
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の身体に取り付けて使用する携帯型生体情報モニタ装置であって、
　被験者の脈拍，体動，自律神経機能を反映した生体情報を繰り返し検出する生体情報検
出手段と、
　該生体情報検出手段にて検出される生体情報に基づき、睡眠時における被験者の状態を
評価するための指標である睡眠評価指標を生成する第１生成モード、及び該生体情報に基
づき、覚醒時における被験者の状態を評価するための指標である覚醒評価指標を生成する
第２生成モードを少なくとも含む、被験者の行動に応じた複数の生成モードを有し、いず
れかの生成モードにて動作する指標生成手段と、
　該指標生成手段にて生成された指標を記憶する記憶手段と、
　を備え

【請求項２】

【請求項３】
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、
　前記指標生成手段は、前記生成モードに応じて前記指標の生成タイミングを変化させる
ことを特徴とする携帯型生体情報モニタ装置。

　外部からの指令に従って、前記生体情報の検出を常時実行する連続動作モード、又は指
定された期間中だけ実行する限定動作モードのうち、いずれかの動作モードにて、前記生
体情報検出手段を動作させる動作モード選択手段を備えることを特徴とする請求項１に記
載の携帯型生体情報モニタ装置。



　被験者の身体に取り付けて使用する携帯型生体情報モニタ装置であって、
　被験者の脈拍，体動，自律神経機能を反映した生体情報を繰り返し検出する生体情報検
出手段と、
　該生体情報検出手段にて検出される生体情報に基づき、睡眠時における被験者の状態を
評価するための指標である睡眠評価指標を生成する第１生成モード、及び該生体情報に基
づき、覚醒時における被験者の状態を評価するための指標である覚醒評価指標を生成する
第２生成モードを少なくとも含む、被験者の行動に応じた複数の生成モードを有し、いず
れかの生成モードにて動作する指標生成手段と、
　該指標生成手段にて生成された指標を記憶する記憶手段と

外部からの指令に従って、前記生体情報の検出を常時実行する連続動作モード、又は指
定された期間中だけ実行する限定動作モードのうち、いずれかの動作モードにて、前記生
体情報検出手段を動作させる動作モード選択手段
　を備えることを特徴とする携帯型生体情報モニタ装置。
【請求項４】

動作モードが 連続動作モードである場合に
、前記指標生成手段にて生成された指標に基づいて、被験者の行動が前記生成モードのい
ずれに適合するかを判定する行動判定手段と、
　該行動判定手段での判定結果に従って、前記指標生成手段の生成モードを切り替える生
成モード自動切替手段と、
　を備えることを特徴とする請求項 に記載の携帯型生体情報モニタ装置。
【請求項５】
　被験者の身体に取り付けて使用する携帯型生体情報モニタ装置であって、
　被験者の脈拍，体動，自律神経機能を反映した生体情報を繰り返し検出する生体情報検
出手段と、
　該生体情報検出手段にて検出される生体情報に基づき、睡眠時における被験者の状態を
評価するための指標である睡眠評価指標を生成する第１生成モード、及び該生体情報に基
づき、覚醒時における被験者の状態を評価するための指標である覚醒評価指標を生成する
第２生成モードを少なくとも含む、被験者の行動に応じた複数の生成モードを有し、いず
れかの生成モードにて動作する指標生成手段と、
　該指標生成手段にて生成された指標を記憶する記憶手段と、

動作モードが 連続動作モードである場合に、
前記指標生成手段にて生成された指標に基づいて、被験者の行動が前記生成モードのいず
れに適合するかを判定する行動判定手段と、
　該行動判定手段での判定結果に従って、前記指標生成手段の生成モードを切り替える生
成モード自動切替手段と、
　を備えることを特徴とする携帯型生体情報モニタ装置。
【請求項６】

動作モードが 限定動作モードである場合に
、外部からの指令に従って、前記指標生成手段の生成モードを切り替える生成モード手動
切替手段を備えることを特徴とする請求項 ～５のいずれかに記載の携帯型生体情報モニ
タ装置。
【請求項７】
　被験者の身体に取り付けて使用する携帯型生体情報モニタ装置であって、
　被験者の脈拍，体動，自律神経機能を反映した生体情報を繰り返し検出する生体情報検
出手段と、
　該生体情報検出手段にて検出される生体情報に基づき、睡眠時における被験者の状態を
評価するための指標である睡眠評価指標を生成する第１生成モード、及び該生体情報に基
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、
　

と、

　前記動作モード選択手段にて選択された 前記

２又は３

　外部からの指令に従って、前記生体情報の検出を常時実行する連続動作モード、又は指
定された期間中だけ実行する限定動作モードのうち、いずれかの動作モードにて、前記生
体情報検出手段を動作させる動作モード選択手段と、
　該動作モード選択手段にて選択された 前記

　前記動作モード選択手段にて選択された 前記

２



づき、覚醒時における被験者の状態を評価するための指標である覚醒評価指標を生成する
第２生成モードを少なくとも含む、被験者の行動に応じた複数の生成モードを有し、いず
れかの生成モードにて動作する指標生成手段と、
　該指標生成手段にて生成された指標を記憶する記憶手段と、

動作モードが 限定動作モードである場合に、
外部からの指令に従って、前記指標生成手段の生成モードを切り替える生成モード手動切
替手段
　を備えることを特徴とする携帯型生体情報モニタ装置。
【請求項８】

【請求項９】

【請求項１０】

【請求項１１】

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】

【請求項１５】

【請求項１６】

【請求項１７】
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　外部からの指令に従って、前記生体情報の検出を常時実行する連続動作モード、又は指
定された期間中だけ実行する限定動作モードのうち、いずれかの動作モードにて、前記生
体情報検出手段を動作させる動作モード選択手段と、
　該動作モード選択手段にて選択された 前記

と、

　前記指標生成手段にて生成される指標に基づいて被験者の状態を評価する評価手段を備
えることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記評価手段は、
　被験者の状態を、前記生成モード毎に個別に評価する行動別評価手段を備えること特徴
とする請求項８に記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記行動別評価手段は、評価対象となる生成モードにて生成された全ての指標のうち、
予め指定された期間内に生成された指標を用いて評価を行うことを特徴とする請求項９に
記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記行動別評価手段は、睡眠時における被験者の状態として、前記睡眠評価指標から、
不整脈，無呼吸，多動といった睡眠異常の評価を行うことを特徴とする請求項９又は１０
に記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記睡眠異常の評価のための睡眠評価指標として、時間的順序を無視した脈拍の非特異
的な変動を示す係数（ＣＶ rr）の平均値や、該係数が予め設定されたしきい値以上となる
出現率を用いることを特徴とする請求項１１に記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記評価手段は、
　前記行動別評価手段により得られる各生成モードでの評価結果に基づいて、総合的に被
験者の状態を評価する総合評価手段を備えることを特徴とする請求項９～１２のいずれか
に記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記生体情報検出手段は、血液成分の吸光特性を利用して脈波を検出する光学式脈波セ
ンサを備えることを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載の携帯型生体情報モニタ
装置。

