
モバイル端末と親和性の高い音声

言語インタフェース

近年スマートフォンを使った各種ア

プリケーション，サービスが普及する

中，スマートフォンを手で操作するだ

けでなく，人間にもっとも親しみのあ

る音声をインタフェースとした各種サー

ビスが普及しつつあります． Google

やGoogleのOSであるAndroidを採

用しているスマートフォンなどでは音声

でキーワードを入力することにより，

Web検索をする音声検索サービスを提

供しています．AppleはiPhoneに音

声対話エージェントサービスSiriを搭

載しています．NTTドコモからはスマー

トフォン向けに「しゃべってコンシェ

ル＊」という音声対話エージェントサー

ビスが提供され，多くのユーザに利用

されています．携帯電話やスマート

フォンといったモバイル端末にはキー

ボードがないため，素早く文字を入力

することが容易ではありません．また

ソフトキーボード，タッチパネルなどの

手入力ではなく，音声をインタフェー

スとすることで，屋外での移動中や屋

内でも料理中など両手が離しにくい状

況であっても，ネットワーク上の情報

や各種データベースの情報を得られる

という新しい価値を生んでいます．こ

のように音声によるインタフェースは，

もっとも人間どうしのやり取りに近い

インタフェースとして，その自然性や

利便性が注目されています．しかしな

がら，実際にネットワークや各種デー

タベース，知識などの情報に簡単にア

クセスできるようにするためには，単に

音声を処理する技術だけでなく，イン

ターネット検索技術から発展した，新

しい知識処理，言語処理などのバック

ヤードが要となってきています．さらに

音声によるインタフェースは，視覚的

なインタフェースではないため，PCの

画面ほどたくさんの情報量を一度に送

受するのに適していません．そのため，

通常のPCのインターネットのブラウザ

に出力する情報よりも，ユーザの要望

する情報を的確に把握し，把握した要

望に基づき，情報を取捨選択するなど

の技術が必要となってきます．

NTT研究所は，音声による入出力

を高精度に処理するフロントエンドの

機能に加えて，すでに構築済みの各種

データベースやインターネットの情報に

対して行われる情報処理の機能を結び

つけることにより，さらに高度なサー

ビスへと発展させ，より簡単・便利に使

えるパーソナル化されたUI/UX（User

Interface/User Experience）の実

現を目指していきます．

本稿では，今後ますます高度化する

さまざまなサービスを支えるために必要

となる，知的な音声言語インタフェー

ス技術の最新の研究成果について解説

します．

知的な音声言語インタフェースの

進化の過程

はじめに音声対話システムの歴史を

その構成に着目しながら振り返り，こ

れからの知的な音声言語インタフェー

スの方向性や必要な要件を展望します．

人間がコンピュータと対話する技術

に関する研究の歴史は古く，約半世

紀も前にキーボードによるタイピング

での対話システムが登場しました．そ

の後，音声を理解する音声対話シス

テムの研究開発が進展しました．これ

らの応用として，音声対話に必要な

一連の処理を遠隔のサーバ側で行うこ

とにより，2000年ごろ米国でもブーム

となった音声ポータルシステムや，自

動音声応答（IVR: Interactive Voice

Response）の実用化へと発展しまし

た．そして現在では，電話機がスマー
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トフォンとなり，回線も無線となるこ

