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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル装置内のプロセッサにより、会話信号を含む音声データにアクセスするステッ
プであって、前記音声データが前記モバイル装置のマイクロフォンを用いて生成されるス
テップと、
　前記プロセッサにより、前記モバイル装置のユーザのコンテキストを推測するステップ
であって、前記コンテキストは前記モバイル装置の現在の状態に基づくステップと、
　前記プロセッサにより、推測した前記コンテキストに少なくとも部分的に基づいてソー
シャル・グラフを特定するステップであって、前記ソーシャル・グラフは潜在的な話者の
リストを含むステップと、
　前記プロセッサにより、前記会話信号に音声的に寄与したと判定される話者を特定する
ステップであって、話者の特定は特定された前記ソーシャル・グラフに少なくとも部分的
に基づくステップと、
　を含む、話者を特定するための方法。
【請求項２】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記ユーザの位置に少なくとも部分
的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル装置が受信したＧＰＳ、ＷｉＦｉまたはセルラ信号に少なくとも部分的に
基づいて前記ユーザの位置を決定するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記ユーザの環境に少なくとも部分
的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル装置により受信したＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）または音声信号に少
なくとも部分的に基づいて前記環境を決定するステップをさらに含む、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記ユーザの活動に少なくとも部分
的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記モバイル装置の前記マイクロフォンが捕捉した動きセンサ・データ、光センサ・デ
ータ、または音声信号に少なくとも部分的に基づいて前記活動を決定するステップをさら
に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記モバイル装置に関連付けられた
、電子メール・データ、テキスト・メッセージ・データ、カレンダ・データ、ソーシャル
・ネットワーク・データおよび連絡先リストデータのうち１つまたは複数に少なくとも部
分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記モバイル装置の通話状態および
／または最新の通話の詳細少なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記モバイル装置で積極的にまたは
非積極的に使用されているアプリケーションに少なくとも部分的に基づく、請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザのコンテキストを推測するステップは、前記音声データを収集した時刻に少
なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記音声データは、話された単語が前記音声データから再構築できないようにプライバ
シ・センシティブな方法で抽出された音声部分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　複数のソーシャル・グラフを格納するステップであって、前記複数のソーシャル・グラ
フの各々は異なるコンテキストに関連付けられるステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１４】
　複数の会話モデルを格納するステップであって、各会話モデルは潜在的な話者に関連付
けられるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　複数の会話モデルを格納するステップであって、各会話モデルは潜在的な話者に関連付
けられるステップと、
　アクセスされた前記音声データを処理するステップと、
　処理した前記音声データを前記複数の会話モデルのサブセットと比較するステップであ
って、前記サブセットは、特定された前記ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に基づ
いて決定されるステップと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　１つまたは複数のコンテキストに対してソーシャル・グラフを生成するステップであっ
て、前記ソーシャル・グラフの生成は、ユーザ位置データ、カレンダ・データ、電子メー
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ル・データ、およびソーシャル・ネットワーク・データのうち１つまたは複数に少なくと
も部分的に基づくステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　特定した前記ソーシャル・グラフは、特定した前記ソーシャル・グラフの１つまたは複
数の枝に対する枝重み付けを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　枝ごとの前記枝重み付けは、前記枝に関連付けられた人との対話に前記ユーザが費やし
た時間の部分に対応する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ソーシャル・グラフを特定する前に、
　トレーニング音声データにアクセスするステップであって、前記音声データは複数のコ
ンテキストに対応するステップと、
　アクセスした前記音声データをクラスタ化するステップと、
　アクセスした前記トレーニング音声データに基づいて複数のソーシャル・グラフを生成
するステップと、
　をさらに含み、
　生成した前記ソーシャル・グラフは前記複数のソーシャル・グラフのうち１つを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　複数の潜在的なコンテキストを、クラスタ化アルゴリズムの実行に少なくとも部分的に
基づいて定義するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記話者を特定するステップは、前記話者の名前を特定するステップを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項２２】
　モバイル装置を備えた、話者を特定するための装置であって、前記装置は、
　　会話信号を含む音声信号を受信し、受信した前記音声信号を無線信号に変換するよう
に構成されたマイクロフォンと、
　　前記無線信号を送信するように構成された送信器と、
　　　音声データを前記マイクロフォンから捕捉し、
　　　前記モバイル装置のユーザのコンテキストを推測し、
　　　推測した前記コンテキストに少なくとも部分的に基づいて、潜在的な話者のリスト
を含むソーシャル・グラフを特定し、
　　　特定された前記ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に基づいて、前記会話信号
に音声的に寄与したと判定される話者を特定する
　　ように構成された１つまたは複数のプロセッサと、
　を備えたモバイル装置を備え、
　前記コンテキストは前記モバイル装置の現在の状態に基づく、
装置。
【請求項２３】
　リモート・サーバが前記１つまたは複数のプロセッサのうち少なくとも１つを含む、請
求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記モバイル装置は、前記１つまたは複数のプロセッサの全てを含む、請求項２２に記
載の装置。
【請求項２５】
　前記モバイル装置はディスプレイを備え、前記１つまたは複数のプロセッサはさらに、
前記話者の特定結果を前記ディスプレイに提供するように構成された、請求項２２に記載
の装置。
【請求項２６】
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　会話信号を含む音声データにアクセスするステップであって、前記音声データがモバイ
ル装置のマイクロフォンを用いて生成されるステップと、
　前記モバイル装置のユーザのコンテキストを推測するステップであって、前記コンテキ
