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(57)【要約】
　本発明は、音量調整方法および装置、ならびに端末を
開示する。ユーザ端末の周囲の音声信号が収集された後
に、音声信号の組成情報を取得するために、収集した音
声信号の分析が実行され、組成情報は、音声信号に含ま
れる音声タイプ、および様々なタイプの音声の比率を含
み、音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含み、
音声信号の組成情報に従って、ユーザ端末の現在のシー
ンモードを決定し、ユーザ端末の音量は、決定したシー
ンモードに従って調整される。ユーザ端末の現在のシー
ンモードが決定されると、音声信号の組成情報の基準が
追加されるため、対応する現在のシーンが実際のシーン
に近くなり、ユーザが置かれているシーンにより正確に
整合することができ、これによって、再生音量の調整が
シーンに合致しないという、シーンの判定の誤りによっ
て引き起こされる事態の発生を大幅に削減し、ユーザの
使用感を向上させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末の音量を調整する方法であって、
　前記ユーザ端末の周囲の音声信号を収集するステップと、
　前記音声信号の組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行するス
テップであって、前記組成情報は、前記音声信号に含まれる音声タイプ、および前記様々
なタイプの音声の比率を含み、前記音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含む、分
析を実行するステップと、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記ユーザ端末の現在のシーンモードを決定す
るステップと、
　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ユーザ端末の周囲の音声信号を収集する前記ステップが、具体的に、
　呼び出し信号の到達が検出されたときに、前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の
音声信号を収集すること、または、
　前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収集することを含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整する、前記ステ
ップが、
　前記決定したシーンモード、ならびにシーンモードと音量調整係数との間の予め記憶し
た対応関係に従って、音量調整係数を決定することと、前記音量調整係数に従って、前記
ユーザ端末の前記音量を調整することとを含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ端末の前記音量が、着信音量および受話音量を含み、前記音量調整係数が、
着信音量調整係数、および受話音量調整係数を含み、
　前記音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整する前記ステップが、
　前記着信音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記着信音量を調整することと、前
記受話音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記受話音量を調整することとを含む、
請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、
　前記ユーザ端末のマイク音量をリアルタイムで取得するステップと、
　前記取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量よりも大きいときに、前記ユーザ端
末の前記受話音量を大きくするステップと、
　前記取得したマイク音量が、前記予め記憶した基準音量よりも小さいときに、前記ユー
ザ端末の前記受話音量を小さくするステップとをさらに含む、請求項1～4のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、
　前記ユーザ端末の周囲の前記音声信号を定期的に収集するステップ、および前記音声信
号の前記組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行するステップと
、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記音声信号が人声を含むかどうか、および1
人のみの声を含むかどうかを判定するステップであって、前記音声信号が、人声を含み、
かつ1人のみの声を含む場合は、前記音声信号の音量を計算し、前記音声信号の前記計算
した音量と前記予め記憶した基準音量との平均値を取り、前記平均値を新たな基準音量と
して記憶する、判定するステップとをさらに含む、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
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　前記音声信号の組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行する、
前記ステップが、具体的に、
　前記収集した音声信号を複数の音声データに分割することと、
　前記各音声データの音声周波数を計算すること、ならびに前記計算した音声周波数に従
って、前記各音声データを無音、人声、およびノイズに分類することと、
　全ての音声データの無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集することであって、
　人声と識別された音声データについては、人声の音声データのメル周波数ケプストラム
係数を計算し、前記人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケ
プストラム係数が同一の音声データを1人の声として統計を収集することとを含む、請求
項1～6のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記計算した音声周波数に従って、各音声データを無音、人声、およびノイズに分類す
る、前記ステップが、具体的に、
　前記各音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを決定
することであって、
　前記音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの前記範囲内にあると決定された
ときは、前記音声データの基本周波数を計算し、
　前記基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲内にあると決定されたときは、前記音声データ
は人声であるとみなし、
　前記基本周波数が、85Hz～255Hzの前記範囲外にあると決定されたときは、前記音声デ
ータはノイズであるとみなし、
　前記音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの前記範囲外にあると決定された
ときは、前記音声データは無音であるとみなす、決定することを含む、請求項7に記載の
方法。
【請求項９】
　ユーザ端末の音量を調整する装置であって、
　前記ユーザ端末の周囲の音声信号を収集するように構成された、収集ユニットと、
　前記音声信号の組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行するよ
うに構成された分析ユニットであって、前記組成情報は、前記音声信号に含まれる音声タ
イプ、および前記様々なタイプの音声の比率を含み、前記音声タイプは、無音、人声、お
よびノイズを含む、分析ユニットと、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記ユーザ端末の現在のシーンモードを決定す
るように構成された、シーンモード決定ユニットと、
　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整するように構成
された、音量調整ユニットとを備える、装置。
【請求項１０】
　前記収集ユニットが、具体的に、
　呼び出し信号の到達が検出されたときに、前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の
音声信号を収集するように、または、
　前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収集するように構成さ
れる、請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記音量調整ユニットが、具体的に、前記決定したシーンモード、ならびにシーンモー
