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明 細 苫

発音変動規則抽出装置、発音変動規則抽出方法、および発音変動規則

抽出用プログラム

技術分野

０００1 本発明は、発音変動規則抽出装置、発音変動規則抽出方法、ぉょび発音変動規

則抽出用プログラムに関し、特に、対応する菩き起こしテキストが付随した音声デー

タ等から、自由な話し言葉にょく現れる発音変動の規則を抽出することができる発音

変動規則抽出装置、発音変動規則抽出方法、ぉょび発音変動規則抽出用プログラ

ムに関する。

背景技術

０００2 堤、加藤、小坂、好田著 「発音変形依存モデルを用いた講演音声認識」電子情報

通信学会論文誌、第J8g 巻、2号、3０5～3 3頁、2００6年』、『秋 田、河原著 「話

し言葉音声認識のための汎用的な統計的発音変動モデル」電子情報通信学会論文

誌、第J88 巻、9号、 78０～789 頁、2００5年』に、発音変動規則抽出装置の

一例が記載されている。図 に示すょぅに、この発音変動規則抽出装置2００は、標準

形発音記憶手段 2０ と、変形発音記憶手段 2０2と、差分抽出手段 2０3と、発音変動

計数手段 2０4とから構成されている。

０００3 このょぅな構成を有する発音変動規則抽出装置2００は次のょぅに動作する。すなわ

ち、差分抽出部2０3は、標準形発音記憶部2０ぉょび変形発音記憶部2０2からそ

れぞれ菩き起こしテキストを抽出し、差分、すなわち相違箇所を抽出する。

０００4 ここで標準形発音記憶部2０ぉょび変形発音記憶部2０2には、長時間の音声デ

ータの発音内容を菩き起こした結果である菩き起こしテキストが記憶されている。ょり

具体的には、標準形発音記憶部2０ には、例えば以下のょぅな菩き起こしテキストが

格納されている。

その ょぅな しゅじゅっ を ほぼ まいにち ぉこない まし た

０００5 また、変形発音記憶部2０2には、標準形発音記憶部2０ に記憶された菩き起こし

テキストと対応する形で、例えば以下のょぅな菩き起こしテキストが格納されている。



その よぅな しじつ を ほぼ まいんち おこない まし た

０００6 標準形発音記憶部2０ には、元となった音声データの標準的な発音、つまり正しく

発音された場合に観測されるべき本来の発音が菩き起こしテキストとして記憶されて

いる。一方、変形発音記憶部2０2には、音声データを実際に人が聞いて、聞こえるま

まの発音を忠実に菩き起こした菩き起こしテキストが記憶されている。上の例では、標

準形発音 「しゆじゆつ(手術)」、「まいにち(毎 日)」に対して、それぞれ「しじつ」、「ま

いんち」とレぢ変形発音が記憶されている。

０００7 差分抽出部2０3は、標準形の菩き起こしテキストと変形の菩き起こしテキストとを比

較し、相違する箇所の文字列対を抽出する。上の例では、「しゆじゆつ」と「しじつ」、「

まいにち」と「まいんち」が抽出される。以下、これらの対を発音変動事例と呼ぶ。また

、標準形発音と変形発音が等 、、すなわち変形がない場合の発音変動事例を特

に、恒等発音変動と呼ぶことにする。

０００8 発音変動計数部2０4は、差分抽出部2０3から発音変動事例を受け取り、同じ標準

形、同じ変形ごとに分類し、恒等発音変動も含めて観測回数を計数する。さらに、計

数結果を正規化して確率値に変換する。例えば、上の例で標準形発音 「まいにち」

に対する変形発音として「まいにち(恒等変形)」、「まいんち」、「まいち」、「まんいち」

があり、それぞれ966回、 2回、 3回、2回観測されたとする。標準形発音 「まいに

ち」の観測回数は966 2 3 二 ０93であるから、確率値に変換すると、

まいにちづまいにち 0・884 (966 ０93)

まいにちづまいんち 0・ ０2( 2 ０93)

まいにちづまいち 0・０ 2( 3 ０93)

まいにちづまんいち 0・００2(2 ０93)

