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(57)【要約】
【課題】利便性を向上させることができる判定装置を提
供すること。
【解決手段】判定装置は、ニューラルネットワークを含
む機械学習のモデルに基づいて被験体の脳の睡眠状態を
判定する判定装置であって、当該モデルは、第１脳波形
情報と第１時刻情報とを含む第１入力情報と、第１睡眠
状態を示す第１睡眠状態情報との対応関係を学習済みで
あり、第２脳波形情報と第２時刻情報とを含む第２入力
情報が入力された場合、入力された第２入力情報に対応
付けられる当該睡眠状態を推定し、推定した結果を示す
情報を出力情報として出力し、判定装置は、第２入力情
報を当該モデルに入力し、第２入力情報が入力された当
該モデルから出力された出力情報に応じて、当該睡眠状
態を判定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ニューラルネットワークを含む機械学習のモデルに基づいて被験体の脳の睡眠状態を判
定する判定装置であって、
前記モデルは、
前記被験体の第１脳波の波形を示す第１脳波形情報と前記第１脳波形情報に対応付けら
れた第１時刻を示す第１時刻情報とを含む第１入力情報と、前記第１入力情報に対応付け
られた前記睡眠状態である第１睡眠状態を示す第１睡眠状態情報との対応関係を学習済み
であり、前記被験体の第２脳波の波形を示す第２脳波形情報と前記第２脳波形情報に対応
付けられた第２時刻を示す第２時刻情報とを含む第２入力情報が入力された場合、入力さ
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れた前記第２入力情報に対応付けられる前記睡眠状態を推定し、推定した結果を示す情報
を出力情報として出力し、
前記判定装置は、
制御部を備え、
前記制御部は、
前記第２入力情報を前記モデルに入力し、前記第２入力情報が入力された前記モデルか
ら出力された前記出力情報に応じて、前記睡眠状態を判定する、
判定装置。
【請求項２】
前記睡眠状態は、前記被験体の脳の状態のうちの睡眠時における前記被験体の脳波によ
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り分類される複数の状態のいずれかのことであり、
前記制御部は、
前記出力情報に応じて、
前記第２入力情報が入力された前記モデルから出力された前記出力情報に応じて、前記
睡眠状態が前記複数の状態のうちのいずれの状態であるかを判定する、
請求項１に記載の判定装置。
【請求項３】
前記複数の状態には、レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒状態が含まれている、
請求項２に記載の判定装置。
【請求項４】
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前記モデルは、
前記第２入力情報が入力された場合、前記第２入力情報に対応付けられる前記睡眠状態
であることの尤もらしさを示す尤度を前記複数の状態のそれぞれについて推定し、前記複
数の状態のそれぞれについて推定した前記尤度のそれぞれを含む情報を前記出力情報とし
て出力し、
前記制御部は、前記出力情報に基づいて、前記複数の状態のうち前記モデルにより推定
された尤度が最も高い状態を、前記睡眠状態として判定する、
請求項２又は３に記載の判定装置。
【請求項５】
前記第１入力情報には、周波数領域における前記第１脳波の波形を示す第１周波数領域
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情報が含まれており、
前記第２入力情報には、周波数領域における前記第２脳波の波形を示す第２周波数領域
情報が含まれている、
請求項１から４のうちいずれか一項に記載の判定装置。
【請求項６】
前記モデルは、前記第２入力情報に含まれる前記第２脳波形情報が入力される畳み込み
ニューラルネットワークと、前記畳み込みニューラルネットワークからの出力と前記第２
入力情報に含まれる情報のうち前記第２脳波形情報以外の情報とが入力される全結合型ニ
ューラルネットワークとが組み合わされた前記ニューラルネットワークを含み、
前記全結合型ニューラルネットワークは、前記出力情報を出力し、
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前記制御部は、前記第２入力情報に含まれる前記第２脳波形情報を前記畳み込みニュー
ラルネットワークに入力し、前記畳み込みニューラルネットワークからの出力と前記第２
入力情報に含まれる情報のうち前記第２脳波形情報以外の情報とを前記全結合型ニューラ
ルネットワークに入力し、前記全結合型ニューラルネットワークから出力された前記出力
情報に応じて前記睡眠状態を判定する、
請求項１から５のうちいずれか一項に記載の判定装置。
【請求項７】
前記制御部は、過去の前記睡眠状態と、過去から現在に至るまでの前記睡眠状態につい
ての状態遷移確率とに基づいて、前記モデルから出力された前記出力情報を補正し、補正
された後の前記出力情報に応じて、前記睡眠状態を判定する、
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請求項１から６のうちいずれか一項に記載の判定装置。
【請求項８】
前記ニューラルネットワークのカーネルサイズは、所定の周波数帯に応じて決定された
値である、
請求項１から７のうちいずれか一項に記載の判定装置。
【請求項９】
請求項１から８のうちいずれか一項に記載の判定装置と、内視鏡とを備えた光照射装置
であって、
前記内視鏡は、
前記被験体の脳に所定の波長の光を照射する照射部と、
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前記被験体の脳を撮像する撮像部と、
光照射制御部と、
を備え、
前記光照射制御部は、
前記判定装置による判定結果に応じて前記照射部に前記光を照射させる、
光照射装置。
【請求項１０】
コンピュータに、ニューラルネットワークを含む機械学習のモデルに基づいて被験体の
脳の睡眠状態を判定させるプログラムであって、
前記モデルは、
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前記被験体の第１脳波の波形を示す第１脳波形情報と前記第１脳波形情報に対応付けら
れた第１時刻を示す第１時刻情報とを含む第１入力情報と、前記第１入力情報に対応付け
られた前記睡眠状態である第１睡眠状態を示す第１睡眠状態情報との対応関係を学習済み
であり、前記被験体の第２脳波の波形を示す第２脳波形情報と前記第２脳波形情報に対応
付けられた第２時刻を示す第２時刻情報とを含む第２入力情報が入力された場合、入力さ
れた前記第２入力情報に対応付けられる前記睡眠状態を推定し、推定した結果を示す情報
を出力情報として出力し、
前記プログラムは、
前記第２入力情報を前記モデルに入力し、
前記第２入力情報が入力された前記モデルから出力された前記出力情報に応じて、前記
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睡眠状態を判定する、
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、判定装置、光照射装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
被験体の脳の睡眠状態を判定する技術についての研究や開発が行われている。
【０００３】
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ここで、被験体の脳の状態は、被験体の脳波の波形により特徴付けられる状態のことで
ある。被験体の脳の状態は、所定の条件下における被験体の脳波の波形によって複数の状
態に分類することができる。例えば、被験体の脳の状態は、睡眠時における被験体の脳波
の波形によって複数の状態に分類することができる。前述の被験体の脳の睡眠状態は、睡
眠時における被験体の脳波の波形によって被験体の脳の状態が複数の状態に分類された場
合における当該複数の状態のいずれかのことである。以下では、説明の便宜上、当該複数
の状態のそれぞれを、睡眠時分類状態と称して説明する。すなわち、被験体の脳の睡眠状
態を判定することは、被験体の脳の状態が、複数の睡眠時分類状態のうちのいずれである
かを判定することを意味する。なお、被験体の脳波は、被験体の脳から検出された電位の
時間的な変化を示す波のことである。
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【０００４】
ここで、特許文献１には、被験体の脳の睡眠状態を判定する方法として、複数のチャネ
ルの脳波センサを用いる方法、１以上のチャネルの脳波センサとともに１以上の筋電セン
サを用いる方法が記載されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１９／０１２６０３３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
特許文献１に記載された２つの方法（すなわち、複数のチャネルの脳波センサを用いる
方法、及び、１以上のチャネルの脳波センサとともに１以上の筋電センサを用いる方法）
は、チャネルの数を複数にすること、脳波センサとともに筋電センサを用いること（すな
わち、複数のセンサを用いること）等によってノイズを低減することにより、被験体の脳
の睡眠状態を高い精度で判定することができる。しかしながら、当該２つの方法は、チャ
ネルの数が複数であること、脳波センサとともに筋電センサを用いること等のために被験
体へのセンサの取り付けが煩雑となり、利便性が悪い場合があった。
【０００７】
そこで本発明は、上記従来技術の問題に鑑みてなされたものであり、利便性を向上させ
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ることができる判定装置、光照射装置、及びプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）本発明の一態様に係る判定装置は、ニューラルネットワークを含む機械学習のモデ
ルに基づいて被験体の脳の睡眠状態を判定する判定装置であって、前記モデルは、前記被
験体の第１脳波の波形を示す第１脳波形情報と前記第１脳波形情報に対応付けられた第１
時刻を示す第１時刻情報とを含む第１入力情報と、前記第１入力情報に対応付けられた前
記睡眠状態である第１睡眠状態を示す第１睡眠状態情報との対応関係を学習済みであり、
前記被験体の第２脳波の波形を示す第２脳波形情報と前記第２脳波形情報に対応付けられ
た第２時刻を示す第２時刻情報とを含む第２入力情報が入力された場合、入力された前記
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第２入力情報に対応付けられる前記睡眠状態を推定し、推定した結果を示す情報を出力情
報として出力し、前記判定装置は、制御部を備え、前記制御部は、前記第２入力情報を前
記モデルに入力し、前記第２入力情報が入力された前記モデルから出力された前記出力情
報に応じて、前記睡眠状態を判定する、判定装置である。
【０００９】
（２）上記（１）に記載の判定装置において、前記睡眠状態は、前記被験体の脳の状態の
うちの睡眠時における前記被験体の脳波により分類される複数の状態のいずれかのことで
あり、前記制御部は、前記出力情報に応じて、前記第２入力情報が入力された前記モデル
から出力された前記出力情報に応じて、前記睡眠状態が前記複数の状態のうちのいずれの
状態であるかを判定する、構成を有してもよい。
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【００１０】
（３）上記（２）に記載の判定装置において、前記複数の状態には、レム睡眠状態、ノン
レム睡眠状態、覚醒状態が含まれている、構成を有してもよい。
【００１１】
（４）上記（２）又は（３）に記載の判定装置において、前記モデルは、前記第２入力情
報が入力された場合、前記第２入力情報に対応付けられる前記睡眠状態であることの尤も
らしさを示す尤度を前記複数の状態のそれぞれについて推定し、前記複数の状態のそれぞ
れについて推定した前記尤度のそれぞれを含む情報を前記出力情報として出力し、前記制