ドと音量調整係数との間の予め記憶した対応関係に従って、音量調整係数を決定し、前記
音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整するように構成される、請求項
9または10に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ユーザ端末の前記音量が、着信音量および受話音量を含み、前記音量調整ユニット
の前記音量調整係数が、具体的に、着信音量調整係数、および受話音量調整係数を含み、
　前記音量調整ユニットが、具体的に、前記着信音量調整係数に従って、前記ユーザ端末
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の前記着信音量を調整し、前記受話音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記受話音
量を調整する、音量調整係数、および受話音量調整係数を含む、請求項11に記載の装置。
【請求項１３】
　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、前記ユーザ端末のマイク音量をリアルタイ
ムで取得するように構成された取得ユニットと、
　前記取得したマイク音量の大きさと、予め記憶した基準音量とを比較するように構成さ
れた比較ユニットであって、
　前記音量調整ユニットが、前記取得したマイク音量が、前記予め記憶した基準音量より
も大きいときに、前記ユーザ端末の前記受話音量を大きくし、前記取得したマイク音量が
、前記予め記憶した基準音量よりも小さいときに、前記ユーザ端末の前記受話音量を小さ
くするようにさらに構成された、比較ユニットをさらに含む、請求項9～12のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記収集ユニットが、具体的に、前記呼び出し信号の接続が検出された後に、前記ユー
ザ端末の周囲の前記音声信号を定期的に収集するように構成され、
　前記分析ユニットが、前記音声信号の前記組成情報を取得するために、前記呼び出し信
号の接続が検出された後に、前記収集モジュールによって定期的に収集された前記音声信
号の分析を実行するように、かつ前記音声信号の前記組成情報に従って、前記音声信号が
、人声を含むかどうか、ならびに1人のみの声を含むかどうかを決定するようにさらに構
成され、前記音声信号が、人声を含み、かつ1人のみの声を含む場合は、前記音声信号の
音量を計算し、前記前記音声信号の前記計算した音量と、前記予め記憶した基準音量との
平均値を取り、前記平均値を新たな基準音量として記憶する、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記分析ユニットが、具体的に、
　前記収集した音声信号を複数の音声データに分割するように構成された、第1の処理ユ
ニットと、
　前記各音声データの音声周波数を計算し、かつ前記計算した音声周波数に従って、前記
各音声データを無音、人声、およびノイズに分類するように構成された、第2の処理ユニ
ットと、
　全ての音声データの、無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集するように構成さ
れた、第3の処理ユニットと、
　人声と識別された音声データについては、メル周波数ケプストラム係数を計算し、前記
人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケプストラム係数が同
一の音声データを1人の声として統計値を収集する、第4の処理ユニットとを備える、請求
項9～14のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第2の処理ユニットが、具体的に、
　前記各音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを判定
し、
　前記音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの前記範囲内にあると判定された
ときは、前記音声データの基本周波数を計算し、
　前記基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲内にあると判定されたときは、前記音声データ
は人声であるとみなし、
　前記基本周波数が、85Hz～255Hzの前記範囲外にあると判定されたときは、前記音声デ
ータはノイズであるとみなし、
　前記音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの前記範囲外にあると判定された
ときは、前記音声データは無音であるとみなすように構成される、請求項15に記載の装置
。
【請求項１７】
　スピーカおよび受話器を備え、請求項9～16のいずれか一項に記載の前記音量調整装置
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をさらに備える、端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、ユーザ端末、ならびに端末の音量を調整する
方法ならびに装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の継続的な発展に伴い、携帯電話やタブレットコンピュータ等の携帯ユーザ端
末は、人々の生活や仕事に欠くことのできない所持品となっている。人々は、いつでもど
こでも、電話をかけたり受けたりすることができる。電話を受けるときに、通常は場合に
より着信音量の設定を変えることが必要になる。携帯電話のユーザは通常、オフィス等の
静かな環境では、他のオフィス職員の通常業務に影響を及ぼすような、比較的大きい音を
出すことを避けるために、比較的低い音量の着信音を使用したいと考えている。しかしな
がら、ショッピングモールや駅等の騒音の多い公共の場では、かかってきた電話を遅れる
ことなく確実に受けられるように、比較的大きい音量の着信音が必要になる。
【０００３】
　現在、多くの携帯電話の着信音量および受話器の通話音量は、通常はユーザが手動で調
整し、あるいは多くの携帯電話は、屋内モードや屋外モードのような特定のシーン等の、
単純な自己感知のシーンモードを組み込んでいる。
【０００４】
　携帯電話の着信音の再生音量を調整するために自己感知のシーンモードが使用されると
きは、環境音のデシベルは一般に、電話がかかってきたときに音声検出モジュールを用い
ることによって抽出されて判定され、次に、音声デシベル量とかかってきた電話の着信音
量との間の予め記憶した対応関係に従って、着信音量および受話音量が調整される。上述
の音量調整方法では、着信音の最終的な音量、および受話器の最終的な音量は、環境音の
デシベルのみに従って決定されるが、環境音のデシベルは、ユーザが置かれている状況を
正確に反映することはできず、また、抽出された環境音が、比較的活発な議論を伴う会議
、討論会、または発表会等の比較的大きい人声を含む場合は、抽出された環境音が誤って
ノイズとみなされる場合がある。このような状況では、音量は下げられるべきであるが、
環境音のデシベルに従って決定された音量は比較的大きい。結果的に、携帯電話の音量の
調整は実際のシーンに合致しておらず、その精度は高いものではない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、携帯電話の音量が、ユーザが置かれている状況に適応し、かつよ
り正確に整合して、ユーザの使用感を高めるように、ユーザ端末、ならびに端末の音量を
調整する方法および装置を提供する。
【０００６】
　第1の態様によれば、ユーザ端末の音量を調整する方法が提供され、この方法は、
　ユーザ端末の周囲の音声信号を収集するステップと、
　音声信号の組成情報を取得するために、収集した音声信号の分析を実行するステップで
あって、組成情報は、音声信号に含まれる音声タイプ、および様々なタイプの音声の比率
を含み、音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含む、分析を実行するステップと、
　音声信号の組成情報に従って、ユーザ端末の現在のシーンモードを決定するステップと
、
　決定したシーンモードに従って、ユーザ端末の音量を調整するステップとを含む。
【０００７】
　第1の態様に関連する、第1の可能な実施方法において、ユーザ端末の周囲の音声信号を
収集するステップは、
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　呼び出し信号の到達が検出されたときに、ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声
信号を収集すること、または、
　ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収集することを具体的に含
