】
　また、音信号抽出部１２は、入力されるコンテンツがＭＰＥＧ２データ等の映像と音声
が一緒に入力される場合には、データ種別等の予め設定されたメタデータのパラメータに
基づいて音信号のみのデータを抽出する。
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【００３１】
　音信号分析部１３は、入力した音信号から音信号波形を伸縮させ話速変換を行うために
、有声、無声、子音、無音、非音声、ピッチ周波数の変化量、パワーの変化量、コンテン
ツの再生速度、音声／非音声の時間バランス等の音響分析を行う。
【００３２】
　なお、音響分析において、発話の開始部分であるか否かは、その直前の無音区間の継続
時間長によって判定することができる。例えば、無音区間の継続時間長の閾値を２００～
５００（ｍｓ）の範囲で設定し、この値を越えるか否かで発話の開始部分を推定する。ま
た、音信号分析部１３は、上述した分析結果を入力された音信号（音声データ）の各属性
情報として設定する。
【００３３】
　なお、音信号分析部１３における分析においては、音信号に含まれる雑音や音楽等の背
景音もある属性として考慮することもできるが、一般に雑音や背景音の信号と、音声信号
とを自動的に判別することが難しいことから、雑音、背景音も例えば上述した有声音（声
帯の振動を伴う音声（母音は一般に有声音であり、子音では例えば［ｂ］、［ｄ］、［ｇ
］、［ｚ］、［ｄｚ］、［ｎ］、［ｍ］、［ｗ］、［ｒ］、［ｌ］等））、無声音（声帯
の振動を伴わない音声（子音の［ｐ］、［ｔ］、［ｋ］、［ｓ］、［ｔｓ］等））、無音
（音が無い状態）の３つの属性のうちの１つに分類して分析を行うことができる。
【００３４】
　また、本実施形態における音信号の分析手法としては、上述した各属性を取得できるも
のであれば既存の手法を用いることができ、例えば特許第３２２００４３号公報等に示さ
れている手法を用いることができる。具体的には、所定時間毎の音声データのパワーを算
出し、このパワーが所定の閾値未満の場合に、その部分を無音区間に決定する。また、パ
ワーが閾値以上の場合は、その区間について、声帯の振動を伴う音声である有声音か、声
帯の振動を伴わない無声音かの判定を行う。これには、パワーの大きさだけでなく、ゼロ
交差分析、自己相関分析等も行う。
【００３５】
　また、音信号分析部１３は、有声、無声、子音、無音、非音声、ピッチ周波数の変化量
、パワーの変化量、コンテンツの再生速度、音声／非音声の時間バランス等がコンテンツ
中のどの時刻にどのくらいの時間出現するかを取得して、これを付加情報としてコンテン
ツと対応付けて音信号属性記録部１４に出力する。
【００３６】
　音信号属性記録部１４は、音信号分析部１３により分析された音信号の属性と、音信号
に対する付加情報を記録する。上述した付加情報を用いることにより、コンテンツ中の主
に音声が記録されている部分（以下、「音声区間」という）と、それ以外の部分（以下、
「非音声区間）という）を予め把握することができる。
【００３７】
　再生条件設定部１５は、再生部１７により再生されるコンテンツを選択すると共に、音
声の再生条件（波形伸縮のルール）として、再生速度、再生様式（ファイル形式（例えば
、ｍｐｇ、ａｖｉ、ｗｍｖ、ａｓｆ、ｒｍ、ｍｐ３、ｗｍａ、ｗａｖ等））、再生倍率、
及び非音声区間における短縮許容限界値のうち、少なくとも１つを設定する。これにより
、各受聴者の聞き取り易さを基準とした音声の出力形態を簡易でありながら詳細に設定す
ることができる。なお、短縮許容限界値とは、ある２つの連続する音声区間の間に設けら
れる有声音を聞き取り易くするために設定される値である。なお、短縮許容限界値につい
ては後述する。また、再生条件設定部１５は、設定した再生条件を音声／非音声出力時間
長調整部１６に出力する。なお、再生条件設定部１５は、コンテンツ再生装置１０の外部
装置として設けられていてもよく、その場合には、設定された再生条件を外部から通信ネ
ットワーク等により入力し、音声／非音声出力時間長調整部１６に出力する。
【００３８】
　音声／非音声出力時間長調整部１６は、再生条件設定部１５により選択されたコンテン
