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明 細 苫

音声認識装置及び音声認識方法

技術分野

０００1 本発明は、音声認識処理を行ぅ音声認識装置に関し、特に、ロ一ヵルのクライアン

ト装置とネットワーク等の通信回線を介したザーバ装置とを利用可能な音声認識装

置及び音声認識方法に関する。

背景技術

０００2 音声認識装置として、携帯型端末等にょるクライアント装置と、処理能力の高いザ

ーバ装置とを用いて、クライアント装置が比較的負荷の 、さい音声認識処理を行い、

ザーバ装置が負荷の大きい音声認識処理を行ぅいわゆるクライアントザーバ型の音

声認識システムが利用されている。クライアント装置にょる音声認識処理は、小規模、

低リソースの装置で処理を了 、刊 、高い処理応答性が必要とされる場合など、音声電

話発信や音声文字入力などにおいて使用される。ザーバ装置にょる音声認識処理

は、大規模の装置で処理 、新刊 、高精度な認識が必要とされる場合など、音声翻訳

や大規模データベース検索などにおいて使用される。

０００3 この種のクライアントザーバ型の音声認識システムとしては、第 例として、G 入

出力手段を用いたュ一ザの選択や音声入力にょり、音声認識のための処理をクライ

アント装置とザーバ装置とで切り替えるものがある (例えば、特許文献 参照 ) 。また、

他の第2 例として、クライアント装置で音声認識の一次認識を了 、刊 、この認識結果の

信頼性が低い場合にはザーバ装置にて音声認識の二次認識を了 、刊 、確定された認

識結果に某づいて認識辞菩を更新するものがある (例えば、特許文献2 参照 ) 。

特許文献 1 :特開2 ００2 82896 号公報

特許文献2 :特開2 ００7 ０ 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 上記のょぅな従来のクライアントザーバ型の音声認識システムでは、クライアント装

置とザーバ装置との間で音声認識処理を切り替える際に、上記第 例の場合はュ一



ザの指示操作が必要があり、手間がかかるといぅ課題があった。また、上記第2例の

場合は、一次認識を実行した後に二次認識を行ぅ必要があり、音声認識処理の切り

替えに時間がかかるといぅ課題があった。また、上記第2例などでは、周囲の環境音

の状態によって、音声認識の応答性にバラソキが生じ、環境によっては認識結果が

得られるまでに待ち時間が生じることがあった。

０００5 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、ュ一ザ操作等の手間が必要なく、

応答性の高い音声認識処理と認識精度の高い音声認識処理とを迅速に選択するこ

とができ、処理応答性及び利便性を向上させ、高い認識率を確保することが可能な

音声認識装置及び音声認識方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００6 本発明の音声認識装置は、音声信号を入力する音声入力部と、前記音声信号の

