
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＰＵと、指示入力手段と、入力音声を認識する音声認識手段と、複数の例文テンプレ
ートをその発音情報と対応付けて記憶する記憶手段とを有し、
上記ＣＰＵは、
上記記憶されている複数の例文テンプレートのうち、上記指示入力手段からの入力内容と
関連づけられた例文テンプレートを検索して表示手段に表示させ、
上記音声認識手段は上記表示手段に例文テンプレートが表示されている状態で入力された
音声を上記表示された例文テンプレート の 情報と比較して上記入力された音声に
近似した上記例文テンプレートを認識結果とし、
上記認識結果を翻訳し、該翻訳結果を表示手段に表示させることを特徴とする翻訳装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の翻訳装置において、上記例文テンプレートの表示は、置き換え可能な
語句を網掛け表示、または反転表示させることを特徴とする翻訳装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の翻訳装置において、上記指示入力手段は、タッチパネルまたは
、翻訳装置主面に取り付けられたボタンであることを特徴とする翻訳装置。
【請求項４】
　ＣＰＵと、音声認識手段と、複数の例文テンプレートをその発音情報と対応付けて記録
する記録手段と、表示手段とを有する翻訳装置であって、
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上記ＣＰＵは、
上記記憶されている複数の例文テンプレートのうち、上記音声認識手段によって認識され
た第１の入力音声と関連づけられて記録されている上記例文テンプレートを上記表示手段
に表示し、
上記音声認識手段は、第２の入力音声を上記表示された例文テンプレート の 情報
と比較して該例文テンプレートのうち類似度の高い例文テンプレートとして認識し、上記
認識した例文テンプレート中の語句を上記第２の音声に基づいて置換して翻訳し、
上記表示手段には、上記翻訳結果を表示させることを特徴とする翻訳装置。
【請求項５】
　第１の音声を音声認識手段によって認識するステップと、記録手段にその発音情報と対
応付けて記録される例文テンプレートから上記第１の音声と関連づけられる例文テンプレ
ートを検索してディスプレイに表示するステップと、上記表示された例文テンプレート

の 情報と入力された第２の音声を比較するステップと、該比較の結果に基づいて該
例文テンプレートから該第２の音声に近似する例文テンプレートを該第２の音声として認
識するステップと、上記第２の音声と認識された例文テンプレート中の語句を上記第２の
音声に基づいて置換して翻訳するステップと、該翻訳結果をディスプレイに表示するステ
ップとを有するプログラムが記録されたコンピュータ読みとり可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音声翻訳装置、及び記録媒体に関し、特に、海外旅行用携帯翻訳機などに好適
な発話誘導型の音声翻訳装置、及びこれを実現するための記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の翻訳装置には、大きく分けて二種類の翻訳装置がある。１種類目の翻訳装置は任意
の入力文を翻訳する装置であり、２種類目の翻訳装置は、あらかじめ用意された対訳例文
を場面やキーワードによって検索して翻訳する装置である。
【０００３】
第１の任意の入力文を翻訳する翻訳装置として、テキストを対象としたものでは、すでに
多くの機械翻訳システムが実用化されている。翻訳方式としては、辞書と文法規則に基づ
いて翻訳を行うルールベース翻訳が広く採用されている。しかし、文法規則でうまく扱え
ない文章表現 (言語現象 )が新たに現れた場合に規則の記述が難しいため、用例を利用した
用例ベース翻訳の研究もされている。
【０００４】
一方、音声を対象とした翻訳装置の場合は、まず音声認識が正しくなされないと正しい翻
訳結果が得られないという問題がある。この問題を解決するため、例えば特開平 08-32858
5では、入力された音声と用例データベース中のすべての用例との言語的類似度を計算す
ることにより、複数の音声認識結果候補の中から正解を選ぶ方法が示されている。
【０００５】
第２のあらかじめ用意された対訳例文を検索する方法の翻訳装置として、例えば、特開昭
56-88564に、カテゴリーを指定すると例文が表示され、例文の中から文を選択すると選択
