
音声認識から会話シーン分析へ

近年，声で操作できるスマートフォ

ンが登場するなど，私たちが音声認識

技術に触れる機会が増えてきました．

スマートフォンなどの情報端末に話す

内容は，多くの場合，端末を操作す

る命令や検索のキーワードです．ユー

ザが比較的丁寧に話せばその音声は正

しく認識され，所望の操作が実行され

ます．このような実用化が進むことで，

音声インタフェースの有効性が広く知

られるようになりました．その一方で，

端末の操作ではなく，私たちの日常の

会話を認識させたい，というニーズが

出てきました．これは会議の議事録作

成など，従来人が行ってきた高度な聞

き取り作業をコンピュータで自動化す

るものです．ところが，現在の標準的

な技術で会話音声を認識させると，話

された言葉の半分も正しく認識できま

せん．これは，端末を操作する発声と

日常会話の発声とではその性質が大き

く異なり，技術的には会話の音声認識

のほうがはるかに難しくなります．私

たちは会話の音声認識を重要な研究課

題の１つと位置付け，研究を進めてき

ました．

しかし，会話を正しく認識できたと

しても，話された言葉の文字データが

得られるだけで良いのでしょうか．例

えば議事録作成を考えた場合，話され

た内容ももちろん大事ですが，それは

誰が誰に言ったことなのか，どのよう

に伝えられたのか，といった従来の音

声認識技術では得られない情報が必要

になります．そこで私たちは，会話を

総合的に認識する技術を確立するた

め，複数人の自由な会話の中で「い

つ，誰が，何を，どのように話したか」

を高い精度で認識する「会話シーン分

析技術」の研究を始めました．これは，

音声認識の結果として得られる言語

（バーバル）情報と，音声の到来方向

や映像情報といった非言語（ノンバー

バル）情報を併せて会話を認識しよう

とする試みです．

私たちは，会話シーン分析の研究

の一環として，会話分析システムを構

築しています．以前に提案したシステ

ム（1）では，話者識別と全方位カメラ

による顔方向推定に基づき，「いつ誰

が話しているか」「誰が誰に話している

か」「誰が注目されているか」などのノ

ンバーバル情報をリアルタイムで検出

するとともに，直感的に分かりやすく

可視化しました．その後，複数人の会

話に対応した音声認識を導入すること

で，「いつ，誰が，何を，どのように話

したか」を認識できるようにしました（2）．

これにより，議事録の下書きとなる

データが得られるだけでなく，会話に

参加しながら，いつでも会話の内容を

さかのぼって確認でき，話された用語

の意味や関連情報にタイムリにアクセ

スできるなどの高度な会話支援が可能

になることを示しました．

次に，本システムにおける複数人会

話のための音声認識技術と，これを組

み込んだリアルタイム会話分析システ

ムを紹介します．

会話のための音声認識技術

図１は，現在私たちが想定している

会話の一例を示しています．４名の参

加者がテーブルを囲んで自由に会話し，

その音声をテーブル中央のマイクで収

録します．このような状況下の音声認

識は極めて難しいのですが，それには

次の２つの理由があります．

① マイクを意識しない会話：対面

の会話では，スマートフォンに話

す場合と異なり，マイクを目の前

に置いたり，身体に装着すること

は，会話中の行動が制限されるの

であまり好まれません．そのため

少し離れた場所（テーブルの中央
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みんなの会話を聞き取るコンピュータを目指して

近年，音声認識技術は多くの製品やサービスに導入されていますが，私た
ちが普段行っている会話を認識させようとすると，それらは精度や機能の面
でまだ十分とはいえません．NTTコミュニケーション科学基礎研究所では，
複数人の自由な会話の中で「いつ，誰が，何を，どのように話したか」とい
うことを高い精度で認識する「会話シーン分析技術」の研究に取り組んでい
ます．本稿では，本技術の概要とこれまでの研究成果を紹介します．
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など）にマイクを置く必要があり

