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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　話者の音声情報を取得する音声取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報を解析して文字データに変換し
、変換した文字データの中から予め登録されている所定の単語を検知する単語検知ステッ
プと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて推定される、前記話
者の年齢の範囲に関する年齢範囲情報をさらに取得し、前記年齢範囲情報と、前記単語検
知ステップにて検知した前記所定の単語と、に基づいて、前記話者の年齢が特定の年齢に
該当するか否かを判断し、特定の年齢に該当すると判断された場合に特定年齢情報を取得
する年齢情報取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合に、前記年齢情
報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得ステップにお
いて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積ステップとを含む話者識別
方法。
【請求項２】
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得されなかった場合には、前
記日時情報を取得しない、
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請求項１記載の話者識別方法。 
【請求項３】
　話者の音声情報を取得する音声取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、前記話者の年齢が
特定の年齢に該当するか否かを判断し、特定の年齢に該当すると判断された場合に特定年
齢情報を取得する年齢情報取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合に、前記年齢情
報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得ステップにお
いて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積ステップとを含み、
　前記年齢情報取得ステップは、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報
に基づいて推定される、前記話者の年齢の範囲に関する年齢範囲情報をさらに取得し、
　前記情報蓄積ステップは、さらに前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情
報と、前記年齢情報取得ステップにおいて取得された前記年齢範囲情報と、を関連づけて
蓄積する、
　話者識別方法。
【請求項４】
　前記年齢情報取得ステップは、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報
に基づいて推定される、前記話者の性別に関する性別情報をさらに取得し、
　前記情報蓄積ステップは、さらに前記年齢情報取得ステップにおいて取得された前記性
別情報を、前記音声情報と前記年齢範囲情報と前記特定年齢情報とに関連づけて蓄積する
、
請求項３記載の話者識別方法。
【請求項５】
　話者の音声情報を取得する音声取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、前記話者の年齢が
特定の年齢に該当するか否かを判断し、特定の年齢に該当すると判断された場合に特定年
齢情報を取得する年齢情報取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合に、前記年齢情
報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得ステップにお
いて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積ステップとを含み、
　前記年齢情報取得ステップは、前記音声情報が、所定の測定時間間隔に基本周波数が所
定の閾値以上変化する場合、特定年齢情報を０歳と判断し、取得する、
　話者識別方法。
【請求項６】
　話者の音声情報を取得する音声取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、前記話者の年齢が
特定の年齢に該当するか否かを判断し、特定の年齢に該当すると判断された場合に特定年
齢情報を取得する年齢情報取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合に、前記年齢情
報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得ステップにお
いて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積ステップとを含み、
　前記年齢情報取得ステップは、音声情報を継続して取得することで音声情報取得の対象
となっている家族の音声情報に関するデータベースを構築し、
　前記データベースに構築されていない音声情報を取得した際に、当該音声情報に対して
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特定年齢情報を０歳と判断し、取得する、
　話者識別方法。 
【請求項７】
　前記情報蓄積ステップにおいて蓄積された前記特定年齢情報を経過年数に応じて更新す
る情報管理ステップをさらに含む、
請求項１～６のいずれかに記載の話者識別方法。
【請求項８】
　前記性別情報、前記年齢範囲情報、及び前記特定年齢情報に基づいて前記音声情報取得
ステップにて取得した複数の音声情報各々の発話者の関係を推定する推定ステップをさら
に含む、
請求項４記載の話者識別方法。
【請求項９】
　前記推定ステップでは、前記年齢情報取得ステップにて特定の年齢に該当すると判断さ
れた第１の音声情報の特定年齢と、前記年齢情報取得ステップにて特定の年齢に該当しな
いと判断された第２の音声情報の前記性別情報及び前記年齢範囲情報と、に基づいて、前
記第１の音声情報及び前記第２の音声情報の発話者の関係を推定する、
請求項８記載の話者識別方法。 
【請求項１０】
　前記情報蓄積ステップにおいて蓄積された前記性別情報、前記年齢範囲情報、及び前記
特定年齢情報に基づいて、前記話者にサービスを提供するサービス提供ステップをさらに
含む、
請求項４記載の話者識別方法。
【請求項１１】
　前記情報蓄積ステップにおいて蓄積された前記特定年齢情報を経過年数に応じて更新す
る情報管理ステップをさらに含み、
　前記サービス提供ステップは、前記情報蓄積ステップにおいて蓄積され、前記情報管理
ステップにおいて更新された前記特定年齢情報によって特定される年齢に応じた広告情報
を送信する、
請求項１０記載の話者識別方法。
【請求項１２】
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報を解析して文字データに変換し
、変換した文字データの中から予め登録されている所定の単語を検知する単語検知ステッ
プと、
　検知された前記所定の単語に応じたサービスを提供するサービス提供ステップとをさら
に含む、
請求項１～１１のいずれかに記載の話者識別方法。
【請求項１３】
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、特定の話者による
特定の発話を検知する発話検知ステップと、
　前記特定の話者による前記特定の発話に応じたサービスを提供するサービス提供ステッ
プとをさらに含む、
請求項１～１１のいずれかに記載の話者識別方法。
【請求項１４】
　話者の音声情報を取得する音声取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、前記話者の年齢が
特定の年齢に該当するか否かを判断し、特定の年齢に該当すると判断された場合に特定年
齢情報を取得する年齢情報取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合に、前記年齢情
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報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得ステップにお
いて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、特定の話者による
特定の発話を検知する発話検知ステップと、
　前記特定の話者による前記特定の発話に応じたサービスを提供するサービス提供ステッ
プとを含み、
　前記発話検知ステップは、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基
づいて、前記特定の話者による泣き声を検知し、
　前記サービス提供ステップは、前記特定の話者による前記泣き声が所定時間以上検知さ
れた場合、所定の機器を動作させる、
　話者識別方法。
【請求項１５】
　前記発話検知ステップは、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基
づいて、前記特定の話者による泣き声を検知し、
　前記サービス提供ステップは、前記特定の話者による前記泣き声が所定時間以上検知さ
れた場合、前記特定の話者が泣いていることを通知するための通知情報を所定の表示端末
に送信する、
請求項１３記載の話者識別方法。
【請求項１６】
　話者の音声情報を取得する音声取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、前記話者の年齢が
特定の年齢に該当するか否かを判断し、特定の年齢に該当すると判断された場合に特定年
齢情報を取得する年齢情報取得ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合に、前記年齢情
報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得ステップにお
いて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積ステップと、
　前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基づいて、特定の話者による
泣き声を検知する発話検知ステップと、
　検知された前記泣き声を示す音声情報と、当該音声情報が取得された時刻とを関連付け
て蓄積する泣き声情報蓄積ステップと、
　前記特定の話者による前記特定の発話に応じたサービスを提供するサービス提供ステッ
プとを含む、
　話者識別方法。
【請求項１７】
　前記年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が取得された場合、取得された前
記特定年齢情報を表示すると共に、前記特定年齢情報の修正を受け付ける修正受付ステッ
プをさらに含む、
請求項１～１６のいずれかに記載の話者識別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、話者識別方法及び話者識別システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビ等の視聴者を推定し、適切な視聴コンテンツを提供する方法が提案されて