音声認識処理を行ぅ第 の音声認識部と、前記第 の音声認識部よりも処理能力の

高い第2の音声認識部と、前記音声信号の音声認識難易度を算出する音声認識難

易度算出部と、前記音声認識難易度に某づいて前記第 の音声認識部または前記

第2の音声認識部のいずれかの音声認識処理先を選択する音声認識先選択部と、

を備えるものである。

これにより、ュ一ザ操作等の手間が必要なく、応答性の高い第 の音声認識部によ

る音声認識処理と認識精度の高い第2の音声認識部による音声認識処理とを迅速

に選択することができる。この結果、処理応答性及び利便性を向上させ、高い認識率

を確保することが可能となる。

０００7 また、本発明は、上記の音声認識装置であって、前記第 の音声認識部は、前記

音声入力部を有する口一かレのクライアント装置に設けられ、前記第2の音声認識部

は、前記クライアント装置と通信回線を介して接続されるザーバ装置に設けられるも

のを含む。

これにより、ュ一ザ操作等の手間が必要なく、応答性の高いクライアント装置の第

の音声認識部による音声認識処理と認識精度の高いザーバ装置の第2の音声認識

部による音声認識処理とを迅速に選択し、音声認識難易度に応じた適切な音声認、

識処理を行ぅことが可能となる。



０００8 また、本発明は、上記の音声認識装置であって、前記音声認識難易度算出部は、

前記音声信号における環境音、環境音及び発声音声、発生音声のいずれかを分析

して音声認識のしやすさを示す音声認識難易度を算出するものを含む。

これにより、音声信号における環境音や発声音声の特性に某づいて適切な音声認、

識難易度を算出することが可能となる。

０００9 また、本発明は、上記の音声認識装置であって、前記音声認識難易度算出部は、

前記音声信号のノイズ特性、S 比、周波数特性の少なくとも一つの特性から前記音

声認識難易度を算出するものを含む。

これにより、音声信号のノイズ特性、S 比、周波数特性などの特性に某づいて適

切な音声認識難易度を算出することが可能となる。

００1０ また、本発明は、上記の音声認識装置であって、前記音声認識先選択部は、前記

音声認識難易度が低い場合は前記第 の音声認識部を選択して前記第 の音声認、

識部による音声認識処理を実行させ、前記音声認識難易度が高い場合は前記第2

の音声認識部を選択して前記第2の音声認識部による音声認識処理を実行させるも

のを含む。

これにより、音声認識難易度が低い場合は応答性の高い第 の音声認識部による

音声認識処理を行って適切な精度で高速に認識処理結果を得ることができ、音声認、

識難易度が高い場合は認識精度の高い第2の音声認識部による音声認識処理を行

って良好な認識処理結果を得ることが可能となる。

００11 本発明の音声認識方法は、音声信号を入力する音声入カステップと、前記音声信

号の音声認識難易度を算出する音声認識難易度算出ステップと、前記音声認識難

易度に某づいて、第 の音声認識部またはこの第 の音声認識部よりも処理能力の

高い第2の音声認識部のいずれかの音声認識処理先を選択する音声認識先選択ス

テップと、前記選択された第 の音声認識部または第2の音声認識部により前記音声

信号の音声認識処理を行ぅ音声認識ステップと、を有するものである。

００12 また、本発明は、上記の音声認識方法であって、前記音声認識先選択ステップに

おいて、前記音声認識難易度が低い場合はロ一ヵルのクライアント装置に設けられ

る前記第 の音声認識部を選択して前記第 の音声認識部による音声認識処理を実



行させ、前記音声認識難易度が高い場合は前記クライアント装置と通信回線を介し

て接続されるザーバ装置に設けられる前記第2の音声認識部を選択して前記第2の

音声認識部による音声認識処理を実行させるものを含む。

発明の効果

００13 本発明によれば、ュ一ザ操作等の手間が必要なく、応答性の高い音声認識処理と

認識精度の高い音声認識処理とを迅速に選択することができ、処理応答性及び利

便性を向上させ、高い認識率を確保することが可能な音声認識装置及び音声認識

方法を提供できる。

図面の簡単な説明

００14 図 本発明の実施形態に係る音声認識装置の構成を示すブロック図

図2 本実施形態の音声認識装置における音声認識処理の動作手順を示すフロー

チャート

図3 本実施形態における音声認識処理の例を示す図

図4 本実施形態における音声認識処理の他の例を示す図

符号の説明

００15 ０ クライアント装置

音声入力部

2 音声分析部

3 音声認識難易度算出部

4 音声認識先選択部

5 音声認識部

6 通信部

7 認識結果出力部

2０ ザーバ装置

