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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
イベントデータおよび感情情報を含むユーザの習慣情報、ならびに、生体信号情報をセ
ルフトラッキングするモニタリングデバイス部と出力部と制御部と記憶部とを少なくとも
備えたパーソナルゲノム情報環境提供装置であって、
上記記憶部は、
発達障害に関連する、上記ユーザの遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパ
ーソナルゲノム情報を記憶するパーソナルゲノム情報記憶手段、
を備え、
上記制御部は、
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上記モニタリングデバイス部にて検出された、上記習慣情報と、上記生体信号情報と、
を統合したセルフトラッキング情報を取得するセルフトラッキング情報取得手段と、
上記パーソナルゲノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報と、上記セ
ルフトラッキング情報取得手段により取得された上記セルフトラッキング情報と、を統合
した統合情報を取得する情報統合手段と、
上記情報統合手段により取得された上記統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデー
タマイニングにより、上記遺伝子情報と、上記セルフトラッキング情報と、の相関に関す
る相関情報を含む対話的知識情報を取得するデータマイニング手段と、
上記データマイニング手段により取得された上記対話的知識情報を含む上記ユーザの認
知特性に関する特性情報を上記出力部を介して出力する情報出力手段と、
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を備えたことを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供装置。
【請求項２】
請求項１に記載のパーソナルゲノム情報環境提供装置において、
上記特性情報は、
遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情報、および／または、個性予測情報を含む
ことを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載のパーソナルゲノム情報環境提供装置において、
上記習慣情報は、
食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および／または、行動特性問診表に基づく情報で
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あることを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか一つに記載のパーソナルゲノム情報環境提供装置において、
上記生体信号情報は、
脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重、および／または、運動量に基づく情報である
ことを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供装置。
【請求項５】
イベントデータおよび感情情報を含むユーザの習慣情報、ならびに、生体信号情報をセ
ルフトラッキングするモニタリングデバイス部と出力部と制御部と記憶部とを少なくとも
備えたパーソナルゲノム情報環境提供装置において実行されるパーソナルゲノム情報環境
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提供方法であって、
上記記憶部は、
発達障害に関連する、上記ユーザの遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパ
ーソナルゲノム情報を記憶するパーソナルゲノム情報記憶手段、
を備え、
上記制御部において実行される、
上記モニタリングデバイス部にて検出された、上記習慣情報と、上記生体信号情報と、
を統合したセルフトラッキング情報を取得するセルフトラッキング情報取得ステップと、
上記パーソナルゲノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報と、上記セ
ルフトラッキング情報取得ステップにて取得された上記セルフトラッキング情報と、を統
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合した統合情報を取得する情報統合ステップと、
上記情報統合ステップにて取得された上記統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデ
ータマイニングにより、上記遺伝子情報と、上記セルフトラッキング情報と、の相関に関
する相関情報を含む対話的知識情報を取得するデータマイニングステップと、
上記データマイニングステップにて取得された上記対話的知識情報を含む上記ユーザの
認知特性に関する特性情報を上記出力部を介して出力する情報出力ステップと、
を含むことを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供方法。
【請求項６】
請求項５に記載のパーソナルゲノム情報環境提供方法において、
上記特性情報は、

40

遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情報、および／または、個性予測情報を含む
ことを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供方法。
【請求項７】
請求項５または６に記載のパーソナルゲノム情報環境提供方法において、
上記習慣情報は、
食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および／または、行動特性問診表に基づく情報で
あることを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供方法。
【請求項８】
請求項５乃至７のいずれか一つに記載のパーソナルゲノム情報環境提供方法において、
上記生体信号情報は、
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脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重、および／または、運動量に基づく情報である
ことを特徴とするパーソナルゲノム情報環境提供方法。
【請求項９】
イベントデータおよび感情情報を含むユーザの習慣情報、ならびに、生体信号情報をセ
ルフトラッキングするモニタリングデバイス部と出力部と制御部と記憶部とを少なくとも
備えたパーソナルゲノム情報環境提供装置に実行させるためのプログラムであって、
上記記憶部は、
発達障害に関連する、上記ユーザの遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパ
ーソナルゲノム情報を記憶するパーソナルゲノム情報記憶手段、
を備え、
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上記制御部において、
上記モニタリングデバイス部にて検出された、上記習慣情報と、上記生体信号情報と、
を統合したセルフトラッキング情報を取得するセルフトラッキング情報取得ステップと、
上記パーソナルゲノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報と、上記セ
ルフトラッキング情報取得ステップにて取得された上記セルフトラッキング情報と、を統
合した統合情報を取得する情報統合ステップと、
上記情報統合ステップにて取得された上記統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデ
ータマイニングにより、上記遺伝子情報と、上記セルフトラッキング情報と、の相関に関
する相関情報を含む対話的知識情報を取得するデータマイニングステップと、
上記データマイニングステップにて取得された上記対話的知識情報を含む上記ユーザの
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認知特性に関する特性情報を上記出力部を介して出力する情報出力ステップと、
を実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
請求項９に記載のプログラムにおいて、
上記特性情報は、
遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情報、および／または、個性予測情報を含む
ことを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
請求項９または１０に記載のプログラムにおいて、
上記習慣情報は、
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食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および／または、行動特性問診表に基づく情報で
あることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
請求項９乃至１１のいずれか一つに記載のプログラムにおいて、
上記生体信号情報は、
脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重、および／または、運動量に基づく情報である
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、パーソナルゲノム情報環境提供装置、パーソナルゲノム情報環境提供方法、
および、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、肉体的または精神的なヘルスケア情報を提供する技術が開示されている。
【０００３】
非特許文献１に記載の疾患リスク予想方法においては、次世代シーケンスシーケンサー
技術等の革新的技術の近年における急激なコストダウンを利用して、遺伝子の個人差を予
防医療に生かし、疾患に関連する遺伝子を発見し、個人の疾患リスクを予想しようという
オーダーメイド医療実現のための技術が開示されている。
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【０００４】
また、非特許文献２乃至５に記載のソーシャルネットワークサービスにおいては、ソー
シャルネットワークなどのコミュニティを積極的に利用してインターネットでつながれた
ヒトの情報を共有し、問題解決、ヘルスケア、および、科学発見に役立てる参加型ヘルス
ケア、および、参加型科学発見すなわちＣｉｔｉｚｅｎＳｃｉｅｃｅと呼ばれる技術が開
示されている。当該ソーシャルネットワークサービスにおいては、従来のように遺伝子研
究の医学研究者の間だけで主に病気のヒトを対象にして使われていたパーソナルゲノム情
報を、一般の多くの健康なヒトにも手にしやすくさせている。それにより、当該ソーシャ
ルネットワークサービスにおいては、従来よりも飛躍的にサンプルデータの数を収集でき
るようになり、従来得られていた知見とは全く異なる新たな知見を見出す可能性を提示し
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ている。
【０００５】
また、古来より、心身ともに健康で自分らしい生き方を見出していくために宗数、哲学
、または、人間関係など様々な知見が歴史的に蓄積され、近年ではコーチングや自己啓発
などの分野で実用的なプログラムも開発されてきている。当該プログラムとしては、例え
ば、ナポレオンヒルプログラム（成功哲学）、デルカーネギープログラム（人間関係）、
Ａエニアグラム（人間関係）、および、ＮＬＰ（認知心理学に基づく自己トレーニング）
などがあった。しかしながら、当該プログラムは、主に多くの経験やケースに基づいて体
系化されてきたものであり、必ずしも科学データに裏付けられているものではなかった。
そこで、非特許文献６に記載のＥｘｐｅｒｉｅｎｃｅ

Ｓａｍｐｌｉｎｇ

Ｍｅｔｈｏｄ
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（ＥＳＭ）という手法においては、科学データに基づき人が幸せを感じる要因にアプロー
チする技術が開示されている。具体的には、当該ＥＳＭにおいては、ポケベルを参加者に
配り、ポケベルが鳴ったときに参加者がどのような状態でどう感じていたかのデータを集
積し、人がどういう状態のときに幸せを感じるかについて分析する技術が開示されている
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｐａｕｌｉｎｅ

Ｃ．

Ｎｇ，

Ｓａｍｕｅｌ

Ｌｅｖｙ

Ｊ．

Ｃｒａｉｇ

ｄａ

ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚｅｄ

ｆｏｒ

システム２００９

Ｏｃｔ

ａｎｄ

Ｓａｒａｈ

Ｓ．

Ｖｅｎｔｅｒ，

Ｍｕｒｒａｙ，

ｍｅｄｉｃｉｎｅ，

Ａｎ

ａｇｅｎ

Ｎａｔｕｒｅ．
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外部

８；４６１（７２６５）：７２４−６．

【非特許文献２】２３ａｎｄＭｅ

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．２３ａｎｄｍｅ．ｃｏｍ

／）
【非特許文献３】ＰａｔｉｏｎｔＬｉｋｅＭｅ

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐａｔｉｅｎ

ｔｓｌｉｋｅｍｅ．ｃｏｍ／）
【非特許文献４】ＰｈａｒｍＧＫＢ

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈａｒｍｇｋｂ．ｏｒ

ｇ／）
【非特許文献５】Ｆｏｌｄｉｎｇ＠ｈｏｍｅ

（ｈｔｔｐ：／／ｆｏｌｄｉｎｇ．ｓｔａ
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ｎｆｏｒｄ．ｅｄｕ／）
【非特許文献６】Ｃｓｉｋｓｚｅｎｔｍｉｈａｌｙｉ，
Ｆｉｎｄｉｎｇ
ｎｔ

ｗｉｔｈ

Ｆｌｏｗ：Ｔｈｅ
Ｅｖｅｒｙｄａｙ

Ｍｉｈａｌｙ

Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ
Ｌｉｆｅ．

Ｂａｓｉｃ

ｏｆ

（１９９８）．
Ｅｎｇａｇｅｍｅ

Ｂｏｏｋｓ．

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、非特許文献１に記載の従来の疾患リスク予想方法においては、主に医療
分野での応用に主眼が置かれており、医療外の分野で個人ゲノム情報がいかに人に影響を
与えうるかという視点で開発されていないという問題点を有していた。また、関連遺伝子
探索、または、疾患予測等は人種差の影響を大きく受けるが、当該疾患リスク予想方法に
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おいては、現状では欧米人のデータが中心であり、人種差を考慮した体質予測がされてお
らず、予測モデル自体も研究途上にあるという問題点を有していた。また、当該疾患リス
ク予想方法においては、複数の遣伝子検査会社から異なる予測結果が報告されているとい
う問題点を有していた。
【０００８】
また、非特許文献２乃至５に記載の従来のソーシャルネットワークサービスにおいては
、参加型科学発見プロジェクトのフレームワークのベネフィットとリスクに関する研究が
これまでほとんどなされてこなかったという問題点を有していた。
【０００９】
また、非特許文献６に記載の従来のＥＳＭにおいては、主観にもとづいたアンケート形
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式のデータ分析のみを対象としており生体シグナル信号などの客観的データは用いておら
ず、参加者の人数や時間にも制約があるという問題点を有していた。
【００１０】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、医療分野の枠を超えて科学的データで
あるパーソナルゲノム情報を個人のライフスタイルに取り入れることで、気づき、または
、自分にあった生き方を発見的に見出し、能力開発または人間関係の改善等につなげるこ
とができ、個人が心身ともに健康で自分らしい生き方を見出していくことができる情報提
供環境を実現することができるパーソナルゲノム情報環境提供装置、パーソナルゲノム情
報環境提供方法、および、プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
このような目的を達成するため、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供装置は、ユー
ザの習慣情報、および、生体信号情報をセルフトラッキングするモニタリングデバイス部
と出力部と制御部と記憶部とを少なくとも備えたパーソナルゲノム情報環境提供装置であ
って、上記記憶部は、上記ユーザの遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパー
ソナルゲノム情報を記憶するパーソナルゲノム情報記憶手段、を備え、上記制御部は、上
記モニタリングデバイス部にて検出された、上記習慣情報と、上記生体信号情報と、を統
合したセルフトラッキング情報を取得するセルフトラッキング情報取得手段と、上記パー
ソナルゲノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報、および、上記セルフ
トラッキング情報取得手段により取得された上記セルフトラッキング情報に基づき、上記

