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顔と声の違和感の数量化に関する一検討 
 

福住健将†1 藤井慶†1 

 

概要：本研究では，海外ドラマ等で時折知覚される，人の顔と音声との間の違和感の程度の自動数量化を目的とし，
顔画像と音声とを提示したときに生じる違和感の主観評価実験を行った上で，顔および音声から特徴量を抽出し，ニ
ューラルネットワークによる機械学習によって違和感の程度を推定させる試みについて報告する． 
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An Examination on Quantification of Discomfort  

between Face and Voice 
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Abstract: When we see overseas dramas, we sometimes feel discomfort between overseas actor and Japanese voice actor. In 

addition, the person who is unable to speak by himself due to the diseases such as laryngeal cancer is also troubled to the same 

discomfort. Therefore, in this research, we aim to develop a system for solve these problems by using neural network that learns 

the degree of discomfort between face and voice. As a result of learning in the neural network, the created model has the problem 

of nonuniformity of the estimated value, but it is expected to be an effective method for quantifying discomfort. 
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1. はじめに   

海外ドラマなどを吹き替えで見るとき，しばしば海外の

役者の映像と日本の声優が演じる声との間に違和感を覚え

ることがある．この違和感の原因は，人がテレビなどを見

る際，無意識に相手の体型や表情などから声を想像してし

まうためと予測され，伊藤らは顔と声との同一性の判断に

一貫性があると報告している[1]．また福祉工学の分野にお

いて，疾病等で喉頭摘出した患者は，食道発声や人工喉頭，

音声合成等で発話を行うが，いずれも元の声とは異なる音

色であるため，相手に違和感を与えてしまうという問題を

抱えており，話者性の改善手法が研究されている[2]． 

この問題の解決策の一つとして，違和感を数量化するシ

ステムの開発が考えられる．違和感の数量化が実現できれ

ば，適切な声の割り当てに資することが期待される．例え

ば喉頭摘出した患者が自分に合った合成音を選ぶ際に，こ

のシステムを使うことで違和感が最小となる声を選択する

ことができる． 

そこで本研究ではまず，主観評価実験を通して違和感の

数量化を行う．その後，顔画像データと音声データから特

徴量を抽出し，抽出した特徴量と教師データからニューラ

ルネットワークを用いて違和感の学習を行い，違和感の数

量を求める手法を提案する． 

                                                                 
 †1 熊本高等専門学校   

   National Institute of Technology, Kumamoto College 

2. システムの構成  

 本研究ではパターン認識の枠組みを用いて顔と音声との

違和感を数量化する．一般的なパターン認識の処理の流れ

を以下の図 1 に示す． 

 

図 1 パターン認識の処理の流れ 

 

今回作成するシステムでは人の顔画像と声を入力し，そ

れらの特徴を抽出する．その後，得られた特徴量を使い違

和感を推定し「違和感：3」などを出力するといった流れで

ある．次節に本システムの詳しい実装方法を述べる． 

 

3. システムの実現方法  

図 1 の認識部では違和感の度合いを推定するが，そのため

には教師有り学習を用いて識別器を作る必要がある．そこ

で本研究では図 2 に示す手順①～④で教師データの収集か

ら学習までを行う．詳細を次節以降に述べる． 
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図 2 システム構築手順 

 

3.1 教師データの収集（図 2 中の①） 

以下の手順で主観評価実験を行って教師データ（評価値）

を収集する． 

(1) 人の顔画像 N 枚とその人物の音声 N 個を準備する． 

(2) 顔画像と音声をランダムに組み合わせた合計 N×N パ

ターンを被験者に提示する． 

(3) 被験者に顔画像と声の違和感について評価を行っても

らう． 

 

3.2 顔画像の特徴抽出（図 2 中の②） 

評価用の顔画像から特徴抽出を行う．人間の印象は顔の

各部位の配置や大きさと関係があるとされている[3][4]．本

研究ではこの先行研究から顔特徴量として顔の部位ごとの

距離と各部位の大きさを特徴量として扱う．特徴抽出に用

いる手法については 5.1 節で詳しく述べる． 

 

