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(57)【要約】
【課題】いびきの検出を精度良く行うことができるいび
き検出装置を提供する。
【解決手段】入力された音を電気信号に変換することで
第一信号を生成する音取得部１０と、第一信号から、い
びきの音に対応する第一周波数帯域の成分を抽出するこ
とで第二信号を生成するバンドパスフィルタ２１と、第
二信号の波形に基づく第一包絡線の波形を有する包絡線
信号を生成する包絡線算出部２３と、包絡線信号から、
いびきが生ずる間隔に応じた第二周波数帯域の成分を抽
出して第三信号を生成するローパスフィルタ２４と、第
三信号の波形における複数の極大値を求め、当該複数の
極大値の間隔を用いていびきの有無を判定する判定部２
５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された音を電気信号に変換することで第一信号を生成する音取得部と、
　前記第一信号から、いびきの音に対応する第一周波数帯域の成分を抽出することで第二
信号を生成する第一フィルタと、
　前記第二信号の波形に基づく第一包絡線の波形を有する包絡線信号を生成する包絡線算
出部と、
　前記包絡線信号から、いびきが生ずる間隔に応じた第二周波数帯域の成分を抽出するこ
とで第三信号を生成する第二フィルタと、
　前記第三信号の波形における複数の極大値を求め、当該複数の極大値の間隔を用いてい
びきの有無を判定する判定部とを備える、
　いびき検出装置。
【請求項２】
　前記第一周波数帯域は、１００Ｈｚから１７０Ｈｚの範囲である、
　請求項１に記載のいびき検出装置。
【請求項３】
　前記第二周波数帯域は、０．３Ｈｚ以下の範囲である、
　請求項１または２に記載のいびき検出装置。
【請求項４】
　前記判定部は、極大値の間隔が、２秒から５秒の間である２つの隣り合う前記極大値の
間の期間を、いびきが生じている期間の候補であると判定し、当該候補が所定数以上連続
して現れる期間を、いびきが生じている期間である判定する、
　請求項１～３の何れか１項に記載のいびき検出装置。
【請求項５】
　前記包絡線算出部は、前記第二信号の波形の第二包絡線の波形を有する信号を生成し、
当該信号の波形の包絡線である前記第一包絡線信号の波形を有する前記包絡線信号を生成
する、
　請求項１～４の何れか１項に記載のいびき検出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睡眠時のいびきを検出するいびき検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　睡眠中のいびきを検出するいびき検出装置には、例えば、いびきの音が特定の周波数帯
域、例えば、１～４ｋＨｚ等の周波数に強く現われることを利用して、いびきの検出を行
う装置がある（例えば、特許文献１または特許文献２参照）。特許文献１に記載のいびき
検出装置では、マイクロフォンなどの音を検出するセンサ等を用いていびきを含む音を検
出し、フィルタを用いて、センサからの信号から１ｋＨｚあるいは２～３ｋＨｚの周波数
帯域の成分を抽出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２３３６４７号公報
【特許文献２】特開２０１３－１９２７２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したいびき検出装置では、いびきの検出精度が十分ではないという
問題があった。
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【０００５】
　本発明は上述の課題を解決するためになされたものであり、いびきの検出を精度良く行
うことができるいびき検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係るいびき検出装置は、入力された音を
電気信号に変換することで第一信号を生成する音取得部と、前記第一信号から、いびきの
音に対応する第一周波数帯域の成分を抽出することで第二信号を生成する第一フィルタと
、前記第二信号の波形に基づく第一包絡線の波形を有する包絡線信号を生成する包絡線算
出部と、前記包絡線信号から、いびきが生ずる間隔に応じた第二周波数帯域の成分を抽出
することで第三信号を生成する第二フィルタと、前記第三信号の波形における複数の極大
値を求め、当該複数の極大値の間隔を用いていびきの有無を判定する判定部とを備える。
【０００７】
　マイクロフォン等の音取得部では、いびきが生じていない期間であっても、ノイズ等に