ストは前記モバイル装置の現在の状態に基づくステップと、
　推測した前記コンテキストに少なくとも部分的に基づいてソーシャル・グラフを特定す
るステップであって、前記ソーシャル・グラフは潜在的な話者のリストを含むステップと
、
　前記会話信号に音声的に寄与したと判定される話者を特定するステップであって、話者
の特定は特定された前記ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に基づくステップと、
　を実行させるプログラムを含む、コンピュータ読取可能媒体。
【請求項２７】
　前記プログラムはさらに、アクセスされた前記音声データを特徴空間に変換するステッ
プを実行させる、請求項２６に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項２８】
　前記プログラムはさらに、複数のソーシャル・グラフを格納するステップであって、前
記複数のソーシャル・グラフは異なるコンテキストに関連付けられるステップを実行させ
る、請求項２６に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項２９】
　前記プログラムはさらに、
　複数の会話モデルを格納するステップであって、各会話モデルは潜在的な話者に関連付
けられるステップと、
　アクセスされた前記音声データを処理するステップと、
　処理した前記音声データを前記複数の会話モデルのサブセットと比較するステップであ
って、前記サブセットは、特定された前記ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に基づ
いて決定されるステップと、
　を実行させる、請求項２６に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３０】
　会話信号を含む音声データにアクセスする手段と、
　コンテキストを推測する手段であって、前記コンテキストはモバイル装置の現在の状態
に基づく手段と、
　推測した前記コンテキストに少なくとも部分的に基づいてソーシャル・グラフを特定す
る手段であって、前記ソーシャル・グラフは潜在的な話者のリストを含む手段と、
　前記会話信号に音声的に寄与したと判定される話者を特定する手段であって、話者の特
定は特定された前記ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に基づく手段と、
　を備えた、話者を特定するためのシステム。
【請求項３１】
　ユーザ位置データ、カレンダ・データ、電子メール・データ、およびソーシャル・ネッ
トワーク・データのうち１つまたは複数に少なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数
のコンテキストに対してソーシャル・グラフを生成する手段をさらに備える、請求項３０
に記載のシステム。
【請求項３２】
　特定した前記ソーシャル・グラフは、特定した前記ソーシャル・グラフの１つまたは複
数の枝に対する枝重み付けを含む、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記話者の特定結果をモバイル装置のユーザに提供するための手段をさらに備える、請
求項３０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　モバイル装置のユーザが対話している人の特定は、コンテキスト認識とソーシャル・ネ
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ットワークの分野で解決すべき極めて価値ある課題である。今日まで、この課題は依然と
して概して未解決のままである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　話者認識を用いた人の特定を改善するための技術を提供する。１実施形態では、一意な
ソーシャル・グラフを生成して複数の定義されたコンテキストの各々と関連付けることが
できる。当該ソーシャル・グラフは、特定のコンテキストに存在する可能性が高い話者を
特定することができる。したがって、会話信号を含む音声信号を収集して処理することが
できる。コンテキストを推測し、対応するソーシャル・グラフを特定することができる。
１組の潜在的な話者を、ソーシャル・グラフに基づいて決定することができる。上記処理
された信号を、１組の限定された会話モデルと比較することができる。各会話モデルは、
潜在的な話者と関連付けられている。１組の潜在的な話者を限定することによって、話者
をより正確に特定することができる。
【０００３】
　幾つかの実施形態では、話者を特定するための方法を提供する。当該方法は、会話信号
を含む音声データにアクセスするステップであって、当該音声データがモバイル装置のマ
イクロフォンを用いて生成されるステップと、当該モバイル装置のユーザのコンテキスト
を推測するステップと、推測した当該コンテキストに少なくとも部分的に基づいてソーシ
ャル・グラフを特定するステップであって、当該ソーシャル・グラフは潜在的な話者のリ
ストを含むステップと、当該会話信号に音声的に寄与したと判定される話者を特定するス
テップであって、話者の特定は特定された当該ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に
基づくステップと、を含んでもよい。当該ユーザのコンテキストを推測するステップは、
当該ユーザの位置に少なくとも部分的に基づいてもよい。当該方法はさらに、当該モバイ
ル装置が受信したＧＰＳ、ＷｉＦｉまたはセルラ信号に少なくとも部分的に基づいて当該
ユーザの位置を決定するステップをさらに含んでもよい。当該ユーザのコンテキストを推
測するステップは、当該ユーザの環境に少なくとも部分的に基づいてもよい。当該方法は
さらに、当該モバイル装置により受信したＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）または音声信
号に少なくとも部分的に基づいて当該環境を決定するステップを含んでもよい。当該ユー
ザのコンテキストを推測するステップは、当該ユーザの活動に少なくとも部分的に基づい
てもよい。当該方法はさらに、当該モバイル装置の当該マイクロフォンが捕捉した動きセ
ンサ・データ、光センサ・データ、または音声信号に少なくとも部分的に基づいて当該活
動を決定するステップを含んでもよい。当該ユーザのコンテキストを推測するステップは
、当該モバイル装置に関連付けられた、電子メール・データ、テキスト・メッセージ・デ
ータ、カレンダ・データ、ソーシャル・ネットワーク・データおよび連絡先リストデータ
のうち１つまたは複数に少なくとも部分的に基づいてもよい。当該ユーザのコンテキスト
を推測するステップは、当該モバイル装置の通話状態および／または最新の通話の詳細に
少なくとも部分的に基づいてもよい。当該ユーザのコンテキストを推測するステップは、
当該モバイル装置で積極的にまたは非積極的に使用されているアプリケーションに少なく
とも部分的に基づいてもよい。当該ユーザのコンテキストを推測するステップは、当該音
声データを収集した時刻に少なくとも部分的に基づいてもよい。当該音声データは、話さ
れた単語が当該音声データから再構築できないようにプライバシ・センシティブな方法で
抽出された音声部分を含んでもよい。当該方法はさらに、複数のソーシャル・グラフを格
納するステップであって、各ソーシャル・グラフが異なるコンテキストに関連付けられる
ステップを含んでもよい。当該方法はさらに、複数の会話モデルを格納するステップであ
って、各会話モデルは潜在的な話者に関連付けられるステップを含んでもよい。当該方法
はさらに、複数の会話モデルを格納するステップであって、各会話モデルは潜在的な話者
に関連付けられるステップと、アクセスされた当該音声データを処理するステップと、処
理した当該音声データを当該複数の会話モデルのサブセットと比較するステップであって
、当該サブセットは、特定された当該ソーシャル・グラフに少なくとも部分的に基づいて
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決定されるステップとを含んでもよい。当該方法はさらに、１つまたは複数のコンテキス
トに対してソーシャル・グラフを生成するステップであって、当該ソーシャル・グラフの
生成は、ユーザの位置データ、カレンダ・データ、電子メール・データ、およびソーシャ
ル・ネットワーク・データのうち１つまたは複数に少なくとも部分的に基づくステップを
含んでもよい。特定した当該ソーシャル・グラフは、特定した当該ソーシャル・グラフの
１つまたは複数の枝に対する枝重み付けを含んでもよい。枝ごとの当該枝重み付けは、当
該枝に関連付けられた人との対話に当該ユーザが費やした時間に対応してもよい。当該方
