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(57)【要約】
【課題】音声認識誤りが生じる可能性がある音声認識用
モデルが用いられる場合に頑健にフレーズを検知するた
めに使用されるテンプレートを生成できるテンプレート
生成装置を提供する。
【解決手段】テンプレート生成装置３０は、音声に含ま
れる所定のフレーズの検知に使用されるテンプレートを
生成するテンプレート生成装置であって、所定のフレー
ズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づ
いた音響モデルとを入力とし、所定のフレーズを構成す
る単位の所定のフレーズに対応する音声に出現する確率
が音響モデルに入力された時のノードの出力を用いてテ
ンプレートを生成するテンプレート生成手段３１を備え
る。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用されるテンプレートを生成するテンプレー
ト生成装置であって、
　前記所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルとを入力とし、前記所定のフレーズを構成する単位の前記所定のフレーズに対応する音
声に出現する確率が前記音響モデルに入力された時の前記ノードの出力を用いて前記テン
プレートを生成するテンプレート生成手段を備える
　ことを特徴とするテンプレート生成装置。
【請求項２】
　テンプレート生成手段は、ノードの出力が要素であるテンプレートを生成する
　請求項１記載のテンプレート生成装置。
【請求項３】
　所定のフレーズを構成する単位は、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルの出
力層における所定のノードに対応付けられる
　請求項１または請求項２記載のテンプレート生成装置。
【請求項４】
　テンプレート生成手段は、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルが学習された
際に使用された音声データが前記音響モデルに入力された時のノードへの入力またはノー
ドの出力を用いてテンプレートを生成する
　請求項１から請求項３のうちのいずれか１項に記載のテンプレート生成装置。
【請求項５】
　テンプレート生成手段は、各ノードへの入力の平均値、最小値、または最大値のいずれ
か１つを用いてテンプレートを生成する
　請求項４記載のテンプレート生成装置。
【請求項６】
　テンプレート生成手段は、各ノードの出力の平均値、最小値、または最大値のいずれか
１つを用いてテンプレートを生成する
　請求項４または請求項５記載のテンプレート生成装置。
【請求項７】
　所定のフレーズに対応する音声に混合して含まれている複数の単位それぞれに対して前
記音声における混合度合いを示す混合音パラメータを決定する混合音パラメータ決定手段
を備え、
　テンプレート生成手段は、決定された前記混合音パラメータを用いてテンプレートを生
成する
　請求項１から請求項６のうちのいずれか１項に記載のテンプレート生成装置。
【請求項８】
　検知対象の音声に含まれる所定のフレーズを構成する単位に対応する音声の長さを用い
てテンプレート生成手段が生成したテンプレートを加工するテンプレート加工手段を備え
る
　請求項１から請求項７のうちのいずれか１項に記載のテンプレート生成装置。
【請求項９】
　テンプレート生成手段が生成した類似の度合いが所定の条件を満たす複数のテンプレー
トを基に１つのテンプレートを生成する第２テンプレート生成手段を備える
　請求項１から請求項８のうちのいずれか１項に記載のテンプレート生成装置。
【請求項１０】
　音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用されるテンプレートを生成するテンプレー
ト生成装置において実行されるテンプレート生成方法であって、
　前記所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルとを入力とし、前記所定のフレーズを構成する単位の前記所定のフレーズに対応する音
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声に出現する確率が前記音響モデルに入力された時の前記ノードの出力を用いて前記テン
プレートを生成する
　ことを特徴とするテンプレート生成方法。
【請求項１１】
　音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用されるテンプレートを生成するコンピュー
タにおいて実行されるテンプレート生成プログラムであって、
　前記コンピュータに、
　前記所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルとを入力とし、前記所定のフレーズを構成する単位の前記所定のフレーズに対応する音
声に出現する確率が前記音響モデルに入力された時の前記ノードの出力を用いて前記テン
プレートを生成する生成処理
　を実行させるためのテンプレート生成プログラム。
【請求項１２】
　音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用されるテンプレートを生成するテンプレー
ト生成装置と、生成された前記テンプレートを使用して音声中の前記所定のフレーズを検
知するフレーズ検知装置とを含むフレーズ検知システムであって、
　前記テンプレート生成装置は、
　前記所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルとを入力とし、前記所定のフレーズを構成する単位の前記所定のフレーズに対応する音
声に出現する確率が前記音響モデルに入力された時の前記ノードの出力を用いて前記テン
プレートを生成するテンプレート生成手段を含む
　ことを特徴とするフレーズ検知システム。
【請求項１３】
　フレーズ検知装置は、
　テンプレート生成手段に入力されたニューラルネットワークに基づいた音響モデルに検
知対象の音声を入力することによって前記テンプレート生成手段が生成した所定のフレー
ズに対応するテンプレートと照合されるテンプレートを生成する照合テンプレート生成手
段を含む
　請求項１２記載のフレーズ検知システム。
【請求項１４】
　照合テンプレート生成手段は、テンプレート生成手段が生成するテンプレートの数に応
じて照合されるテンプレートを生成する
　請求項１３記載のフレーズ検知システム。
【請求項１５】
　フレーズ検知装置は、
　テンプレート生成手段が生成した所定のフレーズに対応するテンプレートと照合テンプ
レート生成手段が生成したテンプレートを照合する際に検知対象の音声が所定の時間長毎
に分割された信号毎にスコアを算出し、算出された前記スコアの重み付き和を用いて前記
所定のフレーズを検知する検知手段を含む
　請求項１３または請求項１４記載のフレーズ検知システム。
【請求項１６】
　検知手段は、線形補間が適用された重み付き和を用いて所定のフレーズを検知する
　請求項１５記載のフレーズ検知システム。
【請求項１７】
　検知手段は、テンプレート生成手段が生成した所定のフレーズに対応するテンプレート
と照合テンプレート生成手段が生成したテンプレートの内積を計算することによってスコ
アを算出する
　請求項１５または請求項１６記載のフレーズ検知システム。
【請求項１８】
　検知手段は、テンプレートのノルムを用いてスコアを算出する
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　請求項１５または請求項１６記載のフレーズ検知システム。
【請求項１９】
　検知手段は、テンプレート生成手段に入力されたニューラルネットワークに基づいた音
響モデルに検知対象の音声が入力された時の前記音響モデルの出力層におけるノードの出
力を用いて重み付き和における重みを決定する
　請求項１５から請求項１８のうちのいずれか１項に記載のフレーズ検知システム。
【請求項２０】
　検知手段は、音響モデルの出力層におけるノードの出力を用いてエントロピーを計算し
、計算された前記エントロピーを用いて重み付き和における重みを決定する
請求項１９記載のフレーズ検知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号のパターンマッチングに使用されるテンプレートを生成するテンプレー
ト生成装置、テンプレート生成方法、テンプレート生成プログラムおよびフレーズ検知シ
ステムに関し、特に音声信号に含まれる特定の単語列（以下、フレーズと呼ぶ。）の検知
に使用されるテンプレートを生成するテンプレート生成装置、テンプレート生成方法、テ
ンプレート生成プログラムおよびフレーズ検知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声信号に含まれるフレーズを検知するための技術が非特許文献１に記載されている。
非特許文献１には、音声認識技術を用いて音声信号をシンボル化し、検知目的のフレーズ
とシンボルをマッチングすることによってフレーズを検知する技術が記載されている。
【０００３】
　シンボルは、例えば単語や音素である。また、音声信号がシンボル化されると、例えば
、音声信号に含まれる単語列、音素列、またはキーワード列に音声信号が変換される。
【０００４】
　非特許文献１には、音声認識技術を用いてフレーズを検知する技術として、３種類の検
知技術が記載されている（非特許文献１には、検知技術は“Keyword Spotting: KWS”と
記載されている）。３種類の検知技術は、フレーズを検知する際にいずれも認識エンジン
を用いて音声信号をシンボル化する（非特許文献１には、認識エンジンはDecoderと記載
されている）。
【０００５】
　音声信号に含まれるフレーズを検知するための他の技術が、非特許文献２に記載されて
いる“Query-By-Example”と呼ばれる技術である。“Query-By-Example”は、音声認識技
術を利用する非特許文献１に記載されている技術と異なり、検知対象の音声信号に含まれ
るフレーズを検知するために、検知目的のフレーズに関する音声信号を用いる。非特許文
献２には、検知目的のフレーズに関する音声信号は“audio snippets”と記載されている
。“audio snippets”は、検知対象の音声信号と異なる。
【０００６】
　具体的には、“Query-By-Example”は、検知対象の音声信号と、検知目的のフレーズに
関する音声信号である“audio snippets”を、DTW(Dynamic Time Warping)に基づいてマ
ッチングすることによって、フレーズを検知する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Moyal, A., Aharonson, V., Tetariy, E. and Gishri, M., "Phonetic 
Search Methods for Large Speech Databases," ISBN 978-1-4614-6489-1, 2013, Chapte
r 2: Keyword Spotting Methods
【非特許文献２】Hazen, T.J., Shen, W. and White, C., "Query-by-example spoken te