より微弱な信号が検出される。このため、いびきが生じている期間といびきが生じていな
い期間とを区別するために、従来は、しきい値より小さい音圧レベルの音の成分を除去す
る処理が行われている（例えば、特許文献１のレベル検出器参照）。しかし、しきい値以
上の音圧レベルの成分を抽出する場合、音圧レベルの小さいいびきは検出することができ
なくなるという問題がある。
【０００８】
　上記構成のいびき検出装置では、包絡線信号を求めることにより第二信号の外形を算出
し、第二フィルタを用いて、包絡線信号から当該いびきの間隔に応じた周波数成分の抽出
を行う。これにより、上記構成のいびき検出装置では、音圧レベルによる処理を行わずに
、いびきを検出することが可能になる。上記構成のいびき検出装置は、しきい値より小さ
い音圧レベルの音の成分を除去しないため、小さいいびきの検出漏れを防ぐことが可能に
なる。これにより、上記構成のいびき検出装置では、いびきの検出を精度良く行うことが
可能になる。
【０００９】
　例えば、前記第一周波数帯域は、１００Ｈｚから１７０Ｈｚの範囲であっても良い。
【００１０】
　１００Ｈｚ～１７０Ｈｚの周波数帯はいびきの特徴を有する周波数であるため、上記構
成のいびき検出装置において、当該周波数帯を第一周波数帯域として設定することで、い
びきの検出を適切に行うことができる。
【００１１】
　また、前記第二周波数帯域は、０．３Ｈｚ以下の範囲であっても良い。
【００１２】
　いびきは、息を吸うときに起きるため、いびきの間隔は呼吸の間隔と同じになる。呼吸
は、概ね２～５秒に１回程度である。つまり、いびきの周期は、概ね０．３Ｈｚ以下であ
ると考えられる。上記構成のいびき検出装置において、０．３Ｈｚ以下を第二周波数帯域
として設定することで、いびきの検出を適切に行うことが可能になる。
【００１３】
　また、前記判定部は、極大値の間隔が、２秒から５秒の間である２つの隣り合う前記極
大値の間の期間を、いびきが生じている期間の候補であると判定し、当該候補が所定数以
上連続して現れる期間を、いびきが生じている期間である判定しても良い。
【００１４】
　上述したように、いびきの周期は、概ね２～５秒に１回程度である。したがって、第三
信号の波形における極大値が２～５秒間隔の場合は、いびきが生じている可能性がある。
上記構成のいびき検出装置では、このようないびきが生じている可能性がある期間を適切
に判定できる。
【００１５】
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　また、単位期間内において、いびきの音が生じている期間は、散発的ではなく、１塊に
なっている傾向があることから、いびきは、一定の時間以上つづくと言える。上記構成の
いびき検出装置では、候補が所定数以上連続して現れる場合にいびきが生じていると判定
するので、いびきの判定を適切に行うことができる。
【００１６】
　また、前記包絡線算出部は、前記第二信号の波形の第二包絡線の波形を有する信号を生
成し、当該信号の波形の包絡線である前記第一包絡線信号の波形を有する前記包絡線信号
を生成しても良い。
【００１７】
　包絡線は、信号の外形を算出するものであるが、上述したように、いびきの波形は非常
に細かい振動を有する波形となっているため、１回の包絡線の算出では、包絡線に当該細
かい振動がある程度残る場合があると考えられる。このため、上記構成のいびき検出装置
では、包絡線の包絡線を算出することにより、細かい振動を取り除いた信号を第二フィル
タに出力することが可能になる。
【００１８】
　なお、本発明は、このような特徴的な処理部を備えるいびき検出装置として実現するこ
とができるだけでなく、いびき検出装置に含まれる特徴的な処理部が実行する処理をステ
ップとするいびき検出方法として実現することができる。また、いびき検出装置に含まれ
る特徴的な処理部としてコンピュータを機能させるためのプログラムまたはいびき検出方
法に含まれる特徴的なステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現するこ
ともできる。そして、そのようなプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓ
ｃ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のコンピュータ読み取り可能な非一時的な記
録媒体あるいはインターネット等の通信ネットワークを介して流通させることができるの
