
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報を検出し、信号として出力する検出回路と、
　前記検出回路からの出力信号を記憶すると共に少なくともひとつの質問とこの質問に対
する回答を記憶する記憶手段と、
　前記質問を表示する表示部と、
　表示された 質問に対 回答を

入力する入力手段と、
　

前記質問を前記表示部に表示させるとともに、 前記入力
手段により入力された回答 を時系列的に前記記憶装置に
記憶させる制御回路 、
を有することを特徴とする携帯型生体情報収集装置。
【請求項２】
　前記制御回路はタイマーを有し、予め決められた時間間隔で前記検出回路に生体情報を
検出させることを特徴とする請求項１記載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項３】
　前記制御回路はタイマーを有し、予め決められた時間間隔で前記表示部に質問を表示さ
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前記 する あらわすインジケータを前記表示手段に更に表示し
、前記インジケータの増減方向に対応して配置されたキーの操作により前記インジケータ
を増減させて入力する値を選び、前記選ばれた値を決定することで、前記選ばれた値を前
記回答として

予め設定された時間毎かまたは前記検出回路の出力する前記信号が予め設定された値以
上の場合に 前記質問をした時刻、

、前記検出回路で検出した信号と
と



せることを特徴とする請求項１記載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項４】
　前記制御回路は、前記検出回路からの出力信号を予め決められた閾値と比較して判定す
る判定手段を有し、前記出力信号が前記閾値より大きい場合に前記表示部に質問を表示さ
せることを特徴とする請求項１記載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項５】
　前記制御回路は、前記検出回路からの出力信号を予め決められた閾値と比較して判定す
る判定手段を有し、前記出力信号が前記閾値より小さい場合には前記表示部に質問を表示
しないことを特徴とする請求項１記載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項６】
　前記検出回路は生体の体動を検出する加速度センサであることを特徴とする請求項１記
載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項７】
　前記質問をする際に、この質問の開始を告知する告知手段を有することを特徴とする請
求項１記載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項８】
　前記検出回路からの出力信号を増幅し、雑音を除去することで必要な信号を取り出す信
号処理回路と、
　前記信号処理回路からの出力信号を定量化又は数値化する変換回路を有し、
　前記記憶装置は、前記変換回路により定量化又は数値化された結果を記憶することを特
徴とする請求項１記載の携帯型生体情報収集装置。
【請求項９】
　前記入力手段は、一つ以上のキーで構成されることを特徴とする請求項１記載の携帯型
生体情報収集装置。
【請求項１０】
　使用者の体に装着するためのバンドを有することを特徴とする請求項１記載の携帯型生
体情報収集装置。
【請求項１１】
　前記表示部は、時刻情報を表示することを特徴とする請求項１記載の携帯型生体情報収
集装置。
【請求項１２】
　外部との通信手段
　前記通信手段を通じて前記 とデータのやり取りを行なう外部装
置と、

生体情報収集システム。
【請求項１３】
　前記外部装置は、 に記憶された内容を分析する分析手段と、前記分析手段
で得られた結果を表示する表示部を有することを特徴とする請求項１２記載の生体情報収
集システム。
【請求項１４】
　 時系列的に所定の間隔で計測された複数の
生体情報 の最新からＮ個前までの情報を平均化するステップと、（Ｎ＋１
）個前から２Ｎ個前までの生体情報を平均化するステップと、前記最新からＮ個前までの
生体情報の平均値と（Ｎ＋１）個前から２Ｎ個前までの生体情報の平均値の差分が予め決
められた閾値よりも大きいことを判定するステップと、 前記ステップで平均値
の差分が閾値よりも大きいと判定された場合には問診を開始

ように構成されたことを特徴とする
生体情報収集方法。
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をさらに有する請求項１に記載の携帯型生体情報収集装置と、
携帯型生体情報収集装置

を含み、
　前記外部装置は前記記憶装置に記憶された前記回答、前記質問をした時刻、前記検出回
路で検出した信号を受信し、前記時刻と前記時刻に対応した前記回答または前記信号のグ
ラフを表示することを特徴とする

