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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の睡眠に関する生体情報を計測する睡眠計と、
　前記利用者の睡眠に関する状態を表示する外部端末と、
　前記睡眠計から受信した第１のデータを記憶して前記外部端末に提供する第１のサーバ
ーと、
　前記睡眠計から受信した第２のデータに基づき睡眠解析を行い、解析結果を前記外部端
末に提供する第２のサーバーと、を備える睡眠管理システムであって、
　前記睡眠計は、
　　単位区間毎の前記生体情報を演算し、
　　前記単位区間毎の前記生体情報の演算結果を前記第１のデータとして前記第１のサー
バーに送信し、
　　前記利用者の睡眠中に蓄積した前記生体情報のデータと、前記単位区間毎の前記生体
情報の演算結果とを前記第２のデータとして前記第２のサーバーに送信する、ことを特徴
とする睡眠管理システム。
【請求項２】
　前記睡眠計は、前記単位区間を規定する所定時間毎に、前記第１のデータを前記第１の
サーバーに送信する、ことを特徴とする請求項１に記載の睡眠管理システム。
【請求項３】
　前記睡眠計は、前記利用者の睡眠中の任意の時点で、当該時点で蓄積している前記第２
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のデータを前記第２のサーバーに送信する、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の睡
眠管理システム。
【請求項４】
　前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを含む、ことを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の睡眠管理システム。
【請求項５】
　前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータのうち、１つのチ
ャンネルのデータのみを含む、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の
睡眠管理システム。
【請求項６】
　前記外部端末は、前記利用者毎に、前記第１のサーバー及び前記第２のサーバーから受
信するデータを設定できる、ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の睡
眠管理システム。
【請求項７】
　前記睡眠計は、前記第１のサーバーおよび前記第２のサーバーの少なくとも一方が通信
不能である場合、前記外部端末にその旨を通知する、ことを特徴とする請求項１乃至６の
いずれか一項に記載の睡眠管理システム。
【請求項８】
　前記睡眠計は、前記第１のサーバー又は前記第２のサーバーのいずれかが通信不能であ
る場合、当該通信不能なサーバーに送信すべきデータを通信可能なサーバーに送信する、
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の睡眠管理システム。
【請求項９】
　前記睡眠計は、前記通信不能なサーバーが復帰した場合、前記復帰したサーバーが通信
不能期間中に受信すべきデータを前記通信可能なサーバーから取得するように、前記復帰
したサーバーおよび前記通信可能なサーバーの少なくとも一方に所定の通知を送信する、
ことを特徴とする請求項８に記載の睡眠管理システム。
【請求項１０】
　利用者の睡眠に関する生体情報を計測するセンサと、
　単位区間毎の前記生体情報を演算するマイコンと、
　前記生体情報のデータ及び前記生体情報の演算結果を記憶する記憶部と、
　前記生体情報のデータ及び前記生体情報の演算結果を送信する外部通信部と、を備え、
　前記外部通信部は、
　　前記単位区間毎の前記生体情報の演算結果からなる第１のデータと、
　　前記利用者の睡眠中に蓄積した前記生体情報のデータと、前記単位区間毎の前記生体
情報の演算結果とからなる第２のデータとを、それぞれ異なる外部サーバーに送信する、
ことを特徴とする睡眠計。
【請求項１１】
　前記外部通信部は、前記単位区間を規定する所定時間毎に、前記第１のデータを送信す
る、ことを特徴とする請求項１０に記載の睡眠計。
【請求項１２】
　前記外部通信部は、前記利用者の睡眠中の任意の時点で、当該時点で蓄積している前記
第２のデータを前記第２のサーバーに送信する、ことを特徴とする請求項１０又は１１に
記載の睡眠計。
【請求項１３】
　前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを含む、ことを特
徴とする請求項１０乃至１２のいずれか一項に記載の睡眠計。
【請求項１４】
　前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータのうち、１つのチ
ャンネルのデータのみを含む、ことを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか一項に記
載の睡眠計。
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【請求項１５】
　前記外部通信部は、前記第１のサーバーおよび前記第２のサーバーの少なくとも一方が
通信不能である場合、前記外部端末にその旨を通知する、ことを特徴とする請求項１０乃
至１４のいずれか一項に記載の睡眠計。
【請求項１６】
　前記外部通信部は、前記第１のサーバー又は前記第２のサーバーのいずれかが通信不能
である場合、当該通信不能なサーバーに送信すべきデータを通信可能なサーバーに送信す
