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1．はじめに

5．録音実験

日本の人口の３％の人が眠っている時に呼吸が止まる「睡
眠時無呼吸症候群(SAS)」と言われている．この病気は，睡
眠不足だけではなく，糖尿病や高血圧，脳卒中や心臓病な
ど重い病気まで引き起こす原因となることが明らかになっ
ている．従来の「睡眠時無呼吸症候群」の診断方法は，コス
トがかかり，診断時に自然な姿勢で睡眠をとれないなどの
デメリットがある．本研究では，この病気の早期発見のため
に，音響技術を応用した，睡眠時の呼吸音を検出する方法
を検討した．デメリットの無い診断システムの作成のため、
必要な基礎データを収集し分析を行った．

2．アプローチ
本研究は科研費による研究｢睡眠時無呼吸症候群の簡易
診断システムの構築｣の助成を受けている 4 ヶ年計画(表１)
の一部である．SAS の研究として[1]や[2]などが報告されて
いるが，睡眠時の詳細な音環境に関するデータ等は公開さ
れていない．また SAS の簡易検査装置の専用ハードウェア
開発に関する報告[3]，[4]もあるが，ハードウェア要件を明
確にしたものではない．本研究では，最終形態としてスマ
ートフォン等を考えている．しかし，スマートフォン内蔵
のマイクロホンは，近接音に最適化されており，離れた場
所の音を収録できない可能性がある．そこで，4 ヶ年計画の
1 年目として，スマートフォンの内蔵マイクロホン，タブレ
ット PC の内蔵マイクロホン，それぞれの電気的なノイズレ
ベル，入力ゲイン，およびその周波数特性を測定する．

5- 1． 実験方法
4 種類の携帯録音機器の性能を調査し，比較する実験を
行った．PC，AD 変換器とスピーカーを用いて，6 種類のス
イープ音を出力した．スイープ音は 6 種類の振幅(100，316，
1000，3160，10000，31600，最大値は 32767)で周波数が 100Hz
～10000Hz である．出力したスイープ音を 4 種類の携帯録
音機器で録音後，解析し，それぞれの性能を比較する．実
験は無響室で行い，スピーカーと対象機の距離は 1ｍ，対象
機の隣に同条件で騒音計を配置した．図 2(a)はスピーカー
と対象機，騒音計の配置を示したものである． 録音機器の
収録ソフトは携帯アプリ｢PCM 録音｣を使用し，サンプリン
グ周波数は 48000Hz とした．

図 2 録音時の機器の配置図

表１ 4 ヶ年計画
1 年目
2 年目
3 年目
4 年目

睡眠時における音環境調査
ハードウェア要件の明確化
収録した音環境を判断するアルゴリズムの開発
制度評価及びパラメータチューニングによる精
度向上
睡眠時無呼吸症候群の簡易診断システムを構築

3．実験目的
今回の実験では，携帯録音機器が正確に睡眠時の音を録
音できるのか確認することを目的としている．そのため音
圧レベル 30～70dB，周波数 100～10000Hz の音を対象とし
て SN 比や周波数特性を確認する．

5 - 2． 騒音計
騒音計は出力音圧のリファレンスに使用した．録音を行
う際に携帯録音機器の隣に配置し，基準として用いる．レ
ンジ 80～100，フィルタをかけず録音するため F 特性で録音
を行った．図 3 に校正信号を騒音計で録音した音圧波形(a)
とそのレベル波形(b)を示す．図 3 は縦軸を出力音圧レベル
(dB)，横軸を時間としている．校正器の 94dB の信号を基準
として他の録音結果の解析にも使用する．図 3(a)より安定
した振幅の信号であることがわかる．図 3(b)より音圧レベ
ルが 94dB で安定していることがわかる．

4．実験に使用した機材

(a) iPhone4

(b)
Galaxy SⅡ

(c)
Regza Phone

図 1 使用した携帯録音機器
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実験使用した機材は PC(IBM ThinkPad)，iPhone4，Galaxy
SⅡ，RegzaPhone(T-01C)，Nexus7，騒音計(リオン NA-20)，
スピーカー(BOSE 101)，AD 変換機(M-Audio MobilePre)であ
る．図１(a)~(d)の携帯電話は知名度と流通数を基に選択した．

時間(s)
(a) 校正信号音圧波形
(d) Nexus7

(b)録音に使用した PC と
AD 変換器

(a)スピーカーと対象機
の配置図

時間(s)
(b) 校正信号レベル波形

図 3 校正信号波形

表 2 入力音圧と出力レベル(dB)

