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1．はじめに

3．特徴量の抽出

日中の眠気や怠惰感を引き起こす原因の一つとして睡眠
時無呼吸症候群（sleep apnea syndrome 以後 SAS と称す）
がある．SAS とは睡眠中に無呼吸（10 秒以上の呼吸停止）
状態が 1 時間当たり 5 回以上繰り返される病気である[1]．
SAS 患者の呼吸の特徴として，激しいいびきの後しばらく呼
吸が止まり，その後あえぐような激しい息またはいびきで
呼吸が再開するといったものがある[2]．
SAS の診断方法で代表的なものとして入院検査（睡眠ポ
リグラフ検査）とパルスオキシメーターを使用した方法が
ある．入院検査は正確に診断ができるが，入院が必要なた
め高額であり，センサーを多く付けてるため普段の睡眠状
態とは大きく異なる状態になるというデメリットがある．
パルスオキシメーターは自宅でもできるというメリットが
あるが，体にセンサーを付けて行うため，普段の睡眠状態
と完全には一致しない．
最近では SAS の診断を目的とした，スマートフォン用ア
プリである「いびきレコーダ pro」[3]などがリリースされて
いる．このアプリはいびき音の録音や無呼吸状態になる箇
所を認識し知らせるなどの機能がある．しかし無呼吸状態
を認識する機能は有料版のみにあり，無料版ではその機能
がなくコストがかかる．また詳細なアルゴリズムが非公開
であるため検出精度などが不明確である．このため従来よ
りも安価で測定の精度の高い簡易診断システムの構築が望
まれる．

本研究では，特徴量としてピーク周波数，エンベロープ，
メ ル 周 波 数 ケ プ ス ト ラ ム 係 数 （ Mel Frequency Cepstral
Coefficient 以降 MFCC と称す）を抽出した．
特徴量抽出には，信号処理やグラフィック表示に長けてい
る MathWorks 社が開発した言語 MATLAB を使用した．
3.1 ピーク周波数 ピーク周波数とは，波形に含まれる周波
数成分の中で最も強い周波数のことである．先行研究の「睡
眠時の呼吸音検出に関する研究」[5]の成果からいびきの主
な周波数は 85～200Hz であることが明らかとなっているの
で，ピーク周波数が特徴量として有効であると推定できる．
ピーク周波数の計算の概要を以下に示す．
元の音源を y(t)とする．ただし t は時間である．今回は切
り出す長さ（フレーム長）を 0.5[s]とし，切り出した波形に
ブラックマン窓を掛けた．それをフーリエ変換（FFT）し，
Y(ω)を求めた．ただしωは角周波数である．次式で周波数
毎のパワーを表したパワースペクトル P(ω)を求める．
P(ω) = |Y(ω)|2
(1)
P の常用対数を出し 10 を掛け，周波数毎の強さをレベル
で表した音圧レベル Lp(ω)を求める．
Lp(ω) = 10log10(P(ω))
(2)
Lp(ω)から最大値 Lmax とその周波数 fmax を求める．
Lmax = M{Lp(ω)}
(3)
fmax = Argmax{Lp(ω)}
(4)
ただし M{f(x)}は f(x)の最大値を求める関数であり，
Argmax{f(x)}は f(x)が最大となる x を与える関数である．
これでピーク周波数が求められる．実際には時間毎の変化
を見るため短いフレームで切り出した波形毎にピーク周波
数を求める．
3.2 エンベロープ エンベロープとは，波形の上部の概形を
とることである．波形の変化が分かりやすくなるので，通
常の波形とは違った特徴量が抽出できると考えられる．エ
ンベロープ抽出法を以下に示す．
音声波形 y(t)から負の周波数成分を無くし，正の周波数成
分だけを持つ解析信号を算出する．フーリエ変換した波形
Y(ω)の負の周波数成分とは，FFT による処理の場合ナイキ
スト周波数から最大周波数までの周波数成分に相当する．
また，そのままエンベロープを抽出しただけでは高周波成
分や低周波のノイズにより，綺麗な概形が得られないため，
ω1～ω2 の角周波数成分を抽出した（次式)．

2．本研究の目的と長期計画及びアプローチ
2.1 目的 低コストで精度の高い呼吸音による睡眠時無呼
吸症候群の簡易診断システムの構築を目的とする．
2.2 本研究の長期計画 本研究「睡眠時無呼吸症候群の簡易
診断システムの構築」は JSPS 科研費 24500213 の助成を受
けたものである．四ヵ年計画(表 1)の研究の一部である．本
年度は２年目にあたり，呼吸音検出システムの構築のため
に(C)「呼吸音の特徴量抽出」と(D)「判別器の作成」を行っ
た．また，近年，公開された実用化された製品である睡眠
アプリや睡眠計との比較をするために(E)「睡眠時環境音の
SN 比評価及び睡眠アプリ・睡眠計の調査」を行った．本研
究は(C)について報告する．
表 1 診断システム構築の四ヵ年計画について
呼吸音による睡眠状態判別ソフトウェア
予備検討期間
の構築
(2011 年度)
睡眠時の呼吸音検出に関する研究
1 年目
(2012 年度)
2 年目
(2013 年度)
3 年目
(2014 年度)

