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†　現在，ネットワークテクニカルオペレーシ
ョンセンター

まえがき
携帯電話が日常生活やビジネスシ

ーンにおいて欠かせないツールとし

て定着した現在，携帯電話事業者と

して，より「便利」で「快適」な機

能を提供することが求められる．ま

た，前モデルよりもさらに「最先

端」で「高機能」なサービスを付加

することにより，携帯電話の利用シ

ーンを拡大していくことも必要とな

る．こうした背景から，2009年夏モ

デル（写真1）では，「ブラウザ高機

能化」として，iモードブラウザ内

で動画再生を可能とする「ムービー

インライン表示機能」を実現した．

また，電池残量も精密に表示する

「電池残量表示の高機能化」，機種変

更時の煩わしさを解消する「設定情

報一括バックアップ機能」など，ユー

ザをサポートする機能を一層充実さ

せた．さらに，個人で所有し使用す

るという携帯電話の利点を活かし，

従来の「音声認識機能」をユーザに

特化して，使用される人名や固有名

詞にも対応可能な「ハイブリッド音

声認識機能」へと拡張し，メール作

成などへの入力インタフェースの拡

充を図った．

一方，ユーザの利用シーンの拡大

には，個人ユーザだけでなくコンテ

ンツサービス提供者（CP：Contents

Provider）のビジネスチャンス拡大

に向けた取組みも，重要な要素とし

て求められる．従来個々のコンテン

ツに対する課金はiモードブラウザ

によってダウンロードされるときの

み可能であったが，iアプリからコン

テンツをダウンロードする際も可能

とすべく「iアプリからのコンテン

ツ個別課金機能」を新たに開発した．

本稿では，4つのシリーズのコン

セプトに合わせて2009年夏モデル

へ搭載した新機能の中から，これら

の5つの新機能概要について解説

する．
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1.1 導入背景
1999年に移動端末にiモードブラ

ウザを搭載して携帯電話向けコンテ

ンツを閲覧できる機能を提供し，

2005年には移動端末にフルブラウザ

を搭載してPC向けコンテンツを閲

覧できる機能を提供した．

2009 年夏モデルにおいては，

iモードブラウザでもPC向けコンテ

ンツに近い表現力豊かなコンテンツ

を閲覧できるようにするため，

iモードブラウザの機能を大幅に向

上させた．

1.2 iモードブラウザの
高機能化

iモードブラウザにおいて次の機

能向上を実施した．

・コンテンツサイズの拡大

従来の100kBから500kBへコ

ンテンツサイズを拡大して，従

来では難しかった表現力豊かで

情報量の多いコンテンツの閲覧

を可能にした．

・スクリーンキャプチャ機能

動的なコンテンツの実行結果

を画像として保存する機能に対

応した．既存の画面メモ機能は

コンテンツ自身を保存すること

はできるが，動的なコンテンツ

の実行結果を保存することはで

きない．本機能により，次回の

ブラウザ使用時にあらためて通

信やコンテンツ操作をすること

なく実行結果を閲覧をすること

ができる．

・フルブラウザ導入済み機能の対応

HTMLのタグに使用できる要

素の追加，CSS（Cascading Style

Sheets）＊1，Flash�＊2 Videoの対

応を行い，携帯電話向けに最適

化されPC向けコンテンツと同等

にリッチなコンテンツを閲覧す

ることができるようになった．

・ iモードブラウザの互換性を考慮

した機能（横スクロールの抑止）

iモードブラウザをフルブラ

ウザに近づけたが，iモードブ

ラウザの操作性を保つために横

スクロールをしなくてもよいよ

うにレイアウト調整を行い，上

下のスクロールのみでコンテン

ツのすべてを閲覧できるように

した．コンテンツのレイアウト

イメージを図1に示す．

これらの機能を利用することに

より，iモードブラウザでのムービ

ーインライン表示を提供すること

が可能となった．具体的には，

Flash Videoをページ内にレイアウ

トして，HTMLに記載された文字

情報を表示しながらの動画が再生

可能となった．
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＊1 CSS：Webページの表示方法を指定する
ための仕様．

