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嚥下音を用いた水分摂取量推定手法の研究
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概要：超高齢社会に突入した日本は介護負担の増大が課題となりつつあり，介護負担軽減のために様々な
介護支援サービスが始まっている．なかでも健康管理の記録は，高齢者の健康管理のために必要な介護作
業の 1 つであるが，日々の記録は介護者への負担が高く介護記録の自動化が求められている．本研究では，
水分摂取量の記録に焦点を絞り，介護負担を軽減するための水分摂取量自動記録手法を研究した．高齢者
にとって装着時の負荷が小さいと考えられるスロートマイクを用いて咽頭付近で生じる音を収集する．ま
ず，発話，呼吸，咳，咀嚼といった行動と，嚥下行動を識別する．嚥下行動には目的とする水分摂取以外
に，空嚥下や食物摂取も含まれるため，嚥下行動に対してはさらに嚥下物分類を行い，水分摂取行動を抽
出することを試みる．この 2 段階の識別方法を適用することにより，1 段階の識別に比べて大幅な精度改
善が実現できることを確認した．また，同様に嚥下音による水分摂取量推定実験を行い，1 日分の合計量
で推定誤差率 0.2 以下を達成でき，嚥下音だけを使った水分摂取量推定の見通しを得た．
キーワード：嚥下音，水分摂取量，機械学習，介護支援
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Abstract: Japan is rapidly becoming an aging society with the average age of the population rising year by
year. Recording and managing the health of the elderly is important in care work. However, this is becoming
more diﬃcult as the information that must be managed and record increases, and in many cases must be
recorded manually. This has increased an enormous burden on caregivers. We propose a new ﬂuid intake
recognition method using sound data collected using a throat microphone. In the proposed method, ﬂuid
intake is automatically recognized by using the frequency and amplitude characteristics of swallowing sounds
recorded by a throat microphone in two stages. By applying this method to evaluation experiments for 6
examinees, we were able to estimate day’s summation of ﬂuid intakes with less than 0.2 relative error rate.
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1. はじめに
日本は超高齢社会に突入し，高齢者を支える側の割合が
減少しつつある．そのため，高齢者の生活を支える介護へ
の負担増大が課題であり，介護者の負担を軽減する介護支
援サービスが求められている．介護作業の負担軽減をめざ
し，生活空間にセンサや計算機を埋め込み，収集した多様
な情報から生活や状況を認識して介護の効率化を図ろうと
する研究がある [1], [2], [3]．特に，高齢者の健康管理支援
の研究開発も活発で，血圧，体温，体重等日々記録し続け
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なければならない項目を自動的に記録することで介護の負

る．また，バイタルセンサを内蔵したバイタルセンシング

担軽減を目指すものがある [4], [5], [6]．しかし，記録を自

チェアによって血圧，脈拍，体温および体重の測定を行い

動化できていない項目はまだまだ多く，介護の負担軽減と

つつインターネットを通じて問診のやりとりや専門医から

高齢者の QoL（Quolity of Life）向上を両立させるために

のアドバイスを可能とするシステム [11] や，圧電素子を患

も，手動で記録している項目の自動化が望まれている．

者が使用するベッドに設置することで離床行動を予測し，

高齢者の健康管理に必要な項目の 1 つとして水分摂取量

介護士の代わりに高齢者を見守り続けるシステム [12] があ

があげられ，高齢者が 1 日に必要な水分摂取量は 1,500 ml

る．これらセンサハウスを用いてデータを取得するメリッ

が目安と定められている [7]．もし十分な水分摂取ができ

トは，自動でデータを取得できることに加え高齢者自身は

ていない場合，脱水症や心筋梗塞，脳梗塞を引き起こす危

外部デバイスを何も装着する必要がないため，高齢者自身

険性が高まるため，水分摂取量の把握は高齢者の命にも関

への負担が非常に少ない点である．データ取得環境を一度

わる非常に重要な情報である [8]．また，水分摂取量は血

構築すれば，高齢者はふだんどおりの生活をすごせばよい．

圧や体温等他項目と比べると記録する機会が非常に多いた

しかし，データを取得できるのはセンサハウス環境が整備

め，他項目よりも介護者にかかる負担が大きい．そこで，

された箇所に限定されるため，データを取得したい場所に

我々は水分摂取量を自動的に記録する仕組みを実現するこ

制約が生じるという課題もある．

とで介護負担を軽減できると考えた．

一方，コンピュータの小型化や軽量化によってウェアラブ

本研究では，介護の負担軽減を目的に水分摂取量を自動

ルデバイスの利活用も活発に進み，加速度センサ [13], [14]