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タを取得し、また、音信号属性記録部１４よりコンテンツの付加情報を取得して、コンテ
ンツの再生を行う際に、付加情報と予め設定された再生条件とを対応付けながら波形伸縮
処理による所定の話速変換処理を行う。なお、音声／非音声出力時間長調整部１６におけ
る処理の詳細については後述する。また、音声／非音声出力時間長調整部１６は、話速変
換により時間調整されたコンテンツデータを再生部に出力する。
【００３９】
　再生部１７は、音声／非音声出力時間長調整部１６により調整された時間長の音声デー
タを含むコンテンツデータを入力し、そのデータをファイル形式に対応した適切な出力手
段により再生する。具体的には、例えばコンテンツデータが映像であればディスプレイ等
により出力し、音声があればスピーカ等の各種出力手段により再生する。これにより、再
生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現することができる。
【００４０】
　＜音声／非音声出力時間長調整部１６における話速変換手法＞
　次に、音声／非音声出力時間長調整部１６における話速変換手法について、図を用いて
説明する。図２は、本実施形態における話速変換の一例を示す図である。なお、図２の例
では、話速変換前の音声（原音声）から変換した後の音声（変換音声）に話速変換する場
合の一例を示すものである。
【００４１】
　図２の例では、あるコンテンツの再生時間Ｔの中に、原音声について音声が出力されて
いる区間として分析された音声区間２１－１～２１－５と、各音声区間に対応する変換音
声の音声区間２２－１～２２－５が存在する。また、音声区間２１－１～２１－５、２２
－１～２２－５以外の区間は、非音声区間となる。
【００４２】
　図２の例では、全ての非音声区間を再生条件設定部１５で予め設定された短縮許容限Ｐ
ｃまで短縮し、その分音声区間の伸張に割り当てた場合を示している。このとき、各音声
区間の開始時刻は、現音声より早い場合もある。
【００４３】
　具体的には、例えば図２に示す原音声の音声区間２１－２及びその区間に対応して変換
された音声区間２２－２に示すように、原音声の音声開始区間よりも時間的に前の時間区
間Ｅ１、及び／又は、音声区間に対して時間的に後の時間区間Ｅ２に伸張して音声区間を
調整して出力することができる。
【００４４】
　また、音声／非音声出力時間長調整部１６は、再生速度や再生倍率等の再生条件につい
て再生条件設定部１５により予め設定されている場合には、その再生条件に基づいて、音
声区間と非音声区間のそれぞれの出力時間を調整する。更に、音声／非音声出力時間長調
整部１６は、再生様式について再生条件設定部１５により予め設定されている場合には、
所定のフォーマット（ファイル形式）に変換して出力する。
【００４５】
　ここで、非音声区間と判定されたそれぞれの部分については、例えば、予め設定した非
音声区間の短縮許容限の時間長Ｐｃを超えるものについては、その設定時間までの短縮を
行うものとする。なお、Ｐｃについては、コンテンツの通常の再生時間速度や、コンテン
ツの全再生時間Ｔ等に応じて任意に設定することができる。
【００４６】
　ここで、再生条件設定手段１５で設定された非音声区間の短縮許容限の時間長Ｐｃを超
える時間を有する各非音声区間長をＰｋ（ｋ：１，２，…，ｎ）とすると、コンテンツ全
体での短縮許容限Ｔｃは、以下に示す式（１）のように計算される。
【００４７】
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【数１】

　これにより、原音声をどのくらいの時間が短縮できるかを算出することができると共に
、この時間を利用して音声の伸張（ゆっくり再生）に割り当てることができる。
【００４８】
　なお、音声の再生時間調節は、任意の技術を用いてよく、例えば、ピッチ単位で時間長
制御が可能な話速変換技術（例えば、特許第２９５５２４７号公報）等を用いることもで
きる。
【００４９】
　この場合、例えば、入力された音声データに対して、属性に基づく分析処理を施し、こ
の分析処理で得られた情報に基づいて音声データを所定の時間幅を有するブロック単位に