＊2 Flash�：Adobe Systems Inc．の米国お
よびその他の国における商標または登録
商標．

1. ブラウザ高機能化

画面幅に収まるようにレイアウト 

上下スクロールのみで 
コンテンツを閲覧可能 

図1 コンテンツのレイアウトイメージ



1.3 iモードブラウザと
フルブラウザの連携強化

PC向けコンテンツと携帯電話向

けコンテンツとの間をシームレスに

移動できるようにした．ユーザがフ

ルブラウザで検索を行い，検索結果

としてiモード向けコンテンツを候

補とする場合や，一度iモード向け

コンテンツを表示した後に再度フル

ブラウザで検索を行う場合などに，

シームレスに移動できるようにして

利便性の向上を図った．

・フルブラウザをiモードブラウ

ザに切り替えるib属性に対応

従来からiモードブラウザか

らフルブラウザに切り替えるifb

属性に対応していたが，今回の

モデルではフルブラウザ起動中

に，ib属性が付与されたリンク

を選択することにより，フルブ

ラウザからiモードブラウザに

切り替える機能にも対応した．

ib属性の記述例を図2に示す．

・ iモードブラウザ・フルブラウ

ザ間の切替え時のキャッシュ

保持に対応

従来はiモードブラウザから

フルブラウザに切り替える場合

にiモードブラウザのキャッシ

ュを破棄していた．そのため，

iモードブラウザに戻る場合は

あらためてコンテンツを取得す

る必要があった．今回切替え後

もキャッシュを保持するように

してヒストリ操作＊3によりブラ

ウザ間を行き来する際に通信す

ることなくコンテンツを表示で

きるようにした．動作イメージ

を図3に示す．

1.4 課題と今後の展開
iモードブラウザの機能向上，ブラウ

ザ間連携強化により，携帯電話での

ブラウザの利便性が飛躍的に向上し

た．ユーザの利便性を追求すべく今後

も機能拡張を行っていく予定である．
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＊3 ヒストリ操作：ブラウザの閲覧履歴を保
持して，履歴からページを閲覧する機能．
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<a  href=”http://xx.xx/” ib=”http://yyy/yyy.htm”> 
リンク</a>

フルブラウザから iモードブラウザに切り替えて 
http://yyy/yyy.htmを開く場合の記述 

図2 ib属性の記述例
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図3 iモードブラウザ・フルブラウザ間のヒストリ移動
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2.1 導入背景
移動端末における電池残量の表示