　前記生体情報検出手段は、体表からの反射光を利用して体動を検出する光学式体動セン
サを備えることを特徴とする請求項１～１４のいずれかに記載の携帯型生体情報モニタ装
置。

　少なくとも当該装置にて生成された情報を表示する表示手段を備えることを特徴とする
請求項１～１５のいずれかに記載の携帯型生体情報モニタ装置。

　前記記憶手段で、過去の結果を記憶するとともにデータを呼び出すことにより、前記表
示手段で過去結果が表示可能であることを特徴とする請求項１６に記載の携帯型生体情報
モニタ装置。



【請求項１８】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の身体に取り付けて使用する携帯型生体情報モニタ装 関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、脳波，体動，心拍，呼吸などの生体情報を検出し、その検出結果から、運動
（覚醒時の活動量）や睡眠を評価する試みがなされている。
　この種の装置として、寝具と一体に構成された圧電素子や脳波計を用いて睡眠中の生体
情報を検出し、その検出結果から睡眠の質を評価する睡眠評価装置（例えば、特許文献１
参照。）や、指先に取り付けた圧電マイクから脈波を検出すると共に、ベルト等に取り付
けた加速度センサから体動を検出し、運動強度の評価などに用いるために、その検出結果
から運動中の脈拍数や運動ピッチを求める装置（例えば、特許文献２参照。）等が知られ
ている。
【特許文献１】特許第２９５００３８号公報
【特許文献２】特許第２８１６９４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、これらの従来装置は、運動や睡眠など、ある行動に限定して測定や評価を行う
ものであるため、被験者の状態を総合的に評価することができないという問題があった。
　即ち、良い睡眠を得るには日中の十分な活動、適度な疲労が必要であったり、不眠症な
どの睡眠異常者は、夜に異常な覚醒が発生し、日中に異常な眠気が発生するなど、日中の
運動（覚醒度、活動量）と睡眠とは密接に関連している。このため、ある限られた行動だ
けでは、十分な情報を得ることができず、的確な評価やアドバイスを行うことができない
のである。
【０００４】
　また、様々な行動についての生体情報を測定するために、行動毎に異なる装置を用いて
いたのでは、装置の付け替えが非常にわずらわしいという問題があった。また、特に、上
述の睡眠評価装置のように脳波を測定するものでは、身体に取り付けられる電極と装置本
体とをつなぐケーブルによって被験者の行動が制約されるため、通常の生活状態での生体
情報を得ることが困難であるという問題もあった。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解決するために、装置の付け替えを必要とせず、生体情報を常
時モニタできる携帯型生体情報モニタ装 提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた本発明の携帯型生体情報モニタ装置では、生体情報
検出手段が、被験者の脈拍，体動，自律神経機能を反映した生体情報を繰り返し検出する
。そして、その検出された生体情報に基づき、睡眠時における被験者の状態を評価するた
めの指標である睡眠評価指標を生成する第１生成モード、及び該生体情報に基づき、覚醒
時における被験者の状態を評価するための指標である覚醒評価指標を生成する第２生成モ
ードを少なくとも含む、被験者の行動に応じた複数の生成モードを有する指標生成手段が
、いずれかの生成モードにて動作し、その生成された指標を記憶手段が記憶する。
【０００７】
　このように、本発明の携帯型生体情報モニタ装置によれば、携帯型の単一の装置により
、睡眠時の生体情報と覚醒時の生体情報とをいずれもモニタすることができる。そして、
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　外部装置との通信を行う通信手段を備えることを特徴とする請求項１～１７のいずれか
に記載の携帯型生体情報モニタ装置。

置に

置を



これら生体情報から生成される睡眠評価指標及び覚醒評価指標に基づいて、被験者の状態
（例えば、生活リズム，活動量（消費カロリー），体調，睡眠の質など）を総合的に評価
することができ、その評価結果に基づいて被験者に対し的確なアドバイスを行うことがで
きる。
【０００８】
　また、本発明によれば、異なった行動を評価するための指標（睡眠評価指標，覚醒評価
指標）を、同じ生体情報から生成しているため、行動によって装置の付け替えを行う必要
がなく、また、装置自体が携帯型であり被験者の行動が制約されることもないため、被験
者に意識させることなく、通常の生活状態での生体情報を簡単に取得することができる。
【０００９】
　また、本発明によれば、生成モードに応じて、その生成モードでの評価に必要な指標の
みを生成するようにされているため、指標を生成する際の処理量を必要最小限に抑えるこ
とができると共に、不要な指標が生成されることがないため、記憶手段の記憶容量を削減
することができる。
【００１０】
　 指標生成手段は、生成
モードに応じて指標の生成タイミング（生体情報の解析タイミング）を変化させ 即ち
、一般的に、睡眠時には覚醒時より生体情報の変化が少なくなるため、例えば、第１生成
モードの時には第２生成モードの時よりも測定周期を長くする等して、その生成モードに
合った生成タイミングを設定することにより、必要な情報を必要最小限の処理量（ひいて
は消費電力）にて取得することができる。
【００１１】
　 携帯型生体情報モニタ装置 は、動作モード選択
手段が、外部からの指令に従って、生体情報の検出を常時実行する連続動作モード、又は
指定された期間中だけ実行する限定動作モードのうち、いずれかの動作モードにて、生体
情報検出手段を動作させ
【００１２】
　なお、外部からの指令は、例えば、当該装置に設けられた操作ボタン等を介して入力し
てもよいし、当該装置と有線或いは無線通信が可能な外部装置を介して入力してもよい。
また、指定された期間は、例えば、外部からの終了指令があった時を終了タイミングとし
てもよいし、指標生成手段が生成する指標から、被験者の状態や行動を推定し、予め設定
された条件に適合するような変化があった時を終了タイミングとしてもよいし、予め設定
された時間が経過した時点を終了タイミングとしてもよい。
【００１３】
　そして、請求項４及び請求項５に記載の携帯型生体情報モニタ装置では、

動作モードが連続動作モードである場合には、行動判定手段が、指
標生成手段にて生成された指標に基づいて、被験者の行動が生成モードのいずれに適合す
るかを判定し、その判定結果に従って、生成モード自動切替手段が、指標生成手段の生成
モードを切り替える。この場合、被験者が生成モードの切替を行う必要がないため、その
時々の被験者の行動に応じた的確な指標を連続的かつ確実に得ることができる。
【００１４】
　一方、請求項６及び請求項７に記載の携帯型生体情報モニタ装置では、

動作モードが限定動作モードである場合には、生成モード手動切替手
段が、外部からの指令に従って、指標生成手段の生成モードを切り替える。この場合、限
定動作モードで動作する期間の生成モードを、手動にて任意に選択することができる。
【００１５】
　また、本発明の携帯型生体情報モニタ装置は、指標を生成するだけでなく、その指標に
基づいて、評価手段が被験者の状態を評価するように構成してもよい。
　そして、評価手段として、具体的には、被験者の状態を、生成モード毎に個別に評価す
る行動別評価手段を備えていてもよいし、更に、その行動別評価手段により得られる各生
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そして、特に請求項１に記載の携帯型生体情報モニタ装置では、
る。

