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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通訳サーバとモバイルインターネットアクセス網で接続された携帯端末の画面に該通訳
サーバに格納された通訳用文例集を表示させるステップと、
　前記携帯端末から音声通訳サービスへの接続指示を受け前記携帯端末と前記通訳サーバ
との接続を電話網接続に切り換えるステップと、
　前記携帯端末に上記通訳用文例集が表示された状態で、前記表示された通訳用文例に基
づいて入力されたユーザ音声を電話網を通じて受けとるステップと、
　辞書もしくは文法もしくはこれらの両方を前記携帯端末の表示画面に表示された通訳用
文例集に関する項目に絞り込んで、前記表示された通訳用文例に基づいて入力されたユー
ザ音声を認識するステップと、
　認識したユーザ音声を異言語表現に通訳するステップと、
　通訳した異言語表現に対応する音声を電話網を通じて前記携帯端末に出力するステップ
とを有することを特徴とする音声通訳サービス方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の音声通訳サービス方法において、
　さらに、前記モバイルインターネットアクセス網を通じて、前記ユーザが通訳可能な言
語種を、前記携帯端末の表示画面にメニューとして表示させるステップと、
　ユーザから該言語種メニューから通訳先言語の選択を受けるステップと、
　認識したユーザ音声を選択された言語の表現に通訳するステップとを有することを特徴
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とする音声通訳サービス方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の音声通訳サービス方法において、
　さらに、前記モバイルインターネットアクセス網を通じて通訳可能な文例分野を前記携
帯端末の表示画面に表示させるステップと、
　ユーザから該分野メニューから通訳可能文例場面の選択を受けるステップと、を前記通
訳用文例集を表示させるステップの前に有し、
　前記認識したユーザ音声を選択された文例場面に即した言語表現に通訳するステップと
を有することを特徴とする音声通訳サービス方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の音声通訳サービス方法において、
　ユーザ音声を認識した結果を電話網を通じてユーザの携帯端末に音声出力するステップ
を有することを特徴とする音声通訳サービス方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の音声通訳サービス方法において、
　前記認識した結果を携帯端末で受けたユーザからの指示を受けた後、通訳音声を電話網
を通じて前記携帯端末に出力することを特徴とする音声通訳サービス方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の音声通訳サービス方法において、
　前記指示は、前記携帯端末のボタンを押し下げることによって行われ、前記ユーザが、
前記ボタンを押下する度に、通訳音声を出力することを特徴とする音声通訳サービス方法
。
【請求項７】
　請求項５に記載の音声通訳サービス方法において、
　前記指示は、前記ユーザによる特定の単語もしくは文音声の発声入力により行われ、前
記指示により通訳音声を出力することを特徴とする音声通訳サービス方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の音声通訳サービス方法において、
　前記ユーザによるある特定の単語もしくは文音声を発声、入力を受ける度に、通訳音声
を出力することを特徴とする通訳サービス方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の自動音声通訳サービス方法において、
　前記通訳音声を前記携帯端末に出力する回数に無関係に、ユーザに課金することを特徴
とする音声通訳サービス方法。
【請求項１０】
　電話網を通じて音声の入力を受ける音声入力手段と、
　前記入力された音声を認識し所定の記号列に変換する音声認識手段と、
　変換された記号列を前記入力された音声の言語と異なる言語の表現に変換する言語変換
手段と、
　変換された言語表現に対応する音声を出力する音声出力手段と、
　通訳用文例を格納する文例テーブルと、
　モバイルインターネットアクセス網で接続された携帯端末の画面に前記通訳用文例を表
示させる文例表示手段とを有し、
　前記音声認識手段は、辞書もしくは文法もしくはこれらの両方を前記携帯端末の表示画
面に表示された文例に関する項目に絞り込んで、前記通訳用文例を表示された状態で前記
表示された通訳用文例に基づいて入力された音声を認識することを特徴とする音声通訳サ
ーバ。
【請求項１１】
　前記音声認識手段は、前記文例テーブルを参照して通訳用の文例と、動作を指示するコ
マンド文とを区別して認識することを特徴とする請求項１０に記載の音声通訳サーバ。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ユーザが発声した音声を他の言語に翻訳し音声として出力する自動通訳サービ
スに係るものである。主としてモバイルインタネットアクセスサービス利用可能な携帯電
話を用いたサービスを対象とするが、通常の有線電話を用いたり、パーソナルコンピュー
タ、携帯情報端末等を用いて前記動作を行なう音声通訳サービスも含む。
【０００２】
【従来の技術】
従来、音声通訳機というものがあった。例えば、特開平１１－１２５５３９には、内蔵マ
イクロホンより入力されて音声を異なる言語に翻訳し、翻訳結果をマイクロホンとは反対
の面に設置されたスピーカより音声出力する、小型かつ片手操作可能な音声通訳装置が開
示されている。しかしながら、このような音声通訳装置は専用機のため、他の用途には利
用できず、海外旅行などの実際利用場面では、結局ユーザの所持品を増やしてしまうこと
になる。一方、例えば、特開平９－６５４２４には、音声認識サーバと無線携帯端末を用
いた音声翻訳システムが開示されている。しかしながら、この音声翻訳システムでは、任
意文を入力対象としているため、高い通訳精度が得られにくく、実際の運用が困難である
、という問題があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、通話用の電話機、とりわけ、普及率の高いモバイルインタネットアクセ
スサービス利用可能な電話を用いて、精度の高い音声通訳が誰でも簡単に利用できるサー
ビスを提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明では、ユーザが電話を用いてサーバ上で稼動する自動通訳サーバに音声を送信する
と、翻訳された音声が、再びユーザの電話に返信されるようにする。その際に、最初にユ
ーザがモバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話からモバイルインタネット
アクセスサービスパケット網を通じて、モバイルインタネットアクセスサービスゲートウ
エイサーバに接続すると、前記自動通訳サーバが、ユーザが通訳可能な言語種を、該ユー
ザの電話の表示画面にメニューとして表示し、ユーザが該言語種メニューから通訳先言語
