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EMA による情動発話の調音運動の観測∗
○北村 達也（甲南大・知能情報）

1

はじめに

Palate

我々は前報 [1] にて，情動発話においては情動
によって声道が変形し，その「副作用」によって
音声に変化が生じるとの仮説を提案した．そし
て，MRI(磁気共鳴画像法) を用いて情動下での
発話時/不発話時の声道形状を観測した．
その結果，発話の有無によらず声道が変形し，
しかも変形の傾向が同じことが示された．これ
は上記仮説を支持するものである．しかし，この
実験においては，実験協力者 (俳優 2 名) にその
情動になるよう依頼していたため，自発的な情動
における声道形状を観測したとは言えなかった．
そこで，本研究では，実験協力者の自発的な情
動下での発話時/不発話時の声道形状観測を試み
た．実験には発話運動を観測できる EMA (electromagnetic articulograph) を用いる．
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方法

測定に用いた EMA 装置は，北陸先端大に設置
された Carstens 社製 AG500 である．図 1 に示
す 8 点に歯科用接着剤にてマーカーを固定し，そ
の空間上の位置を測定した．図 1 の 8 点に加え，
頭部位置補正用の 2 点の位置も測定した．マー
カー位置測定の標本化周波数は 200 Hz である．
マーカー位置の測定と同時に，マイクロフォン
(Sony 製 ECM-T6) にて音声を記録した．標本化
周波数は 16 kHz，量子化 16 bit である．
マーカーをつけた状態で実験協力者を椅子に
座らせ，その約 70 cm 前に液晶モニタ及び 2 組
のスピーカセットを配置した．実験者はマイクロ
フォンを持って実験協力者から見えない位置に立
ち，その声が一方のスピーカセットから実験協力
者の耳に届くようにした．これは，実験協力者に
映像から目を逸らさず実験者と対話させるため
である．
この状態で，森林浴をイメージしたビデオ (条
件 1)，その後，ホラー映画 (条件 2) を液晶モニ
タ及びスピーカセットから呈示した．前者は緩和
状態，後者は緊張状態の観測を期待したもので
ある．
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Fig. 1 A schematic illustration of midsagittal
eight-marker placement constellation.

実験者は，実験協力者が映像に集中したころ
を見計らって質問を開始し，2 分から 5 分程度の
間に複数の質問をした．質問の内容は実験協力
者の趣味等に関するもので，対話の中で実験者が
適宜質問を考えた．母音/e/発話時の調音を比較
するため，実験協力者には質問に対して「えーっ
と」から回答を始めるよう依頼した．
実験協力者は 20 代の成人男性 2 名である．演
技の訓練の経験はない．彼らのうち一方はホラー
映画が嫌いで，緊張状態がより明確に観測され
ることが期待されたため，本稿ではこの実験協
力者の結果を示す．なお，この事情に配慮し，呈
示するホラー映画は凄惨なシーンのないものを
選択した．
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3.1

結果
母音/e/発話時

条件 1，2 における「えーっと」中の母音/e/発
話時のマーカー位置を図 2 に示す．このデータ
は，各条件下の最初の発話から抽出している．映
像の影響が最も大きく現れるのは最初の発話だ
と考えたからである．
条件 2 の LI，LL，T1，T2 が条件 1 よりも 1
mm から 2 mm 程度上方に位置し，下顎が上昇
したことを示している．しかし，咽頭腔や喉頭腔
の変形が影響すると考えられる T3 や T4 の位置
にはほとんど差異が見られなかった．

Measurement of articulation of emotional voicing by EMA. by KITAMURA, Tatsuya (Konan
Univ.)
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Fig. 2 Relative fleshpoints of the 8-markers
during production of the vowel /e/. The upper
and lower panels show those in the conditions 1
(lax) and 2 (tense), respectively.

Fig. 3 Relative fleshpoints of the 8-markers in
non-speech segment prior to speaking. The upper and lower panels show those in the conditions 1 (lax) and 2 (tense), respectively.

3.2

実験協力者が緩和状態にあるのか緊張状態にあ
るのかを判断することはできなかった．これにつ
いては実験方法も含め検討が今後の必要である．
測定において，実験協力者は数名のスタッフに
見られている．他人の目がある状況下で成人に
素の情動を出させ，さらにその状態で発話させ
るのは困難である．子供を対象に実験ができれ
ば情動発話を明確に観測できる可能性が高い．

不発話時

条件 1，2 における対話が始まる前 5 秒間のマー
カー位置を図 3 に示す．この区間は，実験協力者
が対話中よりも映像に集中している区間と考え
られる．条件 1 と比較して条件 2 では舌上及び
下顎のマーカーが約 10 mm 後方に，約 3 mm か
ら 5 mm 下方に変位している．これは，咽頭腔
や喉頭腔が狭窄していることを示唆している．
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5

考察

測定データが少ないため，上記の結果のみから
断定的な結論を導くことはできない．しかし，不
発話時の結果は，発話中でなくても情動によって
声道が変形することを示している．これは，MRI
を用いて観測した前報 [1] と同じ結果である．
前報においては，実験協力者に「激怒」するよ
う依頼した際に発話の有無にかかわらず咽頭腔
と喉頭腔が狭窄した．条件 2 の不発話時の結果
も咽頭腔や喉頭腔が狭窄したことを示唆してい
る．本研究の条件 2 と前報の「激怒」がともに実
験協力者を緊張状態にするという点では共通項
があるのかもしれない．
一方，母音/e/発話時には咽頭腔と喉頭腔への
影響に関して 2 条件間の差異が見られなかった．
著者が音声データを聴取した限りでは，音声から
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おわりに

本研究では，EMA を用いて，自発的な情動の
下での発話時/不発話時の声道形状の観測を試み
た．その結果，不発話時に関しては情動によって
咽頭腔や喉頭腔が変形することを示唆する結果
が得られた．
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