は、言うまでもない。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、いびき検出装置において、いびきの検出を精度良く行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施の形態におけるいびき検出装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】実施の形態におけるいびき検出方法の一例を示すフローチャートである。
【図３】実施の形態において音取得部から出力される第一信号（電気信号）の波形の一例
を示すグラフである。
【図４】実施の形態におけるバンドパスフィルタによるフィルタリング後の第二信号の波
形の一例を示すグラフである。
【図５】実施の形態における整流化された後の第二信号の波形の一例を示すグラフである
。
【図６】実施の形態における包絡線の算出結果の一例を示すグラフである。
【図７】実施の形態における包絡線の算出方法の一例を示すグラフである。
【図８】実施の形態における包絡線信号の波形および第三信号の波形の一例を示すグラフ
である。
【図９】従来のいびき検出装置におけるいびきの検出の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１０】従来のいびき検出装置におけるいびきの検出結果の一例と実施の形態における
いびきの検出結果の一例とを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　［課題の詳細］
　上記特許文献１に記載のいびき検出装置では、フィルタを用いていびきの音に対応する
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第一周波数帯域の成分を抽出し、レベル検出器を用いて音の強弱を検出する。
【００２２】
　図９は、特許文献１のいびき検出装置におけるいびきの検出の処理手順を示すフローチ
ャートである。図９に示すように、特許文献１のいびき検出装置は、センサから出力され
る信号を増幅して第１の周波数フィルタおよび第２の周波数フィルタに出力する。第１の
周波数フィルタおよび第２の周波数フィルタは、いびきの音の成分を抽出する第一フィル
タに相当する。特許文献１のいびき検出装置は、２つのフィルタを切り替えることで、い
びきの音の抽出する成分を切り替えている。特許文献１のいびき検出装置は、フィルタに
より抽出した成分の所謂極大値の間隔から、いびきか否かを判定している。
【００２３】
　ここで、明示されていないが、レベル検出器では、音の強弱を判定する、つまり、音の
音圧レベルが所定のしきい値以上であるか否かを判定する。
【００２４】
　また、特許文献２のいびき検出装置では、マイクから入力された音の信号のうち、音圧
レベルが閾値より小さい成分を除去している。
【００２５】
　しかし、いびきの音圧レベルは一定ではないことから、音圧レベルがしきい値以下であ
る成分の除去を行うと、いびきの検出精度が低下してしまうという問題がある。
【００２６】
　ここで、図１０は、従来のいびき検出装置におけるいびきの検出結果の一例と実施の形
態におけるいびきの検出結果の一例とを示す図である。図１０の（ａ）は、従来のいびき
検出装置におけるいびきの検出結果の一例を示している。
【００２７】
　図１０（ａ）に示すように、いびきの音圧レベルは、同一人物から発せられたいびきで
あっても、一定ではなく不規則である場合があると考えられる。
【００２８】
　図１０の（ａ）では、時刻ｔ１から始まるいびきと、時刻ｔ３から始まるいびきは、音
圧レベルがしきい値以上となっているが、時刻ｔ２から始まるいびきは、音圧レベルがし
きい値以下となっている。このため、従来のいびき検出装置では、時刻ｔ２から始まるい
びきは検出することができなくなり、いびきの候補の間隔がｔ１～ｔ３の間隔であると判
定されてしまう。
【００２９】
　つまり、音圧レベルが小さい（閾値以下の）いびきと、音圧レベルが大きい（閾値以上
の）いびきの両方を考慮した場合は、いびきの候補の間隔は数秒程度となる。しかし、音
圧レベルが大きいいびきのみでは、いびきの候補の間隔は通常の倍近い値になってしまい
、いびきが生じていないと判定されてしまう可能性がある。上述したいびき検出装置では
、音圧レベルが閾値以下のいびきの信号は除外されるため、実際にはいびきが生じている
場合でも、いびきがないと判定される可能性があるという問題がある。
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、各図は、必
ずしも各寸法あるいは各寸法比等を厳密に図示したものではない。また、以下で説明する