30

ユーザの特性に関する特性情報を取得する特性情報取得手段と、上記特性情報取得手段に
より取得された上記特性情報を上記出力部を介して出力する情報出力手段と、を備えたこ
とを特徴とする。
【００１２】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供装置は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供装置において、上記特性情報は、対話的知識情報を含み、上記特性情報取得手
段は、上記パーソナルゲノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報と、上
記セルフトラッキング情報取得手段により取得された上記セルフトラッキング情報と、を
統合した統合情報を取得する情報統合手段と、上記情報統合手段により取得された上記統
合情報に対するデータマイニングにより上記対話的知識情報を取得するデータマイニング
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手段と、を備え、上記情報出力手段は、上記データマイニング手段により取得された上記
対話的知識情報を上記出力部を介して出力することを特徴とする。
【００１３】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供装置は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供装置において、上記特性情報は、遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情
報、および／または、個性予測情報を含むことを特徴とする。
【００１４】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供装置は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供装置において、上記対話的知識情報は、上記遺伝子情報と、上記セルフトラッ
キング情報と、の相関に関する相関情報を含み、上記データマイニング手段は、上記情報
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統合手段により取得された上記統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデータマイニン
グにより上記対話的知識情報を取得することを特徴とする。
【００１５】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供装置は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供装置において、上記習慣情報は、食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および
／または、行動特性問診表に基づく情報であることを特徴とする。
【００１６】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供装置は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供装置において、上記生体信号情報は、脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重
、および／または、運動量に基づく情報であることを特徴とする。
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【００１７】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供方法は、ユーザの習慣情報、および、生
体信号情報をセルフトラッキングするモニタリングデバイス部と出力部と制御部と記憶部
とを少なくとも備えたパーソナルゲノム情報環境提供装置において実行されるパーソナル
ゲノム情報環境提供方法であって、上記記憶部は、上記ユーザの遺伝子情報と、遺伝的知
識情報と、を対応付けたパーソナルゲノム情報を記憶するパーソナルゲノム情報記憶手段
、を備え、上記制御部において実行される、上記モニタリングデバイス部にて検出された
、上記習慣情報と、上記生体信号情報と、を統合したセルフトラッキング情報を取得する
セルフトラッキング情報取得ステップと、上記パーソナルゲノム情報記憶手段に記憶され
た上記パーソナルゲノム情報、および、上記セルフトラッキング情報取得ステップにて取
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得された上記セルフトラッキング情報に基づき、上記ユーザの特性に関する特性情報を取
得する特性情報取得ステップと、上記特性情報取得ステップにて取得された上記特性情報
を上記出力部を介して出力する情報出力ステップと、を含むことを特徴とする。
【００１８】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供方法は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供方法において、上記特性情報は、対話的知識情報を含み、上記特性情報取得ス
テップは、上記パーソナルゲノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報と
、上記セルフトラッキング情報取得ステップにて取得された上記セルフトラッキング情報
と、を統合した統合情報を取得する情報統合ステップと、上記情報統合ステップにて生成
された上記統合情報に対するデータマイニングにより上記対話的知識情報を取得するデー
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タマイニングステップと、を含み、上記情報出力ステップは、上記データマイニングステ
ップにて取得された上記対話的知識情報を上記出力部を介して出力することを特徴とする
。
【００１９】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供方法は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供方法において、上記特性情報は、遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情
報、および／または、個性予測情報を含むことを特徴とする。
【００２０】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供方法は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供方法において、上記対話的知識情報は、上記遺伝子情報と、上記セルフトラッ
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キング情報と、の相関に関する相関情報を含み、上記データマイニングステップは、上記
情報統合ステップにて生成された上記統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデータマ
イニングにより上記対話的知識情報を取得することを特徴とする。
【００２１】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供方法は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供方法において、上記習慣情報は、食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および
／または、行動特性問診表に基づく情報であることを特徴とする。
【００２２】
また、本発明のパーソナルゲノム情報環境提供方法は、上記記載のパーソナルゲノム情
報環境提供方法において、上記生体信号情報は、脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重
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、および／または、運動量に基づく情報であることを特徴とする。
【００２３】
また、本発明のプログラムは、ユーザの習慣情報、および、生体信号情報をセルフトラ
ッキングするモニタリングデバイス部と出力部と制御部と記憶部とを少なくとも備えたパ
ーソナルゲノム情報環境提供装置に実行させるためのプログラムであって、上記記憶部は
、上記ユーザの遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパーソナルゲノム情報を
記憶するパーソナルゲノム情報記憶手段、を備え、上記制御部において、上記モニタリン
グデバイス部にて検出された、上記習慣情報と、上記生体信号情報と、を統合したセルフ
トラッキング情報を取得するセルフトラッキング情報取得ステップと、上記パーソナルゲ
ノム情報記憶手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報、および、上記セルフトラッキ
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ング情報取得ステップにて取得された上記セルフトラッキング情報に基づき、上記ユーザ
の特性に関する特性情報を取得する特性情報取得ステップと、上記特性情報取得ステップ
にて取得された上記特性情報を上記出力部を介して出力する情報出力ステップと、を実行
させることを特徴とする。
【００２４】
また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記特性情報は、対話
的知識情報を含み、上記特性情報取得ステップにおいて、上記パーソナルゲノム情報記憶
手段に記憶された上記パーソナルゲノム情報と、上記セルフトラッキング情報取得ステッ
プにて取得された上記セルフトラッキング情報と、を統合した統合情報を取得する情報統
合ステップと、上記情報統合ステップにて生成された上記統合情報に対するデータマイニ
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ングにより上記対話的知識情報を取得するデータマイニングステップと、を実行させ、上
記情報出力ステップにおいて、上記データマイニングステップにて取得された上記対話的
知識情報を上記出力部を介して出力することを実行させることを特徴とする。
【００２５】
また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記特性情報は、遺伝
的な病気のリスク予測情報、薬効予測情報、および／または、個性予測情報を含むことを
特徴とする。
【００２６】
また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記対話的知識情報は
、上記遺伝子情報と、上記セルフトラッキング情報と、の相関に関する相関情報を含み、
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上記データマイニングステップにおいて、上記情報統合ステップにて生成された上記統合
情報に対する遺伝子統計解析を用いたデータマイニングにより上記対話的知識情報を取得
することを実行させることを特徴とする。
【００２７】
また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記習慣情報は、食事
、睡眠、運動、日記、行動記録、および／または、行動特性問診表に基づく情報であるこ
とを特徴とする。
【００２８】
また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記生体信号情報は、
脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重、および／または、運動量に基づく情報であるこ
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とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
この発明によれば、習慣情報（例えば、食事、睡眠、運動、日記、行動記録、または、
行動特性など日常的に反復または繰り返されている行動情報等のライフログ）と、生体信
号情報（例えば、血圧、脈拍、脳波、血液測定値、または、運動量など数値的に表示可能
な生体信号等）と、を統合したセルフトラッキング情報（例えば、習慣情報と生体信号情
報とを統合したもの等）を取得し、パーソナルゲノム情報（例えば、個人の遺伝子解析結
果に基づく情報等）、および、セルフトラッキング情報に基づき、ユーザの特性に関する
特性情報（例えば、セルフトラッキング情報に基づくユーザ単位の特性に関する情報等）
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を取得し、特性情報を出力するので、個人の遺伝子解析結果に基づく遺伝的傾向予測と日
々の行動習慣記録とをもとに、個人の特性を分析し、気づきを促す知的エージェントとの
対話が可能となることで個人の生活環境改善情報を提供でき、個人が自分らしさ、および
、自分自身の行動特性の傾向に気づき、自分にあった心身ともに健康な生活習慣の改善意
識を高めることができるという効果を奏する。すなわち、この発明によれば、自分らしさ
についての気づきを得ることで、自分自身の脳や心や体の働きを修正し、心身ともに健康
な自分らしい生活習慣を身につけることができるという効果を奏する。また、この発明に
よれば、Ｗｅｂゲノム解析（例えば、Ｗｅｂを活用した個人の生活環境改善を図るための
解析等）という新たな分野の創出につながるという効果を奏する。また、この発明によれ
ば、社会情報科学の知見を取り入れて、遺伝子情報がもたらす新たな情報環境と人とのイ
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ンタラクションの比較検証を行う技術の開発に貢献できるという効果を奏する。
【００３０】
また、この発明によれば、パーソナルゲノム情報と、セルフトラッキング情報と、を統
合した統合情報を取得し、統合情報に対するデータマイニングにより対話的知識情報を取
得し、対話的知識情報を出力するので、ユーザが主体的な自己観察および自己発見の習慣
を身に付けながら、個人のライフログとゲノム情報とを各個人のポリシーに応じて自主的
にコミュニティにおいて安全に集積する仕組みを導入することにより、遺伝子と個人の行
動特性との相関を見出すデータマイニングを効果的に行うことが可能になるというという
効果を奏する。それにより、この発明によれば、例えば、各個人は、脳トレーニングゲー
ムのような形で、楽しく、自分自身の個性発見および能力向上に役立つフィードバックを
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得ながら、科学発見コミュニティに参加することができるという効果を奏する。
【００３１】
また、この発明によれば、特性情報は、遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情報
、および／または、個性予測情報を含むので、医学、薬学、または、行動科学等の分野で
新たな遺伝子解釈の知見をもたらす科学発見プラットフォームを構築できるという効果を
奏する。また、この発明によれば、医学、薬学、または、行動科学等の分野の科学発見に
役立つデータを集積し、新たな科学発見に資するサイクルを作りだすことができるという
効果を奏する。
【００３２】
また、この発明によれば、対話的知識情報は、遺伝子情報と、セルフトラッキング情報
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と、の相関に関する相関情報を含み、統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデータマ
イニングにより対話的知識情報を取得するので、遺伝子情報とセルフトラッキング情報と
がもたらす新たな情報環境と人とのインタラクションの理解を促進できるという効果を奏
する。
【００３３】
また、この発明によれば、習慣情報は、食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および／
または、行動特性問診表に基づく情報であるので、ユーザの必要とする習慣を選択するこ
とができるという効果を奏する。
【００３４】
また、この発明によれば、生体信号情報は、脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、体重、
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および／または、運動量に基づく情報であるので、ユーザの必要とする生体信号を選択す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本実施の形態の基本原理を示すフローチャートである。
【図２】図２は、本実施の形態のパーソナルゲノム情報環境提供装置の処理の一例を示す
フローチャートである。
【図３】図３は、本実施の形態の概念の一例を示す図である。
【図４】図４は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境提供装置の構成の一例
を示すブロック図である。
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【図５】図５は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境提供装置の構成の一例
を示すブロック図である。
【図６】図６は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境の処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図７】図７は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境の処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図８】図８は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図９】図９は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
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【図１２】図１２は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１５】図１５は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、本実施の形態における行動記録の一例を示す図である。
【図１８】図１８は、本実施の形態における行動記録の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、本実施の形態における生体シグナル取得の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、本実施の形態における生体シグナル取得の一例を示す図である。
【図２１】図２１は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
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を示す図である。
【図２２】図２２は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
を示す図である。
【図２３】図２３は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
を示す図である。
【図２４】図２４は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
を示す図である。
【図２５】図２５は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
を示す図である。
【図２６】図２６は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
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を示す図である。
【図２７】図２７は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
を示す図である。
【図２８】図２８は、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリングデバイス部の一例
を示す図である。
【図２９】図２９は、本実施の形態における行動記録と生体シグナルとを統合したセルフ
トラッキング情報の一例を示す図である。
【図３０】図３０は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境の処理の一例を示
すフローチャートである。
【図３１】図３１は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム知識データベースに記憶さ
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れたデータの一例を示す図である。
【図３２】図３２は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム知識データベースに記憶さ
れたデータの一例を示す図である。
【図３３】図３３は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境の処理の一例を示
すフローチャートである。
【図３４】図３４は、本実施の形態におけるマッピングの一例を示す図である。
【図３５】図３５は、本実施の形態における統合情報の一例を示す図である。
【図３６】図３６は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境の処理の一例を示
すフローチャートである。
【図３７】図３７は、本実施の形態におけるデータマイニング処理の一例を示す図である
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。
【図３８】図３８は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境の処理の一例を示
すフローチャートである。
【図３９】図３９は、本実施の形態における表示画面の一例を示す図である。
【図４０】図４０は、本実施の形態における睡眠および行動データのセルフトラッキング
によるＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅの処理の一例を示すフローチャートである。

【図４１】図４１は、本実施の形態におけるモニタリングデバイス部にて得られる睡眠関
連データ変化グラフの一例を示す図である。
【図４２】図４２は、本実施の形態における情報提示の一例を示す図である。
【図４３】図４３は、本実施の形態における情報提示の一例を示す図である。