御部は、前記出力情報に基づいて、前記複数の状態のうち前記モデルにより推定された尤
度が最も高い状態を、前記睡眠状態として判定する、構成を有してもよい。
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【００１２】
（５）上記（１）から（４）のうちいずれか一項に記載の判定装置において、前記第１入
力情報には、周波数領域における前記第１脳波の波形を示す第１周波数領域情報が含まれ
ており、前記第２入力情報には、周波数領域における前記第２脳波の波形を示す第２周波
数領域情報が含まれている、構成を有してもよい。
【００１３】
（６）上記（１）から（５）のうちいずれか一項に記載の判定装置において、前記モデル
は、前記第２入力情報に含まれる前記第２脳波形情報が入力される畳み込みニューラルネ
ットワークと、前記畳み込みニューラルネットワークからの出力と前記第２入力情報に含
まれる情報のうち前記第２脳波形情報以外の情報とが入力される全結合型ニューラルネッ
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トワークとが組み合わされた前記ニューラルネットワークを含み、前記全結合型ニューラ
ルネットワークは、前記出力情報を出力し、前記制御部は、前記第２入力情報に含まれる
前記第２脳波形情報を前記畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記畳み込みニュ
ーラルネットワークからの出力と前記第２入力情報に含まれる情報のうち前記第２脳波形
情報以外の情報とを前記全結合型ニューラルネットワークに入力し、前記全結合型ニュー
ラルネットワークから出力された前記出力情報に応じて前記睡眠状態を判定する、構成を
有してもよい。
【００１４】
（７）上記（１）から（６）のうちいずれか一項に記載の判定装置において、前記制御部
は、過去の前記睡眠状態と、過去から現在に至るまでの前記睡眠状態についての状態遷移
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確率とに基づいて、前記モデルから出力された前記出力情報を補正し、補正された後の前
記出力情報に応じて、前記睡眠状態を判定する、構成を有してもよい。
【００１５】
（８）上記（１）から（７）のうちいずれか一項に記載の判定装置において、前記ニュー
ラルネットワークのカーネルサイズは、所定の周波数帯に応じて決定された値である、構
成を有してもよい。
【００１６】
（９）本発明の一態様に係る光照射装置は、上記（１）から（８）のうちいずれか一項に
記載の判定装置と、内視鏡とを備えた光照射装置であって、前記内視鏡は、前記被験体の
脳に所定の波長の光を照射する照射部と、前記被験体の脳を撮像する撮像部と、光照射制
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御部と、を備え、前記光照射制御部は、前記判定装置による判定結果に応じて前記照射部
に前記光を照射させる、光照射装置である。
【００１７】
（１０）本発明の一態様に係るプログラムは、コンピュータに、ニューラルネットワーク
を含む機械学習のモデルに基づいて被験体の脳の睡眠状態を判定させるプログラムであっ
て、前記モデルは、前記被験体の第１脳波の波形を示す第１脳波形情報と前記第１脳波形
情報に対応付けられた第１時刻を示す第１時刻情報とを含む第１入力情報と、前記第１入
力情報に対応付けられた前記睡眠状態である第１睡眠状態を示す第１睡眠状態情報との対
応関係を学習済みであり、前記被験体の第２脳波の波形を示す第２脳波形情報と前記第２
脳波形情報に対応付けられた第２時刻を示す第２時刻情報とを含む第２入力情報が入力さ
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れた場合、入力された前記第２入力情報に対応付けられる前記睡眠状態を推定し、推定し
た結果を示す情報を出力情報として出力し、前記プログラムは、前記第２入力情報を前記
モデルに入力し、前記第２入力情報が入力された前記モデルから出力された前記出力情報
に応じて、前記睡眠状態を判定する、プログラムである。
【発明の効果】
【００１８】
本発明の一態様に係る判定装置、光照射装置、及びプログラムは、利便性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】判定装置１の構成の一例を示す図である。
【図２】判定装置１のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】判定装置１の機能構成の一例を示す図である。
【図４】判定装置１が行う処理のうち睡眠状態を判定する処理の流れの一例を示す図であ
る。
【図５】判定部１６４が有する機械学習のモデルの一例を示す図である。
【図６】時間の経過とともに睡眠状態が遷移していく様子を示すイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜実施形態＞
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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。
【００２１】
＜判定装置の概要＞
まず、実施形態に係る判定装置の概要について説明する。当該判定装置は、被験体の脳
の睡眠状態を判定する。
【００２２】
被験体は、脳を有する動物であれば如何なる動物であってもよく、例えば、人である。
なお、被験体は、マウス等の人以外の動物であってもよい。以下では、一例として、被験
体が、人である場合について説明する。
【００２３】
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また、本実施形態において、被験体の脳の状態は、被験体の脳波の波形により特徴付け
られる状態のことである。被験体の脳の状態は、所定の条件下における被験体の脳波の波
形によって複数の状態に分類することができる。例えば、被験体の脳の状態は、睡眠時に
おける被験体の脳波の波形によって複数の状態に分類することができる。前述の被験体の
脳の睡眠状態は、睡眠時における被験体の脳波の波形によって被験体の脳の状態が複数の
状態に分類された場合における当該複数の状態のいずれかのことである。以下では、説明
の便宜上、当該複数の状態のそれぞれを、睡眠時分類状態と称して説明する。すなわち、
被験体の脳の睡眠状態を判定することは、被験体の脳の状態が、複数の睡眠時分類状態の
うちのいずれであるかを判定することを意味する。また、以下では、説明の便宜上、睡眠
時における被験体の脳波を、単に睡眠時脳波と称して説明する。なお、被験体の脳波は、
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被験体の脳から検出された電位の時間的な変化を示す波のことである。
【００２４】
より具体的には、被験体の脳の状態は、睡眠時脳波の波形に応じて、睡眠時における被
験体の脳の状態と、覚醒時における被験体の脳の状態とに分類されることが知られている
。更に、睡眠時における被験体の脳の状態は、当該波形に応じて、複数の状態に分類され
ることが知られている。例えば、睡眠時における被験体の脳の状態は、当該波形に応じて
、レム（ＲＥＭ；Rapid Eye Movement）睡眠状態と、ノンレム（ＮＲＥＭ；Non Rapid Ey
e Movement）状態との２つの状態のいずれかに分類される。この場合、被験体の脳の睡眠
状態は、レム睡眠状態と、ノンレム睡眠状態と、覚醒状態との３つの睡眠時分類状態のう
ちのいずれかである。そこで、実施形態では、一例として、被験体の脳の睡眠状態が、レ
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ム（ＲＥＭ；Rapid Eye Movement）睡眠状態、ノンレム（ＮＲＥＭ；Non Rapid Eye Move
ment）状態、覚醒（Wake）状態の３つの睡眠時分類状態のうちのいずれかである場合につ
いて説明する。このため、実施形態では、被験体の脳の睡眠状態を判定することは、睡眠
時脳波の波形に応じて、被験体の脳の状態が、当該３つの睡眠時分類状態のうちのいずれ
であるかを判定することを意味する。なお、以下では、説明の便宜上、レム睡眠状態、ノ
ンレム状態、覚醒状態の３つの睡眠時分類状態を、単に３つの睡眠時分類状態と称して説
明する。また、以下では、説明の便宜上、被験体の脳の睡眠状態を、単に睡眠状態と称し
て説明する。
【００２５】
ここで、睡眠状態を判定する従来の装置として、複数のチャネルの脳波センサを用いる
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装置、１以上のチャネルの脳波センサとともに１以上の筋電センサを用いる装置等が知ら
れている。これらの装置は、チャネルの数を複数にすること、脳波センサとともに筋電セ
ンサを用いること（すなわち、複数のセンサを用いること）等によってノイズを低減する
ことにより、睡眠状態を高い精度で判定することができる。しかしながら、これらの装置
は、チャネルの数が複数であること、脳波センサとともに筋電センサを用いること等のた
めに被験体へのセンサの取り付け、装置の設定、装置のキャリブレーション等が煩雑とな
り、利便性が悪い場合があった。また、これらの装置は、チャネルの数が複数であること
、脳波センサとともに筋電センサを用いること等のために、製造コストの増大を抑制する
ことが困難な場合があった。これは、睡眠状態の判定に要するコストの増大に繋がり、望
ましいことではない。
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【００２６】
そこで、実施形態に係る判定装置は、ニューラルネットワークを含む機械学習のモデル
に基づいて睡眠状態を判定する。当該モデルは、第１入力情報と、第１睡眠状態情報との
対応関係が学習済みである。第１入力情報は、第１脳波形情報と第１時刻情報とを含む情
報のことである。第１脳波形情報は、被験体の第１脳波の波形を示す情報のことである。
第１時刻情報は、第１脳波形情報に対応付けられた第１時刻を示す情報のことである。第
１睡眠状態情報は、第１睡眠状態を示す情報のことである。第１睡眠状態は、第１入力情
報に対応付けられた睡眠状態のことである。また、当該モデルは、第２入力情報が入力さ
れた場合、入力された第２入力情報に対応付けられる睡眠状態を推定し、推定した結果を
示す情報を出力情報として出力する。第２入力情報は、第２脳波形情報と第２時刻情報と
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を含む情報のことである。第２脳波形情報は、被験体の第２脳波の波形を示す情報のこと
である。第２時刻情報は、第２脳波形情報に対応付けられた第２時刻を示す情報のことで
ある。また、当該判定装置は、制御部を備える。そして、制御部は、第２入力情報を当該
モデルに入力し、第２入力情報が入力された当該モデルから出力された当該出力情報に応
じて、睡眠状態を判定する。
【００２７】
これにより、実施形態に係る判定装置は、人の肉眼では弁別不可能な程度の被験体の脳
波の波形の違いと、被験体の脳波の波形の日周変動とに応じた睡眠状態の判定を行うこと
ができる。その結果、当該判定装置は、チャネルの数を複数にすること、脳波センサとと
もに筋電センサを用いること等を行うことなく、睡眠状態を精度よく判定することができ
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る。換言すると、当該判定装置は、１チャネルの脳波センサにより検出された被験体の脳
波に基づいて、睡眠状態を精度よく判定することができる。これはすなわち、当該判定装
置が、利便性を向上させることができることを意味する。また、これは、当該判定装置が
、製造コストの増大を抑制することができ、その結果、睡眠状態の判定に要するコストを
低減することができることを意味する。以下では、このような当該判定装置の構成と、当
該判定装置が行う処理とについて詳しく説明する。
【００２８】
＜判定装置の構成＞
以下、実施形態に係る判定装置の構成について説明する。また、以下では、当該判定装
置の一例として、判定装置１を例に挙げて説明する。

