
形態素解析を用いた敬語の誤用指摘システムの提案 

A Proposal for a System to Indicate Honorific Misuse Using Morphological Analysis 

 
インテリジェントソフトウェアシステム学講座 0312006146 藤原大洋 

指導教員:藤田ハミド 槫松理樹 羽倉淳 

 

１. はじめに 
敬語は，社会生活を送る上で必須の技能 1)の

一つである． 近年, 企業間の連絡や就職活動

等, 多くの状況でメールを用いることが増えた

ことから, 従来の書面や口頭での利用に加え, 

メールにおいても敬語の正しい用法が重要とな

っている. しかし, 実際には，敬語を誤用して

いる場合が多い. その理由としては, 敬語用

法の難しさがあげられる. たとえば, 同じ内

容を伝える場合でも, 相手との関係などを考慮

し, 敬意の高さや表現など, その場において

もっとも相応しいものを選んで使用せねばなら

ない. しかし, その選択は複雑多様であり, 

正しい用法を用いるのは難しい.  

このように複雑な敬語の用法に対し, これま

でにいくつかのシステムの研究開発 2)が試みら

れている. たとえば田添らは, 文章を敬語表

現を用いた文章に言い換えるコンピュータモデ

ルを作成した. このモデルは相手, 場, 題材

のレベルを判定して敬意を設定し, 主語を取得

することで，それが自分と相手のどちらの属性

を持つかによって謙譲語と尊敬語のどちらに変

換するかを決定する. しかし, それらの多く

は学習支援システムであり, 作成支援システム

は尐ないのが現状である. 敬語を活用する機会

が増えている現在, 敬語を含む文章作成支援シ

ステムが早急に望まれる.  

以上の背景から, 本研究では敬語の文章作成

支援の一端として, 形態素解析を用いて敬語の

誤用を発見し, その場所と種類を指摘するシス

テムを提案する. また, 誤用を効率良く指摘

するために，ユーザに最小限の情報を求める.  

 

２. 敬語の誤用指摘システム 

２.１ 敬語の誤用 
敬語の誤用の種類は多く, 形態素解析レベル

で発見できる誤用と, 構文解析および意味解析

レベルの解析が必要なものとに分けられる. 構

文解析および意味解析からの発見できる誤用に

は, 敬意の対象となる人物との関係や状況など

多くの情報を必要とする上, それらの変動量は

大きい. これらの入力をユーザに求めるのは負

荷が高く, また多義性が高い. そのため 本研

究では, 文献 4)5)を元に 表１に示す形態素解析

レベルで発見できる項目に対象を絞りこむ.  

表 1 に示した通り, 洗い出した項目を大きく

４つに分類している. 敬意の高さは, 本来構

文解析および意味解析を行わないと判別が難し

い. この点に関して本研究では, ユーザから

の情報を活用することで文章全体の敬意の高さ

を設定し, 辞書と比較して判別する. また, 

文書を形態素解析にかけ, そこから得られる情

報を検討し, 表 1 の各項目に関してそれらを条

件としたルールを作成した. そのルールを敬語

の誤用発見に使用する.  

表１：チェック項目 

誤用の種類  辞書と比較する内容  

敬語が未使用  形態素  

特有の表現が未使用 形態素列  

二重敬語  形態素列  

敬意の高さが目的に相

応しくない  

ユーザが入力した情

報  

２. ２ システムの構成 
図 1 にシステムの構成図を示す. システムは

形態素を用いて誤用を発見する部分と, 特定の

形態素を組み合わせて作成した形態素列を用い

て誤用を発見する部分, 敬意の高さをチェック

する部分とに分けられる. 誤用のチェック内容

は表 1 に示したとおりであり, チェックにはそ

れぞれ辞書を使用する.  

 
図１：システム構成図 

 

２. ３ 辞書の構成 
システムでは次に示す 4 つの辞書を用いる.  

A) 専用表現辞書:敬語表現を集めた辞書. 敬

語表現を発見するために利用する.  

B) 変換可能語判別辞書:敬語に変換可能な形

態素を集めた辞書.  

C) 敬意辞書:敬意の高さを判別するため, 敬

語表現及びテンプレートと, それらの敬意



の高さを集めた辞書.  

D) 形態素列作成用辞書:形態素列を作成する

ためのテンプレートを集めた辞書. 敬語の

形態素列と非敬語の形態素列, 両方の情報

が含まれる.  

２. ４ 処理の流れ 
本システムの処理の流れを次の図 2 に示す.  

 
図２：処理の流れ 

  

 以下, 処理の流れを説明する.  

はじめに利用者が作成したメールと, 敬意の

高さとして, あらかじめ用意した選択肢の中か

らユーザが選んだものを入力として得る. その

後, メール本文に形態素解析を行い, 形態素

の出現形, 原型, 品詞を取得する. なお, 形

態素解析には松本らが作成した日本語形態素解

析システム「Chasen」6)を使用する. 得られた

形態素列に対し検査を行う.  

最初に検査①を行う. 検査①では, 形態素を

順番に形態素列作成用辞書と比較する. 辞書内

のテンプレートと一致する形態素列が見つかっ

た場合は , 検査④へ進む . それ以外の場合は , 

検査②へ進む.  

検査④では, テンプレートと一致した形態素

列が敬語か非敬語かをチェックする. 非敬語の

場合は, 誤用として敬語に変換できることを指

摘する(出力 B). 敬語の形態素列である場合は, 

検査⑤において, その中に敬語表現が含まれる

かを専用表現辞書と照合することで判断する . 

含まれる場合, 二重敬語という誤用である旨を

指摘する(出力 C). 敬語表現が含まれていない

場合は検査⑥において, 敬語に置換可能な語が

含まれているかを変換可能語判別辞書と比較し

て調べる. 含まれていた場合 , 敬語表現に置換

したほうが良い旨を指摘する(出力 D). 敬語表

現に置き換えられる語がなかった場合は, 検査

⑦において敬意辞書と比較し, 表現がユーザか

ら入力された敬意の高さと一致するかを調べる. 

違っていれば敬意に食い違いがある旨を指摘す

る(出力 E). 検査④から⑦で誤用が見つからな

かった場合は誤りがないと判断する.  

一方, 検査①でテンプレートと一致しなかっ

た形態素に対しては , 検査②を行う. 検査②で

は, 専用表現辞書を用い, 形態素が敬語表現で

あるかを確認する. 敬語表現となっている場合

は検査⑦へと進む. それ以外は検査③へ進む.  

検査③では , 変換可能語判別辞書を用いて , 

その形態素の敬語への置換可否をチェックする.  

結果が変換可能であった場合は誤用として指摘

する(出力 A).  

以上の処理を形態素列に対して行う.  

 

３. 評価実験 
評価実験では作成したプロトタイプの指摘が

どの程度有用なのかについて評価実験を行う. 

評価実験では, 敬語の教本 5)から得られた敬語

の誤用を含む文章を記載し, その下にシステム

が指摘した誤用の箇所と種類を提示する. その

指摘の有用性を 5 段階で評価してもらう. また, 

意見等についても記入してもらう. この実験に

より, 平均 4 ポイント以上の評価点を得られれ

ば, 本手法は敬語誤用指摘システムとして有用

であると考える. 現在, 評価実験を実施中で

あるため, その結果および評価については, 

本論文にて述べる.  

