
JP 2014-226361 A 2014.12.8

10

(57)【要約】
【課題】睡眠等を改善する場合に、発生させる音によっ
て飽きるなどの感じを被験者に与えないようにする。
【解決手段】被験者の生体情報を取得する取得部２１０
と、それぞれが音信号を出力する音源部４１０、４２０
、４３０、４４０と、を有し、このうち、音源部４４０
は、取得された生体情報に応じたテンポで音信号を出力
し、音源部４３０は、波形メモリから音波形を示す波形
データを読み出す読出部を備える。この読出部は、波形
データの読出開始から読出終了までの区間を所定の規則
で、または、ランダムに設定して、当該設定した区間の
波形データを読み出す。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の生体情報を取得する取得部と、
　それぞれが音信号を出力する複数の音源部と、
　を有し、
　前記複数の音源部は、少なくとも第１の音源部および第２の音源部を含み、
　前記第１の音源部は、
　前記取得部によって取得された生体情報に応じたテンポで前記音信号を出力し、
　前記第１の音源部または前記第２の音源部の少なくとも一方は、
　波形メモリから、音波形を示す波形データを読み出す読出部を備え、
　前記読出部は、前記波形データの読出開始から読出終了までの区間を所定の規則で、ま
たは、ランダムに設定して、当該設定した区間の波形データを読み出し、
　読み出された波形データに基づいて音信号を出力する
　ことを特徴とする音源装置。
【請求項２】
　前記複数の音源部は、第３の音源部を有し、
　前記第３の音源部は、
　前記波形メモリに記憶された波形データを所定の速度で再生した第１信号を出力する第
１再生部と、
　前記波形データを前記所定の速度よりも高速で再生した第２信号を出力する第２再生部
と、
　前記第１信号と前記第２信号とを混合して前記音信号を出力する混合部と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の音源装置。
【請求項３】
　取得された前記被験者の生体情報から当該被験者の心体状態を推定する推定部と、
　当該推定された心体状態に応じて、前記複数の音源部を制御する音源制御部と、
　を、含むことを特徴とする請求項１または２に記載の音源装置。
【請求項４】
　前記複数の音源部のうち、少なくとも１つは、出力する音信号の振幅またはピッチに揺
らぎを与える
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の音源装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　被験者の生体情報を取得する取得部、および、
　それぞれが音信号を出力する複数の音源部、
　として機能させるプログラムであって、
　前記複数の音源部は、少なくとも第１の音源部および第２の音源部を含み、
　前記第１の音源部は、
　前記取得部によって取得された生体情報に応じたテンポで前記音信号を出力し、
　前記第１の音源部または前記第２の音源部の少なくとも一方は、
　波形メモリから、音波形を示す波形データを読み出す読出部を備え、
　前記読出部は、前記波形データの読出開始から読出終了までの区間を所定の規則で、ま
たは、ランダムに設定して、当該設定した区間の波形データを読み出し、読み出した波形
データに基づいて音信号を出力する
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の音源部を制御する音源装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、体動や、呼吸、心拍などの生体情報を検出するとともに、当該生体情報に応じた
音を発生させて、睡眠の改善やリラクゼーション効果を付与する技術が提案されている（
例えば特許文献１参照）。また、被験者のリラックス状態に応じて、発生させる音の種類
、音量、テンポのうち、少なくとも１つを調整する技術も提案されている（例えば特許文
献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平４－２６９９７２号公報
【特許文献２】特開２００４－３４４２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、音の発生によって睡眠等を改善する場合に、音が単調であったりすると、飽
きる、耳につくなどの理由により却って睡眠等を妨害する、という点が指摘された。本発
明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、発生させる音に
よって睡眠等を改善する場合に、飽きる、耳につくなどの感じを被験者に与えないように
した音源装置およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明に係る音源装置は、被験者の生体情報を取得する取
得部と、それぞれが音信号を出力する複数の音源部と、を有し、前記複数の音源部は、少
なくとも第１の音源部および第２の音源部を含み、前記第１の音源部は、前記取得部によ
って取得された生体情報に応じたテンポで前記音信号を出力し、前記第１の音源部または
前記第２の音源部の少なくとも一方は、波形メモリから、音波形を示す波形データを読み
出す読出部を備え、前記読出部は、前記波形データの読出開始から読出終了までの区間を
所定の規則で、または、ランダムに設定して、当該設定した区間の波形データを読み出し
、読み出された波形データに基づいて音信号を出力することを特徴とする。
【０００６】
　本発明によれば、第１の音源部から出力される音信号は、生体情報に応じたテンポにな
っているので、睡眠等の改善が図られる。また、第１の音源部または第２の音源部の少な
くとも一方は、波形メモリから読み出された波形データに基づく音信号を出力するが、こ
のときに読み出される波形データは、被験者に予測されないようにほぼランダムとなって
いるので、飽きる、耳につくなどの感じを被験者に与えないで済む。なお、本発明では、
複数の音源部によって異なる音が同時に出力されることがあり、音楽的な意味を持たない
場合があるが、被験者の心体状態を変化させる意味がある。
【０００７】
　本発明において、前記複数の音源部は、第３の音源部を有し、前記第３の音源部は、前
記波形メモリに記憶された波形データを所定の速度で再生した第１信号を出力する第１再
生部と、前記波形データを前記所定の速度よりも高速で再生した第２信号を出力する第２