10

【図４４】図４４は、本実施の形態におけるデータマイニングエンジンによる解析結果の
一例を示す図である。
【図４５】図４５は、本実施の形態におけるアクションプランの実行前後の睡眠スコアの
一例を示す図である。
【図４６】図４６は、本実施の形態におけるＯＸＴＲ遺伝子多型の変異とＥＱテストおよ
びＩＲＩテストとの関係の一例を示す図である。
【図４７】図４７は、本実施の形態における参加ポリシーの提示処理の一例を示す図であ
る。
【図４８】図４８は、本実施の形態における対話ボードの一例を示す図である。
【図４９】図４９は、本実施の形態におけるジョハリの窓の一例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下に、本発明にかかるパーソナルゲノム情報環境提供装置、パーソナルゲノム情報環
境提供方法、および、プログラムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、
この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００３７】
［本発明の実施の形態の概要］
以下、本発明の実施の形態の概要について図１乃至図３を参照して説明し、その後、本
実施の形態の構成および処理等について詳細に説明する。図１は、本実施の形態の基本原
理を示すフローチャートである。本実施の形態は、概略的に、以下の基本的特徴を有する
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。
【００３８】
すなわち、本実施の形態のパーソナルゲノム情報環境提供装置の制御部は、図１に示す
ように、モニタリングデバイス部にて検出された、ユーザの習慣情報と、ユーザの生体信
号情報と、を統合したセルフトラッキング情報を取得する（ステップＳＡ−１）。ここで
、習慣情報（ライフログ）は、食事、睡眠、運動、日記、行動記録、および／または、行
動特性問診表（行動特性）に基づく情報（例えば、日常的に反復または繰り返されている
行動情報等）であってもよい。また、生体信号情報は、血圧、脳波、心拍数、脈拍、睡眠
波形、血糖値、血液測定値、体重、および／または、運動量等の数値的に表示可能な生体
信号に基づく情報であってもよい。
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【００３９】
そして、パーソナルゲノム情報環境提供装置の制御部は、記憶部に記憶されたパーソナ
ルゲノム情報（例えば、個人の遺伝子解析結果に基づく情報等）、および、ステップＳＡ
−１にて取得したセルフトラッキング情報に基づき、ユーザの特性を分析し、当該特性に
関する特性情報を取得する（ステップＳＡ−２）。ここで、特性情報は、遺伝的な病気の
リスク予測情報、薬効予測情報、および／または、個性予測情報であって、例えば、セル
フトラッキング情報に基づくユーザ単位の特性に関する情報等であってもよい。
【００４０】
そして、パーソナルゲノム情報環境提供装置の制御部は、ステップＳＡ−２にて取得し
た特性情報を出力部を介して出力し（ステップＳＡ−３）、処理を終了する。
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【００４１】
このように、パーソナルゲノム情報環境提供装置は、個人の日々の習慣行動や生体信号
情報をモバイルデバイスなどを用いて簡単にセルフトラッキングし、個人の心身の状態変
化を行動記録とあわせて集積することにより、個人の行動特性および思考特性を抽出する
とともに、一個人のゲノム情報と行動記録情報とを組み合わせることによって、個人が自
分らしさまたは個性を発見し、個人に新たな気づきを促すパーソナルゲノム情報環境を提
供することができる。
【００４２】
ここで、図２および図３を参照して、図１のステップＳＡ−２およびステップＳＡ−３
の処理の一例について更に説明する。図２は、本実施の形態のパーソナルゲノム情報環境
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提供装置の処理の一例を示すフローチャートである。図３は、本実施の形態の概念の一例
を示す図である。
【００４３】
図２に示すように、本実施の形態のパーソナルゲノム情報環境提供装置の制御部は、記
憶部に記憶されたパーソナルゲノム情報と、ユーザの習慣情報およびユーザの生体信号情
報を統合したセルフトラッキング情報と、を統合した統合情報を取得する（ステップＳＢ
−１）。例えば、図３に示すように、オーダーメイド医療のプラットフォーム等である知
的レイティングシステム（制御部）は、ユーザの遺伝子情報と、モニタリングデバイス部
にてセルフトラッキングされ、行動特性等が抽出され、蓄積されたユーザのセルフトラッ
キングデータ（例えば、個人属性等）と、を統合した統合情報を取得する。
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【００４４】
そして、パーソナルゲノム情報環境提供装置の制御部は、ステップＳＢ−１にて取得し
た統合情報に対するデータマイニングにより対話的知識情報を取得する（ステップＳＢ−
２）。ここで、制御部は、ステップＳＢ−１にて取得した統合情報に対する遺伝子統計解
析を用いたデータマイニングにより対話的知識情報を取得してもよい。また、対話的知識
情報は、遺伝子情報と、セルフトラッキング情報と、の相関に関する相関情報を含んでい
てもよい。例えば、図３に示すように、遺伝子解析システム（制御部）は、統合情報に対
する疾患関連遺伝子探索等の遺伝子統計解析を用いたデータマイニングにより新たな市民
参加型の科学的発見等である対話的知識情報（例えば、疾患リスク、薬効、体質レポート
、予防医療、個性、または、才能発見等の情報）を取得する。
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【００４５】
そして、パーソナルゲノム情報環境提供装置の制御部は、ステップＳＢ−２にて取得し
た対話的知識情報を出力部を介して出力し（ステップＳＢ−３）、処理を終了する。
【００４６】
このように、パーソナルゲノム情報環境提供装置は、蓄積された個人の習慣記録、およ
び、生体信号情報記録と個人ゲノム情報とを、各個人が主体的にコミュニティ間で共有し
、共有された行動特牲および思考特性と遺伝子との相関関係を統計的に解析することによ
り、医学、薬学、または、行動科学等の科学分野で注目される特性と遺伝子との関連性を
検証あるいは新規に発見する仕組みとプラットフォームを提供することができる。すなわ
ち、最新のセルフトラッキングデバイスを用いて個人が容易に個人の日々のイベント、そ
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の時どう感じていたか、および、どのような心身状態であったかを主観的データのみなら
ず、生体シグナル（脳波または心拍数）を統合して蓄積していく仕組みを用いることで、
個人が科学的データに基づいて、気づきまたは自分にあった生き方（能力開発および人間
関係の改善を含む）を発見的に見出していく情報環境を提供することができる。
【００４７】
以上で、本実施の形態の概要の説明を終える。
【００４８】
［パーソナルゲノム情報環境提供装置１００の構成］
次に、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境提供装置１００の構成の詳細に
ついて、図４および図５を参照して以下に説明する。
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【００４９】
［構成（その１）］
まず、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境提供装置１００の構成の一例に
ついて、図４を参照して以下に説明する。図４は、本実施の形態におけるパーソナルゲノ
ム情報環境提供装置１００の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に
関係する部分のみを概念的に示している。
【００５０】
図４において、ネットワーク３００は、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００と外
部システム２００とを相互に接続する機能を有し、例えば、インターネット等である。
【００５１】
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図４において、外部システム２００は、ネットワーク３００を介して、パーソナルゲノ
ム情報環境提供装置１００と相互に接続され、ユーザに対して遺伝子情報等に関する外部
データベース、および／または、ソーシャルネットワーク等の外部プログラム等を実行す
るウェブサイトを提供する機能等を有する。
【００５２】
ここで、外部システム２００は、ＷＥＢサーバやＡＳＰサーバ等として構成していても
よい。また、外部システム２００のハードウェア構成は、一般に市販されるワークステー
ション、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置およびその付属装置により構成してい
てもよい。また、外部システム２００の各機能は、外部システム２００のハードウェア構
成中のＣＰＵ、ディスク装置、メモリ装置、入力装置、出力装置、通信制御装置等および
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それらを制御するプログラム等により実現される。
【００５３】
図４においてパーソナルゲノム情報環境提供装置１００は、概略的に、制御部１０２と
通信制御インターフェース部１０４と入出力制御インターフェース部１０８と記憶部１０
６を備えるパーソナルゲノム情報環境である。ここで、制御部１０２は、パーソナルゲノ
ム情報環境提供装置１００の全体を統括的に制御するＣＰＵ等である。また、通信制御イ
ンターフェース部１０４は、通信回線等に接続されるルータ等の通信装置（図示せず）に
接続されるインターフェースであり、入出力制御インターフェース部１０８は、モニタリ
ングデバイス部１１２、表示部１１４と音声出力部１１６とを少なくとも含む出力部、お
よび、入力部１１８に接続されるインターフェースである。また、記憶部１０６は、各種
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のデータベースやテーブルなどを格納する装置である。これらパーソナルゲノム情報環境
提供装置１００の各部は任意の通信路を介して通信可能に接続されている。更に、このパ
ーソナルゲノム情報環境提供装置１００は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線ま
たは無線の通信回線を介して、ネットワーク３００に通信可能に接続されている。
【００５４】
記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（習慣情報データベース１０
６ａ、生体信号情報データベース１０６ｂ、および、パーソナルゲノム情報データベース
１０６ｃ）は、固定ディスク装置等のストレージ手段である。例えば、記憶部１０６は、
各種処理に用いる各種のプログラム、テーブル、ファイル、データベース、および、ウェ
ブページ等を格納する。
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【００５５】
これら記憶部１０６の各構成要素のうち、習慣情報データベース１０６ａは、ユーザの
習慣情報を記憶する習慣情報記憶手段であり、例えば、ユーザ個人の生活習慣（ライフロ
グ）を記録した習慣記録データベースである。ここで、習慣情報は、食事、睡眠、運動、
日記、行動記録、および／または、行動特性問診表に基づく情報であってもよい。例えば
、習慣情報は、イベント記録、質問票の回答記録、ＳＮＳ記録、日記、および／または、
アイコンによる心身状態記録情報であってもよい。
【００５６】
また、生体信号情報データベース１０６ｂは、ユーザの生体信号情報を記憶する生体信
号情報記憶手段であり、例えば、生体シグナルを記録した身体情報記録データベースであ
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る。ここで、生体信号情報は、脳波、心拍数（心拍センサデータ）、睡眠波形、血糖値、
体重、および／または、運動量に基づく情報であってもよい。
【００５７】
また、パーソナルゲノム情報データベース１０６ｃは、ユーザの遺伝子情報と、遺伝的
知識情報と、を対応付けたパーソナルゲノム情報を記憶するパーソナルゲノム情報記憶手
段であり、例えば、ユーザ個人のゲノム情報および遺伝子に関する知識データを記憶する
パーソナルゲノム知識データベースである。ここで、遺伝的知識情報とは、塩基配列、ゲ
ノタイプ、フェノタイプ、および／または、アノテーション等に関する情報であってもよ
い。これら遺伝的知識情報は、パーソナルゲノム情報データベース１０６ｃに予め記憶さ
れており、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００の制御部１０２は、定期的に、およ
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び／または、制御部１０２による処理に応じて（例えば、制御部１０２においてデータが
必要となる契機等に）ネットワーク３００を介して最新のデータを外部システム２００等
からダウンロードしてパーソナルゲノム情報データベース１０６ｃに記憶された遺伝的知
識情報をアップデートしてもよい。
【００５８】
また、図４において、通信制御インターフェース部１０４は、パーソナルゲノム情報環
境提供装置１００とネットワーク３００（またはルータ等の通信装置）との間における通
信制御を行う。すなわち、通信制御インターフェース部１０４は、他の端末と通信回線を
介してデータを通信する機能を有する。
20

【００５９】
また、図４において、入出力制御インターフェース部１０８は、モニタリングデバイス
部１１２、表示部１１４、音声出力部１１６、および、入力部１１８の制御を行う。
【００６０】
ここで、モニタリングデバイス部１１２は、ユーザの習慣情報、および、ユーザの生体
信号情報をセルフトラッキングするモニタリングデバイス手段であり、例えば、ユーザの
習慣情報、および／または、ユーザの生体信号情報等の測定および取得を可能とする携帯
デバイス等であるモニタリングデバイス群である。ここで、モニタリングデバイス部１１
２は、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００から着脱可能（モバイル型）であっても
よく、ネットワーク３００を介して外部システム（外部装置）２００等からデータを直接
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受信してもよい。
【００６１】
また、表示部１１４としては、モニタ（家庭用テレビを含む）等を用いることができる
（なお、以下においては表示部１１４をモニタとして記載する場合がある）。また、音声
出力部１１６は、音声情報を音声として出力する音声出力手段（例えば、スピーカ等）で
あってもよい。また、入力部１１８は、例えば、キー入力部、タッチパネル、コントロー
ルパッド（例えば、タッチパッド、および、ゲームパッド等）、マウス、キーボード、お
よび、マイク等であってもよい。
【００６２】
また、図４において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）等