る、ことを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれか一項に記載の睡眠計。
【請求項１７】
　前記外部通信部は、前記通信不能なサーバーが復帰した場合、前記復帰したサーバーが
通信不能期間中に受信すべきデータを前記通信可能なサーバーから取得するように、前記
復帰したサーバーおよび前記通信可能なサーバーの少なくとも一方に所定の通知を送信す
る、ことを特徴とする請求項１６に記載の睡眠計。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、睡眠管理システム及び睡眠計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人の睡眠時における生体情報を計測し、あるいは、それに基づいて、その睡眠状
態に対する一定の評価を実行する睡眠計が提供されている（例えば特許文献１及び２参照
）。この睡眠計によれば、例えば、寝床に就いてから起床までの間に、どの程度の睡眠時
間が実質的に確保されたのか等が、具体的数値の裏付けをもって確認され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２８０６８６号公報
【特許文献２】特開２００８－３０１９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の睡眠計はネットワーク機能を備えておらず、例えば、ネットワーク上
のサーバーが睡眠計から生体情報を受信し、睡眠に関するサービスを外部端末に提供する
といったことは検討されていなかった。特に、睡眠に関する生体情報を利用したサービス
として、介護施設で入居者の夜間徘徊を防止するといったリアルタイム性の高いサービス
や、運輸会社のドライバーの運転前日の睡眠状況など複雑な睡眠解析が必要となるサービ
スといった、性質の異なるサービスを提供する枠組みは検討されていない。
【０００５】
　したがって、かかる点に鑑みてなされた本発明の目的は、ネットワーク機能を備える睡
眠計が計測した生体情報に基づき、リアルタイム性の高いサービスと、睡眠解析を行うサ
ービスとを区別して扱うことが可能な睡眠管理システム及び睡眠計を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る睡眠管理システムは、利用者の睡眠に関す
る生体情報を計測する睡眠計と、前記利用者の睡眠に関する状態を表示する外部端末と、
前記睡眠計から受信した第１のデータを記憶して前記外部端末に提供する第１のサーバー
と、前記睡眠計から受信した第２のデータに基づき睡眠解析を行い、解析結果を前記外部
端末に提供する第２のサーバーと、を備える睡眠管理システムであって、前記睡眠計は、
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単位区間毎の前記生体情報を演算し、前記単位区間毎の前記生体情報の演算結果を前記第
１のデータとして前記第１のサーバーに送信し、前記利用者の睡眠中に蓄積した前記生体
情報のデータと、前記単位区間毎の前記生体情報の演算結果とを前記第２のデータとして
前記第２のサーバーに送信する、ことを特徴とする。
【０００７】
　また、前記睡眠計は、前記単位区間を規定する所定時間毎に、前記第１のデータを前記
第１のサーバーに送信する、ことが望ましい。
【０００８】
　また、前記睡眠計は、前記利用者の睡眠中の任意の時点で、当該時点で蓄積している前
記第２のデータを前記第２のサーバーに送信する、ことが望ましい。
【０００９】
　また、前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを含む、こ
とが望ましい。
【００１０】
　また、前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータのうち、１
つのチャンネルのデータのみを含む、ことが望ましい。
【００１１】
　また、前記外部端末は、前記利用者毎に、前記第１のサーバー及び前記の第２サーバー
から受信するデータを設定できる、ことが望ましい。
【００１２】
　また、前記睡眠計は、前記第１のサーバーおよび前記第２のサーバーの少なくとも一方
が通信不能である場合、前記外部端末にその旨を通知する、ことが望ましい。
【００１３】
　また、前記睡眠計は、前記第１のサーバー又は前記第２のサーバーのいずれかが通信不
能である場合、当該通信不能なサーバーに送信すべきデータを通信可能なサーバーに送信
する、ことが望ましい。
【００１４】
　また、前記睡眠計は、前記通信不能なサーバーが復帰した場合、前記復帰したサーバー
が通信不能期間中に受信すべきデータを前記通信可能なサーバーから取得するように、前
記復帰したサーバーおよび前記通信可能なサーバーの少なくとも一方に所定の通知を送信
する、ことが望ましい。
【００１５】
　上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る睡眠計は、利用者の睡眠に関する生体情報
を計測するセンサと、単位区間毎の前記生体情報を演算するマイコンと、前記生体情報の
データ及び前記生体情報の演算結果を記憶する記憶部と、前記生体情報のデータ及び前記
生体情報の演算結果を送信する外部通信部と、を備え、前記外部通信部は、前記単位区間
毎の前記生体情報の演算結果からなる第１のデータと、前記利用者の睡眠中に蓄積した前
記生体情報のデータと、前記単位区間毎の前記生体情報の演算結果とからなる第２のデー
タとを、それぞれ異なる外部サーバーに送信する、ことを特徴とする。