再生部と、前記第１信号と前記第２信号とを混合して前記音信号を出力する混合部と、を
含む構成としても良い。
　この構成において、波形データの所定速度での再生による可聴音と、波形データの高速
再生による非可聴音とを混合して発生させるので、ハイパーソニック効果によるヒーリン
グ効果が期待できる。
【０００８】
　本発明において、取得された前記被験者の生体情報から当該被験者の心体状態を推定す
る推定部と、当該推定された心体状態に応じて、前記複数の音源部を制御する音源制御部
とを含む態様としても良い。この態様によれば、推定した被験者の心体状態に応じて複数
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の音源部を制御することができる。
　また、本発明において、前記複数の音源部のうち、少なくとも１つは、出力する音信号
の振幅またはピッチに揺らぎを与える態様が好ましい。このように振幅またはピッチに揺
らぎを与えることで、さらに飽きのこない、耳につかないようにすることができる。なお
、このような揺らぎの程度については、取得した生体情報に応じて規定するようにしても
良い。
　なお、本発明は、音源装置のみならず、コンピュータを当該音源装置として機能させる
プログラムとして概念することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る音源装置を含むシステムの全体構成を示す図である。
【図２】音源装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】音源装置の音源制御部における制御テーブルの一例を示す図である。
【図４】音源装置の音源部（その１）の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】同音源部で出力される周波数スペクトルの一例を示す図である。
【図６】別の音源部（その２）の構成の一例を示すブロック図である。
【図７】同音源部における再生ピッチの変動の一例を示す図である。
【図８】別の音源部（その３）の構成の一例を示すブロック図である。
【図９】同音源部の読出の一例を示す図である。
【図１０】同音源部で付与されるエンベロープの一例を示す図である。
【図１１】さらに別の音源部（その４）の構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】音源装置の動作を示すフローチャートである。
【図１３】音源装置の具体的な動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は、実施形態に係る音源装置２０を含むシステム１の全体的な構成を示す図である
。図に示されるように、システム１は、センサ１１、１２、１３と音源装置２０とスピー
カ５１、５２とを含んだ構成である。このシステム１は、ベッド５の上で仰向けの姿勢を
とっている被験者Ｅに対し、スピーカ５１、５２から発せられる音を聴かせる、もしくは
、感じさせることによって例えば睡眠を改善しようとするものである。
【００１１】
　被験者Ｅの額にはセンサ１１の電極が取り付けられ、当該被験者Ｅの脳波（α波、β波
、δ波、θ波など）を検出している。被験者Ｅの左手首にはセンサ１２が装着され、例え
ば橈骨動脈の圧力変化、すなわち脈波を検出する。脈波は心拍に同期しているので、セン
サ１２は、間接的に心拍を検出していることになる。また、被験者Ｅの頭部と枕との間に
は、加速度を検出するセンサ１３が設けられて、当該被験者Ｅの体動、具体的には呼吸や
心拍など検出する。センサ１１、１２、１３による検出信号は音源装置２０に供給される
。
　なお、センサ１１は、図では被験者Ｅの額に１箇所のみとなっているが、複数箇所に設
けられる場合もある。また、センサ１１、１２、１３の検出信号は、図では便宜的に有線
で音源装置２０に伝送される構成を示しているが、無線で伝送される構成でも良い。心拍
がセンサ１１で検出可能な場合には、センサ１２を省略しても良い。
【００１２】
　音源装置２０は、センサ１１、１２、１３による検出信号を処理して、被験者Ｅの心体
状態を推定するとともに、当該推定した心体状態に応じて複数の音源部を制御するもので
ある。音源装置２０は、例えば携帯端末やパーソナルコンピュータなどであり、予めイン
ストールされたプログラムをＣＰＵが実行することによって、後述する複数の機能ブロッ
クが構築される。
【００１３】
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　スピーカ５１、５２は、仰向けの姿勢にある被験者Ｅにステレオの音を聴かせる位置に
配置され、このうち、スピーカ５１は、音源装置２０から出力されるステレオのレフト（
Ｌ）の信号を内蔵アンプで増幅させて放音させる。同様に、スピーカ５２は、音源装置２
０から出力されるステレオのライト（Ｒ）の信号を内蔵アンプで増幅させて放音させる。
なお、被験者Ｅに対しヘッドフォンによって音を聴かせる構成もあり得るが、本実施形態
では、スピーカ５１、５２を用いる構成で説明する。
【００１４】
　図２は、システム１のうち、主に音源装置２０における機能ブロックの構成を示す図で
ある。この図に示されるように、音源装置２０は、Ａ／Ｄ変換部２０５、取得部２１０、
設定部２２０、推定部２３０、音源制御部２４０、音源４０およびＤ／Ａ変換器２６１、
２６２を有し、このうち、Ａ／Ｄ変換部２０５およびＤ／Ａ変換器２６１、２６２を除く
機能ブロックが上記プログラムの実行によって構築される。また、本実施形態において音
源４０は、４つの音源部４１０、４２０、４３０、４４０を有する。
【００１５】
　Ａ／Ｄ変換部２０５は、センサ１１、１２、１３による検出信号をデジタル信号に変換
し、取得部２１０は、変換されたデジタル信号を内部メモリに一端蓄積するとともに、推
定部２３０および音源４０のそれぞれに供給する。
　一方、設定部２２０は、各種設定をするためのものであり、具体的には音源装置２０に
よって何の改善を図るのか、という目的を設定する。この目的としては、後述するように
様々なものに設定可能であるが、ここでは「睡眠の改善」という目的が設定される、とし
て説明する。また、設定部２２０では、目的のほか、起床時刻が設定される。
【００１６】
　本実施形態において推定部２３０は、「睡眠の改善」という目的が設定された場合、セ
ンサ１１、１２、１３の検出結果から、被験者Ｅが安静から熟睡、起床に至るまでの心体
状態を「興奮」、「覚醒」、「浅い眠り」、「深い眠り」、「レム睡眠」の５段階で推定
する。詳細にはスタート直後などのように体動が変化する状態を「興奮」、比較的体動が