的に記録できるようにするため，嚥下音を用いた水分摂取

や圧力センサ [15]，ビデオカメラ [16] といった様々な装着

量の推定手法を提案する．嚥下音とは，人がモノを飲み込

型センサを用いたユーザ行動の認識研究がある．特に介護

む際の動作である嚥下運動によって生じる音であり，水分

支援の分野では，介護士や家族が把握しきれない高齢者の

摂取量と関係性の高い音と考える．高齢者が時間や場所を

活動を管理や記録することにウェアラブルデバイスの活用

問わず水分摂取量を記録できるよう拘束性が低いウェアラ

が進められている．加速度センサ，マイクロフォン，GPS

ブルデバイスであるスロートマイクを嚥下音の観測デバイ

の位置情報等を用いて，徘徊している位置を詳細に把握す

スとして使用する*1 ．このスロートマイクで取得された嚥

るシステム [21] では，GPS による位置情報のほかに加速

下音から様々な特徴量を用いて機械学習を行い，高精度に

度センサによる臥位判定や環境音によって推定された現在

水分摂取量を推定できる手法の実現を目指した．

地の状況を徘徊した高齢者の情報として通知する．在宅し

以降，2 章では提案手法に用いる水分摂取量推定に有効

ている脳血管障害者の身体活動を把握する研究 [22] では，

なデバイスやデータの関連研究をあげ，3 章で提案する水

体幹，大腿，下腿の 3 カ所に加速度センサを装着して各箇

分摂取量推定手法の詳細を説明する．4 章で提案手法の有

所の重力方向に対する角度変化から姿勢状態と歩行解析を

効性を検証し，5 章で結論を述べる．

行っている．これらウェアラブルデバイスを用いてデータ

2. 関連研究

を取得するメリットは，現時点ではバッテリ稼働時間の課
題はあるが，高齢者の行動に関係するデータを継続的に取

生活空間内における人の行動や生活パターンを把握する

得することが容易という点であり，ウェラブルデバイスを

ため，室内に様々なセンサを設置することでセンサハウス

装着していれば場所や時間に関係なくデータを取得し続け

を構築し，収集したデータを基に学習，予測する研究があ

ることができる．しかし，デバイスを身につける必要があ

る [9]．特に介護支援の分野では，高齢者の生活環境にセ

るため，高齢者にストレスを与えないよう装着箇所や装着

ンサを設置することで高齢者見守りシステムの研究開発が

による行動の制限には注意しなければならない．

行われている．焦電型センサや電気機器に取り付けた稼働

我々は，水分摂取量を推定するために必要な情報として

モニタを用いて取得した情報から高齢者の行動パターンを

嚥下運動に着目した．嚥下運動とは，モノを摂取する際に

分析することで，高齢者の非日常的な行動を検出するシス

口から食道にかけて行われる運動であり，水分摂取に直接

テム [10] では，焦電型センサによる高齢者の位置情報と電

関わっている嚥下運動を分析することによって水分摂取量

気機器の使用状況から時間ごとに高齢者の行動を分類し，

を推定できると考えた．たとえば，歯に加速度センサを埋

Hidden Markov Model（HMM）によって行動パターンを

め込むことで口内の行動推定を行う研究 [23] では，口の

学習し，現在の行動パターンと過去の行動パターンとの類

動きを歯に埋め込んだ加速度によって学習することで嚥下

似度を評価することで高齢者の異常な行動を検出してい

運動を把握できている．一方，首の嚥下運動によって動作
する筋肉を観測するために筋電センサを首に装着して発話

*1

米モトローラ社は，首にプリントする電子タトゥーで声を振動か
ら直接拾ってモバイル端末に無線転送する特許 US 20130297301
A1 を 2012 年に出願しており，嚥下音の計測は近い将来容易に
なると考える．
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や嚥下の検出を行う研究 [24] や，静電容量形近接センサ
をネックバンドに組み込み，首に装着することで嚥下の検
出を行う研究 [25] がある．また，咽頭マイクロフォン（ス

533

情報処理学会論文誌

Vol.57 No.2 532–542 (Feb. 2016)