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rm detection using phonetic posteriorgram templates," Proceeding of ASRU, 2009, 
pp. 421-426
【非特許文献３】岡谷貴之著、「深層学習」、講談社、２０１５年４月７日、Chapter5
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　非特許文献１に記載されている技術には、検知目的のフレーズとのマッチング処理の前
に音声認識誤りが生じるとフレーズが検知されにくいという第１の問題点がある。非特許
文献１に記載されている技術で用いられる音声認識技術では、音声認識誤りが発生しやす
い。
【０００９】
　すなわち、音声認識技術によって音声信号がシンボル化される際に音声認識誤りが発生
すると、非特許文献１に記載されている技術は、誤った認識に基づいて生成されたシンボ
ルを用いてフレーズを検知する。使用されるシンボルが正しい認識に基づいて生成された
シンボルではないため、検知目的のフレーズが検知されにくい。
【００１０】
　特に、音声認識に用いられるモデルが脆弱なモデルであれば、音声認識誤りが頻繁に発
生する。例えば、音声認識用のモデルが学習した音声と認識対象の音声（すなわち、検知
対象の音声）が大きく異なる場合、音声認識用のモデルは脆弱なモデルである。音声認識
用のモデルが脆弱なモデルであれば、検知目的のフレーズを検知することはさらに困難に
なる。
【００１１】
　音声認識技術が使用されないため、非特許文献２に記載されている技術には第１の問題
点がない。代わりに、検知目的のフレーズに関する音声信号、すなわち非特許文献２に記
載されている“audio snippets”の準備が面倒という第２の問題点がある。
【００１２】
　第２の問題点が存在する理由は、非特許文献２に記載されている技術では、ユーザがフ
レーズを検知しようとする度に、検知目的のフレーズに関する音声信号をフレーズごとに
準備することがユーザに求められるためである。
【００１３】
　そこで、本発明は、上述したような問題を解決する、音声認識誤りが生じる可能性があ
る音声認識用モデルが用いられる場合に頑健にフレーズを検知するために使用されるテン
プレートを生成できるテンプレート生成装置、テンプレート生成方法、テンプレート生成
プログラム、およびフレーズ検知システム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】
【００１４】
　本発明によるテンプレート生成装置は、音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用さ
れるテンプレートを生成するテンプレート生成装置であって、所定のフレーズとノードで
構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデルとを入力とし、所定のフレーズ
を構成する単位の所定のフレーズに対応する音声に出現する確率が音響モデルに入力され
た時のノードの出力を用いてテンプレートを生成するテンプレート生成手段を備えること
を特徴とする。
【００１５】
　本発明によるテンプレート生成方法は、音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用さ
れるテンプレートを生成するテンプレート生成装置において実行されるテンプレート生成
方法であって、所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた
音響モデルとを入力とし、所定のフレーズを構成する単位の所定のフレーズに対応する音
声に出現する確率が音響モデルに入力された時のノードの出力を用いてテンプレートを生
成することを特徴とする。
【００１６】
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　本発明によるテンプレート生成プログラムは、音声に含まれる所定のフレーズの検知に
使用されるテンプレートを生成するコンピュータにおいて実行されるテンプレート生成プ
ログラムであって、コンピュータに、所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネ
ットワークに基づいた音響モデルとを入力とし、所定のフレーズを構成する単位の所定の
フレーズに対応する音声に出現する確率が音響モデルに入力された時のノードの出力を用
いてテンプレートを生成する生成処理を実行させることを特徴とする。
【００１７】
　本発明によるフレーズ検知システムは、音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用さ
れるテンプレートを生成するテンプレート生成装置と、生成されたテンプレートを使用し
て音声中の所定のフレーズを検知するフレーズ検知装置とを含むフレーズ検知システムで
あって、テンプレート生成装置は、所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネッ
トワークに基づいた音響モデルとを入力とし、所定のフレーズを構成する単位の所定のフ
レーズに対応する音声に出現する確率が音響モデルに入力された時のノードの出力を用い
てテンプレートを生成するテンプレート生成手段を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、音声認識誤りが生じる可能性がある音声認識用モデルが用いられる場
合に頑健にフレーズを検知するために使用されるテンプレートを生成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明によるテンプレート生成システム１０の第１の実施形態の構成例を示すブ
ロック図である。
【図２】記憶手段２００に記憶されているニューラルネットワークに基づいた音響モデル
の例を示す説明図である。
【図３】第１の実施形態のテンプレート生成手段１０１による生成処理の例を示す説明図
である。
【図４】第１の実施形態のテンプレート生成装置１００による生成処理の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図５】本発明によるテンプレート生成システム１０の第２の実施形態の構成例を示すブ
ロック図である。
【図６】第２の実施形態のテンプレート生成手段１０１による生成処理の例を示す説明図
である。
【図７】第２の実施形態のテンプレート生成装置１００による生成処理の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図８】本発明によるテンプレート生成システム１０の第３の実施形態の構成例を示すブ
ロック図である。
【図９】第３の実施形態のテンプレート生成装置１００による生成処理の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】本発明によるフレーズ検知システム２０の構成例を示すブロック図である。
【図１１】フレーズ検知システム２０による検知処理の動作を示すフローチャートである
。
【図１２】本発明によるテンプレート生成装置の概要を示すブロック図である。
【図１３】本発明によるフレーズ検知システムの概要を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
実施形態１．
［構成の説明］
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図１は、本発明によるテンプレ
ート生成システム１０の第１の実施形態の構成例を示すブロック図である。図１に示すよ
うに、本実施形態のテンプレート生成システム１０は、テンプレート生成装置１００と、
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記憶手段２００とを含む。
【００２１】
　テンプレート生成装置１００は、テンプレート生成手段１０１を有する。テンプレート
生成手段１０１は、検知目的のフレーズを用いて、フレーズの検知に使用されるテンプレ
ートを生成する機能を有する。
【００２２】
　記憶手段２００は、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルを記憶する機能を有
する。ニューラルネットワークに基づいた音響モデルは、シンボル化された音声信号を出
力する出力層を有する。
【００２３】
　図２は、記憶手段２００に記憶されているニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルの例を示す説明図である。図２に示すニューラルネットワークに基づいた音響モデルは
、入力層と、中間層と、出力層とで構成される。また、図２に示す円は、各層におけるノ
ードを表す。また、図２に示す直線はリンクを表す。リンクで結ばれたノード同士は結合
している。
【００２４】
　図２に示す例において、シンボルは音節である。すなわち、図２に示す出力層における
各ノードは、各音節にそれぞれ対応する。日本語であれば、およそ一文字のひらがなが１
つの音節に対応する。よって、図２に示す出力層には、「あ」～「ん」のひらがなそれぞ
れに対応する複数のノードが含まれている。なお、ノードに定義されたシンボルの状態は
、前後両方の音素が考慮されたトライフォン(triphone)の状態である場合が多い。
【００２５】
　また、図２に示すように、中間層は第１中間層と第２中間層の２層で構成されている。
すなわち、図２に示す音響モデルが基づいたニューラルネットワークは、標準的なディー
プニューラルネットワーク(Deep Neural Network)である。
【００２６】
　また、記憶手段２００には、音響モデルに入力された音声信号にシンボルが出現してい
る確率（以下、「シンボルらしさ」ともいう。）の計算に用いられるパラメータ類も記憶
されている。また、記憶手段２００には、音響モデルが学習される際に使用された、ニュ
ーラルネットワークに音声データが入力された時の各ノードの入出力値が記憶されてもよ
い。
【００２７】
　ニューラルネットワークに基づいた音響モデルでは、入力される音声信号の情報に関す
る、ニューラルネットワークの出力層における各ノードに対して定義された各シンボルが
識別される性能が最大になるようなパラメータが学習されている。
【００２８】
　ニューラルネットワークを構成する各ノードに音声信号が入力されると、出力層におけ
る各シンボルにそれぞれ対応する各ノードは、入力された音声信号における各シンボルら
しさをそれぞれ出力する。また、出力層における各シンボルにそれぞれ対応する各ノード
に対して各シンボルらしさがそれぞれ入力されると、ニューラルネットワークを構成する
各ノードは、入力された各シンボルらしさに応じた音声信号の情報をそれぞれ出力する。
【００２９】
　入力された音声信号における各シンボルらしさの出力の具体例と、入力された各シンボ
ルらしさに応じた音声信号の情報の出力の具体例を以下に示す。図２に示す音響モデルが
基づいたディープニューラルネットワークは、例えば、以下の式で表現される。
【００３０】
　u(l+1)=W(l+1)z(l)+b(l+1) 　　   ・・・式（１）
　z(l+1)=f(u(l+1)) 　　 　    ・・・式（２）
【００３１】
　式（１）におけるu(l+1)は、(l+1)層における各ノードの入力が要素である入力ベクト