の制御プログラムや、各種の処理手順等を規定したプログラム、および、所要データを格
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納するための内部メモリを有する。そして、制御部１０２は、これらのプログラム等によ
り、種々の処理を実行するための情報処理を行う。制御部１０２は、機能概念的に、セル
フトラッキング情報取得部１０２ａ、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂ、特性情報取
得部１０２ｃ、および、情報出力部１０２ｆを備える。
【００６３】
このうち、セルフトラッキング情報取得部１０２ａは、モニタリングデバイス部１１２
にて検出された、習慣情報と、生体信号情報と、を統合したセルフトラッキング情報を取
得するセルフトラッキング情報取得手段であり、例えば、習慣情報と、生体信号情報と、
を統合するモジュールを含む情報統合エンジンである。
【００６４】
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また、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、ユーザの遺伝子情報を取得し、当該遺
伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパーソナルゲノム情報を取得するパーソナ
ルゲノム情報取得手段である。ここで、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、更に、
パーソナルゲノム情報をパーソナルゲノム情報データベース１０６ｃに格納してもよい。
【００６５】
また、特性情報取得部１０２ｃは、パーソナルゲノム情報、および、セルフトラッキン
グ情報取得部１０２ａにより取得されたセルフトラッキング情報に基づき、ユーザの特性
を分析し、当該特性に関する特性情報を取得する特性情報取得手段である。ここで、特性
情報は、遺伝的な病気のリスク予測情報、薬効予測情報、および／または、個性予測情報
を含んでいてもよい。また、特性情報は、対話的知識情報を含んでいてもよい。ここで、
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対話的知識情報は、遺伝子情報と、セルフトラッキング情報と、の相関に関する相関情報
を含んでいてもよい。また、特性情報取得部１０２ｃは、図４に示すように、情報統合部
１０２ｄ、および、データマイニング部１０２ｅを少なくとも備える。
【００６６】
ここで、情報統合部１０２ｄは、パーソナルゲノム情報と、セルフトラッキング情報取
得部１０２ａにより取得されたセルフトラッキング情報と、を統合した統合情報を取得す
る情報統合手段であり、例えば、ゲノムデータと、セルフトラッキングデータと、を統合
するモジュールを含む情報統合エンジンである。
【００６７】
また、データマイニング部１０２ｅは、情報統合部１０２ｄにより取得された統合情報
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に対するデータマイニングにより対話的知識情報を取得するデータマイニング手段であり
、例えば、ゲノムデータおよびセルフトラッキングデータから知識発見を行うモジュール
を含むデータマイニングエンジンである。ここで、データマイニング部１０２ｅは、情報
統合部１０２ｄにより取得された統合情報に対する遺伝子統計解析を用いたデータマイニ
ングにより対話的知識情報を取得してもよい。
【００６８】
また、情報出力部１０２ｆは、特性情報取得部１０２ｃにより取得された特性情報を出
力部を介して出力させる特性情報出力手段であり、例えば、個人に気づきを促すインター
フェースとなる知的エージェントエンジンである。ここで、情報出力部１０２ｆは、デー
タマイニング部１０２ｅにより取得された対話的知識情報を出力部を介して出力してもよ
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い。例えば、情報出力部１０２ｆは、ユーザに対話的知識提示をしながら気づきを促すイ
ンターフェースとなる知的エージェントエンジンであってもよい。ここで、情報出力部１
０２ｆは、特性情報等を表示部１１４に表示させてもよい。また、情報出力部１０２ｆは
、特性情報等を音声出力部１１６を介して出力させてもよい。
【００６９】
以上で、本実施の形態の構成（その１）の説明を終える。
【００７０】
［構成（その２）］
次に、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境提供装置１００の構成の一例に
ついて、図５を参照して以下に説明する。図５は、本実施の形態におけるパーソナルゲノ

40

ム情報環境提供装置１００の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に
関係する部分のみを概念的に示している。
【００７１】
図５において、パーソナルゲノム情報環境（パーソナルゲノム情報環境提供装置）１０
０の習慣記録データベース（習慣情報データベース）１０６ａには、モニタリングデバイ
ス群（モニタリングデバイス部）１１２にてセルフトラッキングされたユーザの食事、睡
眠、運動、日記、行動記録、行動特性問診表、イベント記録、質問票の回答記録、ＳＮＳ
記録、日記、および、アイコンによる心身状態記録等のライフログ、すなわち、個人の生
活習慣に関する習慣記録（習慣情報）が記憶されている。
【００７２】
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また、パーソナルゲノム情報環境１００の身体情報記録データベース（生体信号情報デ
ータベース）１０６ｂには、モニタリングデバイス群１１２にてセルフトラッキングされ
たユーザの脳波、心拍数、体重、および、運動量等の生体シグナルである身体情報（生体
信号情報）が記憶されている。
【００７３】
また、パーソナルゲノム情報環境１００のパーソナルゲノム知識データベース（パーソ
ナルゲノム情報データベース）１０６ｃには、個人のゲノム情報、および、遺伝子に関す
る知識データが記憶されている。
【００７４】
また、パーソナルゲノム情報環境１００の情報統合エンジンは、習慣記録データベース
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１０６ａに記憶された習慣情報、および、身体情報記録データベース１０６ｂに記憶され
た生体信号情報を統合するモジュール（セルフトラッキング情報取得部１０２ａ）、なら
びに、セルフトラッキングデータ、および、パーソナルゲノム知識データベース１０６ｃ
に記憶されたゲノムデータを統合するモジュール（情報統合部１０２ｄ）を含むモジュー
ルである。
【００７５】
また、データマイニングエンジン（データマイニング部）１０２ｅは、習慣記録データ
ベース１０６ａおよび身体情報記録データベース１０６ｂに記憶されたセルフトラッキン
グデータ、ならびに、パーソナルゲノム知識データベース１０６ｃに記憶されたゲノムデ
ータから知識発見を行うモジュールである。
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【００７６】
また、知的エージェントエンジン（情報出力部）１０２ｆは、ユーザと対話的知識提示
をしながら気づきを促すインターフェースである。
【００７７】
このように、パーソナルゲノム情報環境１００は、習慣記録データベース１０６ａ、身
体情報記録データベース１０６ｂ、パーソナルゲノム知識データベース１０６ｃ、および
、知的エージェントエンジン１０２ｆを有する構成により、従来のコーチング支援技術に
はない科学的エビデンス蓄積および行動特性発見支援を行う構成となっている。
【００７８】
以上で、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境提供装置１００の構成の一例
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の説明を終える。
【００７９】
［パーソナルゲノム情報環境１００の処理］
次に、このように構成された本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の
処理の詳細について、以下に図６乃至図３９を参照して詳細に説明する。
【００８０】
まず、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の処理の一例について図
６を参照して説明する。図６は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００
の処理の一例を示すフローチャートである。
【００８１】
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図６に示すように、制御部１０２は、モニタリングデバイス部１１２にて習慣情報（行
動記録）がセルフトラッキングされた場合、当該行動記録を取得し、習慣記録データベー
ス１０６ａに格納し、モニタリングデバイス部１１２にてユーザの生体信号情報（生体シ
グナル）がセルフトラッキングされた場合、当該生体シグナルを取得し、身体情報記録デ
ータベース１０６ｂに格納する（ステップＳＣ−１）。ここで、行動記録は、食事、睡眠
、ストレス、呼吸、パーソナリティ、運動、日記、行動記録、行動特性問診票、および／
または、イベント（例えば、日々のイベント、または、ソーシャルネット等）に基づく情
報であってもよい。また、生体シグナルは、脳波、心拍数（心拍センサデータ）、睡眠波
形、血糖値、体重、および／または、運動量に基づく身体情報であってもよい。また、モ
ニタリングデバイス部１１２は、例えば、運動量、睡眠、脳波、または、体重等を検出す
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るモバイル端末等であってもよい。
【００８２】
ここで、図７を参照して、本実施の形態におけるセルフトラッキング処理の一例につい
て説明する。図７は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の処理の一
例を示すフローチャートである。
【００８３】
図７に示すように、制御部１０２は、モニタリングデバイス部１１２にて質問票を用い
たパーソナリティ、睡眠、呼吸、または、ストレス等の習慣情報（習慣記録）がセルフト
ラッキングされた場合、当該習慣記録を取得し、習慣記録データベース１０６ａに格納す
る（ステップＳＤ−１）。ここで、習慣記録は、ユーザにより入力部１１８を介して入力

10

されたもの、または、ネットワーク３００を介して受信されたものであってもよい。
【００８４】
そして、制御部１０２は、モニタリングデバイス部１１２にて日々のソーシャルネット
、または、行動記録等の習慣情報（イベント記録）がセルフトラッキングされた場合、当
該イベント記録を取得し、習慣記録データベース１０６ａに格納する（ステップＳＤ−２
）。ここで、イベント記録は、ユーザにより入力部１１８を介して入力されたもの、また
は、ネットワーク３００を介して受信されたものであってもよい。
【００８５】
そして、制御部１０２は、モニタリングデバイス部１１２にて脳波、または、心拍等の
生体信号情報（生体シグナル記録）がセルフトラッキングされた場合、当該生体シグナル
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記録を取得し、身体情報記録データベース１０６ｂに格納し（ステップＳＤ−３）、処理
を終了する。
【００８６】
以上で、本実施の形態におけるセルフトラッキング処理の一例の説明を終える。
【００８７】
また、図８乃至図１６を参照して、本実施の形態における行動特性問診票の一例につい
て説明する。図８乃至図１６は、本実施の形態における行動特性問診票の一例を示す図で
ある。
【００８８】
図８乃至図１１に示す行動特性問診票は、睡眠習慣のレイティングを選択的に行なうた
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めの問診票である朝型夜型質問紙（ＭＥＱ）である。また、図１２および図１３に示す行
動特性問診票は、睡眠習慣のレイティングを選択的に行なうための問診票であるピッツバ
ーグ睡眠質問表（ＰＳＱＩ）である。また、図１４に示す行動特性問診票は、ユーザのパ
ーソナリティタイプのレイティングを行なうための問診票であって、パーソナリティの問
診項目を選択または非選択する形式のエニアグラムである。また、図１５に示す行動特性
問診票は、ユーザのストレス状態のレイティングを行なうための問診票であって、ストレ
スの問診項目を５段階（「全くなし」、「ほとんどなし」、「ときどき」、「よくあった
」、および、「何度もあった」）で選択する形式の問診票である。また、図１６に示す行
動特性問診票は、ユーザの呼吸（瞑想体感）のレイティングを行なうための問診票であっ
て、ユーザの瞑想体感の日付、実践した時間および回数（習慣）、実践時に気付いたこと
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、ならびに、感想を記載する形式の問診票である。
【００８９】
また、図１７および図１８を参照して、本実施の形態における行動記録の一例について
説明する。図１７および図１８は、本実施の形態における行動記録の一例を示す図である
。
【００９０】
図１７に示す行動記録は、日々のイベントのセルフトラッキングデータであり、ユーザ
は日々のイベントやその時の感情を、携帯端末上で、あらかじめ定義された視覚シンボル
を選択することによって容易に記録を残すことができるデータである。また、必要に応じ
てユーザは、ショートメッセージを残すことで、どんなイベントがどのような感情を引き
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起こさせたかについて振り返ることかできる。また、これらのセルフトラッキングデータ
（記録）は、脳波や心拍などの生体シグナルとも関連づけられ、視覚シンボルとメッセー
ジ、または、生体信号情報（生体シグナル）を蓄積し、日、週、または、月単位で振り返
ることができるデータであってもよい。すなわち、本実施の形態においては、従来技術に
ない心身状態シンボル（感情およびイベント）による状態記録を可能としている。
【００９１】
また、図１８に示す行動記録は、ソーシャルネットワーク（ＳＮＳ）による社会的イン
タラクションのセルフトラッキングデータであり、ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）または
Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）でのユーザの行動をデー夕として取り込み、時間軸上に再配
置したデータである。また、セルフトラッキングデータは、ユーザがＳＮＳに打ち込んだ
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テキストメッセージ、第三者がフォローしたテキストメッセージ、運動したり、食事をし
たり、出かけたとき等に携帯電話またはスマートフォンで発信したメッセージ、写真、ま
たは、Ｗｅｂ上の情報を記録したデータであってもよい。また、セルフトラッキングデー
タは、第三者が投稿した情報を共有したり、イベントヘの出席または欠席情報等を記録し
たりしたデータであってもよい。これらの記録を統合し、時系列で分かりやすく再配置す
ることにより、ユーザに行動特性に関する気づきを与える。
【００９２】
また、図１９および図２０を参照して、本実施の形態における生体シグナル取得の一例
について説明する。図１９および図２０は、本実施の形態における生体シグナル取得の一
20

例を示す図である。
【００９３】
図１９に示すように、携帯型のモニタリングデバイス部１１２（携帯型の脳波測定（Ｅ
ＥＧ）センサ）にて脳波信号がセルフトラッキングされた場合、制御部１０２は、当該脳
波信号をネットワーク（例えば、無線等）を介して受信し、集中度とリラックス度との成
分に分類し、ローデータの測定信号とともに身体情報記録データベース１０６ｂに格納（
ダウンロード）する。また、図２０に示すように、携帯型のモニタリングデバイス部１１
２（心拍測定センサ）にて心拍信号がセルフトラッキングされた場合、当該心拍信号をネ
ットワークを介して受信し、Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ

Ｒａｔｉｏを表す３成分を計算しなが

ら、ローデータの測定信号とともに身体情報記録データベース１０６ｂに格納（ダウンロ
ード）する。

30

【００９４】
また、図２１乃至図２８を参照して、本実施の形態におけるモバイル型のモニタリング
デバイス部１１２の一例について説明する。図２１乃至図２８は、本実施の形態における
モバイル型のモニタリングデバイス部１１２の一例を示す図である。
【００９５】
図２１に示すモバイル型のモニタリングデバイス部１１２は、靴の中に装着して運動量
に関するデータ（例えば、マラソン歩数、および、カロリー消費等）の測定を行なうモニ
タリングデバイスである。また、図２２に示すモバイル型のモニタリングデバイス部１１
２は、サンバイザー型の脳波に関するデータ（例えば、脳波データ、ならびに、集中およ
びリラックス等）の測定を行なうモニタリングデバイスである。また、図２３に示すモバ
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イル型のモニタリングデバイス部１１２は、胸部等に装着して心拍に関するデータ（心拍
データ、ならびに、ストレスおよびリラックス等）の測定を行なうモニタリングデバイス
である。また、図２４に示すモバイル型のモニタリングデバイス部１１２は、Ｗｉ−Ｆｉ
等の機能を備えた体重に関するデータの測定を行なうモニタリングデバイスである。また
、図２５に示すモバイル型のモニタリングデバイス部１１２は、血糖値に関するデータの
測定を行なうモニタリングデバイスである。また、図２６に示すモバイル型のモニタリン
グデバイス部１１２は、就寝中のユーザの下に敷いて使用する睡眠に関するデータ（睡眠
データ、睡眠波形データ、および、睡眠時間等）の測定を行なうモニタリングデバイスで
ある。また、図２７に示すモバイル型のモニタリングデバイス部１１２は、ユーザの心の
状態の測定を行なうモニタリングデバイス（例えば、ムードトラッキング等）である。ま
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た、図２８に示すモバイル型のモニタリングデバイス部１１２は、クリップ型の歩数計で
あって、ユーザの歩数、および、カロリー消費の測定を行なうモニタリングデバイスであ
る。
【００９６】
このように、本実施の形態においては、例えば、従来技術にない非医療分野のセルフト
ラッキングデータの簡易な取得と遺伝子情報との統合を行なってもよい。
【００９７】
図６に戻り、情報統合エンジン１０２ａは、習慣記録データベース１０６ａに記憶され
た行動記録と、身体情報記録データベース１０６ｂに記憶された生体シグナルと、を統合
したセルフトラッキング情報（セルフトラッキングデータ）を取得する（ステップＳＣ−
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２）。
【００９８】
ここで、図２９を参照して、本実施の形態における行動記録と生体シグナルとを統合し
たセルフトラッキング情報の一例について説明する。図２９は、本実施の形態における行
動記録と生体シグナルとを統合したセルフトラッキング情報の一例を示す図である。
【００９９】
図２９に示すセルフトラッキング情報は、セルフトラッキングされた行動記録であるイ
ベントと、セルフトラッキングされた生体シグナルである脳波データと、マッピングした
データであり、ユーザがどのような状態のときに、どのような脳波パターンになるかにつ
いての傾向を蓄積することができる。すなわち、図２９に示すセルフトラッキング情報で
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は、電話中、コンピュータでの仕事中、および、ビデオゲームをしている時についての脳
波パターンがマッピングされている。また、図２９に示すセルフトラッキング情報では、
ビデオゲームをしている時に、集中度とリラックス度がともに上がっている。このような
データを蓄積し、ユーザにフィードバックを与えることによって、ユーザ自身が自分の精
神状態を客観的に把握し、セルフコントロールをしていくことを支援していくことが期待
できる。すなわち、本実施の形態においては、従来技術にない心身状態シンボル（感情お
よびイベント）と生体シグナルとパーソナルゲノム情報との関連付けを可能としている。
【０１００】
このように、本実施の形態においては、例えば、従来技術にない非医療分野のセルフト
ラッキングデータの情報統合技術を提供してもよい。

30

【０１０１】
また、以下に、本実施の形態におけるセルフトラッキングデータ取得における情報統合
エンジン（情報統合システム）１０２ａの実装の一例について説明する。
【０１０２】
まず、個人属性統合ソフトウェア（情報統合サーバソフトウェア、および、ブラウザ拡
張ソフトウェア）として、ユーザの各種データ（睡眠データ、脳波データ、および、アン
ケートデータ等）を継続的に蓄積し、整理するための記憶装置（サーバ）、および、ソフ
トウェア一式であってもよい。また、当該ソフトウェアは、クラウド上に構築されたデー
タ収集エージェントと、ブラウザ拡張によりリアルタイムにユーザの状態を取得する拡張
ソフトウェアの２つで構成されてもよい。また、データ収集エージェントは、各種プラッ
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トフォーム上に構築されたデータ収集エージェントであってもよく、ユーザが利用してい
る各ヘルスモニターデバイス（睡眠データ、または、体重データ等）は、収集したデータ
を各デバイスのメーカーが提供するウェブサービス上へ蓄積してもよい。また、データ収
集エージェントは、クラウド上のサーバを用いてユーザの代わりに該当ウェブサービスへ
自動でログインし、更新されたデータを継続的に取得し、制御部１０２へ送信するソフト
ウェアであってもよい。また、データ収集エージェントは、オブジェクト指向スクリプト
言語を解し内部でシミュレート実行できる機能を持つソフトウェアを用いて高精度なクロ
ーリング、および、抽出を行ってもよい。また、本ソフトウェアをクラウド上に構築する
ことで、ユーザ数の増加に対しても安価かつスケーラブルに対応することができる。
【０１０３】
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また、ブラウザ拡張ソフトは、ウェブブラウザの動作を拡張するブラウザ拡張ソフトで
あってもよく、ブラウザが起動し該当ＵＲＬへアクセスされた時にアクティブになり、Ｐ
Ｃ等の情報処理端末に接続されたユーザデータ（脳波、または、脈拍など）を取得しても
よい。また、ブラウザ拡張ソフトは、ユーザがウェブサイト上でアンケート、または、ワ
ークテストを行った場合に、その時のユーザのリアルタイムの脳波データおよび脈拍デー
タを取得し、アンケート結果と紐づけられる形で制御部１０２へ送信してもよい。また、
ブラウザ拡張ソフトへの機能追加を行い、脳波データ、脈拍データ、および、Ｗｅｂカメ
ラ等から取得した画像データを取得できるようにしてもよく、さらに、ＡＰＩへ対応させ
、ユーザのデータと紐づけることができるようにしてもよい。
10

【０１０４】
また、本発明のプロトタイプは、ユーザの継続的なヘルスデータ、アンケート回答結果
、および、オンラインでの該当ワークのテストスコア、ならびに、回答時の脳波および脈
拍データを蓄積するプラットフォームであってもよい。また、本プラットフォームは、ク
ラウド上に構築され、各種データ解析ソフトウェアを実装することで、スケーラブルなデ
ータ解析クラスタとして機能させてもよい。また、本プロトタイプでは、蓄積されたデー
タからユーザの個人属性（遺伝子データおよびその他属性データ）だけでなく、継続的に
蓄積されたヘルスデータなどから現在の体の状態および心の状態をも推測し、ユーザが潜
在的に求める気づきを対話的に提供するデモンストレーションソフトウェアであってもよ
い。また、本発明のプロトタイプでは、個人ユーザに対して適切な情報提供を行い、ユー
ザへの自然な啓発を行うと同時に、ＡＰＩを用いて各ＣｉｔｉｚｅｎＳｃｉｅｎｃｅ

Ｇ
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ｒｏｕｐに対して、蓄積データおよび解析ツールをセキュアに提供してもよい。
【０１０５】
また、クラウドマネージャ（クラスタ管理ソフト）は、コンピュータインスタンスを統
合管理するソフトウェア一式であってもよい。ここで、コンピュータインスタンスとは、
データを管理するリレーショナルデータベース、ＡＰＩ（権限管理付きファイルサーバ／
データ提供サーバ）実行用ソフトウェア、データ解析用ソフトェア、アンケートソフト実
行用ソフトウェア（ウェブサーバーおよびアンケートソフト一式）、および、その他のデ
ータ管理用ソフトウェアであってもよい。また、クラウドマネージャは、これらのインス
タンスを利用するユーザ情報および権限情報を一括管理し、セキュアで統一したデータア
クセスを提供してもよい。さらに、クラウドマネージャは、遺伝子データ等の機密重要性

30

の高いデータについては暗号化機能を提供してもよい。これにより、ユーザは、本ＡＰＩ
ソフトウェアを利用しなければデータにアクセスできないことで、権限レベルに応じたデ
ータの機密性を保持し、暗号化しておくことで万一データが流出した場合でもその機密性
を保持することができる。
【０１０６】
図６に戻り、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、ユーザの遺伝子情報を取得し、
当該遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパーソナルゲノム情報を取得（獲得
）し、当該パーソナルゲノム情報をパーソナルゲノム知識データベース１０６ｃに格納す
る（ステップＳＣ−３）。ここで、ユーザの遺伝子情報は、ユーザにより入力部１１８を
介して入力されたものであってもよく、ネットワーク３００を介して外部システム２００
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から受信したものであってもよい。
【０１０７】
ここで、図３０を参照して、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報取得処理の一
例について説明する。図３０は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００
の処理の一例を示すフローチャートである。
【０１０８】
図３０に示すように、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、ユーザの唾液、または
、血液等の生体サンプルに関する生体サンプルデータを取得する（ステップＳＥ−１）。
【０１０９】
そして、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、ステップＳＥ−１にて取得した生体
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サンプルデータに対し遺伝子解析を行ない、ユーザの遺伝子情報を取得する（ステップＳ
Ｅ−２）。
【０１１０】
そして、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、ステップＳＥ−２にて取得したユー
ザの遺伝子情報に基づき、遺伝子の個人差を抽出する（ステップＳＥ−３）。
【０１１１】
そして、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、パーソナルゲノム知識データベース
１０６ｃに記憶された遺伝的知識情報を用いて、ステップＳＥ−３にて抽出した遺伝子の
個人差に対して、遺伝子知識の解釈、および、アノテーションを行なう（ステップＳＥ−
４）。

10

【０１１２】
そして、パーソナルゲノム情報取得部１０２ｂは、ステップＳＥ−４にて行なったアノ
テーションに基づき、遺伝子情報と、遺伝的知識情報と、を対応付けたパーソナルゲノム
情報を取得し、当該パーソナルゲノム情報をパーソナルゲノム知識データベース（遺伝子
知識データベース）１０６ｃに格納（登録）する（ステップＳＥ−５）。
【０１１３】
以上で、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報取得処理の一例の説明を終える。
【０１１４】
ここで、図３１および図３２を参照して、本実施の形態におけるパーソナルゲノム知識
データベース１０６ｃに記憶されたデータの一例について説明する。図３１および図３２
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は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム知識データベース１０６ｃに記憶されたデー
タの一例を示す図である。
【０１１５】
図３１に示すように、本実施の形態におけるパーソナルゲノム知識データベース１０６
ｃには、認知、感覚、または、行動特性への関連が報告された遺伝子に関する遺伝的知識
情報が記憶されている。すなわち、パーソナルゲノム知識データベース１０６ｃには、遺
伝子と、遺伝子変異と、遺伝子変異により影響されるフェノタイプと、当該影響の統計的
関連性を示唆する論文と、が対応付けられた遺伝的知識情報が記憶されている。例えば、
パーソナルゲノム知識データベース１０６ｃには、楽観性に影響する遺伝子としてＯＸＴ
Ｒ、外向性に影響する遺伝子としてＤＲＤ２、利他性に影響する遺伝子としてＣＯＭＴに
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関する遺伝的知識情報が記憶されている。従来は、遺伝子研究は疾患の原因究明、予防医
療、および、医薬品開発のために病気のヒトを調べるのが中心であったが、遺伝子解析技
術の劇的な低コスト化および大衆化により健康なヒトの遺伝子を調べることによって従来
、見出されていなかった新しい知見が発見される可能性が高まってきている。
【０１１６】
また、図３２に示すように、本実施の形態におけるパーソナルゲノム知識データベース
１０６ｃには、ユーザ（アジア人の男性）の２型糖尿病に関する、相対的な疾患リスク予
測（遺伝子診断レポート）であるパーソナルゲノム情報が記憶されている。このように、
疾患リスク予測は、複数の遺伝子の影響で相対的に計算されており、遺伝子変異の選択方
法、人種差の影響、または、リスク計算の手法の違いなどにより異なった値が計算されて
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もよい。また、リスク予測の信頼性評価、および、人種差を考慮した予測アルゴリズムを
併せて提供してもよい。
【０１１７】
このように、本実施の形態においては、例えば、従来の個人ゲノムシステムにはない感
覚、思考、または、行動特性と個人ゲノムとの解釈を行ってもよい。また、本実施の形態
においては、例えば、従来技術にない発達障害等に関連する遺伝子情報とフェノタイプ情
報とを対応付けたパーソナルゲノム情報を取得してもよい。
【０１１８】
図６に戻り、情報統合エンジン１０２ｄは、パーソナルゲノム知識データベース１０６
ｃに記憶されたパーソナルゲノム情報と、セルフトラッキング情報取得部１０２ａにより
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取得されたセルフトラッキングデータと、を統合した統合情報を取得する（ステップＳＣ
−４）。
【０１１９】
ここで、図３３を参照して、本実施の形態における情報統合処理の一例について説明す
る。図３３は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の処理の一例を示
すフローチャートである。
【０１２０】
図３３に示すように、情報統合エンジン１０２ｄは、セルフトラッキングデータに含ま
れる行動記録とセルフトラッキングデータに含まれる心的状態アイコンとを、ユーザの体
へマッピングする（ステップＳＦ−１）。