法はさらに、当該ソーシャル・グラフを特定する前に、複数のコンテキストの各々におけ
るトレーニング音声データを捕捉するステップと、捕捉したトレーニング音声データをク
ラスタ化するステップと、クラスタ化した音声データに基づいて複数のソーシャル・グラ
フを生成するステップとを含んでもよく、生成されたソーシャル・グラフは複数のソーシ
ャル・グラフの１つを含む。当該方法はさらに、複数の潜在的なコンテキストを、クラス
タ化アルゴリズムの実行に少なくとも部分的に基づいて定義するステップを含んでもよい
。当該話者を特定するステップは、当該話者の名前を特定するステップを含んでもよい。
【０００４】
　幾つかの実施形態では、話者を認識するための装置を提供する。当該装置は、音声信号
を受信し、受信した音声信号を無線信号に変換するように構成されたマイクロフォンと、
当該無線信号を送信するように構成された送信器とを備えるモバイル装置を備えてもよい
。当該装置はまた、音声データを当該マイクロフォンから捕捉し、当該モバイル装置のユ
ーザのコンテキストを推測し、推測した当該コンテキストに少なくとも部分的に基づいて
、潜在的な話者のリストを含むソーシャル・グラフを特定し、特定された当該ソーシャル
・グラフに少なくとも部分的に基づいて、当該会話信号に音声的に寄与したと判定される
話者を特定するように構成された１つまたは複数のプロセッサを備えてもよい。リモート
・サーバが当該１つまたは複数のプロセッサのうち少なくとも１つを含んでもよい。当該
モバイル装置は当該１つまたは複数のプロセッサの全てを備えてもよい。当該モバイル装
置はディスプレイを備え、当該１つまたは複数のプロセッサはさらに、当該話者の特定結
果を当該ディスプレイ上に提供するように構成されてもよい。
【０００５】
　幾つかの実施形態では、コンピュータ読取可能媒体を提供する。当該コンピュータ読取
可能媒体は、会話信号を含む音声データにアクセスするステップであって、当該音声デー
タがモバイル装置のマイクロフォンを用いて生成されるステップと、当該モバイル装置の
ユーザのコンテキストを推測するステップと、推測した当該コンテキストに少なくとも部
分的に基づいてソーシャル・グラフを特定するステップであって、当該ソーシャル・グラ
フは潜在的な話者のリストを含むステップと、当該会話信号に音声的に寄与したと判定さ
れる話者を特定するステップであって、話者の特定は特定された当該ソーシャル・グラフ
に少なくとも部分的に基づくステップと、を実行するプログラムを含む。当該プログラム
はさらに、アクセスされた当該音声データを特徴空間に変換するステップを実行してもよ
い。当該プログラムはさらに、複数のソーシャル・グラフを格納するステップであって、
各ソーシャル・グラフは異なるコンテキストに関連付けられるステップを実行してもよい
。当該プログラムはさらに、複数の会話モデルを格納するステップであって、各会話モデ
ルは潜在的な話者に関連付けられるステップと、アクセスされた当該音声データを処理す
るステップと、処理した当該音声データを当該複数の会話モデルのサブセットと比較する
ステップであって、当該サブセットは、特定された当該ソーシャル・グラフに少なくとも
部分的に基づいて決定されるステップと、を実行してもよい。
【０００６】
　幾つかの実施形態では、話者を認識するためのシステムを提供する。当該システムは、
会話信号を含む音声データにアクセスする手段（例えば、送受信器および／またはマイク
ロフォン）と、コンテキストを推測する手段（例えば、現在状態分析器）と、推測した当
該コンテキストに少なくとも部分的に基づいてソーシャル・グラフを特定する手段であっ
て、当該ソーシャル・グラフは潜在的な話者のリストを含む手段（例えば、コンテキスト
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からソーシャル・グラフへのマッパ）と、当該会話信号に音声的に寄与したと判定される
話者を特定する手段であって、話者の特定は特定された当該ソーシャル・グラフに少なく
とも部分的に基づく手段（例えば、分類器および／または会話モデルから人へのマッパ）
と、を備えてもよい。当該システムはさらに、ユーザ位置データ、カレンダ・データ、電
子メール・データ、およびソーシャル・ネットワーク・データのうち１つまたは複数に少
なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数のコンテキストに対してソーシャル・グラフ
を生成する手段（例えば、ソーシャル・グラフ生成器）を備えてもよい。特定した当該ソ
ーシャル・グラフは、特定した当該ソーシャル・グラフの１つまたは複数の枝に対する枝
重み付けを含んでもよい。当該システムはさらに、当該話者の特定結果をモバイル装置の
ユーザに提供するための手段（例えば、ディスプレイ）をさらに備えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】ソーシャル・グラフ、会話モデル、およびユーザ・コンテキスト情報を用いて
１人または複数人の人を特定するための装置の１実施形態を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の１実施形態に従う音声データの捕捉を示す図である。
【図１Ｃ】本発明の別の実施形態に従う音声データの捕捉を示す図である。
【図１Ｄ】本発明のさらに別の実施形態に従う音声データの捕捉を示す図である。
【図２】モバイル装置のユーザの付近にいる１人または複数人の人を特定するためのプロ
セスの流れ図である。
【図３】コンピュータ・システムの１実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　話者認識を用いた人の特定を改善するための方法、装置、およびシステムを提供する。
幾つかの事例では、話者は、受信した音声信号を１組の考えられる話者のうち１人に関連
付けることによって認識される。例えば、考えられる話者の初期集合を定義し、１つまた
は複数の会話モデルをそれぞれの考えられる話者に関連付けてもよい。当該信号を考えら
れる話者の１人と関連付けようとする際に、受信信号を処理してもよい。
【０００９】
　モバイル装置が頻繁に音声信号を多数の話者から受信する際に問題が生ずる。そこで、
話者の認識において、所与の処理された信号を多数の制御変数と比較することを必要とし
てもよい。かかる分析には、大量の計算処理が必要で、認識エラーが頻繁に生ずる傾向が
ある場合がある。話者の認識を、考えられる話者の小規模な集合から認識することに制限
することができれば、必要な処理能力、計算時間、およびエラーが減るであろう。
【００１０】
　したがって、幾つかの実施形態では、限定された１組の制御データを用いて信号を認識
する。初期の制御データを、コンテキストを用いることによって設定した制限された制御
データに縮小してもよい。例えば、コンテキスト（例えば、「仕事」、「自宅」、「パー
ティ」、「会合」、「車」、「家族と一緒」等）を、例えば、時刻、場所、ユーザ活動、
装置上で実行中のアプリケーション、センサ・データ、周囲の雑音、カレンダ上のイベン
ト、電子メール・データ、通話状態、モバイル装置で使用中のアプリケーション、ユーザ
入力等に基づいて推測してもよい。複数のコンテキストの各々をソーシャル・グラフに関
連付けてもよい。当該ソーシャル・グラフにより、推測したコンテキストにおいて会話信
号を提供した可能性がある１組の人を特定してもよい。当該ソーシャル・グラフに関連付
けられた１人または複数人の人に対して、当該ソーシャル・グラフが、所与の会話信号が
その人から生じた確率を含んでもよい。当該確率に基づいて集合自体を定義してもよい（
例えば、集合が、１０％のような閾値を上回る信号確率を有する全ての人を含むようにし
てもよい）。当該確率を、信号の音声特性を考慮せずに計算してもよい（例えば、自宅で
受信した会話信号が「妹」からであった確率が１０％である）。適用可能なソーシャル・
グラフを用いることにより、誰が会話信号を発したかを認識することを支援することがで
きる。より具体的には、考えられる話者の小規模な集合のうち１人に音声信号をマッチす
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ることを認識に含めてもよい。
【００１１】
　図１Ａは、本発明の１実施形態に従う、１人または複数人の人を特定するための装置１
００ａを示す。図１Ａに示すように、装置１００はモバイル装置１１０ａを備えることが
できる。モバイル装置１１０ａを、ユーザ１１３ａにより使用してもよい。モバイル装置
１１０ａは、無線ネットワーク１２０ａおよびネットワーク（複数可）１３０ａを介して
リモート・サーバ１４０ａと通信することができる。モバイル装置１１０ａは、無線信号