【００１６】
　また、前記外部通信部は、前記単位区間を規定する所定時間毎に、前記第１のデータを
送信する、ことが望ましい。
【００１７】
　前記外部通信部は、前記利用者の睡眠中の任意の時点で、当該時点で蓄積している前記
第２のデータを前記第２のサーバーに送信する、ことが望ましい。
【００１８】
　また、前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを含む、こ
とが望ましい。
【００１９】
　また、前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータのうち、１
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つのチャンネルのデータのみを含む、ことが望ましい。
【００２０】
　前記外部通信部は、前記第１のサーバーおよび前記第２のサーバーの少なくとも一方が
通信不能である場合、前記外部端末にその旨を通知する、ことが望ましい。
【００２１】
　また、前記外部通信部は、前記第１のサーバー又は前記第２のサーバーのいずれかが通
信不能である場合、当該通信不能なサーバーに送信すべきデータを通信可能なサーバーに
送信する、ことが望ましい。
【００２２】
　また、前記外部通信部は、前記通信不能なサーバーが復帰した場合、前記復帰したサー
バーが通信不能期間中に受信すべきデータを前記通信可能なサーバーから取得するように
、前記復帰したサーバーおよび前記通信可能なサーバーの少なくとも一方に所定の通知を
送信する、ことが望ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る睡眠管理システム及び睡眠計によれば、ネットワーク機能を備える睡眠計
が計測した生体情報に基づき、リアルタイム性の高いサービスと、睡眠解析を行うサービ
スとを区別して扱うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る睡眠管理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明に係る睡眠管理システムの第１の応用例を示す図である。
【図３】本発明に係る睡眠管理システムの第２の応用例を示す図である。
【図４】本発明に係る睡眠管理システムの変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以降、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る睡眠管理システムの構成を示す図である。睡眠管理
システムは、利用者の睡眠に関する生体情報を計測する睡眠計１０と、睡眠計１０に電力
を供給する電源２０と、リアルタイム性の高いサービスを提供するリアルタイムデータ用
サーバー３０（第１のサーバー）と、睡眠解析によるサービスを提供する睡眠解析データ
用サーバー４０（第２のサーバー）と、利用者の睡眠に関する状態を表示する外部端末５
０と、睡眠計１０とネットワークとをつなげるネットワーク接続機器６０とを備える。睡
眠計１０及び外部端末５０は、インターネットなどのネットワークを通してリアルタイム
データ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サーバー４０と接続されている。なお、図１
では、説明の便宜上、睡眠計１０を１台のみ記載しているが、複数の睡眠計１０がそれぞ
れリアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サーバー４０と接続すること
も可能である。また、同様に、外部端末５０の台数も複数台とすることも可能である。
【００２７】
　睡眠計１０は、マット１１と、センサ１２と、アナログ回路１３と、マイコン１４と、
記憶部１５と、表示部１６と、外部通信部１７と、を備える。
【００２８】
　マット１１は、睡眠する利用者の身体が載せられる敷物である。例えば、マット１１は
、利用者が横臥する就寝具（敷布団）をマット１１に被せた状態や、マット１１の上面に
利用者が直接に横臥した状態で使用される。
【００２９】
　センサ１２は、マット１１に横臥した利用者の生体信号を検出するものであり、例えば
、マット１１の圧力変動を、マイクロホン（例えば、コンデンサマイクロホン）を用いて
検出し、仰臥位の利用者の呼吸、脈拍といった生体信号や姿勢の変化（体動）を検出する



(6) JP 5515156 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

。これ以降、センサ１２が検出した生体信号及び体動を睡眠に関する生体情報と称する。
また、生体情報のデータとは、例えば波形データなど、時系列的に検出した生体情報の生
データを意味するものとする。
【００３０】
　アナログ回路１３は、センサ１２が検出した生体情報をＡ／Ｄ変換し、マイコン１４に
出力する。なお、アナログ回路１３は、フィルタを用いて生体情報のデータから所定範囲
（例えば所定周波数）のデータを抽出したり、増幅器を用いて抽出した生体情報のデータ
を増幅したりすることも可能である。
【００３１】
　マイコン１４は、電源２０より給電され、センサ１２が検出した生体情報の演算を行う
。特に、マイコン１４は、所定時間（例えば３０秒）を１単位とする単位区間毎（以下、
この単位区間を「エポック」という）の生体情報の演算を行う。例えば、マイコン１４は
、エポック毎の脈拍数及び呼吸数を集計する。また、マイコン１４は、エポック毎の生体
情報のデータの標準偏差を算出する。また、マイコン１４は、生体情報のデータ（例えば