分割し、これをブロック音声データとして蓄積すると共に、音声データの時間的な伸張を
実現するために、隣り合うブロック音声データ間において、置換又は挿入すべき接続デー
タを各ブロック毎に生成して蓄積しながら、受聴者の操作に応じた任意の音声スピードに
対応する出力音声データを生成するためのブロック接続順序を生成し、この接続順序にし
たがって、既にブロック単位に分割されて蓄積されているブロック音声データ及び接続デ
ータを順次、接続して出力音声データを生成する。
【００５０】
　また、音声区間が伸張可能な倍率ｒは、次のように算出される。コンテンツ全体の再生
時間をＴとすると、以下の式（２）に示す関係式が成り立つ。
１＜ｒ≦Ｔ／（Ｔ－Ｔｃ）　・・・（２）
　ここで、伸張率ｒは、音声区間と判定されたそれぞれの部分が伸張可能な平均倍率であ
る。本実施形態では、音声区間に適用する伸張率ｒは、必ずしも固定値である必要はなく
、非音声区間の短縮許容限との関係において、目的に応じた聞こえ方で聞こえるように適
当な計算式を与えて修正することもできる。
【００５１】
　例えば、２倍速を超えるような高速音声を再生する場合、非音声を多く短縮して音声の
伸張を優先し受聴者の聞き取り時間を確保する等の処理を行うことができる。また、高速
再生等のように音声の伸張が十分に確保できないような場合、音声部分を適応的に波形伸
縮してよりゆっくり感が得られる方式（例えば、特許第３２２００４３号公報等）を用い
ることができる。具体的には、時間的に変化する任意の比率で、入力データを伸張合成し
て得られた出力データについて、ある無音区間が出現し、この無音区間の継続時間が所定
の閾値を超えているとき、この入力データに対する出力データの伸張時間を、この伸張時
間内の任意の時間だけ削減する。
【００５２】
　つまり、本発明では、音声／非音声出力時間調整部１６において、このように再生速度
、再生様式、再生倍率、及び非音声区間における短縮許容限界値等に応じて音声区間と非
音声区間の割合を変化させるようなルールを再生条件設定部１５において適応的に設定す
る。
【００５３】
　例えば、設定されたコンテンツの再生倍率をｒｐとすると、通常再生ｒｐ＝１．０を受
聴者によりゆっくり聞かせるための一例として、上述したように非音声区間を短縮許容限
まで短縮し、全ての音声区間をｒ＝Ｔ／（Ｔ－Ｔｃ）で伸張する方法がある。
【００５４】
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　また同様に、高速再生ｒｐ＝ｗ（１＜ｗ）されたコンテンツの音声を聞かせるための一
例としては、全ての音声区間をｒ／ｗ倍に伸張し、非音声区間全体の時間をＴｃ／ｗまで
短縮するを用いることができる。
【００５５】
　また、上述のように音声区間の伸張率を再生速度に応じて適応的に変化させることもで
きる。例えば、ｒｐ＝ｗの場合、非音声区間全体での短縮許容時間Ｔｃｗを「Ｔｃｗ＝Ｔ
ｃ／｛ｗ＋（ｗ－１）｝」で与えると、再生速度の上昇に伴って音声区間の伸張割合を増
加させることができる。
【００５６】
　＜伸張方法の他の例＞
　なお、再生条件として設定される伸張の方法については、例えば再生時に音声にゆっく
り感を持たせるため、有声音のみを伸ばすことで、ゆっくり感を向上させることができる
。
【００５７】
　また、複数の人の声が混在する場合には、例えば一番の声の大きい人の音声区間を基準
に変換音声を取得する。これにより、迅速に音速変換を行うことができる。また、複数の
声を認識し、分離できる場合には、それぞれの人物や動物等のその発生先の声に対応させ
て伸張を変更してもよい。
【００５８】
　＜伸張方法：実施例１＞
　なお、伸張方法としては、図２に示す原音声の各音声区間２１－１～２１－５について
、ある所定の非音声区間の短縮許容限界を超えない程度で各音声区間を均等比率で伸ばす
方法を用いることができる。これにより、どの音声区間も等しい比率で伸張させればよい
ため、容易に音声区間を伸張することができると共に、話速を統一することができる。
【００５９】
　＜伸張方法：実施例２＞
　図３は、伸張方法の第２の実施例を説明するための図である。通常、音声区間のうち、
有声音等の場合は音のパワーが高くなるため、図３に示すように原音声の音声区間３１の
