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音声からのストレス状態検出システムの開発
松尾直司†1
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音声信号処理を用いた見守り技術として，会話音声からのストレス状態の検出技術を開発し，更に，パソコンや普及
が進んでいるスマートフォンなどを利用した端末-センター連携システムのプロトタイプを開発した．本開発は，振り
込め詐欺誘引通話検出といった安心安全のための独居高齢者の見守りや，顧客満足度向上のための顧客と従業員間の
トラブルの早期検出や，走行中のドライバーの見守りなどの実現を目指している．本ストレス状態検出技術では，
人がストレスを受けた時にのどが渇いて声の調子の変化，すなわち，音声のピッチとレベルが通常の状態から変わる
ことを基に，ストレス状態らしさを推定する．更に，通常の会話からストレス状態を検出しないように，詐欺やトラ
ブルなどに関連する特徴的なキーワードの検出を行い，これらの結果を統合して最終判定を行う．被験者にストレス
を与える模擬会話を行って検出精度を評価した結果，90%以上の精度でストレス状態を検出できることが分かった．
また，主に端末で検出処理を行う場合と，端末とセンターで連携して検出処理を行う場合のプロトタイプシステムを
開発して動作確認を行った．本稿では，音声のピッチとレベルからストレス状態を検出する技術と，開発した２種類
のプロトタイプシステムの構成について述べる．

Development of the System for Stress Situation Detection
based on the Voice Information
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試聴したりした結果，最初に考察能力が低下するストレス

1. はじめに

状態，次に状況認識が誤る錯誤状態に誘引して，振り込み

一般家庭，事務所，病院，車室内などの様々な場所や状

などの行動に導くことが分かった．したがって，被害者が

況における見守りサービスの実現を目指している．例えば，

ストレス状態になっていることを自動検出し，家族などの

2015 年には独居高齢者世帯数が 600 万を超え，そのときの

冷静な第三者によるサポートなどに繋げることが被害抑止

高齢者の見守りサービスは 116 億円の市場に拡大すると

に必要であると考えている．

予測されている[1][2]．また，警察庁の統計資料によると，

著者らは，技術開発に必要なストレス状態の評価データ

2013 年の振り込め詐欺発生件数は 9,223 件（2012 年: 6,348

の収録を行い[6]，これらの評価データを用いて音声のピッ

件）であり，実質約 260 億円（同 約 160 億円）の被害が

チとレベルからストレス状態らしさを推定する分析技術を

出ている[3]．深刻な社会問題であり，その抑止が課題であ

研究している[7]．また，通常の会話からのストレス状態

る．このような背景の中，日常生活や業務の中で対象者に

検出を抑えるために，ワードスポッティング型音声認識技

意識させずに見守りを行う手段の一つとして，電話におけ
る会話音声の分析技術を開発している．ここで，迷惑電話
や振り込め詐欺誘引通話を受けた場合や，顧客とのトラブ
ル発生時などには，批判や強い要求などの，通話相手から
与えられる好ましくない言い方や情報によりストレスを
受けた状態になる．この状況を素早く解決するためには，

注意喚起
見守りセンター

【検出システム】
サポート

図 1 に示すように，音声からストレス状態を検出し，周囲
の冷静な第三者の注意を喚起してサポートにつなげること
が有効と考えている．例えば振り込め詐欺の場合，詐欺の

親族など

手段の研究結果[4][5]を調べたり，誘引通話の録音データを
見守り対象
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図 1
Figure 1
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見守りサービス
Monitoring Service.

音声が高い成分の調波構造が変化
レベル

レベル

(a)通常状態

(b)ストレス状態

周波数
図 2
Figure 2

周波数

パワースペクトルとストレス状態の関係

Relation between Power Spectrum and Stress Situation.

