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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づく
情報の提供を当該ユーザに対して行う分析手段と、
　提供される情報を生体情報に基づいて決定するためのルールの少なくとも一部を、前記
ユーザの生体情報に基づいてユーザ毎に更新する第１更新手段とを備え、
　前記分析手段は、更新によってユーザ毎に設定されたルールを用いて、ユーザに提供す
る情報を決定し、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示手段をさらに備え、
　前記第１更新手段は、前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報
と、前記質問に対する回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新す
る、情報処理システム。
【請求項２】
　前記ルールは、前記ユーザ毎に更新される第１の部分と、前記ユーザを含む複数のユー
ザで共通の第２の部分とを含む、請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記生体情報が検出されるときのユーザの周囲の環境に関する環境情報を取得する第２
取得手段をさらに備え、
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　前記分析手段は、提供される情報を、前記ユーザの生体情報と、当該ユーザに関する環
境情報とに基づいて決定する、請求項１または請求項２のいずれか１項に記載の情報処理
システム。
【請求項４】
　前記分析手段は、前記ユーザの健康に関する情報を当該ユーザに対して提供する、請求
項１から請求項３のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記第１更新手段は、前記ユーザの健康を改善するための情報を当該ユーザに対して提
供する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記分析手段は、繰り返し取得された生体情報に基づいて分析を繰り返し実行し、
　前記情報処理システムは、繰り返し取得された生体情報と、繰り返し実行された分析に
おいて算出された情報とのうちの少なくとも一部の情報を所定の記憶部に記憶する記憶制
御手段をさらに備え、
　前記第１更新手段は、前記記憶部に記憶された、複数回分の前記生体情報、および／ま
たは、複数回の分析において算出された情報に基づいて前記ルールの少なくとも一部をユ
ーザ毎に更新する、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記第１更新手段は、前記ルールの更新を繰り返し行う、請求項６に記載の情報処理シ
ステム。
【請求項８】
　前記第１更新手段は、前記分析手段による分析が行われる度に前記ルールの更新を行う
、請求項７に記載の情報処理システム。
【請求項９】
　前記生体情報は、ユーザの脈拍、呼吸、および、体動の少なくともいずれかを検出する
センサから取得される、請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の情報処理システム
。
【請求項１０】
　前記分析手段は、前記生体情報に基づいてユーザの睡眠および／または疲労に関する分
析を行う、請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１１】
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づい
て、前記ユーザに提供すべき情報を決定する分析手段と、
　決定された情報を当該ユーザに提供する情報提供手段とを備え、
　前記分析手段は、提供すべき情報を決定するためのルールとして、複数のユーザに関し
て共通の第１のルールと、当該複数のユーザのそれぞれに対して個別に設定される第２の
ルールとの両方を用いて、前記ユーザに提供すべき情報を決定し、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示手段と、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報と、前記質問に対する
回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新する更新手段とをさらに
備える、情報処理システム。
【請求項１２】
　前記分析手段は、前記ユーザに提供すべき情報を決定するための第１の情報を、前記生
体情報と前記第１のルールとを用いて算出し、算出された第１の情報と前記第２のルール
とを用いて、前記ユーザに提供すべき情報を決定する、請求項１１に記載の情報処理シス
テム。
【請求項１３】
　前記分析手段は、前記生体情報と前記第２のルールとを用いて第２の情報を算出し、前
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記第１の情報を前記第２の情報によって補正することによって、前記ユーザに提供すべき
情報を決定する、請求項１２に記載の情報処理システム。
【請求項１４】
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づく
情報の提供を当該ユーザに対して行う分析手段と、
　提供される情報を生体情報に基づいて決定するためのルールの少なくとも一部を、前記
ユーザの生体情報に基づいてユーザ毎に更新する更新手段とを備え、
　前記分析手段は、更新によってユーザ毎に設定されたルールを用いて、ユーザに提供す
る情報を決定し、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示手段をさらに備え、
　前記更新手段は、前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報と、
前記質問に対する回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新する、
情報処理装置。
【請求項１５】
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づい
て、前記ユーザに提供すべき情報を決定する分析手段と、
　決定された情報を当該ユーザに提供する情報提供手段とを備え、
　前記分析手段は、提供すべき情報を決定するためのルールとして、複数のユーザに関し
て共通の第１のルールと、当該複数のユーザのそれぞれに対して個別に設定される第２の
ルールとの両方を用いて、前記ユーザに提供すべき情報を決定し、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示手段と、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報と、前記質問に対する
回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新する更新手段とをさらに
備える、情報処理装置。
【請求項１６】
　情報処理装置のコンピュータにおいて実行される情報処理プログラムであって、
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づく
情報の提供を当該ユーザに対して行う分析手段と、
　提供される情報を生体情報に基づいて決定するためのルールの少なくとも一部を、前記
ユーザの生体情報に基づいてユーザ毎に更新する更新手段として前記コンピュータを機能
させ、
　前記分析手段は、更新によってユーザ毎に設定されたルールを用いて、ユーザに提供す
る情報を決定し、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示手段として前記コンピュータをさ
らに機能させ、
　前記更新手段は、前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報と、
前記質問に対する回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新する、
情報処理プログラム。
【請求項１７】
　情報処理装置のコンピュータにおいて実行される情報処理プログラムであって、
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づい
て、前記ユーザに提供すべき情報を決定する分析手段と、
　決定された情報を当該ユーザに提供する情報提供手段として前記コンピュータを機能さ
せ、
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　前記分析手段は、提供すべき情報を決定するためのルールとして、複数のユーザに関し
て共通の第１のルールと、当該複数のユーザのそれぞれに対して個別に設定される第２の
ルールとの両方を用いて、前記ユーザに提供すべき情報を決定し、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示手段と、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報と、前記質問に対する
回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新する更新手段として前記
コンピュータを機能させる、情報処理プログラム。
【請求項１８】
　情報処理システムによって実行される情報提供方法であって、
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づく
情報の提供を当該ユーザに対して行う分析ステップと、
　提供される情報を生体情報に基づいて決定するためのルールの少なくとも一部を、前記
ユーザの生体情報に基づいてユーザ毎に更新する更新ステップとを備え、
　前記分析ステップにおいては、更新によってユーザ毎に設定されたルールを用いて、ユ
ーザに提供する情報が決定され、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示ステップをさらに備え、
　前記更新ステップにおいては、前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの
生体情報と、前記質問に対する回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部がユーザ毎
に更新される、情報提供方法。
【請求項１９】
　情報処理システムによって実行される情報提供方法であって、
　ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づい
て、前記ユーザに提供すべき情報を決定する分析ステップと、
　決定された情報を当該ユーザに提供する情報提供ステップとを備え、
　前記分析ステップにおいては、提供すべき情報を決定するためのルールとして、複数の
ユーザに関して共通の第１のルールと、当該複数のユーザのそれぞれに対して個別に設定
される第２のルールとの両方を用いて、前記ユーザに提供すべき情報が決定され、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報から算出される複数種
類の健康情報のうち、基準値と比較して所定以上の差がある健康情報に基づいて質問内容
を決定して当該ユーザに対して質問を提示する質問提示ステップと、
　前記情報の提供が行われた後で取得された前記ユーザの生体情報と、前記質問に対する
回答とに基づいて前記ルールの少なくとも一部をユーザ毎に更新する更新ステップとをさ
らに備える、情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバ側から端末側へ情報を提供する情報処理システム、情報処理サーバ、
情報処理プログラム、および情報提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、端末側で取得された情報をサーバ側へアップロードし、アップロードされた情報
に対する分析結果をサーバ側から端末側へ提供するシステムがある。例えば、端末側の評
価装置でユーザの睡眠データを取得し、サーバ側で睡眠データの分析を行い、分析結果を
端末側の表示装置に表示するシステムがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１６８０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来においては、サーバ側から端末側へ提供される情報として、有用な情報を提供する
ことができない可能性があった。
【０００５】
　それ故、本発明の目的は、有用な情報を提供することができる情報処理システム、情報
処理サーバ、情報処理プログラム、および情報提供方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決すべく、本発明は、以下の（１）～（１９）の構成を採用した。
【０００７】
（１）
　本発明の一例に係る情報処理システムは、分析手段と、第１更新手段とを備える。分析
手段は、ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に
基づく情報の提供を当該ユーザに対して行う。第１更新手段は、提供される情報を生体情
報に基づいて決定するためのルールの少なくとも一部を、ユーザの生体情報に基づいてユ
ーザ毎に更新する。分析手段は、更新によってユーザ毎に設定されたルールを用いて、ユ
ーザに提供する情報を決定する。
【０００８】
（２）
　ルールは、ユーザ毎に更新される第１の部分と、ユーザを含む複数のユーザで共通の第
２の部分とを含んでいてもよい。
【０００９】
（３）
　情報処理システムは、第１取得手段と、第２更新手段をさらに備えていてもよい。第１
取得手段は、複数のユーザに関する各生体情報を取得する。第２更新手段は、各生体情報
に含まれる少なくとも複数の生体情報に基づいて、第２の部分を更新する。
【００１０】
（４）
　情報処理システムは、１以上のユーザ端末と、ユーザ端末とネットワークを介して通信
可能なサーバシステムとを含んでいてもよい。ユーザ端末は、分析手段および第１更新手
段を少なくとも備えていてもよい。第１更新手段は、自身のユーザ端末によって取得され
た生体情報に基づいて第１の部分の更新を行ってもよい。サーバシステムは、複数のユー
ザに関する各生体情報を取得してもよい。第２更新手段は、サーバによって取得された複
数の生体情報に基づいて第２の部分を更新してもよい。
【００１１】
（５）
　第１更新手段は、ユーザの生体情報と、当該ユーザによる入力とに基づいてルールの少
なくとも一部をユーザ毎に更新してもよい。
【００１２】
（６）
　情報処理システムは、ユーザに対して質問を提示する質問提示手段をさらに備えていて
もよい。第１更新手段は、質問に対する回答をユーザによる入力として用いてもよい。
【００１３】
（７）
　質問提示手段は、情報の提供が行われた後で取得されたユーザの生体情報に基づいて質
問内容を決定して当該ユーザに対して質問を提示してもよい。第１更新手段は、情報の提
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供が行われた後で取得されたユーザの生体情報と、質問に対する回答とに基づいてルール
の少なくとも一部をユーザ毎に更新してもよい。
【００１４】
（８）
　情報処理システムは、生体情報が検出されるときのユーザの周囲の環境に関する環境情
報を取得する第２取得手段をさらに備えていてもよい。分析手段は、提供される情報を、
ユーザの生体情報と、当該ユーザに関する環境情報とに基づいて決定してもよい。
【００１５】
（９）
　情報処理システムは、生体情報が検出されるときのユーザの周囲の環境に関する環境情
報を取得する第２取得手段をさらに備えていてもよい。第１更新手段は、ルールの少なく
とも一部を、ユーザの生体情報と、当該ユーザに関する環境情報とに基づいて更新しても
よい。
【００１６】
（１０）
　第１更新手段は、ユーザの健康に関する情報を当該ユーザに対して提供してもよい。
【００１７】
（１１）
　第１更新手段は、ユーザの健康の健康を改善するための情報を当該ユーザに対して提供
してもよい。
【００１８】
（１２）
　分析手段は、繰り返し取得された生体情報に基づいて分析を繰り返し実行してもよい。
情報処理システムは、繰り返し取得された生体情報と、繰り返し実行された分析において
算出された情報とのうちの少なくとも一部の情報を所定の記憶部に記憶する記憶制御手段
をさらに備えていてもよい。第１更新手段は、記憶部に記憶された、複数回分の生体情報
、および／または、複数回の分析において算出された情報に基づいてルールの少なくとも
一部をユーザ毎に更新してもよい。
【００１９】
（１３）
　第１更新手段は、ルールの更新を繰り返し行ってもよい。
【００２０】
（１４）
　第１更新手段は、分析手段による分析が行われる度にルールの更新を行ってもよい。
【００２１】
（１５）
　生体情報は、ユーザの脈拍、呼吸、および、体動の少なくともいずれかを検出するセン
サから取得されてもよい。
【００２２】
（１６）
　分析手段は、生体情報に基づいてユーザの睡眠および／または疲労に関する分析を行っ
てもよい。
【００２３】
（１７）
　本発明の他の一例に係る情報処理システムは、分析手段と、情報提供手段とを備える。
分析手段は、ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結
果に基づいて、ユーザに提供すべき情報を決定する。情報提供手段は、決定された情報を
当該ユーザに提供する。分析手段は、提供すべき情報を決定するためのルールとして、複
数のユーザに関して共通の第１のルールと、当該複数のユーザのそれぞれに対して個別に
設定される第２のルールとの両方を用いて、ユーザに提供すべき情報を決定する。
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【００２４】
（１８）
　分析手段は、ユーザに提供すべき情報を決定するための第１の情報を、生体情報と第１
のルールとを用いて算出し、算出された第１の情報と第２のルールとを用いて、ユーザに
提供すべき情報を決定してもよい。
【００２５】
（１９）
　分析手段は、生体情報と第２のルールとを用いて第２の情報を算出し、第１の情報を第
２の情報によって補正することによって、ユーザに提供すべき情報を決定してもよい。
【００２６】
　なお、本発明の別の一例は、上記（１）～（１９）における情報処理システムに含まれ
る情報処理装置（例えば、携帯端末）またはサーバであってもよい。また、本発明の別の
一例は、上記情報処理装置またはサーバのコンピュータを、上記（１）～（１９）におけ
る各手段のいくつかとして機能させる情報処理プログラムであってもよい。また、本発明
の別の一例は、上記情報処理システム、情報処理装置、またはサーバにおいて実行される
情報処理方法であってもよい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、ユーザにとって有用な情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態における情報処理システムの構成の一例を示すブロック図
【図２】端末システムの構成の一例を示す図
【図３】端末システムに含まれる各装置が配置される一例を示す図
【図４】主端末装置の処理部において健康情報を算出するための機能的構成の一例を示す
機能ブロック図
【図５】主端末装置の処理部において実行される処理の流れの一例を示すフローチャート
【図６】情報処理システムにおける動作の流れの一例を示すタイミングチャート
【図７】データサーバに記憶されるデータの一例を示す図
【図８】ポータルサーバに記憶されるデータの一例を示す図
【図９】提供条件テーブルの一例を示す図
【図１０】利用要求の一例を示す図
【図１１】利用管理テーブルの一例を示す図
【図１２】ユーザ提供履歴情報の一例を示す図
【図１３】端末システムにおいて表示されるメインページの一例を示す図
【図１４】追加提供条件テーブルの一例を示す図
【図１５】追加提供条件の判定方法の一例を示す図
【図１６】データサーバにおいて実行される処理の流れの一例を示すフローチャート
【図１７】ポータルサーバにおいて実行される処理の流れの一例を示すフローチャート
【図１８】条件更新テーブルの一例を示す図
【図１９】変形例による効果を説明するための図
【図２０】変形例における提供条件テーブルの一例を示す図
【図２１】変化情報の一例を示す図
【図２２】第２の実施形態における端末システムの詳細な構成の一例を示す図
【図２３】第２の実施形態における端末システムの外観の一例を示す図
【図２４】第２の実施形態における端末システムよる処理の流れの一例を示す図
【図２５】候補楽曲を示す情報を提供するために携帯端末に表示される画像の一例を示す
図
【図２６】覚醒時に携帯端末に表示される画像の一例を示す図
【図２７】端末システムの機能的構成の一例を示す機能ブロック図
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【図２８】ジャンル決定ルールの一例を示す図
【図２９】楽曲決定ルールに含まれるテーブルの一例を示す図
【図３０】ユーザに提示する質問を決定するためのテーブルの一例を示す図
【図３１】更新内容を決定するためのルール更新テーブルの一例を示す図
【図３２】携帯端末において実行される処理の流れの一例を示すフローチャート
【図３３】第２の実施形態の変形例における端末システムの機能的構成の一例を示す機能
ブロック図
【図３４】第２の実施形態の他の変形例における端末システムの機能的構成の一例を示す
機能ブロック図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
＜第１の実施形態＞
［１．情報処理システムの全体構成］
　以下、図面を参照して、本実施形態に係る情報処理システム、情報処理サーバ、情報処
理プログラム、および情報提供方法について説明する。まず、本実施形態に係る情報処理
システムの全体構成について説明する。図１は、本実施形態における情報処理システムの
構成の一例を示すブロック図である。図１に示すように、情報処理システムは、端末シス
テム１と、データサーバ２と、サービスサーバ３とを含む。これらのシステムおよびサー
バ１～３は、インターネットやモバイル通信網等のネットワーク４を介して互いに通信可
能である。
【００３０】
　端末システム１は、ユーザの元（例えばユーザの自宅）に配置される。なお、図１では
端末システム１を１つのみ示すが、情報処理システムは、ユーザ毎にそれぞれ設けられる
複数の端末システムを含んでいる。本実施形態においては、端末システム１は、ユーザの
生体情報を取得し、生体情報から得られる健康情報をデータサーバ２へアップロードする
（図１参照）。ここで、生体情報は、ユーザの身体から検出される情報である。本実施形
態においては、呼吸、脈拍、および体動が生体情報として取得される。健康情報は、ユー
ザの健康および／または身体に関する情報である。本実施形態においては、健康情報は、
ユーザの睡眠に関する指標である睡眠指標、および、ユーザの疲労に関する指標である疲
労指標を含む。このように、端末システム１は、ユーザの生体情報を検出し、検出結果か
ら睡眠指標および疲労指標を計算してデータサーバ２へアップロードするものである。上
記端末システム１は、ユーザの健康状態を検出するものであり、ＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ
　ｏｆ　Ｌｉｆｅ）センサということもできる。
【００３１】
　データサーバ２は、端末システム１から送信されてくるユーザの健康情報を記憶（蓄積
）する。また、データサーバ２は、健康情報から得られる２次情報として統計量（例えば
、所定期間における平均値等）を算出する。以下では、端末システム１から受信される健
康情報と、それから得られる２次情報（統計量）とを総称して、健康情報と呼ぶことがあ
る。
【００３２】
　サービスサーバ３は、データサーバ２に記憶された健康情報を用いて、端末システム１
のユーザに対して各種の情報を提供する。以下では、サービスサーバがユーザに対して提
供する情報を「提供情報」と呼ぶ。提供情報は、ユーザの健康情報が示す指標を改善する
ための情報である。詳細は後述するが、提供情報は例えば、上記指標を改善するための商
品やサービス（例えば、睡眠を改善するためのグッズや、疲労を回復するためのサプリメ
ント等）を紹介する情報である。すなわち、本実施例においては、提供情報はユーザに対
するリコメンド情報ともいえる。サービスサーバ３は、データサーバ２から取得した健康
情報を用いて、提供情報を提供するサービスを行う。また、本実施形態においては、サー
ビスサーバ３は、提供情報によって紹介される商品および／またはサービス（以下「商品
・サービス」と記載する）をユーザに販売するサービスも行う。
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【００３３】
　なお、データサーバ２およびサービスサーバ３はそれぞれ、ＣＰＵおよびメモリを有す
る情報処理装置（すなわち、サーバ装置）を１以上含む。各サーバ２および３においては
、ＣＰＵがメモリを用いて、自身に記憶された情報処理プログラムを実行することによっ
て各種の情報処理が実行される。なお、本明細書では、「サーバ」とは、１つの情報処理
装置（サーバ装置）を指す他、サーバが複数のサーバ装置によって構成される場合にはサ
ーバ装置群（サーバシステム）全体を指す意味である。
【００３４】
［２．端末システムの構成］
　次に、本実施形態における端末システム１の構成について説明する。図２は、端末シス
テム１の構成の一例を示す図であり、図３は、端末システム１に含まれる各装置が配置さ
れる一例を示す図である。図２および図３に示すように、端末システム１は、主端末装置
１０と、副端末装置２０とを含む。本実施形態において、主端末装置１０および副端末装
置２０は、例えばユーザの寝室に配置される（図３参照）。詳細は後述するが、端末シス
テム１は、主にユーザの就寝中（睡眠中）に生体情報を取得し、睡眠指標および疲労指標
を算出する。
【００３５】
　主端末装置１０は、生体情報を検出するセンサとして機能する。本実施形態においては
、図３に示すように、主端末装置１０はユーザの枕元など、ユーザの周辺に配置され、就
寝中におけるユーザの生体情報を検出する。
【００３６】
　図２に示すように、主端末装置１０は、生体情報を検出するセンサの一例であるドップ
ラーセンサ１１を備える。ドップラーセンサ１１は、マイクロ波を発射するとともに、発
射したマイクロ波の反射波を受信することによって、発射したマイクロ波の周波数と受信
したマイクロ波の周波数との差に基づいて動体を検出する。詳細は後述するが、検出され
る生体情報であるドップラーセンサ１１の出力波形を解析（周波数分析等）することで、
呼吸、脈拍、および体動といった生体情報をさらに算出することができる。本実施形態で
は、ユーザがセンサを装着しない状態で生体情報を検出可能な、非装着型のセンサ（ドッ
プラーセンサ１１）を用いるので、ユーザの邪魔にならず（ユーザは睡眠を妨げられるこ
となく）生体情報を検出することができる。
【００３７】
　主端末装置１０はカメラ１２を備える。カメラ１２は、ユーザを撮像するために用いら
れる。また、主端末装置１０はマイク１３を備える。マイク１３は、ユーザから発生する
音（いびき等）および／または周囲の騒音等を検出するために用いられる。
【００３８】
　主端末装置１０は、主端末装置１０において実行される各種の情報処理を実行する処理
部１５を備える。処理部１５は、主端末装置１０の各部１１～１４および１６～１９に接
続される。処理部１５は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
およびメモリを有し、ＣＰＵがメモリを用いて、主端末装置１０に記憶された情報処理プ
ログラムを実行することによって上記各種の情報処理が実行される。本実施形態において
は、処理部１５は、上記情報処理として、センサによって検出された生体情報に基づいて
健康情報を算出する処理等を実行する。また、主端末装置１０が情報処理装置（情報処理
端末）として機能する場合、処理部１５は、当該機能のための各種の情報処理を実行する
。
【００３９】
　主端末装置１０は、入出力インターフェースを備え、情報を入力したり閲覧したりする
ための情報処理装置（入出力端末）として機能する。具体的には、主端末装置１０は、操
作入力部１４およびディスプレイ１６を備える。操作入力部１４は、ユーザによる操作入
力を受け付ける任意の入力装置である。本実施形態においては、主端末装置１０は、ディ
スプレイ１６上に設けられるタッチパネルと、ボタンとを操作入力部１４として有する。
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ディスプレイ１６は、ユーザの生体情報および／または健康情報を表示したり、上記の提
供情報を表示したりすることが可能である。また、ディスプレイ１６は、鏡として機能す
る構成を有していてもよい。
【００４０】
　主端末装置１０は、ＬＥＤ等の光源を有する照明部１７を備える。照明部１７の発光は
、処理部１５によって制御される。照明部１７は、例えば、ユーザの睡眠中において睡眠
状態に応じた適切な光を発するように制御されたり、ユーザの起床時に目覚ましの目的で
光を発するように制御されたりしてもよい。
【００４１】
　主端末装置１０と副端末装置２０とは互いに通信可能である。一例として、主端末装置
１０は、副端末装置２０との間の通信手段として、近距離無線通信部１８を備える。本実
施形態において、近距離無線通信部１８は、無線ＬＡＮによって通信を行う機能を有する
通信モジュールである。例えば、近距離無線通信部１８は、Ｗｉ－Ｆｉの認証を受けた通
信モジュールである。
【００４２】
　また、主端末装置１０は、ネットワーク４に接続して、各サーバ２および３と通信する
機能を有している。具体的には、主端末装置１０はモバイル通信部１９を備える。本実施
形態において、モバイル通信部１９は、モバイル通信網に接続して通信を行う機能を有す
る通信モジュールである。例えば、モバイル通信部１９は、３Ｇの通信規格、あるいは、
４Ｇ（ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を含む）の通信規格に準拠し
た通信方式で通信を行う。なお、主端末装置１０が各サーバ２および３と通信するための
方法は、Ｗｉ－Ｆｉの認証を受けた通信モジュールによって無線ＬＡＮを介して通信を行
う方法であってもよい。また、主端末装置１０は、モバイル通信網を介して各サーバ２お
よび３と通信する機能と、無線ＬＡＮを介して各サーバ２および３と通信を行う機能との
両方を備えていてもよい。
【００４３】
　副端末装置２０は、主端末装置１０とは異なる生体情報を取得するセンサとして機能す
る。図３に示すように、副端末装置２０は、主端末装置１０の近傍に配置される。副端末
装置２０は、その上に乗ったユーザの生体情報（体重等）を検出することが可能である。
【００４４】
　図２に示すように、副端末装置２０は荷重センサ２１を備える。荷重センサ２１は、副
端末装置２０の上面に加えられる荷重を検出する。なお、副端末装置２０は、体重の他、
体脂肪等を測定するための生体情報を検出するためのセンサを有していてもよい。
【００４５】
　また、副端末装置２０は、タッチパネル２２を備える。タッチパネル２２は、副端末装
置２０の上面に設けられる。タッチパネル２２は、副端末装置２０の上面に乗ったユーザ
の足の形を検出することが可能である。
【００４６】
　副端末装置２０は、副端末装置２０において実行される各種の情報処理を実行する処理
部２３を備える。処理部２３は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）およびメモリを有し、ＣＰＵがメモリを用いて、副端末装置２０に記憶された情報
処理プログラムを実行することによって上記各種の情報処理が実行される。
【００４７】
　副端末装置２０は、主端末装置１０との間の通信手段として、近距離無線通信部２４を
備える。近距離無線通信部２４は、主端末装置１０の近距離無線通信部１８と同様、無線
ＬＡＮによって通信を行う機能を有する通信モジュールであり、例えばＷｉ－Ｆｉの認証
を受けた通信モジュールである。本実施形態においては、ユーザが副端末装置２０の上に
乗ったことが検出された場合、近距離無線通信部２４は、所定の通知信号および荷重セン