ロートマイク）を用いて嚥下運動によって生じた嚥下音を

ロートマイクで収録される音は嚥下音だけではなく日常生

分析し，嚥下回数を計測するシステム [26], [27] も提案され

活のその他の行動によって生じた音が含まれる．また，嚥

ている．さらに環境音信号，嚥下音信号，骨伝導信号，歪

下とは何らかのモノを飲み込むときの行動であり，水分を

センサ信号を組み合わせて嚥下，咳，発話を検出しようと

摂取している飲水以外にも摂食や空嚥下といった行動が含

する研究 [28] では，正解データとして映像や被験者自ら押

まれている．このため，水分摂取量を推定するためには，

すポタンの信号を用いて嚥下，咳，発話が検出できている

まず，日常生活の他の行動音を除去し，水分を摂取した際

かを検証している．一方，スロートマイクを用いて嚥下音

に生じる嚥下音だけを抽出する前処理が必要となる．そこ

を分析し，行動や嚥下物を把握することで，食生活の改善

でまず，エネルギーに基づいて嚥下音候補区間を検出する

や介護支援に活用しようとする研究がある．スロートマイ

（嚥下音区間検出）
．次に，それぞれの候補区間に対して音

クから取得した嚥下音から時間情報とエネルギーを用いて

の周波数特徴量と SVM による 1 段目の行動識別を行い，

咳や嚥下の検出を行う研究 [29], [30] や，嚥下音を用いて嚥

嚥下を含む行動を推定する（行動分類）
．さらに，行動に関

下運動を解析し，区間あたりの嚥下や咀嚼の密度から摂食，

する時間情報やエネルギーの情報を加味して水分摂取にと

空嚥下（唾を飲む）
，発話を分類する研究 [31] 等がある．

もなう嚥下音区間のみを抽出する（嚥下物分類）
．そして，

多くの嚥下運動を観測できるデイバスはウェアラブル性

この嚥下音区間のエネルギーおよび継続時間長に基づいて

を持っているが，装着位置によってユーザに与えるストレ

水分摂取量を推定する（水分摂取量推定）．以上の手順で

スが異なる．加速度センサを歯に埋め込む等体内にセンサ

嚥下音を用いた水分摂取量の分析を行う．

を設置することは，ユーザに与える負担が大きいため 1 日
中記録する必要のある状況には適さない．また，ユーザに

3.2 嚥下音の取得

装着するウェアラブルデバイスが増えてしまうとユーザに

先行研究 [32] では，加速度トランスデューサを用いて

与える負担が増えてしまうため，装着するデバイスは最小

水分を摂取した際の舌根部から食道までの嚥下音音響信

限にとどめることが望ましく，首周りとしても嚥下運動を

号を分析し，喉頭蓋通過音や食道入口部通過開始音等咽

行うたびに動く喉仏への直接的な装着は避けるべきであ

頭中心に嚥下音が観測されたと報告している．また，生

る．以上より，本研究では嚥下運動を観測するウェアラブ

じた嚥下音は低周波数帯に集中しており，最低値として

ルデバイスとして首の後ろから首周りに装着するスロート

50 Hz [33], [34] の周波数帯を十分観測できるデバイスが望

マイクを採用することとした．

ましいと判断している．

3. 水分摂取量推定手法
3.1 概要
2 章で整理したように，スロートマイクを用いて嚥下音

そ こ で 本 研 究 で は ，図 2 (a) に 示 す ス ロ ー ト マ イ ク
（CTM480）のマイクロフォンを，図 2 (b) のように喉仏の
横になるよう首に装着して嚥下音を取得することとした．

CTM480 は喉頭蓋付近にある喉仏の近くにユーザを拘束す

を分析する先行研究はあるが，嚥下音を用いて水分摂取量

ることなく装着でき，図 2 (c) に示すように 50 Hz–12,000 Hz

を推定しようとする研究は皆無である．本稿では，水分摂

と十分に低周波数帯に対応したマイクロフォンを搭載す

取量を自動推定するために，嚥下音から行動分類を行った

る．また，取得した嚥下音に含まれる日常生活の行動とし

後，嚥下物ごとの分類を行うことで水分摂取行動を推定す
る手法を提案する．また，同様に，嚥下音だけによる水分
の 1 回摂取量の推定精度を評価し，水分摂取量自動記録シ
ステムの実現可能性について検討する．
図 1 に，本研究で提案する水分摂取量分析手法のアルゴ
リズム概要を示す．1 日の水分摂取量を記録する場合，ス

図 1 水分摂取量分析手法のアルゴリズム概要

図 2 スロートマイク（CTM480）

Fig. 1 Overview of ﬂuid intake estimation method.

Fig. 2 Throat microphone (CTM480).

c 2016 Information Processing Society of Japan
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ては，呼吸，咳，咀嚼，発話，摂食，空嚥下，飲水の 7 種