は，FOMA導入以前から3段階のア

イコンが用いられてきた．2009年夏

モデルにおいては，ユーザが電池残

量に応じて移動端末の利用の仕方を

より細やかに選択できるよう，従来

の表示を一新して最大100段階での

電池残量表示を提供する．

従来の3段階表示の電池アイコン

（図4(a)）では，電池残量の2 本表

示，1本表示と比較して3本表示の

期間が長く，3本表示であっても満

充電に近いのか，2本表示に切り換

わる直前なのかは，ユーザが推測す

る必要があった．この実装では，電

池残量の減少への不安から，電力消

費を抑えるべくユーザがサービスの

利用を控えてしまう傾向があった．

また，外出などでしばらく充電する

機会がなくなる場合に，従来の3段

階で3本表示されている状態では，

外出前に充電すべきかどうかを判断

しにくい状況にあった．これらはい

ずれもユーザの感覚に判断を委ねる

形となっており，利便性，快適性の

面で必ずしも十分とはいえなかっ

た．これを解消すべく，現状の電池

残量をきめ細かくユーザに通知する

ことで，ユーザがサービスの利用可

否や充電するタイミングを容易に判

断できる環境を提供する．また，さ

らに利便性を高めるため充電中の電

池残量表示も提供する．

2.2 電池残量表示の詳細化
従来の3段階表示を，最低5段階

（図4(b)），最大100段階（図4(c)）の

表示に詳細化する．従来の表示で

は，3本，2本，1本それぞれが表す

電池残量の比率は一定ではなかった

が，新たな規定では各本数の表示値

はすべて等分とする．すなわち，5

段階なら20％ずつ5等分，100段階

なら1％ずつ100等分となる．等分

とすることで，ユーザは電池残量を

ありのままに知ることができ，従来

のように表示本数によるバランスの

違いをユーザが使用感から予測する

必要がなくなる．

従来の端子電圧からの電池残量測

定では，3段階を超える表示をしよ

うとしても表示値が絶えず変動する

など，正確な残量表示は困難であっ

た．しかし，PCなどの電池残量表

示で用いられている，電池電圧と充

放電電流の積算量から高精度に電池

の容量や残量などを測定する専用IC

を利用することで，最大100段階の

高精度な残量表示を実現している．

2.3 充電中の電池残量表示
従来，充電中であることは電池ア

イコンの点滅で表示していた．しか

し，その際の電池アイコンは電池残

量を示してはおらず，ユーザが電池

残量を知るには，充電を中断または

完了させる必要があった．今回の追

加機能では，充電中も電池アイコン

で電池残量を表示し，どこまで充電

できているかを常時確認できるよう

にした．これにより，充電時間があ

（c） 100段階表示 

（b） 5段階表示 

（a） 3段階表示（従来） 
2本表示 3本表示 1本表示 

図4 電池残量表示の例

2．電池残量表示の高機能化



3.1 導入背景
移動端末の高機能化に伴い，ユー

ザが使用する際に移動端末に設定す

る機能項目が多くなってきている．

これら各種の機能設定項目は，ユー

ザが機種変更のたびに手入力で設定

する必要があり，機種変更時の煩わ

しさの一因となっている．そのた

め，電話帳の移行と同様に手間のか

かる移動端末の機能設定項目につい

ても，ユーザから一括移行を望む声

が上がっている．

そこで，2009年夏モデルでは，ド

コモの移動端末間で機種変更した際

のユーザ利便性を向上するために，

ユーザがよく利用し，かつ，設定す

るのに手間がかかる機能設定項目に

ついて，機種変更時に設定値を移行

できる「設定情報一括バックアップ

機能」を開発した．

本機能は2007年秋冬モデルにて開

発した「ユーザメモリ一括バックア

ップ」機能[1]のバックアップ対象デ

ータに，移動端末に設定する機能設

定データを含めることにより，ユー

ザメモリ一括バックアップをメニュ

ーから実施するだけで，PIM（Per-

sonal Information Manager）データ＊4

と一緒に機能設定項目も移行するこ

とができる．

3.2 機能設定項目移行の
フォーマット

現状の移動端末における機能設定

項目の設定値保持については，移動

端末ごとに異なっており，これを単

純に出力するだけでは，設定値を正

しく移行できるのが同一機種間もし

くは一部の機種間に限られることに

なる．本機能では，異なる機種間で

の機能設定項目の移行を可能とする

必要がある．そこで，移行対象とす

る機能設定項目について，各メーカ

共通のフォーマット規定を行った．

移動端末の構成イメージ，バック

アップ／復元する機能設定データの

概要を図5に示す．

機能設定項目の記述方法について

は，デバイス管理の標準規格として

OMA（Open Mobile Alliance）＊5-DM

（Device Management）＊6-TND（Tree

and Description）＊7において基本的な

枠組みが規定されており，デバイス

内の各設定項目をXML（Extensible

Markup Language）形式で階層化し

て記述することを特徴とする．XML

形式で記述された機能設定項目は，

MO（Management Object）と呼ばれ

る．

設定情報一括バックアップ機能で

は，将来の機能拡張性を考慮して，