を例えば無線ネットワークを介して送信するように構成された送信器を備えてもよい。モ
バイル装置１１０ａが、携帯電話、スマート・フォン、または、携帯情報端末、タブレッ
ト・コンピュータ、ラップトップ、ハンドヘルド式ゲーム・デバイス、デジタル・カメラ
等のような他の何らかのモバイル・コンピュータ装置を表してもよい。モバイル装置１１
０ａは、図１Ａに示すようにマイクロフォン１１２ａを含むことができる。マイクロフォ
ン１１２ａにより、モバイル装置１１０ａはモバイル装置の周囲の物理環境から音声デー
タ（例えば、人１１４ａにより話されている会話）を収集または捕捉することができる。
【００１２】
　マイクロフォン１１２ａを、選択（「アクティブ」）期間中に電気信号または無線信号
に変換するように構成してもよい。幾つかの事例では、マイクロフォン１１２ａがアクテ
ィブかどうかは、１つまたは複数のプログラムまたはプログラム部分がモバイル装置１１
０ａ上で実行されているかどうかに少なくとも部分的に依存する。例えば、マイクロフォ
ン１１２ａは、特定のプログラムが実行されるときにのみアクティブであってもよい。こ
れは、モバイル装置１１０ａが通話状態にあることを示す。幾つかの実施形態では、マイ
クロフォン１１２ａは、モバイル装置１１０ａが通話中であり１つまたは複数の独立なプ
ログラムが実行されるときに起動される。例えば、ユーザがプログラムを開始して、音声
認識短縮ダイヤルを構成し、ディクテーションを記録する等を行うことができてもよい。
幾つかの実施形態では、マイクロフォン１１２ａは自動的に、例えば、日中の固定時間に
、定期的に、等で起動される。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、プライバシ・センシティブなマイクロフォンのサンプリングを
使用して、会話検出のための十分な情報を提供しつつ、話された単語および／または文章
が捕捉された音声データから聞こえず再構築もできないことを保証することができる。例
えば、図１Ｂを参照すると、物理的な環境における連続的な音声ストリームが、Ｔｗｉｎ

ｄｏｗ秒継続し複数の音声部分またはデータ・セグメントを有する、音声データのウィン
ドウ１１０ｂを含むことができる。より具体的には、当該ウィンドウがＮ個のブロック１
２０ｂを含むことができる。各ブロック１２０ｂは、Ｔｂｌｏｃｋ秒継続し、各々がＴｆ

ｒａｍｅ秒の複数のフレーム１３０ｂを含む。（Ｔｆｒａｍｅ秒のデータを有する）１つ
のフレームのみがＴｂｌｏｃｋ秒のブロックごとに収集されるように、マイクロフォン信
号を標本化することができる。パラメータ設定の１例には、Ｔｆｒａｍｅ＝５０ｍｓおよ
びＴｂｌｏｃｋ＝５００ｍｓが含まれるが、これらの設定は所望の機能に応じて変更して
もよい。例えば、フレームは３０ｍｓから１００ｍｓ以上にわたることができ、ブロック
は２５０ｍｓ未満から２０００ｍｓ（２ｓ）以上にわたることができ、ウィンドウは１つ
のブロック程度（例えば、ウィンドウあたり１ブロック）の短さで、高々１分以上であっ
てもよい。様々なフレーム、ブロック、およびウィンドウの長さが、ブロックあたりのフ
レーム数とウィンドウあたりのブロック数に影響を及ぼしうる。連続的にマイクロフォン
信号を標本化し不要なコンポーネント（例えば、５００ｍｓごとに４５０ｍｓ）を破棄す
る（即ち、格納しない）こと、または、不要なセグメントの間はマイクロフォンをオフに
すること（例えば、５００ｍｓごとに４５０ｍｓはマイクロフォンをオフにすること）の
何れかによって、フレーム捕捉を実現できることに留意されたい。
【００１４】
　結果の音声データ１４０ｂは、元の音声データのサブセットのみを含むフレームの集合
である。それでも、当該サブセットは依然として、周辺環境および／または音声情報の他
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のコンテキスト情報の判定を当該判定の正確性にあまり影響を及ぼすことなく提供できる
、音声特徴を含むことができる。幾つかの事例では、（例えば、コンテキストが推測され
たら）当該サブセットを追加的にまたは代替的に使用して話者を特定してもよい。例えば
、当該データのサブセットに基づいてケプストラム係数を決定し、当該ケプストラム係数
を会話モデルと比較してもよい。
【００１５】
　図１Ｃおよび１Ｄは図１Ｂと同様である。しかし、図１Ｃおよび１Ｄでは、さらなるス
テップを実施して、捕捉できる任意の会話のプライバシをさらに保証することを支援する
。図１Ｃは、Ｔｗｉｎｄｏｗ秒のウィンドウごとに、どのようにウィンドウ内のブロック
ごとの第１のフレームをランダムに並び替えて（即ち、ランダムにシャッフルして）結果
の音声データ１４０ｃを提供できるかを示す。図１Ｄは、同様な技術ではあるが、ブロッ
クごとに捕捉したフレームをさらにランダム化することを示す。例えば、Ｔｗｉｎｄｏｗ

＝１０およびＴｂｌｏｃｋ＝５００ｍｓである場合、２０個のマイクロフォン・データの
フレームが捕捉される。これらの２０個のフレームをランダムに並び替えることができる
。このランダムな並びを、多数の方法（例えば、ＧＰＳ時間に基づく方法、モバイル装置
１１０ａ内部の回路からの雑音に基づく方法、マイクロフォンからの雑音に基づく方法、
アンテナからの雑音に基づく方法等）で生成したシードを用いて計算することができる。
さらに、当該並びを破棄して（例えば、格納しない）、シャッフル効果が反転できないこ
とを保証するのを支援することができる。
【００１６】
　他の実施形態も考慮される。例えば、（フレームの捕捉をブロックあたり１フレームに
限定する実施形態ではなく）フレームを捕捉する前、または、フレームをウィンドウ全体
にわたってランダムに取得する前等に、ブロック自体をシャッフルしてもよい。幾つかの
実施形態では、全てのフレームを標本化してランダムに並べてもよい。幾つかの実施形態
では、フレームの一部または全部を標本化して特徴空間にマップしてもよい。個人情報保
護技術により、処理データ（例えば、不完全なフレーム標本化、並べたフレーム、マップ
したデータ等）を格納できるようにしてもよく、元の音声データを格納することが不要で
あってもよい。そうすると、格納したデータに基づいて元の音声信号（したがって、マイ
クロフォンに吹き込まれたメッセージ）を逆計算するのは困難であるか不可能であるかも
しれない。
【００１７】
　再度図１Ａを参照すると、無線ネットワーク１２０ａが、セルラ・サービスのプロバイ
ダの無線ネットワークを表すことができる。無線ネットワーク１２０ａは、１つまたは複
数のネットワーク（複数可）１３０ａを使用してリモート・サーバ１４０ａと通信するこ
とができる。ネットワーク（複数可）１３０ａは、企業イントラネットのような１つもし
くは複数のプライベート・ネットワーク、および／または、インターネットのような１つ
もしくは複数のパブリック・ネットワークを含むことができる。
【００１８】
　リモート・サーバ１４０ａは、プロセッサ１４２ａおよび記憶装置１４４ａを備えるこ
とができる。幾つかの実施形態では、リモート・サーバ１４０ａは、図示していない他の
コンポーネントを備えることができる。モバイル装置１１０ａはまた、プロセッサおよび
／または記憶装置を備えてもよい。会話モデル・データを、記憶装置１４４ａおよび／ま
たはモバイル装置１１０ａの記憶装置に格納してもよい。会話モデル・データは、例えば
、生の音声信号、音声信号の一部、処理された音声信号（例えば、正規化信号またはフィ
ルタ信号）、特徴マップ（ｆｅａｔｕｒｅ－ｍａｐｐｅｄ）音声信号（例えば、ケプスト
ラム係数）、会話モデルに対応するパラメータ、テンプレートに対応するパラメータ等を
含んでもよい。話者に関連付けられた会話モデルは、未知の信号が当該話者による会話信
号を含む可能性があるかどうかを判定するために使用される１組のパラメータを含んでも
よい。例えば、話者１に関連付けられた第１の会話モデルが特定のパワー・スペクトル・
テンプレートを含んでもよく、話者１に関連付けられた第２の会話モデルが１組の音声デ
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ータのパラメータ（例えば、振幅変動、クリッピング変数（ｃｌｉｐｐｉｎｇ　ｖａｒｉ
ａｂｌｅ）等）を含んでもよい。
【００１９】
　ソーシャル・グラフ・データを、記憶装置１４４ａおよび／またはモバイル装置１１０
ａの記憶装置に格納してもよい。ソーシャル・グラフ・データが、例えば、ソーシャル・
コンテキストを示す変数（例えば、時刻、曜日、受信信号強度、場所、ＧＰＳ座標、実行
されているプログラム、ユーザ入力等）、特定のコンテキストに関連付けられた人を示す
変数（例えば、名前、一意な識別子等）、コンテキストが与えられたときに会話信号が特
定の人から発せられたものである確率等を含んでもよい。
【００２０】
