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第126回 音声言語情報処理研究会 (SIG-SLP) http://sig-slp.jp/
Call for Papers
研究発表および参加者募集
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
日程：2019/02/27(水)~28(木)
会場：舌切雀のお宿

ホテル磯部ガーデン（磯部温泉）

〒379-0127群馬県安中市磯部1-12-5
【TEL】027-385-0085
【FAX】027-385-0055
URL http://www.isobesuzume.co.jp
会場への交通アクセス：

東京→上越新幹線（50分）→ 高崎→ 信越本線（18分）→磯部
→徒歩（5分）→磯部ガーデン

招待講演
Prof. Zhenhua Ling
University of Science and Technology of China, China
Deep Learning-Based Voice Conversion
Zhenhua Ling received the B.E. degree in electronic information engi
neering, the M.S. and Ph.D. degree in signal and information processi
ng from the University of Science and Technology of China, Hefei, Ch
ina, in 2002, 2005, and 2008, respectively. From October 2007 to M
arch 2008, he was a Marie Curie Fellow with the Centre for Speech T
echnology Research, University of Edinburgh, Edinburgh, U.K. From J
uly 2008 to February 2011, he was a joint Postdoctoral Researcher
with the University of Science and Technology of China, Hefei, China,
and iFLYTEK Co., Ltd., China. He is currently an Associate Professor
with the University of Science and Technology of China. He also work
ed at the University of Washington, Seattle, WA, USA, as a Visiting Sc
holar from August 2012 to August 2013. His research interests inclu
de speech processing, speech synthesis, voice conversion, and natur
al language processing. He was the recipient of the IEEE Signal Proce
ssing Society Young Author Best Paper Award in 2010. He is now
an Associate Editor for the IEEE/ACM transactions on audio,
speech, and language processing.

Dr. Wei Ping
Baidu Research, USA
End-to-End Neural TTS and Parallel Wave Generation
Wei Ping obtained his Ph.D. in Computer Science from University of
California, Irvine (UCI) in 2016. Before that, he received his B.E. and
M.E. degrees from Harbin Institute of Technology and Tsinghua
University in 2008 and 2011, respectively. He is currently a Senior
Research Scientist at Baidu Research (USA), leading their team on
speech synthesis. His research area is machine learning and speech
synthesis, with interests spread over deep learning, generative
models, graphical models and variational inference.
He has published a series of advanced deep learning papers on textto-speech synthesis, including Deep Voice 2 (NIPSʼ17), Deep Voice 3
(ICLRʼ18), Neural Voice Cloning (NIPSʼ18) and ClariNet (Submitted to
ICLR 2019), which are well-known among speech synthesis
researchers.

Dr. Kong Aik Lee
NEC Corp, Central Research Laboratories, Japan
Two decades into speaker recognition evaluation: are we there
yet?
Kong Aik Lee is a Senior Principal Researcher, Biometrics Research
Laboratories, NEC Corp., Japan. He received his B.E. (First Class
Honours) in Electrical Engineering from University Technology
Malaysia (UTM), Malaysia in 1999 and Ph.D. from Nanyang
Technological University (NTU), Singapore in 2005. From 2006 to
2018, He was a research scientist at the Human Language
Technology Department, Institute for Infocomm Research (I2R),
A*STAR, Singapore. His current research interests include speaker
recognition and characterization, multilingual recognition and
identiﬁcation, speech analysis and processing, machine learning and
digital signal processing. He also serves as an Editorial Board
Member for Elsevier Computer Speech and Language, and Associate
Editor for IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language
Processing. He is a senior member of IEEE.

大木 哲史 博士
静岡大
生体認証に対するなりすまし攻撃とその対策
2010年早稲田大学博士（工学）。早稲田大学理工学研究
所嘱託研究員、同研究所招聘研究員、同研究所次席研究員
（研究員助教）を経て、2017年4月より静岡大学情報学
部情報科学科/総合科学技術研究科 情報学専攻 講師。生体
認証、ネットワークセキュリティ、機械の人間との間に生
じる関係とそのセキュリティ問題に関する研究に従事。

Technical programs (仮)
02/27

1日目

12:00~

受付開始

13:00~

一般講演（3件ほど、英

11:00~

14:15

語）

12:00

14:3015:30

15:4016:40

16:5017:50

招待講演１

招待講演２

招待講演３

18:30-

夕食

20:00

（会場：？）

02/28

10:0010:50

一般講演 (2件ほど、日本語)

【企画】
Interspeech2018
報告会

12:00-

昼食

13:00

（会場：？）

13:0014:00

14:0014:50

招待講演４

一般講演 (2件ほど、日本語)

SIG-SLP企業賞の発表
15:00

【企画】
21:00- 国際学会既発表セッション 15:15~
(ポスター発表)