10

【０１２１】
そして、情報統合エンジン１０２ｄは、セルフトラッキングデータに含まれる行動記録
とセルフトラッキングデータに含まれる生体シグナルとを、ユーザの体へマッピングする
（ステップＳＦ−２）。
【０１２２】
そして、情報統合エンジン１０２ｄは、セルフトラッキングデータに含まれる質問票に
関するデータとセルフトラッキングデータに含まれる行動特性とを、ユーザの体へマッピ
ングする（ステップＳＦ−３）。
【０１２３】
そして、情報統合エンジン１０２ｄは、パーソナルゲノム知識データベース１０６ｃに
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記憶されたパーソナルゲノム情報とセルフトラッキングデータに含まれる行動特性とをユ
ーザの体へマッピングし、パーソナルゲノム情報とセルフトラッキングデータとを統合し
た統合情報を取得し（ステップＳＦ−４）、処理を終了する。
【０１２４】
以上で、本実施の形態における情報統合処理の一例の説明を終える。
【０１２５】
ここで、図３４を参照して、本実施の形態におけるマッピングの一例について説明する
。図３４は、本実施の形態におけるマッピングの一例を示す図である。
【０１２６】
図３４左図は、本実施の形態における遺伝子に関連する体質および特性（疾患リスク、
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ウィルス細菌抵抗性、薬効、感覚、思考、行動特性、体質、老化、身体能力）の人体への
マッピングである。また、図３４右図は、頻度の高い突然変異により当該体質および特性
に基づく疾患のリスクを高めるまたは低める遺伝子のヒト染色体上の位置を示しており（
Ｃｏｍｍｏｎ

Ｖａｒｉａｎｔｓ）、頻度の低い突然変異により当該体質および特性に基

づく疾患のリスクを高めるまたは低める遺伝子のヒト染色体上の位置を示している（Ｒａ
ｒｅ

Ｖａｒｉａｎｔｓ）。すなわち、本実施の形態においては、従来技術にはない心身

状態シンボル（感情およびイベント）とパーソナルゲノムとの関連付けを行なうことがで
きる。
【０１２７】
また、図３５を参照して、本実施の形態における統合情報の一例について説明する。図
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３５は、本実施の形態における統合情報の一例を示す図である。
【０１２８】
図３５は、本実施の形態における遺伝子型情報と、ビタミン剤の効果情報（血中ホモシ
ステイン値）と、を統合した統合情報を示している。ここで、パーソナルゲノム情報であ
る遺伝子型情報としては、ビタミン剤の効果を検証するために自主的に集い調査に参加し
た７人の参加者遺伝子多型（遺伝子情報）と、遺伝子多型の違いによるビタミンＤの代謝
に関する情報、すなわち、ｒｓ１８０１１３３に対応する遺伝子変異にＡが含まれる、も
しくは、ｒｓ１８０１１３１に対応する遺伝子変異にＧが含まれるヒトはビタミンを代謝
しにくい体質になり、ビタミンＤのビタミン剤が有効に働く可能性が高いという情報（遺
伝的知識情報）と、を対応付けた情報である。また、セルフトラッキングデータであるビ
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タミン剤の効果情報としては、７人の参加者に対する、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

のアプローチによる検証結果である。具体的に、ビタミン剤の効果情報としては、２種類
のビタミン剤を２週間飲み続けた７人の参加者の血中のホモシステイン値をセルフトラッ
キングした情報である。これにより、最初のビタミン剤では７人中６人に効果がみられた
。第２のビタミン剤では効果がでる人とでない人に分かれるという統合情報が取得されて
いる。これは、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅにより、参加型の科学プロジェクトを進

めることができる可能性を示す一つの例である。
【０１２９】
このように、本実施の形態においては、例えば、従来のコーチングシステムまたはバイ
オフィードバックシステムにはないユーザの遺伝子情報の活用をしてもよい。また、本実

10

施の形態においては、例えば、従来の個人ゲノムシステムにない非医療分野のセルフトラ
ッキングデータと遺伝子情報との統合を行ってもよい。また、本実施の形態においては、
例えば、従来技術にない個人ゲノムとライフログ情報（セルフトラッキングデータ）との
情報統合を行ってもよい。
【０１３０】
図６に戻り、データマイニングエンジン１０２ｅは、情報統合エンジン１０２ｄにより
取得された統合情報に対するデータマイニングにより対話的知識情報を取得（獲得）する
（ステップＳＣ−５）。
【０１３１】
ここで、図３６を参照して、本実施の形態におけるデータマイニング処理の一例につい
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て説明する。図３６は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の処理の
一例を示すフローチャートである。
【０１３２】
図３６に示すように、データマイニングエンジン１０２ｅは、統合情報に含まれるセル
フトラッキングデータの情報開示を行なう（ステップＳＧ−１）。
【０１３３】
そして、データマイニングエンジン１０２ｅは、ステップＳＧ−１にて情報開示したセ
ルフトラッキングデータのコミュニティでの情報共有を行なう（ステップＳＧ−２）。
【０１３４】
そして、データマイニングエンジン１０２ｅは、統合情報に含まれるパーソナルゲノム

30

情報（遺伝子情報）の情報開示を行なう（ステップＳＧ−３）。
【０１３５】
そして、データマイニングエンジン１０２ｅは、ステップＳＧ−３にて情報開示した遺
伝子情報のコミュニティでの情報共有を行なう（ステップＳＧ−４）。
【０１３６】
そして、データマイニングエンジン１０２ｅは、遺伝子統計解析、多次元データ解析、
および、データマイニングにより対話的知識情報を取得する（ステップＳＧ−５）。
【０１３７】
以上で、本実施の形態におけるデータマイニング処理の一例の説明を終える。
【０１３８】

40

また、図３７を参照して、本実施の形態におけるデータマイニング処理の一例について
説明する。図３７は、本実施の形態におけるデータマイニング処理の一例を示す図である
。
【０１３９】
図３７に示すように、本実施の形態におけるデータマイニング処理においては、セルフ
トラッキングした日々のイベントデータ、感情状態を示すアイコンおよび脳波シグナル（
集中、および、リラックス）などのデータを集積し、多次元空間上で関連性を分析してい
る。そして、本実施の形態におけるデータマイニング処理においては、個人の認知特性お
よび行動特性のパターンを抽出し、当該パターンとパーソナルゲノム情報との関連性を調
べている。これにより、各個人が自分自身の傾向に気づくことによって、自分自身の心の

50

(23)

JP 5514963 B2 2014.6.4

状態、行動特性、または、体質傾向を知ることができ、その特性にあわせてセルフコント
ロールをしていくことで、最も自分自身の幸福度を高める状態へ導くための支援が可能と
なる。
【０１４０】
このように、本実施の形態においては、例えば、従来の個人ゲノムシステムにはない非
医療分野での感覚、思考、および、行動特性分野の分析を行ってもよい。また、本実施の
形態においては、例えば、従来の個人ゲノムシステムにない人種差を考慮したリスク解釈
を行ってもよい。また、本実施の形態においては、例えば、従来技術にない行動、感覚、
または、思考特性と、遺伝子の個人差と、の関連性分析を行ってもよい。
【０１４１】

10

図６に戻り、知的エージェントエンジン１０２ｆは、データマイニング部１０２ｅによ
り取得された対話的知識情報を表示部１１４に表示させることで、ユーザへの対話的知識
の提示を行ない（ステップＳＣ−６）、処理を終了する。ここで、知的エージェントエン
ジン１０２ｆは、データマイニング部１０２ｅにより取得された対話的知識情報を音声出
力部１１６を介して出力させてもよい。
【０１４２】
ここで、図３８を参照して、本実施の形態における対話的知識提示処理の一例について
説明する。図３８は、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の処理の一
例を示すフローチャートである。
【０１４３】

20

図３８に示すように、知的エージェントエンジン１０２ｆは、対話的知識情報に含まれ
るセルフトラッキングデータのタイムライン空間へのマッピングを行なう（ステップＳＨ
−１）。
【０１４４】
そして、知的エージェントエンジン１０２ｆは、対話的知識情報に含まれるセルフトラ
ッキングデータの対話的情報提示を行なう（ステップＳＨ−２）。
【０１４５】
そして、知的エージェントエンジン１０２ｆは、対話的知識情報に含まれる遺伝子知識
の対話的情報提示を行なう（ステップＳＨ−３）。
【０１４６】
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そして、知的エージェントエンジン１０２ｆは、ステップＳＨ−２およびステップＳＨ
−３にて行なわれた対話的情報提示により、ユーザの自己発見、および、気づきの支援を
行なう（ステップＳＨ−４）。
【０１４７】
以上で、本実施の形態におけるパーソナルゲノム情報環境１００の処理の一例の説明を
終える。
【０１４８】
また、図３９を参照して、本実施の形態におけるセルフトラッキングイベントの対話的
表示の一例について説明する。図３９は、本実施の形態における表示画面の一例を示す図
である。
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【０１４９】
図３９に示すように、知的エージェントエンジン１０２ｆは、日々のイベント、そのと
きの感情、ならびに、脳波および心拍等の生体シグナルを関連付け、タイムラインにそっ
て、再構成して対話的に表示している。このような表示により、ユーザは、どのような状
況でどのような感情または思考を抱き、どのような生体反応を示していたかについて振り
返ることができる。また、これらのセルフトラッキングデータを日単位、週単位、または
、月単位等のタイムラインにそって表示し、ユーザが習慣的に記録を振り返ることにより
、ユーザに自分自身の行動特性、時間の使い方、または、生体シグナルの傾向パターン等
に関する気づきを与えることができる。また、このような行動特性、思考特性、および、
認知特性のパターンとパーソナルゲノム情報とを関連付けて蓄積し、参加型の科学コミュ
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ニティで共有することにより、新たな遺伝子の役割を見出していくためのプラットフォー
ムの実現を可能にする。すなわち、本実施の形態においては、従来技術にない時系列イベ
ントと心身状態との生体シグナルのチャート式統合表示により、対話的自己発見の促進す
ることができる。
【０１５０】
このように、本実施の形態においては、例えば、従来の医療診断システムにはないユー
ザの自問自答、および、気づきを支援する機能を有していてもよい。また、本実施の形態
においては、例えば、従来の個人ゲノムシステムにはないユーザに気づきを促す対話的機
能を有していてもよい。また、本実施の形態においては、例えば、従来技術にないリスク
とベネフィットとに関するユーザの反応によるユーザモデリングおよびポリシー選択を実

10

現してもよい。また、本実施の形態においては、例えば、従来技術にないセルフトラッキ
ングデータの対話的表示機能を有していてもよい。また、本実施の形態においては、例え
ば、従来技術にない個人の行動パターン分析と対話ボードを用いた気づきを促す動機づけ
が実現されてもよい。また、本実施の形態においては、例えば、従来技術にない感覚、思
考、または、行動特性の視覚化を実現してもよい。
【０１５１】
［本発明を用いたＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅプロジェクト］

次に、本発明を用いたＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅプロジェクトの具体的事例につ

いて、以下に説明する。
20

【０１５２】
本実施の形態においては、本発明を用いて、個人が主体的にセルフトラッキングしたデ
ータをコミュニティで共有することにより、新らたな科学上の発見に結びつくプロジェク
トを遂行することが出来る。ここで、本実施の形態においては、この従来の方法とは異な
る参加型の新しいフレームワークをＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅと名付けている。ま

た、本実施の形態においては、本発明が、この参加型コミュニティでのＣｉｔｉｚｅｎ
Ｓｃｉｅｎｃｅの遂行を実践していく上でのプラットフォームとなる。
【０１５３】
ここで、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅでは、様々なヘルスケア関連などのセルフト

ラッキングデバイスを使用してデータを蓄積し、参加型のオンラインコミュニティを通じ
て、様々な科学発見に資するプロジェクトを遂行していく。ここで、セルフトラッキング