む。
【０００８】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施方法に関連する、第2の可能な実施方法に
おいて、決定したシーンモードに従って、ユーザ端末の音量を調整するステップは、
　決定したシーンモード、ならびにシーンモードと音量調整係数との間の予め記憶した対
応関係に従って、音量調整係数を決定することと、音量調整係数に従って、ユーザ端末の
音量を調整することとを含む。
【０００９】
　第1の態様の第2の可能な実施方法に関連する、第3の可能な実施方法において、ユーザ
端末の音量は、着信音量および受話音量を含み、音量調整係数は、着信音量調整係数、お
よび受話音量調整係数を含み、
　音量調整係数に従って、ユーザ端末の音量を調整するステップは、
　着信音量調整係数に従って、ユーザ端末の着信音量を調整することと、受話音量調整係
数に従って、ユーザ端末の受話音量を調整することとを含む。
【００１０】
　第1の態様、第1の態様の第1の可能な実施方法、第1の態様の第2の可能な実施方法、あ
るいは第1の態様の第3の可能な実施方法に関連する、第4の可能な実施方法において、
　呼び出し信号の接続が検出された後に、この方法は、
　ユーザ端末のマイク音量をリアルタイムで取得するステップと、
　取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量よりも大きいときは、ユーザ端末の受話
音量を大きくするステップと、
　取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量よりも小さいときは、ユーザ端末の受話
音量を小さくするステップとをさらに含む。
【００１１】
　第1の態様の第4の可能な実施方法に関連する、第5の可能な実施方法において、呼び出
し信号の接続が検出された後に、この方法は、
　ユーザ端末の周囲の音声信号を定期的に収集するステップ、および音声信号の組成情報
を得るために、収集した音声信号の分析を実行するステップと、
　音声信号の組成情報に従って、音声信号が人声を含むかどうか、および1人のみの声を
含むかどうかを判定するステップをさらに含み、音声信号が人声を含み、音声信号が人声
を含み、かつ1人のみの声1人のみの声を含む場合は、音声信号の音量を計算し、音声信号
の計算した音量と、予め記憶した基準音量との平均値を取り、平均値を新たな基準音量と
して記憶する。
【００１２】
　第1の態様、第1の態様の第1の可能な実施方法、第1の態様の第2の可能な実施方法、あ
るいは第1の態様の第3の可能な実施方法、第1の態様の第4の可能な実施方法、または第1
の態様の第5の可能な実施方法に関連する、第6の可能な実施方法において、音声信号の組
成情報を取得するために、収集した音声信号の分析を実行するステップは、
　収集した音声信号を複数の音声データに分割することと、
　各音声データの音声周波数を計算すること、ならびに計算した音声周波数に従って、各
音声データを無音、人声、およびノイズに分類することと、
　全ての音声データの無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集することを具体的に
含み、
　人声と識別された音声データについては、人声の音声データのメル周波数ケプストラム
係数を計算し、人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケプス
トラム係数が同一の音声データを1人の声として統計を収集する。
【００１３】
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　第1の態様の第6の可能な実施方法に関連して、第7の可能な実施方法において、計算し
た音声周波数に従って、各音声データを無音、人声、およびノイズに分類するステップは
、
　各音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを判定すること
を具体的に含み、
　音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあると判定されたときは、
音声データの基本周波数を計算し、
　基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲内にあると判定されたときは、音声データは人声で
あるとみなし、基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲外にあると決定されたときは、音声デ
ータはノイズであるとみなし、
　音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲外にあると判定されたときは、音声
データは無音であるとみなす。
【００１４】
　第2の態様によれば、ユーザ端末の音量を調整する装置が提供され、この装置は、
　ユーザ端末の周囲の音声信号を収集するように構成された、収集ユニットと、
　音声信号の組成情報を取得するために、収集した音声信号の分析を実行するように構成
された分析ユニットであって、組成情報は、音声信号に含まれる音声タイプ、および様々
なタイプの音声の比率を含み、音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含む、分析ユ
ニットと、
　音声信号の組成情報に従って、ユーザ端末の現在のシーンモードを決定するように構成
された、シーンモード決定ユニットと、
　決定したシーンモードに従って、ユーザ端末の音量を調整するように構成された、音量
調整ユニットとを備える。
【００１５】
　第2の態様に関連する、第1の可能な実施方法において、収集ユニットは、呼び出し信号
の到達が検出されたときに、ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を収集する
ように、または、ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収集するよ
うに具体的に構成される。
【００１６】
　第2の態様、または第2の態様の第1の可能な実施方法に関連する、第2の可能な実施方法
において、音量調整ユニットは、決定したシーンモード、ならびにシーンモードと音量調
整係数との間の予め記憶した対応関係に従って、音量調整係数を決定するように、かつ音
量調整係数に従って、ユーザ端末の音量を調整するように、具体的に構成される。
【００１７】
　第2の態様の第2の可能な実施方法に関連する、第3の可能な実施方法において、ユーザ
端末の音量は、着信音量および受話音量を含み、音量調整ユニットの音量調整係数は、着
信音量調整係数、および受話音量調整係数を具体的に含み、
　音量調整ユニットは、着信音量調整係数に従って、ユーザ端末の着信音量を調整するよ
うに、かつ受話音量調整係数に従って、ユーザ端末の受話音量を調整するように具体的に
構成される。
【００１８】
　第2の態様、第2の態様の第1の可能な実施方法、第2の態様の第2の可能な実施方法、ま
たは第2の態様の第3の可能な実施方法に関連する、第4の可能な実施方法において、この
装置は、
　呼び出し信号が接続されたことが検出された後に、ユーザ端末のマイク音量をリアルタ
イムで取得するように構成された取得ユニットと、
　取得したマイク音量と、予め記憶した基準音量との大きさを比較するように構成された
、比較ユニットをさらに備え、
　音量調整ユニットは、取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量よりも大きいとき
は、ユーザ端末の受話音量を大きくし、取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量よ
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りも小さいときは、ユーザ端末の受話音量を小さくするようにさらに構成される。
【００１９】
　第2の態様の第4の可能な実施方法に関連する、第5の可能な実施方法において、収集ユ
ニットは、呼び出し信号の接続が検出された後に、ユーザ端末の周囲の音声信号を定期的
に収集し、
　分析ユニットは、音声信号の組成情報を得るために、呼び出し信号の接続が検出された
後に、収集モジュールによって定期的に収集された音声信号の分析を実行するように、か
つ音声信号の組成情報に従って、音声信号が人声を含むかどうか、および1人のみの声を
含むかどうかを判定するようにさらに構成され、音声信号が人声を含み、音声信号が人声
を含み、音声信号が人声を含み、かつ1人のみの声1人のみの声を含む場合は、音声信号の
音量を計算し、音声信号の計算した音量と、予め記憶した基準音量との平均値を取り、平
均値を新たな基準音量として記憶する。
【００２０】
　第2の態様、第2の態様の第1の可能な実施方法、第2の態様の第2の可能な実施方法、第2