(8) JP 2017-126051 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

ルである。また、W(l+1)は、l層と(l+1)層を接続するリンクの重み行列である。また、b(
l+1)は、(l+1)層における各ノードに関するバイアスベクトルである。
【００３２】
　また、式（１）におけるz(l)と式（２）におけるz(l+1)はそれぞれ、l層における各ノ
ードの出力が要素である出力ベクトル、(l+1)層における各ノードの出力が要素である出
力ベクトルである。また、式（２）におけるfは、各ノードに関する活性化関数である。
【００３３】
　図２に示す音響モデルが基づいたディープニューラルネットワークに、音声信号Xが入
力される場合を考える。音声信号Xが所定の時間長ごとに分割されることによって、例え
ば、時刻iに関する音声信号ベクトルxiが得られる。
【００３４】
　音声信号ベクトルxiがxi=z

(0)として入力層に入力されると、式（１）および式（２）
に基づいて、出力層から出力される出力ベクトルyiとしてz(3)が得られる。同様に、第１
中間層から出力されるベクトルとしてz(1)が、第２中間層から出力されるベクトルとして
z(2)がそれぞれ得られる。
【００３５】
　また、出力層から出力される出力ベクトルyが出力層における各ノードに入力され、式
（１）および式（２）の各パラメータが用いられることによって、図２に示す入力層にお
ける各ノードの出力が要素である音声信号ベクトルx^が得られる。
【００３６】
　具体的には、図２に示す出力層における各ノードに値が入力され、入力層における各ノ
ードが値を出力するニューラルネットワークは、例えば、以下の式で表現される。
【００３７】
　u^(l)=f^(z^(l)) 　　 　    ・・・式（３）
　z^(l-1)=W^(l-1)u^(l)+b^(l-1) 　 ・・・式（４）
【００３８】
　なお、式（３）において、
【００３９】
　f^(z^(l-1))=f-1(z^(l-1)) 　 　　・・・式（５）
【００４０】
　である。また、式（４）において、
【００４１】
　W^=W-1, b^=-b　　　　　  ・・・式（６）
【００４２】
　である。
【００４３】
　出力ベクトルyがy=z^(3)として出力層に入力されると、式（３）～式（６）に基づいて
、入力層における各ノードの出力が要素である音声信号ベクトルx^としてz^(0)が得られ
る。同様に、第１中間層から出力されるベクトルとしてz^(1)が、第２中間層から出力さ
れるベクトルとしてz^(2)がそれぞれ得られる。
【００４４】
　上記の出力ベクトルの例は式（３）～式（６）で示された表現が用いられた場合の例で
あるが、出力ベクトルは、他の表現が用いられて算出されてもよい。例えば、出力ベクト
ルは、非特許文献３に記載されている自己符号化器の技術が用いられて算出されてもよい
。
【００４５】
　また、例えば、ニューラルネットワークを構成する各ノードの出力が要素であるベクト
ルz^(l-1)を式（１）および式（２）に入力することによって得られるz^’(l)が用いられ
て、l層における新たなテンプレートが作成されてもよい。
【００４６】
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　なお、Wが接続するニューラルネットワークの２つの層に含まれるノードの数が異なる
場合、式（６）における逆行列W-1が求められない。W-1が求められない場合、W^に一般化
逆行列を利用することが考えられる。
【００４７】
　また、活性化関数fに関して、式（５）における逆関数f-1(z^(l-1))が存在しない場合
がある。逆関数が存在しないと、式（４）における入力z^(l)に対する出力u^(l)が一意に
求まらない。f-1が求められない場合、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルが
学習された際に使用された各ノードの入出力値を利用することによって、出力u^(l)を求
めることが考えられる。
【００４８】
　例えば、活性化関数fが、以下の式で表現されるソフトマックス関数である場合を想定
する。
【００４９】
　zi=exp(ui)/Σjexp(uj)　　　　・・・式（７）
【００５０】
　なお、式（７）において、ziは出力ベクトルzの一要素、ujは入力ベクトルuの一要素で
ある。式（７）で表現されるソフトマックス関数の逆関数において、入力z^(l)に対する
出力u^(l)は一意に求まらない。
【００５１】
　上記の場合、例えば、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルが学習された際に
使用された音声データの入力ベクトルu(l)の平均ノルム内に距離が納まるような出力u^(l
)を求めることが考えられる。
【００５２】
　また、例えば、活性化関数fが、以下の式で表現される正規化線形関数である場合を想
定する。
【００５３】
　zi=max(ui, 0)　　　　　　　・・・式（８）
【００５４】
　式（８）で表現される正規化線形関数の逆関数において、負の値であるz^iに対するu^i
は一意に求まらない。上記の場合、例えば、ニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルが学習された際に使用された音声データの出力ベクトルz(l)のうち、入力z^(l)に類似
する１つ以上の出力ベクトルに対応する入力ベクトルu(l)を用いて、出力u^(l)を求める
ことが考えられる。例えば、入力z^(l)に類似する１つ以上の出力ベクトルz(l)に対応す
る入力ベクトルu(l)の平均値で構成されるベクトルが、出力u^(l)として求められる。
【００５５】
　また、例えば、活性化関数fが、以下の式で表現されるマックスアウト関数である場合
を想定する。
【００５６】
　zi=maxk uk　　　          ・・・式（９）
【００５７】
　式（９）で表現されるマックスアウト関数の逆関数において、kが１より大きいとu^iは
一意に求まらない。上記の場合、例えば、ニューラルネットワークに基づいた音響モデル
が学習された際に使用された音声データの出力ベクトルz(l)のうち、入力z^(l)に類似す
る１つ以上の出力ベクトルに対応する入力ベクトルu(l)を用いて、出力u^(l)を求めるこ
とが考えられる。例えば、正規化線形関数の場合と同様に、入力z^(l)に類似する１つ以
上の出力ベクトルz(l)に対応する入力ベクトルu(l)の平均値で構成されるベクトルが、出
力u^(l)として求められる。
【００５８】
　また、入力z^(l)の一要素であるz^iが、活性化関数fで定義されていないため、z^iに対
応するu^iが求まらない場合がある。上記の場合、z^iを活性化関数fで定義されている値
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に近似または変換することが考えられる。
【００５９】
　例えば、活性化関数fが、以下の式で表現される標準シグモイド関数である場合を想定
する。
【００６０】
　zi=1/(1+exp(-ui))　　　　　 ・・・式（１０）
【００６１】
　式（１０）における任意の実数uiに対するziの値域は、0<zi<1である。従って、標準シ
グモイド関数の逆関数であるロジット関数におけるz^iの定義域は0<z^i<1である。ロジッ
ト関数において０以下のz^iおよび１以上のz^iは定義されないため、０以下のz^iおよび
１以上のz^iに対応するu^iは求まらない。
【００６２】
　上記の場合、０以下のz^iを標準シグモイド関数の逆関数で定義されている０より大き
い最小値に変換することが考えられる。また、１以上のz^iを標準シグモイド関数の逆関
数で定義されている１より小さい最大値に変換することが考えられる。
【００６３】
　テンプレート生成手段１０１は、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルと検知
目的のフレーズとを入力とし、検知対象の音声信号に含まれる検知目的のフレーズを検知
するために使用されるテンプレートを生成する。
【００６４】
　以下、本実施形態のテンプレート生成手段１０１がフレーズとニューラルネットワーク
に基づいた音響モデルを用いてテンプレートを生成する生成処理の具体例を図３を参照し
て説明する。図３は、第１の実施形態のテンプレート生成手段１０１による生成処理の例
を示す説明図である。
【００６５】
　図３に示す例では、検知目的のフレーズは「こんにちわ」である。上記の通り、出力層
にはひらがなそれぞれに対応する複数のノードが含まれているため、フレーズ「こんにち
わ」を構成する各文字に対応する各ノードが、ニューラルネットワークに基づいた音響モ
デルの出力層に存在する。すなわち、「こんにちわ」に対応する音声の各音節を表す各文
字が、音響モデルの出力層に存在する各ノードに対応付けられている。
【００６６】
　上記の通り、出力層における各ノードに対して各シンボルらしさがそれぞれ入力される
と、入力された各シンボルらしさに応じた音声信号の情報が各ノードから出力される。よ
って、テンプレート生成手段１０１は、フレーズ「こんにちわ」とニューラルネットワー
クに基づいた音響モデルを用いて、フレーズ「こんにちわ」に対応する音声の各音節に対
応する音声信号の情報をそれぞれ生成できる。
【００６７】
　例えば、テンプレート生成手段１０１が音声「こんにちわ」の音節「こ」に関する音声
信号の情報をテンプレートとして生成する場合を考える。テンプレート生成手段１０１は
、出力ベクトルyの「こ」に対応するノードに入力される要素の値を１、残りのノードに
入力される要素の値を０にそれぞれ設定する。すなわち、出力ベクトルyは、y=[yあ=0,y

