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(57)【要約】
【課題】就寝中における就寝者の無呼吸状態を軽減また
は解消させる無呼吸矯正装置を提供する。
【解決手段】就寝している就寝者の呼吸状態を検知する
呼吸検知手段と、呼吸検知手段による検知結果に基づい
て就寝者が無呼吸状態であると判定する無呼吸状態判定
手段と、就寝者が無呼吸状態であると無呼吸状態判定手
段が判定するとき、就寝している就寝者に刺激を与えて
無呼吸状態を解消させる刺激手段とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　就寝している就寝者の呼吸状態を検知する呼吸検知手段と、
　前記就寝者が所定時間以上呼吸していないと前記呼吸検知手段により検知されるとき、
前記就寝者が無呼吸状態であると判定する無呼吸状態判定手段と、
　前記就寝者が無呼吸状態であると前記無呼吸状態判定手段が判定するとき、就寝してい
る前記就寝者に刺激を与えて前記無呼吸状態を軽減または解消させる刺激手段とを具備し
ていることを特徴とする就寝者無呼吸矯正装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記刺激手段は、前記就寝者を目覚めさせることなく前記就寝者に
刺激を与えることを特徴とする就寝者無呼吸矯正装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記刺激手段は、臭気を発生させる臭気発生手段、光を就
寝者に与える光付与手段と、気流を発生させる気流発生手段、振動を発生させる振動発生
手段とのうちの少なくとも一つを具備していることを特徴とする就寝者無呼吸矯正装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうちの一項において、前記刺激手段は、前記就寝者を目覚めさせること
なく前記就寝者に弱刺激を与える弱刺激手段と、前記就寝者を目覚めさせることなく又は
就寝者を目覚めさせるために、前記弱刺激手段よりも相対的に強い強刺激を前記就寝者に
与える強刺激手段とを備えていることを特徴とする就寝者無呼吸矯正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、就寝者の無呼吸状態を軽減または解消する就寝者無呼吸矯正装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、就寝中における就寝者の無呼吸症候群が注目を浴びている。無呼吸症候群は、就
寝中において、就寝者が呼吸をできず、窒息状態または窒息状態に近くなる状態をいう。
特許文献１は、就寝者の生体情報（例えば呼吸情報、体動情報、体位）を検知するセンサ
と、センサから出力された荷重または振動対応信号により就寝者の寝姿を直感的に視認可
能に時系列で表示する表示制御手段とを備える生体情報表示装置を開示している。このも
のによれば、就寝している就寝者が無呼吸状態であるとき、表示制御手段は、就寝者の寝
姿を直感的に視認可能に時系列で表示することができる。
【０００３】
　更に特許文献２は、利用者の胸位置に装着されるエアバックと、エアバック内の圧力を
検知して圧力検出信号を出力する圧力センサと、圧力センサの圧力検出信号を受けてその
圧力変化から利用者の呼吸の変化を求める演算制御回路とを備えるエアバック付きマット
を開示している。このものによれば、就寝している利用者の胸位置に装着されるエアバッ
クの変形により、利用者の無呼吸状態が検知される。
【特許文献１】特開２００５－１４４０４２号公報
【特許文献２】特開２００６－９５１７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　産業界では、就寝中における就寝者の無呼吸状態を軽減または解消させる装置の開発が