呼吸のデータなど）の変動に基づいて、エポック毎の利用者の在床／離床状態を判定する
。また、マイコン１４は、生体情報のデータ（例えば体動データなど）の変動に基づいて
、エポック毎の利用者の睡眠／覚醒を判定する。また、マイコン１４は、生体情報のデー
タ（例えば呼吸のデータ）に基づいて、エポック毎の無呼吸の有無を判定する。なお、例
えば、マイコン１４は、エポックを規定する所定時間毎に、エポック毎の生体情報の演算
を行うことができる。
【００３２】
　記憶部１５は、生体情報のデータ及びマイコン１４によるエポック毎の演算結果を記憶
する。
【００３３】
　表示部１６は、睡眠計１０の動作状態やマイコン１４による演算結果を表示する。
【００３４】
　外部通信部１７は、通信用インタフェースであって、ネットワーク接続機器６０を介し
てネットワークに接続し、リアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サー
バー４０との通信を行う。なお、外部通信部１７は、ネットワーク接続機器６０を介せず
直接ネットワークと接続し、リアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サ
ーバー４０と通信を行う構成としても良い。
【００３５】
　ここで、外部通信部１７は、エポック毎の生体情報の演算結果を含むデータ（第１のデ
ータ）をリアルタイムデータ用サーバー３０に送信する。また、外部通信部１７は、エポ
ックを規定する所定時間毎に、生体情報の演算結果を含むデータをリアルタイムデータ用
サーバー３０に送信することが好ましい。例えば、外部通信部１７は、エポックを規定す
る所定時間毎に、現エポックの脈拍数、現エポックの呼吸数、現エポックのデータの標準
偏差、現エポックの在床離床判定結果、及び現エポックの睡眠覚醒判定結果といった演算
結果を送信する。外部通信部１７がリアルタイムデータ用サーバー３０に送るデータサイ
ズは少量で良く、例えば１００バイト程度である。
【００３６】
　また、外部通信部１７は、利用者の睡眠中（例えば在床期間中）に蓄積した生体情報の
データと、エポック毎の生体情報の演算結果とを含むデータ（第２のデータ）を、睡眠解
析データ用サーバー４０に送信する。例えば、外部通信部１７は、利用者が起床した際に
、睡眠から起床までの間に記憶部１５に蓄積された生体情報のデータと、エポック毎の脈
拍数、エポック毎の呼吸数、エポック毎のデータの標準偏差、エポック毎の在床離床判定
結果、エポック毎の睡眠覚醒判定結果といった演算結果とを送信する。外部通信部１７が
睡眠解析データ用サーバー４０に送るデータサイズは比較的大きく、例えば８００キロバ
イト～２．５メガバイト程度である。
【００３７】
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　なお、外部通信部１７から睡眠解析データ用サーバー４０へのデータ送信は、利用者が
起床した際に限定されず、外部通信部１７は、利用者の睡眠中の任意の時点（例えば所定
時間毎や他の睡眠計１０の通信が行われていない時間など）において、その時点で記憶部
１５に蓄積されている生体情報のデータとエポック毎の生体情報の演算結果とを睡眠解析
データ用サーバー４０に送信することができる。また、外部通信部１７は、利用者が起床
してから、所定時間経過後に睡眠解析データ用サーバー４０へのデータ送信を行うことも
可能である。このようにデータ送信時刻を分散させることで、早朝にデータが集中してし
まうデメリットが解消され、睡眠解析データ用サーバー４０の負担を軽減することが出来
る。
【００３８】
　また、外部通信部１７は、通信エラーが発生した場合、送信できなかったデータを、次
のエポックや、測定終了後にリアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サ
ーバー４０に再度送信する。例えば、外部通信部１７は、あるエポックで通信エラーが発
生した場合、次のエポックにおいて、送信できなかったデータをリアルタイムデータ用サ
ーバー３０に送信することができる。また、外部通信部１７は、利用者が起床した際の睡
眠解析データ用サーバー４０へのデータ送信に失敗した場合、所定時間待機した後、再度
睡眠解析データ用サーバー４０へデータ送信を行うことができる。
【００３９】
　また、外部通信部１７は、通信エラーが発生した場合、故障などの異常が発生した場所
（サーバー、ネットワーク接続機器）を特定し、通信可能なサーバーを通じて外部端末５
０にその旨を通知することができる。具体的には、外部通信部１７は、リアルタイムデー
タ用サーバー３０および睡眠解析データ用サーバー４０の少なくとも一方が通信不能であ
る場合、外部端末５０にその旨を通知することができる。例えば、外部通信部１７は、リ
アルタイムデータ用サーバー３０へ一定期間データ送信ができない場合、ネットワーク接
続機器６０および睡眠解析データ用サーバー４０それぞれと通信可能かどうかを確認する
。外部通信部１７は、ネットワーク接続機器６０および睡眠解析データ用サーバー４０そ
れぞれと通信可能である場合、リアルタイムデータ用サーバー３０が異常により通信不能
であると判定し、その旨を睡眠解析データ用サーバー４０に通知する。これにより、睡眠
解析データ用サーバー４０は、外部端末５０に対してリアルタイムデータ用サーバー３０
が故障などの異常により通信不能である旨を通知することができる。なお、外部通信部１
７は、睡眠解析データ用サーバー４０が故障などの異常により通信不能である場合も、同
様の処理により、リアルタイムデータ用サーバー３０を通じてかかる旨を外部端末５０に
通知することができる。