また、請求項２及び請求項３に記載の で

る。

動作モード選
択手段にて選択された

動作モード選択
手段にて選択された



成モードでの評価結果に基づいて、総合的に被験者の状態を評価する総合評価手段を備え
ていてもよい。
【００１６】
　なお、行動別評価手段は、例えば、評価対象となる生成モードにて生成された全ての指
標のうち、予め指定された期間内に生成された指標を用いて評価を行うように構成しても
よい。ここで指定された期間とは、例えば、第１生成モードであれば、睡眠時間全体であ
ってもよいし、寝付き具合がわかる就床後３時間以内といった特定の時間帯、最も睡眠が
深くなると考えられる午前３時～５時といった特定の時刻帯などが考えられる。
【００１７】
　また、行動別評価手段は、睡眠時における被験者の状態として、例えば、睡眠評価指標
から、不整脈，無呼吸，多動のうち、少なくとも一つの評価を行うように構成してもよい
。
【００１８】
　具体的に、不整脈や無呼吸や多動などは、時間的順序を無視した脈拍の非特異的な変動
（脈拍間隔の変動係数、例えばＣＶｒｒ）の大きさや、その大きさの異常値の出現率など
から特定することができるとともに、自律神経機能 (ＨＦやＬＦ )や体動の頻度からも同様
に特定することができる。
【００１９】
　ところで、生体情報検出手段は、小型に構成できるものであれば何でもよいが、例えば
、血液成分の吸光特性を利用して脈波を検出する光学式脈波センサを好適に用いることが
できる。この光学式脈波センサの検出信号には、脈波成分だけでなく、体動成分も含まれ
ているため、この単一のセンサにて検出される生体情報から、脈拍，体動，自律神経機能
の全てを求めることが可能である。
【００２０】
　但し、脈波成分と体動成分とを分離することが困難である場合があるため、光学式脈波
センサを用いる場合には、別途、体動を検出する体動センサを併用することが望ましい。
即ち、光学式脈波センサの検出結果から、光学式体動センサにて検出される体動成分を除
去することにより、脈拍、ひいては脈拍の変動から求められる自律神経機能を精度よく求
めることができる。
【００２１】
　そして、この体動センサも、脈波センサと同様に光を利用して検出を行うもの、即ち、
体表などからの反射光を利用して体動を検出する光学式体動センサにすることが可能であ
る。
【００２２】
　また、本発明の携帯型生体情報モニタ装置は、少なくとも当該装置にて生成された情報
を表示する表示手段を備えていてもよい。なお、当該装置にて生成された情報とは、指標
生成手段が生成する各指標であってもよいし、評価手段を備えている場合には、その評価
結果であってもよい。
【００２３】
　また、表示手段には、記憶手段に記憶された過去の結果を呼び出して表示するように構
成してもよく、この場合、例えば、指標や評価結果の過去数日間の推移を確認することが
可能となる。
【００２４】
　なお、携帯型の装置では表示画面の大きさを十分に確保できないことが考えられるため
、そのような場合には、表示手段での表示内容を、外部からの指令に従って切替可能に構
成することが望ましい。
【００２５】
　更に、本発明の携帯型生体情報モニタ装置は、外部装置との通信を行う通信手段を備え
ていることが望ましい。この通信手段は、無線通信を行うものであってもよいし、外部装
置との間にケーブルを接続して有線通信を行うものであってもよい。また、外部装置とし
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ては、コンピュータ端末の他、当該装置を充電するための充電器や、当該装置と同じ構成
を有する他の装置であってもよい。
【００２６】
　また、通信手段により、指標生成手段が生成する指標や、評価手段での評価結果をリア
ルタイムで外部装置に転送することも可能となり、その転送されてきた情報に基づいて、
外部装置の制御を促すようなシステムを構成することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　図１は、本発明が適用された体調管理システムの全体構成を示す説明図である。
　図１に示すように、本実施形態の体調管理システムは、管理の対象となる被験者に取り
付けて使用される携帯型生体情報モニタ装置１（以下単に「モニタ装置」と称する。）と
、モニタ装置１への着脱が可能なケーブルＣを介してモニタ装置１への充電およびモニタ
装置１との通信を仲介する充電器３０と、充電器３０を介してモニタ装置１との通信を行
うことにより、モニタ装置１の内部設定を変更したり、モニタ装置１から取得したデータ
に基づいて、各種処理を実行する情報管理装置５０とからなる。
【００３２】
  なお、情報管理装置５０は、キーボード，ディスプレイ，ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，ハ
ードディスク，通信インタフェースなどを備えた周知のパーソナルコンピュータからなり
、通信インタフェースには充電器３０からのケーブルが接続され、ハードディスク上には
、管理データベースが形成されている。この管理データベースは、通信インタフェース，
充電器３０を介してモニタ装置１から取得したデータを、別途入力された各種データ（モ
ニタ装置１では入力できない被験者についてのデータや、他の被験者についてのデータ等
）と共に蓄積することで作成される。そして、ＣＰＵは、管理データベースに蓄積された
データの解析や評価を行い、その解析，評価結果や、管理データベースに蓄積されたデー
タを、様々な形式でディスプレイに表示する処理を実行するように構成されている。さら
に、インターネットなどを通じて、管理データベースサーバーを構築し、さらに第３者が
多くのデータを管理することも可能となる。これは本情報管理装置を経由でも、モニタ装
置直接でもよい。送信受信とも可能である。
【００３３】
　ここで、図２は、モニタ装置１の外観、及びその使用状態を示す説明図である。
　図２（ａ）に示すように、モニタ装置１は、腕時計程度の大きさに形成された本体３と
、本体３と一体に形成されたベルト状の取付部５とからなる。
【００３４】
　そして、本体３の表側には、操作ボタン３ａ，表示パネル３ｂ，動作確認用の発光ダイ
オード（ＬＥＤ）３ｃ，充電確認用のＬＥＤ３ｄが設けられ、裏側には、生体情報の検出
に用いる光を通過させるための検出窓３ｅ，充電器３０から延設されたケーブルＣを接続
するためのコネクタ３ｆが設けられている。また、本体３には、被験者がモニタ装置１を
装着したままでの入浴が可能なように防水加工が施されている。
【００３５】
　このモニタ装置１は、図１（ｂ）に示すように、本体３裏側の検出窓３ｅが被験者の皮
膚に密着するように、取付部５により被験者の手首や足首などに固定して使用される。但
し、取付位置は、手首や足首に限らず、四肢（腕脚）の指先から付け根までのどこであっ
てもよい。また、取付部５は、ベルトの代わりにサポータなどを用いて構成してもよい。
【００３６】
　次に、図３は、モニタ装置１の内部構成を示すブロック図である。