50

(8)

JP 2021‑23689 A 2021.2.22

【００２９】
図１は、判定装置１の構成の一例を示す図である。判定装置１は、被験体の頭部に取り
付けられた脳波検出部Ｓと接続される。図１に示した例では、脳波検出部Ｓは、被験体Ｈ
の頭部に取り付けられている。なお、被験体Ｈは、脳波を検出可能な人であれば、如何な
る人であってもよい。
【００３０】
ここで、脳波検出部Ｓは、被験体の脳の電位を検出可能な装置である。例えば、脳波検
出部Ｓは、１チャネルの脳波センサ（脳波計）である。脳波検出部Ｓは、検出した電位を
示す脳電位情報を判定装置１に出力する。なお、脳波検出部Ｓは、１チャネルの脳波セン
サに代えて、複数のチャネルの脳波センサであってもよい。また、脳波検出部Ｓは、脳波
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センサに代えて、脳波検出部Ｓが取り付けられた被験体の脳の電位を検出可能な如何なる
装置であってもよい。
【００３１】
判定装置１は、有線又は無線によって脳波検出部Ｓと通信可能に接続される。図１に示
した例では、判定装置１は、有線によって脳波検出部Ｓと通信可能に接続されている。こ
こで、判定装置１は、脳波検出部Ｓと判定装置１との間を繋ぐ何らかのインターフェース
を介して脳波検出部Ｓと接続される構成であってもよく、脳波検出部Ｓと直接接続される
構成であってもよい。以下では、説明を簡略化するため、判定装置１が脳波検出部Ｓと直
接接続されている場合について説明する。また、判定装置１は、脳波検出部Ｓに接続され
るとともに、筋電センサ等の他のセンサにも接続される構成であってもよい。この場合、