いる。特許文献１では、温度分布情報と音声情報とに基づいて視聴者の年齢、性別及び視
聴者間の関係を推定し、さらに視聴場所又は視聴時間帯等に対する適合度を考慮すること
により視聴コンテンツを選択する方法について開示されている。これにより、視聴者又は
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視聴場所に適合した視聴コンテンツが提供される。
【０００３】
　しかし、上記特許文献１では、より詳細に視聴者を特定するために、更なる検討が必要
とされていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－９９１９５号公報
【発明の概要】
【０００５】
　上記の課題を解決するため、本発明の一局面に係る話者識別方法は、話者の音声情報を
取得する音声取得ステップと、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に
基づいて、前記話者の特定の年齢に関する特定年齢情報を取得する年齢情報取得ステップ
と、前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得
する日時情報取得ステップと、前記年齢情報取得ステップにおいて取得された前記特定年
齢情報と、前記日時情報取得ステップにおいて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄
積する情報蓄積ステップとを含む。
【０００６】
　本発明においては、話者のより正確な年齢を取得することができるとともに、話者の現
在の年齢に応じたサービスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる話者識別システムの概略構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１における話者識別システムの詳細な構成を示すブロック図
である。
【図３】図２に示す特定年齢情報取得部の詳細な構成を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１における話者識別システムの処理の流れを示すシーケンス
図である。
【図５】図４のステップＳ５の話者データベース更新処理について説明するためのフロー
チャートである。
【図６】話者データベースで管理されている話者情報の構成を示す図である。
【図７】サービスデータベースで管理されているサービス情報の構成を示す図である。
【図８】（Ａ）は、テレビジョンの表示部に表示される通常の表示画面の一例を示す図で
あり、（Ｂ）は、テレビジョンの表示部に表示されるサービス情報を含む表示画面の一例
を示す図である。
【図９】図４のステップＳ３の音声情報解析処理について説明するためのフローチャート
である。
【図１０】乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、携帯端末に表示される表示画面
の一例を示す図である。
【図１１】乳児の泣き声を蓄積するデータベースの一例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態１の第１の変形例における話者識別システムの詳細な構成
を示すブロック図である。
【図１３】本発明の実施の形態１の第１の変形例における話者識別システムの処理の流れ
を示すシーケンス図である。
【図１４】本発明の実施の形態１の第２の変形例における話者識別システムの詳細な構成
を示すブロック図である。
【図１５】本発明の実施の形態１の第２の変形例における話者識別システムの処理の流れ
を示すシーケンス図である。
【図１６】本発明の実施の形態１の第３の変形例における話者識別システムの詳細な構成
を示すブロック図である。
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【図１７】本発明の実施の形態２における話者識別システムの詳細な構成を示すブロック
図である。
【図１８】特定年齢情報取得部によって特定の年齢が検知された場合に、ユーザにユーザ
情報の入力を促すユーザ情報入力画面の一例を示す図である。
【図１９】特定年齢情報取得部によって所定の単語が検知された場合に、ユーザにユーザ
情報の入力を促すユーザ情報入力画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（本発明の基礎となった知見）
　例えば、乳児及び幼児の成長過程においては、誕生、歩行、言語の習得、及び幼稚園入
学など、数年の間にたくさんのイベントが発生する。これらの各イベントに対して的確に
宣伝広告を提供できた場合、その提供価値は通常の宣伝広告の提供価値に比べてより高く
なると考えられる。なお、乳児とは、１歳未満（０歳）の子供を表し、幼児は、１歳以上
６歳未満の子供を表す。
【０００９】
　上記の特許文献１に記載のコンテンツ提供システムでは、温度分布情報及び音声情報に
基づき視聴者の年齢及び性別を推定している。
【００１０】
　例えば、特許文献１では、成人男性の体温が最も低く、幼児の体温が最も高く、成人女
性の体温が成人男性の体温と幼児の体温との中間であるといった推測に基づき、視聴者が
いるとされた位置の温度を調べることで視聴者の年齢及び性別を特定している。しかしな
がら、この方法によって年齢を推定したとしても、視聴者を成人男性、成人女性及び幼児
という３つのカテゴリに分類しているにすぎず、それ以上詳細に視聴者の年齢を特定する
方法に関しては開示されていない。
【００１１】
　また、特許文献１では、音声信号のスペクトル及び発言を解析することで、視聴者の年
齢及び性別を推定する方法が開示されている。しかしながら、この方法についても、上述
した温度分布情報を利用する方法と同様、視聴者を成人男性、成人女性及び幼児といった
大まかにしか分類することができない。
【００１２】
　以上のように、従来の技術では、視聴者を大まかにしか分類することができず、詳細な
年齢及び性別を特定する方法に関しては検討されていない。
【００１３】
　さらに、従来の技術では、詳細な年齢を識別する方法に関して検討されていないので、
詳細な年齢を特定できた際に提供できるサービスについての検討もされていない。
【００１４】
　本発明に係る話者識別方法及び話者識別システムは、以上のような従来の課題を解決す
るためになされたもので、話者のより正確な年齢を取得することができるとともに、話者
の現在の年齢に応じたサービスを提供する。
【００１５】
　以上の課題を解決すべく、本発明の一局面に係る話者識別方法は、話者の音声情報を取
得する音声取得ステップと、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基
づいて、前記話者の特定の年齢に関する特定年齢情報を取得する年齢情報取得ステップと
、前記音声取得ステップにおいて前記音声情報が取得された日時を表す日時情報を取得す
る日時情報取得ステップと、前記年齢情報取得ステップにおいて取得された前記特定年齢
情報と、前記日時情報取得ステップにおいて取得された前記日時情報とを関連付けて蓄積
する情報蓄積ステップとを含む。
【００１６】
　この構成によれば、音声取得ステップにおいて、話者の音声情報が取得される。年齢情
報取得ステップにおいて、取得された音声情報に基づいて、話者の特定の年齢に関する特
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定年齢情報が取得される。日時情報取得ステップにおいて、音声情報が取得された日時を
表す日時情報が取得される。そして、情報蓄積ステップにおいて、取得された特定年齢情
報と、取得された日時情報とが関連付けて蓄積される。
【００１７】
　これにより、話者の特定の年齢に関する特定年齢情報が取得されるので、話者のより正
確な年齢を取得することができるとともに、話者の現在の年齢に応じたサービスを提供す
ることができる。
【００１８】
　また、上記態様において、前記年齢情報取得ステップは、前記音声取得ステップにおい
て取得された前記音声情報に基づいて、さらに前記話者の年齢の範囲に関する年齢範囲情
報を取得し、前記情報蓄積ステップは、さらに前記音声取得ステップにおいて取得された
前記音声情報と、前記年齢情報取得ステップにおいて取得された前記年齢範囲情報と、を
関連づけて蓄積してもよい。
【００１９】
　これにより、音声情報と年齢範囲情報とを、特定年齢情報とともに管理することができ
る。
【００２０】
　また、上記態様において、前記年齢情報取得ステップは、前記音声取得ステップにおい
て取得された前記音声情報に基づいて、さらに前記話者の性別に関する性別情報を取得し
、前記情報蓄積ステップは、さらに前記年齢情報取得ステップにおいて取得された前記性
別情報を、前記音声情報と前記年齢範囲情報と前記特定年齢情報とに関連づけて蓄積して
もよい。
【００２１】
　これにより、話者の性別に関する性別情報を、音声情報と年齢範囲情報と特定年齢情報
とともに管理することができる。
【００２２】
　また、上記態様において、前記特定年齢情報取得ステップは、０歳の乳児の年齢を特定
した特定年齢情報を取得してもよい。
【００２３】
　これにより、０歳の乳児の泣き声は容易に検知することができるので、話者の年齢を容
易に特定することができる。
【００２４】
　また、上記態様において、前記情報蓄積ステップにおいて蓄積された前記特定年齢情報
を経過年数に応じて更新する情報管理ステップをさらに含んでもよい。
【００２５】
　これにより、話者の現在の年齢を正確に管理することができ、話者の現在の年齢に応じ
たサービスを提供することができる。
【００２６】
　また、上記態様において、前記性別情報、前記年齢範囲情報、及び前記特定年齢情報に
基づいて家族構成を推定する推定ステップをさらに含んでもよい。
【００２７】
　これにより、家族構成に応じたサービスを提供することができる。
【００２８】
　また、上記態様において、前記情報蓄積ステップにおいて蓄積された前記性別情報、前
記年齢範囲情報、及び前記特定年齢情報に基づいて、前記話者にサービスを提供するサー
ビス提供ステップをさらに含んでもよい。
【００２９】
　これにより、サービス提供ステップにおいて、性別情報、年齢範囲情報、及び特定年齢
情報に基づいて、話者にサービスが提供されるので、話者に最適なサービスを提供するこ
とができる。
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【００３０】
　また、上記態様において、前記情報蓄積ステップにおいて蓄積された前記特定年齢情報
を経過年数に応じて更新する情報管理ステップをさらに含み、前記サービス提供ステップ
は、前記情報蓄積ステップにおいて蓄積され、前記情報管理ステップにおいて更新された
前記特定年齢情報によって特定される年齢に応じた広告情報を送信してもよい。
【００３１】
　これにより、特定年齢情報によって特定される年齢に応じた広告情報が送信されるので
、話者に最適な広告情報を提供することができる。
【００３２】
　また、上記態様において、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報を解
析して文字データに変換し、変換した文字データの中から予め登録されている所定の単語