要望されている。
【０００５】
　本発明は上記した実情に鑑みてなされたものであり、就寝中における就寝者の無呼吸状
態を軽減または解消させる無呼吸矯正装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
  本発明に係る無呼吸矯正装置は、就寝している就寝者の呼吸状態を検知する呼吸検知手
段と、就寝者が所定時間以上呼吸していないと呼吸検知手段により検知されるとき、就寝
者が無呼吸状態であると判定する無呼吸状態判定手段と、就寝者が無呼吸状態であると無
呼吸状態判定手段が判定するとき、就寝している前記就寝者に刺激を与えて無呼吸状態を
軽減または解消させる刺激手段とを具備していることを特徴とする。
【０００７】
　呼吸検知手段は、就寝している就寝者の呼吸状態を検知するものであり、例えば、就寝
者の呼吸に基づく肺臓付近の圧力変動を検知するセンサが例示される。呼吸検知手段は、
例えば、布団、マットレス、毛布等といった寝具、ベッド装置、室内家具等に設置するこ
とができる。
【０００８】
　呼吸検知手段による検知結果に基づいて就寝者が所定時間以上呼吸していないとき、無
呼吸状態判定手段は、就寝者が無呼吸状態であると判定する。当該所定時間としては適宜
設定されるが、一般的には、１０秒以上の呼吸停止状態が例示されるが、１０秒以上に限
定されるものではない。
【０００９】
　就寝者が無呼吸状態であると無呼吸状態判定手段が判定すると、刺激手段が就寝中の就
寝者に刺激を与える。これにより就寝者の無呼吸状態が軽減または解消される。刺激手段
としては、嗅覚的な刺激、視覚的な刺激、接触覚的な刺激、聴覚的な刺激が例示される。
刺激手段は、臭気を発生させる臭気発生手段、光を就寝者に与える光付与手段と、気流を
発生させる気流発生手段と、振動を発生させる振動発生手段とのうちの少なくとも一つを
備えていることが好ましい。臭気は、心地よさを誘う臭気（芳香）が好ましいが、心地よ
さを誘わなくても良い。一般的には、芳香等の臭気は相対的に弱い刺激といえる。ここで
、芳香等の臭気は、就寝者の呼吸状態および無呼吸状態に関与する鼻腔、咽喉等に刺激を
与え易いため、就寝者の無呼吸状態の軽減または解消に有効である。芳香物質等の臭気物
質としては特に限定されないが、就寝者の鼻腔、咽喉等に刺激を与える物質が例示される
。
【００１０】
　一般的には、光および気流は臭気よりも相対的に強い刺激といえる。臭気、光および気
流は就寝者に物理的に大きく影響させるものではないため、就寝者を積極的に覚醒させる
ことを抑制できる。覚醒とは、就寝者が睡眠から目覚めることを意味する。
【００１１】
　上記した刺激は、就寝者に連続的に与えても良いし、間欠的に与えても良い。刺激手段
は、就寝者を目覚めさせることなく就寝者に刺激を与えることが好ましい。この場合、就
寝者を不用意に覚醒させることが抑えられ、就寝者に不快感を与えることが抑制される。
刺激手段は、無呼吸状態が解消されない限り、刺激の度合を増加させていく形態が例示さ
れる。従って、刺激手段は、就寝者を目覚めさせることなく就寝者に弱刺激を与える弱刺
激手段と、就寝者を目覚めさせることなく又は就寝者を目覚めさせるために、弱刺激手段
よりも相対的に強い強刺激を就寝者に与える強刺激手段とを備えていることが好ましい。
このように刺激を次第に強めるため、就寝者の無呼吸状態が軽減または解消され易い。本
明細書では、目覚めとは、使用者の脳を１分間以上連続的に覚醒させていることをいう。
【００１２】
　就寝者の無呼吸状態が解消されたら、刺激手段による刺激を解消させることが好ましい
。本発明に係る無呼吸矯正装置は、家具や室壁などに組み付けても良いし、車両の搭載部
品として車両の車室の内部に組み付けても良く、更に、ベッド装置に組み付けても良いし
、ベッド装置に対して分離させてもよい。ベッド装置はシングルベッドでも、ダブルベッ