 

４. おわりに 
本研究では形態素解析とユーザからの最小限

の情報を用いて敬語の誤用を指摘するシステム

を提案した. 今後の課題としては, 現在実施

している評価実験を元にシステムの有用性を評

価することがあげられる. さらに, 辞書の内

容の充実及び, 実験結果の検証に基づいてのシ

ステム改善, そして構文解析と意味解析を活用

し, ユーザへの負担を増やすことなく, 現在

発見できない誤用の箇所を発見できるよう改良

することがあげられる.  
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１．はじめに 
本研究は，人間と擬人化システム１)の間の相互

作用における人間の自我状態の推定に関するも
のである．すなわち，擬人化システムが人間との
間で交流分析２)に基づいたコミュニケーション
を行うことで，より円滑なコミュニケーションを
実現することを目的としている．交流分析では，
人格理解のために相手の自我状態の推定が必要
となる．しかし，この推定には莫大な情報の分析
を要する上，交流分析の専門家との長い面談が要
求される．これらの労力を要しないで，客観的な
情報収集・分析を可能にした手法がエゴグラム３)

である． 
エゴグラムは，自我状態を表現する指標の一つ

で，その推定手法の一つに，東大式エゴグラム４)

がある．しかし，この東大式エゴグラムを用いて
推定するには６０問程度の設問に答える必要が
あり，設問に答える人に労力を要求する．また，
擬人化システムを利用する際に，この東大式エゴ
グラムを用いることは，人間の興味を一時的に擬
人化システムから引き離すこととなるので，円滑
なコミュニケーションの妨げとなり，望ましくな
い． 
擬人化システムの一つとして，岩手県立大学ソ

フトウェア情報学部藤田研究室で取り組んでい
る VDS(Virtual doctor system)１)がある．VDSは
医者の知識やメンタリティを再現したシステム
で，病院に来られる患者の初期診察を行うシステ
ムである．本研究では，この VDSへの応用を考慮
している．これは，実際に医師が患者を診察する
際に，患者の自我状態をもとに診断する場合もあ
ることに起因している． 
一方で，人相学や相貌心理学では，顔と性格を

関連付ける試みがなされている.５)また，日頃の
経験から，実際に顔を見るとその人がどのような
性格の人かを推測できる場合がある．そこで本研
究では，この点に着目し，人の顔からエゴグラム
を推定する手法を提案する．  

２．顔からのエゴグラム推定 

2.1 エゴグラム推定の目的と意義 

前述でも述べたように，現在の医療分野では，
患者の自我状態をもとに診断を行う場合がある．
しかし，自我状態を推定するために必要なエゴグ
ラムの推定には，６０問程度の質問に答える必要
があり，患者に労力を与えると共に時間がかかっ
てしまう．つまり，擬人化システムが人間とのコ
ミュニケーションを行う際に，瞬時にエゴグラム
を推定することで，擬人化システムと人間とのコ 

 
 

図１ 手法の概要図  
ミュニケーションの妨げとなることなく，また，
患者に労力を求めることなく自我を推定できる
こととなる． 

2.2 エゴグラム推定のアプローチ 

患者のエゴグラムを推定するために顔の各部
位の特徴を利用する．すなわち，顔と性格を関連
付ける試みがなされている人相学や相貌心理学
の考えを援用する．しかし，人相学や相貌心理学
では，顔の特徴とその特徴に関連した印象が述べ
られているに過ぎない．しかし，明確な記述はな
くとも性格は顔に表れるという考えから，顔から
エゴグラムを推定できるのではないかと考え，こ
の手法を提案する．顔のどのような部位が性格と
関連しているかの具体的な関連が明らかになっ
ていないため，実際に人の顔画像とエゴグラムの
データを集めて，その間の関係を抽出することで
エゴグラムを推定する．   

３．エゴグラム推定手法 
図１に本研究でのエゴグラム推定手法の概要

を示す．人相学や相貌心理学の考えにより，顔と
性格の関連はあるとされている．しかし，現在で
は顔のどのような部分と性格が関連しているか
と言う明確な関係性は明らかになっていないた
め，顔からエゴグラムを推定するのは困難である．
そこで本研究では，実際に人間の顔画像とその人
のエゴグラムのデータを集めて，各エゴグラムの
形に対してどのような顔が多いかを統合的にク
ラス分けし，そこから得られる結果を根拠とする
推定手法を提案する．本節では，各構成要素につ
いてより詳細に説明する. 



 

 

3.1 エゴグラムパターン 
エゴグラムは，６０問程度の設問に回答するこ

とで５つの自我の値が出てグラフに表される．そ
のグラフの形により，１９のエゴグラムパターン
に分類することができる．前述でも述べたように，
本研究では，実際に集めた顔画像とエゴグラムの
データから統合的にクラス分けをする手法を提
案している．そのため，エゴグラムの各自我の値
の高低で考えるよりも，予め数が決められている
エゴグラムパターンを推定する方がデータのク
ラス分けを行うのに適していると考えた．よって，
顔画像からエゴグラムパターンを推定する．図２
に CP，NP，A，FC，ACと言った５つの自我状態を
２０点満点で数値化したエゴグラムの形の例と，
１９あるエゴグラムパターンの種類とグラフの
形を示す． 
 

  

 
図２ エゴグラムパターン 

 

3.2 顔特徴点推定 

顔からエゴグラムを推定する上で，顔の各部位
の形を特徴として抽出する．その顔の特徴を特徴
点として，FSE(Face Sensing Engine)６)  を用い
て抽出する．抽出する特徴点とは，目，眉，口，
鼻，輪郭で FSEにより抽出できる全ての特徴点を
抽出する．これは顔のどの部位が自我と関連して
いるかが明確に示されている知見が存在しない
ため，ここでは，FSEを用いて得られる特徴集合
から様々な部分集合の組み合わせを作り，3.4の
手法によりエゴグラムとの関連性を調べ，必要と
なる特徴集合を特定する． 

3.3 特徴点の整列化 

実験に参加して頂いた被験者の顔画像に対し
て，顔認識時の各特徴点の位置が同じ顔の位置に
存在するように整列する必要がある．すなわち，
人または撮影条件によって異なる特徴点の位置
を全ての人に対して概ね同じ位置になるよう再
配置する必要がある．ここでは，整列するための
手法として Procrustes Analysis７) を用いる．こ
れは，２つ以上の座標に対して，拡大縮小，平行
移動や回転を行い，一方を他方にできるだけ近づ
ける形状分析であると言える． 

3.4 データのクラス分け 

顔の特徴点の座標データをエゴグラムパター

ン毎にクラス分けを行う．その手法として SVM 
(Support vector machine)８)を用いる．SVMはパ
ターン識別手法の一つである．SVMには，マージ
ン最大化という特徴があり，クラス分けをするた
めの学習データの中で最も近い位置にいるもの
を基準として，その距離が最も大きくなるような
位置に識別境界を設定する．つまり，識別境界の
位置を決定する明確な基準を持っており，パター
ン認識における他の手法と比べて優れていると
考え，これらのことから本研究では，この手法を
用いることとした． 

ここでは，SVMに被験者のデータを学習させて，
エゴグラムパターン毎にクラス分けを行う．この
際のデータとは，顔の特徴点の座標の数値とエゴ
グラムパターンの組み合わせである．学習させる
特徴点は抽出した全部の特徴点や目，眉などの各
部位だけの特徴点など，多くのパターンでクラス
分けを試す．  

