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はじめに
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我々は対話の目的を「互いに自分の考えを
伝えあい理解し合うこと」だと考えている。
自分の考えをどう伝えるか，どうすれば伝わ
りやすいのか，といった戦略には相手に関す
る知識が必要である。人は対話時に，言葉・
音声・表情・視線・身振りなど，あらゆるも
のから相手の情報を印象という形で受け取っ
ている。これらの印象から読み取る情報は，
対話において必要な情報だといえる。我々は
この中の音声に着目し，音声から得られる情
報の対話システムへの活用を目指している。
我々は先行研究[1]で音声から取得してい
る情報の整理を行い，対話にとって重要と考
えられる①相手の属性②相手の印象③相手の
感情④自分の感情に着目した。①相手の属性
は，性別・年齢・立場などで，相手に応じて
言葉遣いなどを変える日本人にとって重要で
ある。②相手の印象は，性格や価値観などに
ついての印象であり，生得的な気質を基盤と
して，文化・教育・家庭環境など様々な外的
要因の影響を受けながら，長い時間をかけて
形成されていく。本稿では①②から評価者が
描く相手の表象を人物像と呼ぶ。この人物像
は相手と長期的な関係を構築するのに不可欠
である。初対面の時に形成される第一印象は
人物像の初期値のことである。相手を知るに
つれ，この人物像を更新しながらより精緻な
ものへと変化させていくと考える。③相手の
感情は，その時の外的状況によって引き起こ
される短時間の心の変化である。④自分の感
情は，相手との相互関係によって成り立つ対
話においては不可欠な要素である。
対話戦略に最も必要なのは相手の人物像だ
と考える。この人物像を手掛かりに対話戦略
を立て，対話時は相手の感情を推測しながら
戦略の調整を行いつつ対話する。
人の性格や価値観，感情などは直接観測す
ることはできず，外から観察して推測し，そ
れぞれが心の中に正解だと思う人物像を描く
*

しかない。従って，人物像の形成には評価者
の主観が影響する。その評価構造は評価者に
よって，また評価者と被評価者との関係によ
っても異なると考える。
本稿では，声の印象の知覚・認知構造モデ
ルの比較を通じて人物像の要素について検討
を行い，作成した判定モデルの対話システム
への活用について検討した結果を報告する。

2

調査方法

2.1 印象語の収集
始めに，新聞コーパスの単語 N-gram[2]か
ら「声」
「口調」
「話す」
「しゃべる」と共起し
ている語を抽出した。次に，MeCab[3]により
取得した品詞情報で絞り込み，約 670 語の印
象語を得た。この印象語から，主に声質と話
し方，話者の属性（性別・年代）に関する印
象語を選び，[4]で使用した印象語と，言語イ
メージスケール[5]の各分類から選択した人
の印象を表す印象語を追加し，合わせて 90
語を実験に用いた。
2.2 印象語の分類
2.1 で得た印象語を感性表現用語の分類[6]
を参考に，1.聞き手の感情 2.感性的印象（評
価者によって評価が異なり主観的）3.感覚的
印象（状態や性質など物理特性の認知を表し
評価が客観的）4.話者の推定属性 に分類した
（Table 1）
。
Table 1 採用した印象語
好き
いい
いら立つ
誠実
親しみやすい
信頼できる
安心
面白そう
ポリシーのある
個性的
上品
知的
エレガント
ナチュラル

1.聞き手の感情(7)
嫌い
素晴らしい

美しい
変な

2.感性的印象(35)
クール
セクシー
ワイルド
さわやか
かっこいい
可愛い
渋い
ちゃらい
甘い
生き生きした
落ち着いた

繊細
にこやか
厳しい
激しい
穏やか
素っ気ない
きつい
控えめ
軽い
丁寧
雑
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カジュアル
熱い
冷たい
暖かい
硬い
重い
鋭い
柔らかい
上ずった
たどたどしい
元気
しんみり
くぐもった
静かな
男だとおもう
女だとおもう
若々しい

優しい
3.感覚的印象(39)
ハキハキ
弾んだ
張りがある
ボソボソ
はっきり
伸びる
滑らか
ヒソヒソ
震える
太い
細い
響く
通る
4.話者の推定属性(9)
おじさんっぽい
おばさんっぽい
若い

早口
ゆっくり
明るい
暗い
澄んだ
ガラガラ
かすれ
大きい
小さい
強い
弱い
高い
低い
少年
少女
幼い

性別組み合わせによる４モデル作成

3

3.1 データの準備
2.4 で得た評価データを
「評価者の性別×被
評価者の性別」
の 4 パターンに分け比較した。
各モデルに使用したデータ数を Table3 に示す。
被評価者の性別・年齢は不明のため評価者が
印象で判断した性別を音声の性別とした。ま
た回答に矛盾のあったデータは除外した。
Table 3 各モデルのデータ数