前記記憶装置

前記制御回路は、前記記憶装置に記憶された
である前記信号

を実行し、
し、前記差分が前記閾値より

小さいと判断された場合には前記問診をしない 請求項
１に記載の



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、装着者の日常生活における生体情報を連続的および時系列的に収集する携帯
型生体情報収集装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の生体情報モニタリング装置は、生体情報を連続的に計測することにより、健康管理
や診断、治療の手助けとすることは広く知られている。例えば、歩数計などは一般に広く
普及した装置であり、装着者の運動量を歩数に着目して計測している。この場合、計測は
連続的に行われているが、データの取り扱いは総数的で、 1日の総歩数でもって健康管理
の指標としている。
【０００３】
また、米国特許（Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｕｍｂｅｒ：５１９７４８９）に於いては、装着者の
体動を微細に検出し、治療等に役立てようとする試みがなされている。本特許の明細書に
よれば、個々の動作は固有の周波数特性を持つ。例えば、呼吸は０．２から１Ｈｚ、心拍
は２から３Ｈｚ、夜間の活動は０．２から３Ｈｚ、身震いは２から９Ｈｚの固有周波数と
成っている。フィルターの定数を切り替えることにより、前記の特定の動作に対応した周
波数信号を抽出する。その周波数信号を定量化し、時系列的に記録していくものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の生体情報モニタリング装置によれば、体動や活動量の変化または心拍、体温と言っ
た人の生体情報を 1日や週の単位で客観的に計測することができる。しかしながら、なぜ
活動的だったのか、と言った原因に関わるような主観的な情報やその時の気分はどうであ
ったのかと言った精神情報を得ることはできないと言う課題を有している。このような主
観的な情報や精神情報（以下まとめて精神情報とする）を得るには、医師による診断時の
問診または調査票によるのが一般的である。診断時の問診や調査票によれば、患者の精神
状態を聞き出すことは可能であるが、過去に遡って事細かに知ることは大変難しく、得ら
れた生体情報の変動にそれぞれ対応した精神情報の変動を得ることはできない。また、常
に問診票を持ち歩き、定期的に記入するようにすれば時系列的な精神情報を得ることもで
きるが、このようなやり方は大変煩わしく、日常生活の中では問診票を忘れたりするよう
なことが往々にして生じる。また、従来のように生体情報と精神情報を別々に得たのでは
、生体情報に変化が生じたタイミングですかさず問診を行うことができないため、重要な
情報を取りこぼす恐れがあった。
本発明の目的は、健康管理や診断、治療の手助けとなるべく、日常生活における生体情報
を連続的に計測すると共に、適時問診により必要な精神情報を効率よく収集する、人体に
装着可能な携帯型生体情報収集装置を提供することに有る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明における携帯型情報収集装置は、生体情報を検出し、信号として出力する検出回路
と、この検出回路からの出力信号を記憶すると共に少なくとも一つの質問とこの質問に対
する回答を記憶する記憶手段と、質問を表示する表示部と、表示された質問に対し回答入
力する入力手段と、適時質問を表示部に表示させると共に、入力手段により入力された回
答を時系列的に記憶手段に記憶させる制御回路とを有することを特徴とする。これにより
、この携帯型情報収集装置を装着している装着者の生体情報及び質問から得られる精神状
態を時系列的に収集することが可能となり、治療の手助けとなる。
【０００６】
また、本願発明における生体情報収集方法は、時系列的に所定の間隔で計測された複数の
生体情報の最新からＮ個前までの情報を平均化するステップと、（Ｎ＋１）個前から２Ｎ
個前までの生体情報を平均化するステップと、前記最新からＮ個前までの生体情報の平均