ます．しかし，離れたマイクでは，

空調などの背景雑音や，音声が

テーブルや壁に反射して遅れて届

く残響の影響が大きくなり，音声

の品質が大幅に低下します．ま

た，会話中の複数の人の声が混ざ

り合って音の判別が難しくなりま

す．このような要因が音声認識の

性能を著しく低下させます．

② 会話音声の多様性：会話の中

で人は意識して丁寧に話そうとは

せず，発音がはっきりしなかった

り，言葉を省略する傾向が強まり

ます．また，方言などのなまりや

喜怒哀楽の感情が入ることもあり

ます．したがって，発音表記上は

同じ単語であっても，話す内容，

話し方，話す人によって音響的特

徴は大きく異なります．さらに言

語表現は話す相手や，話題，状

況によっても変化します．このよ

うな多様性は音声認識の性能を

著しく低下させます．

これらの課題を解決するため，私た

ちはまず会話音声の品質を向上させる

音声強調に取り組み，マイクロフォン

アレイを利用したさまざまな音声強調

技術を提案しています（2）．

その内容としては，最初にマルチ

チャネル線形予測という手法で残響除

去を行います．続いて複数マイクから

なるマイクロフォンアレイの個々のマイ

クに音声信号が到達する時間差を利用

して，音声信号が到来する方向

（DOA: Direction of Arrival）を推

定します．そして，推定したDOAの

情報に基づき各々の音源（各参加者）

から到来する信号だけを強調し，ほか

の方向から到来する信号を抑圧するこ

とで，重なって収録された音声信号を

別々のチャネルに分離します．さらに

分離された信号の音声成分と雑音成分

をオンラインで推定し，音声信号から

雑音成分のみを取り除くDIV IDE

（Dynamic Integration of Voice

Identification and DEnoising）法

を適用します．これらの音声強調を組

み合わせることで，高品質な音声信号

を得ることができます．最近ではあら

かじめ学習した音声の音響的，かつ時

間的な変化パターンに基づいて，一人

ひとりの音声と雑音とをきれいに分離

する技術（DOLPHIN）も開発しま

した．この手法は，現時点でリアルタ

イム処理には対応していませんが，音

声認識性能の改善効果が大きいことを

確認しています（3）．

また，会話音声の多様性に対処す

るため，私たちは音声言語一体型モデ

ルも提案しました（4）．従来の音声認識

では，音韻の普遍的な特徴を表すモデ

ルをつくり，これを入力音声と照合し

て解を求めていました．しかし，この

普遍的なモデルでは会話音声の多様な

音響的特徴をとらえることは困難です．

そこで私たちは，話す内容や話し方と

いった言語的な要因による音響的特徴

の変動を表現できる音声言語一体型モ

デルを考案し，会話音声の認識精度を

大きく向上させました．

リアルタイム会話分析システム

次に，私たちが開発した会話分析シ

ステムのプロトタイプを紹介します．こ

のシステムは，音声認識と話者識別に

よって「誰が何を話しているか」を検

出し，映像処理によって「誰が誰を見

ているか」を推定します．さらに各参

加者の状態や会話状況に関する情報を

抽出します．そして，図２に示すブラ

図１　会話シーンの例 

マイクロフォンアレイと 
全方位カメラ 



ウザにリアルタイムで表示します．

ブラウザの左中央のパネルには，カ

メラから得られる360度のライブスト

リーミング映像が表示されます．そし

て各参加者が「どこにいるか」をオレ

ンジ色の丸，「話しているか」を赤色

の丸，「誰を見ているか」を水色の矢

印によって示しています．右側のパネ

ルには，参加者の顔写真とリアルタイ

ムで得られたそれぞれの音声認識結果

が表示されます．写真の横にある顔印

のアイコンは，参加者の状態（話して

いる・笑っている・黙っている）を表

しています．さらにアイコンの右隣に

ある２つの棒グラフは，参加者の現在

までの発言語数とほかの参加者から

見られた時間に対応する被注目度を

示しています．左下のパネルは，現在

の会話の状況を表しており，話題，盛

り上り，和み度，了解度を表示してい

ます．

システム構成と処理過程

図３は，システム全体の構成を表

しています．図中のすべての処理モ
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図２　会話シーンブラウザ 