少ない安静状態ではあるが、β波が優性である状態を「覚醒」、θ波が出現している状態
を「浅い眠り」、δ波が出現している状態を「深い眠り」、θ波が出現しているが、呼吸
が浅く、不規則な状態を「レム睡眠」である、と推定している。この推定には、これ以外
にも様々な既知の手法を用いることができる。なお、「浅い眠り」および「深い眠り」は
、「ノンレム睡眠」に分類することもできる。
　また、推定部２３０は、推定した心体状態から制御モードを特定して、当該制御モード
の情報を音源制御部２４０に供給する。本実施形態において制御モードには、「リラック
ス」、「入眠」、「快眠」、「アンビエント」、「起床」、「ＭＵＴＥ」の６モードが想
定されている。なお、推定した心体状態に対して、いかなる制御モードが特定されるかに
ついては後述する。
【００１７】
　音源制御部２４０は、設定部２２０により設定された目的と推定部２３０によって特定
された制御モードとに対応して、音源４０の制御内容である制御パターンを決定する。こ
の決定の際に、音源制御部２４０は、予め記憶された制御テーブルを参照する。
【００１８】
　図３は、制御テーブルの一例を示す図である。この図は、設定された目的が「睡眠の改
善」である場合の例であり、制御パターンが制御モード毎に規定されている。詳細には、
本実施形態において制御パターンは、ハイパーソニック（Hypersonic）、バイノーラルビ
ート（binaural beat）、自然音および音楽の４種類に分類される。各種類のうち、ハイ
パーソニックは音源部４１０によって出力され、また、バイノーラルビートは音源部４２
０によって、自然音は音源部４３０によって、音楽は音源部４４０によって、それぞれ出
力される。
【００１９】
　各制御モードにおいて、「○」は、該当する音源部をアクティブにして用いることを意
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味し、「×」は、該当する音源部をノンアクティブにして用いないことを意味する。
　「○」に付随するパラメータのうち、バイノーラルビートについては、レフトの信号と
ライトの信号との周波数差の範囲を指定し、自然音および音楽についてのテンポ制御は、
被験者Ｅの心拍数（回／分）よりも、出力する音をどれだけ低いテンポに設定するかを指
定する。例えば「－３」であれば、被験者Ｅの心拍数よりも３だけ低いテンポでの再生を
指定し、「２倍」であれば、被験者Ｅの心拍数の２倍のテンポでの再生を指定する。また
、自然音および音楽についての拍子は、再生する音の拍子を指定する。音量については、
出力する音の大きさを指定する。
【００２０】
　説明を再び図２に戻すと、音源４０における４つの音源部４１０、４２０、４３０、４
４０は、音源制御部２４０によってアクティブに指定されたときに、指定されたパラメー
タにしたがった音の信号を、デジタルでステレオの２チャンネルで出力する。
　ミキサ４５１は、音源部４１０、４２０、４３０、４４０のそれぞれから出力されるレ
フト（Ｌ）の信号を混合（加算）し、同様に、ミキサ４５２は、各音源部のそれぞれから
出力されるライト（Ｒ）の信号を混合する。
　Ｄ／Ａ変換器２６１は、ミキサ４５１によって混合されたレフト（Ｌ）の信号をアナロ
グに変換して出力し、同様に、Ｄ／Ａ変換器２６２は、ミキサ４５２によって混合された
ライト（Ｒ）の信号をアナログに変換して出力する。
【００２１】
　次に、音源４０における４つの音源部４１０、４２０、４３０、４４０のそれぞれにつ
いて説明する。まず、ハイパーソニックの効果を与え、第３の音源部に相当する音源部（
その１）４１０について説明する。
【００２２】
　可聴音と高周波の非可聴音とが発生したときに、人は当該可聴音を耳で聴く一方で、当
該非可聴音を体表面で感じる。このように聴く、感じることによって体が反応して脳が活
性化し、α波が増大し、ストレスが減って、心と体が癒される、というヒーリング効果が
あると言われている。このような効果を与えるための構成が、音源部４１０である。
　ここで、可聴音から非可聴音までを、周波数が例えば２０Ｈｚ～９６ｋＨｚの範囲にわ
たって発生させるには、単純には、サンプリング周波数を１９２ｋＨｚで録音したデータ
を再生することで可能ではある。ただし、膨大な記憶容量が必要となるだけでなく、既存
の録音物の最高周波数は２４（２０）ｋＨｚ程度までであるので、流用できず、新たに録
音し直す必要がある、という問題がある。このような問題を解決するために、本実施形態
において音源部４１０は、次のように構成される。
【００２３】
　図４は、音源部４１０の構成を示すブロック図である。この図に示されるように、音源
部４１０は、波形メモリ４１１と、第１再生部４１２と、第２再生部４１３と、ＬＰＦ（
ローパスフィルタ）４１４と、１／ｆフィルタ４１５と、加算器（混合部）４１６とを備
える。波形メモリ４１１は、２０Ｈｚ～２４ｋＨｚの周波数帯域で録音されたデータを記
憶する。
　第１再生部４１２は、波形メモリ４１１からデータを１倍速、すなわち録音時のサンプ
リング周波数にしたがって読み出して出力する。このため、第１再生部４１２によって読
み出されたデータは、Ｄ／Ａ変換器２６１、２６２でアナログに変換したときに２０Ｈｚ
～２４ｋＨｚの周波数帯域を有することになる。
　第２再生部４１３は、波形メモリ４１１からデータを４倍速で読み出して出力する。こ
のため、４倍速で読み出されたデータは、アナログに変換したときに８０Ｈｚ～９６ｋＨ
ｚの周波数帯域を有することになる。この周波数帯域のうち、おおよそ２０ｋＨｚ以下の
成分は不要なので、ＨＰＦ４１４によってカットされる。１／ｆフィルタ４１５は、２０
ｋＨｚ以下がカットされたスペクトル成分が１／ｆとなるように、振幅を調整する。
【００２４】
　加算部４１６は、第１再生部４１２によって読み出された１倍速のデータと、振幅調整
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された４倍速のデータとを加算して出力する。なお、加算されたデータは、図示省略した
パンニング回路によってレフト（Ｌ）およびライト（Ｒ）に振り分けられて、音源部４１
０から出力される。
【００２５】
　音源部４１０によれば、図５に示されるように、２０Ｈｚ～２４ｋＨｚの可聴周波数成
分（等倍速再生成分）と、４倍速再生成分のうち、２０ｋＨ以下の成分がカットされた２
０～９６ｋＨｚの非可聴周波数成分とがミックスされて出力されるので、ハイパーソニッ
クによるヒーリング効果が期待できる。また、音源部４１０では、既存の２０Ｈｚ～２４