サ２１によって検出された生体情報を副端末装置２０から主端末装置１０へ送信する。
【００４８】
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［３．端末システムにおける処理動作］
　次に、端末システム１において実行される処理動作について説明する。本実施形態にお
いては、主端末装置１０は、通常モード、検出モード、およびスリープモードの３種類の
モードで動作する。通常モードは、主端末装置１０が入出力端末として用いられる場合の
モードであり、ユーザからの操作入力を受け付けて、操作入力に応じた処理を実行したり
、処理結果の画像をディスプレイ１６に表示したりするモードである。検出モードは、就
寝中におけるユーザの生体情報を検出し、健康情報を算出するモードである。スリープモ
ードは、通常モードおよび検出モードにおいて実行される上記の処理が実行されず、電力
消費が抑えられるモードである。ただし、スリープモードにおいても主端末装置１０は副
端末装置２０からの信号を受信することが可能である。
【００４９】
　なお、副端末装置２０は、副端末装置２０の上にユーザが乗ったことを常時検知可能で
ある。すなわち、副端末装置２０においては、荷重センサ２１およびタッチパネル２２の
少なくとも一方が常時起動しており、副端末装置２０の上にユーザが乗ったことを検知す
る。なお、他の実施形態においては、副端末装置２０は、スリープモードと、（少なくと
も処理部２３が動作する）オンモードとで動作可能であってもよい。スリープモードは、
処理部２３が動作せず、荷重センサ２１およびタッチパネル２２の少なくとも１つが動作
するモードである。オンモードは、少なくとも処理部２３が動作するモードである。この
とき、副端末装置２０は、スリープモードである状態において自身の上にユーザが乗った
ことが荷重センサ２１および／またはタッチパネル２２で検知されると、オンモードに移
行してもよい。
【００５０】
（検出モード時の処理）
　以下、端末システム１がユーザの就寝中に検出モードで動作する際の処理について説明
する。ユーザの就寝前において、主端末装置１０はスリープモードまたは通常モードであ
るとする。このとき、ユーザが副端末装置２０に乗る（図３に示す（１）参照）と、副端
末装置２０の処理部２３は、副端末装置２０の上にユーザが乗ったことを検知し、荷重セ
ンサ２１の検出結果に基づいて体重を測定する。また、処理部２３は、タッチパネル２２
の検出結果に基づいてユーザの足の形を算出する。なお、他の実施形態においては、副端
末装置２０はカメラを備えていてもよく、処理部２３は、カメラによって撮影された画像
に基づいて足の形を算出してもよい。
【００５１】
　本実施形態においては、処理部２３は、算出された足の形を用いてユーザに対する認証
処理を実行する（図３に示す（２）参照）。すなわち、正当なユーザの足の形を示すデー
タは副端末装置２０において予め登録（記憶）されており、処理部２３は、算出された足
の形と、登録された足の形とが一致するか否かを判定することによって、認証を行う。２
つの足の形が一致すると判定した場合、処理部２３は、認証が成功したと判断する。この
場合、処理部２３は、所定の認証通知を主端末装置１０へ送信する（図３に示す（３）参
照）。なお、処理部２３は、上記認証通知とともに、副端末装置２０で検出された生体情
報（体重等の情報）を主端末装置１０へ送信してもよい。一方、２つの足の形が一致しな
いと判定した場合、処理部２３は、認証が失敗したと判断する。この場合、処理部２３は
、認証通知を主端末装置１０へ送信しない。
【００５２】
　主端末装置１０は、上記認証通知を受信すると、スリープモードまたは通常モードから
検出モードへ移行する（図３に示す（４）参照）。これ以降、ユーザの生体情報が主端末
装置１０によって取得されることになる。
【００５３】
　検出モードが開始されると、主端末装置１０の処理部１５はまず、生体情報の検出用セ
ンサ（本実施形態ではドップラーセンサ１１）を起動し、センサの検出結果の取得を開始
する。なお、検出用センサとしてカメラ１２および／マイク１３を用いる場合には、処理
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部１５は、カメラ１２および／マイク１３を起動してもよい。検出モード中において、ド
ップラーセンサ１１は継続的に検出を行い、検出結果である出力波形を継続的に出力する
。処理部１５は、ドップラーセンサ１１の検出結果（出力波形）に基づいて健康情報（睡
眠指標および疲労指標）を算出する。
【００５４】
（健康情報の算出）
　以下、ドップラーセンサ１１の検出結果に基づいて健康情報（睡眠指標および疲労指標
）を算出する処理について説明する。図４は、処理部１５において健康情報を算出するた
めの機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。図４に示すように、処理部１５は、
波形解析部３１と、睡眠算出部３２と、自律神経算出部３３と、疲労算出部３４とを含む
。
【００５５】
　波形解析部３１は、ドップラーセンサ１１が検出した生体情報（出力波形）に基づいて
、呼吸、脈拍、および体動をさらなる生体情報として算出する。ここで、従来より、ドッ
プラーセンサ１１の出力波形を周波数に応じて分離することによって、呼吸、脈拍、およ
び体動を表す波形を得ることができることが知られている。波形解析部３１は、周波数解
析等によって出力波形を、呼吸に対応する周波数帯域と、脈拍に対応する周波数帯域と、
体動に対応する周波数帯域とに分離し、分離したそれぞれの波形データを出力する。図４
に示すように、波形解析部３１の出力は、睡眠算出部３２および自律神経算出部３３にそ
れぞれ入力される。
【００５６】
　睡眠算出部３２は、生体情報（呼吸、脈拍、および体動）に基づいて各種の睡眠指標を
算出する。ここで、従来より、呼吸、脈拍、および体動に基づいて睡眠指標を算出する方
法が知られている。本実施形態においては、睡眠算出部３２は、以下の情報を示す睡眠指
標を算出する。
・睡眠潜時（入眠潜時）
・中途覚醒時間
・中途覚醒回数
・睡眠効率
・総睡眠時間
・睡眠時活動量
・睡眠ステージ
・レム睡眠時間
・ノンレム睡眠時間
・睡眠品質
なお、他の実施形態においては、上記の睡眠指標のうちのいくつかのみが算出されてもよ
いし、上記の睡眠指標とは異なる種類の睡眠指標が算出されてもよい。
【００５７】
　自律神経算出部３３は、生体情報に基づいて、自律神経（交感神経および副交感神経）
の働き度合いを示す指標（自律神経指標）を算出する。具体的には、生体情報に含まれる
脈拍（ＲＲ間隔）の波形を、最大エントロピー法、フーリエ変換によって周波数解析し、
当該波形の高周波成分（約０．１５～０．４０［Ｈｚ］）ＨＦと低周波成分（約０．０４
～０．１５［Ｈｚ］）ＬＦとを算出する。ここで、上記高周波成分ＨＦは、副交感神経の
働き度合いを示すことが知られており、上記低周波成分ＬＦは、交感神経の働き度合いを
示すことが知られている。また、副交感神経の働き度合いと交感神経の働き度合いとの割
合によって疲労度を評価できることが知られている（例えば、特開２０１０－２０１１１
３号公報参照）。したがって、自律神経算出部３３は、自律神経指標として、上記高周波
成分ＨＦと低周波成分ＬＦとの割合（ＬＦ／ＨＦ）を算出する。図４に示すように、自律
神経算出部３３の出力は、疲労算出部３４において入力として用いられる。
【００５８】



(13) JP 6706293 B2 2020.6.3

10

20

30

40

50

　疲労算出部３４は、上記睡眠指標および自律神経指標に基づいて、疲労指標を算出する
。なお、本実施形態においては、疲労指標として、疲労の度合い（レベル）を１から５の
５段階で示す疲労度が算出される。疲労指標の算出方法は任意であるが、例えば以下の方
法が考えられる。
【００５９】
　第１の方法は、睡眠指標から疲労指標を算出する方法である。ここで、睡眠指標は、疲
労度との相関があると考えられる。例えば、疲労度が高いと推測される例としては、以下
が挙げられる。
・睡眠潜時が長い。
・中途覚醒時間が長い。
・中途覚醒回数が多い。
・睡眠効率が悪い。
・総睡眠時間が短い。
・レム睡眠時間とノンレム睡眠時間とのバランスが悪い（レム睡眠時間とノンレム睡眠時
間との比率が、正常な範囲から外れている）。
　したがって、疲労算出部３４は、睡眠指標が上記の例に該当すれば疲労度が高くなり、
上記の例に該当しなければ疲労度が低くなるように、疲労度を算出する。例えば、疲労算
出部３４は、上記の各項目について該当するか否かを判定し、該当する数に応じたポイン
トを計算し、合計のポイントに応じて疲労度を算出するようにしてもよい。このとき、疲
労算出部３４は、項目毎に重みを付してポイントを計算してもよい。また、各項目につい
て基準値（例えば、総睡眠時間について「６時間」）を設定し、算出された睡眠指標の値
が基準値から離れているほどポイントが大きくなるように、ポイントが計算されてもよい
。
【００６０】
　以上のように、本実施形態においては、生体情報に基づいて、ユーザの睡眠に関する睡
眠指標が算出され、睡眠指標に基づいて疲労指標が算出される。上記のように、睡眠指標
と疲労の度合いとの間には相関があると考えられるので、睡眠指標に基づいて疲労指標を
算出することによって、疲労指標の精度を向上することができる。
【００６１】
　第２の方法は、所定期間（例えば１週間）における睡眠時間に基づいて疲労度を算出す
る方法である。ここで、従来より、疲労リスク管理システム（ＦＲＭＳ（Ｆａｔｉｇｕｅ
　Ｒｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ））において、睡眠時間と労働時間と
に基づいて疲労度を算出する手法がある。上記手法において例えば簡易的に労働時間を一
定とすることで、睡眠時間（のみ）に基づいて疲労度を算出することができる。
【００６２】
　第３の方法は、自律神経指標に基づいて疲労度を算出する方法である。上述のように、
交感神経と副交感神経との働き度合いのバランス、すなわち、上記の自律神経指標を用い
て疲労度を評価できることが知られている。したがって、疲労算出部３４は、例えば、自
律神経指標の値が基準値から離れるほど疲労度が高くなるように疲労度を算出する。
【００６３】
　本実施形態においては、疲労算出部３４は、上記３つの方法を用いて疲労度を算出する
。具体的には、疲労算出部３４は、上記３つの方法でそれぞれ疲労度を算出し、算出され
た各疲労度に基づいて最終的な疲労度を算出する。疲労算出部３４は、例えば、３つの疲
労度の平均値を最終的な疲労度としてもよいし、３つのうちいずれかの疲労度に重みを付
して最終的な疲労度を算出してもよい。
【００６４】
　なお、他の実施形態においては、疲労指標の算出方法は任意であり、疲労指標の内容も
任意である。他の実施形態においては、疲労指標として、疲労の種類毎に疲労度合いを示
す値が算出されてもよい。例えば、他の実施形態においては、疲労指標は、急性疲労の度
合いを示す値と、累積疲労の度合いを示す値と、精神疲労の度合いを示す値という３種類



(14) JP 6706293 B2 2020.6.3

10

20

30

40

50

の値であってもよい。
【００６５】
　また、他の実施形態においては、カメラ１２および／またはマイク１３の検出結果を用
いて健康情報を算出してもよい。例えば、カメラ１２で撮像されたユーザの画像に基づい
て、脈拍および／または体動といった生体情報を算出することが可能である。したがって
、処理部１５は、ドップラーセンサ１１の検出結果から得られるこれらの生体情報に加え
て（または代えて）、カメラ１２による撮像画像から得られる生体情報を用いて睡眠指標
（および疲労度）を算出してもよい。また、処理部１５は、マイク１３で検出されるいび
きの音を考慮して睡眠指標を算出してもよい。
【００６６】
　図５は、主端末装置１０の処理部１５において実行される処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。なお、図５においては、主に検出モードにおける処理が示されており
、通常モードおよびスリープモードにおける処理は示されていない。
【００６７】
　なお、本出願において、図面（図５、図１６、図１７、および図３２）に示すフローチ
ャートにおける各ステップの処理は、単なる一例に過ぎず、同様の結果が得られるのであ
れば、各ステップの処理順序を入れ替えてもよいし、各ステップの処理に加えて（または
代えて）別の処理が実行されてもよい。また、本明細書では、上記フローチャートの各ス
テップの処理を処理部のＣＰＵが実行するものとして説明するが、上記フローチャートに
おける一部のステップの処理を、ＣＰＵ以外のプロセッサや専用回路が実行するようにし
てもよい。
【００６８】
　図５に示すステップＳ１において、処理部１５は、副端末装置２０からデータの受信を
確認する。なお、ステップＳ１の実行時点では、主端末装置１０はスリープモードまたは
通常モードである。スリープモードまたは通常モードにおいては、処理部１５は、ステッ
プＳ１（およびＳ２）の処理を所定時間に１回の割合で繰り返し実行する。
【００６９】
　ステップＳ２において、処理部１５は、検出モードに移行するか否かを判定する。すな
わち、処理部１５は、上記ステップＳ１で副端末装置２０から上述の認証通知を受信した
場合、検出モードに移行すると判定し、認証通知を受信しなかった場合、検出モードに移
行しないと判定する。ステップＳ２の判定結果が肯定である場合、ステップＳ３の処理が
実行される。一方、ステップＳ２の判定結果が否定である場合、ステップＳ１の処理が再
度実行される。
【００７０】
　ステップＳ３において、処理部１５は、主端末装置１０の動作モードを検出モードに移
行させる。すなわち、処理部１５はドップラーセンサ１１を起動する。続くステップＳ４
において、処理部１５は、ドップラーセンサ１１の検出結果を取得する。さらに、続くス
テップＳ５において、処理部１５は、検出結果に基づいて呼吸、脈拍、および体動をさら
なる生体情報として算出する。検出モードにおいては、ステップＳ４～Ｓ６の一連の処理
が所定時間に１回の割合で繰り返し実行される。したがって、検出モード中において、生
体情報が繰り返し取得（算出）されて、処理部１５のメモリに逐次記憶される。
【００７１】
　ステップＳ６において、処理部１５は、検出モードを終了するか否かを判定する。本実
施形態においては、検出モードを終了するか否かの判定は、ユーザが就寝中でなくなった
か否かによって行われる。具体的には、処理部１５は、ドップラーセンサ１１の検出結果
に基づいて、ドップラーセンサ１１の検出範囲からユーザがいなくなったか否かを判定す
る。そして、ユーザがいなくなった場合、処理部１５は、ユーザが就寝中でなくなったと
判断し、検出モードを終了すると判定する。一方、ドップラーセンサ１１の検出範囲内に
ユーザがいる場合、処理部１５は、ユーザが就寝中であると判断し、検出モードを終了し
ないと判定する。ステップＳ６の判定結果が肯定である場合、ステップＳ７の処理が実行
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される。一方、ステップＳ６の判定結果が否定である場合、ステップＳ４の処理が再度実
行される。
【００７２】
　ステップＳ７において、処理部１５は、ドップラーセンサ１１の検出結果に基づいて健
康情報を算出する。すなわち、上記“（健康情報の算出）”の欄で述べたように、生体情
報に基づいて睡眠指標および疲労指標が算出される。続くステップＳ８において、処理部
１５は、ステップＳ７で算出された健康情報をデータサーバ２へ送信する。このように、
本実施形態においては、健康情報は、自動的に（ユーザの操作を必要とせずに）生成され
てデータサーバ２へ送信される。なお、他の実施形態においては、端末システム１からデ
ータサーバ２へ送信される情報は、ユーザによる送信操作に応じて送信されてもよい。ま
た、処理部１５は、上記認証通知とともに副端末装置２０から受信される情報（体重等の
生体情報）を、健康情報とともにデータサーバ２へ送信してもよい。
【００７３】
　ステップＳ９において、処理部１５は、主端末装置１０の動作モードをスリープモード
に移行させる。すなわち、処理部１５はドップラーセンサ１１の動作を停止させる。ステ
ップＳ９によってスリープモードへと移行した後は、上述したステップＳ１の処理が再度
実行される。
【００７４】
　以上のように、本実施形態においては、センサ（ドップラーセンサ１１）の検出結果で
ある生体情報に基づいて健康情報を算出する処理は、端末（端末システム１）側で実行さ
れたが、この処理は、端末側とサーバ側とでどのように分担されてもよい。例えば、他の
実施形態においては、端末システム１は、生体情報をデータサーバ２へ送信し、データサ
ーバ２が生体情報に基づいて健康情報を算出するようにしてもよい。なお、このとき、い
くつかの健康情報（例えば、睡眠時間や睡眠効率等）は端末システム１においても算出さ
れ、適宜のタイミングでディスプレイ１６に表示されてもよい。これによれば、端末シス
テム１は、データサーバ２からデータを取得しなくても、健康情報をユーザに提供するこ
とができる。また、データサーバ２が算出した健康情報が、端末システム１へ送信されて
端末システム１において表示されてもよい。
【００７５】
　また、本実施形態において、端末システム１からデータサーバ２へ送信される健康情報
は、検出モードの終了時に送信されるものとした。ここで、他の実施形態においては、端
末システム１からデータサーバ２へ送信される送信情報（生体情報および／または健康情
報）は、検出モード中において逐次送信されてもよい。
【００７６】
（通常モードにおける処理）
　本実施形態においては、主端末装置１０は、スリープモードにおいてユーザが所定の操
作（例えば所定の電源ボタンを押下する操作）を行ったことに応じて、通常モードへ移行
する。詳細は後述するが、通常モードでは、主端末装置１０はサービスサーバ３にアクセ
スして、ユーザの健康情報をディスプレイ１６に表示したり、サービスサーバ３から提供
される提供情報をディスプレイ１６に表示したりする。また、主端末装置１０は、通常モ
ードにおいてユーザが所定の操作（例えば所定の電源ボタンを押下する操作）を行ったこ
とに応じて、スリープモードへ移行する。
【００７７】
（端末システムによる作用効果）
　以上のように、本実施形態においては、端末システムは、ユーザに関する第１の生体情
報を検出する第１センサ（ドップラーセンサ１１）を備える第１装置（主端末装置１０）
と、当該ユーザに関する生体情報であって、第１の生体情報とは異なる第２の生体情報を
検出する第２センサ（荷重センサ２１）を備える第２装置（副端末装置２０）とを備える
。また、端末システムは、第１の生体情報および第２の生体情報に基づく分析を行うサー
バ（データサーバ２）と通信可能である。
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　また、端末システムは、上記第１の生体情報および第２の生体情報と、生体情報から得
られる健康情報とのうち少なくとも一方を含む送信情報を、サーバ（データサーバ２）へ
送信する。なお、第１の生体情報（およびそれに基づく健康情報）と、第２の生体情報（
およびそれに基づく健康情報）とは、異なる装置から別々に送信されてもよい。サーバは
、端末システムから送信されてくる送信情報に基づく分析を行う。
　以上によって、端末システムは、２つの装置によって多くの生体情報を取得することが
できるので、サーバにおける分析の品質を向上することができる。すなわち、サーバにお
いては、より多彩な分析あるいはより精度の良い分析を行うことができる。
【００７８】
　本実施形態において、上記第１センサ（ドップラーセンサ１１）は、就寝中におけるユ
ーザの生体情報を検出し、第２センサ（荷重センサ２１）は、起床中（例えば、就寝前お
よび起床後）におけるユーザの生体情報を検出する。これによれば、就寝中の期間におい
てもそうでない期間においても生体情報を取得することができるので、サーバにおける分
析の品質を向上することができる。
【００７９】
　本実施形態において、上記第１センサは、ユーザがセンサに接触しない状態で生体情報
を検出可能な非接触型のセンサであり、第２センサは、ユーザがセンサに接触した状態で
生体情報を検出可能な接触型のセンサである。これによれば、就寝中においてはユーザが
気にならない方法で生体情報を検出することができるとともに、起床中においてはより確
実な方法で生体情報を検出することができる。
【００８０】
　本実施形態において、第１装置は、以下の手段を備える。
・第２センサが検出した第２の生体情報を第２装置から受信する受信手段
・第１センサが検出した第１の生体情報および第２装置から受信した第２の生体情報と、
これらの生体情報に基づく健康情報とのうち少なくとも一方を含む送信情報を上記サーバ
（データサーバ２）へ送信する送信手段
　上記構成によれば、２つの装置で検出される生体情報（および／または健康情報）を、
効率良くサーバへ送信することができる。また、第２装置はサーバとの間で通信を行う機
能を有していなくてもよいので、装置の構成を簡易化することができる。
【００８１】
　詳細は後述するが、本実施形態において、サーバ（サービスサーバ３）は、分析結果に
基づく情報（後述する提供情報）を端末システムへ送信する。第１装置は、上記サーバか
ら送信されてくる情報を受信する受信手段と、受信された情報を表示する表示手段とを備
える。これによれば、ユーザは、第１装置を用いて上記の情報を容易に閲覧することがで
きる。また、生体情報を検出する第１装置において上記の情報が表示されるので、端末シ
ステムの構成を簡易化することができる。
【００８２】
　なお、他の実施形態においては、端末システム１は、提供情報を受信して表示する装置
（情報端末）を主端末装置１０とは別に有していてもよい。この情報端末は、例えば、携
帯端末、パーソナルコンピュータ、および、ゲーム装置等、ユーザが使用する任意の情報
処理装置であってよい。例えば、ユーザの情報端末がサービスサーバ３にアクセスして提
供情報を受信して表示するようにしてもよい。また、後述する商品・サービスの購入も情
報端末を用いて行うことができるようにしてもよい。
【００８３】
　本実施形態において、第２装置は、第２の生体情報を検出したことに応じて、所定の通
知（認証通知）を第１装置へ送信する。第１装置は、上記所定の通知を受信したことに応
じて、第１の生体情報の検出を開始する。これによれば、第１装置において生体情報の検
出動作を効率良く実行することができ、第１装置における情報処理の効率化を図ることが
できる。また、第１装置の省電力化を図ることができる。
【００８４】
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　本実施形態において、第２装置は、第２の生体情報を検出したことに応じて、ユーザの
生体情報（タッチパネル２２によって検出される足の形）を用いてユーザに対する認証処
理を実行する。そして、第２装置は、認証処理が成功した場合（すなわち、予め登録され
た１以上のユーザのうちの１人のユーザであることが認証処理によって確認された場合）
、上記所定の通知を第１装置へ送信する。これによれば、登録されたユーザであることが
確認された場合に第１装置において生体情報の検出が開始されるので、検出処理を効率良
く実行することができる。また、登録されたユーザが複数である場合には、検出処理の対
象となるユーザを特定することができる。なお、認証処理に用いられる生体情報は、上記
第２の生体情報であってもよいし、他の生体情報であってもよい。
【００８５】
　また、本実施形態においては、主端末装置１０は、副端末装置２０における認証処理が
成功したことを条件として生体情報の測定（検出）を開始し、生体情報が検出されなくな
ったこと（ユーザが検出されなくなったこと）を条件として生体情報の測定を終了した。
ここで、他の実施形態においては、生体情報の測定期間の決定方法は任意であり、他の方
法で測定期間が決定されてもよい。
【００８６】
　例えば、他の実施形態においては、主端末装置１０は、センサ（ドップラーセンサ１１
）によって間欠的に検出を行い、その検出結果に基づいて測定期間を決定してもよい。具
体的には、主端末装置１０は、所定時間間隔でドップラーセンサ１１による検出を行うこ
とによって、ユーザが検出されるか否か（ユーザが検出範囲内に存在するか否か）を判定
する。ユーザが検出されない場合、主端末装置１０は、ドップラーセンサ１１による検出
を停止する。この場合、測定は開始されない。一方、ユーザが検出される場合、主端末装
置１０は、ドップラーセンサ１１による検出をそのまま継続することによって、測定を開
始する。さらに、測定を開始した場合、主端末装置１０は、ドップラーセンサ１１によっ
てユーザが検出される間、測定を継続する。つまり、上記実施形態と同様、主端末装置１
０は、ユーザが検出されなくなったことに応じて、ドップラーセンサ１１による測定を終
了する。以上によれば、ドップラーセンサ１１による測定期間を、ドップラーセンサ１１
自身による（間欠的に行われる）検出結果に基づいて決定することができる。これによれ
ば、他のセンサ等の装置を用いることなく、測定期間を決定することができるので、装置
の構成を簡易化することができる。
【００８７】
　また、他の実施形態においては、ドップラーセンサ１１の測定期間は、ドップラーセン
サ１１とは異なるセンサ（例えば人感センサ）の検出結果に基づいて決定されてもよい。
例えば、端末システム１は、人感センサとして、赤外線センサおよび／またはカメラを用
いてもよい。具体的には、端末システム１は、人感センサによって、間欠的に、または、
連続してユーザを検知する。そして、人感センサによってユーザが検知される期間におい
て、端末システム１は、ドップラーセンサ１１による測定を行う。これによっても、本実
施形態の方法、および、上記ドップラーセンサ１１の検出結果に基づいて測定期間を決定
する方法と同様、測定期間を自動的に決定することができる。すなわち、ユーザは測定（
の開始および終了）のために操作を行う必要がないので、端末システム１の利便性を向上
することができる。さらに言えば、ユーザに手間や負担をかけることなく生体情報の測定
を行うことができるので、継続的な生体情報の取得が行いやすくなる。
【００８８】
　また、他の実施形態においては、ドップラーセンサ１１の測定期間は、予め定められて
いてもよい。例えば、端末システム１は、所定の時間帯（例えば、夜の２０時から翌朝の
１０時までの時間帯）において測定を行うようにしてもよいし、（ユーザによる停止操作
がない限り）測定を常時行うようにしてもよい。これによっても上記と同様、ユーザは測
定の開始および終了のために操作を行う必要がないので、端末システム１の利便性を向上
することができる。
【００８９】
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　また、上記実施形態においては、端末システム１は、生体情報の測定を自動的に行うこ
とに加えて、生体情報に基づく健康情報（睡眠指標および疲労指標）の算出を自動的に（
換言すれば、ユーザによる特定の操作が無くても）行う。したがって、ユーザが特別な操
作を行わなくても端末システム１において健康情報が算出されるので、端末システム１の
利便性を向上することができる。
【００９０】
　本実施形態において、単一の装置である第１装置は、上記サーバとの間で携帯電話通信
網を介して通信を行う第１通信手段（モバイル通信部１９）と、第２装置との間で近距離
無線通信を行う第２通信手段（近距離無線通信部１８）とを備える。第１装置は、サーバ
および第２装置に対して容易に通信を行うことができる。
【００９１】
　以上のように、本実施形態における端末システム１では、非接触型のセンサ（ドップラ
ーセンサ）を用いるので、ユーザはセンサを装着する必要が無い。また、就寝中において
自動的に生体情報が測定されるので、ユーザは生体情報の測定を待つ必要が無く、測定の
ために煩雑な操作を行う必要も無い。さらに、就寝時のユーザの周辺にセンサを配置して
おけば、測定の度に煩雑な設定作業を行う必要も無い。以上より、端末システム１によれ
ば、ユーザに手間や負担をかけることなく生体情報の測定を行うことができるので、継続
的な生体情報の取得が行いやすくなる。
【００９２】
　また、端末システム１は、ユーザの入眠あるいは起床（覚醒）を誘導するコンテンツ（
音楽等）を再生してもよい。例えば、主端末装置１０は、ドップラーセンサ１１による検
出を開始したことに応じて、ユーザに対して入眠を誘導するような音楽を再生してもよい
。このとき、主端末装置１０は、ユーザの睡眠状態に応じてコンテンツの再生を制御する
ようにしてもよい。これによれば、ユーザの睡眠状態に応じた適切な方法でコンテンツを
再生することができ、コンテンツを効果的に再生することができる。また、効果が小さい
と思われる状況（例えば、ユーザが熟睡している状況）におけるコンテンツの再生を停止
することによって、消費電力の低減を図ることができる。以下、一例である具体例を説明
する。
【００９３】
　主端末装置１０は、ユーザの睡眠中において、ドップラーセンサ１１による検出結果（
生体情報）に基づいてユーザの睡眠状態を判別する。例えば、主端末装置１０は、睡眠状
態であるか否か、および、眠りの深さ（レム睡眠かノンレム睡眠か等）をリアルタイムに
判別する。なお、上記「リアルタイムに判別する」とは、厳密な意味で即時に判別するこ
とに限らず、数秒程度の遅れを生じて判別することをも含む意味である。
【００９４】
　主端末装置１０は、睡眠中に判別されるユーザの睡眠状態に応じてコンテンツの再生を
制御する。主端末装置１０は、コンテンツの再生／停止を睡眠状態に応じて制御してもよ
いし、再生方法（例えば、音量および／または再生速度等）を睡眠状態に応じて制御して
もよい。例えば、主端末装置１０は、ユーザの入眠前に、ユーザに入眠を促すためのコン
テンツの再生を開始しておき、ユーザが入眠したことに応じてコンテンツの再生を停止し
てもよい。あるいは、主端末装置１０は、ユーザが入眠したことに応じてコンテンツの再
生音量を次第に減少させていき、ユーザの眠りが深くなった（例えばノンレム睡眠の状態
となった）ことに応じてコンテンツの再生を停止してもよい。また例えば、主端末装置１
０は、ユーザが覚醒したタイミングに応じて、コンテンツ（例えば、ユーザに覚醒を促す
ためのコンテンツ）の再生を開始してもよいし、ユーザがもうすぐ覚醒すると推測される
タイミングに応じて、コンテンツの再生を開始してもよい。
【００９５】
　なお、端末システム１においてユーザの睡眠時に再生されるコンテンツは、端末システ
ム１に記憶されていてもよいし、外部装置（例えばサービスサーバ３）から取得されても
よい。例えば、サービスサーバ３は、商品・サービスの提供に関する提供処理（後述する
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ステップＳ２２）において、上記コンテンツを端末システム１へ送信するようにしてもよ
い。
【００９６】
［４．情報処理システムにおける処理動作］
　次に、情報処理システムにおいて実行される処理動作について説明する。図６は、情報
処理システムにおける動作の流れの一例を示すタイミングチャートである。以下では、大
略的には次のような動作が情報処理システムにおいて行われる場合の処理動作を例として
説明する。
＜１＞端末システム１において取得された健康情報がデータサーバ２へ繰り返し送信され
て蓄積される。
＜２＞サービスサーバ３は、データサーバ２に蓄積された健康情報を用いて、商品・サー
ビスを紹介する提供情報を生成して端末システム１へ提供する。
＜３＞端末システム１において提供情報を閲覧したユーザが、提供情報で紹介された商品
・サービスを購入（無料の商品・サービスの場合には、商品・サービスを利用（享受）す
る旨の申し込み）する。
＜４＞商品・サービスの購入後、サービスサーバ３は、データサーバ２に蓄積された健康
情報を用いて、追加の提供情報を生成して端末システム１へ提供する。
【００９７】
　ここで、本実施形態において、サービスサーバ３は、ポータルサーバ４１と、サービス
提供サーバ４２とを含む。ポータルサーバ４１は、データサーバ２に蓄積された健康情報
や上述した提供情報をユーザに提供するためのポータルサイトを管理するサーバである。
ポータルサーバ４１は、データサーバ２へアクセスし、データサーバ２に蓄積された健康
情報を用いて提供情報を生成してユーザ（端末システム１）に提供する機能を有する。
【００９８】
　また、サービス提供サーバ４２は、商品・サービスをユーザに提供する処理を実行する
