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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザの発話を認識する第１発話部と、発話を出力する第２発話部とを備えている会話
システムであって、
前記第１発話部により認識された発話に含まれている１次入力言語単位に音響的に類似
する言語単位を第１辞書ＤＢから検索可能であることを要件として、当該１次入力言語単
位に関連する複数の言語単位を第２辞書ＤＢから検索して複数の１次出力言語単位として
認識する第１処理部と、
前記第１処理部により認識された前記複数の１次出力言語単位のそれぞれの認識難易度
を表す因子に基づき、当該複数の１次出力言語単位から１つを選定し、当該選定した１次
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出力言語単位に基づいてユーザの真意を問う１次質問を生成して前記第２発話部に出力さ
せ、当該１次質問に対する前記ユーザの回答として前記第１発話部により認識された１次
回答に基づき、当該ユーザの真意と前記１次入力言語単位との整合および不整合を判別す
る第２処理部とを備えていることを特徴とする会話システム。
【請求項２】
請求項１記載の会話システムにおいて、
前記第２処理部が、前記第１処理部により認識された前記複数の１次出力言語単位のそ
れぞれの観念的な認識難易度もしくは所定範囲における出現頻度を表す第１因子、および
音響的な認識難易度もしくは所定数の他の言語単位との音響距離の最低平均値を表す第２
因子のうち一方または両方に基づき、前記複数の１次出力言語単位から１つを選定するこ
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とを特徴とする会話システム。
【請求項３】
請求項１記載の会話システムにおいて、
前記第２処理部が前記１次入力言語単位と、前記第１処理部により認識された前記複数
の１次出力言語単位のそれぞれとの音響距離に基づき、当該複数の１次出力言語単位から
１つを選定することを特徴とする会話システム。
【請求項４】
請求項１記載の会話システムにおいて、
前記第１処理部が、
前記１次入力言語単位とこれに音響的に類似する言語単位との相違部分を含む第１種言
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語単位と、
当該相違部分の本来の読み方と異なる読み方を表す第２種言語単位と、
他の言語体系において当該相違部分に対応する言語単位の読み方を表す第３種言語単位
と、
当該相違部分に含まれる１つの音素を表す第４種言語単位と、
前記１次入力言語単位と概念的に類似する第５種言語単位とのうち、一部または全部を
前記１次出力言語単位として認識することを特徴とする会話システム。
【請求項５】
請求項４記載の会話システムにおいて、
前記第１処理部が、第ｋ種言語単位群（ｋ＝１〜５）から複数の言語単位を前記複数の
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１次出力言語単位として認識することを特徴とする会話システム。
【請求項６】
請求項１記載の会話システムにおいて、
前記第２処理部により前記ユーザの真意とｉ次入力言語単位（ｉ＝１,２,‥）とが整合
していないと判定された場合、
前記第１処理部が、前記ｉ次入力言語単位に音響的に類似する言語単位を前記第１辞書
ＤＢから検索してｉ＋１次入力言語単位として認識し、前記ｉ＋１次入力言語単位に関連
する言語単位を前記第２辞書ＤＢから検索してｉ＋１次出力言語単位として認識し、かつ
、
前記第２処理部が、前記第１処理部により認識された前記ｉ＋１次出力言語単位に基づ
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き、前記ユーザの真意を問うｉ＋１次質問を生成して前記第２発話部に出力させ、当該ｉ
＋１次質問に対する前記ユーザの回答として前記第１発話部により認識されたｉ＋１次回
答に基づき、当該ユーザの真意と前記ｉ＋１次入力言語単位との整合および不整合を判別
する特徴とする会話システム。
【請求項７】
請求項６記載の会話システムにおいて、
前記第１処理部が複数のｉ＋１次出力言語単位を認識し、
前記第２処理部が、前記第１処理部により認識された前記複数のｉ＋１次出力言語単位
のそれぞれの認識難易度を表す因子に基づき、当該複数のｉ＋１次出力言語単位から１つ
を選定し、当該選定したｉ＋１次出力言語単位に基づいて前記ｉ＋１次質問を生成するこ
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とを特徴とする会話システム。
【請求項８】
請求項７記載の会話システムにおいて、
前記第２処理部が、前記第１処理部により認識された前記複数のｉ＋１次出力言語単位
のそれぞれの観念的な認識難易度もしくは所定範囲における出現頻度を表す第１因子、お
よび音響的な認識難易度もしくは所定数の他の言語単位との音響距離の最低平均値を表す
第２因子のうち一方または両方に基づき、当該複数のｉ＋１次出力言語単位から１つを選
定することを特徴とする会話システム。
【請求項９】
請求項６記載の会話システムにおいて、

50

(3)

JP 4950024 B2 2012.6.13

前記第２処理部が前記ｉ次入力言語単位と前記第１処理部により認識された前記複数の
ｉ＋１次出力言語単位のそれぞれとの音響距離、および前記ｉ＋１次入力言語単位と前記
複数のｉ＋１次出力言語単位のそれぞれとの音響距離のうち一方または両方に基づき、当
該複数のｉ＋１次出力言語単位から１つを選定することを特徴とする会話システム。
【請求項１０】
請求項７記載の会話システムにおいて、
前記第１処理部が、
前記ｉ＋１次入力言語単位およびこれに音響的に類似する言語単位の相違部分を含む第
１種言語単位と、
当該相違部分の本来の読み方と異なる読み方を表す第２種言語単位と、
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他の言語体系において当該相違部分に対応する言語単位の読み方を表す第３種言語単位
と、
当該相違部分に含まれる１つの音素を表す第４種言語単位と、
前記ｉ＋１次入力言語単位と概念的に類似する第５種言語単位とのうち、一部または全
部を２次出力言語単位として認識することを特徴とする会話システム。
【請求項１１】
請求項８記載の会話システムにおいて、
前記第１処理部が、第ｋ種言語単位群（ｋ＝１〜５）から複数の言語単位を前記複数の
ｉ＋１次出力言語単位として認識することを特徴とする会話システム。
【請求項１２】
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請求項６記載の会話システムにおいて、
前記第２処理部により前記ユーザの真意とｊ次入力言語単位（ｊ≧２）とが整合してい
ないと判定された場合、
前記第２処理部が、前記ユーザの再度の発話を促す質問を生成して、これを前記第２発
話部に出力させることを特徴とする会話システム。
【請求項１３】
ユーザの発話を認識する第１発話機能と、発話を出力する第２発話機能とを有するコン
ピュータの記憶機能に格納される会話ソフトウェアであって、
前記第１発話機能により認識された発話に含まれている１次入力言語単位に音響的に類
似する言語単位を第１辞書ＤＢから検索可能であることを要件として、当該１次入力言語