　図３に示すように、モニタ装置１は、検出窓３ｅを介して光を照射し、その反射光を受
光することで生体情報を検出する情報検出部１０と、情報検出部１０にて検出される生体
情報を処理する情報処理部２０と、コネクタ３ｆに接続されるケーブルを介して充電可能
に構成され、当該装置の各部に電源供給を行うバッテリ１５とを備えている。
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【００３７】
　このうち、情報検出部１０は、緑色光（本実施形態では波長が約５２０ｎｍ）を放射す
る緑色ＬＥＤ１１ａ、赤外光（本実施形態では波長が約９５０ｎｍ）を放射する赤外ＬＥ
Ｄ１１ｂ，これらＬＥＤ１１ａ，１１ｂから放射された光の反射光を受光するフォトダイ
オード（ＰＤ）１１ｃからなる光学式の脈波・体動センサ１１と、情報処理部２０からの
指示に従って、ＬＥＤ１１ａ，１１ｂを駆動する駆動回路１２と、ＰＤ１１ｃを駆動して
反射光の強度に応じた検出信号を生成する検出回路１３と、検出回路１３からの検出信号
をデジタルデータに変換するＡ／Ｄコンバータ１４とからなる。
【００３８】
　なお、ＬＥＤ１１ａ，１１ｂから放射され、被験者の体内を通る毛細動脈に到達した放
射光は、その一部が毛細動脈を流れる血液中のヘモグロビンに吸収され、残りは毛細動脈
で反射して散乱する。そして、その散乱光の一部が反射光としてＰＤ１１ｃに入射する。
【００３９】
　この時、血液の脈動により毛細動脈にあるヘモグロビンの量が波動的に変化するため、
ヘモグロビンに吸収される光も波動的に変化する。これに従って、毛細動脈で反射しＰＤ
１１ｃで検出される受光量（検出信号の信号レベル）も変化するため、その検出信号から
脈波に関する情報が得られる。
【００４０】
　なお、血流は、体動の影響も受けるため、ＰＤ１１ｃからの検出信号には、脈拍に同期
する脈拍成分だけでなく、体動に同期する体動成分も含まれることになる（図８参照）。
また、放射光の全てが毛細動脈に到達するわけではなく、身体の表面で反射した反射光（
表面反射光）もＰＤ１１ｃにて受光され、この表面反射光にも、体動成分が多く含まれて
いる。
【００４１】
　但し、赤外光は緑色光と比較して吸光特性が低い。このため、図９に示すように、緑色
ＬＥＤ１１ａを発光させた時にＰＤ１１ｃにて検出される検出信号では、脈拍成分と体動
成分とがいずれも抽出可能な信号レベルにて検出される（図中（ａ）参照）が、赤外ＬＥ
Ｄ１１ｂを発光させた時にＰＤ１１ｃにて検出される検出信号では、体動成分と比較して
脈拍成分が非常に小さく、体動成分のみが抽出可能な信号レベルにて検出される（図中（
ｂ）参照）。なお、図９は、検出信号の周波数スペクトルの概要を示す模式図である。
【００４２】
　つまり、脈波・体動センサ１１は、緑色ＬＥＤ１１ａの発光時には、脈拍成分と体動成
分とからなる脈波検出信号を出力する脈波センサとして動作し、赤外ＬＥＤ１１ｂの発光
時には、体動成分からなる体動検出信号を出力する体動センサとして動作する。
【００４３】
　そして、駆動回路１２は、情報処理部２０からの指令によって起動すると、予め設定さ
れたサンプリング間隔（本実施形態では５０ｍｓｅｃ）毎に、両ＬＥＤ１１ａ，１１ｂを
、それぞれ１回ずつ異なるタイミングで交互に発光させるように構成されている。また、
Ａ／Ｄコンバータ１４は、この駆動回路１２の発光タイミングに同期して動作することに
より、緑色ＬＥＤ１１ａの発光時に検出される脈波検出信号、赤外ＬＥＤ１１ｂの発光時
に検出される体動検出信号を、それぞれデジタルデータに変換し、このデジタルデータを
生体情報として情報処理部２０に供給するように構成されている。
【００４４】
　次に、情報処理部２０は、操作ボタン３ａに加えられた操作を検出する操作検出部２１
と、コネクタ３ｆへのケーブル接続の有無を検出すると共に、コネクタ３ｆに接続された
ケーブルを介して外部装置との通信を制御する通信制御部２２と、バッテリ１５の電圧を
検出する電圧検出部２３と、情報検出部１０にて検出される生体情報から指標を生成する
処理、電圧検出部２３を介したバッテリ電圧の監視処理、通信制御部２２を介した外部装
置との通信処理等を実行するマイクロコンピュータ（マイコン）２４と、情報検出部１０
にて検出される生体情報や、その生体情報に基づいてマイコン２４が生成する各種情報を
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記憶する記憶部２５と、マイコン２４からの指示に従って表示パネル３ｂに文字や図形を
表示したりＬＥＤ３ｃ，３ｄの点灯や消灯を行う表示制御部２６とを備えている。
【００４５】
　なお、記憶部２５には、少なくとも、情報検出部１０から供給される生体情報を記憶す
るバッファ領域が確保されている。このバッファ領域は、予め設定された期間分（本実施
形態では過去２５秒分以上、即ち検出信号毎に５００データ以上）のデータを格納可能な
容量を有している。
【００４６】
　次に、マイコン２４は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭを中心に構成された周知のものであり
、後述するメイン処理の他、時刻を求める計時処理、情報検出部１０から生体情報の供給
があった時に、記憶部２５に確保されたバッファ領域のデータを更新するデータ更新処理
、表示パネル３ｂへの表示を表示制御部２６に行わせる表示処理等を実行する。
【００４７】
　ここで、マイコン２４が実行するメイン処理を、図４に示すフローチャートに沿って説
明する。
　電源が投入され、本処理が起動すると、まず、操作検出部２１からの入力に基づき、操
作ボタン３ａを介してモード設定操作が行われたか否か（Ｓ１００）、情報検出部１０が
検出した生体情報を解析して指標を生成する生成タイミングであるか否か（Ｓ１２０）、
通信制御部２２からの入力に基づき、コネクタ３ｆにケーブルが接続されているか否か（
Ｓ１６０）、電圧検出部２３からの入力に基づき、バッテリ１５の充電量が不足している
か否か（Ｓ１８０）を順次判断し、いずれも否定判定された場合には、これらの判定を繰
り返し実行することで待機する。
【００４８】
　そして、先のＳ１００にて、モード設定操作が行われたと判定されると、その設定操作
により設定されたモードにて当該モニタ装置１を動作させるための各種設定を行って（Ｓ
１１０）、Ｓ１００に戻る。
【００４９】
　なお、モード設定操作では、生体情報のモニタ（収集，解析）を実行する期間を指定す
る動作モードや、生体情報から生成する指標を指定する生成モード、表示パネル３ｂに表
示する内容を指定する表示モードが設定される。
【００５０】
　このうち、動作モードとしては、期間を区切ることなく連続的にモニタを行う連続動作
モード、指定された期間の間だけモニタを行う限定動作モードが用意されている。
　そして、動作モードが非選択（モニタを行わない）の状態から、連続動作モード又は限
定動作モードのいずれかが選択された時には、情報検出部１０の駆動回路１２に起動指令
を出力して、情報検出部１０による生体情報の検出を開始させ、逆に動作モードが選択さ