となる。この結果は、標準形発音 「まいにち」に対する変形発音の出現傾向に関する

確率的な規則と解釈できる。発音変動計数部2０4は、上記結果を発音変動規則とし

て出力する。

０００9 なお、上の例では、標準形発音や変形発音を単語単位で扱っているが、他の単位

、例えば所定の長さの音素 (母音、子音等、音声を構成する最小単位)の系列として

扱ぅことも可能である。また、上記確率値を計算する際に、適当な平滑化操作、例え



ば観測回数が所定値に満たない特殊な発音変動規則を無視する等を行ってもよい

００1０ 『緒方、有木著 「発音変形と音響的誤り傾向を考慮した話し言葉音声認識の検討」

日本音響学会2００3年春季研究発表会講演論文集、9～０頁、2００3年3月』、『緒

方、後藤、浅野著 「話し言葉音声認識のための動的発音モデリング法の検討」日本

音響学会2００4年春季研究発表会講演論文集、2０3～2０4頁、2００4年3月』に、発

音変動規則抽出装置の別の一例が記載されている。図2に示すよぅに、この発音変

動規則抽出装置3００は、音声データ記憶部3０ と、標準形発音記憶部3０2と、音節

辞菩記憶部3０3と、音響モデル記憶部3０4と、音声認識部3０5と、差分抽出部3０6

と、発音変動計数部3０7とから構成されている。

００11 このよぅな構成を有する発音変動規則抽出装置3００は次のよぅに動作する。すなわ

ち、音声認識部3０5は、音節辞菩記憶部3０3に記憶された辞菩、および音響モデル

記憶部3０4に記憶された音響モデルを用いて、音声データ記憶部3０ に記憶され

た音声データに対して、公知の連続音節認識処理を了 、刊 、認識結果の音節系列を

出力する。

００12 ここで、音節辞菩記憶部3０3に記憶された辞菩は、日本語の場合、あ、い、ぅ、え、

お か 去 ぐ け ア ・‥のよぅにあらゆる音節を記録したリストであり、各音節につい

て、その音響的特徴が参照できるよぅ、音響モデルへのボインタが付与されている。

他の言語の場合でも、その言語に即して適当な単位を定義し、辞菩を構成すること

が可能である。また、音響モデル記憶部3０4に記憶された音響モデルは、所定の認

識単位、すなわち音節、音素などに関する音響的特徴が、公知の隠れマルコフモデ

ル等の手法に某づいて記述されたモデルである。

００13 差分抽出部3０6は、音声認識部3０5から認識結果を、標準形発音記憶部3０2から

菩き起こしテキストをそれぞれ受け取り、両者の差分、すなわち相違箇所を抽出する

。ここで、標準形発音記憶部3０2に記憶された菩き起こしテキストは、図 の標準形発

音記憶部2０ に記憶された菩き起こしテキストと同様であるが、音声データ記憶部3０

に記憶された音声データと対応付いている、すなわち、音声データ記憶部3０ の

音声データの内容が正しく発音された場合に観測されるべき本来の発音が菩き起こ



しテキストとして記憶されている。発音変動計数部3０7は、図 の発音変動計数部2０

4と同様の動作により、差分抽出部3０6から発音変動事例を受取り、発音変動規則を

出力する。

００14 大西著 「認識誤りの話者性を考慮した発声変形抽出と認識辞菩拡張」日本音響

学会2００7年春季研究発表会講演論文集、6 5～6 6頁、2００7年3月』に、発音変動

規則抽出装置のさらに別の一例が記載されている。図3に示すよぅに、この発音変動

規則抽出装置4００は、音声データ記憶部4０ と、標準形発音記憶部4０2と、単語言

語モデル・辞菩記憶部4０3と、音響モデル記憶部4０4と、音声認識部4０5と、差分

抽出部4０6と、発音変動計数部4０7とから構成されている。

００15 このよぅな構成を有する発音変動規則抽出装置4００は次のよぅに動作する。すなわ

ち、音声認識部4０5は、単語言語モデル・辞菩記憶部4０3に記憶された言語モデル
と辞菩、および音響モデル記憶部4０4に記憶された音響モデルを用いて、音声デー

タ記憶部4０ に記憶された音声データに対して公知の連続単語認識処理を行い、

認識結果の単語系列を出力する。

００16 ここで、単語言語モデル・辞菩記憶部4０3に記憶された辞菩および言語モデルは

、一般的な大語彙連続音声認識システムが備える辞菩および言語モデルと同様のも

のでよい。辞菩は数万語の単語を含み、各単語にっいて、その発音と、音響的特徴

を参照するに足る音響モデルへのボインタが付与されている。言語モデルは、公知

の a モデルに某づき、 個の単語並びを仮定した場合に、次にどのよぅな

単語が現れるかを確率の形で規定したモデルとなる。

００17 また、音響モデル記憶部4０4に記憶された音響モデルは、図2の音響モデル記憶

部3０4に記憶された音響モデルと同様、所定の認識単位、すなわち音節、音素など

に関する音響的特徴が、公知の隠れマルコフモデル等の手法に某づいて記述され

００18 差分抽出部4０6は、図2の差分抽出部3０6と同様の動作により、音声認識部4０5

から認識結果を、標準形発音記憶部4０2から菩き起こしテキストをそれぞれ受け取り

、両者の差分、すなわち相違箇所を抽出する。ここで、標準形発音記憶部4０2に記

憶された菩き起こしテキストは、図2の標準形発音記憶部3０2と同様であり、音声デ



一タ記憶部4０ に記憶された音声データと対応付いていることが必要である。発音

変動計数部4０7は、図 の発音変動計数部2０4や、図2の発音変動計数部3０7と同

様の動作により、差分抽出部4０6から発音変動事例を受取り、発音変動規則を出力

する。

００19 これらの5つの文献に記載された発音変動規則抽出装置 ００ 2００ 3００における

第 の問題点は、発音変動規則やその元となる発音変動事例を得るために多大な労

力を要するといぅことである。その理由は、標準形発音とそれに対応する変形発音を

大呈に用意する必要があるためである。妥当性の高い発音変動規則を獲得するため

に、図 の発音変動規則抽出装置 ００では、大呈の音声データの菩き起こしにより、

標準形発音記憶部2０ に記憶される標準形発音、および変形発音記憶部2０2に記

憶される変形発音をあらかじめ作成しておく必要がある。しかしながら、標準形発音と

変形発音、特に後者の作成は、音声の間き取りに習熟した作業者が注意深く音声を

聞き、暖昧で判断がつきにくい変形発音を文字列として菩き起こす作業となるため、

とりわけ時間と労力がかかる。

００2０ 第2の問題点は、汎化性の高い発音変動規則を得ることが難 、い といぅことである。

その理由は、自由な話し言葉の音声データから正確な発音変動事例を得ることが難

しいためである。例えば、図 の発音変動規則抽出装置 ００では、人手により変形発

音を菩き起こすが、大呈の菩き起こしを得るためには、多数の作業者が分担して作業

を行ぅのが普通である。しかしながら、話し言葉の発音は本質的に暖昧であるため、

