
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
話者により入力された音声信号を音響分析する音響分析手段と、
この音響分析手段での分析結果に基づいて入力音声信号の特徴パラメータを抽出する特徴
抽出手段と、
この特徴抽出手段で抽出された特徴パラメータと予め記憶されている認識対象語彙の比較
対象パターンとのパターンマッチングを行って一致度合いが高い単語を認識結果として出
力するパターンマッチング手段とを備え、
前記パターンマッチング手段による認識結果を外部機器の動作制御に供する音声認識装置
において、
前記認識対象語彙の比較対象パターンとして、前記外部機器の動作に悪影響を及ぼす可能
性がある特定の単語に対応した比較対象パターンの他に、その特定単語と類似した音声群
に対応した比較対象パターンの集団が認識対象候補集団として用意され、
前記パターンマッチング手段は、前記パターンマッチング時において、前記特徴抽出手段
で抽出された特徴パラメータとの一致度合いが高い比較対象パターンが前記認識対象候補
集団中に存在する場合に、前記特定単語を避けた単語を出力することを特徴とする音声認
識装置。
【請求項２】
請求項１記載の音声認識装置において
前記認識対象候補集団として、前記外部機器の機能低下を招く特定の単語と類似した音声
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群に対応した比較対象パターンの集団が用意されることを特徴とする音声認識装置。
【請求項３】
話者により入力された音声信号を音響分析する音響分析手段と、
この音響分析手段での分析結果に基づいて入力音声信号の特徴パラメータを抽出する特徴
抽出手段と、
この特徴抽出手段で抽出された特徴パラメータと予め記憶されている認識対象語彙の比較
対象パターンとのパターンマッチングを行って一致度合いが高い単語を認識結果として出
力するパターンマッチング手段とを備え、
前記パターンマッチング手段による認識結果を外部機器の動作制御に供する音声認識装置
において、
前記認識対象語彙の比較対象パターンとして、前記外部機器を話者の意図と異なる状態で
動作させる可能性がある特定の単語に対応した比較対象パターンの他に、その特定単語と
類似した音声群に対応した比較対象パターンの集団が認識対象候補集団として用意され、
前記パターンマッチング手段は、前記パターンマッチング時において、前記特徴抽出手段
で抽出された特徴パラメータとの一致度合いが高い比較対象パターンが前記認識対象候補
集団中に存在する場合に、前記特定単語を避けた単語を出力することを特徴とする音声認
識装置。
【請求項４】
請求項３記載の音声認識装置において
前記認識対象候補集団として、前記外部機器の設定内容の変更を招く可能性がある特定の
単語と類似した音声群に対応した比較対象パターンの集団が用意されることを特徴とする
音声認識装置。
【請求項５】
前記パターンマッチング手段は、前記特定単語を避けた認識結果を出力する動作を、前記
外部機器における所定の動作制御を許容するか否かの確認のために話者による音声入力を
求める場面で行うように構成されていることを特徴とする請求項１ないし の何れかに記
載の音声認識装置。
【請求項６】
前記パターンマッチング手段による認識結果により動作制御される外部機器はナビゲーシ
ョン装置であることを特徴とする請求項１ないし の何れかに記載の音声認識装置。
【請求項７】
請求項１ないし の何れかに記載された音声認識装置におけるパターンマッチング手段の
機能をコンピュータシステムにおいて実現するためのプログラム及びデータを記録した記
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、マン－マシン・インタフェースとして使用される音声認識装置及びその音声認
識装置の主要部の機能をコンピュータシステムにおいて実現するためのプログラム及びデ
ータを記録した記録媒体に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
マイクロホンを通じて入力された音声を認識する音声認識装置にあっては、入力音声信号
を分析した特徴パラメータと、辞書部に記憶されている認識対象語彙の比較対象パターン
とを比較することにより、認識対象語彙中から比較結果が近い一つ（または複数）の単語
を選択して出力する構成とされるものであるが、この場合、入力された音声が認識対象語
