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• 睡眠は日中のパフォーマンスに大きく影響を与える

• 日本人の5人に1人は睡眠不足を感じているという報告も

ある(厚生労働省平成27年度国民健康・栄養調査)

• 従来の睡眠評価

– 睡眠ポリソムノグラフィ検査（PSG）

• 専門の施設が必要

• 睡眠障害検査，睡眠科学研究向け

家庭環境で計測可能な非接触デバイスによる
簡易的な睡眠評価手法が必要

背景
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従来技術とその問題点

• 睡眠関連スマートフォンアプリ

– 科学的妥当性の欠如 [K. Russo et al., 2015]
– 個人の睡眠個性には非対応

• その他の睡眠評価デバイス

– 圧力マット，カメラ，ラジオ波等

• 環境にデバイスを設置する必要がある

• 評価指標の問題

– 従来技術は全て睡眠ステージ（レム・ノンレム睡眠）を推定

• 一般ユーザへ提示する情報として不適
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• 睡眠中の音を利用

– 非接触かつモバイル端末の標準デバイスも利用可能

– 生体活動（体動，いびき，歯ぎしり）および環境音（エアコン
など）を計測可

• 生体活動に基づく睡眠パターンを評価

– 新技術１：睡眠パターンの可視化

– 新技術２：睡眠の良否判別

• 機械学習/AI による個人適応

– 計測データから個人毎のモデルを学習

新技術の優位性
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[時間]

良質な睡眠による
ワーキング・メモリの活性化

疲労時

快眠

体調不良時

睡眠パターン個性の視覚化
眠りの状態に合
わせて温度や照
度を自動調節

良質な睡眠！良質な睡眠！深睡眠・良質な睡眠の獲得

使用者の生体情報を取得

睡眠状態の
簡易計測

本日の睡眠
パターン

睡眠パターンに応じて
睡眠の質を推定・評価
（機械学習）

体調に応じた
睡眠改善策の提示

就寝 起床

高

低

温
度

就寝 起床

高

低

温
度

睡眠環境

睡眠環境制御で
良質な深睡眠に誘導

データベースと照合

標準睡眠データベース
の構築

（%）（人）

20代成人 (90余名）
小児・思春期 (10名)

データの蓄積

深睡眠による活性化Ｇ

睡眠中の生体信号睡眠中の生体信号

機械学習による個人の睡眠状態解析
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新技術１：

睡眠環境音データからの睡眠パターンの可視化

Hongle Wu, Takafumi Kato, Tomomi Yamada, Masayuki Numao and Ken-ichi Fukui. 
“Personal Sleep Pattern Visualization using Sequence-based Kernel Self-Organizing 
Map on Sound Data”, Artificial Intelligence in Medicine, Vol. 80, pp. 1-10, 2017.

Wu Hongle, Takafumi Kato, Tomomi Yamada, Masayuki Numao, and Ken-ichi Fukui. 
“Sleep Pattern Discovery via Visualizing Cluster Dynamics of Sound Data”, The 29th 
International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied 
Intelligent Systems (IEA/AIE 2016), 2016.

日本経済新聞,2016年10月9日
NHK関西ニュース，2017年3月26日

日経産業新聞, 2017年4月6日
など報道多数
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KleinbergのBurst Extraction法
によりイベント部分を自動検出 周波数解析

時間

時系列カーネルSOM 
(KL-KSOM; Kulback-
Leibler kernel SOM)

一晩の集音データ

[福井’08] 福井健一, 斉藤和巳, 木村昌弘, 沼尾正行, “自己組織化ネットワークによる動的クラス
タの可視化編纂”, 人工知能学会論文誌, Vol. 23, No. 5, pp.319-329, 2008.