術[8]を用いて詐欺や トラブ ルなどに関 連する 特 徴的な
キーワードを検出する技術を統合して，これらの状況にお
けるストレス状態を検出する技術を研究している[9]．また，

3. ストレス状態の検出技術
3.1 音声のピッチとレベルからのストレス状態らしさの
推定

研究結果の実証実験として，固定電話に接続して振り込め

図 2 の結果から，ストレス状態が声帯の挙動に影響を与

詐欺誘引通話を検出するプロトタイプシステムを開発して，
警察や銀行と協力し，岡山県で一般家庭を対象とした実証

えることが分かった．このことからストレス状態らしさの

実験を行った[10][11][12][13]．更に，パソコンやスマート

推定のために，声帯の挙動と強い関連がある音声のピッチ

フォンを用い，端末-センター連携のプロトタイプシステム

の分散とレベルの分散を特徴量として用いた．
分散を計算するためには，最初にピッチとレベルの平均

を開発し，通話音声からストレス状態を検出する実験を

を通話単位で算出し，次に，ピッチとレベルの値の各平均

行っている．
本稿では，ストレス状態の検出技術と，端末-センター

からの距離の２乗和を計算し，更に通話単位の平均として
分散を算出する．したがって，分散はピッチやレベルの分

連携のプロトタイプシステムの構成について述べる．

布が平均値からどれだけ散乱しているかを示す値であり，

2. ストレス状態における音声の特徴

分散の値が大きいほどピッチやレベルの値の変化幅は大き

ストレスを受けた場合，発声器官である声帯に関係する

く，声帯の挙動が強いことを示している．一方で，分散の

筋肉の動きや気道液の粘性が影響を受けるといわれている

値が小さい場合は，ピッチやレベルの値の変化幅，すなわ

[14][15][16][17]．したがって，声帯の挙動に依存する音声

ち声の調子の変化が小さく，声帯の挙動が弱いことを示し

のピッチやレベルが，通常状態とストレス状態では異なる

ている．

と考えた．

男声と女声の模擬通話データから通話単位で算出した，

図 2 に，友人と通話時の(a)通常状態と，トラブルを模擬

ピッチの分散とレベルの分散およびストレス状態の関係を

した通話時の(b)ストレス状態の，音声のピッチとレベルに

図 3 に示す．これらの結果から，●印の通常状態と，■印

関係するパワースペクトルを示す．ここでは，
「あ」を発声

のストレス状態とでは，ピッチの分散とレベルの分散の偏

している区間を分析した結果である．なお，声帯の挙動の

りに違いがあり，ストレス状態の場合に分散が小さくなる

影響を分かりやすくするために，線形予測分析によるフォ

傾向であることが分かった．これは，声帯の挙動がストレ

ルマントのピーク抑制を行っている．この結果から，通常

ス状態の場合に弱くなることを示していて，図 2 の結果と

状態に比べてストレス状態では，声帯の振動によって生じ

も一致する．

るレベルの山谷の変化，すなわち調波構造が高域で不明瞭

したがって，音声のピッチの分散とレベルの分散から，

になっていて，声帯の挙動がストレス状態の場合に弱くな

図 4 に示すようにストレス状態らしさや通常状態らしさ

ることが分かった．

の推定を行った．
・ピッチの分散とレベルの分散の両方の値が小:
ストレス状態らしさが高いと推測．
・ピッチの分散とレベルの分散のいずれかの値が大:
ストレス状態らしさが低い（＝通常状態らしさが高い）
と推測．
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レベルの分散
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Figure 3

ピッチ・レベルの分散とストレス状態の関係

Relation between Variances of both Pitch and Level of Voice, and Stress.

レベルの分散

ストレス状態検出処理
ストレス状態

通常状態

ストレス状態

らしさ

らしさの推定
ストレス

音声

ストレス状態

検出結果

キーワード

ピッチの分散

Figure 4

ストレス状態

状態の判定
音声認識

図 4

0.3

検出数

ストレス状態の検出範囲

図 5

Range of Detection for Stress Situation.

Figure 5

ストレス状態の検出処理

Detection Process of Stress Situation.