3.3 音声データの特徴抽出（図 2中の③） 

評価用の音声データから特徴抽出を行う．音声の特徴量

としてよく使われるものに音高，音量，話速の 3 要素から

なる韻律やメルケプストラム（MFCC）がある[5]．本報告

では韻律の音高検出法について 5.2 節で詳しく述べる． 

 

3.4 違和感の度合いの学習（図 2中の④） 

3.2節と 3.3節で求めた特徴量から違和感の度合いを推定

する．その推定値と教師データとを比較し，誤差が最小と

なるよう学習を行う．学習手法の詳細については 6 節で述

べる． 

 

4. 違和感に関する主観評価実験  

3.1 節で述べた教師データを収集するため，主観評価実験

を行った．また本研究では[1]で主張された顔と声との一貫

性についての妥当性を再検証するため 2 種類の実験条件で

実験を行った． 

 

4.1 実験条件 

今回行った実験 2 回の実験条件を以下に示す．尚，実験

1 の顔画像は自分で用意したものを使用し，実験 2 につい

ては無償公開されている「VidTIMIT Audio-Video Dataset」

[6]を使用した． 

【実験条件１】 

 実験用データに 20 代前半の日本人男性 10 人の顔画

像と音声を用いる． 

 評価は 5 段階評価とし，評価軸は 

『1 : 絶対に同一人物』，『2 : たぶん同一人物』，『3 : ど

ちらともいえない』，『4 : たぶん他人』， 

『5 : 絶対に他人』とする． 

【実験条件 2】 

 実験用データに年齢国籍ばらばらの男性 5 人，女性 5

人の顔画像と音声[6]を用いる． 

 評価は条件１と同じとする． 

 

4.2 実験結果 

実験結果を以下に示す． 

 

【主観評価実験結果１】 

実験結果のグラフ図 3～6 に示す．各図の縦軸は評価値

（違和感の度合い）である．図 3 は実験試料のうち「顔と

声の主が同一の場合の違和感」，図 4 は「顔と声の主が同一

でない場合の違和感」のグラフである．また図 5，6 は「声

に対する顔の違和感」と「顔に対する声の違和感」をグラ

フにしたものである． 

 

図 3 顔と声が同一の場合の違和感（実験 1） 

 

 

図 4 顔と声が同一でない場合の違和感（実験 1） 
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図 5 声に対する顔の違和感（実験 1） 

 

 

図 6 顔に対する声の違和感（実験 1） 

 

図 3，4 を見比べて分かるように，小さな差ではあるが顔

と声の主が同一の場合の方が違和感は小さくなっているこ

とが分かる（前者は平均値が 2.66 で後者は 3.04 であった）．

また，図 5，6 より受け入れられやすい（違和感が小さくな

りやすい）顔の人物というものがあるのではないかと推測

できる． 

 

【主観評価実験結果２】 

 実験結果のグラフを図 7，8 に示す．実験１と同様で図 7

は「顔と声の主が同一の場合の違和感」，図 8 は「顔と声の

主が同一でない場合の違和感」のグラフである． 

 実験１と同様に図 7，8 からも同一人物のパターンの方

が同一人物でないパターンよりも違和感が小さくなってい

ることが確認された． 

 

 

図 7 顔と声が同一の場合の違和感（実験 2） 

 

図 8 顔と声が同一でない場合の違和感（実験 2） 

 

上記 2 つの実験を行った結果，性別や国籍が違って

も，顔と声が同一の場合に違和感が小さくなることが分か

った．この結果から，違和感の度合いの判断についてはあ

る程度の一貫性があると推測される． 

5. 特徴量抽出に用いる手法の検討 

本節では提案システムの特徴抽出部に必要な顔と声の

特徴抽出の手法について説明を行う． 

 

5.1 顔特徴量抽出について 

顔の各部位の距離を得るためには部位ごとの正確な位

置情報が必要不可欠である．そこで本節では顔画像から部

位の位置検出手法を説明する． 

 