2日目

Yahoo! JAPAN賞
Fairly Devices賞
富岡製糸場見学
（希望者のみ、私費）

都合により、アナウンスなくスケジュールが変更になることがあります。

会議室および宿泊施設
利用予定会議室
（変更の可能性あり）

楽水館和室
10〜12畳

露天風呂付き大浴場
１F：楽水の湯
２F：楽山の湯

一般発表募集
英語による一般発表を3件、日本語による一般発表を4件募集します。
原稿は２ページ以上です。
スケジュールは以下の通りです。
発表申し込み締切日: 2019年1月９日
原稿締切日：2019年２月４日 ※厳守
情報処理学会サイトからお申し込みください

一般発表申し込みサイトへのリンク
但し書き
多数のお申し込みを頂いた場合，会場と時間の制約上、幹事団の判断により発表を選定し、次回
の研究会にまわって頂くことを相談させていただきます．なるべく早めにお申し込み下さい
締め切り後の発表キャンセルは原則としてできません
発表申し込み後にキャンセルの必要が生じた場合は，至急ご連絡ください．
発表申込後，原稿提出締め切りまでに原稿が到着しない場合には，幹事団の
判断により発表を取り消しさせていただくこともあります．

Interspeech2018報告会 共同執筆者募集
SIG-SLPの2月の研究会では、ここ数年、INTERSPEECHの論文紹介セッ
ションを開催しています。2019年の2月研究会では、Interspeech2018
報告会を開催したいと考えております。この報告書を共同で執筆していただ
ける方を募集します。
これまで同様、報告を作成していただける方を募集し、全員で原稿を一つ作
成します。皆担当希望分野または推薦するINTERSPEECHの文献情報を頂
き、章分担を分けさせていただきます。研究会は参加できないけれども、作
成には協力いただける方も大歓迎です。もちろん、参加に関わっていただい
た方すべてを著者に入れさせていただきます。
ご協力いただける方は以下のサイトからお申し込みください

Interspeech報告会申し込みサイトへのリンク

スケジュールは以下の通りです。
2018/12/14 共同執筆者募集〆切
2018/12/21 テーマ決め、担当者決め、執筆依頼
2018/01/09 IPSJ発表申し込み
2019/02/01 各テーマの原稿（節執筆）〆切
2019/02/04 統合した原稿提出

国際会議既発表セッション参加者募集
2月の研究会では、原稿の執筆等をせずに気軽に発表ができることを目指し、
「国際会議既発表セッション」という新たな取り組みを試験的に致します。
最近、以下の様な声をよく聞く様になりました。
・留学生が増えたので、最初から英語の論文をかき、直接国際学会へ投稿
している
・国内研究会や学会の原稿をいくら頑張って執筆しても業績にならないの
で、もしくは時間がないので、国内では発表をせずに、直接国際学会へ投
稿している
・国内研究会や学会で発表をすると、国際学会へ投稿した際に査読者から
国内発表との差分を問われることが増えたので、直接国際学会へ投稿して
いる
・国内研究会や学会で発表した内容で国際学会へ投稿すると二重投稿を指
摘される可能性があるので、直接国際学会へ投稿している
その一方で国内研究会で参加者からフィードバックを得ることは有益である
とのコメントも聞きます。
そこで、国内学会・研究会では未発表だが、最近の国際会議(Interspeech
2018，APSIPA 2018，SLT 2018，ICASSP 2019）やジャーナルや
Arxiv等で発表済み，投稿済みである論文を紹介するセッションを企画いた
しました。タイトル、著者、アブストの一覧のみをまとめ、１つの原稿にす
る予定で、原稿執筆は不要です。ポスター発表を予定しています。
ご協力いただける方は以下のサイトからお申し込みください

国際会議既発表セッション申し込みサイトへのリンク
締め切り：2019年2月1日
注意
著作権上、国際学会論文のabstractのcut & pasteはご遠慮ください．

参加および宿泊登録
2月の研究会は、合宿形式で開催いたしますので、参加者は、以下のサイト
より参加および宿泊登録をお願いいたします。

参加および宿泊登録サイトへのリンク
締め切り：2019年2月1日

合宿参加費用：16,500円(税込)
宿泊料金、１日目の夕食および２日目の朝食・昼食、会議室利用料金を含む
合宿形式での参加を推奨しますが、止むを得ず宿泊無しで参加する場合は、2,500
円 (税込)（２日目の昼食と会議室利用料金を含む）を頂戴いたします。

SLP研究会参加費：
・当研究会登録会員/ジュニア会員：無料
・情報処理学会会員：会員価格参加費
・情報処理学会学生会員：￥500
・非 会 員：￥1,000+会員価格参加費
会員価格参加費につていは以下をご参考ください
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/sanka.html
宿泊費用および研究会参加費どちらも当時会場にて現金にてお支払いくださ
い。クレジットカードは利用できません。

★情報処理学会

音声言語情報処理研究会（SLP）

主査
西村 雅史（静岡大）
幹事
福田 隆（日本IBM）
山岸 順一（NII）
塩田 さやか（首都大東京）
俵 直弘（早稲田大）

問い合わせ先
国立情報学研究所 山岸順一
jyamagis at nii.ac.jp

SLPスポンサー