い=0,・・・,yこ=1,・・・,yん=0]になる。
【００６８】
　出力層における「こ」に対応するノードには、出力ベクトルの要素であるシンボルらし
さ、すなわち「こ」らしさとして「１」が入力される。「こ」らしさとして「１」が入力
されることは、シンボル「こ」である確率が１００％である音声信号の情報を出力する場
合、すなわちニューラルネットワークに基づいた音響モデルが想定されるシンボル「こ」
の音声信号の情報を出力する場合に対応する。
【００６９】
　また、出力層における他のノードには、出力ベクトルの要素であるシンボルらしさとし
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て「０」が入力される。シンボルらしさとして「０」が入力されることは、シンボル「こ
」以外のシンボルである確率が０％である音声信号の情報を出力する場合、すなわちニュ
ーラルネットワークに基づいた音響モデルが想定されるシンボル「こ」以外のシンボルの
情報が全く含まれない音声信号の情報を出力する場合に対応する。
【００７０】
　図３には、各ひらがなの下に位置する括弧内に数字が示されている。数字は、出力層に
おけるノードに入力されるひらがなのシンボルらしさである。図６においても同様である
。図３に示すように、「こ」のシンボルらしさとして「１」が、「こ」以外のひらがなの
シンボルらしさとして「０」が、それぞれ対応する各ノードに入力される。
【００７１】
　テンプレート生成手段１０１は、上記の出力ベクトルを出力層に入力した時の、ニュー
ラルネットワークを構成する各ノードの出力が要素であるベクトルz^(l)を、「こ」に関
する音声信号のテンプレートにすることができる。
【００７２】
　例えば、テンプレート生成手段１０１は、第２中間層における各ノードの出力が要素で
あるベクトル、すなわちz^(2)を、「こ」に関するテンプレートtこにすることができる。
すなわち、本例においてtこ=z^(2)である。
【００７３】
　「こ」に関するテンプレートの生成手順と同様の手順で、テンプレート生成手段１０１
は、「ん」、「に」、「ち」、「わ」それぞれに関するテンプレートtん、tに、tち、tわ
を生成できる。次いで、テンプレート生成手段１０１は、各音節に関するテンプレートを
用いて、「こんにちわ」に関するテンプレート行列、すなわちTこんにちわ=[tこ,tん,tに
,tち,tわ]を生成できる。以下、フレーズに関するテンプレート行列を、単にフレーズに
関するテンプレートと呼ぶ。
【００７４】
　なお、テンプレート生成手段１０１は、上記の手順以外の他の手順でもテンプレートを
生成できる。例えば、テンプレート生成手段１０１は、テンプレートの要素として、第２
中間層における各ノードの出力の代わりに、第１中間層における各ノードの出力を用いて
もよい。また、テンプレート生成手段１０１は、第１中間層または第２中間層における全
てのノードの出力を用いてもよいし、一部のノードの出力を用いてもよい。
【００７５】
　また、音響モデルが基づいたニューラルネットワークに含まれる中間層の数やネットワ
ークの構成は、図２および図３に示す例に限られない。例えば、記憶手段２００が記憶す
る音響モデルが基づいたニューラルネットワークは、中間層の数が２以外のディープニュ
ーラルネットワークでもよい。また、音響モデルが基づいたニューラルネットワークは、
コンボリューションニューラルネットワーク(Convolution Neural Network)と呼ばれるニ
ューラルネットワーク、またはリカレントニューラルネットワーク(Recurrent Neural Ne
twork)と呼ばれるニューラルネットワークでもよい。
【００７６】
［動作の説明］ 
　以下、本実施形態のテンプレート生成装置１００の動作を図４を参照して説明する。図
４は、第１の実施形態のテンプレート生成装置１００による生成処理の動作を示すフロー
チャートである。
【００７７】
　テンプレート生成装置１００のテンプレート生成手段１０１に、検知目的のフレーズが
入力される。また、テンプレート生成手段１０１に、記憶手段２００に記憶されているニ
ューラルネットワークに基づいた音響モデルが入力される（ステップＳ１１）。
【００７８】
　次いで、テンプレート生成手段１０１は、入力されたニューラルネットワークに基づい
た音響モデルと検知目的のフレーズを用いて、検知目的のフレーズに関するテンプレート
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を生成する（ステップＳ１２）。テンプレート生成手段１０１がテンプレートを生成する
方法は、上記の方法でもよいし、他の方法でもよい。
【００７９】
　次いで、テンプレート生成手段１０１は、生成されたテンプレートを出力する。出力し
た後、テンプレート生成装置１００は、生成処理を終了する。
【００８０】
［効果の説明］
　本実施形態のテンプレート生成装置は、検知目的のフレーズとニューラルネットワーク
に基づいた音響モデルを用いて、検知目的のフレーズに関するテンプレートを生成できる
。テンプレート生成装置は、検知対象の音声信号と異なる、フレーズに関する音声信号を
用いずにテンプレートを生成できる。
【００８１】
　生成されたテンプレートは、音声信号中のフレーズの検知に利用される。生成されたテ
ンプレートは、音声認識誤りが生じる可能性がある場合に、特に音声認識用モデルが脆弱
で十分な音声認識精度の確保が困難な場合に、頑健にフレーズを検知するために利用され
るテンプレートである。
【００８２】
　例えば、上記の例のように、ニューラルネットワークに検知対象の音声信号に関する音
声信号ベクトルxiがxi=z

(0)として入力されると、式（１）および式（２）に基づいて、
ニューラルネットワークのl層における各ノードの出力が要素であるベクトルz(l)が得ら
れる。l層における全てのノードの出力または一部のノードの出力が用いられて、検知対
象の音声信号に関するテンプレートが生成される。
【００８３】
　生成された検知対象の音声信号に関するテンプレートと、検知目的のフレーズに関する
テンプレートがマッチングされることによって、検知対象の音声信号のシンボル化を要す
ることなくフレーズが検知される。
【００８４】
　上記の通り、非特許文献１に記載されている技術において、検知対象の音声信号は、出
力層における各ノードにそれぞれ対応付けられている各シンボルに変換される。すなわち
、変換先のシンボルが誤って認識されると、フレーズが正しく検知されない可能性がある
。
【００８５】
　本実施形態のテンプレート生成装置が生成するテンプレートは、例えば、テンプレート
を構成する各ノードの出力が要素であるベクトルで音声信号を表現する。ベクトルの要素
は、中間層における各ノードの出力でもよい。よって、生成されたテンプレートは、出力
層における各ノードに対応付けられている各シンボルに混同されやすい複数のシンボルが
含まれている状況において、シンボルが用いられる方法以外の方法で音声信号を柔軟に表
現できる。
【００８６】
　すなわち、音声信号がシンボル化される際に発生する音声認識誤りが原因であるフレー
ズの検知ミスは生じない。よって、本実施形態のテンプレート生成装置を使用すれば、ユ
ーザは、シンボル化の際に音声認識誤りを発生させやすい音声認識技術を用いる場合であ
っても、頑健にフレーズを検知できる。
【００８７】
　また、本実施形態のテンプレート生成装置は、テンプレートを生成するために検知目的
のフレーズに関する音声を要しない。よって、本実施形態のテンプレート生成装置を使用
すれば、ユーザは、検知目的のフレーズに関するテンプレートを容易に生成できるため、
非特許文献２に記載されている技術を使用した場合に比べて任意のフレーズの検知に要す
る手間をより省くことができる。
【００８８】