ドでも、ツインベッドでも良い。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明によれば、就寝中における就寝者の無呼吸状態を軽減または解消させる無呼吸矯
正装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（実施形態１）
　図１～図４は実施形態１を示す。ベッド装置１は、ベッド本体２と、ベッド本体２に載
せられたクッション力を有するマットレス３（寝具，敷寝具）とをもつ。ベッド本体２は
、就寝者の頭側に位置するヘッドボードとも呼ばれるヘッド部２１をもつ。マットレス３
の内部には、生体情報検知体として機能する複数個のセンサユニット５が埋設されている
。センサユニット５は就寝者の呼吸による圧力変動、鼓動による圧力変動を検知するもの
であり、呼吸検知手段および鼓動検知手段として機能できるものである。センサユニット
５は、マットレス３の上面側に配置されていても良く、あるいは、ベッド本体２とマット
レス３との間に配置されていても良い。センサユニット５は、就寝者から受ける圧力（荷
重）の変動を検知する検知部としての感圧センサ５０を備えている。感圧センサ５０は、
受圧した圧力の変動を電気信号として出力するものであり、面状シートの形状をなしてお
り、圧電センサ、静電容量センサ、歪みゲージ、磁気センサ等を例示できる。圧電センサ
としては圧電体を例示でき、殊に圧電ポリマーを例示できる。具体的にはポリビニリデン
フロライド（ＰＶＤＦ）のフィルムまたはシートとされて。ここで、圧電ポリマーは広い
周波数特性を有しており、更に、圧電セラミックスに比較して、柔軟性、耐衝撃性、耐高
電圧性、耐水性、化学的安定性を備えている。
【００１５】
　センサユニット５は、就寝者の身体による圧力（荷重）の変動を受圧できるように、就
寝者の身体に対向する領域に配置されており、就寝者の生体情報のうち、主として呼吸情
報（例えば、単位時間あたりの呼吸数）および心拍情報を検出することができる。センサ
ユニット５が就寝者の胸部に対向する領域に配置されている場合には、就寝者の生体情報
のうち、主として心臓の心拍情報（例えば、単位時間あたりの心拍数等）を良好に検出す
ることができる。
【００１６】
　図１に示すように、刺激手段として機能する刺激発生装置８が設けられている。刺激発
生装置８（刺激発生手段）は、就寝している就寝者に刺激を与えて無呼吸状態を解消させ
る。刺激発生装置８は、基部８０と、基部８０に設けられた芳香（臭気）を発生させる芳
香発生部８１ａ（臭気発生手段）と、ベッド装置１のうち就寝者の頭部側に対向するよう
に基部８０に設けられた芳香放出口８３とをもつ。制御装置６は、入力処理回路６０と、
出力処理回路６１と、ＣＰＵ６２と、記憶要素６３（ＲＡＭ，ＲＯＭ）とをもつ。各セン
サユニット５の感圧センサ５０の検知信号はフィルタ回路６７で選別され、相対的に低い
周波数の信号ＳＬと、相対的に高い周波数の信号ＳＨとに選別された後、制御装置６の入
力処理回路６０を介してＣＰＵ６２に入力される。制御装置６のＣＰＵ６２は、出力処理
回路６１を介して刺激発生装置８およびカウンタ表示部６８を制御する。カウンタ表示部
６８は、使用者の就寝中において無呼吸状態が発生した回数をカウントして表示するもの
であり、記憶要素６３（ＲＡＭ，ＲＯＭ）の所定のエリアに格納される。使用者は就寝中
における無呼吸状態が発生した回数をカウンタ表示部６８により正確に知見することがで
きる。次回の就寝に伴い、カウンタ表示部６８はリセットされる。カウンタ表示部６８は
、就寝中において就寝者が無呼吸状態となった総数をカウントして表示するカウント手段
として機能することができる。
【００１７】
　複数個のセンサユニット５の感圧センサ５０の各信号は、フイルタ回路６７および入力
処理回路６０を介してＣＰＵ６２に入力される。刺激発生装置８が発生する刺激度合を使