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値と（Ｎ＋１）個前から２Ｎ個前までの生体情報の平均値の差分が予め決められた閾値よ
りも大きいことを判定するステップと、前記ステップで平均値の差分が閾値よりも大きい
と判定された場合には問診を開始するように構成されたことを特徴とする。これにより、
対象となる使用者が覚醒中であるか睡眠中であるかを判断することが可能となるとともに
、覚醒中の場合はタイミング良く質問を行なうことができ、治療に役立てることができる
。
【０００７】
【実施の態様】
以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
る携帯型生体情報収集装置の外観図であり、図１（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である
。携帯型生体情報収集装置１００は、本体部分１０１と一対のバンド１０８、１０９によ
り構成され、バンド１０８、１０９により装着者の手首に装着できるようになっている。
本体部分１０１は、表示部１０２と複数のキー１０３、１０４、１０５、１０６、１０７
を有する。表示部１０２は、例えばＬＣＤ等の表示装置であり、普段は、時刻情報を表示
させることで、本携帯型生体情報収集装置１００は腕時計として使用することができる。
表示部１０２には、「気分はどうですか？」や「イライラしていますか？」と言った簡単
な質問が適時表示される。装着者は、個々の質問に対しての回答をキー１０７によって入
力していく。本実施例では、キー１０７は上下左右と押込みの 5軸の入力装置であり、例
えば「気分はどうですか？」と言った質問に対して、装着者は、キー１０７の左右の入力
によりその時の気分の程度を回答する。図１の例では、左右の入力に従い、表示部１０２
に表示された棒状のインジケータが増減し、押込みにより決定される。その他のキー１０
３、１０４、１０５、１０６は、ほかの機能を実現するために用いられる。例えば、モー
ドの切り替えや時刻修正などであり、本発明とは直接関連しないので、説明は省略する。
本体部分１０１の側面には、外部のパーソナルコンピュータ等との入出力端子１１０、１
１１、１１２が形成されている。
【０００８】
図２は、携帯型生体情報収集装置１００とパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと記述す
る。）２１０を接続し、通信を行う時の概略図である。携帯型生体情報収集装置１００は
、ドッキングステーション２００を介してＰＣ２１０と接続される。ドッキングステーシ
ョン２００には、接続ピン２０１、２０２、２０３が設けられており、接続ピン２０１、
２０２、２０３は、それぞれ入出力端子１１０、１１１、１１２と接触するようになって
おり、ケーブル２０４によりＰＣの入出力ポートとつながっている。携帯型生体情報収集
装置１００とＰＣ２１０間で通信を行うことにより、生体情報検出のための各種設定デー
タや質問項目を容易にＰＣ２１０から携帯型生体情報収集装置１００に書き込むことがで
きる。具体的な設定データとしては、生体情報の検出周期Ｔｓや検出感度、問診周期Ｔｍ
と、生体情報に変化が生じた時に問診を開始するための閾値Ｃと平均化係数Ｎの設定と、
問診をスキップするための閾値Ｓの設定を行う。問診のための質問事項作成に際しては、
予め複数の質問を作成しておき、その中から選択できるようにＰＣ上のプログラムを構成
しておけば、問診票の作成が容易になる。もちろん、選択肢の中に必要な質問がなければ
、新たに質問を作成しても良い。また測定後は逆に、携帯型生体情報収集装置１００から
計測された生体情報および問診結果をＰＣ２１０に読み込むことができ、ＰＣ２１０上で
、生体情報および問診結果を処理、加工することができる。
【０００９】
上記では、ＰＣ２１０と携帯型生体情報収集装置１００の接続にドッキングステーション
２００及びケーブル２０４を用いたが、ステーションやケーブルを用いる代わりに赤外線
等の通信手段を用いることも可能である。
【００１０】