菩き起こしには作業者の主観が多分に入り、作業結果にばらつきが生じる。また、図

2の発音変動規則抽出装置2００では、音声認識部により統一的な某準で変形発音

を自動的に取得することが可能である。しかしながら、現在の音声認識の技術水準で

は、言語的な事前知識のない状況で音節の並びを求める連続音節認識処理を正確

に行ぅことは極めて難 、い 。例えば、「ひろしま」とレぢ発声を連続音節認識すると、「

けるせま」、「かるりか」といぅよぅな、実際の発音の変動とは程遠い結果がしばしば得

られる。すなわち、連続音節認識を適用しても、ランダムで有用性の乏しい文字列が

得られるのみである。

００2 1 図3の発音変動規則抽出装置3００でも、単語辞菩と言語モデルといぅ事前知識が



利用可能とはいえ、図2の発音変動規則抽出装置2００と同様、音声認識の不正確さ

の問題がなお残る。さらに図3の発音変動規則抽出装置3００では、単語辞菩と言語

モデルが音声認識処理における言語的な制約として働くことから、得られる発音変動

事例は単語辞菩と言語モデルの影響を受ける。よって、実際に起こっている発音変

動現象とは一般に典なる発音変動事例が得られる。例えば、「せんたくき (洗濯機 ) 」

が 「せんたっき」に変わったり、「しょくぱん (食はん) 」が 「しょっぱん」に変わったりする

よぅな現象は一般的にみられるが、図3の発音変動規則抽出装置3００では、単語辞

菩に含まれる単語の組合せとしてしか音声認識結果が得られないため、「せんたっき

」といぅ発音と一致する認識結果が得られる保証はどこにもない。

発明の開示

００22 本発明の目的は、少ない労力で、発音変動事例を頑促に検出し、汎化性の高い発

音変動規則を獲得することにある。

００23 本発明の一つ目のアスペクトによる発音変動規則抽出装置は、音声データ記憶部

と、標準形発音記憶部と、ザブワード言語モデル生成部と、音声認識部と、差分抽出

部とを備える。音声データ記憶部は、音声データを記憶する。標準形発音記憶部は

、音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶する。ザブワード言語モ

デル生成部は、標準形発音データからザブワード言語モデルを生成する。音声認識

部は、ザブワード言語モデルを用いて音声データを認識する。差分抽出部は、音声

認識部が出力する認識結果と、標準形発音データとを比較して、これらの差分を抽

出する。

００24 本発明の二つ目のアスペクトによる発音変動規則抽出方法は、記憶することと、生

成することと、認識することと、抽出することとを具備する。記憶することは、音声デー

タの標準形発音を表す標準形発音データを記憶する。生成することは、標準形発音

データからザブワード言語モデルを生成する。認識することは、ザブワード言語モデ

ルを用いて音声データを認識する。抽出することは、認識することによる認識結果と、

標準形発音データとを比較して、これらの差分を抽出する。

００25 本発明の三つ目のアスペクトによる発音変動規則抽出用プログラムは、コンピュー

タを、音声データ記憶部と、標準形発音記憶部と、ザブワード言語モデル生成部と、



音声認識部と、差分抽出部ととして機能させる。音声データ記憶部は、音声データを

記憶する。標準形発音記憶部は、音声データの標準形発音を表す標準形発音デー

タを記憶する。ザブワード言語モデル生成部は、標準形発音データからザブワード

言語モデルを生成する。音声認識部は、ザブワード言語モデルを用いて音声データ

を認識する。差分抽出部は、音声認識部が出力する認識結果と、標準形発音データ

とを比較して、これらの差分を抽出する。このプログラムは、コンピュータ読み取り可能

な記録媒体に格納でき、その記録媒体からコンピュータに読み込ませることができる

００26 本発明による効果は、正確で汎化性の商い発音変動規則を獲得できることにある。

その理由は、制約のないザブワードを単位とした音声認識を基本として、音声データ

に対応する標準形発音といぅ言語制約を任意の強さでかけながら音声認識を行ぅこと

により、個々の音声データの違いに依存せず、多くの音声データに共通して現れる

発音変動を抽出できるからである。また、人手作業で発生する、主観判断によるばら

つきもないからである。

図面の簡単な説明

００27 図 従来技術の一例を示すブロック図である。

図2 従来技術の一例を示すブロック図である。

図3 従来技術の一例を示すブロック図である。

図4 本発明による第 の発明を実施するための最良の形態の構成を示すブロック図

である。

図9 本発明による第2の発明を実施するための最良の形態の構成を説明するプロッ

ク図である。

発明を実施するための最良の形態

００28 本発明を実施するための最良の形態の一つについて図面を参照して詳細に説明



する。図4を参昭すると、本発明の第 の実施の形態における発音変動規則抽出装

置 ００は、音声テータ記憤部 ０ と、標準形発音記惜部 ０2と、ザフワート言語モ

テル・辞菩生成部 ０3と、音響モテル記惜部 ０4と、音声甜職部 ０5と、差分抽出

部 ０6と、発音変動確卒推定部 ０7と、言語モテル重み制御都 ０8とを含む。

００29 音声テータ記惜部 ０ は、発音変動事例か含まれると思われる多数の音声テータ

を記惜する。標準形発音記惜部 ０2は、音声テータ記惜部 ０ に記惜された音声

テータの苦き起こしテキストを記憤する。ここに苦き起こしテキストは、音声テータの発

音内容か、標準形て菩き起こされたテキストテータてあり、ひらかな、カタカナ、あるい

は任首の発音記号の列て表される。ひらかなて表した菩き起こしテキストの例を以下

に示す。

みなさん こんにちわ

発音を表す菩き起こしてあることから、「こんにちは」は「こんにちわ」と記述される。

００3０ 音響モテル記惜部 ０4は、後述する音声甜職部 ０5か音声甜職処理を行う際に

必要となる音響モテルを記惜する。音響モテルは、隠れマルコフモテルに某ついて

個々の音素 ( 日本語の場合は母音a，， ，e，o，子音 ，s ，， ， )をモテル化した

もの等を用いることかてきる。

００3 1 ザフワート言語モテル・辞菩生成部 ０3は、標準形発音記惜部 ０2に記惜された

菩き起こしテキストを用いて、後述する音声甜職部 ０5か音声甜職処理を行う際に必、

要となるザフワート言語モテル・辞菩を生成する。ここに辞菩は、例えはザフワートを

音節とした場合、「あ，い，う，え，お，か，き，く，け，こ， 」の各音節を 卓語として構

成された辞菩てある。各単語、すなわち各音節についてその音響的特徴かわかるよ

うに、例えは「あづa」、「かづ a 」、「さづs a 」、 のように、卓語から音響モテルへのボ

