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あ ら ま し

富士通は，見守りサービスを実現する技術の一つとして，音声信号処理を用いて会話

音声からストレス状態を検出する技術を開発した。更に，普及が進んでいるスマートフォ

ンを利用した端末－センター連携のプロトタイプシステムを開発して動作確認を行った。

本技術は，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，安心・安

全のための独り暮らしの高齢者，走行中のドライバーの見守りなどへの適用を目指して

いる。本状態検出技術では，人がストレスを受けたときにのどが渇いて声の調子，すな

わち，声の高さと強さが通常の状態から変わることを検出している。評価実験において，

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調べた結果，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。

本稿では，声の高さと強さ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。

Abstract

As a monitoring service technology, Fujitsu has developed a way to process voice 
signals in order to detect the situation of a person’s stress based on their conversation 
and also developed prototypes of a terminal–center linking system using smartphones, 
which are increasingly becoming widespread, to evaluate the system’s operation.  This 
technology is intended to be used to detect problems between customers and employees 
at an early stage so as to improve customer satisfaction and to monitor elderly people 
living alone and people driving vehicles in order to ensure safety, security, etc.  This 
technology to detect the situation of stress analyzes changes in the tone of a person’s 
voice, that is, in the pitch and level of their voice, from the ordinary situation that 
occurs when a person is under stress and has a dry throat.  As a result of examining 
the detection accuracy in an evaluation experiment with simulated conversations in 
which the subjects were put under stress, it was found that this system can detect 
the situation of stress with an accuracy of 90% or higher.  This paper describes the 
technology to detect the situation of stress based on the pitch and level of a voice and 
the configurations of the two prototype systems developed.
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を検出したりすることで，話者のストレス状態を
検出する技術を研究している。更に，スマートフォ
ンを端末，FUJITSU Intelligent Society Solution 
SPATIOWL（スペーシオウル）位置情報サービス
をセンターとした，端末とセンター連携のプロト
タイプシステムを開発した。著者らは，このシス
テムを使って通話音声からストレス状態を検出す
る実験を行っている。

ストレス状態における音声の特徴

ストレスを受けた場合，発声器官である声帯に
関係する筋肉の動きや気道液の粘性が影響を受け
ると言われている。（3）－（6）したがって，声帯の挙動に
依存する声の高さや強さが，通常状態とストレス
状態では異なると考えた。
友人と通話しているときの通常状態と，トラブ
ルを模擬した通話時のストレス状態における音声
の高さと強さの関係を図-2に示す。ここでは，「あ」
を発声している区間を分析した結果を示す。音声
は様々な高さの成分からできており，図-2の横軸
は音声の高さ，縦軸は各高さの成分の強さを示し
ている。この結果から，通常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る強さの山
谷の変化が音声の高い成分まで伸びておらず，声
帯の挙動がストレス状態の場合に小さくなること
が分かる。

ストレス状態の検出技術

● 音声の高さと強さの分析からのストレス状態
らしさの推測
図-2の結果から，ストレス状態が声帯の挙動に
影響を与えることが分かった。このことからスト

ストレス状態における音声の特徴

ストレス状態の検出技術

ま　え　が　き

富士通は，一般家庭，事務所，病院，車室内な
どの様々な場所や状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，2015年には独居高
齢者世帯数が600万を超え，そのときの高齢者の見
守りサービスは116億円の市場に拡大すると予測さ
れている。（1），（2）このような背景の中，日常生活や業
務の中で対象者に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，迷惑電話を受けたとき
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
い言い方や情報が原因で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，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。
著者らは，技術開発に必要なストレス状態の評
価データを収録したり，音声の高さと強さの分析
と，ストレス状態につながる特徴的なキーワード

ま　え　が　き

図-1　見守りサービス

図-2　音声の高さと強さの関係
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の挙動がストレス状態の場合に小さくなることを
示しており，図-2の結果とも一致する。
したがって，音声のピッチの分散とレベルの分
散から，次に示すようにストレス状態や通常状態
らしさを推測する。
・ 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

● 音声認識による特徴的なキーワードの検出
迷惑電話や詐欺などのストレス状態につながる
通話の事例を調べたところ，（7），（8）金銭関連や不祥事
などの特徴的なキーワードが会話に多く含まれる
ことが分かった。そこで，音声認識技術をストレ
ス状態検出に活用した。
人相手の自然な会話を認識対象としていること
から，ワードスポッティング型音声認識技術（9）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，ストレス状態らしさと関係がある値とし
てキーワード検出数を調べた。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。
● ストレス状態の検出
上に述べたように，音声の高さと強さの分析結
果からストレス状態らしさを推測する。また，並
行して，ワードスポッティング型音声認識により，
会話に含まれる特徴的なキーワードの数を検出す
る。最後に，重み付け加算によってこれらの結果
を統合し，しきい値と比較することによりストレ
ス状態か通常状態かを判定する。

