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聞きたい人の声に耳を傾けるAI 
──深層学習に基づく音声の選択的聴取技術
SpeakerBeam

音声信号処理 深層学習目的話者抽出

人は，騒がしい環境の中でも，聞きたい人（目的話者）の声の特
徴などの手掛かりに注目してその人の声を聞き取ることができる，
「選択的聴取」と呼ばれる能力を持っています．本稿では，この選
択的聴取をコンピュータ上で実現することをめざした研究として，
目的話者の音声の特徴を示す手掛かりに基づき，混ざった音声の中
から目的話者の音声のみを抽出する技術SpeakerBeamについて紹介
します． NTTコミュニケーション科学基礎研究所
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は じ め に

人は， パーティ会場などの騒がしい
環境の中でも，聞きたい人（目的話者）
の手掛かり（声の特徴，話している内
容など）に注目して，その人の声を聞
き取ることができる「選択的聴取」の
能力を持っています．私たちは，この
選択的聴取をコンピュータ上で実現す
るため，長年にわたって研究を進めて
きました．例えば，複数人が同時に話
す状況では，互いに似た特徴を持つ音
声どうしが混ざるため，その中から聞
きたい話者の声を取り出すことは難し
い課題です．これに対する従来技術と
して，混ざった音声を各話者の音声へ
分 離 す る 音 源 分 離 技 術（Blind 
Source Separation: BSS）があり，
近年，高品質な分離が実現できるよう
になってきました．しかし，BSSは
①混合音声に含まれる話者数に関する
事前知識もしくはその推定が必要，②
各分離音声と各話者との対応関係が不
定なため，どの分離音声が目的話者の
音声であるかが不明，といった制約が

あり，さまざまな応用先で利用する際
の課題となっていました．

BSSに代わる新たな枠組みとして，
混合音声から聞きたい話者の音声のみ
を抽出する，目的話者抽出技術が最近
注目されています．目的話者抽出は，
聞きたい話者の手掛かりを補助情報と
して活用し，混合音声の中からその話
者の音声のみを抽出します（1）〜（3）．話
者の手掛かりとしては，例えば，目的
話者の発話から推定された声の特徴

（音響手掛かり）や唇の映像データ（映
像手掛かり）などが考えられます．目
的話者抽出は混合音声中の話者数によ
らずに目的話者の音声のみを抽出する
ことができ，また抽出音声と話者の対
応関係も明らかであるため，BSSが
持つ課題を回避することが可能です．

本稿では，以前紹介した目的話者の
声 の 特 徴 に 基 づ く 目 的 話 者 抽 出
SpeakerBeam（1），（2）をレビューし，
混合音声の中の話者の声が似ている際
に抽出が難しくなるSpeakerBeam
の問題点について実験結果を示しなが
ら説明します．次に，この問題を回避

する方法の 1 つとして，マルチモーダ
ル（Multimodal:MM）SpeakerBeam
を紹介します．最後に，目的話者抽出
技術の他の音声処理タスクへの拡張
と，さらに人間の選択的聴取の能力に
近づけるための今後の取り組みについ
て述べます．

ニューラルネットワークによる 
目的話者抽出SpeakerBeam

私たちは，目的話者抽出技術とし
て，ニューラルネットワーク（Neural 
Network:NN） を 用 い た 新 技 術 
SpeakerBeamを提案しました（図
1 ）．SpeakerBeamの特徴は，NN
の挙動を制御するために，目的話者に
関する何らかの手掛かりを与える仕組
み を 導 入 し た こ と に あ り ま す．
SpeakerBeamは，図 1 にあるよう
に，事前録音された10秒程度の目的話
者の音声（音響手掛かり）からその声
の特徴量を抽出するNN（①話者特徴
抽出NN）と，抽出した特徴量を補助
入力として混合音声から目的話者の音
声を抽出するNN（②目的話者抽出
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NN），の 2 つのNNによって構成され
ています．SpeakerBeamは，目的
話者の手掛かり（声の特徴）に基づく
目的話者抽出，すなわち選択的聴取
を，世界で初めて実現した手法です．