を検知する単語検知ステップと、検知された前記所定の単語に応じたサービスを提供する
サービス提供ステップとをさらに含んでもよい。
【００３３】
　これにより、取得された音声情報が解析されて文字データに変換され、変換された文字
データの中から予め登録されている所定の単語が検知され、検知された所定の単語に応じ
たサービスが提供されるので、所定の単語が検知されたタイミングで、サービスを提供す
ることができる。
【００３４】
　また、上記態様において、前記音声取得ステップにおいて取得された前記音声情報に基
づいて、特定の話者による特定の発話を検知する発話検知ステップと、前記特定の話者に
よる前記特定の発話に応じたサービスを提供するサービス提供ステップをさらに含んでも
よい。
【００３５】
　これにより、取得された音声情報に基づいて、特定の話者による特定の発話が検知され
、特定の話者による特定の発話に応じたサービスが提供されるので、特定の話者による特
定の発話が検知されたタイミングで、サービスを提供することができる。
【００３６】
　また、上記態様において、前記発話検知ステップは、前記音声取得ステップにおいて取
得された前記音声情報に基づいて、前記特定の話者による泣き声を検知し、前記サービス
提供ステップは、前記特定の話者による前記泣き声が所定時間以上検知された場合、所定
の機器を動作させてもよい。
【００３７】
　これにより、取得された音声情報に基づいて、特定の話者による泣き声が検知され、特
定の話者による泣き声が所定時間以上検知された場合、所定の機器が動作されるので、特
定の話者による泣き声が所定時間以上検知されたタイミングで、特定の話者が泣き止むよ
うに所定の機器を動作させることができる。
【００３８】
　また、上記態様において、前記発話検知ステップは、前記音声取得ステップにおいて取
得された前記音声情報に基づいて、前記特定の話者による泣き声を検知し、前記サービス
提供ステップは、前記特定の話者による前記泣き声が所定時間以上検知された場合、前記
特定の話者が泣いていることを通知するための通知情報を所定の表示端末に送信してもよ
い。
【００３９】
　これにより、取得された音声情報に基づいて、特定の話者による泣き声が検知され、特
定の話者による泣き声が所定時間以上検知された場合、特定の話者が泣いていることを通
知するための通知情報が所定の表示端末に送信されるので、特定の話者による泣き声が所
定時間以上検知されたタイミングで、特定の話者が泣いていることを通知することができ
る。
【００４０】
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　また、上記態様において、前記発話検知ステップは、前記音声取得ステップにおいて取
得された前記音声情報に基づいて、前記特定の話者による泣き声を検知し、検知された前
記泣き声を示す音声情報と、当該音声情報が取得された時刻とを関連付けて蓄積する泣き
声情報蓄積ステップをさらに含んでもよい。
【００４１】
　これにより、取得された音声情報に基づいて、特定の話者による泣き声が検知され、検
知された泣き声を示す音声情報と、当該音声情報が取得された時刻とが関連付けて蓄積さ
れるので、蓄積された特定の話者の泣き声に基づいて特定の話者の健康状態を把握するこ
とができる。
【００４２】
　また、上記態様において、前記特定年齢情報取得ステップにおいて前記特定年齢情報が
取得された場合、取得された前記特定年齢情報を表示すると共に、前記特定年齢情報の修
正を受け付ける修正受付ステップをさらに含んでもよい。
【００４３】
　これにより、修正受付ステップにおいて、特定年齢情報が取得された場合、取得された
特定年齢情報を表示すると共に、特定年齢情報の修正が受け付けられるので、より正確な
特定年齢情報を取得することができる。
【００４４】
　また、本発明の他の局面に係る話者識別システムは、話者の音声情報を取得する音声取
得部と、前記音声取得部によって取得された前記音声情報に基づいて、前記話者の特定の
年齢に関する特定年齢情報を取得する年齢情報取得部と、前記音声取得部によって前記音
声情報が取得された日時を表す日時情報を取得する日時情報取得部と、前記音声取得部に
よって取得された前記音声情報と、前記年齢情報取得部によって取得された前記性別情報
と、前記年齢情報取得部によって取得された前記年齢範囲情報と、前記年齢情報取得部に
よって取得された前記特定年齢情報と、前記日時情報取得部によって取得された前記日時
情報とを関連付けて蓄積する情報蓄積部とを備える。
【００４５】
　この構成によれば、音声取得部は、話者の音声情報を取得する。年齢情報取得部は、音
声取得部によって取得された音声情報に基づいて、話者の特定の年齢に関する特定年齢情
報を取得する。日時情報取得部は、音声取得部によって音声情報が取得された日時を表す
日時情報を取得する。情報蓄積部は、音声取得部によって取得された音声情報と、年齢情
報取得部によって取得された性別情報と、年齢情報取得部によって取得された年齢範囲情
報と、年齢情報取得部によって取得された特定年齢情報と、日時情報取得部によって取得
された日時情報とを関連付けて蓄積する。
【００４６】
　これにより、話者の特定の年齢に関する特定年齢情報が取得されるので、話者のより正
確な年齢を取得することができるとともに、話者の現在の年齢に応じたサービスを提供す
ることができる。
【００４７】
　ここでは、例えば、乳児の泣き声から、乳児の年齢を推定し、泣き声を取得した日時情
報を使って、乳児の成長過程に応じたサービスを提供する。
【００４８】
　以下に、本発明の一実施の形態を図面とともに詳細に説明する。なお、以下の実施の形
態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、ステップ及びステップの順序などは
、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要
素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の
構成要素として説明される。また、全ての実施の形態において、各々の内容を組み合わせ
ることもできる。
【００４９】
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　（実施の形態１）
　図１は、本発明の一実施形態にかかる話者識別システムの概略構成を示す図である。話
者識別システム１００は、テレビジョン１、マイクロホン２、話者識別装置３及び話者デ
ータベース４を備える。
【００５０】
　テレビジョン１は、種々の画像を表示するとともに、電波を受信してテレビ番組を表示
する。マイクロホン２は、テレビジョン１に取り付けられている。マイクロホン２は、室
内にいる母親及び乳児などの話者の音声を取得する。話者識別装置３は、マイクロホン２
によって取得した音声情報に基づいて話者を識別する。話者データベース４は、話者識別
装置３によって識別された話者に関する情報を記憶する。
【００５１】
　話者識別システム１００は、例えばテレビジョン、マイクロホン、話者識別装置及びサ
ーバに分けることができる。以下に説明するテレビジョン及び話者識別装置の各部は、コ
ンピュータを構成するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、制
御プログラムを格納したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び各種通信用
ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）などのハードウェアにより実現される．
また、サーバの各部は、コンピュータを構成するＣＰＵ、制御プログラムを格納したＲＯ
Ｍ、及び各種通信用のＩＣなどのハードウェアにより実現される。
【００５２】
　図２は、本発明の実施の形態１における話者識別システムの詳細な構成を示すブロック
図である。図２に示す話者識別システム１００は、テレビジョン１、マイクロホン２、話
者識別装置３及びサーバ１０２を備える。テレビジョン１、マイクロホン２及び話者識別
装置３は、同一の住居内に配置される。宅内装置１０１は、テレビジョン１、マイクロホ
ン２及び話者識別装置３で構成される。
【００５３】
　テレビジョン１は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と互いに通信可能に接続され
ている。ネットワーク５は、例えばインターネットである。テレビジョン１は、表示部１
１、制御部１２及び通信部１３を備える。表示部１１は、種々の画像を表示するとともに
、テレビ番組を表示する。制御部１２は、例えばＣＰＵで構成され、装置全体の動作を制
御する。通信部１３は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と情報を送受信する。
【００５４】
　なお、テレビジョン１は、パーソナルコンピュータであってもよく、また、携帯電話機
及びタブレット型コンピュータなどの情報機器端末であってもよい。また、テレビジョン
１は、家庭内に設けられた種々の家電機器を操作するホームコントローラであってもよい
。
【００５５】
　マイクロホン２は、周囲の話者の音声情報を取得する。マイクロホン２は、取得した音
声情報をテレビジョン１へ出力する。テレビジョン１の制御部１２は、マイクロホン２か
ら入力された音声情報を話者識別装置３へ出力する。なお、本実施の形態では、音声情報
は、マイクロホン２からテレビジョン１を介して話者識別装置３へ出力されるが、本発明
は特にこれに限定されず、マイクロホン２は、テレビジョン１を介さずに、音声情報を話
者識別装置３へ出力してもよい。
【００５６】
　また、マイクロホン２は、指向性を制御する機能を有していてもよい。これにより、話
者の存在する方向に指向性を持たせ、話者の発話した音声取得の精度を向上させることが
できる。また、マイクロホン２は、人の発話に関する音声以外の音を取得しない（もしく
は除去する）機能を有していてもよい。マイクロホン２は、取得した音声からテレビの音
声信号を除去することで、話者の発話した音声取得の精度を向上させることができる。
【００５７】
　話者識別装置３は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と互いに通信可能に接続され
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ている。話者識別装置３は、性別／年齢範囲情報取得部７、特定年齢情報取得部８、日時
情報取得部９及び通信部１０を備える。
【００５８】
　性別／年齢範囲情報取得部７は、マイクロホン２によって取得された音声情報に基づい
て、話者の性別に関する性別情報及び話者の年齢の範囲に関する年齢範囲情報を取得する
。性別／年齢範囲情報取得部７は、音声のスペクトル情報から、成人男性、成人女性及び
幼児など話者を大まかに分類することで、家族構成を推定する。
【００５９】
　特定年齢情報取得部８は、マイクロホン２によって取得された音声情報に基づいて、話
者の特定の年齢に関する特定年齢情報を取得する。特定年齢情報取得部８は、例えば、乳
児の泣き声を検知して年齢を特定する。
【００６０】
　日時情報取得部９は、マイクロホン２によって音声情報が取得された日時を表す日時情
報を取得する。日時情報取得部９は、時計機能を有しており、マイクロホン２によって音
声情報が取得されたときの日時を特定する。
【００６１】