OMA-DM-TNDの記述方法を採用

し，バックアップ対象の設定情報の

記述フォーマットを規定した．

2009年夏モデルでは，メール機能

設定項目，発着信機能設定項目，ア

ラーム機能設定項目，文字入力機能

設定項目をバックアップ対象として

いるため，これらの機能設定項目を

MO規定の範囲とした．

バックアップの際には，このMO

に沿って設定項目のユーザ設定値を

格納したXMLデータを出力し，復

元の際には，XMLデータから各設

定値を読み出し，移行先の移動端末

に反映する．

3.3 機能設定データの
入出力経路について

移動端末を使いこなし，機種変更

ごとに機能設定項目のカスタマイズ

項目が多いユーザによる利用と，移

動端末の操作に不慣れで設定作業が

毎回困難だと感じているユーザによ

まり取れない場合にも，充電を中断

するタイミングの判断が容易になる

と考えている．

2.4 課題と今後の展開
電池残量表示の詳細化および充電

中の電池残量表示の実現により，ユー

ザにとっての利便性を向上させるこ

とができた．今後も電池情報に関する

表示について，さらなる利便性，快適

性の向上を図っていく予定である．
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＊4 PIMデータ：本稿では，5種類のデータ種
別（電話帳，ブックマーク，メール，ス
ケジュール，テキストメモ）のデータを
指す．

＊5 OMA：移動通信向けのサービス，アプリ
ケーション実現技術の標準化および相互接
続性の確保を目的とした業界標準化団体．

＊6 OMA-DM：携帯端末のデバイスなどを遠
隔で制御するための標準的な仕様．

＊7 OMA-DM-TND：携帯端末上のデバイス情

報を記述する標準的な仕様．
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3. 設定情報一括バックアップ機能
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＊8 DOCOPY：ドコモショップに設置されて
いるバックアップ用端末．CD-ROMなど
への各種データバックアップのほか，携
帯電話へのメモリコピー，iCお引っこし
サービスなどが利用可能．

＊9 ドコモケータイdatalink：USBケーブル

でパソコンと携帯電話を接続し，携帯電
話のさまざまなデータをパソコン上で閲
覧・編集することができるソフトウェア．
datalinkのロゴは�NTTドコモの登録商標．
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る利用の双方を考慮し，ユーザデー

タ一括バックアップによるmicroSD

と，USB通信を介したDOCOPY＊8

やドコモケータイdatalink＊9ソフト

ウェアへの機能設定データの入出力

を行うこととした．

これら入出力経路の選択には，

PIMデータと一緒に復元することが

できるといった背景も存在する．例

えば，指定メモリ着信許可／拒否設

定では，ユーザが許可／拒否を指定

している電話番号と，実際の移動端

末の電話帳内の電話番号に不整合が

生じた場合，ユーザが許可していた

電話番号からの着信が拒否になって

しまう，または，ユーザが拒否して

いた電話番号からの着信が許可にな

ってしまうという大きな不利益を与

えることとなる．これに対し，指定

メモリの電話番号を，直前に一緒に

復元したPIM電話帳データ内の登録

電話番号と照合して復元すること

で，誤った設定値となることを避け

ることとしている．

3.4 復元成功項目の表示
ユーザが本機能を利用するときの

移行状況を容易に把握するため，バ

ックアップしたデータを復元した際に，

復元成功項目一覧画面を表示する．

この復元成功項目一覧では，どの

機能設定項目が正しく移行できたか

を確認することができる．発着信履

歴など複数件のレコードを有する機

能設定項目では，復元できた件数表

示も行うこととした．

3.5 課題と今後の展開
課題として，移行対象とする機能

設定項目の拡張が挙げられる．本モ

デルでは主に全メーカ共通となる機

能設定項目を移行対象としており，

移動端末全体の機能設定項目と比較

するとまだ少ない．ユーザの利便性

をさらに高めるためには，全メーカ

共通ではない機能設定項目にも移行

対象項目を拡張することが望まれる

が，正常に移行できない機能設定項

目などをユーザに分かりやすく案内

する仕組みが必要となる．

また，今回開発した機能の一部を

活かし，今後，関連サービスの拡充

が可能と考えている．本機能で定め

た機能設定項目移行のフォーマット

データを「ケータイデータお預かり

サービス」でサーバに預けること

で，移動端末紛失時にもデータをバ

ックアップしておくことができる．

これを実現するためには，機能設定

項目のバックアップデータをPIMデ

ータと切り離しても，問題なくバッ

クアップ／復元できるようにする必

要がある．また，本機能で定めた

MOに対してOMA-DMコマンドを

サーバから送信することで，移動端

末の操作に不慣れなユーザに対し

て，遠隔で機能設定項目の設定値変

更を代行するサービスも展開するこ

とができる．

MO（ツリー構造） 

/ (root)