とにより，いつでもどこでもコンピュー

タとの音声対話が可能になりました．

またそれだけでなく，音声対話システ

ムのサーバはインターネットと接続さ

れることにより，インターネット上の大

量の文書集合から知識を獲得すること

ができるようになりました．これによ

り，あらかじめ答えを準備することが

難しい幅広い質問に対する応答が可能

になりました．また，時々刻々と追加

されていく文書集合を知識源とするこ

とにより，リアルタイムな情報が扱え

るようになり，情報の鮮度も向上しま

した．

これからの音声言語インタフェース

は，バックエンド，つまり，情報を整

理し処理する知識処理や言語処理の

さらなる発展に加えて，フロントエン

ドである，ユーザの置かれている環境

に適した音声入出力処理が必要になる

と考えています．

これからの音声言語インタフェース

は，大きく分けて以下の２つの方向性

があると考えられます．

（1） 人対エージェントにおける２人

称的な音声言語インタフェース

これはこれまでの対話システムの延

長上にありますが，ユーザの状況や行

動履歴を考慮しながらユーザの意図を

先回りして，インターネット上に大量

に蓄積された，さまざまな種類のデー

タから的確な情報を収集し，必要十分

な応答になるように情報を編集するこ

とで，ユーザの思考や行動を支援する

エージェントです．

（2） 人対人における３人称的な音声

言語インタフェース

これは人と人が対面で，あるいは

ネットワーク越しに対話をしている状

況で，その話題に関連する情報やコ

ミュニケーションの履歴や対話参加者

のプロファイルを自律的に収集し，有

用な情報を自発的に提示することでコ

ミュニケーションを活性化させるエー

ジェントです．

これらはいずれもフロントエンド側に

いるユーザを強く意識したパーソナラ

イゼーションが必要になります．NTT

研究所では，このような知的な音声言

語インタフェースの実現に向けて，音

声言語処理の研究に取り組んでいます．

知的な音声言語インタフェースを

構成する要素技術

知的な音声言語インタフェースを構

成する要素技術について紹介します

（図）．

図では，はじめにユーザの発話によ

る音声が入力され，音声認識部で音

響モデルと言語モデルに基づいて音声

が認識され，テキストに変換されます．

そして，テキスト化されたユーザからの

入力は，問題解決部に送られます．問

題解決部では，ユーザからの入力に対

し，何らかの処理を実行し，処理の結

果に応じた応答を生成します．本特集

では特に，入力が質問である場合の回

答を生成する「質問応答」と，その回

答を生成するために必要な知識を大規

模文書集合から獲得する「知識獲得」

の２つの処理について取り上げます．

これらは言語処理の応用技術として位

置付けられています．最後に，音声合

成部により問題解決部から得られるテ

キスト情報は音素データベースや韻律

生成規則に基づいて音声に変換されま

す．次に，それぞれの技術における取

り組みについて紹介します．

■音声認識

知的な音声言語インタフェースを考

えるうえでは，音声言語インタフェー

ス全体の性能に大きく影響を与えると

いう意味で，音声認識の精度が極めて

重要になります．そのため，私たちは

音声認識の精度を向上させるために，

さまざまな取り組みを行っています．そ

のうちの１つは，特定のユーザだけで

なく，どのようなユーザの発話であっ

ても高精度に認識させる研究です．

ユーザによっては音声認識の精度が良

くない場合があるので，どのユーザに

も対応できるように認識精度を向上さ

せることが必要です．

また別の取り組みは，ユーザが利用

している場所に背景の雑音があっても，



ユーザの発話を精度良く認識できるよ

うにする研究があります．ユーザが利

用する環境は多様であり，特にモバイ

ルでの利用はユーザの発話に周囲から

の雑音が混じります．例えば，駅のプ

ラットフォームやバス停では電車の通

過する音や自動車の排気音が，レスト

ランや喫茶店など人が集まる場所では

他人の話し声が背景雑音になります．

このようなさまざまな背景雑音の中に

あっても，ユーザの発話を高精度に認

識できることが求められます．

そして最後の取り組みは，日々生ま

れてくる新しい語彙であっても認識で

きるようにする研究です．一般に，音

声認識には辞書に存在しない語彙を認

識できないという問題（OOV: Out Of

Vocabulary）があります．ユーザの

利用するサービスによっては，辞書に

存在しない新しい語彙を認識できなけ

ればサービスの精度が大きく低下して

しまいます．そのため，ユーザの発話