　通信部１０は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と情報を送受信する。通信部１０
は、マイクロホン２によって取得された音声情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって
取得された性別情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって取得された年齢範囲情報、特
定年齢情報取得部８によって取得された特定年齢情報、及び日時情報取得部９によって取
得された日時情報を対応付けた話者情報をサーバ１０２へ送信する。なお、話者情報は、
テレビジョン１及び話者識別装置３が設置されている住居を特定するための住居ＩＤを含
んでもよい。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、テレビジョン１及び話者識別装置３がそれぞれ通信装置１３
，１０を備えているが、本発明は特にこれに限定されない。テレビジョン１及び話者識別
装置３がそれぞれ通信装置１３，１０を備えず、宅内装置１０１は、住居内にサーバ１０
２と通信可能な通信装置を備えてもよい。テレビジョン１及び話者識別装置３は、通信装
置を介してサーバ１０２と情報を送受信してもよい。
【００６３】
　サーバ１０２は、通信部１５、情報管理部１６、話者データベース４及びサービスデー
タベース１７を備える。
【００６４】
　通信部１５は、ネットワーク５を介してテレビジョン１及び話者識別装置３と情報を送
受信する。通信部１５は、話者識別装置３によって送信された話者情報を受信する。
【００６５】
　情報管理部１６は、通信部１５によって受信された話者情報に含まれる音声情報、性別
情報、年齢範囲情報、特定年齢情報及び日時情報を関連付けて話者データベース４に記憶
する。
【００６６】
　話者データベース４は、マイクロホン２によって取得された音声情報と、性別／年齢範
囲情報取得部７によって取得された性別情報と、性別／年齢範囲情報取得部７によって取
得された年齢範囲情報と、特定年齢情報取得部８によって取得された特定年齢情報と、日
時情報取得部９によって取得された日時情報とを関連付けて蓄積する。話者データベース
４は、家族構成を管理する。
【００６７】
　サービスデータベース１７は、話者に提供するサービスに関するサービス情報を記憶す
る。例えば、サービスデータベース１７は、年齢と、当該年齢に応じて提供される広告画
像とを対応付けて蓄積する。
【００６８】
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　情報管理部１６は、話者データベース４に蓄積された性別情報、年齢範囲情報、及び特
定年齢情報に基づいて、話者に提供するサービス情報を選択する。情報管理部１６は、話
者データベース４に蓄積された特定年齢情報によって特定される年齢に応じた広告情報を
選択する。話者データベース４で管理される家族構成を利用して選択された各種サービス
情報は、ネットワーク５を介してテレビジョン１に送信され、テレビジョン１で表示され
る。
【００６９】
　通信部１５は、情報管理部１６によって選択されたサービス情報をテレビジョン１へ送
信する。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２によって送信されたサービス情報
を受信する。制御部１２は、受信したサービス情報を表示部１１に表示する。
【００７０】
　また、情報管理部１６は、時計機能を有しており、話者データベース４に蓄積された特
定年齢情報を経過年数に応じて更新する。例えば、情報管理部１６は、話者データベース
４に蓄積されている日時情報の日時から１年経過した場合、特定年齢情報の年齢を１歳繰
り上げる。これにより、登録されている話者の年齢を自動的に更新することができ、現在
の年齢に応じたサービスを提供することができる。
【００７１】
　また、情報管理部１６は、性別情報、年齢範囲情報、及び特定年齢情報に基づいて家族
構成を推定してもよい。例えば、性別情報が男性であり、年齢範囲情報が２０～４０歳で
あり、他の音声情報に０歳という特定年齢情報が対応付けられている場合、情報管理部１
６は、父親であるという情報を更に付加してもよい。また、例えば、性別情報が女性であ
り、年齢範囲情報が２０～４０歳であり、他の音声情報に０歳という特定年齢情報が対応
付けられている場合、情報管理部１６は、母親であるという情報を更に付加してもよい。
また、例えば、性別情報が女性であり、特定年齢情報が０歳である場合、情報管理部１６
は、子供であるという情報を更に付加してもよい。
【００７２】
　なお、本実施の形態において、話者識別システム１００が話者識別システムの一例に相
当し、マイクロホン２が音声取得部の一例に相当し、性別／年齢範囲情報取得部７及び特
定年齢情報取得部８が年齢情報取得部の一例に相当し、日時情報取得部９が日時情報取得
部の一例に相当し、話者データベース４が情報蓄積部の一例に相当する。
【００７３】
　本実施の形態においては、成人男性、成人女性及び幼児などの分類に加えて、乳児の年
齢が特定され、データベースが形成され、さらに、日時情報を用いて経過年月に応じたサ
ービスが提供される。そのため、特に乳児からの成長過程における各種サービスを適した
タイミングで提供することができる。
【００７４】
　ここで、図２に示す特定年齢情報取得部８について詳細に説明する。図３は、図２に示
す特定年齢情報取得部８の詳細な構成を示す図である。図３に示すように、特定年齢情報
取得部８は、音声情報解析部８１と、発話情報解析部８２とを含む。
【００７５】
　特定年齢情報取得部８は、取得した音声情報が特定の年齢に関する情報と合致するか否
かを判断する。すなわち、特定年齢情報取得部８は、取得した音声情報の平均周波数及び
音圧レベルなどの情報、及び発話された単語などの情報を、１つ又は組み合わせて解析す
ることで特定の年齢に合致するか否かを判断する。
【００７６】
　本実施の形態では、１歳未満の乳児の年齢を特定する例について説明する。例えば、一
般的に、乳児の発音内容又は音声情報（周波数帯域等）は、他の年齢層に比べて特徴的で
ある。特に、言葉を話すことができない乳児の音声の特徴としては、ピッチ変化が激しい
ことが知られている（山本翔太、外３名、「乳児音声区間の検出と感情認識への応用」、
情報科学技術フォーラム講演論文集８（２）、２００９年８月２０日、ｐ．３７３－３７
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６）。特定年齢情報取得部８は、予め測定時間間隔と基本周波数変化の閾値とを定めてお
き、自己相関を用いて基本周波数を測定し、測定した基本周波数が閾値以上変化するか否
かを判断する。特定年齢情報取得部８は、測定した基本周波数が閾値以上変化すると判断
した場合、話者の年齢を０歳であると特定する。
【００７７】
　また、多数の乳児の泣き声の音声データを取得し、所得した大量の音声データに基づい
て音響モデルを予め作成してもよい。特定年齢情報取得部８は、取得した音声情報と、予
め作成された乳児の泣き声の音響モデルとを比較することで年齢を特定してもよい。
【００７８】
　これらの特徴及び情報を利用して、音声情報解析部８１は、取得した音声情報から乳児
の音声を解析することで、０歳といった特定の年齢を取得する。
【００７９】
　ここで、年齢の特定方法は、上記のような音声情報を解析するだけではなく、他の情報
を組み合わせることで精度を向上させることができる。例えば、乳児の音声および発話内
容は１年ほどの短期間で急激に変化するという特徴がある。発話する単語が急激に増えた
り発声帯域も急激に増えたりする。そのため、音声情報解析部８１は、発声帯域の変化を
解析し、発話情報解析部８２は、発話する単語の数の変化を解析することにより、特定年
齢に合致するか否かを分析してもよい。
【００８０】
　また、音声情報を継続して取得していれば、家族に新たな音声が加わったことを検知す
ることができる。家族に新たな音声が加わり、新たに加わった音声が乳児の音声である場
合、特定年齢情報取得部８は、当該新たに加わった音声情報に対応付けられる年齢を０歳
であると判断する。
【００８１】
　なお、本実施の形態では、特定の年齢の取得方法に関して乳児の発話又は発声を利用す
る例を挙げているが、本発明は特にこれに限定されない。また、特定の年齢として０歳で
ある場合の特定方法を説明したが、０歳以外の他の年齢を特定の年齢として設定してもよ
い。例えば、特定年齢情報取得部８は、音声情報から話者が発話した単語を認識し、認識
した単語が、予め特定の年齢と対応付けて登録されている特定の単語と一致した場合、当
該特定の単語に対応する特定の年齢に決定してもよい。
【００８２】
　例えば、発話情報解析部８２は、性別／年齢範囲情報取得部７によって「０～１０歳代
」と識別され、かつ「小学校」及び「入学式」という単語が一定以上の頻度で検出された
場合、特定の年齢を６歳に決定してもよい。 
　また、特定の年齢の設定は１つのみに限らない。性別／年齢範囲情報取得部７が分類す
る年齢範囲情報ごとに特定の年齢が複数設定されていてもよい。この場合、発話情報解析
部８２が取得した単語から推定しやすい年齢を、特定の年齢として設定すればよい。
【００８３】
　続いて、本発明の実施の形態１における話者識別システム１００の動作について説明す
る。
【００８４】
　図４は、本発明の実施の形態１における話者識別システムの処理の流れを示すシーケン
ス図である。
【００８５】
　まず、ステップＳ１において、マイクロホン２は、話者の音声情報を取得する。マイク
ロホン２は、例えば、家族が集まる部屋に設置されたテレビジョン１に取り付けられてお
り、マイクロホン２の周囲に存在する人の音声を取得する。
【００８６】
　次に、ステップＳ２において、マイクロホン２は、取得した音声情報を話者識別装置３
に出力する。
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【００８７】
　次に、ステップＳ３において、話者識別装置３は、マイクロホン２によって取得された
音声情報を解析する音声情報解析処理を行う。話者識別装置３は、音声情報解析処理によ
って話者情報を作成する。なお、音声情報解析処理については、図９を用いて後述する。
【００８８】
　次に、ステップＳ４において、話者識別装置３は、音声情報解析処理によって作成され
た話者情報をサーバ１０２へ送信する。サーバ１０２の通信部１５は、話者識別装置３に
よって送信された話者情報を受信する。
【００８９】
　次に、ステップＳ５において、サーバ１０２の情報管理部１６は、受信した話者情報に
基づいて話者データベース４を更新する。すなわち、情報管理部１６は、受信した話者情
報を話者データベース４に記憶する。ステップＳ５では図５に示すように、情報管理部１
６は取得したデータベースを経過時間に合わせて管理及び更新する。
【００９０】
　図５は、図４のステップＳ５の話者データベース更新処理について説明するためのフロ
ーチャートである。
【００９１】
　まず、ステップＳ５１において、情報管理部１６は、音声情報を取得した日時と、特定
年齢情報とを関連付けて話者データベースとしてデータベース化する。
【００９２】
　図６は、話者データベースで管理されている話者情報の構成を示す図である。図６に示
すように、話者データベース４は、音声情報、性別情報、年齢範囲情報、フラグ、特定年
齢情報、及び日時情報で構成される。話者データベース４は、音声情報、性別情報、年齢