れてる状態から、非選択の状態になった時には、情報検出部１０による生体情報の検出を
停止させる。また、限定動作モードが選択された時には、その限定動作モードが維持され
ている間、動作確認用のＬＥＤ３ｃを点滅させるようにされている。
【００５１】
　また、生成モードとしては、睡眠時における被験者の状態を評価するための睡眠評価指
標を生成する睡眠モード、覚醒時における被験者の状態を評価するための覚醒評価指標を
生成する覚醒モードが用意されている。なお、覚醒モードは、二つのサブモードからなり
、ジョギングなどの定常運動時における被験者の状態を評価するための運動評価指標を生
成する定常運動モードと、それ以外の状況にて覚醒評価指標を生成する通常モードとが用
意されている。更に、動作モードが限定動作モードである場合には、上述した生成モード
以外に、予め決められた特別な行動（イベント）における被験者の状態を評価するための
イベント評価指標を生成するイベントモードが用意されている。
【００５２】
　但し、動作モードが連続動作モードである場合には、後述するように生成モードが自動
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的に切り替わるため、動作モードが限定動作モードである場合にのみ、生成モードを選択
できるようにされている。
【００５３】
　また、生成モード毎に、指標を生成する生成タイミング（Ｓ１２０参照）が決められて
おり、選択された生成モードに応じて生成タイミングも変更するようにされている。具体
的には、運動時には脈拍数（指標）の変化が大きくなるため、詳細な心拍変化のモニタ等
が可能となるように、覚醒・定常運動モードでは覚醒・通常モードより生成時間間隔が短
くなるようにし、また、睡眠中は、脈拍数（指標）が大きく変化することが少ないため、
睡眠モードでは覚醒モードより生成時間間隔が長くなるようにしている。つまり、生成時
間間隔は、［睡眠モード］＞［覚醒・通常モード］＞［覚醒・運動モード］となるように
設定されている（本実施形態では、覚醒・通常モードでの生成時間間隔を１秒以上（１秒
～５分）に設定）。
【００５４】
　なお、イベントモードの生成タイミングは、そのイベントの内容に応じて、イベント評
価指標の変化が頻繁なイベントであるほど、生成時間間隔が短くなるように設定される。
　一方、表示モードとしては、時刻を表示する時刻表示モード、各生成モードにて生成さ
れる指標（脈拍、体動、自律神経機能、運動ラップ）を表示する指標表示モード、指標に
基づく評価の結果を表示する評価結果表示モードが用意されている。但し、指標表示モー
ドや、評価結果表示モードでは、設定されている生成モード毎に、表示可能な内容が異な
るため、その表示可能な範囲内で選択できるようにされている。
【００５５】
　フローチャートに戻り、先のＳ１２０にて、生成タイミングであると判定されると、設
定されている動作モードが連続動作モードであるか否かを判断し（Ｓ１３０）、連続動作
モードであれば、連続モニタ処理を実行して（Ｓ１４０）、Ｓ１００に戻り、一方、連続
動作モードではなく限定動作モードであれば、限定モニタ処理を実行して（Ｓ１５０）、
Ｓ１００に戻る。
【００５６】
　また、先のＳ１６０にて、コネクタ３ｆにケーブルＣが接続されたと判定されると、そ
のケーブルを介して、情報管理装置５０から入力されるリモートコマンドに対応した処理
を実行するリモートコマンド対応処理を実行して（Ｓ２００）、Ｓ１００に戻る。
【００５７】
　この、リモートコマンド対応処理では、例えば、記憶部２５に記憶された一部或いは全
ての情報を情報管理装置５０に転送する処理、先のＳ１４０（連続モニタ処理），Ｓ１５
０（限定モニタ処理）にて実行するプログラムを更新する処理、生成タイミングなどの各
種パラメータや設定を変更する処理等の実行が可能なようにされている。また、ケーブル
Ｃを介して充電が行われたか否かを判断し、充電が行われていれば充電確認用のＬＥＤ３
ｄを消灯する。
【００５８】
　また、先のＳ１８０にて、充電量が不足であると判定されると、充電確認用のＬＥＤ３
ｄを点滅させて（Ｓ１９０）、Ｓ１００に戻る。ここでは、充電確認用のＬＥＤ３ｄを点
滅させることで、充電不足を報知しているが、充電確認用のＬＥＤ３ｄを省略し、表示パ
ネル３ｂに、その旨を表示することで報知したり、別途設けたスピーカを介して音声によ
り報知するように構成してもよい。
【００５９】
　次に、先のＳ１４０にて実行する連続モニタ処理の詳細を、図５に示すフローチャート
に沿って説明する。
　本処理が起動すると、まず、設定されている生成モードが覚醒モードであるか否かを判
断し（Ｓ３００）、覚醒モードであれば、更に定常運動モードであるか否かを判断する（
Ｓ３１０）。
【００６０】
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　そして、定常運動モードではなく通常モードであれば、通常モニタ処理を実行する（Ｓ
３２０）。この通常モニタ処理では、覚醒時における被験者の状態を評価するための覚醒
評価指標として、記憶部２５のバッファ領域に記憶された生体情報を解析することで、体
動及び脈拍を算出して、その算出結果を生体情報の検出時刻と共に記憶部２５に記憶する
。
【００６１】
　この通常モニタ処理（覚醒評価指標の算出）が終了すると、その算出結果（特に体動の
変化）に基づいて、被験者の行動が、通常の状態から、ジョギングなどの定常運動を行っ
ている状態に変化したか否か、即ち、被験者が運動を開始したか否かを判断し（Ｓ３３０
）、運動を開始したと判定された時は、生成モードの設定を覚醒・定常運動モードに切り
替えると共に、生成タイミングの設定を覚醒・定常運動モードに対応したものに変更して
（Ｓ３４０）、本処理を終了する。
【００６２】
　一方、先のＳ３１０にて、定常運動モードであると判定された時は、運動モニタ処理を
実行する（Ｓ３８０）。この運動モニタ処理では、定常運動時における被験者の状態を評
価するための運動評価指標として、記憶部２５のバッファ領域に記憶された生体情報を解
析することで、体動，脈拍，運動のピッチを算出して、その算出結果を生体情報の検出時
刻と共に記憶部２５に記憶する。
【００６３】
　この運動モニタ処理（運動評価指標の算出）が終了すると、その算出結果（特に体動の
変化）に基づいて、被験者の行動が、定常運動を行っている状態から、運動を行っていな
い通常の状態に変化したか否か、即ち、被験者が運動を終了したか否かを判断し（Ｓ３９
０）、運動を終了していないと判定された時は、そのまま本処理を終了する。
【００６４】
　また、運動を終了していると判定された時は、定常運動モードが継続している間に生成
された運動評価指標に基づいて、運動負荷や運動による身体への影響を評価する運動評価
を行う（Ｓ４００）。その後、生成モードの設定を覚醒・通常モードに切り替えると共に
、生成タイミングの設定を覚醒・通常モードに対応したものに変更して（Ｓ４１０）、本
処理を終了する。
【００６５】