30

単位に関連する複数の言語単位を第２辞書ＤＢから検索して複数の１次出力言語単位とし
て認識する第１処理機能と、
前記第１処理機能により認識された前記複数の１次出力言語単位のそれぞれの認識難易
度を表す因子に基づき、当該複数の１次出力言語単位から１つを選定し、当該選定した１
次出力言語単位に基づいてユーザの真意を問う１次質問を生成して前記第２発話機能によ
って出力し、当該１次質問に対する前記ユーザの回答として前記第１発話機能により認識
された１次回答に基づき、当該ユーザの真意と前記１次入力言語単位との整合および不整
合を判別する第２処理機能とを前記コンピュータに付与することを特徴とする会話ソフト
ウェア。
【請求項１４】
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請求項１３記載の会話ソフトウェアにおいて、
前記第２処理機能によりユーザの真意とｉ次入力言語単位（ｉ＝１，２，‥）とが整合
していないと判定された場合、
前記第１処理機能として、前記ｉ次入力言語単位に音響的に類似する言語単位を前記第
１辞書ＤＢから検索してｉ＋１次入力言語単位として認識し、前記ｉ＋１次入力言語単位
に関連する言語単位を前記第２辞書ＤＢから検索してｉ＋１次出力言語単位として認識す
る機能と、
前記第２処理機能として、前記第１処理機能により認識されたｉ＋１次出力言語単位に
基づき、ユーザの真意を問うｉ＋１次質問を生成して前記第２発話機能によって出力し、
当該ｉ＋１次質問に対する前記ユーザの回答として前記第１発話機能により認識されたｉ
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＋１次回答に基づき、当該ユーザの真意と前記ｉ＋１次入力言語単位との整合および不整
合を判別する機能とを前記コンピュータに対して付与することを特徴とする会話ソフトウ
ェア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ユーザの発話を認識し、かつ、ユーザに対して発話を出力するシステム、お
よびユーザとの会話に必要な機能をコンピュータに付与するソフトウェアに関する。
【背景技術】
【０００２】
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ユーザおよびシステムの会話に際して、周辺雑音等の諸原因によって、システムによる
ユーザの発話認識に誤り（聞き誤り）が生じる可能性がある。このため、システムにおい
てユーザの発話内容を確認するための発話を出力する技術が提案されている（たとえば、
特開２００２−３５１４９２号公報参照）。当該システムによれば、単語の「属性」「属
性値」および「属性値間距離」が定義され、共通の属性を有しながら属性値が異なり、か
つ、当該属性値の偏差（属性値間距離）が閾値以上となるような複数の単語が同一のユー
ザとの会話中に認識された場合、当該単語を確認するための発話が出力される。
【０００３】
しかし、前記システムによれば、聞き誤りが生じた場合、属性値間距離が不適当に評価
される場合がある。このため、ユーザが「Ａ」と発話したにもかかわらず、システムがユ
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ーザの発話は「Ａ」と音響的に近い「Ｂ」であると認識しているという齟齬が解消されな
いまま、会話が進行してしまう可能性があった。
【０００４】
そこで、本発明は、ユーザの発話と、認識された発話との齟齬をより適当に解消しなが
ら、当該ユーザと会話しうるシステム、および当該会話機能をコンピュータに対して付与
するソフトウェアを提供することを解決課題とする。
【発明の開示】
【０００５】
前記課題を解決するための本発明の会話システムは、ユーザの発話を認識する第１発話
部と、発話を出力する第２発話部とを備えている会話システムであって、前記第１発話部
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により認識された発話に含まれている１次入力言語単位に音響的に類似する言語単位を第
１辞書ＤＢから検索可能であることを要件として、当該１次入力言語単位に関連する複数
の言語単位を第２辞書ＤＢから検索して複数の１次出力言語単位として認識する第１処理
部と、前記第１処理部により認識された前記複数の１次出力言語単位のそれぞれの認識難
易度を表す因子に基づき、当該複数の１次出力言語単位から１つを選定し、当該選定した
１次出力言語単位に基づいてユーザの真意を問う１次質問を生成して前記第２発話部に出
力させ、当該１次質問に対する前記ユーザの回答として前記第１発話部により認識された
１次回答に基づき、当該ユーザの真意と前記１次入力言語単位との整合および不整合を判
別する第２処理部とを備えていることを特徴とする。
【０００６】
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第１発話部により認識された発話に含まれている「１次入力言語単位」に音響的に類似
する言語単位が第１辞書ＤＢから検索されうる場合、１次入力言語単位ではなく他の言語
単位がユーザの発話に含まれていた可能性がある。すなわち、この場合、第１発話部が１
次入力言語単位について聴き違えをした可能性が多少なりともある。この点に鑑みて１次
入力言語単位に関連する複数の「１次出力言語単位」が第２辞書ＤＢから検索される。
【０００７】
また、複数の１次出力言語単位の中から、認識難易度を表す因子に基づき１次出力言語
単位が選定され、当該選定された１次出力言語単位に応じた「１次質問」が生成されて出
力される。このため、当該選定された１次出力言語単位のユーザにとっての認識を容易に
することができる。これにより、ユーザの真意と１次入力言語単位との整合および不整合

50

(5)