インタか付与されている。なお、音声テータに一般に含まれ得るすへての音節を辞

菩か網羅しているなら、辞菩は言語モテルと併せて生成する必要はない。この場合

は、図示しない記惜部にそのような辞菩を記惜しておいてもよい。

００32 また、ザフワート言語モテルは、ザフワートを卓語として、音声甜識て広く用いられ

る a モテルの考え方に某つき、各単語について、履歴 に続いて単語 か出

現する確卒P ( )を規定したモテルてある。具体的には、例えは 二3のモテル (



n a モテル) の場合、音節 一2，s かこの順に出現したとき、吹に音節 か

出現する確卒P (s S S 一 ) か種々の 一2， S について規定されてい

る。さらに、ここて生成されるザフワート吉招モテルは、枠準形発音記盾部 ０2に記

盾された枠準形の菩き起こしテキストを学習テータとして生成される。

００33 例えは、上述の例の みなさん こんにちわ という 発話を学習テータに用いて生

成されるザフワート吉招モテルは、図5のように表される。なお、図5に示されていな

い履歴 を含む確卒については等確卒を与えるとすることかてきる。また、図5に示さ

れた履歴 を含むか図5に示されていない確卒については0とすることかてきる。図5

の 欄において、め は空文字列てあり、ここては特に文頭を首味する。また、耳 は

卓招間のポ一ス (無音)を首味し、卓招間にポ一スか入る場合と入らない場合とて確

卒を二分している。上述のように、 発話のような短い頃位の菩き起こしテキストから学

習されたザフワート吉招モテルは、学習した菩き起こしテキストを極めて高い確卒 (

多くは確卒 )て受理し、それ以外のほとんとすへてのテキストを拒否するザフワート

吉招モテルとなる。

００34 なお、ここては 発話を単位としてザフワート吉招モテルを生成しているか、第 の

実施の形態はこの卓位の取り方を制限するものてはなく、数個の発話を 卓位とする

、あるレソま 個ないし数個の卓招を卓位とすることも可能てある。また、ザフワート吉

招モテル・辞菩を構成する卓招の卓位を、ここては音節としているか、一般にザフワ

ートと呼はれる卓位、すなわち、音節、半音節、モ一ラ、音素等を卓位としてザフワー

ト吉招モテル・辞菩を生成することか可能てある。

００35 吉招モテル重み制御都 ０8は、ザフワート吉招モテルの重み値を少なくとも 回決

定し、音声甜職部 ０5に迭る。 回たけ決定する場合は、例えはあらかしめ実験的に

定めた定数を使えはよい。また、複数回決定する場合は、同様にあらかしめ実験的

に定めた複数個の定数を順に選択したり、あらかしめ定めた初期値から、あらかしめ

定めた値を順吹加算あるいは減算すれはよい。ここにザフワート吉招モテルの重み

値とは、一般に正の値をとり、後述する音声甜職部 ０5か音響モテルやザフワート

吉招モテル・辞苦を参昭して音声沼職処理を行う際に、ザフワート吉招モテルから

計算されるスコアをとの程度重視するかを規定するパラメータてある。



００3 6 音声認識部 ０5 は、音響モデル記憶部 ０4 から音響モデルを、ザブワード言語モ

デル・辞菩生成部 ０3 から言語モデル・辞菩をそれぞれ受け取り、また、言語モデル

重み制御部 ０8 からザブワード言語モデルの重み値を少なくとも 回受け取る。そし

て、ザブワード言語モデルの重み値ごとに、音声データ記憶部 ０ に記憶された音

声データに対して音声認識処理を了 、刊 、認識結果の音節列を求める。なお、音声認、

識処理は次の数式 により表すことができ、認識対象の音声データ に対して、認識

結果W が得られる。

WW \
a町 ( O 肛，8日A w ) 十 X几， W， M

二 ggm皿aa X Oo gg 1O０g9 P( 6勺
"

)]

・ 山

ここに、右辺 a a 関数内の第 項、第 2 項は、それぞれ音響スコア、言語スコア

と呼ばれる。０ は音響モデルであり、音響モデル記憶部 ０4 に記憶されている。

はザブワード言語モデル・辞菩であり、ザブワード言語モデル・辞菩生成部 ０

3 により生成される。几 はザブワード言語モデルの重み値であり、言語モデル重

み制御部 ０8 により決定される。 は、認識結果W になる候補であり、いずれかの

が、W として算出される。a a は、変数 を動かしたときに、最大値を与える

を求める関数である。

００3 8 ザブワード言語モデルの重み値 几 が十分大きい場合、認識結果は、ザブワー

ド言語モデルの学習データとなった菩き起こしテキストと極めて高い確率で一致する

。逆に、ザブワード言語モデルの重み値 几 が 、さい場合は、認識結果は先述の

図2 に示したよぅな、連続音節認識の結果に近づく。なお、ザブワード言語モデルの

重み値を設定する代わりに、音響モデルの重み値を設定してもよい。すなわち、言語

スコアの項に係数 几 をかける代わりに、音響スコアの項に同様の係数をかけても

同じことである。ザブワード言語モデルの重み値を大きくすることは、音響モデルの重

み値を 、さくすることと同値である。

００3 9 差分抽出部 ０6 は、音声認識部 ０5 から少なくとも つの認識結果を、また標準形

発音記憶部 ０2 から標準形の菩き起こしテキストをそれぞれ受け取り、両者の差分、

すなわち相違箇所を抽出する。図6 は、差分抽出部 ０6 が音声認識部 ０5 から受け



取る認識結果の一例である。この例では、複数のザブワード言語モデルの重み値 (

0・０～０・5) について、それぞれ得られた認識結果が示されている。差分抽出部 ０

6は、図6の認識結果を、標準形の菩き起こしテキストと比較して、図7に示すよぅに相

違箇所をザブワード言語モデルの重み値とともに抽出する。図7の各行を、ここでは

発音変動事例と呼ぶ。

００4０ なお、ここでは単語単位で差分すなわち発音変動事例を抽出しているが、第 の実

施の形態は単位の取り方を単語に限定するものではなく、他の任意の単位でも実施

可能である。例えば、前出の2つ目の文献では、所定の長さの音素系列を単位として

差分抽出を行っているが、第 の実施の形態においても、このよぅな形式による差分

抽出を容易に適用することが可能である。

００4 1 発音変動確率推定部 ０7は、差分抽出部 ０6から発音変動事例を受け取り、標準

形発音、変形発音ごとに分類し、発音変動規則を得る。図7に示したよぅに、発音変

動事例を標準形発音、変形発音、ザブワード言語モデルの重み値の組として、音声

データ記憶部 ０ に記憶された音声データから、数式2のよぅな 個の発音変動事

例が得られたとする。

００42
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ザブヮ一ド言語モデルの重み値が大きく、言語的制約が強い場合でも観測される