　先のＳ３３０にて、運動を開始していないと判定された時には、通常モニタ処理での算
出結果に基づいて、被験者が入眠したか否かを判断する（Ｓ３５０）。この入眠したか否
かの判断は、例えば、所定時間（例えば５分）以上連続して体動がなく、且つ、脈拍数が
覚醒・通常モードでの平均値より所定拍（例えば５拍）以上低下した時に、入眠したと判
定する。
【００６６】
　そして、入眠していないと判定された時には、そのまま本処理を終了し、入眠したと判
定された時には、覚醒モードが継続している間に生成された覚醒評価指標及び運動評価指
標に基づいて、覚醒モード全体を通しての被験者の状態（例えば消費カロリーや活動量）
を総合的に評価する日中活動量評価を行う。更に、記憶部２５に過去の日中活動量評価及
び睡眠評価の評価結果が記憶されていれば、これら過去の評価結果と、今回得られた日中
活動量評価の評価結果とに基づいて被験者の状態を総合評価する（Ｓ３６０）。
【００６７】
　その後、生成モードの設定を睡眠モードに切り替えると共に、生成タイミングの設定を
睡眠モードに対応したものに変更して（Ｓ３７０）、本処理を終了する。
　また、先のＳ３００にて、覚醒モードではなく睡眠モードであると判定された時は、睡
眠モニタ処理を実行する（Ｓ４２０）。この睡眠モニタ処理では、睡眠中における被験者
の状態を評価するための睡眠評価指標として、記憶部２５のバッファ領域に記憶された生
体情報を解析することで、体動、脈拍、自律神経活動量を算出して、その算出結果を生体
情報の検出時刻と共に記憶部２５に記憶する。
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【００６８】
　この睡眠モニタ処理（睡眠評価指標の算出）が終了すると、その算出結果に基づいて、
睡眠中の異常（不整脈／無呼吸／多動）を判定する睡眠異常判定処理を実行する（Ｓ４３
０）。
【００６９】
  この睡眠異常判定処理では、図６に示すように、まず先のＳ４２０（睡眠モニタ処理）
にて睡眠評価指標の一つである脈拍を求める際に行われた脈波検出信号の解析結果から脈
拍間隔を算出し（Ｓ５００）、所定時間範囲（例えば、５ｍｉｎ）毎に平均脈拍間隔Ｍ、
及び脈拍間隔の標準偏差ＳＤを求め（Ｓ５１０）、更に、これら平均脈拍間隔Ｍと標準偏
差ＳＤに基づいて、（１）式から評価値ＣＶ rrを、所定時間範囲毎に算出する（Ｓ５２０
）。なお、この評価値ＣＶ rrは、時間的順序を無視した脈拍の非特異的な変動の大きさを
示すものである。
【００７０】
　　ＶＣ rr＝ＳＤ／Ｍ×１００                            （１）
　そして、予め設定された期間（例えば入眠してから現時点まで）のうち、この評価値Ｃ
Ｖ rrが１０以上となる時間の割合が２０％より大であるか否かを判断し（Ｓ５３０）、２
０％より大であれば、脈拍に異常（不整脈や無呼吸や多動など）がある旨の判定をする（
Ｓ５４０）。
【００７１】
　また、Ｓ４２０にて算出された睡眠評価指標（体動）に基づいて、予め設定された期間
（例えば入眠してから現時点まで）のうち、体動ありとされた時間の割合が３０％より大
であるか否かを判断し（Ｓ５５０）、３０％より大であれば、体動に異常（多動）がある
旨の判定をする（Ｓ５６０）。
【００７２】
　また、Ｓ４２０にて算出された睡眠評価指標（自律神経機能）に基づいて、脈拍に現れ
る高周波成分ＨＦ、低周波成分（副交感神経活動量）ＬＦ、高周波成分と低周波成分の比
（交換神経活動量）ＬＦ／ＨＦが、いずれも許容範囲内（例えば、１０≦ＨＦ≦１００且
つ１０≦ＬＦ≦１００且つＬＦ／ＨＦ≦４）にあるか否かを判断し（Ｓ５７０）、いずれ
か一つでも許容範囲外である場合には、異常（不整脈や無呼吸や多動などの疑い）がある
旨の判定をして（Ｓ５８０）、本処理を終了する。
【００７３】
　この睡眠異常判定処理が終了すると、図５に戻り、睡眠モニタ処理での算出結果に基づ
いて、被験者が起床したか否かを判断する（Ｓ４４０）。この起床したか否かの判断は、
例えば、過去所定期間（例えば３分）中、所定比率（例えば１／６）以上の期間で体動が
あり、かつ脈拍数が睡眠モードでの平均値より所定拍（例えば５拍）以上上昇した時に、
起床したと判定する。
【００７４】
　そして、起床していないと判定された時には、そのまま本処理を終了し、起床したと判
定された時には、睡眠モードが継続している間に生成された睡眠評価指標、及び睡眠異常
判定処理での判定結果に基づいて、睡眠モード全体を通しての被験者の状態（例えば、睡
眠の質，睡眠の深さ（リズム），就床時の寝入り度など）を評価する睡眠評価を行う。更
に、記憶部２５に過去の日中活動量評価及び睡眠評価の評価結果が記憶されていれば、こ
れら過去の評価結果と、今回得られた睡眠評価の評価結果とに基づいて被験者の状態を総
合評価する（Ｓ４５０）。
【００７５】
　その後、生成モードの設定を覚醒・通常モードに切り替えると共に、生成タイミングの
設定を覚醒・通常モードに対応したものに変更して（Ｓ４６０）、本処理を終了する。
　つまり、連続モニタ処理（連続動作モード）では、生体情報（指標）から被験者の行動
を推定し、その行動に応じた生成モードに自動的に切り替えながら、被験者の行動の評価
に適した指標を適宜生成し、生成モードが切り替わる毎に、その生成モードでの評価や総
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合評価を行うようにされている。
【００７６】
　なお、ここでは、睡眠異常判定（Ｓ４３０）を、検出タイミング毎に行うようにされて
いるが、これを睡眠モードから覚醒モードに切り替わる際に、睡眠評価（Ｓ４５０）と一
緒に実行するように構成してもよい。
【００７７】
　次に、Ｓ１５０にて実行する限定モニタ処理を、図７に示すフローチャートに沿って説
明する。
　本処理が起動すると、まず、設定された生成モードに対応したモニタ処理を実行する（
Ｓ６００）。即ち、設定された生成モードが覚醒・通常モードであれば、先のＳ３２０の
通常モニタ処理、覚醒・定常運動モードであれば先のＳ３８０の運動モニタ処理、睡眠モ
ードであれば先のＳ４２０の睡眠モニタ処理、イベントモードであればイベントモニタ処
理を実行する。なお、イベントモニタ処理では、イベント評価指標として、体動，脈拍，
自律神経機能を求める。
【００７８】
　そして、予め設定された終了条件を満たしているか否かを判断し（Ｓ６１０）、終了条
件を満たしていなければ、そのまま本処理を終了し、終了条件を満たしていれば、設定さ
れた生成モードに対応した評価処理を実行して（Ｓ６２０）、本処理を終了する。
【００７９】
　なお、終了条件としては、例えば、モニタ終了を指示する操作ボタン３ａの操作や、予
め設定された固定時間の経過、算出指標から推定される被験者の状態の変化などが考えら
れる。
【００８０】
　また、評価処理では、設定された生成モードが覚醒・通常モードであれば先のＳ３６０
の日中活動量評価（但し総合評価は除く）、覚醒・定常運動モードであれば先のＳ４００