JP 4950024 B2 2012.6.13

を判別する観点から適当な１次質問が生成される。そして、１次質問に対するユーザの発
話として認識された「１次回答」に基づき、当該ユーザの真意と１次入力言語単位との整
合および不整合が判別される。これにより、ユーザの発話（真意)と、システムにおいて
認識された発話との齟齬をより確実に抑制しながら、当該ユーザとシステムとの会話が可
能となる。
【０００８】
なお「言語単位」とは、文字、単語、複数の単語より構成される文章、短い文章より構
成される長い文章等を意味する。
【００１１】
さらに、本発明の会話システムは、前記第２処理部が、前記第１処理部により認識され
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た前記複数の１次出力言語単位のそれぞれの観念的な認識難易度もしくは所定範囲におけ
る出現頻度を表す第１因子、および音響的な認識難易度もしくは所定数の他の言語単位と
の音響距離の最低平均値を表す第２因子のうち一方または両方に基づき、前記複数の１次
出力言語単位から１つを選定することを特徴とする。
【００１２】
本発明の会話システムによれば、当該選定された１次出力言語単位のユーザにとっての
観念的または音響的な認識を容易にすることができる。これにより、ユーザの真意と１次
入力言語単位との整合および不整合の別を確認する観点から適当な１次質問が生成される
。
【００１３】
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また、本発明の会話システムは、前記第２処理部が前記１次入力言語単位と、前記第１
処理部により認識された前記複数の１次出力言語単位のそれぞれとの音響距離に基づき、
当該複数の１次出力言語単位から１つを選定することを特徴とする。
【００１４】
本発明の会話システムによれば、複数の１次出力言語単位の中から、１次入力言語単位
との音響距離に基づき１次出力言語単位が選定されるので、当該選定された１次出力言語
単位の１次入力言語単位とのユーザにとっての聴覚的な識別を容易にすることができる。
【００１５】
さらに、本発明の会話システムは、前記第１処理部が、前記１次入力言語単位とこれに
音響的に類似する言語単位との相違部分を含む第１種言語単位と、当該相違部分の本来の
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読み方と異なる読み方を表す第２種言語単位と、他の言語体系において当該相違部分に対
応する言語単位の読み方を表す第３種言語単位と、当該相違部分に含まれる１つの音素を
表す第４種言語単位と、前記１次入力言語単位と概念的に類似する第５種言語単位とのう
ち、一部または全部を前記１次出力言語単位として認識することを特徴とする。
【００１６】
また、本発明の会話システムは、前記第１処理部が、第ｋ種言語単位群（ｋ＝１〜５）
から複数の言語単位を前記複数の１次出力言語単位として認識することを特徴とする。
【００１７】
本発明の会話システムによれば、１次質問の生成基礎である１次出力言語単位の選択肢
の幅が広げられるので、ユーザの真意および１次入力言語単位の整合および不整合を判別
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する観点から最適な１次質問が生成されうる。
【００１８】
さらに、本発明の会話システムは、前記第２処理部により前記ユーザの真意とｉ次入力
言語単位（ｉ＝１,２,‥）とが整合していないと判定された場合、前記第１処理部が、前
記ｉ次入力言語単位に音響的に類似する言語単位を前記第１辞書ＤＢから検索してｉ＋１
次入力言語単位として認識し、前記ｉ＋１次入力言語単位に関連する言語単位を前記第２
辞書ＤＢから検索してｉ＋１次出力言語単位として認識し、かつ、前記第２処理部が、前
記第１処理部により認識された前記ｉ＋１次出力言語単位に基づき、前記ユーザの真意を
問うｉ＋１次質問を生成して前記第２発話部に出力させ、当該ｉ＋１次質問に対する前記
ユーザの回答として前記第１発話部により認識されたｉ＋１次回答に基づき、当該ユーザ
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の真意と前記ｉ＋１次入力言語単位との整合および不整合を判別する特徴とする。
【００１９】
本発明の会話システムによれば、第１発話部により認識された発話に含まれているｉ次
入力言語単位に音響的に類似する言語単位としての「ｉ＋１次入力言語単位」がユーザの
発話に含まれていた可能性があることに鑑みて、ｉ＋１次入力言語単位に関連する「ｉ＋
１次出力言語単位」が第２辞書ＤＢから検索される。また、ｉ＋１次出力言語単位に基づ
いて「ｉ＋１次質問」が生成されて出力される。そして、ｉ＋１次質問に対するユーザの
発話として認識された「ｉ＋１次回答」に基づき、当該ユーザの真意とｉ＋１次入力言語
単位との整合および不整合が判別される。このように、複数回にわたってユーザの真意を
問うための質問が当該ユーザに向けて投げかけられる。これにより、ユーザの発話（真意

