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音声認識によって音声を文字情報に変換す
ることが可能になり，音声合成によって文字
情報も音声化できるようになった。一方，音
声には言葉以外にも感情や意図といった非言
語情報も含まれており，コミュニケーション
において重要な要素である。発信側は自らの
価値観を基準として言葉や表現方法を選択し，
受け手側は言葉と合わせて相手の表現を印象
という形で受取り，意図を理解しようとする。
感情については，感情を音声合成に反映さ
せる研究や，音声から相手の感情を読み取る
試みが盛んに行われているが，声の印象につ
いての研究はまだあまり行われていない。発
話時の声の特徴によって，相手への情報の伝
わり方は大きく異なる。声の印象はコミュニ
ケーションにおいて重要な要素の 1 つである。
音響特徴量から声の印象が推定できれば，
印象診断や印象トレーニングへの応用や，
CM などのキャスティング時の音声選択基準
としても利用できる。また音声合成に声の印
象を反映することが可能になると考えられる。
一方で，自分をどう見せたいか，伝えたい
内容をどう表現するかは個人の価値観に起因
する。例えば相手との信頼関係が重要と考え
る価値観を持つ場合，誠実な印象を持たれる
様に話をする。つまり，価値観と声の印象に
は関係があり，同じく価値観と音響特徴量に
も関係があると考えられる。
音響特徴量から価値観が推定できれば，
我々が行っている個人の価値観をマーケティ
ング活動に活用する試み[1][2][3][4][5]におい
て，音声が個人の価値観を推定する手段の 1
つとして利用可能となる。
そこで本稿では，
（1）音響特徴量と声の印
象の関係 （2）音響特徴量と価値観の関係
について調査を行った結果を報告する。

提案モデル
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1 で述べた価値観・音響特徴量・声の印象
*

の関係より Fig. 1 のモデルを提案する。音響
特徴量と声の印象の関係については，声の高
さの様に価値観を経由せず関係するものがあ
ると考え直接にも関係付けている。
価値観

音響特徴量

声の印象

Fig. 1 価値観-音響特徴量-声の印象のモデル
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音声録音と声の印象調査

3.1 音声録音
当社社員 20 代～50 代の計 138 人（男性 88
人／女性 50 人）の音声データを 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）で録音した。同
条件になるように，音声提供者は静かな会議
室で，椅子に座り，マイクを口から約 30cm
離れた机の上に置いて録音を行った。セリフ
を間違えた場合は再録音した。
セリフ選定のため，予備調査として 20 人に
対して 7 種類のセリフを録音し，その中から
印象と音響特徴量（基本周波数平均，基本周
波数の分散，エネルギー平均など）にある程
度バラつきのある 3 種類を選択した。セリフ
の長さはいずれも 4～7 秒程度とした。
3.2 声の印象調査
録音した 3 種類のセリフのうち最も印象に
ばらつきがみられた 1 つを使って声の印象調
査を行った。
設問は事前に検討した 32 項目の複数選択
式である。音声提供者と面識のない評価者 11
人（男性 6 人／女性 5 人）を会議室に集め，
スピーカーから 1 音声 4～5 回繰り返して流し，
アンケートへの回答がほぼ終わった段階で次
の音声に移った。再生順は印象を相対評価さ
せないよう，男性と女性の声をなるべく交互
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になるよう工夫した。
なおアンケートには直感で回答するよう事
前説明を行った。
3.3 使用する音響特徴量の決定
音響特徴量は VoiceSauce[6]により取得した。
音響特徴量と声の印象の相関分析により，声
の印象と相関のみられた次の 6 つの音響特徴
量を採用した（Table 1）
。各音響特徴量は各々
値の小さい方から離散化し分析に用いた。

ネガティ
ブ
家族
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否定・批判 非常識 期待外れ
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仕事観
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交友関係

8

結婚願望 不仲 責任感（主婦軸） 責任感
（扶養軸） 良好（別居家族） 不十分 良
好（同居家族）
満足 ストレス プライベート重視 キャ
リアアップ転職願望 堅実 社会的意義
ストレス 親友中心 ネットワーク重視
社交的 大人数派 消極的（独身） 仕事人
脈中心 ノンストレス
ゆとり 余裕がない 充実 仲間優先 家族
優先 趣味優先 インドア派 アウトドア
派 家事分担 退屈 自己投資
ギリギリ ゆとり 貯蓄志向 家族優先 慎
重派 自己投資 堅実生活 常識的

時間
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Table 1 音響特徴量と離散化分割数
音響特徴量
基本周波数平均
（avgsF0）
基本周波数の標準偏差の絶対値平均
（sdF0）
エネルギー平均
（avgSPL）
Cepstral Peak Prominence 平均 [7]
（avgCPP）
倍音ノイズ比率平均 0- 500 Hz [8]
（avgHNR05）
倍音ノイズ比率平均 0-3500 Hz [8]

（avgHNR35）

分割数
5
4
5
2
3
3

3.4 声の印象の主成分分析
3.2 で得られた声の印象については回答を
主成分分析し，固有値が 1 以上のものを
Promax 回転して，9 個の声の印象成分（ハキ
ハキ／丁寧で誠実／若く可愛い／不真面目で
雑／やさしいく上品／かっこいい／冷たい／
年老いた／個性的）を得た。また印象成分の
主成分得点を，0 以下を「なし」
，0 より上を
「あり」として 2 値に離散化し分析に用いた。
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音声提供者の価値観調査