を選択できるようにする。また、ユーザが通訳可能な文例場面を該ユーザの電話の表示画
面に表示し、ユーザが該場面メニューから通訳可能文例場面を選択できるようにする。ま
た、ユーザが入力可能な文例を該ユーザの電話の表示画面に表示し、ユーザが該入力可能
な文例を見ながら発声入力できるようにする。さらに、前記自動通訳サーバは、該入力さ
れた音声を前記表示した範囲の文例辞書を用いて認識し、訳語に変換し、音声として前記
電話端末に出力する。
【０００５】
このように、新たに専用機を購入することなく一般の電話端末を用い、該電話端末に表示
した定型的な文を入力対象として、自動通訳サーバで通訳処理をすることによって、通訳
精度が極めて高い通訳サービスが容易に受けられる環境を提供することができる。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図を用いて説明する。
【０００７】
図１は本発明の第１の実施例を示す自動通訳サービスシステム構成図である。本発明は、
音声通訳機に関するものであり、本実施例におけるサーバは、パソコン、ワークステーシ
ョン等、中央演算装置、メモリを備え、同図のような構成をなすことができるものであれ
ば何でもよく、プラットフォームの種類が本発明の適用範囲を限定するものではない。ま
た、本実施例は英語を日本語に通訳する自動通訳サービスであるが、これは一例であり、
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日英、中日、日中等、言語の種類は限定されない。
【０００８】
同図において、1はモバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末、2はモバ
イルインタネットアクセスサービスパケット網、3はモバイルインタネットアクセスサー
ビスゲートウエイサーバ、4は電話回線ボード、5は音声入力手段、6は音声認識手段、7は
言語翻訳手段、8は単語辞書、9は文法テーブル、10は言語変換テーブル、11は音声生成手
段、12は素片セット、13は音声出力手段、14は中央演算装置、15はメモリ、16は言語種表
示手段、17は場面表示手段、18は文例表示手段、19は認識候補表示手段、20は文辞書、21
はコマンド辞書、22は言語種テーブル、23は場面テーブル、24は文例テーブル、31は認証
サーバ、32は課金サーバ、33は課金テーブルである。メモリ15のデータ構造を図２に示す
。また、モバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末1の概観の例を図３
に示す。なお、ここでは、モバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末と
して、まず、通話音声およびデータを同一のプロトコルで扱える電話端末を仮定し説明す
る。
【０００９】
図１、図３において、まず、モバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末
1の電源104をいれ、モバイルインタネット接続用ボタン102を押下すると、モバイルイン
タネットアクセスサービスパケット網2を介して、センタのモバイルインタネットアクセ
スサービスゲートウエイサーバ3に接続され、認証サーバ31でモバイルインタネットアク
セスサービス利用登録ユーザであることが確認される。この時点で、ユーザＩＤが課金サ
ーバ32に送られる。当然のことながら、ユーザＩＤは電話端末1のＩＤとリンクしている
ことが多いが、電話端末1とは無関係にユーザＩＤをパスワードと組み合わせて入力させ
る方法もある。
【００１０】
課金サーバ32は課金テーブル33をもつ。課金テーブル33のデータ構造を図１１に示す。認
証サーバ31から送られたＩＤは、課金テーブル33のユーザＩＤカラム411の各セルと照合
され、一致したセルの料金カラム412がゼロリセットされる。例えば前記ユーザのユーザ
ＩＤが"1236"であるとすると、課金テーブル33のユーザＩＤカラム411のセルのうち"1236
"であるセル403と一致するので、料金カラム412の403に対応するセルが"0"となる。
【００１１】
モバイルインタネットアクセスサービスゲートウエイサーバ3には、本実施例の自動通訳
サーバのような各種サービスサーバが専用線で接続されていたり、一般のインタネット網
が接続されている。なお、モバイルインタネットアクセスサービスゲートウエイサーバ3
への接続には、前記のようなモバイルインタネット接続用ボタン102を押下する方法のほ
かに、ある所定の電話番号を数字ボタンで入力する方法等を用いてもよい。
【００１２】
モバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末1が、モバイルインタネット
アクセスサービスゲートウエイサーバ3に接続され、認証サーバ31でモバイルインタネッ
トアクセスサービス利用登録ユーザであることが確認されると、モバイルインタネットア
クセスサービスゲートウエイサーバ3は、電話端末1のディスプレイ101に、図４のように
サービスのメニューを表示する。該サービスメニューは、図４のように、白黒反転により
１番目の項目の輝度が他の項目とは異なる状態で初期表示される。これは、第１番目の項
目が選択されていることを示すが、もちろん、その表示は白黒反転に限らず、他の項目と
区別がつけられるような方法であればよい。
【００１３】
ユーザは、該サービスメニューを見ながら電話端末1上の上下カーソル移動の機能を割り
当てた所定のボタンを押して、白黒反転を第３番目の項目"自動通訳"まで移動させて、さ
らに電話端末1上の前記所定のボタンとは別の確定の機能を割り当てた所定のボタンを押
下し確定する。メニュー項目"自動通訳"が確定すると、電話端末1がモバイルインタネッ
トアクセスサービスゲートウエイサーバ3経由で自動通訳サーバ1000に接続される。
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【００１４】
次に、自動通訳サーバ1000の言語種表示手段16が起動され、言語種テーブル22を用いて電
話端末1上のディスプレイ101に、図５のように通訳可能な言語の種類を表示する。言語種
テーブル22は図１２のようなデータ構造をもっており、言語種表示手段16は該テーブルの
言語種812の各項目を、前記電話端末1に送り図５のように該電話端末1上のディスプレイ1
01に表示する。同図では、白黒反転により１番目の項目の輝度が他の項目とは異なる状態
で初期表示されている。これは、第１番目の項目が選択されていることを示すが、もちろ
ん、その表示は白黒反転に限らず、他の項目と区別がつけられるような方法であればよい
。ユーザは、該言語種メニューを見ながら電話端末1上の上下カーソル移動の機能を割り
当てた所定のボタンを押して、白黒反転を例えば第２番目の項目"日本語→英語"まで移動
させて、さらに電話端末1上の前記所定のボタンとは別の所定の確定の機能を割り当てた
ボタンを押下し確定する。この時、言語種表示手段16は電話端末1のカーソルの位置を受
け取りメモリ15上のLANG209に該位置番号を格納する。例えば、日本語を英語に通訳した
い場合には、「日本語→英語」が２行目にあるので、メモリ15上のLANG209に"２"が格納
される。
【００１５】
もちろん、この言語種指定は、電話端末1上のディスプレイ101に言語種を表示し、ユーザ