【００４０】
　また、外部通信部１７は、リアルタイムデータ用サーバー３０または睡眠解析データ用
サーバー４０のいずれかが通信不能であると判断した場合、通信不能なサーバーに送信す
べきデータを通信可能なサーバーに送信することができる。これにより、通信可能なサー
バーの記憶部により、通信不能なサーバーに送信すべきデータを記憶することが可能にな
る。すなわち、外部端末５０は、通信可能なサーバーにアクセスすることにより、本来通
信不能なサーバーより取得すべき利用者の睡眠に関する状態を取得することができる。ま
た、通信不能なサーバーが正常動作に復帰した場合、復帰したサーバーが通信不能期間中
に受信すべきだったデータを通信可能なサーバーから取得することが可能になる。なお、
外部通信部１７は、通信不能なサーバーが正常動作に復帰した場合、復帰したサーバーが
通信不能期間中に受信すべきだったデータを通信可能なサーバーから取得するように、復
帰したサーバーおよび通信可能なサーバーの少なくとも一方に所定の通知を送信しても良
い。これにより、復帰したサーバーと通信可能なサーバーとのデータ通信を適切に行うこ
とが可能である。
【００４１】
　また、外部通信部１７は、リアルタイムデータ用サーバー３０または睡眠解析データ用
サーバー４０の双方が通信不能であると判断した場合、双方のサーバーに送信すべきデー
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タを外部端末５０に送信することができる。これにより、外部端末５０が利用者の睡眠に
関する状態を直接取得及び解析することが可能になる。なお、外部通信部１７は、リアル
タイムデータ用サーバー３０または睡眠解析データ用サーバー４０のいずれかが通信不能
であると判断した場合、通信不能なサーバーに送信すべきデータを外部端末５０に送信し
ても良い。
【００４２】
　また、外部通信部１７から睡眠解析データ用サーバー４０へ送信する生体情報のデータ
として、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを送信することができる。生体情報の
データは、マット１１内の水の経年変化、マット１１の設置環境による温度変化、及びセ
ンサ１２の出力の個体差といった睡眠計１０の内部の環境や、測定者の体型・体重、マッ
ト１１の当たり位置、及び寝具の厚さ・固さ・種類（布団、マットレス）といった睡眠計
１０の外部の環境により変化するものである。そのため、アナログ回路１３は、センサ１
２からの生体情報のデータに対し増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを生成し、外
部通信部１７は、当該複数のチャンネルのデータを睡眠解析データ用サーバー４０に送信
する。睡眠解析データ用サーバー４０は、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを用
いることにより、環境による変化要因を分析し、測定環境によらない睡眠解析を行うこと
が可能となる。なお、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータとして、例えば、増幅率
を２倍、８倍、３２倍、１９５．２倍にそれぞれ設定した、４チャンネルのデータを送信
することができる。また、外部通信部１７は、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータ
のうち、睡眠解析に適した１つのチャンネルのデータのみを睡眠解析データ用サーバー４
０に送信することができる。これにより、睡眠解析データ用サーバー４０へのデータ量を
大きく減少させることができ、睡眠解析データ用サーバー４０の処理負荷を低減すること
が可能となる。なお、睡眠解析に適した１つのチャンネルの選択は、例えばマイコン１４
が各チャンネルのデータの波形を解析することにより行うことができる。
【００４３】
　リアルタイムデータ用サーバー３０は、睡眠計１０から受信したデータを記憶して外部
端末５０に提供するものであり、通信用インタフェースである外部通信部３１と、睡眠計
１０から受信したデータを記憶する記憶部３２と、記憶部３２に記憶されたデータを解析
する解析部３３とを備える。特に、記憶部３２は、睡眠計１０から受信したデータをエポ
ック毎に記憶する。また、外部通信部３１は、外部端末５０からアクセスを受けると、記
憶部３２に記憶されたデータを外部端末５０に提供する。これにより、リアルタイムデー
タ用サーバー３０は、外部端末５０に対し、例えば、現エポックの脈拍数、エポック毎の
脈拍数の推移、現エポックの呼吸数、エポック毎の呼吸数の推移、現エポックのデータの
標準偏差、エポック毎の標準偏差の推移、現エポックの在床離床判定、エポック毎の在床
離床判定の推移、現エポックの睡眠覚醒判定、エポック毎の睡眠覚醒判定の推移といった
情報を提供することが可能となる。
【００４４】
　また、リアルタイムデータ用サーバー３０は、通信エラーが発生した場合、異常が発生
した場所（睡眠計、ネットワーク接続機器）を特定し、外部端末５０にその旨を通知する
ことができる。例えば、リアルタイムデータ用サーバー３０は、睡眠計１０から一定期間
データを受信しない場合、ネットワーク接続機器６０および睡眠計１０それぞれと通信可
能かどうかを確認する。例えば、リアルタイムデータ用サーバー３０は、ネットワーク接
続機器６０との通信が確認できない場合、ネットワーク接続機器６０が異常である旨を外
部端末５０に通知する。また、リアルタイムデータ用サーバー３０は、ネットワーク接続
機器６０との通信が確認できるが、睡眠計１０との通信が確認できない場合、睡眠計１０