の運動評価、睡眠モードであれば先のＳ４３０の睡眠異常判定及び先のＳ４５０の睡眠評
価（但し総合評価は除く）と同様の評価を行う。但し、設定された生成モードがイベント
モードであれば、そのイベントに適した評価を行う。
【００８１】
　つまり、限定モニタ処理（限定動作モード）では、生成モードを固定して、限られた期
間の間だけモニタを行い、指標の生成、指標に基づく評価を行うようにされている。
　ここで、Ｓ３２０の通常モニタ処理、Ｓ３８０の運動モニタ処理、Ｓ４２０の睡眠モニ
タ処理において、生体情報（脈波検出信号及び体動検出信号のサンプリングデータ）から
、体動、脈拍、自律神経機能、運動のピッチといった指標を算出する際に用いられる手法
（アルゴリズム）について説明する。
【００８２】
　まず、体動は、体動検出信号の振幅値、或いは体動信号の微分波形の振幅値（例えば１
秒毎の平均又は累積値）を求め、その振幅値から、体動の有無や大きさを求めると共に、
体動検出信号がゼロレベルをクロスする回数をカウントし（いわゆるゼロクロス法）、そ
のカウント値から体動の頻度を求める。
【００８３】
　脈拍は、脈波検出信号及び体動検出信号をそれぞれＦＦＴ処理し、脈波検出信号のＦＦ
Ｔ結果から、その中で最大ピークを有する成分（脈拍成分）を特定することで求める。但
し、体動がある時には、体動検出信号のＦＦＴ結果から体動成分を特定し、その特定した
体動成分を脈波検出信号のＦＦＴ結果から除去するようにされている。なお、ＦＦＴ処理
の際には、周波数分解能の向上や応答時間（データ蓄積に要する時間）の短縮のための公
知技術であるゼロ付加（実データに、値がゼロである仮想データを付加することでデータ
数を増加させてＦＦＴ処理を実行）を行ってもよい。
【００８４】
　運動ピッチは、体動検出信号のＦＦＴ結果から体動成分を特定し、特定した体動成分の
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周波数ピーク（基本波や高調波）が明確である時は、その体動がジョギングなどの定常運
動によるものであるとして、その体動成分の周波数から求める。
【００８５】
　自律神経機能（ＨＦ，ＬＦ，ＬＦ／ＨＦ）については、脈波信号に対して複素復調解析
を繰り返す公知のアルゴリズム（例えば、特開２００２－３３０９３５号公報参照）を用
いて求める。
【００８６】
　このように、各指標（体動，脈拍，自律神経機能，ピッチ）毎に、それぞれ異なったア
ルゴリズムでの処理を必要とするが、本装置１では、常に全ての指標を求めるのではなく
、覚醒・通常モード（通常モニタ処理）では体動と脈拍、覚醒・定常運動モード（運動モ
ニタ処理）では体動と脈拍とピッチ、睡眠モード（睡眠モニタ処理）では体動と脈拍と自
律神経機能といったように、生成モード毎に必要な指標のみを求めるようにされている。
【００８７】
　ところで、Ｓ３６０の日中活動量評価，Ｓ４００の運動評価，Ｓ４５０の睡眠評価にて
行う各生成モード毎での評価では、Ｓ３２０の通常モニタ処理，Ｓ３８０の運動モニタ処
理，Ｓ４２０の睡眠モニタ処理において生体情報から求められる一次指標（体動，脈拍，
自律神経機能（ＨＦ，ＬＦ，ＬＦ／ＨＦ））をそのまま用いてもよいが、この一次指標を
加工した二次指標（一次指標の平均値，累積値，最大値，最小値，最大値と最小値との差
，時間変化率，ＣＶ rrなど）を用いてもよい。また、加工の対象となる指標は、その生成
モードの全期間であってもよいし、一部の時間帯であってもよい（図１０参照）。
【００８８】
　例えば、日中活動量評価では、覚醒モードの全期間に渡る脈拍数（一次指標）の累積値
（二次指標）から一日の消費カロリーを求め、この消費カロリーから運動量を評価するこ
とが考えられる。また、体動頻度（１次指標）から活動量の変化を把握するようにしても
よい。
【００８９】
　また、睡眠評価では、睡眠モードの全時間帯又は一部の時間帯における睡眠評価指標の
平均値（又は累積値，最大値）から睡眠の質を評価し、また、睡眠評価指標の時間変化率
（又は最大値と最小値との差）から睡眠の深さ（リズム）を評価し、更に、就床後一定時
間（例えば３時間）内における睡眠評価指標の時間変化率から就床時の寝入り度を評価す
ることが考えられる。なお、上記一部の時間帯としては、就床後又は起床前の数時間、深
夜の特定時間帯などが考えられる。
【００９０】
　また、総合評価では、日中活動量評価及び睡眠評価だけでなく、別途実行されるイベン
トモードにて求められた指標やその指標を用いた評価結果を加味して評価してもよい。
　なお、本実施形態において、情報検出部１０が生体情報検出手段、マイコン２４が指標
生成手段、記憶部２５が記憶手段、表示制御部２６，表示パネル３ｂが表示手段、通信制
御部２２が通信手段に相当する。また、Ｓ１００～Ｓ１１０が動作モード選択手段及び生
成モード手動切替手段、Ｓ３３０，Ｓ３９０，Ｓ３５０，Ｓ４４０が行動判定手段、Ｓ３
４０，Ｓ４１０，Ｓ３７０，Ｓ４６０が生成モード自動切替手段、Ｓ４００，Ｓ３６０の
一部，Ｓ４３０，Ｓ４５０の一部が行動別評価手段、Ｓ３６０の一部，Ｓ４５０の一部が
総合評価手段に相当する。
【００９１】
　以上説明したように本実施形態の体調管理システムでは、モニタ装置１を被験者に取り
付けて連続動作モード、或いは限定動作モードにて動作させることにより、被験者の状態
を評価するために必要な情報を取得することができる。
【００９２】
　この時、モニタ装置１を連続動作モードにて動作させれば、その時々の被験者の行動に
応じて、その行動における被験者の状態を評価するのに適した指標を、被験者を煩わせる
ことなく長時間連続的に取得することができる。
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【００９３】
　つまり、被験者の行動に応じてモニタ装置１の付け替えを行う必要がなく、しかも、モ
ニタ動作中は、モニタ装置１にケーブルを接続する必要がないため、被験者の行動が制約
されることもなく、通常の生活状態での生体情報を簡単に取得することができる。
【００９４】
　そして、このように長時間に渡って連続的に取得された情報には、睡眠，運動といった
特定の行動だけでなく、一日の中に現れる様々な行動についての情報が含まれているため
、これらの情報に基づいて、生活リズム、運動負荷、体調、消費カロリー、睡眠の質など
を総合的に評価することができ、その評価結果に基づいて被験者に対して的確なアドバイ
スを行うことができる。
【００９５】
　また、モニタ装置１を、限定動作モードにて動作させれば、任意に生成モードを指定で
きるため、所望の指標を取得することができる。
　そして、例えば、生成モードをイベントモードにしてモニタ装置１が取得した情報（指
標）を、被験者の状態に影響を与えるような動作をする外部装置（例えば、換気装置や冷
暖房装置など）にフィードバックするようにすれば、閉鎖された空間（車内，寝室，会議
室など）の環境を、被験者の状態に応じて自動的に快適なものに調整するシステムを構成
することができる。
【００９６】