４．実験 
実験として，実験に参加して頂いた被験者のデ

ータを SVMに学習させる．それに対して評価デー
タで実験を行う．評価データは学習データとは別
のデータを用いる．実験の結果として評価データ
のエゴグラムパターンと SVM により識別された
エゴグラムパターンの比較を行う．実験の結果は
本論に示す．また，実験結果からの考察も本論に
示す．   

５．おわりに 
本稿では，顔画像からのエゴグラム推定手法の

提案をした．具体的には，顔とエゴグラムの実験
により，エゴグラムに一番関連している顔特徴を
特定した．さらに，これらの特徴をエゴグラムパ
ターン毎に SVM を用いて分類した．今後の課題と
しては，もっと多くのデータを集めて，エゴグラ
ムパターンの正当率の向上が求められる．  
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1．はじめに

近年，音声合成技術の利用範囲は，文章の読み

上げを行う従来の用途から，人間のように豊かな

感情表現を行わせる用途へと拡大している．それ

に伴い，感情を伝える音声合成の研究 1)も試みら

れるようになってきた．従来の研究では，人の感

情と音声特徴の対応付けを，何らかの形で合成音

声の音声特徴に反映し，感情表出を試みるアプロ

ーチ 1)が主流である．しかし，この方法では，大

量の音声データが必要となり，その収集の負荷は

大きい．さらに感情表出能力に改良の余地がある

などの課題が残されている． 

このような問題に対し，我々の先行研究として，

千葉ら 2) は，音楽理論を用いて合成音声による

感情表現に試みている（以後，千葉方式と表記）．

千葉方式では，合成音声の音声特徴を，感情と音

楽との関係に関する音楽理論を用いて決定する

ことにより感情表出を試みた．評価実験を通し，

手法の有用性を示すことはできたが，細やかな感

情表現を行うためには，改良が必要である． 

本研究では，上記の千葉方式を改良・発展させ

ることで，より細やかな感情表現の実現を試みる．

具体的には，千葉方式で用いる音声特徴に，①テ

ンポの変化，②間（ま）を加える．これらの変化

については，音楽と感情との関係に関する研究結

果から得られた知見に基づき決定する．これによ

り，従来手法よりもより細やかな感情表現を実現

することが本研究の目的である． 

 

2．先行研究 

 本節では，本研究の基盤となる千葉方式 2)につ

いて説明する．千葉方式では，テンポ，ボリュー

ム，音高，音程，音程差，コード・スケールの 6

つのパラメータを表出する感情にあわせて変更

することで，感情ごとの合成音声の音声特徴を決

定する．各感情に対するこれらのパラメータの値

については，音楽における感情表現研究 3)の分析

結果を元に決定している．実装においては，

Ekman らが提唱した怒り・喜び・悲しみ・驚き・

恐れ・嫌悪の基本 6 感情 4)の表出を試みている．

各感情とパラメータの組み合わせを表１に示す． 

千葉方式は，音声理論から感情ごとの音声特徴

を決定するため，従来手法で必要とした感情表現

を意図した音声データを必要としない．このこと

から開発効率が向上し，より実用的な手法となる

ことが期待できる． 

 

表１：意図する感情と各パラメータの組み合わせ

 

3．提案手法 

本節では千葉方式を基盤とし，改良を加えた音

声合成による感情表出手法について述べる． 

3．1 入力データ 

 入力としては，表出を試みる感情を付与した文

章を与える． 

3．2 パラメータ設定 

 合成音声のパラメータとしては，千葉方式で用

いるパラメータの他に，新たに①テンポの変化と

②間を加える． 

①テンポの変化：千葉方式ではテンポは発話全

体にのみ設定している．しかし，実際の発話にお

いてテンポは発話中においても変化する．この点

に着目し，テンポに変化を加える．変化を加える

方法としては，文章を前半と後半に分けてテンポ

の速さを変更する．変化量については楽譜に着目

1 F
2 E
3 嫌悪 遅く 変化なし 低く 下降 狭める Fm
4 B♭m
5 Em
6 D
7 G
8 A
9 Cm
10 Bm
11 Fm
12 B♭m
13 Gm
14 G

広げる驚き 遅い 変化あり 高く 上昇

広げる

悲しみ 遅く 変化なし 低く 下降 狭める

喜び 速く 変化なし 高く 上昇

狭める

No 表出感情 テンポ ボリューム 音高 音程差

恐れ 遅く 変化あり 低く 下降

コード・スケール

怒り 遅く 変化なし 低く 下降 狭める

音程



し，次の方法で決定する．前半は楽譜に記入され

ている標語速度を用いる．後半は，5小節単位の

音符の長さの平均を用いる．実装に用いる楽譜と

しては，表 2に示す感情との対応付けが示された

6曲 5)を用いる． 

②間：間は感情ごとに大きく変わる．その特徴

を捉えることによって，認識率の向上に繋がる．

Braun らの研究 6)において，平均の間の長さ，間

に入るまでに話す長さが感情ごとに異なること

が報告されている．本研究では，各感情の音声に

対し，平均の間の長さに対し，これらの値を再現

するように次に示す方法で間を入れることで，感

情表出を試みる． 

はじめに，音声の発話長を求める．この時，テ

ンポに着目する．テンポは曲の演奏される速さで，

通常 1 分間の拍数を数字で表している．テンポ

120 で 4/4 拍子の場合，1拍が 0．5秒と計算でき

るので，それをもとに発話長を算出する． 

次に間を挿入する．この時，各間の長さについ

ては，前述の間に入るまでの話す長さに合わせる．

しかし，そのまま決められた時間に間を入れてい

くと，単語を分断する形で間が入る場合があり，

文章が不自然に聞こえてしまうこともある．その

ため，不自然な場所に間を入れる場合，本来入れ

るべき場所から一番近い，文節に間を入れること

とする． 

 千葉方式にこれらの手法を適用することによ

り，より細かい感情表出を試みる． 

 

表 2:利用する楽曲と感情 

作曲家 楽曲 感情 

ホルスト 惑星より火星 恐れ 

ムスグルスキー 禿山の一夜 恐れ 

ヴィヴァルディ 四季より春 喜び 

アルフヴェン 真夏の夜の目覚め 喜び 

アルビノーニ アダジオ 悲しみ

バーバー 管楽のためのアダジオ 悲しみ

 

4．評価・考察 

 本手法の有用性を評価するために，以下の実験

を行う．千葉方式に加え，テンポのみ，間のみ，

テンポと間の両方の変更を加えた方法で音声を

合成する．これらの音声を実験参加者に聴取して

もらい，最も強く感情を感じた音声を選択しても

らう．その結果，提案手法が従来手法より上回れ

ば，手法の向上が行われたと評価する．実験に用

いる音声の内容としては，感情が推定しにくい天

気予報の記事を用い，音声合成には，クリプトン

社の歌声合成ソフト・巡音ルカ 7)を用いる． 

 現在評価実験を実施しており，その結果および

評価については，卒業論文にて明記する． 

 

5．おわりに 

 本稿では，音楽の知見に基づいた合成音声によ

る感情表出手法を提案した．今後，評価実験を通

し，新たに提案したパラメータの有用性，一般性

の検証を行う．さらに，評価実験で得た結果を基

にパラメータの追加，修正，重み付けを行うこと

で，さらに細い感情表出能力の向上を図る． 
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1． はじめに 