ｋＨでの録音物を流用できるほか、波形メモリ４１１の記憶容量を抑えることができる。
　なお、既存の録音物を高周波の非可聴帯域にまで拡張させるには、歪みを利用したり、
変換テーブルを用いたりする手法が考えられる。また、録音物ではなく、ＦＭ音源などの
シンセサイザ音源によって非可聴帯域とともに可聴帯域の信号を生成しても良い。
【００２６】
　次に、バイノーラルビートを出力する音源部（その２）４２０について説明する。
　脳波は、１～４０Ｈｚ程度の低い周波数成分を有する。このような周波数は、人の耳で
は直接的にはほとんど聴こえないが、両耳の一方に例えば１００Ｈｚ、他方に１１０Ｈｚ
の周波数差を持たせたステレオサウンドを与えると、この差である１０Ｈｚが脳内で認識
されて、脳波が当該周波数差に同調しようとする。この周波数差を与えるのがバイノーラ
ルビートであり、周波数差を例えばα波の周波数にすると、脳波が当該周波数差に近づく
といわれているので、リラックス状態になることが期待できる。
【００２７】
　図６は、音源部４２０の構成を示すブロック図である。この図に示されるように、音源
部４２０は、波形メモリ４２１と、発振器（ＯＳＣ）４５１と、Ｌ再生部４７１と、Ｒ再
生部４７２と、クロストークキャンセラ４７５とを備える。
　波形メモリ４２１は、周波数差を与える前の基礎信号となる波形データを記憶する。発
振器４５１には、音源制御部２４０から、目標となる周波数差を示すパラメータが供給さ
れる。発振器４５１は、当該パラメータで示される周波数差に応じた波形の正弦波を発振
する。
　Ｌ再生部４７１は、波形メモリ４２１から波形データを、発振器４５１による正弦波の
信号レベルに応じたピッチで再生する一方、Ｒ再生部４７２は、当該正弦波を反転した信
号レベルに応じたピッチで波形データを読み出して再生する。
【００２８】
　図７は、発振器４５１による正弦波と、Ｌ再生部４７１およびＲ再生部４７２によるピ
ッチ変化との関係を示す図である。
　この図において（ａ）は、発振器４５１による正弦波であり、振幅中心Ｖ(+)が基準レ
ベルＶcよりも正側にｄだけオフセットされている。Ｌ再生部４７１は、基準レベルＶcと
当該正弦波のレベルとの差の分だけ、波形データの再生ピッチを進める。（ｂ）は、発振
器４５１による正弦波を、基準レベルＶcを中心にレベルを反転した波形であり、その振
幅中心Ｖ(-)が基準レベルＶcよりも負側にｄだけオフセットされている。Ｒ再生部４７２
は、基準レベルＶcと当該反転正弦波のレベルとの差の分だけ、波形データの再生ピッチ
を遅らせる。
【００２９】
　ここで、バイノーラルビートにおける周波数差は、正弦波と反転正弦波との差が最大と
なるタイミングＰ１では最大となり、正弦波と反転正弦波との差が最小となるタイミング
Ｐ２で最小となる。したがって、タイミングＰ１における正弦波と反転正弦波との信号レ
ベルの差が、音源制御部２４０で指定された周波数範囲の最大値になるように、かつ、タ
イミングＰ２における正弦波と反転正弦波との差が、当該周波数範囲の最小値になるよう
に、発振器４５１が正弦波を発振する構成にすれば良い。
　なお、波形メモリ４２１から波形データを読み出すのではなく、単一周波数、例えば１
００Ｈｚのトーン信号を出力するとともに、このトーン信号の周波数を正弦波のレベルに
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応じた分だけ上げる一方、反転正弦波のレベルに応じた分だけ下げる構成でも良い。また
、当該正弦波の周波数は適宜設定されても良いし、正弦波に限られず、例えば三角波であ
っても良い。Ｌ再生部４７１またはＲ再生部４７２の一方の読出ピッチを固定とし、他方
の読出ピッチを２倍振幅の正弦波の信号レベルに応じて変動させても良い。
【００３０】
　ところで、本実施形態では、上述したようにスピーカ５１、５２によって発せられた音
によって被験者Ｅの睡眠状態を改善する構成となっている。この構成では、被験者Ｅにお
ける左の耳には、スピーカ５１から発せられたレフト（Ｌ）の音のみならず、スピーカ５
２から発せられたライト（Ｒ）の音も到達する、という一種のクロストークが発生する。
同様なことは、被験者Ｅにおける右の耳についても言える。このままでは、バイノーラル
ビートにおいて、被験者Ｅの左右の耳から異なる周波数の音を正しく聴かせることができ
ない。
　そこで、本実施形態では、スピーカ５１、５２を用いる場合のためにクロストークキャ
ンセラ４７５が設けられる。詳細には、クロストークキャンセラ４７５は、被験者Ｅが図
１に示されるようにベッド５で仰向けの姿勢をとったときに、被験者Ｅの左耳に到達する
音のうち、スピーカ５２から発せられたライト（Ｒ）の音を相殺させる成分を、Ｌ再生部
４７１から読み出された波形データに加算する。同様に、クロストークキャンセラ４７５
は、右耳に到達する音のうち、スピーカ５１から発せられたレフト（Ｌ）の音を相殺させ
る成分を、Ｒ再生部４７２から読み出された波形データに加算する。
【００３１】
　したがって、音源部４２０によれば、スピーカ５１、５２を用いる場合であっても、左
耳には、スピーカ５１から発せられたレフト（Ｌ）の音が、右耳には、スピーカ５２から
発せられたライト（Ｒ）の音が、それぞれ分離されて到達するので、脳内で周波数差を認
識させることができる。
　なお、被験者Ｅがヘッドフォン（図示省略）を装着する場合には、Ｌ再生部４７１によ
って読み出された波形データと、Ｒ再生部４７２によって読み出された波形データとを、
図６において※で示されるように、クロストークキャンセラ４７５をバイパスさせて出力
すれば良い。
【００３２】
　続いて、自然音を出力し、第１の音源部に相当する音源部（その３）４３０について説
明する。図８は、音源部４３０の構成を示すブロック図である。この図に示されるように
、音源部４３０は、波形メモリ４３１と、読出部４３２と、乗算器４３７、４３９と、エ
ンベロープ出力部４３８とを備える。波形メモリ４３１は、例えば風の音や、波の音、川
のせせらぎなどの波形データを記憶する。読出部４３２は、設定した読出区間の波形デー
タを読み出す。乗算器４３７は、読み出された波形データに、音源制御部２４０から供給
された音量に相当する係数を乗算して出力する。
【００３３】
　音源部４３０において、単純に波形データを繰り返して読み出す構成では、波形メモリ
４３１の記憶容量が有限であることから、単調な再生になりがちである。このため、長い
期間にわたって被験者Ｅが聴くことにより、飽きてしまう、不自然さが耳につく、などの
ように被験者Ｅに深い眠りに誘う方向とは逆方向の心体状態に導いてしまう。