彙中に存在しない場合でも、何れかの類似単語を選択して出力する構成が一般的となって
いる。また、このような誤認識の他に、周囲雑音などに起因して入力音声信号とは異なる
単語を出力してしまうという誤認識も不可避であるという一般的事情もある。このため、
音声認識装置の出力により外部機器の動作制御を行う際には、上記のように入力音声信号
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が誤認識された場合に、外部機器の動作に重大な悪影響を及ぼす可能性が出てくるもので
あり、その一例として、以下のような事例が考えられる。
【０００３】
例えば、操作信号の音声入力並びにユーザ（車両運転者）側への質問、返答などの音声出
力を行うボイスコントロール機能付きのカーナビゲーション装置において、周知のルート
探索動作により設定されたルートを地図画面により案内させながら目的地へ向かって車両
を走行させている途中で、ユーザが表示地図の縮小を意図して「しゅくしょう」というボ
イスコマンドを発声した場合に、装置側でこれを「じたく」と誤認識する可能性がある。
この場合、仮に、カーナビゲーション装置が音声入力に応じて当該音声入力による指令内
容を直ちに実行する構成であった場合には、上記のような誤認識が行われたときに、目的
地までの設定ルートを破棄して自宅までのルート探索動作が行われることになり、結果的
に、ユーザの意図に反して目的地までの設定ルートが破棄されてしまう。そこで、実際に
は、装置側では「自宅を目的地に設定します」、「よろしいですか？」と返答し、ユーザ
側に確認を求める構成とされる。従って、ユーザ側では、上記確認を求められたときに「
いいえ」と答えれば、装置側では自宅までのルート探索動作を行うことなく待機するよう
になり、改めて表示地図を縮小するためのボイスコマンドを入力すれば良い。しかし、こ
こでユーザ側が慌てて「しゅくしょう」などと発声した場合には、装置側でこれを「はい
」と誤認識する可能性が生じ、このような場合には目的地までの設定ルートがユーザの意
図に反して破棄されてしまうという問題点を引き起こす。
【０００４】
要するに、音声認識装置の認識対象語彙中に、誤認識されることで、外部機器の動作に不
都合が生じたり、外部機器がユーザの意図に反した動作を行う可能性がある単語が存在す
ることがあり、従って、音声認識装置においては、上記のような誤認識に起因して外部機
器が不用意な動作をする事態を未然に防止できる技術を採用することが望ましいものであ
る。
【０００５】
そこで、本発明の目的は、入力音声信号を認識結果を外部機器の動作制御に供する場合に
、その入力音声信号を当該外部機器の異常動作を招く単語として誤認識する可能性を低く
できて、外部機器が不用意な動作をする事態を未然に防止可能になる音声認識装置並びに
上記誤認識の可能性を低くできる音声認識動作をコンピュータシステムにおいて実現可能
なプログラム及びデータを記録した記録媒体を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために請求項１に記載した手段を採用できる。この手段は、音響分析
手段、特徴抽出手段及びパターンマッチング手段を備えており、話者による入力音声信号
を音響分析すると共に、その分析結果に基づいて入力音声信号の特徴パラメータを抽出し
、抽出された特徴パラメータと予め記憶されている認識対象語彙の比較対象パターンとの
パターンマッチングを行って一致度合いが高い単語を認識結果とするものであり、その認
識結果を外部機器の動作制御に供するようになる。この場合、

【０００７】
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認識対象語彙の比較対象パ
ターンとして、前記外部機器の動作に悪影響を及ぼす可能性がある特定の単語に対応した
比較対象パターンの他に、その特定単語と類似した音声群に対応した比較対象パターンの
集団が認識対象候補集団として用意されており、パターンマッチング手段は、パターンマ
ッチング時において、入力音声信号から抽出された特徴パラメータとの一致度合いが高い
比較対象パターンが上記認識対象候補集団中に存在する場合に、前記特定単語を避けた単
語を出力する。

ここで、上記手段のように、認識対象語彙の比較対象パターン中に、外部機器の動作に悪
影響を及ぼす可能性がある特定単語に対応した比較対象パターンの他に、その特定単語と