時系列SOM[福井’08] にカーネル法（KL情報量）を導入し高精度化

時系列カーネルSOM

睡眠パターン可視化法の概略
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睡眠実験室

@大阪大学大学院歯学研究科睡眠実験室
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いびき音

歯ぎしり音

体動音

環境音

なし

睡眠関連音と睡眠ステージに高い関連性を確認

音から睡眠個性を把握可能

睡眠パターン可視化例



10

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Snore Body Movement Teeth Grinding

WAKE
LIGHT
DEEP
REM

・被験者数１０名（１０夜）
・音イベントと睡眠ステージの条件付き確率を計算

いびき 体動 歯ぎしり

睡眠ステージとの関連度合い
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新技術２：

睡眠パターンのモデリングと睡眠の良否判別

Hongle Wu, Takafumi Kato, Masayuki Numao, and Ken-ichi Fukui. “Statistical Sleep 
Pattern Modelling for Sleep Quality Assessment based on Sound Events”, Health 
Information Science and Systems, Vol. 5, No. 11, Springer, 2017. 

テレビ大阪, ニュースリアル，2017年12月5日
にて報道
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HMM(隠れマルコフモデル)により睡眠パターンをモデル化
良い睡眠と悪い睡眠の尤度から識別器を構築

睡眠良否判別法の概略
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・３６名（３６夜）の被験者
・１つ抜き交差検証により評価

睡眠良否判別結果

提案法
頻度を入力としたSVM

別の識別器
尤度の多数決

尤度の合計

学習に用いていない被験者に対して

平均77.5%の正答率を達成

HMMの隠れ状態数を変えた時の判別性能比較
状態数=4
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良い睡眠

悪い睡眠

音イベントに基づくHMM学習結果

睡眠ステージとの比較

睡眠ステージに基づくHMM学習結果

状態遷移確率

睡眠ステージでは睡眠の良否判別は困難
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1. 睡眠環境制御 2. 睡眠自己管理システム

日中の
バイタル情報

空調 音環境

照明

想定される利用例
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実用化に向けた課題

• 睡眠自己管理システムの開発

– スマートフォン､もしくはサーバ・クライアント方式への実装

– ユーザインターフェースの実装・充実
• カレンダー機能や統計情報など

• 睡眠環境制御との連携

– 睡眠変化点検知法の開発

• 現在，研究開発進行中

– 環境制御アルゴリズムの開発

• 一般家庭環境の学習データ収集および検証実験

– 現在データ収集中

• 120名程度収集完了（20代〜60代，1ヶ月間/ひとり）

• 家庭環境のデータとしては世界最大規模
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企業への期待

• 睡眠自己管理システムの企画・販売

– システムデザインやマーケティング

– システム開発費についてはマッチングファンドへの申請もあり
• JST A-STEP シーズ育成タイプ： ２〜６年，2,000万円〜5億円

• 睡眠環境制御との連携

– 環境制御アルゴリズムの開発

共同開発もしくはライセンス契約

環境側（照明，香り，etc）を制御可能な企業との共同開発

ただし，共同開発の場合は大阪大学COIへの参画が条件
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本技術に関する知的財産権
：新技術１

• 発明の名称 ：睡眠状態解析支援装置、および、
睡眠状態解析支援プログラム

• 公開番号 ：特開2017-196194
• 出願人 ：大阪大学

• 発明者 ：福井健一、Wu Hongle、加藤隆史、
山田朋美、沼尾正行
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• 発明の名称 ：睡眠の質判定システム、睡眠の質モデル作
成プログラム、および、睡眠の質判定プログラム

• 出願番号 ：特願2017-158957、PCT/JP2018/029517
• 出願人 ：大阪大学

• 発明者 ：福井健一、Wu Hongle、加藤隆史、沼尾正行

本技術に関する知的財産権
：新技術２
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産学連携の経歴

• 2012年-2013年 JST A-STEP探索タイプ採択

• 2016年-継続 A社において機械学習基礎講座を実
施

• 2017年-継続 B社において機械学習基礎講座を実
施

• 2017年-継続 C社と共同研究を実施

• 2018年 JST大学等知財基盤強化支援（PCT国際出
願支援）採択 本技術

• 2018年 学術相談 2社実施



21

お問い合わせ先

大阪大学共創機構 産学共創本部

イノベーション共創部門

リエゾン支援室

TEL 06-6879-4875

FAX 06-6879-4208

e-mail contact＠uic.osaka-u.ac.jp