2.3 評価用音声の準備
2.3.1. 評価用音声の収集
声タイプ診断アプリ[7]で収集した音声デ
ータ約 35 万件の中から音声をランダムに選
択し，印象評価に問題のない音質であると判
断した 750 音声を採用した。データは WAV
形式（サンプリングレート：48kHz/ビット数：
16bit/チャンネル数：モノラル）。録音デバイ
スは iPhone と Android のスマートフォンで機
種も OS も様々であった。
2.3.2. 評価用音声の音響特徴量取得
2.3.1 で収集した 750 音声から VoiceSauce[8]
により 6 つの音響特徴量を取得した（Table 2）
。
各音響特徴量は離散化のため，下から 25％の
範囲をランク 1，
25％～75％の範囲をランク 2，
上 25％の範囲をランク 3 とした。

評価者
男
女
計

変数名
avF0
sdF0
SPL
CPP
HNR05
HNR35

2.4 音声評価調査の実施
音声評価は WEB で実施した。評価者は
1063 人（男 539 人：女 524 人/年齢：16～69
歳）。各人に 2.2.1 で収集した 750 音声の中か
ら無作為に抽出した 5 音声を提示した。回答
方法は提示された音声が印象語にあてはまる
と感じた場合のみチェックする形式で行った。
印象語の並び順は評価の都度ランダムに変更

男声
796
828
1,624

評価音声
女声
1,057
912
1,969

計
1,853
1,740
3,593

3.2 印象語の集約
3.1 の各データは，
意味的に近い印象語は回
答数の多い方に集約し，相反する意味の印象
語語は 1 項目にまとめた。また感覚的印象は
単独感覚と複合感覚に分類し，感性的印象は
抽象度合からレベルを 1 と 2 に分類した。
（Table 4）
。但しこれらの境界は非常にあいま
いである。
Table 4 分析に使用したデータ項目と分類
avF0
sdF0
高_低
大_小

Table 2 採用した音響特徴量
音響特徴量
基本周波数平均
基本周波数の標準偏差の絶対値平均
エネルギー平均
Cepstral Peak Prominence 平均 [9]
倍音ノイズ比率平均 0- 500 Hz [10]
倍音ノイズ比率平均 0-3500 Hz [10]

した。WEB 調査のため評価環境は同じではな
かったが，評価前にサンプル音声を提示し，
音量調整した後での評価開始を促した。

明_暗
重_軽
太_細
硬_柔
繊細
控えめ
優しい
甘い
カジュアル
好_嫌
年代

音響特徴量
SPL
CPP
感覚的印象（単独感覚）
強_弱
速_遅
感覚的印象（複合感覚）
静かな
上ずった
はっきりしてる_してない

たどたどしい
感性的印象（レベル 1）
素っ気ない
丁寧_雑
感性的印象（レベル 2）
ナチュラル
親しみやすい
可愛い
聞き手の感情
いら立つ
推定属性（年代）
幼い

HNR05
HNR35
澄_濁

暖_冷
激_穏
元気
しんみり
落ち着いた

個性的

変な
若々しい

集計結果を回答数の多い順に並べると次の
傾向が見られた。(1)年代に関する印象への回
答が多く年代を気にしている(2)「好_嫌」が

比較的上位にあり，全体では「好き」2％に対
し「嫌い」16%と「嫌い」が多かった。また
男性は女声に対し「好き」と答える割合が
3.4％と高く他の 3 パターンと比較し有意差が
みられた。(3)感覚的印象は回答数が多く，感
性的印象は回答数が少なかった。感性的印象
は評価者の主観によるため回答にバラつきが
出た結果と思われる。
3.3 仮定したモデルの構造
人の音声評価は，音が耳に入り，感情が動
き，その後にその声を表現する言葉を思い浮
かべる，
という階層構造になっていると考え，
Fig1 に示すモデル構造を仮定した。
今回採用した音響特徴量だけでは，人が感
じる音声の特徴を全て表現できないと考え，
それを感覚的印象（単独感覚）で補うため，
音響特徴量と聞き手の感情・推定属性
（年代）
の間に感覚的印象（単独感覚）を配置した。