30

デバイスとしては、スマートフォン向けの健康・フィットネス系アプリケーション（例え
ば、睡眠状態を追跡するｍｙＺｅｏ（マイゼオ）、燃焼カロリーおよび睡眠の質を追跡す
るＦｉｔｂｉｔ（フィットビット）またはＢｏｄｙＭｅｄｉａ（ボディメディア）、心拍
数モニタＳｃｏｓｃｈｅ、血中のグルコースの測定を行なうＴｅｌｃａｒｅ（テルケア）
、または、体重計Ｗｉｔｈｉｎｇｓ等）であってもよい。本実施の形態においては、これ
らのセルフトラッキングデバイスを用いて、例えば、睡眠リズム、糖尿病、または、パー
ソナリティと、遺伝子と、の関連性の探究を目指したＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅが

可能である。それぞれのテーマにおいて、本発明で集積されたパーソナルゲノム情報とセ
ルフトラッキングデータとの組み合わせ相関を見出すことにより、科学上の新らたな発見
に資するとともに、個人にあった健康の増進もしくは予防、生活習慣の改善、または、行

40

動変容に生かしていくことが期待できる。
【０１５４】
また、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅの実施方法としては、クラウドソーシング（不

特定多数の人々にインターネットを介して分析への参加を依頼する方法）による参加型コ
ホートプロジェクトとして行なわれてもよい。ここで、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

は、参加者の自由意思による自由参加を原則とし、継続的に遂行される。また、参加者は
、まずインフォームドコンセントを確認し、次に、調査対象変異の遺伝子型共有へ同意、
オンライン調査の回答を行う。参加者へは、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅによって得

られた新らたな知見に関して、参加型コミュニティから適宜、個別フィードバックが行な
われてもよい。例えば、参加者は、睡眠習慣の改善、または、ソーシャルインテリジェン
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ススキルの向上といった様々な介入調査への参加も申し出ることが出来てもよい。
【０１５５】
そして、Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅの分析ステップとしては、例えば、下記のよ

うな２段階のデザインで実施されてもよい。まず、第１段階としては、クラウドソーシン
グによる参加型科学調査により、先行して得られた結果が再現されるか分析することによ
り、仮説構築と仮説検証を行ってもよい。そして、第２段段階としては、第一段階で見出
された遺伝的変異と注目する仮説との関連性に因果関係があるのか介入調査を通して分析
してもよい。具体的には、遺伝子変異のある群とない群で、モバイルアプリケーション等
を用いた様々な介入調査により、調査結果に両群で差があるかどうかを体系的に分析して
もよい。ここで、このようなＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅのフレームワークを用いる

10

ことで、下記のような調査デザインが可能となる。
【０１５６】
まず、一つ目の調査デザインとしては、睡眠リズム調査があり、個人の睡眠リズム（例
えば、短時間−長時間、または、朝型−夜型等）に遺伝的変異が関連しているかどうかを
探究するＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅが遂行可能である。ここで、本実施の形態にお

いては、睡眠習慣記録（表現形質）と遺伝学的データとを用いて、睡眠リズムに関する様
々な仮説を検証することが可能である。
【０１５７】
また、本実施の形態においては、介入調査を通して睡眠習慣が改善されるかどうかの検
証を行ってもよい。ここで、介入調査の方法としては、例えば、青色の光を遮断する眼鏡

20

を就寝時間の２時間前から掛けていると、睡眠潜時が短くなり、かつ、徐派睡眠時間が長
くなるかという仮説の検証であってもよい。これらは、例えば、ｍｙＺｅｏ（マイゼオ）
データ、遺伝子型データ、および、アンケート調査の組み合わせにより評価することが出
来る。また、参加者のセルフトラッキングデバイス、または、自己モニタリング体験を引
き出すことによりコミュニティ間でパーソナルな知見を共有化していくことが出来る。
【０１５８】
ここで、これらの調査で有用なセルフトラッキングデータは、以下のようなものであっ
てもよい。表現形質データとしては、朝型夜型質紙（ＭＥＱ）、ピッツバーグ睡眠質問票
（ＰＳＱＩ）、ＩＳＩ（Ｉｎｓｏｍｎｉａ

Ｓｅｖｅｒｉｔｙ

Ｉｎｄｅｘ）、ＭｙＺｅ
30

ｏ（マイゼオ）データ、および、アクチグラフデータ等であってもよい。
【０１５９】
また、睡眠調査に関連する遺伝子データは、以下のようなものであってもよい。睡眠に
関与するＳＮＰｓのうち、カフェイン関係のＳＮＰｓとしては、サイトクロムＰ４５０フ
ァミリー１サブファミリーＡ（ｃｙｔｏｃｈｒｏｍｅ
ｕｂｆａｍｉｌｙ

Ｐ４５０、ｆａｍｉｌｙ

１、ｓ

Ａ：ＣＹＰ１Ａ２）：ｒｓ７６２５５１、ｒｓ２４７２２９７、アリ

ル炭化水素受容体（ａｒｙｌ

ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ：ＡＨＲ）：

ｒｓ４４１０７９０、または、アデノシンデアミナーゼ（ａｄｅｎｏｓｉｎｅ

ｄｅａｍ

ｉｎａｓｅ：ＡＤＡ）：ｒｓ７３５９８３７４等であってもよい。
【０１６０】
また、健全な睡眠プロファイルに関するＳＮＰｓとしては、アデノシンＡ２ａ受容体（
ａｄｅｎｏｓｉｎｅ

Ａ２ａ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ：ＡＤＯＲＡ２Ａ）：ｒｓ５７５１８７

６、ピリオド３（ｐｅｒｉｏｄ
９７、ＡＢ０４７５３６
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３：ＰＥＲ３）：ｒｓ５７８７５９８９、ｒｓ２２８６

５−ｒｅｐｅａｔ、ｒｓ１０４６２０２１、ピリオド２（ｐｅ

ｒｉｏｄ

２：ＰＥＲ２）：ｒｓ２３０４６６９、アデノシンデアミナーゼ（ａｄｅｎｏ

ｓｉｎｅ

ｄｅａｍｉｎａｓｅ：ＡＤＡ）：ｒｓ７３５９８３７４、脳由来神経栄養因子

（ｂｒａｉｎ−ｄｅｒｉｖｅｄ

ｎｅｕｒｏｔｒｏｐｈｉｃ

ｆａｃｔｏｒ：ＢＤＮＦ）

：ｒｓ６２６５、カテコール−Ｏ−メチルトランスフェラーゼ（ｃａｔｅｃｈｏｌ−Ｏ−
ｍｅｔｈｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ：ＣＯＭＴ）：ｒｓ４６８０（Ｖａｌ１５８Ｍｅｔ
）、プリオンタンパク前駆体（ｐｒｉｏｎ

ｐｒｏｔｅｉｎ

ｐｒｅｐｒｏｐｒｏｔｅｉ

ｎ：ＰＲＮＰ）：ｒｓ１７９９９９０、アリル炭化水素受容体核内輸送体（ａｒｙｌ

ｈ
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ｎｕｃｌｅａｒ：ＡＲＮＴＬ）：ｒｓ９５２

１５８５６、アリル炭化水素受容体核内輸送体２（ａｒｙｌ
ｒｅｃｅｐｔｏｒ

ｎｕｃｌｅａｒ

２

ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ

：ＡＲＮＴＬ２）：ｒｓ５７９７２２５、ｒｓ

７１３７５８８、ｒｓ４９６４０５９、クロック（ＣＬＯＣＫ）：ｒｓ１８０１２６０、
ｒｓ９５２１５８６０、アリルアルキルアミン−Ｎ−アセチルトランスフェラーゼ（ａｒ
ｙｌａｌｋｙｌａｍｉｎｅ

Ｎ−ａｃｅｔｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ：ＡＡＮＡＴ）：

ｒｓ４２３８９８９、または、グルタミン酸受容体イオンチャネル型アルファアミノ−３
−水酸化−５−メチル−４−イソキサゾールプロピオン酸（ｇｌｕｔａｍａｔｅ

ｒｅｃ

ｅｐｔｏｒ、ｉｏｎｏｔｒｏｐｉｃ、ａｌｐｈａ−ａｍｉｎｏ−３−ｈｙｄｒｏｘｙ−５
−ｍｅｔｈｙｌ−４−ｉｓｏｘａｚｏｌｅ

ｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ

３

ｉｓｏｆｏｒｍ

10

：ＧＲＩＡ３）：ｒｓ６８７５７７等であってもよい。
【０１６１】
また、睡眠障害に関するＳＮＰｓとしては、Ｔ細胞受容体アルファ鎖Ｃ領域（Ｔ
ｌｌ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ

ａｌｐｈａ−ｃｈａｉｎ

Ｃ

ｃｅ

ｒｅｇｉｏｎ：ＴＣＲＡ）：ｒ

ｓ１１５４１５５、プリン受容体（ｐｕｒｉｎｅｒｇｉｃ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ

Ｐ２Ｙ１

１：Ｐ２ＲＹ１１）：ｒｓ２３０５７９５、ｒｓ４８０４１２２、甲状腺刺激胚因子（ｔ
ｈｙｒｏｔｒｏｐｉｃ

ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ

ｆａｃｔｏｒ

ｉｓｏｆｏｒｍ

Ｆ）：ｒｓ７３８４９９、または、セロトニン２Ａ受容体（ｓｅｒｏｔｏｎｉｎ

１：ＴＥ
２Ａ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ：５−ＨＴ２Ａ）：ｒｓ６３１１等であってもよい。
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【０１６２】
ここで、本実施の形態における睡眠および行動データのセルフトラッキングによるＣｉ
ｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅの一例（個人にあった快適な睡眠習慣の改善）について、図

４０乃至図４５を参照して以下に説明する。
【０１６３】
まず、本実施の形態における睡眠および行動データのセルフトラッキングによるＣｉｔ
ｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅの処理の一例について図４０を参照して説明する。図４０は、

本実施の形態における睡眠および行動データのセルフトラッキングによるＣｉｔｉｚｅｎ
Ｓｃｉｅｎｃｅの処理の一例を示すフローチャートである。
【０１６４】
図４０に示すように、セルフトラッキング情報取得部１０２ａは、モニタリングデバイ
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ス部１１２にてユーザの行動データ（睡眠データ）をセルフトラッキングし、ユーザの睡
眠の質の低下を検出し（ステップＳＩ−１）、情報統合エンジンは、睡眠の質（睡眠効率
）を定義する指標を導出し、この指標の時系列の変化をユーザに提示する。ここで、モニ
タリングデバイス部１１２により得られる睡眠データとしては、起床時間、レベル１睡眠
時間（浅い眠り）、レベル２睡眠時間（深い眠り）、または、覚醒時間の時間変化であっ
てもよい。
【０１６５】
また、モニタリングデバイス部１１２にてセルフトラッキングされる他の行動データと
しては、生体情報（脳波、心拍、または、体重）、行動情報（消費カロリー、歩数、習慣
情報（就寝時間、起床時間、または、睡眠の深さ）、人間関係情報（ＳＮＳ上でのインタ
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ラクションデータ）、ＰＣの操作行動情報（キーボードとマウスによるＰＣの入力速度、
エラーレイト）、または、感情情報（アイコンを用いた自己申告による感情抽出）、体重
、ＢＭＩ、体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝、内臓脂肪レベル、体年齢、活動カロリー、総
消費カロリー、運動距離、脂肪燃焼、基礎体温、食欲増加の有無、いらいらの有無、サプ
リメントの摂取有無、日中の眠気の有無、就床時刻、就床時間、睡眠時間、または、むく
みの有無等であってもよい。
【０１６６】
ここで、図４１を参照して、本実施の形態におけるモニタリングデバイス部１１２にて
得られる睡眠関連データの一例について説明する。図４１は、本実施の形態におけるモニ
タリングデバイス部１１２にて得られる睡眠関連データ変化グラフの一例を示す図である
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。
【０１６７】
図４１に示すように、本実施の形態におけるモニタリングデバイス部１１２では、ユー
ザの就床時間、レベル１睡眠時間、レベル２睡眠時間、および、覚醒時間をセルフトラッ
キングできる。
【０１６８】
また、図４２および図４３を参照して、本実施の形態における情報提示機能の一例につ
いて説明する。図４２および図４３は、本実施の形態における情報提示の一例を示す図で
ある。
【０１６９】

