
光藤　優花 
（関西学院大学大学院文学研究科）　 
小川　洋和 
（関西学院大学文学部） 

1 

顔から声を予測できるか？ 
静止画を用いた顔と声のマッチングにおける 

性格特性の印象の役割 
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ギャップのある顔と声 
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かばんの中に本があります 

かばんの中に本があります  
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同性の別人の音声 

Aさん 
Aさん 

Bさん 

顔と声のマッチング課題 
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マッチング課題の正答率を検討した先行研究
では矛盾した知見が報告されている	  

・動画でのみチャンスレベルを上回る 
（Kamachi et al., 2003） 
 
・静止画でもチャンスレベル以上を達成 
（Mavica & Barenholtz, 2013） 
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正
答
率
 

モデルごとのマッチング課題の正答率 
（Mavica & Barenholtz, 2013） 

正答率には刺激モデルによるばらつきがある 
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モデルごとに正答率のばらつきが生じる原因は？ 
顔と声から得られる性格特性の印象に注目 
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手続き 
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顔と声のマッチング課題 

顔・音声刺激の性格特性評定課題 



顔刺激 

日本人大学生43名分 
（男性11名、女性32名） 
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フルフェイス刺激 トリミングフェイス刺激 

刺激モデル： 



音声刺激 

a.  かばんの中に本があります 
b. 机の上にペンがあります 
c.  砂糖の横に塩があります 
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日本人大学生43名分 
（男性11名、女性32名） 

刺激モデル： 

文章内容： 
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顔と声のマッチング課題 

かばんの中に 
本があります 

かばんの中に  
本があります  



12 

＋ 



13 



14 
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Voice	  1 
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Voice	  2 
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1	  =	  F,	  2	  =	  J 
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顔と声のマッチング課題 

顔・音声刺激の性格特性評定課題 



1 活発で、外向的だと思う 外向性 
2 他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う 調和性 
3 しっかりしていて、自分に厳しいと思う 勤勉性 
4 心配性で、うろたえやすいと思う 神経症傾向 
5 新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う 開放性 
6 ひかえめで、おとなしいと思う 外向性 
7 人に気をつかう、やさしい人間だと思う 調和性 
8 だらしなく、うっかりしていると思う 勤勉性 
9 冷静で、気分が安定していると思う 神経症傾向 
10 発想力に欠けた、平凡な人間だと思う 開放性 

質問項目：日本語版簡易BigFive10項目（小塩ら, 2012） 
7件法（1：全く違うと思う～7：強くそう思う） 
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顔・音声刺激の性格特性評定課題 
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外向的だと思う	  

自分に厳しいと思う	  

おとなしいと思う	  

1	  	  	  2	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  7	  

1	  	  	  2	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  7	  

1	  	  	  2	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  7	  

Aさん（写真の人物）は	  

かばんの中に本があります 

外向的だと思う	  

自分に厳しいと思う	  

おとなしいと思う	  

1	  	  	  2	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  7	  

1	  	  	  2	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  7	  

1	  	  	  2	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  7	  

Aさん（声の持ち主）は	  

顔・音声刺激の性格特性評定課題 
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結果 



先行研究よりも限定された情報（顔の内部情報）にもとづく
声の予測が可能 24 

マッチング課題の正答率 (*** p < .001, ** p < .01, * p < .05) 

いずれの静止画像を用いたマッチング課題でもチャンス
レベルを上回る正答率が得られた 



身体的な構造の情報を利用でき、判断の精度が上がった 
25 

マッチング課題の正答率 (*** p < .001, ** p < .01, * p < .05) 

フルフェイス条件の方がトリミングフェイス条件よりも
正答率が高かった 
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モデルごとの正答率（フルフェイス条件） 

マッチング課題の正答率は刺激モデルによるばらつきがある 
顔と声の組み合わせを当てやすい人物とそうでない人物が
いる 
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モデルごとの正答率（トリミングフェイス条件） 

マッチング課題の正答率は刺激モデルによるばらつきがある 
顔と声の組み合わせを当てやすい人物とそうでない人物が
いる 
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顔刺激と音声刺激の評定値の類似度（距離）とマッ
チング課題の正答率の相関 

0	 0	

フルフェイス条件 トリミングフェイス条件 

r	  =	  -‐.18	  (ns) r	  =	  -‐.52	  (p	  <	  .01) 

トリミングフェイス条件の方がフルフェイス条件よりも大き
な相関係数を示した 
トリミングフェイス条件において、性格特性の印象がマッ
チング課題の手がかりとして大きな役割を担っていた 
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顔刺激と音声刺激の評定値の類似度（距離）とマッ
チング課題の正答率の相関 (**	  p	  <	  .01,	  *	  p	  <	  .05) 

評定項目

5因子統合 -0.18 -0.52 **

外向性 0.05 -0.42 **

調和性 -0.34 * -0.20

勤勉性 -0.32 * -0.34 *

神経症傾向 -0.25 -0.31 *

開放性 -0.02 -0.31 *

フルフェイス条件
(n	 =	 28)

トリミングフェイス条件
(n	 =	 31)

フルフェイス条件では調和性と勤勉性、トリミングフェイス
条件では調和性以外の評定項目の印象の類似度がマッチング
課題の手がかりとして利用されていた 



結果のまとめ 
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トリミングフェイス刺激から得られる限られた
情報（顔の内部情報）からでもチャンスレベル
以上の精度で声を予測することができる 
 
フルフェイス条件の方がトリミングフェイス条
件よりも人物の声を当てやすい 
 
顔と声の組み合わせの当てやすさには人物によ
りばらつきがある 
 
顔と声から得られる性格特性の印象の類似度と
マッチング課題の正答率は、トリミングフェイ
ス条件でより強く関連していた 
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考察 
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マッチング課題の正答率 
 
　フルフェイス条件　＞　トリミングフェイス条件 

顔・音声刺激の評定値の類似度（距離）と 
マッチング課題の正答率の相関 
 
　フルフェイス条件　＜　トリミングフェイス条件 

これらの結果は矛盾している？ 



マッチング課題の正答率 
 
　フルフェイス条件　＞　トリミングフェイス条件 
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輪郭や首の太さなどの身体的な構造の情報を
利用できたことが声の予測の精度を高めた 
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顔・音声刺激の評定値の類似度（距離）と 
マッチング課題の正答率の相関 
 
　フルフェイス条件　＞　トリミングフェイス条件 

評定項目

5因子統合 -0.18 -0.52 **

外向性 0.05 -0.42 **

調和性 -0.34 * -0.20

勤勉性 -0.32 * -0.34 *

神経症傾向 -0.25 -0.31 *

開放性 -0.02 -0.31 *

フルフェイス条件
(n	 =	 28)

トリミングフェイス条件
(n	 =	 31)



フルフェイス条件 トリミングフェイス条件 
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輪郭 
首の太さ 
髪型 

パーツの布置情報 
パーツの形状 

パーツの布置情報 
パーツの形状 

心理的な印象	  

身体的構造	  
に関する推測	

フルフェイス条件では身体的な構造の情報の手がかりと
しての影響力が高まったため、性格特性の印象の重み
づけが相対的に低下した	
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まとめ 
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顔の内部情報から人物の声をチャンスレベ
ル以上の精度で予測することができる 
 
顔と声のギャップが生じる原因のひとつと
して、顔と声から得られる性格特性の印象
が似ていないことが挙げられる 
 
顔と声の組み合わせのふさわしさを判断す
るための手がかりとして利用できる情報の
豊かさにより、それらの重みづけが変わる 
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