SpeakerBeamの性能を評価する
ために，英語発話の話者 2 人の混合音
声を用いた，目的話者抽出実験を行い
ました．その実験結果を図 ₂（a）に示
します．目的話者抽出性能を測るため

の評価指標としては，信号対歪み比
（Signal-to-Distortion Ratio：SDR）
を採用しました．SDRは，その数値が
高いほど，抽出性能が高いことを示し
ます．図から，SpeakerBeamは平均
して ₈ dB以上の高い抽出性能を達成
していることが確認できます．一方，
この結果を同性どうしと異性どうしの
混合に分析してみると，同性どうしの
性能は大きく劣化することが分かりま

す．これは，同性の混合音声では，話
者の声の特徴が互いに似通っていて，
目的話者の特定や抽出を行うことが困
難になる場合があるためです．この問
題に対処するための，方向性の 1 つと
しては，声の特徴に依存しない，音響
手掛かりとは別の手掛かりを用いるこ
とが考えられます．

MM-SpeakerBeam

これまでにも，音響手掛かり（声の
特徴）以外の，映像情報を手掛かりと
した話者抽出はいくつか検討されてい
ます．例えば，参考文献（3）では，ビ
デオカメラを利用して，話している目
的話者の顔や唇の動きを録画し，映像
特徴抽出NN（例えばFaceNetとい
う学習済みの顔認識ネットワーク）を
使って，その顔画像の時系列から唇の
動きを表す時系列特徴量を抽出しま
す．目的話者抽出NNは，これを映像
の手掛かりとして利用し，唇の動きに
合致した音声を抽出します（3）．映像情
報を手掛かりに用いた目的話者抽出
は，似た声の人どうしであっても抽出
が可能であると期待されます．例え
ば，極端な例では，同じ人が別の発話
を話している混合音声でも，唇の動き
が違っていれば，目的音声の抽出が可
能であるとの報告もあります（3）．この
ように，映像情報を使う目的話者抽出
は， 声 が 似 て い る 場 合 に
SpeakerBeamの抽出性能が劣化す
る問題に対処する 1 つの方法です．一
方で，実際の映像収録状況では，顔や
唇が隠れていることはよくあり，この
ような状況では映像情報の手掛かりは
役に立たないという問題があります．

そこで私たちは，音響手掛かりと映

目的話者（聞きたい話者）
の音声データ（10秒程度）
の事前録音

混ざった音声 目的話者の音声

SpeakerBeam

話者特徴

①　話者特徴抽出
Neural net

②　目的話者抽出
Neural net

図 1 　目的話者抽出技術SpeakerBeamの仕組み
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図 2 　SpeakerBeamの性能（ 2 人の話者の英語音声を混ぜた実験）
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像手掛かりに基づく方法のそれぞれの
利点を活用するため，SpeakerBeam
を複数の手掛かりを選択的に利用可能
なかたちに拡張した MM-Speaker
Beam を 提 案 し て い ま す（₄），（₅）．
MM-SpeakerBeamの仕組みを図 ₃
に示します．MM-SpeakerBeamは
この図のように，音響の手掛かりに加
え，映像の手掛かりも利用する方法に
なります．映像の手掛かりは，参考文
献（3）と同様に，ビデオカメラを用いて
録画した目的話者の顔（唇の動き）の
時系列になります．MM-SpeakerBeam
は，複数の手掛かりから，信頼度に応
じて手掛かりの選択ができる仕組みを
導入しています．これを実現するため
に，ニューラル機械翻訳をはじめとし
たさまざまな分野で，近年よく使われ
ているAttention機構を利用しまし
た．また，図にある目的話者抽出NN
は従来の SpeakerBeam と同様の
NNです．