レス状態検出のために，声帯の挙動と強い関連が
ある音声の基本的な高さの分布を示すピッチの分
散と，音声の強さの分布を示すレベルの分散を特
徴量として用いている。
ここで，ピッチは図-2に示すように，高さと強
さの分析区間ごとに算出した山の頂の高さ方向の
間隔であり，レベルは音声の振幅の2乗和である。
分散を計算するためには，最初にピッチとレベル
の平均を通話単位で算出する。次に，分散を次式
に示すように，ピッチやレベルの値の各平均から
の距離の2乗和を計算し，更に通話単位の平均とし
て算出する。

＝
Σ（各分析区間のピッチ－ピッチの平均）2 

分析区間数

＝
Σ（各分析区間のレベル－レベルの平均）2

分析区間数

ピッチの分散

レベルの分散

したがって，分散はピッチやレベルの分布が平
均値からどれだけ散乱しているかを示す値であり，
分散の値が大きいほどピッチやレベルの値の変化
幅は大きく，声帯の挙動が大きいことを示してい
る。一方で，分散の値が小さい場合は，ピッチや
レベルの値の変化幅，すなわち声の調子の変化が
小さく，声帯の挙動が小さいことを示している。
男声と女声の模擬通話データから通話単位で算
出したピッチ・レベルの分散とストレスの関係を
図-3に示す。これらの結果から，通常状態とスト
レス状態とでピッチの分散とレベルの分散の偏り
に違いがあり，ストレス状態の場合に分散が小さ
くなる傾向があることが分かった。これは，声帯

図-3　ピッチ・レベルの分散とストレスの関係
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フトウェアを機能ブロックに分け，各ブロックの
処理とAPI，およびブロッ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た。
（1） 特徴量抽出処理
例えばFFT（Fast Fourier Transform）といっ
た変換処理を用い，音声信号から高さと強さから
なる特徴量を算出する。ここで，ストレス状態ら
しさの推測処理用と音声認識処理用の特徴量をそ
れぞれ算出する。
（2） ストレス状態らしさの推測処理
音声の高さと強さを基にしたストレス状態らし
さを推測する。
（3） 音声認識の照合処理
リストに登録されたキーワードの発声を検出
する。
（4） ストレス状態の判定処理
ストレス状態らしさの推測結果と，検出したキー
ワードの発声数を統合し，ストレス状態か通常状
態かを判定する。
● プロトタイプシステムの構成
前節で紹介したソフトウェアの機能ブロックに
よって，10種類のシステム構成が可能である。こ
の中で今回は特徴が分かりやすい例として，次の
プロトタイプシステムを構築した（図-5）。
（1） ストレス状態検出処理を主に端末で行う構成
（2） ストレス状態検出処理を端末とセンターで分
担する構成
（1）の構成は，例えば家庭向け見守りといった，
多数のユーザーの端末からセンターに接続する形
態のサービスを実現するのに適している。これは，
（2）の構成に比べて，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，また，
センターの負荷が軽いためである。
一方，（2）の構成は，例えば従業員を見守る場
合，コスト制約がある業務用端末からセンターに

なお，音声の高さと強さの分析処理の調整と音
声認識処理の調整と，それぞれの結果を統合する
際の重み付けの調整，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用いるしきい値の
調整は，事前に調整用データを用いて行う。

評価実験結果

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
との通話を複数回行ったときの会話データを収録
し，次の評価実験を行った。
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，
迷惑電話を掛ける側は，俳優業の男性1名である。
なお，迷惑電話の模擬通話ついては，被験者に事
前に通話の内容を提示せず，不愉快に感じた場合
には途中で電話を切るように指示を与えておいた。

73話者分のデータセットを用いた評価実験の結
果，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
出率は次のとおりとなった。この実験結果から，
会話音声を基にしたストレス状態検出の基本技術
実現の目処が付いた。
・ 検出率： 約91％
・ 誤検出率： 0％

ストレス状態検出システム

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。
ここで，見守りサービスを実施するに当たり，
ユーザーの普段の生活や業務を妨げずに，音声認
識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った。また，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。更に，見守りサー
ビスの種類やユーザーの手元にある端末の処理能
力に応じ，ストレス状態検出処理を端末とセンター
で分担する必要がある。
● ソフトウェアの機能ブロック
様々な構成でストレス状態検出処理を端末とセ
ンターで分担できるように，図-4に示すようにソ