音声は人間にとって最も基本的なコミュニケーション

の手段である．近年，音声合成技術の発達により合成

音声の利用範囲が広がり，コミュニケーションツールと

しての利用も増えつつある 1）．合成音声に限らず，音声

をコミュニケーションツールとして用いる際，スムーズな

コミュニケーションをとるには感情表出は必要不可欠で

ある．これまでの合成音声による感情表出に関する研

究では，ピッチやパワーなどが主に扱われてきた 2)． 

一方，音声処理の代表的な手法である音声認識に

おいては，音素を特徴づけるフォルマント周波数 3)に着

目する場合が多い．感情表出する場合，音素が変化す

ることも考えられるが，このフォルマント周波数に着目し

たものは少ない．そのため，フォルマント周波数に着目

することで，音声合成による新たな感情表出が実現で

きる可能性がある． 

以上の背景から本研究では，母音フォルマントの変

化に基づく感情音声合成手法を提案する．本手法では

従来とは異なる視点に立つことで感情表出の精度の向

上を目指す． 

 

2． フォルマント 

音声は，声帯音源が声道で共鳴することにより特定

帯域ごとに倍音が増幅される．この増幅された成分の

塊，ピークをフォルマント 3)と呼ぶ．理論的にはフォルマ

ントの数は無限であるが，重要なものは低いほうの 3つ

か4つのフォルマントである．フォルマントは，周波数の

低いほうから順に第１，第2と番号を付して呼ばれる．フ

ォルマントは母音の識別にきわめて重要である．これは

母音が第 1，第 2，第3フォルマント周波数というきわめ

て単純な音響記述の集合によって特徴付けられるから

である 3)． 

本研究では母音認識で重要な要素となる第 1フォル

マントから第3フォルマントまでをセットとし，この値に着

目する． 

 

 

3． 提案手法 

3．1． 概要 

本研究では，Ekman4)らの提唱する 6 感情「喜び」

「恐怖」「驚き」「嫌悪」「怒り」「悲しみ」に「平常」を加えた

7 感情の表出を試みる．発話演技者から収集した音声

データより第１から第3フォルマントを抽出し，感情毎の

変化量を得る．合成音声作成時にこの変化量を適用す

ることで，合成音声の感情表出を試みる．以後，各部分

について説明する． 

3．2． 音声収集 

演技経験者が先述の感情をこめて台本を読み上げ

た感情音声を収集する．発話内容による変動を避ける

ため，台本はすべて同じものを用いる． 

3．3． 音声データの解析・変化量抽出 

音声を音素単位に分け，母音に対し，第 1 から第 3

フォルマントを抽出する．  

次に対応する感情音声のフォルマント値から平常音

声のフォルマント値を差し引き，感情によるフォルマント

の変化量を抽出する．その中から各フォルマントの変

化量の最大値・最小値を持つセットを母音ごとに抽出

する． 

3．4． 合成音声の生成 

文献 3)に記された母音のフォルマント値を基準音声

の音声特徴量とし，3．3 で抽出した変化量を基準音声

に加算し，フォルマント合成を用いて合成音声を生成

する． 

 

4． 評価実験 

4．1． 概要 

フォルマント変化による合成音声による感情表出の

精度を評価するため，次の聴取実験を行った． 

実験においては，実験参加者は，基準音声と変化量

を適用した評価音声を聴き，評価音声に対して受けた

印象を 7感情から一つ選び評価する．選択した感情が

意図した感情と一致すれば，本手法は有効であると評

価する． 



今回の実験においては，フォルマント変化量を抽出

するための音声として，20代女性の演技経験者1名の

発話を用いた．この音声を解析して得られた変化量に

対し，”Klatt Synthesis Interface5）”を用いて，各母音

を数秒間伸ばした合成音声を作成した．変化量が同じ

音声は 1つに統合し，基準音声 5種類の他，あ：24

種，い：26 種，う：33 種，え：31 種，お：30 種，計 148

種を作成した． 

 これらの音声に対し，20代男性 7名が評価した． 

4．2． 実験結果と考察 

 表 1に感情と母音ごとの正答率を示す．ここで正答率

は，付与した感情と一致した回答数÷その発話に対する

回答数で求めた値である． 

感情別に見たとき，「あ」と「い」の「嫌悪」の正答率が

40%以上と比較的高い．一方「喜び」は「あ」を除いて低

い結果となった． 

表2に正答率が50%を超えた音声データを示す．正

答率の高さから「嫌悪」「悲しみ」の「あ」が感情表現に

適していると推測される． 

表 3に意図した表出感情とは異なる感情の認識率が

高い音声データを示す．表 1，表 2 で正答率の低かっ

た母音が多い．しかし，認識された感情は表 2 と同じで

ある．このことからフォルマントの変化は「嫌悪」，「悲し

み」，「驚き」の 3 つの感情表出に適しているのではな

いかと考えられる． 

 

5． おわりに 

合成音声による感情表出を行う手法として母音フォ

ルマントを変更させる方法を提案し，感情認識の聴取

実験を行った．今後の課題としては，音声特徴の変化

量と感情の関係のさらなる検証，変化させた音声を組

み合わせて言葉を発話させたときに感情表出に与える

影響のか，検証を行うことが挙げられる． 
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表1． 実験結果 

 
あ い う え お 

喜び 21% 5% 5% 11% 5% 

嫌悪 43% 54% 17% 17% 20% 

怒り 14% 17% 21% 5% 6% 

恐怖 11% 18% 5% 14% 11% 

悲しみ 31% 25% 18% 23% 3% 

驚き 11% 17% 14% 18% 23% 

 

表2． 実験結果 

表出感情 母音 変化量(F1，F2，F3) 正答率 パターン 

喜び あ 167， 134， 538 57% F2max 

嫌悪 あ 209， -75， 319 71% F1min 

  
-264， -411， -275 71% F3min 

 
い -29， -389， 98 71% F3max 

  
-59， -60， -68 57% F1min 

悲しみ あ -88， 447， 86 71% F2max 

  
-624， -266， -30 71% F1min 

 
え -281， -230， -34 71% F1min 

驚き え 166， 502， -143 57% F1max 

 
お -98， -347， -209 57% F2max 

 

表3． 実験結果 

認識感情 母音 変化量(F1，F2，F3) 表出感情 パターン 

嫌悪 い 45， -304， 570 驚き F3max 

 
う -23， -374， 566 喜び F3max 

 
え -155， -146， 188 喜び F3max 

悲しみ う -305， -234， -176 恐怖 F1min 

  
-288， -373， -154 恐怖 F2min 

  
-309， 707， 513 嫌悪 F2max 

 
お -382， -108， 598 喜び F3max 

  
-475， -240， 619 恐怖 F3max 

驚き あ 5， 78， 495 喜び F1max 

 
え 176， 158， -296 怒り F3min 

  
175， 221， -133 悲しみ F1max 
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1. はじめに 
 このシステムはインテリジェントソフトウェ
アシステム学講座が現在開発・研究中のバーチ
ャルドクターシステム（VDS）1)の補助システ
ムとして開発したシステムである．目的は VDS
の高速化及び推論能力の向上である． 
 