範囲情報、フラグ、特定年齢情報、及び日時情報を対応付けて記憶する。
【００９３】
　音声情報は、音声信号のスペクトル又は周波数等によりデータ化された情報であり、ｗ
ａｖ形式ファイルで記憶される。なお、音声情報は、必ずしもｗａｖ形式ファイルでなく
てもよい。音声情報は、例えば、ＭＰＥＧ方式又はＡＩＦＦ方式等により音声圧縮された
データであってもよい。また、音声情報は、例えば自動的に圧縮ファイルにエンコードさ
れ、話者データベース４に格納される。
【００９４】
　性別情報は、話者の性別を表し、男性又は女性のいずれかを示す情報である。年齢範囲
情報は、話者の大まかな年齢を表し、例えば、０～１０歳、２０～４０歳、及び５０～７
０歳など、所定の範囲で表される。特定年齢情報は、話者の特定の年齢を表し、例えば、
０歳及び１歳などの具体的な年齢を表す。フラグは、特定年齢情報が対応付けられている
か否かを表し、特定年齢情報が対応付けられていない場合は「０」となり、特定年齢情報
が対応付けられている場合は「１」となる。データベース構築初期時は、日時情報として
音声情報が取得された日時が保持される。日時情報は、例えば、「２０１３．０５．２７
」のように、年、月及び日で表される。
【００９５】
　図５に戻って、次に、ステップＳ５２において、情報管理部１６は、フラグが１に設定
されているか否かを判断する。ここで、フラグが１に設定されていると判断された場合（
ステップＳ５２でＹＥＳ）、ステップＳ５３の処理に進み、フラグが１に設定されていな
いと判断された場合、すなわち、フラグが０に設定されている場合（ステップＳ５２でＮ
Ｏ）、話者データベース更新処理を終了する。
【００９６】
　次に、ステップＳ５３において、情報管理部１６は、音声情報が取得された日時からの
経過時間（日数及び年数）に応じて、日時情報と特定年齢情報とを更新する。例えば、図
６において、“０００２．ｗａｖ”の音声情報を取得した時点での日時情報が「２０１３
．０５．２７」である場合、２０１３年５月２７日から１年経過後の２０１４年５月２７
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日に特定年齢情報が“１歳”に更新される。
【００９７】
　なお、話者データベース４において構築するデータベースに関してはこの例に限られな
い。フラグが“１”に設定された特定年齢情報と、日時情報とが、蓄積されていればよく
、その他の情報は、データベースとして蓄積（管理）していなくてもよい。例えば、話者
データベース４にて管理する情報から、音声情報が抜けていてもよい。その場合は、音声
情報に関するデータは、別のデータベース（話者識別及び音声認識用の音声データベース
）に話者を特定するＩＤ等と関連付けられて管理されていることが望ましい。
【００９８】
　図４に戻って、次に、ステップＳ６において、情報管理部１６は、話者データベース４
に蓄積された性別情報、年齢範囲情報、及び特定年齢情報に基づいて、話者に提供するサ
ービス情報をサービスデータベース１７から選択する。このとき、情報管理部１６は、特
定年齢情報が記憶されているか否かをフラグの有無により判断してもよい。この場合、特
定年齢情報が記憶されていることを表すフラグが設定されている場合、話者に提供するサ
ービス情報をサービスデータベース１７から選択する。ここで、図５のステップＳ５３に
おいて更新された特定年齢情報の年齢に対応するサービスが存在する場合に、情報管理部
１６は、特定年齢情報の年齢に対応するサービスを選択する。
【００９９】
　図７は、サービスデータベース１７で管理されているサービス情報の構成を示す図であ
る。図７に示すように、サービスデータベース１７は、特定年齢情報及びサービス情報で
構成される。サービスデータベース１７は、特定年齢情報及びサービス情報を対応付けて
記憶する。
【０１００】
　特定年齢情報は、サービスが提供される話者の特定の年齢を表し、例えば、３歳及び６
歳などの具体的な年齢を表す。サービス情報は、対応付けられている特定年齢情報に応じ
て提供されるサービスを表す。例えば、３歳という特定年齢情報には、近隣の幼稚園を紹
介するためのサービス情報が対応付けられており、６歳という特定年齢情報には、ランド
セルを販売する販売店の広告を表すサービス情報が対応付けられている。ここで、図６の
例では、“０００２．ｗａｖ”の音声情報を取得した時点での日時情報「２０１３．０５
．２７」から３年後の２０１６年５月２７日に特定年齢情報が３歳に更新される。情報管
理部１６は、特定年齢情報の更新の時点で、特定年齢情報の年齢に対応するサービス（近
隣幼稚園紹介情報）を選択する。
【０１０１】
　また、サービスデータベース１７は、性別情報及び年齢範囲情報にサービス情報を対応
付けて管理してもよい。例えば、４０歳代の男性の場合は、車の広告を表すサービス情報
が対応付けられ、３０歳代の女性の場合は、化粧品の広告を表すサービス情報が対応付け
られてもよい。ユーザの年齢及び性別に合わせて最適な広告が、サービス情報として選択
される。
【０１０２】
　次に、ステップＳ７において、通信部１５は、情報管理部１６によって選択されたサー
ビス情報をテレビジョン１に送信する。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２に
よって送信されたサービス情報を受信する。
【０１０３】
　次に、ステップＳ８において、テレビジョン１の制御部１２は、受信したサービス情報
を表示部１１に表示する。
【０１０４】
　図８（Ａ）は、テレビジョンの表示部に表示される通常の表示画面の一例を示す図であ
り、図８（Ｂ）は、テレビジョンの表示部に表示されるサービス情報を含む表示画面の一
例を示す図である。
【０１０５】
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　図８（Ａ）に示すように、通常、テレビジョン１の表示部１１は、例えば、テレビコン
テンツ１１１を表示する。そして、図８（Ｂ）に示すように、サーバ１０２からサービス
情報が受信された場合、テレビジョン１の表示部１１は、テレビコンテンツ１１１ととも
に、サービス情報１１２を表示する。このとき、テレビジョン１の表示部１１は、サービ
ス情報１１２を画面の一部に表示し、例えば、周囲、上部又は下部などに表示する。
【０１０６】
　なお、表示部１１は、サービス情報に対応付けられている特定年齢情報のユーザがテレ
ビジョン１の周囲にいると認識された場合に、サービス情報を表示する。なお、テレビジ
ョン１の周囲にユーザがいるか否かの認識は、音声情報を解析することにより行われる。
【０１０７】
　また、表示部１１は、サービス情報に対応付けられている特定年齢情報のユーザの親に
相当するユーザがテレビジョン１の周囲にいると認識された場合に、サービス情報を表示
してもよい。
【０１０８】
　また、表示部１１は、サービス情報の内容に応じて最適なタイミングでサービス情報を
表示してもよい。この場合、サービスデータベース１７は、サービス情報を表示する日時
情報をサービス情報に予め対応付けて記憶する。サービス情報と共に表示する日時情報が
受信され、表示部１１は、日時情報に応じてサービス情報を表示する。
【０１０９】
　また、表示部１１は、ステップＳ６においてサービス情報を選択した際に用いた情報（
例えば特定年齢情報）に対応する音声情報に合致する話者の音声を、マイクロホン２が再
度取得したタイミングで、サービス情報を表示してもよい。これにより、サービス情報を
提示する対象のユーザがテレビジョンの前にいるタイミングでサービス情報を表示できる
ので、サービス情報提示の効果を向上させることができる。
【０１１０】
　また、表示部１１は、表示画面にテレビコンテンツではなく、ＣＭ（コマーシャルメッ
セージ）が表示されている場合に、サービス情報を表示してもよい。
【０１１１】
　さらに、表示部１１は、リモートコントローラによってテレビジョン１が操作される場
合に、サービス情報を表示してもよい。
【０１１２】
　続いて、図４のステップＳ３の音声情報解析処理についてさらに説明する。
【０１１３】
　図９は、図４のステップＳ３の音声情報解析処理について説明するためのフローチャー
トである。
【０１１４】
　まず、ステップＳ２１において、話者識別装置３は、マイクロホン２によって出力され
た音声情報を取得する。
【０１１５】
　次に、ステップＳ２２において、日時情報取得部９は、マイクロホン２によって音声情
報が取得された日時を表す日時情報を取得する。日時情報取得部９は、現在の日時を、マ
イクロホン２によって音声情報が取得された日時として特定する。
【０１１６】
　次に、ステップＳ２３において、性別／年齢範囲情報取得部７は、マイクロホン２によ
って取得された音声情報に基づいて、話者の性別に関する性別情報及び話者の年齢の範囲
に関する年齢範囲情報を取得する。
【０１１７】
　一般的に、年齢差及び性別によって音声情報の基本周波数が異なることが知られている
。例えば、男性の基本周波数は１５０Ｈｚ～５５０Ｈｚの範囲であり、女性の基本周波数
は４００Ｈｚ～７００Ｈｚの範囲であると言われている。そこで、性別／年齢範囲情報取
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得部７は、例えば、取得された音声情報の平均基本周波数が５００Ｈｚ以下である場合、
男性であると判断し、取得された音声情報の平均基本周波数が５００Ｈｚより大きい場合
、女性であると判断する。このように、性別／年齢範囲情報取得部７は、取得された音声
情報の平均基本周波数が所定の値以下である場合、性別が男性であると判断し、取得され
た音声情報の平均基本周波数が所定の値より大きい場合、性別が女性であると判断する。
【０１１８】
　また、性別／年齢範囲情報取得部７は、取得された音声情報の平均基本周波数の値に応
じて話者の大まかな年齢を特定する。たとえは、性別／年齢範囲情報取得部７は、取得さ
れた音声情報の平均基本周波数の値が第１の範囲内であれば、０～１０歳であると判断し
、第１の範囲とは異なる第２の範囲内であれば、１１～１９歳であると判断し、第１及び
第２の範囲とは異なる第３の範囲内であれば、２０～５０歳であると判断し、第１～第３
の範囲とは異なる第４の範囲内であれば、５１～７０歳であると判断し、第１～第４の範
囲とは異なる第５の範囲内であれば、７１歳以上であると判断する。
【０１１９】
　次に、ステップＳ２４において、特定年齢情報取得部８は、マイクロホン２によって取
得された音声情報に基づいて、話者の特定の年齢に関する特定年齢情報を作成する。ここ
で、例えば特定の年齢が０歳として設定されている場合は、特定年齢情報取得部８は、取
得された音声情報の基本周波数が閾値以上変化するか否かを判断し、基本周波数が閾値以
上変化すると判断した場合、話者の特定の年齢を０歳であると決定し、基本周波数が閾値
以上変化しないと判断した場合、話者の特定の年齢を決定しない。特定年齢情報取得部８
は、決定した特定の年齢を表す特定年齢情報を作成する。
【０１２０】
　なお、例えば、特定の年齢が０歳として設定されている場合に、ステップＳ２３にて性
別／年齢範囲情報取得部７が取得した音声情報の平均基本周波数の値を第１の範囲以外の
範囲として判断した場合は、ステップＳ２４の処理を省略してもよい。
【０１２１】
　次に、ステップＳ２５において、特定年齢情報取得部８は、特定年齢情報が取得された
か否かを判断する。ここで、特定年齢情報が取得されていないと判断された場合（ステッ
プＳ２５でＮＯ）、ステップＳ２７の処理へ移行する。