10

)とシステムにおいて認識された発話との齟齬をさらに確実に抑制しながら、当該ユーザ
とシステムとの会話が可能となる。
【００２０】
また、本発明の会話システムは、前記第１処理部が複数のｉ＋１次出力言語単位を認識
し、前記第２処理部が、前記第１処理部により認識された前記複数のｉ＋１次出力言語単
位のそれぞれの認識難易度を表す因子に基づき、当該複数のｉ＋１次出力言語単位から１
つを選定し、当該選定したｉ＋１次出力言語単位に基づいて前記ｉ＋１次質問を生成する
ことを特徴とする。
【００２１】
本発明の会話システムによれば、複数のｉ＋１次出力言語単位の中から、認識難易度を
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表す因子に基づきｉ＋１次出力言語単位が選定されるので、当該選定されたｉ＋１次出力
言語単位のユーザにとっての認識を容易にすることができる。これにより、ユーザの真意
とｉ＋１次入力言語単位との整合および不整合を判別する観点から適当なｉ＋１次質問が
生成される。
【００２２】
さらに、本発明の会話システムは、前記第２処理部が、前記第１処理部により認識され
た前記複数のｉ＋１次出力言語単位のそれぞれの観念的な認識難易度もしくは所定範囲に
おける出現頻度を表す第１因子、および音響的な認識難易度もしくは所定数の他の言語単
位との音響距離の最低平均値を表す第２因子のうち一方または両方に基づき、当該複数の
ｉ＋１次出力言語単位から１つを選定することを特徴とする。
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【００２３】
本発明の会話システムによれば、当該選定されたｉ＋１次出力言語単位のユーザにとっ
ての観念的または音響的な認識を容易にすることができる。これにより、ユーザの真意と
ｉ＋１次入力言語単位との整合および不整合を判別する観点から適当なｉ＋１次質問が生
成される。
【００２４】
また、本発明の会話システムは、前記第２処理部が前記ｉ次入力言語単位と前記第１処
理部により認識された前記複数のｉ＋１次出力言語単位のそれぞれとの音響距離、および
前記ｉ＋１次入力言語単位と前記複数のｉ＋１次出力言語単位のそれぞれとの音響距離の
うち一方または両方に基づき、当該複数のｉ＋１次出力言語単位から１つを選定すること
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を特徴とする。
【００２５】
本発明の会話システムによれば、複数のｉ＋１次出力言語単位の中から、ｉ次入力言語
単位との音響距離に基づきｉ＋１次出力言語単位が選定されうるので、当該選定されたｉ
＋１次出力言語単位のｉ次入力言語単位との音響的な識別を容易にすることができる。さ
らに、複数のｉ＋１次出力言語単位の中から、ｉ＋１次入力言語単位との音響距離に基づ
きｉ＋１次出力言語単位が選定されうるので、当該選定されたｉ＋１次出力言語単位のｉ
＋１次入力言語単位との音響的な識別を容易にすることができる。
【００２６】
さらに、本発明の会話システムは、前記第１処理部が、前記ｉ＋１次入力言語単位およ
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びこれに音響的に類似する言語単位の相違部分を含む第１種言語単位と、当該相違部分の
本来の読み方と異なる読み方を表す第２種言語単位と、他の言語体系において当該相違部
分に対応する言語単位の読み方を表す第３種言語単位と、当該相違部分に含まれる１つの
音素を表す第４種言語単位と、前記ｉ＋１次入力言語単位と概念的に類似する第５種言語
単位とのうち、一部または全部を２次出力言語単位として認識することを特徴とする。
【００２７】
また、本発明の会話システムは、前記第１処理部が、第ｋ種言語単位群（ｋ＝１〜５）
から複数の言語単位を前記複数のｉ＋１次出力言語単位として認識することを特徴とする
。
【００２８】
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本発明の会話システムによれば、ｉ＋１次質問の生成基礎としてのｉ＋１次出力言語単
位の選択肢の幅が広げられるので、ユーザの先の発話とｉ＋１次入力言語単位との整合お
よび不整合を判別する観点から最適なｉ＋１次質問が生成されうる。
【００２９】
さらに、本発明の会話システムは、前記第２処理部により前記ユーザの真意とｊ次入力
言語単位（ｊ≧２）とが整合していないと判定された場合、前記第２処理部が、前記ユー
ザの再度の発話を促す質問を生成して、これを前記第２発話部に出力させることを特徴と
する。
【００３０】
本発明の会話システムによれば、逐次出力される質問によってはユーザの真意が確認で
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きないような場合、あらためてその真意を確認することができる。
【００３１】
前記課題を解決するための本発明の会話ソフトウェアは、ユーザの発話を認識する第１
発話機能と、発話を出力する第２発話機能とを有するコンピュータの記憶機能に格納され
る会話ソフトウェアであって、前記第１発話機能により認識された発話に含まれている１
次入力言語単位に音響的に類似する言語単位を第１辞書ＤＢから検索可能であることを要
件として、当該１次入力言語単位に関連する複数の言語単位を第２辞書ＤＢから検索して
複数の１次出力言語単位として認識する第１処理機能と、前記第１処理機能により認識さ
れた前記複数の１次出力言語単位のそれぞれの認識難易度を表す因子に基づき、当該複数
の１次出力言語単位から１つを選定し、当該選定した１次出力言語単位に基づいてユーザ
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の真意を問う１次質問を生成して前記第２発話機能によって出力し、当該１次質問に対す
る前記ユーザの回答として前記第１発話機能により認識された１次回答に基づき、当該ユ
ーザの真意と前記１次入力言語単位との整合および不整合を判別する第２処理機能とを前
記コンピュータに付与することを特徴とする。
【００３２】
本発明の会話ソフトウェアによれば、ユーザの発話(またはその真意)と、システムにお
いて認識された発話との齟齬をより確実に抑制しながら、当該ユーザと会話する機能が当
該コンピュータに付与される。
【００３３】
また、本発明の会話ソフトウェアは、前記第２処理機能によりユーザの真意とｉ次入力
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言語単位（ｉ＝１，２，‥）とが整合していないと判定された場合、前記第１処理機能と
して、前記ｉ次入力言語単位に音響的に類似する言語単位を前記第１辞書ＤＢから検索し
てｉ＋１次入力言語単位として認識し、前記ｉ＋１次入力言語単位に関連する言語単位を
前記第２辞書ＤＢから検索してｉ＋１次出力言語単位として認識する機能と、前記第２処
理機能として、前記第１処理機能により認識されたｉ＋１次出力言語単位に基づき、ユー
ザの真意を問うｉ＋１次質問を生成して前記第２発話機能によって出力し、当該ｉ＋１次
質問に対する前記ユーザの回答として前記第１発話機能により認識されたｉ＋１次回答に
基づき、当該ユーザの真意と前記ｉ＋１次入力言語単位との整合および不整合を判別する
機能とを前記コンピュータに対して付与することを特徴とする。
【００３４】
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本発明の会話ソフトウェアによれば、ユーザの真意を問う質問が複数回にわたって生成
する機能が前記コンピュータに対して付与される。したがって、当該ユーザの真意をより
正確に把握し、ユーザの発話とシステムにおいて認識された発話との齟齬をより確実に抑
制しながら、当該ユーザと会話する機能が当該コンピュータに付与される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
本発明の会話システムおよび会話ソフトウェアの実施形態について図面を用いて説明す
る。
【００３６】
図１は本発明の会話システムの構成例示図であり、図２は本発明の会話システムおよび
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会話ソフトウェアの機能例示図である。
【００３７】
図１に示されている会話システム（以下「システム」という。）１００は、自動車に搭
載されたナビゲーションシステム（ナビシステム）１０に組み込まれた、ハードウェアと
してのコンピュータと、当該コンピュータのメモリに格納された本発明の「会話ソフトウ
ェア」とにより構成されている。
【００３８】
会話システム１００は、第１発話部１０１と、第２発話部１０２と、第１処理部１１１
と、第２処理部１１２と、第１辞書ＤＢ１２１と、第２辞書ＤＢ１２２とを備えている。
【００３９】
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第１発話部１０１は、マイクロフォン（図示略）等により構成され、入力音声に基づい
て隠れマルコフモデル法等、公知の手法にしたがってユーザの発話を認識する。
【００４０】
第２発話部１０２は、スピーカ（図示略）等により構成され、音声（または発話）を出
力する。
【００４１】
第１処理部１１１は、第１発話部１０１により認識された発話に含まれている１次入力
言語単位に音響的に類似する言語単位を第１辞書ＤＢ１２１から検索可能であることを要
件として１次入力言語単位に関連する複数種類の言語単位を第２辞書ＤＢ１２２から検索
して１次出力言語単位として認識する。さらに、第１処理部１１１は、後述するように必
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要に応じてより高次の出力言語単位を認識する。
【００４２】
第２処理部１１２は、１次入力言語単位に基づき、第１処理部１１１により認識された
複数種類の１次出力言語単位の中から１つを選定する。また、第２処理部１１２は、選定
した１次出力言語単位に基づき、ユーザの真意を問う１次質問を生成して第２発話部１０
２に出力させる。さらに、第２処理部１１２は、当該１次質問に対するユーザの回答とし
て第１発話部１０１により認識された１次回答に基づき、該ユーザの真意と１次入力言語
単位との整合および不整合を判別する。また、第２処理部１１２は、後述するように必要
に応じてより高次の質問を生成し、かつ、高次の回答に基づいてユーザの真意を確認する
40