　格納されたデータを使用して、モバイル装置１１０ａ近傍の話者および／またはそのユ
ーザを特定することができる。特定の実施形態では、記憶装置１４４ａは、幾つかの異な
るユーザに関するソーシャル・グラフ・データ１４６ａおよび会話モデル・データ１４８
ａを格納することができる。例示的に、記憶装置１４４ａが１０個の異なるソーシャル・
グラフと２０個の異なる会話モデルを５人の異なるユーザの各々に対して格納してもよい
【００２１】
　任意の適切な方法で、任意の適切な形のデータを用いて、ソーシャル・グラフを取得す
ることができる。ソーシャル・グラフを、ユーザの場所、カレンダ、電子メール、ソーシ
ャル・ネットワークのプロフィール等から取得したデータから取得することができる。１
例として、最新のイベント（例えば、会合）に出席する予定または出席するかもしれない
とカレンダが示す人のみと、または、少なくともその人と関連付けられた会話モデルをソ
ーシャル・グラフが含んでもよい。別の例として、ソーシャル・ネットワークのプロフィ
ール、電子メール・データまたはテキスト・メッセージ・データに基づいて（例えば、所
定の関係、電子メールの形式性、テキスト・メッセージまたは電子メールのタイムスタン
プ等を分析することによって）関係を推測するかまたは判定してもよい。特定の関係にあ
る人（例えば、職場の同僚）を、関係コンテキスト（例えば、仕事）に関連付けられた１
つまたは複数の会話モデルで表してもよい。
【００２２】
　幾つかの事例では、ソーシャル・グラフが「学習される」。例えば、会話信号を監視し
捕捉してもよい。コンテキストを、例えば、受信データ（例えば、音声データ、ＧＰＳデ
ータ、ユーザ入力データ、日時データ等）に基づいて推測してもよい。１つまたは複数の
クラスタが一意な話者に対応するように推測されるように、捕捉した会話信号をクラスタ
化してもよい。したがって、例えば、コンテキストＡで話者１乃至３が存在する可能性が
あること、および、コンテキストＢで話者１と話者４乃至６が存在する可能性があること
を学習してもよい。１つまたは複数の会話モデルを、１人または複数人の話者と関連付け
てもよい。会話信号をコンテキストＢで受信した場合には、話者１と話者４乃至６に関連
付けられた会話モデル・データを使用して、会話信号が誰から生じたのかを特定してもよ
い。
【００２３】
　幾つかの実施形態では、ソーシャル・グラフがユーザのコンテキストに対応することが
できる。例えば、職場の同僚のリストから成るソーシャル・グラフが「仕事」のコンテキ
ストに対応することができる。別の例として、ユーザの家族／世帯員から成るソーシャル
・グラフが「自宅」のコンテキストに対応することができる。さらに別の例として、特定
の催し物に参加している友達のリスト（または友達とその友達の全てから成るリスト）か
ら成るソーシャル・グラフが「パーティ」のコンテキストに対応することができる。
【００２４】
　特定の実施形態では、ユーザの異なるコンテキストに対応するソーシャル・グラフが入
れ子構造を有することができる。これらの事例では、ユーザのコンテキストを低い（例え
ば、より精密な）レベルで定義する場合には、ソーシャル・グラフはかなり小規模なもの
になる可能性があり、その結果、サーバはより簡単にモバイル装置のユーザの付近にいる
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話者を正確に特定することができる。例えば、高レベルな「パーティ」のコンテキストと
は対照的に、ユーザ・コンテキストが「Ｊｏｈｎのパーティ」であってもよい。かかるケ
ースでは、対応するソーシャル・グラフは招待されたゲスト（または、ソーシャル・ネッ
トワーク・ツールを用いて当該パーティに参加した人々）のリストに限定されるかもしれ
ず、全ての友達のリスト（または全ての友達とその友達の全てから成るリスト）よりもか
なり具体的になるであろう。別の例として、ユーザのコンテキストが「職場での会議」で
ある場合には、対応するソーシャル・グラフは、ユーザのチーム内の職場同僚のみから構
成されるか、または、会議参加者のみから構成されるであろう。
【００２５】
　幾つかの実施形態によれば、枝重み付けを伴うソーシャル・グラフを利用することがで
きる。特に、ソーシャル・グラフ内で表された各人に重みを割り当てることができる。重
み付けにより、モバイル装置のユーザがその人と対話した時間の相対的な割合を表すこと
ができる。例えば、ユーザのコンテキストが「仕事」である場合には、当該ユーザのチー
ムの職場同僚に対して、当該ユーザのチームにいない人よりも高い重みが割り当てられる
はずである。同様に、ユーザの友達に対応するソーシャル・グラフは、疎遠な友達に対す
る重みよりも高い重みを親密な友達に割り当てるはずである。別の例として、「出席」、
「おそらく出席」、「欠席」、「未回答」のような様々なレベルの招待受諾から成るＲＳ
ＶＰリストでユーザがパーティに参加している場合には、招待された者にはそれに応じて
対応するソーシャル・グラフ上で重み付けされるはずである。より具体的には、「出席」
と回答した人には「おそらく出席」と回答した人よりも高い重みが割り当てられるはずで
ある。ユーザが対話する特定の人に対する重み付けを、ユーザのコンテキストで変更でき
ることは理解される。例えば、当該ユーザが、たまたま職場同僚であるが同じチームのメ
ンバではない人と親しい友達である場合には、その人は、ユーザのコンテキストが「パー
ティ」であるとき、ユーザのコンテキストが「仕事」であるときよりも高い重みを有する
ことができる。別の例として、家族のメンバは、ユーザのコンテキストが「自宅」である
とき「パーティ」よりも高い重みを受け取るかもしれない。
【００２６】
　枝重み付けを任意の適切な方法で使用して話者を特定することができる。例えば、幾つ
かの実装形態では、枝重み付けを事前確率として扱うことができる。例えば、ベイズ分類
器を使用することを考える。ｆ（ｘ）を、音声データ・ベクトルｘから計算した特徴ベク
トルとする。さらに、Ｐ（ｓ）（ｓ＝１，．．．，５）を、ユーザのコンテキストに対応
するソーシャル・グラフにおけるＳ人の話者に関する事前確率とする。これらの事前確率
の和が１であることに留意されたい。即ち、
【００２７】
【数１】

【００２８】
である。計算した特徴ベクトルと事前確率に基づいて、最大事後確率を有する話者を、以
下の式を用いて選択することができる。
【００２９】

【数２】

【００３０】
　特に、諸実施形態では、話者ｓごとの尤度スコアＰ（ｆ（ｘ）｜ｓ）に当該話者の事前
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確率Ｐ（ｓ）を乗じ、続いて最大値を有する話者を選択することができる。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、モバイル装置１１０ａが本明細書で説明したほほ全ての処理を
実施する。幾つかの実施形態では、リモート・サーバ１４０ａが本明細書で説明した一部
のまたはほぼ全ての処理を実施する。モバイル装置１１０ａを、生のデータ、中間のデー
タまたは完全に処理されたデータをリモート・サーバ１４０ａに提供するように構成する
ことができる。例えば、モバイル装置１１０ａが生の音声データおよび／または会話デー
タ、プライバシ・センシティブな音声データおよび／または会話データ、処理（例えば、
フィルタ、変形、正規化等）された音声および／または会話データ、コンテキスト変数、
推測したコンテキスト、考えられる話者のリスト、適用可能なソーシャル・グラフ、（例
えば、推測したコンテキストに関連付けられたソーシャル・グラフ内の人のリストに対応
する）１つまたは複数の会話モデル等をリモート・サーバ１４０ａに送信してもよい。幾
つかの実施形態では、モバイル装置のユーザが最も頻繁に関連付けられる１組の人に関す
る会話モデルをモバイル装置１１０ａおよび／またはリモート・サーバ１４０ａによりキ
ャッシュする。会話モデルをキャッシュすることによって、プロセッサがオフラインで動
作している期間でも、話者をより迅速に特定することができ、かつ／または、特定機能を
継続的に利用することができる。
【００３２】
　次に、１人または複数人の人を特定するために使用できるプロセスの例を説明する。
【００３３】
　図２は、１実施形態に従う１人または複数人の人を特定するためのプロセス２００の流
れ図である。プロセス２００の一部または全部を、例えば、モバイル装置１１０ａおよび
／またはリモート・サーバ１４０ａによって実施してもよい。
【００３４】
　プロセス２００は２１０で開始する。２１０で、モバイル装置１１０ａは音声データを
その周囲の物理環境から（例えば、モバイル装置１１０ａのマイクロフォンおよび／また
はレコーダを用いて）収集する。幾つかの実施形態では、モバイル装置１１０ａは、組込
