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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
検索対象音声データの中から、クエリー音声データに一致又は類似する部分音声データを
検索する音声検索装置であって、
前記検索対象音声データの有声音のピッチ周期を等化したピッチ等化検索対象音声デー
タの中から、音声の特徴量空間において、前記クエリー音声データの有声音のピッチ周期
を等化したピッチ等化クエリー音声データに対する距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾
値以下（又は所定の閾値以上）である部分音声データを検索する部分音声検索手段
を備えていることを特徴とする音声検索装置。
【請求項２】
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前記クエリー音声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化クエ
リー音声データを生成するピッチ周期等化手段と、
前記ピッチ等化クエリー音声データを特徴量の時系列データに変換したデータ（以下「
クエリー特徴データ」という。）を生成する特徴データ生成手段と、
を備え、
前記部分音声検索手段は、前記ピッチ等化検索対象音声データに含まれる部分音声デー
タのうち、その特徴量が、前記クエリー特徴データとの間の距離尺度（又は類似尺度）が
所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）であるものを検索すること
を特徴とする請求項１記載の音声検索装置。
【請求項３】
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前記部分音声検索手段は、
前記ピッチ等化検索対象音声データを特徴量の時系列データに変換した検索対象特徴デ
ータの中から、前記クエリー音声データと同じ音素長分の部分データ（以下「選択特徴デ
ータ」という。）を、選択位置を移動させながら順次選択する部分音声選択手段と、
前記各選択特徴データと前記クエリー特徴データとの間の距離尺度（又は類似尺度）を
演算する特徴量尺度演算手段と、
前記距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）の場合、前記
選択特徴データに対応する検索対象音声データ内の位置を出力する一致位置判定手段と、
を備えていることを特徴とする請求項１又は２記載の音声検索装置。
【請求項４】
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前記検索対象特徴データを記憶する音声記憶手段
を備えていることを特徴とする請求項３記載の音声検索装置。
【請求項５】
前記検索対象音声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化検索
対象音声データを生成する第２のピッチ周期等化手段と、
前記ピッチ等化検索対象音声データを特徴量の時系列データに変換することにより、前
記検索対象特徴データを生成する第２の特徴データ生成手段と、
を備えていることを特徴とする請求項３又は４記載の音声検索装置。
【請求項６】
前記ピッチ周期等化手段（又は第２のピッチ周期等化手段）は、
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前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）のピッチ周波数の検出を行う
ピッチ検出手段、
前記ピッチ周波数と所定の基準周波数との差分を演算する残差演算手段、
及び、前記差分が最小となるように、前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声
データ）のピッチ周波数を等化する周波数シフタ
を具備することを特徴とする請求項２又は５記載の音声検索装置。
【請求項７】
前記検索対象特徴データ及び前記クエリー特徴データは、それぞれ、前記ピッチ等化検索
対象音声データ及び前記ピッチ等化クエリー音声データを直交変換して得られるサブバン
ド・データの時系列であることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一記載の音声検索装
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置。
【請求項８】
前記クエリー特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換する
第１の区間分割手段と、
前記検索対象特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換す
る第２の区間分割手段と、
を備え、
前記特徴量尺度演算手段は、前記第１及び第２の区間分割手段が生成する平均値の時系
列データの間の距離尺度（又は類似尺度）を演算すること
を特徴とする請求項２又は５記載の音声検索装置。

40

【請求項９】
前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）に対して音素ラベリングを行う
ことによりクエリー音素列（又は検索対象音素列）を生成する音素ラベリング処理手段と
、
前記前記選択特徴データに対応する前記検索対象音素列と前記クエリー音素列との距離
尺度（又は類似尺度）を決定する音素列尺度演算手段と、
前記特徴量尺度演算手段が出力する特徴量の距離尺度（又は類似尺度）と、前記音素列
尺度演算手段が出力する音素列の距離尺度（又は類似尺度）との線形和（以下「総合距離
尺度（又は総合類似尺度）」という。）を算出する総合尺度演算手段と、
を備え、
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前記一致位置判定手段は、前記総合距離尺度（又は総合類似尺度）が所定の閾値以下（
又は所定の閾値以上）の場合、前記選択特徴データに対応する検索対象音声データ内の位
置を出力すること
を特徴とする請求項１乃至８の何れか一記載の音声検索装置。
【請求項１０】
検索対象音声データの中から、クエリー音声データに一致又は類似する部分音声データを
検索する音声検索方法であって、
前記検索対象音声データの有声音のピッチ周期を等化したピッチ等化検索対象音声デー
タの中から、音声の特徴量空間において、前記クエリー音声データの有声音のピッチ周期
を等化したピッチ等化クエリー音声データに対する距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾
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値以下（又は所定の閾値以上）である部分音声データを検索する部分音声検索ステップ
を有することを特徴とする音声検索方法。
【請求項１１】
前記クエリー音声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化ク
エリー音声データを生成するピッチ周期等化ステップと、
前記ピッチ等化クエリー音声データを特徴量の時系列データに変換したデータ（以下「
クエリー特徴データ」という。）を生成する特徴データ生成ステップと、
を備え、
前記部分音声検索ステップにおいては、前記ピッチ等化検索対象音声データに含まれる
部分音声データのうち、その特徴量が、前記クエリー特徴データとの間の距離尺度（又は
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類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）であるものを検索すること
を特徴とする請求項１０記載の音声検索方法。
【請求項１２】
前記部分音声検索ステップにおいては、
前記ピッチ等化検索対象音声データを特徴量の時系列データに変換した検索対象特徴デ
ータの中から、前記クエリー音声データと同じ音素長分の部分データ（以下「選択特徴デ
ータ」という。）を、選択位置を移動させながら順次選択する部分音声選択ステップと、
前記各選択特徴データと前記クエリー特徴データとの間の距離尺度（又は類似尺度）を
演算する特徴量尺度演算ステップと、
前記距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）の場合、前記
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選択特徴データに対応する検索対象音声データ内の位置を出力する一致位置判定ステップ
と、
を有することを特徴とする請求項１０又は１１記載の音声検索方法。
【請求項１３】
前記検索対象特徴データを記憶する音声記憶ステップ
を備えていることを特徴とする請求項１２記載の音声検索方法。
【請求項１４】
前記検索対象音声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化検
索対象音声データを生成する第２のピッチ周期等化ステップと、
前記ピッチ等化検索対象音声データを特徴量の時系列データに変換することにより、前記
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検索対象特徴データを生成する第２の特徴データ生成ステップと、
を有することを特徴とする請求項１２又は１３記載の音声検索方法。
【請求項１５】
前記ピッチ周期等化ステップ（又は第２のピッチ周期等化ステップ）においては、
前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）のピッチ周波数の検出を行う
ピッチ検出ステップと、
前記ピッチ周波数と所定の基準周波数との差分を演算する残差演算ステップと、
前記差分が最小となるように、前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ
）のピッチ周波数を等化する周波数シフトステップと
を具備することを特徴とする請求項１１又は１４記載の音声検索方法。
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【請求項１６】
前記検索対象特徴データ及び前記クエリー特徴データは、それぞれ、前記ピッチ等化検索
対象音声データ及び前記ピッチ等化クエリー音声データを直交変換して得られるサブバン
ド・データの時系列であることを特徴とする請求項１０乃至１５の何れか一記載の音声検
索方法。
【請求項１７】
前記クエリー特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換する
第１の区間分割ステップと、
前記検索対象特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換す
る第２の区間分割ステップと、
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を有し、
前記特徴量尺度演算ステップにおいては、前記第１及び第２の区間分割ステップにおい
て生成される平均値の時系列データの間の距離尺度（又は類似尺度）を演算すること
を特徴とする請求項１１又は１４記載の音声検索方法。
【請求項１８】
前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）に対して音素ラベリングを行う
ことによりクエリー音素列（又は検索対象音素列）を生成する音素ラベリングステップと
、
前記選択特徴データに対応する前記検索対象音素列と前記クエリー音素列との距離尺度
（又は類似尺度）を決定する音素列尺度演算ステップと、
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前記特徴量尺度演算ステップにおいて出力される特徴量の距離尺度（又は類似尺度）と
、前記音素列尺度演算ステップにおいて出力される音素列の距離尺度（又は類似尺度）と
の線形和（以下「総合距離尺度（又は総合類似尺度）」という。）を算出する総合尺度演
算ステップと、
を備え、
前記一致位置判定ステップにおいては、前記総合距離尺度（又は総合類似尺度）が所定
の閾値以下（又は所定の閾値以上）の場合、前記選択特徴データに対応する検索対象音声
データ内の位置を出力すること
を特徴とする請求項１０乃至１７の何れか一記載の音声検索方法。
【請求項１９】
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コンピュータに読み込んで実行することにより、コンピュータを請求項１乃至８の何れか
一の音声検索装置として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、蓄積された検索対象音声データの中から、所定の音声に合致する部分を検索
するための音声検索装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、多くの蓄積映像・音声データの中から、視聴者が最も知りたい情報の部分だけを