5- 3． iPhone4
図 4(a)は iPhone4 で録音したデータをレベル波形としてグ
ラフ化したものである．縦軸は音圧レベル(dB)，横軸は時間
(s)である．実験は図 4(a)音圧波形とレベル波形それぞれの
10 秒から始まっている．1 秒から 30 秒までの間は校正器を
用いて騒音計が正常に作動しているかのチェックを行った．
振幅が 1 段階上がるにつれて音圧レベルが正しく 10 あがっ
ていることがわかる．

5 – 4．Galaxy SⅡ
図 4(b)は GalaxySⅡで録音したデータをレベル波形とし
てグラフ化したものであり，軸は図 4(a)と同様である．低
いレベルの音は正常に録音できているのに対し，振幅 31600
においては振り切れていることが分かる．

5 – 5．RegzaPhone T-01C
図 4(c)は RegzaPhone で録音したデータをレベル波形とし
てグラフ化したものであり，軸は図 4(a)と同様である． 図
4(c)の振幅 100 では正しいレベルで測定できないことが分
かる．振幅 10000 と 31600 において音圧レベルが 10 ずつ変
動していないことから振り切れていることが分かる．

5 - 6．Nexus7
図 4(d)は Nexus7 で録音したデータをレベル波形としてグ
ラフ化したものであり，軸は図 4(a)と同様である． 図 4(d)
の，振幅 10000 と 31600 の部分で振り切れていることがわ
かる．しかし，低いレベルの音においては安定して録音が
できている．

対象

iPhone4
騒音計
出力レベル
入力レベル
27
25
無音
100
38
32
316
42
40
1000
50
50
3160
60
60
10000
70
69
31600
80
78

(c) RegzaPhone レベル波形

(b)

(d)

Galaxy レベル波形

Nexus7

レベル波形

図 4 録音データのレベル波形

6． 各波形の比較
表 2 に各録音機器と騒音計の録音結果をまとめた．振幅
100 から 31600 まで 6 種類録音したが，
中心である振幅 1000
を基準の 50 とした．入力レベルが 1 段階上昇するごとに出
力レベルは 10 上昇することが望ましい． しかし，表 2 か
ら，音のレベルが高い部分，低い部分において録音できる
限界が存在することがわかる．iPhone4 と Galaxy が低いレ
ベ ル か ら高 いレ ベ ルま で 正確 に 録 音で きる の に対 し ，
RegzaPhone と Nexus7 は高いレベルが他機種に比べ性能面
で劣っていることがわかる．

Regza

Nexus7

26
32
40
50
60
70
78(×)

32(×)
34(×)
41
50
59
69(×)
73(×)

20
30
40
50
60
68(×)
73(×)

※(×)は正しいレベルで録音できていないもの

7． 周波数特性
図 6 は携帯録音機器 4 種と騒音計により録音した音圧波
形の周波数特性である．図(b)は騒音計の周波数特性だが，
スピーカーの周波数特性が加わった波形になっている．表 2
を参考に，振り切れていないものの中で最大である振幅
3160 において周波数特性を出力した． 図 6 の縦軸は音圧レ
ベル，横軸は周波数である． 図 6(a)と図 6(b)を比較すると
全体に 5000Hz までは安定して録音できていることがわか
る．5000~10000Hz において，iPhone4 は比較的騒音計の特
性に近い．対して，Galaxy では 6000Hz 付近で急激なレベル
の低下がみられる．Regza と Nexus7 では 7000Hz 付近の周
波数が強調されていることが分かる．録音時に使用する機
種により周波数特性の違いが大きいことが分かった．

(a)
(a) iPhone4 レベル波形

Galaxy

(b) 騒音計の周波数特性
4 機種の周波数特性
図 6 4 機種と騒音計の周波数特性

8． 結論及び今後の課題
今回調査を行った 4 機種は音圧の高い領域，低い領域に
おいて性能差が現れた．また，今年度並行して行った研究(睡
眠時における音環境調査)によりいびきの大きさの平均が
50～70dB であるというデータが得られた．これにより，録
音時に使用する機種と録音者のいびきの大きさによっては
正確な録音できない可能性があることが分かった．今回調
査を行った機種は 4 種類と少数である．今後の課題として
は同様の実験を他機種でも行いサンプル数を増やす事，周
波数特性の補正処理の導入，呼吸音検出アルゴリズムの構
築が挙げられる．
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