した例文の翻訳文が音声出力される携帯型の翻訳装置が記載されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
海外旅行中は、依頼や質問などの比較的決まりきった内容の、短い会話のやりとりを他人
とする場面が多い。しかし、旅行という非日常的な場面であるために、話者の発話意図に
対して、具体的に話す内容、表現、あるいは単語が母国語でもすぐに思いつかない場合が
少なくない。このため、第１の任意の入力文を翻訳する翻訳装置では、入力する文章をす
ぐに思いつかないため、旅行中の外国語会話を支援するという目的を充分に達成できない
場合がある。例えば、飛行機から降りて機内預かりの手荷物を受け取る場所を尋ねたり、
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手荷物引き換え証を係員に提示したりする際に、「アメリカン航空１２１便の手荷物受取
所はどこですか。」「私の荷物が出てきません。これが手荷物引換証です。」といった日
本文が完全な形ですぐに頭に浮かぶとは限らない。母国語である日本語の通じる相手と直
接会話をする場合は、相手の反応を見ながら「乗るときに預けた荷物は ...えーと、どこ
で ...便名？アメリカンの１２１便です。」「荷物が出てこないんですけど ...手荷物引換
証？ああ、乗るときにもらった控えですか？えーと、これです。」などというやりとりで
通じるかもしれないが、機械翻訳で外国語に訳す場合は、「アメリカン航空１２１便の手
荷物受取所はどこですか。」「私の荷物が出てきません。これが手荷物引換証です。」の
ような完全な文が入力されないとうまく訳すことができない。また、母国語で話す場合と
違って、「便名はなんですか」「手荷物引換証を見せてください」などと相手に聞き返さ
れても理解できないので、はじめから十分な情報を含む文を相手に伝える必要がある。
【０００７】
一方、第２のあらかじめ用意された対訳例文を検索する翻訳装置は、このような任意文入
力の問題点を回避することができる。また、処理が単純であるため、携帯型の翻訳機とし
て実現しやすい。しかし、場面別に分類された例文をメニュー選択によって検索する従来
の方法では、例文数が多くなると、何度も選択ボタンを押して場面の絞り込みを繰り返す
か、１つの場面に対して数多くある例文をスクロール表示させる必要があるため、使いた
い例文を見つけるまでに時間がかかるという問題がある。また、１つの例文について単語
の置き換え候補をスクロール等の手段で探す従来の方法では単語の置き換え候補数を多く
した場合に操作性が良くないという問題がある。例えば、前述の手荷物受取所の場所を尋
ねる例では、「日本航空７５３便の手荷物受取所はどこですか。」という例文を見つけた
後、スクロールしたりボタンを押したりして便名を「アメリカン航空１２１便」に置き換
えるのは面倒である。
【０００８】
本発明の目的は、ユーザの発話意図に適した例文テンプレートを表示してユーザの発話を
誘導することにより、例文検索型の翻訳装置の利点と任意文入力型の翻訳装置の利点を兼
ね備えた翻訳装置を実現することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、翻訳装置において、複数の例文テンプレートを記憶する例文フ
ァイルと、入力された音声を認識する音声認識部と、上記音声に類似した例文テンプレー
ト中の語句を上記音声に基づいて置換して翻訳する手段と、翻訳文を音声出力する音声出
力部または、翻訳文を表示するディスプレイを有するものとする。また、コンピュータ読
みとり可能な記録媒体であって、第１の音声を音声認識手段によって認識するステップと
、上記第１の音声と関連づけられた例文テンプレートを検索してディスプレイに表示する
ステップと、第２の音声を上記音声認識手段によって認識するステップと、上記検索され
た例文テンプレート中の語句を上記第２の音声に基づいて置換して翻訳するステップと、
翻訳結果を痔巣プレイに表示、又は、音声出力するステップとが記録されたものとする。
【００１０】
例えば、翻訳装置では、あらかじめ用意された例文を検索する翻訳装置であって、例文フ
ァイルに記憶する例文を、語句の置き換えが可能な部分 (以下スロットという )を含む例文
テンプレートとして記述しておく。  例文テンプレートにはスロットに関する情報として
、そのスロットに現われうる語句の分類コード (例えば場所、日付等の情報 )と代表例を記
述する。各例文テンプレートにはキーワード (例えば、予約、飛行機、チケット等の情報 )