<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”? > 
<Result> 
  <CmdRef>ref</CmdRef> 
  <CmdID>id</CmdID> 
  <Item> 
    <Meta> 
       <Format xmlns=“syncml:metainf”>mode</Format> 
     </Meta> 
     <Source> 
       <LocURI>/OperatorX</LocURI> 
     </Source> 
   </Item> 
　　・ 
　　・ 

設定情報 
DB

移動端末 

バックアップ 

復元 

機能設定 
データ 

（XML） 

DOCOPY, datalinkソフト 

microSD

図5 移動端末の構成，バックアップ／復元する機能設定データの概要



4.1 導入背景
iモードブラウザを使ってダウン

ロードした個々のコンテンツに対し

て課金を行う機能（個別課金機能）

がすでに導入されているが，iアプリ

の通信によって取得するコンテンツ

に対しては，これまでiアプリだけ

では課金処理を行うことができなか

った．このため，iアプリ利用中に

課金処理が必要となった場合には，

そのたびにiアプリからiモードブラ

ウザを連携起動し，課金処理を行わ

せて，再びiアプリに戻る必要があ

った．iアプリ上での操作が分断さ

れるだけでなく，画面レイアウトと

してもブラウザとiアプリとの間で

統一感を出すことが難しく，ユーザ

にもCPにも不都合であったため，

iアプリだけでコンテンツ取得と課

金処理を可能とすべく，iアプリが

行う個々のデータ通信に対する課金

機能を開発した．

4.2 機能概要
iアプリの個別課金機能は次の3つ

の処理により構成される（図6）．

①課金前処理

課金前処理では，これから取

得しようとするデータに対して

は，正しく課金処理できるもの

であるかどうか事前確認し，ユ

ーザに対しては，iモードパス

ワードによる認証を行う．前処

理で問題がなければ，データ取

得を開始するかを確認する画面

を表示する．

②データ取得処理

ユーザのデータ取得開始操作

によりデータ取得を開始する．

iアプリが取得するデータは，

動画像ファイルのようにフォー

マットが規定されているものば

かりでなく，iアプリ内のポイ

ントやゲームのアイテム，マッ

プデータなど，さまざまなもの

が考えられるため，取得するデ

ータの内容に依存した処理は行

わない．

③課金処理

すべてのデータを正常に取得

したことを，課金処理を行うサ

ーバへ通知することで課金処理

が開始する．課金処理を受け付

けたサーバは移動端末に課金完

了を通知する．この課金完了通

知の受信をもって，iアプリは

当該データを利用できるように

なり，すべての処理が完了する．
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4．iアプリの個別課金機能

iアプリ（移動端末） 
（ユーザ） 

課金処理サーバ群 
（ドコモ） 

ダウンロードサーバ 
（CP） 

購入商品情報の要求 

購入商品情報の応答 

データ取得要求 

データ取得応答 

データ取得要求 

データ取得応答 

サーバ間課金処理 

iモードパスワード認証など 

iモードパスワード 
認証応答など 

●①課金前処理 

●②データ取得処理 

データ取得完了通知 

課金完了通知 

●③課金処理 

図6 iアプリの個別課金シーケンス
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＊10 分散型音声認識（DSR）：入力音声から
の音声特徴量抽出処理は移動端末で行い，
音声特徴量からの認識結果変換処理をサ
ーバで行う音声認識．

＊11 未知語：音声認識辞書に含まれない単語．
特に固有名詞などを指す．
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5.1 導入背景
ドコモでは，移動端末内の処理だ