の態様の第3の可能な実施方法、第2の態様の第4の可能な実施方法、または第2の態様の第
5の可能な実施方法に関連する、第6の可能な実施方法において、分析ユニットは、
　収集した音声信号を複数の音声データに分割するように構成された、第1の処理ユニッ
トと、
　各音声データの音声周波数を計算し、計算した音声周波数に従って、各音声データを無
音、人声、およびノイズに分類するように構成された、第2の処理ユニットと、
　全ての音声データの無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集するように構成され
た、第3の処理ユニットと、
　人声と識別された音声データについては、メル周波数ケプストラム係数を計算し、人声
に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケプストラム係数が同一の
音声データを1人の声として統計を収集するように構成された、第4の処理ユニットとを具
体的に含む。
【００２１】
　第2の態様の第6の可能な実施方法に関連する、第7の可能な実施方法において、第2の処
理ユニットは、各音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを
判定し、音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあると判定されたときは
、音声データの基本周波数を計算し、基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲内にあると判定
されたときは、音声データは人声であるとみなし、基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲外
にあると判定されたときは、音声データはノイズであるとみなし、音声データの音声周波
数が、20Hz～20000Hzの範囲外にあると判定されたときは、音声データは無音であるとみ
なすように具体的に構成される。
【００２２】
　第3の態様によれば、スピーカおよび受話器を備え、本発明の実施形態による、上述の
音量調整装置をさらに備える、端末が提供される。
【００２３】
　本発明の実施形態で提供される、ユーザ端末の音量を調整する方法および装置、ならび
に端末は、以下の有益な効果を奏する。
【００２４】
　ユーザ端末の現在のシーンモードが決定されると、音声信号の組成情報の基準が追加さ
れるため、対応する現在のシーンが実際のシーンに近くなり、ユーザが置かれているシー
ンにより正確に整合することができ、これによって、再生音量の調整がシーンに合致しな
いという、シーンの判定の誤りによって引き起こされる事態の発生を大幅に削減し、ユー
ザの使用感を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態による、音量調整方法の概略的なフローチャート1である。
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【図２】本発明の実施形態による、音量調整方法の概略的なフローチャート2である。
【図３】本発明の実施形態による、音量調整方法の概略的なフローチャート3である。
【図４】本発明の実施形態による、音量調整方法の概略的なフローチャート4である。
【図５】本発明の実施形態による、音量調整方法の概略的なフローチャート5である。
【図６】本発明の実施形態による、音量調整装置の概略的な構造図である。
【図７】本発明の実施形態による、ユーザ端末の概略的な構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　ユーザ端末が、周囲の環境に応じて自動的に音量を調整するときに、シーンを識別する
精度が低いために、調整済みの音量が実際のシーンと整合しないという既存の問題を解決
するために、ユーザ端末の音量を調整する方法および装置、ならびに端末が本発明の実施
形態で提供され、これは、環境音の正確な分析を実行することができ、その結果、整合さ
れた現在のシーンが実際のシーンに近く、調整によって適切な音量がさらに得られること
により、シーンの判定の誤りによって引き起こされる、音量調整がシーンに合致しない事
態の発生を大幅に削減する。以下、本発明の実施形態の技術的解決策について、本発明の
実施形態の添付の図面を参照しながら、より明確かつ完全に説明する。説明されている実
施形態は、本発明の実施形態の全てではなく、一部にすぎないことは明らかである。本発
明の実施形態に基づいて、当業者によって創造的な努力をすることなく提案された他の実
施形態は、本発明の保護の範囲に属する。
【００２７】
　本発明の実施形態で提供される、ユーザ端末の音量を調整する方法は、携帯電話または
トランシーバ等の通信端末の通信用に主に用いることができる。例えば、呼び出し信号が
到達したときに、携帯電話が直ちに鳴らない場合があるが、本発明の実施形態で提供され
る音量調整方法を用いて音量を決定した後は、適切な着信音量制御を行い、かつ電話が繋
がった後に適切な受話音量制御を行うことができる。本発明の実施形態で提供される、音
量調整方法は、例えば、番組を放映するためにバスや地下鉄に取り付けられた移動テレビ
端末に用いることもできる。例えば、バスの移動テレビ端末は、本発明の実施形態で提供
される音量調整方法を用いることによって、乗客の数およびバス内の音量に従って番組の
音量を自動的に調整することができる。
【００２８】
　図1を参照すると、本発明の実施形態は、ユーザ端末の音量を調整する方法を提供し、
本方法は、以下のステップを含む。
【００２９】
　S101．ユーザ端末の周囲の音声信号を収集する。
【００３０】
　具体的な実施において、音声信号を収集する時間は、音量調整を行う装置の処理能力に
応じて制御することができる。例えば、装置の処理能力が比較的高いときは、ユーザ端末
が置かれている現在の環境の音声信号は、呼び出し信号の到達が検出されたときのみ収集
されてもよく、それから後続の手順が行われ、装置の処理能力が比較的低いときは、ユー
ザ端末が置かれている現在の環境の音声信号は定期的に収集されてもよく、それから後続
の手順が行われる。呼び出し信号が到達すると、調整済みの音量を直接用いて、着信音が
再生される。
【００３１】
　具体的な実施において、現在の環境の音声信号は、端末のマイク等の構成部品を用いて
収集することができ、あるいは、現在の環境の音声信号を収集するために、別の音声セン
サが端末に構成されてもよく、これは本明細書において限定されない。
【００３２】
　S102．音声信号の組成情報を得るために、収集した音声信号の分析を実行し、組成情報
は、音声信号に含まれる音声タイプ、ならびに様々なタイプの音声の比率を含み、音声タ
イプは、無音（blank sound）、人声、およびノイズを含む。
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【００３３】
　具体的な実施において、音声信号は、無音、人声、および人声でない音声（ノイズ）等
に分けることができる。無音とは、人間の耳で認識できない音声信号のことを言う。一般
に、20Hz～20000Hzの範囲外にある音声周波数を伴う音声信号は、無音とみなすことがで
きる。ノイズとは人声以外の、人間の耳で認識できる音声信号のことを言う。一般に、20
Hz～85Hzの範囲内、および255Hz～20000Hzの範囲内にある音声周波数を伴う音声信号は、
ノイズとみなすことができる。収集した音声信号の分析を実行することによって、音声信
号に含まれる無音の比率、ノイズの比率、および人声の比率が計算されて、その結果、後
続のシーンモードの識別が実行される。
【００３４】
　S103．音声信号の組成情報に従って、ユーザ端末の現在のシーンモードを決定する。
【００３５】
　ユーザ端末のシーンモードは、静かな図書館、議論が交わされている会議室、静かな寝
室、または騒音のある道路等、ユーザ端末が置かれている環境状況を示すのに用いられる
。具体的な実施において、音声信号の3種類の音声間の比率の大小関係に対して、対応す
るシーンモードの対応関係が確立され、すなわち、比率の異なる音声信号は異なるシーン
モードに対応し、各シーンモードは、相当する音量に対応する。また、対応関係が確立さ
れると、人声の量の基準も追加することができ、その結果、対応するシーンモードが実際
の環境に近いことによって、環境の判定の誤りによって引き起こされる、音量調整が環境
と合致しない事態の発生を大幅に削減する。
【００３６】
　S104．決定したシーンモードに従って、ユーザ端末の音量を調整する。
【００３７】
　具体的な実施において、音量調整係数は、決定したシーンモード、ならびにシーンモー
ドと音量調整係数との間の予め記憶した対応関係に従って決定することができ、ユーザ端
末の音量は、音量調整係数に従って調整される。
【００３８】
　具体的な実施において、携帯電話等の通信端末に適用されたときに、ユーザ端末の音量
は、具体的には呼び出し音（着信音（ring tone）とも呼ばれる）の音量および受話音量