類似した音声群に対応した比較対象パターンの集団が用意された場合には、入力音声信号
が特定単語であると認識される特徴空間が限定されることになる。このような状態は、特



【０００８】

【００１３】
前記目的を達成するために、請求項 に記載した手段を採用することができる。 手段
においても、音響分析手段、特徴抽出手段及びパターンマッチング手段を備えており、話
者による入力音声信号を音響分析すると共に、その分析結果に基づいて入力音声信号の特
徴パラメータを抽出し、抽出された特徴パラメータと予め記憶されている認識対象語彙の
比較対象パターンとのパターンマッチングを行って一致度合いが高い単語を認識結果とす
るものであり、その認識結果を外部機器の動作制御に供するようになる。この場合、認識
対象語彙の比較対象パターンとして 部機器を話者の意図と異なる状態で動作させる可
能性がある特定の単語に対応した比較対象パターンの他に、その特定単語と類似した音声
群に対応した比較対象パターンの集団が認識対象候補集団として用意されており、パター
ンマッチング手段は、パターンマッチング時において、入力音声信号から抽出された特徴
パラメータとの一致度合いが高い比較対象パターンが上記認識対象候補集団中に存在する
場合に、前記特定単語を避けた単語を出力する。
【００１４】
ここで、認識対象語彙の比較対象パターン中に、

特定単語に対応した比較対象パターンの他に、その特定単語と類似
した音声群に対応した比較対象パターンの集団が用意された場合には、入力音声信号が特
定単語であると認識される特徴空間が限定されることになる。このような状態は、特定単
語以外の単語が当該特定単語と認識される可能性が相対的に低くなった状態に相当するよ
うになり、このときには、当該特定単語を避けた単語を出力する確率が高くなる。この結
果、入力音声信号が、外部機器に悪影響を及ぼす単語あるいは外部機器を話者の意図と異
なる状態で動作させる事態を招く単語として誤認識される可能性が低くなるから、その外
部機器が不用意な動作をする事態を効果的に防止可能となる。
【００１６】
請求項 記載の手段によれば、認識対象候補集団として、外部機器の設定内容の変更を招
く可能性がある特定の単語と類似した音声群に対応した比較対象パターンの集団が用意さ
れるから、入力音声信号が、外部機器の設定内容の変更を招く単語として誤認識されるこ
とに起因して当該外部機器が不用意な動作をする事態を効果的に防止可能となる。
【００１９】
請求項 に記載したように、パターンマッチング手段が、前記特定単語を避けた認識結果
を出力する動作を、外部機器における所定の動作制御を許容するか否かの確認のために話
者による音声入力を求める場面で行う構成とした場合には、外部機器の動作の有無を最終
的に確認するための入力音声信号が誤認識される可能性が小さくなるため、その外部機器
の不用意な動作を防止する上で有益となる。
【００２０】
請求項 に記載した手段によれば、ナビゲーション装置のボイスコントロールが可能にな
ると共に、入力音声信号の誤認識に起因した装置の誤動作を効果的に防止できるようにな
る。
【００２１】
請求項 に記載したように、上記した音声認識装置におけるパターンマッチング手段の機
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定単語以外の単語が当該特定単語と認識される可能性が相対的に低くなった状態に相当す
るようになり、このときには、当該特定単語を避けた単語を出力する確率が高くなる。こ
の結果、入力音声信号が、外部機器に悪影響を及ぼす単語あるいは外部機器を話者の意図
と異なる状態で動作させる事態を招く単語として誤認識される可能性が低くなるから、そ
の外部機器が不用意な動作をする事態を効果的に防止可能となる。

請求項２記載の手段によれば、認識対象候補集団として、外部機器の機能低下を招く特定
の単語と類似した音声群に対応した比較対象パターンの集団が用意されるから、入力音声
信号が、外部機器の機能低下を招く単語として誤認識されることに起因して当該外部機器
が不用意な動作をする事態を効果的に防止可能となる。

３ この

、外

外部機器を話者の意図と異なる状態で動
作させる可能性がある
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能は、その機能をコンピュータシステムにて実現するためプログラム及びデータを記録し