40

取り出すマルチメディア・データベースの要請が強まりつつある。代表的な例としては、
蓄積された多くのニュース番組の中から、視聴者が最も知りたいニュースのみを取り出す
ニュース・オンデマンド（News On Demand：ＮＯＤ）・システムなどがある。
【０００３】
かかるマルチメディア・データベースを構築するためには、テレビニュースなどの蓄積
された映像・音声データの中から、検索キーワードの音声（以下「クエリー音声」という
。）に合致する部分を検索する音声検索技術が必要とされる。
【０００４】
検索対象音声データの中からクエリー音声に合致する部分を検索する音声検索装置とし
ては、特許文献１に記載のものが公知である。
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【０００５】
図１２は、特許文献１に記載の音声検索装置の構成を表す図である。この音声検索装置
では、検索データ生成部１００の音声信号入力部１０２に音声信号が入力されると、当該
音声信号は、検索対象音声データとして記録部２０１に記憶される。この際、映像検索イ
ンデックス生成部１０４が生成する映像検索インデックスが付加される。また、音声信号
に同期して映像信号入力部１０１には映像信号が入力され、記録部２０１に蓄積映像デー
タとして記憶される。一方、クエリー音声は、検索処理部２００のキーワード入力部２０
３から入力され、キーワードパターン照合部２０５において検索対象音声データと照合さ
れ、もっとも一致する音声信号が音声信号出力部２０７から出力される。以下、これらの
処理を概説する。
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【０００６】
まず、音声信号入力部１０２に音声信号が入力されると、音声特徴パターン抽出部１０
３は、入力音声を１０ｍｓｅｃの分析フレームに分割する。そして、各分析フレームにつ
いて、高速フーリエ変換を行い、発生周波数帯域の音響特性データを生成する。さらに、
この音響特性データを、音響特徴量から構成されるＮ次元のベクトルデータ（以下「特徴
パターン」という。）に変換する。ここで、音響特徴量としては、入力音声の発生周波数
帯域における短時間スペクトル又はその対数値、入力音声の一定時間内における対数エネ
ルギー等が用いられる。
【０００７】
次に、映像検索インデックス生成部１０４は、音声特徴パターン収納部１０５から第１
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番目の標準音声パターンを取り出す。
【０００８】
ここで、音声特徴パターン収納部１０５には、５００個の標準音声パターンが予め記憶
されている。標準音声パターンとは、予め複数の話者から収集した発音を分析して、サブ
ワード単位（#V，#CV，#CjV，CV，CjV，VC，QC，VQ，VV，V#：但し、Cは子音、Vは母音、
jは拗音、Qは促音、#は無音。）で抽出した音声特徴パターンを統計処理して標準化した
ものである。
【０００９】
映像検索インデックス生成部１０４は、処理対象となる１つの音声区間に対して、第１
番目の標準音声パターンと入力音声の音声特徴パターンとの類似度を、ＤＰ照合法やＨＭ
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Ｍ（Hidden Markov Model）等の音声認識処理により計算される。そして、第１番目の標
準音声パターンに対して最も高い類似度を示す区間を「サブワード区間」として検出する
。以下、サブワード区間の類似度を「スコア」という。映像検索インデックス生成部１０
４は、サブワード区間の音素記号、発声区間（始端時刻、終端時刻）、及びスコアの組を
「映像検索インデックス」として出力する。
【００１０】
同様に、第２番目以降の標準音声パターンについてもサブワード区間を検出し、検出サ
ブワード区間に関する映像検索インデックスを出力する。
【００１１】
当該音声区間において、すべての標準音声パターンに関して映像検索インデックスが生
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成されたならば、映像検索インデックス生成部１０４は、処理対象となる音声区間を隣接
する次の音声区間に移し、同様の処理を実行する。そして、入力音声の全区間に亘って映
像検索インデックスを作成したところで、処理を終了する。
【００１２】
入力音声の音声データと映像検索インデックスは、検索対象音声データとして記録部２
０１に記憶される。図１３は記録部２０１に記憶された映像検索インデックスのラティス
構造の一部を示す図である。図１３では、１０ｍｓｅｃ単位で分割した入力音声の各音声
区間の終端を、その音声区間に対して生成した各映像検索インデックスの終端とし、同一
音声区間における映像検索インデックスを生成された順番に配置している。このような映
像検索インデックスのラティス構造を「音素類似度表」と呼ぶ。尚、「ラティス」とは、
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連続する種々の音声区間に対して、複数の音素や単語の候補とその可能性を表の形で表し
たものをいう（非特許文献１，ｐ．１９８参照）。
【００１３】
クエリー音声を用いて映像シーンを検索する処理は次のように行われる。まず、キーワ
ード入力部２０３に検索キーワードであるクエリー音声が入力される。キーワード変換部
２０４は、クエリー音声をサブワードの時系列に変換する。次に、キーワードパターン照
合部２０５は、音素類似度表の中から、クエリー音声を構成するサブワードだけをピック
アップする。そして、ピックアップされた複数のラティス上のサブワードを、検索キーワ
ードを変換したサブワードの系列順に隙間なく接続する。
【００１４】
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例えば、クエリー音声としてキーワード入力部２０３に「空（そら）」が入力された場
合、キーワード変換部２０４は、サブワードの系列「SO」，「OR」，「RA」を生成する。
キーワードパターン照合部２０５は、音素類似度表からサブワード「SO」，「OR」，「RA
」をピックアップして、これを隙間なく接続する。この場合、ある時刻のラティスからサ
ブワード「RA」を取り出し、サブワード「RA」の始端時刻にあたるラティスからその前の
サブワード「OR」を取り出し、さらにサブワード「OR」の始端時刻に当たるラティスから
サブワード「SO」を取り出す。そして、最後のサブワード「RA」の終端を基準にして「SO
」「OR」「RA」を連結する。
【００１５】
このようにサブワード（上記例では、「ＳＯ」「ＯＲ」「ＲＡ」）を連結することによ
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って復元されたキーワードについて、その復元キーワードのスコアの総和を計算する。
【００１６】
以下同様に、サブワード「ＲＡ」の終端時刻をずらした復元キーワードをすべての時刻
について順次作成し、各復元キーワードについてそのスコアを計算する（図１４参照）。
【００１７】
制御部２０２は、スコアが上位となる復元キーワードの先頭サブワードの始端時刻から
対応する映像信号のタイムコードを算出する。そして、記憶部２０１に蓄積された蓄積映
像データ・検索対象音声データの該当部分を再生する制御を行う。
【特許文献１】特開２０００−２３６４９４号公報（特許第３２５２２８２号公報）
【特許文献２】特開２００５−９１７０９号公報
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【非特許文献１】古井貞煕，「音響・音声工学」，近代科学社，ｐｐ．１９４−２１０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
上記従来の音声検索装置では、音声認識を行うにあたり、音声特徴パターン収納部１０
５に格納された標準音声パターンを使用し、クエリー音声と標準音声パターンとの類似度
によって音声認識を行う。この場合、認識精度を上げるためには標準音声パターンを多く
用意する必要がある。しかし、標準音声パターンの数が増えると、類似度演算の処理時間
が増大し又は演算回路の規模が大きくなる。また、標準音声パターンとして登録されてい
ないクエリー音声が入力された場合には、正常に認識することができないため、音声検索
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機能が正常に働かない場合も考えられる。
【００１９】
また、通常、同じ音素に対する音声であっても男女間で周波数帯域が異なり、また同性
でも個人間で周波数帯域が異なる。従って、標準音声パターンとクエリー音声との類似度
に、これらの差異による影響が現れるため、認識精度に限界がある。
【００２０】
そこで、本発明の目的は、標準音声パターンを必要とせず、音声の個人差にも影響され
ず検索精度の高い音声検索装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
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本発明に係る音声検索装置の第１の構成は、検索対象音声データ（retrieval voice‑da
ta）の中から、クエリー音声データ（query voice‑data）に一致又は類似する部分音声デ
ータ（partial voice‑data）を検索する音声検索装置（voice retrieval device）であっ
て、前記検索対象音声データの有声音（voiced sound）のピッチ周期（pitch period）を
等化したピッチ等化検索対象音声データ（pitch‑equalized retrieval voice‑data）の中
から、音声の特徴量空間において、前記クエリー音声データの有声音のピッチ周期を等化
したピッチ等化クエリー音声データに対する距離尺度（distance measure）（又は類似尺
度（likelihood measure））が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）である部分音声デ
ータを検索する部分音声検索手段を備えていることを特徴とする。
【００２２】
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このように、検索対象音声データ及びクエリー音声データのピッチ周期を等化すること
によって、音声帯域の男女差や個人差が除去される。従って、ピッチ周期が等化された検
索対象音声信号及びクエリー音声信号の特徴量空間における距離尺度や類似尺度は、音声
帯域の男女差や個人差にほとんど影響されず、その音声が表す音素列に依存して定まる。
故に、この距離尺度や類似尺度をマッチングの指標として用いることによって、高い精度
で音声検索を行うことが可能となる。
【００２３】
ここで、「特徴量」とは、音声の発生周波数帯域における短時間スペクトル又はその対
数値、一定時間内での対数エネルギーなどを用いることができる。特徴量として短時間ス
ペクトルを用いる場合は、例えば、１０〜３０チャンネル程度の帯域フィルタ群を用いて
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得られる各帯域の特徴データの時系列、短時間ＦＦＴを用いて直接的に計算されるスペク
トル、ケプストラム変換により得られるケプストラム、相関関数により計算される相関デ
ータ列、ＬＰＣ分析を基礎として得られるＬＰＣ係数列、ＰＡＲＣＯＲ係数、ＬＳＰ周波
数などが、特徴量として使用される。
【００２４】
「距離尺度」とは、特徴量に応じて種々の距離尺度を用いることができる。例えば、特
徴量として短時間スペクトルを使用する場合、単純なユークリッド距離、聴覚の感度を考
慮した重み付けを行った距離、判別分析，主成分分析などの統計的分析を行って低次元に
射影した空間におけるユークリッド距離、マハラビノス距離、板倉・齋藤距離、COSH尺度
、WLR尺度(重みつき尤度比)、PWLR尺度(パワー重みつき尤度比)、LPCケプストラム間ユー
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クリッド距離、LPC重みつきケプストラム間ユークリッド距離などを用いることができる
。
【００２５】
尚、特徴量（一般にベクトル量）ｘ，ｙの距離尺度ｄ（ｘ，ｙ）は、必ずしも数学的な
意味での距離のように三角不等式を満たす必要はない。しかしながら、次式で定義される
対称性と正値性を持つことが望ましく、また、ｄ（ｘ、ｙ）を効率よく計算するアルゴリ
ズムが存在する必要がある。
【００２６】
【数１】
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【００２７】
「類似尺度」とは、二つの特徴量がどれだけ類似しているのかを示す尺度をいう。例え
ば、次式によって定義できる類似度等を用いることができる。ここで、ｘ，ｙは特徴量を
表す。
【００２８】
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【数２】