図３は携帯型生体情報収集装置１００の構成図である。検出回路３００はセンサにより生
体情報を検出し、電気信号に変換する。検出回路３００から出力される信号は、微弱であ
りノイズも多く含んでいるので、信号処理回路３０１により、増幅やフィルタリングの処
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理が行われる。処理された信号は次に変換回路３０２にて定量化される。ここで、定量化
される周期つまり検出周期は、制御回路３０３により規定され、１周期毎の定量化された
生体情報が逐次制御回路に取り込まれる。制御回路３０３は、逐次取り込んだ生体情報を
記憶装置３０４へ記録していく。また、制御回路３０３は予め決められた周期で問診を行
う。問診のタイミングになると、制御回路３０３は告知手段３０６を駆動し、装着者に問
診の開始を告知すると共に、表示装置３０５に問診開始を知らせるメッセージ、例えば「
問診を開始します。準備ＯＫですか？」を表示する。装着者は表示装置３０５に表示され
る質問に対し、入力装置３０７を介して回答を入力していく。入力された回答は、制御装
置３０３により記憶装置３０４へ記録される。記憶装置３０４に記録された生体情報と問
診の結果は、通信回路３０８により外部のＰＣなどへ送信され、また、生体情報の検出周
期や問診周期などの設定も通信回路３０８を介して行われる。
【００１１】
図４は体動を検出する場合の本実施例のブロック図である。加速度センサ４００は、圧電
型の加速度センサで、ニオブ酸リチウムやチタン酸ジルコン酸鉛等の圧電素子を片持ち梁
に形成し、加速度により素子がたわんで電荷を発生するものである。すなわち、加速度セ
ンサ４００は、装着者の動きに応じて加速度を検出し、信号を出力する。前記信号は、増
幅手段４０１により増幅される。増幅された信号は、各種ノイズや高調波成分を含んでい
るので、ハイパスフィルター４０２とローパスフィルター４０３により、必要な周波数成
分が取り出される。人の動作による周波数は０．２Ｈｚから９Ｈｚぐらいであるので、こ
の周波数範囲が取り出されるように、ハイパスフィルター４０２とローパスフィルター４
０３の定数を設計すればよい。ハイパスフィルター４０２とローパスフィルター４０３に
より抽出された体動を表す信号は、変換手段４０４により定量化、数値化される。数値化
の方法としては、体動を表す信号を直接Ａ／Ｄ変換する方法や、基準電圧との比較により
計数化する方法がある。小型化、省電力化の点では、後者の方が適しているので、本実施
例では、計数化するように構成してある。Ｉ／Ｏポート４０８からの信号ＣＳ１とＣＳ２
によりコンパレータ４２０の基準電圧が設定される。コンパレータ４２０は、基準電圧と
体動を表す信号とを比較し、体動を表す信号をアナログ信号から 2値のデジタル信号に変
換する。デジタル信号は、カウンタ４０５に入力され、数値化される。カウンタ４０５お
よび、タイマー４０６、ＲＴＣ４０７、Ｉ／Ｏポート４０８、入力手段４０９、ＣＰＵ４
１０、ＲＡＭ４１１、ＲＯＭ４１２、ＬＣＤドライバ４１３、ブザードライバ４１５は、
バスラインにつながっている。タイマー４０６は、検出周期Ｔｓと問診周期Ｔｍ毎に割込
みを発生する。割り込みが発生すると、ＣＰＵ４１０はＲＯＭ４１２に格納されている処
理プログラムに従って、処理を開始する。検出周期Ｔｓによる割込みの場合は、カウンタ
４０５の値をＲＡＭ４１１に書込み、記録する。即ち、検出周期Ｔｓ毎の体動の時系列デ
ータがＲＡＭ４１１に記憶されていくことになる。問診周期Ｔｍによる割り込みの場合は
、ブザードライバ４１５を介してブザー４１６の鳴動させ、装着者に問診開始を告知する
と共に、ＬＣＤドライバ４１３を介してＲＡＭ４１１に格納されている問診票の質問を順
次ＬＣＤ４１４に表示させる。個々の質問に対する回答は入力手段４０９を介して入力さ
れる。入力された回答は、ＲＡＭ４１１に記録される。１回の問診毎に、ＣＰＵ４１０は
ＲＴＣ４０７より時刻データを読み出し、問診を実施した時刻としてＲＡＭに記録する。
Ｉ／Ｏポート４０８は、信号ＣＳ１とＣＳ２を出力するほかに、外部のＰＣとの通信を行
う。ＰＣとの通信で得られた各種設定値や問診の質問等は全てＲＡＭ４１１に記憶され、