【０１２２】
　一方、特定年齢情報が取得されたと判断された場合（ステップＳ２５でＹＥＳ）、ステ
ップＳ２６において、特定年齢情報取得部８は、特定年齢情報が取得されたことを示すフ
ラグを設定する。
【０１２３】
　次に、ステップＳ２７において、通信部１０は、性別／年齢範囲情報取得部７によって
取得された性別情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって取得された年齢範囲情報、特
定年齢情報取得部８によって取得された特定年齢情報、特定年齢情報取得部８によって設
定されたフラグ、及び日時情報取得部９によって取得された日時情報を対応付けた話者情
報を作成する。
【０１２４】
　なお、音声情報解析処理は、所定の時間間隔で行われ、最新の話者情報を話者データベ
ース４に記憶するのが好ましい。このとき、情報管理部１６は、新たに取得した話者情報
に含まれる音声情報と、既に話者データベース４に記憶されている音声情報とを比較し、
音声情報が一致する話者情報を最新の話者情報に更新する。また、音声情報解析処理は、
１日毎、３日毎又は１週間毎などの短い時間間隔で行うことが好ましい。例えば、１年毎
に音声情報解析処理が行われる場合、取得した音声情報が、既に話者データベース４に記
憶されている音声情報と異なると判断される可能性がある。そのため、比較的短い時間間
隔で話者情報を更新することにより、正確な話者情報を話者データベース４に記憶するこ
とができる。
【０１２５】
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　また、話者データベース４の話者情報が更新される場合、日時情報は、最新の音声情報
が取得された日時であってもよいが、最初に音声情報が取得された日時であってもよい。
【０１２６】
　また、情報管理部１６は、話者データベース４に記憶されている話者情報が所定の期間
更新されない場合、当該話者情報を削除してもよい。これにより、家族構成の変化に対応
することができるとともに、家族以外の人の話者情報が話者データベース４に記憶される
のを防止することができる。
【０１２７】
　このように、本実施の形態では、サーバ１０２の情報管理部１６は、蓄積され、更新さ
れた特定年齢情報によって特定される年齢が所定の年齢になった場合、特定年齢情報によ
って特定される年齢に応じたサービスを提供する。サービスは、例えば、特定の年齢に応
じた広告情報の配信である。すなわち、情報管理部１６は、蓄積され、更新された特定年
齢情報によって特定される年齢が所定の年齢になった場合、特定年齢情報によって特定さ
れる年齢に応じた広告情報を選択し、選択された広告情報をテレビジョン１に送信する。
【０１２８】
　また、情報管理部１６は、ユーザが発話した音声情報の中に、予め登録されている所定
の単語が検知された場合、所定の単語によって特定される年齢に応じたサービスを提供し
てもよい。サービスは、例えば、特定の年齢に応じた広告情報の配信である。
【０１２９】
　このとき、話者識別装置３は、マイクロホン２によって取得された音声情報を解析して
文字データに変換し、変換した文字データの中から、予め登録されている所定の単語を検
知する単語検知部をさらに備えてもよい。所定の単語は、話者識別装置３が備えるメモリ
内に予め記憶されている。単語検知部は、変換した文字データの中から、予め登録されて
いる所定の単語が検知された場合、当該検知された単語を通信部１０へ出力する。通信部
１０は、性別／年齢範囲情報取得部７によって取得された性別情報、性別／年齢範囲情報
取得部７によって取得された年齢範囲情報、特定年齢情報取得部８によって取得された特
定年齢情報、特定年齢情報取得部８によって設定されたフラグ、日時情報取得部９によっ
て取得された日時情報、及び単語検知部によって検知された所定の単語を対応付けた話者
情報を作成してサーバ１０２へ送信する。サーバ１０２の情報管理部１６は、受信した話
者情報に含まれる所定の単語に応じたサービスを提供する。サービスは、例えば、所定の
単語に応じた広告情報の配信である。サービスデータベース１７は、複数の単語と、各単
語に応じたサービス情報（広告情報）とを対応付けて記憶している。
【０１３０】
　例えば、予め登録されている「入学式」という単語が検知された場合、「入学式」とい
う単語に応じた広告情報がテレビジョン１に送信される。
【０１３１】
　このように、マイクロホン２によって取得された音声情報が解析されて文字データに変
換され、変換された文字データの中に予め登録されている所定の単語が検知され、検知さ
れた所定の単語に応じた広告情報が配信されてもよい。
【０１３２】
　また、情報管理部１６は、特定の話者による特定の発話が検知された場合、特定の話者
による特定の発話に応じたサービスを提供してもよい。
【０１３３】
　上述したように、特定年齢情報取得部８は、予め測定時間間隔と基本周波数変化の閾値
とを定めておき、自己相関を用いて基本周波数を測定し、測定した基本周波数が閾値以上
変化するか否かを判断することにより、幼児の泣き声を検知することができる。特定年齢
情報取得部８は、測定した基本周波数が閾値以上変化すると判断した場合、話者が０歳の
乳児であり、発話が泣き声であると判断する。通信部１０は、性別／年齢範囲情報取得部
７によって取得された性別情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって取得された年齢範
囲情報、特定年齢情報取得部８によって取得された特定年齢情報、特定年齢情報取得部８
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によって設定されたフラグ、日時情報取得部９によって取得された日時情報、及び特定年
齢情報取得部８によって乳児による泣き声が検知されたことを示す情報を対応付けた話者
情報を作成してサーバ１０２へ送信する。サーバ１０２の情報管理部１６は、受信した話
者情報に乳児による泣き声が検知されたことを示す情報が含まれている場合、乳児による
泣き声に応じたサービスを提供する。
【０１３４】
　なお、単に、乳児の泣き声が検知された場合に、サービスが提供されるのではなく、乳
児の泣き声が所定時間以上検知された場合に、サービスが提供されてもよい。例えば、乳
児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、子育てをサポートするた
めの情報を選択し、通信部１５は、子育てをサポートするための情報をテレビジョン１へ
送信してもよい。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２によって送信された子育
てをサポートするための情報を受信し、表示部１１は、受信した子育てをサポートするた
めの情報を表示する。
【０１３５】
　また、例えば、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、乳児
が泣き止むような映像を選択し、通信部１５は、乳児が泣き止むような映像をテレビジョ
ン１へ送信してもよい。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２によって送信され
た乳児が泣き止むような映像を受信し、表示部１１は、受信した乳児が泣き止むような映
像を表示する。
【０１３６】
　また、例えば、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、乳児
の親が予め登録しているＳＮＳ（ソーシャル　ネットワーキング　サービス）のウェブサ
イトを表示するための指示を選択し、通信部１５は、ＳＮＳのウェブサイトを表示するた
めの指示をテレビジョン１へ送信してもよい。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１
０２によって送信されたＳＮＳのウェブサイトを表示するための指示を受信し、表示部１
１は、ＳＮＳのウェブサイトを表示する。
【０１３７】
　また、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、所定の機器が動作されてもよい。
例えば、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、エアコン又は
扇風機を動作させるための指示を選択し、通信部１５は、エアコン又は扇風機を動作させ
るための指示を、乳児の泣き声が検知された家庭に配置されているエアコン又は扇風機へ
送信してもよい。エアコン又は扇風機は、サーバ１０２によって送信されたエアコン又は
扇風機を動作させるための指示を受信し、受信した指示に応じて動作させる。なお、エア
コンを動作させるための指示は、例えば、エアコンの設定温度の変更指示、エアコンの起
動指示、又はエアコンの停止指示等を含む。また、扇風機を動作させるための指示は、例
えば、扇風機の起動指示、又は扇風機の停止指示等を含む。
【０１３８】
　また、例えば、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、乳児
用の玩具を起動させるための指示を選択し、通信部１５は、乳児用の玩具を起動させるた
めの指示を、乳児の泣き声が検知された家庭に配置されている乳児用の玩具へ送信しても
よい。乳児用の玩具は、サーバ１０２によって送信された乳児用の玩具を起動させるため
の指示を受信し、受信した指示に応じて起動させる。
【０１３９】
　また、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、乳児が泣いていることを通知する
ための通知情報が所定の表示端末に送信されてもよい。例えば、乳児の泣き声が所定時間
以上検知された場合、情報管理部１６は、乳児が泣いていることを通知するための通知情
報を選択し、通信部１５は、乳児が泣いていることを通知するための通知情報をテレビジ
ョン１へ送信してもよい。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２によって送信さ
れた乳児が泣いていることを通知するための通知情報を受信し、表示部１１は、受信した
乳児が泣いていることを通知するための通知情報を表示する。
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【０１４０】
　なお、通信部１５は、乳児が泣いていることを通知するための通知情報を、乳児の親が
所有する携帯端末へ送信してもよい。携帯端末は、例えば、スマートフォン、タブレット
型コンピュータ、又は携帯電話機などを含む。また、例えばメールアドレス又はＩＰアド
レス等の携帯端末を特定するための情報は、話者データベースに記憶される。
【０１４１】
　図１０は、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、携帯端末に表示される表示画
面の一例を示す図である。
【０１４２】
　図１０に示すように、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、乳児の親が所有す
る携帯端末２１の表示画面２１１には、「赤ちゃんが泣いています」と表示されている。
このように、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、乳児が泣いていることが、乳
児の親が所有する携帯端末２１に通知されるので、乳児の親は、乳児が泣いていることを