を付与する。キーワードには具体的な単語だけでなく、分類コードも記述できるものとす
る。
【００１１】
本発明の翻訳装置の単語辞書には、音声入力されたキーワードで例文テンプレートを検索
するための情報として、単語の発音情報と分類コードを記述する。また、テンプレート翻
訳を行なうための情報として、見出しの文法情報、訳語、および訳語の文法情報を記述す
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る。
例文テンプレートを検索するための手段としては、音声で入力されたキーワードを認識す
る単語認識手段と、認識した単語およびその分類コードがキーワード情報に記述されてい
る例文テンプレートを検索する手段と、複数の例文テンプレートを画面に表示する手段と
を設ける。
【００１２】
テンプレート翻訳を行なうための手段としては、音声で入力された文に対して、複数の例
文テンプレートの中から類似度が高い例文テンプレートを選択する文音声認識手段と、単
語辞書の音韻情報を参照してスロットに挿入された語句を認識する単語音声認識手段と、
単語辞書および翻訳規則を参照してスロットに挿入された語句の訳語および語形を決定す
る手段と、例文テンプレートの訳文情報とスロットに挿入された語句の訳を組み合わせて
訳文を生成する手段とを設ける。
【００１３】
ユーザが単語を音声入力すると、単語辞書の音韻情報を参照することによって入力された
単語および分類コードを認識する。そしてこれらがキーワード情報に記述されている例文
テンプレートを検索し、画面に表示する。例文テンプレートには例文に含まれるスロット
に関する情報として、そのスロットに現われうる語句の代表例が記述されている。従って
、例文テンプレートを画面に表示する際には、スロットに代表例が挿入された状態で表示
する。
【００１４】
画面に１つ以上の例文テンプレートが表示されている状態で、例文テンプレートのスロッ
トにユーザの所望の語句を挿入した文を音声入力する。すると、画面に表示されている例
文テンプレートのうち、類似度が高い例文テンプレートに基づいて音声入力文の翻訳を実
行し、訳文を表示する。例えば、ユーザが「電話」という単語を音声で入力すると、「電
話」という単語がキーワード情報に記述されている例文テンプレートを検索する。画面に
は「 [電話 ]はどこですか」「 [市内電話 ]のかけ方を教えてください」「 [日本 ]に [コレク
トコール ]をかけたい」などの例文テンプレートが表示される。下線部はスロットを表す
。ユーザは画面をスクロールしながら使えそうな例文を探す。使えそうな例文、例えば「
[日本 ]に [コレクトコール ]をかけたい」を見つけたら、「カナダに国際電話をかけたい」
という文を音声で入力する。すると、翻訳機は、「 [日本 ]に [コレクトコール ]をかけたい
」という例文テンプレートを使ったことを認識するとともに、「日本」「コレクトコール
」が「カナダ」「国際電話」に置換されたことを認識し、テンプレート翻訳を実行する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明の実施例を図１から図１４までを用いて説明する。本実施例は、日本語を母国語と
する利用者が英語圏を旅行するための携帯型の音声翻訳装置である。本音声翻訳装置は、
ユーザがキーワードを音声入力すると例文テンプレートを検索して表示する。ユーザが例
文テンプレートの置き換え可能な単語を別の単語に置き換えてしゃべると、どの例文テン
プレートを使って何という単語に置き換えたかを認識し、入力文に対する訳文を表示・発
声する。
【００１６】
次に、本実施例の翻訳機の外観を説明する。図１は本発明の一実施例である音声翻訳装置
の外観および初期画面を示す図である。音声翻訳装置１０１は、表示画面１０２、電源ス
イッチ１０３、リセットボタン１０４、訳文を音声出力するためのスピーカー１０５、例
文検索のキーワードを音声入力するためのマイク１０６、例文検索・翻訳・訳文発声等を
指示するための実行ボタン１０７、前の画面に戻るための「戻る」ボタン１０８、画面上
を前後左右に移動するためのスクロールボタン１０９～１１２を備えている。
【００１７】
次に、本実施例の翻訳記のハードウエア構成を説明する。図２は、本音声翻訳装置のハー
ドウエア構成を示す。本音声翻訳装置は、装置の制御と音声認識、翻訳、音声合成処理を
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行うための CPU２０１、音声入力装置２０２、音声出力装置２０３、単語辞書２０４、例