うち、音のパワーが所定の閾値以上の区間のみを伸張させる方法を用いることができる。
なお、この場合には、各音声区間の先頭側の方が音のパワーが大きい場合が多いため、図
３の変換音声の音声区間３２に示すように、その部分のみを伸ばすことができる。
【００６０】
　なお、音のパワーは、上述した音信号分析部１３により分析され、属性情報のメタデー
タとして音信号属性記録部１４に蓄積される。そのため、音声／非音声出力時間長調整部
１６は、音信号属性記録部１４から再生条件で設定されたコンテンツに対応する属性情報
を取得し、その属性情報から上述した音のパワーに基づく処理を行うことができる。また
、上述の閾値は、例えば再生条件設定部１５により設定してもよく、また音信号分析部１
３によりゼロ交差分析を行い、その分析結果に基づいて音声を調整する。
【００６１】
　つまり、図３に示すように、原音声の音声区間ｔ０～ｔ１において、ｔ０～ｔ２の区間
ｗ１において音のパワーが所定の閾値以上あるため、変換音声の音声区間３１において、
ｔ０～ｔ２の区間をｔ３～ｔ２の区間の再生倍率をゆっくりになるよう伸張して音声区間
ｗ２とすることで、全体の変換音声は音声区間３２となる。これにより、伸張してもあま
り意味を持たない音のパワーの小さい部分については、その部分の伸張をしないことによ
り、より効率的に強調させて話速のゆっくり感を演出することができる。
【００６２】
　＜伸張方法：実施例３＞
　なお、他の伸張方法としては、上述した実施例１及び２を組み合わせてもよく、例えば
音声区間単位の区間長の長さに応じて予め設定された長さ以上の音声区間の場合には上述
した実施例２の手法を行い、音声区間長が設定された閾値未満の場合には、上述した実施
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例１の手法により各音声区間毎に均等に伸張させることができる。
【００６３】
　これにより、適切な位置での音声の伸張を行うことができ、例えば、実時間でよりゆっ
くりしたいのか、高速再生時の聞き取り補助を期待するのか等のコンテンツの聴取目的に
応じた効果に対応する再生条件（音信号波形の伸縮ルール）を予め設定することで、話速
変換に適応性を持たせることができる。
【００６４】
　このように、予めコンテンツの音声情報を把握することにより、全体の再生時間を固定
した上で、目的に応じた適応的な再生を実現することができる。
【００６５】
　＜コンテンツ再生装置：第２の実施形態＞
　ここで、上述した第１の実施形態におけるコンテンツ再生装置１０は、音声／非音声出
力時間長調整部１６において、映像等と共にコンテンツとして直接音声が出力される例を
示しているが、第２の実施形態では、予め与えられた再生条件（例えば、再生倍率等）で
幾つかの変換音声を作成しておき、これを任意に選択できるようにして提示する手法を示
す。
【００６６】
　図４は、第２の実施形態におけるコンテンツ再生装置の一構成例を示す図である。図４
に示すコンテンツ再生装置４０は、コンテンツ記録部１１と、音信号抽出部１２と、音信
号分析部１３と、音信号属性記録部１４と、再生条件設定部４１と、音声／非音声出力時
間長調整部４２と、音声選択部４３とを有するよう構成されている。
【００６７】
　なお、図４に示すコンテンツ再生装置４０において、上述した第１に実施形態に示すコ
ンテンツ再生装置１０と略同一の処理を行う構成部分については、図１と同一の名称及び
番号を付するものとし、ここでの詳細な説明は省略する。したがって、ここでは第１の実
施形態と異なる再生条件設定部４１と、音声／非音声出力時間長調整部４２と、音声選択
部４３とについて具体的に説明する。
【００６８】
　再生条件設定部４１は、音声／非音声出力時間長調整部４２から音声選択部４３に対し
て出力される予め設定された複数の調整条件に基づいて調整されたコンテンツの中から、
再生部１７により再生される音声の再生速度、再生様式、再生倍率、及び非音声区間にお
ける短縮許容限界値のうち、少なくとも１つを設定する。また、再生条件設定部４１は、
設定した再生条件を音声選択部４３に出力する。
【００６９】
　なお、再生条件設定部４１は、コンテンツ再生装置４０の外部装置として設けられてい