20

当該他のセンサも、被験体に取り付けられる。
【００３２】
判定装置１は、睡眠状態を機械学習のモデルに基づいて判定する。判定装置１は、例え
ば、ノートＰＣ（Personal Computer）である。なお、判定装置１は、ノートＰＣに代え
て、デスクトップＰＣ、タブレットＰＣ、多機能携帯電話端末（スマートフォン）、ＰＤ
Ａ（Personal Digital Assistant）等の他の情報処理装置であってもよい。
【００３３】
判定装置１が用いる機械学習のモデルは、第１入力情報と第１睡眠状態情報との対応関
係が学習済みである。ここで、第１入力情報は、当該モデルに学習を行わせる段階におい
て当該モデルに入力される入力情報のことである。第１入力情報は、被験体の第１脳波の
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波形を示す第１脳波形情報と、第１脳波形情報に対応付けられた第１時刻を示す第１時刻
情報とを含む情報のことである。第１脳波は、睡眠状態を判定する前段階のあるタイミン
グにおいて睡眠状態が判明している被験体の脳から検出された脳波のことである。第１時
刻は、例えば、第１脳波が検出され始めた時刻である。なお、第１時刻は、第１脳波が検
出され始めた時刻に代えて、第１脳波が検出され終わった時刻であってもよく、第１脳波
が検出された期間における他の時刻であってもよい。第１睡眠状態情報は、第１睡眠状態
を示す情報のことである。第１睡眠状態は、当該タイミングにおいて判明している当該被
験体の脳の睡眠状態のことである。すなわち、第１睡眠状態は、第１入力情報に対応付け
られていることが既知である睡眠状態のことである。
【００３４】
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換言すると、判定装置１が用いる機械学習のモデルは、第１入力情報が入力された場合
に、第１入力情報に対応付けられた睡眠状態として、第１睡眠状態情報が示す第１睡眠状
態が最も尤もらしいと推定するように、第１入力情報と第１睡眠状態情報との対応関係が
学習されている。更に換言すると、当該モデルは、当該場合に、第１入力情報に対応付け
られた睡眠状態として、第１睡眠状態情報が示す第１睡眠状態が最も尤もらしいと推定す
るように、当該モデルに含まれるニューラルネットワークの各重みをバックプロパゲーシ
ョンによって更新する。すなわち、第１入力情報は、当該モデルにおける訓練データであ
る。また、第１睡眠状態情報は、当該モデルにおける教師データである。当該モデルは、
このような対応関係を、被験体の複数の脳波のそれぞれについて学習する。なお、第１入
力情報に対する第１睡眠状態の対応付けは、事前に人により行われる。すなわち、あるタ
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イミングにおいて第１脳波が検出された場合において、当該タイミングにおける睡眠状態
の判定は、人により行われる。換言すると、第１脳波に対応付けられる睡眠状態は、第１
脳波に基づいて人により判定される。そして、人による判定された睡眠状態と当該睡眠状
態に対応付けられた脳波との組み合わせは、過去に行われた多数の実験により既に得られ
ている。このようにして既に得られている当該組み合わせを利用することにより、第１入
力情報と第１睡眠状態情報との対応関係は、容易に複数生成することができる。判定装置
１による睡眠状態の判定におけるノイズは、当該モデルに対して多数の当該対応関係を学
習させることにより、統計的に小さくすることができる。なお、第１入力情報に対する第
１睡眠状態の対応付けは、如何なる方法で行われてもよい。
【００３５】
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ここで、第１入力情報に第１時刻情報が含まれている理由は、被験体の脳波が日周変動
を起こすことが知られているからである。すなわち、第１入力情報が第１時刻情報を含む
ことにより、判定装置１は、機械学習のモデルを用いて、人の肉眼では弁別不可能な程度
の被験体の脳波の波形の違いと、被験体の脳波の波形の日周変動とに応じた被験体の脳の
睡眠状態の判定を行うことができるようになる。
【００３６】
また、判定装置１が用いる機械学習のモデルは、第２入力情報が入力された場合、入力
された第２入力情報に対応付けられる被験体の脳の睡眠状態を推定する。そして、当該モ
デルは、推定した結果を示す情報を出力情報として出力する。当該モデルは、このような
推定を、オンライン推定によって行う構成であってもよく、オフライン推定によって行う
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構成であってもよい。以下では、一例として、当該モデルが、このような推定をオンライ
ン推定によって行う場合について説明する。ここで、第２入力情報は、当該モデルに推定
を行わせる段階において当該モデルに入力される入力情報のことである。第２入力情報は
、第２脳波形情報と、第２脳波形情報に対応付けられた第２時刻を示す第２時刻情報とを
含む情報のことである。第２脳波形情報は、被験体の第２脳波の波形を示す情報のことで
ある。この一例では当該モデルがオンライン推定を行うため、第２脳波は、被験体の脳波
のうち睡眠状態を判定する処理を行っている最中に検出された脳波のことである。なお、
当該モデルがオフライン推定を行う場合、第２脳波は、睡眠状態を判定する前段階のある
タイミングにおいて被験体の脳から検出された脳波のことである。第２時刻は、例えば、
第２脳波が検出され始めた時刻である。なお、第２時刻は、第２脳波が検出され始めた時
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刻に代えて、第２脳波が検出され終わった時刻であってもよく、第２脳波が検出された期
間における他の時刻であってもよい。ただし、第２時刻の決め方は、第１時刻の決め方と
同様の決め方である。すなわち、第１脳波が検出され始めた時刻が第１時刻として決めら
れる場合、第２時刻は、第２脳波が検出され始めた時刻として決められる。
【００３７】
判定装置１は、睡眠状態の判定を開始する操作を受け付けた場合、当該操作を受け付け
たタイミングから予め決められた測定時間が経過するまで、脳波検出部Ｓが検出した電位
を示す脳電位情報を所定のサンプリング周期で取得し続ける。所定のサンプリング周期は
、例えば、１２８［Ｈｚ］である。なお、所定のサンプリング周期は、１２８［Ｈｚ］よ
り短い周期であってもよく、１２８［Ｈｚ］より長い周期であってもよい。
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【００３８】
判定装置１は、睡眠状態の判定を開始する操作を受け付けたタイミングから所定の時間
が経過する毎に、経過した所定の時間を対象時間とし、対象時間内に脳波検出部Ｓから取
得した脳電位情報に基づく脳波形情報を、対象時間内における第２脳波形情報として生成
する。ここで、ある対象時間内における第２脳波形情報は、対象時間内に脳波検出部Ｓに
より取得された複数の脳電位情報により構成される情報である。より具体的には、当該対
象時間内における第２脳波形情報は、当該複数の脳電位情報のそれぞれが示す電位を時系
列順に並べた場合における電位の時間的な変化を示す波の波形を、当該対象時間内におけ
る被験体の第２脳波の波形として示す情報のことである。また、当該対象時間内における
第２脳波形情報には、当該対象時間内において脳波検出部Ｓにより脳電位情報が最初に取
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得された時刻を第２時刻として示す第２時刻情報が対応付けられる。判定装置１は、ある
対象時間内における第２脳波形情報を生成した後、当該対象時間内における第２脳波形情
報と当該第２脳波形情報に対応付けられた第２時刻情報とを含む情報を、当該対象時間内
における第２入力情報として生成する。判定装置１は、当該対象時間内における第２入力
情報として生成した後、生成した第２入力情報を、機械学習のモデルに入力する。
【００３９】
判定装置１は、ある対象時間内における第２入力情報を機械学習のモデルに入力した後
、当該第２入力情報が入力された機械学習のモデルから出力された出力情報に応じて、当
該対象時間内における被験体の脳の睡眠状態を判定する。より具体的には、判定装置１は
、当該出力情報に応じて、当該対象時間内における被験体の脳の睡眠状態が、３つの睡眠
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時分類状態のうちのいずれであるかを判定する。ここで、当該出力情報には、３つの睡眠
時分類状態のそれぞれについて推定された３つの尤度を示す情報が含まれている。当該３
つの尤度は、３つの睡眠時分類状態それぞれについての、当該対象時間内における被験体
の脳の睡眠状態であることの尤もらしさを示す。すなわち、判定装置１は、当該出力情報
に含まれる情報が示す３つの尤度のうち最も高い尤度の睡眠時分類状態を、当該対象時間
内における被験体の脳の睡眠状態として判定する。
【００４０】
このような機械学習のモデルを用いた判定を行うことにより、判定装置１は、人の肉眼
では弁別不可能な程度の被験体の脳波の波形の違いと、被験体の脳波の波形の日周変動と
に応じて、睡眠状態の判定を行うことができる。その結果、判定装置１は、チャネルの数
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を複数にすること、脳波センサとともに筋電センサを用いること等を行うことなく、睡眠
状態を精度よく判定することができる。換言すると、判定装置１は、１チャネルの脳波セ
ンサである脳波検出部Ｓにより検出された被験体の脳波に基づいて、睡眠状態を精度よく
判定することができる。つまり、判定装置１は、利便性を向上させることができる。また
、判定装置１は、製造コストの増大を抑制することができ、被験体の脳の睡眠状態の判定
に要するコストを低減することができる。
【００４１】
なお、判定装置１は、脳波検出部Ｓを備える構成であってもよく、脳波検出部Ｓを備え
ない構成であってもよい。また、判定装置１は、脳波検出部Ｓを備える場合、脳波検出部
Ｓと一体に構成されてもよく、脳波検出部Ｓと別体に構成されてもよい。以下では、一例
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として、判定装置１が脳波検出部Ｓを備えない場合について説明する。
【００４２】
＜判定装置のハードウェア構成＞
以下、図２を参照し、判定装置１のハードウェア構成について説明する。図２は、判定
装置１のハードウェア構成の一例を示す図である。
【００４３】
判定装置１は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、記憶部１２と、
入力受付部１３と、通信部１４と、表示部１５を備える。これらの構成要素は、バスを介
して相互に通信可能に接続されている。また、判定装置１は、通信部１４を介して、脳波
40

検出部Ｓや他の装置と通信を行う。
【００４４】
ＣＰＵ１１は、記憶部１２に記憶された各種のプログラムを実行することにより、各種
の処理を実行する。ＣＰＵ１１は、入力受付部１３を介して、ユーザからの操作を受け付
ける。ＣＰＵ１１は、受け付けた操作に応じた処理を実行する。
【００４５】
記憶部１２は、例えば、ＨＤＤ（Hard
）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically
ＯＭ（Read−Only

Disk

Erasable

Drive）、ＳＳＤ（Solid
Programmable

Memory）、ＲＡＭ（Random

Access

Read−Only

State

Drive

Memory）、Ｒ

Memory）等を含む。なお、記憶

部１２は、判定装置１に内蔵されるものに代えて、ＵＳＢ等のデジタル入出力ポート等に
よって接続された外付け型の記憶装置であってもよい。記憶部１２は、判定装置１が処理
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する各種の情報、各種のプログラム等を格納する。
【００４６】
入力受付部１３は、キーボード、マウス、タッチパッド等の入力装置である。なお、入
力受付部１３は、表示部１５と一体に構成されたタッチパネルであってもよい。
【００４７】
通信部１４は、例えば、ＵＳＢ等のデジタル入出力ポートやイーサネット（登録商標）
ポート等を含んで構成される。
【００４８】
表示部１５は、例えば、液晶ディスプレイパネル、あるいは、有機ＥＬ（ElectroLumin
10

escence）ディスプレイパネルである。
【００４９】
＜判定装置の機能構成＞
以下、図３を参照し、判定装置１の機能構成について説明する。図３は、判定装置１の
機能構成の一例を示す図である。
【００５０】
判定装置１は、例えば、記憶部１２と、入力受付部１３と、通信部１４と、表示部１５
と、制御部１６を備える。
【００５１】
制御部１６は、判定装置１の全体を制御する。制御部１６は、取得部１６１と、生成部
１６２と、計時部１６３と、判定部１６４と、表示制御部１６５を備える。制御部１６が

20

備えるこれらの機能部は、例えば、ＣＰＵ１１が、記憶部２２に記憶された各種のプログ
ラムを実行することにより実現される。また、当該機能部のうちの一部又は全部は、ＬＳ
Ｉ（Large

Scale

Integration）やＡＳＩＣ（Application

Specific

Integrated

Ci

rcuit）等のハードウェア機能部であってもよい。
【００５２】
取得部１６１は、脳波検出部Ｓが検出した電位を示す脳電位情報を、脳波検出部Ｓから
取得する。
【００５３】
生成部１６２は、判定装置１が用いる各種の情報を生成する。例えば、生成部１６２は
、前述の所定の時間内において取得部１６１により取得された脳電位情報に基づいて、第

30

２脳波形情報を生成する。また、例えば、生成部１６２は、第２入力情報を生成する。
【００５４】
計時部１６３は、各種の時刻を計時する。
【００５５】
判定部１６４は、生成部１６２により生成された第２入力情報と、機械学習のモデルと
に基づいて、睡眠状態を判定する。
【００５６】
表示制御部１６５は、入力受付部１３を介してユーザから受け付けた操作に応じて、各
種の画像を生成する。表示制御部１６５は、生成した画像を、表示部１５に表示させる。
【００５７】