た記録媒体により得ることができる。この場合、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ
、不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭなど）、フロッピー ディスク、光磁気ディスク、ハ
ードディスクなど、多様な記録媒体を利用でき、その記録媒体に記録されたプログラム及
びデータを必要に応じてコンピュータシステム側に読み込み、そのプログラム及びデータ
に従った情報処理を実行することによりパターンマッチング手段の機能を実現できる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
以下、本発明をカーナビゲーション装置に適用した第１実施例について図１ないし図４を
参照しながら説明する。
図４には、カーナビゲーション装置１を含む全体の電気的構成が概略的に示されている。
この図４において、カーナビゲーション装置１は、位置検出器２、地図データ入力器３、
操作スイッチ群４、これらに接続されたマイクロコンピュータを主体として成る制御回路
５、この制御回路５に接続された外部メモリ６、例えばフルカラー液晶ディスプレイから
成る表示装置７、リモコンセンサ８、対話制御部９、音声合成部１０、例えばアンプ内蔵
型のスピーカ１１を備えた構成となっている。
【００２４】
位置検出器２は、周知構成の地磁気センサ１２、ジャイロセンサ１３、距離センサ１４、
及びＧＰＳ衛星からの電波に基づいて車両の位置を検出するためのＧＰＳ受信機１５を有
しており、これら各センサ１２～１５は、車両の適宜部所に設置される。前記制御回路５
は、位置検出器２の各センサ１２～１５が性質の異なる誤差を有しているため、各々補間
しながら使用するように構成されており、これらセンサ１２～１５からの入力に基づいて
、車両の現在位置、進行方向、速度や走行距離などを高精度で検出する。
【００２５】
前記地図データ入力器３は、道路地図データや、位置検出精度の向上のための所謂マップ
マッチング用データなどを含む各種データを記憶した記憶媒体からデータを入力するため
のドライブ装置から成り、その記憶媒体としては、例えばＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ
などの大容量記憶媒体が用いられる。尚、前記道路地図データは、道路形状、道路幅、道
路名、建造物、各種施設、それらの電話番号、地名、地形などのデータを含むと共に、そ
の道路地図を前記表示装置７の表示画面上に再生するためのデータを含んで構成されてい
る。
【００２６】
前記操作スイッチ群４は、ユーザ（運転者）が、目的地の指定や、表示装置７に表示され
る道路地図の選択などの各種のコマンドを入力するための各種のメカニカルスイッチから
構成されている。また、この操作スイッチ群４の一部は、前記表示装置７の画面上に設け
られたタッチスイッチ（図示せず）からも構成されるようになっている。そして、操作ス
イッチ群４と同等の機能を有するリモートコントロール端末１６（以下、リモコンと称す
る）も設けられており、このリモコン１６からの操作信号が、前記リモコンセンサ８によ
り検出されるようになっている。
【００２７】
前記表示装置７の画面には、各種縮尺の道路地図が表示されると共に、その表示に重ね合
わせて、車両の現在位置及び進行方向を示すポインタが表示されるようになっている。ま
た、ユーザが目的地などを入力するための各種の入力用画面や、各種のメッセージやイン
フォメーションなども表示されるようになっている。さらには、目的地までの案内を行う
ルートガイダンス機能の実行時には、道路地図に重ね合わせて進むべき経路などが表示さ
れるようになっている。
【００２８】
そして、前記制御回路５は、地図データ入力器３からの道路地図データに基づいて表示装
置７に道路地図を表示させると共に、位置検出器２の検出出力に基づいて車両の現在位置
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及び進行方向を示すポインタを表示させるようになっている。このとき、車両の現在位置
を道路地図上に表示するップマッチングが行われるようになっている。また、ユーザのコ
マンド入力に基づいて、表示装置７に表示させる地図の種類（縮尺）の切替えなどを行う
ようになっている。
【００２９】
さらに、制御回路５は、ユーザによる目的地の入力に基づいて、自動ルート探索及びルー