を含んでもよく、音量調整係数には具体的には2種類が含まれ、すなわち、着信音量調整
係数および受話音量調整係数である。
【００３９】
　これに応じて、ユーザ端末の着信音量は、ユーザ端末の着信音量調整係数に従って調整
することができ、ユーザ端末の受話音量は、受話音量調整係数に従って調整することがで
きる。
【００４０】
　表1は、次の複数のシーンモードで、異なる人数に対して設定された着信音量調整係数
および受話音量調整係数を示す。各シーンにおいて、スラッシュ（「／」）で区切られた
2つの値がそれぞれ示すのは、左から右に、着信音量調整係数、および受話音量調整係数
である。
【００４１】
　音量調整は、10のレベル、すなわち0．1～1．0に分割されるものとする。「d」付きの
項目は、環境音の強度（デシベル）に従って、さらに決定が必要な係数値を示し、ここで
dは、環境音量の強度レベルを示す。具体的には、例えば、人間の耳で聞くことのできる
妥当な音量範囲は、20～120デシベル（120デシベルを超える音量は全て120として計算）
であり、環境音量もまた、10デシベル毎に1レベル上昇するという規則に従って10のレベ
ルに分割することができ、すなわちdの値の範囲は、1、2、～10となる。d付きのいくつか
の項目については、計算結果は、0．1～1．0の10個の値に正確に対応していなくてもよく
、近くてより大きい値が選択され、計算結果が0．1未満、あるいは1．0よりも大きい場合
は、これら2つの境界値が選択される。
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【００４２】
【表１】

【００４３】
　具体的な実施において、図2に示されているような、本発明の実施形態で提供される、
音声信号の組成情報を得るために収集した音声信号の分析を実行する上述のステップS102
は、具体的には次の方法で実施することができる。
【００４４】
　S201．収集した音声信号を、複数の音声データ、例えばS1、S2、～Snのn個に分割する
。
【００４５】
　S202．各音声データの音声周波数を計算して、計算した音声周波数に従って、各音声デ
ータを無音、人声、およびノイズに分類する。
【００４６】
　S203．全ての音声データの無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集する。具体的
には、各種の音声データの量は個別に計算され、比率を得るために、音声データの全量と
比較される。
【００４７】
　S204．人声として区別された音声データについては、メル周波数ケプストラム係数（MF
CC、Mel－Frequency Cepstral Coefficients）を計算し、次に、人声に含まれる人数につ
いての情報を判定するために、メル周波数ケプストラム係数が同一の音声データを1人の
声として統計を収集する。
【００４８】
　具体的には、人声として区別された音声データについては、MFCC特徴の計算を実行する
ことができ、次に、2つのMFCC特徴マトリックス毎の類似性が計算される。結果が類似し
ている複数のMFCC特徴は、1人の声とみなすことができるが、逆に言えば、複数のMFCC特
徴は違う人の声であり、したがって、N個のサンプルに含まれる人数に関する情報は、統
計収集によって得ることができる。
【００４９】
　本発明のこの実施形態は、収集した音声信号の組成情報を決定するために、主に周波数
およびスペクトル分析に基づいていることが理解されよう。他の類似の周波数／スペクト
ル分析法も、この目的を全て実現することができるが、本明細書では1つずつ列挙されな
い。
【００５０】
　具体的には、図3に示すような、計算した音声周波数に従って、各音声データを無音、
人声、およびノイズに分類する前述のステップS202は、次の手順を用いて実施することが
できる。
【００５１】
　S301．各音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを判定し
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、各音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にある場合は、ステップS302を
行い、各音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にない場合は、ステップS30
6を行う。
【００５２】
　S302．音声データの基本周波数を計算する。発音体が振動による音を発するとき、その
音は一般に、複数の純正弦波に分解することができる。つまり、あらゆる自然音は基本的
に、異なる周波数の多くの正弦波で形成され、最低周波数の正弦波は、基本周波数（fund
amental frequency）であり、基本周波数は、異なる発音体を区別するのに用いることが
できる。
【００５３】
　S303．基本周波数が85Hz～255Hzの範囲内にあるかどうかを判定し、基本周波数が85Hz
～255Hzの範囲内にある場合はステップS304を行い、基本周波数が85Hz～255Hzの範囲内に
ない場合は、ステップS305を行う。
【００５４】
　S304．音声データを人声とみなす。
【００５５】
　S305．音声データをノイズとみなす。
【００５６】
　S306．音声データを無音とみなす。
【００５７】
　また、本発明のこの実施形態で提供される、決定されたシーンモードに従ってユーザ端
末の音量を調整する上述のステップS104が行われた後、および通話の際にユーザが呼び出
し信号を接続した後に、通話が（静かな環境で）妨げられることなく進行する場合は、音
声の強度は一般に固定される。通話者が、周囲環境の騒音が比較的多いとみなせば、通話
者は無意識に通話の声の強度を大きくし、あるいは、通話者が現在の環境が非常に静かで
ある（例えば、先ほどまでは複数人が話していたが、1人が電話に出ると他の全員が話す
のをやめた）とみなせば、通話の声が他の人の邪魔になることを望まず、あるいは、会話
に個人的な情報が含まれていると、通話者は他の人に会話の内容を聞かれたくないため、
通常の場合に比べて通話の声の強度は小さくなる。上述の事例では、本発明のこの実施形
態で提供される音量調整方法で、呼び出し信号の接続が検出された後で、再生音量を2回
微調整するためのスキームがさらに提供され、その結果、受話音量が現在の状況に合致す
るように調整されるという効果が得られる。
【００５８】
　これに基づき、図4に示すような、本発明のこの実施形態で提供される上述の音量調整
方法は、次のステップをさらに含む。
【００５９】
　S401．呼び出し信号の接続が検出された後に、リアルタイムでユーザ端末のマイク音量
を取得する。
【００６０】
　S402．取得したマイク音量と、予め記憶した基準音量との大きさを比較して、取得した
マイク音量が予め記憶した基準音量よりも大きいときは、ステップS403を実行し、取得し
たマイク音量が予め記憶した基準音量よりも小さいときは、ステップS404を実行し、取得
したマイク音量が予め記憶した基準音量と等しいときは、手順を終了する。
【００６１】
　S403．ユーザ端末の受話音量を大きくする。
【００６２】
　S404．ユーザ端末の受話音量を小さくする。
【００６３】
　具体的な実施において、S402で、取得したマイク音量が予め記憶した基準音量と比較さ
れるときに、予め記憶した基準音量は、単一の数値に設定されてもよく、あるいは数値範
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囲に設定されてもよい。取得したマイク音量がこの値範囲内にあるうちは、取得したマイ
ク音量は基準音量と等しいとみなすことができ、受話器の再生音量は、調整する必要がな
い。
【００６４】
　上述のステップS401～S404の実行は、予め記憶した基本音量に基づいて実施される。基
本音量は、一般に固定値であり、かつ現在の通話の前の通話の過程で決定され記憶される
。無論、基本音量は、図5に示すように更新することもでき、これは、次のステップを用
いて実施することができる。
【００６５】
　S501．呼び出し信号の接続が検出された後に、ユーザ端末の周囲の音声信号を定期的に
収集する。
【００６６】
　S502．音声信号の組成情報を得るために、収集した音声信号の分析を実行する。具体的
な実施における、具体的な実行するステップについては、ステップS201～S204を参照され
たい。
【００６７】
　S503．音声信号の組成情報に従って、音声信号が人声を含み、かつ1人のみの人声を含
むかどうかを判定し、音声信号が人声を含み、かつ音声信号が人声を含み、1人のみの声1
人のみの声を含む場合は、ステップS504を実行し、音声信号が人声を含まず、1人のみの
声を含まない場合は、再生音量の微調整のためのスキームを2回実行、すなわち、ステッ
プS401～S404を実行する。
【００６８】
　S504．音声信号の音量を計算し、音声信号の計算した音量と予め記憶した基準音量との