40

＜睡眠状態を判定する処理＞
以下、図４を参照し、判定装置１が行う処理のうち睡眠状態を判定する処理について説
明する。図４は、判定装置１が行う処理のうち睡眠状態を判定する処理の流れの一例を示
す図である。なお、以下では、一例として、図４に示したステップＳ１１０の処理が行わ
れるよりも前のタイミングにおいて、睡眠状態を判定する処理を開始させる操作を判定装
置１が受け付けている場合について説明する。また、以下では、一例として、第２脳波形
情報及び第２時刻情報とともに、第２周波数領域情報が第２入力情報に含まれている場合
について説明する。第２周波数領域情報は、周波数領域における第２脳波の波形を示す情
報のことである。周波数領域における第２脳波の波形は、第２脳波形情報が示す波形に周
波数領域変換を行うことによって得られる波形のことである。周波数領域変換は、実施形
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態において、フーリエ変換、離散コサイン変換、ヒルベルト変換、ウェーブレット変換等
のように、時間領域の波形の信号を、周波数領域の波形の信号に変換する処理のことであ
る。これにより、判定装置１は、人の肉眼では弁別不可能な程度の被験体の脳波の波形の
違いと、周波数領域における被験体の脳波の波形の違いと、被験体の脳波の波形の日周変
動とに応じて、睡眠状態の判定を行うことができる。第２入力情報が第２周波数領域情報
を含む場合、第１入力情報は、第１周波数領域情報を含む。第１周波数領域情報は、周波
数領域における第１脳波の波形を示す情報のことである。周波数領域における第１脳波の
波形は、第１脳波形情報が示す波形に周波数領域変換を行うことによって得られる波形の
ことである。以下では、第２周波数領域情報が、第２スペクトル情報である場合について
説明する。この場合、第２スペクトル情報は、第２脳波形情報が示す波形をフーリエ変換

10

した後に得られる周波数スペクトルを示す情報、すなわち、第２脳波についての周波数ス
ペクトルを示す情報である。これにより、判定装置１は、人の肉眼では弁別不可能な程度
の被験体の脳波の波形の違いと、被験体の脳波の周波数スペクトルの違いと、被験体の脳
波の波形の日周変動とに応じて、睡眠状態の判定を行うことができる。第２入力情報が第
２周波数スペクトル情報を含む場合、第１入力情報は、第１周波数スペクトル情報を含む
。第１周波数スペクトル情報は、第１周波数スペクトルを示す情報のことである。第１周
波数スペクトルは、第１脳波についての周波数スペクトルのことである。
【００５８】
取得部１６１は、脳波検出部Ｓからの脳電位情報の取得を開始する（ステップＳ１１０
）。ここで、取得部１６１は、前述した通り、１２８［Ｈｚ］のサンプリング周波数にて

20

、脳波検出部Ｓからの脳電位情報を取得する。
【００５９】
次に、制御部１６は、ステップＳ１１０の処理が行われたタイミングから所定の時間が
経過する毎に、経過した所定の時間を対象時間とし、ステップＳ１３０〜ステップＳ１８
０の処理を繰り返し実行する（ステップＳ１２０）。ここで、所定の時間は、例えば、１
０秒である。なお、所定の時間は、１０秒より短い時間であってもよく、１０秒より長い
時間であってもよい。
【００６０】
生成部１６２は、対象時間内において取得部１６１により取得されたすべての脳電位情
報に基づいて、対象時間内における第２入力情報を生成する（ステップＳ１３０）。ここ

30

で、ステップＳ１３０の処理について説明する。
【００６１】
生成部１６２は、対象時間内において脳波検出部Ｓから取得部１６１が取得した脳電位
情報に基づく脳波形情報を、対象時間内における第２脳波形情報として生成する。なお、
所定の時間が１０秒であり、且つ、所定のサンプリング周波数が１２８［Ｈｚ］である場
合、第２脳波形情報は、被験体の脳の電位のうち対象時間内における各時刻の電位を成分
として有する１２８０次元のベクトルである。また、生成部１６２は、対象時間内におい
て脳波検出部Ｓから取得部１６１により脳電位情報が最初に取得された時刻を第２時刻と
して示す第２時刻情報を生成する。生成部１６２は、生成した第２時刻情報を、生成した
第２脳波形情報に対応付ける。また、生成部１６２は、フーリエ変換に基づいて、生成し

40

た第２脳波形情報が示す波形の第２脳波についての周波数スペクトルを第２周波数スペク
トルとして算出する。生成部１６２による当該周波数スペクトルの算出方法は、既知の方
法であってもよく、これから開発される方法であってもよい。このため、当該算出方法に
ついての詳細な説明を省略する。生成部１６２は、生成した第２脳波形情報と、生成した
第２時刻情報と、算出した第２周波数スペクトルを示す第２周波数スペクトル情報とを含
む情報を、対象時間内における第２入力情報として生成する。このようにして、生成部１
６２は、ステップＳ１３０において、対象時間内における第２入力情報を生成する。なお
、第２入力情報には、第２脳波形情報と、第２時刻情報と、第２周波数スペクトル情報と
に加えて、他の情報が含まれる構成であってもよい。
【００６２】
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次に、判定部１６４は、ステップＳ１３０において生成した第２入力情報と、機械学習
のモデルとに基づいて、睡眠状態を推定する（ステップＳ１４０）。ここで、図５を参照
し、ステップＳ１４０の処理について説明する。
【００６３】
図５は、判定部１６４が有する機械学習のモデルの一例を示す図である。図５に示した
モデルＭは、判定部１６４が有する機械学習のモデルの一例を示す。また、図５に示した
第２入力情報Ｄは、判定部１６４が機械学習のモデルに対して入力する第２入力情報の一
例を示す。第２入力情報Ｄには、第２脳波形情報Ｄ１と、第２周波数スペクトル情報Ｄ２
と、第２時刻情報Ｄ３とが含まれている。第２脳波形情報Ｄ１は、第２脳波形情報の一例
を示す。第２周波数スペクトル情報Ｄ２は、第２周波数スペクトル情報の一例を示す。第

10

２時刻情報Ｄ３は、第２時刻情報の一例を示す。すなわち、図５に示した例では、判定部
１６４は、第２脳波形情報Ｄ１と、第２周波数スペクトル情報Ｄ２と、第２時刻情報Ｄ３
との３つの情報を、第２入力情報ＤとしてモデルＭへ入力する。これにより、判定部１６
４は、モデルＭから出力される出力情報を取得する。図５に示した出力情報Ｄ４は、この
ような出力情報の一例を示す。なお、前述した通り、出力情報Ｄ４は、対象時間内におけ
る睡眠状態がレム睡眠状態であることの尤もらしさを示す尤度と、当該睡眠状態がノンレ
ム睡眠状態であることの尤もらしさを示す尤度と、当該睡眠状態が覚醒状態であることの
尤もらしさを示す尤度との３つの尤度を示す情報を含んでいる。
【００６４】
ここで、図５に示した例では、モデルＭは、第２入力情報Ｄに含まれる第２脳波形情報

20

Ｄ１が入力される畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ；Convolutional Neural Net
work）Ｎ１と、畳み込みニューラルネットワークＮ１からの出力と第２入力情報Ｄに含ま
れる情報のうち第２脳波形情報Ｄ１以外の情報（図５に示した例では、第２周波数スペク
トル情報Ｄ２及び第２時刻情報Ｄ３）とが入力される全結合型ニューラルネットワーク（
ＦＣＮ；Fully Connected Neural Network）Ｎ２とが組み合わされたニューラルネットワ
ークを含んでいる。なお、モデルＭの構成は、図５に示した構成に代えて、他の構成であ
ってもよい。例えば、モデルＭは、畳み込みニューラルネットワークＮ１と、全結合型ニ
ューラルネットワークＮ２とに加えて、他のニューラルネットワーク、他の関数等を含む
構成であってもよい。
【００６５】
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判定部１６４によりモデルＭへ入力された第２入力情報Ｄに含まれる第２脳波形情報Ｄ
１は、畳み込みニューラルネットワークＮ１へと入力される。畳み込みニューラルネット
ワークＮ１は、入力された第２脳波形情報Ｄ１に基づいて、所定の数の特徴量を生成する
。所定の数は、事前のトライアンドエラーによって判定精度が高くなるように決定される
。所定の数は、例えば、８である。なお、所定の数は、８より少ない数であってもよく、
８より多い数であってもよい。畳み込みニューラルネットワークＮ１により所定の数の特
徴量を生成する方法は、既知の方法であってもよく、これから開発される方法であっても
よい。また、畳み込みニューラルネットワークＮ１のレイヤー数、ノード数、フィルタ数
、カーネルサイズ等については、如何なる数であってもよい。ここで、実施形態では、フ
ィルタ数は、用いられるフィルタ（すなわち、カーネル）の数を示す。また、実施形態で