。
【００４３】
第１辞書ＤＢ１２１は、第１処理部１１１によりｉ＋１次入力言語単位（ｉ＝１，２，
‥）として認識されうる複数の言語単位を記憶保持している。
【００４４】
第２辞書ＤＢ１２２は、第１処理部１１１によりｉ次出力言語単位として認識されうる
複数の言語単位を記憶保持している。
【００４５】
前記構成の会話システム１００の機能について、図２を用いて説明する。
【００４６】
まず、ユーザが目的地設定のためにナビシステム１０を操作したことに応じて、第２発
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話部１０２が「目的地はどこですか」という初期発話を出力する（図２／Ｓ１）。初期発
話に応じてユーザが目的地を表す単語を口にすると、第１発話部１０１がこの発話を認識
する（図２／Ｓ２）。このとき、入力言語単位、出力言語単位、質問および回答の次数を
表す指数ｉが「１」に設定される(図２／Ｓ３)。
【００４７】
また、第１処理部１１１が、第１発話部１０１により認識された発話を言語単位列に変
換し、この言語単位列から第１辞書ＤＢ１２１において「地域名称」や「建築物名称」等
に分類されている言語単位を抽出してｉ次入力言語単位ｘiとして認識する（図２／Ｓ４
）。言語単位列から抽出される言語単位の分類は、ナビ装置１がユーザにその目的地まで
の案内ルートを提示するといったドメインに基づいている。
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【００４８】
さらに、第１処理部１１１が、ｉ次入力言語単位ｘiと音響的に類似する言語単位を第
１辞書ＤＢ１２１から検索可能であるか否か、すなわち、当該音響類似単語が第１辞書Ｄ
Ｂ１２１に記憶されているか否かを判定する（図２／Ｓ５）。ここで、言語単位ｘiおよ
びｘjが音響的に類似するとは、次式（１）によって定義される音響距離ｐｄ（ｘi，ｘj
）が閾値ε未満であることを意味する。
【００４９】
ｐｄ（ｘi，ｘi）
＝ｅｄ（ｘi，ｘj）／ｌｎ［ｍｉｎ（｜ｘi｜，｜ｘj｜）＋１］‥（１）
式（１）において｜ｘ｜は言語単位ｘに含まれている音素（または音韻）の数である。
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音素とは、１つの言語で用いられる音を弁別機能の見地から規定された最小単位を意味す
る。
【００５０】
また、ｅｄ（ｘi，ｘj）は言語単位ｘiおよびｘjの編集距離であり、言語単位ｘiの音
素列を言語単位ｘjの音素列に変換するための音素の挿入、削除、置換に際して、モーラ
（日本語の発音の最小単位を意味する。）または音素の数が変化する場合のコストを「１
」、モーラや音素の数が変化しない場合のコストを「２」として、ＤＰマッチングにより
求められる。
【００５１】
第１処理部１１１はｉ次入力言語単位ｘiに音響的に類似する言語単位が第１辞書ＤＢ
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１２１に登録されていると判定した場合（図２／Ｓ５‥ＹＥＳ）、ｉ次入力言語単位ｘi
に関連する複数種類のｉ次出力言語単位ｙki＝ｙk（ｘi）（ｋ＝１〜５）を第２辞書ＤＢ
１２２から検索する（図２／Ｓ６）。
【００５２】
具体的には、第１処理部１１１はｉ次入力言語単位ｘiにおける当該音響類似言語単位
ｚiとの相違部分δi＝δ（ｘi，ｚi）を含む言語単位を第２辞書ＤＢ１２２から検索して
、第１種のｉ次出力言語単位ｙ1i＝ｙ1（ｘi）として認識する。たとえばｉ次入力言語単
位ｘiが「Ｂｏｓｔｏｎ」という地名を表す単語であり、音響類似言語単位ｚiが「Ａｕｓ
ｔｉｎ」という地名を表す単語である場合、相違部分δiとしてｉ次入力言語単位ｘiの頭
文字である「ｂ」が抽出される。また、この相違部分δiを含む言語単位として「ｂｒａ
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ｖｏ」が検索される。
【００５３】
また、第１処理部１１１は当該相違部分δiの読み方（本来の読み方）ｐ1i＝ｐ1（δi
）と異なる読み方ｐ2i＝ｐ2（δi）を第２辞書ＤＢ１２２から検索して、第２種のｉ次出
力言語単位ｙ2i＝ｙ2（ｘi）として認識する。たとえば、日本語では、大半の漢字に「音
読み」および「訓読み」という異なる読み方が存在する。このため、相違部分δiである
漢字「銀」の本来の読み方が音読み「ギン」である場合、その訓読み「シロガネ」が第２
種のｉ次出力言語単位ｙ2iとして認識される。
【００５４】
さらに、第１処理部１１１は他の言語単位において当該相違部分δiを意味する言語単
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位ｆ＝ｆ（δi）の読み方ｐ（ｆ）を第２辞書ＤＢ１２２から検索して、第３種のｉ次出
力言語単位ｙ3i＝ｙ3（ｘi）として認識する。たとえば日本語における漢字「銀」が相違
部分δiである場合、当該漢字を意味する英単語「ｓｉｌｖｅｒ」の読み方「シルバー」
が第３種のｉ次出力言語単位ｙ3iとして認識される。
【００５５】
また、第１処理部１１１は当該相違部分δiの読み方ｐ（δi）が複数のモーラ（または
音素）により構成されている場合、その中から先頭モーラ等、１つのモーラを表す音素文
字、またはモーラを説明する文章を第２辞書ＤＢ１２２から検索し、第４種のｉ次出力言
語単位ｙ4i＝ｙ4（ｘi）として認識する。たとえば、日本語における漢字「西」が相違部
分δiである場合、その読み方ｐ（δi）「ニシ」のうち最初のモーラ文字「ニ」が第４種
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のｉ次出力言語単位ｙ4iとして認識される。また、日本語のモーラには、清音、半濁音（
子音：ｐ）および濁音（子音：ｇ，ｚ，ｄ，ｂ）という区分があるので、この区分を表す
「清音」「半濁音」または「濁音」という単語が第４種のｉ次出力言語単位ｙ4iとして認
識される。
【００５６】
さらに、第１処理部１１１はｉ次入力言語単位ｘiと概念的に関連する言語単位を第２
辞書ＤＢ１２２から検索して、第５種のｉ次出力言語単位ｙ5i＝ｙ5（ｘi）として認識す
る。たとえば、ｉ次入力言語単位ｘiにより表される目的地を包含する地域を表す言語単
位（地名）ｇ＝ｇ（ｘi）が第５種のｉ次出力言語単位ｙ5iとして認識される。
20