が異常である旨を外部端末５０に通知する。
【００４５】
　また、リアルタイムデータ用サーバー３０は、睡眠解析データ用サーバー４０が通信不
能であり、睡眠計１０が睡眠解析データ用サーバー４０に送信すべきデータを送信してき
た場合、睡眠解析データ用サーバー４０の代わりに睡眠計１０から送信されるデータを記
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憶部３２に記憶することができる。また、リアルタイムデータ用サーバー３０は、睡眠解
析データ用サーバー４０が正常動作に復帰した場合、睡眠解析データ用サーバー４０に対
して、通信不能期間中に記憶部３２に記憶したデータを送信することができる。
【００４６】
　また、リアルタイムデータ用サーバー３０は、自身の異常により通信不能となった場合
、正常動作に復帰後、睡眠解析データ用サーバー４０から、通信不能期間中に睡眠計１０
から受信すべきデータを取得することができる。
【００４７】
　なお、リアルタイムデータ用サーバー３０は、睡眠計１０からの所定の通知に基づき、
睡眠解析データ用サーバー４０との間で通信不能期間中のデータの送受信を行うことがで
きる。
【００４８】
　睡眠解析データ用サーバー４０は、睡眠計１０から受信したデータに基づき睡眠解析を
行い、解析結果を外部端末５０に提供するものであり、通信用インタフェースである外部
通信部４１と、睡眠計１０から受信したデータを記憶する記憶部４２と、記憶部４２に記
憶されたデータを解析する解析部４３とを備える。特に、解析部４３は、睡眠計１０から
受信したデータに基づき睡眠解析を行い、解析結果を記憶部４２に記憶する。例えば、解
析部４３は、在床離床に関し、総就床時間、入床時間、離床時間を解析し、また、体動に
関して寝返り回数、寝返り時間を解析し、また、脈拍に関して平均脈拍数、最高脈拍数、
最低脈拍数を解析し、また、睡眠覚醒判定に関して、睡眠時間、入眠潜時、離床潜時、深
睡眠潜時、REM睡眠潜時、中途覚醒時間、中途覚醒回数、睡眠効率、覚醒出現量、浅睡眠
出現量、REM睡眠出現量、睡眠出現量、覚醒出現率、浅睡眠出現率、REM睡眠出現率、深睡
眠出現率、覚醒出現数、浅睡眠出現数、REM睡眠出現数、深睡眠出現数、睡眠段階移行回
数、睡眠周期、前半と後半の深睡眠の割合、AHI（Apnea HypopneaIndex）を解析すること
ができる。さらに、解析部４３は、入眠潜時、深眠潜時、深睡眠時間、中途覚醒回数、寝
返り回数、及び睡眠効率といった睡眠の状態を示すパラメータにより、睡眠の質の程度を
総合的に示す睡眠点数（睡眠指標）や睡眠のタイプを解析したり、エポック毎の睡眠の深
さ（睡眠ステージ）を解析することができる。外部通信部４１は、外部端末５０からアク
セスを受けると、記憶部４２に記憶された解析結果を外部端末５０に提供する。これによ
り、睡眠解析データ用サーバー４０は、外部端末５０に対し、種々の睡眠解析結果を提供
することが可能となる。なお、解析部４３による種々の解析は、当業者に公知の方法によ
り行うことができるものであり、本稿での詳述は行わないが、必要であれば、例えば特許
文献１及び２を参照されたい。
【００４９】
　また、睡眠解析データ用サーバー４０は、通信エラーが発生した場合、異常が発生した
場所（睡眠計、ネットワーク接続機器）を特定し、外部端末５０にその旨を通知すること
ができる。例えば、睡眠解析データ用サーバー４０は、睡眠計１０から一定期間データを
受信しない場合、ネットワーク接続機器６０および睡眠計１０それぞれと通信可能かどう
かを確認する。例えば、睡眠解析データ用サーバー４０は、ネットワーク接続機器６０と
の通信が確認できない場合、ネットワーク接続機器６０が異常である旨を外部端末５０に
通知する。また、睡眠解析データ用サーバー４０は、ネットワーク接続機器６０との通信
が確認できるが、睡眠計１０との通信が確認できない場合、睡眠計１０が異常である旨を
外部端末５０に通知する。
【００５０】
　また、睡眠解析データ用サーバー４０は、リアルタイムデータ用サーバー３０が通信不
能であり、睡眠計１０がリアルタイムデータ用サーバー３０に送信すべきデータを送信し
てきた場合、リアルタイムデータ用サーバー３０の代わりに睡眠計１０から送信されるデ
ータを記憶部４２に記憶することができる。また、睡眠解析データ用サーバー４０は、リ
アルタイムデータ用サーバー３０が正常動作に復帰した場合、リアルタイムデータ用サー
バー３０に対して、通信不能期間中に記憶部４２に記憶したデータを送信することができ
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る。
【００５１】
　また、睡眠解析データ用サーバー４０は、自身の異常により通信不能となった場合、正
常動作に復帰後、リアルタイムデータ用サーバー３０から、通信不能期間中に睡眠計１０
から受信すべきデータを取得することができる。
【００５２】
　なお、睡眠解析データ用サーバー４０は、睡眠計１０からの所定の通知に基づき、リア
ルタイムデータ用サーバー３０との間で通信不能期間中のデータの送受信を行うことがで
きる。
【００５３】
　外部端末５０は、利用者の睡眠に関する状態を表示するものであって、例えばパソコン
、携帯電話などの通信端末である。外部端末５０は、通信用インタフェースである外部通
信部５１と、リアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サーバー４０から
受信したデータを記憶する記憶部５２と、記憶部５２に記憶されたデータを解析する解析
部５３とを備える。外部端末５０は、外部通信部５１を通じてリアルタイムデータ用サー