トガイダンスの機能を実行するようになっている。詳しい説明は省略するが、自動ルート
探索の機能は、車両の現在位置からユーザにより入力された目的地までの推奨する走行経
路を自動的に算出するものであり、ルートガイダンスの機能は、上述のように、表示装置
７の画面にその走行経路を表示して目的地まで案内するものであり、このとき、対話制御
部９を通じて音声合成部１０の音声合成機能を制御することにより、例えば「２００ｍ先
の交差点を左です」といった音声をスピーカ１１から出力させる音声案内も併せて行うこ
とができるようになっている。
【００３０】
上記対話制御部９には、マイクロホン１７を介して入力された音声信号を認識するための
音声認識装置１８からの認識結果が与えられるようになっている。この音声認識装置１８
は、カーナビゲーション装置１に対するコマンド（周知の行き先検索指示、リルート指示
、表示地図の縮尺変更指示など）の入力や目的地（自宅、登録ポインドなど）の指示など
を、前記操作スイッチ群４あるいはリモコン１６の手動操作に代えて、ユーザ（運転者）
が前方を見たまま音声入力することによって同様に行い得るようにしたものであり、これ
により、安全性、利便性を向上させるための装置として設けられている。尚、図示しない
が、マイクロホン１７は、車両の例えばステアリングコラムカバーの上面部や運転席側の
サンバイザーなどの運転者の音声を拾いやすい位置に設けられるものである。
【００３１】
図１には、上記音声認識装置１８の概略構成が機能ブロックの組合わせにより示されてお
り、以下これについて説明する。
図１において、音声認識装置１８は、音響分析部１９と、特徴抽出部２０と、パターンマ
ッチング部２１とを備えた構成となっている。尚、これら音響分析部１９、特徴抽出部２
０、パターンマッチング部２１は、それぞれ本発明でいう音響分析手段、特徴抽出手段、
パターンマッチング手段に相当する。
【００３２】
音響分析部１９は、マイクロホン１７を介して入力されたアナログ音声信号を、例えば１
２ｋＨｚ程度のサンプリング周期でデジタル信号に変換し、その変換信号をオーバーラッ
プさせながら一定時間毎に順次所定長さのフレーム信号として切り出す。そして、フレー
ム毎のデジタル音声入力信号にフーリエ変換を行うことによって、入力音声信号の音声ス
ペクトルを求め、さらに、その音声スペクトルの振幅の２乗を計算して短時間音声パワー
スペクトルを得る。そして、このように得たパワースペクトルに対し逆フーリエ変換を施
して自己相関係数を求め、この自己相関係数を用いたＬＰＣ分析を行ってＬＰＣ係数を計
算するものであり、そのＬＰＣ係数は特徴抽出部２０へ順次送られる。
【００３３】
特徴抽出部２０は、音響分析部１９から送られてきたＬＰＣ係数に基づいて、フレーム毎
のスペクトル上の特徴パラメータとしてのＬＰＣケプストラム係数を計算するものであり
、このＬＰＣケプストラム係数はパターンマッチング部２１へ順次送られる。
【００３４】
パターンマッチング部２１は、辞書部に予め計算して記憶しておいた認識対象語彙の標準
パターン（特徴パラメータ系列：本発明でいう比較対象パターンに相当）と、特徴抽出部
２０から送られてきたＬＰＣケプストラム係数の時系列データとの間でパターンマッチン
グ（類似度計算）を行う。この場合、音声認識のアルゴリズムとして周知のＨＭＭ（隠れ
マルコフモデル）などによって、時系列データをいくつかの区間に分け、各区間が辞書デ
ータとして格納されているどの音声に類似しているかを、例えば尤度比に基づいて求める
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。
【００３５】
ここで、パターンマッチング部２１は、基本的には、認識対象語彙のうち、上記のような
計算により得られた類似度が最も高い単語（または類似度が上位の複数の単語）を認識結
果として決定し、その認識結果を対話制御部９へ出力する動作を行うものであるが、本実
施例では、認識対象語彙の標準パターン（比較対象パターン）として以下に述べるような
「認識対象候補集団」を用意した構成に大きな特徴を有するものである。
【００３６】
即ち、上記認識対象候補集団としては、ボイスコマンドとしてカーナビゲーション装置１
に与えられたときに、そのカーナビゲーション装置１の動作に機能低下などの悪影響を及
ぼす可能性や、カーナビゲーション装置１がユーザ（話者）の意図と異なる状態で動作す