MM-SpeakerBeamの最大の特長
は，片方の手掛かりが役に立たない場
合でも，他の手掛かりを使うことに
よって，高精度な目的話者抽出が可能

になることです．例えば，声の性質が
似た話者のときには，映像の手掛かり
を主に利用し，逆に，唇が画面に映ら
ない場合には，音響の手掛かりを主に
利用するようになります．このように，
その時々で利用できる情報源を活用す
ることで，多様な状況でもより安定に，
より高性能に動作します．

MM-SpeakerBeamの抽出結果を図
2（b）に示します．マルチモーダル手掛
かりを使うことによって，性能が大幅に
改善していること，特に同性の場合に
大きな改善が得られることを確認でき
ます．このように，MM-SpeakerBeam
は，複数モダリティ（例えば音声と映
像による）の手掛かりを活用すること
で，互いに似た声の話者の混合音声か
らの目的話者抽出性能が大きく向上
し，安定した抽出を可能とします．デ
モサイト（₆）にて実際の処理音声の例を
聞くことができます．

他の音声処理タスクへの拡張

SpeakerBeamの枠組みは，目的
話者抽出の問題以外にも，さまざまな
場面でその応用が研究されています．

実際，SpeakerBeamの登場を受け
て，①目的話者の手掛かりに基づいて
その人の発話区間を推定する（目的話
者発話区間推定）問題（₇）や，②信号の
抽出を経ずに目的話者の手掛かりに基
づいてその人の発話内容を直接的に推
定する（目的話者音声認識）問題（₈）な
どの新たな試みがなされています．

今後の展開

SpeakerBeamの応用先として，
例えば，目的話者の声を聞き取りやす
くする補聴器やボイスレコーダ，特定
の人のみに反応するスマートデバイス，
会議音声の議事録システムなど，さま
ざまなものが考えられます．さらに最
近の進展として，音声だけでなく任意
の音を抽出できる，ユニバーサル音抽
出の研究にも取り組んでいます（₉）（図
₄ ）．これは，音声や映像に基づく話
者情報ではなく，聞きたい音の種類に
関する手掛かりを用いることで，該当
する種類の音のみを抽出する枠組みで
す．この技術により，例えば，消防車
の音と女性の声に注意し，犬の声や他
の音を無視できるような未来の音声デ
バイスを実現できるようになると期待
されます．この技術のデモ音は，デモ
サイト（10）にて聞くことができます．

また，人間は音や映像といった手掛
かりのほかにも，自身の聞きたい「話
題」に注目し，その人の声を聞き取る
能力を持っています．すなわち人間は，
話している内容や概念といった，より
抽象度の高い手掛かりに基づく選択的
聴取もできるのです．SpeakerBeam
技術を，より抽象度の高い手掛かりを
も扱えるように拡張することができれ
ば，私たちの長年の研究目標である人

混ざった音声
目的話者
の音声

映像特徴抽出
Neural net

話者特徴抽出
Neural net

信頼度に応じた
手掛かりの選択

目的話者抽出
Neural net

図 ₃ 　MM-SpeakerBeamの仕組み
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間の選択的聴取の能力の実現により近
づいていけるものと考えています．

これを実現するためには，①どう
やって概念を表現・獲得するか，②概
念を表現できたとしても，どうやって
それを使って，聞きたい会話を抽出す
るか，の 2 つの研究課題があります．
①については，すでに音声と映像から
内容・概念を獲得する研究を行ってい
ます（11）．②については，今度の研究
課題の 1 つとして取り組んでいきたい
と考えています．
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図 ₄ 　音声以外の音も扱えるユニバーサルサウンド抽出
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私たちは，ロボットやコンピュータなど
が，人間と同様に私たちの会話を理解でき
るように，日々研究を進めています．目的
話者抽出は，それを達成するための重要な
要素技術と考えています．SpeakerBeam
をもっと発展させ，人間の選択的聴取の能
力により近づけていきたいと考えています．
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