【００２９】
本発明に係る音声検索装置の第２の構成は、前記第１の構成において、前記クエリー音
声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化クエリー音声データ
を生成するピッチ周期等化手段と、前記ピッチ等化クエリー音声データを特徴量の時系列
データに変換したデータ（以下「クエリー特徴データ（query feature‑data）」という。
）を生成する特徴データ生成手段と、を備え、前記部分音声検索手段は、前記ピッチ等化
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検索対象音声データに含まれる部分音声データのうち、その特徴量が、前記クエリー特徴
データとの間の距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）であ
るものを検索することを特徴とする。
【００３０】
この構成により、クエリー音声データが入力されると、ピッチ周期等化手段が当該クエ
リー音声データの有声音のピッチ周期を等化する。そして、特徴データ生成手段は、ピッ
チ周期が等化されたクエリー音声データの特徴量を演算し、クエリー特徴データを生成す
る。これにより、部分音声検索手段は、ピッチ等化検索対象音声データの部分音声データ
とクエリー特徴データとの間の距離尺度（又は類似尺度）を閾値判定により抽出する。こ
れにより、クエリー音声データに一致又は類似する音声データを、検索対象音声データの
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中から検索することが可能となる。
【００３１】
本発明に係る音声検索装置の第３の構成は、前記第１又は２の構成において、前記部分
音声検索手段は、前記ピッチ等化検索対象音声データを特徴量の時系列データに変換した
検索対象特徴データの中から、前記クエリー音声データと同じ音素長分の部分データ（以
下「選択特徴データ」という。）を、選択位置を移動させながら順次選択する部分音声選
択手段と、前記各選択特徴データと前記クエリー特徴データとの間の距離尺度（又は類似
尺度）を演算する特徴量尺度演算手段と、前記距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾値以
下（又は所定の閾値以上）の場合、前記選択特徴データに対応する検索対象音声データ内
の位置を出力する一致位置判定手段と、を備えていることを特徴とする。
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【００３２】
この構成により、検索対象音声データの中から、特徴量空間におけるピッチ等化検索対
象音声データとの（又は類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）の部分音声
データを抽出することが可能となる。
【００３３】
部分音声選択手段が「選択位置を移動」させる手順は、特に限定するものではない。例
えば、部分音声データの開始位置を検索対象音声データの先頭から末尾に向かって逐次移
動させる方法や、逆に、部分音声データの終端位置を検索対象音声データの末尾から先頭
に向かって逐次移動させる方法などを採ることができる。
【００３４】
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本発明に係る音声検索装置の第４の構成は、前記第３の構成において、前記検索対象特
徴データを記憶する音声記憶手段を備えていることを特徴とする。
【００３５】
検索対象音声データを、検索対象特徴データとして、音声記憶手段に予め記憶させてお
くことにより、クエリー音声データに類似する部分音声データを素早く検索することが可
能となる。
【００３６】
本発明に係る音声検索装置の第５の構成は、前記第３又は４の構成において、前記検索
対象音声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化検索対象音声
データを生成する第２のピッチ周期等化手段と、前記ピッチ等化検索対象音声データを特
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徴量の時系列データに変換することにより、前記検索対象特徴データを生成する第２の特
徴データ生成手段と、を備えていることを特徴とする。
【００３７】
この構成により、音声データベース内の検索対象音声データが有声音のピッチ周期が等
化されていない場合であっても、第２のピッチ周期等化手段によりピッチ周期を等化して
第２の特徴データ生成手段により特徴量を算出することによって、ピッチ周期が等化され
た検索対象音声データの特徴量を得ることができる。
【００３８】
本発明に係る音声検索装置の第６の構成は、前記第２又は５の構成において、前記ピッ
チ周期等化手段（又は第２のピッチ周期等化手段）は、前記クエリー音声データ（又は前
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記検索対象音声データ）のピッチ周波数の検出を行うピッチ検出手段、前記ピッチ周波数
と所定の基準周波数との差分を演算する残差演算手段、及び、前記差分が最小となるよう
に、前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）のピッチ周波数を等化する
周波数シフタを具備することを特徴とする。
【００３９】
この構成により、ピッチ周期等化手段（又は第２のピッチ周期等化手段）は、クエリー
音声データ（又は前記検索対象音声データ）のピッチ周波数を等化することができる。
【００４０】
本発明に係る音声検索装置の第７の構成は、前記第１乃至６の何れか一の構成において
、前記検索対象特徴データ及び前記クエリー特徴データは、それぞれ、前記ピッチ等化検
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索対象音声データ及び前記ピッチ等化クエリー音声データを直交変換して得られるサブバ
ンド・データの時系列であることを特徴とする。
【００４１】
このように特徴量としてサブバンドを使用することにより、簡単なフィルタバンクやＦ
ＦＴ，ＤＦＴ等を使用して検索対象特徴データ及び前記クエリー特徴データを高速に求め
ることが可能となる。
【００４２】
本発明に係る音声検索装置の第８の構成は、前記第２又は５の構成において、前記クエ
リー特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換する第１の区
間分割手段と、前記検索対象特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列デ
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ータに変換する第２の区間分割手段と、を備え、前記特徴量尺度演算手段は、前記第１及
び第２の区間分割手段が生成する平均値の時系列データの間の距離尺度（又は類似尺度）
を演算することを特徴とする。
【００４３】
このように、音素区間で特徴量を平均化し、その平均値を用いてマッチング判定を行う
ことにより、ノイズや揺らぎの影響が低減され、検索精度が向上する。また、各特徴量は
、音素区間ごとに時間的に離散化される。この際に、音声の伸縮の影響が除去される。従
って、マッチング判定は単純な比較計算のみとなり、ＤＰマッチングのように計算量の多
い方法を用いる必要がなく、装置構成の単純化、演算時間の高速化が図られる。
【００４４】
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本発明に係る音声検索装置の第９の構成は、前記第１乃至８の何れか一の構成において
、前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）に対して音素ラベリングを行
うことによりクエリー音素列（又は検索対象音素列）を生成する音素ラベリング処理手段
と、前記前記選択特徴データに対応する前記検索対象音素列と前記クエリー音素列との距
離尺度（又は類似尺度）を決定する音素列尺度演算手段と、前記特徴量尺度演算手段が出
力する特徴量の距離尺度（又は類似尺度）と、前記音素列尺度演算手段が出力する音素列
の距離尺度（又は類似尺度）との線形和（以下「総合距離尺度（又は総合類似尺度）」と
いう。）を算出する総合尺度演算手段と、を備え、前記一致位置判定手段は、前記総合距
離尺度（又は総合類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）の場合、前記選択
特徴データに対応する検索対象音声データ内の位置を出力することを特徴とする。

50

(10)

JP 4961565 B2 2012.6.27

【００４５】
このように、特徴量尺度に加えて音素列尺度をマッチング判定に考慮することにより、
検索精度を高めることができる。
【００４６】
本発明に係る音声検索方法は、検索対象音声データの中から、クエリー音声データに一
致又は類似する部分音声データを検索する音声検索方法であって、前記検索対象音声デー
タの有声音のピッチ周期を等化したピッチ等化検索対象音声データの中から、音声の特徴
量空間において、前記クエリー音声データの有声音のピッチ周期を等化したピッチ等化ク
エリー音声データに対する距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値
以上）である部分音声データを検索する部分音声検索ステップを有することを特徴とする
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。
【００４７】
本発明に係る音声検索方法の第２の構成は、前記第１の構成において、前記クエリー音
声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化クエリー音声データ
を生成するピッチ周期等化ステップと、前記ピッチ等化クエリー音声データを特徴量の時
系列データに変換したデータ（以下「クエリー特徴データ」という。）を生成する特徴デ
ータ生成ステップと、を備え、前記部分音声検索ステップにおいては、前記ピッチ等化検
索対象音声データに含まれる部分音声データのうち、その特徴量が、前記クエリー特徴デ
ータとの間の距離尺度（又は類似尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）である
ものを検索することを特徴とする。
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【００４８】
本発明に係る音声検索方法の第３の構成は、前記第１又は２の構成において、前記部分
音声検索ステップにおいては、前記ピッチ等化検索対象音声データを特徴量の時系列デー
タに変換した検索対象特徴データの中から、前記クエリー音声データと同じ音素長分の部
分データ（以下「選択特徴データ」という。）を、選択位置を移動させながら順次選択す
る部分音声選択ステップと、前記各選択特徴データと前記クエリー特徴データとの間の距
離尺度（又は類似尺度）を演算する特徴量尺度演算ステップと、前記距離尺度（又は類似
尺度）が所定の閾値以下（又は所定の閾値以上）の場合、前記選択特徴データに対応する
検索対象音声データ内の位置を出力する一致位置判定ステップと、を有することを特徴と
する。
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【００４９】
本発明に係る音声検索方法の第４の構成は、前記第３の構成において、前記検索対象特
徴データを記憶する音声記憶ステップを備えていることを特徴とする。
【００５０】
本発明に係る音声検索方法の第５の構成は、前記第３又は４の構成において、前記検索
対象音声データの有声音のピッチ周期を等化することにより前記ピッチ等化検索対象音声
データを生成する第２のピッチ周期等化ステップと、前記ピッチ等化検索対象音声データ
を特徴量の時系列データに変換することにより、前記検索対象特徴データを生成する第２
の特徴データ生成ステップとを有することを特徴とする。
【００５１】
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本発明に係る音声検索方法の第６の構成は、前記第２又は５の構成において、前記ピッ
チ周期等化ステップ（又は第２のピッチ周期等化ステップ）においては、前記クエリー音
声データ（又は前記検索対象音声データ）のピッチ周波数の検出を行うピッチ検出ステッ
プと、前記ピッチ周波数と所定の基準周波数との差分を演算する残差演算ステップと、前
記差分が最小となるように、前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）の
ピッチ周波数を等化する周波数シフトステップとを具備することを特徴とする。
【００５２】
本発明に係る音声検索方法の第７の構成は、前記第１乃至６の何れか一の構成において
、前記検索対象特徴データ及び前記クエリー特徴データは、それぞれ、前記ピッチ等化検
索対象音声データ及び前記ピッチ等化クエリー音声データを直交変換して得られるサブバ
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ンド・データの時系列であることを特徴とする。
【００５３】
本発明に係る音声検索方法の第８の構成は、前記第２又は５の構成において、前記クエ
リー特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換する第１の区
間分割ステップと、前記検索対象特徴データを、音素区間ごとに平均化し、平均値の時系
列データに変換する第２の区間分割ステップと、を有し、前記特徴量尺度演算ステップに
おいては、前記第１及び第２の区間分割ステップにおいて生成される平均値の時系列デー
タの間の距離尺度（又は類似尺度）を演算することを特徴とする。
【００５４】
本発明に係る音声検索方法の第９の構成は、前記第１乃至８の何れか一の構成において
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、前記クエリー音声データ（又は前記検索対象音声データ）に対して音素ラベリングを行
うことによりクエリー音素列（又は検索対象音素列）を生成する音素ラベリングステップ
と、前記選択特徴データに対応する前記検索対象音素列と前記クエリー音素列との距離尺
度（又は類似尺度）を決定する音素列尺度演算ステップと、前記特徴量尺度演算ステップ
において出力される特徴量の距離尺度（又は類似尺度）と、前記音素列尺度演算ステップ
において出力される音素列の距離尺度（又は類似尺度）との線形和（以下「総合距離尺度
（又は総合類似尺度）」という。）を算出する総合尺度演算ステップと、を備え、前記一
致位置判定ステップにおいては、前記総合距離尺度（又は総合類似尺度）が所定の閾値以
下（又は所定の閾値以上）の場合、前記選択特徴データに対応する検索対象音声データ内
の位置を出力することを特徴とする。
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【００５５】
本発明に係るプログラムは、コンピュータに読み込んで実行することにより、コンピュ
ータを前記第１乃至８の何れか一の構成の音声検索装置として機能させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００５６】
以上のように、本発明によれば、検索対象音声データ及びクエリー音声データのピッチ
周期を等化することにより、音声帯域の男女差や個人差が除去した音声データを用いて、
特徴量のマッチングにより音声検索を行うことで、音声帯域の男女差や個人差にほとんど
影響されず、音声検索の精度を向上させることができる。
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【００５７】
また、音素区間ごとにピッチ周期を等化した検索対象音声データ及びクエリー音声デー
タの特徴量を平均化し、その特徴量の平均値の時間列のマッチング検査によって音声検索
を行うことで、ノイズや揺らぎの影響が低減されるとともに、音声の伸縮による影響が除
去される。その結果、音声検索の精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施例１に係る音声検索装置１の全体構成を表す図である。
【図２】図１の音声符号化器２の構成を表すブロック図である。
【図３】図２のピッチ周期等化手段１０の構成を表すブロック図である。
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【図４】ピッチ検出手段２１及びピッチ平均手段２２における信号処理の概略を説明する
図である。
【図５】有声音「あ」のフォルマント特性を示す図である。
【図６】無声音「す」の自己相関及びケプストラム波形並びに周波数特性を示す図である
。
【図７】周波数シフタ２３の内部構成を表す図である。
【図８】周波数シフタ２３の内部構成の他の例を表す図である。
【図９】図１の音声復号器５の構成を表すブロック図である。
【図１０】図１の部分音声検索手段６の構成を表すブロック図である。
【図１１】量子化ビット数についての説明図である。
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【図１２】特許文献１に記載の音声検索装置の構成を表す図である。
【図１３】記録部２０１に記憶された映像検索インデックスのラティス構造の一部を示す
図である。
【図１４】各復元キーワードについてそのスコアを計算するために接続されたラティスの
構造を表す図である。
【符号の説明】
【００５９】
１