実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で
示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ス
テップの順序などは、一例であり、請求の範囲を限定する主旨ではない。また、以下の実
施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、
任意の構成要素として説明される。
【００３１】
　（実施の形態）
　実施の形態のいびき検出装置について、図１～図８を基に説明する。
【００３２】
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　［１．いびき検出装置の構成］
　図１は、本実施の形態におけるいびき検出装置の構成の一例を示すブロック図である。
図１に示すように、いびき検出装置１は、音取得部１０と、いびき検出部２０と、表示部
３０とを備えている。
【００３３】
　［１－１．音取得部］
　音取得部１０は、本実施の形態では、音を電気信号に変換することで第一信号を生成す
るマイクロフォンである場合を例に説明する。なお、音取得部１０は、音の周波数および
音圧レベルが検出できる機器であればよい。音取得部１０は、入力された音の周波数を有
し、かつ、音圧レベルに応じた振幅を有する電気信号を出力する。
【００３４】
　［１－２．いびき検出部］
　いびき検出部２０は、音取得部１０から出力された電気信号を用いていびきが生じてい
るか否かを判定する。図１に示すように、いびき検出部２０は、バンドパスフィルタ２１
と、整流回路２２と、包絡線算出部２３と、ローパスフィルタ２４と、判定部２５とを備
えている。
【００３５】
　なお、いびき検出部２０は、本実施の形態では、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）あるいはマイクロプロセッサ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリを
備えるコンピュータシステムである場合を例に説明する。メモリには、いびき検出方法を
実現するためのコンピュータプログラムが記憶されている。ＣＰＵあるいはマイクロプロ
セッサが、コンピュータプログラムに従って動作することにより、いびき検出方法の各ス
テップを実行することができる。なお、バンドパスフィルタ２１、整流回路２２およびロ
ーパスフィルタ２４については、ＣＰＵによる演算処理により実現しても構わないし、集
積回路により構成されても構わない。
【００３６】
　バンドパスフィルタ２１は、音取得部１０から出力された第一信号から、第一周波数帯
域の成分を抽出することで第二信号を生成する第一フィルタの一例である。バンドパスフ
ィルタ２１は、第一信号のうち、第一周波数帯域の成分を通過させ、他の帯域の成分を除
去または減衰させる。第一周波数帯域は、いびきの音における特徴的な周波数帯域である
。本実施の形態では、第一周波数帯域は、１００Ｈｚ～１７０Ｈｚに設定されている。
【００３７】
　整流回路２２は、本実施の形態では、全波整流回路であり、バンドパスフィルタ２１か
ら出力された第二信号を全波整流した信号を包絡線算出部２３に対して出力する。なお、
全波整流回路ではなく、半波整流回路で構成されていても構わない。また、整流回路２２
は、必ずしも設ける必要はない。
【００３８】
　包絡線算出部２３は、全波整流後における第二信号の波形に基づく第一包絡線の波形を
有する包絡線信号を出力する。包絡線の算出方法には、例えば、ピークホールドを求める
方法、あるいは、ヒルベルト変換を利用する方法、振幅変調による方法等がある。本実施
の形態では、包絡線の導出にピークホールドを利用する。
【００３９】
　ローパスフィルタ２４は、包絡線信号から、いびきが生ずる間隔に応じた第二周波数帯
域の成分を抽出することで第三信号を生成する第二フィルタの一例である。ローパスフィ
ルタ２４は、包絡線信号のうち、第二周波数帯域の成分を通過させ、他の帯域の成分を除
去または減衰させる。本実施の形態では、第二周波数帯域は、いびきが呼吸と同じ２～５
秒の周期性を持つことを考慮し、０．３Ｈｚ以下に設定されている。
【００４０】
　判定部２５は、第三信号の波形における複数の極大値を求め、当該複数の極大値の間隔
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を用いていびきの有無を判定する。判定部２５は、極大値の間隔が第一範囲内の場合に、
当該極大値の間の期間を、いびきが生じている可能性のあるいびき候補とする。なお、第