3.2 音声認識による特徴的なキーワードの検出
3.1 節で示した，図 1 左側の見守り対象者の音声からの

3.3 ストレス状態の検出

ストレス状態らしさの推定技術について，複数の迷惑電話

図 5 に，ストレス状態の検出処理を示す．

や振り込め詐欺誘引通話の模擬通話データを用いた評価を

3.1 節と 3.2 節で述べたように，音声のピッチとレベルの

行った．その結果，例えば，インターネット契約の説明を

分析結果からストレス状態らしさを推定する．また，並行

受けるなど，日頃馴染みの薄い内容を扱う通話を行った場

して，ワードスポッティング型音声認識により，会話に含

合にストレス状態と誤検出する場合が多いことが分かった．

まれる特徴的なキーワードの数を検出する．最後に，重み

これは，不慣れな内容の会話を行うことに，被験者がスト

付け加算によってこれらの結果を統合し，しきい値と比較

レスを感じたためと考えている．従って，ストレス状態ら

することによりストレス状態か通常状態かを判定する構成

しさの推定結果と統合すために，会話相手の発声に頻出す

とした．

る，詐欺やトラブルに関連する特徴的なキーワードの検出
を行った．

なお，ストレス状態らしさ推定処理の調整と音声認識処
理の調整，それぞれの結果を統合する際の重み付けの調整，

迷惑電話や振り込め詐欺誘引通話などのストレス状態に

および統合後にストレス状態か通常状態かを判定する際に

つながる通話の事例を調べると[3][18]，金銭関連や不祥事

用いるしきい値の調整は，事前に調整用データを用いて

に関する特徴的なキーワードが会話に多く含まれることが

行う．

分かった．したがって，人同士の自然な会話が対象である
ことから，ワードスポッティング型音声認識技術を用いて
会話音声に含まれる特徴的なキーワードを検出し，キー
ワード検出数をストレス状態と関係がある値とした．
なお，実際の見守りサービスでは，従業員向けや独居
高齢者向けなど，サービス内容によって登録するキーワー
ドのリストを変更する．
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4. 評価実験
【検出機器】

4.1 シミュレーション結果
被験者を心理的にストレス状態とするための迷惑電話の

ストレス状態

模擬通話と，通常状態とするための友人との通話を複数回

通話音声

検出器

分配器

振り込め詐欺

行ったときの会話データを収録して評価実験を行った．
ここで，被験者とその友人は一般から募集し，年齢層と
性別が極端に偏らないようにした．また，通話相手は，

誘引通話検出

電話機

注意喚起

俳優業の男性１名である．なお，迷惑電話の模擬通話つい
図 6

ては，被験者に事前に通話の詳細を提示せず，不愉快に
Figure 6

感じた場合には途中で電話を切るように指示を与えておい
た．
今回は，図 5 の処理の調整に，次に示す通話のデータを
用いた．
・模擬通話:

検出機器の構成

メール

Configuration of Detection Device.

4.2 実証実験
開発したストレス状態検出技術を振り込め詐欺誘引通話
検出に適用し，一般家庭を対象とした実験を行った．

38 データ

図 6 に，モニター宅に設置した検出機器の構成を示す．

被験者: 25 名

電話機の本体とハンドセットの間に検出機器を設置し，

・友人との通話: 62 データ

通話音声分配器を用いて会話音声を取り出し，ストレス状

被験者: 25 組（50 名）
調整後に，次に示す別のデータセットを用いて，迷惑
電話の模擬通話からのストレス状態の検出率と，友人との
通話からのストレス状態の誤検出率を計算機シミュレー
ションにより評価した．
・模擬通話:

スピーカ

態検出器において図 5 の処理を行う．また，振り込め詐欺
誘引通話を検出した場合，モニターの注意を喚起するため
の音声メッセージをスピーカから出力する．また，同時に，
関係者に所要の行動を促すための注意喚起メールを送信す
る．

133 データ

実証実験開始後，約 2 週間の調整期間が必要だったが，

被験者: 73 名

その後は，通常の通話を振り込め詐欺と誤検出することを

・友人との通話: 278 データ

抑え，正常に動作することを確認した．

被験者: 73 組（146 名）
評価結果は表 1 の通りとなり，会話音声を基にしたスト

5. ストレス状態検出システム

レス状態検出の基本技術実現の目処が付いた．

開発したストレス状態検出技術の実用化を検討するため
に，端末-センター連携のプロトタイプシステムを開発した．

表 1
Table 1

ストレス状態検出の評価結果

実証実験の経験から，見守りサービスを実施するにあた

Evaluation Result of Stress Situation Detection.