音声検索装置

２

音声符号化器

３

音声記憶手段

４

データ読出手段

５

音声復号器

６

部分音声検索手段
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１０

ピッチ周期等化手段

１１

特徴データ生成手段

１２ａ，１２ｂ

出力切替手段

１３

量子化器

１４

ピッチ等化波形符号化器

１５

差分ビット演算器

１６

ピッチ情報符号化器

１７

音素ラベリング処理手段

１８

リサンプラ

１９

アナライザ

２０

抵抗

２１

入力ピッチ検出手段

２２

ピッチ平均手段

２３

周波数シフタ

２４

出力ピッチ検出手段

２５

残差演算手段

２６

ＰＩＤコントローラ

２７

ピッチ検出手段

２８

ＢＰＦ

２９

周波数カウンタ

３１

ＢＰＦ

３２

周波数カウンタ

３４

アンプ

３６

コンデンサ

４１

発信器

４２

変調器

４３

ＢＰＦ

４４

ＶＣＯ

４５

復調器

５１

ピッチ等化波形復号器

５２

逆量子化器

５３

シンセサイザ

５４

ピッチ情報復号器

５５

ピッチ周波数検出手段

５６

差分器

５７

加算器

５８

周波数シフタ
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５９

出力切替手段

６１

動作切替手段

６２

部分音声選択手段

６３，６４
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区間分割手段

６５

特徴量尺度演算手段

６６

音素列尺度演算手段

６７

総合尺度演算手段

６８

一致位置判定手段

【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
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以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００６１】
図１は、本発明の実施例１に係る音声検索装置の全体構成を表す図である。実施例１の
音声検索装置１は、音声符号化器２、音声記憶手段３、データ読出手段４、音声復号器５
、及び部分音声検索手段６を備えている。
【００６２】
検索対象音声データやクエリー音声データは、入力音声データとして音声符号化器２に
入力される。音声符号化器２は、入力音声データに対して有声音のピッチ周期を等化する
とともに、特徴量の時系列データ（特徴データ）に変換する。この際、入力音声データの

20

ピッチ周期の情報は特徴データとは分離され、符号化されて符号化ピッチデータとして出
力される。一方、特徴データは、サブバンド波形として出力される。またさらに、音声符
号化器２は、特徴データを符号化し、符号化特徴データとして出力する。また、音声符号
化器２は、入力音声データに対して音素ラベリング処理を行い、各音素の音素ラベル及び
時間区間の情報からなる音素ラベルデータとして出力する。
【００６３】
音声記憶手段３は、音声符号化器２により符号化特徴データ，符号化ピッチデータ，及
び音素ラベルデータに分解され符号化された検索対象音声データを記憶する。この音声記
憶手段３に記憶された符号化特徴データ及び符号化ピッチデータが、符号化された検索対
象特徴データである。
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【００６４】
データ読出手段４は、データ選択信号に従って、音声記憶手段３内の符号化された検索
対象音声データ（符号化特徴データ，符号化ピッチデータ，及び音素ラベルデータ）の部
分データを読み出す。
【００６５】
音声復号器５は、データ読出手段４により読み出された符号化特徴データ及び符号化ピ
ッチデータを復号し、特徴データ又は出力音声データとして出力する。
【００６６】
部分音声検索手段６は、音声記憶手段３に蓄積されている符号化された検索対象音声デ
ータから、クエリー音声データに一致又は類似する部分データを検索する。
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【００６７】
図２は、図１の音声符号化器２の構成を表すブロック図である。音声符号化器２は、ピ
ッチ周期等化手段１０、特徴データ生成手段１１、出力切替手段１２ａ，１２ｂ、量子化
手段１３、ピッチ等化波形符号化器１４、差分ビット演算器１５、ピッチ情報符号化器１
６、及び音素ラベリング手段１７を備えている。
【００６８】
ピッチ周期等化手段１０は、入力音声データｘin（ｔ）の有声音のピッチ周期を等化す
る。ピッチ周期が等化された入力音声データ（以下「ピッチ等化音声データ」という。）
ｘout（ｔ）は、出力端子Out̲１から出力される。
【００６９】
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特徴データ生成手段１１は、出力端子Out̲１から出力されるピッチ等化音声データｘou
t（ｔ）を特徴量の時系列データに変換する。本実施例においては、特徴量として、短時

間周波数スペクトルが用いられる。
【００７０】
特徴データ生成手段１１は、リサンプラ１８及びアナライザ（変形離散コサイン変換器
（Modified Discrete Cosine Transformer：ＭＤＣＴ））１９から構成されている。
【００７１】
リサンプラ１８は、ピッチ周期等化手段１００の出力端子Out̲１から出力されるピッチ
等化音声データｘout（ｔ）の各ピッチ区間について、同一の標本化数となるように再標
本化を行い、完全等化音声データｘｅｑ（ｔ）として出力する。
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【００７２】
アナライザ１９は、完全等化音声データｘｅｑ（ｔ）について、一定のピッチ区間数で
変形離散コサイン変換を行い、短時間周波数スペクトル（以下「特徴データ」という。）
Ｘ（ｆ）を生成する。すなわち、本実施例においては、特徴データは、短時間周波数スペ
クトルからなるベクトル量の時系列（式（４））として与えられる。
【００７３】
【数３】

【００７４】

20

ここで、ｔは時刻、Ｘｆｉ（ｔ）（ｉ＝１，２，…，ｎ）は時刻ｔにおける周波数ｆｉ
のサブバンドの短時間スペクトル値を表す。
【００７５】
出力切替手段１２ａは、部分音声検索手段６から入力される切替信号に従って、アナラ
イザ１９が生成する特徴データＸ（ｆ）の出力先を、部分音声検索手段６又は音声記憶手
段３に切り替える。具体的には、入力音声データとして、検索対象音声データが入力され
る場合には、特徴データＸ（ｆ）の出力先は音声記憶手段３に切り替えられる。入力音声
データとして、クエリー音声データが入力される場合には、特徴データＸ（ｆ）の出力先
は部分音声検索手段６に切り替えられる。
【００７６】
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量子化器１３は、特徴データＸ（ｆ）を所定の量子化曲線に従って量子化する。ピッチ
等化波形符号化器１４は、量子化器１３が出力する特徴データＸ（ｆ）を符号化し、符号
化特徴データとして出力する。この符号化には、ハフマン符号化法や算術符号化法等のエ
ントロピ符号化法が使用される。
【００７７】
差分ビット演算器１５は、ピッチ等化波形符号化器１４が出力する符号化特徴データの
符号量から目的ビット数を減算し差分（以下「差分ビット数」という。）を出力する。量
子化器１３は、この差分ビット数によって量子化曲線を平行移動させ、符号化特徴データ
の符号量が目的ビット数の範囲内となるように調整する。
【００７８】
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ピッチ情報符号化器１６は、ピッチ周期等化手段１０が出力する残差周期信号ΔＶpitc
h及び基準周期信号ＡＶpitchを符号化し、符号化ピッチデータとして出力する。この符号