平均値を取り、平均値を新たな基準音量として記憶する。
【００６９】
　本発明のこの実施形態で提供される、上述の音量調整方法では、ユーザ端末の現在のシ
ーンモードが決定されると、音声信号の組成情報の基準が追加されるため、対応する現在
のシーンが実際のシーンに近くなり、ユーザが置かれているシーンにより正確に整合する
ことができ、これによって、再生音量の調整がシーンに合致しないという、シーンの判定
の誤りによって引き起こされる事態の発生を大幅に削減し、ユーザの使用感を向上させる
。
【００７０】
　同一の発明概念に基づき、本発明は、図6に示すようなユーザ端末の音量を調整する装
置をさらに提供し、これは、
　ユーザ端末の周囲の音声信号を収集するように構成された収集ユニット601と、
　音声信号の組成情報を得るために、収集した音声信号の分析を実行するように構成され
た分析ユニット602であって、組成情報は、音声信号に含まれる音声タイプ、および各種
音声の比率を含み、音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含む、分析ユニット602
と、
　音声信号の組成情報に従ってユーザ端末の現在のシーンモードを決定するように構成さ
れた、シーンモード決定ユニット603と、
　決定されたシーンモードに従ってユーザ端末の音量を調整するように構成された音量調
整ユニット604とを備える。
【００７１】
　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、収集ユニット60
1は、
　呼び出し信号の到達が検出されたときに、ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声
信号を収集する、あるいはユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収
集するように具体的に構成される。
【００７２】
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　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、音量調整ユニッ
ト604は、決定したシーンモード、ならびにシーンモードと音量調整係数との間の予め記
憶した対応関係に従って音量調整係数を決定し、音量調整係数に従ってユーザ端末の音量
を調整するように具体的に構成される。
【００７３】
　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、ユーザ端末の音
量は、着信音量および受話音量を含み、音量調整ユニット604の音量調整係数は、具体的
には、着信音量調整係数および受話音量調整係数を含む。
【００７４】
　音量調整ユニット604は、具体的には、着信音量調整係数に従ってユーザ端末の着信音
量を調整し、かつ受話音量調整係数に従ってユーザ端末の受話音量を調整するように構成
される。
【００７５】
　具体的には、図6に示すような、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置は、
　呼び出し信号の接続が検出された後に、ユーザ端末のマイク音量をリアルタイムで取得
するように構成された取得ユニット605と、
　取得したマイク音量と、予め記憶した基準音量との大きさを比較するように構成された
比較ユニット606とをさらに備え、
　音量調整ユニット604は、取得したマイク音量が予め記憶した基準音量よりも大きいと
きは、ユーザ端末の受話音量を大きくし、取得したマイク音量が予め記憶した基準音量よ
りも小さいときは、ユーザ端末の受話音量を小さくするようにさらに構成される。
【００７６】
　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、収集ユニット60
1は、呼び出し信号の接続が検出された後に、ユーザ端末の周囲の音声信号を定期的に収
集するように具体的に構成される。
【００７７】
　分析ユニット602は、音声信号の組成情報を取得するために、呼び出し信号の接続が検
出された後に、収集モジュール601によって定期的に収集された音声信号の分析を実行し
、音声信号の組成情報に従って、音声信号が人声を含むかどうか、および1人のみの声を
含むかどうかを判定し、音声信号が人声を含み、音声信号が人声を含み、かつ1人のみの
声1人のみの声を含む場合は、音声信号の音量を計算し、音声信号の計算した音量と、予
め記憶した基準音量との平均値を取り、平均値を新たな基準音量として記憶するようにさ
らに構成される。
【００７８】
　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、分析ユニット60
2は、
　収集した音声信号を複数の音声データに分割するように構成された、第1の処理ユニッ
トと、
　各音声データの音声周波数を計算し、かつ計算した音声データに従って、各音声データ
を無音、人声、およびノイズに分類するように構成された、第2の処理ユニットと、
　全ての音声データの、無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集するように構成さ
れた、第3の処理ユニットと、
　人声と識別された音声データについては、人声の音声データのメル周波数ケプストラム
係数を計算し、人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケプス
トラム係数が同一の音声データを1人の声として統計を収集するように構成された、第4の
処理ユニットとを具体的に備える。
【００７９】
　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、第2の処理ユニ
ットは、各音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを判定し
、
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　音声データの音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあると決定されたときは、音声
データの基本周波数を計算し、基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲内にあると判定された
ときは、音声データは人声であるとみなし、基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲外にある
と判定されたときは、音声データはノイズであるとみなし、音声データの音声周波数が、
20Hz～20000Hzの範囲外にあると判定されたときは、音声データは無音であるとみなすよ
うに具体的に構成される。
【００８０】
　本発明のこの実施形態で提供される、上述の音量調整装置によれば、ユーザ端末の現在
のシーンモードが決定されると、音声信号の組成情報の基準が追加されるため、対応する
現在のシーンが実際のシーンに近くなり、ユーザが置かれているシーンにより正確に整合
することができ、これによって、再生音量の調整がシーンに合致しないという、シーンの
判定の誤りによって引き起こされる事態の発生を大幅に削減し、ユーザの使用感を向上さ
せる。
【００８１】
　同一の発明の概念に基づき、本発明の実施形態は、スピーカ、受話器、および本発明の
実施形態で提供される上述の音量調整装置を備える端末をさらに提供し、音量調整装置は
、スピーカの音量、および受話器の音量を調整するように構成される。具体的には、この
端末は、携帯電話、トランシーバ、タブレットコンピュータ、テレビ、ディスプレイ、ま
たはノートパソコン等の、再生機能を有する任意の製品または構成部品であってもよい。
端末での実施については、再生音量を制御する装置の上述の実施形態を参照されたく、重
複する部分はここでは再度説明されない。図7に示すような、別の端末を提供する本発明
の実施形態は、
　ユーザ端末100の周囲の音声信号を収集するように構成された音声センサ150、呼び出し
信号がユーザ端末100に到達したときに、かかってきた電話の着信音（ring tone）を発す
るように構成されたスピーカ130を備え、スピーカ130は、音楽等の音声データを再生する
ようにさらに構成されてもよく、
　受話器170は、ユーザがユーザ端末100を用いて相手方と通話しているときに、相手方の
声を再生するように構成されることが理解されよう。
【００８２】
　端末100は、ディスプレイユニット140をさらに備え、ディスプレイユニット140は、ユ
ーザが入力した情報、またはユーザに提供された情報、および端末100の様々なメニュー
インターフェースを表示するように構成することができる。ディスプレイユニット140は
、ディスプレイパネル141を含むことができ、必要に応じて、ディスプレイパネル141は、
LCD（Liquid Crystal Display、液晶ディスプレイ）、OLED（Organic Light－Emitting D