【００５７】
なお、第ｋ種のｉ次出力言語単位として、複数の言語単位が認識されてもよい。たとえ
ば、当該相違部分δiが漢字「金」である場合、「故事成語」に分類される「沈黙は金」
という文章、および「著名人の名称」に分類される「金●×」という名称がともに第１種
のｉ次出力言語単位ｙ1iとして認識されてもよい。
【００５８】
一方、第１処理部１１１はｉ次入力言語単位ｘiに音響的に類似する言語単位が第１辞
書ＤＢ１２１に登録されていないと判定した場合（図２／Ｓ５‥ＮＯ）、ｉ次入力言語単
位ｘiがユーザの目的地名称を特定する言語単位であるという推定に応じた次の処理が実
行される。これにより、たとえば第２発話部１０２が「それでは、目的地ｘiまでのルー
トをご案内いたします」等の発話を出力する。また、ナビシステム１０が、ｉ次入力言語
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単位ｘiにより特定される目的地までのルートの設定処理を実行する。
【００５９】
続いて、第２処理部１１２が、第１処理部１１１によって認識された第１〜第５種のｉ
次出力言語単位ｙkiの中から１つを選定する（図２／Ｓ７）。
【００６０】
具体的には、第２処理部１１２は各種のｉ次出力言語単位ｙkiについて、次式（２）に
したがって１次指数ｓｃｏｒｅ1（ｙki）を算出し、このｉ次指数ｓｃｏｒｅ1（ｙki）が
最大のｉ次出力言語単位ｙkiを選定する。
【００６１】
40

ｓｃｏｒｅ1（ｙk1）
＝W1・ｃ1（ｙk1）＋Ｗ2・ｃ2（ｙk1）＋Ｗ3・ｐｄ（ｘ1，ｙk1），
ｓｃｏｒｅi+1（ｙki+1）
＝W1・ｃ1（ｙki+1）＋Ｗ2・ｃ2（ｙki+1）＋Ｗ3・ｐｄ（ｘi，ｙki+1）
＋Ｗ4・ｐｄ（ｙki，ｙki+1）

‥（２）

式（２）において、Ｗ1〜Ｗ4は重み係数である。ｃ1（ｙki）は第ｋ種のｉ次出力言語
単位ｙkiの観念的な認識難易度（なじみやすさ）を表す第１因子である。第１因子として
は、ｉ次出力言語単位ｙkiをキーとしたときのインターネット検索エンジンのヒット数や
、主要新聞や放送等のマスメディアにおける出現頻度等が採用される。また、ｃ2（ｙki
）は第ｋ種のｉ次出力言語単位ｙkiの音響的な認識難易度（発音一意性、ききわけやすさ
）を表す第２因子である。第２因子としては、たとえば所定数（たとえば１０）の他の言
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語単位（同音異義語など）との音響距離の最小平均値が採用される。ｐｄ（ｘ，ｙ）は、
式（１）で定義される、言語単位ｘおよびｙの音響距離である。
【００６２】
続いて、第２処理部１１２が、選定した１つのｉ次出力言語単位ｙkiに基づき、ユーザ
の真意を問うｉ次質問Ｑi＝Ｑ（ｙi）を生成して、第２発話部１０２に出力させる（図２
／Ｓ８）。
【００６３】
たとえば、第１種のｉ次出力言語単位ｙ1iが選定されたことに応じて「目的地名称には
ｙ1iに含まれるδiという文字が含まれますか」等のｉ次質問Ｑiが生成される。このｉ次
質問Ｑiは前記相違部分δiを通じて、ｉ次入力言語単位（たとえば、発話に含まれていた