化には、ハフマン符号化法や算術符号化法等のエントロピ符号化法が使用される。
【００７９】
音素ラベリング手段１７は、入力音声データを音素区間に区分するとともに、各音素区
間に対して音素ラベリングを行う。そして、音素ラベル及び時間区間の情報からなる音素
ラベルデータとして出力する。
【００８０】
出力切替手段１２ｂは、音素ラベリング処理手段１７が生成する音素ラベルデータの出
力先を、部分音声検索手段６又は音声記憶手段３に切り替える。具体的には、入力音声デ
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ータとして、検索対象音声データが入力される場合には、音素ラベルデータの出力先は音
声記憶手段３に切り替えられる。入力音声データとして、クエリー音声データが入力され
る場合には、音素ラベルデータの出力先は部分音声検索手段６に切り替えられる。
【００８１】
図３は、図２のピッチ周期等化手段１０の構成を表すブロック図である。ピッチ周期等
化手段１０は、入力ピッチ検出手段２１、ピッチ平均手段２２、周波数シフタ２３、出力
ピッチ検出手段２４、残差演算手段２５、及びＰＩＤコントローラ２６を備えている。
【００８２】
入力ピッチ検出手段２１は、入力音声データｘin（ｔ）から、当該音声信号に含まれる
ピッチの基本周波数を検出する。ピッチの基本周波数を検出する方法は、現在までに種々
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の方法が考案されているが、本実施例ではその代表的なものを示す。この入力ピッチ検出
手段２１は、ピッチ検出手段２７、バンドパスフィルタ（Band Pass Filter：以下「ＢＰ
Ｆ」という。）２８、及び周波数カウンタ２９を備えている。
【００８３】
ピッチ検出手段２７は、入力音声データｘin（ｔ）から、ピッチの基本周期Ｔ０＝１／
ｆ０を検出する。例えば、入力音声データｘin（ｔ）が図４（ａ）のような波形であった
とする。ピッチ検出手段２７は、まずこの波形に対して短時間フーリエ変換を行い、図４
（ｂ）のようなスペクトル波形Ｘ（ｆ）を導出する。
【００８４】
通常、音声波形は、ピッチ以外にも多くの周波数成分を含み、ここで得られるスペクト

20

ル波形は、ピッチの基本周波数及びピッチの高調波成分以外にも、付加的に多くの周波数
成分を有する。したがって、このスペクトル波形Ｘ（ｆ）からピッチの基本周波数ｆ０を
抽出するのは一般に困難である。そこで、ピッチ検出手段２７は、このスペクトル波形Ｘ
（ｆ）に対し再度フーリエ変換を行う。これにより、スペクトル波形Ｘ（ｆ）に含まれる
ピッチの高調波の間隔Δｆ０の逆数Ｆ０＝１／Δｆ０の点に鋭いピークを持つスペクトル
波形が得られる（図４（ｃ）参照）。ピッチ検出手段２７は、このピークの位置Ｆ０を検
出することによって、ピッチの基本周波数ｆ０＝Δｆ０／２＝Ｆ０／２を検出する。
【００８５】
また、ピッチ検出手段２７は、スペクトル波形Ｘ（ｆ）から、入力音声データｘin（ｔ
）が有声音か無声音かを判別する。有声音の場合には、ノイズフラグ信号Ｖnoiseとして
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０を出力する。無声音の場合にはノイズフラグ信号Ｖnoiseとして１を出力する。なお、
有声音と無声音の判別は、スペクトル波形Ｘ（ｆ）の傾き検出によって行われる。図５は
有声音「あ」のフォルマント特性を示す図であり、図６は無声音「す」の自己相関及びケ
プストラム波形並びに周波数特性を示す図である。有声音は、図５のように、スペクトル
波形Ｘ（ｆ）は、全体的に低周波側が大きく高周波側に向かって小さくなるようなフォル
マント特性を示す。それに対して、無声音は、図６のように、全体的に高周波側に向かっ
て大きくなるような周波数特性を示す。したがって、スペクトル波形Ｘ（ｆ）の全体的な
傾きを検出することによって、入力音声データｘin（ｔ）が有声音か無声音かを判別する
ことができる。
【００８６】
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尚、入力音声データｘin（ｔ）が無声音の場合、ピッチが存在しないので、ピッチ検出
手段２７が出力するピッチの基本周波数ｆ０は無意味な値となる。
【００８７】
ＢＰＦ２８は、通過帯域を外部から設定可能な狭帯域のバンドパスフィルタが使用され
る。ＢＰＦ２８は、ピッチ検出手段２７により検出されるピッチの基本周波数ｆ０を通過
帯域の中心周波数として設定する（図４（ｄ）参照）。そして、ＢＰＦ２８は、入力音声
データｘin（ｔ）をフィルタリングし、ピッチの基本周波数ｆ０のほぼ正弦波状の波形を
出力する（図４（ｅ）参照）。
【００８８】
周波数カウンタ２９は、ＢＰＦ２８が出力するほぼ正弦波状の波形のゼロクロス点の時
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間間隔をカウントすることにより、ピッチの基本周期Ｔ０＝１／ｆ０を出力する。この検
出されたピッチの基本周期Ｔ０が入力ピッチ検出手段２１の出力信号（以下「基本周波数
信号」）として出力される（図４（ｆ）参照）。
【００８９】
ピッチ平均手段２２は、ピッチ検出手段２７が出力するピッチの基本周期信号Ｔ０を平
均化するものであり、通常のローパスフィルタ（Low Pass Filter：以下「ＬＰＦ」とい
う。）が使用される。ピッチ平均手段２２により、基本周期信号Ｖpitchが平滑化され、
音素内では時間的にほぼ一定の信号となる。この平滑化された基本周期が基準周期Ｔｓ（
基準周波数ｆｓ＝１／Ｔｓ）として使用される（図４（ｇ）参照）。
10

【００９０】
周波数シフタ２３は、入力音声データｘin（ｔ）のピッチ周波数を基準周波数ｆ０に近
づける方向にシフトさせることにより、音声信号のピッチ周期を等化する。
【００９１】
出力ピッチ検出手段２４は、周波数シフタ２３より出力される出力音声データ（以下「
ピッチ等化音声データ」という。）ｘout（ｔ）から、当該ピッチ等化音声データｘout（
ｔ）に含まれるピッチの基本周期Ｔ０

を検出する。この出力ピッチ検出手段２４も、基

本的に入力ピッチ検出手段２１と同様の構成とすることができる。本実施例の場合、出力
ピッチ検出手段２４は、ＢＰＦ３１及び周波数カウンタ３２を備えている。
【００９２】
ＢＰＦ３１は、通過帯域を外部から設定可能な狭帯域のＢＰＦが使用される。ＢＰＦ３
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１は、ピッチ検出手段２７により検出されるピッチの基本周波数ｆ０を通過帯域の中心周
波数として設定する。そして、ＢＰＦ３１は、ピッチ等化音声データｘout（ｔ）をフィ
ルタリングし、ピッチの基本周波数ｆ０

のほぼ正弦波状の波形を出力する。周波数カウ

ンタ３２は、ＢＰＦ３１が出力するほぼ正弦波状の波形のゼロクロス点の時間間隔をカウ
ントすることにより、ピッチの基本周期Ｔ０
ピッチの基本周期Ｔ０

＝１／ｆ０

を出力する。この検出された

が出力ピッチ検出手段２４の出力信号として出力される。

【００９３】
残差演算手段２５は、出力ピッチ検出手段２４が出力する基本周期Ｔ０

からピッチ平

均手段２２が出力する基準周期Ｔｓを引いた残差周期ΔＴpitchを出力する。この残差周
期ΔＴpitchは、ＰＩＤコントローラ２６を介して周波数シフタ２３に入力される。周波
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数シフタ２３は、残差周波数１／ΔＴpitchに比例して、入力音声データのピッチ周波数
を基準周波数ｆ０に近づける方向にシフトさせる。
【００９４】
尚、ＰＩＤコントローラ２６は、直列接続されたアンプ３４及び抵抗２０、並びに、ア
ンプ３４に対して並列接続されたコンデンサ３６から構成されている。このＰＩＤコント
ローラ２６は、周波数シフタ２３、出力ピッチ検出手段２４、及び残差演算手段２５から
なるフィードバックループの発振を防止するためのものである。
【００９５】
尚、図３では、ＰＩＤコントローラ２６は、アナログ回路表示しているが、デジタル回
路で構成してもよい。
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【００９６】
図７は周波数シフタ２３の内部構成を表す図である。周波数シフタ２３は、発信器４１
、変調器４２、ＢＰＦ４３、電圧制御発信器（Voltage Controlled Oscillator：以下「
ＶＣＯ」という。）４４、及び復調器４５を備えている。
【００９７】
発信器４１は、入力音声データｘin（ｔ）の周波数変調を行うための一定周波数の変調
キャリア信号Ｃ１を出力する。通常、音声信号の帯域は８ｋＨｚ程度である（図７（ｉ）
参照）。したがって、発信器４１が発生する変調キャリア信号Ｃ１の周波数（以下「変調
キャリア周波数」という。）としては、通常は２０ｋＨｚ程度のものが使用される。
【００９８】
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変調器４２は、発信器４１が出力する変調キャリア信号Ｃ１を入力音声データｘin（ｔ
）で周波数変調し、被変調信号を生成する。この被変調信号は、変調キャリア周波数を中
心として、その両側に音声信号の帯域と同じバンド幅の側波帯（上側波帯及び下側波帯）
を有する信号である（図７（ｉｉ）参照）。
【００９９】
ＢＰＦ４３は、変調キャリア周波数を下限遮断周波数とし、入力音声データの帯域幅よ
りも大きいバンド幅の通過域を有するＢＰＦである。これにより、ＢＰＦ４３から出力さ
れる被変調信号は、上側波帯のみが切り出された信号となる（図７（ｉｉｉ）参照）。
【０１００】
ＶＣＯ４４は、発信器４１が出力する変調キャリア信号Ｃ１と同じ周波数の信号を、Ｐ
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ＩＤコントローラ２６を介して残差演算手段２５から入力される残差周期ΔＴpitchの信
号（以下「残差周期信号」という。）ΔＶpitchにより周波数を変調して得られる信号（
以下「復調キャリア信号」という。）を出力する。
【０１０１】
復調器４５は、ＢＰＦ４３が出力する上側波帯のみの被変調信号を、ＶＣＯ４４が出力
する復調キャリア信号により復調し、音声信号を復元する（図７（ｉｖ）参照）。このと
き、復調キャリア信号は、残差周期信号で変調されている。そのため、被変調信号を復調
する際に、入力音声データｘin（ｔ）のピッチ周波数の基準周波数ｆｓからのずれが消去
される。すなわち、入力音声データｘin（ｔ）のピッチ周期は、基準周期Ｔｓに等化され
る。
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【０１０２】
図８は、周波数シフタ２３の内部構成の他の例を表す図である。図８においては、図７
の発信器４１とＶＣＯ４４とを入れ替えた構成とされている。この構成によっても、図７
の場合と同様に、入力音声データｘin（ｔ）のピッチ周期は、基準周期Ｔｓに等化するこ
とができる。
【０１０３】
図９は、図１の音声復号器５の構成を表すブロック図である。音声復号器５は、音声符
号化器２により符号化された音声信号を復号する装置である。音声復号器５は、ピッチ等
化波形復号器５１、逆量子化器５２、シンセサイザ５３、ピッチ情報復号器５４、ピッチ
周波数検出手段５５、差分器５６、加算器５７、周波数シフタ５８、及び出力切替手段５
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９を備えている。
【０１０４】
音声復号器５には、符号化特徴データ及び符号化ピッチデータが入力される。符号化特
徴データは、図２のピッチ等化波形符号化器１４から出力される符号化特徴データである
。符号化ピッチデータは、図２のピッチ情報符号化器１６から出力される符号化ピッチデ
ータである。
【０１０５】
ピッチ等化波形復号器５１は、符号化特徴データを復号し、量子化後の各サブバンドの
特徴データ（以下「量子化特徴データ」という。）を復元する。逆量子化器５２は、この
量子化特徴データを逆量子化し、ｎ個のサブバンドの特徴データＸ（ｆ）＝｛Ｘ（ｆ１）
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，Ｘ（ｆ２），…，Ｘ（ｆｎ）｝を復元する。
【０１０６】
シンセサイザ５３は、特徴データＸ（ｆ）を逆変形離散コサイン変換（Inverse Modifi
ed Discrete Cosine Transform：以下「ＩＭＤＣＴ」という。）し、１ピッチ区間の時系
列データ（以下「等化音声信号」という。）ｘeq（ｔ）を生成する。ピッチ周波数検出手
段５５は、この等化音声信号ｘeq（ｔ）のピッチ周波数を検出し等化ピッチ周波数信号Ｖ
eqとして出力する。