2 通信部

22 音声認識部

発明を実施するための最良の形熊



００16 図 は本発明の実施形態に係る音声甜識装置の構成を示すフロノク図てある。本

実施形態の音声甜識装置は、適信機能を有する情報処理端末てあるクライアント装

置 ０と、このクライアント装置 ０と信号の迭受信を行ぅザ一ハ装置2０とを備えている

。クライアント装置 ０は、携帯電話装置、携帯清報端末 (P )なとの携帯型清報処

理端末なとて構成される。なお、クライアント装置 ０はノート型や据置型のパーソナ

ルコンピュータなとてあってもよい。ザ一ハ装置2０は、ザ一ハコンピュータなとて構

成され、携帯電話等の移動体通信網、固定電話網、通信業者等のネノトワーク、イン

ターネオ、無線 等の各種の面信回線3０を介して、クライアント装置 ０と接続さ

れる。

００17 クライアント装置 ０は、音声入力部 、音声分析部 2、音声甜職難易度算出部

3、音声甜識先選択部 4、音声甜職部 5、適信部 6、甜識結果出力部 7を備えて

構成される。音声入力部 は、マイク等の音声入カテハイス、または音声入力用の

インタフェースを有しており、ユーザか発声した音なとの音声を入力して音声信号を

取得する。音声分析部 2は、ハノファメモりを含んて構成され、音声入力部 て取

得された音声信号を入力して一且ハノファメモりに蓄積し、入力音声について音声分

析を行って音声特徴呈を抽出し、音声特徴呈信号として出力する。

００18 音声甜職難易度算出部 3は、音声入力部 て取得された音声信号を入力して人

力音声におけるノイス特性、周波数特性等の信号特性を分析し、音声甜識における

難易度 (以下、音声甜職難易度と記載する)を算出する。そして、この音声甜職難易

度を表す前処理結果信号を音声甜識先選択部 4に出力する。音声甜識先選択部

4は、音声甜職難易度算出部 3から出力される前処理結果信号の難易度テータを

某に、自装置 (クライアント装置 ０) またはザ一ハ装置2０のとちらて音声甜識を行ぅ

かを選択する。そして、選択した音声甜職処理先へ指示清報とともに音声特徴呈信

号を迭出する。

００19 音声甜職部 5は、第 の音声甜職部として機能するものて、音声特徴呈信号を入

力し、入力音声のマノチンク処理を行ぅことて音声甜識候補を出力するなとして、文

字テータ等による音声甜識結果の甜識テータを出力する。通信部 6ほ、有線またほ

無線の面信機能を持つ適信回路や信号処理回路等を有して構成され、ザ一ハ装置



2０による音声認識に必要な音声特徴呈、音声認識結果などのデータを通信回線3０

を介してザーバ装置2０との間で送受信する。認識結果出力部 7は、音声認識部 5

またはザーバ装置2０の音声認識部で処理された音声認識結果を出力する。

００2０ ザーバ装置2０は、通信部2 、音声認識部22を備えて構成される。通信部2 は、

有線または無線の通信機能を持つ通信回路や信号処理回路等を有して構成され、

自装置 (ザーバ装置2０) による音声認識に必要な音声特徴呈、音声認識結果などの

データを通信回線3０を介してクライアント装置 ０との間で送受信する。音声認識部2

2は、第2の音声認識部として機能するもので、クライアント装置 ０の音声認識部 5

よりも高い処理能力を有する。この音声認識部22は、音声特徴呈信号を入力し、入

力音声のマッチング処理を行ぅことで音声認識候補を出力するなどして、文字データ

等による音声認識結果の認識データを出力する。

００2 1 ここで、クライアント装置 ０の音声分析部 2、音声認識難易度算出部 3、音声認、

識先選択部 4、音声認識部 5、及びザーバ装置2０の音声認識部22は、プロセッ

ザ及びメモりを有してなるコンピュータが所定のプログラムを実行することによって各

部の機能を実現する。なお、音声認識部へ伝送する音声認識用の信号は、音声特

徴呈信号に代えて音声信号そのものを伝送するよぅにしてもよい。

００22 次に、上記構成の音声認識装置における動作を説明する。図2は本実施形態の音

声認識装置における音声認識処理の動作手順を示すフローチャートである。

００23 始めに、クライアント装置 ０の音声入力部 において、ユーザからの入力音声の

音声信号を取得する (ステップ )。次に、音声認識難易度算出部 3において、入

力音声の音声信号を分析して音声認識難易度を算出し、この音声認識難易度を含

む前処理結果信号を出力する (ステップS 2)。そして、音声認識先選択部 4におい

て、音声認識難易度の算出結果に某づき、クライアント装置 ０またはザーバ装置2０

のいずれかの音声認識処理先を選択する (ステップS 3)