　また、モニタ装置１では、被験者の行動に応じた複数の生成モードが用意されており、
各生成モード毎に指標の生成タイミング（指標の生成間隔）を変化させると共に、その生
成モードでの評価に必要な指標のみを生成するようにされている。このため、指標を生成
する際の処理量（ひいては消費電力）を必要最小限に抑えることができる。
【００９７】
　また、モニタ装置１が取得した情報（指標や評価結果）は、表示モードを適宜選択する
ことで、モニタ装置１の表示パネル３ｂに表示させることができるため、被験者は、必要
に応じて指標や評価結果を確認することができる。
【００９８】
　また、本実施形態の体調管理システムでは、モニタ装置１が取得した情報を、充電器３
０にてモニタ装置１への充電を行っている時に、同時に情報管理装置５０に転送すること
ができる。
【００９９】
　そして、情報管理装置５０は、管理データベースに、モニタ装置１では得られないデー
タも蓄積しているため、これらのデータをモニタ装置１から読み込んだデータに加味して
再解析や再評価をすることにより、モニタ装置１で行われる評価と比較して、より詳細な
評価を行うことができる。
【０１００】
　また、情報管理装置５０では、モニタ装置１とは異なり、大きな表示画面を備えること
が可能であるため、管理データベースに記憶された各種データを、被験者の状態がより把
握され易い形式にて表示することができる。例えば、管理データベースに記憶された任意
の情報を、その推移が理解できるように、任意のスパン（時間単位，日単位，週単位，月
単位，年単位等）にて表示したり、他の被験者や多数の被験者の平均値等と対比させて表
示したりすることなども可能となる。
【０１０１】
　ところで、本実施形態の体調管理システムは、自身を被験者とする個人の健康管理の他
、運動選手，患者，高齢者，障害者の体調管理など、スポーツ，医療，福祉の分野にも適
用することができる。
【０１０２】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、様々な態様にて実施することが可能である。
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　例えば、上記実施形態では、モニタ装置１と情報管理装置５０とは、充電器３０を介し
て通信を行うように構成されているが、図１１に示すように、情報管理装置７０に充電器
を一体化させてもよい。また、充電器３０に、モニタ装置１より大画面の表示装置を設け
ることにより、モニタ装置１を充電器３０に設置するだけで、モニタ装置１が取得した情
報を、モニタ装置１の表示パネル３ｂでの表示より見易い形式にて表示できるように構成
してもよい。
【０１０３】
　また、モニタ装置１同士が直接通信を行い、互いのデータを交換できるように構成して
もよい。
　また、上記実施形態では、通信制御部２２は、コネクタ３ｆに接続されるケーブルＣを
介して有線通信を行うように構成されているが、無線通信を行うように構成してもよい。
この場合、更に、操作ボタン３ａを省略し、別途用意されるリモートコントローラを用い
、無線通信を行う通信制御部２２を介して各種モードの設定を行うように構成してもよい
。
【０１０４】
  また、上記実施形態では、生体情報の検出のために、緑色ＬＥＤ１１ａと赤外ＬＥＤ１
１ｂとを備えたセンサを使用しているが、緑色ＬＥＤ１１ａのみからなるセンサを使用し
、脈波検出信号から、脈拍成分と体動成分とをいずれも抽出するように構成してもよい。
【０１０５】
　また、上記実施形態では、生体情報を検出するセンサとしては、光学式のものに限らず
、体動，脈拍，自律神経機能を反映した生体情報を検出でき、しかも携帯できる程度に小
型のセンサであればどのようなものを用いてもよい。
【０１０６】
　更に、検出する生体情報としては、上述のもの加えて、皮膚体温や発汗量等を反映した
生体情報を検出するように構成してもよい。
　また、上記実施形態では、睡眠中の生成モードが睡眠モード一つだけであるが、中途覚
醒モードを設けるようにしてもよい。
【０１０７】
　また、ＰＤ１１ｃでの受光レベルなどからモニタ装置１が被験者に装着されているか否
かを判定し、未装着であれば、表示パネル３ｂに指標などの表示を行わないように構成し
てもよい。
【０１０８】
　また、モニタ装置１を被験者に装着した直後も、脈拍数が安定するまでは、表示パネル
３ｂに指標などの表示を行わないように構成してもよい。この時、表示パネル３ｂには、
被験者に対して安静を促す表示を行うようにしてもよい。
【０１０９】
　また、上記実施形態では、モニタ装置１にて生成した指標に基づく評価までを行うよう
に構成したが、モニタ装置１ではデータ取得または指標の作成までとし、指標の作成や評
価を情報管理装置５０にて行わせるように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の実施形態を示す体調管理システムの全体構成図である。
【図２】携帯型生体情報モニタ装置の構成、及び使用状態を示す説明図である。
【図３】携帯型生体情報モニタ装置の内部構成を示すブロック図である。
【図４】携帯型生体情報モニタ装置のマイコンが実行するメイン処理の内容を示すフロー
チャートである。
【図５】連続モニタ処理の詳細を示すフローチャートである。
【図６】睡眠異常判定の詳細を示すフローチャートである。
【図７】限定モニタ処理の詳細を示すフローチャートである。
【図８】脈波波形の例を示す波形図である。
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【図９】脈波検出信号及び体動検出信号の周波数スペクトルを示す模式図である。
【図１０】睡眠評価指標の一例と、それに基づいて生成される二次指標の概要とを示す説
明図である。
【図１１】充電器を一体化させた情報管理装置の例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１…携帯型生体情報モニタ装置、３…本体、３ａ…操作ボタン、３ｂ…表示パネル、３
ｃ…動作確認用ＬＥＤ、３ｅ…充電確認用ＬＥＤ、３ｅ…検出窓、３ｆ…コネクタ、５…
取付部、１０…情報検出部、１１…脈波・体動センサ、１２…駆動回路、１３…検出回路
、１４…Ａ／Ｄコンバータ、１５…バッテリ、２０…情報処理部、２１…操作検出部、２
２…通信制御部、２３…電圧検出部、２４…マイクロコンピュータ（マイコン）、２５…
記憶部、２６…表示制御部、３０…充電器、５０，７０…情報管理装置。

【 図 １ 】
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【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

(19) JP 4023429 B2 2007.12.19



【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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