みのまたは接続されたマイクロフォンを用いて音声データを収集することができる。幾つ
かの実施形態によれば、プライバシ・センシティブなマイクロフォンのサンプリングを用
いて、話された単語および／または文章が収集された音声データから聞こえず再構築もで
きないことを保証するようにモバイル装置１１０ａを構成することができる。
【００３５】
　音声データを、例えば、継続的に、定期的に、または離散的な間隔で、収集してもよい
。幾つかの事例では、音声データは会話が検出されたとき常に、または、時々、収集され
る。例えば、会話検出プログラムを実行するように当該モバイル装置を構成することがで
きる。会話検出プログラムをバックグラウンドで日中に実行して、モバイル装置を取り囲
む環境において会話が存在する時点を判定することができる。会話が検出された場合に、
音声信号をモバイル装置によって（例えば、マイクロフォン１１２ａを用いて）記録する
ことができる。幾つかの実施形態では、例えば音声データを記録すべきことまたはプログ
ラムを開始すべきことを示す入力が（例えばユーザから）受信されたときに、音声データ
を記録する。幾つかの実施形態では、監視している音の音量が閾値を超えたとき、（例え
ば、通話中のモバイル装置に関する）１つまたは複数の特定のプログラムまたはプログラ
ム部分が実行されているとき、モバイル装置が通話中であるとき、モバイル装置が信号を
送信しているときに、音声信号を記録する。
【００３６】
　２２０で、会話を含む音声データ内のセグメントを（例えば、会話検出器により）特定
する。例えば、信号を複数のセグメントに分割してもよい。各セグメントを、１つまたは
複数の変数（例えば、ケプストラム係数）により特徴付けてもよい。各セグメントに関連
付けられた変数の分析により、当該セグメントが会話信号を含むかどうかを推定できるよ
うにしてもよい。
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【００３７】
　２３０で、会話セグメントを（例えば、フィルタ、変換、正規化、雑音軽減アルゴリズ
ム等を適用することによって）処理する。例えば、（例えば、ケプストラム係数を含む）
特徴ベクトルを当該会話セグメントに対して計算してもよい。別の例として、会話セグメ
ントをフィルタ、正規化等してもよい。さらに別の例として、話された単語を処理データ
から再構築できないように、会話セグメントを標本化および／または並べてもよい。
【００３８】
　２４０で、現在のコンテキストを（例えば、現在状態分析器により）推測する。コンテ
キストを、例えば、モバイル装置１１０ａが受信したセンサ・データ（例えば、Ｂｌｕｅ
Ｔｏｏｔｈ（登録商標）近傍のセンシング、決定した受信強度、受信ＧＰＳ信号、受信セ
ルラ信号、受信音声信号、または受信ＷｉＦｉ信号）、外部センサにより受信したセンサ
・データ（例えば、時刻のセンシング）、（例えば、カレンダのイベントに関連付けられ
た）事前のユーザ入力、格納されたテキスト（例えば、電子メールのテキストまたはテキ
スト・メッセージ）、（例えば、コンテキストを特定する）ユーザ提供データ、ソーシャ
ル・ネットワークの状況、電子メール・データ、テキスト・メッセージ・データ、カレン
ダ・データ等に基づいて推測してもよい。幾つかの事例では、現在のコンテキストを、受
信した音声データに少なくとも部分的に基づいて推測してもよい。例えば、バックグラウ
ンド雑音特性、受信信号の明瞭性、または特定した特定の種類の（例えば、特定の話者ま
たは雑音の）信号により、ユーザまたは装置が特定のコンテキストにあると示唆してもよ
い。幾つかの実施形態では、コンテキストが「学習される」。例えば、（上で列挙した任
意のコンテキスト指示データのような）データを監視しクラスタ化してもよい。１つまた
は複数のクラスタを一意なコンテキスト識別子に関連付けてもよい。幾つかの事例では、
１つまたは複数のコンテキストに名前を付してもよい。幾つかの事例では、１つまたは複
数のコンテキストは、例えば一意な（例えば、英数字の）識別子に基づいて名前を付与さ
れず識別されない。
【００３９】
　幾つかの事例では、場所に少なくとも部分的に基づいてコンテキストを推測する。当該
コンテキストは、場所（例えば、住所、都市の一部または都市）であってもよく、または
、当該場所が、ユーザが或るコンテキストに居ると示唆してもよい（例えば、特定の範囲
のＧＰＳ座標を「仕事」コンテキストに関連付けてもよい）。当該場所を、モバイル装置
から送信された受信信号のタイプ、時刻、または強度に少なくとも部分的に決定してもよ
い。例えば、当該場所を、モバイル装置により受信したＧＰＵ信号、ＷｉＦｉ信号、また
はセルラ信号に少なくとも部分的に基づいて決定してもよい。
【００４０】
　幾つかの事例では、環境（例えば、静寂、多数の音声信号、大音量のバックグラウンド
、多数の近くの人、多数の近くのコンピュータ、近くの特定のコンピュータ、または音楽
）に少なくとも部分的に基づいて推測する。当該環境を、例えば、モバイル装置により受
信した信号（例えば、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）信号または音声信号）に基づいて
決定してもよい。
【００４１】
　幾つかの事例では、ユーザの活動（例えば、映画の視聴、コンピュータでの作業、社会
活動、ランニング等）に少なくとも部分的に基づいてコンテキストを推測する。当該活動
を、動きセンサ・データ、光センサ・データ、受信音声信号等のようなセンサ・データを
用いて決定してもよい。当該活動を、例えば、電子メール・データ、テキスト・メッセー
ジング・データ、カレンダ・データまたはソーシャル・ネットワーク・データに基づいて
決定してもよい。例えば、装置が約時速６マイルで移動していると動きセンサ・データが
示す場合、「ランニング」コンテキストを決定してもよい。別の例として、装置に格納さ
れたカレンダ・データまたは装置のユーザに関連付けられたカレンダ・データが、ユーザ
が「ジョン」からの招待を受け入れたと示すときに、「社会」コンテキストを推測しても
よい。
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【００４２】
　幾つかの事例では、装置関連の状態（例えば、通話状態、最新の通話の詳細、当該装置
で積極的または非積極的に使用されているアプリケーション等）に少なくとも部分的に基
づいてコンテキストを推測する。例えば、装置が通話中のときに通話状態を推測してもよ
い。次に、ソーシャル・グラフが、（例えば、連絡先リストまたは公的／私的データベー
スの中の）装置が発呼している電話番号または発呼されている電話番号に関連付けられた
連絡先リストの中の人、または、それらに関連付けられた人を含んでもよい。別の例とし
て、装置がゲーム・アプリケーションを実行しているときには、装置は非仕事コンテキス
トを推測してもよい。
【００４３】
　２５０で、推測したコンテキストに少なくとも部分的に基づいて（例えば、マッピング
・アルゴリズムを実装するコンテキスト・ソーシャル・グラフ・マッパを用いて）少なく
とも１つソーシャル・グラフを特定する。例えば、当該コンテキストが、ユーザまたは装
置が「自宅」にあると示すことができる。結果として、ユーザの家族メンバを含むソーシ
ャル・グラフを選択することができる。特定したソーシャル・グラフが、格納されたソー
シャル・グラフを含んでもよい。夫々の格納されたソーシャル・グラフを、１つまたは複
数のコンテキストと関連付けてもよく、ユーザ位置データ、カレンダ・データ、電子メー
ル・データ、ソーシャル・ネットワーク・データ、受信信号データ等に少なくとも部分的
に基づいて（例えば、ソーシャル・グラフ生成器により）生成してもよい。特定したソー
シャル・グラフ（複数可）が、上述のような特徴（例えば、重み）を含んでもよい。
【００４４】
　ソーシャル・グラフ（複数可）を、任意の適切な技術を用いて構築してもよい。例えば
、（例えば、特定のコンテキストに存在する可能性が高い人を特定する）モバイル装置１
１０ａに対するユーザ入力、電子メッセージ（例えば、電子メール、電子招待、テキスト
・メッセージ等）、ソーシャル・ネットワーク・サイトのデータ、関連するコンテキスト
において近傍のモバイル装置が以前に受信した関連するコンテキスト信号において以前に
捕捉された音声信号に基づいて、ソーシャル・グラフを構築してもよい。特定の例として
、ユーザがメアリのパーティへの電子招待を受け入れたので当該ユーザがメアリのパーテ
ィに参加していると推測してもよい。メアリのパーティのコンテキストに関連付けられた
ソーシャル・グラフが、当該パーティに参加する予定であることを（例えば、ウェブペー
ジを介して）公に示した他の全ての人のリストを含んでもよい。別の具体的な例として、
ユーザがコンテキストＡにあると推測してもよい。ユーザが以前にコンテキストＡにあっ