エネルギーが減少することも考えられる．そこで仮終了地

類を想定した．

点 m から Lsignal 分進めた k までの区間で，1 度もエネル
ギー Psignal を上回らなかった場合は，無音区間に入った

3.3 嚥下音区間検出

と判断して終了地点 k = m と定める．一方，Psignal を上

スロートマイクで取得された音から嚥下音を抽出するた

回った場合，イベントが継続されていると判断して仮終了

め，まず，短時間フレームごとのエネルギー情報を用いて，

地点を m = k とするとともに，再度 m から Lsignal 分進め

前後の無音区間に挟まれた有音区間を検出する．本稿では

た k までの区間に対して同じ評価を繰り返す．Psignal は

この有音区間をイベントもしくは嚥下音候補区間と呼ぶこ

Pnoise の 10 倍とし，Lsignal は瞬間的に生じるエネルギー

ととする．

の大きいスパイクノイズを除去するため，最低限のフレー

嚥下音区間検出のフローチャートを図 3 に，嚥下音区間

ム数としては 5 フレームを設定した．このようにして検出

検出で使用する変数を表 1 に示す．設定したフレーム長は

された有音区間を 1 つのイベント（= 嚥下音候補区間）と

25 ms であり，シフト長は 10 ms である．以下，図 3 のフ

し，以下の行動分類や嚥下物分類はこの単位で行う．

ローチャートを説明する．
まず，フレームのエネルギーがノイズエネルギー Pnoise

3.4 行動分類

を上回った地点を開始地点 n と定める．Pnoise は無音区間

スロートマイクから取得した音の中から嚥下を抽出する

のエネルギーのヒストグラムのモードの値とし，Pnoise を

ために行動分類を行う．行動分類では，嚥下音候補区間検

上回った場合には何かしらの音が生じたとする．開始地点

出処理によって検出された各イベントを嚥下，呼吸，咳，

n を定めた後，Pnoise を下回った地点を無音区間に入った

咀嚼，発話の 5 種類の行動に分類し，特に，水分摂取量推

と判断し，仮終了地点 m とする．ただし，1 つのイベント

定に用いる嚥下行動を抽出する．なお，飲水，摂食，空嚥

の中でもエネルギーの起伏は激しく，一瞬無音区間にまで

下は，摂取する物が違うだけで嚥下運動を同様に行ってい
るため，行動分類の段階では，飲水，摂食．空嚥下は嚥下
としてまとめて分類しておく．
嚥下音は嚥下障害の聴診による診断にも用いられており，
人間の聴覚特性を反映させた特徴量が識別に有効である可
能性がある．本研究では，音高に関する聴覚特性を反映し
たメルフィルタバンクのスペクトル（Mel-scale frequency

spectrum: MSFS）を識別のための特徴量として利用する．
なお，このスペクトルは音圧の情報を含むが，周波数特性
のみを正確に評価するには音圧の変動によるばらつきを補
正することが望ましい．ここでは式 (1) に示すような各帯
域中の最大値による補正を行い，これを Relative-MSFS と
呼ぶこととした．

G(f ) = F (f )/Fmax
図 3 嚥下音候補区間検出のフローチャート

Fig. 3 Flowchart of swallowing sound detection method.
表 1

嚥下音区間検出の使用変数

Table 1 Parameters used in swallowing sound detection process.

(1)

分類器には代表的な学習モデルの 1 つである Support

Vector Machine（SVM）[37] を用いる．特徴量としては上
記の Relative-MSFS の値 20 個を用いた．メルフィルタ
バンクは通常 24 次元からなるが，サンプリング周波数を

11.025 KHz としたため，ここでは 20 次元の特徴量となって

変数

概要

いることに注意されたい．なお，嚥下音候補区間として検出

n

イベント開始地点

された各イベントに対し，フレームごとに Relative-MSFS

m

イベント仮終了地点

を推定し，イベント内の全フレームで平均した値を SVM

k

イベント終了地点

P (x)

時刻 x におけるエネルギー

Pmax [x, y]

区間 [x, y] の最大エネルギー

L[x, y]

区間 [x, y] のフレーム長

Pnoise

ノイズエネルギー

Psignal

シグナルエネルギーの閾値

行動分類によって抽出された嚥下には，抽出したい飲水

Lsignal

シグナルフレーム長の閾値

のほかにも摂食や空嚥下等の嚥下音が含まれており，水分
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function（RBF）カーネルを使用している．
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図 4 嚥下物分類のアルゴリズム概要

Fig. 4 Overview of swallowed object classiﬁcation method.

摂取量を推定するためには固形物や唾を除いた水分を摂取
した嚥下音のみを抽出する必要がある．そこで嚥下物分類
では，行動分類によって嚥下と分類されたデータに対して
咀嚼イベント，エネルギー，嚥下密度を用いて水分と唾，
固形物を分類し，嚥下音から飲水の嚥下音のみを抽出する．
以下，嚥下物分類のアルゴリズムについて述べる．図 4 に
嚥下物分類のアルゴリズム概要を示す．まず嚥下に saliva
（唾）とラベル付けを行い，
（ii）咀嚼イベント，
（iii）エネ
図 5

ルギー，
（iv）嚥下密度，によって嚥下音に付けるラベルを
更新していくことで嚥下物の分類を行う．

Fig. 5 Procedure of swallowed object classiﬁcation.