10

地名や建築物名称）ｘiの認識の正誤を間接的にユーザに確認するための質問である。
【００６４】
また、第２種のｉ次出力言語単位ｙ1iが選定されたことに応じて「目的地名称にはｐ2i
と読まれる（または発音される）文字が含まれていますか」等のｉ次質問Ｑiが生成され
る。このｉ次質問Ｑiは相違部分δiの本来の読み方ｐ1iとは異なる読み方ｐ2iを通じて、
ｉ次入力言語単位ｘiの認識の正誤を間接的にユーザに確認するための質問である。
【００６５】
さらに、第３種のｉ次出力言語単位ｙ1iが選定されたことに応じて「目的地名称には外
国語（たとえば、日本語から見た英語）でｐを意味するδiという文字が含まれています
か」等のｉ次質問Ｑiが生成される。このｉ次質問Ｑiは他の言語単位において当該相違部

20

分δiを意味する言語単位ｆ＝ｆ（δi）の読み方ｐ（ｆ）を通じて、ｉ次入力言語単位ｘ
iの認識の正誤を間接的にユーザに確認するための質問である。

【００６６】
また、第４種のｉ次出力言語単位ｙ1iが選定されたことに応じて「目的地名称には‥番
目にｐ（δi）と発音される文字が含まれていますか」等のｉ次質問Ｑiが生成される。こ
のｉ次質問Ｑiは相違部分δiの読み方ｐ（δi）の中の１つのモーラを表すモーラを表す
文字、またはモーラを説明する文章を通じて、ｉ次入力言語単位ｘiの認識の正誤を間接
的にユーザに確認するための質問である。
【００６７】
さらに、第５種のｉ次出力言語単位ｙ1iが選定されたことに応じて「目的地はｇに含ま
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れていますか」等のｉ次質問Ｑiが生成される。このｉ次質問Ｑiは、ｉ次入力言語単位ｘ
iと概念的に関連する言語単位を通じて、ｉ次入力言語単位ｘiの認識の正誤を間接的にユ

ーザに確認するための質問である。
【００６８】
さらに、第１発話部１０１が、ｉ次質問Ｑiに対するユーザの発話としてｉ次回答Ａiを
認識する（図２／Ｓ９）。また、第２処理部１１２が、ｉ次回答Ａiが「はい」のように
肯定的なものであるか、または「いいえ」のように否定的なものであるかを判定する（図
２／Ｓ１０）。
【００６９】
そして、第２処理部１１２によりｉ次回答Ａiが肯定的であると判定された場合（図２

40

／Ｓ１０‥ＹＥＳ）、ｉ次入力言語単位ｘiがユーザの目的地名称を特定する言語単位で
あるという推定に応じた次の処理が実行される。
【００７０】
一方、第２処理部１１２によりｉ次回答Ａiが否定的であると判定された場合（図２／
Ｓ１０‥ＮＯ）、指数ｉが所定数ｊ（＞２）未満であるという条件が満たされているか否
かが判定される（図２／Ｓ１１）。そして、当該条件が満たされている場合（図２／Ｓ１
１‥ＹＥＳ）、指数ｉが１だけ増加され（図２／Ｓ１２）、その上で前記のＳ４〜Ｓ１０
の処理が繰り返される。この際、第１処理部１１１は、ｉ−１次入力言語単位ｘi‑1（ｉ
≧２）に音響的に類似する言語単位を第１辞書ＤＢ１２１から検索して、ｉ次入力言語単
位ｘiとして認識する。なお、ｉ次入力言語単位ｘiとして、ｉ−１次入力言語単位ｘi‑1
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の音響類似言語単位ｚi‑1が認識されてもよい。また、当該条件が満たされていない場合
（図２／Ｓ１１‥ＮＯ）、第２発話部１０２があらためて初期発話を出力する（図２／Ｓ
１）等、ユーザとの会話が振り出しに戻ってやり直される。
【００７１】
前記機能を発揮する会話システム１００（および会話ソフトウェア）によれば、それぞ
れのｉ次出力言語単位ｙkiについて、観念的な認識難易度を表す第１因子ｃ1、および音
響的な認識難易度を表す第２因子ｃ2等に基づき、複数種類のｉ次出力言語単位ｙkiの中
から１つが選定される（図２／Ｓ６，Ｓ７）。また、選定された１つのｉ次出力言語単位
ｙkiに基づきｉ次質問Ｑiが生成される（図２／Ｓ８）。これにより、ユーザの真意とｉ
次入力言語単位ｘiの整合および不整合を判別する観点から最適なｉ次質問Ｑiが生成され
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うる。また、ユーザの真意とシステムの認識とに齟齬があると判定された場合、さらなる
質問が生成される（図２／Ｓ１０‥ＮＯ，Ｓ４〜Ｓ１０）。したがって、ユーザの発話（
真意)と、システム１００において認識された発話との齟齬を確実に抑制しながら、当該
ユーザとシステム１００との会話が可能となる。
【００７２】
さらに、ユーザの真意とｊ次入力言語単位（ｊ≧２）とが整合していないと判定された
場合、ユーザの再度の発話を促す初期質問が生成される（図２／Ｓ１１‥ＮＯ，Ｓ１）。
これにより、逐次出力される質問によってはユーザの真意が確認できないような場合、あ
らためてその真意を確認することができる。
【００７３】

20

前記処理にしたがったユーザおよび会話システム１００の第１の会話例を次に示す。Ｕ
はユーザの発話を表し、Ｓは会話システム１００の発話を表している。
（第１の会話例）
Ｓ0：