一範囲は、本実施の形態では、上述したように、いびきが２～５秒の周期性を持つことを
考慮し、２～５秒に設定する。なお、第一範囲は、個人差（年齢、性別）等を考慮して、
２～５秒ではなく、他の範囲に設定しても構わない。また、判定部２５は、第三信号にお
いて当該いびき候補が一定数連続して現れる場合に、当該いびき候補が示す期間をいびき
が生じた期間であると判定する。なお、一定数は、いびきと判定できる数に設定する。
【００４１】
　［１－３．表示部］
　表示部３０は、上述したいびきの検出結果を表示するための装置であり、本実施の形態
では、液晶パネルを用いて構成されている。
【００４２】
　［２．いびき検出方法］
　図２は、本実施の形態におけるいびき検出方法の一例を示すフローチャートである。
【００４３】
　音取得部１０は、いびきの検出を行う期間の間、入力された音を検出する（Ｓ１１）。
図３は、本実施の形態において音取得部１０から出力される第一信号（電気信号）の波形
の一例を示すグラフである。図３に示すように、第一信号は、複数の周波数の信号が重畳
された信号となっている。
【００４４】
　バンドパスフィルタ２１は、第一信号に対するフィルタリングを行う（Ｓ１２）。本実
施の形態では、バンドパスフィルタ２１は、上述したように、第一信号から１００Ｈｚ～
１７０Ｈｚの成分を抽出する。抽出された信号を第二信号とする。図４は、本実施の形態
におけるバンドパスフィルタ２１によるフィルタリング後の第二信号の波形の一例を示す
グラフである。
【００４５】
　整流回路２２は、第二信号を整流化する（Ｓ１３）。整流化により、マイナスの成分が
なくなるので、後の信号処理が容易になる。図５は、本実施の形態における整流化された
後の第二信号の波形の一例を示すグラフである。
【００４６】
　包絡線算出部２３は、整流化された後の第二信号の包絡線を算出する（Ｓ１４）。本実
施の形態では、ピークホールドを利用する。包絡線を求めることにより、整流化された後
の第二信号の外形を求めることができる。
【００４７】
　図６は、本実施の形態における包絡線の算出結果の一例を示すグラフである。図７は、
本実施の形態における包絡線の算出方法の一例を示すグラフである。図７において、実線
は包絡線を、一点鎖線は整流化された後の第二信号を示している。図７に示す例では、点
Ｐｉは時刻ｔｉにおける整流化された後の第二信号上の点を示し、点Ｅｉは、時刻ｔｉに
おける包絡線上の点を示している。図７では、点Ｐ１、Ｐ４、Ｐ８、Ｐ１１およびＰ１５
が第二信号のピーク値になっている。
【００４８】
　図７では、第二信号の値は、時刻ｔｉ（ｉ＝１～１５）において変化している。そこで
、本実施の形態の包絡線算出部２３は、包絡線のピークを探索しながら、包絡線を算出す
る。
【００４９】
　包絡線算出部２３は、ピークである点Ｐ１を検出する。
【００５０】
　次に、包絡線算出部２３は、時刻ｔ２において、第二信号の波形がピークであるか否か
を算出する。包絡線算出部２３は、例えば、ピークの検出を行う時刻における第二信号の
値が、前後の時刻における第二信号の値よりも大きい場合に、ピークであると判定する。
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時刻ｔ２の場合、包絡線算出部２３は、時刻ｔ２における第二信号の値が時刻ｔ３におけ
る第二信号の値よりも小さいので、ピークではないと判定する。ピークではないと判定し
た場合、包絡線算出部２３は、前回のピークの値を保持する。言い換えると、図７では、
包絡線算出部２３は、点Ｐ１（＝点Ｅ１）の値を維持する。
【００５１】
　引き続き、包絡線算出部２３は、時刻ｔ３において、第二信号の波形がピークであるか
否かを算出する。時刻ｔ３の場合、包絡線算出部２３は、時刻ｔ３における第二信号の値
が時刻ｔ２およびｔ４における第二信号の値よりも小さいので、ピークではないと判定す
る。包絡線算出部２３は、時刻ｔ３の第二信号の値がピークではないと判定したので、前
回のピークの値を保持する。
【００５２】
　包絡線算出部２３は、時刻ｔ４において、第二信号の波形がピークであるか否かを算出
する。時刻ｔ４の場合、包絡線算出部２３は、時刻ｔ４における第二信号の値が時刻ｔ３
およびｔ５における第二信号の値よりも大きいので、ピークであると判定する。包絡線算
出部２３は、時刻ｔ４の第二信号の値がピークであると判定したので、時刻ｔ３における
包絡線信号の点Ｅ３と、時刻ｔ４における第二信号の点Ｐ１（＝点Ｅ４）とを結ぶ線を引
く。
【００５３】
　包絡線算出部２３は、時刻ｔ５以降についても、同様の処理を行う。包絡線算出部２３
は、算出した包絡線の波形を有する包絡線信号をローパスフィルタ２４に対して出力する