用者の好みに応じて設定する刺激設定部６９が設けられている。刺激設定部６９は、刺激
発生装置８が発生する弱刺激の刺激度合と、刺激発生装置８が発生する強刺激の刺激度合
とを個別に設定することができる。
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【００１８】
　図２（Ａ）は、一つのセンサユニット５で計測された計測波を表す波形図を示し、呼吸
情報信号Ｐ１と心拍情報信号Ｐ２とが混合されている。フィルタ回路６７は、遮断周波数
よりも低い周波数の信号ＳＬを透過させるローパスフィルタ機能と、遮断周波数よりも高
い周波数の信号ＳＨを透過させるハイパスフィルタとをもつ。図２（Ｂ）は、フィルタ回
路６７により計測波から選別した呼吸情報信号Ｐ１の波形を模式的に示す波形図を示す。
図２（Ｃ）は、フィルタ回路６７により計測波から選別した心拍情報信号Ｐ２の波形を模
式的に示す波形図を示す。なお、呼吸情報信号Ｐ１の周波数は、心拍情報信号Ｐ２の周波
数よりも相対的に低い。呼吸情報信号Ｐ１の振幅は、心拍情報信号Ｐ２の振幅よりも相対
的に大きい。このため呼吸情報信号Ｐ１と心拍情報信号Ｐ２との双方が発生しても、フィ
ルタ回路６７により両者の識別は容易である。
【００１９】
　図４は制御装置６が実行するフローチャートの一例を示す。図４に示すように、センサ
ユニット５の検知信号を読み込む（ステップＳ１０２）。次に、無呼吸状態であるか否か
判定する（ステップＳ１０４）。具体的には、所定時間（例えば１０秒間）内に就寝者の
心拍（または血流振動）が検知されており、且つ、所定時間内に就寝者の呼吸が検知され
ないときには、就寝者が無呼吸状態であると判定する。また、所定時間内に就寝者の心拍
（または血流振動）が検知されており、且つ、就寝者の呼吸が検知されているとき、就寝
者が無呼吸状態ではないと判定する。あるいは、単純に、所定時間（例えば１０秒間）内
に就寝者の呼吸が検知されないとき、就寝者が無呼吸状態ではないと判定しても良い。ス
テップＳ１０４は、就寝者に対する無呼吸状態判定手段として機能する。
【００２０】
　無呼吸状態ではないと判定されるとき（ステップＳ１０４のＮＯ）、センサユニット５
の検知信号の読み込みを継続する（ステップＳ１０２）。無呼吸状態であると判定される
とき（ステップＳ１０４のＹＥＳ）、カウント数をインクリメントする（ステップＳ１０
６）。更に就寝者に弱刺激（第１刺激）を所定時間与える（ステップＳ１０８）。弱刺激
は、刺激発生装置８を作動させて弱い芳香を所定時間発生させることをいう。
【００２１】
　上記したように弱刺激を与えた後、センサユニット５の検知信号を再び読み込む（ステ
ップＳ１１０）。次に、まだ無呼吸状態が継続しているか否か再び判定する（ステップＳ
１１２）。無呼吸状態が解消され、無呼吸状態ではないと判定されるとき（ステップＳ１
１２のＮＯ）、刺激発生装置８の作動を停止させ、メインルーチンにリターンする。
【００２２】
　まだ無呼吸状態であると判定されるとき（ステップＳ１１２のＹＥＳ）、就寝者に強刺
激（第２刺激）を所定時間与える（ステップＳ１１４）。強刺激は、刺激発生装置８を作
動させて弱い芳香を、弱刺激に係る所定時間よりも長い時間発生させることをいう。ある
いは、強刺激は、刺激発生装置８を作動させて強い芳香（弱い芳香よりも芳香臭が相対的
に強い）を発生させることをいう。ここで、弱い芳香はもちろんのこと、強い芳香といえ
ども、就寝者を覚醒（目覚め）させないことが好ましい。但し、場合によっては、無呼吸
状態を確実に解消させるべく、強い芳香のときには就寝者を覚醒させても良い。
【００２３】
　以上説明したように本実施形態によれば、上記したように就寝者が無呼吸状態であると
判定されるとき、芳香の弱刺激（弱臭気）を与えて就寝者の無呼吸状態の解消を促し、そ
れでも就寝者の無呼吸状態が解消されないときには芳香の強刺激（強臭気）を与えて無呼