に所望の言語種を上下移動ボタンで選択させる方法の他に、前記電話端末1上のディスプ
レイ101をタッチパネルディスプレイで構成し指等の接触により所望の言語種を指定する
方法を用いるようにしてもよい。
【００１６】
また、あらかじめある所定の電話番号を言語種毎に割り当てておき、ユーザが所望の言語
種に対応する電話番号を前記電話端末1上の数字ボタンで入力する方法等を用いてもよい
。
【００１７】
言語種が確定すると、次に、自動通訳サーバ1000の場面表示手段17が起動され、場面テー
ブル23を用いて、電話端末1上のディスプレイ101に、図６のように通訳可能な場面を表示
する。ここでいう場面とは、「空港」「ホテル」「レストラン」等、本発明の通訳サービ
スを利用する場面のことである。場面テーブル23は、図１３のようなデータ構造をもって
おり、場面表示手段17は該テーブルの場面912の各項目を、前記電話端末1に送り図６のよ
うに該電話端末1上のディスプレイ101に表示する。同図では、白黒反転により１番目の項
目の輝度が他の項目とは異なる状態で初期表示されている。これは、第１番目の項目が選
択されていることを示すが、もちろん、その表示は白黒反転に限らず、他の項目と区別が
つけられるような方法であればよい。
【００１８】
ユーザは、該場面メニューを見ながら電話端末1上の上下カーソル移動の機能を割り当て
た所定のボタンを押して、白黒反転を例えば第３番目の項目"レストラン"まで移動させて
、さらに電話端末1上の前記所定のボタンとは別の確定の機能を割り当てた所定のボタン
を押下し確定する。この時、場面表示手段17は電話端末1のカーソルの位置を受け取りメ
モリ15上のSCENE210に該位置番号を格納する。例えば、レストランの場面で通訳したい場
合には、「レストラン」が３行目にあるので、メモリ15上のSCENE210に"３"が格納される
。
【００１９】
もちろん、この場面指定は、電話端末1上のディスプレイ101に場面を表示し、ユーザに所
望の場面を上下移動ボタンで選択させる方法の他に、前記電話端末1上のディスプレイ101
をタッチパネルディスプレイで構成し指等の接触により所望の場面を指定する方法を用い
るようにしてもよい。また、あらかじめある所定の電話番号を場面毎に割り当てておき、
ユーザが所望の場面に対応する電話番号を前記電話端末1上の数字ボタンで入力する方法
等を用いてもよい。
【００２０】
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場面が確定すると、次に、自動通訳サーバ1000の文例表示手段18が起動され、文例テーブ
ル24を用いて電話端末1上のディスプレイ101に、図７のように通訳可能な文例を表示する
と同時に、自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が起動される。続いて、音声入力手段5は
、システムを音声入力可能な状態にする。その後、ユーザは、該文例を見ながら、例えば
先の例であれば、日本語でレストランの場面での通訳させたい文を電話端末1の送話口の
マイク104に向かって発声入力する。ここでは、例として、レストランの場面で「水が欲
しいです。」という文を英語に通訳したい場合を考えることにする。
【００２１】
文例テーブル24は図１４のようなデータ構造をもっており、文例表示手段18は、文例テー
ブル24の場面番号511の各項目のうち、メモリ15上のSECENE210に格納されている値の項目
の文例513を文例番号512の"１"から順次、前記電話端末1に送り該電話端末1上のディスプ
レイ101に表示する。先の例では、メモリ15上のSCENE210に"３"が格納されているので、
図１４の文例テーブル24の場面番号511の値が"３"である項目501,502,503,504の文例513
の内容「こんにちは」「ありがとう」「[　]はどこですか」「[　]が欲しいです」を前記
電話端末1に送り図７のように該電話端末1上のディスプレイ101にＭ個ずつ順次表示する
。Ｍはディスプレイ101の大きさに応じて設定する定数であるが、ここではＭ＝４とする
。
【００２２】
ユーザは、前記文例の中に「[　]が欲しいです」という文例があるので、この文例を基に
「水が欲しいです」と発声入力する。この発声入力に際して、電話端末1上の発声入力の
合図の意味をもたせた所定のボタンを押下して自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が音
声入力可能な状態にしてから発声するようにしても良いし、特にボタン等のトリガを用い
ないで自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が起動された後いつでも音声入力可能な状態
にしておいても良い。なお、表示する文例は、上述の例のようにスロット[　]を含有した
文もしくは文法でも良いし、もしくは文そのものでも良い。ここで、スロットとは、単語
、句などをその個所に設定できるといういわばボックスである。例えば、「[　]が欲しい
です」では、スロット[　]に「水」「コーヒー」「冷たい水」等を設定できる。
【００２３】
このように、文例を表示し文型をある程度規定することにより、音声認識の精度を著しく
向上させることができる。また、文例を表示することでユーザの使い勝手を向上させるこ
とができる。
【００２４】
なお、前記表示文例は、上下カーソル移動の機能を割り当てた所定のボタンを押すことに
より、次々とスクロールし認識可能な文例を全て順次表示させることができる。ただし、
この時に、前記電話端末1上のディスプレイ101に表示させている最初の文例の文例番号51
2の値、および、表示させている最後の文例の文例番号512の値をメモリ15上のBSENTENCE2
11、ESENTENCE212に各々格納する。図７の例では、BSENTENCE211には"１"、ESENTENCE212
には"４"が格納される。
【００２５】
続いて、音声入力手段5は、電話回線ボード4にてアナログ／デジタル変換された入力音声
をメモリ15上のＷＡＶＥ201に格納する。電話回線ボード4におけるアナログ／デジタル変
換のサンプリングレートは８kHz、１１kHz、１６kHz等、ユーザが適宜定めることができ
る。
【００２６】
なお、この時点で、前記ユーザが、入力した音声を取り消し、再入力したいとするならば
、電話端末1上の取り消し機能を割り当てた所定のボタンを押下することによって、音声
再入力可能な状態にすることもできる。電話端末1上の取り消し機能を割り当てた所定の
ボタンは、押下されると、発声入力の合図の意味をもたせた所定のボタンを押下したとき
もしくは自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が起動された直後と同じ初期状態にリセッ
トされ、音声入力可能な状態になるようにする。
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【００２７】
次に、音声認識手段6が起動される。音声認識手段6は、メモリ15上WAVE201に格納された
音声データを読み込み、特徴ベクトルの時系列に変換し、各文音声の該特徴ベクトル時系
列をもつ文辞書を用いて照合を行ない、該音声データを認識し候補を出力する。特徴ベク
トル時系列への変換方法や、照合方法を含めて音声を認識する方法としては、例えば　L.