てもよく、その場合には、設定された再生条件を外部から通信ネットワーク等により入力
し、音声選択部４３に出力する。
【００７０】
　音声／非音声出力時間長調整部４２は、コンテンツ記録部１１から予め設定された１又
は複数のコンテンツを抽出し、抽出したコンテンツに対応する属性情報を音信号属性記録
部１４から抽出して、予め設定された調整条件（音声の再生速度、再生様式、再生倍率（
２倍、３倍、４倍、８倍、３／４倍、１／２倍、１／３倍等）、及び非音声区間における
短縮許容限界値等）に基づいて、１つのコンテンツに対して複数の再生条件の異なるコン
テンツが生成されるように調整を行う。
【００７１】
　つまり、音声／非音声出力時間長調整部４２は、付加情報と予め設定された波形伸縮の
ルールを対応付けながら波形伸縮処理による話速変換処理等を行う。なお、これらの処理
は、予め設定された複数の調整条件に基づいて、その複数の調整条件の全てにおいて複数
種類の話速変換処理を行い、予め音声／非音声の出力時間長の調整を行う。また、音声／
非音声出力時間長調整部４２は、予め設定された再生形態等に基づいてフォーマット変換
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を行うこともできる。音声／非音声出力時間長調整部４２は、これらの調整された複数の
コンテンツデータを音声選択部４３に出力する。
【００７２】
　音声選択部４３では、音声／非音声出力時間長調整部４２から得られる音声／非音声が
調整された複数のコンテンツを一時的に蓄積しておき、再生条件設定部４１からの再生条
件に基づいて、蓄積された複数のコンテンツの中から再生条件（調整条件）が一致又は類
似度が高いコンテンツを選択し、再生部１７に出力する。再生部１７は、音声選択部４３
により選択された時間長が調整された音声データを含むコンテンツを再生する。これによ
り、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現することができる。また、コンテ
ンツ再生中に音声を任意に変更する場合には、すでに音声選択部４３に蓄積されているた
め、再生するコンテンツを切り換えればよく時間的な無駄が少なく所望する音声を提供す
ることができる。
【００７３】
　なお、上述のコンテンツ再生装置第１及び第２の実施形態は組み合わせて適用すること
もできる。また、上述の第１及び第２の実施形態におけるコンテンツデータは、例えば音
情報だけでなく映像情報を含む場合もある。この場合には、音の再生タイミングに応じて
映像を同期再生することが考えられる。一例として、映像／音声を共にＭＰＥＧの再生形
態（フォーマット形式）で扱うことで、ＭＰＥＧの基本動作に基づく音声の再生タイミン
グに合わせて映像再生を簡便に実現することができる。
【００７４】
　上述したように、コンテンツ再生装置により、再生の目的に応じて最適なコンテンツの
再生を実現することができる。したがって、例えば、コンテンツを再生する場合には、コ
ンテンツの再生時間でできるだけ内容をゆっくりとした印象の音声の再生をしたり、また
、高速再生時に所望の再生時間でできるだけ内容をゆっくりと聞き取りやすく再生したり
する等、与えられた再生時間を基準として、通常の再生に比べてゆっくり感が高い音声の
再生を実現することができる。
【００７５】
　＜コンテンツ再生プログラム＞
　ここで、上述したコンテンツ再生装置１０，４０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ等の揮発性の記憶
媒体、ＲＯＭ等の不揮発性の記憶媒体、マウスやキーボード、ポインティングデバイス等
の入力装置、コンテンツを表示する表示手段、並びに外部と通信するためのインタフェー
スを備えたコンピュータによって構成される。
【００７６】
　また、コンテンツ再生装置１０，４０に備えたコンテンツ記録部１１、音信号抽出部１
２、音信号分析部１３、音信号属性記録部１４、再生条件設定部１５，４１、音声／非音
声出力時間長調整部１６，４２、音声選択部４３におけるにおける各機能は、これらの機
能を記述したプログラムをＣＰＵに実行させることによりそれぞれ実現される。また、こ