逆に計測された生体情報や問診結果はＩ／Ｏポート４０８を介して、ＰＣへ送信される。
【００１２】
上記では、告知手段としてブザーを用いたが、これに限ることなく、振動、表示部や告知
用に設けられたランプ等の点滅、又は告知を意味するシンボルマークを表示部に表示させ
ることで告知手段とすることも可能である。
【００１３】
図５は、体動の検出回路の具体例である。圧電型加速度センサ５００は、抵抗５０１と並
列接続され、一端は接地してある。他端は出力端であり、加速度に比例した電圧を発生す
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る。この出力端は、オペアンプ５０２の非反転入力につながっている。オペアンプ５０２
の反転入力は帰還抵抗５０３を介してオペアンプ５０２の出力端と、抵抗５０４を介して
グランドにつながり、全体で増幅回路を構成している。オペアンプ５０２の出力端は、さ
らにコンデンサ５０５、５０７を介してオペアンプ５１０の反転入力に接続される。オペ
アンプ５１０の出力端は、帰還抵抗５０９とコンデンサ５０６により帰還回路を構成する
。コンデンサ５０５、５０６、５０７の接点はさらに抵抗５０８を介して接地する。オペ
アンプ５１０と、コンデンサ５０５、５０６、５０７および抵抗５０８、５０９は、多重
帰還型ハイパスフィルターを構成している。オペアンプ５１０の出力端は、抵抗５１１、
５１３を介して、次のオペアンプ５１６の反転入力につながっている。オペアンプ５１６
の出力端は、帰還抵抗５１２とコンデンサ５１５により帰還回路を構成する。抵抗５１１
、５１２、５１３の接点はさらにコンデンサ５１４を介して接地する。オペアンプ５１６
と、抵抗５１１、５１２、５１３およびコンデンサ５１４、５１５は、多重帰還型ローパ
スフィルターを構成している。オペアンプ５１６の出力は、コンパレータ５１７の非反転
入力へつながっている。また、オペアンプ５１７の反転入力には基準電圧Ｖｒｅｆが与え
られており、オペアンプ５１７はコンパレータとして動作する。基準電圧Ｖｒｅｆは、抵
抗５１９、５２０、５２１、５２２とアナログスイッチ５２３、５２４により、生成され
る。アナログスイッチ５２３、５２４は、信号ＣＳ１、ＣＳ２によりそれぞれＯＮ、ＯＦ
Ｆし、基準電圧Ｖｒｅｆの値を変化させることができ、コンパレータ５１７の感度を変え
ることができる。コンパレータ５１７の出力は、バッファ５１８により片電源の矩形波に
成形される。この矩形波が、図４のカウンタ４０５に入力され、計数されることになる。
【００１４】
図６は、図５のＡＳ点と出力ＰＳの波形を示したものである。ＡＳ点では、装着者の体動
を表すアナログ信号が出力されており、これがコンパレータにより基準電圧Ｖｒｅｆと比
較される。コンパレータの出力は、バッファにより成形されＰＳ点での波形は、２値の矩
形波となる。
【００１５】
次に、各設定値の設定手順について説明する。図７は、設定手順を示すフローチャートで
ある。設定は図 2に示すようにＰＣと接続して行われ、ＰＣ上で設定値を決めて行き、最
後に端末に送信される。手順７００では、生体情報検出単位時間Ｔｓの設定をおこなう。
これは、装着者の体動を検出する最小単位時間を決めるもので、時間Ｔｓ毎にＣＰＵはカ
ウンタ値をＲＡＭに記録していく。時間Ｔｓはあまり短く設定すると、大きなＲＡＭ容量
を必要とし、逆に長く設定すると、カウンタ値が平準化され、体動の変化を検出できない
恐れがある。５から１０分程度に設定するのが望ましい。手順７０１は、検出感度の設定
を行う。図５のコンパレータ５１７の基準電圧を設定するためのものであり、ＣＳ１とＣ
Ｓ２の出力を設定する。一般に高齢に成るに従い動作がゆっくりしてくるので、体動を表
す信号の振幅が小さくなる。このような場合には、検出感度を調節することで対応できる
。手順７０２では、問診時行う「気分はどうですか？」や「イライラしていますか？」と
言った質問の設定を行う。複数の質問の候補を予め準備しておき、その中から選択できる
ようにＰＣ上のプログラムを構成しておけば、設定が容易になる事は言うまでもない。次