　そこで、本実施形態では、読出部４３２は、次のように波形データを読み出す構成とな
っている。すなわち、読出部４３２は、第１に、読出開始から読出終了までの読出区間を
複数に分けて、波形データを読み出す。このときに、当該読出区間の位置および時間長を
ランダムに設定する。読出部４３２は、第２に、読出区間同士の繋ぎ目が重複するように
読み出すとともに、ある読出区間の終了時にフェードアウト、次の読出区間の開始時にフ
ェードインさせる。読出部４３２は、第３に、読出区間ごとに読み出した波形データに異
なる係数を内部で乗算して出力する。読出部４３２は、第４に、再生ピッチが１／ｆで揺
らぐように波形データを読み出す。
【００３４】
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　図９は、ランダムに設定された区間から読み出される波形データ、再生ピッチ、振幅と
の関係を示す図である。この図において、例えば１２～１４ｓと記載されている部分は、
波形データの１２～１４ｓの区間から読み出され、再生ピッチが波形データの＋５％で振
幅が波形データの振幅に対して０dbであることを表している。
　フェードイン・フェードアウトにより、読出区間同士の繋ぎ目における不自然さが軽減
され、また、音量および再生ピッチが揺らぐので、単純な繰り返し再生と比較して、飽き
る、不自然さが耳につく、などの感じを被験者Ｅに与えてしまうことが抑えられる。
　なお、読出部４３２は、ランダムに限られず、たとえ規則的な読み出しであっても良い
。規則的であっても、規則パターンの周期が長ければ、被験者Ｅに規則性を感じさせない
で済むからである。
【００３５】
　また、音源部４３０において再生する音は、風の音や、波の音、川のせせらぎなどに限
られず、音楽などであっても良い。音楽などの録音物を再生する場合に、波形メモリ４３
１に録音した波形データを記憶する一方、当該波形データを心拍数に応じたテンポで再生
すると、当該音を聴いた人が睡眠に入りやすいと考えられる。このため、音源部４３０に
おいて読出部４３２は、被験者Ｅの心拍数よりも、音源制御部２４０で指定された値だけ
低いテンポで再生する。
　なお、音源部４３０で再生される音には、音楽などを含む場合があるので、厳密な意味
での自然音ではないが、音源部４４０と区別する意味で自然音を再生する、という表現を
用いる。
【００３６】
　音源部４３０は、心拍を被験者Ｅに感じさせるために、読み出した波形データの振幅を
、心拍に応じたエンベロープで制御することが可能な構成となっている。詳細には、エン
ベロープ出力部４３８は、図１０において実線で示されるように、センサ１２によって検
出される脈拍、または、センサ１３によって検出される心拍に応じたエンベロープ波形を
出力する。このとき、エンベロープ出力部４３８は、検出された心拍数（脈拍数）よりも
、音源制御部２４０における制御テーブルで指定された値のテンポで、エンベロープ波形
を出力する。乗算器４３９は、乗算器４３７によって係数が乗算された波形データに、エ
ンベロープ波形を乗算して出力する。
　このように波形データの振幅が心拍に応じたエンベロープで制御されると、波形データ
が持つ音楽性が失われるものの、被験者Ｅが自己の心拍を感じやすくなるので、睡眠に入
りやすくなると考えられる。
【００３７】
  なお、音源部４３０は、読み出した波形データの振幅を、心拍ではなく呼吸に応じたエ
ンベロープで制御する構成でも良い。詳細には、エンベロープ出力部４３８は、図１０に
おいて破線で示されるように、被験者Ｅの呼吸に応じたエンベロープ波形を出力する。も
しくは、呼吸は心拍（脈拍）と同調して変化すると言われており、睡眠時には、例えば図
で示されるように心拍の４回に対して１度の割合で発生する傾向がある。これを利用し、
エンベロープ出力部４３８は、心拍に応じたエンベロープ波形に対して周波数が１／４の
エンベロープ波形を出力する。この構成によれば、波形データの振幅が呼吸に応じて制御
されるので、被験者Ｅが自己の呼吸を感じて、睡眠に入りやすくなると考えられる。
【００３８】
　音源部４３０によれば、被験者Ｅが飽きてしまう、不自然さが耳につくなどの感じを与
えないで済むだけでなく、心拍または呼吸に応じたテンポで音を再生することができるの
で、睡眠に入りやすくさせることができる、と考えられる。
【００３９】
　なお、音源部４３０においては、波形データの読み出し以外の構成でも可能である。例
えば乱数発生器で得られる信号（ホワイトノイズ）を用いても良い。ただし、強度が周波
数に対してフラットなので、当該信号をフィルタで濾波して、高域側に１／ｆスペクトル
の特性を持たせても良い。さらに、１／ｆで振幅変調して、低域側でも１／ｆスペクトル
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の特性を持たせても良い。
　また、例えばＭＩＤＩ（Musical Instrument Digital Interface）データを再生する構
成や、ＦＭ音源等のシンセサイザ音源を用いる構成でも良い。このような構成においても
、心拍や呼吸のテンポで音を再生しつつ、振幅やテンポ、音色を１／ｆで揺らぎを与える
構成が好ましい。ＭＩＤＩデータは、波形データと比較してデータ量が少ないので、多く
の曲を格納して、ランダムに選択することできる。このため、同じ音ばかりで飽きてしま
うことがないという効果が容易に得られることになる。また、ＦＭ音源は、音色を微妙に
変化させることが容易であるので、さらに飽きにくい音を生成することができる。
【００４０】
　次に、音楽を出力し、第２の音源部に相当する音源部（その４）４４０について説明す
る。図１１は、音源部４４０の構成を示すブロック図である。この図に示されるように、
音源部４４０は、波形メモリ４４１と、読出部４４２と、乗算器４４７とを備える。波形
メモリ４４１は、音楽の波形データを記憶し、読出部４４２は、センサ１２、１３で検出
される心拍数よりも、音源制御部２４０で指定された値だけ低いテンポで、かつ、指定さ
れた拍子で再生する。乗算器４４７は、読み出された波形データに、音源制御部２４０か
ら供給された音量に相当する係数を乗算して出力する。
　なお、音源部４４０において読出部４４２は、テンポが１／ｆで揺らぐように波形デー
タを読み出しても良いし、音量が１／ｆで揺らぐように、読み出した波形データに係数を
内部で乗算して出力しても良い。また、音源部４４０の読出部４４２を、音源部４３０の
読出部４３２と同様に、読出開始から読出終了までの読出区間を複数に分けるとともに、