れらのプログラムは、磁気ディスク（フロッピィーディスク、ハードディスク等）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の記憶媒体に格納して頒布すること
もできる。
【００７７】
　つまり、上述した各構成における処理をコンピュータに実行させるための実行プログラ
ム（コンテンツ再生プログラム）を生成し、例えば、汎用のパーソナルコンピュータやサ
ーバ等にそのプログラムをインストールすることにより、コンテンツ再生処理を実現する
ことができる。
【００７８】
　＜ハードウェア構成＞
　ここで、本発明における実行可能なコンピュータのハードウェア構成例について図を用
いて説明する。図５は、本発明におけるコンテンツ再生処理が実現可能なハードウェア構
成の一例を示す図である。
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【００７９】
　図５におけるコンピュータ本体には、入力装置５１と、出力装置５２と、ドライブ装置
５３と、補助記憶装置５４と、メモリ装置５５と、各種制御を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５６と、ネットワーク接続装置５７とを有するよ
う構成されており、これらはシステムバスＢで相互に接続されている。
【００８０】
　入力装置５１は、使用者（受聴者）等が操作するキーボード及びマウス等のポインティ
ングデバイスやマイク等の音声入力デバイス等を有しており、使用者等からのプログラム
の実行等、各種操作信号を入力する。出力装置５２は、本発明における処理を行うための
コンピュータ本体を操作するのに必要な各種ウィンドウやデータ等を表示するディスプレ
イや音声を出力するスピーカ等を有し、ＣＰＵ５６が有する制御プログラムによりプログ
ラムの実行経過や結果等を表示又は音声出力することができる。
【００８１】
　ここで、本発明において、コンピュータ本体にインストールされる実行プログラムは、
例えばＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体５８等により提供される。プログラムを記録した記録媒
体５８は、ドライブ装置５３にセット可能であり、記録媒体５８に含まれる実行プログラ
ムが、記録媒体５８からドライブ装置５３を介して補助記憶装置５４にインストールされ
る。
【００８２】
　補助記憶装置５４は、ハードディスク等のストレージ手段であり、本発明における実行
プログラムや、コンピュータに設けられた制御プログラム等を蓄積し必要に応じて入出力
を行うことができる。
【００８３】
　メモリ装置５５は、ＣＰＵ５６により補助記憶装置５４から読み出された実行プログラ
ム等を格納する。なお、メモリ装置５５は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等からなる。
【００８４】
　ＣＰＵ５６は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラム、メモ
リ装置５５に格納されている実行プログラムに基づいて、各種演算や各ハードウェア構成
部とのデータの入出力等、コンピュータ全体の処理を制御して各処理を実現することがで
きる。また、ＣＰＵ５６は、プログラムの実行中に必要な各種情報を補助記憶装置５４か
ら取得することができ、またＣＰＵ５６は、処理結果等を格納することもできる。
【００８５】
　ネットワーク接続装置５７は、通信ネットワーク等と接続することにより、実行プログ
ラムを通信ネットワークに接続されている他の端末等から取得したり、プログラムを実行
することで得られた実行結果又は本発明における実行プログラム自体を他の端末等に提供
することができる。
【００８６】
　上述したようなハードウェア構成により、特別な装置構成を必要とせず、低コストで効
率的にコンテンツ再生処理を実現することができる。また、プログラムをインストールす
ることにより、コンテンツ再生処理を容易に実現することができる。
【００８７】
　＜コンテンツ再生処理手順＞
　次に、本発明における実行プログラム（コンテンツ再生プログラム）によるコンテンツ
再生処理手順についてフローチャートを用いて説明する。なお、以下の説明では、上述し