4.1 価値観の定義
我々は，マーケティング活動における消費
者の価値観を明らかにするために，1 万 1 千
人に対し価値観調査を実施した。その結果
Table 2 の価値観成分 62 個を得た。
（詳しい手
法については[1][2]参照）
。
Table 2 価値観成分
価値観
フレーム
性格

ポジティ
ブ

成
分
数
11

8

成分の内容
(ネーミング)
好奇心旺盛 デリケート マイペース 協
調型 勤勉 上昇志向 短気 正義感 ルー
ズ・不精 無気力 文系的
自己愛 自己実現 アウトドア スポーツ
恋愛 ギャンブル ひとり時間
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本実験では，消費者に対して最も重要と判
断した 22 個の価値観成分に絞り，この 22 個
の価値観成分を導き出すのに有効な小セット
の質問項目を用意して定量調査を行った。使
用した価値観は Table 2 に太字で示す。
4.2 価値観調査
当社社員 20 代～50 代の計 198 人に対し価
値観調査を行った。価値観成分は主成分得点
を，0 以下を「なし」，0 より上を「あり」と
して 2 値に離散化して分析に用いた。

5

分析

ここでは，3 と 4 の両方でデータを得るこ
とができた 123 人を対象に分析を行った。分
析では男女を区別していない。
5.1 確率モデルの作成
ベイジアンネットワークによる確率モデル
Fig. 1（構造探索の制約条件は，価値観成分が
親になることを許容。それ以外はフリー探索）
の構築を行った。
5.2 音響特徴量と声の印象の感度分析
音響特徴量と声の印象の関係について 5.1
を用いて以下を計算し感度分析を行った。
① 声の印象の事前確率（棒グラフ：左軸）
② 音響特徴量の特定ランクの値のみを与え
た場合の，声の印象の事後確率
③ 感度＝②－①（折れ線グラフ：右軸）
結果を Fig. 2 に示す。

Table 3 音響特徴量と声の印象の分析結果
音響特徴量
avgsF0

関係のある印象
若く可愛い 年老いた

sdF0
avgSPL

冷たい
不真面目・雑

avgCPP

やさしく上品

avgHNR05

若く可愛い

avgHNR35

若く可愛い
かっこいい

やさしく上品

5.3 音響特徴量と価値観の感度分析
音響特徴量と価値観の関係について 5.1 を
用いて以下を計算し感度分析を行った。
① 価値観の事前確率（棒グラフ：左軸）
② 音響特徴量の特定ランクの値のみを与え
た場合の，価値観の事後確率
③ 感度＝②－①（折れ線グラフ：右軸）
結果を Fig. 3 に示す。

Fig. 2 音響特徴量と声の印象の感度分析
Fig. 2 より，それぞれの音響特徴量で特定
の印象に反応が見られた（Table 3 に示す）。
特に avgHNR05，avgHNR35 は反応が強く，
中でも avgHNR35 は複数の印象に対し反応が
見られた。

本稿では述べていないが，[9]より価値観か
ら声の印象を推定することも可能である。
課題として，データ数の不足，年代や価値
観の偏り，韻律情報を扱っていないことなど
がある。また今回は男女を区別せず分析した
が，声の印象は男女で異なるため，区別した
方がより良い結果が得られる可能性がある。
データ数や多様性の不足という課題を解決
するため，音響特徴量から声の印象を推定す
る機能を応用したスマートフォンアプリ【声
タイプ診断】によりデータ収集を行っている。
http://lab.synergy-marketing.co.jp/voice_doctor/
今後はアプリで集めたデータにより上記課
題を解決しつつ，価値観・音響特徴量・声の
印象についての研究をさらに進めていきたい。
Fig. 3 音響特徴量と価値観の感度分析
Fig. 3 より，それぞれの音響特徴量で特定
の価値観に反応が見られた（Table 4 に示す）
。
avgsF0，sdF0，avgHNR05 は結婚願望や家族
優先など世代に関係する価値観が反応し，似
た特徴を示している。avgSPL は繊細さに関す
る価値観が反応していることがわかった。
Table 4 音響特徴量と価値観の分析結果
音響特徴量
avgsF0

sdF0
avgSPL
avgCPP
avgHNR05
avgHNR35
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関係のある価値観
結婚願望 ストレス（仕事） ゆとり
（時間） 余裕がない 家族優先 ギ
リギリ（お金） ゆとり（お金）
自己愛 否定批判 結婚願望 責任観
_主婦軸 親友中心 家族優先
デリケート 非常識 ストレス（人間
関係） ゆとり（時間） 余裕がない
好奇心旺盛 ストレス（人間関係） 親
友中心 ゆとり（時間）
否定批判 結婚願望 責任観_主婦軸
余裕がない 家族優先
自己愛 満足（仕事） 親友中心

おわりに

今回の調査により，価値観・音響特徴量・
声の印象は相互に関係があるという仮説の有
効性を確認できた。これらは 5.1 で作成した
モデルにより互いに推定が可能である。従っ
て，音響特徴量から声の印象を推定すること
により，印象診断，音声の選択基準としての
利用，音声合成への応用等に可能性が示せた。
また音響特徴量から価値観を推定すること
による，マーケティング活動への活用という
新たな音声利用の可能も示せた。
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