文ファイル２０５、メモリ２０６によって構成されている。メモリ２０６には、制御プロ
グラム２６１、単語音声認識プログラム２６２、文音声認識プログラム２６３、テンプレ
ート翻訳プログラム２６４、音声出力プログラム２６５、画面表示プログラム２６６が記
憶されている。
【００１８】
次に、例文ファイルの内容を説明する。
【００１９】
図６に例文ファイルの内容を示す。例文ファイルには、各例文テンプレートについて、例
文番号６０１、基本例文番号６０２、詳細例文番号６０３、キーワード６０４、原文テン
プレート６０５、原文テンプレートの発音を記述した発音情報６０６、訳文テンプレート
６０７、訳文テンプレートの発音を記述した訳文発音情報６０８、スロット情報６０９が
記述されている。スロット情報６０９には、スロット数６０９１が記述され、各スロット
について、スロットに入る語句の代表例６０９２、代表例の訳６０９３、代表例の訳の発
音情報６０９４、スロットにどのような語句が入るかを記述した意味情報６０９５、訳文
におけるスロット部分の文法特徴（冠詞、単複等）を記述した文法情報６０９６が記述さ
れている。
【００２０】
例文には「予約したい」のような基本例文と、「一番早く乗れる便を探してください。」
のような詳細例文がある。基本例文に対しては、それに対応する詳細例文の例文番号が詳
細例文番号６０３に記述されている。詳細例文に対しては、それに対応する基本例文の例
文番号が基本例文番号６０２に記述されている。
【００２１】
キーワードで例文を検索すると、基本例文が上の方に表示される。ユーザが「予約したい
」を選択して詳細例文の表示を指示すると、「一番早く乗れる便を探してください。」な
どの詳細例文が表示される。原文テンプレート６０５および訳文テンプレート６０７にお
いて、置き換え可能な語句はスロットになっている。
【００２２】
画面に表示する際には、原文テンプレートのスロットに代表例６０９２の単語を埋め込ん
で表示する。ユーザが単語の置き換えをせずに訳文の表示や発声を指示した場合は、訳文
に代表例の訳６０９３を埋め込んで表示し、訳文発音情報６０８に代表例の訳の発音情報
６０９４を埋め込んで発声する。
【００２３】
スロットの意味情報６０９５の記述は、「往復切符；片道切符；切符」のように単語を列
挙してもよいし、「 <場所 >」のように分類コードを使って記述してもよい。どのような単
語にも置き換え可能な場合は条件を記述しない。
【００２４】
キーワード６０４に「 <場所 >」のような分類コードが記述されている例文は、その分類コ
ードを持つすべての単語から検索される。例えば、ユーザが「郵便局」、「バス停」、ま
たは「銀行」など、「 <場所 >」という分類コードを持つ単語をキーワードとして入力する
と、例文 1356「一番近い <S1>はどこですか」が検索・表示される。
【００２５】
次に、単語辞書の内容について説明する。図７に単語辞書の内容を示す。単語辞書には各
単語項目について、単語番号７０１、見出し７０２、読み７０３、発音情報７０４、文法
情報７０５、分類コード７０６、訳語７０７、訳語の発音情報７０８、訳語の文法情報７
０９、例文番号７１０が記述されている。「 <場所 >」などの分類コードを見出しとするレ
コードの例文番号７１０は、その分類コードをキーワードとする例文の例文番号である。
【００２６】
次に、本実施例の音声翻訳装置の動作について説明する。図３は、本音声翻訳装置の動作
の概要を示すフローチャートである。電源ボタン１０３を押すと（３０１）、メモリ２０
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６のプログラムが起動され、表示画面１０１に初期画面が表示される（３０２）。初期画
面が表示されている状態でマイク１０６を通して音声が入力されると、キーワード音声認
識を行う（３０３）。
【００２７】
次にキーワード音声認識について図４を参照しながら説明する。まず、単語が音声入力さ
れると（４０２）、単語辞書２０４を参照し、隠れマルコフモデル（ＨＭＭ）などの音声
認識アルゴリズムにより、単語音声認識を行い（４０３）、単語候補を画面に表示する（
４０４）。
【００２８】
図８を用いて単語候補表示画面の例を説明する。単語候補表示画面では、一行目に第１候
補のかな表記、二行目以降に第１候補から第１０候補までの単語候補を表示する。初めは
第１候補の単語が反転表示されているが、前後左右スクロールキーを使うことにより、反
転表示される単語が前後左右に移動する。これにより、ユーザは意図した単語を選択する