る可能性がある特定の単語（つまり、非常に高い認識率が要求される単語）と類似した音
声群に対応した標準パターンの集団を含んだものが用意され、また、必要に応じて、上記
特定単語と類似した音声群に対応した標準パターンの集団に加えて、当該特定単語と反対
の意味を持つ第２の特定単語と類似した音声群に対応した標準パターンの集団も含んだも
のが用意される。尚、ここでいう「類似」とは「似ているが異なる」という意味である。
【００３７】
要するに、上記特定単語としては、カーナビゲーション装置１が当該特定単語に対応した
ボイスコマンドを受けたときに取り返しのつかない動作（例えば、ルート探索動作により
設定された目的地までのルートの破棄を含む動作）を実行する単語が選定される。また、
上記第２の特定単語と類似した音声群に対応した標準パターンの集団も含んだ認識対象候
補集団が必要となる具体的な例としては、以下のような事例が考えられる。
【００３８】
即ち、カーナビゲーション装置１において、目的地までの設定ルートの変更を伴うボイス
コマンド（例えば、「リルート」、「自宅」、「家に帰る」、「行き先変更」など）が入
力された場合には、ユーザに対して、設定ルートを変更する制御（つまり既設定ルートの
破棄）を本当に行っても良いか否かを確認するために、ユーザによる音声入力を求める音
声ガイダンスを発するものであり、この音声ガイダンスに対して、ユーザー側では「はい
」／「いいえ」、「ＹＥＳ」／「ＮＯ」などのような二者択一のボイスコマンドを返答す
ることになる。この場合の「はい」あるいは「ＹＥＳ」が上記特定単語に相当し、「いい
え」あるいは「ＮＯ」が上記第２の特定単語に相当するものであり、このような二者択一
態様のボイスコマンドが入力される場合には、第２の特定単語と類似した音声群に対応し
た標準パターンの集団も含んだ状態の認識対象候補集団が必要になる。
【００３９】
そして、この場合において、パターンマッチング部２１は、認識結果の候補中に認識対象
候補集団中の標準パターンに対応した音声が存在する場合に前記第２の特定単語を認識結
果として出力する構成となっている。
【００４０】
具体的には、例えば、特定単語が「ＹＥＳ」であった場合には、これと反対の意味を持つ
「ＮＯ」が第２の特定単語とされるものであり、前記認識対象候補集団には、「ＹＥＳ」
及び「ＮＯ」と類似した例えば、／ｊ／／＊／／ｓ／　、／ｊ／／ｅ／／＊／　、／ａｕ
／、／ｕｕ／、……（但し、＊　は任意の母音あるいは子音が当てはまるという意味）と
いう音声群に対応した標準パターンを含めた状態とされる。
【００４１】
従って、この例のように、「ＹＥＳ」という特定単語について上記のような「ＮＯ」と類
似した音声群に対応した標準パターンの集団を含めた認識対象候補集団が用意された場合
には、パターンマッチング部２１でのパターンマッチング時において、「ＹＥＳ」と反対
の意味の「ＮＯ」に多くの言い換えが用意された状態と等価となって、ユーザによる入力
音声信号が「ＹＥＳ」であると認識される特徴空間が図２（ａ）に示すように限定される
ことになる（○印が「ＹＥＳ」に対応した標準パターン、×印が「ＮＯ」に対応した標準
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パターン並びに認識対象候補集団中の各標準パターンに相当）。その結果、入力音声信号
が「ＹＥＳ」であるとの確信が低い場合に、これと反対の意味を持つ「ＮＯ」を認識結果
として出力する確率が高くなり、これによりカーナビゲーション装置１がユーザにとって
不用意な動作をする事態を効果的に防止可能となる。
【００４２】
因みに、従来構成では、ユーザによる入力音声信号が「ＹＥＳ」であると認識される特徴
空間が図２（ｂ）に示すように広くなるため、例えば、「ＹＥＳ」以外の音声を発生した
ときに「ＹＥＳ」と誤認識される率が高くなるものである。このような事象を確認するた
めに、本件発明者は、図１に示す基本構成を有する音声認識装置１８において、実際に「
ＹＥＳ」、「ＮＯ」と発生したときに「ＹＥＳ」、「ＮＯ」の認識結果がそれぞれ出力さ
れる率、並びに「ＹＥＳ」、「ＮＯ」以外の音声を発生したときに「ＹＥＳ」の認識結果
が出力される率を、認識対象語彙の標準パターンとして前述した認識対象候補集団を用意
しない場合（従来構成に相当）と用意した場合とについて実験により求めた。その実験結
果をまとめた図３に示すように、認識対象候補集団を用意していない『対策前』の認識率