００24 本実施形態では、音声認識難易度算出部 3において、認識対象の音声発声前の

環境音、または音声発声前の環境音と音声発声時の発声音声、もしくは音声発声時

の発声音声を分析し、音声認識のしやすさを示す音声認識難易度を算出する。そし

て、音声認識先選択部 4において、音声認識処理をクライアント装置で行ぅかザ一



バ装置で行ぅかを、音声認識難易度に応じて選択して切り替える。音声認識難易度

の判断基準としては、ノイズ特性、S 比、周波数特性などを用いて音声認識処理先

を選択する。

００25 ノイズ特性の判定方法としては、( ) ００～2００ sなどの所定の判定期間を設け

てその期間の信号レベルによりノイズレベルの判定を行ぅ、(2)特に判定期間を設け

ずにソフトウェアでノイズかどぅかを判定する、(3) 定常的な音をノイズとみなす、など

の方法が考えられる。なお、このノイズ特性には、ノイズのレベル、周波数特性、時間

的な分布などの各種特性が含まれる。S 比は、音声発声前のノイズと発声後の ００

s などの所定期間の音声信号とをバッファして算出するなどの方法で求められる。

周波数特性は、例えば人間の音声の周波数帯域に近いノイズが存在するかなどで

認識のしやすさの程度を算出できる。また、周波数特性などによって突発的なノイズ

が存在するかどぅかを判定することもできる。なお、周波数特性としては、ノイズの周

波数特性だけでなく、音声信号の発声部分における周波数特性から音声認識難易

度を算出することも可能である。

００26 S 比が 、さい場合、平均ノイズレベルが大きい場合、突発的なノイズが多い場合、

周波数特性が認識しづらい特性の場合などは、所定の基準値を超えると音声認識が

困難な環境であると判定し、高性能な音声認識が行えるザーバ装置2０による音声認、

識処理 (ザーバ連携音声認識 )を選択する。一方、ノイズレベルなどが 、さく所定の

某準値満たない場合は、音声認識が容易な環境であると判定し、低リソースで音声

認識を実行可能なクライアント装置 ０による音声認識処理 (口一力ル音声認識 )を選

択する。

００27 上記のよぅな音声認識難易度の判定は、ノイズ特性、S 比、周波数特性などの複

数の判断基準の特性情報を用いて各特性情報について重み付け 、新刊 、総合的に

判断することもできる。また、複数の特性情報のぅちの つでも突出している場合はそ

の状態に応じて音声認識処理先を選択してもよい。

００28 ステッ S3においてクライアント装置 ０が選択された場合は、音声分析部 2によ

る音声分析結果の音声特徴呈信号を音声認識部 5に入力し、白装置 (クライアント

装置 ) の音声認識部 5において音声認識処理を行ぅ(ステップS )。一方、ステッ



においてザーバ装置2０が選択された場合は、音声分析部 2による音声分析

結果の音声特徴呈信号を通信部 6から送信し、通信回線3０を介してザーバ装置2

0に伝送する。そして、ザーバ装置2０では、通信部2 で受信した音声特徴呈信号を

音声認識部22に入力し、ザーバ装置2０の音声認識部22において音声認識処理を

行ぅ(ステップS5) 。その後、クライアント装置 ０の音声認識部 5で処理された音声

認識結果、またはザーバ装置2０の音声認識部22で処理された音声認識結果を、ク

ライアント装置 ０の認識結果出力部 7において出力する (ステップS6) 。この音声

認識結果は、クライアント装置 ０の表示部などに表示したり、入カデータとして、文

字入力や操作指示、電話等の発信などの他の処理において利用する。この際、ザー

バ装置2０の音声認識部22で音声認識処理を行った場合は、ザーバ装置2０から伝

送された音声認識結果を通信部 6で受信して認識結果出力部 7より出力する。

００29 次に、本実施形態における音声認識処理の具体例を説明する。図3は本実施形態

における音声認識処理の例を示す図である。この図3は時間経過に伴ぅ処理を示す

タイムチャートであり、横軸は時間 を表している。

００3０ 図3 ( ) に示す第 例は、認識対象の音声発声前の環境音のみで音声認識難易

度を算出して音声認識処理先を選択する動作例である。この例では、音声認識の処

理を開始し、音声発声前の環境音の状態での所定期間 (例えば数百 s ) において

難易度算出・認識先決定処理を実行する。処理開始直後に難易度算出・認識先決

定処理を開始し、音声認識難易度算出部 3により環境音を分析して音声認識難易

度を算出する。この場合、ノイズレベルなどから音声認識難易度を求める。算出完了
後、音声認識先選択部 4により音声認識難易度の高低を判定して音声認識処理先

としてクライアント装置 ０かザーバ装置2０かを決定する。

００3 1 そして、音声認識難易度に応じて選択されたクライアント装置 ０またはザーバ装置

2０において音声認識処理を開始する。その後、ュ一ザの音声の発声がなされ、この