に手順７０３では、問診周期の設定を行う。周期Ｔｍは問診を行う周期を決めるもので、
数時間の周期で設定される。閾値Ｃは前記の周期Ｔｍとは別に設定されるもので、この値
を設定しておくと、生体情報に閾値Ｃ以上の変化が生じた時に問診を開始することができ
る。但し、検出単位時間Ｔｓは比較的短いので、一時的に体動量が減少することも考えら
れる。その様な偶発的な事態を回避するために、平均化係数Ｎを定める。生体情報の変動
を計算する際に、体動の時系列データの最新値からＮ個前までの平均値と、２ＮからＮ＋
１個前までの平均値を比較することによって行う。このように平均値どうしを比較するた
め、一時的な変動を吸収できる。手順７０４では問診休止の閾値Ｓの設定をおこなう。閾
値Ｓを設定することにより睡眠中の問診を回避する。通常は、周期Ｔｍで問診を繰り返し
ているため、睡眠中に問診時期が到来することもあり得る。しかしながら、睡眠中の体動
は極めて小さくなるので、閾値Ｓと比較し、この値よりもカウンタ値が小さければ睡眠中
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と判断し、問診を行わない。以上の各種設定の順序は、特に問わない。最後に、手順７０
５で設定値を携帯型生体情報収集装置に送信して、設定は終了する。その後は、携帯型生
体情報収集装置を手首に装着し、装着者はキーを操作し、計測を開始する。計測開始時に
第一回の問診を行うようにしていても良い。
【００１６】
図８と図９は、端末の動作フローの概要を表す。ＣＰＵは割り込みを受けると、割り込み
の種類を判定し、それぞれの処理へと分岐する。本例では、処理８００にて、タイマーか
らの周期Ｔｓによる割込みかどうかを判定している。周期Ｔｓによる割込みであれば、処
理８０１へと進み、それ以外であれば図９の処理９００へと進む。処理８０１では、カウ
ンタの値をＲＡＭに読み込むと同時にカウンタをリセットする。ここで、ＲＡＭの領域は
、配列変数Ｖ（Ｉ）で表現することにする。次に、処理８０２にて、ＲＡＭに読み込んだ
Ｖ（Ｉ）の値が閾値Ｓより大きいかを判断する。閾値Ｓより大きい場合は、覚醒中と判断
し、処理８０３でフラグＦに０を書き込む。閾値Ｓより小さい場合は、処理８０４でフラ
グＦに１を書き込み、処理８０９へ進む。処理８０５において、閾値Ｃの設定の有無を判
断する。閾値Ｃの設定がある場合には、体動の変動の計算を処理８０６にて行い、設定が
ない場合いは処理８０９へ進む。Ｖ（Ｉ）からＶ（Ｉ－Ｎ＋１）までの平均値をＸ、Ｖ（
Ｉ－Ｎ）からＶ（Ｉ－２Ｎ＋１）までの平均値をＹとする。処理８０７において、ＸとＹ
の差の絶対値が閾値Ｃより大かどうかの判定を行う。閾値Ｃより大きい場合は、処理８０
８にて問診を実施する。小さい場合は、処理８０９へ進む。図中省略したが、ＲＡＭに記
録されたカウンタ値の個数が２Ｎ個に満たない間は、平均値の算出ができないため、これ
ら処理８０６、８０７、８０８は行われない。処理８０９では、配列ＶのパラメータＩが
＋１され、次回の周期Ｔｓによる割り込みに備えられる。
【００１７】
処理８００において、割込みが周期Ｔｓによるものでない場合は、図９の処理９００へ進
む。処理９００では周期Ｔｍによる割込みかどうかが判定される。Ｔｍによる割込みの場
合は、処理９０１にてフラグＦの値が０かどうか判断される。Ｆ＝０の場合は、装着者は
覚醒中であるため、処理９０２にて問診が実施される。Ｆ＝０でない場合は、睡眠中と判
断され問診はスキップされる。キー操作などにより割り込みの場合は、処理９００にてＴ
ｍによる割込み以外と判断され、他の割り込み処理へと進むことになる。
【００１８】
図１０は、計測終了後、計測結果をＰＣに読み込み、結果分析機能でグラフ化した場合の
一例を示す。図１０（ａ）は、横軸に時間をとり、縦軸に体動、つまりカウンタ値を取っ
ている。図１０（ｂ）は、問診の中の一質問に関する回答を同じようにグラフ化したもの
である。横軸は（ａ）と同じスケールで時間をとっており、縦軸は気分の良し悪しを示し
ている。期間Ｐ１では、装着者の活動量も多く、気分も比較的良いことがわかる。期間Ｐ
２では、活動量は減少し、気分も落ち込んでいる。期間Ｐ３で再び活動量が増えていた後