履歴などを利用して，認識すべき新し

い語彙を見つける必要があります．

以上の３つの取り組みに関する最新

の音声認識技術の詳細については，本

特集記事『サービスや利用環境の変化

に柔軟に対応する音声認識技術』で

詳説しています．

■知識獲得

問題解決部の知識獲得処理では，

ユーザからの多様な質問に対し，的確

に回答するために必要な情報を，大規

模なWebページの集合から抽出しま

す．例えば，ユーザからの質問が人物

や山の名前を回答すべき質問であれば，

関連する文書集合から人物や山の名前

を収集します．例えば，エベレストと

いう山の名前は固有の名称であり，そ

の山を指し示す表現そのものですが，

このような表現を固有表現と呼んでい

ます．固有表現の例としては，ほかに

も場所の名前，組織の名称，時間表

現，数量表現，金額表現なども含ま

れます．知的な音声言語インタフェー

スを実現するには，ユーザの発話の意

味を「理解」したうえで応答を生成す

るための「知識」が必要になります．

さまざまなサービスを支える知的な音声言語インタフェース技術

NTT技術ジャーナル 2013.314

図　知的な音声言語インタフェースの概略図 
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固有表現は，知識を構築するキーとな

る重要な要素になっています．例えば，

ある人物を表す固有表現を抽出できれ

ば，その人物の生年月日（時間表現）

や生誕地（場所の名前）などの属性を

問う質問にも答えることが可能になり

ます．さらに固有表現どうしの関係が

抽出できれば，より複雑な質問にも正

しく回答することができるようになりま

す．大規模なWebページの集合から固

有表現や固有表現どうしの関係を抽

出する技術については，本特集記事

『知的な応答を実現するためのテキス

トからの知識獲得技術』で詳説してい

ます．

■質問応答

問題解決部の質問応答処理では，

まずユーザからの質問を解析し，ユー

ザはどのようなことを聞いているのか，

質問の5W1Hを判定します．例えば人

の名前を聞いているのか，山の名前を

聞いているのか，食べ物の名前を聞い

ているのかなど，具体的にどの種類の

固有表現を聞いているのかを判定しま

す．そして，Webページから抽出され

た固有表現の中から，質問内容に対し

て種々の計算を行い，もっとも適切と

判定されたものを回答とします．質問

応答が文書検索と大きく異なる点は，

文書検索では文書を返すのに対して，

質問応答では答えそのものをピンポイ

ントで返す点にあります．そのため非

常に高い回答の精度が期待されます．

知的な音声言語インタフェースの中核

となる質問応答技術の詳細については，

本特集記事『幅広い質問にピンポイン

トで答える質問応答技術』で詳説して

います．ほかにも質問応答技術の歴史

や理由を尋ねる質問に回答する技術に

ついても解説します．

■音声合成

音声合成技術は，テキストから正し

い読みとアクセントおよびポーズを付

けて品質の良い合成音を生成する技術

です．知的な音声言語インタフェース

を実現するために音声合成においても

さまざまな取り組みを行っています．１

番目は，ユーザが聞きたいと望む人の

声質を自在に選択できるようにするこ

とです．例えば，家族や親しい人の音

声が簡単に合成できれば，個人に適応

したサービスの実現につながります．2

番目は，ユーザの利用環境が人混みな

どの騒がしい場所である場合には，人

混みの背景雑音が存在する中でも聞き

取りやすい明瞭な音声を生成すること

です．以上の点を実現する音声合成技

術の詳細については，本特集記事『多

様性豊かな音声合成技術』で詳説し

ています．

今後に向けて

知的な音声言語インタフェースを構

成するための音声認識，音声合成，言

語処理（知識獲得，質問応答）につ

いて，各技術の概要を紹介しました．

さらなる進化のためには，これらの技

術の発展のほかに，モバイル端末での

高度な音の収音・再生技術といった音

響処理も必要になります．私たちは

パーソナル化されたUI/UXの実現を目

指して，今後もこれらの技術分野を統

合した音声言語メディア技術の研究開

発に取り組んでいきます．

（後列左から）長谷川 隆明/ 高橋 敏

（前列左から）松尾 義博/ 稲垣 博人

NTTメディアインテリジェンス研究所で
は，音声言語メディア技術に関する研究開
発を通して，多くのお客さまに末永く使っ
ていただけるサービスを支える，知的な音
声言語インタフェースを実現していきます．
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