たコンテンツ再生装置の第１の実施形態及び第２の実施形態にそれぞれ対応したコンテン
ツ再生処理手順について説明する。
【００８８】
　＜第１の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順＞
　図６は、第１の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順の一例を示すフローチャート
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である。図６において、まず、ラジオ、映像、番組等のコンテンツデータを入力し（Ｓ０
１）、入力したコンテンツデータを蓄積する（Ｓ０２）。
【００８９】
　次に、コンテンツデータから音信号のみを抽出し（Ｓ０３）、抽出された音信号に基づ
いて音信号の分析を行う（Ｓ０４）。なお、Ｓ０４の処理では、例えば音響分析ソフトウ
ェア等を用いて、有声、無声、子音、無音、非音声、ピッチ周波数の変化量、パワーの変
化量、コンテンツの再生速度、音声／非音声の時間バランス等の音響分析を行う。
【００９０】
　また、Ｓ０４の処理にて得られた音信号の属性情報等を含む分析結果を蓄積する（Ｓ０
５）。なお、Ｓ０５の処理において得られる分析結果は、例えば、記録されたコンテンツ
信号の時系列音響情報（どの時刻に、どのような属性の音信号があったか否か等）であり
、この情報を付加情報としてコンテンツと対応付けて蓄積させることで、コンテンツ全体
の音信号の構成を予め把握することができる。
【００９１】
　次に、Ｓ０５の処理後、又はそれ以前に予め設定された再生条件を入力し（Ｓ０６）、
入力した再生条件に基づいて音声／非音声出力時間長を上述した手法に基づいて調整し（
Ｓ０７）、調整されたコンテンツを出力する（Ｓ０８）。
【００９２】
　これにより、コンテンツ全体の音声と非音声のバランスを考慮した最適な再生方法を決
定することができる。したがって、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現す
ることができる。
【００９３】
　＜第２の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順＞
　次に、第２の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順について、フローチャートを用
いて説明する。図７は、第２の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【００９４】
　図７において、上述した第１の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順と同様に、ま
ず、ラジオ、映像、番組等からなるコンテンツデータを入力し（Ｓ１１）、入力したコン
テンツデータを蓄積する（Ｓ１２）。
【００９５】
　次に、コンテンツデータから音信号のみを抽出し（Ｓ１３）、抽出された音信号に基づ
いて音信号の分析を行う（Ｓ１４）。また、Ｓ１４の処理にて得られた音信号の属性情報
等を含む分析結果を蓄積する（Ｓ１５）。
【００９６】
　次に、Ｓ１５の処理後、予め設定された複数の調整条件に基づいて、その条件毎に音声
／非音声出力時間長を上述した手法に基づいて調整を行い（Ｓ１６）、調整された複数の
データを一時的に蓄積する（Ｓ１７）。
【００９７】
　ここで、使用者（受聴者、視聴者等）等により設定された再生条件を入力すると（Ｓ１
８）、Ｓ１７の処理にて蓄積されている複数のコンテンツデータの中から、Ｓ１８の処理
にて設定された再生条件に対応したコンテンツデータを選択して出力する。ここで、コン
テンツの再生条件が変更されたか否かを判断し（Ｓ２０）、再生条件が変更された場合（
Ｓ２０において、ＹＥＳ）、Ｓ１８の処理に戻り後続の処理を行う。
【００９８】
　また、Ｓ２０の処理において、再生条件が変更されていない場合（Ｓ２０において、Ｎ
Ｏ）、コンテンツの再生が終了したか否かを判断し（Ｓ２１）、終了していない場合（Ｓ
２１において、ＮＯ）、Ｓ１９の処理戻り後続の処理を行う。また、Ｓ２１の処理におい
て、コンテンツの再生が終了した場合（Ｓ２１において、ＹＥＳ）、処理を終了する。