【０１０７】
一方、ピッチ情報復号器５４は、符号化ピッチデータを復号することにより、基準周波
数信号ＡＶpitch及び残差周波数信号ΔＶpitchを復元する。差分器５６は、基準周波数信
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号ＡＶpitchから等化ピッチ周波数信号Ｖeqを差し引いた差分を基準周波数変化信号ΔＡ
Ｖpitchとして出力する。加算器５７は、残差周波数信号ΔＶpitchと基準周波数変化信号
ΔＡＶpitchとを加算してこれを修正残差周波数信号ΔＶpitch

として出力する。

【０１０８】
周波数シフタ５８は、図７又は図８に示した周波数シフタ２３と同様の構成を有する。
この場合、入力端子Inには等化音声信号ｘeq（ｔ）が入力され、ＶＣＯ４４には修正残差
周波数信号ΔＶpitch

が入力される。ＶＣＯ４４は発信器４１が出力する変調キャリア

信号Ｃ１と同じキャリア周波数の信号を、加算器５７から入力される修正残差周波数信号
ΔＶpitch

により周波数変調して得られる信号（以下「復調キャリア信号」という。）

を出力するが、この場合、復調キャリア信号の周波数は、キャリア周波数に残差周波数を

10

加えた周波数となる。
【０１０９】
これにより、周波数シフタ５８において等化音声信号ｘeq（ｔ）の各ピッチ区間のピッ
チ周期に揺らぎ成分が加えられ、音声信号ｘres（ｔ）が復元される。
【０１１０】
出力切替手段５９は、部分音声検索手段６から入力される切替信号に従って、逆量子化
器５２が生成する特徴データＸ（ｆ）の出力先を、シンセサイザ５３又は部分音声検索手
段６に切り替える。具体的には、部分音声検索動作を行う場合には、特徴データＸ（ｆ）
の出力先は部分音声検索手段６に切り替えられる。一方、検索対象音声データを外部に出
力する場合には、特徴データＸ（ｆ）の出力先はシンセサイザ５３に切り替えられる。

20

【０１１１】
図１０は、図１の部分音声検索手段６の構成を表すブロック図である。部分音声検索手
段６は、動作切替手段６１、部分音声選択手段６２、区間分割手段６３，６４、特徴量尺
度演算手段６５、音素列尺度演算手段６６、総合尺度演算手段６７、及び一致位置判定手
段６８を備えている。
【０１１２】
動作切替手段６１は、音声検索装置１の動作を、音声記憶手段３に対する検索対象音声
データの入出力動作、又は部分音声検索手段６による部分音声検索動作に切り替える切替
信号を出力する。
【０１１３】
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部分音声選択手段６２は、音声記憶手段３に記憶されている検索対象特徴データ（正確
には、符号化された検索対象特徴データ）の中から、部分音声データを選択するためのデ
ータ選択信号を出力する。このデータ選択信号は、データ読出手段４に入力される。デー
タ読出手段４は、データ選択信号に従って、音声記憶手段３に記憶されている検索対象特
徴データを選択し読み出す。
【０１１４】
区間分割手段６３は、音声符号化器２のアナライザ１９から入力されるクエリー音声の
特徴データ（サブバンド波形）を、音素ラベリング処理手段１７から入力されるクエリー
音声の音素ラベルデータの時間区間の情報に従って、音素区間ごとに分割する。そして、
それぞれの音素区間ごとに、特徴データを平均化し、平均値の時系列データとして特徴量
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尺度演算手段６５に出力する。
【０１１５】
区間分割手段６４は、音声復号器５の逆量子化器５２から入力される検索対象音声の特
徴データ（サブバンド波形）を、データ読出手段４から入力される検索対象音声の音素ラ
ベルデータの時間区間の情報に従って、音素区間ごとに分割する。そして、それぞれの音
素区間ごとに、特徴データを平均化し、平均値の時系列データとして特徴量尺度演算手段
６５に出力する。
【０１１６】
特徴量尺度演算手段６５は、区間分割手段６３，６４から入力される特徴データの間の
距離尺度Ｄ１（Ｘｑ，Ｘｏ）を演算する。ここで、距離尺度は、特徴データを構成する各
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サブバンド波形の相関係数の線形和として表される。
すなわち、クエリー音声の特徴データをＸｑ（ｆ）、検索対象音声の特徴データをＸｏ（
ｆ）とし、それぞれ式（５）（６）で表す。
【０１１７】
【数４】

【０１１８】
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特徴データＸｑ（ｆ），Ｘｏ（ｆ）の各サブバンド要素の相関係数は式（７）により表
される。ここで、ｔｊはｊ番目の音素区間を表す。また、Ｘｑ，ｆｉ（ｔｊ）は、ｊ番目
の音素区間における特徴データＸｑ，ｆｉ（ｔ）の時間平均値、Ｘｏ，ｆｉ（ｔｊ）は、
ｊ番目の音素区間における特徴データＸｏ，ｆｉ（ｔ）を時間平均値である。
【０１１９】
【数５】
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【０１２０】
本実施例１においては、特徴データの間の距離尺度Ｄ１（Ｘｑ，Ｘｏ）を式（１０）に
より定義する。
【０１２１】
【数６】
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ここで、ｗｉは重み係数である。重み係数ｗｉは、適宜設定される。
【０１２２】
音素列尺度演算手段６６は、音声符号化器２の音素ラベリング処理手段１７からクエリ
ー音声の音素ラベルデータが入力されるとともに、データ読出手段４から検索対象音声の
音素ラベルデータが入力される。音素列尺度演算手段６６は、これらの音素ラベルデータ
の距離尺度Ｄ２を所定の音素間距離尺度表を用いて演算する。ここで、音素間距離尺度表
とは、すべての２つの音素の組み合わせに対して２つの音素間の距離尺度をテーブルとし
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て表したものである。
【０１２３】
総合尺度演算手段６７は、特徴量尺度演算手段６５が算出する特徴データの間の距離尺
度Ｄ１（Ｘｑ，Ｘｏ）と音素列尺度演算手段６６が算出する音素ラベルデータの距離尺度
Ｄ２の線形和をとることによって、総合距離尺度Ｄを演算する。すなわち、総合距離尺度
Ｄは、式（１１）により表される。
【０１２４】
【数７】
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ここで、Ｗ１，Ｗ２は重み係数であり、適宜決められる。
【０１２５】
一致位置判定手段６８は、距離尺度Ｄが所定の閾値Ｄｔｈ以下であるか否かを判定し、
Ｄ≦Ｄｔｈの場合には、当該部分データを選択するデータ選択信号を出力する。
【０１２６】
以上のように構成された本実施例の音声検索装置１について、以下その動作を説明する
。
【０１２７】
〔１〕検索対象音声データの蓄積動作
まず、検索対象音声データを音声記憶手段３に蓄積する際の動作について説明する。こ

10

の場合、部分音声検索手段６の動作切替手段６１は、切替信号として検索対象音声データ
の入出力動作を表すレベル（例えばＨレベル）を出力する。これにより、音声符号化器２
の出力切替手段１２ａは、アナライザ１９が生成する特徴データＸ（ｆ）を量子化器１３
に出力する。音声符号化器２の出力切替手段１２ｂは、音素ラベリング処理手段１７が生
成する音素ラベルデータを音声記憶手段３に出力する。また、音声復号器５の出力切替手
段５９は、逆量子化器５２が生成する特徴データＸ（ｆ）をシンセサイザ５３に出力する
。
【０１２８】
まず、検索対象音声データとして入力音声データｘin（ｔ）が音声符号化器２へ入力さ
れると、ピッチ周期等化手段１０の入力ピッチ検出手段２１は、入力音声データｘin（ｔ