 Rabiner & B.-H. Juang 著、古井貞煕 監訳「音声認識の基礎（下）」（NTTアドバンス
テクノロジ 、1995）Ｐ２４５～Ｐ３０４記載の方法などを利用することができる。もち
ろん、他の音声認識の方法を用いてもよく、音声認識の方法が本発明を限定するものでは
ない。文辞書20のデータ構造を図１５に示す。音声認識手段6は、メモリ15上WAVE201に格
納された音声データを読み込み、文辞書20の文例番号611の値がメモリ15上のBSENTENCE21
1、ESENTENCE212に各々格納されている値の範囲内である項目のもの全ての特徴ベクトル
時系列614の値を用いて音声認識を行なう。先の例では、BSENTENCE211には"１"、ESENTEN
CE212には"４"が格納されているので、文辞書20の文例番号611の値が"１"から"４"までの
各項目の特徴ベクトル時系列614の値を用いて音声認識を行なう。その結果、前記音声は
、尤度の高い順に、例えば、文字列"メニューがほしいです"、"みずがほしいです"、 "コ
ーヒーがほしいです"、"スプーンがほしいです"の文例番号および文番号に変換される。
そのために、これらの候補の文例番号611、文番号612、および文613を尤度の高い順に、
メモリ15上のRECOGPNUM(１)、 RECOGSNUM(１)、RECOGS(１)、RECOGPNUM(２)、 RECOGSNUM
(２)、RECOGS(２)、…、 RECOGPNUM(Ｎ)、 RECOGSNUM(Ｎ)、RECOGS(Ｎ)205に格納してい
く。ここで、Ｎは、文辞書20の文例番号611の値がメモリ15上のBSENTENCE211、ESENTENCE
212に各々格納されている値の範囲内である項目のもの全数である。次に、認識候補表示
手段19が起動され、 RECOGS (１)、 RECOGS (２)、 …、 RECOGS (Ｍ) 205の内容を、図
８のように、電話端末1に送り該電話端末1上のディスプレイ101に順次表示する。このと
き、メモリ15上のICNT204に"１"を格納し、電話端末1上のディスプレイ101に表示されて
いるRECOGS (ICNT)の内容が白黒反転されるようにする。Ｍはディスプレイ101の大きさに
応じて設定する定数であるが、ここではＭ＝４とする。また、メモリ15上のINDEX215に"
０"を格納する。
【００２８】
ユーザは、第１候補の表示が自分の発声した内容と一致しているもしくは近ければ、その
まま確定の機能を割り当てた所定のボタンを押下し確定する。第１候補の表示が正しくな
い場合、ユーザは、上下カーソル移動の機能を割り当てた所定のボタンを押下することに
よって、電話端末1上のディスプレイ101上の正しい文字列が表示されている部分にまで白
黒反転表示領域を下方に移動させる。すなわち、下移動ボタンを押下するたびに、メモリ
15上のICNT 204の値をインクリメントし、電話端末1上のディスプレイ101上の同じくメモ
リ15上のRECOG(ICNT)の内容が表示されている部分のみを白黒反転表示するようにする。 
ここで、ICNT 204の値がＭを超えた場合は、メモリ15上のINDEX215の値に"Ｍ"を加算し、
次のＭ個の候補RECOGS(INDEX＋１)、RECOGS(INDEX＋２)、…、RECOGS (INDEX＋Ｍ)をメモ
リ15上の中から読み出し、電話端末1に送り該電話端末1上のディスプレイ101に順次表示
する。このとき、メモリ15上のICNT204に"１"を格納し、電話端末1上のディスプレイ101
に表示されているRECOGS(INDEX＋１)、RECOGS(INDEX＋２)、…、RECOGS (INDEX＋Ｍ)のう
ちのICNT番目の表示が白黒反転されるようにする。以下，同様にして、次のＭ個の候補を
、電話端末1に送り該電話端末1上のディスプレイ101に順次表示していく。なお、図１５
に示した音声認識に使用する文辞書20の構造は一例であり、例えば、文法と単語辞書を組
み合わせる方法もある。その場合も、メモリ15上のSCENE210に格納された場面番号に対応
させて、場面別の文法や辞書を用いるようにする。
【００２９】
また、上移動ボタンで白黒反転表示領域を上方に移動させるようにし、バックして表示内
容を見られるようにしても良い。すなわち、上移動ボタンを押下するたびに、メモリ15上
のICNT 204の値をデクリメントし、電話端末1上のディスプレイ101上のRECOGS(INDEX＋１
)、RECOGS(INDEX＋２)、…、RECOGS (INDEX＋Ｍ)のうちのICNT番目の表示部分のみを白黒
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反転表示するようにする。
【００３０】
この候補の選択は、前記電話端末1上の上下移動ボタンを利用する方法に限らず、前記電
話端末1上のディスプレイ101をタッチパネルディスプレイで構成し指等の接触により候補
を指定する方法を用いるようにしてもよい。
【００３１】
ユーザが、白黒反転されている表示が自分の発声した内容と一致しているもしくは近いと
して確定の機能を割り当てた所定のボタンを押下し確定すると、メモリ15上のRECOGPNUM(
INDEX＋ICNT)、 RECOGSNUM(INDEX＋ICNT)、RECOGS (INDEX＋ICNT)の値を、同じくメモリ1
5上のPCAND213、SCAND214、JAPANESE 203に各々格納する。
【００３２】
図８の例では、"みずがほしいです"が、第２行目に表示されているので、下移動ボタンを
押下することにより第２行目まで、白黒反転領域を移動させ、確定ボタンを押下する。そ
して、INDEXは"０"ICNTは"２"となり、RECOGPNUM(2)、 RECOGSNUM(2)、RECOGS (2)の値で
ある"４"、"１"、"みずがほしいです"がメモリ15上のPCAND213、SCAND214、JAPANESE 203
に各々格納される。
【００３３】
自分の発声した内容の確認方法には、以上述べたような電話端末1上のディスプレイ101上
に音声認識候補を表示する方法の他に、ディスプレイ101を使用せずに、以下のような方
法を用いることもできる。すなわち、音声認識手段6が尤度の高い順に候補の文例番号611