ことができる。図８で画面に表示されていない第４候補以下は、下スクロールキーで画面
をスクロールさせることによって見ることができる。単語候補は、同音異義語がある場合
は同音異義語を１行に表示し、同音異義語がない場合は対訳を表示する。単語候補の先頭
に付いている「＊」は例文検索のキーワードであることを示す。
ユーザが意図した単語を選択して実行ボタンを押すと（４０５）、その単語を例文検索の
キーワードとして確定し（４０８）、キーワード認識処理を終了する（４０９）。ユーザ
が意図する単語が単語候補にない場合は、かな表記の一行目を選んで実行ボタンを押すこ
とにより、かなレベルで入力単語を修正し（４０６）、再度単語辞書検索を行うことがで
きる（４０７）。また、「もどる」ボタンを押すことにより、キーワード音声入力受付の
状態に戻ることもできる。
【００２９】
なお、単語候補表示画面は、キーワード音声認識結果をユーザが確認するためのものだが
、単語候補と共に訳語が表示されるので、対訳辞書として使うこともできる。また、訳語
を選択して実行ボタンを押すと発音を発声するようにすることもできる。同音異義語の場
合は単語候補表示画面では訳語が表示されないが、同音異義語の中から単語を選択して実
行ボタンを押すと、次の画面で訳語と例文が表示されるようにすることもできる。
【００３０】
次に、例文検索について説明する。入力単語が確定したら、単語辞書２０４において、入
力単語の例文番号７１０に記載されている番号の例文を例文ファイル２０５より取り出し
（３０４）、画面に表示する（３０５）。単語辞書において分類コード７０６が記述され
ている単語については、その分類コードをキーワードとする例文も検索する。例えば、入
力単語「銀行」に対して、「銀行」をキーワードとする例文に加えて、 <場所 ><機関 >とい
う分類コードをキーワードとする例文も検索する。 <場所 >という分類コードをキーワード
とする例文の番号は、「 <場所 >」を見出しとする単語辞書レコードの例文番号７１０に記
載されている。
【００３１】
図９に「予約」をキーワードとして例文検索した場合の例文表示画面の例を示す。図９に
おいて、９０１は検索された例文である。例文表示画面には、１行目に単語の辞書見出し
と訳語が表示され、２行目以降に検索された例文の先頭の３文が表示される。４行目以降
の例文は、スクロールキーで画面をスクロールさせることによって見ることができる。文
頭に★がついている例文は基本例文であることを示す。例文表示画面では、原文テンプレ
ートのスロットに代表例６０７を埋め込んだものを表示し、アンダーラインで置き換え可
能な語句であることを示す。図１０において、「ダラス」「マイアミ」「１４日」は置き
換え可能な語句である。
【００３２】
次に、例文絞り込みについて説明する。検索例文のうち、画面に入りきらない部分は上下
左右のスクロールキーを使って見ることができるが、例文数が多い場合は、さらにキーワ
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ードを追加して例文を絞り込むことができるようにする。これによって、例文が探しやす
くなる。ユーザが例文絞り込みをしたい場合は、スクロールボタンで画面の１行目に表示
されているキーワードを選択して（反転表示させて）実行ボタンを押す。次に、追加キー
ワードを音声入力すると、前述のキーワード音声認識を実行し（３０７）、例文の絞り込
みを行い（３０８）、絞り込み例文を表示する（３０９）。図９は「予約」をキーワード
とする例文検索結果であり、図１０は「フライト」で例文を絞り込んだ結果である。絞り
込み結果を見てユーザが「もどる」ボタンを押すと絞り込み前の例文を表示する（３１１
）。
【００３３】
なお、置き換え可能な語句のない例文を選択する場合は、スクロールキーによるカーソル
移動で例文を選択してもよい（３１２～３１４）。例文を選択して実行キーを押すと、翻
訳が実行される（３２２）。
【００３４】
次に、詳細例文表示について説明する。スクロールキーで例文を選択する際に、例文その
ものではなく基本例文の文頭についている★を選択して実行キーを押すと、関連する詳細
例文が表示される（３１４）。例えば、図９の例文表示画面において、３行目の「予約し
たい」を選択して実行キーを押すと翻訳結果が表示され、「予約したい」の左側について
いる★を選択して実行キーを押すと、図１２に示すような「予約したい」の詳細例文が表
示される。
【００３５】
次に、文音声認識について説明する。例文表示画面を見ながらユーザが文を発声すると（