2. 背景 
 VDS は本物の医者の代わりにシステムが患者
を診断するシステムとしてインテリジェントソ
フトウェアシステム学講座で開発・研究されて
いる．このシステムは患者との対話により，患
者の病気に関する情報を取得し，それらの情報
を基に診断を行う．そのため推論の精度が高く
なければならないのは当然であるが，患者に負
担がかからないように短時間で診断を出すこと
ができるようにする必要もある．そこで，病名
を大方予想できる程度に情報を予め用意してお
くことにより，これらの要件を満たすことを考
えた．そしてそのために，患者のどこに何が原
因の痛みがあるのか，という情報を取得できる
ような補助システムを開発しようと考えた． 
 

3. 診断支援システム 
3.1. 診断支援システムとは 
 診断支援システム(DSS)とは，痛みを感じて
いる場所とその痛みはどんな痛みなのかをシス
テムに入力することによって，その痛みは何が
原因（以降, 痛みの性質）なのかを推論するこ
とを目的としたシステムである．VDS のための
情報は痛みを感じている場所とその性質の 2 つ
である．開発環境は JAVA であるため，JAVA
がインストールされたコンピュータのみで実行
が可能である． 
3.2. 補助システムとなる根拠 
 従来の VDS の診断は「病気」という抽象的
な領域から始まり，患者との対話によって徐々
に具体的な領域へと領域を狭めていく方法であ
る．それに対し DSS が存在することによって，
始まる領域がある程度「狭まっている」状態に
なっているようにすることができる． 例えば風
邪のように思われる症状の患者が訪れた場合，
前者は「何かの病気」から始まり，症状の１つ
１つをシステムが知ることによって最終的に
「風邪」にたどり着く．それに対し後者は，「喉
にウイルスや細菌の感染による痛みを感じる病
気」から始まるため同じ「風邪」にたどり着く
にしても，こちらの方が所要時間は短い．よっ
て DSS は補助システムになると言える． 
3.3. 手順 
 簡易型マクギル疼痛質問表 2)の手法に基づき，
患者に痛い場所，その痛みの表現や強さの順に
質問をする．そして，返答を基にマハラノビス
距離によって患者の痛みの性質を求める． 
3.3.1. 簡易型マクギル疼痛質問表 
 元はマクギル疼痛質問表 3)という痛みを評価
するためのスケールである．これは人体のイラ

ストに痛みを感じている部分を患者に記させ，
リストにある多数の痛みに関する表現それぞれ
に対し該当するものを選択し，その痛みをどれ
ほど強く感じているかを選択肢から選ぶことに
よって，患者の痛みを明確にすることができる．
今回用いる簡易型の元と異なる部分は，表現を
15 種類に限定し，それぞれの表現についてどれ
ほど強く感じているかを記してもらうことであ
る．また表現 15 種類全てについて答えなくて
はならないという点でも異なる．私はこのスケ
ールの手法に基づき，痛い場所とそれぞれの痛
みの表現に対しどれくらい強く感じているか，
という痛みの情報を取得できるようにした．た
だし事例データを収集した時点で，痛みの表現
は 15 種類に満たないことがあると判明したた
め，患者に答えてもらう痛みの表現は 15 種類
かそれ未満であるとした．また痛い場所によっ
て痛みの表現の数と種類が異なるため，「痛い場
所によって痛みの表現は不定」とした． 
3.3.2. 痛みの表現と強さ 
 痛みの表現とは，痛みの感じ方のことである．
例えば「ガンガン」や「ズキズキ」のような擬
音語や，「刺されたような」や「重い」のような
形容詞等である．痛みの性質はその性質によっ
て用いられる痛みの表現は異なるということが
わかっている 4)ため，痛みの性質を推論する上
で重要な要素であると言える．また，それぞれ
の痛みの表現をどれほど強く感じているかによ
って可能性のある痛みの性質は異なるかもしれ
ないと考えた私は，痛みの強さついても推論す
る上で重要な要素であると考えた． 
3.3.3. マハラノビス距離 
 クラスタリングなどの統計分類に幅広く使わ
れており，新たな標本につき類似性によって既
知の標本との関係を明らかにするのに有用な距
離の一種である．痛みは抽象的であり明確な区
切りを定義することは困難であることから，私
は事例データを参考に患者の痛みの性質を推論
し，最も可能性が高い性質を患者の痛みの性質
とすることにした．このことから私が求める推
論方法として，マハラノビス距離が適している
と考え，最短距離となった性質を患者の痛みの
性質とした．推論の詳細は次の通り．痛みの表
現の数と同じ次元のグラフを作成し，そのグラ
フに事例データを配置し痛みの性質ごとにグル
ープを作成する．そして患者の入力した情報を
グラフ上に配置し，そこから各グループの中心
までの距離を求める．表 1 と図 1 を例として示
す． 
3.4. 使用例 
 例えば，前頭部が痛い場合に DSS を用いた
時は以下のような動きをする． 
3.4.1. 痛い場所の入力 
 DSS を起動させるとまず，図 2 のように痛い
場所を問われる．今回前頭部だけが痛いので 1
と入力し，次のステップに進むために 7 と入力
する． 



3.4.2. 痛みの表現の入力 
 痛い場所の入力が終わると図 3 のように痛み
の表現を問われる．今回は「ズキズキ，ガンガ
ン，重い」と感じているため，0，1，2 の順に
入力し次のステップに進むために 7 と入力する． 

3.4.3. 痛みの強さの入力 
 痛みの表現の入力が終わると図 4 のように先
ほど「感じている」と答えた痛みの表現に対し，
それぞれがどれくらい強く感じているかを問わ
れる．今回は「ズキズキと重いを最大，ガンガ
ンを非常に」感じているため，ズキズキと重い
に対し 5，ガンガンに対し 4 と入力する． 

3.4.4. 痛みの性質の出力 
 痛みの強さの入力が終わると図 5 のように痛
みの強さが出力される．今回の場合，感染性に
最も近い痛みだったので，推論結果は感染性と
なる． 
 

 患者の痛み  

 heavy shooting 性質  

 2 3 nerve  

     

 contagion nerve 

 heavy shooting heavy shooting 

 5 1 0 4 

 2 1 1 4 

 5 0 0 2 

 5 1 1 4 

 4 0 1 5 

 5 0 1 3 

 5 0 0 5 

 4 0 1 3 

 4 0 0 4 

 5 0 0 4 

central 4.4 0.3 0.5 3.8 

Mahalanobis 

distance 
32.1 8.857894737 

表 1：痛みの表現が 2 種類の時の推論の例 
 

図 1：表 1 の時のグラフ 
 

4. 実験 
 このシステムの推論が正しいかどうかの実験
を行う．具体的には，被験者に対し「この場所
の痛みを 1 種類思い浮かべ，それをどのような
痛みで何時感じるか述べよ」と質問する．例え
ば前頭部の痛みを思い浮かべてもらい，痛みの
表現としては何が該当し，それはどれほど強く
感じているか，何時感じるかを答えてもらうと
いうことである．そしてその回答を DSS に入力
し推論結果を出力させる．その一方で医学書等
を用いて回答について調べ，実際の痛みの性質