当該読出区間の位置および時間長をランダムに設定して、波形データを読み出す構成とし
ても良い。
【００４１】
　この音源部４４０によれば、心拍に応じたテンポ等で音楽を再生することによって、睡
眠に入りやすいようにリラックス状態に移行させることができるし、逆にアップテンポで
音楽を再生することによって、リラックス状態とは逆の覚醒状態に移行させることができ
る、と考えられる。また、再生テンポや、音量などが揺らぐので、飽きない、不快になら
ない音を出力することができる。
　なお、音源部４３０における乗算器４３９の出力および音源部４４０における乗算器４
４７の出力については、読み出しから、レフト（Ｌ）およびライト（Ｒ）について２チャ
ンネル分処理する構成としても良いし、図示省略したパンニング回路によってレフト（Ｌ
）およびライト（Ｒ）に振り分ける構成であっても良い。
【００４２】
　次に、本実施形態に係る音源装置２０の処理動作について説明する。図１２は、音源装
置２０の動作を示すフローチャートである。
　音源装置２０において設定部２２０に目的として「睡眠の改善」が設定されると、推定
部２３０は、現時点が制御タイミングであるか否かを判別する（ステップＳａ１１）。本
実施形態において以降の動作を所定の時間間隔で繰り返し実行する。この間隔が例えば５
分間であれば、推定部２３０は前回の実行時から５分間経過したか否かを判別する。当該
判別結果が「Ｎｏ」であれば、処理手順がステップＳａ１１に戻る。このため、前回の実
行時から所定の時間が経過するまで、以降の処理が実行されることはない。
【００４３】
　やがて、前回の実行時から所定の時間が経過して、当該判別結果が「Ｙｅｓ」になると
、推定部２３０は、取得部２１０からセンサ１１、１２、１３の検出信号を取得する（ス
テップＳａ１２）。取得する検出信号は、例えば前回の実行時から今回実行時までの期間
にわたって内部メモリに蓄積した分であっても良いし、直近の１分間の分であっても良い
。次に、推定部２３０は、取得した検出信号を処理／解析して被験者Ｅの心体状態が５状
態のいずれであるかを推定する（ステップＳａ１３）。
【００４４】
　そして、推定部２３０は、次のステップＳａ１４、Ｓａ１６、Ｓａ１９、Ｓａ２１、Ｓ
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ａ２３によって、推定した心体状態に応じて処理を分岐させる。詳細には、推定部２３０
は、第１に、推定した心体状態が「興奮」であれば（ステップＳａ１４の判別結果が「Ｙ
ｅｓ」であれば）、推定部２３０は、音源制御部２４０の制御モードを「リラックス」に
設定する（ステップＳａ１５）。
　制御モードが「リラックス」に設定されると、音源制御部２４０は、図３に示される制
御テーブルを参照して、「リラックス」に対応する制御パターンで音源４０を制御する。
詳細には、音源制御部２４０は、音源部４１０、４２０、４４０をアクティブとし、音源
部４３０をノンアクティブとする。これにより、ハイパーソニック、バイノーラルビート
および音楽の合成音がスピーカ５１、５２から出力される。
【００４５】
　これらのうち、ハイパーソニックによって、被験者Ｅをリラックス状態に移行すること
が期待できる。また、バイノーラルビートでは、制御テーブルにしたがってレフト（Ｌ）
とライト（Ｒ）との周波数差が７～１４Ｈｚで変化するように制御される。このように制
御されたバイノーラルビートを聴いた被験者Ｅは、当該周波数差を脳内で認識する。７～
１４Ｈｚという周波数差は脳波におけるα波とほぼ同じなので、被験者Ｅがリラックス状
態に移行することが期待できる。
　一方、音楽は、被験者Ｅからセンサ１２、１３で検出された心拍数よりも「３」だけ低
いテンポ（周波数でいえば０．０５Ｈｚ）で音楽が再生される。例えば、心拍数が１分間
あたり６０回であれば、テンポはそれよりも「３」だけ低い「５７」に設定されて音楽が
再生される。また、このとき再生する音楽は４拍子で再生され、音量は「中」に設定され
る。したがって、再生された音楽のテンポに心拍数が近づくように導かれるので、リラッ
クスした状態に移行することが期待できる。
　なお、心拍に対して呼吸の周期が変化するので（あるいは逆に、呼吸に同期して心拍の
周期が変化するので）、呼吸のリズムになるように再生する音楽を例えば４拍子に設定す
ると、よりリラックスした状態に移行することが期待できる。
【００４６】
　このようなハイパーソニック、バイノーラルビートおよび音楽の合成音を聞いた被験者
Ｅは、やがて心体状態が「興奮」から１段落ち着いた状態である「覚醒」に移行する、と
考えられる。なお、ステップＳａ１５の後、処理手順は、ステップＳａ１１に戻る。
【００４７】
　一方、推定した心体状態が「興奮」でなく、「覚醒」であれば（ステップＳａ１６の判
別結果が「Ｙｅｓ」であれば）、推定部２３０は、第２に、直前に推定していた心体状態
が「興奮」であったか否かを判別する（ステップＳａ１７）。
　本実施形態では、推定した心体状態が「覚醒」に至る場合としては、「興奮」から移行
する場合と、後述するように「レム睡眠」から移行する場合との２通りを想定し、各場合
のそれぞれに対して制御モードを異ならせている。このため、ステップＳａ１７では、ど
ちらの場合であるのかを判別するようにしている。
【００４８】
　心体状態が「興奮」から「覚醒」に移行した場合でなく（ステップＳａ１７の判別結果
が「Ｎｏ」であれば）、「レム睡眠」から移行した場合であれば、推定部２３０は、音源
制御部２４０の制御モードを「ＭＵＴＥ」に設定する（ステップＳａ２６）。この「ＭＵ
ＴＥ」は、図３に示されるように、音源部４１０、４２０、４３０、４４０をすべてノン
アクティブにする制御モードであるので、スピーカ５１、５２から発せられていた音が停
止する。この後、音源装置２０の動作が終了する。
　一方、心体状態が「興奮」から「覚醒」に移行した場合であれば（ステップＳａ１７の
判別結果が「Ｙｅｓ」であれば）、推定部２３０は、音源制御部２４０の制御モードを「
入眠」に設定する（ステップＳａ１８）。
【００４９】
　制御モードが「入眠」に設定されると、音源制御部２４０は、制御テーブルを参照して
、「入眠」に対応する制御パターンで音源４０を制御する。詳細には、音源制御部２４０
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は、音源部４１０、４２０、４３０をアクティブとし、音源部４４０をノンアクティブと
する。これにより、ハイパーソニック、バイノーラルビートおよび自然音の合成音がスピ
ーカ５１、５２から出力される。