。
【００５４】
　ローパスフィルタ２４は、包絡線信号に対するフィルタリングを行う（Ｓ１５）。ロー
パスフィルタ２４は、包絡線信号のうち、いびきが生じる間隔を考慮して、０．３Ｈｚ以
下の周波数成分を通過させる。
【００５５】
　図８は、本実施の形態における包絡線信号の波形および第三信号の波形の一例を示すグ
ラフである。図８において、実線は包絡線を、二点鎖線は第三信号を示している。
【００５６】
　判定部２５は、第三信号の極大値のタイミングを算出し、当該タイミングから極大値の
間隔を算出する（Ｓ１６）。図８では、極大値の間隔ｄｊ（ｊは整数）をそれぞれ算出す
る。
【００５７】
　判定部２５は、いびきの判定を行う（Ｓ１７）。判定部２５は、第三信号の極大値の間
隔が３～５秒の期間を、いびきが生じている候補として判定する。また、判定部２５は、
当該候補が、一定回数以上連続している場合に、いびきが生じていると判定する。
【００５８】
　［３．効果等］
　本実施の形態のいびき検出装置１では、音圧レベルによる信号の除去を行わないため、
検出精度が低下するのを防止することができる。
【００５９】
　ここで、図１０は、上述したように、従来のいびき検出装置におけるいびきの検出結果
の一例と実施の形態におけるいびきの検出結果の一例を示す図である。図１０の（ａ）は
、上述したように、従来のいびき検出装置におけるいびきの検出結果の一例を示している
。図１０の（ｂ）は、実施の形態におけるいびきの検出結果である第三信号の一例を示し
ている。
【００６０】
　従来のいびき検出装置の場合、図１０の（ａ）に示すように、音圧レベルがしきい値以
下のいびきの音、例えば、時刻ｔ２から始まるいびきの音は、いびきの検出において考慮
されない。このため、従来のいびき検出装置では、時刻ｔ１～ｔ３の間隔が、いびきの候
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補であるか否かの判定対象となる。時刻ｔ１～ｔ３の間隔は、実際のいびきの間隔の２倍
程度になる。このため、時刻ｔ１～ｔ３の間の期間は、いびき候補ではないと判定される
可能性がある。
【００６１】
　これに対し、上記実施の形態のいびき検出装置１では、図１０の（ｂ）に示すように、
時刻ｔ２から始まる音圧レベルが小さいいびきの場合でも、第三信号に極大値が現れる。
上記実施の形態のいびき検出装置１では、時刻ｔ４～ｔ５の間の間隔と、時刻ｔ５～ｔ６
の間の間隔とが、いびきの候補であるか否かの判定対象となる。時刻ｔ４～ｔ５の間の間
隔と、時刻ｔ５～ｔ６の間の間隔とが、いずれも２～５秒であるとすると、いびき検出装
置１は、いびき候補であると判定できる。
【００６２】
　つまり、上記実施の形態のいびき検出装置１では、従来のいびき検出装置に比べ、いび
きの候補の判定をより精度良く行うことができ、いびきの検出精度を向上させることがで
きる。
【００６３】
　上記実施の形態のいびき検出装置１では、包絡線信号を求めるので、第二信号の外形を
算出することができる。なお、包絡線信号には、いびきの音の外形だけでなく、目覚まし
時計の音あるいは空調、空気清浄機等の雑音の外形が含まれる。
【００６４】
　そこで、上記実施の形態のいびき検出装置１では、さらに、いびきが生じる間隔が呼吸
と同じ間隔であり、周期性を有することを考慮し、第二フィルタを用いて、包絡線信号か
ら当該いびきが生じる周期と同じ周期を有する成分の抽出を行う。これにより、例えば、
いびきとは異なる周期性を有する雑音を除去することが可能になる。結果的に、第二フィ
ルタから出力される第三信号は、１つのいびきにつき１つの極大値を有する波形となる。
【００６５】
　つまり、本実施の形態のいびき検出装置１では、第三信号の極大値の間隔により、いび
きが生じる間隔を装置側で自動的に精度良く認識することが可能になる。
【００６６】
　［４．変形例］
　上記実施の形態において、いびき検出装置１の包絡線算出部２３は、第二信号の波形の
包絡線を算出したが、第二信号の波形の第二包絡線の波形を有する信号を生成し、当該信
号の波形の包絡線（＝第一包絡線）の波形を有する信号を包絡線信号として出力するよう
に構成しても構わない。包絡線算出部２３は、３回以上繰り返して包絡線の包絡線を求め
るように構成しても構わない。
【００６７】
　上述したように、いびきの音は非常に細かい振動を有するため、包絡線信号を算出する
ことで、ある程度第二信号の外形をとらえることができる。包絡線の算出を繰り返し行う
ことにより、より滑らかな波形を取得することができる。
【００６８】
　当該変形例においても、いびき検出装置は、音圧レベルによる信号の除去を行わないた