(A)睡眠時における音環境調査
(B)ハードウェア要件の明確化
(C)呼吸音の特徴量抽出
(D)判別器の作成及び評価
(E) 睡眠時環境音の SN 比評価及び睡眠ア
プリ・睡眠計の調査
精度評価及びパラメータチューニングに
よる精度向上

4 年目
SAS の簡易診断システムを構築
(2015 年度)
2.3 アプローチ 目的を達成するため，複数人の睡眠時の呼
吸音を収録し，SAS の検知に重要であると考えられるいび
きの特徴量を抽出する[4]．

Y(ω)

0

(ω < ω1 or ω > ω2)

2Y(ω)

(ω1 ≦ ω ≦ω2)

(5)

今回はω１=2π·60，ω2=2π·110 とした．
式(5)で算出した Y(ω)を時間領域の波形に変換する為に
逆フーリエ変換（IFFT）する．これで解析信号 s(t)が求めら
れる．s(t)の絶対値をとることで，エンベロープ波形 e(t)が
求められる．
e(t) = |s(t)|
(6)
3.3 MFCC[6] MFCC とは，周波数スペクトルを対数ケプ
ストラムに変換し，低次成分に対して人の周波数知覚特性
を考慮した重み付けをした特徴量である．声道特性のある
低次成分が引き伸ばされるため，いびきの特徴が分かりや

すくなると考えられる．MFCC の計算の概要を以下に示す．
音声波形 y(t)をフレーム長 0.025[s]，シフト長 0.01[s]で切
り出し，ハン窓を掛けた．
フーリエ変換した音声波形 Y(ω)の絶対値を算出し，振幅
スペクトル S(ω)を求める．
S(ω) = |Y(ω)|
(7)
S(ω)にメルフィルタバンクをかける．メルフィルタバン
クとはメル尺度上で等間隔な三角窓を複数合わせたフィル
タである．これによりそれぞれの三角窓に対応した周波数
成分が強調される．今回は 20 次元の MFCC を用いることと
したため，20 個の三角窓を合わせたフィルタを使用した．
強調された周波数帯域毎の S(ω)の和を求め，周波数帯域毎
に 1 つの値を出す．
振幅スペクトルの対数をとり，コサイン変換（DCT）をす
る．低次成分が声道特性の成分，高次成分が音源成分に分
離されたケプストラムが求められる[7]．声道特性の成分が
重要と考えられるため，低次成分のみを取り出す．今回は
12 次元目以下を低次成分とした．

4．特徴量の評価実験
実際に収録した睡眠時の音声データのピーク周波数，エン
ベロープ，MFCC の特徴量の評価を行う．音声データは１
年目の数納氏による卒業研究「睡眠時の呼吸音の収録及び
音環境調査」[8]で収録したデータを使用している．
機材は図１の(a)精密騒音計(ONOSOKKI LA-4440)，(b)普
通騒音計(RION NA-20)，(c)IC レコーダー(TASCAM DR-05)，
(d)校正器(Brüel & Kjær TYPE4231)を使用した．

(d)
(c)IC レコ
校正器
ーダー
図１ 使用機材
音声データには精密騒音計で収録した音と普通騒音計で
収録した音の２種類があり，今回は精密騒音計で収録した
音声データを使用した．時間毎のピーク周波数の変化の波
形を図２に示す．
(a)
精密騒音計

(b)
普通騒音計

(a)いびきあり

(b)いびきなし

ぼ低い値で一定になっていた．また，いびきなしからいび
ありへの変化がはっきりしているため，エンベロープ波形
か ら い びき の判 別 は可 能 であ る と 考え られ る ． 最 後 に
MFCC のグラフを図４に示す．
(a)いびきあり

(b)いびきなし

図４ MFCC
図４は，1 分間の音声波形を短いフレーム長で切り出し
MFCC を求めた時の 20 次元のスぺクトログラムである．高
次成分の違いは分からないが，低次成分は若干ではあるが
違いが出ていた．特に 1 次元目は，いびきがある時間帯の
値が少し大きくなっていた．これは MFCC の性質として有
音声だと 1 次元目の値が大きくなり，無音声だと値が小さ
くなるためである[9]．目視による確認だけでは評価が難し
いため，詳しい結果は共同研究者の本学・計算機構成研究
室所属の加科氏による卒業研究「呼吸音検出アルゴリズム
の構築～判別器の作成及び評価～」で報告する．

5．まとめと今後の課題
ピーク周波数を出すときのフレーム長は，短い間隔よりも
少し長めにした方が周波数分解能が上がりいびき以外に起
因する成分を分離して，判別しやすくなることが分かった．
しかし最適なフレーム長は環境やいびきの種類によって変
わる可能性があり，今後も調査が必要である．エンベロー
プでは振幅が大きくなるにつれて振幅の変化も大きくなっ
た．いびき音が小さくても同様の傾向が表れるのか検証が
必要である．MFCC は機械学習による判別器に読み込ませ
たところ，分類率は 0.85 であった．誤分類されたデータが
あった原因としては雑音といびきの波形の形が似ていた，
いびき音が小さくて認識されていない等が考えられる．ま
た，短いフレーム長で切り出していった波形から求めるた
め，フレーム長によって計算時間や結果が変化する．その
ため最適なフレーム長を検討する必要がある．
より精度を高くするために，新しい特徴量を導入すること
や，多くのデータをとるために色々な人の睡眠時の呼吸音
を収録することが今後の課題である．
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