知ることができる。
【０１４３】
　また、サーバ１０２は、各家庭に設置されているエアコンから設定温度をログ情報とし
て取得し、取得したログ情報を家庭毎にデータベースに記憶してもよい。また、サーバ１
０２は、各家庭の住所又は緯度経度を示す位置情報をデータベースに記憶してもよい。例
えば、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、乳児の泣き声が
検知された家庭に設置されているエアコンの設定温度を取得するとともに、乳児の泣き声
が検知された家庭の近傍であり、同じ月齢の乳児がいる他の家庭に設置されているエアコ
ンの設定温度を取得する。情報管理部１６は、取得した２つの設定温度を比較し、２つの
設定温度が異なっている場合、取得した他の家庭の設定温度を示す情報をテレビジョン１
へ送信する。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２によって送信された他の家庭
の設定温度を示す情報を受信し、表示部１１は、受信した他の家庭の設定温度を示す情報
を表示する。
【０１４４】
　例えば、乳児の泣き声が検知された家庭に設置されているエアコンの設定温度が２８度
であり、乳児の泣き声が検知された家庭の近傍であり、同じ月齢の乳児がいる他の家庭に
設置されているエアコンの設定温度が２６度である場合、表示部１１の表示画面には、「
近所の３ヶ月の赤ちゃんのいる家庭の設定温度は２６度です」と表示される。
【０１４５】
　なお、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理部１６は、乳児の泣き声
が検知された家庭から所定の範囲内であり、同じ月齢の乳児がいる複数の他の家庭に設置
されているエアコンの設定温度を取得し、取得した複数の設定温度の平均温度を算出し、
算出した平均温度を示す情報をテレビジョン１へ送信してもよい。
【０１４６】
　また、サーバ１０２は、各家庭に設置されているテレビジョンから、ユーザによって視
聴された番組に関する情報をログ情報として取得し、取得したログ情報を家庭毎にデータ
ベースに記憶してもよい。また、サーバ１０２は、各家庭の住所又は位置情報をデータベ
ースに記憶してもよい。例えば、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合、情報管理
部１６は、乳児の泣き声が検知された家庭の近傍であり、同じ月齢の乳児がいる他の家庭
に設置されているテレビジョンで視聴されている番組に関する情報を取得する。通信部１
５は、取得した番組に関する情報をテレビジョン１へ送信する。テレビジョン１の通信部
１３は、サーバ１０２によって送信された他の家庭に設置されているテレビジョンで視聴
されている番組に関する情報を受信し、表示部１１は、受信した他の家庭に設置されてい
るテレビジョンで視聴されている番組に関する情報を表示する。
【０１４７】
　これにより、乳児の泣き声が検知された家庭の近傍であり、同じ月齢の乳児がいる他の
家庭で視聴されている番組が通知されるので、乳児が興味を持つような番組をテレビジョ
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ンに表示することにより、乳児を泣き止ませることができる。
【０１４８】
　また、情報管理部１６は、乳児の泣き声が所定時間以上検知された回数を計数し、計数
した回数を母親のストレス度として算出してもよい。情報管理部１６は、日単位でストレ
ス度を算出し、グラフ化してもよい。通信部１５は、グラフ化したストレス度に関する情
報をテレビジョン１へ送信する。テレビジョン１の通信部１３は、サーバ１０２によって
送信されたグラフ化したストレス度に関する情報を受信し、表示部１１は、受信したグラ
フ化したストレス度に関する情報を表示する。
【０１４９】
　なお、通信部１５は、グラフ化したストレス度に関する情報を、父親が所有する携帯端
末へ送信してもよい。
【０１５０】
　なお、上記の各例では、乳児の泣き声が所定時間以上検知された場合について説明して
いるが、本発明は特にこれに限定されず、所定のレベル以上の乳児の泣き声が検知された
場合についても、上記と同様の処理が行われてもよい。
【０１５１】
　また、上記の例では乳児の泣き声を検出した際に機器を制御する例を記載したが、乳児
のみに限らず、幼児の泣き声を検出した際に対応する機器を制御してもよい。幼児の泣き
声は予め話者データベース４などによって保持されていることが望ましい。これにより、
泣き声を発した幼児の嗜好に合わせた機器（玩具）の制御又はや表示装置へのコンテンツ
出力を行うことができる。
【０１５２】
　また、本実施の形態において、情報管理部１６は、乳児の泣き声が検知されたことをト
リガに、乳児の泣き声のみを蓄積するデータベースを構築してもよい。
【０１５３】
　図１１は、乳児の泣き声を蓄積するデータベースの一例を示す図である。図１１に示す
ように、データベースは、ユーザＩＤ、日時情報、音圧レベル及び音声情報を対応付けて
記憶する。ユーザＩＤは、ユーザを識別するための情報である。日時情報は、音声情報が
取得された時刻を示す情報である。音圧レベルは、取得された音声情報の音圧レベルを示
す情報であり、音声情報の取得時に測定される。音声情報は、音声信号のスペクトル又は
周波数等によりデータ化された情報であり、例えばｗａｖ形式ファイルで記憶される。音
声情報は、乳児の泣き声のみを示す。なお、データベースは、泣き声が検知された時間を
さらに記憶してもよい。
【０１５４】
　情報管理部１６は、検知された泣き声を示す音声情報と、当該音声情報が取得された時
刻とを関連付けて蓄積する。
【０１５５】
　このように、乳児の泣き声のログ情報に基づいて乳児の健康状態を把握することができ
る。
【０１５６】
　また、話者識別装置３は、話者の特別な音声、例えば話者の咳を検知し、情報管理部１
６は、検知された咳を示す音声情報と、当該音声情報が取得された時刻とを関連付けてデ
ータベースに蓄積してもよい。
【０１５７】
　以上、実施の形態１の話者識別システムによれば、ユーザに初期登録操作をさせること
なく、詳細な年齢を把握し、年齢に適合した最適なサービスを提供することができる。
【０１５８】
　続いて、本発明の実施の形態１の第１の変形例における話者識別システムについて説明
する。
【０１５９】
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　図１２は、本発明の実施の形態１の第１の変形例における話者識別システムの詳細な構
成を示すブロック図である。なお、図２に示す話者識別システム１００と同じ構成につい
ては、同じ符号を付し、説明を省略する。図２に示す話者識別システム１００との相違点
は、テレビジョン１が、マイクロホン２と話者識別装置３との機能を有している点である
。
【０１６０】
　図１２に示す話者識別システム１００ａは、テレビジョン１及びサーバ１０２を備える
。
【０１６１】
　テレビジョン１は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と互いに通信可能に接続され
ている。テレビジョン１は、表示部１１、制御部１２、通信部１３、マイクロホン２及び
話者識別部３１を備える。話者識別部３１は、性別／年齢範囲情報取得部７、特定年齢情
報取得部８及び日時情報取得部９を備える。
【０１６２】
　通信部１３は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と情報を送受信する。通信部１３
は、マイクロホン２によって取得された音声情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって
取得された性別情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって取得された年齢範囲情報、特
定年齢情報取得部８によって取得された特定年齢情報、及び日時情報取得部９によって取
得された日時情報を対応付けた話者情報をサーバ１０２へ送信する。
【０１６３】
　通信部１５は、ネットワーク５を介してテレビジョン１と情報を送受信する。通信部１
５は、テレビジョン１によって送信された話者情報を受信する。
【０１６４】
　続いて、本発明の実施の形態１の第１の変形例における話者識別システム１００ａの動
作について説明する。
【０１６５】
　図１３は、本発明の実施の形態１の第１の変形例における話者識別システムの処理の流
れを示すシーケンス図である。
【０１６６】
　まず、ステップＳ３１において、テレビジョン１のマイクロホン２は、話者の音声情報
を取得する。マイクロホン２は、取得した音声情報を話者識別部３１に出力する。
【０１６７】
　次に、ステップＳ３２において、テレビジョン１の話者識別部３１は、マイクロホン２
によって取得された音声情報を解析する音声情報解析処理を行う。話者識別部３１は、音
声情報解析処理によって話者情報を作成する。なお、音声情報解析処理については、図９
を用いて上述した通りである。
【０１６８】
　次に、ステップＳ３３において、テレビジョン１の通信部１３は、話者識別部３１によ
って作成された話者情報をサーバ１０２へ送信する。サーバ１０２の通信部１５は、テレ
ビジョン１によって送信された話者情報を受信する。
【０１６９】
　なお、ステップＳ３４～Ｓ３７の処理は、図４に示すステップＳ５～Ｓ８の処理と同じ
であるので、説明を省略する。
【０１７０】
　続いて、本発明の実施の形態１の第２の変形例における話者識別システムについて説明
する。
【０１７１】
　図１４は、本発明の実施の形態１の第２の変形例における話者識別システムの詳細な構
成を示すブロック図である。なお、図２に示す話者識別システム１００と同じ構成につい
ては、同じ符号を付し、説明を省略する。図２に示す話者識別システム１００との相違点
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は、テレビジョン１がマイクロホン２の機能を有し、サーバ１０２が話者識別装置３の機
能を有している点である。
【０１７２】
　図１４に示す話者識別システム１００ｂは、テレビジョン１及びサーバ１０２を備える
。
【０１７３】
　テレビジョン１は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と互いに通信可能に接続され
ている。テレビジョン１は、表示部１１、制御部１２、通信部１３及びマイクロホン２を
備える。
【０１７４】
　通信部１３は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と情報を送受信する。通信部１３
は、マイクロホン２によって取得された音声情報をサーバ１０２へ送信する。
【０１７５】
　サーバ１０２は、通信部１５、情報管理部１６、話者データベース４、サービスデータ
ベース１７及び話者識別部３１を備える。
【０１７６】
　話者識別部３１は、性別／年齢範囲情報取得部７、特定年齢情報取得部８及び日時情報
取得部９を備える。
【０１７７】
　通信部１５は、ネットワーク５を介してテレビジョン１と情報を送受信する。通信部１
５は、テレビジョン１によって送信された音声情報を受信する。性別／年齢範囲情報取得
部７、特定年齢情報取得部８及び日時情報取得部９は、通信部１５によって受信された音
声情報を用いる。
【０１７８】
　話者識別部３１は、性別／年齢範囲情報取得部７、特定年齢情報取得部８及び日時情報