音声信号 (音声特徴呈信号) の音声認識を音声認識部 5または22により実行し、所

定のタイミングで音声認識処理を終了する。音声認識の終了は、ュ一ザの操作等に

より手動で行ってもよ 、音声分析部や音声認識部において信号レベルなどで発

声の終了や中断を判断して自動的に終了してもよい。



００32 図3 に示す第2例は、認識対象の音声発声前の環境音及び発声後の音声から

音声認識難易度を算出して音声認識処理先を選択する動作例である。この例では、

音声認識の処理開始直後に、音声発声前の環境音の状態で難易度算出・認識先決

定処理を開始して音声認識難易度算出部 3により環境音を分析し、ュ一ザの音声

の発声がなされた後も所定期間経過後まで発声時の音声を分析して環境音及び音

声の分析結果より音声認識難易度を算出する。この場合、ノイズレベルとともにS 比

の分析も可飴である。算出完了後、音声認識先選択部 4により音声認識難易度の

高低を判定して音声認識処理先としてクライアント装置 ０かザーバ装置2０かを決定

する。

００33 図3 に示す第3例は、認識対象の音声発声後の音声から音声認識難易度を算

出して音声認識処理先を選択する動作例である。この例では、音声認識の処理を開

始して音声発声している状態で難易度算出・認識先決定処理を開始し、所定期間経

過後まで音声認識難易度算出部 3により発声時の音声を分析して音声認識難易度

を算出する。この場合、音声の周波数特性や環境音相当の信号レベルなどから音声

認識難易度を求める。算出完了後、音声認識先選択部 4により音声認識難易度の

高低を判定して音声認識処理先としてクライアント装置 ０かザーバ装置2０かを決定

する。

００34 上記第 例から第3例のいずれかの処理によって音声認識処理先を決定した後、

そのまま継続して選択された音声認識処理先の装置で音声認識処理を行ってもよい

し、所定タイミングごとに音声認識難易度を判定して音声認識処理先を決定してもよ

い。所定タイミングごとに難易度算出・認識先決定処理を行ぅ場合は、ュ一ザの操作

指示あるいは信号レベルや時間による判断などに某づく開始タイミングにおいて、上

記第 例から第3例のいずれかの処理を繰り返し、音声認識難易度の算出及び音声

認識処理先の選択を行って音声認識処理先での音声認識を実行すればよい。また

、音声認識処理の単位ごとに、一単位の認識処理が終了する度に音声認識処理先

の選択を行ってもよい。また、クライアント装置 ０またはザーバ装置2０で音声認識処

理を行ぅ際に、図3 ) における認識開始前の環境音も音声認識処理対象として用

いてもよい。この場合、初期環境音によってノイズ学習を行って認識精度を高めること



などに適用できる。

００35 図4は本実施形態における音声認識処理の他の例を示す図である。この図4は時

間経過に伴ぅ処理を示すタイムチャートであり、横軸は時間 を表している。

００36 図4に示す第4例は、音声認識処理中においても音声認識難易度の変化を検出し

て変化があった場合に音声認識処理先を切り替える動作例である。この例では、図3

( )の第 例と同様、音声認識の処理を開始する際、音声発声前の環境音の状態で

の所定期間において難易度算出・認識先決定処理を実行し、音声認識難易度算出

部 3により音声認識難易度を算出して音声認識先選択部 4により音声認識難易度

の高低に応じて音声認識処理先としてクライアント装置 ０かザーバ装置2０かを決定

する。そして、音声認識難易度に応じて選択されたクライアント装置 ０の音声認識部

5またはザーバ装置2０の音声認識部22において音声認識処理を開始し、その後

ュ一ザの音声の発声がなされ、この音声信号 (音声特徴呈信号) の音声認識を実行

する。この例の状態では、音声認識難易度が低いと判断し、クライアント装置 ０にお

いて音声認識処理を行ぅものとする。

００37 その後も、音声認識難易度算出部 3及び音声認識先選択部 4により難易度算出

・認識先決定処理を継続し、音声認識難易度の変化を検出する。ここで、音声認識

処理の実行中に、周囲の環境音のノイズレベルが大きくなった場合など、状況によっ
て音声認識難易度が高くなってクライアント装置 ０での高精度な音声認識が困難に

なった場合は、音声認識先選択部 4により音声認識難易度の変化を検出して音声

認識処理先を変更する。そして、通信部 6を介して、音声認識先選択部 4からの音

声認識処理先の切替を示す処理切替指示信号とともに、音声分析部 2からの音声

特徴呈信号をザーバ装置2０に伝送する。

００38 ザーバ装置2０では、クライアント装置 ０からの処理切替指示信号を受信して音声

認識処理を開始し、音声特徴呈信号の音声認識を音声認識部22により実行する。

音声認識処理は、所定のタイミングごとに音声のフレーズ単位で認識 、新刊 、音声認、

識結果を出力する。音声認識の終了は、ュ一ザの操作等により手動で行ってもよい

し、音声分析部や音声認識部において信号レベルなどで発声の終了や中断を判断