評価実験結果

ストレス状態検出システム

図-4　ストレス状態検出処理の機能ブロック
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判定処理を行う。ストレス状態と判定した場合
は，図-1に示す見守りセンターや親族などの冷静
な第三者に通知してサポートにつなげる。
③端末で行ったストレス状態らしさの推測結果と
音声認識結果，および最終のストレス状態の判定
結果のログファイルをセンターにアップロード
し，ストレス状態検出の記録として残す。
④人手による分析が必要になるが，この記録を基
に，出現頻度の低いキーワードの入替えや判定し
きい値の変更などの，検出精度向上のための調整
を行う。この調整結果は，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，センターにおいて，特徴量からのストレス
状態らしさの推測処理と音声認識の照合処理，お
よびストレス状態の判定処理を行う。
④ストレス状態の判定結果を端末にダウンロード

接続する形態のサービスを実現するのに適してい
る。これは，（1）の構成に比べて，端末1台あたり
の通信量が多く，センターの負荷も重いが，端末
の処理負荷は軽いためである。また，音声の特徴
量を基にしたセンターでのストレス状態検出状況
の分析結果から，例えばコールセンターの顧客満
足度向上を目指したオペレーター教育への活用や，
個別の検出状況に合わせたソフトウェアの調整が
可能である。次に各プロトタイプシステムの手順
を示す。
（1） ストレス状態検出処理を主に端末で行う構成
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，ストレス状態検出の判定に用いるしきい
値などのパラメーターを端末にダウンロードす
る。ここで，金銭関連や不祥事などのキーワード
のリストはサービス内容ごとに設定する。

 また，ダウンロードはセンターにアクセスして行
う。ここで，複数の端末からのアクセスがセン
ターに集中しないように，アクセス頻度は1回/日
程度とし，アクセス時刻は端末ごとにランダムに
設定する。
②通話が開始されると端末において，最初に，音
声信号の高さと強さから成る特徴量の抽出処理，
次に，特徴量からのストレス状態らしさの推測処
理と音声認識の照合処理，およびストレス状態の

図-5　ストレス状態検出システムの構成例

（1）ストレス状態検出処理を主に端末で行う構成 （2）ストレス状態検出処理を端末とセンターで分担する構成
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動などのほかのセンサーからの情報を統合するこ
とで，例えば，高速走行中の車室内といった雑音
環境下でも使用可能な技術の開発を進める。更に，
今回開発した音声からのストレス状態検出技術を，
生活音や機械の動作音などの異常検出に適用し，
家庭内や工場内などの見守りに展開していく。
なお，本研究の一部は，科学技術振興機構（JST）
の戦略的創造研究推進事業（CREST）の支援によ
り行ったものである。
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する。また，ストレス状態と判定した場合は，（1）
の構成と同様に上司などの冷静な第三者に通知
してサポートにつなげる。
⑤センターで行ったストレス状態らしさの推測結
果と音声認識結果，および最終のストレス状態の
判定結果のログファイルを，対応する特徴量とと
もにストレス状態検出の記録として残す。

 また，（1）の構成と同様に，この記録を基に，
出現頻度の低いキーワードの入替えや判定しき
い値の変更などの，検出精度向上のための調整を
行う。ただし，（1）の構成と異なり，検出処理
の基となる特徴量も記録として残すため，ストレ
ス状態となった状況の分析と，調整結果の効果確
認が可能である。また，センターにおける調整結
果をすぐに上記③の処理に反映可能である。

● プロトタイプシステムの動作確認
前節で紹介したプロトタイプシステムの端末を
スマートフォン（CPUのクロック周波数1 GHz，
RAM容量512 Mバイト），またセンターの処理をパ
ソコン上で実装して動作を確認した。
通話の録音データを端末に入力して評価実験を
行った結果，（1）の構成と（2）の構成において，
同等のストレス状態検出精度を実現できることを
確認した。
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スを調べた結果は次のとおり
であった。
（1） CPU使用率：約53％，

RAMの使用量：約31 Mバイト
（2） CPU使用率：約16％，

RAMの使用量：約18 Mバイト
今回の結果から，見守りサービスの種類や端末
の処理能力に応じたシステム構成にできることが
分かった。

む　　す　　び

見守りサービスの実現を目指して，音声信号か
らのストレス状態検出技術を開発し，更にプロト
タイプシステムが効果的に動作することを確認し
た。今後，関連事業部とも連携し，個人向けや法
人向けのビジネス適用を進める。また，画像や振

む　　す　　び

http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011092801.html
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/pdf/1s2s_1.pdf
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2009/02/20-1.html
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