【００９９】
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　これにより、コンテンツ全体の音声と非音声のバランスを考慮した最適な再生方法を決
定することができる。したがって、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現す
ることができる。また、コンテンツ再生中に音声の再生条件を任意に変更しても時間的な
ロスが少なく所望する音声を提供することができる。上述したように、コンテンツ再生プ
ログラムにより、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現することができる。
つまり、コンテンツ全体の音声と非音声のバランスを考慮した最適な再生方法を決定する
ことができる。
【０１００】
　上述したように、本発明によれば、再生の目的に応じて最適なコンテンツの再生を実現
することができる。したがって、例えば、コンテンツを再生する場合には、コンテンツの
再生時間でできるだけ内容をゆっくりとした印象の音声の再生をしたり、また、高速再生
時に、所望の再生時間でできるだけ内容をゆっくりと聞き取りやすく再生したりする等、
与えられた再生時間で、通常の再生に比べてゆっくり感が高い音声の再生を実現すること
ができる。
【０１０１】
　上述したように本発明によれば、ＨＤＤレコーダやＰＣ等に記録されたコンテンツを再
生する際に、通常の再生時間でゆっくりとした聴き易い音声再生を実現したり、また、高
速再生時にも所定の再生時間で音声が聞き取りやすいダイジェスト視聴を可能とする等、
何れもコンテンツの音声部分を最も効果的に伸張できるようにコンテンツ全体の音声/非
音声の割合を再構成するため、安定したゆっくり感を得ることができる。
【０１０２】
　また、受聴者の受聴能力を補い、最適な発話速度で受聴することができる。また、視覚
障害者の多くが望んでいる速聴（いわゆる“ななめ聞き”）においても、これまでの聴取
限界を超えた速さのコンテンツ再生が可能となる。
【０１０３】
　なお、本発明は、テレビジョン、ラジオ、テープレコーダ、ビデオテープレコーダ、ビ
デオディスクプレーヤ、補聴器等の映像機器、音響機器、医療機器等において、再生時間
を伸張させることなく、話速変換に期待される聞き易さを実現する話速変換手法として適
用することができる。
【０１０４】
　以上本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種
々の変形、変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】第１の実施形態におけるコンテンツ再生装置の一構成例を示す図である。
【図２】本実施形態における話速変換の一例を示す図である。
【図３】伸張方法の第２の実施例を説明するための図である。
【図４】第２の実施形態におけるコンテンツ再生装置の一構成例を示す図である。
【図５】本発明におけるコンテンツ再生処理が実現可能なハードウェア構成の一例を示す
図である。
【図６】第１の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図７】第２の実施形態におけるコンテンツ再生処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０，４０　コンテンツ再生装置
　１１　コンテンツ記録部
　１２　音信号抽出部



(15) JP 2009-75280 A 2009.4.9

10

　１３　音信号分析部
　１４　音信号属性記録部
　１５，４１　再生条件設定部
　１６，４２　音声／非音声出力時間長調整部
　１７　再生部
　２１，２２，３１，３２　音声区間
　４３　音声選択部
　５１　入力装置
　５２　出力装置
　５３　ドライブ装置
　５４　補助記憶装置
　５５　メモリ装置
　５６　ＣＰＵ
　５７　ネットワーク接続装置
　５８　記録媒体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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