、文番号612、および文613を尤度の高い順に、メモリ15上のRECOGPNUM(１)、 RECOGSNUM(
１)、RECOGS(１)、RECOGPNUM(２)、 RECOGSNUM(２)、RECOGS(２)、…、 RECOGPNUM(Ｎ)、
 RECOGSNUM(Ｎ)、RECOGS(Ｎ)205に格納した後、音声生成手段12が起動され、このとき、
メモリ15上のJCNT208に"１"を格納し、メモリ15上のRECOGS (JCNT)をまず読み出し、該文
字列を合成音声に変換し、該音声の波形データをデジタル／アナログ変換によりアナログ
データに変換し、音声出力手段13を通じて音声として電話端末1に送る。文字列を合成音
声に変換するためには、例えば、J.Allen,M.S.Hunnicutt and D.Klatt他"From Text to S
peech"(Cambridge University Press,1987) P.16からP.150に記載されているホルマント
合成方式や、矢頭「テキスト音声合成技術の最新状況」（Interface、Dec.、1996）P.161
からP.165に記載されている波形重畳方式が使える。もちろん、他のテキスト音声合成方
式を使うこともできる。また、認識可能な文例に対応する音声をあらかじめ録音して、メ
モリ等の記憶装置に格納しておくようにしてもよい。
【００３４】
ユーザは、前記送られた音声を電話端末1上のスピーカ100から聞き、該音声が自分の発声
入力した内容に合致していれば、電話端末1上の確定の機能を割り当てた所定のボタンを
押下し確定する。該音声が自分の発声入力した内容に合致していない場合には、ユーザは
電話端末1上の次候補提示の機能を割り当てた所定のボタンを押下するようにする。自動
通訳サーバ1000中の音声生成手段12は、電話端末1上の次候補提示の機能を割り当てた所
定のボタンが押下されると、メモリ15上のJCNT208をインクリメントし、RECOGS (JCNT)を
読み出し、該文字列を合成音声に変換し、該音声の波形データをデジタル／アナログ変換
によりアナログデータに変換し、音声出力手段13を通じて音声として電話端末1に送る。
【００３５】
上述した動作と同様に、ユーザは、前記送られた音声を電話端末1上のスピーカ100から聞
き、該音声が自分の発声入力した内容に合致していれば、電話端末1上の確定の機能を割
り当てた所定のボタンを押下し確定し、該音声が自分の発声入力した内容に合致していな
ければ、ユーザは電話端末1上の次候補提示の機能を割り当てた所定のボタンを押下し、
自分の発声入力した内容に合致する音声が聞こえるまで、以上の動作を繰り返す。
【００３６】
確定ボタンを押下すると、メモリ15上のRECOGS (ICNT)に格納されている文字列を同じく
メモリ15上のJAPANESE 203に格納する。この確定ボタンを押下する代わりに、ある所定の
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単語もしくはフレーズもしくは文をユーザが発声入力する方法を用いても良い。すなわち
、ユーザは、前記送られた音声を電話端末1上のスピーカ100から聞き、該音声が自分の発
声入力した内容に合致していれば、合致している旨の所定の単語もしくはフレーズもしく
は文を確定音声として電話端末1上のマイク104から発声入力し、該音声が自分の発声入力
した内容に合致していなければ、合致している場合とは異なる所定の単語もしくはフレー
ズもしくは文を非確定音声として電話端末1上のマイク104から発声入力するようにし、自
動通訳サーバ1000中の音声認識手段6が、上述したような文入力と同様の方法で音声を認
識し、全ての尤度があらかじめ設定した閾値を下回る場合もしくはICNT204の値がＮを超
えた場合、コマンド辞書21との照合を開始する。コマンド辞書21のデータ構造を図１６に
示す。入力音声の特徴ベクトルの時系列を、コマンド辞書21の各項目の特徴ベクトルの時
系列と照合していき、尤度の最も高い候補のコマンド番号をもってコマンドとする。ここ
では例として、ユーザが「かくてい」と発声入力した場合を想定すると、まず、文辞書20
を用いた認識で、該音声の特徴ベクトルと各項目の特徴ベクトルの照合で尤度があらかじ
め設定した閾値を下回ることになり、コマンド辞書21の各項目の特徴ベクトルの照合が行
なわれ、701の項目が認識候補となる。該項目のコマンド番号が1であれば、それは「確定
」を表す発声入力ということになる。
【００３７】
確定音声であれば、メモリ15上のRECOGS(ICNT)に格納されている文字列を同じくメモリ15
上のJAPANESE 203に格納する。また、非確定音声であれば、メモリ15上のJCNT208をイン
クリメントし、RECOGS(JCNT)を読み出し、該文字列を合成音声に変換し、該音声の波形デ
ータをデジタル／アナログ変換によりアナログデータに変換し、音声出力手段13を通じて
音声として電話端末1に送るという上述の動作を確定音声となるまで繰り返すようにする
。
【００３８】
次に、自動通訳サーバ1000中の言語翻訳手段7が起動される。言語翻訳手段7は、言語変換
テーブル10を用いてメモリ上のJAPANESE 203に格納されている文字列を別の言語に翻訳変
換する。以下、言語翻訳手段7の動作について説明する。言語変換テーブル10のデータ構
造を図９に示す。
【００３９】
まず、言語翻訳手段7は、メモリ15上のPCAND213、SCAND214に格納されている値を言語変
換テーブル10の文例番号311および文番号312の各項目と順次照合していき、一致した項目
の訳語312の中のLANG209の値のカラムの内容をメモリ15のRESULT206に格納する。
【００４０】
先の例では、PCAND213、SCAND214に格納されている値は各々"４"、"１"であるので、303
の項目" みずがほしいです"と一致する。さらに、LANG209の値は"２"であるので、対応す
る訳語312の"I'd like to have a glass of water"をメモリ15のRESULT 206に格納する。
訳語への変換については、上述した例のような言語変換テーブルを用いる方法のみに限ら