取得部９を備える。マイクロホン２によって取得された音声情報、性別／年齢範囲情報取
得部７によって取得された性別情報、性別／年齢範囲情報取得部７によって取得された年
齢範囲情報、特定年齢情報取得部８によって取得された特定年齢情報、及び日時情報取得
部９によって取得された日時情報を対応付けた話者情報は、情報管理部１６へ出力される
。
【０１７９】
　続いて、本発明の実施の形態１の第２の変形例における話者識別システム１００ｂの動
作について説明する。
【０１８０】
　図１５は、本発明の実施の形態１の第２の変形例における話者識別システムの処理の流
れを示すシーケンス図である。
【０１８１】
　まず、ステップＳ４１において、テレビジョン１のマイクロホン２は、話者の音声情報
を取得する。
【０１８２】
　次に、ステップＳ４２において、テレビジョン１の通信部１３は、マイクロホン２によ
って取得された音声情報をサーバ１０２へ送信する。サーバ１０２の通信部１５は、テレ
ビジョン１によって送信された音声情報を受信する。
【０１８３】
　次に、ステップＳ４３において、テレビジョン１の話者識別部３１は、通信部１５によ
って受信された音声情報を解析する音声情報解析処理を行う。話者識別部３１は、音声情
報解析処理によって話者情報を作成する。なお、音声情報解析処理については、図９を用
いて上述した通りである。
【０１８４】
　なお、ステップＳ４４～Ｓ４７の処理は、図４に示すステップＳ５～Ｓ８の処理と同じ
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であるので、説明を省略する。
【０１８５】
　続いて、本発明の実施の形態１の第３の変形例における話者識別システムについて説明
する。
【０１８６】
　図１６は、本発明の実施の形態１の第３の変形例における話者識別システムの詳細な構
成を示すブロック図である。なお、図１４に示す話者識別システム１００ｂと同じ構成に
ついては、同じ符号を付し、説明を省略する。図１４に示す話者識別システム１００ｂと
の相違点は、話者識別システム１００ｃが複数のテレビジョン１ａ～１ｄを備え、サーバ
１０２が特定の年齢の複数の話者の音声情報を記憶する特定年齢音声データベース１８を
備える点である。
【０１８７】
　図１６に示す話者識別システム１００ｃは、第１のテレビジョン１ａ、第２のテレビジ
ョン１ｂ、第３のテレビジョン１ｃ、第４のテレビジョン１ｄ及びサーバ１０２を備える
。
【０１８８】
　第１のテレビジョン１ａ、第２のテレビジョン１ｂ、第３のテレビジョン１ｃ及び第４
のテレビジョン１ｄは、それぞれ異なる家庭に配置されている。第１のテレビジョン１ａ
は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と互いに通信可能に接続されている。第１のテ
レビジョン１ａは、表示部１１、制御部１２、通信部１３及びマイクロホン２を備える。
なお、第２のテレビジョン１ｂ、第３のテレビジョン１ｃ及び第４のテレビジョン１ｄの
構成は、第１のテレビジョン１ａの構成と同じである。また、本実施の形態１の第３の変
形例では、話者識別システム１００ｃは、４つのテレビジョンを備えているが、本発明は
特にこれに限定されず、２つ、３つ又は５つ以上のテレビジョンを備えてもよい。
【０１８９】
　サーバ１０２は、通信部１５、情報管理部１６、話者データベース４、サービスデータ
ベース１７、話者識別部３１及び特定年齢音声データベース１８を備える。
【０１９０】
　特定年齢音声データベース１８は、特定の年齢の複数の話者の音声情報を記憶する。特
定年齢情報取得部８は、取得した特定年齢情報と、マイクロホン２によって取得された音
声情報とを対応付けて特定年齢音声データベース１８に記憶する。また、特定年齢情報取
得部８は、特定年齢音声データベース１８に記憶されている複数の音声情報を用いて特定
の年齢毎の音響モデルを作成してもよい。そして、特定年齢情報取得部８は、マイクロホ
ン２によって取得された音声情報と、作成した音響モデルとを比較することにより、特定
の年齢を判断してもよい。
【０１９１】
　なお、情報管理部１６は、話者データベース４に新規に話者情報を記憶する場合、当該
話者情報が所定期間（例えば、１週間）の間にわたって検出された場合に、話者データベ
ース４に記憶してもよい。これにより、一時的な来客者の音声などを、固定的な家族構成
として誤識別してしまうことを回避することができる。
【０１９２】
　また、本実施の形態では、マイクロホンを備える機器、すなわち音声情報を取得する機
器がテレビジョンであり、表示部を備える機器、すなわち情報を表示する機器がテレビジ
ョンであるが、本発明は特にこれに限定されない。音声情報を取得する機器がテレビジョ
ンであり、情報を表示する機器が携帯端末（例えば、スマートフォン、タブレット型コン
ピュータ、又は携帯電話機）であってもよい。また、音声情報を取得する機器が携帯端末
であり、情報を表示する機器がテレビジョンであってもよい。また、音声情報を取得する
機器が携帯端末であり、情報を表示する機器が携帯端末であってもよい。
【０１９３】
　（実施の形態２）
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　図１７は、本発明の実施の形態２における話者識別システムの詳細な構成を示すブロッ
ク図である。なお、図２に示す話者識別システム１００と同じ構成については、同じ符号
を付し、説明を省略する。図２に示す話者識別システム１００との相違点は、テレビジョ
ン１が入力受付部１９を備える点である。
【０１９４】
　図１７に示す話者識別システム２００は、テレビジョン１、マイクロホン２、話者識別
装置３及びサーバ１０２を備える。テレビジョン１、マイクロホン２及び話者識別装置３
は、同一の住居内に配置される。宅内装置１０１は、テレビジョン１、マイクロホン２及
び話者識別装置３で構成される。
【０１９５】
　テレビジョン１は、ネットワーク５を介してサーバ１０２と互いに通信可能に接続され
ている。テレビジョン１は、表示部１１、制御部１２、通信部１３及び入力受付部１９を
備える。
【０１９６】
　制御部１２は、特定年齢情報取得部８によってマイクロホン２で取得された音声情報の
話者が０歳の乳児であると判断された場合、ユーザにユーザ情報の入力を促すユーザ情報
入力画面を表示するように表示部１１を制御する。
【０１９７】
　入力受付部１９は、表示部１１にユーザ情報入力画面が表示された場合、ユーザによる
情報の入力を受け付ける。入力受付部１９によりユーザからの入力を受け付ける方法は、
特に限定されない。入力受付部１９は、例えば、リモートコントローラ、又は装置本体に
備えられている操作ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などにより入力を受け付ける
。
【０１９８】
　図１８は、特定年齢情報取得部によって特定の年齢が検知された場合に、ユーザにユー
ザ情報の入力を促すユーザ情報入力画面の一例を示す図である。
【０１９９】
　特定年齢情報取得部８によってマイクロホン２で取得された音声情報の話者が０歳の乳
児であると判断された場合、表示部１１は、ユーザにユーザ情報の入力を促すユーザ情報
入力画面１１３を表示する。ユーザ情報入力画面１１３では、新規に検出された話者の名
前、生年月日、及び性別の入力が受け付けられる。
【０２００】
　入力受付部１９は、ユーザ情報入力画面１１３に対するユーザの入力を受け付ける。こ
こで、入力受付部１９によって話者の名前、生年月日、及び性別の入力が受け付けられた
場合、音声情報、性別情報、年齢範囲情報、特定年齢情報及び日時情報とともにサーバ１
０２に送信され、話者データベース４に記憶される。
【０２０１】
　なお、表示部１１は、所定の期間以上連続して特定年齢情報取得部８によって音声情報
の話者が０歳の乳児であると判断された場合、ユーザ情報入力画面１１３を表示してもよ
い。
【０２０２】
　また、制御部１２は、特定年齢情報取得部８によって音声情報の話者が０歳の乳児であ
ると判断された場合、特定年齢情報取得部８によって判断された特定年齢のユーザが話者
データベース４に既に登録されているか否かを判断してもよい。そして、制御部１２は、
特定年齢情報取得部８によって判断された特定年齢のユーザが話者データベース４に登録
されていない場合に、ユーザ情報入力画面１１３を表示するよう表示部１１を制御しても
よい。
【０２０３】
　さらに、表示部１１は、特定年齢情報取得部８によって所定の単語が検知された場合に
、当該検知された単語に応じた内容のユーザ情報入力画面を表示してもよい。
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　図１９は、特定年齢情報取得部によって所定の単語が検知された場合に、ユーザにユー
ザ情報の入力を促すユーザ情報入力画面の一例を示す図である。
【０２０５】
　特定年齢情報取得部８によってマイクロホン２で取得された音声情報を解析した結果、
予め登録されている所定の単語が検出された場合、制御部１２は、ユーザにユーザ情報の
入力を促すユーザ情報入力画面１１４を表示するよう表示部１１を制御する。ユーザ情報
入力画面１１４では、所定の単語が検出された話者の名前、年齢、及び性別の入力が受け
付けられる。
【０２０６】
　例えば、図１９に示すユーザ情報入力画面１１４は、予め登録されている「入学式」と
いう単語が特定年齢情報取得部８によって検出された場合に表示されるユーザ情報入力画
面である。なお、テレビジョン１は、予め登録された単語に応じたユーザ情報入力画面を
記憶している。
【０２０７】
　入力受付部１９は、ユーザ情報入力画面１１４に対するユーザの入力を受け付ける。こ
こで、入力受付部１９によって話者の名前、年齢、及び性別の入力が受け付けられた場合
、音声情報、性別情報、年齢範囲情報、特定年齢情報及び日時情報とともにサーバ１０２
に送信され、話者データベース４に記憶される。
【０２０８】
　なお、表示部１１は、所定の期間以上連続して特定年齢情報取得部８によって所定の単
語が検出された場合、ユーザ情報入力画面１１３を表示してもよい。
【０２０９】
　また、本実施の形態２において、制御部１２は、マイクロホン２によって取得された音
声情報に基づいて取得された性別情報、年齢範囲情報及び特定年齢情報を表示部１１に表
示するように制御し、入力受付部１９は性別情報、年齢範囲情報及び特定年齢情報の、ユ
ーザによる修正を受け付けてもよい。すなわち、入力受付部１９は、特定年齢情報取得部
８によって特定年齢情報が取得された場合、取得された特定年齢情報を表示すると共に、
特定年齢情報の修正を受け付けてもよい。
【０２１０】
　また、実施の形態２の話者識別システム２００は、実施の形態１の第１～第３の変形例
の話者識別システム１００ａ，１００ｂ，１００ｃの構成を適用してもよい。
【０２１１】
　以上、実施の形態２の話者識別システム２００によれば、実施の形態１と異なり、情報
を入力することに対する抵抗感を低減しつつユーザへの情報入力を促すことで、より正確
な年齢を取得することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　本発明に係る話者識別方法及び話者識別システムは、話者のより正確な年齢を取得する
ことができるとともに、話者の現在の年齢に応じたサービスを提供することができ、話者
を識別する話者識別方法及び話者識別システムに有用である。
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