変形発音は、一般的に発現しやすいであろぅことを考慮すると、標準形発音 を所与

とした発音変動規則が数式3のよぅに確率論的に定義される。
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ただし、㎡，はクロネッカのデルタ ( 二 なら 、そぅでなければ０)である。なお、数

式3の変形例として、ザブヮ一ド言語モデルの重み値 を考慮せず、 を に置き

換えて計算してもよい。また、数式3の を、 を変数とする関数、例えば の多項

式関数などに置き換えてもよい。さらに、数式3の確率値を計算する際に、適当な平

滑化操作を行ってもよい。適当な平滑化操作とは、例えば、ザブヮ一ド言語モデルの



重み値が 、さい発音変動事例を無視する、観測回数が所定値に満たない発音変動

事例を無視する等の操作に相当する。

００4 4 次に、図4 のブロック図および図8 のフローチャートを参照して、第 の実施の形態

における動作について詳細に説明する。まず、音声認識部 ０5 は、音響モデル記憶

部 ０4から音響モデルを読み込む (図8 のステップ ) 。次に、ザブワード言語モデ

ル・辞菩生成部 ０3 は、標準形発音記憶部 ０2 に記憶された 発話分の菩き起こし

テキストを選択し(ステッ Z)、読み込み (ステッ 3)、これを学習データとしてザ

ブワード言語モデルを生成し、および、必要に応じて辞菩を生成する (ステップ 4 )

音声認識部 ０5 は、ザブワード言語モデル・辞菩生成部 ０3 が生成したザブワード

言語モデル・辞菩を読み込む (ステップ 5 )。次に、音声認識部 ０5 は、ステッ 2
で選択された菩き起こしテキストに対応する音声データを、音声データ記憶部 ０か
ら読み込む (ステップ 6 )

００4 5 言語モデル重み制御部 ０8 は、ザブワード言語モデルの重み値として所定の値、

例えば十分大きな値をセットし、音声認識部 ０5 に送る (ステップ 7)。音声認識部

０5 は、言語モデル重み制御部 ０8 がセットしたザブワード言語モデルの重み値に某

づいて、音声認識処理を了 、刊 、音声認識結果すなわち音節列と、ザブワード言語モ

デルの重み値を記憶する (ステップ 8 )。言語モデル重み制御部 ０8 は、ザブワード

言語モデルの重み値を一定最だけ増加又は減少させるなどして、ザブワード言語モ

デルの重み値を更新する (ステップ 9 )。ザブワード言語モデルの重み値の更新が

所定回数1を超えていれば次のステップに進み、そぅでなければ、前述のステッ 8

gを繰り返す (ステップ ０) 。差分抽出部 ０6 は、音声認識部 ０5 が行った音声

認識処理の結果を、図 こすでに示したよぅな形式で受け取り、またステッ 3でザ

ブワード言語モデル・辞菩生成部 ０3 が選択した標準形菩き起こしテキストを受け取

る。そして、図7や数式2 ですでに示したよぅな形式で、両者の相違箇所すなわち発

音変動事例を抽出する (ステップ ) 。以上示したステッ 2から までの処理

を、未処理の発話がなくなるまで繰り返す (ステップ 2 ) 。最後に、発音変動確率推

定部 ０7 は、差分抽出部 ０6 が求めたすべての発音変動事例を、数式3 に従ってま

とめ上げ、発音変動規則として出力する (ステップ 3 )



００4 6 なお、第 の実施の形態における音声認識部 ０5 とわずかに典なる別の音声認識

部を適用することが可能である。この別の音声認識部は、図示しない記憶部に無情

報なザブワード言語モデルを記憶している。ここで無情報とは、任意の履歴において

各単語が等確率で出現し得ることを意味する。無情報なザブワード言語モデルとは、

ザブワードを音節とした場合、任意の音節の並びであるs S S について (

s S S ) 二 c o s と表されるモデルのことである。無情報なザブワード言語

モデルを用いた場合、音声認識処理は数式 に代わり、数式4 となる。

００4 7

W 町名m 我 o9 ヂ(
，・ガ州

) A o9伯一几，，P 伽 旧
川

几 ヂ付
川

旧
川。川

(4 )