ず、例えば特開平03-328585に記載されている用例データベースを用いた翻訳方法や、特
開平03-51022に記載されている構文解析による翻訳方法などを使用してもよい。
【００４１】
次に、言語翻訳手段7は、図１０に示すように、メモリ15のJAPANESE 203およびRESULT 20
6に各々格納されている内容を電話端末1上のディスプレイ101に表示する。同図の表示方
法は一例であって、表示の仕方が本発明の範囲を限定するものではない。
【００４２】
続いて、自動通訳サーバ1000中の音声生成手段12が起動される。音声生成手段12はメモリ
15上のENGLISH 206に格納されている文字列を読み込み、該文字列を合成音声に変換し、
メモリ15上のSYNWAVE 207に波形データを格納する。文字列を合成音声に変換するために
は、例えば、J.Allen,M.S.Hunnicutt and D.Klatt他"From Text to Speech"(Cambridge U
niversity Press,1987) P.16からP.150に記載されているホルマント合成方式や、矢頭「
テキスト音声合成技術の最新状況」（Interface、Dec.、1996）P.161からP.165に記載さ
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れている波形重畳方式が使える。もちろん、他のテキスト音声合成方式を使うこともでき
る。また、各英訳に対応する音声をあらかじめ録音して、そのままあるいは圧縮してメモ
リ等の記憶装置に格納しておくようにしてもよい。
【００４３】
続いて、音声生成手段12は、メモリ15上のSYNWAVE 207に格納された訳語音声の波形デー
タをアナログデータもしくはパケットデータに変換し、音声出力手段13を通じて音声とし
て電話端末1に送り、該電話端末1の有するメモリに前記送られた訳語音声を格納する。た
だし、音声出力手段13から出力された訳語音声を前記電話端末1の有するメモリに格納し
ないで、自動通訳サーバ1000のメモリ15上に格納するようにしても良い。
【００４４】
この時点で、課金テーブル33のユーザＩＤカラム411の前記認証サーバ31から送られたＩ
Ｄセルに対応する料金カラム412の内容に通訳１回分の所定の料金が加えられる。例えば
通訳一回あたり50円という料金を設定してあれば、先の例では、ユーザＩＤが"1236"であ
るので、課金テーブル33のユーザＩＤカラム411のセルのうち"1236"であるセル403に対応
する料金カラム412のセルが"50"となる。この料金は、１通訳サービスあたりの金額で設
定しても良いし、ある定額の中で何度も通訳サービスを利用できるように設定しても良い
。サービス終了後、加算された料金は、各ＩＤのユーザに対し請求され支払いが行なわれ
る。料金のうちの手数料などとして所定の金額がモバイルインタネットアクセスサービス
ゲートウエイサーバ3の所有者に支払われ、残りの金額が自動通訳サーバ1000の所有者に
支払われるようにする。ただし、これらの料金の分配方法や分配先は一例であり、状況に
応じて設定することができる。
【００４５】
ここで、ユーザが電話端末1上の訳語出力の機能を割り当てた所定のボタンを押下すると
、該電話端末1上のメモリに格納されている訳語音声を読み出し、該電話端末1上のスピー
カ100より該訳語音声が出力されるようにする。さらに、ユーザが電話端末1上の訳語出力
の機能を割り当てた所定のボタンを押下すると、そのたびに該電話端末1上のメモリに格
納されている訳語音声を読み出し、電話端末1上のスピーカ100より該訳語音声が出力され
るようにする。
【００４６】
該訳語音声を出力するための方法には、電話端末1上の訳語出力の機能を割り当てた所定
のボタンを押下する方法に限らず、所定の単語もしくはフレーズもしくは文をユーザが発
声入力する方法を用いても良い。すなわち、ユーザは、前記訳語音声の出力を指示する旨
の所定の単語もしくはフレーズもしくは文を出力指示音声として電話端末1上のマイク104
から発声入力し、自動通訳サーバ1000中の音声認識手段6が該音声を認識し、出力指示音
声であれば、該電話端末1上のメモリに格納されている訳語音声を読み出し、電話端末1上
のスピーカ100より該訳語音声が出力されるようにする。ただし、音声出力手段13から出
力された訳語音声が前記電話端末1の有するメモリに格納されていない場合は、自動通訳
サーバ1000のメモリ15上に格納されている訳語音声を前記電話端末1に送るようにする。
【００４７】
なお、ここで述べた前記電話端末1上のメモリに格納されている訳語音声を読み出し電話
端末1上のスピーカ100より該訳語音声が出力させる場合には、モバイルインタネットアク
セスサービスゲートウエイサーバ3に何ら情報を送ることはなく、したがって課金サーバ3
2によって前記ユーザに課金がなされることはない。以上の動作の流れを図１８、図１９
にフローチャートで示す。
【００４８】
続いて、本発明の第２の実施例について図を用いて説明する。図１７は本発明の第２の実
施例を示す自動通訳サービスシステム構成図である。第１の実施例と同様に、本実施例に
おけるサーバは、パソコン、ワークステーション等、中央演算装置、メモリを備え、同図
のような構成をなすことができるものであれば何でもよく、プラットフォームの種類が本
発明の適用範囲を限定するものではない。また、本実施例は英語を日本語に通訳する自動
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通訳サービスであるが、これは一例であり、日英、中日、日中等、言語の種類は限定され
ない。同図において、1はモバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末、2
はモバイルインタネットアクセスサービスパケット網、3はモバイルインタネットアクセ
スサービスゲートウエイサーバ、4は電話回線ボード、5は音声入力手段、6は音声認識手
段、7は言語翻訳手段、8は単語辞書、9は文法テーブル、10は言語変換テーブル、11は音
声生成手段、12は素片セット、13は音声出力手段、14は中央演算装置、15はメモリ、16は
言語種表示手段、17は場面表示手段、18は文例表示手段、19は認識候補表示手段、20は文