(13) JP 2017-126051 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

実施形態２．
［構成の説明］
　次に、本発明の第２の実施形態を、図面を参照して説明する。図５は、本発明によるテ
ンプレート生成システム１０の第２の実施形態の構成例を示すブロック図である。図５に
示すように、本実施形態のテンプレート生成システム１０は、テンプレート生成装置１０
０と、記憶手段２００とを含む。
【００８９】
　また、図５に示すように、テンプレート生成装置１００は、テンプレート生成手段１０
１と、混合音パラメータ生成手段１０２とを有する。混合音パラメータ生成手段１０２以
外の図５に示すテンプレート生成システム１０の構成は、図１に示すテンプレート生成シ
ステム１０の構成と同様である。
【００９０】
　本実施形態のテンプレート生成手段１０１が有する機能は、第１の実施形態のテンプレ
ート生成手段１０１が有する機能と同様である。
【００９１】
　混合音パラメータ生成手段１０２は、入力されるフレーズを構成する複数のシンボルそ
れぞれが表す音が混合した混合音における、各音の混合度合いを示す混合音パラメータを
生成する機能を有する。混合音パラメータが使用されると、生成されるテンプレートは曖
昧な音も表現できる。
【００９２】
　以下、本実施形態の混合音パラメータ生成手段１０２が生成した混合音パラメータを用
いてテンプレート生成手段１０１がテンプレートを生成する生成処理の具体例を図６を参
照して説明する。図６は、第２の実施形態のテンプレート生成手段１０１による生成処理
の例を示す説明図である。
【００９３】
　第１の実施形態で説明した通り、テンプレート生成手段１０１は、フレーズ「こんにち
わ」に対して、「こんにちわ」を構成する各シンボル「こ」、「ん」、「に」、「ち」、
「わ」それぞれに関するテンプレートで構成されるTこんにちわ=[tこ,tん,tに,tち,tわ]
を生成できる。
【００９４】
　しかし、フレーズ「こんにちは」を含む音声信号は連続的に変化している。すなわち、
音声信号には各シンボルが表す音が混合した音が含まれている。例えば、「こんにちは」
の「こん」の部分の音声信号は、「こ」が表す音から「ん」が表す音に連続的に変化して
いる。変化途中の音声信号は、「こ」が表す音と「ん」が表す音が混合した混合音である
。
【００９５】
　上記のような混合音を表現するために、混合音パラメータ生成手段１０２は、ニューラ
ルネットワークに基づいた音響モデルの出力層における、各シンボルに対応する各ノード
に入力される各シンボルらしさを変化させる混合音パラメータを生成する。
【００９６】
　具体的には、混合音パラメータ生成手段１０２は、例えば「こ」に対応するノードに入
力されるシンボルらしさに関する混合音パラメータを「０．５」と算出する。また、混合
音パラメータ生成手段１０２は、「ん」に対応するノードに入力されるシンボルらしさに
関する混合音パラメータを「０．５」と算出する。
【００９７】
　本実施形態のテンプレート生成手段１０１は、混合音パラメータ生成手段１０２が生成
した混合音パラメータも用いてテンプレートを生成する。例えば、テンプレート生成手段
１０１は、入力を予定しているシンボルらしさに混合音パラメータを乗じた値をノードに
入力する。
【００９８】
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　例えば、テンプレート生成手段１０１が音声「こんにちわ」の音節「こ」に関する音声
信号の情報を生成するために、「こ」に対応するノードにシンボルらしさとして「１」を
入力する予定であるとする。混合音パラメータ生成手段１０２が算出した「こ」に対応す
るノードに入力されるシンボルらしさに関する混合音パラメータが「０．５」であるので
、テンプレート生成手段１０１は、「１×０．５＝０．５」を「こ」に対応するノードに
入力する。
【００９９】
　同様に、テンプレート生成手段１０１は、「１×０．５＝０．５」を「ん」に対応する
ノードに入力する。よって、図６に示すように、本実施形態では「こ」のシンボルらしさ
として「０．５」が、「ん」のシンボルらしさとして「０．５」が、結果的にそれぞれ対
応する各ノードに入力される。
【０１００】
　すなわち、テンプレート生成手段１０１は、出力層に入力される出力ベクトルyとしてy
=[yあ=0,yい=0,・・・,yこ=0.5,・・・,yを=0,yん=0.5]を生成する。なお、テンプレート
生成手段１０１は、混合音パラメータ生成手段１０２が生成した混合音パラメータを直接
各シンボルに対応する各ノードに入力してもよい。
【０１０１】
　各ノードに入力される各シンボルらしさに関する混合音パラメータを用いてテンプレー
トを生成することによって、テンプレート生成手段１０１は、「こ」が表す音と「ん」が
表す音が半分ずつ混合した音声信号の情報を有するテンプレートtこ:0.5,ん:0.5を生成で
きる。
【０１０２】
　なお、混合音パラメータ生成手段１０２は、上記の手順以外の他の手順でも混合音パラ
メータを生成できる。例えば、混合音パラメータ生成手段１０２は、各シンボルが表す音
の混同のされやすさに基づいて混合音パラメータを生成してもよい。
【０１０３】
　また、混合音パラメータ生成手段１０２は、ニューラルネットワークに基づいた音響モ
デルが学習される際に使用された音声データに出現する複数のシンボルそれぞれが表す音
の混合の度合いに基づいて、混合音パラメータを生成してもよい。
【０１０４】
［動作の説明］ 
　以下、本実施形態のテンプレート生成装置１００の動作を図７を参照して説明する。図
７は、第２の実施形態のテンプレート生成装置１００による生成処理の動作を示すフロー
チャートである。
【０１０５】
　テンプレート生成装置１００の混合音パラメータ生成手段１０２に、検知目的のフレー
ズが入力される（ステップＳ２１）。混合音パラメータ生成手段１０２は、入力された検
知目的のフレーズに関する混合音パラメータを生成する（ステップＳ２２）。混合音パラ
メータ生成手段１０２が混合音パラメータを生成する方法は、上記の方法でもよいし、他
の方法でもよい。
【０１０６】
　次いで、混合音パラメータ生成手段１０２は、生成された混合音パラメータをテンプレ
ート生成手段１０１に入力する。また、テンプレート生成手段１０１に、検知目的のフレ
ーズと、記憶手段２００に記憶されているニューラルネットワークに基づいた音響モデル
が入力される（ステップＳ２３）。なお、検知目的のフレーズは、テンプレート生成手段
１０１に入力されなくてもよい。
【０１０７】
　次いで、テンプレート生成手段１０１は、入力されたニューラルネットワークに基づい
た音響モデルと混合音パラメータを用いて、検知目的のフレーズに関するテンプレートを
生成する（ステップＳ２４）。テンプレート生成手段１０１がテンプレートを生成する方
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法は、上記の方法でもよいし、他の方法でもよい。
【０１０８】
　次いで、テンプレート生成手段１０１は、生成されたテンプレートを出力する。出力し
た後、テンプレート生成装置１００は、生成処理を終了する。
【０１０９】
［効果の説明］
　本実施形態のテンプレート生成装置は、検知目的のフレーズを構成する複数のシンボル
それぞれが表す音が混合して含まれている音声信号の情報を表すテンプレートを生成でき
る。その理由は、混合音パラメータ生成手段が入力された検知目的のフレーズに関する混
合音パラメータを生成し、テンプレート生成手段が生成された混合音パラメータを用いて
テンプレートを生成するためである。
【０１１０】
　よって、本実施形態のテンプレート生成装置が生成するテンプレートは、例えば、上記
の例のように、連続的に変化する音声信号に含まれる混合音を表現できる。また、テンプ
レートは、例えば、早口や発話スタイルの変化によって生じる発声の怠けに対応する、シ
ンボルが明確に発声されていない音声信号を表現できる。また、テンプレートは、例えば
、英語の「あ」と「え」の中間音のような、出力層におけるノードに対応付けられている
シンボルで表現されない音声信号も表現できる。
【０１１１】
　よって、本実施形態のテンプレート生成装置は、入力される多様な音声信号をより現実
的に表現するテンプレートを生成できる。本実施形態のテンプレート生成装置が生成した
テンプレートを使用した場合、ユーザは、より高精度にフレーズを検知できる。
【０１１２】
実施形態３．
［構成の説明］
　次に、本発明の第３の実施形態を、図面を参照して説明する。図８は、本発明によるテ
ンプレート生成システム１０の第３の実施形態の構成例を示すブロック図である。図８に
示すように、本実施形態のテンプレート生成システム１０は、テンプレート生成装置１０
０と、記憶手段２００とを含む。
【０１１３】
　また、図８に示すように、テンプレート生成装置１００は、テンプレート生成手段１０
１と、生成テンプレート調整手段１０３とを有する。生成テンプレート調整手段１０３以
外の図８に示すテンプレート生成システム１０の構成は、図１に示すテンプレート生成シ
ステム１０の構成と同様である。なお、本実施形態のテンプレート生成装置１００は、混
合音パラメータ生成手段１０２を有していてもよい。
【０１１４】
　本実施形態のテンプレート生成手段１０１が有する機能は、第１の実施形態のテンプレ
ート生成手段１０１が有する機能と同様である。
【０１１５】
　生成テンプレート調整手段１０３は、テンプレート生成手段１０１から入力される生成
されたテンプレートを調整する機能を有する。生成テンプレート調整手段１０３は、各シ
ンボルに関するテンプレートの類似度、または各シンボルが表す音の継続時間長に基づい
て生成されたテンプレートを調整する。生成テンプレート調整手段１０３は、調整された
テンプレートを出力する。
【０１１６】
　例えば、第１の実施形態で説明した通り、テンプレート生成手段１０１は、フレーズ「
こんにちわ」に対して、「こんにちわ」を構成する各シンボル「こ」、「ん」、「に」、
「ち」、「わ」それぞれに関するテンプレートで構成されるTこんにちわ=[tこ,tん,tに,t

ち,tわ]を生成できる。本実施形態のテンプレート生成手段１０１は、生成されたテンプ
レートを生成テンプレート調整手段１０３に入力する。
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【０１１７】
　以下、上記の場合における本実施形態の生成テンプレート調整手段１０３によるテンプ
レートを調整する調整処理の具体例を２つ説明する。
【０１１８】
　第１の例は、検知対象の音声信号を基に生成されたテンプレートの継続時間長とテンプ
レート生成手段１０１で生成されたテンプレートの継続時間長との違いを考慮した上でテ
ンプレートを生成する調整処理である。
【０１１９】
　第２の実施形態で説明した通り、音声信号は連続的に変化している。また、各シンボル
に関する音声信号は、所定時間継続している。本実施形態の生成テンプレート調整手段１
０３は、各シンボルに関する音声信号が所定時間継続していることが表現されるように、
生成されたテンプレートを調整する。
【０１２０】
　具体的には、例えば、検知対象の音声信号Xが、Xが所定の時間長ごとに分割された音声
信号ベクトルxiを用いて、X=[x1,…,xi,…,xN]と表現されるとする。また、シンボル「こ
」に関する音声信号が音声信号ベクトルx1～x10に連続して対応しているとする。
【０１２１】
　上記の場合、生成テンプレート調整手段１０３は、例えば、Tこんにちわ=[tこ,tん,tに
,tち,tわ]のtこに関して、「こ」に関する音声信号に対応するように、tこをx1～x10の音
声信号ベクトルに対応するようにコピーする。すなわち、生成テンプレート調整手段１０
３は、生成されたテンプレートTこんにちわ=[tこ,tん,tに,tち,tわ]がTこんにちわ=[tこ,