吸状態の解消を促す。なお、微弱刺激、弱刺激、中刺激、強刺激等のように二段階以上の
複数段階の刺激を与えることにしても良い。
【００２４】
　（実施形態２）
　図５は実施形態２を示す。本実施形態は実施形態１と基本的には同様の構成および作用
効果をもつ。以下、相違する部分を中心として説明する。刺激手段としての刺激発生装置
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８Ｂが設けられている。就寝者が無呼吸状態であると制御装置６（無呼吸状態判定手段）
が判定するとき、刺激発生装置８Ｂ（刺激発生手段）は、就寝している就寝者に刺激を与
えて無呼吸状態を解消させる。刺激発生装置８は、基部８０と、基部８０に設けられた光
を照射する光発生部８１ｂ（光発生手段）とをもつ。光発生部８１ｂは内部において間接
光を生成することが好ましい。光発生部８１ｂから光は、ベッド装置１のうち就寝者の頭
部側に照射される。就寝者を覚醒させないように就寝者側に照射される光としては、間接
光が好ましい。眩しく無いため、就寝者に与える刺激が大きくないためである。但し、場
合によっては直接光でも良い。光としては自然太陽光に近いものが好ましい。
【００２５】
　本実施形態においても、制御装置はセンサユニット５の感圧センサ５０の検知信号を読
み込む。次に、就寝者が無呼吸状態であるか否か判定する。無呼吸状態であると判定され
るとき、就寝者に弱刺激（第１刺激）を所定時間与える。弱刺激は、刺激発生装置８Ｂを
作動させ、強い光よりも相対的に弱い光（相対的に低照度の光）を使用者（殊に使用者の
頭部付近）に向けて照射することをいう。上記したように弱刺激を与えた後、制御装置６
はセンサユニット５の検知信号を読み込む。次に、まだ無呼吸状態であるか否か再び判定
する。まだ無呼吸状態であると判定されるとき、制御装置６は就寝者に強刺激（第２刺激
）を所定時間与える。強刺激は、刺激発生装置８Ｂを作動させて弱い光を、弱刺激に係る
所定時間よりも長い時間、使用者（殊に使用者の頭部付近）に向けて照射させることをい
う。あるいは、強刺激は、刺激発生装置８Ｂを作動させて強い光（弱刺激よりも強い光）
を使用者（殊に使用者の頭部付近）に向けて照射させることをいう。弱い光はもちろんの
こと、強い光といえども、就寝者を覚醒させないことが好ましい。但し、場合によっては
、無呼吸状態を確実に解消させるべく、相対的に強い光の場合には就寝者を覚醒させても
良い。本実施形態によれば、上記したように就寝者が無呼吸状態であると判定されるとき
、光の弱刺激を与えて無呼吸状態の解消を促し、それでも無呼吸状態が解消されないとき
には光の強刺激を与えて無呼吸状態の解消を促す。なお、微弱刺激、弱刺激、中刺激、強
刺激等のように二段階以上の刺激を与えることにしても良い。
【００２６】
　（実施形態３）
　図６は実施形態３を示す。本実施形態は実施形態１と基本的には同様の構成および作用
効果をもつ。以下、相違する部分を中心として説明する。刺激手段としての刺激発生装置
８Ｃが設けられている。就寝者が無呼吸状態であると制御装置６（無呼吸状態判定手段）
が判定するとき、刺激発生装置８Ｃ（刺激発生手段）は、就寝している就寝者に刺激を与
えて無呼吸状態を解消させる。刺激発生装置８Ｃは、基部８０と、基部８０に設けられた
気流（風）を発生させる気流発生部８１ｃ（風発生）と、気流吹出口８１ｄとをもつ。気
流発生部８１ｃで発生される気流は、気流吹出口８１ｄからベッド装置１のうち就寝者の
頭部側に向けて吹き出される。本実施形態においても、制御装置６はセンサユニット５の
検知信号を読み込む。次に、無呼吸状態であるか否か判定する。無呼吸状態であると判定
されるとき、就寝者に弱刺激（第１刺激）を所定時間与える。弱刺激は、刺激発生装置８
Ｃを作動させて弱い気流を使用者（殊に使用者の頭部付近）に向けて吹き出すことをいう