ここに は、無情報なザブワード言語モデルを表す。また、 はあらかじめ定

める定数である (なくてもよい) 。数式4 を用いた場合でも、言語モデル重み制御部 ０

8 がザブワード言語モデルの重み値 几 を大 、させることによって、第 の実施の

形態における音声認識部 ０5 の場合と同様の結果が別の音声認識部から得られる。

ただしこの場合、ザブワード言語モデルの重み値には０三 几 三 なる制約が生ず

る。よって、言語モデル重み制御部 ０8 は、この制約の中でザブワード言語モデルの

重み値を決定するよぅ動作する。

００4 8 また、音声認識部 ０5 、差分抽出部 ０6 、および言語モデル重み制御部 ０8 の動

作についても、第 の実施の形態とわずかに典なる変形例を適用することが可能であ

る。すなわち、第 の実施の形態では、図8 のステップ 8 g および ０を所定の

回数だけ反復するとしているが、以下に述べるよぅに、変形例における差分抽出部の

抽出結果に応じて適応的に反復回数を決定することも可能である。

００4 9 例えば、ステッ 7 にて、十分大きな値をザブワード言語モデルの重み値の初期

値とし、ステップ g で順次ザブワード言語モデルの重み値が減少するよぅに動作さ

せる場合は、差分抽出部にて標準形発音と認識結果の差分が所定のしきい値よりも

大きくなった時点で反復を止めればよい。ここで、標準形発音と認識結果の差分を定

最的に測るには、例えば文字列間の相違度合いの一般的尺度として知られている編

集距離などが利用できよぅ。



００5０ あるいは逆に、ステッ 7にて、十分 体な値をザブワード言語モデルの重み値の

初期値とし、ステッ で順次ザブワード言語モデルの重み値が増加するよぅに動

作させる場合は、差分抽出部にて標準形発音と認識結果の差分が所定のしきレ 直よ

りも 、さくなった時点、または標準形発音と認識結果が完全に一致した時点で反復を

止めればよい。

００5 1 次に、第 の実施の形態の効果について説明する。第 の実施の形態では、標準

形発音のみ受理可飴なザブワード言語モデルを生成するザブワード言語モデル・辞

菩生成部 ０3と、ザブワード言語モデルの重み、すなわちザブワード言語モデルの

重み値を決定する言語モデル重み制御部 ０8と、ザブワード言語モデルおよびその

重み値を用いて標準形発音に対応する音声データを認識する音声認識部 ０5と、

音声認識部 ０5が出力する認識結果を標準形発音と比較して相違箇所を発音変動

事例として抽出する差分抽出部 ０6と、発音変動事例をまとめ上げて発音変動規則

を出力する発音変動確率推定部 ０7とを備える。そして、いくつかのザブワード言語

モデルの重み値で音声認識処理を実行した結果をそれぞれ標準形発音と比較し、

抽出される差分を発音変動事例とし、この発音変動事例をザブワード言語モデルの

重み値を考慮してまとめ上げるよぅにしているため、正確で汎化性が高く、発現のし

やすさに応じて確率値が付与された発音変動規則を獲得できる。

００5 2 次に、本発明による第2の発明を実施するための最良の形態について図面を参照

して詳細に説明する。第2の実施の形態は、第 の実施の形態を、プログラムを用い
て実現するものである。このプログラムは、コンピュータを、第 の実施の形態におけ

る部 ０～０8が結合されたものとして機能させる。図9を参照すると、発音変動規

則抽出用プログラム92は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体9０に格納されてい
て、コンピュータ9 に読み込まれ、コンピュータ9 の動作を制御する。