ためのサーバである。ここで、本実施形態においては、サービス提供サーバ４２によって
提供される商品・サービスの購入は、ポータルサーバ４１によって管理される。すなわち
、上記ポータルサイトは、サービス提供サーバ４２によって提供される商品・サービスを
販売するためのショッピングサイトの機能を有している。ユーザは、端末システム１を用
いてポータルサイトにアクセスし、当該ポータルサイト内で上記商品・サービスを購入す
る。なお、典型的には、サービス提供サーバ４２は、個々の商品・サービスを提供するサ
ービス事業者によって管理され、ポータルサーバ４１は、データサーバ２を管理する管理
事業者によって管理される。サービス提供サーバ４２は、例えばサービス事業者毎に複数
のサーバが設けられてもよい。
【００９９】
＜１＞健康情報がデータサーバに蓄積される処理
　上記“［３．端末システムにおける処理動作］”で述べたように、端末システム１は、
健康情報をデータサーバ２へ送信（アップロード）する（図６に示すステップＳ１１）。
本実施形態においては、端末システム１は、予めユーザ毎に設定されたユーザ識別情報と
ともに健康情報を送信する。なお、図６では図示を省略するが、端末システム１からデー
タサーバ２への健康情報の送信は、定期的に（本実施形態においては１日１回）継続して
行われる。
【０１００】
　データサーバ２は、端末システム１から受信した健康情報をユーザ毎に記憶する。図７
は、データサーバ２に記憶されるデータの一例を示す図である。図７に示すように、デー
タサーバ２は、上記ユーザ識別情報と健康情報とを含むユーザ情報を、ユーザ毎に記憶す
る。すなわち、データサーバ２は、あるユーザの端末システム１から健康情報を受信する
と、受信した健康情報を、当該あるユーザに関するユーザ情報内の健康情報に追加する。
これによって、健康情報がデータサーバ２に蓄積される。
【０１０１】
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　また、データサーバ２は、適宜のタイミングで、受信した健康情報に基づいて２次情報
を算出する（ステップＳ１２）。つまり、データサーバ２は健康情報を分析して２次情報
を得る。上述のように、本実施形態においては、２次情報は、受信した健康情報から算出
される統計量の情報である。例えば、２次情報として１週間の平均睡眠時間を算出する場
合、データサーバ２は、１週間分の睡眠時間のデータが蓄積される度に、当該平均睡眠時
間を算出する。本実施形態においては、２次情報も健康情報としてデータサーバ２におい
て蓄積される。
【０１０２】
　なお、図７に示すように、データサーバ２には、利用管理テーブルが記憶されるが、こ
の利用管理テーブルについては後述する。
【０１０３】
＜２＞サービスサーバ３が提供情報を端末システム１へ提供する処理
　端末システム１は、ユーザの指示に応じて、サービスサーバ３のポータルサーバ４１が
管理するポータルサイトにアクセスする（ステップＳ１３）。すなわち、ユーザは、主端
末装置１０を通常モードにして、ポータルサイトにアクセスする操作を行う。ポータルサ
イトへログインする方法は任意であり、従来と同様の方法が用いられてもよい。本実施形
態においては、ログイン画面がディスプレイ１６に表示され、ユーザはユーザ識別情報と
パスワードとを入力する。ポータルサーバ４１は、ユーザ識別情報とパスワードとを用い
て認証を行い、認証が成功した場合、端末システム１（のユーザ）はポータルサイトにロ
グインすることができる。
【０１０４】
　なお、他の実施形態においては、ポータルサイトへのログインは、端末システム１にお
いて行われた個人認証を用いて行われてもよい。例えば、副端末装置２０において認証が
成功した場合に、主端末装置１０がポータルサイトへアクセスしてログインが行われるよ
うにしてもよい。このとき、主端末装置１０は、ユーザ識別情報およびパスワードの入力
をユーザに要求しなくてもよい。
【０１０５】
　ポータルサーバ４１は、ユーザの認証が成功した場合、ポータルサイトのメインページ
を端末システム１に送信してディスプレイ１６に表示させる。詳細は後述するが、メイン
ページには、ユーザに対して提供する提供情報が含まれる。したがって、ユーザの認証が
成功した場合、ポータルサーバ４１は、ユーザに対して提供する提供情報を生成する処理
を実行する（ステップＳ１４～Ｓ１８）。
【０１０６】
　提供情報の内容は、データサーバ２に記憶されている、ユーザの健康情報に基づいて決
定される。そのため、ポータルサーバ４１は、まず、提供情報を決定するために必要な健
康情報を利用する要求（利用要求）をデータサーバ２に対して行う（ステップＳ１４）。
利用要求で要求される健康情報は、ポータルサーバ４１に記憶されている提供条件テーブ
ルを用いて決定される。
【０１０７】
　ここで、ポータルサーバ４１に記憶されるデータについて説明する。図８は、ポータル
サーバ４１に記憶されるデータの一例を示す図である。図８に示すように、ポータルサー
バ４１は、ユーザ毎のユーザ情報、提供条件テーブル、および、追加提供条件テーブルを
記憶している。まず、ステップＳ１４の処理に関連するユーザ情報および提供条件テーブ
ルについて説明し、追加提供条件テーブルの詳細については後述する。
【０１０８】
　ポータルサーバ４１に記憶されるユーザ情報は、上述のユーザ識別情報、個人情報、お
よびユーザ提供履歴情報を含む。個人情報は、例えば、ユーザの名前、生年月日、年齢、
および性別等、（生体情報を除く）ユーザ個人に関する情報である。ユーザ提供履歴情報
は、ユーザに対してすでに提供された（提供済みの）提供情報の履歴を示す。ユーザ提供
履歴情報の詳細は後述する。
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【０１０９】
　提供条件テーブルは、上記ステップＳ１４において、提供情報を生成するために必要な
健康情報を決定するために用いられる。なお、提供条件テーブルは、予め設定されてポー
タルサーバ４１に記憶されるが、提供条件テーブルの内容は適宜のタイミングで更新され
てもよい。
【０１１０】
　図９は、提供条件テーブルの一例を示す図である。図９に示すように、提供条件テーブ
ルは、提供条件と、提供内容とを関連付けたテーブルである。提供条件は、提供情報を提
供する条件を示す。提供内容は、それに関連付けられる提供条件が満たされる場合に提供
される提供情報の内容を示す。なお、図９においては、提供内容としては、例えば「商品
Ａの紹介」等、提供情報の内容自体を示す情報が設定されるものとしている。ただし、ポ
ータルサーバ４１において用意されている各提供情報にそれぞれ識別番号が付されている
場合には、提供内容として、当該識別番号を示す情報が設定されてもよい。
【０１１１】
　図９に示すように、本実施形態においては、提供条件は、ユーザ条件と健康条件とを含
む。ユーザ条件は、提供情報を提供するユーザに関する条件である。ユーザ条件としては
、「４０代男性」や「３０代男女」のように、ユーザ情報に含まれる個人情報に関する条
件が設定される。
【０１１２】
　健康条件は、提供情報を提供するユーザの健康（健康情報）に関する条件である。また
、図９に示すように、健康条件には、健康条件の判定に利用される健康情報を示す利用情
報が含まれる。利用情報は、図９に示す「（最近１週間の）平均疲労度」のように、デー
タサーバ２に記憶される健康情報を加工した２次情報を示すものであってもよい。また、
利用情報は、「（最近１週間の）疲労度」のように、健康情報自体（の種類）を示す情報
であってもよい。つまり、利用要求は、健康情報を加工した２次情報を要求するものであ
ってもよいし、健康情報自体を要求するものであってもよい。
【０１１３】
　健康条件としては、例えば、「（最近１週間の平均疲労度が）４以上」や、「（最近１
週間の平均睡眠時間が）５時間以下」のように、疲労指標や睡眠指標に関する条件が設定
される。健康条件は、健康情報自体（例えば疲労度）に関する条件であってもよいし、当
該健康情報から得られる情報（例えば平均疲労度）に関する条件であってもよい。
【０１１４】
　また、健康条件は、１種類の健康情報に関する１つの条件で構成されるものに限らず、
２種類以上の健康情報に関する複数の条件で構成されてもよい。例えば、健康条件は、疲
労指標に関する条件と、睡眠指標に関する条件とから構成されてもよい。また、副端末装
置２０で得られた情報（生体情報および／または生体情報から算出される健康情報）が主
端末装置１０を介してデータサーバへ送信される場合、健康条件は、当該情報に関する条
件を含んでいてもよい。
【０１１５】
　上記ステップＳ１４において、ポータルサーバ４１は、上記の提供条件テーブルを用い
て、データサーバ２に要求する健康情報を決定する。すなわち、ポータルサーバ４１は、
提供条件テーブル内の提供条件を判定するために用いられる健康情報を特定し、特定され
た健康情報をデータサーバ２に要求する。具体的には、ポータルサーバ４１は、提供条件
テーブルに含まれる各提供条件のうちで、ユーザ条件が満たされる提供条件を特定し、当
該提供条件に含まれる利用情報を特定する。例えば、図９に示す提供条件テーブルが用い
られる場合において、ポータルサイトにログインしたユーザが４０代の男性であった場合
には、「最近１週間の平均疲労度」を示す利用情報が特定される。したがって、ポータル
サーバ４１は、「最近１週間の平均疲労度」を要求する利用要求をデータサーバ２へ送信
する。なお、ユーザ条件が満たされる提供条件が複数種類あった場合には、ポータルサー
バ４１は、当該複数の提供条件に関連付けられる各利用情報を特定し、特定した利用情報
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が示す健康情報を要求する利用要求を送信する。
【０１１６】
　なお、他の実施形態においては、提供条件テーブル内の提供条件と提供内容との組は、
複数のグループに分類されていてもよい。例えば、上記組は、提供情報の内容（紹介され
る商品・サービス）、提供情報で紹介される商品・サービスのジャンル、提供情報で紹介
される商品・サービスを提供する事業者、および／または、提供情報で紹介される商品・
サービスの金額等に応じて複数のグループに分類されていてもよい。このとき、ポータル
サーバ４１は、ユーザに予めグループを選択させておき、選択されたグループ内の組に含
まれる提供条件のみについて、上記の利用情報を特定する処理を実行するようにしてもよ
い。例えば、上記組が商品・サービスのジャンル毎にグループに分類される場合において
、睡眠を改善するためのグッズ（枕やアイマスク等）のジャンルと、疲労を解消するサプ
リメントのジャンルが設定されていてもよい。このとき、ユーザがサプリメントのジャン
ルのみを選択していた場合には、ポータルサーバ４１は、提供条件テーブルのうち、この
ジャンルに含まれる提供条件を処理対象として、利用情報を特定する処理を実行してもよ
い。これによれば、ユーザが選択したジャンルに含まれる提供情報のみがユーザに提供さ
れることになり、ユーザが興味を持っているジャンルについて効果的に提供情報を提供す
ることができる。また、利用情報を特定する処理によるポータルサーバ４１の処理負担を
軽減することができる。
【０１１７】
　また、提供条件テーブルは、ユーザがどのような健康状態にあるときに、どのような商
品・サービスを紹介するかを表すものである。そのため、サービス提供側（サービス提供
サーバ４２）が、提供条件テーブルの内容を変更することができるようにしてもよい。す
なわち、ポータルサーバ４１は、サービス提供サーバ４２からの要求に応じて、提供条件
テーブルの内容を変更してもよい。
【０１１８】
　以上のように、ポータルサーバ４１からデータサーバ２へ送信される利用要求は、要求
する健康情報を示す情報を含む。図１０は、利用要求の一例を示す図である。図１０に示
すように、利用要求は、要求情報と、ユーザ識別情報と、サービス識別情報とを含む。要
求情報は、取得を要求する健康情報を示す情報であり、上記特定された利用情報に基づい
て決められる。本実施形態においては、要求情報は、取得を要求する健康情報の種類と、
その健康情報が端末システム１において取得された時間（期間）とを含む。
【０１１９】
　ユーザ識別情報は、取得する健康情報に対応するユーザを示す。すなわち、利用要求に
含まれるユーザ識別情報は、利用要求によってどのユーザの健康情報を取得するかを示し
ている。
【０１２０】
　サービス識別情報は、サービス提供サーバによって提供される商品・サービスに対して
付される識別情報である。サービス識別情報は、商品・サービスを提供するサービス事業
者毎に設定されてもよいし、商品・サービスの種類毎に設定されてもよい。利用要求に含
まれるサービス識別情報は、当該利用要求で要求される健康情報に対応する提供情報（提
供条件テーブルにおいて当該健康情報を示す利用情報に関連付けられる提供内容）によっ
て決められる。つまり、サービス識別情報は、提供情報に対応しているとも言える。本実
施形態において、利用要求に含まれるサービス識別情報は、当該利用要求で要求される健
康情報に対応する提供情報によって紹介される商品・サービスに対して付されたサービス
識別情報、あるいは、当該商品・サービスを提供するサービス事業者に対して付されたサ
ービス識別情報である。
【０１２１】
　なお、ポータルサーバ４１は、提供条件テーブルに含まれる提供内容（あるいは、提供
内容によって特定される商品・サービス、または、サービス事業者）に対してサービス識
別情報を関連付けたテーブルを予め記憶している。ポータルサーバ４１は、このテーブル
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を参照して、利用要求に含めるべきサービス識別情報を特定する。
【０１２２】
　利用要求を受信すると、データサーバ２は、利用要求に対する認証処理を行う（ステッ
プＳ１５）。この認証処理は、利用要求に含まれる要求情報が示す健康情報が、当該利用
要求に含まれるサービス識別情報が示すサービスにおいて利用可能か（換言すれば、提供
情報の生成のために利用可能か）否かを判定する処理である。本実施形態において、上記
認証処理は、データサーバ２に記憶されている利用管理テーブル（図７参照）を用いて行
われる。
【０１２３】
　図１１は、利用管理テーブルの一例を示す図である。図１１に示すように、利用管理テ
ーブルは、サービス識別情報と、利用可能情報とを関連付けたテーブルである。利用可能
情報は、データサーバ２に記憶される健康情報および２次情報のうち、当該利用可能情報
に関連付けられるサービス識別情報が示す商品・サービスのために利用可能な（利用が許
可される）情報を示す。利用可能情報は、例えば、「睡眠指標・疲労指標」、「全情報」
、あるいは「睡眠指標」のように、健康情報の種類を示すものであってもよい。また、利
用可能情報は、「最近１月の睡眠指標」のように、時系列で記憶される健康情報のうちで
利用可能な健康情報の期間（換言すれば、健康情報が取得された時期）を示すものであっ
てもよい。また、図１１には示していないが、利用可能情報は、例えば、「２０１３年１
２月１日から２０１４年１２月１日まで利用可能」のように、サービスサーバ３が健康情
報を利用することができる期間を示すものであってもよい。つまり、利用管理テーブルの
利用可能情報は、健康情報の種類に関する条件を示すものであってもよいし、健康情報の
取得時期に関する条件を示すものであってもよいし、健康情報の利用期間（利用可能期間
）に関する条件を示すものであってもよい。図１１に示す例においては、商品Ａに対応す
るサービス識別情報には、睡眠指標と疲労指標とが利用可能であることを示す利用可能情
報が関連付けられた組が含まれる。この組は、商品Ａを紹介する提供情報のために、睡眠
指標および疲労指標が利用可能であることを表している。
【０１２４】
　ステップＳ１５の認証処理において、データサーバ２は、受信した利用要求に含まれる
要求情報が示す健康情報と、当該利用要求に含まれるサービス識別情報に対して（利用管
理テーブルにおいて）関連付けられている利用可能情報が示す健康情報と一致するか否か
を判定する。両者が一致する場合、データサーバ２は、認証成功と判断し、後述するステ
ップＳ１６およびＳ１７の処理を実行する（図６参照）。一方、図示しないが、両者が一
致しない場合、データサーバ２は、認証失敗と判断し、ステップＳ１６およびＳ１７の処
理を実行しない。この場合、データサーバ２は、認証が失敗した旨の通知をポータルサー
バ４１へ送信する。この場合、ポータルサーバ４１は、提供情報を生成せず、後述のＳ１
９においてユーザには提供情報が提供されない（提供情報を含まないメインページが提供
される）。
【０１２５】
　認証が成功した場合、ポータルサーバ４１は、利用要求に応じた分析処理を実行する（
ステップＳ１６）。上述のように、利用要求で要求される健康情報は、例えば「最近１週
間の平均疲労度」のように、データサーバ２に記憶される健康情報を分析（加工）した結
果得られる情報であることがある。このような場合、ポータルサーバ４１は、健康情報を
分析する処理によって、利用要求で要求される健康情報を算出する。例えば、最近１週間
の平均疲労度が要求される場合には、利用要求に含まれるユーザ識別情報が示すユーザの
健康情報のうちで、最近１週間の疲労度から平均値が算出される。なお、利用要求で要求
される健康情報が、端末システム１から取得された健康情報自体である場合、または、上
記ステップＳ１２の分析処理によってすでに算出された２次情報である場合、ステップＳ
１６では分析処理が実行されなくてもよい。
【０１２６】
　次に、データサーバ２は、利用要求で要求された健康情報をポータルサーバ４１へ送信
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する（ステップＳ１７）。これによって、ポータルサーバ４１は健康情報を取得すること
ができる。
【０１２７】
　以上のように、本実施形態においては、サービスサーバ３は、提供情報を生成する場合
、当該提供情報の生成に用いる情報の要求（利用要求）をデータサーバ２に対して行う。
そして、データサーバ２は、サービスサーバ３からの要求に応じて、記憶されている情報
（生体情報および／または健康情報）をサービスサーバへ送信する。これによれば、ユー
ザから取得した情報をデータサーバ２において管理するとともに、データサーバ２におい
て記憶される情報をサービスサーバ３において利用することができる。
【０１２８】
　さらに、本実施形態においては、上記利用要求は、提供情報の生成に用いる情報を示す
要求情報と、データサーバ２に記憶される情報の利用に関する識別情報（サービス識別情
報）とを含む。データサーバ２は、サービスサーバ３からの利用要求に含まれる識別情報
に基づいて、当該要求に含まれる要求情報が示す情報を提供情報の生成のために利用が許
可されるか否かを判定し、許可されると判定される場合、要求情報が示す情報をサービス
サーバへ送信する。これによれば、データサーバ２は、サービスサーバ３による蓄積情報
の利用を管理・制御することができ、サービス識別情報に応じて利用可能な情報の種類を
異なるように管理・制御することができる。
【０１２９】
　データサーバ２から健康情報を受信すると、ポータルサーバ４１は、受信した健康情報
に基づいて提供情報を生成する（ステップＳ１８）。すなわち、ポータルサーバ４１は、
受信した健康情報を用いて、上記提供条件テーブルにおいて提供条件（ユーザ条件および
健康条件）が満たされる提供情報を特定する。例えば、図９に示す提供条件テーブルが用
いられる場合において、４０代男性のユーザについて最近１週間の平均疲労度として４以
上の値が受信された場合、商品Ａを紹介する提供情報が特定される。なお、提供条件が満
たされる提供内容がなかった場合、提供情報は生成されず、提供情報は送信されない。ま
た、ステップＳ１８の処理において特定される提供情報は、複数であってもよい。
【０１３０】
　なお、上記ステップＳ１８の処理において、ポータルサーバ４１は、特定した提供情報
についての履歴を記憶する。すなわち、ポータルサーバ４１は、ログインしたユーザにつ
いてのユーザ情報に含まれるユーザ提供履歴情報（図８参照）の内容を更新する。
【０１３１】
　図１２は、ユーザ提供履歴情報の一例を示す図である。本実施形態において、ユーザ提
供履歴情報は、提供内容情報と、提供日情報と、購入情報と、追加提供タイミング情報と
からなる組の情報を含む。ユーザ提供履歴情報に含まれる提供内容情報は、上述の提供条
件テーブルにおける提供内容と同様、ユーザに提供された提供情報の内容を示す。提供日
情報は、それに関連付けられる提供情報が提供された時点（ここでは年月日）を示す。な
お、本実施形態においては年月日を示す提供日情報が記憶されるが、年月日に加えて時刻
を示す情報が記憶されてもよい。
【０１３２】
　また、購入情報は、それに関連付けられる提供情報が紹介する商品・サービスの購入の
有無を示す。また、追加提供タイミング情報は、それに関連付けられる提供情報の提供後
に、提供情報の追加提供を行うか否か、および、追加提供を行う場合には追加提供を行う
タイミングを示す。追加提供タイミング情報については後述する。
【０１３３】
　上記ステップＳ１８の処理においては、ポータルサーバ４１は、特定した提供情報につ
いて、上記の組の情報をユーザ提供履歴情報に追加する。具体的には、ポータルサーバ４
１は、ステップＳ１８の処理において特定した提供情報を示す提供内容情報と、当該提供
情報を提供する年月日を示す提供日情報と、購入無しを示す購入情報と、追加提供無しを
示す追加提供タイミング情報とをユーザ提供履歴情報に追加する。なお、ステップＳ１８
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の処理では、購入情報は「購入無し」、追加提供タイミング情報は「追加提供無し」を示
すように記憶されるが、後述するように、これらの情報は商品等の購入があった場合に更
新される。
【０１３４】
　次に、ポータルサーバ４１は、特定した提供情報を含むウェブページを作成して端末シ
ステム１へ送信する（ステップＳ１９）。本実施形態においては、このウェブページは、
端末システム１がポータルサイトにアクセス（ログイン）して最初に表示されるメインペ
ージ（トップページまたはホームページとも言う）である。ただし、他の実施形態におい
ては、提供情報を含むページはメインページでなくてもよい。上記メインページが端末シ
ステム１で受信されると、主端末装置１０のディスプレイ１６においてメインページが表
示される。これによって、ユーザに対して提供情報が提供されたことになる。
【０１３５】
　図１３は、端末システムにおいて表示されるメインページの一例を示す図である。図１
３に示すように、メインページは、提供情報欄５１と、履歴閲覧欄５２とを含む。提供情
報欄５１には、提供情報（図１３では、商品として枕を紹介する情報）が表示される。本
実施形態においては、提供情報欄５１内に表示される内容が提供情報によって規定される
。なお、図１３においては、提供情報欄５１には１種類の提供情報のみが含まれるが、複
数の提供情報が含まれていてもよい。
【０１３６】
　提供情報欄５１は、提供情報に係る商品を購入するための購入ボタン５３を含む。すな
わち、ユーザが購入ボタン５３を指定する入力を行うと、商品を購入するための商品購入
ページがディスプレイ１６に新たに表示され、ユーザは商品を購入することができる。本
実施形態においては、商品購入ページは、ポータルサーバ４１によって提供されるページ
（ポータルサイト内のページ）であるとする。ただし、他の実施形態においては、サービ
ス提供サーバによって提供されるページ（ポータルサイト外のページ）であってもよい。
つまり、上記購入ボタン５３は、サービス提供サーバによって提供される商品購入ページ
へのリンクを示すものであってもよい。
【０１３７】
　履歴閲覧欄５２は、データサーバ２に記憶されている健康情報の履歴を参照するために
設けられる。本実施形態においては、履歴閲覧欄５２は、年月を示すボタンを含んでおり
、ユーザがこのボタンを指定する入力を行うことで、指定された年月の健康情報を表示す
るページがディスプレイ１６に表示される。
【０１３８】
　上記のように、本実施形態においては、サービスサーバ３は、ユーザの健康情報が示す
指標を改善するための商品またはサービスに関する情報を含む提供情報を生成する。これ
によって、商品・サービスに関する有用な情報をユーザに提供することができる。また、
サービスサーバ３は、商品・サービスをユーザが購入するためのウェブページの情報、ま
たは、当該ウェブページのリンク情報を含む提供情報を生成する。これによれば、ユーザ
は、商品・サービスを紹介する提供情報が提供された場合に、提供された商品・サービス
を簡単な操作で購入することができ、ユーザの利便性を向上することができる。
【０１３９】
＜３＞商品の購入に関する処理
　次に、メインページで表示された提供情報が示す商品をユーザが購入した場合における
処理を説明する。上記商品購入ページにおいてユーザが商品を購入する操作入力を行うと
、端末システム１は、購入指示の通知をポータルサーバ４１へ送信する（ステップＳ２０
）。この購入指示の通知は、ユーザ識別情報と、購入する商品を識別する情報とを含んで
いる。購入指示の通知を受信すると、ポータルサーバ４１は、購入に係る商品を提供する
サービス提供サーバ４２へ購入通知を送信する（ステップＳ２１）。購入通知は、上記購
入指示の通知に含まれていた、ユーザ識別情報と、購入する商品を識別する情報とを含ん
でいる。
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【０１４０】
　ポータルサーバ４１から購入通知を受信すると、サービス提供サーバ４２は、商品・サ
ービスの提供に関する提供処理を実行する（ステップＳ２２）。例えば、ネットワークを
介してデータを商品・サービスとして提供する場合、上記提供処理は、例えば当該商品ま
たはサービスに係るデータを送信する処理である。なお、「商品またはサービスに係るデ
ータ」とは、例えば音楽データや食事のレシピ、アプリケーションのデータ等である。「
商品またはサービスに係るデータ」は、例えば、主端末装置１０の照明部１７に、ユーザ
の入眠あるいは起床を誘導する照明を行わせるためのデータ（アプリケーション）であっ
てもよい。端末システム１がスピーカを備える場合には、ユーザの入眠あるいは起床を誘
導する音楽を当該スピーカから出力させるためのデータ（アプリケーション）であっても
よい。
【０１４１】
　また、実際の物である商品（例えば、枕やアイマスク等の睡眠改善グッズ）を提供する
場合には、提供処理は、例えば、商品の購入受け付けた旨の通知をユーザの端末システム
１へ送信する処理や、商品を配送する通知をユーザの端末システム１へ送信する処理であ
る。また、実際にサービス（例えば、マッサージ等）を提供する場合には、提供処理とは
、サービスの購入を受け付けた旨の通知をユーザの端末システム１へ送信する処理や、サ
ービスを提供する日時の通知をユーザの端末システム１へ送信する処理である。例えば、
サービスサーバ３は、提供情報によってマッサージサービスを紹介し（例えば、ユーザの
周辺のマッサージ店を紹介する）、ポータルサイト上でマッサージの予約（マッサージサ
ービスの購入）を行うようにしてもよい。
【０１４２】
　上記のように、サービスサーバ３は、商品またはサービスをユーザが購入する指示が端
末システム１からあったことに応じて、当該商品またはサービスに係るデータを当該端末
システム１へ送信してもよい。
【０１４３】
　また、購入指示の通知を受信すると、ポータルサーバ４１は、商品が購入されたことを
反映するように、購入指示を行ったユーザに関するユーザ提供履歴情報（図１２）を更新
する（ステップＳ２３）。具体的には、ポータルサーバ４１は、購入指示に係る商品を紹
介する提供情報に関連付けられる購入情報を「購入有り」を示す内容に更新する。また、
ポータルサーバ４１は、当該提供情報に関連付けられる追加提供タイミング情報を、追加
の提供情報を提供するタイミングを示す内容に更新する。
【０１４４】
　ここで、本実施形態においては提供情報で紹介された商品・サービスが購入された場合
、購入後において新たな提供情報が提供される。以下では、このように新たに追加して提
供される提供情報を「追加提供情報」と呼ぶ。追加提供情報の内容は、最初の提供情報の
内容とは異なる内容であってもよいし、同じ内容であってもよい。詳細は後述するが、追
加提供情報の内容は、商品・サービスが購入された後でアップロードされたユーザの健康
情報に基づいて決定される。
【０１４５】
　上記ステップＳ２３では、追加提供情報の提供タイミングが決定され、ユーザ提供履歴
情報内の追加提供タイミング情報は、決定されたタイミングを示す内容に更新される。ポ
ータルサーバ４１は、提供された提供情報に応じて追加提供情報の提供タイミングを決定
する。本実施形態においては、追加提供情報の提供タイミングは、ポータルサーバ４１に
記憶されている追加提供条件テーブル（図８参照）を用いて決定される。
【０１４６】
　図１４は、追加提供条件テーブルの一例を示す図である。追加提供条件テーブルは、追
加提供情報の内容およびタイミングを決定するためのテーブルである。図１４に示すよう
に、追加提供条件テーブルは、前回提供内容と、追加提供タイミングと、追加提供条件と
、追加提供内容とを関連付けたテーブルである。追加提供条件テーブルは、提供条件テー
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ブルと同様、予め設定されてポータルサーバ４１に記憶されるが、追加提供条件テーブル
の内容が適宜のタイミングで更新されてもよい。また、提供条件テーブルと同様、サービ
ス提供側（サービス提供サーバ４２）が、追加提供条件テーブルの内容を変更することが
できるようにしてもよい。
【０１４７】
　前回提供内容は、前回に提供された提供情報の内容であり、換言すれば、追加提供情報
が提供される起因となった提供情報の内容である。追加提供タイミングは、追加提供のタ
イミング、すなわち、追加提供タイミングに関連付けられる追加提供情報を提供するタイ
ミングを示す。本実施形態においては、追加提供タイミングは、例えば、「購入後２週間
」や「購入後１月」のように、商品・サービスが購入されてからの時間を示す。ただし、
他の実施形態においては、追加提供タイミングは、前回に提供情報が提供された時点から
の時間を示してもよいし、商品を実際に使用した時点やサービスを実際に受けた時点がポ
ータルサーバ４１に取得される場合には、これらの時点からの時間を示してもよい。なお
、追加提供条件および追加提供内容の詳細については後述する。
【０１４８】
　ステップＳ２３においては、ポータルサーバ４１は、購入された商品を紹介する提供情
報を特定し、特定された提供情報を示す前回提供内容に（追加提供条件テーブルにおいて
）関連付けられる追加提供タイミングを特定する。ポータルサーバ４１は、特定された追
加提供タイミングに基づいて、追加提供を行う時点（ここでは年月日）を算出する。ユー
ザ提供履歴情報内の追加提供タイミング情報は、算出された年月日の情報に更新される。
例えば、現在（購入時点）が２０１３年１２月６日であり、特定された追加提供タイミン
グが「購入後２週間」であった場合、２０１３年１２月２０日を示す情報が追加提供タイ
ミング情報として記憶される。
【０１４９】
＜４＞商品・サービスの購入後に追加提供情報が提供される処理
　以上のように、本実施形態においては、商品・サービスが購入された場合、購入された
商品・サービスを紹介する提供情報に基づいて、追加提供情報を提供するタイミングが決
定される。ここで、ポータルサーバ４１は、各ユーザのユーザ提供履歴情報を定期的に参
照することによって、追加提供タイミングが到来したか否かを定期的に判定する。そして
、追加提供タイミングが到来したと判定された場合、ポータルサーバ４１は、追加提供タ
イミングが到来した追加提供情報をユーザに提供するための処理（図６に示すＳ２４～Ｓ
２９）を実行する。つまり、商品の購入から所定期間（追加提供条件テーブルにおける追
加提供タイミングによって特定される期間）が経過すると、上記処理が実行される（図６
参照）。
【０１５０】
　具体的には、提供タイミングが到来した追加提供情報がある場合、ポータルサーバ４１
は、追加提供情報を決定するために必要な健康情報の利用を要求する利用要求をデータサ
ーバ２へ送信する（ステップＳ２４）。なお、追加提供情報を決定するために必要な健康
情報とは、追加提供情報の追加提供条件（図１４参照）を判定するために用いられる健康
情報である。ステップＳ２４の処理においては、追加提供情報を決定するために必要な健
康情報は、ポータルサーバ４１に記憶されている追加提供条件テーブルを用いて決定され
る。