。上記したように弱刺激を与えた後、まだ無呼吸状態であると判定されるとき、制御装置
６は就寝者に強刺激（第２刺激）を与える。強刺激は、刺激発生装置８Ｃを作動させて弱
い気流を、弱刺激に係る所定時間よりも長い時間、使用者（殊に使用者の頭部付近）に向
けて吹き出すことをいう。あるいは、強刺激は、刺激発生装置８Ｃを作動させ、弱刺激に
おける気流ときよりも強い（単位時間あたりの流量が大きい）気流を使用者（殊に使用者
の頭部付近）に向けて吹き出すことをいう。弱い気流はもちろんのこと、強い気流といえ
ども、就寝者を覚醒させないことが好ましい。但し、場合によっては、無呼吸状態を確実
に解消させるべく、相対的に強い気流の場合には就寝者を覚醒させても良い。以上説明し
たように本実施形態によれば、上記したように就寝者が無呼吸状態であると判定されると
き、気流の弱刺激を与えて無呼吸状態の解消を促し、それでも無呼吸状態が解消されない
ときには気流の強刺激を与えて無呼吸状態の解消を促す。なお、微弱刺激、弱刺激、中刺
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激、強刺激等のように二段階以上の刺激を与えることにしても良い。なお、気流と芳香と
を混合させて複合的な刺激を、無呼吸状態の就寝者に与えても良い。
【００２７】
　（実施形態４）
　図７は実施形態４を示す。本実施形態は実施形態１と基本的には同様の構成および作用
効果をもつ。以下、相違する部分を中心として説明する。刺激手段としての刺激発生装置
８Ｄが設けられている。就寝者が無呼吸状態であると制御装置６（無呼吸状態判定手段）
が判定するとき、刺激発生装置８Ｄ（刺激発生手段）は、就寝している就寝者に刺激を与
えて無呼吸状態を軽減または解消させる。刺激発生装置８Ｄは、ベッド装置１に設置され
ている枕１００に埋設されており、振動子５１ｄをもつ。本実施形態においても、制御装
置６はセンサユニット５の検知信号を読み込み、就寝者が無呼吸状態であるか否か判定す
る。無呼吸状態であると判定されるとき、就寝者に弱刺激（第１刺激）を所定時間与える
。弱刺激は、刺激発生装置８Ｄを作動させて弱い振動を使用者に与えることをいう。上記
したように弱刺激を与えた後、まだ無呼吸状態であると判定されるとき、就寝者に強刺激
（第２刺激）を与える。強刺激は、刺激発生装置８Ｄの振動子５１ｄを作動させて弱い振
動を、弱刺激に係る所定時間よりも長い時間発生させることをいう。あるいは、強刺激は
、刺激発生装置８Ｄの振動子５１ｄを作動させて弱刺激のときよりも、相対的に強い振動
（振幅および／または振動数が相対的に高い振動）を発生させることをいう。弱い振動は
もちろんのこと、強い振動といえども、就寝者を覚醒させないことが好ましい。但し、場
合によっては、無呼吸状態を確実に解消させるべく、相対的に強い振動の場合には就寝者
を覚醒させても良い。以上説明したように本実施形態によれば、上記したように就寝者が
無呼吸状態であると判定されるとき、振動の弱刺激を与えて無呼吸状態の解消を促し、そ
れでも無呼吸状態が解消されないときには振動の強刺激を与えて無呼吸状態の解消を促す
。なお、微弱刺激、弱刺激、中刺激、強刺激等のように二段階以上の刺激を順に与えて無
呼吸状態の解消を促すことにしても良い。
【００２８】
　（実施形態５）
　図８は実施形態５を示す。本実施形態は実施形態１と基本的には同様の構成および作用
効果をもつ。以下、相違する部分を中心として説明する。刺激手段としての刺激発生装置
８Ｅが設けられている。就寝者が無呼吸状態であると制御装置６（無呼吸状態判定手段）
が判定するとき、刺激発生装置８Ｅ（刺激発生手段）は、就寝している就寝者に刺激を与
えて無呼吸状態を解消させる。刺激発生装置８Ｅは、基部８０と、基部８０に設けられた
芳香（臭気）を発生させる芳香発生部８１ａ（臭気発生器，臭気発生手段）と、ベッド装