と、当該認識対象候補集団を用意した『対策後』の認識率との間には大きな差が出ること
が判明した。尚、図３中には、実験サンプル数と該当出力数との関係も示した。要するに
、この図３からは、本実施例の構成によれば、「ＮＯ」の認識率が向上すること、「ＹＥ
Ｓ」及び「ＮＯ」と無関係の音声を「ＮＯ」と認識する確率が上がること、「ＹＥＳ」の
認識率には影響しないことが分かる。
【００４３】
尚、ここでは、前記認識対象候補集団中に、第２の特定単語（「ＮＯ」が一例）と類似し
た音声群に対応した標準パターンの集団も含めた構成について言及したが、これらの標準
パターンの集団は、認識対象候補集団中に必要に応じて含める構成とすれば良いものであ
る（少なくとも、特定単語と類似した音声群に対応した標準パターンの集団を認識対象候
補集団中に含める構成とすれば良い）。
【００４４】
以上要するに、上記した本実施例の構成によれば、カーナビゲーション装置１側において
設定ルートを変更する制御を本当に行っても良いか否かを確認するために、ユーザによる
音声入力を求める音声ガイダンスを発する場面において、ユーザによる入力音声信号が設
定ルートの変更を許容する特定単語（実施例では「ＹＥＳ」）であるとの確信が低い場合
に、当該特定単語と反対に意味を持つ第２の特定単語（実施例では「ＮＯ」）を出力する
確率が高くなり、これによりカーナビゲーション装置１が、ユーザの意図に反した不用意
な動作をする事態を効果的に防止可能になるものである。
【００４５】
（第２の実施の形態）
図５には本発明の第２実施例が示されており、以下これについて前記第１実施例と異なる
部分のみ説明する。
【００４６】
この第２実施例では、前記第１実施例におけるパターンマッチング部２１とは異なる処理
動作を行うパターンマッチング部２１′（パターンマッチング手段に相当）を設け、この
パターンマッチング部２１′でのパターンマッチング動作に供するための認識対象語彙の
標準パターンに対応した辞書データとして、第１実施例における認識対象候補集団を用意
することなく、一般的な辞書データを用意している。また、本実施例では、音響分析部１
９、特徴抽出部２０あるいはパターンマッチング部２１′の少なくとも何れかにおいて得
られる所定の信頼度評価用特徴量に基づき、パターンマッチング部２１′による絶対的な
信頼度を推定する信頼度推定手段を設ける構成としている。
【００４７】
具体的には、例えば図５に示すように、音声認識装置１８中に信頼度推定手段として正解
確率推定部２２が設けられる。この正解確率推定部２２は、パターンマッチング部２１′
にて得られた認識結果の信頼度を適切に評価可能な指標として、その認識結果の正解確率
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を推定し、当該パターンマッチング部２１′にフィードバックする構成となっている。上
記正解確率推定部２２は、例えば、パターンマッチング部２１′から「信頼度評価用特徴
量」として得られる単語と音節連接モデルの尤度比や単語内の音節の継続時間の分散に基
づいて認識結果の正解確率の推定を行うもので、詳しくは、本発明の出願人と同一人の出
願に関わる特願平１１－３５９０７６号（発明の名称：音声認識装置及び記録媒体）に記
載された技術を使用する。
【００４８】
尚、ここでは、信頼度評価用特徴量をパターンマッチング部２１から得る構成としたが、
図５に破線で示すように、音響分析部１９や特徴抽出部２０から得るようにしても良い。
その場合、音響分析部１９から得る「信頼度評価用特徴量」としては、音響分析自体の成
功度合いを示す特徴量が考えられ、例えばノイズ度合いやＬＰＣ残差が挙げられる。また
、特徴抽出部２０にて得られる「信頼度評価用特徴量」としてはケプストラム係数が考え
られる。
【００４９】
パターンマッチング部２１′は、パターンマッチング時において、認識結果の候補中に前
記第１実施例で述べたような特定単語（非常に高い認識率が要求される単語）が含まれる
場合に、その特定単語の認識結果の信頼度を示す正確確率を正確確率推定部２２から取り
込むと共に、その正確確率が所定レベル（このレベルは実験的に求めることができる）以
下であった場合に、当該特定単語の認識信頼性が低いと判断し、その特定単語を避けた他
の単語を認識結果として出力する構成となっている。
【００５０】
要するに、パターンマッチング部２１′は、辞書部に予め計算して記憶しておいた認識対