【０１５１】
　ここで、図１４に示すように、追加提供条件テーブルにおいては、前回提供内容と、（
追加提供タイミングと、）追加提供条件と、追加提供内容とが関連付けられる。追加提供
条件は、それに関連付けられる前回提供内容が示す提供情報について、追加提供情報が提
供される条件（追加提供条件）を示す。
【０１５２】
　追加提供条件は、追加提供条件の判定に利用される健康情報を示す利用情報を含む。こ
の利用情報は、上記提供条件に含まれる利用情報と同様である。ただし、追加提供条件に
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含まれる利用情報は、例えば、「最近１週間の平均疲労度と、購入前１週間の平均疲労度
」のように、商品・サービスの購入前および購入後の両方の健康情報を指定するように設
定される場合がある。
【０１５３】
　追加提供条件は、ユーザの健康情報に関する条件である。具体的には、追加提供条件は
、「疲労度が改善」や「疲労度の改善無し」のように、健康情報の変化（健康情報が示す
ユーザの状態の変化）に関する条件であってもよい。また、追加提供条件は、上述した健
康条件（図９参照）と同様であってもよく、例えば「最近１週間の平均睡眠時間が５時間
以下」のように、健康情報が示すユーザの状態に関する条件が追加提供条件として設定さ
れてもよい。
【０１５４】
　追加提供内容は、それに関連付けられる追加提供条件が満たされる場合に提供される追
加提供情報の内容を示す。追加提供条件テーブルに含まれる追加提供内容としては、上述
の提供条件テーブルにおける提供内容と同様、提供情報の内容自体を示す情報が設定され
てもよいし、提供情報に付される識別番号を示す情報が設定されてもよい。
【０１５５】
　上記ステップＳ２４において、まず、ポータルサーバ４１は、ユーザ提供履歴情報を参
照して、提供タイミングが到来した追加提供情報に対応する提供情報を特定する。すなわ
ち、ポータルサーバ４１は、ユーザ提供履歴情報において、提供タイミングが到来した追
加提供タイミング情報に関連付けられる提供内容情報が示す提供情報を特定する。
【０１５６】
　次に、ポータルサーバ４１は、上記特定された提供情報に対応する追加提供情報の追加
提供条件を特定する。すなわち、ポータルサーバ４１は、追加提供条件テーブルを参照し
て、上記特定された提供情報を示す前回提供内容に関連付けられる追加提供条件を特定す
る。そして、ポータルサーバ４１は、特定された追加提供条件に含まれる利用情報を特定
し、特定された利用情報が示す健康情報を取得する利用要求をデータサーバ２へ送信する
。すなわち、当該健康情報を示す要求情報を含む利用要求がデータサーバ２へ送信される
。例えば、図１４に示す追加提供条件テーブルが用いられる場合において、「商品Ａの紹
介」を示す提供情報が特定された場合を考える。この場合、「最近１週間の平均疲労度、
購入前１週間の平均疲労度」を示す利用情報が特定されるので、この利用情報が示す健康
情報を取得する利用要求をデータサーバ２へ送信する。
【０１５７】
　なお、ステップＳ２４で送信される利用要求は、上記ステップＳ１４で送信される利用
要求と同様、要求情報と、ユーザ識別情報と、サービス識別情報とを含む。これら３つの
情報の内容は、上記ステップＳ１４の処理と同様の方法で決定される。なお、例えば、「
最近１週間の平均疲労度と、購入前１週間の平均疲労度」を示す利用情報が特定される場
合のように、要求情報が、購入時点を基準とした所定期間における健康情報を示す場合が
ある。この場合、ポータルサーバ４１は、上記所定期間を算出するために、ユーザ提供履
歴情報の提供日情報が示す日を購入日として用いてもよいし、商品購入時の日付を予め記
憶しておき、記憶しておいた日付を購入日として用いてもよい。
【０１５８】
　ポータルサーバ４１からの利用要求に応じて、データサーバ２は、上記ステップＳ１５
～Ｓ１７と同様の処理を実行する。すなわち、データサーバ２は、利用要求に対する認証
処理を行い（Ｓ２５）、認証が成功した場合には、利用要求に応じた分析処理を、必要に
応じて実行する（ステップＳ２６）。そして、利用要求で要求された健康情報をポータル
サーバ４１へ送信する（ステップＳ２７）。
【０１５９】
　データサーバ２から健康情報を受信すると、ポータルサーバ４１は、受信した健康情報
に基づいて追加提供情報を生成する（ステップＳ２８）。すなわち、ポータルサーバ４１
は、受信した健康情報を用いて、上記ステップＳ２４で特定された追加提供条件が満たさ
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れるか否かを判定する。そして、ポータルサーバ４１は、追加提供条件が満たされる追加
提供内容の追加提供情報を生成する。なお、追加提供条件が満たされる追加提供内容がな
かった場合、追加提供情報は生成されない。また、ステップＳ２８の処理において特定さ
れる追加提供情報は、複数であってもよい。
【０１６０】
　図１５は、追加提供条件の判定方法の一例を示す図である。図１５に示すように、本実
施形態においては、毎日取得された健康情報（図では疲労度）がデータサーバ２に記憶さ
れている。上述のように、本実施形態においては、追加提供条件が満たされるか否かは、
商品・サービスの購入前後の健康情報を比較することによって判定される場合がある。こ
の場合には、まず、購入後におけるユーザの健康情報として、現在から過去の所定期間に
おける健康情報が分析されるとともに、購入前におけるユーザの健康情報として、購入時
から過去の所定期間における健康情報が分析される。例えば、図１５に示すように、デー
タサーバ２は、ポータルサーバ４１からの利用要求に応じて、最近１週間の疲労度の平均
と、購入前１週間の疲労度の平均とを分析結果として算出する。ポータルサーバ４１は、
購入前における健康情報の分析結果（購入前１週間の平均疲労度）と、購入後における健
康情報の分析結果（最近１週間の平均疲労度）とを比較することで、ユーザの健康状態が
改善されたか否かを判定する。例えば、平均疲労度が所定値以上低減していれば、ポータ
ルサーバ４１は、ユーザの健康状態（疲労度）が改善されたと判定し、平均疲労度が所定
値よりも低減していなければ、ポータルサーバ４１は、ユーザの健康状態（疲労度）が改
善されなかったと判定する。そして、ポータルサーバ４１は、判定結果に応じて異なる内
容の追加提供情報を生成する。例えば、図１４に示す追加提供条件テーブルの例において
は、最近１週間の平均疲労度と、購入前１週間の平均疲労度とに基づいて、疲労度が改善
されたと判定されれば、商品Ｄを紹介する追加提供情報が生成される。また、疲労度が改
善されなかったと判定されれば、商品Ｅを紹介する追加提供情報が生成される。
【０１６１】
　上記のように、本実施形態においては、健康状態を分析するユーザについて蓄積された
時系列データである複数の健康情報に基づいて分析（健康情報が取得された時間を考慮し
た時系列分析）が行われる。これによって、ユーザの健康状態の変化を知ることができる
ので、このような分析に基づいた提供情報を提供することによって、有用な情報を提供す
ることができる。
【０１６２】
　また、本実施形態においては、提供情報に含まれる商品またはサービスが購入された後
で端末システムが取得した健康情報に基づく、当該商品またはサービスによる（健康状態
の）改善効果に応じた追加提供情報を生成する。これによれば、商品・サービスによる効
果を判断することができるとともに、判断結果に応じて適切な提供情報を提供することが
できる。
【０１６３】
　上記のように、本実施形態においては、データサーバ２は、所定の基準時点（購入時点
）の以前に端末システム１が取得した情報に基づく健康状態と、当該基準時点より後に端
末システム１が取得した情報に基づく健康状態とを比較することによって分析を行う。こ
れによれば、提供情報（または、提供情報で提供された商品・サービス）による健康状態
の変化を精度良く分析することができ、かかる分析に応じた提供情報を生成することで、
提供内容を有用なものにすることができる。
【０１６４】
　なお、上記所定の基準時点は、例えば提供情報で紹介された商品・サービスの購入時点
であるが、提供情報がユーザに提供されたことに起因する任意の時点でよい。例えば、基
準時点は、提供情報が提供された時点であってもよい。また例えば、ユーザが商品の使用
を開始した時点、および／または、ユーザがサービスの提供を受けた時点をサーバ側で知
ることができる場合には、これらの時点が基準時点となってもよい。
【０１６５】
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　追加提供情報が生成されると、ポータルサーバ４１は、追加提供情報を端末システム１
へ送信する（ステップＳ２９）。追加提供情報を送信する方法は任意であるが、本実施形
態においては、追加提供情報がある旨のメッセージがプッシュ通知で端末システム１へ送
信される。すなわち、ポータルサーバ４１は、追加提供情報が生成されると、ユーザによ
る操作が行われなくても（ポータルサイトにアクセスしなくても）メッセージが通知され
る方法で、メッセージを送信する。すなわち、上記メッセージを受けた端末システム１は
、ユーザによる操作とは独立してメッセージをディスプレイ１６に表示する。このメッセ
ージに応じて、ユーザは、端末システム１を用いてポータルサイトにアクセスする。そし
て、ユーザがポータルサイトにログインすると、ポータルサーバ４１は、追加提供情報が
含まれるメインページを生成して端末システム１へ送信する。これによって、追加提供情
報がユーザに対して提供されたことになる。
【０１６６】
　上記のように、サービスサーバ３は、追加提供情報が生成されたことに応じて、ユーザ
の端末（端末システム１における端末装置（主端末装置１０））へ、当該端末装置に対す
るユーザの操作とは独立したタイミングで、追加提供情報の通知（上記メッセージ）を送
信する。なお、他の実施形態においては、追加提供情報自体がプッシュ通知で端末システ
ム１へ送信されてもよい。すなわち、ユーザによる操作とは独立して追加提供情報がポー
タルサーバ４１から端末システム１へ送信されてもよい。換言すれば、追加提供情報は、
ポータルサイトへのアクセス無しに端末システム１において表示されるようにしてもよい
。このように、追加提供情報の通知または追加提供情報がプッシュ通知で端末システム１
へ送信されることによって、追加提供情報が生成されたことを適切なタイミングでユーザ
に通知することができる。
【０１６７】
　また、他の実施形態においては、上記のメッセージは送信されなくてもよい。この場合
、ポータルサーバ４１で追加提供情報が生成された時点ではユーザに通知されず、ユーザ
が次にポータルサイトへアクセスした際に追加提供情報が提供されることになる。
【０１６８】
　なお、他の実施形態においては、（追加提供情報ではない）提供情報についても追加提
供情報と同様、プッシュ通知が行われてもよい。すなわち、サービスサーバ３は、端末装
置に対するユーザの操作とは独立したタイミングで、（追加提供情報ではない）提供情報
の通知、または、提供情報自体を送信してもよい。より具体的には、ポータルサーバ４１
は、所定の条件が満たされたことに応じて（例えば、所定の時刻となったことに応じて）
、ステップＳ１４およびＳ１８の処理を実行するようにしてもよい。
【０１６９】
　以上のようにして、本実施形態においては、提供情報が提供された後に追加提供情報が
提供される。ここで、提供情報が提供された後において、端末システム１からの情報（健
康情報）の分析処理と、分析結果に基づく追加提供情報の生成処理とが繰り返し実行され
てもよい。例えば、ポータルサーバ４１は、追加提供条件テーブル（図１４参照）におけ
る追加提供タイミングとして、繰り返し到来するようなタイミング（例えば、商品の購入
後２週間毎のタイミング）を設定してもよい。これによれば、上記の分析処理と生成処理
が、当該タイミングが到来する毎に繰り返し実行されることになる。また例えば、ポータ
ルサーバ４１は、追加提供条件テーブルにおける追加提供内容で示される提供情報を前回
提供内容として含む組（前回提供内容と、追加提供タイミングと、追加提供条件と、追加
提供内容との組）を設定してもよい。例えば、図１４に示す追加提供条件テーブルにおい
て、商品Ｄを紹介する提供情報が前回提供内容として設定される組が設定されてもよい。
これによれば、追加提供情報の提供に応じて商品Ｄをユーザが購入した場合、その後にさ
らなる追加提供情報が提供されることになる。以上のように、分析処理と生成処理とが繰
り返されることによって、有用な情報を継続的にユーザに提供することができる。
【０１７０】
（データサーバ２における処理）
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　図１６は、データサーバ２において実行される処理の流れの一例を示すフローチャート
である。本実施形態において、データサーバ２は、図１６に示すステップＳ３０～Ｓ３７
の一連の処理を繰り返し実行する。この一連の処理は、データサーバ２が有する処理部で
あるＣＰＵが、データサーバ２が有するプログラム記憶部に記憶される所定の情報処理プ
ログラムを実行することによって行われる。なお、データサーバ２が複数の情報処理装置
によって構成される場合には、各情報処理装置のＣＰＵが分担して上記一連の処理を実行
するようにしてもよい。
【０１７１】
　まずステップＳ３０において、データサーバ２の処理部は、端末システム１から健康情
報を受信したか否かを判定する（図６に示すＳ１１参照）。ステップＳ３０の判定結果が
肯定である場合、ステップＳ３１の処理が実行され、ステップＳ３０の判定結果が否定で
ある場合、後述するステップＳ３４の処理が実行される。
【０１７２】
　ステップＳ３１において、処理部は、端末システム１から受信した健康情報を、データ
サーバ２が有する記憶部にユーザ毎に記憶する（図７参照）。ステップＳ３２において、
処理部は、受信した健康情報に基づいて２次情報を算出するか否かを判定する。この判定
は、例えば、２次情報を算出するタイミングが到来したか否か、あるいは、２次情報を算
出するための健康情報が蓄積されたか否か等によって行われる。ステップＳ３２の判定結
果が肯定である場合、ステップＳ３３の処理が実行され、ステップＳ３２の判定結果が否
定である場合、後述するステップＳ３４の処理が実行される。
【０１７３】
　ステップＳ３３において、処理部は、受信した健康情報に基づいて２次情報を算出し、
データサーバ２が有する記憶部に、算出した２次情報を記憶する（図６に示すＳ１２参照
）。以上のように、データサーバ２は、複数のユーザのいずれかから健康情報を受信する
度に健康情報を記憶し（ステップＳ３１）、必要に応じて２次情報を算出して記憶する。
【０１７４】
　ステップＳ３４において、処理部は、ポータルサーバ４１から利用要求を受信したか否
かを判定する（図６に示すＳ１４，Ｓ２４参照）。ステップＳ３４の判定結果が肯定であ
る場合、ステップＳ３５の処理が実行され、ステップＳ３４の判定結果が否定である場合
、上記ステップＳ３０の処理が再度実行される。
【０１７５】
　ステップＳ３５において、処理部は、ステップＳ３４で受信した利用要求に対する認証
処理を実行し（図６に示すＳ１５，Ｓ２５参照）、認証が成功したか否かを判定する。ス
テップＳ３５の判定結果が肯定である場合、ステップＳ３６の処理が実行され、ステップ
Ｓ３５の判定結果が否定である場合、ステップＳ３７の処理が実行される。
【０１７６】
　ステップＳ３６において、処理部は、利用要求で要求された健康情報をポータルサーバ
４１へ送信する。すなわち、処理部は、記憶部に記憶されている健康情報に対して必要に
応じて分析を行い、当該健康情報および／または分析結果である健康情報をポータルサー
バ４１へ送信する（図６に示すＳ１６，Ｓ１７，Ｓ２６，Ｓ２７参照）。
【０１７７】
　一方、ステップＳ３７において、処理部は、認証が失敗した旨の通知をポータルサーバ
４１へ送信する。上記ステップＳ３６またはＳ３７の処理が完了すると、上記ステップＳ
３０の処理が再度実行される。以上に示したＳ３０～Ｓ３７の処理によって、図６に示す
データサーバ２における動作が実現される。
【０１７８】
（ポータルサーバ４１における処理）
　図１７は、ポータルサーバ４１において実行される処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。ポータルサーバ４１は、図１７に示すステップＳ４１～Ｓ４９の一連の処理
を繰り返し実行する。この一連の処理は、ポータルサーバ４１が有する処理部であるＣＰ
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Ｕが、ポータルサーバ４１が有するプログラム記憶部に記憶される所定の情報処理プログ
ラムを実行することによって行われる。なお、ポータルサーバ４１が複数の情報処理装置
によって構成される場合には、各情報処理装置のＣＰＵが分担して上記一連の処理を実行
するようにしてもよい。
【０１７９】
　まずステップＳ４１において、ポータルサーバ４１の処理部は、端末システム１からの
アクセスがあり、端末システム１のユーザによるログインが行われたか否かを判定する（
図６に示すＳ１３）。ステップＳ４１の判定結果が肯定である場合、ステップＳ４２の処
理が実行され、ステップＳ４１の判定結果が否定である場合、後述するステップＳ４４の
処理が実行される。
【０１８０】
　ステップＳ４２において、処理部は提供情報を生成する（図６に示すＳ１４，Ｓ１８参
照）。ステップＳ４３において、処理部は、提供情報を含むメインページを生成して端末
システム１へ送信する（図６に示すＳ１９参照）。なお、このとき、すでに生成されてい
る追加提供情報であってまだ提供していない追加提供情報がある場合、処理部は、提供情
報に加えて追加提供情報を含むメインページを生成する。なお、提供情報と追加提供情報
とは、互いに区別可能な態様で（例えば、ページにおける表示位置、および／または、表
示形態が異なるように）提供される。また、図示しないが、端末システム１においてメイ
ンページが表示されてから、ユーザがポータルサイトをログアウトするまでの期間におい
ては、ユーザによる入力に応じてウェブページ（例えば健康情報の履歴が示すページ）を
端末システム１に表示させる処理が適時実行される。
【０１８１】
　ステップＳ４４において、処理部は、ポータルサイトにおいて提供情報で紹介された商
品が購入されたか否かを判定する。この判定は、購入指示の通知を端末システム１から受
信したか否かによって行われる。ステップＳ４４の判定結果が肯定である場合、ステップ
Ｓ４５の処理が実行され、ステップＳ４４の判定結果が否定である場合、後述するステッ
プＳ４７の処理が実行される。
【０１８２】
　ステップＳ４５において、処理部は、サービス提供サーバ４２へ購入通知を送信する（
図６に示すＳ２１参照）。また、ステップＳ４６において、処理部は、商品の購入が行わ
れたことを反映するように、ユーザ提供履歴情報を更新する（図６に示すＳ２３参照）。
上述したように、このとき、追加提供情報の提供タイミングが決定される。
【０１８３】
　ステップＳ４７において、処理部は、追加提供情報の提供タイミングが到来したか否か
を判定する（図６に示すＳ２４参照）。ステップＳ４７の判定結果が肯定である場合、ス
テップＳ４８の処理が実行され、ステップＳ４７の判定結果が否定である場合、上記ステ
ップＳ４１の処理が再度実行される。
【０１８４】
　ステップＳ４８において、処理部は、提供タイミングが到来した追加提供情報を生成す
る（図６に示すＳ２８参照）。ステップＳ４９において、処理部は、追加提供情報がある
ことをユーザに通知するための上記メッセージを端末システム１へ送信する（図６に示す
Ｓ２９参照）。このメッセージが端末システム１において表示されたことに応じてユーザ
がポータルサイトへログインすると、上述のステップＳ４３の処理によってポータルサー
バ４１から追加提供情報を含むメインページが端末システム１へ送信され、当該メインペ
ージが端末システム１において表示されることになる。ステップＳ４９の処理が完了する
と、上記ステップＳ４１の処理が再度実行される。以上に示したＳ４１～Ｓ４９の処理に
よって、図６に示すポータルサーバ４１における動作が実現される。
【０１８５】
［５．本実施形態における作用効果］
　以上のように、本実施形態においては、端末システム１は、健康情報をサーバシステム
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（サーバ側のシステム。上記実施形態では、データサーバ２およびサービスサーバ３）へ
送信する。また、サーバシステムは、端末システム１からの送信情報（健康情報）を受信
し、受信した送信情報をユーザと関連付けて記憶する。
【０１８６】
　ここで、サーバシステムは、上記送信情報から得られる指標または送信情報に含まれる
指標（ユーザに関する健康情報が示す指標、具体的には、睡眠指標、疲労指標）を改善す
るために当該ユーザに提供する提供情報を送信情報の分析結果に基づいて生成し、端末シ
ステム１へ送信する（Ｓ１８，Ｓ１９）。また、サーバシステムは、提供情報がユーザに
提供された後で端末システム１が取得した送信情報の分析結果に基づいて、提供済みの提
供情報とは異なる追加の提供情報を生成して端末システム１へ送信する（Ｓ２８，Ｓ２９
）。
【０１８７】
　上記によれば、１回目に提供情報が提供され、その後で取得された健康情報に基づいて
ユーザ状態が分析され、分析結果に基づいて新たな提供情報が生成される。これによれば
、１回目の提供情報による効果（効果の有無を含む）を考慮して２回目の提供情報を提供
することができるので、有用な情報をユーザに提供することができる。例えば、１回目の
提供情報で紹介した商品・サービスが購入された場合に、購入後の健康情報に基づいて商
品・サービスの効果を判断し、効果に応じた２回目の提供情報を提供することができるの
で、有用な情報をユーザに提供することができる。
【０１８８】
　また、本実施形態においては、サーバシステム（データサーバ２）は、端末システムか
ら受信した送信情報および当該送信情報から得られる情報（健康情報）をユーザと関連付
けて記憶情報として記憶する（本実施形態では、蓄積する）。そして、データサーバ２は
、記憶情報を用いて端末システムのユーザに対して提供情報を提供するサービスサーバ３
から、記憶情報を提供情報の生成のために利用する要求（利用要求）として、提供情報の
生成に用いる情報を示す要求情報と、当該提供情報に関するサービスを識別するためのサ
ービス識別情報とを含む利用要求を受信する（Ｓ１４、Ｓ２４、図１０）。データサーバ
２は、サービスサーバ３から受信された利用要求に含まれるサービス識別情報に基づいて
、当該利用要求に含まれる利用情報が示す情報を提供情報の生成のために利用することが
許可されるか否かを判定し（Ｓ１５，Ｓ２５）、許可されると判定される場合、記憶情報
に基づく情報であって要求情報が示す情報をサービスサーバ３へ送信する。
【０１８９】
　上記によれば、サーバシステムは、サービスサーバによる記憶情報の利用を管理・制御
することができる。例えば、サーバシステムは、サービス識別情報に応じて利用可能な情
報の種類ごとに記憶情報の利用を管理・制御することも可能である。このように、記憶情
報の利用を管理・制御することによって、サーバシステムは、サービスサーバに記憶情報
を利用させ、利用に応じた対価を請求するサービスを提供することができる。例えば、上
記実施形態においては、データサーバ２およびポータルサーバ４１を管理する管理事業者
は、サービス提供サーバ４２を管理するサービス事業者に対して記憶情報を利用させるサ
ービスを提供することができる。
【０１９０】
　また、サーバシステムは、サービス識別情報と、記憶情報に基づく情報であって当該サ
ービス識別情報が示すサービスのために利用が許可される情報を示す利用許可情報（利用
可能情報）とを関連付けた関連付け情報（利用管理テーブル）を記憶する。上記の判定は
、関連付け情報に基づいて行われる。これによって、判定を容易に行うことができる。
【０１９１】
　また、本実施形態において、サーバシステムは、サービスサーバから受信された利用要
求に含まれる要求情報が示す情報を利用可能であるか否かを、記憶情報の種類、記憶情報
の取得時期、および／または、記憶情報の利用期間に関する条件に基づいて判定する（Ｓ
１５）。これによれば、記憶情報の種類および／または記憶情報の取得時期によって記憶
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情報の利用を管理することができる。また、記憶情報に利用期間を設定することができる
。また、上記管理事業者がサービス事業者に対して上記のような記憶情報を利用させるサ
ービスを行う場合、上記管理事業者は、例えば、利用可能な記憶情報に応じて記憶情報の
利用料を設定することができる。
【０１９２】
　また、本実施形態においては、サーバシステム（ポータルサーバ４１）は、商品・サー
ビスを紹介する提供情報を送信情報に基づいて生成し（Ｓ１９）、提供情報が提供された
ユーザから、当該提供情報により示される商品・サービスを購入する旨の購入指示を受け
付ける（Ｓ２０）。これによれば、サーバシステムは、商品・サービスに関する提供情報
を提供するだけでなく、提供情報によって紹介された商品・サービスを提供するサービス
を行うことができる。また、ユーザは、サーバシステムから提供された商品・サービスを
、当該サーバシステムに対する指示によって購入することができるので、購入の利便性を
向上することができる。
【０１９３】
　さらに、本実施形態においては、サービスサーバ３におけるポータルサーバ４１は、購
入指示を受け付けたことに応じて所定の購入通知をサービス提供サーバ４２へ送信する。
そして、サービス提供サーバ４２は、購入通知を受信したことに応じてサービス提供処理
（Ｓ２２）を実行する。これによれば、商品・サービスの提供を行うサービス事業者側で
サービス提供サーバ４２によってサービス提供処理を行うとともに、管理事業者側ではポ
ータルサーバ４１によって商品・サービスの購入を管理することができる。
【０１９４】
　また、本実施形態においては、情報処理システムは、ユーザの疲労を示す指標を算出す
る。すなわち、情報処理システムは、非装着型のセンサ（ドップラーセンサ１１）から生
体情報を自動的に取得し、取得された生体情報を記憶する（Ｓ５）。そして、情報処理シ
ステムは、記憶されている生体情報に基づいて、ユーザの疲労指標を算出する（Ｓ７）。
これによれば、ユーザに測定を意識させることなく、ユーザの疲労度合いを測定すること
ができる。
【０１９５】
　なお、端末システム１は、センサから生体情報を繰り返し取得する。そして、繰り返し
取得された生体情報が蓄積記憶され、蓄積記憶された生体情報に基づいて、ユーザの疲労
指標が算出される。これによって、これによれば、ユーザの疲労度合いを継続的に測定す
ることができる。
【０１９６】
［６．変形例］
（提供条件を自動的に更新する変形例）
　上記実施形態の変形例においては、提供条件は、各ユーザから取得された健康情報に基
づいて自動的に更新されてもよい。ここで、提供情報で紹介された商品・サービスが購入
された後で取得された健康情報は、当該商品・サービスをユーザが使用した後の健康状態
を反映しているので、この健康情報から、当該商品・サービスをユーザが使用した効果を
推測することができる。本変形例においては、ポータルサーバ４１は、このような効果に
基づいて、提供条件を更新する。これによって、ユーザにとってより効果的な提供情報を
提供することができる。以下、本変形例の詳細について説明する。
【０１９７】
　本変形例においては、ポータルサーバ４１は、提供条件を更新するための条件更新テー
ブルを記憶している。図１８は、条件更新テーブルの一例を示す図である。図１８に示す
ように、条件更新テーブルは、提供内容と、更新条件と、更新内容とを提供情報毎に関連
付けたテーブルである。提供内容は、提供条件テーブルにおける提供内容と同様、提供情
報の内容を示す。
【０１９８】
　更新条件は、提供情報に関する提供条件（提供条件テーブルにおいて当該提供情報に関
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連付けられる提供条件）を更新する条件を示す。本変形例においては、更新条件は、デー
タ数条件と変更条件とを含む。データ数条件は、提供情報で紹介された商品・サービスの
効果を示す効果情報のデータ数に関する条件である。ここで、効果情報は、商品・サービ
スの購入後に取得された健康情報の分析結果であり、例えば、追加提供条件を判定するた
めに用いられた健康情報である。ポータルサーバ４１は、ある提供情報について商品・サ
ービスが購入されたことに応じて、その後に追加提供条件が判定された場合、当該判定に
用いられた健康情報を効果情報として記憶しておく。したがって、複数のユーザが上記商
品・サービスが購入すると、購入したユーザの数に応じた数の効果情報がポータルサーバ
４１に取得（記憶）されることになる。
【０１９９】
　データ数条件は、上記のようにして記憶された効果情報の数（データ数）に関する条件
である。データ数条件としては、例えば、「１００人分の効果情報が取得されたこと」を
示す条件が設定される。
【０２００】
　変更条件は、データ数条件に係る効果情報に関する条件である。変更条件としては、例
えば、「効果有りを示す効果情報が所定数以上であったこと」を示す条件が設定される。
【０２０１】
　本変形例においては、ポータルサーバ４１は、ある提供情報について効果情報が記憶さ
れたことに応じて、当該提供情報に係る提供条件を更新するか否かを判定する。具体的に
は、ポータルサーバ４１は、条件更新テーブルにおいて、当該提供情報の提供内容に関連
付けられるデータ数条件を特定し、記憶されている効果情報のデータ数が、特定されたデ
ータ数条件を満たすか否かを判定する。例えば、図１８に示す条件更新テーブルが用いら
れる場合には、ポータルサーバ４１は、記憶されている効果情報のデータ数が、１００に
達したか（１００人分のユーザの効果情報が得られたか）否かを判定する。上記判定の結
果、データ数条件が満たされないと判定した場合、ポータルサーバ４１は、提供条件を更
新しないと判定する。
【０２０２】
　一方、データ数条件が満たされたと判定した場合、ポータルサーバ４１は、記憶されて
いる効果情報に基づいて、変更条件が満たされるか否かを判定する。例えば、図１８に示
す条件更新テーブルが用いられる場合、ポータルサーバ４１は、記憶されている（１００
個の）効果情報のうち、効果有りを示す効果情報が所定数（例えば７０）以上あるか否か
を判定する。なお、「効果有りを示す効果情報」とは、例えば図１４に示した「疲労度が
改善」という追加提供条件の判定結果が肯定となるような健康情報である。つまり、本変
形例においては、効果情報が効果有りを示すか否かは、追加提供条件の判定結果に基づい
て判断することができる。
【０２０３】
　変更条件が満たされると判定した場合、ポータルサーバ４１は、当該変更条件に関連付
けられる更新内容に従って、提供条件テーブルを更新する。ここで、更新内容は、例えば
、「閾値を０．１減少する」のように、提供情報に対応する提供条件の更新内容を示す。
例えば、図９に示す提供条件テーブルにおける上から１行目の提供条件「（最近１週間の
平均疲労度が）４以上」について、図１８に示す更新内容「閾値を０．１減少する」に従
って更新行われた場合には、更新後の提供条件は、「（最近１週間の平均疲労度が）３．
９以上」となる。なお、更新内容は、提供条件を緩くするものであっても、厳しくするも
のであってもよい。
【０２０４】
　なお、上記変形例においては、提供条件テーブルを更新する場合を例として説明したが
、サービスサーバ３は、追加提供条件テーブルを更新するようにしてもよい。
【０２０５】
　なお、上記変形例においては、変更条件が満たされたことに応じて提供条件テーブルの
更新が行われるので、変更条件が繰り返し満たされることによって、更新は繰り返し（換
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言すれば、継続的に）行われることになる。
【０２０６】
　以上のように、サーバシステムは、各端末システムから受信した送信情報および／また
は当該送信情報から得られる情報（健康情報）をユーザと関連付けて記憶情報として記憶
する。また、サーバシステムは、記憶情報から得られる指標または記憶情報に含まれる指
標を改善するために当該ユーザに提供する提供情報の生成に関する条件（生成すべき提供
情報の内容を決定するための条件、具体的には、提供条件または追加提供条件）を記憶す
る。そして、サーバシステムは、記憶情報とこの条件とに基づいて提供情報を生成する。