バー３０及び睡眠解析データ用サーバー４０にアクセスし、受信した利用者の睡眠に関す
る状態を液晶ディスプレイなどの表示部（図示せず）やスピーカーなどの発音部（図示せ
ず）などにより利用者及び管理者等に提示する。なお、利用者及び管理者毎に必要となる
情報は異なるため、利用者及び管理者は、受信すべきデータを予め外部端末５０の記憶部
５２に設定しておき、リアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サーバー
４０から必要なデータのみを受信する構成としても良い。これにより、利用者及び管理者
が必要な情報を取得できるとともに、リアルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析デ
ータ用サーバー４０の送信処理を削減することができる。
【００５４】
　また、外部端末５０は、リアルタイムデータ用サーバー３０または睡眠解析データ用サ
ーバー４０の双方が通信不能であり、睡眠計１０が双方のサーバーに送信すべきデータを
送信してきた場合、当該データより利用者の睡眠に関する状態を直接取得及び解析し、利
用者及び管理者等に提示することができる。なお、外部通信部１７は、リアルタイムデー
タ用サーバー３０または睡眠解析データ用サーバー４０のいずれかが通信不能であり、睡
眠計１０が通信不能なサーバーに送信すべきデータを送信してきた場合、当該データより
利用者の睡眠に関する状態を直接取得及び解析し、利用者及び管理者等に提示することが
できる。
【００５５】
　また、外部端末５０は、通信エラーが発生した場合、故障などの異常が発生した場所（
睡眠計、サーバー）を特定し、通信可能な装置（睡眠計、サーバー）にその旨を通知する
ことができる。例えば、外部端末５０は、リアルタイムデータ用サーバー３０から一定期
間データを受信できない場合、リアルタイムデータ用サーバー３０が異常により通信不能
であると判定し、その旨を睡眠計１０及び睡眠解析データ用サーバー４０に通知する。こ
れにより、睡眠計１０及び睡眠解析データ用サーバー４０は、リアルタイムデータ用サー
バー３０が故障などの異常により通信不能である旨を把握することができる。なお、外部
端末５０は、睡眠計１０及び睡眠解析データ用サーバー４０が故障などの異常により通信
不能である場合も、同様の処理により、通信可能な装置（睡眠計、サーバー）にかかる旨
を通知することができる。
【００５６】
　（応用例１：施設の見守り）
　図２は、本発明に係る睡眠管理システムの第１の応用例を示す図である。図２は、睡眠
管理システムを介護施設の見守りに応用しており、介護施設には、４台の睡眠計１０ａ～
ｄと、ネットワーク接続機器であるアクセスポイント６１と、リアルタイムデータ用サー
バー３０と、外部端末５０とが設置され、睡眠解析データ用サーバー４０は、介護施設の
外部に設置されている。かかる構成により、管理者は、在床離床情報など、リアルタイム
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データ用サーバー３０からリアルタイムで入居者の状態を確認し、入居者の夜間の徘徊を
防止することが可能となる。また、管理者は、各入居者の睡眠終了後に、睡眠解析データ
用サーバー４０から各入居者の睡眠解析結果を確認し、入居者のＱＯＬ（Quality of Lif
e）の向上に役立てることが可能となる。この場合、例えば、管理者は、リアルタイムに
は現エポックの離床情報だけを受信し、また、測定後の睡眠解析においてはエポック毎の
睡眠ステージ情報だけを受信するとった設定を予め外部端末５０に行うことによって、リ
アルタイムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サーバー４０の送信処理を削減す
ることができる。
【００５７】
　（応用例２：社員の睡眠状態把握）
　図３は、本発明に係る睡眠管理システムの第２の応用例を示す図である。図３は、睡眠
管理システムを運輸会社の社員（ドライバー）の睡眠状態の把握に応用しており、ドライ
バーの自宅ａ、ｂには、それぞれ睡眠計１０ａ、ｂと、アクセスポイント６１ａ、ｂとが
設置され、運輸会社には、リアルタイムデータ用サーバー３０と、外部端末５０とが設置
され、睡眠解析データ用サーバー４０は、自宅及び運輸会社の外部に設置されている。か
かる構成により、管理者は、在床離床情報など、リアルタイムデータ用サーバー３０から
リアルタイムでドライバーの状態を確認し、入床の遅いドライバーに睡眠促すことが可能
となる。また、管理者は、各ドライバーの睡眠終了後に、睡眠解析データ用サーバー４０
から各ドライバーの睡眠解析結果を確認し、運転前に睡眠時間や健康状態を把握すること
が可能となる。
【００５８】
　このように、本実施形態によれば、睡眠計１０は、エポック（単位区間）毎の生体情報
を演算し、エポック毎の生体情報の演算結果を含むデータをリアルタイムデータ用サーバ
ー３０（第１のサーバー）に送信し、利用者の睡眠中に蓄積した生体情報のデータと、エ
ポック毎の生体情報の演算結果とを含むデータを睡眠解析データ用サーバー４０（第２の
サーバー）に送信する。これにより、ネットワーク機能を備える睡眠計１０が計測した生
体情報に基づき、リアルタイム性の高いサービスと、睡眠解析を行うサービスとを区別し
て扱い、性質の異なるサービスを効率的に提供することが可能となる。また、睡眠解析時
の処理で最も負荷のかかるエポック毎の呼吸数・脈拍数等を睡眠計１０側で予め計算する
ため、睡眠解析データ用サーバー４０（第２サーバー）で呼吸数・脈拍数等の演算処理の