して自動的に終了してもよい。音声認識処理中に音声認識難易度の変化が検出さ



れた場合は、上記と同様にして音声認識処理先を切り替えて音声認識処理を行ぅ。

００39 このよぅに、音声認識処理中においても、音声認識難易度の変化を検出して動的

に音声認識処理先を切り替えることにより、環境に応じてより適切な装置で音声認識

を行ぅことができる。

００4０ 上述したよぅに、本実施形態では、音声認識難易度を算出し、その音声認識難易

度の高低に応じて音声認識処理先を選択するよぅにしている。ここで、音声認識難易

度が低い場合は、小規模、低リソースで音声認識を実行可能なクライアント装置 ０に

よる音声認識処理を行ぅことで、適切な精度で高速に音声認識結果を取得でき、素

早い処理応答性を実現できる。また、音声認識難易度が高い場合は、大規模、高性

能な音声認識を実行可能なザーバ装置2０による音声認識処理を行ぅことで、高精度

で良好な音声認識結果を取得できる。したがって、ュ一ザ操作等の手間が必要なく、

応答性の商いクライアント装置による音声認識処理と認識精度の商いザーバ装置に

よる音声認識処理とを迅速に選択することができ、状況に応じた適切な音声認識処

理が実行できる。その結果、処理応答性及び利便性を向上させ、高い認識率を確保

することが可能となる。

００4 1 なお、本発明は上記の実施形態において示されたものに限定されるものではなく、

明細菩の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発

明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。

産業上の禾 用可能，吐

００42 本発明は、ュ一ザ操作等の手間が必要なく、応答性の商い音声認識処理と認識精

度の商い音声認識処理とを迅速に選択することができ、処理応答性及び利便性を向

上させ、高い認識率を確保することが可能となる効果を有し、音声認識処理を行ぅ音

声認識装置、特に、ローカルのクライアント装置とネットフーク等の通信回線を介した

ザーバ装置とを利用可能な音声認識装置及び音声認識方法等として有用である。



請求の範囲

音声信号を入力する音声入力部と、

前記音声信号の音声認識処理を行ぅ第 の音声認識部と、

前記第 の音声認識部よりも処理能力の高い第2の音声認識部と、

前記音声信号の音声認識難易度を算出する音声認識難易度算出部と、

前記音声認識難易度に某づいて前記第 の音声認識部または前記第2の音声認、

識部のいずれかの音声認識処理先を選択する音声認識先選択部と、

を備える音声認識装置。

2 請求項 に記載の音声認識装置であって、

前記第 の音声認識部は、前記音声入力部を有する口一かレのクライアント装置に

設けられ、

前記第2の音声認識部は、前記クライアント装置と通信回線を介して接続されるザ

ーバ装置に設けられる音声認識装置。

3 請求項 に記載の音声認識装置であって、

前記音声認識難易度算出部は、前記音声信号における環境音、環境音及び発声

音声、発生音声のいずれかを分析して音声認識のしやすさを示す音声認識難易度

を算出する音声認識装置。

4 請求項3に記載の音声認識装置であって、

前記音声認識難易度算出部は、前記音声信号のノイズ特性、S 比、周波数特性

の少なくとも一つの特性から前記音声認識難易度を算出する音声認識装置。

5 請求項 に記載の音声認識装置であって、

前記音声認識先選択部は、前記音声認識難易度が低い場合は前記第 の音声認、

識部を選択して前記第 の音声認識部による音声認識処理を実行させ、前記音声認、

識難易度が高い場合は前記第2の音声認識部を選択して前記第2の音声認識部に

よる音声認識処理を実行させる音声認識装置。

6 音声信号を入力する音声入カステップと、

前記音声信号の音声認識難易度を算出する音声認識難易度算出ステップと、

前記音声認識難易度に某づいて、第 の音声認識部またはこの第 の音声認識部



よりも処理能力の高い第2の音声認識部のいずれかの音声認識処理先を選択する

音声認識先選択ステップと、

前記選択された第 の音声認識部または第2の音声認識部により前記音声信号の

音声認識処理を行ぅ音声認識ステップと、

を有する音声認識方法。

7 請求項6に記載の音声認識方法であって、

前記音声認識先選択ステップにおいて、前記音声認識難易度が低い場合はロ一

ヵルのクライアント装置に設けられる前記第 の音声認識部を選択して前記第 の音

声認識部による音声認識処理を実行させ、前記音声認識難易度が高い場合は前記

クライアント装置と通信回線を介して接続されるザーバ装置に設けられる前記第2の

音声認識部を選択して前記第2の音声認識部による音声認識処理を実行させる音

声認識方法。
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