40

は、カーネルサイズは、畳み込みに使用されるベクトルである各フィルタ（すなわち、カ
ーネル）の次元を示す。
【００６６】
このようにして畳み込みニューラルネットワークＮ１から出力される所定の数の特徴量
は、第２入力情報Ｄに含まれる第２周波数スペクトル情報Ｄ２及び第２時刻情報Ｄ３とと
もに、全結合型ニューラルネットワークＮ２へ入力される。そして、全結合型ニューラル
ネットワークＮ２は、入力された所定の数の特徴量、第２周波数スペクトル情報Ｄ２、第
２時刻情報Ｄ３に基づいて、前述の出力情報Ｄ４を出力する。ここで、全結合型ニューラ
ルネットワークＮ２のレイヤー数、ノード数等については、如何なる数であってもよい。
【００６７】
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判定部１６４は、このような構成のモデルＭへと第２入力情報Ｄを入力することにより
、出力情報Ｄ４をモデルＭから取得する。ここで、出力情報Ｄ４は、機械学習のモデルが
睡眠状態を推定した結果を示す出力情報の一例である。
【００６８】
ステップＳ１４０の処理が行われた後、判定部１６４は、過去の睡眠状態と、過去から
現在に至るまでの睡眠状態についての状態遷移確率とに基づいて、ステップＳ１４０にお
いて機械学習のモデルから取得した出力情報を補正する（ステップＳ１５０）。ここで、
ステップＳ１５０の処理について説明する。
【００６９】
睡眠状態は、時間の経過に伴い、３つの睡眠時分類状態のいずれかへと遷移する。ここ

10

で、図６は、時間の経過とともに睡眠状態が遷移していく様子を示すイメージ図である。
図６に示した時間ｔは、対象時間の一例を示す。図６に示した時間ｔ−１は、対象時間よ
りも１つ前に経過したと判定された所定の時間を示す。図６に示した時間ｔ−２は、対象
時間よりも２つ前に経過したと判定された所定の時間を示す。また、図６に示した状態Ｓ
ｔは、時間ｔにおける睡眠状態を示す。図６に示した状態Ｓｔ−１は、時間ｔ−１におけ
る睡眠状態を示す。図６に示した状態Ｓｔ−２は、時間ｔ−２における睡眠状態を示す。
なお、図６では、図を簡略化するため、時間ｔ−２よりも前の時間については、省略して
いる。
【００７０】
例えば、状態Ｓｔ−２から状態Ｓｔ−１への状態遷移において起こり得る状態遷移の数

20

は、９である。すなわち、状態Ｓｔ−２がレム睡眠状態である場合、状態Ｓｔ−１は、レ
ム睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒状態のいずれかに状態遷移する。また、状態Ｓｔ−
２がノンレム睡眠状態である場合も、状態Ｓｔ−１は、レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態
、覚醒状態のいずれかに状態遷移する。状態Ｓｔ−２が覚醒状態である場合も、状態Ｓｔ
−１は、レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒状態のいずれかに状態遷移する。
【００７１】
また、例えば、状態Ｓｔ−１から状態Ｓｔへの状態遷移において起こり得る状態遷移の
数も、９である。すなわち、状態Ｓｔ−１がレム睡眠状態である場合、状態Ｓｔは、レム
睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒状態のいずれかに状態遷移する。また、状態Ｓｔ−１
がノンレム睡眠状態である場合も、状態Ｓｔは、レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒
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状態のいずれかに状態遷移する。状態Ｓｔ−１が覚醒状態である場合も、状態Ｓｔは、レ
ム睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒状態のいずれかに状態遷移する。
【００７２】
そして、このような状態遷移は、時間ｔ−２よりも前の時間においても同様に起こって
いる。すなわち、時間ｔ−ｎにおける睡眠状態である状態Ｓｔ−ｎから、状態Ｓｔへの状
態遷移において起こり得る状態遷移の数は、３ｎである。ここで、ｎは、１以上の整数で
あれば、如何なる整数であってもよい。
【００７３】
ここで、状態Ｓｔ−ｎから状態Ｓｔへの状態遷移において起こり得る３ｎの状態遷移そ
れぞれが起こる状態遷移確率は、マルコフ連鎖に基づくベイズ推定によって条件付き確率
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として算出することができる。マルコフ連鎖に基づくベイズ推定によって条件付き確率を
算出する際に必要となるサンプルデータとしては、前述の第１入力情報を用いることがで
きる。判定部１６４は、図４に示したステップＳ１１０の処理が行われるよりも前のタイ
ミングにおいて、複数の第１入力情報に基づいて、当該状態遷移確率を予め算出する。以
下では、説明の便宜上、判定部１６４が予め算出した当該状態遷移確率を、事前状態遷移
確率と称して説明する。
【００７４】
そして、判定部１６４は、ステップＳ１５０において、過去の判定履歴を参照し、対象
時間よりもｎ回前に経過したと判定された所定の時間から、対象時間よりも１回前に経過
したと判定された所定の時間までの範囲内において判定部１６４により判定されたｎ個の
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睡眠状態についての判定結果を特定する。判定部１６４は、対象時間内における睡眠状態
が、特定したこれらｎ個の判定結果（すなわち、ｎ個の睡眠状態）を介してレム睡眠状態
、ノンレム睡眠状態、覚醒状態のそれぞれに遷移する状態遷移確率を、事前状態遷移確率
に基づいて対象状態遷移確率として特定する。判定部１６４は、特定した対象状態遷移確
率に基づいて、ステップＳ１４０において機械学習のモデルから出力された出力情報に含
まれる情報が示す３つの尤度の値を補正する。すなわち、判定部１６４は、対象時間内に
おける睡眠状態についての確率分布に対し、対象時間よりも前に経過したｎ個の所定の時
間のそれぞれにおいて判定された睡眠状態についての確率分布と、特定した対象状態遷移
確率とを乗算し、規格化（すなわち、尤度を確率に変換するための規格化）を行うことで
、対象時間内における睡眠状態についての確率分布を補正する。ここで、睡眠状態につい

10

ての確率分布は、ステップＳ１４０において推定された３つの尤度の値のことである。た
だし、過去に判定された睡眠状態についての確率分布に含まれる３つの尤度の値の合算値
は、１となるように規格化が行われている。このため、これら３つの尤度の値を、睡眠状
態についての確率分布と称している。また、ステップＳ１５０において補正された確率分
布であって対象時間内における睡眠状態についての確率分布は、次回のステップＳ１５０
の処理において、対象時間よりも前に経過したｎ個の所定の時間のそれぞれにおいて判定
された睡眠状態についての確率分布の１つとして用いられる。このような意味においても
、実施形態では、これら３つの尤度の値を、睡眠状態についての確率分布と称している。
【００７５】
ステップＳ１５０について、より具体的には、判定部１６４は、対象時間内における睡

20

眠状態がレム睡眠状態であることの尤もらしさを示す尤度に対し、対象時間よりも前に経
過したｎ個の所定の時間のそれぞれにおいて判定された睡眠状態についての確率分布と、
特定した対象状態遷移確率のうち対象時間内における睡眠状態がレム睡眠状態へと遷移す
る状態遷移確率とを乗算し、当該尤度を補正する。また、判定部１６４は、対象時間内に
おける睡眠状態がノンレム睡眠状態であることの尤もらしさを示す尤度に対し、対象時間
よりも前に経過したｎ個の所定の時間のそれぞれにおいて判定された睡眠状態についての
確率分布と、特定した対象状態遷移確率のうち対象時間内における睡眠状態がノンレム睡
眠状態へと遷移する状態遷移確率とを乗算し、当該尤度を補正する。また、判定部１６４
は、対象時間内における睡眠状態が覚醒状態であることの尤もらしさを示す尤度に対し、
対象時間よりも前に経過したｎ個の所定の時間のそれぞれにおいて判定された睡眠状態に
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ついての確率分布と、特定した対象状態遷移確率のうち対象時間内における睡眠状態が覚
醒状態へと遷移する状態遷移確率とを乗算し、当該尤度を補正する。そして、判定部１６
４は、補正を行った後のこれら３つの尤度を示す情報を、補正された後の出力情報（換言
すると、対象時間内における睡眠状態の確率分布）として特定する。このようにして、判
定部１６４は、ステップＳ１５０において、過去の睡眠状態と、過去から現在に至るまで
の睡眠状態についての状態遷移確率とに基づいて、機械学習のモデルから出力された出力
情報を補正する。なお、対象状態遷移確率に基づいて尤度を補正する方法は、上記におい
て説明した方法に代えて、対象状態遷移確率に基づく他の方法であってもよい。
【００７６】
なお、判定部１６４は、過去の判定履歴がない場合におけるステップＳ１５０の処理（
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例えば、初回のステップＳ１５０の処理）において、過去の判定履歴の代わりとなる情報
を用いて、ステップＳ１５０の処理を行う。当該情報は、例えば、３つの睡眠時分類状態
のうち第２入力情報に含まれる第２時刻情報が示す時刻において実現している確率が最も
高い睡眠時分類状態を示す情報である。判定部１６４は、このような情報を、対象状態遷
移確率を用いて算出する。このような情報の算出方法は、既知の方法であってもよく、こ
れから開発される方法であってもよい。なお、判定部１６４は、学習段階において用いら
れた第１入力情報を用いてこのような情報を算出する構成であってもよい。
【００７７】
ステップＳ１５０の処理が行われた後、判定部１６４は、ステップＳ１５０において補
正された出力情報に基づいて、対象時間内における睡眠状態を判定する（ステップＳ１６
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０）。具体的には、判定部１６４は、当該出力情報に基づいて、対象状態遷移確率が乗算
された後の３つの尤度のうち最も高い尤度の睡眠時分類状態を、対象時間内における睡眠
状態として判定する。
【００７８】
次に、表示制御部１６５は、ステップＳ１６０における判定結果を示す情報を、表示部
１５に表示させる（ステップＳ１７０）。すなわち、表示制御部１６５は、対象状態遷移
確率が乗算された後の３つの尤度のうち最も高い尤度の睡眠時分類状態を示す情報を、対
象時間内における睡眠状態を示す情報として表示部１５に表示させる。
【００７９】
次に、制御部１６は、ステップＳ１１０の処理が行われたタイミングから所定の測定時