置１のうち就寝者の頭部側に対向するように基部８０に設けられた芳香放出口８３と、光
を照射する光発生部８１ｂ（光発生手段）と、気流を発生させる気流発生部８１ｃ（気流
発生手段）と、ベッド装置１に設置されている枕１００に埋設されている振動子５１ｄと
をもつ。本実施例においても、制御装置６はセンサユニット５の検知信号を読み込む。無
呼吸状態であると判定されるとき、カウント数をインクリメントする。更に就寝者に微弱
刺激（第１刺激）を所定時間与える。弱刺激は、刺激発生装置８を作動させて弱い芳香を
発生させることをいう。上記したように微弱刺激を与えた後、センサユニット５の検知信
号を読み込む。次に、就寝者がまだ無呼吸状態であるか否か再び判定する。まだ無呼吸状
態であると判定されるとき、就寝者に弱刺激（第２刺激）を所定時間与える。弱刺激は、
刺激発生装置８Ｅを作動させて弱い光およびまたは弱い気流を所定時間発生させることを
いう。弱い刺激といえども、就寝者を覚醒させないことが好ましい。無呼吸状態が解消さ
れていると判定されるとき、刺激発生装置８Ｅを停止させる。次に、まだ無呼吸状態であ
るか否か再び判定する。まだ無呼吸状態であると判定されるとき、就寝者に中刺激（第３
刺激）を所定時間与える。中刺激といえども、就寝者を覚醒させないことが好ましい。
【００２９】
　中刺激により無呼吸状態が解消されていると判定されるとき、刺激発生装置８Ｅを停止
させる。中刺激が就寝者に与えられても、就寝者がまだ無呼吸状態であると判定されると
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せないことが好ましい。本実施形態によれば、上記したように就寝者が無呼吸状態である
と判定されるとき、微弱刺激、弱刺激、中刺激、強刺激を順に与えて無呼吸状態の解消を
促す。
【００３０】
　（実施形態６）
　図９は実施形態６を示す。本実施形態は実施形態１と基本的には同様の構成および作用
効果をもつ。共通の機能を有する部位には共通の符号を付する。以下、相違する部分を中
心として説明する。刺激手段としての刺激発生装置８Ｍ，８Ｎがベッド装置１のヘッド部
２１に設けられている。ベッド装置１には複数の就寝者Ａ，Ｂが同時に就寝できる。刺激
発生装置８Ｍは就寝者Ａに刺激を与える。刺激発生装置８Ｎは就寝者Ｂ１に刺激を与える
。このように複数の者が就寝するベッド装置１にも適用できる。その他、本発明は上記し
且つ図面に示した実施形態のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適
宜変更して実施できる。ある実施形態に特有の機能または構造は他の実施形態にも適用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】ベッド装置の斜視図である。
【図２】（Ａ）は呼吸情報信号と心拍情報信号とが合わさった波形を模式的に示す波形図
であり、（Ｂ）は節別した呼吸情報信号の波形を模式的に示す波形図であり、（Ｃ）は選
別した心拍情報信号の波形を模式的に示す波形図である。
【図３】ブロック図である。
【図４】制御装置が実行するフローチャートである。
【図５】実施形態２に係り、ベッド装置の斜視図である。
【図６】実施形態３に係り、ベッド装置の斜視図である。
【図７】実施形態４に係り、ベッド装置の斜視図である。
【図８】実施形態５に係り、ベッド装置の斜視図である。
【図９】実施形態６に係り、ベッド装置の斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１はベッド装置、２はベッド本体、３はマットレス、４はセンサユニット（呼吸検知手
段、生体情報検知体）、５０は感圧センサ、６は制御装置、８は刺激発生装置を示す。
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