ここで、サーバシステムは、提供情報の提供を受けた複数のユーザに関する、当該提供情
報の提供後に取得された送信情報に関する分析を行い、分析結果（上記効果情報）に基づ
いて上記条件を（自動的に）更新する。このように、条件を更新することによって、より
効果的な提供情報を提供することができる。
【０２０７】
　なお、上記変形例においては、提供条件を更新するために用いられる「提供情報の提供
後に取得された情報」として、提供条件によって紹介される商品・サービスを購入した後
に取得された情報が用いられる。つまり、「提供情報の提供後に取得された情報」として
、提供情報の提供に起因して行われる所定の動作のタイミングよりも後に取得された情報
が用いられてもよい。この所定の動作のタイミングとしては、上記変形例における「（提
供条件によって紹介される）商品・サービスを購入したタイミング」、または、「（提供
条件によって紹介される）商品・サービスを利用したタイミング」等が考えられる。
【０２０８】
　また、上記条件（提供条件）は、健康情報に関する少なくとも１つの健康条件を含む。
これによって、ユーザの健康情報に応じた提供情報を提供することができる。ここで、サ
ーバシステムは、提供情報の提供後に取得された情報の分析結果に基づいて健康条件を更
新する。これによって、提供情報の提供後におけるユーザの健康状態を分析し、その分析
結果に応じて健康条件を更新することができる。
【０２０９】
　また、上記変形例においては、端末システム１は、ユーザの生体情報を繰り返し取得し
、また、送信情報を繰り返しサーバシステムへ送信する。サーバシステムは、複数のユー
ザの各端末システム１から送信情報を繰り返し受信して蓄積記憶し、蓄積記憶された記憶
情報に基づいて提供条件を継続的に（繰り返し）更新する。そして、更新された条件に基
づいて提供情報が生成される。図１９は、上記変形例による効果を説明するための図であ
る。本変形例のように、提供条件が更新されることによって、サービスサーバ３は、より
効果的な提供情報をユーザに対して提供することができる。そして、効果的な提供情報を
提供することができれば、提供情報を提供するサービスを利用するユーザがより増えると
期待できるので、データサーバ２は、より多くのユーザに関する健康情報を取得すること
ができる。そして、より多くの健康情報を取得することができれば、提供条件をより効果
的なものに更新することができる。このように、提供条件を自動的に更新することによっ
て好循環が生じ、より効果的な提供情報を提供することができる。
【０２１０】
　また、サーバシステムは、所定数の上記分析結果が算出可能となったことに応じて（所
定人数分の分析結果を得ることができるようになったことに応じて）、上記条件を更新す
るか否かを判定する。これによれば、所望の量の分析結果が得られる場合に条件を更新す
るか否かが判定されるので、更新によって条件を精度良く改善することができる。
【０２１１】
　なお、提供条件テーブルおよび更新条件テーブルの内容は上記に限らない。例えば、提
供条件は、提供情報（提供内容）に対して付された優先順位（優先レベル）を含むもので
あってもよく、一度に複数の提供条件が満たされた場合には優先順位が高い（優先レベル
が最も高い）提供情報が提供（生成）されるようにしてもよい。このとき、更新条件テー
ブルに含まれる更新内容は、優先順位を変更するものであってもよい。例えば、提供情報
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による改善効果があること（健康情報が示す指標が改善されたこと）を示す変更条件が満
たされた場合には、優先順位を高くなるように変更されてもよい。具体的には、優先レベ
ルが高いものから順に“５”から“１”までの優先レベルが設定されており、商品Ａを紹
介する提供情報について優先レベルが“３”である場合において、更新条件テーブルは、
商品Ａに関して改善効果があることを示す変更条件が満たされた場合には、優先レベルを
“４”に変更するものであってもよい。
【０２１２】
　また、上述のように、提供条件は、健康情報に関する複数の条件（項目）を含んでいて
もよい。このとき、更新条件テーブルに含まれる更新内容は、項目の追加または削除を行
うものでもよいし、項目に付された重みを変更するものであってもよい。
【０２１３】
　（提供条件に関する変形例）
　上記実施形態においては、提供情報を決定するための提供条件（提供条件テーブル）に
加えて、追加提供情報を決定するための追加提供条件（追加提供条件テーブル）が設定さ
れる場合を例として説明した。ここで、他の実施形態においては、提供情報を決定するた
めの提供条件のみが設定されるようにしてもよい。このとき、提供条件の内容が自動的に
更新されてもよい。以下、上記実施形態の変形例として、提供条件テーブル（のみ）が設
定され、提供条件が自動的に更新される例について説明する。
【０２１４】
　図２０は、上記実施形態の変形例における提供条件テーブルの一例を示す図である。図
２０に示すように、本変形例において、提供条件テーブルは、提供条件と、提供内容と、
次回提供タイミングとを関連付ける。
【０２１５】
　本変形例において、提供条件は、上述のユーザ条件および健康条件を含む複数の条件で
構成される。具体的には、図２０において、提供条件は、ユーザの年齢に関するユーザ条
件と、健康情報（ここでは睡眠指標）に関する３種類の健康条件とを含む。すなわち、提
供条件は、総睡眠時間の最近１週間の平均に関する条件と、睡眠効率の最近１週間の平均
に関する条件と、中途覚醒回数の最近１週間の平均に関する条件とを含む。なお、提供内
容によってはこれらの条件全てが設定される必要は無い。例えば図２０に示す「商品Ｃの
紹介」を示す提供内容に関連付けられる提供条件のように、提供内容によっては、複数の
条件のうちのいくつかの条件が設定されなくてもよい。また、提供条件に含まれる条件は
、上記に限らず、他のユーザ条件および／または他の健康条件を含んでもよいし、ユーザ
条件および健康条件とは異なる他の条件（例えば、商品・サービスの購入履歴に関する条
件等）を含んでいてもよい。このように、他の実施形態においては、提供条件は、複数の
ユーザ条件を含んでいてもよいし、健康条件を１つのみ含んでいてもよい。
【０２１６】
　提供内容は、上記実施形態と同様、それに関連付けられる提供条件が満たされる場合に
生成（提供）される提供情報の内容を示す。
【０２１７】
　次回提供タイミングは、それに関連付けられる提供内容の提供情報が提供された場合に
、その後において提供情報を（再度）提供する（正確には、提供情報を提供するか否かを
判定する）タイミングを示す。本実施形態においては、次回提供タイミングは、上述の追
加提供タイミング（図１４）と同様、商品・サービスが購入されてからの時間を示す。た
だし、他の実施形態においては、次回提供タイミングは、前回に提供情報が提供された時
点からの時間を示してもよい。また、商品を実際に使用した時点やサービスを実際に受け
た時点がポータルサーバ４１に取得される場合には、これらの時点からの時間を示しても
よい。
【０２１８】
　本変形例においては、上記実施形態において示した提供条件テーブル（図９）に代えて
、図２０に示す提供条件テーブルが用いられる。本変形例においても上記実施形態と同様
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、提供情報に関する判定処理（ステップＳ１４およびＳ１８）が実行される。この判定処
理によって、提供情報を提供するか否か、および、提供する場合にはどの提供情報を提供
するかが判定される。また、本変形例においても上記実施形態と同様、提供条件に含まれ
る各条件が満たされる場合、当該提供条件に関連付けられる提供内容の提供情報が提供さ
れる。例えば、図２０に示される提供条件テーブルによれば、ユーザの年齢が４０代であ
り、最近１週間の総睡眠時間の平均が６時間未満であり、最近１週間の睡眠効率の平均が
８０％未満であり、かつ、最近１週間の中途覚醒回数の平均が３回以上である場合、商品
Ａを紹介する提供情報が提供すべき情報として決定される。
【０２１９】
　なお、提供条件が複数の条件を含む場合、他の実施形態においては、ポータルサーバ４
１は、複数の条件のうちの所定数の条件が満たされた場合に提供条件が満たされたと判断
するようにしてもよい。例えば、図２０の例においては、３つの健康条件のうち２つが満
たされた（かつ、ユーザ条件が満たされた）場合に、提供条件が満たされたと判断するよ
うにしてもよい。また、他の実施形態においては、ポータルサーバ４１は、提供条件に含
まれる各条件についてそれぞれ重み（ポイント）を付しておき、当該各条件のうちで満た
された条件のポイントが所定値以上となった場合に提供条件が満たされたと判断するよう
にしてもよい。
【０２２０】
　なお、提供条件が満たされた（換言すれば、提供条件に含まれる各条件が満たされた）
か否かを判定する方法は任意である。すなわち、ポータルサーバ４１は、上記実施形態と
同様に、まずユーザ条件を判定し、それから、条件が満たされるユーザ条件に関連付けら
れる健康条件を判定してもよい。また、ポータルサーバ４１は、ユーザ条件と健康条件と
をそれぞれ個別に（並列的に）判定してもよい。
【０２２１】
　本変形例においても上記実施形態と同様、満たされた提供条件が存在する場合には、そ
れに関連付けられる内容の提供情報が端末システム１へ送信される（ステップＳ１９）。
【０２２２】
　本変形例においては、提供情報で紹介される商品・サービスが購入された場合（ステッ
プＳ２０）、ポータルサーバ４１は、当該提供情報に関連付けられる次回提供タイミング
に基づいて、その後に提供情報を提供するタイミングを特定する。このタイミングを特定
する方法は、上記実施形態において追加提供タイミングを特定する処理（ステップＳ２３
）と同様の方法で行われてもよい。特定されたタイミングは、次回提供タイミング情報と
して記憶される。すなわち、本変形例においては、ポータルサーバ４１は、ユーザ提供履
歴情報（図１２）における「追加提供タイミング情報」に代えて、次回提供タイミング情
報を記憶する。
【０２２３】
　本変形例において、ポータルサーバ４１は、各ユーザのユーザ提供履歴情報を定期的に
参照することによって、次回提供タイミングが到来したか否かを定期的に判定する。そし
て、次回提供タイミングが到来したと判定された場合、ポータルサーバ４１は、提供条件
テーブルを用いて、提供情報を提供するか否か、および、どの提供情報を提供するかを判
定する。すなわち、ポータルサーバ４１は、次回提供タイミングが到来したと判定された
場合、提供情報に関する判定処理（Ｓ１４およびＳ１８）を実行する。つまり、本変形例
においては、ユーザがログインした場合以外に、次回提供タイミングが到来した場合にも
、提供情報に関する判定処理が実行される。また、次回提供タイミングが到来した場合に
用いられる提供条件テーブルは、ユーザがログインした場合に用いられる提供条件テーブ
ルと同じであり、本変形例では追加提供条件テーブルは用いられない。
【０２２４】
　次回提供タイミングの到来に応じて提供情報に関する判定処理が実行された結果、提供
されるべき提供情報が生成（決定）された場合、ポータルサーバ４１は、提供情報がある
旨のメッセージをプッシュ通知で端末システム１へ送信する。プッシュ通知の方法は、上
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記実施形態におけるステップＳ２９における方法と同様である。なお、他の実施形態にお
いては、提供情報自体がプッシュ通知で端末システム１へ送信されてもよい。このように
、本変形例においては、次回提供タイミングの到来に応じて提供情報が提供される場合に
は、提供情報の通知（または提供情報自体）がプッシュ通知で端末システム１へ送信され
る。これによって、提供情報が生成されたことを適切なタイミングでユーザに通知するこ
とができる。
【０２２５】
　本変形例のように、情報処理システムは、追加提供条件テーブルを用いないものであっ
てもよい。なお、追加提供タイミングを設定しない場合であっても、次回提供タイミング
を設定することによって、サービスサーバ３は、商品・サービスの購入後における所望の
タイミングで提供情報をユーザに提供することができる。
【０２２６】
　本変形例においても上記実施形態と同様、ユーザの健康情報（の分析結果）に基づいて
提供条件が更新される。本変形例でも上記実施形態と同様、更新のために条件更新テーブ
ル（図１８）が用いられる。ここで、本変形例では、提供条件に複数の条件（健康条件）
が含まれるので、条件更新テーブルに含まれる変更条件は、これら複数の条件に関する条
件であってもよい。例えば図２０に示す提供条件テーブルが用いられる場合において、変
更条件は以下であってもよい。
（ａ）商品の購入後に総睡眠時間または睡眠効率が改善したユーザのうち、商品の購入前
に睡眠効率７０％から８０％であったユーザの割合が３０％以下であり、かつ、商品の購
入前に睡眠効率が７０％以下であったユーザの割合が６０％以上であること
（ｂ）商品の購入後に総睡眠時間または睡眠効率が悪化したユーザのうち、商品の購入前
に中途覚醒回数の条件を満たしていたユーザの割合が８０％以上であったこと
（ｃ）「商品の購入後に総睡眠時間または睡眠効率が改善したユーザのうち、商品の購入
前に中途覚醒時間が１時間以上であったユーザの割合が８０％以上であること
【０２２７】
　また、上記（ｃ）のように、変更条件は、提供条件テーブルに含まれる健康情報とは異
なる健康情報（上記（ｃ）の例では、中途覚醒時間の情報）に関する条件を含んでいても
よい。
【０２２８】
　また、提供条件に複数の条件（健康条件）が含まれる場合において、条件更新テーブル
における更新内容は、当該複数の条件のうちいくつか（または全部）を更新するものであ
ってもよい。例えば、図２０に示す提供条件テーブルが用いられる場合において、変更内
容は、「睡眠効率の閾値を５減少させる」であってもよい。例えば、上記（ａ）の変更条
件に対して、この変更内容が関連付けられていてもよい。
【０２２９】
　また、変更内容は、提供条件テーブルに新たな条件を追加するものであってもよい。例
えば、図２０に示す提供条件テーブルが用いられる場合において、変更内容は、「「中途
覚醒時間が１時間以上であること」という健康条件を追加する」のように、新たな健康情
報に関する条件を追加するものであってもよい。例えば、上記（ｃ）の変更条件に対して
、この変更内容が関連付けられていてもよい。
【０２３０】
　また、提供条件テーブルの各条件に重みが付される場合には、変更内容は、当該重みを
変更するものであってもよい。例えば、変更内容は、「中途覚醒回数に関する条件の重み
付けを軽くする」であってもよい。例えば、上記（ｂ）の変更条件に対して、この変更内
容が関連付けられていてもよい。また、上述のように、提供情報に優先順位が付される場
合には、変更内容は、この優先順位を変更するものであってもよい。
【０２３１】
　また、更新条件に含まれるデータ数条件は、データ数が増加した場合に繰り返し満たさ
れるような条件であってもよい。データ数条件は、例えば「効果情報が１００人分増加し
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たこと」のように、所定数（１００人分）の効果情報が取得される度に満たされる条件で
あってもよい。この場合、サービスサーバ３は、増加した所定数（１００人）分のデータ
に基づいて変更条件の判定を行ってもよい。
【０２３２】
　上記のように、サービスサーバ３は、分析結果の数に関する条件（データ数条件）が満
たされることに応じて、当該条件を更新するか否かの判定を繰り返し実行してもよい。こ
れによれば、更新を繰り返し実行することによって、提供条件（または追加提供条件）の
内容を繰り返し改善することができる。その結果、提供条件をより精度の良いものとする
ことができる。
【０２３３】
　上記のように、本変形例においては、提供条件を更新する処理として、以下のうち少な
くとも１つを行う。
（ａ）提供条件に対して設定される優先順位の変更
（ｂ）健康条件内で規定されるパラメータ（例えば、健康条件において規定されている閾
値）の変更
（ｃ）健康条件に対して設定されるパラメータの変更（例えば、健康条件に付される重み
）
（ｄ）提供条件に含まれる健康条件の追加および／または削除
　上記（ａ）～（ｄ）によって提供条件を更新することによって、提供条件をより精度の
良いものとすることができる。
【０２３４】
　（変化情報に関する変形例）
　また、サービスサーバ３（ポータルサーバ４１）は、購入された商品・サービスについ
て、購入の前後の健康情報を示す変化情報を記憶しておいてもよい。このとき、変化情報
は、上述の効果情報の一部として用いられてもよいし、または、効果情報を算出するため
に用いられてもよい。以下、上記実施形態における変形例として、変化情報が用いられる
場合の一例について説明する。
【０２３５】
　図２１は、変化情報の一例を示す図である。図２１において、変化情報は、購入情報と
、ユーザ情報と、購入前健康情報と、購入後健康情報とを関連付けた組を示す情報である
。購入情報は、ユーザに購入された商品・サービスを示す情報である。購入情報は、商品
・サービスが購入される毎に追加して記憶される。したがって、図２１に示すように、変
化情報は、単一の商品について上記の組を複数種類含むことがある。また、ユーザ情報は
、商品・サービスを購入したユーザに関する情報である。本変形例では、ユーザの年齢お
よび性別を示す情報がユーザ情報として記憶される。
【０２３６】
　購入前健康情報は、商品を購入する前における（商品を購入した）ユーザの健康情報で
ある。本変形例では、総睡眠時間、睡眠効率、および入眠潜時等の健康情報について、購
入前１週間の平均値を示す情報が購入前健康情報として記憶される。なお、購入前健康情
報として記憶される健康情報は、上記に限らず任意である。例えば、データサーバ２に記
憶される各種類の健康情報について、購入前健康情報（および購入後健康情報）が記憶さ
れてもよい。
【０２３７】
　購入後健康情報は、商品を購入した後におけるユーザの健康情報である。購入後健康情
報は、それに関連付けられる購入前健康情報が示す健康情報と同種の健康情報である。す
なわち、図２１に示す例においては、総睡眠時間、睡眠効率、および入眠潜時等の健康情
報に関する情報が購入後健康情報として記憶される。また、本実施形態においては、これ
らの健康情報について、購入後１週間の平均値を示す情報が購入後健康情報として記憶さ
れる。
【０２３８】
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　なお、購入前健康情報および購入後健康情報の内容は、購入情報が示す商品毎に異なる
種類の健康情報に関する情報であってもよい。例えば、商品Ａおよび商品Ｂについては、
総睡眠時間、睡眠効率、および入眠潜時の３種類の健康情報に関する情報（平均値）が購
入前健康情報および購入後健康情報として記憶されるのに対して、商品Ｃについては、総
睡眠時間および疲労度に関する情報が購入前健康情報および購入後健康情報として記憶さ
れてもよい。
【０２３９】
　なお、購入前健康情報および購入後健康情報の内容は、購入情報が示す商品毎に異なる
内容であってもよい。例えば、商品Ａおよび商品Ｂについては、購入前１週間の平均値お
よび購入後１週間の平均値が購入前健康情報および購入後健康情報として記憶されるのに
対して、商品Ｃについては、購入前１月の平均値および購入後１月の平均値が購入前健康
情報および購入後健康情報として記憶されてもよい。
【０２４０】
　また、他の実施形態においては、変化情報は、ユーザの健康状態の変化を示すものであ
ればどのような形式であってもよい。例えば、変化情報は、購入前健康情報および購入後
健康情報に代えて、購入前後における健康情報の変化を示す情報を含んでいてもよい。変
化情報は、例えば「総睡眠時間が０．５時間増加」や、「睡眠効率が改善」等を示す情報
を含んでいてもよい。
【０２４１】
　また、変化情報は、提供情報（商品・サービス等）毎に変化情報が記憶されてもよいし
、ユーザ情報（年齢・性別等）毎に変化情報が記憶されてもよい。
【０２４２】
　ポータルサーバ４１は、商品が購入された場合（Ｓ２０）、変化情報のうちの購入情報
、ユーザ情報、および購入前健康情報を記憶する。なお、購入前健康情報の算出は、算出
に用いられる情報をデータサーバ２から取得することによって行われる。なお、ポータル
サーバ４１は、提供情報によって紹介された商品・サービスが購入された場合に限らず、
提供情報によって紹介されていない商品・サービスがポータルサイトにおいて購入された
場合にも変化情報を算出してもよい。これによって、サービスサーバ３は、商品・サービ
スの効果を判断するためのデータをより多く収集することができ、効果を精度良く判断す
ることができる。
【０２４３】
　また、商品購入から所定期間が経過すると、ポータルサーバ４１は、購入後健康情報を
取得して記憶する。この所定期間は、予め定められた期間（図２１の例では１週間）であ
る。上述のように、所定期間は、商品毎に異なる期間であってもよい。また、所定期間は
、商品に対応する追加提供タイミングあるいは次回提供タイミングに対応する期間に設定
されていてもよい。これによれば、ポータルサーバ４１は、変化情報を算出する処理と、
追加提供情報（または提供情報）に関する判定処理とを同じタイミングで行うことができ
、処理の効率化を図ることができる。例えば、上記２つの処理において、データサーバ２
から情報を取得する処理や、取得した情報から統計値を算出する処理を共通化することが
できるので、処理の効率化を図ることができる。
【０２４４】
　ポータルサーバ４１は、購入前健康情報の算出と同様、算出に用いられる情報をデータ
サーバ２から取得し、取得した情報を用いて購入後健康情報を算出する。また、購入前後
における健康情報の変化を示す情報を算出する場合には、ポータルサーバ４１は、購入前
健康情報および購入後健康情報に基づいて当該変化を示す情報を算出する。
【０２４５】
　以上のようにして算出された変化情報は、例えば上述の効果情報（の一部）として用い
られてもよいし、効果情報を算出するために用いられてもよい。また、他のユーザに関す
る健康情報の分析結果を用いて提供情報の生成が行われる場合（詳細は後述する）には、
変化情報は、当該分析結果（の一部）として用いられてもよいし、当該分析結果を算出す
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るために用いられてもよい。
【０２４６】
　上記のように、サーバシステムは、ユーザに対して提供された提供情報と、当該提供情
報がユーザに提供されたことに起因する所定の基準時点の前後における、ユーザの健康情
報の変化とを関連付けた変化情報を記憶する。そして、サーバシステムは、変化情報に基
づいて（変化情報を上記分析結果として用いて、または、変化情報を用いて得られる上記
分析結果に基づいて）提供条件（または追加提供条件）を更新する。このように、変化情
報を記憶しておくことによって、健康情報に関する分析結果を容易に算出し、更新を容易
に行うことができる。
【０２４７】
（提供情報の生成に関する変形例）
　他の実施形態においては、サーバシステムは、提供情報を提供する対象となるユーザと
は異なる他の１以上のユーザに関する分析結果に基づいて提供情報を生成するようにして
もよい。例えば、サーバシステムは、他のユーザとして例えば以下のユーザを選出しても
よい。
・提供情報を提供する対象となるユーザと同じ商品を購入している他のユーザ
・提供情報を提供する対象となるユーザとユーザ情報（年齢、世代および／または性別等
）が共通する他のユーザ
・提供情報を提供する対象となるユーザと健康情報が近い他のユーザ
上記のように、サーバシステムは、提供情報を提供する対象となるユーザに関する情報に
基づいて他のユーザを選出し、選出したユーザの健康情報に関する分析結果に基づいて提
供情報の内容を決定してもよい。これによって、有益な提供情報をユーザに提供しやすく
なる。
【０２４８】
　（提供情報の内容に関する変形例）
　上記実施形態においては、提供情報は、商品・サービスを紹介する情報（リコメンド情
報）であった。ここで、上記実施形態および変形例において、提供情報は、ユーザの健康
および／または身体に関する指標を改善するための任意の情報であってもよい。例えば、
提供情報は、当該指標を改善するアドバイスを示すアドバイス情報であってもよい。アド
バイス情報としては、例えば、（ａ）睡眠時の眠りが浅いことを表す健康情報が算出され
たユーザに対して、運動することを勧めるアドバイス、（ｂ）疲労が溜まっていることを
表す健康情報が算出されたユーザに対して、食事の栄養バランスを見直すことを勧めるア
ドバイス、および、（ｃ）睡眠時間または就寝時刻が不規則であることを表す健康情報が
算出されたユーザに対して、生活習慣を改善することを勧めるアドバイス等が考えられる
。なお、上記実施形態のように、提供情報（アドバイス情報等）が繰り返し提供される場
合には、ある提供情報を提供した後のユーザの健康情報に基づいて、さらに提供情報が提
供される。これによれば、アドバイス情報等の提供情報が繰り返し（継続的に）ユーザに
提供されるので、健康の改善をユーザに対して効果的に促すことができる。
【０２４９】
　また、提供情報がアドバイス情報である場合、サービスサーバ３は、アドバイス情報を
ユーザに提供した前後における健康情報を比較し、比較の結果に基づいて追加のアドバイ
ス情報を、上述の追加提供情報として提供してもよい。すなわち、サービスサーバ３は、
比較の結果、ユーザの健康が改善していると判定する場合と、改善していないと判定する
場合とで、異なるアドバイス情報を提供してもよい。
【０２５０】
　また、サービスサーバ３は、アドバイス情報の提供条件を更新するようにしてもよい。
すなわち、サービスサーバ３は、サービスサーバ３は、アドバイス情報をユーザに提供し
た前後における健康情報を比較し、比較の結果、アドバイス情報の提供前後においてユー
ザの健康が改善したと判断した場合には、当該アドバイス情報が提供されやすくなるよう
に、当該アドバイス情報の提供条件を更新してもよい。なお、提供情報がアドバイス情報
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である場合も、上記“（提供条件を自動的に更新する変形例）”に記載の変形例のように
、例えば条件更新テーブルを用いることによって、更新条件を自動的に更新することがで
きる。例えば、サービスサーバ３は、条件更新テーブルにおける更新条件として、アドバ
イス情報の提供前後におけるユーザの健康情報の変化に関する条件を設定してもよい。
【０２５１】
　また、提供情報は、当該指標を改善するための商品・サービス自体のデータ（例えば、
上述した、ユーザの入眠あるいは起床を誘導する音楽のデータ）であってもよい。つまり
、提供情報は、ユーザに情報を紹介するもの（商品・サービスを紹介する情報、あるいは
、アドバイス情報）であってもよいし、ユーザに提供すべきアドバイス自体、商品・サー
ビスのデータ自体であってもよい。また、提供情報は、商品・サービスに関する情報（商
品・サービスを紹介する情報、あるいは、商品・サービス（自体）のデータを含む情報）
であってもよいし、（商品・サービスとは無関係の）アドバイス情報であってもよい。
【０２５２】
　なお、上記実施形態および変形例では、提供情報は商品・サービスを紹介するものであ
ったので、情報処理システムは、商品・サービスの購入時点（あるいは利用時点）を基準
時点として用いて各種の処理を行った。例えば、上記実施形態では、上述の利用情報（図
９）によって購入時点を基準時点とした期間が指定されたり、追加提供タイミング（図１
４）あるいは次回提供タイミングの基準時点として購入時点が用いられたりした。また、
上記変形例では、変化情報（図２１）の基準時点（変化情報は、基準時点の前後における
健康情報の変化を示す）として購入時点が用いられた。これに対して、アドバイス情報あ
るいは上記商品・サービスのデータのように、提供情報自体を利用する場合には、提供情
報の提供時点を基準として用いてもよい。
【０２５３】
（健康情報の内容に関する変形例）
　上記実施形態においては、健康情報は、ユーザの睡眠および／または疲労に関する指標
を示す情報であった。したがって、本実施形態によれば、ユーザの睡眠および／または疲
労に応じた提供情報を提供することができる。なお、他の実施形態においては、健康情報
は、睡眠および／または疲労に関する指標に加えて（または代えて）、肥満に関する指標
（例えば、体重や体脂肪率や基礎代謝量等）、あるいは、肌状態に関する指標（例えば、
肌の水分量や、シミの状態を示す指標等）を示す情報であってもよい。
【０２５４】
（サービスサーバの構成に関する変形例）
　上記実施形態においては、サービスサーバ３はポータルサーバ４１とサービス提供サー
バ４２とを含み、商品・サービスの購入を行うショッピングサイトはポータルサーバ４１
によって管理されるものとした。ここで、サービスサーバ３の構成は任意であり、ポータ
ルサーバ４１およびサービス提供サーバ４２の機能（役割）は上記実施形態に限らない。
例えば、他の実施形態においては、１以上のサービス提供サーバがそれぞれショッピング
サイトを管理し、ポータルサーバが管理するポータルサイトでは、提供情報を提供および
健康情報の閲覧が可能であるようにしてもよい。このとき、ポータルサイトのページに含
まれる提供情報には、ショッピングサイトへアクセスするためのリンク情報が含まれてい
てもよい。また、ショッピングサイトにおいて商品・サービスの購入が行われた場合には
、ポータルサーバ４１において購入（購入履歴）を管理するべく、サービス提供サーバ４
２からポータルサーバ４１へ購入の通知が送信されてもよい。また、他の実施形態におい
ては、ポータルサーバ４１の機能とサービス提供サーバ４２の機能とが１つのサーバによ
って提供されてもよい。
【０２５５】
（商品・サービスに関する変形例）
　また、他の実施形態においては、サービスサーバ３において提供される商品・サービス
は、端末システム１に対して提供されるアプリケーションであってもよい。このとき、ア
プリケーションは、データサーバ２に記憶される情報（健康情報等）を利用するものであ
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ってもよい。上記アプリケーションは、例えば、端末システム１において取得される生体
情報を用いてユーザの生存確認を行って他のユーザに通知を行う見守りサービスを行うた
めのアプリケーションであってもよい。
【０２５６】
　また、他の実施形態においては、サーバにおいて、ゲームが提供されてもよい。ゲーム
を提供するサーバは、サービスサーバ３と同じサーバであってもよいし、専用のサーバ（
ゲームサーバ）であってもよい。例えば、ポータルサーバ４１が管理するポータルサイト
内においてゲームアプリケーションがユーザに提供されてもよい。なお、ゲームアプリケ
ーションは、ポータルサイトを閲覧するためのブラウザ上で動作する種類のものであって
もよいし、サーバから端末システム１にダウンロードされてインストールされる種類のも
のであってもよい。
【０２５７】
　なお、ゲームアプリケーションは、サーバから端末システム１に提供される他、任意の
方法で端末システム１に取得されてもよい。例えば、ゲームアプリケーションを記憶した
記憶媒体が主端末装置１０に接続（または装着）されることによって、主端末装置１０に
おいてゲームアプリケーションが実行されてもよい。
【０２５８】
　また、ゲームアプリケーションは、主端末装置１０において実行されてもよいし、ユー
ザが有する他のユーザ端末（携帯端末、パーソナルコンピュータ、および、ゲーム装置等
）において実行されてもよい。
【０２５９】
　上記のようにユーザ端末（主端末装置１０、および／または、上記他のユーザ端末）に
おいてゲームアプリケーションが実行される場合、ユーザの健康情報に対する評価結果が
ゲームに反映されてもよい。具体的には、サービスサーバ３は、データサーバ２に記憶さ
れるユーザの健康情報に対する評価を行う。すなわち、サービスサーバ３は、健康情報が
所定の条件を満たすか否かを判定する。この所定の条件とは、例えば、健康情報が示す疲
労度が基準値以上の良い値である状態が所定期間継続したこと、あるいは、疲労度が所定
の基準以上改善したこと等である。上記条件が満たされた場合、サービスサーバ３は、ゲ
ーム上の特典をユーザに付与する。例えば、サービスサーバ３は、ゲーム内で利用するア
イテム等のコンテンツをユーザに付与したり、ゲーム内のストーリーを進行させたりする