手間が省け、睡眠解析データ用サーバー４０の負担を軽減することができる。
【００５９】
　また、睡眠計１０は、エポック（単位区間）を規定する所定時間毎に、エポック毎の生
体情報の演算結果を含むデータをリアルタイムデータ用サーバー３０（第１のサーバー）
に送信する。これにより、管理者は、外部端末５０及びリアルタイムデータ用サーバー３
０を通じて、エポック毎の最新データをリアルタイムで確認することが可能となる。
【００６０】
　また、睡眠計１０は、利用者の睡眠中の任意の時点で、当該時点で蓄積している生体情
報のデータとエポック毎の生体情報の演算結果とを含むデータ（第２のデータ）を睡眠解
析データ用サーバー４０（第２のサーバー）に送信する。これにより、データ送信時刻が
分散され、例えば早朝にデータが集中してしまうデメリットが解消され、睡眠解析データ
用サーバー４０の負担を軽減することが出来る。
【００６１】
　また、前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータを含むこと
が望ましい。これにより、睡眠解析データ用サーバー４０は、増幅率の異なる複数のチャ
ンネルのデータを用いることにより、環境による変化要因を分析し、測定環境によらない
睡眠解析を行うことが可能となる。
【００６２】
　また、前記生体情報のデータは、増幅率の異なる複数のチャンネルのデータのうち、１
つのチャンネルのデータのみを含むことが望ましい。これにより、睡眠解析データ用サー
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バー４０へのデータ量を大きく減少させることができ、睡眠解析データ用サーバー４０の
処理負荷を低減することが可能となる。
【００６３】
　また、外部端末５０は、利用者毎に、リアルタイムデータ用サーバー３０（第１のサー
バー）及び睡眠解析データ用サーバー４０（第２のサーバー）から受信するデータを設定
できる。これにより、利用者及び管理者が必要な情報を取得できるとともに、リアルタイ
ムデータ用サーバー３０及び睡眠解析データ用サーバー４０の送信処理を削減することが
できる。
【００６４】
　また、睡眠計１０は、リアルタイムデータ用サーバー３０（第１のサーバー）又は睡眠
解析データ用サーバー４０（第２のサーバー）の少なくとも一方が通信不能である場合、
外部端末５０にその旨を通知する。これにより、故障などの異常発生時に、睡眠管理シス
テムの管理者および利用者に対して異常対応に必要となる情報を伝えることが可能となる
。
【００６５】
　また、睡眠計１０は、リアルタイムデータ用サーバー３０（第１のサーバー）又は睡眠
解析データ用サーバー４０（第２のサーバー）のいずれかが通信不能である場合、通信不
能なサーバーに送信すべきデータを通信可能なサーバーに送信する。これにより、通信不
能なサーバーが正常動作に復帰した場合、復帰したサーバーが通信不能期間中に受信すべ
きだったデータを通信可能なサーバーから取得することが可能になる。
【００６６】
　また、睡眠計１０は、通信不能なサーバーが復帰した場合、復帰したサーバーが通信不
能期間中に受信すべきデータを通信可能なサーバーから取得するように、復帰したサーバ
ーおよび通信可能なサーバーの少なくとも一方に所定の通知を送信することができる。こ
れにより、復帰したサーバーと通信可能なサーバーとのデータ通信を適切に行うことが可
能である。
【００６７】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部、各ステップなどに含まれ
る機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の機能部やステップなど
を１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
【００６８】
　（変形例：一般の見守り）
　図４は、本発明に係る睡眠管理システムの変形例を示す図である。図４は、サードパー
ティと連携した一般の見守りサービスを想定した変形例であり、利用者の自宅には睡眠計
１０と、アクセスポイント６１と、外部端末５０ａとが設置され、利用者の家族の自宅に
は外部端末５０ｂが設置され、自宅の外部には睡眠解析データ用サーバー４０とサードパ
ーティ（サービス事業者、医療事業者）のサーバー７０とが設置されている。ここで、サ
ードパーティのサーバー７０は、睡眠解析データ用サーバー４０よりデータを取得し、サ
ードパーティ独自のサービスを提供することが可能である。そのため、利用者及び利用者
の家族は、睡眠解析データ用サーバー４０から睡眠解析結果を確認するだけでなく、サー
ドパーティ独自のサービスを享受することが可能となる。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　睡眠計
　１１　マット
　１２　センサ
　１３　アナログ回路
　１４　マイコン
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　１５　記憶部
　１６　表示部
　１７　外部通信部
　２０　電源
　３０　リアルタイムデータ用サーバー（第１のサーバー）
　３１　外部通信部
　３２　記憶部
　３３　解析部
　４０　睡眠解析データ用サーバー（第２のサーバー）
　４１　外部通信部
　４２　記憶部
　４３　解析部
　５０　外部端末
　５１　外部通信部
　５２　記憶部
　５３　解析部
　６０　ネットワーク接続機器
　６１　アクセスポイント
　７０　サーバー
 

【図１】 【図２】
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