x1,…,tこ,x10,tん,tに,tち,tわ]になるように調整する。
【０１２２】
　本実施形態の生成テンプレート調整手段１０３は、高精度なマッチング処理が行われる
ように、テンプレート生成手段１０１が生成したシンボル「こ」に関するテンプレートを
「こ」に関する音声信号に合わせてコピーする。コピーすることによって、生成テンプレ
ート調整手段１０３は、検知対象の音声信号を表したテンプレートの継続時間長とテンプ
レート生成手段１０１で生成されたテンプレートの継続時間長との違いを考慮した上でシ
ンボル「こ」に関するテンプレートを生成できる。
【０１２３】
　なお、生成テンプレート調整手段１０３は、ニューラルネットワークに基づいた音響モ
デルが学習される際に使用された音声データに出現する各シンボルの継続時間長に基づい
て、生成されたテンプレートを調整してもよい。
【０１２４】
　例えば、生成テンプレート調整手段１０３は、ニューラルネットワークに基づいた音響
モデルが学習される際に使用された音声データに出現するシンボル「こ」の継続時間長の
平均値を、所定のフレーズを構成する単位に対応する音声の長さにする。シンボル「こ」
の継続時間長の平均値を所定のフレーズを構成する単位に対応する音声の長さにした場合
、生成テンプレート調整手段１０３は、tこを継続時間長の平均値分コピーする。
【０１２５】
　さらに、生成テンプレート調整手段１０３は、検知対象の音声信号の時間長に基づいて
、生成されたテンプレートを調整してもよい。例えば、生成テンプレート調整手段１０３
が各継続時間長の平均値に基づいて「こんにちは」を構成する各シンボルのテンプレート
をそれぞれコピーした時に、連結されたテンプレートの継続時間長が検知対象の音声信号
の時間長より長くなったとする。
【０１２６】
　上記の場合、生成テンプレート調整手段１０３は、連結されたテンプレートの継続時間
長が検知対象の音声信号の時間長になるように、連結されたテンプレートを正規化しても
よい。
【０１２７】
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　例えば、検知対象の音声信号の時間長がＮ、「こんにちは」を構成する各シンボルのテ
ンプレートがそれぞれコピーされた後に連結されたテンプレートの継続時間長がＭであり
、Ｎ＜Ｍであるとする。生成テンプレート調整手段１０３は、コピーする分量を元の分量
のＮ／Ｍだけにすることによって、連結されたテンプレートの継続時間長を検知対象の音
声信号の時間長にすることができる。
【０１２８】
　以上のように、生成テンプレート調整手段１０３は、検知対象の音声信号を表したテン
プレートの継続時間長とテンプレート生成手段１０１で生成されたテンプレートの継続時
間長との違いを考慮した上でテンプレートを生成できる。
【０１２９】
　第２の例は、類似する複数のテンプレートを１つのテンプレートに圧縮する調整処理で
ある。具体的には、例えば、フレーズ「こんにちわ」の「ん」に関するテンプレートtん
と「に」に関するテンプレートtにが類似している場合、両シンボルが結合された「んに
」に関するテンプレートは冗長なテンプレートである。
【０１３０】
　上記の場合、生成テンプレート調整手段１０３は、例えば以下の式（１１）に示すよう
に、「ん」に関するテンプレートの各要素の値と「に」に関するテンプレートの各要素の
値の平均値が各要素の値である、新しい１つのテンプレートtんにを生成する。
【０１３１】
　tんに=(tん+tに)/2 　　　　　　・・・式（１１）
【０１３２】
　よって、「ん」および「に」の２つのシンボルが、１つのテンプレートtんにで表現さ
れる。
【０１３３】
　なお、生成テンプレート調整手段１０３は、上記の手順以外の他の手順でも類似する複
数のテンプレートを圧縮できる。例えば、生成テンプレート調整手段１０３は、主成分分
析、線形判別分析、特異値分解のいずれかに基づいて類似する複数のテンプレートを圧縮
してもよい。
【０１３４】
［動作の説明］ 
　以下、本実施形態のテンプレート生成装置１００の動作を図９を参照して説明する。図
９は、第３の実施形態のテンプレート生成装置１００による生成処理の動作を示すフロー
チャートである。
【０１３５】
　テンプレート生成装置１００のテンプレート生成手段１０１に、検知目的のフレーズが
入力される。また、テンプレート生成手段１０１に、記憶手段２００に記憶されているニ
ューラルネットワークに基づいた音響モデルが入力される（ステップＳ３１）。
【０１３６】
　次いで、テンプレート生成手段１０１は、入力されたニューラルネットワークに基づい
た音響モデルと検知目的のフレーズを用いて、検知目的のフレーズに関するテンプレート
を生成する（ステップＳ３２）。テンプレート生成手段１０１がテンプレートを生成する
方法は、第１の実施形態で説明された方法でもよいし、他の方法でもよい。
【０１３７】
　次いで、テンプレート生成手段１０１は、生成されたテンプレートを生成テンプレート
調整手段１０３に入力する（ステップＳ３３）。
【０１３８】
　次いで、生成テンプレート調整手段１０３は、入力されたテンプレートを調整すること
によって、新たなテンプレートを生成する（ステップＳ３４）。生成テンプレート調整手
段１０３は、例えば、各シンボルに関するテンプレートの類似度、または各シンボルが表
す音の継続時間長に基づいて入力されたテンプレートを調整する。なお、生成テンプレー
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ト調整手段１０３は、上記の方法以外の他の方法でテンプレートを調整してもよい。
【０１３９】
　次いで、生成テンプレート調整手段１０３は、新たに生成されたテンプレートを出力す
る。出力した後、テンプレート生成装置１００は、生成処理を終了する。
【０１４０】
［効果の説明］
　本実施形態のテンプレート生成装置の生成テンプレート調整手段は、音声信号の各シン
ボルが表す音の継続時間長を考慮して、生成されたテンプレートを調整する。テンプレー
ト生成手段で生成されたテンプレートの継続時間長と、検知対象の音声信号を基に生成さ
れたテンプレートの継続時間長との違いが考慮されるため、フレーズが高精度に検知され
る。
【０１４１】
　また、生成テンプレート調整手段は、シンボルごとに生成された類似する複数のテンプ
レートを基に、複数のシンボルに関する１つのテンプレートを新たに生成する。すなわち
、テンプレート生成手段により生成されたテンプレートのうち余分なテンプレートが削減
されるため、マッチング処理がより高速に実行される。
【０１４２】
実施形態４．
［構成の説明］
　次に、本発明の第４の実施形態を、図面を参照して説明する。図１０は、本発明による
フレーズ検知システム２０の構成例を示すブロック図である。図１０に示すように、本実
施形態のフレーズ検知システム２０は、テンプレート生成装置１００と、記憶手段２００
と、音声信号用テンプレート生成手段３００と、フレーズ検知手段４００とを含む。
【０１４３】
　また、図１０に示すように、テンプレート生成装置１００は、フレーズ用テンプレート
生成手段１０４を有する。本実施形態のフレーズ用テンプレート生成手段１０４が有する
機能は、第１の実施形態のテンプレート生成手段１０１が有する機能と同様である。
【０１４４】
　すなわち、図１０に示すテンプレート生成装置１００の構成は、図１に示すテンプレー
ト生成装置１００の構成と同様である。なお、本実施形態のテンプレート生成装置１００
は、混合音パラメータ生成手段１０２や生成テンプレート調整手段１０３を有していても
よい。
【０１４５】
　本実施形態のフレーズ用テンプレート生成手段１０４による生成処理は、第１の実施形
態のテンプレート生成手段１０１による生成処理と同様である。また、本実施形態の記憶
手段２００が有する機能は、第１の実施形態の記憶手段２００が有する機能と同様である
。
【０１４６】
　音声信号用テンプレート生成手段３００は、検知対象の音声信号とニューラルネットワ
ークに基づいた音響モデルとを入力として、テンプレートを生成する機能を有する。
【０１４７】
　図１０に示すように、音声信号用テンプレート生成手段３００に入力されるニューラル
ネットワークに基づいた音響モデルは記憶装置２００に記憶されている音響モデルである
。すなわち、音声信号用テンプレート生成手段３００に入力される音響モデルは、フレー
ズ用テンプレート生成手段１０４がテンプレートの生成に使用する音響モデルと同一であ
る。
【０１４８】
　音声信号用テンプレート生成手段３００は、ニューラルネットワークに基づいた音響モ
デルに検知対象の音声信号が入力された時の、ニューラルネットワークを構成する各ノー
ドの出力を用いてテンプレートを生成する。音声信号用テンプレート生成手段３００は、
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フレーズ用テンプレート生成手段１０４がテンプレートの生成に利用するノードと同一の
ノードをテンプレートの生成に利用する。
【０１４９】
　フレーズ用テンプレート生成手段１０４に合わせてテンプレートを生成するため、音声
信号用テンプレート生成手段３００は、全てのノードの出力を用いてテンプレートを生成
する場合もあるし、一部のノードの出力を用いてテンプレートを生成する場合もある。ま
た、音声信号用テンプレート生成手段３００は、各ノードの出力が要素であるテンプレー
トを生成する場合もある。
【０１５０】
　例えば、本実施形態の記憶装置２００に記憶されているニューラルネットワークに基づ
いた音響モデルが図２に示すような音響モデルであるとする。検知対象の音声信号は、図
２に示す入力層における各ノードに入力される。
【０１５１】
　フレーズ用テンプレート生成手段１０４がテンプレートの生成に利用するノードが第２
中間層におけるノードであれば、音声信号用テンプレート生成手段３００は、検知対象の
音声信号が入力された時の第２中間層における各ノードの出力をテンプレートの生成に用
いる。
【０１５２】
　フレーズ検知手段４００は、検知対象の音声信号に検知目的のフレーズが含まれるか否
かを検知する機能を有する。フレーズ検知手段４００は、音声信号用テンプレート生成手
段３００が生成したテンプレートと、テンプレート生成装置１００が生成したテンプレー
トとを入力とし、入力された両テンプレートをマッチングする。次いで、フレーズ検知手
段４００は、マッチング処理の結果をフレーズ検知結果として出力する。
【０１５３】
　例えば、フレーズ検知手段４００は、非特許文献２に記載されている方法を用いてフレ
ーズを検知できる。非特許文献２に記載されている方法では、音素単位の“Phonetic Pos
teriorgram”がテンプレートとして使用されている。
【０１５４】
　上記のように、本実施形態ではニューラルネットワークを構成する各ノードの出力を用
いて生成されたテンプレートが使用される。非特許文献２に記載されている方法で使用さ
れるテンプレートと本実施形態で使用されるテンプレートは異なるが、テンプレートが用
いられるマッチング処理の動作自体は同一である。よって、フレーズ検知手段４００は、
非特許文献２に記載されている方法を用いてマッチング処理を実行できる。
【０１５５】
　なお、テンプレート生成装置１００は、１つのテンプレートを生成してもよいし、複数
のテンプレートを生成してもよい。音声信号用テンプレート生成手段３００は、テンプレ
ート生成装置１００が複数のテンプレートを生成する場合、複数のテンプレートを生成す
る。複数のテンプレートを組み合わせた上でマッチング処理を実行する場合であっても、
フレーズ検知手段４００は、非特許文献２に記載されている方法を用いてマッチング処理
を実行できる。
【０１５６】
　なお、フレーズ検知手段４００は、非特許文献２に記載されているテンプレート毎に得
られるスコアを用いてマッチング処理を実行する方法を用いてもよいし、他の方法を用い
てもよい。
【０１５７】
　例えば、フレーズ検知手段４００は、音声信号Xの時刻iに関する音声信号ベクトルxi毎
に、マッチング処理に使用される各テンプレートのマッチングスコアの重みを変化させて
もよい。
【０１５８】
　例えば、第１の実施形態に記載されているフレーズ「こんにちわ」の「こ」に関するテ
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ンプレートが、第２中間層における各ノードの出力が要素であるベクトルz^(2)と、第１
中間層における各ノードの出力が要素であるベクトルz^(1)の２つである場合を想定する
。
【０１５９】
　上記の例において、音声信号ベクトルxiと各テンプレートとのマッチングスコアは、非
特許文献２に記載されている方法と同様に内積(dot product)が用いられた場合、具体的
には以下の式で表現される。
【０１６０】
　Score(xi, z^