（ii） 咀嚼イベント
まず，固形物と水分の違いとして，嚥下を行う前の咀

表 2

嚥下物分類の使用変数

Table 2 Parameters used in swallowed object classiﬁcation

嚼イベントに着目する．水分を摂取する場合は咀嚼を
行うことはないが，固形物を摂取する場合は咀嚼を

嚥下物分類の手順

process.
変数

概要

行って嚥下しやすくする必要があるため，固形物の嚥

n

イベント番号

下前には咀嚼が検出されると考える．そこで嚥下物分

Sn

n 番目のイベント

類では，嚥下の前に咀嚼のイベントが検出された場合，

Sn .Act

Sn の行動

嚥下のラベルを food（固形物）に更新する．

Sn .Energy

Sn のエネルギー

Sn .Label

Sn のラベル

（iii） エネルギー
次に，水分と唾の違いとして，エネルギーの大きさの
違いに着目する．水分と唾では嚥下運動自体に差異は

Sn .F rame

Sn と Sn−1 のフレーム間隔

F luid.Energy

エネルギー閾値

F luid.F rame

フレーム閾値

なく，固形物のように別の行動が関係しているわけで
もない．一方，図 4 に示すように水分の方が唾よりも

明を示す．図 4 では，n 番目のイベント Sn に non（ラベ

観測されるエネルギーがかなり大きいという知見に基

ルなし）
，saliva（空嚥下）
，food（摂食）
，ﬂuid（飲水）の

づき，水分と唾をエネルギーによって分類することを

いずれかをラベル付けするまでの手順を示す．行動分類結

試みる．

果，エネルギーおよび時間情報を活用し，嚥下と分類され

（iv） 嚥下密度

たイベントは，この嚥下物分類によって saliva，food，ﬂuid

最後に，固形物と水分，唾を分類する指標として，エ

のいずれかに分類される．嚥下物分類では，まず行動分類

ネルギーに加え嚥下密度にも着目する．固形物や水分

の結果を参照し，対象イベントが嚥下行動と識別されてい

を摂取する際には，嚥下運動は複数回連続して行われ

ない場合は non として処理を終了する．嚥下の場合は，分

る場合が多いが，唾は嚥下運動を連続で行わず一般的

類対象イベントの前イベントが咀嚼であるかを確認し，咀

には 1 回だけ行われることが多いと考える．固形物や

嚼である場合は food として処理を終了する．次に，分類

水分を摂取した場合は時間あたりの嚥下密度は高く，

対象イベントのエネルギーに着目し，閾値より大きい場合

唾の場合は低いため，嚥下密度によって固形物と水分，

は ﬂuid として処理を終了する．最後に，分類対象イベン

唾の分類が可能と考えた．ここで嚥下密度は，嚥下の

トと前イベントのフレーム間隔に着目し，閾値よりも間隔

終了地点から次の嚥下開始地点までの時間で算出で

が長い場合は saliva として処理を終了し，短い場合は前イ

きる．

ベントに合わせてラベルを付けて処理を終了し，次イベン

図 5 に嚥下物分類の手順を，表 2 に使用する変数の説
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での複数人での基礎実験結果から，エネルギー閾値は小さ

つであり，単回帰よりもさらに高い精度の推定が期待でき

すぎると空嚥下が飲水と分類され，大きすぎると飲水が空

る．カーネル K としては，行動分類の SVM と同じく式

嚥下と分類されてしまうため，飲水が十分に確保したうえ

(5) の RBF カーネルを使用した．また，α，β ，σ は学習結

で空嚥下をできるだけ含むことのない値を閾値とした．エ

果におけるパラメータを示す．

ネルギー閾値 F luid.Energy を，式 (2) のように飲水の平

n

(αi − αi∗ )K(x, xi ) + β

均エネルギー μenergy から標準偏差 σenergy を引いた値と

y=

した．フレーム閾値は，大きすぎなければ空嚥下と誤検出



||x − xi ||2
K(x, xi ) = exp −
2σ 2

されることもないため，飲水の平均から 2σ を加算した値

(4)

i=1

(5)

とした．また，フレーム閾値 F luid.F rame を，式 (3) の
ように飲水の平均フレーム長 μf rame から標準偏差 σf rame

4. 水分摂取量推定手法の評価

の 2 倍を加算した値とした．

4.1 実験データ

Fluid.Energy = μenergy − σenergy

(2)

本研究で提案する水分摂取量推定手法の有効性を検証す

Fluid.Frame = μf rame + 2 · σf rame

(3)

るため，6 名の成人男性（60 歳以下の若年者）にスロート
マイクを装着してもらい，合計 824 個のデータを取得した．

3.6 水分摂取量推定
嚥下物分類によって飲水と分類された嚥下音の水分摂取
量を分析するため，嚥下音のエネルギーと長さに着目し，
複数の特徴量を用いて回帰分析することで水分摂取量を推
定することとした．図 6 に水分摂取量評価用に取得した
データを用いた際の，水分摂取量と長さ，エネルギーの分
布と相関係数を示す．図 6 から，水分摂取量と嚥下音の
エネルギー，長さには強い相関があることが確認でき，水
分摂取量を推定するための特徴量として有効であると考え
る．ここで，嚥下音のエネルギーは振幅スペクトルの積算
値，長さはイベント開始地点から終了地点までのフレーム
数とする．
表 3 に，水分摂取量推定に用いる説明変数を示す．回帰
分析にはサポートベクトル回帰（Support Vector Regres-

sion: SVR）を用い，表 3 に記載した 3 つの説明変数 x か
ら水分摂取量 y の推定を行った（式 (4)）
．なお，サポート
ベクトル回帰はノンパラメトリックな非線形回帰手法の 1