り，ユーザーの普段の生活や業務を妨げずに，音声認識

検出率

約 91 %

処理のキーワードリスト変更やストレス状態か通常状態か

誤検出率

約0%

の判定しきい値の調整などのソフトウェア更新を行うこと
が課題であることが分かった．この課題を解決して多数の
ユーザーを見守るためには，端末をセンターから管理する
仕組みが必要である．また，見守りサービスの種類やユー

ストレス状態検出処理
ストレス状態

特徴量

らしさの推定

ストレス状態らしさ

の照合
音声

特徴量抽出

ストレス状態

ストレス状態

の判定

検出結果

音声認識の
特徴量

照合

図 7
Figure 7

キーワード検出数

ストレス状態の検出処理

Detection Process of Stress Situation.
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ザーの手元にある端末の処理能力に応じ，ストレス状態検

・音声認識の照合

出処理を端末とセンターで分担する必要がある．

ワードスポッティング型音声認識により，リストに登録

5.1 ソフトウェアの機能ブロック

されたキーワードの発声を検出する．

様々な構成でストレス状態検出処理を端末とセンターで

・ストレス状態の判定

分担できるように，図 7 に示すようにソフトウェアを機能

ストレス状態らしさの推定結果と，検出したキーワード

ブロックに分け，各ブロックの処理と API，およびブロッ

の発声数を統合し，ストレス状態か通常状態かを判定する．

ク間でやり取りする情報のフォーマットを定義して実装し

5.2 プロトタイプシステムの構成

た．

5.1 節で述べたソフトウェアの機能ブロックによって，

・特徴量抽出

10 種類のシステム構成が可能である．この中で今回は特徴

例えば FFT(Fast Fourier Transform)といった変換処理を用

が分かりやすい例として，図 8 に示すように，(1)ストレス

い，音声信号からスペクトルをベースとする特徴量を算出

状態検出処理を主に端末で行う構成と，(2)ストレス状態検

する．ここでは，ストレス状態らしさの推定処理用と音声

出処理を端末とセンターで分担する構成のプロトタイプシ

認識処理用の特徴量をそれぞれ算出する．

ステムを開発した．

・ストレス状態らしさ推定の照合

(1)の構成は，例えば家庭向け見守りといった，多数の

音声のピッチとレベルを基にし，ストレス状態らしさを

ユーザーの端末からセンターに接続する形態のサービスを

推定する．

実現するのに適している．これは，(2)の構成に比べ，キー
ワードリストや判定しきい値などの調整結果の反映に時間
③ ⑤
ストレス状態
らしさの推定
④

の照合
キーワード
①

音声認識の

リスト

センター

センター

結果ログ

照合
ストレス
状態の判定

③

キーワード

結果ログ

リスト

①

③

特徴量

検出結果 ④

②
特徴量抽出

②
特徴量抽出

ストレス状態
端末

らしさの推定
の照合
端末

音声認識の
照合
ストレス
状態の判定

(1)ストレス検出処理を主に端末で行う構成
図 8
Figure 8

(2)ストレス検出処理を端末とセンターで分担する構成

ストレス状態検出システムの構成例

Example of Configuration of Stress Situation Detection System.
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がかかる場合があるが，端末１台あたりの通信量が少なく，