ようにしてもよい。このような特典を付与することによって、健康情報を算出することを
継続する動機をユーザに与えることができる。
【０２６０】
　上記において、端末システムとサーバシステムとを含む情報処理システムは、ゲームア
プリケーションに基づくゲーム処理を実行する。ここで、情報処理システムは、ゲーム処
理を実行する際に、サーバシステムに記憶されている健康情報を参照する。そして、参照
した健康情報に基づいて（参照結果に応じて）当該ゲーム処理中の所定の処理が実行され
る。所定の処理は、例えば、上記のアイテムを付与する処理や、ゲーム内のストーリーを
進める処理である。具体的には、情報処理システムは、ゲームアプリケーションで利用さ
れるゲームデータを追加または更新する処理を行う。つまり、付与されるアイテムのゲー
ムデータが追加されたり、新たなストーリーをプレイできるようにゲーム内のフラグが更
新されたりする。
【０２６１】
　なお、ゲーム処理は、サーバ側の情報処理装置（例えば、ゲームサーバ、または、サー
ビスサーバ）で実行されてもよいし、端末側の情報処理装置（例えば、主端末装置１０、
または、上記他のユーザ端末）で実行されてもよい。また、ゲーム処理は、サーバ側の情
報処理装置と端末側の情報処理装置とが協働して実行されてもよい。つまり、ゲーム処理
の一部の処理がサーバ側で実行され、他の一部の処理が端末側で実行されてもよい。例え
ば、ポータルサイトを閲覧するためのブラウザ上でゲームアプリケーションが動作する場
合には、ゲーム処理はサーバ側で実行されたり、サーバ側と端末側とで協働して実行され
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たりする。また、ゲームアプリケーションが端末側の情報処理装置にインストールされる
場合、あるいは、当該情報処理装置に接続される記憶媒体に記憶されるゲームアプリケー
ションが実行される場合には、ゲーム処理は、端末側で実行されたり、サーバ側と端末側
とで協働して実行されたりする。
【０２６２】
　また、ゲームデータの追加または更新は、サーバ側で実行されてもよいし、端末側で実
行されてもよい。すなわち、ゲームデータを追加または更新する処理は、サーバ側の情報
処理装置が、サーバ側または端末側の記憶部に記憶されるゲームデータに対して追加また
は更新を行うことによって実行されてもよい。また、ゲームデータを追加または更新する
処理は、端末側の情報処理装置が、端末側の記憶部に記憶されるゲームデータに対して追
加または更新を行うことによって実行されてもよい。
【０２６３】
　なお、上記のようにゲームアプリケーションにおいて健康情報を利用（参照）する際に
は、ゲームアプリケーションのユーザに関する健康情報が参照される。例えば、上記ポー
タルサイトにユーザがログインした状態でゲームアプリケーションが利用される場合には
、サーバは、ログイン時に入力されるユーザ識別情報によってユーザを特定することがで
きる。すなわち、サーバは、ログイン時に入力されたユーザ識別情報を記憶しておき、ゲ
ーム処理において健康情報を参照する際、記憶しておいたユーザ識別情報によって特定さ
れるユーザの健康情報を参照する。
【０２６４】
　また、上記ポータルサイトにユーザがログインしていない状態でゲームアプリケーショ
ンが利用される場合（あるいは、ログインしている端末とは異なる端末を用いてゲームア
プリケーションが利用される場合）には、ゲーム処理の前またはゲーム処理中において、
サーバは、ゲームアプリケーションを利用しているユーザを識別する。具体的には、ゲー
ムアプリケーションを利用しているユーザ端末は、ゲーム処理の前またはゲーム処理中に
おいて、ユーザ識別情報の入力をユーザから受け付け、入力されたユーザ識別情報をサー
バへ送信する。サーバは、ユーザ端末からのユーザ識別情報を用いて、参照すべき健康情
報を特定する。ゲームデータの追加または更新がサーバ側で実行される場合には、サーバ
は、特定された健康情報を参照して、参照した健康情報に基づいてゲーム処理中の所定の
処理（ゲームデータの追加または変更）を実行する。一方、ゲームデータの追加または更
新が端末側で実行される場合には、サーバは、特定された健康情報をユーザ端末へ送信す
る。ユーザ端末は、受信した健康情報を参照して（つまり、サーバ側で記憶される健康情
報を参照して）、参照した健康情報に基づいてゲーム処理中の所定の処理を実行する。
【０２６５】
　上記においては、ユーザ識別情報は、ポータルサイトにおけるユーザのアカウントであ
るだけでなく、ゲームアプリケーションを提供するサービスにおけるアカウントを兼ねて
もよい。この場合、複数のネットワークサービス（上記提供情報を提供するサービス、お
よび、ゲームアプリケーションを提供するサービスを含む）におけるユーザのアカウント
を共通にすることによって、ユーザは、異なるユーザ端末（プラットホームが異なる端末
でもよい）において、複数のネットワークサービスを共通に利用することができるので、
利便性が向上する。
【０２６６】
＜第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態に係る情報処理システム、情報処理装置、情報処理プログラム、
および情報処理方法について説明する。上記第１の実施形態における“（提供条件を自動
的に更新する変形例）”では、ユーザ全体について提供条件を更新する例について説明し
た。第２の実施形態においては、ユーザ毎に提供条件を更新する例を説明する。第２の実
施形態においては、ユーザ毎に提供条件がカスタマイズされるので、ユーザに適した情報
を提供することができる。以下、第２の実施形態の詳細について説明する。
【０２６７】
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［１．情報処理システムの構成］
　第２の実施形態においては、情報処理システムは、第１の実施形態における端末システ
ム１に代えて、後述する端末システム１００を含む構成とする。ただし、第２の実施形態
においても第１の実施形態と同様、端末システムの構成は任意である。例えば、情報処理
システムは、第１の実施形態における端末システム１と、第２の実施形態における端末シ
ステム１００との両方を含む構成であってもよい。つまり、情報処理システムは、異なる
種類の端末システムを含むものであってもよい。
【０２６８】
　次に、端末システム１００の構成の一例について説明する。図２２は、端末システム１
００の詳細な構成の一例を示す図である。図２３は、端末システム１００の外観の一例を
示す図である。図２２～図２３に示すように、端末システム１００は、携帯端末１０５と
、ベース装置１０６とを備える。携帯端末１０５はユーザによって携帯される。ベース装
置１０６は、例えばユーザの自宅に設置される。
【０２６９】
　本実施形態において、携帯端末１０５は、携帯型の情報処理装置であり、ベース装置１
０６は、携帯端末１０５を接続可能なクレードルである。図２３に示すように、携帯端末
１０５は、ベース装置１０６に対して着脱可能に接続することが可能である。また、ベー
ス装置１０６は携帯端末１０５に対して充電を行う機能を有しており、携帯端末１０５と
ベース装置１０６とが接続された場合、ベース装置１０６による携帯端末１０５に対する
充電が可能となる。なお、他の実施形態においては、携帯端末１０５とベース装置１０６
とは、ケーブルを介して着脱可能に接続される形態であってもよい。
【０２７０】
　また、携帯端末１０５とベース装置１０６との通信方法は任意であり、ケーブルを介し
た有線通信によって行われてもよいし、電波通信や赤外線通信等の無線通信によって行わ
れてもよい。また、携帯端末１０５とベース装置１０６との通信は、両者の間で直接行わ
れる通信方法によって行われてもよいし、ＬＡＮやインターネット等のネットワークを介
する通信方法によって行われてもよい。
【０２７１】
　まず、本実施形態における携帯端末１０５の構成について説明する。携帯端末１０５は
、携帯型の情報処理装置であり、本実施形態においては、例えば、携帯電話、スマートフ
ォン、またはタブレット端末等といった多機能デバイスである。すなわち、携帯端末１０
５は、一般的な多機能デバイスが有する各種の機能（例えば、入力機能、出力（表示）機
能、情報処理機能、ネットワーク通信機能、通話機能、カメラ機能等）のうちのいくつか
を有している。なお、ネットワーク通信機能は、インターネットを介した通信機能、およ
び／または、モバイル通信網を介した通信機能である。携帯端末１０５は、既製の多機能
デバイスに所定の機能をインストールすることで実現されてもよい。本実施形態において
、携帯端末１０５は、上記多機能デバイスとして用いられることに加えて、上記健康情報
を算出したり、上記ゲーム処理を実行したりするために用いられる。また、携帯端末１０
５は、例えば腕時計型あるいはメガネ型の端末のように、ユーザに装着可能な情報処理装
置（いわゆるウェアラブル端末）であってもよい。
【０２７２】
　図２２に示すように、携帯端末１０５は通信部１１０を備える。通信部１１０は、ネッ
トワーク４に接続して、サーバ（すなわち、データサーバ２および／またはサービスサー
バ３）との通信を行う。本実施形態において、通信部１１０は、モバイル通信網（換言す
れば、携帯電話通信網）に接続して通信を行う機能を有する通信モジュールである。例え
ば、通信部１１０は、３Ｇの通信規格、あるいは、４Ｇ（ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を含む）の通信規格に準拠した通信方式で通信を行う。なお、携帯
端末１０５がサーバと通信するための方法は任意であり、例えば、Ｗｉ－Ｆｉの認証を受
けた通信モジュールによって無線ＬＡＮを介して通信を行う方法であってもよい。また、
携帯端末１０５は、モバイル通信網を介してサーバと通信する機能と、無線ＬＡＮを介し
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てサーバと通信を行う機能との両方を備えていてもよい。
【０２７３】
　携帯端末１０５は処理部１１１を備える。処理部１１１は、携帯端末１０５において実
行される各種の情報処理を実行する。処理部１１１は、携帯端末１０５の各部１１０，１
１２～１１９に接続される。処理部１１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）およびメモリを有する。携帯端末１０５においては、ＣＰＵがメモリ
を用いて、携帯端末１０５に記憶された情報処理プログラムを実行することによって上記
各種の情報処理が実行される。本実施形態においては、処理部１１１は、上記情報処理と
して、上述した健康情報を算出する処理、ゲーム処理、および、サーバから受信した情報
（例えば上記サービス情報）をユーザに提供する処理等を実行する。また、携帯端末１０
５が多機能デバイスとして動作する場合、処理部１１１は、各機能を実現するための情報
処理を実行する。
【０２７４】
　携帯端末１０５は、入出力インターフェースを備え、ユーザが情報を入力したり閲覧し
たりするための情報処理装置（換言すれば、入出力端末）として機能する。具体的には、
携帯端末１０５は、操作入力部１１２、ディスプレイ１１７、および、スピーカ１１８を
備える。操作入力部１１２は、ユーザによる操作入力を受け付ける任意の入力装置である
。本実施形態においては、操作入力部１１２は、ディスプレイ１１７上に設けられるタッ
チパネルと、ボタンとを含む。他の実施形態において、携帯端末１０５は、操作入力部１
１２として、携帯端末１０５を動かす操作を検出するためのセンサ（加速度センサやジャ
イロセンサ）を備えていてもよい。
【０２７５】
　出力装置の一例であるディスプレイ１１７は、操作入力部１１２に対する入力に応じて
携帯端末１０５において生成される各種の画像を表示したり、サーバから受信されたデー
タに基づく各種の画像（例えば、ネットワークサービスに関する画像）を表示したりする
。出力装置の一例であるスピーカ１１８は、操作入力部１１２に対する入力に応じて携帯
端末１０５において生成される各種の音を出力したり、サーバから受信されたデータに基
づく各種の音（例えば、ネットワークサービスに関する音声や音楽）を出力したりする。
【０２７６】
　携帯端末１０５は、上記健康情報を算出するための情報を検出するセンサを備える。本
実施形態においては、携帯端末１０５は、位置検出部１１３、および、環境センサ１１４
を備える。
【０２７７】
　位置検出部１１３は、携帯端末１０５の位置を検出する。本実施形態においては、位置
検出部１１３は、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて位置を検出する。位置検出部１１３は、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）センサ（例えば、ＧＰＳモジュール）
である。なお、位置検出部１１３における位置検出方法は任意であり、位置検出部１１３
は、例えばビーコンを用いて位置を検出してもよい。また例えば、位置検出部１１３は、
気圧センサの検出結果に基づいて高度の変化を算出することで、ユーザの高度を示す情報
（例えばビルの何階にいるかを示す情報）を算出してもよい。
【０２７８】
　環境センサ１１４は、携帯端末１０５の周囲の環境を検出する。本実施形態においては
、環境センサ１１４は、温度センサおよび湿度センサを含む。なお、他の実施形態におい
ては、環境センサ１１４として、気圧センサ、照度センサ、騒音センサ、においセンサ等
が含まれていてもよい。すなわち、環境センサ１１４は、温度、湿度、照度、気圧、音、
およびにおいのうち少なくとも１つを検知するものであってもよい。また、他の実施形態
においては、マイク１１５が周囲の騒音を検出するための環境センサとして用いられても
よい。
【０２７９】
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　また、携帯端末１０５は、マイク１１５を備える。マイク１１５は、携帯端末１０５の
周囲の音を検出する。マイク１１５は、健康情報を算出するために用いられてもよい。例
えば、携帯端末１０５は、マイク１１５によってユーザのいびきの音を検出し、検出結果
に基づいて睡眠に関する情報を算出してもよい。なお、マイク１１５は、携帯端末１０５
に対する音声入力を受け付けるために用いられてもよい。
【０２８０】
　携帯端末１０５は、カメラ１１６を備える。カメラ１１６は、例えば、携帯端末１０５
においてディスプレイ１１７が設けられる面と同じ側（すなわち、内側）に設けられる（
図２３参照）。つまり、カメラ１１６は、携帯端末１０５を操作するユーザを撮像するこ
とが可能な位置に設けられる。なお、携帯端末１０５は、カメラ１１６による撮像画像に
基づいてユーザの表情を判別し、ユーザの表情に基づいて疲労度を算出するようにしても
よい。
【０２８１】
　携帯端末１０５は、ベース装置１０６と電気的に接続するためのコネクタ１１９を備え
る。本実施形態においては、携帯端末１０５がベース装置１０６に装着された場合（図２
３参照）に、コネクタ１１９がベース装置１０６のコネクタ１２１と接触する。これによ
って、携帯端末１０５とベース装置１０６との通信が可能となる。
【０２８２】
　なお、携帯端末１０５は、図示しない電池を備えており、携帯端末１０５の各部は、電
池から供給される電力によって動作する。詳細は後述するが、本実施形態においては、ベ
ース装置１０６によって携帯端末１０５の電池を充電することが可能である。
【０２８３】
　次に、本実施形態におけるベース装置１０６の構成について説明する。本実施形態にお
いては、ベース装置１０６は、例えばユーザの寝室に配置され、ユーザの就寝中において
ユーザの睡眠に関する生体情報を検出するために用いられる。ここで、生体情報は、ユー
ザの身体から検出される情報である。本実施形態においては、呼吸、脈拍、および体動が
生体情報として検出される。なお、他の実施形態においては、生体情報として検出される
情報は任意であり、呼吸、脈拍、および体動のうちのいずれか１つまたは２つが検出され
てもよいし、これら３つの情報とは異なる他の情報が検出されてもよい。また、ベース装
置１０６は、就寝中におけるユーザに対してコンテンツ（例えば、ユーザに入眠を促すコ
ンテンツ）や情報（例えば、睡眠に関する評価結果の情報）を提供するために用いられる
。
【０２８４】
　ベース装置１０６は、携帯端末１０５を着脱可能に支持する支持部を備える。具体的に
は、図２３に示すように、ベース装置１０６の筐体（具体的には、支持部）には、携帯端
末１０５の一部の形状に応じた凹部が設けられる。この凹部に携帯端末１０５が挿入され
ることによって、携帯端末１０５がベース装置１０６に装着される。なお、ベース装置１
０６が携帯端末１０５を支持するための機構は任意である。
【０２８５】
　図２２に示すように、ベース装置１０６はコネクタ１２１を備える。上記凹部に携帯端
末１０５が挿入された場合、携帯端末１０５のコネクタ１１９とベース装置１０６のコネ
クタ１２１とが接続される。その結果、携帯端末１０５とベース装置１０６との通信が可
能となり、ベース装置１０６による携帯端末１０５に対する充電が可能となる。
【０２８６】
　ベース装置１０６は、生体情報を検出するセンサの一例であるドップラーセンサ１２４
を備える。ドップラーセンサ１２４は、マイクロ波を発射するとともに、発射したマイク
ロ波の反射波を受信することによって、発射したマイクロ波の周波数と受信したマイクロ
波の周波数との差に基づいて動体を検出する。本実施形態においては、ドップラーセンサ
１２４（より具体的には、出射部１２４ａ）は、ベース装置１０６の前方に向かって電波
を照射する（図２３参照）。本実施形態においては、ドップラーセンサ１２４の検出対象
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はユーザであり、ドップラーセンサ１２４によってユーザの体動を検出する。詳細は後述
するが、検出される生体情報（換言すれば、ドップラーセンサ１２４の出力波形）に対し
て周波数分析等の解析を行うことで、体動の他、呼吸および脈拍といった生体情報をさら
に算出することができる。
【０２８７】
　ベース装置１０６は、外部電源から電力を取得する電力取得部１２３を備える。本実施
形態において、ベース装置１０６は、図示しない電源コードを介してＡＣアダプタおよび
電源プラグに接続（着脱可能でもよい）されている。電源プラグが外部電源のコンセント
に接続されることによって、ベース装置１０６の電力取得部１２３に電力が供給される。
ベース装置１０６は、電力取得部１２３によって取得される、外部電源からの電力によっ
て動作する。また、電力取得部１２３は、供給された電力をコネクタ１２１を介して携帯
端末１０５へ送ることで携帯端末１０５の充電を行う。なお、他の実施形態においては、
ベース装置１０６は、電池を有していてもよく、電池に充電された電力を携帯端末１０５
へ送るようにしてもよい。また、本実施形態においては、コネクタを介して電力が供給さ
れる態様で充電が行われるが、他の実施形態においては、非接触充電によって電力が供給
されてもよい。
【０２８８】
　ベース装置１０６は、壁面（天井を含む）やスクリーンに画像を投影するプロジェクタ
１２５を備える。プロジェクタ１２５は、ベース装置１０６から離れた面（凹凸があって
もよい）に画像を投影することで当該面に画像を表示する任意の表示装置でよい。本実施
形態においては、図２３に示すように、プロジェクタ１２５は、投光部（具体的には、レ
ンズ）１２５ａが上方を向くように、すなわち、上方に向かって画像が投影されるように
ベース装置１０６に設けられる。つまり、本実施形態においては、プロジェクタ１２５は
、天井に画像を投影する。本実施形態において、プロジェクタ１２５は、例えば、ユーザ
に入眠や覚醒を促す画像（例えば、後述する入眠用コンテンツ等）を表示したり、ユーザ
が朝に覚醒した時に睡眠の評価結果を示す画像を表示したりしてもよい。
【０２８９】
　本実施形態においては、ベース装置１０６は、天井に投影する画像を、必要に応じて、
いわゆるプロジェクションマッピングの技術を用いて補正する。すなわち、ベース装置１
０６は、プロジェクタ１２５の投影面（すなわち、天井）の凹凸および／または色に応じ
た画像が表示されるように当該画像を補正する。なお、画像の補正方法は従来から用いら
れている方法であってよい。また、ベース装置１０６は、画像の補正を行うためのカメラ
１２７を備える。図２３に示すように、カメラ１２７は、プロジェクタ１２５によって画
像が投影される場所を撮像範囲に含むような向きでベース装置１０６に設けられる。つま
り、カメラ１２７は、プロジェクタ１２５と同じ方向（すなわち、上方）を向くように設
けられる。
【０２９０】
　また、ベース装置１０６はスピーカ１２６を備える。スピーカ１２６は、例えば、ユー
ザに入眠や覚醒を促す音（例えば、後述する入眠用コンテンツ等）を出力するために用い
られる。
【０２９１】
　ベース装置１０６は、ベース装置１０６の各部１２３～１２７を制御する制御部１２２
を備える。制御部１２２は、ベース装置１０６の各部１２１，１２３～１２７に接続され
る。制御部１２２は、ベース装置１０６において実行される各種の制御処理を実行する。
制御部１２２は、ＣＰＵおよびメモリを有する。ベース装置１０６においては、ＣＰＵが
メモリを用いて、ベース装置１０６に記憶された情報処理プログラムを実行することによ
って上記各種の制御処理が実行される。例えば、制御部１２２は、電力取得部１２３を制
御することによって、携帯端末１０５に対する充電動作を制御する。また、制御部１２２
は、ベース装置においてユーザに提供するコンテンツや情報を、プロジェクタ１２５およ
び／またはスピーカ１２６に再生させる。また、制御部１２２は、ドップラーセンサ１２
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４によって検出された情報を携帯端末１０５へ送信する。
【０２９２】
　なお、ベース装置１０６は、図２２に示す構成に加えて、または代えて、他の構成を備
えていてもよい。例えば、ベース装置１０６は、環境センサ、ディスプレイ、無指向性ス
ピーカ、光源（例えば、照明）、および／または、におい発生装置等を備えていてもよい
。なお、ベース装置１０６が環境センサを備える場合、携帯端末１０５は環境センサを備
えていない構成であってもよい。また、携帯端末１０５およびベース装置１０６は、同種
の環境センサ（すなわち、同じ情報を検出する環境センサ）を備えていてもよいし、異な
る種類の環境センサを備えていてもよい。
【０２９３】
　なお、第２の実施形態におけるデータサーバ２およびサービスサーバ３（本実施形態の
説明において単に「サーバ」と記載することがある）の構成は、第１の実施形態と同様で
ある。したがって、第２の実施形態においても第１の実施形態と同様、端末システム１０
０は健康情報をサーバへ送信し、サーバは健康情報に基づいて提供情報を生成して端末シ
ステム１００へ送信する。ただし、第２の実施形態では、ユーザに提供すべき提供情報を
決定する処理が端末システム１００自身によっても実行される。そのため、第２の実施形
態においては、サーバは提供情報を端末システム１００へ送信する処理を実行しなくても
よい。
【０２９４】
［２．端末システムにおける動作］
（２－１：端末システムにおける動作の概要）
　次に、第２の実施形態における端末システム１００における動作の概要について説明す
る。以下では、ユーザに提供される提供情報として、入眠用コンテンツとして再生される
楽曲が提供される場合を例として説明する。なお、入眠用コンテンツとは、ユーザに入眠
を促すための音楽および／または映像（静止画でも動画でもよい）である。つまり、本実
施形態においては、ユーザの入床時に、ユーザに入眠を促すための楽曲が再生される。こ
こで、端末システム１００は、再生すべき楽曲の候補（候補楽曲と呼ぶ）を示す情報をま
ずユーザに提示し、候補楽曲のうちからユーザが選択した楽曲を再生する。したがって、
本実施形態においては、候補楽曲の情報が提供情報であると言うこともできるし、実際に
再生される楽曲が提供情報であると言うこともできる。
【０２９５】
　また、端末システム１００は、候補楽曲を決定するための決定ルールを予め記憶してお
り、当該決定ルールに従って候補楽曲を決定する。なお、決定ルールは、提供情報である
候補楽曲の情報（あるいは実際に再生される楽曲）を決定するための条件であるので、上
述した提供条件と言うことができる。ここで、本実施形態においては、決定ルールはユー
ザ毎に更新される。つまり、本実施形態においては、提供条件はユーザ毎に設定され、ユ
ーザ毎にカスタマイズされる。以下、図２４を参照して、端末システム１００における処
理の流れの概要を説明する。
【０２９６】
　図２４は、第２の実施形態における端末システム１００による処理の流れの一例を示す
図である。図２４は、ユーザが入床してからユーザが覚醒した後までの期間において端末
システム１００が実行する処理を示している。
【０２９７】
　第２の実施形態においても第１の実施形態と同様、端末システム１００は、ユーザが入
床する際に生体情報の計測を開始する（ステップＳ１０１）。具体的には、ユーザは、入
床時に携帯端末１０５をベース装置１０６に装着する。端末システム１００は、携帯端末
１０５がベース装置１０６に装着されたことによって、ユーザが入床したと判別する（す
なわち、入床を検知する）。入床が検知されたことに応じて、端末システム１００は、ユ
ーザの健康情報を算出するための計測を開始する。
【０２９８】
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　第２の実施形態における健康情報の算出方法は第１の実施形態と同様であり、睡眠指標
および疲労指標を含む健康情報が算出される。なお、第２の実施形態において、図４に示
す各部の機能は携帯端末１０５が有するものとする。すなわち、第２の実施形態において
は、ベース装置１０６から携帯端末１０５へ生体情報が送信され、携帯端末１０５が生体
情報に基づいて健康情報を算出する。なお、他の実施形態においては、図４に示す各部の
機能は携帯端末１０５に設けられてもよいし、ベース装置１０６に設けられてもよい。
【０２９９】
　なお、計測を開始する条件は任意である。例えば他の実施形態において、携帯端末１０
５とベース装置１０６とが無線通信可能である場合、計測を開始する旨の指示が携帯端末
１０５からベース装置１０６へ送信されたことに応じて、ベース装置１０６は計測を開始
するようにしてもよい。また、ベース装置１０６は、所定時間間隔で、自身の周囲にユー
ザが存在するか否かを、例えばドップラーセンサ１２４を用いて判定し、ユーザが存在す
ると判定したことに応じて計測を開始してもよい。
【０３００】
　次に、端末システム１００は、上記の候補楽曲を示す情報をユーザに提供する処理を実
行する（ステップＳ１０２）。本実施形態においては、携帯端末１０５は、それまでに算
出された健康情報（すなわち、過去の睡眠期間に取得された生体情報に基づいて算出され
た健康情報）に基づいて候補楽曲を決定する。詳細は後述するが、携帯端末１０５は、最
近１週間の睡眠の傾向を特定し、傾向に応じた候補楽曲を決定する。例えば、寝付きが悪
い（睡眠潜時が長い）と傾向があると特定された場合には、寝付きが良くなる効果がある
と考えられる楽曲が候補楽曲として決定される。携帯端末１０５は、決定された候補楽曲
を示す情報（例えば、楽曲のタイトル）を、提供情報としてユーザに提供する。具体的に
は、決定した候補楽曲を示す情報が、携帯端末１０５のディスプレイ１１７に表示される
。
【０３０１】
　図２５は、候補楽曲を示す情報を提供するために携帯端末１０５に表示される画像の一
例を示す図である。図２５に示すように、携帯端末１０５のディスプレイ１１７には、決
定された候補楽曲を示す候補楽曲画像１３１が表示される。なお、本実施形態においては
、候補楽曲として３つの楽曲（図２５では、楽曲Ａ～Ｃ）がユーザに提示される場合を例
とするが、候補楽曲の数はいくつであってもよい。また、本実施形態においては、候補楽
曲画像１３１とともに、ユーザに対するアドバイス情報を示すアドバイス画像１３２が表
示される。アドバイス画像１３２については後述する。
【０３０２】
　ディスプレイ１１７に楽曲情報画像１３１が表示されると、ユーザは、候補楽曲のうち
から所望の楽曲を選択する（ステップＳ１０３）。楽曲の選択は、例えば、ディスプレイ
１１７に表示される候補楽曲のうち、所望の楽曲の項目にタッチする操作によって行われ
る。この操作に応じて、携帯端末１０５は、選択された楽曲の再生を開始する（ステップ
Ｓ１０４）。具体的には、携帯端末１０５は、楽曲の音データをベース装置１０６へ送信
し、音データを受信したベース装置１０６はスピーカ１２６から楽曲を出力する。なお、
他の実施形態においては、ベース装置１０６のスピーカ１２６と共に（または代えて）携
帯端末１０５のスピーカ１１８から楽曲が再生されてもよい。
【０３０３】
　なお、携帯端末１０５が再生可能な楽曲のリスト（換言すれば、候補楽曲を選択するた
めの楽曲のリスト）は、携帯端末１０５に記憶されていてもよいし、サーバに記憶されて
いてもよい。上記リストがサーバに記憶されている場合、携帯端末１０５は、適宜のタイ
ミングで（例えば、上記ステップＳ１０２を実行するタイミングで）サーバからリストを
取得する。また、上記リストに含まれる楽曲の音データは、携帯端末１０５に記憶されて
いてもよいし、サーバに記憶されていてもよい。楽曲の音データがサーバに記憶されてい
る場合、携帯端末１０５は、例えば再生する楽曲が選択されたタイミングで、選択された
楽曲の音データをサーバから取得する。
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【０３０４】
　また、本実施形態においては、ユーザが睡眠中の期間（睡眠期間と呼ぶ）において、端
末システム１００は、当該期間中における生体情報（および健康情報）に基づいてユーザ
の睡眠状態を判別し、睡眠状態に応じて携帯端末１０５の動作を制御する。具体的には、
携帯端末１０５は、取得された生体情報に基づいてユーザが入眠したか否かを判定する。
そして、ユーザが入眠したと判定された場合、携帯端末１０５は、上記ステップＳ１０４
で開始した楽曲の再生を停止する（ステップＳ１０５）。ユーザが入眠したため、楽曲を
再生する必要性が低いからである。なお、他の実施形態においては、携帯端末１０５は、
ユーザが入眠した時点から所定時間が経過したタイミングで楽曲の再生を停止してもよい
し、ユーザが深い眠りについた（ノンレム睡眠の状態になった）と判定されたタイミング
で楽曲の再生を停止してもよい。また、他の実施形態においては、楽曲は、ユーザの睡眠
状態に応じて停止されなくてもよい。例えば、他の実施形態においては、楽曲の再生開始
から所定時間が経過したタイミングで当該楽曲の再生が停止されてもよい。
【０３０５】
　また、他の実施形態においては、端末システム１００は、楽曲の再生の制御に限らず、
他の動作を制御してもよい。例えば、他の実施形態においては、端末システム１００は、
ユーザの睡眠状態に応じて、携帯端末１０５の状態を変更する（例えば、電源をオフにす
る、待機状態にする、マナーモードにする等）制御を行ってもよい。
【０３０６】
　ユーザが覚醒すると、端末システム１００は、今回の睡眠期間における健康情報を算出
する（ステップＳ１０６）。上述したように、端末システム１００は、第１の実施形態と
同様の方法で、今回の睡眠期間において取得された生体情報に基づいて健康情報を算出す
る。なお、ユーザが覚醒したことは、生体情報に基づいて判別することができる。
【０３０７】
　次に、携帯端末１０５は、ユーザに対する質問を生成し、生成した質問をユーザに提示
する（ステップＳ１０７）。詳細は後述するが、質問は、ステップＳ１０６で算出された
健康情報に基づいて生成される。例えば、携帯端末１０５は、算出された健康情報から、
中途覚醒回数がいつもより多い（すなわち、今回算出された中途覚醒回数と平均値との差
が大きい）と判別される場合には、「ぐっすり眠れましたか？」といった質問を行う。ま
た例えば、いつもよりもユーザの疲労度が高い場合には、携帯端末１０５は、「疲れは取
れましたか？」といった質問を行う。
【０３０８】
　図２６は、覚醒時に携帯端末１０５に表示される画像の一例を示す図である。図２６に
示すように、ユーザが覚醒した際には、評価結果画像１３５と質問画像１３６とがディス
プレイ１１７に表示される。
【０３０９】
　評価結果画像１３５は、今回の睡眠期間における睡眠および疲労に関する評価結果を表
す。具体的には、評価結果画像１３５は、生体情報（および健康情報）に基づいて算出さ
れた評価結果である、快眠度および元気度を表す。快眠度は、快眠の度合い（睡眠の質と