それぞれのデータに対して嚥下音候補区間検出を適用し，
結果として 2,556 個のイベントを自動検出した．表 4 に，
以降の実験に使用したデータの詳細情報を示す．
なお，評価用実験データの取得には行動等の細かな指示
を行う必要があり，本研究の最終的な適用対象である要介
護者でのデータ取得は困難であったため，今回は若年者を
被験者として個々の機能の有効性の検証を実施した．要介
護者での評価については今後の課題とする．
行動分類と水分摂取量推定においては推定対象となる被
験者以外のデータを用いてモデルの学習を行い，また，嚥
下物分類においては全被験者共通のパラメータを使用する
ことで提案する水分摂取量推定手法の普遍性を評価する．
行動分類では呼吸，咀嚼，咳，発話，嚥下の 5 種類の行動
を対象とした．被験者らにはスロートマイクを首に装着し
た状態で，こちらで指示した行動を複数回繰り返し実施し
てもらい，5 種類の行動データを取得した．呼吸はゆっく
り深呼吸を行ってもらい，咀嚼ではガムを噛んだ際のデー
タを取得し，咳は被験者らそれぞれに咳をしてもらい，発
話はこちらが指示した内容について自由に話してもらっ
表 4 実験データ

Table 4 Experimental data.
行動
データ名

データ

行動データ

イベント
指示内容

検出数（個）

呼吸

深呼吸を行う

145

図 6 水分摂取量と長さ，エネルギーの関係

咀嚼

ガムを噛む

295

Fig. 6 Relationship between ﬂuid intake and event length,

咳

咳をする

257

発話

自由に話す

357

嚥下

水や茶等の水分を飲む

579

event energy.
表 3

水分摂取量推定の説明変数

唾を飲む

Table 3 Explanatory variables in SVR.
説明変数

概要

パンを食べる
嚥下物分類

エネルギー積算値

イベント中のフレームエネルギー積算値

評価用データ

エネルギー最大値

イベント中のフレームエネルギー最大値

水分摂取量

フレーム長

イベントのフレーム長
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評価用データ

食事

パンや水を自由に摂取

1,334

飲水

水や茶等の水分を飲む

168
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表 5

た．また，嚥下については水や茶等の水分を飲む，唾を飲
む，パンを食べるという 3 種類の行動をそれぞれ個別に収

Table 5 Results of behavior classiﬁcation using diﬀerent features.

録した．なお，1 回あたりの摂取量等の制限は与えていな
い．これらの行動データはモデルの学習だけでなく，行動
分類の基本性能評価用データとしても使用する．
嚥下物分類評価用データは，飲水行動の推定性能を評価

行動分類の評価結果（特徴量）

F-measure [Precision, Recall]

対象
行動

Relative-MSFS

MSFS

パワースペクトル

呼吸

0.49 [0.45, 0.53]

0.34 [0.46, 0.27]

0.47 [0.61, 0.39]

咀嚼

0.86 [0.84, 0.87]

0.48 [0.34, 0.82]

0.49 [0.36, 0.79]

するために用意した食事データである．被験者にはパンと

咳

0.69 [0.64, 0.76]

0.62 [0.85, 0.49]

0.63 [0.54, 0.75]

水（および茶）を用意し，3 分間自由に摂取してもらって

発話

0.84 [0.76, 0.94]

0.70 [0.84, 0.59]

0.64 [0.87, 0.50]

その際に生じる音を収録した．特に行動の制限はしておら

嚥下

0.74 [0.84, 0.66]

0.66 [0.71, 0.62]

0.58 [0.70, 0.49]

ず，発話や空嚥下等の音も含まれている．なお，食事デー
タに正解行動ラベルを付与するにあたっては収録音だけで
なく同時に録画した映像情報も利用した．
一方，水分摂取量評価用データは，行動分類とは別に，
嚥下音による水分の 1 回摂取量の推定性能評価を行うため
に用意した飲水データである．飲水前後の水分摂取量の差
分を計測したデータを検証に用いる．飲み物としては水，
茶等を摂取してもらい，飲み方や摂取量は指定していない．

4.2 評価指標
提案する水分摂取量推定手法の有効性を示すため，行
動分類，嚥下物分類の評価指標として適合性（Precision）
と再現性（Recall）を総合的に評価する F 値（F-measure）

図 7

行動分類における嚥下の被験者別評価結果

Fig. 7 Results of behavior classiﬁcation for each subject.

を，水分摂取量推定では実際に摂取した量（実測値）と提
案手法によって推定された値（推定値）を比較することで
検証を行った．
一方，水分摂取量推定では，式 (6) に示すように，実測値

F luidr と推定値 F luide の差分である推定誤差の割合を示
した推定誤差率 SE を算出し推定精度を検証した．水分摂
取量推定では，推定値が 1 日の目安である水分摂取量に達
しているにもかかわらず，実測値が最低限摂取量 [38] に達
していない場合，システムが高齢者に対して水分不足を促
してしまうため，水分摂取量推定の安全性を確保するため
には許容推定誤差率以内に推定誤差が収まっている必要が

図 8

被験者 A の嚥下における Relative-MSFS

Fig. 8 Relative-MSFS of swallowing event for the subject A,
and for the others.