iode、有機発光ダイオード）等であってもよい。
【００８３】
　いくつかの実施方法では、メモリ120は、実行可能なモジュールまたはデータ構造、あ
るいはそのサブセットまたはその拡張セットを記憶する。
【００８４】
　本発明のこの実施形態では、メモリ120に記憶されたプログラムまたは命令を呼び出す
ことにより、プロセッサ160は、音声信号の組成情報を得るために、音声センサ150によっ
て収集された音声信号の分析を実行するように構成され、組成情報は、音声信号に含まれ
る音声タイプ、および様々なタイプの音声の比率を含み、音声タイプは、無音、人声、お
よびノイズを含み、音声信号の組成情報に従ってユーザ端末の現在のシーンモードを決定
し、決定したシーンモードに従って、スピーカ130の音量および／または受話器170の音量
を調整する。
【００８５】
　必要に応じて、一実施形態として、音声センサ150は、呼び出し信号の接続が検出され
た後に、マイク110の音量を取得する。
【００８６】



(16) JP 2017-514392 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

　プロセッサ160は、
　取得したマイク音量が予め記憶した基準音量よりも大きいときは、ユーザ端末の受話音
量を大きくし、取得したマイク音量が予め記憶した基準音量よりも小さいときは、ユーザ
端末の受話音量を小さくするようにさらに構成される。
【００８７】
　音声センサ150は、音声信号を収集するように構成されたユニットであり、音声センサ1
50は、具体的にはマイク110に統合されてもよく、または本発明で限定されない、別の構
成部品であってもよいことに留意されたい。
【００８８】
　また、端末装置100は、図1～図5の方法および実施形態をさらに実行することができ、
詳細は、本発明のこの実施形態において、本明細書で再度説明はされない。
【００８９】
　本発明のこの実施形態で提供される、上述のユーザ端末によれば、ユーザ端末の現在の
シーンモードが決定されると、音声信号の組成情報の基準が追加されるため、対応する現
在のシーンが実際のシーンに近くなり、ユーザが置かれているシーンにより正確に整合す
ることができ、これによって、再生音量の調整がシーンに合致しないという、シーンの判
定の誤りによって引き起こされる事態の発生を大幅に削減し、ユーザの使用感を向上させ
る。
【００９０】
　実施方法の上述の説明に基づき、本発明の実施形態は、必要とされる一般的なハードウ
ェアプラットフォームに加えて、ハードウェアによって、またはソフトウェアによって実
施できることが、当業者は明確に理解することができよう。このような理解に基づき、本
発明の実施形態における技術的解決策は、ソフトウェア製品の形態で実施することができ
る。ソフトウェア製品は、不揮発性記憶媒体（CD－ROM、USBフラッシュドライブ、リムー
バブルハードディスク等であってもよい）に記憶でき、本発明の実施形態で説明された方
法のいくつかの方法を実行するように、コンピュータ機器（例えばパーソナルコンピュー
タ、サーバ、またはネットワーク装置）に指示するいくつかの命令を含んでいる。
【００９１】
　添付の図面は、例示的な実施形態の単なる概略図であり、添付の図面のモジュールまた
は工程は、本発明の実施に必ずしも必要でないことを当業者は理解するであろう。
【００９２】
　本実施形態で提供される装置のモジュールは、実施形態の説明に従って装置に分散して
配置されてもよく、または本実施形態で説明されたものとは異なる1つ以上の装置に配置
されてもよいことを、当業者は理解するであろう。上述の実施形態のモジュールは、1つ
のモジュールに組み合わせられ、あるいは複数のサブモジュールに分けられてもよい。
【００９３】
　本発明の上述の実施形態の連続番号は、単に例示目的であって、実施形態の優先度を示
すことは意図されていない。
【００９４】
　当業者であれば、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本発明に様々な修正
および変形を加えられることは言うまでもない。本発明は、このような修正および変形が
、以下の特許請求の範囲、およびその等価の技術によって定義される保護の範囲内であれ
ば、これらを網羅することが意図されている。
【符号の説明】
【００９５】
　　100　ユーザ端末
　　110　マイク
　　120　メモリ
　　130　スピーカ
　　140　ディスプレイユニット
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　　141　ディスプレイパネル
　　150　音声センサ
　　160　プロセッサ
　　170　受話器
　　601　収集ユニット
　　602　分析ユニット
　　603　シーンモード決定ユニット
　　604　音量調整ユニット
　　605　取得ユニット
　　606　比較ユニット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月22日(2016.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　上述のステップS401～S404の実行は、予め記憶した基準音量に基づいて実施される。基
準音量は、一般に固定値であり、かつ現在の通話の前の通話の過程で決定され記憶される
。無論、基準音量は、図5に示すように更新することもでき、これは、次のステップを用
いて実施することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　具体的には、本発明のこの実施形態で提供される上述の装置において、分析ユニット60
2は、
　収集した音声信号を複数の音声データに分割するように構成された、第1の処理ユニッ
トと、
　各音声データの音声周波数を計算し、かつ計算した音声周波数に従って、各音声データ
を無音、人声、およびノイズに分類するように構成された、第2の処理ユニットと、
　全ての音声データの、無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集するように構成さ
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れた、第3の処理ユニットと、
　人声と識別された音声データについては、人声の音声データのメル周波数ケプストラム
係数を計算し、人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケプス
トラム係数が同一の音声データを1人の声として統計を収集するように構成された、第4の
処理ユニットとを具体的に備える。

【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末の音量を調整する方法であって、
　前記ユーザ端末の周囲の音声信号を収集するステップと、
　前記音声信号の組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行するス
テップであって、前記組成情報は、前記音声信号に含まれる音声タイプ、および様々なタ
イプの音声の比率を含み、前記音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含む、分析を
実行するステップと、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記ユーザ端末の現在のシーンモードを決定す
るステップと、
　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ユーザ端末の周囲の音声信号を収集する前記ステップが、具体的に、
　呼び出し信号の到達が検出されたときに、前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の
音声信号を収集すること、または、
　前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収集することを含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整する、前記ステ
ップが、
　前記決定したシーンモード、ならびにシーンモードと音量調整係数との間の予め記憶し
た対応関係に従って、音量調整係数を決定することと、前記音量調整係数に従って、前記
ユーザ端末の前記音量を調整することとを含む、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ端末の前記音量が、着信音量および受話音量を含み、前記音量調整係数が、
着信音量調整係数、および受話音量調整係数を含み、
　前記音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整する前記ステップが、
　前記着信音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記着信音量を調整することと、前