(2)) = xi・z^(2)　 ・・・式（１２）
　Score(xi, z^

(1)) = xi・z^(1)　 ・・・式（１３）
【０１６１】
　また、各テンプレートのマッチングスコアが重み付き和として統合されることによって
、音声信号ベクトルxiと各テンプレートとのスコアが例えば以下の式で表現される。
【０１６２】
　Score(xi, z^

(1), z^(2)) = αScore(xi, z^
(1)) + βScore(xi, z^

(2)) 　・・・式（
１４）
【０１６３】
　なお、式（１４）におけるα、βは、各テンプレートのマッチングスコアに関する重み
である。α、βは、任意の実数を取り得る。また、αとβが以下の関係式を満たす線形補
間が用いられてもよい。
【０１６４】
　α＋β＝１　　　　　　　　・・・式（１５）
【０１６５】
　なお、上記の例では第１中間層および第２中間層に関するテンプレートが用いられたが
、他の層に関するテンプレートが用いられてもよい。例えば、出力層における各ノードの
出力が要素であるベクトルがテンプレートでもよい。また、第１の実施形態に記載されて
いる、第１中間層における一部のノードの出力が要素であるベクトルがテンプレートでも
よい。
【０１６６】
　また、上記のマッチングスコアは、非特許文献２に記載されている方法と同様に内積が
用いられて算出されているが、他の方法で算出されてもよい。例えば、フレーズ検知手段
４００に入力される音声信号ベクトルとテンプレートベクトルの各ノルムで正規化された
コサイン距離が距離測度でもよい。
【０１６７】
　また、音声信号用テンプレート生成手段３００が生成したテンプレートとテンプレート
生成装置１００が生成したテンプレートの、いずれかのノルムで正規化された値が距離測
度でもよい。なお、距離測度は、マッチングスコアに相当する量である。
【０１６８】
　さらに、フレーズ検知手段４００は、線形補間の重みを、出力層における各ノードの出
力が要素であるテンプレートに含まれる各ノードの出力を用いて、以下の式で表現される
エントロピーを算出することによって決定してもよい。
【０１６９】
　-Σzilog(zi)　　　　　　　　・・・式（１６）
【０１７０】
　例えば、フレーズ検知手段４００は、式（１４）における線形補間の重みαを、以下の
式で求める。
【０１７１】
　α = exp(-1×-Σzilog(zi)) 　・・・式（１７）
【０１７２】
　αが式（１７）で求められる場合、出力層におけるエントロピーが小さいと式（１４）
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におけるScore(xi, z^
(1))の重みがScore(xi, z^