ある．ここで，最低限水分摂取量 F luidM in は体重 W eight
に変数 α を掛けることで，式 (7) によって算出できる．本

り，システムの安全性を大きく改善できるといえる．また，

検証では，高齢者の平均体重である 62 kg [39] を想定し変

嚥下物分類で使用する咀嚼に関しては，Relative-MSFS の

数 α を 20 とした 1,240 ml を最低限水分摂取量とした．

| F luide − F luidr |
SE =
F luidr
FluidMin = α · W eight

(6)
(7)

F-measure は 0.8 を超え，MSFS に対しても 0.32 向上して
おり，効果が高いことが分かった．
図 7 に行動分類における嚥下の被験者別評価結果を示す．
被験者 6 名を A〜F とし，F-measure，Precision，Recall
の評価指標で評価した．図 7 から検証結果には個人差が現

4.3 行動分類の評価

れており，被験者 E は F-measure が 0.8 を超えている一方

表 5 に，行動分類における特徴量ごと，行動ごとの評価結

で，被験者 A は 0.2 を下回っていた．そこで，被験者 A の

果を示す．なお，行動データを学習および評価用データと

嚥下を詳細分析したところ，図 8 に示すように被験者 A

し，被験者ごとに交差検証を行ったものとなっている．想

の嚥下における Relative-MSFS は他被験者と比べて低周

定した 5 種類の行動すべてにおいて，Relative-MSFS が有

波数帯にエネルギーが発生していることが確認できた．つ

効であることが確認できた．特に，嚥下に関して Relative-

まり，被験者 A の低周波数帯のエネルギー差異が，嚥下以

MSFS と MSFS を比較すると Precision が 0.13 向上してお

外の行動として分類されてしまった原因と考える．被験者
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嚥下物分類の特徴量別の評価結果（飲水）

Table 6 Results of swallowed object classiﬁcation for ﬂuid intake according to feature combination.
特徴量

Precision

Recall

F-measure

○

0.90

0.88

0.89

○

0.76

0.93

0.84

-

○

0.95

0.72

0.82

○

-

0.90

0.71

0.79

咀嚼イ

嚥下

エネ

ベント

密度

ルギー

○

○

-

○

○
○

図 10 嚥下物分類の効果検証（飲水）

Fig. 10 Results of swallowed object classiﬁcation for ﬂuid intake without or with using behavior classiﬁcation.

下分類における被験者ごとの評価結果を示す．嚥下物分類
では，F-measure は全被験者で 0.8 を上回り被験者ごとの
差異はほとんどないことが判明し，咀嚼イベント，嚥下密
度，エネルギーを特徴量として用いることの有効性を確認
できた．
次に，行動分類に人手で与えた正解データではなく，自
動行動分類の結果を用いて，提案手法の有効性を評価する．
図 9 嚥下物分類における被験者別評価結果（飲水）

Fig. 9 Results of swallowed object classiﬁcation for ﬂuid intake
for each subject.

対象は同じく，嚥下物分類評価用データである．なお，提
案手法では摂取する嚥下物にかかわらず飲み込む行動をす
べてまずは嚥下と分類し，嚥下物分類によって飲水を検出
している．これは嚥下音の観察結果から飲水，空嚥下，摂

数が少ないため被験者 A の嚥下が特異であるとはいいきれ

食の 3 行動を分類することが困難であると判断したからで

ないが，このような差異に対応できればさらなる行動分類

あるが，改めて 3 種類の嚥下行動を含む 7 種類の行動分類

の精度向上が期待できる．

を SVM を用いて一度に行う場合と比較して性能を評価し
た．図 10 に，飲水を対象とした両方法の評価結果を示す．

4.4 嚥下物分類の評価

7 行動分類による飲水の検出性能は F-measure が 0.3 程度

次に，実際の食事データに近い嚥下物分類評価用データ

にすぎないが，提案手法によればその約 1.5 倍に性能改善

を用いて，提案した嚥下物分類方法の有効性を検証した．

されることが分かった．なお，SVM による 7 行動分類で

表 6 に，飲水の検出性能を嚥下物分類で使用する特徴量の

は摂食と飲水の区別が特に困難であり，咀嚼音情報等を活

組合せで評価した結果を示す．ただし，ここでは嚥下物分

用した提案手法がそれらの識別において特に有効に動作し

類の際に用いる 5 種類の行動情報は人手で与えた正解デー

たといえる．

タを用いている．Precision が最も高い組合せになった特
徴量は，嚥下密度を外したものであった．嚥下密度は，空

4.5 水分摂取量推定の評価

嚥下と誤検出された飲水を正しく検出するために考慮した

水分摂取量評価用データを用いて，嚥下音による水分摂

特徴量であったが，空嚥下を飲水と判断してしまうケース

取量推定性能を推定した．なお，ここでの対象はすべて飲

が増加してしまい，Precision を微減させてしまったと考え

水のデータであり，飲水行動の検出性能自体は評価に含ま

る．また，Recall が最も高い組合せになった特徴量は，咀

れていない．表 7 に，水分摂取量推定における被験者別評

嚼イベントを外したものであった．咀嚼イベントは，飲水

価結果を示す．ここで，推定誤差とは推定値から実測値を

と摂食を分類するために考慮した特徴量であったが，飲水

引いた値とする．B から F の被験者の推定値は実測値より

を摂食と分類してしまうケースが増加してしまい，Recall

小さくなる傾向にもかかわらず，被験者 A の推定誤差のみ

を微減させてしまったと考える．一方，F-measure が最も

が正の値となり推定値が実測値よりも大きくなっていた．

高い組合せになった特徴量は，すべての特徴量を使用した

次に，図 11 に実測値と推定値の分布を示す．この結果

場合であり，システムの安全性と利便性を総合的に考慮し

から，平均摂取量周辺にデータ数が多く推定誤差も小さい

た場合は検討した全特徴量を利用することが有効である

ことが確認できるが，実測値が大きくなるにつれ推定誤差

といえる．ここで図 9 に，全特徴量を使用した場合の嚥

が増加していることが分かった．また，回帰直線の傾きか
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表 7 水分摂取量推定における被験者別評価結果（1 回量）