【００５０】
　これらのち、ハイパーソニックは「リラックス」の制御モードと同様である。
　また、バイノーラルビートは、制御テーブルにしたがってレフト（Ｌ）とライト（Ｒ）
との周波数差が４～７Ｈｚで変化するように制御される。この周波数差は脳波におけるθ
波とほぼ同じなので、より深い眠りへ移行することが期待できる。
　一方、「リラックス」から「入眠」に制御モードが変わると、音楽から自然音に切り替
わる。このときの自然音は、被験者Ｅの心拍数よりも「３」だけ低いテンポで再生される
。例えば、制御モードが「リラックス」に設定されていたときよりもさらに心拍数が低下
して５７回であれば、テンポはそれよりも「３」だけ低い「５４」で再生される。また、
このときの音は４拍子で再生され、音量は睡眠への移行に支障しないように「小」に設定
される。
　このようなハイパーソニック、バイノーラルビートおよび自然音の合成音を聞いた被験
者Ｅは、やがて心体状態が「覚醒」から、睡眠初期の状態である「浅い眠り」に移行する
、と考えられる。なお、ステップＳａ１８の後、処理手順は、ステップＳａ１１に戻る。
【００５１】
　ところで、心体状態が「興奮」、「覚醒」でなく、「浅い眠り」であれば（ステップＳ
ａ１９の判別結果が「Ｙｅｓ」であれば）、推定部２３０は、第３に、音源制御部２４０
の制御モードを「快眠」に設定する（ステップＳａ２０）。
【００５２】
　制御モードが「快眠」に設定されると、音源制御部２４０は、制御テーブルを参照して
「快眠」に対応する制御パターンで音源４０を制御する結果、音源部４１０、４３０をア
クティブとし、音源部４２０、４４０をノンアクティブとなる。これにより、ハイパーソ
ニックおよび自然音の合成音がスピーカ５１、５２から出力される。
　これらのうち、ハイパーソニックは、制御モードの「リラックス」および「入眠」と同
様である。
　一方、自然音は、被験者Ｅの心拍数よりも「２」だけ低いテンポで再生される。例えば
、制御モードが「入眠」に設定されていたときよりもさらに心拍数が低下して５６回であ
れば、テンポはそれよりも「２」だけ低い「５４」で再生される。
　被験者Ｅは、すでに眠りに落ちた状態にあると考えられるが、このようなハイパーソニ
ックおよび自然音の合成音を聴くことによって、「浅い眠り」から、より深い睡眠状態で
ある「深い眠り」に移行する、と考えられる。なお、ステップＳａ２０の後、処理手順は
、ステップＳａ１１に戻る。
【００５３】
　心体状態が「興奮」、「覚醒」、「浅い眠り」でなく、「深い眠り」であれば（ステッ
プＳａ２１の判別結果が「Ｙｅｓ」であれば）、推定部２３０は、第４に、音源制御部２
４０の制御モードを「アンビエント」に設定する（ステップＳａ２２）。
【００５４】
　制御モードが「アンビエント」に設定されると、音源制御部２４０は、制御テーブルを
参照して「アンビエント」に対応する制御パターンで音源４０を制御する結果、音源部４
１０をアクティブとし、音源部４２０、４３０、４４０をノンアクティブとする。これに
より、ハイパーソニックのみがスピーカ５１、５２から出力される。すでに、被験者Ｅは
、深い眠りに落ちた状態にあると考えられるので、この状態を維持するには、ハイパーソ
ニックのみで十分である、という考えに基づく。なお、ステップＳａ２２の後、処理手順
は、ステップＳａ１１に戻る。
【００５５】
　心体状態が「興奮」、「覚醒」、「浅い眠り」、「深い眠り」のいずれでなく、「レム
睡眠」であれば（ステップＳａ２３の判別結果が「Ｙｅｓ」であれば）、推定部２３０は
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、第５に、現在時刻が設定部２２０により設定された起床時刻に至っているのか否かを判
別する（ステップＳａ２４）。
　起床時間前であれば（ステップＳａ２４の判別結果が「Ｎｏ」であれば）、音源制御部
２４０は、制御モードを再び「入眠」に設定する（ステップＳａ１８）。一方、起床時間
に至っていれば（ステップＳａ２４の判別結果が「Ｙｅｓ」であれば）、音源制御部２４
０は、制御モードを「起床」に設定する（ステップＳａ２５）。
【００５６】
　制御モードが「起床」に設定されると、音源制御部２４０は、制御テーブルを参照して
「起床」に対応する制御パターンで音源４０を制御する結果、音源部４４０のみをアクテ
ィブとする。このため、音楽がスピーカ５１、５２から比較的大音量で出力される。また
、このときの音楽は、テンポが心拍の２倍で拍子が２拍子で再生される。したがって、被
験者Ｅは、レム睡眠から爽快に目覚めることになる。なお、ステップＳａ２５の後、処理
手順は、ステップＳａ１１に戻る。
　一方、心体状態が「興奮」、「覚醒」、「浅い眠り」、「深い眠り」、「レム睡眠」の
いずれでもない場合（ステップＳａ２３の判別結果が「Ｎｏ」である場合）、本実施形態
において想定していない状態にある、と考えられる。このため、例えばエラー表示などの
処理を実行し（ステップＳａ２６）、処理手順をステップＳａ１１に戻す。なお、処理手
順をステップＳａ１１に戻すのではなく、音源装置２０の動作を強制終了させても良い。
【００５７】
　続いて、音源装置２０の具体的な動作について図１３を参照して説明する。
　この図において、△は、上述したフローチャートにおいてステップＳａ１１の判別結果
が「Ｙｅｓ」となる制御タイミングを示している。
　まず、被験者Ｅは、時刻ｔ０で音源装置２０を始動させるとともに、ベッド５の上で仰
向けとなる。当所、被験者Ｅは活動状態であるので、推定部２３０によって、心体状態が
「興奮」であると推定される（ステップＳａ１４の判別結果が「Ｙｅｓ」）。このため、
制御モードが「リラックス」に設定されるので（ステップＳａ１５）、ハイパーソニック
の効果が与えられるとともに、周波数差が７～１４Ｈｚで変化するバイノーラルビートと
、被験者Ｅで検出された心拍数よりも若干低いテンポで再生される音楽とによって、当該
被験者Ｅの心体状態は、「興奮」から、落ち着いた状態である「覚醒」に移行する。具体
的には、センサ出力の移動平均である心拍数や呼吸などの生体状態（実線）は、当該生体
状態よりも低めの目標値（破線）に徐々に近づく。
【００５８】
　やがて、時刻ｔ１において、推定部２３０によって心体状態が「覚醒」であると推定さ
れる（ステップＳａ１６の判別結果が「Ｙｅｓ」）。このため、制御モードが「入眠」に
設定されるので（ステップＳａ１８）、ハイパーソニックの効果と、周波数差が４～７Ｈ
ｚで１段低く変化するバイノーラルビートとともに、検出された心拍数よりもさらに低い