３１５）、文音声認識を実行する（３１６）。文音声認識は、例えば「確率モデルによる
音声認識」（電子情報通信学会 , 1988） pp46-50に記載されている HMMによるオートマトン
制御連続単語音声認識アルゴリズムによって行う。
【００３６】
図５に、文音声認識処理のフローを示す。まず、画面に表示されている例文テンプレート
に対して、図１４のような有限状態オートマトンを作成する。図１４は、「一番近い <s1>
はどこですか」という例文テンプレートに対して作られる有限状態オートマトンである。
図１４において、１４０１と１４０２は「イチバンチカイ」「ワドコデスカ」という発音
情報から作成されるＨＭＭ（隠れマルコフモデル）である。原文テンプレートの部分のモ
デルは、例文ファイルに記載されている発音情報６０６に基づいて作成する（５０２）。
【００３７】
スロット部分のモデルは、スロットに入りうる単語の発音情報に基づいて作成する。これ
にはまず、例文ファイルのスロット情報６０９の意味情報６０９５を参照することにより
（５０４）、単語辞書登録語のうち、どの単語がスロットに入り得るかを認識する。スロ
ットに入りうる単語は、スロットの意味情報６０９５において単語が列挙されている場合
は列挙されている単語（５０５）、分類コードが指定されている場合は指定された分類コ
ードを持つ単語（５０６）、何も指定されていない場合は単語辞書登録語（５０７）、と
する。それぞれの単語のモデルは、単語辞書に記載されている単語の発音情報７０４に基
づいて作成する（５０８）。
【００３８】
画面に表示されている例文テンプレートについて有限状態オートマトンを作成したら（５
０９）、  HMMによるオートマトン制御連続単語音声認識アルゴリズムによって入力文の音
声認識を行い、各スロットについて、上位１０語をスロット候補語として記憶する（５１
０）。
【００３９】
なお、例文テンプレートを見ながら発話する際に、スロットの前後やスロットを含む文節
の直後にポーズが入る場合があるので、各例文テンプレートに対して、文全体に対する有
限状態オートマトンだけでなく、ポーズが入りそうな場所で区切ったフレーズの有限状態
オートマトンも作成すると、より高い認識精度を得ることができる。例えば、上記の例で
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は、図１４に示した「イチバンチカイバステイワドコデスカ」などの他に、「イチバンチ
カイ」「バステイ」「ワドコデスカ」「バステイワ」「ドコデスカ」などの有限状態オー
トマトンも作成し、そのフレーズを含む例文テンプレートに対応付けておく。さらに、ポ
ーズを積極的に取り入れて、「イチバンチカイ」でポーズが入った場合に、「一番近い <s
1>はどこですか」の「一番近い」の部分と一致することを表示し、ユーザが確認後、続き
を言うように誘導することも考えられる。
【００４０】
本実施例では単語辞書登録語の範囲でスロット挿入語を認識しているが、すべての単語を
あらかじめ辞書に登録しておくことはできない。特に固有名詞や土地の名物などの名詞は
、旅行会話で重要であるにもかかわらず、単語辞書でカバーしきれない。しかしながら、
ユーザがそのような語を使いたい場合は、原語でその単語を知っているケースが多く、単
語だけなら何とかそれに近い発音ができる場合が多い。そこで、特定のボタンを押しなが
らスロットの部分の語句を音声入力すると、当該スロット部分についてはユーザが入力し
たそのままの音を訳文に埋め込んで出力することが考えられる。前述のように、フレーズ
に対応する有限状態オートマトンを作成してそのフレーズを含む例文テンプレートに対応
付けておく方法を採用すれば、特定ボタンを押してしゃべった部分の前後のフレーズから
例文テンプレートを特定することができる。これにより、例えば、「［このアトラクショ
ン］は何分待ちですか」という例文テンプレートを使って「 Back to the futureは何分待
ちですか」と発話することが可能となる。また、「私の名前は <s1>です」における <s1>の
ような特定のスロットに関しては、ユーザが入力したそのままの音を訳文のスロット部分
に埋め込むようにすることもできる。
【００４１】
本実施例では、音声入力文と比較する対象として、画面に表示されている例文テンプレー
トに限定しているが、キーワードで検索された例文テンプレート全体としてもよい。また
、ユーザがあらかじめ選んだ例文テンプレートや最近使った例文テンプレートを「ユーザ
例文ファイル」に記憶しておき、これを比較対象としてもよい。