10

間が経過したか否かを判定する（ステップＳ１８０）。所定の測定時間は、例えば、１時
間である。なお、所定の測定時間は、１時間より短い時間であってもよく、１時間より長
い時間であってもよい。
【００８０】
制御部１６は、ステップＳ１１０の処理が行われたタイミングから所定の測定時間が経
過していないと判定した場合（ステップＳ１８０−ＮＯ）、ステップＳ１２０に遷移し、
対象時間に含まれる最新の時刻から所定の時間が経過するまで待機する。
【００８１】
一方、制御部１６は、ステップＳ１１０の処理が行われたタイミングから所定の測定時
間が経過したと判定した場合（ステップＳ１８０−ＹＥＳ）、処理を終了する。

20

【００８２】
なお、上記において説明した例では、ステップＳ１５０の処理は、省略されてもよい。
この場合、判定装置１は、ステップＳ１６０において、対象状態遷移確率によって補正さ
れていない３つの尤度のうち最も高い尤度の睡眠時分類状態を、対象時間内における睡眠
状態として判定する。
【００８３】
＜畳み込みニューラルネットワークの構造を決める指針＞
以下、上記において説明した畳み込みニューラルネットワークＮ１の構造を決める指針
について説明する。ここで、畳み込みニューラルネットワークＮ１の構造は、畳み込みニ
ューラルネットワークＮ１の層の数、ノード数、フィルタ数、カーネルサイズ等によって
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表される。すなわち、当該指針は、畳み込みニューラルネットワークＮ１のレイヤー数、
ノード数、フィルタ数、カーネルサイズ等を決める指針のことである。以下では、畳み込
みニューラルネットワークＮ１の層の数、ノード数、フィルタ数、カーネルサイズ等のう
ちのカーネルサイズを決める指針について説明する。
【００８４】
畳み込みニューラルネットワークＮ１におけるカーネルサイズは、換言すると、畳み込
みニューラルネットワークＮ１へと入力する信号（図５に示した例では、第２脳波形情報
Ｄ１）において１つの数値にまとめる範囲を示すパラメータである。畳み込みニューラル
ネットワークＮ１へと入力する信号における所望の範囲を１つの数値にまとめることは、
当該範囲に含まれている特徴を畳み込みニューラルネットワークＮ１の１つの層により抽
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出することに相当する。すなわち、畳み込みニューラルネットワークＮ１のカーネルサイ
ズを調整することにより、機械学習のモデルＭは、畳み込みニューラルネットワークＮ１
が抽出した特徴としての当該１つの数値に基づいて睡眠状態を推定することができ、その
結果、睡眠状態の推定精度を向上させることができる。
【００８５】
ここで、第２脳波形情報Ｄ１が有する範囲のうち睡眠状態の識別に有効であることが知
られている周波数帯の波の半波長を含む範囲を、畳み込みニューラルネットワークＮ１へ
と入力する第２脳波形情報Ｄ１における所望の範囲として選択することにより、機械学習
のモデルＭは、睡眠状態の推定精度を向上させることができる。睡眠状態の識別に有効で
あることが知られている周波数帯は、例えば、θ波の波長帯（すなわち、４〜８Ｈｚ）で
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ある。なお、当該波の波長を含む範囲ではなく、当該波の波長を２つの半波長に分割した
場合における一方の半波長を含む範囲を当該所望の範囲として選択する理由は、畳み込み
ニューラルネットワークＮ１において、当該２つの半波長のうちの他方の半波長を含む範
囲は、畳み込みニューラルネットワークＮ１における最も入力に近い層の次の層において
符号反転を行うことによって得られるからである。これにより、判定装置１は、畳み込み
ニューラルネットワークＮ１のカーネルサイズを小さくすることができる。その結果、判
定装置１は、オーバーフィッティング（過剰適合、すなわち訓練データに適合しすぎるこ
とで実際の予測時の精度が減少する現象）が起きてしまうことを抑制することができる。
【００８６】
具体的には、第２脳波形情報Ｄ１が有する範囲のうち睡眠状態の識別に有効であること

10

が知られている周波数帯をΩ、周波数帯Ωに含まれる個々の周波数をｆ、サンプリング周
波数をｒ、カーネルサイズをsとすると、当該周波数帯の波の半波長が（１／（２ｆ））
であるため、カーネルサイズsは、以下の式（１）によって算出される。
【００８７】
【数１】

20
【００８８】
前述した通り、サンプリング周波数ｒは、この一例において、１２８［Ｈｚ］である。
この場合、周波数帯Ωがθ波の周波数帯であるとすると、カーネルサイズsは、上記の式
（１）に基づいて、１６と算出される。すなわち、機械学習のモデルＭは、カーネルサイ
ズsを１６とすることにより、睡眠状態の推定精度を向上させることができる。その結果
、判定装置１は、睡眠状態の判定精度を向上させることができる。
【００８９】
ここで、畳み込みニューラルネットワークＮ１の重みのおおよその数は、カーネルサイ
ズと、フィルタ数と、畳み込みニューラルネットワークＮ１の層の数とを乗算することに
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よって得られる。すなわち、カーネルサイズが増大した場合、畳み込みニューラルネット
ワークＮ１のパラメータ数も増大してしまう。この場合、オーバーフィッティングが起き
る可能性が高くなる。
【００９０】
しかしながら、我々が行った実験では、機械学習のモデルＭによる睡眠状態の推定精度
は、フィルタ数を減らしてもほぼ変化しないという結果が得られている。そこで、このよ
うにオーバーフィッティングが起きる可能性が高くなることを避けるため、機械学習のモ
デルＭでは、畳み込みニューラルネットワークＮ１のフィルタ数を減らすことにより、畳
み込みニューラルネットワークＮ１の重みの数の増大を抑制する。その結果、判定装置１
は、オーバーフィッティングが起きてしまうことを抑制しながら、睡眠状態の判定精度を
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向上させることができる。
【００９１】
以上のように、判定装置１は、機械学習のモデルを用いて、睡眠状態を判定する。これ
により、判定装置１は、人の肉眼では弁別不可能な程度の被験体の脳波の波形の違いと、
被験体の脳波についての周波数スペクトルの違いと、被験体の脳波の波形の日周変動とに
応じて、睡眠状態の判定を行うことができる。その結果、判定装置１は、チャネルの数を
複数にすること、脳波センサとともに筋電センサを用いること等を行うことなく、睡眠状
態を精度よく判定することができる。換言すると、判定装置１は、１チャネルの脳波セン
サである脳波検出部Ｓにより検出された被験体の脳波に基づいて、睡眠状態を精度よく判
定することができる。つまり、判定装置１は、利便性を向上させることができる。また、
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判定装置１は、製造コストの増大を抑制することができ、睡眠状態の判定に要するコスト
を低減することができる。
【００９２】
ここで、人が睡眠状態を判定する場合、人は、意識的か無意識的かを問わず、被験体の
脳波の時間的な変化に基づいて判定している。すなわち、人による睡眠状態の判定は、被
験体の脳波の時間的な変化に応じた判定となっている。上記において説明したステップＳ
１５０の処理を行うことにより、判定装置１は、人による睡眠状態の判定に近い判定を行
っている。これにより、判定装置１は、利便性を向上させながら、睡眠状態をより高い精
度で判定することができる。
【００９３】