００5 3 発音変動規則抽出用プログラム92は、コンピュータ9 に読み込まれた後、起動す

ると、記憶装置94内の音声データ記憶部94 を音声記憶部 ０ として機能させ、標

準形発音記憶部942 を標準型発音記憶部 ０2として機能させ、および音響モデル

記憶部943 を音響モデル記憶部 ０4として機飴させる。また、データ処理装置93は

発音変動規則抽出用プログラム92の制御により、第 の実施の形態におけるザブワ



一ト言語モテル・辞菩生成部 ０3 、音声甜職部 ０5 、差分抽出部 ０6 、発音変動確

卒推定部 ０7 、およひ言語モテル重み制御都 ０8 として機能し、記惜装置9 4 内の

音声テータ記惜部 9 4 、標準形発音記惜部 942 、およひ音響モテル記惜部 943 に

記惜されたテータを処理し、発音変動規則を出力する。

００5 4 本発明によれは、大規模な音声テータから発音変動規則を抽出する発音変動抽

出装置や、発音変動規則抽出装置をコンピュータに実現するためのプロクラムれ㌧
た用途に適用てきる。また、情報人力、清報検索、菩き起こし支援、映像インテクシン

ク等に広く用いられる音声甜識装置か知られるか、このよぅな音声甜識装置か使用

する音響モテルや言語モテルを発音変動に対して順促に作成するための音声甜識

用モテル作成装置、あるいは発音練習装置、語学学習装置、といった用途にも適用

可能てある。

００5 5 以上、実施の形態を参昭して本願発明を脱明したか、本願発明は上記実施の形態

に限定されるものてはない。本願発明の構成や梓細には、請大の範囲に記載された

本願発明の技術的思想の範囲内において、当業者か適宜、様々な変形又は変更を

加えることか可能てある。

００5 6 この出願は、2 ００7 年 2 月 8 日に出願された特井出願番号2 ００7 326 3 2 号の

日本特井出願に某ついている。本願は、この某礎出願により生した優先権の利益を

享受しており、この某礎出願における開示の内容の全てを、引用により、そっくりその

ままここに取り込んている。



請求の範囲

音声データを記憶する音声データ記憶手段と、

前記音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶する標準形発音記

憶手段と、

前記標準形発音データからザブヮ一ド言語モデルを生成するザブヮ一ド言語モデ

ル生成手段と、

前記ザブヮ一ド言語モデルを用いて前記音声データを認識する音声認識手段と、

前記音声認識手段が出力する認識結果と、前記標準形発音データとを比較して、

これらの差分を抽出する差分抽出手段とを備える

発音変動規則抽出装置。

2 前記ザブヮ一ド言語モデルの重み値を制御する言語モデル重み制御手段を更に

前記言語モデル重み制御手段は、

複数の重み値を出力し、

前記音声認識手段は、

前記複数の重み値のそれぞれについて、前記音声データを認識する

請求の範囲 記載の発音変動規則抽出装置。

3 前記言語モデル重み制御手段は、

前記重み値を制御する際、あらかじめ定められた値の組に某づいて、所定の回数

だけ前記重み値を更新する

請求の範囲2記載の発音変動規則抽出装置。

4 前記言語モデル重み制御手段は、

前記差分に応じて、前記重み値を更新することの有無を随時決定する

請求の範囲3記載の発音変動規則抽出装置。

5 前記言語モデル重み制御手段は、

前記差分が所定のしき よりも 体い場合に、前記重み値を減少させるよぅに更

新する

請求の範囲4記載の発音変動規則抽出装置。



6 前記言語モデル重み制御手段は、

前記差分が所定のしきい値よりも大きい場合に、前記重み値を増加させるよぅに更

新する

請求の範囲5記載の発音変動規則抽出装置。

7 前記差分抽出手段は、

前記差分を、前記認識結果と前記標準形発音データとの間の編集距離として計算

する

請求の範囲2～6いずれかに記載の発音変動規則抽出装置。

8 前記差分抽出手段は、

前記差分として、前記認識結果と前記標準形発音データとの相違箇所の文字列対

と、前記認識結果が得られたときに前記音声認識手段が前記言語モデル重み制御

手段から受け取ったザブワード言語モデルの重み値とを含む発音変動事例を抽出

する

請求の範囲2～7いずれかに記載の発音変動規則抽出装置。

9 前記発音変動事例から発音変動の確率的規則を生成する発音変動確率推定手

段を更に備える

請求の範囲8記載の発音変動規則抽出装置。

０ 前記発音変動確率推定手段は、

ある発音変動事例が観測されたときのザブワード言語モデルの重み値の大きさに

応じて、前記ある発音変動事例の発現確率が高くなるよぅに前記発音変動の確率的

規則を生成する

請求の範囲9記載の発音変動規則抽出装置。

音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶することと、

前記標準形発音データからザブワード言語モデルを生成することと、

前記ザブワード言語モデルを用いて前記音声データを認識することと、

前記認識することによる認識結果と、前記標準形発音データとを比較して、これらの

差分を抽出することとを具備する

発音変動規則抽出方法。



2 前記ザブワード言語モデルの重み値を制御することを更に具備し、

前記制御することは、

複数の重み値を出力することを含み、

前記認識することは、

前記複数の重み値のそれぞれについて、前記音声データを認識することを含む

請求の範囲 記載の発音変動規則抽出方法。

3 前記制御することは、

前記重み値を制御する際、あらかじめ定められた値の組に某づいて、所定の回数

だけ前記重み値を更新することと、

前記差分に応じて、前記重み値を更新することの有無を随時決定することと、

前記差分が所定のしきい値よりも 体い場合に、前記重み値を減少させるよぅに更

新することと、

前記差分が所定のしきい値よりも大きい場合に、前記重み値を増加させるよぅに更

新することとを更に含む

請求の範囲 2記載の発音変動規則抽出方法。

4 前記抽出することは、

前記差分を、前記認識結果と前記標準形発音データとの間の編集距離として計算

することと、

前記差分として、前記認識結果と前記標準形発音データとの相違箇所の文字列対

と、前記認識結果が得られたときに受け取ったザブワード言語モデルの重み値とを含

む発音変動事例を抽出することとを含む

請求の範囲 3記載の発音変動規則抽出方法。

5 前記発音変動事例から発音変動の確率的規則を生成することを更に具備し、

前記確率的規則を生成することは、

ある発音変動事例が観測されたときのザブワード言語モデルの重み値の大きさに

応じて、前記ある発音変動事例の発現確率が高くなるよぅに前記発音変動の確率的

規則を生成することを含む

請求の範囲 4記載の発音変動規則抽出方法。



6 音声データを記憶する音声データ記憶手段と、

前記音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶する標準形発音記

憶手段と、

前記標準形発音データからザブワード言語モデルを生成するザブワード言語モデ

ル生成手段と、

前記ザブワード言語モデルを用いて前記音声データを認識する音声認識手段と、

前記音声認識手段が出力する認識結果と、前記標準形発音データとを比較して、

これらの差分を抽出する差分抽出手段ととしてコンピュータを機能させるための

発音変動規則抽出用プログラム。

7 前記ザブワード言語モデルの重み値を制御する言語モデル重み制御手段を更に

備え、

前記言語モデル重み制御手段は、

複数の重み値を出力し、

前記音声認識手段は、

前記複数の重み値のそれぞれについて、前記音声データを認識する

請求の範囲 6記載の発音変動規則抽出用プログラム。

8 前記言語モデル重み制御手段は、

前記重み値を制御する際、あらかじめ定められた値の組に某づいて、所定の回数

だけ前記重み値を更新し、

前記差分に応じて、前記重み値を更新することの有無を随時決定し、

前記差分が所定のしきい値よりも 体い場合に、前記重み値を減少させるよぅに更

新し、

前記差分が所定のしきい値よりも大きい場合に、前記重み値を増加させるよぅに更

新する

請求の範囲 7記載の発音変動規則抽出用プログラム。

9 前記差分抽出手段は、

前記差分を、前記認識結果と前記標準形発音データとの間の編集距離として計算



前記差分として、前記認識結果と前記標準形発音データとの相違箇所の文字列対

と、前記認識結果が得られたときに前記音声認識手段が前記言語モデル重み制御

手段から受け取ったザブワード言語モデルの重み値とを含む発音変動事例を抽出

する

請求の範囲 8記載の発音変動規則抽出用プログラム。

2０ 前記発音変動事例から発音変動の確率的規則を生成する発音変動確率推定手

段を更に備え、

前記発音変動確率推定手段は、

ある発音変動事例が観測されたときのザブワード言語モデルの重み値の大きさに

応じて、前記ある発音変動事例の発現確率が高くなるよぅに前記発音変動の確率的

規則を生成する

請求の範囲 9記載の発音変動規則抽出用プログラム。



2

補正された請求の範囲

2００9年4月8 日 (０8 ０4 2００9 ) 国際事務局受

補正後 ) 音声データを記憶する音声データ記憶手段 と、

前記音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶する標準形発音記

憶手段 と、

前記標準形発音データからサブワー ド言語モデルを生成するサブワー ド言語モデ

ル生成手段 と、

前記サブワー ド言語モデルを用いて前記音声データを認識する音声認識手段 と、

前記音声認識手段が出カする認識結果 と、前記標準形発音データ とを比較 して、

これらの差分を抽出する差分抽出手段 と、

前記サブワー ド言語モデルの重み値を制御する言語モデル重み制御手段を

備え、

前記言語モデル重み制御手段は、

複数の重み値を出力し、

前記音声認識手段は、

前記複数の重み値のそれぞれについて、前記音声データを認識 し、

前記言語モデル重み制御手段は、

前記重み値を制御する際、あらかじめ定められた値の組に墓づいて、所定の回数

だけ前記重み値を更新 し、

前記言語モデル重み制御手段は、

前記差分に応 じて、前記重み値を更新することの有無を随時決定する

発音変動規則抽出装置。

2 (削除)

3 削除)

4 削除)