テンポで再生される自然音によって、当該被験者Ｅは眠りに陥る。このとき、生体状態は
、引き続き目標値に徐々に近づきながら低下する。
　時刻ｔ２において、推定部２３０によって心体状態が「浅い眠り」であると推定される
（ステップＳａ１９の判別結果が「Ｙｅｓ」）。このため、制御モードが「快眠」に設定
されるので（ステップＳａ２０）、ハイパーソニックの効果と、さらに低いテンポで再生
される自然音とによって、当該被験者Ｅは深い眠りに陥る。このとき、生体状態はほぼ最
低目標値に接近している。
【００５９】
　制御モードの「快眠」にしたがった設定によって、やがて時刻ｔ３において心体状態が
「深い眠り」であると推定される（ステップＳａ２１の判別結果が「Ｙｅｓ」）。このた
め、制御モードが「アンビエント」に設定されるので（ステップＳａ２２）、ハイパーソ
ニックの効果のみが与えられる。
　ところで、ヒトは、眠っているときに、ノンレム睡眠とレム睡眠とを１～２時間程度の
周期で交互に繰り返すことが知られている。このため、ハイパーソニックの効果によって
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ノンレム睡眠が継続されないので、被験者Ｅはやがてレム睡眠に移行する。このため、生
体状態が上昇傾向になる。
　起床時刻前の時刻ｔ４において心体状態が「レム睡眠」にあると推定されたとき（ステ
ップＳａ２３）、制御モードが再び「入眠」に設定されるので（ステップＳａ１８）、ハ
イパーソニックの効果と、バイノーラルビートと、心拍数よりもさらに低いテンポで再生
される自然音とによって、当該被験者Ｅの生体状態が、再び目標値に向かって低下するこ
とになる。
　こうして、被験者Ｅは、ノンレム睡眠とレム睡眠とを交互に繰り返す一方、音源装置２
０は、ノンレム睡眠のうち、「浅い眠り」であればハイパーソニックと自然音とを再生す
ることによって睡眠が深くなるように被験者Ｅを誘導し、「深い眠り」であれば、ハイパ
ーソニックによってその眠りが継続するように、リラックスを図り、レム睡眠であれば、
ハイパーソニックとバイノーラルビートと自然音とを再生することによって再び眠りへと
誘う。
　なお、図１３においては、ノンレム睡眠とレム睡眠との繰り返しは省略している。
【００６０】
　一方、被験者Ｅが「レム睡眠」であるときに、起床時刻に至ると（ステップＳａ２４の
判別結果が「Ｙｅｓ」になると）、音楽は、テンポが心拍の２倍で拍子が２拍子で比較的
大音量で再生される。これにより、被験者Ｅを爽快に目覚めさせることができる。
　なお、被験者Ｅが目覚めると、時刻ｔ５において心体状態が「覚醒」であると推定され
る（ステップＳａ１６の判別結果が「Ｙｅｓ」、ステップＳａ１７の判別結果が「Ｎｏ」
）。このため、制御モードが「ＭＵＴＥ」に設定されるので（ステップＳａ２６）、再生
音が停止することになる。
【００６１】
　このように本実施形態によれば、睡眠の改善を図る場合に音源部４３０による自然音お
よび音源部４４０による音楽は、生体情報である心拍数に応じたテンポで再生されるので
、リラックスした状態に移行しながら入眠させることができる。このうち、自然音につい
ては、波形メモリ４３１から波形データの読出区間がランダムに設定されるので、波形メ
モリ４３１に要する記憶容量を少なく抑えた上で、飽きる、耳につくなどの感じを被験者
Ｅに与えないで済む。
　また、制御モードが「リラックス」、「入眠」、「快眠」に設定されたときに、音源部
４１０、４２０、４３０、４４０のうちの複数がアクティブにされるるとともに、アクテ
ィブにされた音源部の出力が合成される。このため、単純に音楽などを単体で聴かせるよ
りも、飽きのこない、耳につかないなどの効果を与えることができる。
　音源部４１０は、既存の録音物を流用でき、さらに、波形メモリ４１１の記憶容量を抑
えた上で、ハイパーソニックによるヒーリング効果を被験者Ｅに与えることができる。
【００６２】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば次に述べるような各種
の応用・変形が可能である。また、次に述べる応用・変形の態様は、任意に選択された一
または複数を適宜に組み合わせることもできる。
【００６３】
　実施形態では、設定部２２０で設定される目的を「睡眠の改善」としたが、これ以外で
あっても良い。例えば「眠気防止」、「リラックス」などあっても良い。「眠気防止」で
あれば、推定された心体状態に対して「睡眠の改善」とは逆方向に導けば良いし、「リラ
ックス」であれば、上記実施形態において推定した心体状態を「興奮」、「覚醒」に限定
して考えれば良い。
【００６４】
　実施形態では、センサ１１、１２、１３によって被験者Ｅの脳波、脈波（心拍）、体動
（呼吸）を生体情報として検出したが、これ以外にも、体温や、血圧などを検出して、心
体状態を推定しても良い。また、被験者Ｅの生体情報に限られず、周辺環境、例えば温度
、湿度、騒音などを検出して、これらを総合的に勘案して被験者Ｅの心体状態を推定して
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も良い。各音源部が出力に与える揺らぎの程度については、心拍、呼吸などの生体情報に
応じて決定しても良い。
【００６５】
　また、実施形態では、センサ１１、１２、１３によって被験者Ｅの生体情報を検出して
、睡眠状態（心体状態）を推定し、当該推定した睡眠状態に応じて音源部４１０、４２０
、４３０、４４０を制御したが、次のように構成しても良い。
　例えば、予め被験者Ｅの睡眠時の脳波、脈波、呼吸等を検出して睡眠状態を推定すると
ともに、簡易センサ（例えば体動を検出する加速度センサ）でも同時に検出することで、
睡眠状態と簡易センサの検出結果を対応付けて記憶しておく。そして、実際に「睡眠の改
善」をする場合に、被験者Ｅに簡易センサだけを装着して、当該簡易センサで検出して得
られた検出結果に基づいて、記憶されている睡眠状態の対応付けから睡眠状態を推定し、
その推定された睡眠状態に応じて音源部４１０、４２０、４３０、４４０を制御しても良
い。この際に、睡眠状態と簡易センサの検出結果の対応付けについては、被験者Ｅではな
く、多くの被験者の平均的な検出結果を用いても良い。
【符号の説明】
【００６６】
１１、１２、１３…センサ、２０…音源装置、４０…音源、５１、５２…スピーカ、４１
０、４２０、４３０、４４０…音源部、４１２…第１再生部、４１３…第２再生部、４１
６…混合部。

【図１】 【図２】
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