を求める．これによって推論結果が正しいかを
確認する．そして推論結果と調査結果が一致し
た場合，推論結果は正しいとする． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. おわりに 
 インテリジェントソフトウェアシステム学講
座が現在開発・研究中の VDS の機能向上を目
的として，DSS という補助システムを提案した．
このシステムは簡易型マクギル疼痛質問表の手
法に基づいた問診を行い，返答と事例データと
の類似性をマハラノビス距離で評価することに
より，患者の痛みの性質を推論する．これによ
って VDS は診断開始時に患者の痛い場所とそ
の原因を知っている状態となり，診断にかかる
時間は短縮し，推論の精度は向上すると考えら
れる．今後の予定としては，実験によって DSS
の推論能力を検証することを予定している．被
験者は十人とし，十人中何人の回答について正
しく推論することができるかで評価を行う． 
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0 : next 
1 : forehead 
2 : temporal 
3 : occipital 
4 : nape 
5 : eye 
6 : ear 
7 : nose 
8 : cheak 
9 : jaw 
10 : throat 
 
pain area : 1 
0 

forehead 
0 : ズキズキ 
1 : ガンガン 
2 : 重い 
3 : ビリビリ 
4 : 刺されたような 
5 : ズキンズキン 
6 : ドキンドキン 
7 : next 
 
pain expression : 0 
1 
2 
7 

1 : Hurts little bit 
2 : Hurts little more 
3 : Hurts even more 
4 : Hurts whole lot 
5 : Hurts worst 
 
ズキズキ: 5 
ガンガン : 4 
重い : 5 Patient's nature is 感染性 

図 2：痛い場所の入力例 図 3：痛みの表現の入力例 

図 4：痛みの強さの入力例 図 5：図 2～4 の時の推論結果 
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1．はじめに 
音声認識は盛んに研究がなされ，カーナビゲー

ションシステムや携帯端末への文章入力などキ

ーボードからの入力に代わるハンズフリーな技

術として多方面で実用化がなされている．しかし，

これらは雑音がなく明瞭な音声が得られる環境

下でなければ正確な認識が行えず，騒音下での認

識性能の低下が問題となっている． 

近年，このような雑音環境下での認識を可能に

する手段として，唇の動きから発話内容の読み取

りを行う読唇（リップリーディング）についての

研究が行われている 1)．また，音声認識と読唇と

を統合したマルチモーダル音声認識の提案もさ

れており 2)，これらは共に高い認識率をあげてい

る．しかし，これらはあらかじめ決められた単語

のみの発話しか許しておらず，その利用範囲には

大きな制限がかけられることとなる． 

そこで，本研究では文章中から必要な単語を読

唇によって認識する手法を提案する． 

これにより利用者にとってより人と人とのコ

ミュニケーションに近い形での発話を可能にす

ると考えられる． 

 

2．問題領域とアプローチ 
 画像から得られる情報により読唇を行う際に

は，まず唇の領域を抽出し，認識に適した特徴量

を抽出し，得られた特徴量に基づき発話された単

語を推定するのが一般的である 1)．唇領域の抽出

には，画像ベース法（例えば，RGB 値分布 3)，

エッジ抽出 4）等）とモデルベース法（Active 

Appearance Modes5)）があり，特徴量の抽出は，

主成分スコア 6)，オプティカルフロー7)，トラジ

ェクトリ特徴量 1)等，様々な手法により行われて

いる． さらに，発話された単語の推定には，隠

れマルコフモデル 8)（HMM: Hidden Markov 

Model)が用いられることが多い 1）,2)． 

これらの手法 1）,2)では共に 80~90 パーセント

の高い認識率をあげている．しかし，このような

手法を用いた既存の研究ではあらかじめ登録さ

れた単語のみを発話した際に認識が行われてい

る．このため文章での発話からの単語の認識は困

難なことが予想され，よって，その応用分野は制

約されることとなる． 

 そこで，本研究ではそのような問題の解決のた

めに HMM の状態として登録された単語以外に

該当する唇の動きに対応する状態を付与する．こ

れにより，従来は登録単語に該当する唇の動きに

として推定されていた文章中の単語を登録単語

以外のものとして推定することが可能になる．よ

って，文章形式での発話時にも認識率を下げるこ

となく登録単語の認識を可能にすることが期待

できる． 

 

3．HMM による読唇手法 

3.1 提案手法の概要 

図 1 に全体の簡単な流れを示す．まず，入力さ

れた動画に対して唇位置の自動検出に関しては

Face Sensing Engine(以下 FSE)9)を提案する．

これは唇の特徴点を探索し逐次追跡するもので

あり，これを用いることで口の形の時系列変化を

とらえることができると考える． 

次に FSE により検出された口唇の各特徴点の

時系列変化をベクトル量子化し，これを特徴量と

して抽出する．この特徴量を用いて HMM によ

る文章中の単語推定を行い最終的な認識結果を

出力する． 

 

3.2 HMM のモデル化 

本研究における HMM のモデル化を図 2 に示す．

ここでは，図の最下端に示された必要単語を含ん

だ定型文の発話から必要単語の抽出を行う．従っ

て，HMM はこの目的にあった構造を与えられる 

 

 

図 1：手法の流れ 



 
図 2：HMM によるモデル化 

 

こととなる．すなわち，ここでは定型文として以

下の単語の組み合わせからなる文章の発話が行

われるものと仮定する： 

<（不要単語），（登録単語），(不要単語)，(登録単

語)，(不要単語)＞． 

この定型文から，特定の登録単語の発話の事実の

有無を特定することがここでの課題である． 

前節で述べたように，文章を発話した際の口の

形状から FSE により抽出された特徴点ベクトル

の時間ステップによる移動量を観測する．これを

量子化により，シンボル化することで得られた時

系列データを基に，発話に含まれた登録単語の抽

出を行う．このために，HMM 部は 上述の発話

における単語の組み合わせの構造に合せ，不要単

語認識用の状態，登録単語認識用の状態に分かれ

た構造をしている（図 2 の点線により区分け）． 

 従って，HMM の学習では，定型文を発話した

際の唇の動きが観測された際に，その量子化され

た記号系列と HMM 内の状態を確率的に結合付

けることになる．学習アルゴリズムとして，ここ

では，Baum-Welch アルゴリズムを用いる． 

Baum-Welch アルゴリズムとは局所的な最適値

の学習をし，状態の遷移確率やシンボル出力確率

を求めるアルゴリズムである．このアルゴリズム

を用いることにより登録された必要単語の出現

確立の高い場所の学習ができ，文章形式の発話で

も高い認識率の単語推定が可能となる． 

 認識の際には，学習によって得られた観測状態

と HMM 内の状態を関連付ける確率を利用して

発話内容を推定する．すなわち， Viterbi アルゴ

リズムと呼ばれる動的計画法アルゴリズムを用

いて，与えられた時系列ごとの特徴量から最も妥

当な状態列とその確率を計算し，推定結果を出力

する．これにより登録単語を含んだ文章から学習

データの状態群から最も尤もらしい状態遷移の

選択ができ，認識率の向上が期待できる． 

 

４．実  験 

 ここでは，登録単語を「頭」，「痛い」とし，そ

れらを含む以下の 5 つの特徴を意識した発話内

から検出できるかどうかを調べることにより，提

案手法の有用性を確認する：｛はっきりとした口

調，早口，普段の会話の速さ，大声，小声｝． 
このような条件で「頭」「痛い」という単語が認

識できれば，様々な場面で尐なくとも，登録され

た単語に関しては認識する能力を持つことが期

待できる．この実験の結果については本論で述べ

ることとする． 

 