けでは実現の難しい大規模語彙の音

声認識機能を実現するために，移動

端末とサーバとを連携させた分散型

音声認識（DSR : Distributed Speech

Recognition）＊10機能をFOMA 905iシ

リーズからｉアプリに導入し，旅行

会話日英／英日翻訳iアプリなどで

利用されている[2]．さらに，らくら

くホンプレミアム以降のらくらくホ

ンシリーズでは，FOMA 905iの仕組

みを基に，メール作成に対して音声

で文字入力ができる「音声入力メー

ル」サービスを行っている．

分散型音声認識サービスでは，サ

ーバにある共通の認識辞書を利用し

ているため，必ずしも各ユーザに対

して最適な音声認識を実現できてい

るわけではない．特に，特別な読み

も多い人名などの固有名詞について

は，共通の認識辞書に登録されにく

く，認識結果に含まれない未知語＊11

となるため，誤認識の問題につなが

る．そのため，メールなどのアプリ

ケーションで各ユーザが利用する個

別情報に即した音声入力を実現する

には，共通辞書だけでなく，ユーザ

ごとに用意するユーザ辞書に登録さ

れている単語と連携することが有用

5．ハイブリッド音声認識機能

4.3 iアプリからの
個別課金機能の利用例

ユーザが望むデータを課金対象と

し，前節②で述べたデータ取得処理

の中でそのデータを取得することも

できるが，iアプリが何か処理を実

行する前に個別課金機能を使うこと

により，例えば，データ取得処理で

は取得できないフル楽曲や，ゲーム

内でのアイテム取得やゲームの利用

そのものを課金対象とすることが

できる．

�フル楽曲購入アプリ

2009年夏モデルでは，本機能と合

わせて，iアプリに対してフル楽曲取

得機能を追加している．これによ

り，例えば，データ取得処理で楽曲

データのダウンロード先URLを課

金対象データとしてデータ取得処理

により取得させ，いったん課金処理

を完了させた後，フル楽曲取得機能

を使って楽曲データを取得するよう

なiアプリを作れば，課金処理と購

入楽曲データの取得がiアプリの一

連の操作で可能となる．これによ

り，新曲やお勧め曲を紹介する

iアプリ上で，楽曲の購入とダウンロ

ードが可能となる．

�ゲームアプリへの適用

ゲーム内でアイテムを購入する際

に，そのアイテム画像データをデー

タ取得処理により取得しユーザに課

金したり，次のステージに進む際の

決済だけが目的で特定のデータを取

得する必要がなくても，本機能を使

うことで，ユーザは支払いのために

ゲームをいったん終了させずにゲ

ームの中でも支払うことが可能と

なる．

そのほか，現在iアプリ上で利用

料が月額で徴収されているサービス

について本機能を適用することで，

サービス利用のたびに課金すること

も可能となり，CPやユーザの利便

性向上，ビジネスチャンスの拡大が

期待される．

4.4 課題と今後の展開
課金処理と組み合わせる機能例の

1つとしてフル楽曲取得機能などを

挙げたが，いろいろなコンテンツを

iアプリから購入できるように，取

得できるコンテンツの種類を増やし

ていくことが期待される．現在，

iアプリが使用できるメモリ容量や

通信の制約により，iアプリから取

得することが困難な最大10MBの大

容量iモーションを簡易に取得でき

るようにすべく開発を進めている．

また，組み合わせる機能をコンテン

ツ取得に関係する機能に限る必要は

なく，引き続きCPやユーザの利便

性向上，ビジネスチャンス拡大のた

め，iアプリのさらなる高機能化が

期待される．



であり，各ユーザに適した認識精度

の向上が期待できる．

そこで2009年夏モデルでは，ユー

ザごとに適切な音声認識サービスを

提供するため，サーバ側の認識エン

ジンに未知語を抽出する機能を設

け，未知語に対してユーザ辞書を用

いた音声認識を行う移動端末内音声

認識（LSR : Local Speech Recogni-

tion）と連携させる「ハイブリッド

音声認識機能」を開発した．

5.2 未知語の音声認識
ハイブリッド音声認識は，DSRと

LSRとの音声認識処理を併用し，

DSRで未知語と判定した部分に対し

てLSRを用いて認識することを特徴

とする．

一般的に音声認識では，音素＊12の

並び方をモデル化した言語モデルを

用いて辞書データを参照することで，

文節あるいは単語を判別する．DSR

バックエンド（BE：Back End）に

未知語と判別するためのモデルを併

せもつことで，認識結果に未知語で

あるという情報を付与できるように