記受話音量調整係数に従って、前記ユーザ端末の前記受話音量を調整することとを含む、
請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、
　前記ユーザ端末のマイク音量をリアルタイムで取得するステップと、
　前記取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量よりも大きいときに、前記ユーザ端
末の前記受話音量を大きくするステップと、
　前記取得したマイク音量が、前記予め記憶した基準音量よりも小さいときに、前記ユー
ザ端末の前記受話音量を小さくするステップとをさらに含む、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
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　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、
　前記ユーザ端末の周囲の前記音声信号を定期的に収集するステップ、および前記音声信
号の前記組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行するステップと
、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記音声信号が人声を含むかどうか、および1
人のみの声を含むかどうかを判定するステップであって、前記音声信号が、人声を含み、
かつ1人のみの声を含む場合は、前記音声信号の音量を計算し、前記音声信号の前記計算
した音量と前記予め記憶した基準音量との平均値を取り、前記平均値を新たな基準音量と
して記憶する、判定するステップとをさらに含む、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記音声信号の組成情報を取得するために、前記収集した音声信号の分析を実行する、
前記ステップが、具体的に、
　前記収集した音声信号を複数の音声データに分割することと、
　各音声データの音声周波数を計算すること、ならびに前記計算した音声周波数に従って
、前記各音声データを無音、人声、およびノイズに分類することと、
　全ての音声データの無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集することであって、
　人声と識別された音声データについては、人声の音声データのメル周波数ケプストラム
係数を計算し、前記人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波数ケ
プストラム係数が同一の音声データを1人の声として統計を収集することとを含む、請求
項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記計算した音声周波数に従って、各音声データを無音、人声、およびノイズに分類す
る、前記ステップが、具体的に、
　前記各音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの範囲内にあるかどうかを決定
することであって、
　前記音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの前記範囲内にあると決定された
ときは、前記音声データの基本周波数を計算し、
　前記基本周波数が、85Hz～255Hzの範囲内にあると決定されたときは、前記音声データ
は人声であるとみなし、
　前記基本周波数が、85Hz～255Hzの前記範囲外にあると決定されたときは、前記音声デ
ータはノイズであるとみなし、
　前記音声データの前記音声周波数が、20Hz～20000Hzの前記範囲外にあると決定された
ときは、前記音声データは無音であるとみなす、決定することを含む、請求項7に記載の
方法。
【請求項９】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムを記憶するように構成されたメモリと、
　前記メモリから前記コンピュータ読み取り可能なプログラムを読み取るように構成され
たプロセッサであって、
　　ユーザ端末の周囲の音声信号を収集することと、
　　前記音声信号の組成情報を得るために、前記収集した音声信号の分析を実行すること
であって、前記組成情報は、前記音声信号に含まれる音声タイプ、および様々なタイプの
音声の比率を含み、前記音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含む、分析を実行す
ることと、
　　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記ユーザ端末の現在のシーンモードを決定
することと、
　　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の音量を調整することとを実行
する、
　プロセッサとを備える、端末。
【請求項１０】
　前記プロセッサが、呼び出し信号の到達が検出されたときに、前記ユーザ端末が置かれ
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ている現在の環境の音声信号を収集するように構成され、または、
　前記プロセッサが、前記ユーザ端末が置かれている現在の環境の音声信号を定期的に収
集するように構成される、請求項9に記載の端末。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、前記決定したシーンモード、およびシーンモードと音量調整係数と
の間の予め記憶した対応関係に従って音量調整係数を決定するように、かつ前記音量調整
係数に従って、前記ユーザ端末の前記音量を調整するように構成される、請求項10に記載
の端末。
【請求項１２】
　前記ユーザ端末の前記音量が、着信音量および受話音量を含み、前記音量調整係数が、
着信音量調整係数、および受話音量調整係数を含み、
　前記プロセッサが、前記着信音量調整係数に従って前記ユーザ端末の前記着信音量を調
整し、前記受話音量調整係数に従って前記ユーザ端末の前記受話音量を調整するように構
成される、請求項11に記載の端末。
【請求項１３】
　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、前記プロセッサが、前記ユーザ端末のマイ
ク音量をリアルタイムで取得し、前記取得したマイク音量が、予め記憶した基準音量より
も大きいときは、前記ユーザ端末の前記受話音量を大きくし、前記取得したマイク音量が
、前記予め記憶した基準音量よりも小さいときは、前記ユーザ端末の前記受話音量を小さ
くするようにさらに構成される、請求項12に記載の端末。
【請求項１４】
　前記呼び出し信号の接続が検出された後に、前記プロセッサが、
　前記ユーザ端末の周囲の前記音声信号を定期的に収集して、前記音声信号の前記組成情
報を得るために、前記収集した音声信号の分析を実行し、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記音声信号が人声を含み、かつ1人のみの声
を含むかどうかを判定し、前記音声信号が人声を含み、かつ1人のみの声を含む場合は、
前記音声信号の音量を計算し、前記音声信号の前記計算した音量と、前記予め記憶した基
準音量との平均値を取り、前記平均値を新たな基準音量として記憶するようにさらに構成
される、請求項13に記載の端末。
【請求項１５】
　前記プロセッサが、
　前記収集した音声信号を複数の音声データに分割し、
　各音声データの音声周波数を計算し、前記計算した音声周波数に従って、各音声データ
を無音、人声、およびノイズに分類し、
　全ての音声データの無音、人声、およびノイズの比率の統計を収集し、
　人声として識別された音声データについては、人声の音声データのメル周波数ケプスト
ラム係数を計算し、前記人声に含まれる人数についての情報を判定するために、メル周波
数ケプストラム係数が同一の音声データを1人の声として統計を収集するように構成され
る、請求項14に記載の端末。
【請求項１６】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、プロセッサによって読み取られると
、前記プロセッサが、
　ユーザ端末の周囲の音声信号を収集し、
　前記音声信号の組成情報を得るために、前記収集した音声信号の分析を実行し、前記組
成情報は、前記音声信号に含まれる音声タイプ、および様々なタイプの音声の比率を含み
、前記音声タイプは、無音、人声、およびノイズを含み、
　前記音声信号の前記組成情報に従って、前記ユーザ端末の現在のシーンモードを決定し
、
　前記決定したシーンモードに従って、前記ユーザ端末の音量を調整する、
　コンピュータ読み取り可能なプログラムを含む、非一時的記憶媒体。
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