も言える）を示す指標（具体的には数値）である。快眠度の算出方法は任意であるが、例
えば、数値が大きいほど良い状態を表すように、上述の睡眠指標に基づいて算出される。
また、元気度は、ユーザの健康状態（本実施形態においては、睡眠の状態、および、疲労
の度合い）をユーザにとってわかりやすく提示する目的で算出される数値である。元気度
は、例えば上述の疲労度に基づいて算出され、数値が大きいほど良い状態（換言すれば、
疲労度が小さい）を表す。元気度の算出方法は任意であり、例えば、元気度は、１００か
ら疲労度を減算することによって算出されてもよい。このように、本実施形態においては
、健康情報に関する評価結果として、快眠度および元気度が算出される。なお、このよう
な快眠度および元気度も健康情報の一種である。本実施形態においては、健康情報に関す
る評価結果が覚醒時にユーザに提示されるので、ユーザは、起きてすぐに評価結果を知る
ことができる。
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【０３１０】
　また、質問画像１３６は、ステップＳ１０７で生成された質問を表す。図２６において
は、「ぐっすり眠れましたか？」という質問を表す質問画像１３６が生成されて表示され
ている。また、本実施形態においては、質問画像１３６は、ユーザが回答を行うためのボ
タン画像（具体的には、「はい」および「いいえ」を表すボタン画像）を含む。なお、ユ
ーザの回答はどのような形式で行われてもよく、例えば、２種類以上の選択肢から回答を
選択させる形式であってもよいし、数値を入力させる形式であってもよい。
【０３１１】
　質問画像１３６がディスプレイ１１７に表示された場合、ユーザは、質問に対する回答
を入力する（ステップＳ１０８）。本実施形態においては、ユーザは、質問画像１３６に
含まれるボタン画像を指定する入力（具体的には、タッチする入力）を行うことによって
回答を行う。
【０３１２】
　回答が入力されたことに応じて、携帯端末１０５は、上記の決定ルールを更新する（ス
テップＳ１０９）。詳細は後述するが、決定ルールの更新は、ステップＳ１０６で算出さ
れた健康情報と、ステップＳ１０８で入力されたユーザの回答とに基づいて行われる。例
えば、健康情報が健康状態が良いことを示すものであったり、ユーザの入力が健康状態が
良いことを示す回答であったりする場合には、入眠時に再生された入眠用コンテンツの楽
曲がユーザにとって効果があった（あるいは、効果が大きかった）と判断することができ
る。そのため、この場合には、当該楽曲が選択されやすくなるように決定ルールが更新さ
れる。一方、健康情報が悪い状態を示すものであったり、ユーザの入力が健康状態が悪い
ことを示す回答であったりする場合には、入眠時に再生された入眠用コンテンツの楽曲が
ユーザにとって効果がなかった（あるいは、効果が小さかった）と判断することができる
。そのため、この場合には、当該楽曲が選択されにくくなるように決定ルールが更新され
る。
【０３１３】
　以上のように、第２の実施形態においては、端末システム１００は、健康情報に基づい
て決定される候補楽曲の情報をユーザに提供することができる（ステップＳ１０２）。こ
れによって、端末システム１００は、入眠用コンテンツとして、健康情報に基づく適切な
楽曲をユーザに対して勧めることができる。
【０３１４】
　さらに、第２の実施形態においては、端末システム１００は、睡眠から覚醒した後で、
提供された楽曲について効果（具体的には、効果の有無や効果の程度）を判別する（ステ
ップＳ１０６，Ｓ１０７）。楽曲を決定するための決定ルールは、判別結果に応じて更新
される。決定ルールは、個別のユーザの健康情報および個別のユーザの回答に基づいて更
新されるので、決定ルールはユーザ毎にカスタマイズされていく。これによれば、端末シ
ステム１００は、個別のユーザに適した提供情報を提供することができ、個別のユーザに
とって有用な情報を提供することができる。
【０３１５】
（２－２：楽曲提供処理）
　次に、端末システム１００において実行される、楽曲提供処理（上記ステップＳ１０２
～Ｓ１０４）の具体例について説明する。上述のように、楽曲提供処理は、ユーザの入眠
時に再生する楽曲（および候補楽曲）を提供する処理である。
【０３１６】
　図２７は、端末システム１００の機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。本実
施形態においては、楽曲提供処理を実行するための構成として、端末システム１００は、
分析部１５１と、健康情報記憶部１５２と、ジャンル決定ルール記憶部１５３と、楽曲決
定ルール記憶部１５４とを備える（質問提示部１５５および更新部１５６については後述
する）。本実施形態において、上記各部１５１～１５４は、携帯端末１０５の処理部１１
１および／または記憶部（不図示）によって実現される。具体的には、分析部１５１は、
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処理部１１１が所定の情報処理プログラムを実行することによって実現される。また、各
記憶部１５２～１５４は、上記所定の記憶部によって実現される。上記所定の記憶部は、
処理部１１１がアクセス可能な任意の記憶媒体であり、携帯端末１０５に内蔵される記憶
媒体であってもよいし、携帯端末１０５に着脱可能な外部記憶媒体であってもよい。
【０３１７】
　分析部１５１は、ユーザの健康に関する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、
分析結果に基づく情報（候補楽曲の情報、および、再生される楽曲）の提供を当該ユーザ
に対して行う。図２７に示すように、分析部１５１は、健康情報算出部１６１と、状態特
定部１６２と、ジャンル決定部１６３と、楽曲決定部１６４と、情報提供部１６５とを含
む。
【０３１８】
　健康情報算出部１６１は、ベース装置１０６において検出された生体情報を取得し、取
得された生体情報に基づいて健康情報を算出する。健康情報を算出する方法は、第１の実
施形態と同様である。算出された健康情報は、健康情報記憶部１５２へ出力される。
【０３１９】
　健康情報記憶部１５２は、ベース装置１０６において検出された生体情報と、健康情報
算出部１６１によって算出された健康情報とを記憶する。健康情報記憶部１５２は、最新
のものから過去に所定の保存期間（例えば、３月）に取得された生体情報および健康情報
を記憶する。したがって、生体情報および健康情報が取得された場合、健康情報記憶部１
５２は、上記保存期間中の情報が保存されるように、情報を更新する。なお、本実施形態
においては、健康情報記憶部１５２は、検出された生体情報および算出された健康情報の
全ての種類を記憶する必要はなく、これらの生体情報および健康情報のうちで、候補楽曲
を決定するために用いる情報を記憶してもよい。
【０３２０】
　状態特定部１６２は、ユーザに関する健康情報に基づいて、当該ユーザの健康状態を特
定（推測とも言える）する。本実施形態においては、状態特定部１６２は、ユーザの健康
状態として、所定期間（例えば、最近１週間）における睡眠の傾向を算出する。具体的に
は、状態特定部１６２は、健康情報記憶部１５２から健康情報を取得し、取得された健康
情報に基づいて、最近１週間の、入眠潜時の平均と中途覚醒回数の平均とを少なくとも算
出する。なお、健康状態として算出される情報は任意である。状態特定部１６２は、例え
ば、入眠潜時および中途覚醒回数以外の他の睡眠指標に関する状態を算出してもよいし、
疲労に関する状態を算出してもよい。また、健康状態として算出される情報は、本実施形
態のように、ユーザの最新の健康情報（例えば、最新の１回の睡眠に応じて算出される健
康情報）と過去の健康情報とに基づいて算出されてもよいし、他の実施形態においては、
ユーザの最新の健康情報に基づいて算出されてもよい。また、健康状態として算出される
情報は、ユーザの健康情報と、他のユーザの健康情報とに基づいて算出されてもよい。例
えば、他の実施形態においては、状態特定部１６２は、ユーザの健康情報（例えば、上記
睡眠潜時）と、他のユーザの健康情報から得られる情報（例えば、他のユーザに関する入
眠潜時の平均値）との比較に基づく情報（例えば、ユーザの睡眠潜時と平均値との差）を
、上記健康状態として算出してもよい。なお、他のユーザの健康情報は、サーバから適宜
のタイミングで端末システム１００に取得されてよい。
【０３２１】
　ジャンル決定部１６３は、状態特定部１６２によって特定された健康状態に基づいて、
ユーザに提供するべき候補楽曲のジャンルを決定する。ここで、本実施形態においては、
上述した携帯端末１０５が再生可能な各楽曲には、楽曲毎にジャンルがそれぞれ設定され
ている。すなわち、再生可能な楽曲のリストには、楽曲の識別情報と、当該楽曲のジャン
ルを示す情報とが関連付けられている。ジャンル決定部１６３は、上記各楽曲に設定され
ている複数種類のジャンルのうちから、所定数（ここでは１種類）のジャンルを決定する
。
【０３２２】
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　ジャンルの決定は、ジャンル決定ルールを用いて行われる。ジャンル決定ルール記憶部
１５３は、上記ジャンル決定ルールを記憶している。図２８は、ジャンル決定ルールの一
例を示す図である。本実施形態においては、図２８に示すように、ジャンル決定ルールは
、睡眠の傾向に関する条件（睡眠条件）と、ジャンルに付された重みの設定内容とを関連
付けた情報である。なお、図示しないが、ジャンル決定ルールは、ジャンルと、当該ジャ
ンルに対して予め付された基準の重み値とをジャンル毎に関連付けた情報を含む。
【０３２３】
　ジャンル決定部１６３は、特定された健康情報が、ジャンル決定ルールに含まれる睡眠
条件を満たすか否かを睡眠条件毎に判定し、満たされた睡眠条件に関連付けられる設定内
容を特定する。ジャンル決定部１６３は、特定された設定内容に従って、ジャンルに付さ
れる重み値を変更する。例えば、図２８に示す例において、特定された健康情報が、睡眠
潜時が１５分以下で、かつ、中途覚醒回数が１～３回であることを示す場合、ジャンルＡ
の重み値を０．５だけ加算する設定内容と、ジャンルＤの重み値を０．５だけ加算する設
定内容が特定される。その結果、ジャンルＡおよびジャンルＤの重み値がそれぞれ０．５
だけ増加される。
【０３２４】
　上記のように、本実施形態においては、予め設定された基準の重み値に対して、ジャン
ル決定ルールを用いて変更が加えられる。ジャンル決定部１６３は、このようにして変更
が加えられた重み値に基づいて、ジャンルを決定する。重み値に基づいてジャンルを決定
する方法は任意である。例えば、ジャンル決定部１６３は、重み値が最大となるジャンル
を選択してもよい。また例えば、ジャンル決定部１６３は、重み値に応じた確率でジャン
ルが選択されるように、乱数を用いてジャンルを決定してもよい。これによれば、ジャン
ルの決定にランダム性を持たせることができ、多くの種類のジャンルが選択される可能性
を高めることができる。すなわち、携帯端末１０５は、多くの種類のジャンルの楽曲をユ
ーザに対して提示することができる。
【０３２５】
　楽曲決定部１６４は、ジャンル決定部１６３によって決定されたジャンルに含まれる楽
曲のうちから候補楽曲を決定する。候補楽曲は、楽曲決定ルールを用いて決定される。楽
曲決定ルール記憶部１５４は、楽曲決定ルールを記憶している。楽曲決定ルールは、携帯
端末１０５が再生可能な各楽曲と、楽曲に付された重みとを楽曲毎に関連付けたテーブル
を含む。図２９は、楽曲決定ルールに含まれるテーブルの一例を示す図である。本実施形
態においては、図２９に示すように、テーブルにおいて各楽曲について重み値が関連付け
られている。また、各楽曲についてジャンルが関連付けられている。
【０３２６】
　楽曲決定部１６４は、決定されたジャンルに含まれる各楽曲のうちから、当該各楽曲に
付された重み値に基づいて候補楽曲（本実施形態では３つの候補楽曲）を選択する。重み
値に基づいて候補楽曲を選択する方法は任意である。例えば、楽曲決定部１６４は、決定
されたジャンルに含まれる各楽曲のうちから、重み値が大きいものから順に所定数（ここ
では３つ）の楽曲を候補楽曲として選択してもよい。また例えば、楽曲決定部１６４は、
決定されたジャンルに含まれる各楽曲のうちから重み値に応じた確率で楽曲が選択される
ように、乱数を用いて所定数の楽曲を選択してもよい。これによれば、楽曲の決定にラン
ダム性を持たせることができ、多くの種類の楽曲が選択される可能性を高めることができ
る。すなわち、携帯端末１０５は、多くの種類の楽曲をユーザに対して提示することがで
きる。
【０３２７】
　情報提供部１６５は、楽曲決定部１６４によって決定された候補楽曲の情報（例えば、
楽曲のタイトル）をユーザに提供する。具体的には、楽曲決定部１６４は、候補楽曲画像
１３１（図２５参照）をディスプレイ１１７に表示する。なお、本実施形態においては、
候補楽曲画像１３１は、候補楽曲のタイトルに加えて、例えば「寝付きの悪い人におすす
め！」といったリコメンド情報を含む（図２５参照）。また、候補楽曲画像１３１ととも
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に、アドバイス情報を表すアドバイス画像１３２が表示される（図２５参照）。これらの
リコメンド情報およびアドバイス情報の内容は、例えば、状態特定部１６２によって特定
された健康状態に基づいて決定される。例えば、携帯端末１０５は、健康状態に関する条
件と、提示すべきリコメンド情報およびアドバイス情報の内容とを関連付けたテーブルを
予め記憶しておき、当該テーブルを用いてこれらの情報の内容を特定する。すなわち、携
帯端末１０５は、テーブルに含まれる条件のうちで、上記健康状態によって満たされた条
件に関連付けられるリコメンド情報およびアドバイス情報の内容を特定する。このように
して特定された情報の内容がリコメンド情報およびアドバイス情報としてディスプレイ１
１７に表示される。
【０３２８】
　さらに、情報提供部１６５は、候補楽曲のうちから１つを選択するユーザ入力を受け付
け、ユーザによって選択された楽曲を、入眠用コンテンツとして再生すべき楽曲に決定す
る。そして、情報提供部１６５は、決定された楽曲の音データを取得し、スピーカ１１８
を用いて当該楽曲を再生する。これによって、入眠用コンテンツとして楽曲がユーザに提
供される。
【０３２９】
（２－３：決定ルールの更新処理）
　次に、図２７を参照して、端末システム１００において実行される、決定ルールの更新
処理の具体例について説明する。決定ルールの更新処理は、入眠用コンテンツである楽曲
の効果（具体的には、ユーザの健康状態を改善する効果）を判別し、判別結果に応じて決
定ルールを更新する処理である。本実施形態においては、決定ルールの更新処理を実行す
るための構成として、端末システム１００は、上記の健康情報算出部１６１と、質問提示
部１５５と、更新部１５６とを備える。本実施形態において、上記各部１５５および１５
６は、携帯端末１０５の処理部１１１が所定の情報処理プログラムを実行することによっ
て実現される。
【０３３０】
　上述のように、ユーザの覚醒時において、健康情報算出部１６１は、今回の睡眠期間（
すなわち、当該覚醒前の睡眠期間、換言すれば、覚醒時が終期となる睡眠期間）中に取得
された生体情報に基づいて健康情報を算出する（図２４に示すステップＳ１０６）。
【０３３１】
　質問提示部１５５は、健康情報算出部１６１によって算出された健康情報に基づいて、
ユーザに対する質問を提示する（図２４に示すステップＳ１０７）。本実施形態において
は、質問提示部１５５は、予め用意された複数の質問のうちから、健康情報に基づいて１
つを選択する。提示する質問を決定する方法は任意であるが、本実施形態においては、健
康情報に関する条件と質問とを関連付けたテーブルを用いる。
【０３３２】
　図３０は、ユーザに提示する質問を決定するためのテーブルの一例を示す図である。図
３０に示すように、テーブルは、健康情報に関する条件と、当該条件を満たした場合に提
示される質問とを関連付けるものである。質問提示部１５５は、テーブルに含まれる条件
のうちで、算出された健康情報によって満たされる条件を特定し、特定された条件に関連
付けられる質問を選択する。図３０に示す例においては、例えば、今回の睡眠期間におけ
る中途覚醒回数が、平均値（例えば、最近１週間の平均値）と比べて１回以上の差がある
場合、「ぐっすり眠れましたか？」という質問が選択される。
【０３３３】
　なお、質問を決定する方法は、本実施形態のように、ユーザに関する最新の健康情報と
過去の健康情報とに基づく方法であってもよいし、他の実施形態においては、ユーザに関
する最新の健康情報に基づく方法であってもよい。また、質問は、ユーザの健康情報と、
他のユーザの健康情報とに基づいて決定されてもよい。例えば、他の実施形態においては
、質問提示部１５５は、ユーザの健康情報（例えば、上記中途覚醒回数）と、他のユーザ
の健康情報から得られる情報（例えば、他のユーザに関する中途覚醒回数の平均値）との
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比較に基づく情報（例えば、ユーザの中途覚醒回数と平均値との差）に基づいて質問を決
定してもよい。
【０３３４】
　質問提示部１５５は、選択された質問を表す質問画像１３６を生成してディスプレイ１
１７に表示する。なお、選択された質問が複数となる場合、そのうちの所定数（例えば１
つ）の質問のみがユーザに提示されてもよいし、選択された全ての質問が提示されてもよ
い。上述のように、質問が提示されると、ユーザは、質問に対する回答を入力する（図２
４に示すステップＳ１０８）。
【０３３５】
　更新部１５６は、上記質問に対するユーザの回答入力を取得する。また、更新部１５６
は、健康情報算出部１６１によって算出された健康情報を取得する。更新部１５６は、上
記の健康情報とユーザの回答とに基づいて、決定ルールのうちの楽曲決定ルールを更新す
る。本実施形態においては、楽曲決定ルールの更新は、上述した条件更新テーブルの一例
であるルール更新テーブルを用いて行われる。ルール更新テーブルは、例えば楽曲決定ル
ール記憶部１５４に記憶される。
【０３３６】
　図３１は、更新内容を決定するためのルール更新テーブルの一例を示す図である。図３
１に示すように、ルール更新テーブルは、健康情報またはユーザの回答に関する条件と、
当該条件を満たした場合に実行される更新内容とを関連付けるものである。更新部１５６
は、ルール更新テーブルに含まれる条件のうちで、健康情報またはユーザの回答によって
満たされる条件を特定し、特定された条件に関連付けられる更新内容を特定する。図３１
に示す例においては、例えば、睡眠時間が平均値（例えば最近１週間の平均睡眠時間）以
上である場合、重み値を０．１加算することを示す更新内容が特定される。なお、更新部
１５６は、満たされる条件が複数存在する場合は、それぞれの条件に関連付けられる複数
の更新内容を特定する。
【０３３７】
　なお、更新内容を決定する方法は、本実施形態のように、ユーザに関する最新の健康情
報と過去の健康情報とに基づく方法であってもよいし、他の実施形態においては、ユーザ
に関する最新の健康情報に基づく方法であってもよい。また、更新内容は、ユーザの健康
情報と、他のユーザの健康情報とに基づいて決定されてもよい。例えば、他の実施形態に
おいては、更新部１５６は、ユーザの健康情報（例えば、上記睡眠時間）と、他のユーザ
の健康情報から得られる情報（例えば、他のユーザに関する睡眠時間の平均値）との比較
に基づく情報（例えば、ユーザの睡眠時間と平均値との差）に基づいて更新内容を決定し
てもよい。
【０３３８】
　更新部１５６は、特定された更新内容に従って、楽曲決定ルール記憶部１５４に記憶さ
れる楽曲決定ルールを更新する。具体的には、上述の楽曲決定ルールに含まれるテーブル
（図２９参照）における、更新対象となる楽曲に関連付けられる重み値を、特定された更
新内容に従って増加または減少させる。なお、「更新対象となる楽曲」は、今回の睡眠期
間において入眠用コンテンツとして再生された楽曲である。
【０３３９】
　なお、上記ルール更新テーブルは、健康情報が良い状態を示す条件、または、ユーザの
回答が健康状態が良いことを示す条件に対して、重み値を増加させる（すなわち、更新対
象となる楽曲が選択されやすくなる）ような更新内容を関連付ける（図３１参照）。また
、上記ルール更新テーブルは、健康情報が悪い状態を示す条件、または、ユーザの回答が
健康状態が悪いことを示す条件に対して、重み値を減少させる（すなわち、更新対象とな
る楽曲が選択されにくくなる）ような更新内容を関連付ける。したがって、本実施形態に
よれば、入眠用コンテンツとして再生された楽曲がユーザの睡眠を改善する効果があると
推測される場合には、今後において当該楽曲が候補楽曲として提供されやすくなる。一方
、入眠用コンテンツとして再生された楽曲がユーザの睡眠を改善する効果がないと推測さ
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れる場合には、今後において当該楽曲が候補楽曲として提供されにくくなる。
【０３４０】
　なお、他の実施形態においては、決定ルールの更新は、今回の睡眠期間に関する健康情
報（すなわち、新たな健康情報）に加えて、過去に算出された健康情報に基づいて行われ
てもよい。例えば、携帯端末１０５は、新たな健康情報と過去の健康情報とに基づいて、
ユーザの健康状態が改善したか否かを判定し、判定結果に応じて更新内容を決定してもよ
い。具体的には、携帯端末１０５は、ユーザの健康状態が改善したと判定された場合には
、更新対象となる楽曲の重み値を増加させ、ユーザの健康状態が改善していないと判定さ
れた場合には、更新対象となる楽曲の重み値を減少させてもよい。
【０３４１】
　本実施形態においては、更新部１５６は、算出された健康情報およびユーザの回答に基
づいて決定ルールの更新を行ったが、他の実施形態においては、健康情報およびユーザの
回答のいずれか一方に基づいて更新を行ってもよい。また、他の実施形態においては、更
新部１５６は、楽曲決定ルールと共に（または代えて）ジャンル決定ルールを更新しても
よい。
【０３４２】
　また、決定ルールの更新方法は任意である。他の実施形態においては、更新部１５６は
、決定ルールに含まれる更新内容（具体的には重み値）を変更することに代えて（または
共に）、決定ルールに含まれる条件を変更してもよい。例えば、更新部１５６は、当該条
件に含まれる閾値（例えば、図２８に示すジャンル決定ルールに含まれる睡眠条件におけ
る閾値）を変更してもよい。例えば、上記睡眠条件において、ユーザが睡眠不足であるこ
とを判断するための睡眠条件として、「睡眠時間が６時間以下」という条件が設定されて
いる状況を考える。この状況において、実際の睡眠時間が６時間以下であるにもかかわら
ず、算出された健康情報（または、入力されたユーザの回答）が、健康状態が良いことを
示す場合、更新部１５６は、「睡眠時間が６時間以下」という条件における閾値である“
６時間以下”を、例えば“５時間５０分”に変更してもよい。
【０３４３】
　以上のように、本実施形態においては、提供情報の内容を決定したり、提供ルールを更
新したりする手段として、図２８～図３１に示すようなテーブルを用いる例を説明した。
ここで、提供情報の内容を決定したり、提供ルールを更新したりする手段は任意である。
例えば、提供情報の内容の決定は、分析エンジンによって実行されてもよい。分析エンジ
ンは、例えば、（１）健康情報に基づく睡眠・疲労の解析、（２）解析に基づく特徴部分
（問題点や良い点）の評価、（３）特徴部分が生じた原因の推測、および、（４）原因に
対する解決策の提供、を所定のアルゴリズムによって行う。このとき、提供ルールの更新
は、上記分析エンジンのプログラムを更新する（換言すれば、アルゴリズムを更新する）
ことによって行われてもよい。
【０３４４】
［３．端末システムにおける処理の具体例］
　次に、第２の実施形態における端末システムにおいて実行される処理の具体例について
説明する。図３２は、携帯端末１０５において実行される処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。本実施形態において、図３２に示す一連の処理は、ユーザが入床したと
検知されたこと、すなわち、携帯端末１０５がベース装置１０６に装着されたことに応じ
て開始される。なお、他の実施形態においては、上記一連の処理は、携帯端末１０５とベ
ース装置１０６との通信が開始されたことに応じて開始されてもよいし、ユーザが携帯端
末１０５またはベース装置１０６に対して所定の開始操作を行ったことに応じて開始され
てもよい。
【０３４５】
　まずステップＳ１２０において、携帯端末１０５は、開始時処理を実行する。開始時処
理は、図３２に示す一連の処理の開始に応じて（本実施形態では、ベース装置１０６に携
帯端末１０５が装着されたことに応じて）実行される処理である。具体的には、端末シス
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テム１００は、健康情報を算出するための生体情報を検出するセンサ（すなわち、ドップ
ラーセンサ１２４）による検出を開始する（上記ステップＳ１５１）。すなわち、携帯端
末１０５の処理部１１１は、ベース装置１０６に対して、検出動作を開始する旨の指示を
行う。この指示に応じて、ベース装置１０６の制御部１２２は、ドップラーセンサ１２４
に検出動作を開始させる。
【０３４６】
　また、ステップＳ１２０の開始時処理が実行される際に（換言すれば、携帯端末１０５
がベース装置１０６に装着されたことに応じて）、ベース装置１０６は、充電開始処理を
実行する。充電開始処理において、ベース装置１０６は、携帯端末１０５に対する充電を
開始する。具体的には、制御部１２２は、充電を開始する旨の指示を電力取得部１２３に
対して行う。この指示に応じて、電力取得部１２３は、外部電源から供給される電力を、
コネクタ１２１を介して携帯端末１０５へ供給する。なお、ベース装置１０６は、外部電
源に接続された状態（すなわち、電源プラグがコンセントに接続された状態）であるとす
る。なお、ベース装置１０６は、携帯端末１０５の電池残量を確認し、電池残量が所定量
以下であることを条件として充電動作を開始するようにしてもよい。充電動作は、携帯端
末１０５の電池が容量まで充電されたことに応じて終了する。
【０３４７】
　ステップＳ１２１において、携帯端末１０５は、上述の楽曲提供処理（ステップＳ１０
２～Ｓ１０４）を実行する。これによって、入眠用コンテンツである楽曲の再生が開始さ
れる。
【０３４８】
　上記ステップＳ１２１の処理の後、以下に説明するステップＳ１２２～Ｓ１２５の処理
が、ユーザの睡眠期間中において繰り返し実行される。なお、本実施形態においては、ス
テップＳ１２２～Ｓ１２５の処理ループは、所定時間に１回の割合で実行される。
【０３４９】
　ステップＳ１２２において、携帯端末１０５は、ドップラーセンサ１２４の検出結果（
すなわち、生体情報）を取得する。上記ステップＳ１２０の処理によって検出動作を開始
したドップラーセンサ１２４は、検出結果（具体的には、出力波形）を制御部１２２へ出
力する。制御部１２２は、検出結果を携帯端末１０５へ送信する。これによって、ドップ
ラーセンサ１２４の検出結果が携帯端末１０５に取得される。なお、制御部１２２は、ド
ップラーセンサ１２４の検出結果の情報をそのまま携帯端末１０５へ送信してもよいし、
検出結果に何らかの加工（例えば、検出結果の信号に含まれるノイズを除去する処理や、
上記睡眠指標を算出する処理等）を行って携帯端末１０５へ送信してもよい。
【０３５０】
　ステップＳ１２３において、携帯端末１０５は、睡眠情報（例えば、各種睡眠指標）を
算出する。すなわち、処理部１１１は、ステップＳ１２２で取得された検出結果（すなわ
ち、生体情報）に基づいて、各種睡眠指標を算出する。睡眠指標の算出は、第１の実施形
態と同様の方法によって行われる。なお、ステップＳ１２３においては、処理部１１１は
、後述するステップＳ１２４およびＳ１２５においてユーザの睡眠状態を判別するために
用いられる睡眠情報を算出すればよい。ステップＳ１２３においては、処理部１１１は、
睡眠期間が終了した時点でなければ算出できない睡眠指標（例えば、総睡眠時間）、疲労
情報（換言すれば、疲労度）、および、元気度を算出しなくてもよい。
【０３５１】
　ステップＳ１２４において、携帯端末１０５は、ユーザの睡眠状態に応じた情報処理を
実行する。すなわち、処理部１１１は、ユーザの睡眠状態が所定の状態となったか否かを
判定する。そして、所定の状態となったと判定された場合、携帯端末１０５（およびベー
ス装置１０６）の動作、動作モード、および／または、設定が制御される。本実施形態に
おいては、処理部１１１は、ユーザが入眠したと判定された場合、上記ステップＳ１２１
で開始した楽曲の再生を停止する（図２４に示すステップＳ１０５参照）。
【０３５２】
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　ステップＳ１２５において、携帯端末１０５は、ユーザが覚醒したか否かを判定する。
すなわち、処理部１１１は、ステップＳ１２２で取得される生体情報、および／または、
ステップＳ１２３で算出される睡眠指標に基づいて、ユーザが覚醒したか否かを判定する
。ユーザが覚醒したと判定された場合、ステップＳ１２６～Ｓ１２９の一連の処理が実行
される。一方、ユーザが覚醒していないと判定された場合、ステップＳ１２２の処理が再
度実行される。すなわち、ユーザが覚醒したと判定されるまで、ステップＳ１２２～Ｓ１
２５の一連の処理が繰り返し実行される。
【０３５３】
　ステップＳ１２６において、携帯端末１０５は、睡眠期間中に取得された生体情報に基
づいて健康情報を算出する（図２４に示すステップＳ１０６）。健康情報の算出は、第１
の実施形態と同様の方法によって行われる。
【０３５４】
　ステップＳ１２７において、携帯端末１０５は、ステップＳ１２６で算出された健康情
報に基づいて質問をユーザに提示し（図２４に示すステップＳ１０７）、当該質問に対す
る回答の入力をユーザから受け付ける（図２４に示すステップＳ１０８）。すなわち、処
理部１１１は、上述の質問画像１３６をディスプレイ１１７に表示し、上記回答の入力を
操作入力部１１２から取得する。
【０３５５】
　ステップＳ１２８において、携帯端末１０５は、ステップＳ１２６で算出された健康情
報と、ステップＳ１２７で入力されたユーザの回答とに基づいて、決定ルールを更新する
（図２４に示すステップＳ１０９）。
【０３５６】
　ステップＳ１２９において、携帯端末１０５は、ステップＳ１２６で算出された健康情
報をサーバへ送信する。すなわち、処理部１１１は、算出された健康情報を通信部１１０
によってサーバへ送信する。これによって、１回の睡眠期間に対する健康情報がサーバへ
送信され、サーバにおいて保存されることになる。このように、本実施形態においては、
携帯端末１０５は、送信すべき情報を自動的にサーバへ送信する。つまり、ユーザが指示
を行わなくても、サーバへ情報がアップロードされる。
【０３５７】
　上記ステップＳ１２９の後、携帯端末１０５は、図３２に示す一連の処理を終了する。
このとき、処理部１１１は、ベース装置１０６に対して、検出動作を停止する旨の指示を
行う。この指示に応じて、ベース装置１０６の制御部１２２は、ドップラーセンサ１２４
に検出動作を停止させる。
【０３５８】
　なお、本実施形態においては、上記睡眠期間中において、何らかの理由で携帯端末１０
５がベース装置１０６から外された場合（例えば、ユーザが寝返りをうった際に携帯端末
１０５に当たってしまった場合）、ベース装置１０６は、ドップラーセンサ１２４の検出
結果を携帯端末１０５へ送信することができない。この場合、ベース装置１０６は、携帯
端末１０５へ送信することができなかった検出結果のデータを自身の記憶部（例えば、メ
モリ等）に記憶しておく。そして、次に携帯端末１０５がベース装置１０６に装着された
ことに応じて、ベース装置１０６は、記憶部に記憶されている検出結果のデータを携帯端
末１０５へ送信する。上記データを受信した携帯端末１０５は、検出結果に基づいて睡眠
指標を算出する（ステップＳ１２３）。なお、携帯端末１０５は、このとき算出された睡
眠指標に基づく制御処理（ステップＳ１２４）を実行しなくてよい。このとき算出された
睡眠指標は、過去の検出結果に基づくものであるからである。
【０３５９】
　また、算出された睡眠指標に基づいて、ユーザが覚醒していると判定された場合（ステ
ップＳ１２５の判定結果が肯定となる場合）、携帯端末１０５は、上記ステップＳ１２６
～Ｓ１２９の処理を実行する。このように、ユーザの睡眠中に携帯端末１０５がベース装