カメラ映像と発話者および顔の向き 

会話の状況（話題・盛り上り・和み度・了解度） 

参加者の状態と音声認識結果 

図３　リアルタイム会話分析システムの構成 
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ジュールはリアルタイム性を考慮し，各

モジュール間の通信は短時間のフレー

ム，もしくは単語を基本単位としてい

ます．そして，各モジュールが並行動

作してリレー式に処理が進められます．

（1） ８チャネルマイクロフォンアレイ

音声の収録と強調を行う図３上の

ブロックでは，８チャネルのマイクロ

フォンアレイで収録された音声信号が，

前述の残響除去と音源分離を経て，

参加者ごとに異なるチャネル（４チャ

ネル）に振り分けられます．さらに各

チャネルを雑音抑圧したうえで音声認

識部に信号が送られます．このとき，

音源分離の過程で得られる話者識別情

報も同時に音声認識部に送られます．

ここで話者識別情報とは，「いつ誰が

話しているか」の情報であり，

DIVIDE法による音声・非音声判定

とDOA推定の結果から，各チャネル

の短時間フレームごとに各参加者の音

声が含まれるか否かを話者ごとにそれ

ぞれ二値で表したものです．そして，

各チャネルで認識された単語の時間区

間でこの話者識別情報を平均化し，認

識された単語ごとにどの参加者の発話

かを判定します．これは私たちの提案

したDWF（D i a r i z a t i o n - b a s e d

Word Filtering）法（2）と呼ばれる手

法であり，音源分離における他者音声

の消し残りに起因する認識誤りの大半

を除去することができます．

（2） 音響イベント検出

音声認識結果に対する文区切りの

自動挿入や，各チャネルの信号を無

音・発話・笑い声の３カテゴリに分類

する音響イベント検出も行っています．

話題追跡部では一定時間間隔で発言

単語の頻度分布を求め，話題に関連

する単語の集合を求めています．

（3） 全方位カメラ

全方位カメラは，２つの魚眼レンズ

によってテーブルを中心とする周囲360

度の映像を取得しており，疎テンプ

レートコンデンセーション追跡法（1）に

よって，各参加者の顔の位置や方向を

リアルタイムでとらえる顔姿勢追跡を

行っています．会話分析部では種々の

処理結果を集約し，数値化してブラウ

ザに送ります．ここでは，各参加者の

発言語数や被注目時間をカウントし，

発言語数や笑い検出の頻度に基づい

て，盛り上りや和み度，顔姿勢追跡に

より検出したうなずき回数により了解

度を算出しています．そして，取得し

た結果はサーバを経由してブラウザに

送られます．

今後の展望

本システムにより，複数人の会話か

ら「いつ，誰が，何を，どのように話

したか」をリアルタイムで分析する機

能を実現しました．現在のところ，こ

れだけの情報をリアルタイムに抽出で

きるシステムは世界的にも例がありま

せん．

会話の音声認識，並びに会話のシー

ン分析が可能になれば，さまざまな応

用の可能性が広がります．将来は会議

の議事録作成だけでなく，過去の記憶

を呼び起こすように会話を閲覧できる

かもしれません．会話中に質問に答え

たり，今後の予定を登録してくれる電

子秘書が登場するかもしれません．そ

のためには認識精度の向上は必須です

が，それ以外にも「どんな気持ちで話

しているか」「周囲で何が起こっている

か」といった文字には表れない情報の

認識や，「なぜこのような結論に至った

のか」といった総合的な検証・理解を

行う技術が重要になります．私たちは，

このような課題に従来の音声認識技術

の枠を越えて取り組んでいきます．
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