表 8 水分摂取量推定における被験者別評価結果（合計量）

Table 7 Results of ﬂuid intake estimation for each subject (Sin-

Table 8 Results of ﬂuid intake estimation for each subject

gle swallow).

(Day’s summation).
被験者

被験者

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

21

31

20

21

20

55

実測値 [ml]

496.0

683.0

560.0

651.0

651.0

1749.0

実測値（平均）[ml]

23.6

22.0

28.0

31.0

32.6

31.8

推定値 [ml]

596.3

623.2

459.6

647.1

556.5

1739.1

実測値（標準偏差）[ml]

5.6

7.4

9.9

9.5

12.9

14.7

推定誤差 [ml] 100.3 −59.8 −100.4

推定値（平均）[ml]

28.4

20.1

23.0

30.8

27.9

31.6

推定誤差率

推定誤差 [ml]

4.8

−1.9 −5.0 −0.2 −4.7 −0.2

指標
データ数 [個]

指標

0.20

0.09

0.18

−3.9 −94.5

−9.9

0.01

0.01

0.15

者によっては推定誤差率は 0.01 と非常に低く，嚥下音によ
る水分摂取量推定の可能性を示すことができた．

5. おわりに
本研究では，介護負担軽減のための水分摂取量自動記録
の実現に向けて，システムの基盤となる水分摂取量分析手
法を提案した．推定するためのデータとして嚥下運動から
生じる嚥下音に着目し，スロートマイクで取得した嚥下音
を分析することで水分摂取量の推定を試みた．また，本水
分摂取量分析手法では，水分摂取区間のみを正確に検出す
るための前処理として嚥下音候補区間検出，行動分類，嚥
図 11 水分摂取量推定における実測値と推定値の分布（1 回量）

Fig. 11 Relationship between actual (x) and estimated (y)
value of ﬂuid intake in a single swallow.

下物分類を実施し，その後に水分摂取量の推定を行うシス
テム構成とした．
被験者 6 名による評価実験によって，行動分類では特徴
量として Relative-MSFS を用いるのが有効であること，飲
水行動を正確に検出するためには嚥下行動の検出後に嚥下
物分類を行う 2 段階分類が有効であることを確認した．
一方，水分摂取量推定では，全被験者に対し 1 日の合計
量における目標値である許容推定誤差率 0.21 以下を満足で
き，嚥下音から水分摂取量の推定ができる見通しを得た．
今後，被験者数を増やして入念な検証を進めるとともに，

図 12 水分摂取量推定における実測値と推定値（合計量）

Fig. 12 Results of actual and estimated ﬂuid intake for each
subject (Day’s summation).

ら実測値が小さい場合は推定値が多めに，実測値が大きい
場合は推定値が少なめになる傾向であることが確認でき
る．実測値が大きい場合，つまり喉が渇いているときのよ
うに 1 回の嚥下で摂取する水分量が多い場合には，現時点
の水分摂取量推定に改善の余地があるが，一般的な水分摂
取量でありかつ合計量で考えれば高精度な水分摂取量推定
の可能性を確認できた．
最後に，図 12 に水分摂取量推定における被験者ごとの
合計実測値と合計推定値を，表 8 に水分摂取量推定におけ
る合計量の被験者別評価結果を示す．推定誤差率が最も大
きい被験者 A は 0.20 であったが，許容推定誤差率は 1 日
の水分摂取量の目安である 1,500 ml [7] と最低限必要な水
分摂取量（式 (7)）から 0.21 と考えられるため，全被験者
の推定誤差率が許容範囲内に収まっているといえる．被験
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個人差を適切に許容できる特徴量の分析を進め，さらなる
精度向上の検討を行う．なお，本研究では飲水行動の推定
および水分摂取量の推定精度を個々に評価したが，実際の
システムでは両者を統合する必要があるため，飲水行動の
誤検出もしくは不検出によって大きな影響が出ると考えら
れる．今後，各行動の共起および時間に関する情報をさら
に活用して行動分類の精度改善を図るとともに，水分摂取
量推定についても，エネルギーやフレーム長に加えて他の
音響的特徴量の検討を進める．また，行動分類と水分摂取
量推定を組合せて総合的な定量評価を進めていくが，被験
者によって各行動の割合等のばらつきが非常に大きく，被
験者の長時間拘束も必要となるため，システムの効率的な
評価方法についての検討も進める．
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