置１０６から外された場合であっても、次に携帯端末１０５がベース装置１０６に装着さ
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れると、決定ルールの更新が行われるとともに、健康情報がサーバへ送信される。したが
って、例えば、ユーザが覚醒した時に、携帯端末１０５がベース装置１０６から外れてい
たことに気づいた場合には、ユーザは、携帯端末１０５をベース装置１０６に装着すると
よい。これによって、端末システム１００は、決定ルールの更新を行うことができるとと
もに、健康情報をサーバへ送信することができる。
【０３６０】
　なお、他の実施形態において、携帯端末１０５とベース装置１０６とが無線通信可能で
ある場合には、携帯端末１０５がベース装置１０６から外れた場合であっても、上記ステ
ップＳ１２２～Ｓ１２５の処理を継続して実行することができる。
【０３６１】
　なお、携帯端末１０５は、図３２に示す処理の他、第１の実施形態における主端末装置
１０が通常モードにおいて実行する処理と同様の処理を実行してもよい。すなわち、携帯
端末１０５はサービスサーバ３にアクセスして、ユーザの健康情報をディスプレイ１６に
表示したり、サービスサーバ３から提供される提供情報をディスプレイ１６に表示したり
してもよい。
【０３６２】
［４．第２の実施形態における変形例］
（複数のユーザの健康情報に基づく更新を行う変形例）
　上記第２の実施形態においては、更新条件である決定ルールは、端末システム１００の
ユーザ個人の健康情報に基づいて更新された。ここで、他の実施形態においては、決定ル
ールは、複数のユーザの健康情報に基づいて更新されてもよい。また、上記第２の実施形
態においては、決定ルールは、携帯端末１０５のユーザ用に更新された。つまり、決定ル
ールは、端末システム１００のユーザ個人にのみ用いられるものであった。ここで、他の
実施形態においては、決定ルールは、複数のユーザについて共通の部分を含んでいてもよ
い。以下、第２の実施形態における変形例として、決定ルールの一部が、複数のユーザに
対して共通に用いられ、複数のユーザの健康情報に基づいて更新される例について説明す
る。
【０３６３】
　図３３は、第２の実施形態の変形例における端末システム１００の機能的構成の一例を
示す機能ブロック図である。図３３においては、決定ルールの更新処理を実行するための
構成として、端末システム１００は、上記の健康情報算出部１６１と、質問提示部１５５
と、第１更新部１７１と、第２更新部１７２とを備える。なお、図３３において、図３２
と同じ参照符号が付された構成要素は、図３２と同じであり、これらの構成要素について
は詳細な説明を省略する。
【０３６４】
　第１更新部１７１は、第２の実施形態における更新部１５６と同じである。本変形例に
おいては、端末システム１００は、第１更新部１７１に加えて第２更新部１７２を備える
。本変形例において、上記各部１７１および１７２は、携帯端末１０５の処理部１１１が
所定の情報処理プログラムを実行することによって実現される。
【０３６５】
　第２更新部１７２は、決定ルールのうちのジャンル決定ルールを更新する。本変形例に
おいて、ジャンル決定ルールは、複数のユーザの健康情報に基づいて更新される。具体的
には、サーバは、提供条件としてジャンル決定ルールを記憶しておくとともに、第１の実
施形態と同様に、各端末システムから受信した健康情報をユーザ毎に記憶する。また、サ
ーバは、健康情報とともに、入眠用コンテンツとして再生された楽曲を示す情報を各端末
システムから受信し、健康情報に関連付けて記憶する。サーバは、所定のタイミングで、
複数のユーザに関する健康情報に基づいて、ジャンル決定ルールを更新する。
【０３６６】
　上記所定のタイミングは任意であり、例えば、サーバの管理者（ネットワークサービス
の管理者）が決定するタイミングであってもよい。また例えば、上記所定のタイミングは
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、上述の“（提供条件を自動的に更新する変形例）”で述べたような、サーバにおいて設
定されるデータ数条件および／または変更条件が満たされたタイミングであってもよい。
例えば、サーバは、あるジャンルの楽曲が関連付けられる健康情報が所定数だけ取得され
たタイミングを上記所定のタイミングとしてもよい。
【０３６７】
　また、ジャンル決定ルールの更新の内容は任意である。本変形例においては、サーバは
、あるジャンルの楽曲が関連付けられる健康情報に基づいて、当該あるジャンルの楽曲の
効果を判断し、効果に応じてジャンル決定ルールを更新する。例えば、図２８に示すジャ
ンル決定ルールを例として説明すると、ジャンルＣの楽曲が関連付けられる健康情報に基
づいて、入眠潜時が短くなるように改善された効果があると判断される場合、サーバは、
ジャンルＣの重み値に対する加算値（図２８では“＋１”）を増加させる。上記のように
、サーバは、入眠用コンテンツとしての楽曲の効果として、健康情報の履歴（すなわち、
複数回の睡眠期間における健康情報）に基づいて、健康状態が改善したか否かを表す情報
を算出してもよい。
【０３６８】
　ジャンル決定ルールを更新した場合、サーバは、更新内容を示す情報を含む更新通知を
各端末システムへ送信する。各端末システムは、更新通知に従って、自身に記憶されてい
るジャンル決定ルールを更新する。すなわち、サーバからの更新通知が端末システム１０
０において受信されると、第２更新部１７２は、更新通知が示す更新内容に従って、ジャ
ンル決定ルール記憶部１５３に記憶されているジャンル決定ルールを更新する。これによ
って、サーバに記憶されるジャンル決定ルールと、端末システム１００に記憶されるジャ
ンル決定ルールとの内容を同期させることができる。
【０３６９】
　なお、サーバは、ネットワークサービスの全てのユーザに対して適用されるジャンル決
定ルールを記憶していてもよいし、ネットワークサービスのユーザのうち、所定のグルー
プに属するユーザに適用されるジャンル決定ルールを記憶していてもよい。所定のグルー
プとは、例えば、性別、年齢、住所、および／または、趣味嗜好等に応じてユーザを区分
するグループである。サーバが、上記グループに対応するジャンル決定ルールを記憶して
おり、当該ジャンル決定ルールを更新する場合には、サーバは、当該グループに属するユ
ーザの端末システムへ更新通知を送信する。このとき、当該グループに属しないユーザの
端末システムへは更新通知は送信されない。
【０３７０】
（ルールに関する変形例）
　上記変形例においては、上記楽曲決定ルールがユーザ毎の健康情報に基づいてユーザ毎
に更新され、上記ジャンル決定ルールが複数のユーザの健康情報に基づいて更新された。
ここで、他の実施形態においては、端末システム１００は、ユーザ毎の健康情報と、複数
のユーザの健康情報との両方に基づく任意の方法でルールの更新を行ってよい。例えば、
他の実施形態においては、以下の方法によってルールの更新が行われてもよい。
【０３７１】
　図３４は、第２の実施形態の他の変形例における端末システムの機能的構成の一例を示
す機能ブロック図である。なお、図３４においては、端末システムの機能的構成の一部の
みを示し、図２７または図３３と同じ部分については構成を省略している。図３４に示す
ように、本変形例においては、分析部１５１は、ジャンル決定部１６３および楽曲決定部
１６４に代えて、第１楽曲決定部１８１および第２楽曲決定部１８３を備える。また、端
末システム１００は、楽曲決定ルール記憶部１５４およびジャンル決定ルール記憶部１５
３に代えて、第１楽曲決定ルール記憶部１８２および第２楽曲ルール記憶部１８４を備え
る。
【０３７２】
　本変形例においては、第１楽曲決定部１８１は、状態特定部１６２によって特定された
健康状態に基づいて、携帯端末１０５が再生可能な各楽曲の重み値を算出する。ここで、
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第１楽曲決定部１８１における重み値は、第１楽曲決定ルール記憶部１８２に記憶される
第１のルールを用いて決定される。上記重み値の決定方法は任意である。例えば、図２８
に示すジャンル決定ルールにおける設定内容を、楽曲に付された重みに関する設定内容に
変更した情報を用いて重み値が決定されてもよい。すなわち、第１のルールは、睡眠の傾
向に関する条件と、楽曲に付された重みに関する設定内容とを関連付けた情報であっても
よい。このとき、第１楽曲決定部１８１は、状態特定部１６２によって特定された健康情
報が、第１のルールに含まれる睡眠条件を満たすか否かを睡眠条件毎に判定し、満たされ
た睡眠条件に関連付けられる設定内容に従って、楽曲に付される重み値を変更する。なお
、詳細は後述するが、本変形例において、上記第１のルールは、複数のユーザの健康情報
に基づいて更新される（つまり、複数のユーザに関して共通の内容となる）。
【０３７３】
　第２楽曲決定部１８３は、第１楽曲決定部１８１によって算出された各楽曲の重み値を
、状態特定部１６２によって特定された健康状態に基づいて補正する。ここで、第２楽曲
決定部１８３による補正は、第２楽曲決定ルール記憶部１８４に記憶される第２のルール
を用いて行われる。補正の具体的な方法は任意である。例えば、第１のルールと同様、第
２のルールとして、睡眠の傾向に関する条件と、楽曲に付された重みの補正内容とを関連
付けた情報を用いて補正が行われてもよい。このとき、第２楽曲決定部１８３は、状態特
定部１６２によって特定された健康情報が、第２のルールに含まれる睡眠条件を満たすか
否かを睡眠条件毎に判定し、満たされた睡眠条件に関連付けられる設定内容に従って、楽
曲に付される重み値を補正する。なお、詳細は後述するが、本変形例において、上記第２
のルールは、ユーザ毎の健康情報に基づいて更新される（つまり、ユーザ毎にカスタマイ
ズされる）。
【０３７４】
　なお、第１楽曲決定部１８１において重み値の算出に用いられる健康状態の情報と、第
２楽曲決定部１８３において重み値の補正に用いられる健康状態の情報とは、同じであっ
てもよいし、異なっていてもよい。例えば、第１楽曲決定部１８１は、ユーザの最新の健
康情報に基づいて状態特定部１６２によって特定される健康状態を用い、第２楽曲決定部
１８３は、当該ユーザの過去の健康情報に基づいて状態特定部１６２によって特定される
健康状態を用いてもよい。また例えば、第１楽曲決定部１８１は、第１の種類の健康状態
（例えば、睡眠時間）を用い、第２楽曲決定部１８３は、第２の種類の健康状態（例えば
、入眠潜時）を用いてもよい。
【０３７５】
　第２楽曲決定部１８３は、補正後の重み値に基づいて上述の候補楽曲を選択する。そし
て、第２楽曲決定部１８３は、選択した候補楽曲を示す情報を情報提供部１６５へ出力す
る。なお、重み値に基づく候補楽曲の選択方法は、上記第２の実施形態と同様の方法であ
ってもよい。
【０３７６】
　上記のように、本変形例においては、上記決定ルールは、第１のルールと第２のルール
を含む。ここで、本変形例において、第１のルールは、複数のユーザの健康情報に基づい
て更新され、第２のルールは、ユーザ毎の健康情報に基づいて更新される（図３４参照）
。これによって、本変形例においても上記第２の実施形態と同様、ユーザ毎に提供条件を
更新することができ、ユーザ毎に提供条件がカスタマイズされる。
【０３７７】
　第１のルールの更新方法は任意であるが、例えば、第１のルールは、上述の“（複数の
ユーザの健康情報に基づく更新を行う変形例）”におけるジャンル決定ルールの更新と同
様の方法で更新されてもよい。つまり、第１のルールとジャンル決定ルールとは、重み値
が楽曲に付されるものであるか楽曲のジャンルに付されるものであるかの違いはあるが、
重み値を更新する方法としては同様の方法を用いることができる。例えば、ある楽曲につ
いて睡眠の改善効果があると判断された場合、サーバは、当該楽曲の重み値が大きく設定
されやすくなるように第１のルールを更新する。そして、サーバは、第１のルールに関す
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る更新内容を示す情報を含む更新通知を各端末システムへ送信する。各端末システムは、
更新通知に従って、自身に記憶されている第１のルールを更新する。
【０３７８】
　第２のルールの更新方法は任意であるが、例えば、第２のルールは、上記実施形態にお
ける楽曲決定ルールの更新と同様の方法で更新されてもよい。すなわち、端末システム１
００は、ユーザが覚醒したことに応じたタイミングで、上記ルール更新テーブルに従って
、第２のルールの更新内容を決定してもよい。例えば、端末システム１００は、入眠用コ
ンテンツとして再生された楽曲がユーザの睡眠を改善する効果があると推測される場合に
は、今後において当該楽曲が候補楽曲として提供されやすくなるように、第２のルールを
更新する。
【０３７９】
　上記変形例によれば、複数のユーザに適用される第１のルールに基づく結果（重み値）
が、ユーザ毎にカスタマイズされる第２のルールに基づいて補正され、補正後の結果に基
づいて提供情報の内容（すなわち、候補楽曲）が決定される。これによれば、端末システ
ム１００は、第２のルールによって個別のユーザの健康状態を反映した情報を提供するこ
とができるので、上記第２の実施形態と同様、各ユーザに適した提案を行うことができる
。
【０３８０】
　なお、上記変形例において、端末システム１００は、第１のルールに基づいて算出され
る重み値を用い、第２のルールを用いなくても（すなわち、第２のルールに基づく補正が
行われなくても）候補楽曲を決定することができる。したがって、他の実施形態において
は、端末システム１００は、所定の条件下で、第２のルールを用いずに、第１のルールに
基づいて算出される重み値を用いて候補楽曲を決定するようにしてもよい。例えば、端末
システム１００は、第２のルールを用いるか否かをユーザの指示に従って設定するように
してもよい。また例えば、端末システム１００の利用の初期段階において、第２のルール
の精度が低いと想定される場合（例えば、第２のルールが十分に更新されていない場合）
には、第２のルールを用いないようにしてもよい。
【０３８１】
（環境情報に基づく提供情報を提供する変形例）
　他の実施形態においては、端末システム１００は、環境センサ１１４によって検出され
る環境情報を用いて提供情報の提供を行ってもよい。具体的には、健康情報記憶部１５２
は、ユーザの睡眠期間における環境情報を取得して記憶する。状態特定部１６２は、環境
情報を考慮して睡眠の傾向を算出する。そして、ジャンル決定部１６３および／または楽
曲決定部１６４は、環境情報を考慮して睡眠の傾向に基づいて候補楽曲を決定する。例え
ば、環境情報として気温が用いられる場合、状態特定部１６２は、端末システム１００の
ユーザについての、睡眠潜時と気温との関係を算出する。そして、当該ユーザについて気
温が低い場合に寝付きが悪い（すなわち、睡眠潜時が長い）傾向がある場合であって、提
供情報を提供する際（ユーザが入床した後）に取得された環境情報に基づいて気温が低い
と判断される場合には、ジャンル決定部１６３は、寝付きが良くなる効果があると思われ
るジャンルが選択されやすくなるように重み値を変更してもよい。
【０３８２】
（環境情報に基づく更新を行う変形例）
　また、他の実施形態においては、端末システム１００は、環境センサ１１４によって検
出される環境情報を用いて決定ルールの更新を行ってもよい。具体的には、健康情報記憶
部１５２は、ユーザの睡眠期間における環境情報を取得して記憶する。更新部１５６は、
睡眠期間に取得された生体情報に基づいて算出された健康情報と、当該睡眠期間に取得さ
れた環境情報とに基づいて、決定ルールの更新内容を決定する。例えば、更新部１５６は
、健康情報が示す中途覚醒回数に応じて、更新対象となる楽曲の重み値を変化させる場合
において、重み値の変化量を睡眠期間中の気温に応じて決定してもよい。すなわち、睡眠
期間中の気温が高すぎたり低すぎたりする場合には、気温が原因で中途覚醒回数が増える
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と考えられる。したがって、このような場合に中途覚醒が多くても、更新部１５６は、重
み値の変化量（具体的には減少量）を相対的に小さくする。一方、睡眠期間中の気温が適
温である（すなわち、所定範囲内である）場合には、気温が原因で中途覚醒回数が増える
とは考えられない。したがって、このような場合に中途覚醒が多ければ、更新部１５６は
、重み値の変化量（具体的には減少量）を相対的に大きくする。
【０３８３】
（位置情報を用いる変形例）
　また、他の実施形態においては、端末システム１００は、位置検出部１１３によって検
出される位置情報に基づいて、提供情報の提供、および／または、決定ルールの更新を行
ってもよい。例えば、端末システム１００は、位置情報に基づいて、１日におけるユーザ
の行動を示す行動情報を算出してもよい。行動情報は、１日の位置情報の履歴から算出さ
れる情報であり、例えば、ユーザの移動量（例えば、歩数でもよい）を示す情報であって
もよいし、ユーザの行動内容（例えば、職場で仕事をした、スポーツジムに行った等）を
示す情報であってもよい。端末システム１００は、上記行動情報に基づいて提供情報の内
容を決定してもよい。端末システム１００は、例えば、行動情報からユーザの疲労度を算
出し、疲労度に応じて異なるジャンルを選択するようにしてもよい。
【０３８４】
　また、端末システム１００は、上記行動情報に基づいて決定ルールの更新内容を決定す
るようにしてもよい。例えば、端末システム１００は、ある日の行動情報からユーザの疲
労度を算出し、次の日におけるユーザの覚醒時に決定ルールを更新する際において、当該
疲労度に応じて更新内容を異ならせるようにしてもよい。
【０３８５】
（提供情報の変形例）
　第２の実施形態においては、提供情報が、入眠用コンテンツとして再生される楽曲、お
よび、その楽曲の候補となる楽曲（候補楽曲）である場合を例として説明した。ここで、
提供情報の内容は任意であり、任意の提供情報について提供条件をユーザ毎に更新するこ
とが可能である。例えば、提供情報は、上記第１の実施形態における商品等をユーザに紹
介するリコメンド情報、および／または、ユーザの健康状態を改善するためのアドバイス
情報であってもよい。
【０３８６】
　また例えば、携帯端末１０５が複数種類の機能（アプリケーション）を提供可能である
場合、携帯端末１０５は、当該複数種類の機能のうちからおすすめの機能を提供情報とし
てユーザに提供（紹介とも言える）してもよい。具体的には、携帯端末１０５は、取得さ
れた健康情報から、寝付きが悪いと判断されたユーザに対しては、上述の入眠用コンテン
ツを再生する機能を紹介し、目覚めが悪いと判断されたユーザに対しては、覚醒用コンテ
ンツ（覚醒を促す音楽および／または映像）を覚醒前に再生する機能を紹介するようにし
てもよい。
【０３８７】
（ベース装置に関する変形例）
　他の実施形態においては、ベース装置１０６は、携帯端末１０５を介さずにサーバと通
信を行ってもよい。例えば、ベース装置１０６は、携帯端末１０５と同様に、ネットワー
ク４を介してサーバと通信を行う機能を有していてもよい。このとき、ベース装置１０６
は、自身で検出した情報を直接サーバへ送信してもよいし、携帯端末１０５とサーバとの
両方へ送信してもよい。また、ベース装置１０６は、提供情報をサーバから直接受信して
もよい。このとき、サーバは、携帯端末１０５とベース装置１０６との両方に提供情報を
送信してもよいし、いずれか一方に提供情報を送信してもよい。
【０３８８】
［５．第２の実施形態における作用効果］
　上記第２の実施形態および変形例においては、情報処理システムは、ユーザの健康に関
する分析を当該ユーザの生体情報に基づいて行い、分析結果に基づく情報の提供を当該ユ
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ーザに対して行う（ステップＳ１０２～Ｓ１０４，Ｓ１２１、分析部１５１）。また、情
報処理システムは、提供される情報を生体情報に基づいて決定するためのルール（条件と
も言える。具体的には、決定ルール）の少なくとも一部（具体的には、楽曲決定ルール）
を、ユーザの生体情報に基づいてユーザ毎に更新する（ステップＳ１０９，Ｓ１２８、更
新部１５６、第１更新部１７１）。情報処理システムは、更新によってユーザ毎に設定さ
れたルール（すなわち、更新されることによってユーザ毎にカスタマイズされる結果とな
ったルール）を用いて、ユーザに提供する情報を決定する。上記によれば、ルールをユー
ザ個人に適した内容に変更することができるので、それぞれのユーザに対して有用な情報
を提供することができる。
【０３８９】
　上記ルールの更新とは、例えば、次のような処理を含む意味である。
・提供する情報を決定するための情報処理プログラムの更新
・提供する情報を決定するためのルールが記述されたテーブルの更新
・提供する情報を決定するためのアルゴリズムの更新
・提供する情報を決定するための分析エンジンの更新
【０３９０】
　なお、ルールの更新を行うための生体情報は、任意のタイミングで取得されたものであ
ってよい。また、情報処理システムは、更新前のルールに従って決定された提供情報が提
供された後で取得された生体情報に基づいて、当該ルール（すなわち、更新前のルール）
を更新してもよい。これによれば、更新前のルールによる提供情報の効果（つまり、有効
な情報を提供することができたか否か）を反映してルールを更新することができる。
【０３９１】
　上記第２の実施形態および変形例においては、上記ルールは、ユーザ毎に更新される第
１の部分（具体的には、楽曲決定ルール、または、上記第２のルール）と、当該ユーザを
含む複数のユーザで共通の第２の部分（具体的には、ジャンル決定ルール、または、上記
第１のルール）とを含む。換言すれば、情報処理システムは、提供すべき情報を決定する
ためのルールとして、複数のユーザに関して共通の第１のルールと、当該複数のユーザの
それぞれに対して個別に設定される第２のルール（例えば、第２のルールは、ユーザ毎に
異なる内容に設定される）との両方を用いる。これによれば、第１の部分によって個別の
ユーザに適した情報を提供することができるとともに、複数のユーザで共通する部分につ
いてはルールを共有化することによって、ルールを更新する処理を簡易化することができ
る。
【０３９２】
　なお、上記第１の部分と第２の部分は、上記“（複数のユーザの健康情報に基づく更新
を行う変形例）”および“（ルールに関する変形例）”で説明した変形例のように、同じ
提供情報（すなわち、候補楽曲の情報）を決定するために用いられるものであってもよい
。また、上記第１の部分と第２の部分は、上述の第１のルールおよび第２のルールのよう
に、同種の情報（上記変形例においては、楽曲の重み値）を決定するために用いられるも
のであってもよい。また例えば、上記第１の部分と第２の部分は、異なる提供情報を決定
するために用いられるものであってもよい。つまり、第１の部分に基づいて第１の提供情
報の内容が決定され、第２の部分に基づいて第２の提供情報の内容が決定され、第１およ
び第２の提供情報が（上記提供情報として）ユーザに提供されてもよい。
【０３９３】
　なお、上記第２の実施形態の変形例においては、情報処理システムは、提供情報を決定
するための第１の情報（具体的には、第１楽曲決定部１８１によって算出される重み値）
を、生体情報と第１のルールとを用いて算出する。さらに、情報処理システムは、算出さ
れた第１の情報と第２のルールとを用いて、提供情報を決定する。上記によれば、各ユー
ザに共通の第１のルールに基づく結果（すなわち、第１の情報）を、ユーザに個別の第２
のルールによって加工（具体的には、補正）することによって、提供情報を決定すること
ができる。
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【０３９４】
　さらに、上記変形例においては、情報処理システムは、第２のルールと生体情報とを用
いて第２の情報（具体的には、第１楽曲決定部１８１によって決定される、重み値の補正
内容）を算出し、上記第１情報と上記第２情報とに基づいて（具体的には、第１の情報を
前記第２の情報によって補正することによって）提供情報を決定する。このとき、第１の
情報が、第２のルールを用いなくても提供情報を決定することができる種類の情報である
場合には、端末システム１００は、第２のルールを用いずに第１の情報によって提供情報
を決定する態様と、第２のルールを用いて提供情報を決定する態様との両方を実行するこ
とができる。
【０３９５】
　上記第２の実施形態の変形例においては、情報処理システムは、複数のユーザに関する
各生体情報を取得する（すなわち、各端末システムはそれぞれのユーザの生体情報を取得
する、あるいは、サーバは各端末システムから各ユーザの生体情報を取得する）。また、
情報処理システムは、各生体情報に含まれる少なくとも複数の生体情報に基づいて、上記
第２の部分を更新する（すなわち、サーバは上記更新通知を端末システムへ送信する、あ
るいは、端末システムは更新通知に応じてジャンル決定ルールを更新する）。これによれ
ば、複数のユーザで共通の第２の部分については、当該複数のユーザの健康状態を考慮し
た適切な内容へと更新することができる。なお、「生体情報に基づいて更新する」とは、
生体情報に基づいて算出される健康情報に基づいて更新することを含む意味である。
【０３９６】
　なお、上記変形例のように、第１の部分を更新する条件（換言すれば、タイミング）は
、第２の部分を更新する条件と異なっていてもよい。また、第１の部分を更新する頻度は
、第２の部分を更新する頻度よりも高くてもよい。第１の部分については、個人のユーザ
に関する健康情報に基づいて更新されるので、高い頻度で更新することでそのユーザに適
した内容とすることができる。これに対して、第２の部分については、複数のユーザに関
する健康情報に基づいて更新されるので、ある程度の数の健康情報に基づいて更新するこ
とによって、複数のユーザにとって適切な内容とすることができる。
【０３９７】
　上記第２の実施形態の変形例においては、情報処理システムは、１以上のユーザ端末（
例えば端末システム１００）と、ユーザ端末とネットワークを介して通信可能なサーバシ
ステム（例えば、データサーバ２およびサービスサーバ３）とを含む。ユーザ端末は、ユ
ーザの健康に関する分析と、ルールの更新とを実行する機能を有する。ユーザ端末は、自
身のユーザ端末によって取得された生体情報に基づいて上記第１の部分の更新を行う。サ
ーバシステムは、複数のユーザに関する各生体情報を取得する。第２の部分は、サーバに
よって取得された複数の生体情報に基づいて更新される。これによれば、サーバにおいて
複数の生体情報を取得することによって、ルールの更新を容易に行うことができる。
【０３９８】
　上記第２の実施形態および変形例においては、情報処理システムは、ユーザの生体情報
と、当該ユーザによる入力（ステップＳ１０８）とに基づいてルールの少なくとも一部を
ユーザ毎に更新する。これによれば、ユーザの主観（すなわち、ユーザによる入力）を考
慮してルールを更新することができる。なお、ユーザによる入力は、任意の入力であって
よく、上記実施形態のような質問に対する回答の入力に限らない。例えば、情報処理シス
テムは、ユーザが自発的に行った入力（例えば、検索サイトにおける検索ワードの入力）
に基づいて更新を行うようにしてもよい。また、情報処理システムは、ユーザに対して質
問を提示し（ステップＳ１０７、質問提示部１５５）、質問に対する回答を上記ユーザに
よる入力として用いる。これによれば、ユーザにとっては入力が行いやすくなるとともに
、情報処理システムにとっては有用なユーザ入力を得ることができる。
【０３９９】
　さらに、上記第２の実施形態および変形例においては、情報処理システムは、情報の提
供が行われた後で取得されたユーザの生体情報に基づいて質問内容を決定して当該ユーザ
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に対して質問を提示する。そして、情報処理システムは、情報の提供が行われた後で取得
されたユーザの生体情報と、質問に対する回答とに基づいてルールを更新する。これによ
れば、情報処理システムは、適切な質問をユーザに提示することができ、ルールの更新を
行うための有用な回答入力を得ることができる。
【０４００】
　上記第２の実施形態の変形例においては、情報処理システムは、生体情報が検出される
ときの（例えば、ユーザの睡眠期間中の）ユーザの周囲の環境に関する環境情報を取得す
る。情報処理システムは、提供される情報を、ユーザの生体情報と、当該ユーザに関する
環境情報とに基づいて決定する。これによれば、ユーザの周囲の環境を考慮することによ
って、より有用な情報をユーザに提供することができる。また、情報処理システムは、上
記ルールの少なくとも一部を、ユーザの生体情報と、当該ユーザに関する環境情報とに基
づいて更新する。これによれば、ユーザの周囲の環境を考慮することによって、より適切
にルールを更新することができる。
【０４０１】
　上記第２の実施形態の変形例においては、情報処理システムは、提供情報として、ユー
ザの健康に関する情報、および／または、ユーザの健康を改善するための情報を当該ユー
ザに対して提供する。ここで、上述した入眠用コンテンツの楽曲や候補楽曲は、「ユーザ
の健康に関する情報」と言うことができ、また、「ユーザの健康の健康を改善するための
情報」と言うことができる。また、第１の実施形態におけるアドバイス情報およびリコメ
ンド情報、あるいは、上述の“（提供情報の変形例）”で述べたような、健康を改善する
ための機能（アプリケーション）の情報も、「ユーザの健康に関する情報」と言うことが
でき、また、「ユーザの健康の健康を改善するための情報」と言うことができる。
【０４０２】
　上記第２の実施形態の変形例においては、情報処理システムは、繰り返し取得された生
体情報に基づいて分析を繰り返し実行する（具体的には、ユーザが睡眠を行う度に分析が
行われる。）。また、情報処理システムは、繰り返し取得された生体情報と、繰り返し実
行された分析において算出された情報とのうちの少なくとも一部の情報を所定の記憶部（
具体的には、健康情報記憶部１５２）に記憶する。情報処理システムは、記憶部に記憶さ
れた、複数回分の前記生体情報、および／または、複数回の分析において算出された情報
（具体的には、最近１週間の健康情報）に基づいて上記ルールの少なくとも一部をユーザ
毎に更新する。これによれば、複数回の計測および／または分析の結果を用いて上記ルー
ルが更新されるので、より有用な情報をユーザに提供することができるようになる。また
、情報処理システムは、上記ルールの更新を繰り返し行うので、ルールをユーザに適した
内容へと次第に変更することができる。さらに、情報処理システムは、分析が行われる度
に上記ルールの更新を行う。これによれば、分析の度にルールが更新されるので、ルール
をこまめに更新することができる。
【０４０３】
＜その他の変形例＞
（各装置間における処理の分担に関する変形例）
　以上において説明した、端末側とサーバ側との間での処理の分担、サーバ装置間での処
理の分担、および、端末システム内における各装置間での処理の分担の態様は一例であり
、情報処理システムにおける各処理はどのように分担されてもよい。例えば、上記第２の
実施形態においては、決定ルールは端末側に記憶されたが、他の実施形態においては、決
定ルールの一部（例えば、ジャンル決定ルール）または全部がサーバ側に記憶されてもよ
い。このとき、提供情報の内容を決定する処理、および、決定ルールを更新する処理は、
サーバ側で実行されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０４０４】
　以上のように、本発明は、有用な情報を提供すること等を目的として、情報処理システ
ムや情報処理サーバ等に利用することができる。
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【符号の説明】
【０４０５】
１　端末システム
２　データサーバ
３　サービスサーバ
１０　主端末装置
１１　ドップラーセンサ
１２　カメラ
１３　マイク
１４　操作入力部
１５　処理部
１６　ディスプレイ
１７　照明部
１８　近距離無線通信部
１９　モバイル通信部
２０　副端末装置
２１　荷重センサ
２２　タッチパネル
２３　処理部
２４　近距離無線通信部
３１　波形解析部
３２　睡眠算出部
３３　自律神経算出部
３４　疲労算出部
４１　ポータルサーバ
４２　サービス提供サーバ
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