20

）が有声音か無声音かを判別してノイズフラグ信号Ｖnoiseを出力端子OUT̲４へ出力する
とともに、入力音声データｘin（ｔ）からピッチ周波数を検出し、基本周波数信号Ｖpitc
hをピッチ平均手段２２に出力する。ピッチ平均手段２２は、基本周波数信号Ｖpitchを平

均化し（この場合、ＬＰＦを使用するので加重平均となる。）、これを基準周波数信号Ａ
Ｖpitchとして出力する。この基準周波数信号ＡＶpitchは、出力端子OUT̲３から出力され
るとともに、残差演算手段２５に入力される。
【０１２９】
一方、周波数シフタ２３は、入力音声データｘin（ｔ）の周波数をシフトさせ、ピッチ
等化音声データｘout（ｔ）として出力端子Out̲１へ出力する。初期状態においては、残
差周波数信号ΔＶpitchは０（リセット状態）であり、周波数シフタ２３は、入力音声デ
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ータｘin（ｔ）がそのままピッチ等化音声データｘout（ｔ）として出力端子Out̲１へ出
力される。
【０１３０】
次に、出力ピッチ検出手段２４は、周波数シフタ２３が出力する出力音声データのピッ
チ周波数ｆ０
h

を検出する。検出されたピッチ周波数ｆ０

は、ピッチ周波数信号Ｖpitc

として残差演算手段２５に入力される。

【０１３１】
残差演算手段２５は、ピッチ周波数信号Ｖpitch

から基準周波数信号ＡＶpitchを差し

引くことにより、残差周波数信号ΔＶpitchを生成する。この残差周波数信号ΔＶpitchは
、出力端子Out̲２へ出力されるとともに、ＰＩＤコントローラ２６を介して周波数シフタ
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２３へ入力される。
【０１３２】
周波数シフタ２３は、ＰＩＤコントローラ２６を介して入力される残差周波数信号ΔＶ
pitchに比例して、周波数のシフト量を設定する。この場合、残差周波数信号ΔＶpitchが

正値であれば、残差周波数信号ΔＶpitchに比例した量だけ周波数を下げるようにシフト
量が設定される。残差周波数信号ΔＶpitchが負値であれば、残差周波数信号ΔＶpitchに
比例した量だけ周波数を上げるようにシフト量が設定される。
【０１３３】
このようなフィードバック制御により、入力音声データｘin（ｔ）のピッチ周期は、常
に基準周期１／ｆｓに維持され、ピッチ等化音声データｘout（ｔ）のピッチ周期は等化
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される。
【０１３４】
このように、ピッチ周期等化手段１０において、入力音声データｘin（ｔ）に含まれる
情報は、
（ａ）有声音か無声音かを示す情報；
（ｂ）１ピッチ区間の音声波形を表す情報；
（ｃ）基準ピッチ周波数の情報；
（ｄ）各ピッチ区間のピッチ周波数の基準ピッチ周波数からの偏倚量を表す残差周波数情
報；
に分離される。（ａ）〜（ｄ）の情報は、それぞれ、ノイズフラグ信号Ｖnoise、ピッチ
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周期が基準周期１／ｆｓ（入力音声データの過去のピッチ周波数の加重平均の逆数）に等
化されたピッチ等化音声データｘout（ｔ）、基準周波数信号ＡＶpitch、及び残差周波数
信号ΔＶpitchとして出力される。ノイズフラグ信号Ｖnoiseは出力端子Out̲４から出力さ
れ、ピッチ等化音声データｘout（ｔ）は出力端子Out̲１から出力され、基準周波数信号
ＡＶpitchは出力端子Out̲３から出力され、残差周波数信号ΔＶpitchは出力端子Out̲２か
ら出力される。
【０１３５】
ピッチ等化音声データｘout（ｔ）は、男女差、個人差、音素、感情及び会話内容によ
って変化するピッチ周波数のジッタ成分や変化成分が除去された音声信号であり、抑揚の
ない平坦的・機械的な音声信号である。したがって、同じ有声音のピッチ等化音声データ
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ｘout（ｔ）は、男女差、個人差、音素、感情又は会話内容に無関係にほぼ同じ波形が得
られるため、ピッチ等化音声データｘout（ｔ）を比較することによって有声音について
のマッチングを精度よく行うことが可能となる。
【０１３６】
また、有声音のピッチ等化音声データｘout（ｔ）はピッチ周期が基準周期１／ｆｓに
等化されているので、一定数のピッチ区間でサブバンド符号化を行うことにより、ピッチ
等化音声データｘout（ｔ）の周波数スペクトルＸout（ｆ）は、基準周波数の高調波成分
のサブバンド成分に集約される。音声はピッチ間の波形相関が大きいので、各サブバンド
成分のスペクトル強度の時間変化は緩やかである。したがって、各サブバンド成分を符号
化し、その他の雑音成分を省略することにより、高効率の符号化が可能となる。また、基
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準周波数信号ＡＶpitch、及び残差周波数信号ΔＶpitchは、音声の性質上、同一音素内で
狭レンジでしか変動しないため、高効率の符号化が可能である。したがって、全体として
入力音声データｘin（ｔ）の有声音成分を高効率で符号化することが可能となる。
【０１３７】
次に、リサンプラ１８は、各ピッチ区間において、基準周波数信号ＡＶpitchを一定の
リサンプリング数ｎで除算することによりリサンプリング周期を計算する。そして、ピッ
チ等化音声データｘout（ｔ）をそのリサンプリング周期によりリサンプリングし、等標
本数音声データｘｅｑ（ｔ）として出力する。これにより、ピッチ等化音声データｘout
（ｔ）の１ピッチ区間の標本化数が一定の値とされる。
【０１３８】
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次に、アナライザ１９は、等標本数音声データｘｅｑ（ｔ）を、一定のピッチ区間数の
サブフレームに区分する。そして、サブフレーム毎に変形離散コサイン変換を行うことに
よって周波数スペクトル信号Ｘ（ｆ）を生成する。
【０１３９】
ここで、１つのサブフレームの長さは、１ピッチ周期の整数倍とされる。本実施例では
、サブフレームの長さは１ピッチ周期（標本化数ｎ）とする。従って、ｎ個の周波数スペ
クトル信号｛Ｘ（ｆ１），Ｘ（ｆ２），…，Ｘ（ｆｎ）｝が出力される。周波数ｆ１は基
準周波数の第１高調波、周波数ｆ２は基準周波数の第２高調波、周波数ｆｎは基準周波数
の第ｎ高調波である。
【０１４０】
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このように、１ピッチ周期の整数倍のサブフレームに分割して各サブフレームを直交変
換することによりサブバンド符号化を行うことで、音声波形データの周波数スペクトル信
号は基準周波数の高調波のスペクトルに集約される。そして、音声の性質上、同一の音素
内における連続するピッチ区間の波形は類似する、従って、隣接するサブフレーム間で基
準周波数の高調波成分のスペクトルは類似する、従って、符号化効率は高められる。
【０１４１】
次に、量子化器１３は、周波数スペクトル信号Ｘ（ｆ）を量子化する。ここで、量子化
器１３はノイズフラグ信号Ｖnoiseを参照し、ノイズフラグ信号Ｖnoiseが０（有声音）の
場合と１（無声音）の場合とで量子化曲線を切り換える。
10

【０１４２】
ノイズフラグ信号Ｖnoiseが０（有声音）の場合、量子化曲線は、図２（ａ）に示した
ように、周波数が高くなるに従って量子化ビット数が減少するような量子化曲線とされる
。これは、有声音の周波数特性は、図５に示したように低周波数域で大きく高周波域にな
るに従って減少する特性を有することに対応させたものである。
【０１４３】
一方、ノイズフラグ信号Ｖnoiseが１（無声音）の場合、量子化曲線は、図２（ｂ）に
示したように、周波数が高くなるに従って量子化ビット数が増加するような量子化曲線と
される。これは、無声音の周波数特性は、図６に示したように高周波域になるに従って増
加する特性を有することに対応させたものである。
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【０１４４】
この量子化曲線の切り換えにより、有声音か無声音かに対応して最適な量子化曲線が選
択される。
【０１４５】
尚、補足として、量子化ビット数について説明する。量子化器１３による量子化のデー
タフォーマットは図１１（ａ）（ｂ）に示したように、小数点以下の実数部（ＦＬ）及び
２の冪乗を表す指数部（ＥＸＰ）によって表現される。但し、０以外の数を表す場合にお
いて、実数部（ＦＬ）の先頭の１ビットは必ず１であるように指数部（ＥＸＰ）が調整さ
れるものとする。
【０１４６】
例えば、実数部（ＦＬ）が４ビット、指数部（ＥＸＰ）が２ビットの場合において、４
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ビットで量子化する場合、及び２ビットで量子化する場合は、次のようになる（図１１（
ｃ），（ｄ）参照）。
【０１４７】
（１）４ビットで量子化する場合
（例１）

Ｘ（ｆ）＝８＝［１０００］２（但し、［

］２は２進数表記を表す。）は、

ＦＬ＝［１０００］２，ＥＸＰ＝［１００］２
（例２）

Ｘ（ｆ）＝７＝［０１００］２は、
ＦＬ＝［１１１０］２，ＥＸＰ＝［０１１］２

（例３）

Ｘ（ｆ）＝３＝［１０００］２は、
ＦＬ＝［１１００］２，ＥＸＰ＝［０１０］２
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【０１４８】
（２）２ビットで量子化する場合
（例１）