【００４２】
フレーズに対応する有限状態オートマトンを作成して、そのフレーズを含む例文テンプレ
ートに対応付けておく方法を採用した場合には、例文テンプレート表示の際に、音声入力
すべき範囲を波線等でマークし、文全体をしゃべらなくてよいことを知らせるようにする
ことも考えられる。この方法によれば使い勝手がよくなる。例えば、「一番早く乗れる便
を探してください」という文であれば、「一番早く乗れる便を探して」あるいは「一番早
く乗れる便」など、短く言うようにして、音声入力の手間が省ける。
【００４３】
次に、文認識結果表示・訂正について説明する。文音声認識結果は、認識した例文テンプ
レートにカーソル移動し、スロットの単語を代表例から入力単語に置き換えることによっ
て示す（３１７）。例えば、図１０の例文表示画面が表示されている状態でユーザが「シ
カゴからシアトルまでの１７日の片道切符が欲しい」と音声入力し、正しく文音声認識が
されると、図１１の画面が表示される。文認識結果を見て、ユーザは「もどる」ボタンを
押して文入力をやり直すか（３１８）、文認識結果を必要に応じて訂正する（３１９）。
例文テンプレートの選択が正しくない場合は、スクロールキーで別の文を選択すると、そ
の例文テンプレートを使ってスロット部の単語認識をやり直す。スロット部の単語認識が
正しくない場合は、スクロールキーでスロットを選択して実行ボタンを押すと文認識時に
記憶しておいたスロット候補語が表示される。スロット候補語の中に正しいものがあれば
、スクロールキーで選択して実行ボタンを押すことによって選択する。
【００４４】
次に、翻訳について説明する。音声入力文と一致する文を確定したら実行ボタンを押すこ
とによって翻訳を指示する（３２０～３２１）。基本例文を音声入力で選択し、文頭の★
を選択して実行ボタンを押すことで詳細例文を見ることも可能である（３２１）。テンプ
レート翻訳は、例文テンプレートの訳文にスロット部の語句の訳を埋め込むことによって
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行う（３２２）。例文テンプレートには訳文におけるスロットの文法情報６０９６が記述
されている。これと単語辞書２０４の訳語の文法情報７０９を参照することにより、スロ
ット部分の訳語の冠詞や単複などを決定する。例えば、「不定冠詞、単数形」と指定され
たスロットに「語頭母音」という文法情報が記述された単語モ appleモを埋め込む場合は
不定冠詞モ anモを付け、「無冠詞、複数形」と指定されたスロットにモ candyモという単
語を埋め込む場合は複数形モ candiesモを埋め込む。
【００４５】
翻訳結果表示ステップ（３２３）では、図１３に示す翻訳結果表示画面を表示する。ユー
ザの指示（３２４）が「もどる」ボタンであれば翻訳実行前に表示した例文を表示し（３
２５）、訳文を選択して実行ボタンであれば訳文を発声し（３２６）、原文を選択して実
行ボタンであれば次の発話用の例文を表示する（３２７）。次の発話用の例文として表示
する例文は、先に翻訳した文が基本例文である場合はその詳細例文であり、先に翻訳した
文が詳細例文である場合は翻訳実行前に表示した例文である。これは、同じキーワードで
検索された詳細例文のセットは関連する例文であり、これらの例文の中から複数の文を続
けて使う可能性があると考えられるからである。代案としては、キーワードの中でも「ホ
テル」「フロント」「買い物」など、場面に関するものを「場面情報」としてキーワード
とは別の情報として各例文テンプレートに付与しておき、場面情報が共通の例文だけを次
の発話用の例文として表示することが考えられる。さらに、新たにキーワード検索を行っ
た場合にも場面情報が直前に使った例文と一致するものを優先的に上の方に表示したり、
リセットするまで同じ場面が続くことにして場面情報で例文を絞って表示することが考え
られる。
【００４６】
本実施例では、対訳例文テンプレートを利用してテンプレート翻訳を行っているが、例文
テンプレートの真の目的は、ユーザの発話を誘導することにある。したがって、翻訳処理
については、辞書と文法規則による機械翻訳で行うことも考えられる。その場合は、例文
テンプレートは必ずしも対訳である必要はなく、入力言語の例文テンプレートだけでよい
。
【００４７】
以上、携帯型の音声翻訳装置としての実施例を述べたが、本発明は、上述のような翻訳装
置を実現するための図３，図４，及び図５に記載されたフローが記録された記録媒体であ
ってもかまわない。このような記録媒体としては、音声入力された語句を音声認識手段に