め、検出精度が低下するのを防止することができる。
【００６９】
　（他の実施の形態）
　以上、本発明の実施の形態に係るいびき検出装置について説明したが、本発明は、この
実施の形態に限定されるものではない。
【００７０】
　（１）例えば、上記実施の形態において、判定部２５は、いびきの候補が一定回数以上
連続している場合にいびきが生じていると判定した。判定部２５は、例えば、特許文献１
のいびき検出装置と同様に、いびきの候補の期間が、ある程度変動している場合に、いび
きであると判定しても構わない。このように構成すれば、いびきと同程度の周期性を有す
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る雑音といびきとを区別することが可能になる。
【００７１】
　（２）また、上記実施の形態のいびき検出装置は、ＣＰＵおよびメモリを備えるコンピ
ュータシステムである場合を例に説明したが、これに限るものではない。
【００７２】
　上記いびき検出装置のいびき検出部を構成する構成要素の一部または全部は、１個のシ
ステムＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）か
ら構成されているとしても良い。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集
積して製造された超多機能ＬＳＩである。システムＬＳＩは、例えば、マイクロプロセッ
サ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構成されるコンピュータシステムを含む。この場合、Ｒ
ＡＭには、コンピュータプログラムが記憶されている。マイクロプロセッサが、コンピュ
ータプログラムに従って動作することにより、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【００７３】
　さらにまた、上記のいびき検出部を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱
着可能なＩＣカードまたは単体のモジュールから構成されているとしても良い。ＩＣカー
ドまたはモジュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成されるコンピ
ュータシステムである。ＩＣカードまたはモジュールは、上記の超多機能ＬＳＩを含むと
しても良い。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムに従って動作することによ
り、ＩＣカードまたはモジュールは、その機能を達成する。このＩＣカードまたはこのモ
ジュールは、耐タンパ性を有するとしても良い。
【００７４】
　また、本発明は、上記に示すいびき検出方法であるとしても良い。また、本発明は、い
びき検出方法をコンピュータにより実現するコンピュータプログラムであるとしても良い
し、上記コンピュータプログラムからなるデジタル信号であるとしても良い。
【００７５】
　さらに、本発明は、上記コンピュータプログラムまたは上記デジタル信号をコンピュー
タ読み取り可能な非一時的な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク
、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａ
ｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、半導体メモリなどに記録したものとしても良い。また、こ
れらの非一時的な記録媒体に記録されている上記デジタル信号であるとしても良い。
【００７６】
　また、本発明は、上記コンピュータプログラムまたは上記デジタル信号を、電気通信回
線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等
を経由して伝送するものとしても良い。
【００７７】
　さらに、上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　上記実施の形態のいびき検出装置は、医療施設、介護施設あるいは研究施設等に設置さ
れるいびき検出装置として有用である。
【符号の説明】
【００７９】
１　　いびき検出装置
１０　音取得部
２０　いびき検出部
２１　バンドパスフィルタ
２２　整流回路
２３　包絡線算出部
２４　ローパスフィルタ
２５　判定部
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