目的地はどこですか。

【００７４】
Ｕ0：

金閣寺です。

【００７５】
Ｓ1：

目的地名称に英語でシルバーを意味する「銀」という文字が含まれていますか

。
【００７６】
Ｕ1：

30

いいえ。

【００７７】
Ｓ2：

では、目的地名称に「沈黙は金」における「金」という文字が含まれています

か。
【００７８】
Ｕ2：

はい。

【００７９】
Ｓ3：

それでは金閣寺までのルートを案内いたします。

【００８０】
システム１００の発話Ｓ0は初期質問に該当する（図２／Ｓ１）。
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【００８１】
システム１００の発話Ｓ1は１次質問Ｑ1に該当する（図２／Ｓ８）。この１次質問Ｑ1
は、１次入力言語単位ｘ1として「金閣寺」ではなく「銀閣寺」が認識（誤認）されたこ
と（図２／Ｓ４）、音響類似言語単位ｚ1として「金閣寺」が認識されたこと（図２／Ｓ
５）、２つの言語単位ｘ1およびｚ1の相違部分δ1である漢字「銀」に関連する５種類の
１次出力言語単位ｙ11〜ｙ51が認識されたこと（図２／Ｓ６）、および第３種の１次出力
言語単位ｙ31として当該相違部分δ1を表す英単語「ｓｉｌｖｅｒ」の日本語における読
み方「シルバー」が選定されたこと（図２／Ｓ７）に応じて生成されたものである。
【００８２】
システム１００の発話Ｓ2は２次質問Ｑ2に該当する（図２／Ｓ８）。この２次質問Ｑ2
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は、１次回答Ａ1として認識されたユーザの発話Ｕ1が否定的なものであったこと（図２／
Ｓ１０‥ＮＯ）、２次入力言語単位ｘ2として「金閣寺」が認識されたこと（図２／Ｓ４
）、音響類似言語単位ｚ2として「銀閣寺」が認識されたこと（図２／Ｓ５）、２つの言
語単位ｘ2およびｚ2の相違部分δ2である漢字「金」に関連する５種類の２次出力言語単
位ｙ12〜ｙ52が認識されたこと（図２／Ｓ６）、および第１種の２次出力言語単位ｙ12と
して当該相違部分δ2を含む故事成語「沈黙は金」が選定されたこと（図２／Ｓ７）に応
じて生成されたものである。
【００８３】
２次回答Ａ2として認識されたユーザの発話Ｕ2が肯定的なものであったことに応じて（
図２／Ｓ１０‥ＹＥＳ）、ユーザの目的地が金閣寺であるという判断に応じて、システム

10

１００から発話Ｕ4が出力される。
【００８４】
これにより、ユーザの目的地が「金閣寺」である一方、システム１００により認識され
た目的地が「銀閣寺」であるといった齟齬が生じたまま、ユーザおよびシステム１００の
会話が進行する事態が回避される。すなわち、システム１００は、ユーザの目的地が金閣
寺であることを正確に認識することができる。そして、ナビシステム１０は、システム１
００の当該認識に基づき、金閣寺までの案内ルートの設定等、ユーザの真意に鑑みて適切
な処理を実行することができる。
【００８５】
さらに、前記処理にしたがったユーザおよびシステム１００の第２の会話例を次に示す
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。
（第２の会話例）
Ｓ0：

Ｃａｎ

ｙｏｕ

ｔｅｌｌ

ｍｅ

ｔｈｅ

ｄｅｐａｒｔｕｒｅ

ｃｉｔｙ？
Ｕ0：

ｆｒｏｍ

Ｓ1：

Ｉｓ

ｉｎ

ｔｈｅ

ｂｒａｖｏ

Ｕ1：

Ｎｏ．

Ｓ2：

Ｔｈｅｎ

ｙ

Ａｕｓｔｉｎ．

ａ
Ｕ2：

ｉｎ

ｆｉｒｓｔ

ｌｅｔｔｅｒ

ｏｆ

ｔｈｅ

ｃｉｔｙ

ｂ

？

ｉｓ

ｔｈｅ

ａｌｐｈａ

ｆｉｒｓｔ

ｌｅｔｔｅｒ

ｏｆ

ｔｈｅ

ｃｉｔ

？
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Ｙｅｓ．

システム１００の発話Ｓ0は初期質問に該当する（図２／Ｓ１）。
【００８６】
システム１００の発話Ｓ1は１次質問Ｑ1に該当する（図２／Ｓ８）。この１次質問Ｑ1
は、１次入力言語単位ｘ1として「Ａｕｓｔｉｎ」ではなく「Ｂｏｓｔｏｎ」が認識（誤
認）されたこと（図２／Ｓ４）、音響類似言語単位ｚ1として「Ａｕｓｔｉｎ」が認識さ
れたこと（図２／Ｓ５）、２つの言語単位ｘ1およびｚ1の相違部分δ1である英文字「ｂ
」に関連する５種類の１次出力言語単位ｙ11〜ｙ51が認識されたこと（図２／Ｓ６）、お
よび第１種の１次出力言語単位ｙ11として当該相違部分δ1を表す英単語「ｂｒａｖｏ」
が選定されたこと（図２／Ｓ７）に応じて生成されたものである。
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【００８７】
システム１００の発話Ｓ2は２次質問Ｑ2に該当する（図２／Ｓ８）。この２次質問Ｑ2
は、１次回答Ａ1として認識されたユーザの発話Ｕ1が否定的なものであったこと（図２／
Ｓ１０‥ＮＯ）、２次入力言語単位ｘ2として「Ａｕｓｔｉｎ」が認識されたこと（図２
／Ｓ４）、音響類似言語単位ｚ2として「Ｂｏｓｔｏｎ」が認識されたこと（図２／Ｓ５
）、２つの言語単位ｘ2およびｚ2の相違部分δ2である英文字「ａ」に関連する５種類の
２次出力言語単位ｙ12〜ｙ52が認識されたこと（図２／Ｓ６）、および第１種の２次出力
言語単位ｙ12として当該相違部分δ2を含む英単語「ａｌｐｈａ」が選定されたこと（図
２／Ｓ７）に応じて生成されたものである。
【００８８】
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２次回答Ａ2として認識されたユーザの発話Ｕ2が肯定的なものであったことに応じて（
図２／Ｓ１０‥ＹＥＳ）、ユーザの目的地がＡｕｓｔｉｎであるという判断に応じて、シ
ステム１００から発話が出力される。
【００８９】
これにより、ユーザの目的地が「Ａｕｓｔｉｎ」である一方、システム１００により認
識された目的地が「Ｂｏｓｔｏｎ」であるといった齟齬が生じたまま、ユーザおよびシス
テム１００の会話が進行する事態が回避される。すなわち、システム１００は、ユーザの
目的地がＡｕｓｔｉｎであることを正確に認識することができる。そして、ナビシステム
１０は、システム１００の当該認識に基づき、Ａｕｓｔｉｎまでの案内ルートの設定等、
ユーザの真意に鑑みて適切な処理を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の会話システムの構成例示図。
【図２】本発明の会話システムおよび会話ソフトウェアの機能例示図。

【図１】

【図２】
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