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時間の錯覚効果を用いた就寝時刻改善システム“IllusionClock”の提案と実装
畑中衛† 菊地慎之介† 野地遼一† 三井健史‡ 濱川礼†
†中京大学 工学部 ‡中京大学 大学院 情報理工学部情報科学研究科
1. 概要
本論文ではユーザの生活リズムのデータをもとに, 時計の
時刻を操作し, ユーザに対して時間の錯覚効果を誘発させ,
「意図しない夜更かし」を防止するシステム 「IllusionClock」
について述べる.
2. 背景・目的
睡眠不足は現代社会における深刻な問題である.
この問題の解決について, これまで様々なアプローチがと
られてきた. だが, それらの多くは睡眠の「質」を向上させる
ことを目的としている. 我々はこの睡眠不足問題の改善の
ためには, 睡眠の「質」のみならず「量」をも重要視したアプ
ローチをとることが重要であると考えた. その理由として国
立精神・神経医療研究センターの調査によれば, 「潜在的
睡眠不足」に陥っている現代人が増加傾向にあり, これの
解消には睡眠の質を高めるアプローチよりも単純に長時間
の睡眠を確保することが重要であると考えたためである.
人間の時間感覚は相対的であり, 外的要因に大きく影響
される. そこで我々は外的要因を操作することで人々に時
間を錯覚させ, 就寝時間を自然に早めさせることが可能な
のではないかという着想を得た.
我々は以上の理由からユーザに時間の錯覚を誘発させ,
就寝時刻を早めるシステムを開発した.

図4 IllusionClockによる生活リズムの変化イメージ
4. 関連研究
IllusionClock を開発するにあたり 2 つの観点で関連する
研究, システムを 2 点紹介する.
生活補助の観点からは「SleepCoacher」[4]を挙げる. これ
はスマートフォンの加速度センサ, マイクを用いて睡眠状態
を計測, 学習, 分析するシステムである. 長期間蓄積した
データを元にユーザが就寝した時刻の平均等を提示する.
時間錯覚の観点からは「時間感覚の錯覚を用いた意思
決定支援システムの提案」[5]を挙げる. これは秒針速度が
速い時計を利用し時間感覚を錯覚させることで, 人間の 1
日を感覚的に 24 時間以上に伸長し, 作業効率の向上を目
的とした研究である.
既存研究は医学的, 意識的に睡眠問題を解消するもの
が多い. 継続して習慣を変えることは精神的な負担が大き
い. IllusionClock ではユーザに精神的な負担や行動の制限
を伴わず意図しない夜更かしを軽減し, より多くの睡眠時間
を確保する.

3. 提案手法
IllusionClock ではユーザの生活リズムを推定した上で,
ユーザに対して表示する時刻を操作することで, ユーザが
知覚する時刻を早め就寝時刻を早める.
ユーザの自室に表示デバイス(図1)を設置し, Android アプ
リケーションと接続する. また, ユーザはAndroid アプリケー
ションで時刻変化を設定(図2)し, ウェアラブル端末の
SmartWatch3[2] を手首に装着した状態で生活を送る.
ユーザは IllusionClock で時刻を確認しながら生活する.
IllusionClockの効果によりユーザは時刻を錯覚し, 普段より
早く就寝する.

図1 表示デバイス

5. システム概要
IllusionClock は, 生活リズム推定部, 時刻変化設定部, 表
示デバイス部 の 3 つのモジュールによって構成されてい
る. 図5 にシステムの構成図を示す.

図2 設定の様子

図5 システム全体の構成

慣れによる効果の低減を防ぐため, 表示時刻の変化は曲

線的に行う. 変化曲線には関数群「Easing Functions」[3] (図
3) を用い, ユーザが時刻の変化に対して感じうる慣れや不
自然の低減を図った.

5.1. 生活リズム推定部
生活リズム推定部では, ユーザの手の動きと部屋の照度
から就寝時刻を推定する処理を行う.
5.1.1. 手の活動数の取得
ウェアラブル端末に搭載されている 3 軸加速度センサを
用いて加速度を取得し, 手の活動数を得る.
取得値には重力加速度が含まれる為, ローパスフィルタ
による重力加速度の除去を行う.

図3 Easing Functionの例

5.1.2. 手の活動数を用いた睡眠・覚醒状態の判定
ユーザの睡眠・覚醒状態の判定は, 加速度を用いた研究
[6]
において用いられた方法を使用した. 取得に際して身体
の束縛や行動の制限が少ない SmartWatch3 を使用した.
判定する時点の前後 2 分間の手の活動数データを用い

IllusionClock を用いることで, ユーザの生活リズムは図4
のような変化を受ける. IlusionClock 使用前に対し, 使用後
の覚醒時間が短くなっていることがわかる.
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て睡眠・覚醒の判定を行う. 判定は以下の式で行う.