５．まとめ 

本研究では，発話内容から読唇により特定の単

語を認識するための HMM を用いた手法を提案

した．発話を定型文に限定することで，それに応

じた HMM の構造を準備し，これに学習を行わ

せることで，文章中の登録単語の出現の有無の推

定を実現した．しかし，現状では，定型文という

制約がある．今後は，定型文のみでなく必要単語

を含んだ自由な文章の発話に対しての単語推定

を可能にできるよう，手法の拡張を行う予定であ

る． 
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1．はじめに 

近年，コンピュータと人間との自然なコミュニ
ケーションの実現を目指し，人と共存するシステ
ムの開発が進められている．人と同じような対話
をするには，人と同様に相手の表情や仕草，音声
から感情を推定し，それを考慮することでシステ
ム自身が状況を把握し，対応を変化させる必要が
ある．そのため，このようなシステムの構築には
感情報処理が必要不可欠な技術である．その感情
報処理の一つに音声から感情推定がある．電話な
ど音声だけでコミュニケーションを行う場合も
あることから，その活用範囲は広いと考えられる．
この分野の研究は音声から音の強弱（パワー），
高低（ピッチ）などの特徴抽出を行い，各感情の
相関から感情推定のルールを構築する手法が一
般的である1)．しかし，推定率は元の音声への依
存度が高く，また，推定率も依然として低い．そ
のため，さらなる手法が求められている． 
 以上の背景から，本研究では，音声からの感
情推定を行うため，後述するローソク足分析を
用いる手法を提案する．  
 
2．ローソク足分析 

 本研究では音声からの特徴抽出手法としてテ
クニカル分析の中の一つであるローソク足分析 

2) 3 ) を用いる．ローソク足分析とは株価市場の上
下する値動きを表すための手法の一つであり，あ
る一定区間で指定した範囲における上昇・下降と
いった値の変動を時系列に沿って始値，終値，最
大値，最小値の 4 つの変数を用いることで図１に
示すようなチャートで簡易的に表現する．これを
用いることで株価の相場の変動の規則性を読み
取り，株価がどのような変動の傾向にあるのかを
判断するために利用されている． 

音声も株価と同様に時系列データであること，
感情推定には，音声の変動に着目するのが有用
であることから，音声解析手法としてローソク
足分析を用いる．これにより，従来手法では着
目していない発話中にピッチやパワーなど変動
を捉えることができ，音声特徴から感情を推定す
る際に応用できると考えられる． 
 

 

 

 

 

図 1．ローソク足分析 

図 2．感情推定手法 

3．感情推定手法 

本手法の概要を図2に示す．本手法は，音声デ
ータから音声解析によって得たピッチやパワー
に対し，ローソク足分析を用いて特徴量を抽出し，
その特徴から感情毎への対応付けをクラスター
として形成する．このクラスターを用い，新たな
音声に対し感情を推定する．以下，各部分につい
て述べる． 

3.1 特徴量 

はじめに，音声データからピッチとパワーを抽
出し，それぞれの値についてローソク足を構築す
る．この際ローソク足を構築するための区間につ
いては適切な範囲が事前に分からないことから
機械的に数パターン用意する．構築したローソク
足の中から以下の条件を満たすものを音声の特
徴量として抽出する． 
(1)値が最も上昇しているローソク足の成分値と

フレーム(時間) 
(2)値が最も下降しているローソク足の成分値と

フレーム(時間) 
これらの値をそれぞれから抽出し特徴量とし

て捉える． 
3.2 感情毎のクラス分け 

音声データから得られた特徴量を用いて非階
層クラスター分析 4)を用いて感情毎のクラスター
を形成する．形成されたクラスターのうち，含ま
れる音声データの感情が閾値以上一致するクラ



スターを抽出する．さらにそれらの中から最も一
つの感情が占める割合が大きいクラスターを，そ
の感情を推定するためのクラスターとする．  
3.3 感情推定手法 

3.2 で抽出された感情毎のクラスターを用いて
新しい音声データの感情を推定する．感情推定で
は，はじめに，感情推定用クラスターの属性と同
じ特徴を音声データより抽出する．次にその特徴
量を用い，感情推定用のクラスターの中心からの
ユークリッド距離を算出する．この結果，最も距
離の近いクラスターの感情をその音声の感情と
して推定する． 

 

４．実験 

4.1 実験概要 

本提案手法の有用性を評価するために，以下に
述べる実験を行う． 
実験に使う音声データは「おはよう」「こんに

ちは」などの 10 種類の短い発話内容を Ekman
らの提唱する 6 感情 5)（怒り，悲しみ，喜び，嫌
悪，恐れ，驚き）に平常を加えた 7 感情でそれぞ
れ表現した音声データを用いる． 
それぞれのデータからフレーム長 10msec 毎に

ピッチ，パワーを求める．さらに 40msec×
n(n=1,･･･,20)ごとに切り分けたローソク足を生
成する．最後に各結果から 3.1 で示した基準に従
い，特徴量を抽出する． 
得られた特徴量からクラスター分析を行い，感

情推定用クラスターを得る．今回は，占有率の閾
値を 60%とした．また，今回の解析においては，
パワーを用いた場合のほうが割合の高いクラス
ターを多く生成することができている．その点か
らパワーの値のみを使用することとした． 

4.2 評価方法 

7 感情を付与させた全 70 発話分の音声データ
を感情と発話内容ごとに訓練用データ 56 発話と
テストデータ 14 発話に分けた 5 種類のデータセ
ットを構築し，これらの推定精度を求めた．ここ
で精度は交差検査法の評価方法に伴い以下の式
で評価した． 

 
表 1に実験結果として各感情の正答数と全体の

精度，図 3 に各感情の推定精度を示す． 

 

 

図 3.各感情の推定精度 

5．考察 

実験結果から推定精度は比較的低い結果が得
られた．また，感情毎に推定精度に差が見られる．
これは感情推定用クラスターの形成方法に問題
があると思われる.よって新たなクラスターの判
定基準が必要である． 
また今回用いた特徴量では感情毎の変動を捉

えきれていない可能性があるため，追加や変更を
再度検討する必要がある． 
また今回ローソク足を構築する際に指定する

範囲については事前に適した範囲が分からない
ため機械的に複数パターン作成したが，今回指定
した範囲が不適切であった可能性があるため指
定するための範囲の拡大，変更の検討が必要であ
ると考えられる. 
 