た間に音声信号を捕捉することにより、ソーシャル・グラフを決定してもよい。次に、当
該ソーシャル・グラフが、１０分の間、話者１から会話信号を受信した確率が５０％あり
、話者２から会話信号を受信した確率が３０％あり、話者３から会話信号を受信した確率
が５％あることを示してもよい。
【００４５】
　２６０で、会話データ（例えば、処理した会話セグメント）を、選択した少なくとも１
つのソーシャル・グラフに基づいて（例えば、分類アルゴリズムを実装する分類器を用い
て）１つまたは複数の会話モデルにマッチすることができる。特に、当該選択されたソー
シャル・グラフ内で表現された人のうち少なくとも一部を各々、対応する会話モデルに関
連付けることができる。各モデルを会話データと比較して、当該会話データにマッチする
１つまたは複数の会話モデルを決定することができる。例えば、特定したソーシャル・グ
ラフで表現された１つまたは複数のモデルを、幾つかのケプストラム係数を含む会話モデ
ルと関連付けてもよい。処理した会話データが、幾つかのケプストラム係数を含んでもよ
い。当該会話データを、最も類似するケプストラム係数を有する会話データにマッチして
もよい。１実施形態では、会話モデルが、コンテキストが与えられた話者から会話信号を
受信した確率を含み、かつ／または、当該確率から構成される。会話モデルには、例えば
、混合ガウス・モデルまたは隠れマルコフ・モデルを含めてもよい。
【００４６】
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　２７０で、モバイル装置のユーザに近い１人または複数人の人を、２６０でのマッチ結
果に少なくとも部分的に基づいて（例えば、マッピング・アルゴリズムを実装する会話モ
デルから人へのマッパを用いて）特定することができる。１人または複数人の人の特定が
、例えば、名前、一意な識別子、電話番号、電子メール・アドレス、オンラインＩＤ、音
声特性、音声サンプル、関係等により１人または複数人の人を特定することを含んでもよ
い。幾つかの事例では、当該識別に関連付けられた１つまたは複数の確率が決定される。
例えば、会話信号が話者１から発せられたものである確率が９０％あり、会話信号が話者
２から発せられたものである確率が５％あり、会話信号が未知の話者から発せられた確率
が５％あると判定してもよい。当該確率が、コンテキストの推測に関連付けられた信頼度
、および／または、推測したコンテキストが与えられた人の特定に関連付けられた信頼度
に基づいてもよい。
【００４７】
　２８０で、１人または複数人の人の特定結果を提供してもよい。幾つかの事例では、当
該特定結果がモバイル装置１１０ａのユーザに送信される。例えば、特定結果（複数可）
をモバイル装置１１０ａのディスプレイに表示してもよい。幾つかの事例では、当該特定
結果（複数可）を含む通信（例えば、テキスト・メッセージ、音声メッセージ、または電
子メール・メッセージ）がユーザに送信される。当該特定結果をウェブサイト（例えば、
ソーシャル・ネットワーク・ウェブサイト）に発行してもよい。当該特定結果を使用して
、ソーシャル・ネットワーク・ウェブサイト上のユーザの状態を更新してもよい。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、モバイル装置１１０ａがプロセス２００の全部を実施する。幾
つかの実施形態では、リモート・サーバ１４０ａがプロセス２００の少なくとも一部を実
施する。後者の事例では、モバイル装置１１０ａにより（例えば、無線ネットワーク１２
０および／またはネットワーク（複数可）１３０）を介して）データを送信し、リモート
・サーバ１４０ａにより受信する必要があるかもしれない。送信データが、例えば、生の
音声データまたは処理された音声データ、会話データ（例えば、計算した特徴ベクトルを
含むデータ）、会話モデル・データ、コンテキスト関連データ、ソーシャル・グラフ・デ
ータ等を含んでもよい。幾つかの事例では、モバイル装置１１０ａがローカルで２１０乃
至２４０と２８０を実施する。会話データおよび推測したコンテキストはリモート・サー
バ１４０ａに送信される。次に、リモート・サーバが２５０乃至２７０を実施する。次に
、モバイル装置に近い１人または複数人の人に関する情報および／またはその使用を、リ
モート・サーバ１４０ａに（例えば、無線ネットワーク１２０および／またはネットワー
ク（複数可）１３０を介して）送信し、モバイル装置１１０ａにより受信してもよい。１
人または複数人の人の特定が、リモート・サーバ１４０ａに以前に送信された会話データ
とユーザ・コンテキストに基づいてもよい。リモート・サーバ１４０ａが、例えば、ソー
シャル・グラフ・データおよび会話モデルを格納してもよい。幾つかの実施形態では、当
該ソーシャル・グラフ・データが、会話モデルに関連付けることができる１つまたは複数
のソーシャル・グラフを含んでもよい。例えば、各ソーシャル・グラフが、１人または複
数人の人の表現を含むことができる。当該表現の各々に、人の音声を表す会話モデルを関
連付けることができる。
【００４９】
　図３に示すンピュータシステムを、上で説明したコンピュータ装置の一部として組み込
んでもよい。例えば、コンピュータ・システム３００が、本願で説明したモバイル装置お
よび／またはリモート・コンピュータ・システムの構成要素の一部を表してもよい。図３
は、コンピュータ・システム３００の１実施形態の略図を提供する。コンピュータ・シス
テム３００は、本明細書で説明した他の様々な実施形態で提供される方法を実施すること
ができ、かつ／または、リモート・サーバ１４０ａおよび／またはモバイル装置１１０ａ
として機能することとができる。図３は、様々な構成要素の一般的な説明を提供するもの
にすぎず、その一部または全部を必要に応じて利用できることに留意されたい。図３は、
したがって、どのように個々のシステム要素を相対的に独立した形でまたは相対的により
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統合された形で実装できるかを広く示すものである。
【００５０】
　図示したコンピュータ・システム３００は、バス３０５を介して電気的に接続できる（
または必要に応じて別の方法で通信できる）ハードウェア要素を含むとして示されている
。当該ハードウェア要素は、１つまたは複数のプロセッサ３１０、１つまたは複数の入力
装置３１５、および１つまたは複数の出力装置３２０を備えてもよい。１つまたは複数の
プロセッサ３１０には、限定ではなく、１つまたは複数の汎用目的のプロセッサおよび／
または（デジタル信号処理チップ、グラフィック・アクセラレーション・プロセッサ等の
ような）１つまたは複数の特殊目的のプロセッサが含まれる。１つまたは複数の入力装置
３１５には、限定ではなく、マウス、キーボード等を含めることができる。１つまたは複
数の出力装置３２０には、限定ではなく、ディスプレイ装置、プリンタ等を含めることが
できる。
【００５１】
　コンピュータ・システム３００はさらに、１つまたは複数の記憶装置３２５を備えても
よい（かつ／または、１つまたは複数の記憶装置３２５と通信してもよい）。１つまたは
複数の記憶装置３２５は、限定ではなく、局所アクセス可能記憶部および／もしくはネッ
トワーク・アクセス記憶部を備えてもよく、かつ／または、限定ではなく、ディスク・ド
ライブ、ドライブ・アレイ、光記憶装置、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）および／もしくはＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）のような固体記
憶装置を含んでもよい。ＲＡＭ、ＲＯＭは、プログラム可能、フラッシュ更新可能等であ
ってもよい。かかる記憶装置を、任意の適切なデータ記憶部を実装するように構成しても
よい。当該記憶部には、限定ではなく、様々なファイル・システム、データベース構造等
が含まれる。
【００５２】
　コンピュータ・システム３００が、通信サブシステム３００を備えてもよい。通信サブ
システム３００は、限定ではなく、モデム、ネットワーク・カード（無線または有線）、
赤外線通信装置、（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１装置、ＷｉＦｉ装置
、ＷｉＭａｘ装置、セルラ通信施設等のような）無線通信装置および／またはチップセッ
ト等を含んでもよい。通信サブシステム３３０により、（１例を挙げれば、後述するネッ
トワークのような）ネットワーク、他のコンピュータ・システム、および／または本明細
書に記載の他の任意の装置とデータを交換することができる。多数の実施形態では、コン
ピュータ・システム３００はさらに作業用メモリ３３５を備える。作業用メモリ３３５は