センターにおいて，特徴量を基に，ストレス状態らしさの

また，センターの負荷が軽いためである．

推測処理，音声認識処理，およびストレス状態の判定処理

一方，(2)の構成は，例えば従業員の見守りといった業務

を行う．

用端末からセンターに接続する形態のサービスを実現する

④ストレス状態の判定結果を端末にダウンロードする．ま

のに適している．これは，(1)の構成に比べて，端末１台あ

た，ストレス状態と判定した場合は，(1)の構成と同様に

たりの通信量が多く，センターの負荷も重いが，音声の

上司や管理者などの冷静な第三者に通知してサポートに

特徴量を基にしたセンターでのストレス状態検出状況の

繋げる．

分析が可能となるためである．これにより，例えばコール

⑤センターで行ったストレス状態らしさの推測結果と音声

センターの顧客満足度向上を目指したオペレータ教育への

認識結果，および最終のストレス状態判定結果のログファ

活用や，個別の検出状況に合わせたソフトウェアの調整が

イルを，対応する特徴量と伴にストレス状態検出の記録と

可能である．また，(1)の構成に比べた，端末の処理負荷が

して残す．

軽いため，端末の導入コストを抑えられる．

また，(1)の構成と同様に，この記録を基に，出現頻度の

各構成における処理の流れは，次の通りである．

低いキーワードの入替えや判定しきい値の変更などの，
検出精度向上のための調整を行う．なお，(1)の構成と異な

(1) ストレス状態検出処理を主に端末で行う構成

り，検出処理の基となる特徴量も記録として残すため，

①センターから音声認識で使用するキーワードリストや，

ストレス状態となった状況の分析と，調整結果の効果確認

ストレス状態検出の判定に用いるしきい値などのパラメー

が可能である．また，センターにおける調整結果をすぐに

ターを端末にダウンロードする．ここで，金銭関連や不祥

上記③の処理に反映可能である．

事などに関するキーワードのリストはサービス内容ごとに

5.3 プロトタイプシステムの動作確認

設定する．

5.2 節で述べたプロトタイプシステムの端末の処理を

また，ダウンロードはセンターにアクセスして行う．こ

スマートフォン（CPU のクロック周波数 1GHz，RAM 容量

こで，複数の端末からのアクセスがセンターに集中しない

512M バイト），また，センターの処理をパソコン上で実装

ように，アクセス頻度は１回/日程度とし，アクセス時刻は

して動作を確認した．

端末ごとにランダムに設定する．

通話の録音データを端末に入力して評価実験を行った結

②通話が開始されると端末において，最初に，音声信号の

果，(1)の構成と(2)の構成の両方において，シミュレーショ

高さと強さから成る特徴量の抽出処理，次に，特徴量から

ンと同等のストレス状態検出精度を実現できることを確認

のストレス状態らしさの推測処理と音声認識処理，最後に，

した．

ストレス状態の判定処理を行う．ストレス状態と判定した

また，実際の使用時を想定して，通話しながらストレス

場合は，図 1 の見守りセンターや親族などの冷静な第三者

状態検出処理を行った場合のスマートフォンの使用リソー

に通知してサポートに繋げる．

スを調べた結果は表 2 の通りであった．

③端末で行ったストレス状態らしさの推測結果，音声認識
結果，および最終のストレス状態判定結果のログファイル

表 2

をセンターにアップロードして，ストレス状態検出の記録

端末（スマートフォン）の処理リソース

Table 2

として残す．

Required Resource for Processing on
the Terminal(Smart Phone).

④人手による分析が必要になるが，この記録を基に，出現

ストレス状態検出処理の構成

頻度の低いキーワードの入替えや判定しきい値の変更など

主に端末で

端末とセンターで

の，検出精度向上のための調整を行う．この調整結果は，

処理

分担処理

CPU 使用率

約 52%

約 16%

RAM 使用量

約 22M バイト

約 15M バイト

次回のキーワードリストやパラメーターのダウンロード時
に，端末のソフトウェアに反映される．
(2) ストレス状態検出処理を端末とセンターで分担する

今回の結果から，見守りサービスの種類や端末の処理能

構成
①センターにおいて，音声認識で使用するキーワードリス

力に応じたシステム構成にできることがわかった．

トや，ストレス状態検出の判定に用いるしきい値などのパ
ラメーターを設定する．
②通話が開始されると端末で音声の高さと強さから成る特
徴量を抽出する．
③端末で抽出した特徴量をセンターにアップロードし，
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