名を対象に事前の同意を得て評価を行った.
普段生活している場所で実際に IllusionClock を使用して
1 晩生活してもらい, システム使用後アンケートに回答して
もらった. 評価項目は「IllusionClock 使用時の就寝時刻が
普段の就寝時刻よりも理想的な時刻に近づいたか」,「
IllusionClockの示す時刻が自然であったか」の 2 点である.

ここで t 1, t2, t3, t4, t5 はそれぞれ判定時刻の 2 分前～ 2 分
後の時点に於ける活動数データである.
ユーザが SmartWatch3 を身に着けていなかった場合判
定値が 0 となり, 正常な判定ができない. そこで判定値が 0
の場合, 照度センサの値から判定を行う.

6.2. 評価結果
就寝時刻の比較を図7 に示す.

5.1.3. 照度センサを用いた睡眠・覚醒状態の判定
照度センサを用いた睡眠覚醒状態の判定は, センサが検
出した値が 950 を超えたとき睡眠とする.
照度センサが検出する値は抵抗値であり, 閾値である
950 は 0.5 ～ 1 ルクス程の明るさである.

図7 システム使用時, 非使用時の就寝時刻比較

5.1.4. 就寝時刻の推定
就寝時刻は 24 時間分の睡眠・覚醒状態のデータから推
定する. 各分ごとに前後 90 分間の睡眠判定数を数え, 後
の判定数と前の判定数の差が最大値となる時点を就寝時
刻とした.

IllusionClock 使用時, 普段より就寝時刻が早くなったの
は 5 人中 4 人と過半数を超えた. しかし, 評価者 1 は普段
の就寝時刻より 1 時間 40 分遅い就寝となった. 原因は 2
つ考えられる.
1 つはテレビで特別番組が多く放送される大晦日に評価
を行ったことである. 評価者 1 は就寝前テレビ番組を視聴し
ており, その結果就寝時刻が遅くなったと考えられる. もう 1
つの原因として本当の時刻がわかってしまったことがあげ
られる. 評価者 3 に関しても本当の時刻がわかってしまっ
たため, 就寝時刻が早まった評価者の中では最も効果が薄
かった.
結果として本当の時刻がわかってしまった場合少なから
ず影響を受けるが, 就寝時刻を早めるという目的は達成し
たといえる.
しかし, 評価者全員が表示時刻に違和感を覚える結果と
なった.

5.2. 時刻変化設定部
時刻変化設定部では生活リズム推定部にて推定された
就寝時刻を元に, 表示時刻を変化させるための各種設定を
ユーザに提供するとともに, 表示する時刻の算出処理を行
い, 表示デバイス部へ伝達する.
時刻変化設定は 管理アプリケーション(図6)で行う.

7. 展望
今回 IllusionClock を使用することで時間の錯覚効果を
利用し就寝時刻を理想の時刻に近づけることができたが,
評価者の殆どが時刻の流れに違和感を覚えてしまい自然
に就寝に誘うという目的を果たすことはできなかった. 違和
感低減の為の工夫をシステムに加えて, ユーザの生活に自
然に溶け込めるようにしていく.
また, 現段階の IllusionClock では時刻変化の設定を毎日
定期的に行う必要があり, ユーザに煩雑さを感じさせてしま
う. 今後, 生活リズムや以前の設定などから設定値を推定
し, 設定を自動化していく.
今回の短期間の評価に於いては被験者に健康上の問題
は生じなかったが, 長期的な利用に際しては健康リスクが
完全には予測できないため留意が必要である.

図6 管理アプリケーション
5.2.1. 時刻変化の設定
時刻変化の設定では,「理想の就寝時刻」 「いつもの就寝
時刻」「変化曲線」の 3 つのパラメータを定める.
「いつもの就寝時刻」の設定に際し, 生活リズム推定部で
得られた就寝時刻のデータを用いる.
5.2.2. 表示時刻の算出
システム動作中の表示時刻 は, 以下の計算式を以って算
出される.
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ここで, x は現在時刻を, t1 は「理想の就寝時刻」を,  t2 は
「いつもの就寝時刻」を, f は「変化曲線」に対応する関数を,
t0 は次式により決定される時刻を表す.

は時刻変化の設定を確定させた時刻を表す.
5.3. 表示デバイス部
表示デバイス部では生活リズムに照度データを送信し,
時間変化設定部から受け取った時刻を図1 の表示デバイ
スで表示する処理を行う.
6. 評価・成果
6.1. 評価
「就寝時間を自然に早めさせる」という本研究の目的が
達成されたかを検証するため, 学生 3 名, 開発者の家族 2
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