10

なお、上記において説明した機械学習のモデルは、畳み込みニューラルネットワークＮ
１を含んでいたが、畳み込みニューラルネットワークＮ１に代えて、再帰型ニューラルネ
ットワークを含む構成であってもよい。ただし、第２入力情報のデータ長は、時間の経過
とともに変化するわけではない。このため、当該モデルは、再帰型ニューラルネットワー
クよりも畳み込みニューラルネットワークＮ１を含む方が好ましい。
【００９４】
また、上記において説明した判定装置１による脳の睡眠状態の判定は、脳の睡眠状態の
判定基準が未知の動物に対しても適用可能である。これは、被験体が当該動物である場合
であっても、判定装置１は、人が当該動物の脳波を見て当該動物の脳の睡眠状態を判定す
ることができる限り、判定装置１が用いる機械学習のモデルに対して第１入力情報と第１
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睡眠状態情報との対応関係を学習することができるからである。
【００９５】
ここで、判定装置１は、人における睡眠状態の判定に有効であることが知られている波
形（例えば、睡眠紡錘波、徐波等）を示す情報を第２脳波形情報Ｄ１から抽出し、抽出し
た情報に基づいて睡眠状態を判定する、ということを行っていない。仮に判定装置１が当
該情報に基づいて睡眠状態を判定する場合、判定装置１は、人以外の動物の睡眠状態を判
定することができなくなってしまう。何故なら、人以外の動物において、睡眠状態の判定
に有効であるような波形が見つかるとは限らないからである。しかしながら、上記におい
て説明したように、判定装置１は、睡眠状態の判定において、当該情報を使わない。これ
は、前述したように、上記において説明した判定装置１による脳の睡眠状態の判定が、脳
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の睡眠状態の判定基準が未知の動物に対しても適用可能であることを意味している。
【００９６】
＜判定装置の応用例＞
以下、判定装置１の応用例について説明する。判定装置１は、例えば、内視鏡とともに
光照射装置に備えられる構成であってもよい。ここで、本実施形態では、内視鏡と称した
場合、被験体の脳に所定の波長の光を照射する照射部と、被験体の脳を撮像する撮像部と
、光照射制御部とを備える内視鏡を示す。光照射制御部は、判定装置１による判定結果に
応じて照射部に当該光を照射させる。これにより、光照射装置は、例えば、光遺伝学に基
づいて、被験体の脳の活動の少なくとも一部を制御することができる。その結果、光照射
装置は、例えば、被験体の脳の睡眠状態に応じた光遺伝学に基づく何らかの治療を行うこ
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とができる。
【００９７】
ここで、光照射制御部は、光照射装置が受け付けた操作に応じた波長の光を照射する光
源を備える。そして、光照射制御部は、照射部と光ファイバーによって接続されている。
照射部は、この光ファイバーから導光された光を照射口から照射する。これにより、光照
射装置は、ユーザが所望する波長の光を照射部から照射することができる。その結果、光
照射装置は、ユーザが所望する波長の光を、ユーザが所望する睡眠状態の脳に対して容易
に照射することができる。
【００９８】
また、判定装置１は、このような光照射装置に代えて、音を出力する音出力装置、にお
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いを出力する匂い出力装置、被験体の呼吸をアシストする呼吸アシスト装置等の他の医療
装置に備えられる構成であってもよい。この場合、判定装置１は、何らかの処理を開始す
るトリガーをこれらの医療装置に対して与える装置となる。すなわち、例えば、判定装置
１が音出力装置に備えられる場合、音出力装置は、判定装置１が判定した被験体の脳の睡
眠状態に応じて、所定の音を出力する。より具体的には、音出力装置は、例えば、被験体
の脳の睡眠状態がレム睡眠状態であると判定した場合、所定の音を出力する。また、例え
ば、判定装置１が匂い出力装置に備えられる場合、匂い出力装置は、判定装置１が判定し
た被験体の脳の睡眠状態に応じて、所定の匂いを出力する。より具体的には、匂い出力装
置は、例えば、被験体の脳の睡眠状態がレム睡眠状態であると判定した場合、所定の匂い
を出力する。また、例えば、判定装置１が呼吸アシスト装置に備えられる場合、呼吸アシ
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スト装置は、判定装置１が判定した被験体の脳の睡眠状態に応じて、被験体の呼吸をアシ
ストする。より具体的には、呼吸アシスト装置は、例えば、被験体の脳の睡眠状態がレム
睡眠状態であると判定した場合、被験体の呼吸をアシストする。
【００９９】
以上のように、判定装置（上記において説明した例では、判定装置１）は、ニューラル
ネットワークを含む機械学習のモデル（上記において説明した例では、モデルＭ）に基づ
いて被験体（上記において説明した例では、被験体Ｈ）の脳の睡眠状態を判定する判定装
置であって、当該モデルは、被験体の第１脳波の波形を示す第１脳波形情報と第１脳波形
情報に対応付けられた第１時刻を示す第１時刻情報とを含む第１入力情報と、第１入力情
報に対応付けられた当該睡眠状態である第１睡眠状態を示す第１睡眠状態情報との対応関
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係を学習済みであり、被験体の第２脳波の波形を示す第２脳波形情報と第２脳波形情報に
対応付けられた第２時刻を示す第２時刻情報とを含む第２入力情報が入力された場合、入
力された第２入力情報に対応付けられる当該睡眠状態を推定し、推定した結果を示す情報
を出力情報として出力し、判定装置は、制御部（上記において説明した例では、制御部１
６）を備え、制御部は、第２入力情報を当該モデルに入力し、第２入力情報が入力された
当該モデルから出力された出力情報に応じて、当該睡眠状態を判定する。これにより、判
定装置は、利便性を向上させることができる。
【０１００】
また、判定装置では、被験体の脳の睡眠状態は、被験体の脳の状態のうちの睡眠時にお
ける被験体の脳波により分類される複数の状態のいずれかのことであり、制御部は、出力
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情報に応じて、第２入力情報が入力された機械学習のモデルから出力された出力情報に応
じて、当該睡眠状態が複数の状態のうちのいずれの状態であるかを判定する、構成が用い
られてもよい。
【０１０１】
また、判定装置では、複数の状態には、レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態、覚醒状態が
含まれている、構成が用いられてもよい。
【０１０２】
また、判定装置では、機械学習のモデルは、第２入力情報が入力された場合、第２入力
情報に対応付けられる被験体の脳の睡眠状態であることの尤もらしさを示す尤度を複数の
状態のそれぞれについて推定し、複数の状態のそれぞれについて推定した尤度のそれぞれ
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を含む情報を出力情報として出力し、制御部は、出力情報に基づいて、複数の状態のうち
当該モデルにより推定された尤度が最も高い状態を、当該睡眠状態として判定する、構成
が用いられてもよい。
【０１０３】
また、判定装置では、第１入力情報には、周波数領域における第１脳波の波形を示す第
１周波数領域情報が含まれており、第２入力情報には、周波数領域における第２脳波の波
形を示す第２周波数領域情報が含まれている、構成が用いられてもよい。
【０１０４】
また、判定装置では、機械学習のモデルは、第２入力情報に含まれる第２脳波形情報が
入力される畳み込みニューラルネットワーク（上記において説明した例では、畳み込みニ
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ューラルネットワークＮ１）と、畳み込みニューラルネットワークからの出力と第２入力
情報に含まれる情報のうち第２脳波形情報以外の情報とが入力される全結合型ニューラル
ネットワーク（上記において説明した例では、全結合型ニューラルネットワークＮ２）と
が組み合わされたニューラルネットワークを含み、全結合型ニューラルネットワークは、
出力情報を出力し、制御部は、第２入力情報に含まれる第２脳波形情報を畳み込みニュー
ラルネットワークに入力し、畳み込みニューラルネットワークからの出力と第２入力情報
に含まれる情報のうち第２脳波形情報以外の情報とを全結合型ニューラルネットワークに
入力し、全結合型ニューラルネットワークから出力された出力情報に応じて被験体の脳の
睡眠状態を判定する、構成が用いられてもよい。
10

【０１０５】
また、判定装置では、制御部は、過去の被験体の脳の睡眠状態と、過去から現在に至る
までの被験体の脳の睡眠状態についての状態遷移確率とに基づいて、機械学習のモデルか
ら出力された出力情報を補正し、補正された後の出力情報に応じて、被験体の脳の睡眠状
態を判定する、構成が用いられてもよい。
【０１０６】
また、判定装置では、ニューラルネットワークのカーネルサイズは、所定の周波数帯に
応じて決定された値である、構成が用いられてもよい。
【０１０７】
以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない限り、変更、置換、削除等
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されてもよい。
【０１０８】
また、以上に説明した装置（例えば、判定装置１）における任意の構成部の機能を実現
するためのプログラムを、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録し、そのプログ
ラムをコンピュータシステムに読み込ませて実行するようにしてもよい。なお、ここでい
う「コンピュータシステム」とは、ＯＳ（Operating

System）や周辺機器等のハードウ

ェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、フレキ
シブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ（Compact

Disk）−ＲＯＭ等の可搬媒

体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さら
に「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや
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電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバーやクライアントと
なるコンピュータシステム内部の揮発性メモリー（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラ
ムを保持しているものも含むものとする。
【０１０９】
また、上記のプログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシス
テムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシ
ステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネ
ット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送
する機能を有する媒体のことをいう。
また、上記のプログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい
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。さらに、上記のプログラムは、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録され
ているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログ
ラム）であってもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
１…判定装置、１２…記憶部、１３…入力受付部、１４…通信部、１５…表示部、１６…
制御部、２２…記憶部、１６１…取得部、１６２…生成部、１６３…計時部、１６４…判
定部、１６５…表示制御部、Ｄ…第２入力情報、Ｄ１…第２脳波形情報、Ｄ２…第２周波
数スペクトル情報、Ｄ３…第２時刻情報、Ｄ４…出力情報、Ｈ…被験体、Ｍ…モデル、Ｎ
１…畳み込みニューラルネットワーク、Ｎ２…全結合型ニューラルネットワーク、Ｓ…脳
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