5．おわりに 

本研究は株価の解析に用いられるローソク足
を用いた音声からの感情推定法を提案した．評価
実験の結果，その推定精度は依然として低いもの
であった．今後の課題としては，ローソク足分析
を用いた特徴量推定手法の改善，およびクラスタ
ー分析手法の再検討とそれを踏まえた改善があ
げられる．  
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映像からの肩呼吸検出 
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1. はじめに 

病院の待合室では，多くの患者が診察を待ってお
り，特別な症状や訴えがない限り，軽度の患者から
重度の患者までが同様に扱われる．もし，待合室に
て症状の程度の重い患者を判別できれば，優先的な
治療を提供できる．しかし，近年の医療現場では人
手不足が著しく，待合室に症状の程度を計る看護師
を配置するのは難しい．そこで，自動検出システム
であれば，人手を増やすことなく同様のサービスを
提供できる． 

一方，呼吸は特に微弱な場合を除き，機器を用い
ることなく視診でも判断でき，異常呼吸時に見られ
る一部の努力呼吸は，肩呼吸として検出できる． 

そこで本研究では，急患の自動検出システムの構
築を目標とし，その第 1 段階として，肩呼吸に着目
した急患の検出法を提案する．患者の肩呼吸を映像
中の患者の見かけの大きさの変化として捉え，その
時間変化を周波数分析し，周波数パタンを学習する
ことで判別する． 

2. 問題領域 

異常呼吸の自動検出は，家庭での呼吸器異常の判
別や患者の侵襲・接触による負担の軽減といった要
求があるために，これまでいくつかの手法が提案さ
れてきている 1)-5)．これらは，カメラ等を使った非
接触法と聴診器や特別な測定装置を使った接触を伴
う手法に大別される．本節では，これらの手法を概
観し，本研究で取り組むべき課題を明らかにする． 
 非接触法では，遠赤外線カメラやビデオカメラが
用いられる．赤外線カメラを用いる方法 1)では，患
者の鼻下の表面体温と鼻からの呼気の温度の差を利
用し，呼吸回数を推定している．この方法では，患
者の鼻が検出できる事を前提としているため，顔の
見えない姿勢の患者への応用は困難である．また，
ビデオカメラからの画像を用いた方法 2)では，真横
から患者の胸部，腹部が捉えられる位置にビデオカ
メラを固定し，呼気や吸気による胸部，腹部の伸縮
を背景と患者の境界の変化として検出し，呼吸の回
数と大きさを推定している．この方法では，システ
ムの使用環境に合わせて，患者の位置や姿勢が限定
される問題がある． 
 一方，その他の手法には，聴診器を用いて得られ
る肺音を解析して検出する方法 3) ，特定の呼吸パタ
ンを検出するためにベッドにセンサを組込む方法 4)

やベッドの真上にカメラを設置し監視する方法 5)な
ど提案されている．これらの手法では，それぞれ，
聴診器利用するため患者は脱衣しなければならない，
特定の呼吸パタンをモデル化する必要があるといっ
た問題がある． 
 これらの関連分野の課題を分析した結果，本研究
では，映像を用い，かつ，患者とカメラの位置関係
を限定しない異常呼吸検出法を急患の自動検出シス
テムの一部として構築することとする．ここでは，

異常呼吸を肩呼吸と定義し，肩呼吸に伴う患者の見
かけの大きさの時間変化に着目した映像からの異常
呼吸の検出法を提案する．これは，肩呼吸動作は正
常呼吸に比べ体動が大きく，映像上では患者の見か
けの大きさの変化として観測でき，また，特定の周
期的特徴を持つと考えられるからである． 

3. 提案方法 

3.1. 概要 

 

図 1：全体図(点線:学習フロー，直線:判別フロー) 

 

図 2：肩呼吸のデータ化フロー 



肩呼吸は肩の動作の中でも特定のパタンを持つ動
作であると考えられるが，予め，それを定義するこ
とは困難である． 

一方，人間は肩呼吸を容易に識別することが可能
である．そこで提案方法では，被験者から肩呼吸と
非肩呼吸のケースデータを得て，肩呼吸特有のパタ
ンを判別器に学習させる事により肩呼吸の検出を試
みる． 

3.2. 肩呼吸の表現 

 肩呼吸は以下の 3 手順で特定パタンを求める． 
(1) カメラ画像から人領域を検出し，その領域が画

像中に占めるピクセル数を画像の特徴量とする． 
(2) 特徴量を一定時間分収集し，ケースデータとす

る． 
(3) ケースデータに短時間離散フーリエ変換を行い，

肩呼吸の特徴となる周波数スペクトルを求める． 
被験者には肩呼吸と非肩呼吸をしてもらい，手順に
沿って肩呼吸と非肩呼吸の周波数スペクトルを収集
し,それぞれデータセットを作成する. 

3.3. 判別方法 

作成したデータセットを入力変数として判別器に
学習させる． 

また，肩呼吸のケースデータを充分に得られない
事が予想されるため，判別器には，汎化性能の高い
サポートベクターマシン (以下，SVM と表記)を用
い，学習データ以外のデータの判別性能を高める． 

表 1：装置・アルゴリズム・パラメータ一覧 

カメラ Xbox 360® Kinect™ センサ 

人検出 Kinect SDK 

周波数分析 短時間フーリエ変換 

フレームレート 30fps 

ケースデータ長 500 フレーム 

STFT データ長 250 フレーム 

窓関数 矩形窓 

判別器 SVM(R 言語，kernlab) 

カーネル関数 ガウシアンカーネル 

4. 実験 

4.1. 実験方法 

 実験環境は，Kinect センサを床から 1m の高さに
設置し，Kinect センサと被験者との距離は 1.1m と
する．被験者が安静状態でカメラ前の椅子に座って
いるデータを平常呼吸とし，息が切れる程度の負荷
の運動後にカメラ前の椅子に座っているデータを肩
呼吸データとする． 

4.2. 評価方法 

 学習データの偏りによる影響を考慮し，交差検定
法を用い，試行結果を以下の正答率，適合率，再現
率によって評価する． 

正答率 =  
システムが正しく判定した数

全データ数
 

(1)  

再現率 =  
システムが正しく肩呼吸判定した数

全べての肩呼吸データの数
 

(2)  

適合率 =  
システムが正しく肩呼吸判定した数

システムが肩呼吸判定した数
 

(3)  

4.3. 結果 

 肩呼吸データ数は 24 データ，平常呼吸データ数
は 81 データとなった． 
 今回は，それぞれデータセットを 8 分割し，交差
検定法を行い 64 回試行し，正答率，再現率，適合
率の平均を求めた． 
また，個別の試行結果の中には，肩呼吸 3 データ，

非肩呼吸 10 データからなる全 13 データを非肩呼吸
判定しているケースが 9 回あり，その場合の適合率
は 0 とした． 

表 2：実験による評価結果 

 

4.4. 考察 

結果から，正答率は 79%となり，高い識別結果を
示した．しかし，再現率と適合率から肩呼吸してい
る患者に対して，約 70%の患者を見落とし，システ
ムが肩呼吸を検出した時，約 35%で誤検出する，と
いう問題がある． 
加えて，上に挙げた全てを非肩呼吸判定した試行

例でも正答率は 0.769 になるため，留意する必要が
ある． 
 また，再現率は 1 でなければ，急患を見落とすリ
スクが生じ，適合率もおおよそ 1 でなければ，非急
患を急患扱いするコストが生じるため，医療システ
ムとしては再現率，適合率を向上する必要がある． 
低再現率，低適合率となった原因は，肩呼吸のデ

ータ数が尐なく，学習データとテストデータの偏り
によって生じる差異が誤判定を引き起こし，再現率，
適合率に影響を与えたと考えられる．  

5. おわりに 

本研究では，患者の肩呼吸を見かけの大きさの時
間変化として捉え，周波数分析をし，周波数パタン
を学習することで，肩呼吸の検出を試みた．結果，
肩呼吸と非肩呼吸との判別において高い正答率を得
る事ができたが，再現率と適合率の観点からは，見
落としや非急患の急患判定の問題が得られた． 
今後の課題として，肩呼吸データを増やした上で

追加実験を行い，提案手法の評価を行う． 
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