辞書、21はコマンド辞書、22は言語種テーブル、23は場面テーブル、24は文例テーブル、
31は認証サーバ、32は課金サーバ、33は課金テーブル、34は通話用通信網、1000は自動通
訳サーバ、1001はモバイルインタネットアクセスサービスパケット網に接続される回線、
1002は通話用通信網に接続される回線である。
【００４９】
メモリ15のデータ構造及びモバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末1
の概観の例は第１の実施例と同様である。ただし、ここでは、第１の実施例とは異なり、
モバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末として、通話音声およびデー
タを同一のプロトコルで扱えない電話端末を仮定し説明する。
【００５０】
図１７、図３において、まず、モバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端
末1の電源104をいれ、モバイルインタネット接続用ボタン102を押下すると、モバイルイ
ンタネットアクセスサービスパケット網2を介して、センタのモバイルインタネットアク
セスサービスゲートウエイサーバ3に接続され、認証サーバ31でモバイルインタネットア
クセスサービス利用登録ユーザであることが確認される。以下、場面確定までの動作は、
第１の実施例と同様である。
【００５１】
場面が確定すると、次に、自動通訳サーバ1000の文例表示手段18が起動され、文例テーブ
ル24を用いて回線1001を通じて電話端末1上のディスプレイ101に、図７のように通訳可能
な文例を表示すると同時に、自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が起動される。続いて
、音声入力手段5は、システムを音声入力可能な状態にする。その後、ユーザは、該文例
を見ながら、例えば先の例であれば、日本語でレストランの場面での通訳させたい文を電
話端末1の送話口のマイク104に向かって発声入力する。ここでは、例として、レストラン
の場面で「水が欲しいです。」という文を英語に通訳したい場合を考えることにする。文
例テーブル24は図１４のようなデータ構造をもっており、文例表示手段18は、文例テーブ
ル24の場面番号511の各項目のうち、メモリ15上のSECENE210に格納されている値の項目の
文例513を文例番号512の"１"から順次、前記電話端末1に送り該電話端末1上のディスプレ
イ101に表示する。先の例では、メモリ15上のSCENE210に"３"が格納されているので、図
１４の文例テーブル24の場面番号511の値が"３"である項目501,502,503,504の文例513の
内容「こんにちは」「ありがとう」「[　]はどこですか」「[　]が欲しいです」を前記電
話端末1に送り図７のように該電話端末1上のディスプレイ101にＭ個ずつ順次表示する。
Ｍはディスプレイ101の大きさに応じて設定する定数であるが、ここではＭ＝４とする。
【００５２】
ユーザは、前記文例の中に「[　]が欲しいです」という文例があるので、この文例を基に
「水が欲しいです」と発声入力する。この発声入力に際して、電話端末1上の発声入力の
合図の意味をもたせた所定のボタンを押下して自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が音
声入力可能な状態にしてから発声するようにしても良いし、特にボタン等のトリガを用い
ないで自動通訳サーバ1000の音声入力手段5が起動された後いつでも音声入力可能な状態
にしておいても良い。なお、表示する文例は、上述の例のようにスロット[　]を含有した
文もしくは文法でも良いし、もしくは文そのものでも良い。
【００５３】
第２の実施例では、通話音声およびデータを同一のプロトコルで扱えない電話端末を仮定
しているため、発声入力した音声を自動通訳サーバに送るためには、通話用通信網20を介
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する必要がある。したがって、ユーザは、前記電話端末1から、モバイルインタネットア
クセスサービスゲートウエイサーバ3経由で回線1001を通じて自動通訳サーバ1000に接続
したのとは別の電話番号で通話用通信網34経由で回線1002を通じて自動通訳サーバに接続
する。ここで、ユーザが改めて接続する方法の他に、自動通訳サーバ1000の音声入力手段
5が前記ユーザの電話端末1に接続するようにしても良い。いずれにしても、ユーザの発声
した音声は、通話用通信網34経由で回線1002を通じて、自動通訳サーバ1000に送られる。
【００５４】
以下、音声認識手段６が起動され前記発声入力された音声が認識され、結果がメモリに格
納される動作までは、第１の実施例と同様である。次に、認識候補表示手段19が起動され
、 RECOGS (１)、 RECOGS (２)、 …、 RECOGS (Ｍ) 205の内容を、図８のように、回線1
001を通じて電話端末1に送り該電話端末1上のディスプレイ101に順次表示する。このとき
、メモリ15上のICNT204に"１"を格納し、電話端末1上のディスプレイ101に表示されてい
るRECOGS (ICNT)の内容が白黒反転されるようにする。Ｍはディスプレイ101の大きさに応
じて設定する定数であるが、ここではＭ＝４とする。また、メモリ15上のINDEX215に"０"
を格納する。
【００５５】
ユーザは、第１候補の表示が自分の発声した内容と一致しているもしくは近ければ、その
まま確定の機能を割り当てた所定のボタンを押下し確定する。第１候補の表示が正しくな
い場合、ユーザは、上下カーソル移動の機能を割り当てた所定のボタンを押下することに
よって、電話端末1上のディスプレイ101上の正しい文字列が表示されている部分にまで白
黒反転表示領域を下方に移動させる。すなわち、下移動ボタンを押下するたびに、メモリ
15上のICNT 204の値をインクリメントし、回線1001を通じて電話端末1上のディスプレイ1
01上の同じくメモリ15上のRECOG(ICNT)の内容が表示されている部分のみを白黒反転表示