象語彙の標準パターンと、特徴抽出部２０から送られてきたＬＰＣケプストラム係数の時
系列データとの間でのパターンマッチング時において、認識結果の候補となった単語の認
識信頼性が絶対的に低く、且つその候補単語が特定の単語（カーナビゲーション装置１の
動作に機能低下などの悪影響を及ぼしたり、カーナビゲーション装置１が設定内容の不用
意に変更などユーザの意図と異なる状態で動作する可能性がある単語）であった場合に、
その特定単語を避けた単語を出力する動作を行うものである。
【００５１】
この結果、本実施例によれば、入力音声が、カーナビゲーション装置１の動作不都合状態
（機能低下や設定内容の変更）を招く可能性がある特定の単語として誤認識される可能性
が低くなるから、カーナビゲーション装置１が不用意な動作をする事態を未然に防止でき
るようになる。また、この場合には、パターンマッチング部２１′での認識結果の絶対的
な信頼度を、その認識結果が正解である確率に基づいて推定する構成となっているから、
その認識結果の信頼度を直観的且つ定量的に把握できるようになり、当該認識結果を利用
するアプリケーションを実際に構築する際に便利になる。
【００５２】
尚、本実施例において、認識結果の絶対的な信頼度を推定する正確確率推定部２２は以下
のような事情に対処して設けられるものである。即ち、パターンマッチングにより得られ
る尤度（確からしさ）は、標準パターン（比較対象パターン）との一致度合いを示すもの
であって、あくまでも相対的なものである。つまり、パターンマッチング時において尤度
が一番大きなものを認識結果として選択したとしても、それは相対的に一致度合いが高い
だけであり、実際の入力音声信号に対して、その認識結果がどの程度正しいかという判断
に関しては適切な評価ができない。このような事情に対処するために、本実施例では、パ
ターンマッチング手段２１′での認識結果を絶対的な観点で評価可能な「信頼度」という
指標を、音響分析部１９、特徴抽出部２０あるいはパターンマッチング部２１′の少なく
とも何れかにおいて得られる所定の「信頼度評価用特徴量」に基づいて推定するようにし
たものである。
【００５３】
（その他の実施の形態）
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尚、本発明は上記した各実施例に限定されるものではなく、次のような変形または拡張が
可能である。
第１実施例におけるパターンマッチング部２１の機能をコンピュータシステムにて実現す
るために必要な処理プログラム並びに認識対象語彙の標準パターンや認識対象候補集団な
どのデータを記録した記録媒体を、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、不揮発性メモリ（Ｅ
ＥＰＲＯＭなど）、フロッピーディスク、光磁気ディスク、ハードディスクなど、多様な
記録媒体を利用して提供することができる。さらに、第２実施例におけるパターンマッチ
ング部２１′及び正解確率推定部２２の機能をコンピュータシステムにて実現するために
必要な処理プログラム並びに認識対象語彙の標準パターンやその他の必要なデータを記録
した記録媒体も同様に提供することもできる。第２実施例では、パターンマッチング部２
１′による認識結果の絶対的な信頼度を推定する信頼度推定手段として正解確率推定部２
２を用いる構成としたが、これ以外の手段を採用することも可能である。さらに、動作制
御対象の外部機器として、個人が携帯するモバイル型ナビゲーション装置、あるいはその
他の一般的な機器を選定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例を示す音声認識装置の概略的な機能ブロック図
【図２】音声信号を認識をする特徴空間の例を模式的に示す図
【図３】実験結果を示す図
【図４】全体の電気的構成を概略的に示す機能ブロック図
【図５】本発明の第２実施例を示す図１相当図
【符号の説明】
１はカーナビゲーション装置、９は対話制御部、１７はマイクロホン、１８は音声認識装
置、１９は音響分析部（音響分析手段）、２０は特徴抽出部（特徴抽出手段）、２１、２
１′はパターンマッチング部（パターンマッチング手段）、２２は正解確率推定 示す
。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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