手法１. Haar-like 特徴量を用いた顔検出 

顔画像から顔の部位を検出する手法として代表的なも

のに Haar-like 特徴量を用いた顔検出がある．OpenCV 

2.4.10 には 22 個の部位について学習済みの検出器があら

かじめ用意されているため，これを用いて検出を行う． 

 実験に用いた顔画像に対して唇と輪郭の検出を行った結

果，画像によって検出精度に差が出ることが分かった.画

像例を図 9，10 に示す． 

 上の図から図 9 に関してはうまく検出できているのに対

して，図 10 では輪郭以外のところを輪郭と検出するなど

うまく検出できていないことが分かる．目や鼻についても

同様で，画像によってうまく検出できないものがあった． 

 

 

図 9 手法 1 による顔の部位検出結果 1 
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図 10 手法 1 による顔の部位検出結果 2 

 

手法２. Microsoft FaceAPI を用いた顔検出 

2 つ目の手法として Microsoft 社が同社の開発プラット

フォームサービス Azure 内で提供している FaceAPI という

顔認識用の API を用いる方法がある．FaceAPI では画像内

の人間の顔 (複数可) の検出，機械学習に基づいて年齢・

感情・性別・姿勢・笑顔・ひげなど画像内の顔ごとに 27 

個の特徴検出が可能である． 

 FaceAPI を用いて顔の部位検出を行った結果高い精度で

位置を取得することに成功した．検出結果例を図 11，12

に示す．どちらの画像についても正しく部位の位置を検出

できていることが分かる． 

 

 

図 11 手法 2 による顔の部位検出結果 1 

 

 

図 12 手法 2 による顔の部位検出結果 2 

 

以上の結果から，本研究では顔特徴量の抽出方法とし

て FaceAPI を用いることとした．そして，FaceAPI を用い

て得られた各部位の位置情報をもとに先行研究[3][4]を参

考に，以下の 10 種類の特徴量を抽出した． 

 右目と左目との距離 

 目の縦幅 

 目の横幅 

 口の幅 

 鼻の幅 

 目と口の距離 

 目の頂点と鼻先の距離 

 鼻先から顎までの距離 

 額から目の頂点までの距離 

 目から顔の端までの距離 

 

5.2 音声特徴量抽出について 

3.3 節で代表的な音声特徴量を挙げた韻律のうち音量と

話速については安定した検出が可能である．一方で音高の

抽出は容易でなく，現在に至るまで複数のアルゴリズムが

提案されており，各手法の精度について検証の余地があ

る. 

本研究では音高抽出法の中でも比較的最近提案された

DIO 法[7]と SWIPE 法[8]について比較検証する． 

5.1 節に示した 2 人の人物の音声について各手法で音高

抽出した結果を図 13，14 に示す．各図の横軸は時間，縦

軸は音高（Hz単位）である．値が 0 になっている領域

は，音高が存在しないと判定された領域（無音区間など）

である． 

 

 

図 13 音高検出結果 1 

 

 

図 14 音高検出結果 2 
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DIO 法は図 13 では比較的音高を検出できているのに対

して，図 14 ではうまく検出ができていないことが分か

る．一方 SWIPE 法ではどちらの場合も比較的よく検出で

きていることが分かる． 

以上の結果から，本研究では音高抽出方法として

SWIPE 法を用いることとした．また，MFCC と音量の抽

出には音声信号処理ツールである SPTK を用いて抽出を行

い，話速については手動で計測を行った．最終的に抽出し

たのは以下の 5 種類である． 

 音高（F0） 

 音高の標準偏差 

 音量 

 話速 

 MFCC（12 次元） 

 

6. 違和感の学習 

主観評価実験 2 から得られた評価値（300 個）を教師デ

ータとして，抽出した特徴量 26 次元データ（顔特徴量 10

次元＋音声特徴量 16 次元）を使用し，機械学習用ライブ

ラリ Chainer を用いて，ニューラルネットワークによる学

習を行った．またモデルのテストとして，教師データをそ

のまま入力として与えたクローズテストと 300 個の評価値

のうち，250 個を教師データ，残りの 50 個をテストデー

タとしたオープンテストを行い，それぞれの「正答率」，

「平均誤差」，「標準偏差」を求めることでモデルの精度を

検証した． 

 