するようにする。 ここで、ICNT 204の値がＭを超えた場合は、メモリ15上のINDEX215の
値に"Ｍ"を加算し、次のＭ個の候補RECOGS(INDEX＋１)、RECOGS(INDEX＋２)、…、RECOGS
 (INDEX＋Ｍ)をメモリ15上の中から読み出し、回線1001を通じて電話端末1に送り該電話
端末1上のディスプレイ101に順次表示する。このとき、メモリ15上のICNT204に"１"を格
納し、電話端末1上のディスプレイ101に表示されているRECOGS(INDEX＋１)、RECOGS(INDE
X＋２)、…、RECOGS (INDEX＋Ｍ)のうちのICNT番目の表示が白黒反転されるようにする。
以下，同様にして、次のＭ個の候補を、電話端末1に送り該電話端末1上のディスプレイ10
1に順次表示していく。なお、図１５に示した音声認識に使用する文辞書20の構造は一例
であり、例えば、文法と単語辞書を組み合わせる方法もある。その場合も、メモリ15上の
SCENE210に格納された場面番号に対応させて、場面別の文法や辞書を用いるようにする。
【００５６】
自分の発声した内容の確認動作は、第１の実施例と同様であるが、自動通訳サーバ1000中
の音声生成手段12は、電話端末1上の次候補提示の機能を割り当てた所定のボタンが押下
されると、メモリ15上のJCNT208をインクリメントし、RECOGS (JCNT)を読み出し、該文字
列を合成音声に変換し、該音声の波形データをデジタル／アナログ変換によりアナログデ
ータに変換し、音声出力手段13を通じて音声として回線1001を介して電話端末1に送る。
【００５７】
確定ボタンを押下すると、メモリ15上のRECOGS (ICNT)に格納されている文字列を同じく
メモリ15上のJAPANESE 203に格納する。確定ボタンの信号を自動通訳サーバ1000に送るル
ートは、回線1001経由でもよいし、回線1002経由でもよい。この確定ボタンを押下する代
わりに、ある所定の単語もしくはフレーズもしくは文をユーザが発声入力する方法を用い
ても良い。すなわち、ユーザは、前記送られた音声を電話端末1上のスピーカ100から聞き
、該音声が自分の発声入力した内容に合致していれば、合致している旨の所定の単語もし
くはフレーズもしくは文を確定音声として電話端末1上のマイク104から発声入力し、該音
声が自分の発声入力した内容に合致していなければ、合致している場合とは異なる所定の
単語もしくはフレーズもしくは文を非確定音声として電話端末1上のマイク104から発声入
力するようにし、回線1002を通じて自動通訳サーバ1000に送られ、該自動通訳サーバ中の
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音声認識手段6が、上述したような文入力と同様の方法で音声を認識し、全ての尤度があ
らかじめ設定した閾値を下回る場合もしくはICNT204の値がＮを超えた場合、コマンド辞
書21との照合を開始する。次に、自動通訳サーバ1000中の言語翻訳手段7が起動されるが
、該言語翻訳手段7の翻訳動作は、第１の実施例と同様である。
【００５８】
次に、言語翻訳手段7は、図１０に示すように、メモリ15のJAPANESE 203およびRESULT 20
6に各々格納されている内容を回線1001を通じて電話端末1上のディスプレイ101に表示す
る。同図の表示方法は一例であって、表示の仕方が本発明の範囲を限定するものではない
。
【００５９】
続いて、自動通訳サーバ1000中の音声生成手段12が起動されるが、該音声生成手段12が音
声を生成する動作は第１の実施例と同様である。
【００６０】
続いて、音声生成手段12は、メモリ15上のSYNWAVE 207に格納された訳語音声の波形デー
タをアナログデータもしくはパケット音声に変換し、音声出力手段13を通じて音声として
回線1002を通じて電話端末1に送り、該電話端末1の有するメモリに前記送られた訳語音声
を格納する。以下、課金の方法及び動作についても、第１の実施例と同様である。
【００６１】
【発明の効果】
本発明によれば、携帯電話端末を用いた精度の高い自動通訳サービスが実現できるので、
異国人同士が互いに相手の言語を意識することなく容易にコミュニケーションを行なうこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例を示す日英自動通訳サービスシステム構成図。
【図２】メモリ15のデータ構造の例。
【図３】電話端末1の例。
【図４】電話端末1のディスプレイ101へのサービスメニュー表示例。
【図５】電話端末1のディスプレイ101への通訳可能な言語種表示例。
【図６】電話端末1のディスプレイ101への通訳可能な場面表示例。
【図７】電話端末1のディスプレイ101への通訳可能な文例表示例。
【図８】電話端末1のディスプレイ101への認識結果表示例。
【図９】言語変換テーブル10のデータ構造の例。
【図１０】電話端末1のディスプレイ101への通訳結果表示例。
【図１１】課金テーブル33のデータ構造の例。
【図１２】言語種テーブル22のデータ構造の例。
【図１３】場面テーブル23のデータ構造の例。
【図１４】文例テーブル24のデータ構造の例。
【図１５】文辞書20のデータ構造の例。
【図１６】コマンド辞書21のデータ構造の例。
【図１７】本発明の第２の実施例を示す日英自動通訳サービスシステム構成図。
【図１８】第１の実施例の動作を示すフローチャート（その１）。
【図１９】第１の実施例の動作を示すフローチャート（その２）。
【符号の説明】
1はモバイルインタネットアクセスサービス利用可能な電話端末、2はモバイルインタネッ
トアクセスサービスパケット網、3はモバイルインタネットアクセスサービスゲートウエ
イサーバ、4は電話回線ボード、5は音声入力手段、6は音声認識手段、7は言語翻訳手段、
8は単語辞書、9は文法テーブル、10は言語変換テーブル、11は音声生成手段、12は素片セ
ット、13は音声出力手段、14は中央演算装置、15はメモリ、16は言語種表示手段、17は場
面表示手段、18は文例表示手段、19は認識候補表示手段、31は認証サーバ、32は課金サー
バ、33は課金テーブルである。
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