Fig. 2

４つのモデルを比較すると，男声女声それ
ぞれで用いられる印象語に違いがあり，４モ
デルの構造も異なっていた。例えば「大_小」
は，どのモデルにおいても複数の印象と相関
がみられ印象形成への関わりが大きいが，
「高
_低」は，女声の場合のみ複数の印象との相関
がみられた。「好_嫌」に関しては，各モデル
に共通して「丁寧」に相関が高かった。女声
の場合は「澄_濁」とも相関がみられた。また
異性の場合は「暖_冷」との相関も高かった。
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Fig. 1 声の印象の知覚・認知モデルの構造
3.4 モデルの構造学習
2.3.2 で得た音響特徴量と，3.2 で整理した
評価結果から各組み合わせにおいて回答数が
5%未満の印象語を除外したデータを学習デ
ータとして，ベイジアンネットワークにより
構造解析を行い，声の印象の知覚・認知構造
モデルの構築を行った。
モデルの制約条件は，
Fig１で配置した自階層より下にある階層を
全て親とし，各階層内はフリー探索とした。
また各階層内の白矢印で親子関係を示してい
る部分は階層内にも制約をつけた。但し感覚
的印象（複合感覚）と感性的印象（レベル 1）
は今回同一階層として扱った。
3.5 モデルの比較
作成した４つのモデルを Fig2 に示す。

声の知覚・認知構造４モデル

異性の友好性に関する印象の推定

3.5 で異性の組み合わせの場合のみ「好_嫌」
と「暖_冷」
に相関が見られたことに注目した。
本データは見知らぬ人の録音音声を聞いた時
の印象であるので，「暖_冷」は被評価者の友
好性に関する印象だと考える。これは人物像
に含まれる要素の１つであり，異性の場合に
はこの友好性が相手の「好_嫌」に影響してい
ると考えられる。そこで友好性に関する印象
に着目し，友好性のポジティブ・ネガティブ
それぞれを推定するモデルを作成した。
4.1 友好性に関する印象語の整理
友好性に関係すると考えられる印象語をポ
ジティブとネガティブの印象にまとめた。
ポジティブ：「暖」「丁寧」「親しみやすい」
ネガティブ：「冷」「雑」
「素っ気ない」
4.2 友好性モデルの構築
2.3.2 で得た音響特徴量と 4.1 のデータから，
友好性に関するポジティブモデル，ネガティ
ブモデルをそれぞれベイジアンネットワーク
により作成した。モデルの制約条件はポジテ
ィブ・ネガティブのみを親とし音響特徴量同
士の探索は行わないこととした。モデルを
Fig.3 に示す。

男_女声

女_男声

ネ
ガ

ポ
ジ

Fig. 3

友好性の４モデル

4.3 閾値と正解率によるモデルの検証
4.2 で作成したモデルを検証する為，
モデル
に 2.3.2 で得た音響特徴量を与えクローズド
テストを実施した。感度＝「
（事後確率－事前
確率）の絶対値」とし，感度＞閾値の場合ポ
ジティブ・ネガティブとそれぞれ判定した。
閾値により正解率に違いがでるため，閾値と
正解率の関係からモデルの検証を行った。
正解率算出にあたり，閾値未満の結果は推
論結果の信頼度が低いと考え正解率の計算か
ら除外し，信頼度の高い結果のみに絞った中
で正解率を算出し，閾値とモデルの検証を行
った。その結果を Fig.4 に示す。

Fig.4

各モデルの閾値と正解率

男_女声の友好性ネガティブモデルは，閾値
を上げると正解率も上がる傾向があり，上り
幅も 48%から 67%と大きい。閾値の幅も±
0.14 と大きく採用された音響特徴量（avF0 と
sdF0）でうまく表現できていると考える。そ
れと比べ他の 3 モデルは閾値を上げると正解
率が上がる箇所もあるが全体傾向としては正
解率が下がっている。閾値の幅も小さく，採
用された音響特徴量で表現できているとは言
えないことがわかった。
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おわりに

本研究では，声の印象の知覚・認知構造の
性別組み合わせによる 4 モデルの比較を通じ，
性差によって構造が異なることを確認した。
このことから，性差だけではなく話者同士の
関係性によって，異なるモデルが必要である

ことが示唆された。本研究では，声の印象の
知覚・認知構造の検討に印象語をそのまま用
いたが，対話における人物像を考える場合，
人物像の構成要素について別途検討する必要
があると考えられるので今後の課題としたい。
また人物像の 1 要素と考える友好性につい
て，音声から推定するポジティブ・ネガティ
ブモデルの可能性を検討した。今回は男性が
女性を評価する場合の友好性ネガティブモデ
ルのみ採用の可能性があると判断したが，他
の 3 モデルでも採用する音響特徴量の検討な
ど精度向上のための方策はあると考えている。
対話モデルの目的や対象，対話戦略により必
要となるモデルや閾値は異なるので，今後必
要に応じて詳細に検討していきたい。
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