よって認識するステップと、この語句と関連づけられた例文テンプレートを例文ファイル
中から検索するステップと、検索された例文ファイルをディスプレイに表示するステップ
と、表示された例文テンプレートに基づいて、ユーザが発話した文章を認識するステップ
と、認識した文章と検索された例文テンプレートを比較して、もっとも似ているものを認
識するステップと、似ている例文テンプレート中の語句のうち置換可能な語句をユーザが
発話した文章に基づいて置換して翻訳するステップと、翻訳結果をディスプレイに表示又
は、音声出力するステップとが記録されたコンピュータ読みとり可能な記録媒体が考えら
れる。
【００４８】
また、他の形の翻訳装置では別のユーザインタフェースが考えうる。例えば、病院・役所
・ホテルなどの窓口に備える音声翻訳装置では、画面をタッチパネルとし、スロット部分
に指を触れて置き換え単語のみを発声するといったことが考えられる。また、本実施例で
は、表示画面が小さいことと片手で持って使うことを考慮して、キーワード音声入力で例
文テンプレート検索を行うようにしたが、場面や発話意図（質問、依頼、説明等）で例文
テンプレートを分類し、メニューの表示・選択で絞っていくことも可能である。
【００４９】
本実施例では、日本語から英語への翻訳を行う音声翻訳装置について説明したが、他の言
語対にも応用可能である。また、本実施例では、対訳例文テンプレートにおいて、原文テ
ンプレートに対して認識用の情報、訳文テンプレートに対して生成用の情報を記述するよ
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うにしているが、両方の言語のテンプレートに対して認識用の情報と生成用の情報を記述
するようにすれば、双方向に翻訳を実行するようにすることも可能である。双方向の翻訳
を行う場合は、本実施例で基本例文と詳細例文を対応付けたのと同様の方法で、質問文の
例文テンプレートに回答の例文テンプレートを対応付けることが有効である。
【００５０】
【発明の効果】
本発明によれば、音声入力されたキーワードからユーザの発話意図に適した例文テンプレ
ートをすばやく検索し、ユーザの発話を誘導することができる。ユーザは例文テンプレー
トを見ながらしゃべるので、言いたいことを完全な文の形で楽に言うことができるし、例
文テンプレートのスロットには思った通りの任意の語句を入れてしゃべることができるの
で、単語置換の煩わしさがない。これにより、例文検索型の翻訳装置の利点と任意文入力
型の翻訳装置の利点を兼ね備えた翻訳装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の音声翻訳装置の実施例の外観および初期画面を示す図である。
【図２】本発明の音声翻訳装置の実施例の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の音声翻訳装置の実施例の動作を示すフローチャートである。
【図４】単語音声認識の手順を示すフローチャートである。
【図５】入力文音声認識の手順を示すフローチャートである。
【図６】例文ファイルの内容を示す図である。
【図７】単語辞書の内容を示す図である。
【図８】単語候補表示ステップにおける画面表示例を示す図である。
【図９】例文表示ステップにおける画面表示例を示す図である。
【図１０】絞り込み例文表示ステップにおける画面表示例を示す図である。
【図１１】文認識結果表示ステップにおける画面表示例を示す図である。
【図１２】詳細例文表示ステップにおけるの画面表示例を示す図である。
【図１３】翻訳結果表示ステップにおけるの画面表示例を示す図である。
【図１４】例文テンプレートに対する有限状態オートマトンの例を示す図である。
【符号の説明】
２０１： CPU
２０２：音声入力装置
２０３：音声出力装置
２０４：単語辞書
２０５：例文ファイル
２０６：メモリ
２６１：制御プログラム
２６２：単語音声認識プログラム
２６３：文音声認識プログラム
２６４：テンプレート翻訳プログラム
２６５：音声出力プログラム
２６６：画面表示プログラム。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(13) JP 3822990 B2 2006.9.20



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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