Ｘ（ｆ）＝８＝［１０００］２は、
ＦＬ＝［１０００］２，ＥＸＰ＝［１００］２

（例２）

Ｘ（ｆ）＝７＝［０１００］２は、
ＦＬ＝［１１００］２，ＥＸＰ＝［０１１］２

（例３）

Ｘ（ｆ）＝３＝［１０００］２は、
ＦＬ＝［１１００］２，ＥＸＰ＝［０１０］２

【０１４９】
すなわち、ｎビットで量子化する場合は、実数部（ＦＬ）の先頭からｎビットを残し、
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残りのビットは０とするものとする（図１１（ｄ）参照）。
【０１５０】
次に、ピッチ等化波形符号化器１４は、量子化器１３が出力する量子化された周波数ス
ペクトル信号Ｘ（ｆ）をエントロピ符号化法により符号化し、符号化特徴データを出力す
る。また、ピッチ等化波形符号化器１４は、符号化特徴データの符号量（ビット数）を差
分ビット演算器１５に出力する。差分ビット演算器１５は、符号化特徴データの符号量か
ら所定の目的ビット数を減算し、差分ビット数を出力する。量子化器１３は、差分ビット
数に応じて、有声音に対する量子化曲線を平行移動的に上下させる。
【０１５１】
例えば、｛ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４，ｆ５，ｆ６｝に対する量子化曲線が｛６，５，４
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，３，２，１｝であったとし、差分ビット数として２が入力されたとすると、量子化器１
３は、量子化曲線を下方に２だけ平行移動する。その結果、量子化曲線は｛４，３，２，
１，０，０｝となる。また、差分ビット数として−２が入力されたとすると、量子化器１
３は、量子化曲線を上方に２だけ平行移動する。その結果、量子化曲線は｛８，７，６，
５，４，３｝となる。
【０１５２】
このように有声音の量子化曲線を上下に変化させることによって、各サブフレームの符
号化特徴データの符号量が目的ビット数程度に調整される。
【０１５３】
一方、これに並行して、ピッチ情報符号化器１６は、基準周波数信号ＡＶpitch及び残
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差周波数信号ΔＶpitchを符号化する。
【０１５４】
一方、音素ラベリング処理手段１７は、入力音声データｘｉｎ（ｔ）を音素区間に区分
し、各音素区間に対して音素ラベリングを行う。音素区間の分割方法や音素ラベリングの
方法に関しては、音声認識の分野において多くの技術が公知であり、ここではそれら公知
の方法を用いることができる。音素ラベリング処理手段１７は、音素ラベリングにより得
られた音素ラベルと各音素ラベルに対する時間区間を表す音素区間の情報を、音素ラベル
データとして出力する。
【０１５５】
以上のようにして生成された、符号化特徴データ，符号化ピッチデータ，及び音素ラベ
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ルデータは、音声記憶手段３に出力され、保存される。
【０１５６】
〔２〕音声復号器の動作
データ読出手段４が、音声記憶手段３から符号化特徴データ及び符号化ピッチデータを
読み出すと、これらのデータは音声復号器５に入力される。
【０１５７】
音声復号器５のピッチ等化波形復号器５１は、符号化特徴データを復号し、量子化後の
各サブバンドの周波数スペクトル信号（以下「量子化周波数スペクトル信号」という。）
を復元する。逆量子化器５２は、この量子化周波数スペクトル信号を逆量子化し、ｎ個の
サブバンドの周波数スペクトル信号Ｘ（ｆ）＝｛Ｘ（ｆ１），Ｘ（ｆ２），…，Ｘ（ｆｎ
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）｝を復元する。
【０１５８】
シンセサイザ５３は、周波数スペクトル信号Ｘ（ｆ）を逆変形離散コサイン変換（Inve
rse Modified Discrete Cosine Transform：以下「ＩＭＤＣＴ」という。）し、１ピッチ
区間の時系列データ（以下「等化音声信号」という。）ｘeq（ｔ）を生成する。ピッチ周
波数検出手段５５は、この等化音声信号ｘeq（ｔ）のピッチ周波数を検出し等化ピッチ周
波数信号Ｖeqとして出力する。
【０１５９】
一方、ピッチ情報復号器５４は、符号化ピッチデータを復号することにより、基準周波
数信号ＡＶpitch及び残差周波数信号ΔＶpitchを復元する。差分器５６は、基準周波数信
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号ＡＶpitchから等化ピッチ周波数信号Ｖeqを差し引いた差分を基準周波数変化信号ΔＡ
Ｖpitchとして出力する。加算器５７は、残差周波数信号ΔＶpitchと基準周波数変化信号
ΔＡＶpitchとを加算してこれを修正残差周波数信号ΔＶpitch

として出力する。

【０１６０】
周波数シフタ５８は、図７又は図８に示した周波数シフタ２３と同様の構成を有する。
この場合、入力端子Inには等化音声信号ｘeq（ｔ）が入力され、ＶＣＯ４４には修正残差
周波数信号ΔＶpitch

が入力される。ＶＣＯ４４は発信器４１が出力する変調キャリア

信号Ｃ１と同じキャリア周波数の信号を、加算器５７から入力される修正残差周波数信号
ΔＶpitch

により周波数変調して得られる信号（以下「復調キャリア信号」という。）

を出力するが、この場合、復調キャリア信号の周波数は、キャリア周波数に残差周波数を
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加えた周波数となる。
【０１６１】
これにより、周波数シフタ５８において等化音声信号ｘeq（ｔ）の各ピッチ区間のピッ
チ周期に揺らぎ成分が加えられ、音声信号ｘres（ｔ）が復元される。
【０１６２】
〔３〕クエリー音声データによる部分音声データの検索動作
次に、クエリー音声データによる部分音声データの検索動作について説明する。この場
合、部分音声検索手段６の動作切替手段６１は、切替信号として部分音声検索動作を表す
レベル（例えばＬレベル）を出力する。これにより、音声符号化器２の出力切替手段１２
ａは、アナライザ１９が生成する特徴データＸ（ｆ）を部分音声検索手段６に出力する。
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音声符号化器２の出力切替手段１２ｂは、音素ラベリング処理手段１７が生成する音素ラ
ベルデータを部分音声検索手段６に出力する。また、音声復号器５の出力切替手段５９は
、逆量子化器５２が生成する特徴データＸ（ｆ）を部分音声検索手段６に出力する。
【０１６３】
まず、クエリー音声データは、入力音声データｘｉｎ（ｔ）として音声符号化器２に入
力される。
【０１６４】
ピッチ周期等化手段１では、上述のように、入力音声データｘｉｎ（ｔ）の有声音のピ
ッチ周期を等化し、ピッチ等化音声データｘｏｕｔ（ｔ）として出力端子Out̲１から出力
する。また、特徴データ生成手段１９は、上述のように、ピッチ等化音声データｘｏｕｔ
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（ｔ）を短時間スペクトルの時系列からなる特徴データＸ（ｆ）に変換する。特徴データ
Ｘ（ｆ）は、出力切替手段１２ａを介して部分音声検索手段６へ出力される。
【０１６５】
一方、音素ラベリング処理手段１７では、上述のように、入力音声データｘｉｎ（ｔ）
を音素区間に区分し、各音素区間に対して音素ラベリングを行う。そして、音素ラベルと
音素区間の情報を、音素ラベルデータとして出力する。
【０１６６】
次に、部分音声検索手段６の部分音声選択手段６２は、音声記憶手段３に記憶された符
号化特徴データ，符号化ピッチデータ，及び音素ラベルデータを、データの先頭から順に
順次読み出すためのデータ選択信号を出力する。このとき、読み出す部分データの長さは
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、クエリー音声データと同じ音素長の長さとされる。データ読出手段４は、データ選択信
号に従って、音声記憶手段３から部分データを読み出す。
【０１６７】
データ読出手段４により読み出された音素ラベルデータは、部分音声検索手段６に入力
される。
【０１６８】
一方、データ読出手段４により読み出された符号化特徴データ及び符号化ピッチデータ
の部分データは、音声復号器５に入力される。音声復号器５では、上述のように、ピッチ
等化波形復号器５１で符号化特徴データを復号し、逆量子化器５２で逆量子化を行うこと
により、特徴データを生成し、部分音声検索手段６に出力する。
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【０１６９】
以下、音声復号器５から部分音声検索手段６に入力される検索対象特徴データの部分デ
ータを「選択特徴データ」と呼ぶ。
【０１７０】
部分音声検索手段６においては、音声符号化器２からクエリー音声の特徴データ（以下
「クエリー特徴データ」という。）及び音素ラベルデータが入力されると、区間分割手段
６３は、クエリー特徴データを音素区間ごとに平均化し、平均値の時系列データに変換す
る。この場合、音素ラベルデータに含まれる音素区間の情報に基づき、クエリー特徴デー
タを時間区間に区分し、各時間区間で平均値をとればよい。この平均値の時系列データは
、特徴量尺度演算手段６５に入力される。
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【０１７１】
また、音声復号器５及びデータ読出手段４から選択特徴データ及び音素ラベルデータが
入力されると、区間分割手段６４は、選択特徴データを音素区間ごとに平均化し、平均値
の時系列データに変換する。この平均値の時系列データは、特徴量尺度演算手段６５に入
力される。
【０１７２】
特徴量尺度演算手段６５は、区間分割手段６３及び区間分割手段６４から入力される平
均値の時系列データの間の距離尺度Ｄ１（Ｘｑ，Ｘｏ）を式（１０）に従って算出する。
【０１７３】
一方、音素列尺度演算手段６６は、音声符号化器２から入力されるクエリー音声の音素
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ラベルデータとデータ読出手段から入力される検索対象音声の音素ラベルデータとの間の
距離尺度Ｄ２を音素間距離尺度表を用いて演算する。
【０１７４】
総合尺度演算手段６７は、特徴量尺度演算手段６５が算出する特徴データの間の距離尺
度Ｄ１（Ｘｑ，Ｘｏ）と音素列尺度演算手段６６が算出する音素ラベルデータの距離尺度
Ｄ２の線形和をとることによって、総合距離尺度Ｄを式（１１）により演算する。
【０１７５】
一致位置判定手段６８は、距離尺度Ｄが所定の閾値Ｄｔｈ以下であるか否かを判定し、
Ｄ≦Ｄｔｈの場合には、当該部分データを選択するデータ選択信号を出力する。そして、
動作切替手段６１は、切替信号として部分音声検索動作を表すレベル（例えばＬレベル）
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を出力する。
【０１７６】
これにより、検索された検索対象データの部分データが、出力音声データとして出力さ
れる。
【０１７７】
尚、本実施例は、音声情報と映像とが一体として記録されたマルチメディア・データベ
ースにおける情報の検索においても適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１７８】
本発明は、音声データベースや音声情報を含むマルチメディア・データベース等におい
て利用可能である。
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