なる．また，各文節の時間情報（発

話開始からの経過時間）も併せて取

得し，認識結果に付与して移動端末

に返す．

移動端末では，DSR BEからの認

識結果を受信した後，認識結果に付

与された未知語情報および文節時間

情報を参照して，未知語に該当する

区間の音声特徴量を切り出し，移動

端末内に登録された未知語辞書を有

するLSR BEに対して認識を行う．

LSR BEで使用する認識辞書は，

移動端末に登録されている電話帳や

送受信メールから作成することが可

能であり，ユーザが手入力で辞書を

作成する必要はない．また，上位ア

プリケーションごとに認識辞書を入

れ替えることも可能であり，アプリ

ケーションに応じた最適な辞書を利

用することができる．

5.3 音声認識処理の流れ
未知語を含む音声入力の例とし

て，ハイブリッド音声認識を用いた

音声入力の基本的な処理の流れを図7

に示す．

音声入力を利用する上位アプリケ

ーションから音声入力機能を起動

し，音声認識を開始する（図7①）．

音声認識開始の合図を音声認識制御

部からフロントエンド（FE : Front
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＊12 音素：言語における意味の弁別に用いら
れる最小の音の単位．
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これからどこも 
しょっぷに 
いきます 

移動端末 

LSR BE

DSR BE
サーバ 

上位アプリケーション 

認識結果処理部 

音声認識制御部 

音声特徴量抽出部 

認識エンジン 

認識エンジン 

辞書 

ユーザ辞書 

音響モデル 

言語モデル 

大語彙辞書 

音響モデル 

言語モデル 

アプリに応じて 
差替可能 

どこの（未知語） 

これから 結果表示： ドコモ 

ドコモ 

ショップに行きます 

これから 

DSR BE 認識結果： 

LSR BE 認識結果： 

どこの 
（未知語） ショップに行きます 

ネットワーク 

通信 
モジュール 

FE

雑
音
除
去
フ
ィ
ル
タ 

マ
イ
ク 

●①認識開始 ●⑧結果通知 

●⑦未知語 
認識結果 

●⑥未知語箇所 
音声特徴量 

●⑤認識結果 

●④音声特徴量 

●③音声特徴量 ●②音声 

図7 ハイブリッド音声認識機能
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End）に通知し，マイクからの音声

入力受付けを開始する（図7 ②）．マ

イクから入力された音声は，FEで

音声特徴量に変換され（図7 ③），音

声認識制御部が通信モジュールを制

御することでDSR BEに音声特徴量

を送信する（図7 ④）．DSR BEで認

識された結果を音声認識制御部が受

信し，認識結果処理部で未知語が含

まれているか否かを判別する（図7

⑤）．DSR BEからの認識結果に未知

語が含まれている場合は，未知語箇

所の音声特徴量をLSR BEに送信し，

認識処理を行う（図7 ⑥）．LSR BE

からの認識結果は，DSR BEからの

結果と同様，認識結果処理部に通知

する（図7 ⑦）．認識結果処理部で

は，DSR BEからの結果とLSR BEか

らの結果とを比較し，重複した認識

結果候補の削除や，LSR BEからの

認識結果候補の優先順位を最上位候

補として表示順序を入れ替えるなど

の整形をして，音声入力用アプリケ

ーションに通知する（図7 ⑧）．

5.4 課題と今後の展開
サーバ上にある共通の認識辞書で

は認識が困難であるユーザに特化し

た単語に対して，移動端末内の辞書

と連携させることで，ユーザや上位

アプリケーションに応じた最適な辞

書を併用し，認識精度の向上を実現

した．一方，認識結果候補となる単

語が増えるにつれて，類似単語や同

音異義語と誤認識する確率が増大す

るため，いかにしてユーザが意図す

る単語を認識結果候補として提示で

きるかが課題となる．

今後は，ユーザの利用シーンに応

じた認識結果候補の推定や前後の文

脈から適切な単語を推定するなど，

さらなる認識精度の向上に取り組

む．また，音声を認識した結果を文

字列として返すだけでなく，認識結

果を用いてWebサービスと連携さ

せる用途も視野に入れ，音声入力の

利用シーン拡大とさらなる利便性の

向上のために検討を進めていく．
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