(2))の重みに比べて大きくなる。また、
出力層におけるエントロピーが大きいと式（１４）におけるScore(xi, z^

(1))の重みがSc
ore(xi, z^

(2))の重みに比べて小さくなる。
【０１７３】
　すなわち、上記の方法では、出力層におけるエントロピーが小さい場合に音声信号ベク
トルとz^(1)とのマッチングスコアが重視される。また、出力層におけるエントロピーが
大きい場合に音声信号ベクトルとz^(2)とのマッチングスコアが重視される。
【０１７４】
　通常、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルが学習された際に使用された音声
データに類似する音声データが音響モデルに入力された時、エントロピーは小さくなる。
上記のエントロピーの性質を利用して、フレーズ検知手段４００は、線形補間の重みを制
御してもよい。フレーズ検知手段４００は、音声信号Xの時刻i毎に線形補間の重みを制御
できる。
【０１７５】
［動作の説明］ 
　以下、本実施形態のフレーズ検知システム２０の動作を図１１を参照して説明する。図
１１は、フレーズ検知システム２０による検知処理の動作を示すフローチャートである。
【０１７６】
　音声信号用テンプレート生成手段３００に、検知対象の音声信号が入力される。また、
音声信号用テンプレート生成手段３００に、記憶手段２００に記憶されているニューラル
ネットワークに基づいた音響モデルが入力される（ステップＳ４１）。
【０１７７】
　また、テンプレート生成装置１００のフレーズ用テンプレート生成手段１０４に、検知
目的のフレーズが入力される。また、フレーズ用テンプレート生成手段１０４に、記憶手
段２００に記憶されているニューラルネットワークに基づいた音響モデルが入力される（
ステップＳ４２）。
【０１７８】
　次いで、テンプレート生成装置１００のフレーズ用テンプレート生成手段１０４は、入
力されたニューラルネットワークに基づいた音響モデルと検知目的のフレーズを用いて、
検知目的のフレーズに関するテンプレートを生成する。フレーズ用テンプレート生成手段
１０４がテンプレートを生成する方法は、第１の実施形態で説明された方法でもよいし、
他の方法でもよい。
【０１７９】
　また、音声信号用テンプレート生成手段３００は、入力されたニューラルネットワーク
に基づいた音響モデルと検知対象の音声信号を用いて、検知対象の音声信号に関するテン
プレートを生成する（ステップＳ４３）。音声信号用テンプレート生成手段３００がテン
プレートを生成する方法は、第１の実施形態で説明された方法でもよいし、他の方法でも
よい。音声信号用テンプレート生成手段３００が生成したテンプレートは、フレーズ用テ
ンプレート生成手段１０４が生成したテンプレートとマッチングされる。
【０１８０】
　次いで、音声信号用テンプレート生成手段３００は、生成された検知対象の音声信号に
関するテンプレートを、フレーズ検知手段４００に入力する。また、フレーズ用テンプレ
ート生成手段１０４は、生成された検知目的のフレーズに関するテンプレートを、フレー
ズ検知手段４００に入力する（ステップＳ４４）。
【０１８１】
　次いで、フレーズ検知手段４００は、入力された検知対象の音声信号に関するテンプレ
ートと検知目的のフレーズに関するテンプレートをマッチングする。フレーズ検知手段４
００は、マッチング処理の結果をフレーズ検知結果として出力する（ステップＳ４５）。
出力した後、フレーズ検知システム２０は、検知処理を終了する。
【０１８２】
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［効果の説明］
　本実施形態のフレーズ検知システムは、検知対象の音声信号に関するテンプレートを生
成する音声信号用テンプレート生成手段と、テンプレート同士をマッチングすることによ
ってフレーズを検知するフレーズ検知手段とを含む。よって、フレーズ検知システムは、
テンプレート生成装置が生成したテンプレートを用いて、検知対象の音声信号に含まれる
検知目的のフレーズを検知できる。
【０１８３】
　本発明によるテンプレート生成装置は、所定のフレーズとニューラルネットワークに基
づいた音響モデルを用いてテンプレートを生成する。生成されるテンプレートは、音声信
号を誤ってシンボル化する音響モデルが用いられる場合に頑健にフレーズを検知するため
に使用されるテンプレートである。テンプレート生成装置は、検知対象の音声信号と異な
る、所定のフレーズに関する音声信号を使用せずにテンプレートを生成する。
【０１８４】
　ニューラルネットワークに基づいた音響モデルのパラメータは、ニューラルネットワー
クの出力層における各ノードに定義された各シンボルが識別される性能が最大になるよう
に学習されたパラメータである。テンプレート生成装置は、ニューラルネットワークに基
づいた音響モデルを用いて所定のフレーズを構成する各シンボルに関する特徴量を生成し
、生成された特徴量を結合することによって、所定のフレーズの検知に使用されるテンプ
レートを生成する。所定のフレーズに関するテンプレートを生成することによって、テン
プレート生成装置は、以下の効果を奏する。
【０１８５】
　第１の効果として、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルを用いて生成された
所定のフレーズに関するテンプレートが用いられるマッチング処理が実行される。上記の
マッチング処理が実行されるのであれば、音声認識誤りが頻繁に生じる音響モデルが使用
される場合であっても、頑健にフレーズが検知される。
【０１８６】
　その理由は、検知対象の音声信号がシンボル化されず、マッチング処理が音声認識誤り
の影響を受けないためである。よって、音声認識誤りが生じる音響モデルが使用される場
合であっても、フレーズの検知のためのマッチング処理が頑健に実行される。
【０１８７】
　第２の効果として、ユーザが所定のフレーズに関する音声信号を準備せずに済む。その
理由は、テンプレート生成装置が所定のフレーズを構成するシンボルとニューラルネット
ワークに基づいた音響モデルを使用してテンプレートを生成するので、テンプレートの生
成のために所定のフレーズに関する音声信号が求められないためである。
【０１８８】
　なお、各実施形態のテンプレート生成装置１００は、例えば、記憶媒体に格納されてい
るプログラムに従って処理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）によって実現される。すなわちテンプレート生成手段１０１、混合音パラメー
タ生成手段１０２、生成テンプレート調整手段１０３、およびフレーズ用テンプレート生
成手段１０４は、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するＣＰＵによって実現さ
れる。
【０１８９】
　また、各実施形態のテンプレート生成装置１００における各部は、ハードウェア回路に
よって実現されてもよい。
【０１９０】
　次に、本発明の概要を説明する。図１２は、本発明によるテンプレート生成装置の概要
を示すブロック図である。本発明によるテンプレート生成装置３０は、音声に含まれる所
定のフレーズの検知に使用されるテンプレートを生成するテンプレート生成装置であって
、所定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデルと
を入力とし、所定のフレーズを構成する単位（例えば、シンボル）の所定のフレーズに対
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応する音声に出現する確率が音響モデルに入力された時のノードの出力を用いてテンプレ
ートを生成するテンプレート生成手段３１（例えば、テンプレート生成手段１０１）を備
える。
【０１９１】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、音声認識誤りが生じる可能性がある
音声認識用モデルが用いられる場合に頑健にフレーズを検知するために使用されるテンプ
レートを生成できる。
【０１９２】
　また、テンプレート生成手段３１は、ノードの出力が要素であるテンプレートを生成し
てもよい。
【０１９３】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、ノードの出力が要素であるベクトル
、およびベクトルで構成された行列をテンプレートにすることができる。
【０１９４】
　また、所定のフレーズを構成する単位は、ニューラルネットワークに基づいた音響モデ
ルの出力層における所定のノードに対応付けられてもよい。
【０１９５】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、標準的なディープニューラルネット
ワークに基づいた音響モデルを使用できる。
【０１９６】
　また、テンプレート生成手段３１は、ニューラルネットワークに基づいた音響モデルが
学習された際に使用された音声データが音響モデルに入力された時のノードへの入力また
はノードの出力を用いてテンプレートを生成してもよい。
【０１９７】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、所定のフレーズに対応する音声に出
現する確率を用いて直接テンプレートを生成できない場合であってもテンプレートを生成
できる。
【０１９８】
　また、テンプレート生成手段３１は、各ノードへの入力の平均値、最小値、または最大
値のいずれか１つを用いてテンプレートを生成してもよい。
【０１９９】
　また、テンプレート生成手段３１は、各ノードの出力の平均値、最小値、または最大値
のいずれか１つを用いてテンプレートを生成してもよい。
【０２００】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、本来生成されるはずのテンプレート
により類似するテンプレートを生成できる。
【０２０１】
　また、テンプレート生成装置３０は、所定のフレーズに対応する音声に混合して含まれ
ている複数の単位それぞれに対して音声における混合度合いを示す混合音パラメータを決
定する混合音パラメータ決定手段（例えば、混合音パラメータ生成手段１０２）を備え、
テンプレート生成手段３１は、決定された混合音パラメータを用いてテンプレートを生成
してもよい。
【０２０２】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、より高精度にフレーズを検知するた
めに使用されるテンプレートを生成できる。
【０２０３】
　また、混合音パラメータ決定手段は、各単位の混同されやすさを各単位の混合度合いに
決定してもよい。
【０２０４】
　また、テンプレート生成装置３０は、検知対象の音声に含まれる所定のフレーズを構成
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する単位に対応する音声の長さを用いてテンプレート生成手段３１が生成したテンプレー
トを加工するテンプレート加工手段（例えば、生成テンプレート調整手段１０３）を備え
てもよい。
【０２０５】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、検知対象の音声信号を表したテンプ
レートの継続時間長と、テンプレート生成手段で生成されるテンプレートの継続時間長と
の違いが考慮された、フレーズが高精度に検知されるテンプレートを生成できる。
【０２０６】
　また、テンプレート生成装置３０は、テンプレート生成手段３１が生成した類似の度合
いが所定の条件を満たす複数のテンプレートを基に１つのテンプレートを生成する第２テ
ンプレート生成手段（例えば、生成テンプレート調整手段１０３）を備えてもよい。
【０２０７】
　そのような構成により、テンプレート生成装置は、マッチング処理に係る時間を短縮で
きる。
【０２０８】
　また、第２テンプレート生成手段は、生成された複数のテンプレートを主成分分析、線
形判別分析、特異値分解のいずれかを用いて次元圧縮することによって１つのテンプレー
トを生成してもよい。
【０２０９】
　図１３は、本発明によるフレーズ検知システムの概要を示すブロック図である。本発明
によるフレーズ検知システム４０は、音声に含まれる所定のフレーズの検知に使用される
テンプレートを生成するテンプレート生成装置５０（例えば、テンプレート生成装置１０
０）と、生成されたテンプレートを使用して音声中の所定のフレーズを検知するフレーズ
検知装置６０とを含むフレーズ検知システムであって、テンプレート生成装置５０は、所
定のフレーズとノードで構成されるニューラルネットワークに基づいた音響モデルとを入
力とし、所定のフレーズを構成する単位（例えば、シンボル）の所定のフレーズに対応す
る音声に出現する確率が音響モデルに入力された時のノードの出力を用いてテンプレート
を生成するテンプレート生成手段５１（例えば、フレーズ用テンプレート生成手段１０４
）を含む。
【０２１０】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、音声認識誤りが生じる可能性がある
音声認識用モデルが用いられる場合に頑健にフレーズを検知するために使用されるテンプ
レートを生成できる。
【０２１１】
　また、フレーズ検知装置６０は、テンプレート生成手段５１に入力されたニューラルネ
ットワークに基づいた音響モデルに検知対象の音声を入力することによってテンプレート
生成手段５１が生成したテンプレートと照合されるテンプレートを生成する照合テンプレ
ート生成手段（例えば、音声信号用テンプレート生成手段３００）を含んでもよい。
【０２１２】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、所定のフレーズに関するテンプレー
トとの照合用のテンプレートを生成できる。
【０２１３】
　また、照合テンプレート生成手段は、テンプレート生成手段５１が生成するテンプレー
トの数に応じて照合されるテンプレートを生成してもよい。
【０２１４】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、生成される照合用のテンプレートの
数を照合が適切に行われるように調整できる。
【０２１５】
　また、フレーズ検知装置６０は、テンプレート生成手段５１が生成した所定のフレーズ
に対応するテンプレートと照合テンプレート生成手段が生成したテンプレートを照合する
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際に検知対象の音声が所定の時間長毎に分割された信号毎にスコアを算出し、算出された
スコアの重み付き和を用いて所定のフレーズを検知する検知手段（例えば、フレーズ検知
手段４００）を含んでもよい。
【０２１６】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、テンプレート同士を照合することに
よってフレーズを検知できる。
【０２１７】
　また、検知手段は、線形補間が適用された重み付き和を用いて所定のフレーズを検知す
る。
【０２１８】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、スコアの重みに線形補間を適用する
ことができる。
【０２１９】
　また、検知手段は、テンプレート生成手段５１が生成した所定のフレーズに対応するテ
ンプレートと照合テンプレート生成手段が生成したテンプレートの内積を計算することに
よってスコアを算出してもよい。
【０２２０】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、ベクトルで構成されるテンプレート
を基に容易にスコアを算出できる。
【０２２１】
　また、検知手段は、テンプレートのノルムを用いてスコアを算出してもよい。
【０２２２】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、ノルムで正規化されたスコアを算出
できる。
【０２２３】
　また、検知手段は、テンプレート生成手段に入力されたニューラルネットワークに基づ
いた音響モデルに検知対象の音声が入力された時の音響モデルの出力層におけるノードの
出力を用いて重み付き和における重みを決定してもよい。
【０２２４】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、音響モデルの出力層におけるノード
の出力を制御することによって、重み付き和における重みを決定できる。
【０２２５】
　また、検知手段は、音響モデルの出力層におけるノードの出力を用いてエントロピーを
計算し、計算されたエントロピーを用いて重み付き和における重みを決定してもよい。
【０２２６】
　そのような構成により、フレーズ検知システムは、エントロピーを用いて重み付き和に
おける重みを決定できる。
【産業上の利用可能性】
【０２２７】
　本発明は、音声信号に含まれる所定のフレーズを検知する装置や、音声信号に含まれる
所定のフレーズを検知する装置を実現するための処理を実行するＣＰＵを制御するプログ
ラム等に好適に適用可能である。
【符号の説明】
【０２２８】
１０　テンプレート生成システム
２０、４０　フレーズ検知システム
３０、５０、１００　テンプレート生成装置
３１、５１、１０１　テンプレート生成手段
６０　フレーズ検知装置
１０２　混合音パラメータ生成手段
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１０３　生成テンプレート調整手段
１０４　フレーズ用テンプレート生成手段
２００　記憶手段
３００　音声信号用テンプレート生成手段
４００　フレーズ検知手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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