6.1 ニューラルネットワークの構造 

Chainer を用いて図 15 のような入力層，中間 2 層，出力

層のニューラルネットワークを構築した．活性化関数には

Relu 関数を用い，過学習を防ぐため 50％の確率で dropout

が発生するように設定した．また，損失関数には分類問題

でよく使われる softmax_cross_entropy 関数を使用し，出力

層では softmax 関数を用いて，違和感が 1～5 のそれぞれ

の値になる確率を計算し，一番高い確率となったものを推

定値として出力するようにした． 

 

 

図 15 作成したニューラルネットワーク 

6.2 クローズテスト結果 

教師データ 300 個をそのままテストデータとし，学習

回数を 10，30，50，80，100，200，500 と変更して得られ

たクローズテスト結果を以下の図 16～18 に示す．尚，図

の横軸は学習回数であり，縦軸は「正答率」，「平均誤

差」，「標準偏差」を表している． 

結果のグラフから 100 回までの学習回数では，学習回

数を増やすにつれ，正答率が高く，誤差が小さくなること

が確認され，それに伴って標準偏差も小さくなることが確

認された．100 回以上の学習では正答率や平均誤差にはあ

まり変化は見られなかった．また，標準偏差は 200 回まで

は値の減少が確認されたが，500 回では上昇した． 

 

図 16 学習回数ごとの正答率（クローズ） 

 

 

図 17 学習回数ごとの平均誤差（クローズ） 

 

 

図 18 学習回数ごとの標準偏差（クローズ） 
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6.3 オープンテスト結果 

教師データ 300 個のうち 250 個を学習用データ，残り 50

個のデータをテストデータとして 4 回テストを行い，さら

に学習回数を 10，30，50，80，100，200，500 と変更して

得られたオープンテスト結果を以下の図 19～21 に示す． 

結果のグラフから，正答率は学習回数を増やすほど高く

なり，200 回以上の学習回数ではあまり変わらないことが

確認され，平均誤差，標準偏差については学習回数を増や

すほど値が小さくなることが確認された．また，1～5 の評

価値のうち 2 以下を「0:違和感なし」，3 以上を「1:違和感

あり」とし，2 択の識別問題として 50 回学習させ，同じく

4回テストを行ったところ，正答率の平均は 0.715（約 72%）

となった． 

 

図 19 学習回数ごとの正答率（オープン） 

 

 

図 20 学習回数ごとの平均誤差（オープン） 

 

 

図 21 学習回数ごとの平均誤差（オープン） 

6.4 各学習モデルの比較と考察 

6.2 節と 6.3 節の結果を比較してみると，正答率の最高

値はクローズテストが約 0.52(52%)，オープンテストが約

0.55(55%)とあまり変わらない結果となった． 

オープンテストの結果より，500 回学習を行ったモデル

が一番正答率は高く，誤差平均が小さくなっているため，

もっとも良いモデルであることが期待される．しかし一方

で，標準偏差の結果を見てみると，500 回のモデルでは推

定値の偏りが起こり，0.07 まで標準偏差が減少してい

る．教師用のデータの被験者間の標準偏差を求めると，

1.329 であり，比較すると値が小さくなり過ぎているとい

う問題が起きている．この原因として，学習に用いた教師

用データでは，「5:絶対に他人」の評価値が多く，データ

数も 300 個と十分とは言い難いため，そのデータに結果が

引っ張られ，標準偏差の低下，すなわち推定値の偏りが起

こったと考えられる．一方，学習回数 50 回のモデルでは

標準偏差はそれほど小さくなく，推定値の偏りも発生して

いないことが分かる．また，50 回の学習モデルで 2 択の

識別問題にした場合の認識率はオープンテストで約 72%

という結果がでていることから，50 回程度の学習であっ

ても違和感の「ある」，「なし」程度の認識は行えると期待

される． 

 

7. まとめと今後の展望 

今回の研究結果より，ニューラルネットワークを用いる

ことで違和感の数量化が期待されることが分かった．しか

し，現在のニューラルネットワークで作成したモデルはあ

る程度の違和感の学習ができているものの，最良のモデル

であるとはいい難い．原因は考察で述べたような教師デー

タの偏りであると推測されるため，今後教師データを集め

ていく中で，偏りのない教師データを収集していくことが

良いモデルを作るために必要であると考えられる．また，

特徴量についても更に関係性の深い特徴量を調査し，選択

していくことでより良い学習を行うことができると期待さ

れる． 
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