、期間Ｐ４では睡眠中であることを示している。睡眠中のカウンタ値は、閾値Ｓよりも小
さいので、問診はスキップされ、データが存在しない。期間Ｐ５にて起床し、再び活動が
開始する。このように、本発明では装着者の活動と精神の状態をメモリが許す限り長期に
わたり記録することができ、精神医療に役立てることができる。
【００１９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、装着者の日常における生体情報を時系列的に連続し
て計測できると共に、装着者の精神状態も問診により時系列的に収集することができ、鬱
や睡眠障害、慢性疲労症候群、過敏性腸症候群、科学物質過敏症候群などのストレスと関
連した機能性疾患、注意欠陥多動性障害などの心身症、精神障害の診断や治療する手立て
とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の外観図である。
【図２】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置とパーソナルコンピュータとの
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接続及び通信を行う時の概略図である。
【図３】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の概略構成図である。
【図４】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の構成を示すブロック図である
。
【図５】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の体動検出回路図である。
【図６】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の体動検出回路における出力波
形図である。
【図７】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の設定手順を表すフローチャー
トである。
【図８】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の動作フローである。
【図９】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の動作フローである。
【図１０】本発明の一実施例による携帯型生体情報収集装置の計測結果を示すグラフであ
る。
【符号の説明】
１００　携帯型生体情報収集装置
１０１　本体
１０２　表示部
１０３、１０４、１０５，１０６、１０７　キー
１０８、１０９　バンド
１１０、１１１、１１２　入出力端子
２００　ドッキングステーション
２０１、２０２、２０３　接続ピン
２０４　ケーブル
２１０　パーソナル・コンピュータ
３００　検出回路
３０１　信号処理回路
３０２　変換回路
３０３　制御回路
３０４　記憶装置
３０５　表示装置
３０６　告知手段
３０７　入力手段
３０８　通信回路
４００　加速度センサ
４０１　増幅手段
４０２　ハイパスフィルター
４０３　ローパスフィルター
４０４　変換手段
４０５　カウンタ
４０６　タイマー
４０７　ＲＴＣ
４０８　Ｉ／Ｏポート
４０９　入力手段
４１０　ＣＰＵ
４１１　ＲＡＭ
４１２　ＲＯＭ
４１３　ＬＣＤドライバ
４１４　ＬＣＤ
４１５　ブザードライバ
４２０　コンパレータ
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５００　加速度センサ
５０１、５０４、５０８、５０９、５１１、５１２、５１３、５１９、５２０、５２１、
５２２　抵抗
５０２、５１０、５１６　オペアンプ
５０３　帰還抵抗
５０５、５０６、５０７、５１４、５１５　コンデンサ
５１７　コンパレータ
５１８　バッファ
５２３、５２４　アナログスイッチ

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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