、上述のＲＡＭ装置またはＲＯＭ装置を含んでもよい。
【００５３】
　コンピュータ・システム３００はまた、作業用メモリ３３５内部に現在配置されている
として示されているソフトウェア要素を含んでもよい。当該ソフトウェア要素には、オペ
レーティング・システム３４０、装置ドライバ、実行可能ライブラリ、および／または１
つもしくは複数のアプリケーション・プログラム３４５のような他のコードが含まれる。
当該ソフトウェア要素が、本明細書で説明した、様々な実施形態で提供するコンピュータ
・プログラムを備えてもよく、かつ／または、他の実施形態で提供する方法を実装しかつ
／もしくはシステムを構成するように設計されてもよい。単なる例として、上述の方法（
複数可）に関して説明した１つまたは複数の手続きを、コンピュータ（および／またはコ
ンピュータ内のプロセッサ）により実行可能なコードおよび／または命令として実装して
もよい。１態様では、かかるコードおよび／または命令を使用して、汎用目的のコンピュ
ータ（または他の装置）を、説明した方法に従って１つまたは複数の動作を実施するよう
に構成および／または適合させてもよい。
【００５４】
　１組のこれらの命令および／またはコードを、上述の記憶装置（複数可）３２５のよう
なコンピュータ読取可能記憶媒体に格納してもよい。幾つかのケースでは、当該記憶媒体
を、システム３００のようなコンピュータ・システム内部に組み込んでもよい。他の実施
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形態では、当該記憶媒体に格納した命令／コードで汎用目的のコンピュータをプログラム
し、構成し、かつ／または適合させるために当該記憶媒体を使用できるように、当該記憶
媒体がコンピュータ・システムから独立であってもよく（例えば、コンパクト・ディスク
のような取外し可能媒体）、かつ／または、当該記憶媒体をインストール・パッケージで
提供しもよい。これらの命令が、コンピュータ・システム３００により実行可能である実
行可能コードの形をとってもよく、かつ／または、ソース・コードおよび／もしくはイン
ストール可能コードの形をとってもよい。これらは、コンピュータ・システム３００上で
（例えば、様々な一般に入手可能なコンパイラ、インストール・プログラム、圧縮／解凍
ユーティリティ等の何れかを用いて）コンパイルおよび／またはインストールされたとき
、実行可能コードの形をとる。
【００５５】
　特定の要件に従って実質的な変形を行ってもよいことは当業者には理解される。例えば
、カスタマイズしたハードウェアを使用してもよく、かつ／または、特定の要素をハード
ウェア、ソフトウェア（アプレット等のポータブル・ソフトウェアを含む）、またはその
両方で実装してもよい。さらに、ネットワーク入出力装置のような他のコンピューティン
グ装置への接続を使用してもよい。
【００５６】
　上述のように、１態様では、幾つかの実施形態において本発明の様々な実施形態に従う
方法を実施する（コンピュータ・システム３００のような）コンピュータ・システムを使
用してもよい。１組の実施形態によれば、作業用メモリ３３５に含まれる（オペレーティ
ング・システム３４０、および／または、アプリケーション・プログラム３４５のような
他のコードに組み込んでもよい）１つまたは複数の命令から成る１つまたは複数の列をプ
ロセッサ３１０が実行したことに応答して、かかる方法の手続きの一部または全部をコン
ピュータ・システム３００により実施する。かかる命令を、１つまたは複数の記憶装置（
複数可）３２５のような別のコンピュータ読取可能媒体から作業用メモリ３３５に読み込
んでもよい。単なる例として、作業用メモリ３３５に含まれる命令の列の実行により、プ
ロセッサ（複数可）３１０に、本明細書に記載の方法の１つまたは複数の手続きを実施さ
せてもよい。
【００５７】
　本明細書で使用する「機械読取可能媒体」および「コンピュータ読取可能媒体」という
用語は、機械を特定の様式で動作させるデータの提供に参加する任意の媒体をさす。コン
ピュータ読取可能媒体および記憶媒体は、一時的な伝播信号をさすものではない。コンピ
ュータ・システム３００を用いて実装した１実施形態では、様々なコンピュータ読取可能
媒体が、実行用の命令／コードをプロセッサ（複数可）３１０に提供することに関与して
もよく、かつ／または、当該コンピュータ読取可能媒体を使用してかかる命令／コードを
格納してもよい。多数の実装形態では、コンピュータ読取可能媒体は物理的および／また
は有形的な記憶媒体である。かかる媒体が不揮発性媒体または揮発性媒体の形をとっても
よい。不揮発性媒体には、例えば、記憶装置（複数可）３２５のような光ディスクおよび
／または磁気ディスクが含まれる。揮発性媒体には、限定ではなく、作業用メモリ３３５
のような動的メモリが含まれる。
【００５８】
　物理的および／または有形的なコンピュータ読取可能媒体の共通的な形態には、例えば
、フロッピ・ディスク、フレキシブル・ディスク、ハード・ディスク、磁気テープ、また
は、他の任意の磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、他の任意の光媒体、パンチカード、紙テープ、
穴のパターンを有する他の任意の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ
－ＥＰＲＯＭ、他の任意のメモリチップまたはカートリッジ等が含まれる。
【００５９】
　上述の方法、システム、および装置は例である。様々な構成では、必要に応じて様々な
手続きまたは構成要素を省略し、置換し、または追加してもよい。例えば、代替的な構成
では、当該方法を、説明したのとは異なる順序で実施してもよく、かつ／または、様々な
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した機能を様々な他の構成と組み合わせてもよい。当該構成の様々な態様と要素を同様に
組み合わせてもよい。また、技術は発展するので、当該要素の多くは例であって本開示ま
たは諸請求項の範囲を限定するものではない。
【００６０】
　本明細書では具体的な詳細を与えて、（実装形態を含む）例示的な構成の徹底的な理解
を与えた。しかし、これらの具体的な詳細なしに構成を実施することができる。例えば、
公知な回路、プロセス、アルゴリズム、構造、および技術は、当該構成を不明瞭にするの
を避けるために、不必要に詳細には説明しなかった。本明細書は、例示的な構成のみを提
供するものであり、諸請求項の範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。
寧ろ、当該構成の以上の説明は、説明した技術を実装するための実施可能な説明を当業者
に提供するものである。本開示の趣旨または範囲から逸脱しない様々な変更を、諸要素の
機能と配置構成において行ってもよい。
【００６１】
　また、諸構成を、流れ図またはブロック図として示したプロセスとして説明してもよい
。各々は動作を逐次的なプロセスとして説明するものであるが、当該動作の多くを並列ま
たは並行に実施してもよい。さらに、動作の順序を再構成してもよい。プロセスが、図面
に含まれない追加のステップを有してもよい。さらに、方法の諸例をハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、ま
たはそれらの任意の組合せで実装してもよい。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウ
ェア、またはマイクロコードで実装する場合には、必要なタスクを実施するためのプログ
ラム・コードまたはコード・セグメントを、記憶媒体のような非一時的なコンピュータ読
取可能媒体に格納してもよい。プロセッサが、説明したタスクを実施してもよい。
【００６２】
　幾つかの例示的な構成を説明したが、本開示の趣旨を逸脱しない様々な修正、代替構成
、および均等物を使用してもよい。例えば、以上の要素が、大規模システムの構成要素で
あってもよい。この場合、他の規則が優先してもよく、または、当該他の規則が本発明の
適用を修正してもよい。また、幾つかのステップを、上記の要素を考慮する前、最中、ま
たは後に行ってもよい。したがって、上記の説明は請求項の範囲に束縛されない。
【符号の説明】
【００６３】
１３０ａ　ネットワーク（複数可）
１４２ａ　プロセッサ
１４４ａ　記憶装置
１４６ａ　ソーシャル・グラフ・データ
１４８ａ　会話モデル・データ
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】
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【図２】 【図３】
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