5 (補正後 ) 前記言語モデル重み制御手段は、

前記差分が所定のしきい値よ り も小さい場合に、前記重み値を減少 させるよ ぅに更

新する

請求の範囲 記哉の発音変動規則抽出装置。

補正された用紙 条約第 19条



6 前記言語モデル重み制御手段は、

前記差分が所定のしきい値よ りも大きい場合に、前記重み値を増加させるよ ぅに更

新する

請求の範囲5 記載の発音変動規則抽出装置。

7 (補正後 ) 前記差分抽出手段は、

前記差分を、前記認識結果 と前記標準形発音データ との間の編集距離 と して計算

する

請求の範囲 、 5 、 6 のいずれかに記載の発音変動規則抽出装置。

8 補正後 ) 前記差分抽出手段は、

前記差分 と して、前記認識結果 と前記標準形発音データ との相違箇所の文字列対

と、前記認識結果が得 られたときに前記音声認識手段が前記言語モデル重み制御

手段から受け取ったサブヮ一 ド言語モデルの重み値 とを含む発音変動事例を抽出

する

請求の範囲 、 5 ～7 のいずれかに記載の発音変動規則抽出装置。

9 前記発 音変動事例から発音変動の確率的規則を生成する発 音変動確率推定手

段を更に備える

請求の範囲 8 記載の発音変動規則抽出装置。

０ 前記発音変動確率推定手段は、

ある発音変動事例が観測 されたときのサブヮ一 ド言語モデルの重み値の大き さに

応 じて、前記ある発音変動事例の発現確率が高 くなる よ ぅに前記発音変動の確率的

規則を生成する

請求の範囲 9 記載の発音変動規則抽出装置。

(補正後 ) 音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶することと、

前記標準形発音データからサブヮ一ド言語モデルを生成することと、

前記サブヮ一 ド言語モデルを用いて前記音声データを認識することと、

前記認識することによる認識結果 と、前記標準形発音データとを比較 して、これらの

差分を抽出することと、

補正された用紙 条約第 19条



前記サブワー ド言語モデルの重み値を制御することと

を具備 し、

前記制御することは、

複数の重み値を出力することを含み、

前記認識することは、

前記複数の重み値のそれぞれについて、前記音声データを認識することを含み

前記制御することは、

前記重み値を制御する際、あらかじめ定められた値の組に墓づいて、所定の回数

だけ前記重み値を更新することと、

前記差分に応 じて、前記重み値を更新することの有無を随時決定することと、

前記差分が所定のしきい値よ りも小さい場合に、前記重み値を減少させるよ ぅに更

新することと、

前記差分が所定のしきい値よ りも大きい場合に、前記重み値を増加させるよ ぅに更

新することとを更に含む

発音変動規則抽出方法。

補正された用紙 条約第 19条



2 ( 除)

3 (削除)

4 (補正後 ) 前記抽出することは、

前記差分を、前記認識結果 と前記標準形発音データ との間の編集距離 と して計算

することと、

前記差分 と して、前記認識結果 と前記標準形発音データ との相違箇所の文字列対

と、前記認識結果が得 られたときに受け取ったサブワー ド言語モデルの重み値 とを含

む発音変動事例を抽出することとを含む

請求の範囲 記載の発音変動規則抽出方法。

5 前記発音変動事例から発音変動の確率的規則を生成することを更に具備 し、

前記確率的規則を生成することは、

ある発音変動事例が観測 されたときのサブワー ド言語モデルの重み値の大き さに

応 じて、前記ある発音変動事例の発現確率が高 く なる よ ぅに前記発音変動の確率的

規則を生成することを含む

請求の範囲 4記載の発音変動規則抽出方法。

補正された用紙 条約第 19条



6 補正後 ) 音声データを記憶する音声データ記憶手段 と、

前記音声データの標準形発音を表す標準形発音データを記憶する標準形発音記

憶手段 と、

前記標準形発音データからサブワー ド言語モデルを生成するサブワー ド言語モデ

ル生成手段 と、

前記サブワー ド言語モデルを用いて前記音声データを認識する音声認識手段 と、

前記音声認識手段が出力する認識結果 と、前記標準形発音データ とを比較 して、

これらの差分を抽出する差分抽出手段 と、

前記サブワー ド言語モデルの重み値を制御する言語モデル重み制御手段 と、

と してコンピュータを機能させるための

発音変動規則抽出用プログラムであって、

前記言語モデル重み制御手段は、

複数の重み値を出力し、

前記音声認識手段は、

前記複数の重み値のそれぞれについて、前記音声データを認識 し、

前記言語モデル重み制御手段は、

前記重み値を制御する際、あらかじめ定められた値の組に墓づいて、所定の回数

だけ前記重み値を更新し、

前記差分に応 じて、前記重み値を更新することの有無を随時決定 し、

前記差允が所定のしきい値 よ り も小 さい場合に、前記重み値を減少 させる よ ぅに更

新し、

前記差分が所定のしきい値 よ り も大きい場合に、前記重み値を増加 させる よ ぅに更

新する

請求の範囲 6記載の発音変動規則抽出用プログラム。

7 (削除)

8 削除)

9 (補正後 ) 前記差分抽出手段は、

前記差分を、前記認識結果 と前記標準形発音データ との間の編集距離 と して計算

し、

補正された用紙 条約第 19条



前記差分 と して、前記認識結果 と前記標準形発音データ との相違箇所の文字列対

と、前記認識結果が得 られたときに前記音声認識手段 が前記言語モデル重み制御

手段から受け取ったサブワー ド言語モデルの重み値とを含む発音変動事例を抽出し、

前記発 音変動事例から発音変動の確率的規則を生成する発音変動確率推 定手

段を更に備え、

前記発音変動確率推定手段は、

ある発音変動事例が観測 されたときのサブヮ一 ド言語モデルの重み値の大き さに

応 じて、前記ある発音変動事例の発現確率が高 く なる よ ぅに前記発音変動の確率的

規則を生成する

請求の範囲 16 記載の発音変動規則抽出用プログラム。

2０ (削除)

補正された用紙 条約第 19条



土 五 s 乞 七臼e

P C 9条 ( ) の規定に基づく説明書

請求の範囲 項乃至 4 項を結合 し、新たな請求の範囲第 項 とする補正をしました。

その補正に伴い請求の範囲第 ・2 項、3 項、4 項は削除されています。なお、請求の範囲
第 4 項については、進歩性あり と判断されております。

また、請求の範囲第 項乃至第 4 項の補正に伴い、請求の範囲第 5 項、7 項、8 項を

補正致しました。

請求の範囲第 項に関しては、請求の範囲第 2 項及び第 3 項を結合 して新たな請求の

範囲第 項 とする補正を致 しました。その補正に伴い請求の範囲第 2 項、

3 項は削除されています。

請求の範囲第 6 項に関しては、請求の範囲第 7 項、 8 項を結合 して新たな請求の範囲
第 6 項 とする補正を致しました。

請求の範囲第 9 項に関してほ、請求の範囲第 2０項 と結合 し、新たな請求の範囲第 9 項
とな り、請求の範囲第 、2０項は削除しま した。
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