10

本実施の形態における情報統合エンジンによる情報提示機能により、ユーザは、様々な
情報表示を対話的に取得できる。図４２に示すように、情報統合エンジンは、睡眠の質を
定義するＭｙＦｉｎｄｅｒ睡眠スコアを導出し、当該ＭｙＦｉｎｄｅｒ睡眠スコアの時系
列の変化をユーザに提示してもよい。すなわち、情報統合エンジンは、注目指標の発見と
睡眠効率の指標の導出とをしている。
【０１７０】
ここで、ＭｙＦｉｎｄｅｒ睡眠スコアは、睡眠時間、レベル１睡眠時間（浅い眠り）、
レベル２睡眠時間（深い眠り）、および／または、覚醒時間などのセルフトラッキングデ
ータから、睡眠効率として解釈できる指標として制御部１０２が計算式を自動導出したも
のであってもよい。ここで、睡眠効率は、脳波解析的に脳が実際に深い睡眠ステージにあ
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った時間の全就寝時間に対する割合をパラメータで重みづけした指標であってもよい。図
４２に示すように、睡眠スコアを時系列にしてみると、下がり続けていることが認められ
た。なぜ睡眠スコアが下がっているのか、どうしたら上げられるか、が今後の課題となっ
ている。
【０１７１】
また、本実施の形態において、データ分析から得られた知見としては、対話的にデータ
の関連性を調べていくことにより、睡眠習慣の特徴的な傾向が得られた。例えば、睡眠効
率を縦軸に、横軸に就寝時間を２か月間分のデータについてプロットすることにより、就
寝時間が長くなるほど、睡眠効率が下がっていることが分かった。また、就寝時間が長い
ほど、レベル１の睡眠時間（浅い眠り）は長くなることが分かった。ただし、睡眠効率は
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必ずしも高まっていない（たくさん寝ても睡眠効率が上がらない）ことから睡眠効率をも
っと上げる余地がある可能性が示唆された。また、睡眠効率は何時に寝るかには関係がな
いことも分かった。また、睡眠パターンに規則性がないかを調べたところ、サラリーマン
などのように土日と平日とで生活リズムに変化が大きくあるようなケースでは、睡眠リズ
ムのパターンにも特徴的な変化が見出される可能性があることが分かった。しかし、生活
リズムが土日、平日で変わらないユーザの場合には、睡眠リズムをヒートマップで可視化
しても特徴的なパターンは見いだせないことが分かった。
【０１７２】
また、図４３に示すように、情報統合エンジンは、就寝時間に対するレベル１睡眠時間
の変化、または、就寝時間に対するＭｙＦｉｎｄｅｒ睡眠スコアの変化をユーザに提示し
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てもよい。
【０１７３】
図４０に戻り、データマイニングエンジン１０２ｅ（データマイニング部）は、ユーザ
の睡眠の質と、ユーザの生体情報および行動情報などの３０変数間の相関を解析する（ス
テップＳＩ−２）。
【０１７４】
ここで、図４４を参照して、本実施の形態におけるデータマイニングエンジン１０２ｅ
による睡眠データのデータマイニングの一例について説明する。図４４は、本実施の形態
におけるデータマイニングエンジン１０２ｅによる解析結果の一例を示す図である。
【０１７５】
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図４４に示すように、データマイニングエンジン１０２ｅは、睡眠スコア、習慣情報、
または、行動情報に対する回帰分析を行うことにより、睡眠の質と関連性が見出された行
動指標の洗い出しをすることができる。すなわち、データマイニングエンジン１０２ｅは
、データの相関性の分析および可能性の検討ができる。すなわち、図４４に示すように、
データマイニングエンジン１０２ｅは、３０変数の相関を解析し、自動的に相関の高かっ
た変数を抽出してもよい。すなわち、図４４には、相関マトリックスの実行例の一部が示
されており、運動量と睡眠との相関が強く検出されている。特に図４４においては、２つ
の仮説となりうる相関が見つかった。（１）日々の運動量と睡眠スコア、および、（２）
就床時刻と睡眠スコア、この２つの要素を改善すれば、睡眠効率が高まるという仮説が提
示された。また、関連するパーソナルゲノム知識データベース１０６ｃから、就寝前のブ
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ルーライトの遮断が睡眠スコアの向上に寄与する可能性が示唆された。
【０１７６】
図４０に戻り、制御部１０２は、睡眠の質とユーザの生体情報または行動情報との間に
関連を発見したか否か判定する（ステップＳＩ−３）。
【０１７７】
そして、知的エージェントエンジン１０２ｆは、ステップＳＩ−３にて制御部１０２に
より睡眠の質とユーザの生体情報または行動情報との間に関連を発見したと判定された場
合（ステップＳＩ−３：Ｙｅｓ）、行動または習慣の変化と、それに伴う睡眠の質または
パフォーマンスの低下の可能性と、を提示し、行動または習慣の改善を提案し（ステップ
ＳＩ−４）、処理をステップＳＩ−６に移行させる。これにより、ユーザは対話的に自分
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にあった睡眠習慣を検討し、試行錯誤しながら進めていく。
【０１７８】
一方、知的エージェントエンジン１０２ｆは、ステップＳＩ−３にて制御部１０２によ
り睡眠の質とユーザの生体情報または行動情報との間に関連を発見したと判定されていな
い場合（ステップＳＩ−３：Ｎｏ）、睡眠の質の低下状況と、睡眠質問表から得られるユ
ーザへのアドバイスと、を表示部１１４に表示する（ステップＳＩ−５）。
【０１７９】
そして、制御部１０２は、モニタリングデバイス部１１２にてその後のユーザの習慣、
行動、睡眠および生体情報の変化をモニタリングし、ユーザへフィードバックする（ステ
ップＳＩ−６）。
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【０１８０】
そして、制御部１０２は、ユーザへの提示内容とそれに対する睡眠パフォーマンス変化
とをパーソナルゲノム知識データベース１０６ｃに記録し（ステップＳＩ−７）、処理を
終了する。これにより、記録したデータをコミュニティで共有化し、記録したデータと睡
眠習慣の有効性または遺伝子との関わりを探る様々な仮説を検証するためのＣｉｔｉｚｅ
ｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅプロジェクトに参加することが出来る。

【０１８１】
ここで、図４５を参照して、本実施の形態におけるデータマイニングにより得られた仮
説に基づくアクションプランの一例について説明する。図４５は、本実施の形態における
アクションプランの実行前後の睡眠スコアの一例を示す図である。
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【０１８２】
ここで、本実施の形態におけるデータマイニングにより得られた仮説として、１日平均
１万歩以上の運動、ブルーライト遮断メガネ、床寝時間１時間半〜３時間までのＰＣの使
用制限（スマートフォンを使わない）、および、サプリメントをとるなどの生活習慣の変
化が、睡眠の質を変化させるとの仮説を立て、検証した。
【０１８３】
本実施の形態においては、「眠りの質の変化」を、テスト前とテスト後の睡眠スコアの
分布を比較することにより検証した。図４５に示すように、テスト実施後に睡眠スコアが
全体的に高くなっており、睡眠の質が向上、すなわち、仮説が立証されていることが分か
る。すなわち、生活習慣の変化の結果、睡眠スコアが１２パーセント増加している。つま
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り、睡眠効率の低下が継続的に続いていることを、ユーザが実際のセルフトラッキングデ
ータから認識し、睡眠効率を高めるための仮説を立てて、生活習慣を変化させた結果、睡
眠効率が高めることが出来た。これはユーザが、日々のセルフトラッキングデータから気
づきを得て行動変化、および、意識変化を引き起こした結果である。ブルーライトカット
レンズの使用、寝る前に数時間ＰＣを使わないようにしたこと等が眠りの質の変化をもた
らした可能性が高い。今後、どの要素がどの程度、寄与して睡眠の質が改善していったの
か、そのような睡眠習慣の変化が、個人的な効果なのか、一般的に有効なのかＣｉｔｉｚ
ｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅを通じて明らかにしていくことが期待される。

【０１８４】
このように、睡眠リズムに関するＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅを遂行することによ

10

り、様々な睡眠リズムに関する仮説を構築し、それらの仮説を検証していくことが期待さ
れる。特に、本発明を適用することにより、最適な睡眠時間、または、朝型もしくは夜型
の傾向と、体内時計リズムまたは遺伝子と、の関わりについてのＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉ

ｅｎｃｅが可能である。
【０１８５】
なお、本実施の形態においては、本発明を用いて、実際にユーザ（２０代女性参加者）
に対して、４月間（２０１２年１０月〜２０１３年２月）、快適な睡眠を得るために行動
データをトラッキングし、データを分析することによって気づきを得ることで、睡眠の質
が改善させることに成功している。ここで、本実施の形態においては、ユーザが睡眠効率
を上げること、セルフトラッキングデータに基づき睡眠の質を向上させること、および、
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睡眠習慣の改善プランを見出すこと等を動機として、快適な睡眠（個人にあった深い睡眠
の効率を高める）ことをプロジェクトの目的として実施された。
【０１８６】
また、二つ目の調査デザインとしては、肥満／ＩＩ型糖尿病予防調査があり、個人の肥
満または糖尿病リスクに遺伝的変異による体質的要素関連しているかどうかを探究するＣ
ｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅが遂行可能である。ここで、食生活および血糖値変化に関

する記録（表現形質）と遺伝学的データとを用いて、肥満や糖尿病体質に関する様々な仮
説を検証することが可能となる。
【０１８７】
また、本実施の形態においては、介入方法としては、就寝前の摂食制限、運動、または
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、ダイエットプログラムなどの食習慣の変化により、体重または血糖値が改善されるかど
うかの検証を行うことが出来る。ここで、血糖値の測定には、Ｔｅｌｃａｒｅ（テルケア
）を用いた血中グルコースのセルフトラッキングを行ってもよい。遺伝子データを用いた
仮説検証としては、先行調査の介入調査によって明らかになったインスリン耐性に関与す
るＳＮＰｓとの関係を調査してもよい。簡易なセルフトラッキングデバイスを用いた主体
的なＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｎｅｃｅへの参加は、参加者自身の予防に対する意識を高め

、様々な自己モニタリング体験のコミュニティでの共有化を通して、積極的な意識／行動
変化を引き出していくことが期待される。
【０１８８】
ここで、これらの糖尿病調査に関連する遺伝子データは、以下のようなものであっても
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よい。糖尿病に関与するＳＮＰｓのうち、休息中の心拍数に関連するＳＮＰｓとしては、
カテコール−Ｏ−メチルトランスフェラーゼ（ｃａｔｅｃｈｏｌ−Ｏ−ｍｅｔｈｙｌｔｒ
ａｎｓｆｅｒａｓｅ：ＣＯＭＴ）：ｒｓ４６８０３（Ｖａｌ１５８Ｍｅｔ）、コネキシン
４３（ｃｏｎｎｅｘｉｎ

４３：ＧＪＡ１）：ｒｓ９３９８６５２、ｒｓ１１１５４０２

２、ミオシン重鎖６（ｍｙｏｓｉｎ

ｈｅａｖｙ

ｃｈａｉｎ

６：ＭＹＨ６）：ｒｓ４

５２０３６、ｒｓ３６５９９０、ミオシン重鎖７（ｍｙｏｓｉｎ
ｎ

ｈｅａｖｙ

ｃｈａｉ

７：ＭＹＨ６）：ｒｓ２２３１１６、遺伝子間領域：ｒｓ１７２８７２９３、溶質輸

送体ファミリー３５メンバーＦ１（ｓｏｌｕｔｅ
ｍｅｍｂｅｒ

ｃａｒｒｉｅｒ

ｆａｍｉｌｙ

３５

Ｆ１：ＳＬＣ３５Ｆ１）：ｒｓ２８１８６８、溶質輸送体ファミリー１

２メンバーＡ９（ｓｏｌｕｔｅ

ｃａｒｒｉｅｒ

ｆａｍｉｌｙ

１２：ＳＬＣ１２Ａ９
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）：ｒｓ３１４３７０、不活性Ｕｆｍ１特異的プロテアーゼ１（ｉｎａｃｔｉｖｅ
ｍ１−ｓｐｅｃｉｆｉｃ

ｐｒｏｔｅａｓｅ

、脂肪酸脱飽和酵素（ｆａｔｔｙ

ＵＦ

１：ＵＦＳＰ１）：ｒｓ１２６６６９８９

ａｃｉｄ

ｄｅｓａｔｕｒａｓｅ

：ｒｓ１７４５４７、または、ＣＤ３４抗原（ＣＤ３４

１：ＦＡＤＳ１）

ａｎｔｉｇｅｎ：ＣＤ３４）：

ｒｓ２７４５９６７等であってもよい。
【０１８９】
また、インスリン耐性に関与するＳＮＰｓとしては、転写因子７様２（ｔｒａｎｓｃｒ
ｉｐｔｉｏｎ

ｆａｃｔｏｒ

７−ｌｉｋｅ

２：ＴＣＦ７Ｌ２）：ｒｓ７９０３１４６

、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（ｐｅｒｏｘｉｓｏｍｅ
ｔｏｒ−ａｃｔｉｖａｔｅｄ

ｐｒｏｌｉｆｅｒａ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ：ＰＰＡＲＧ）：ｒｓ１８０１２８２、

10

ｒｓ６８０２８９８、ｒｓ２１９７４２３、内向き整流性カリウムチャネルＪ１１（ｐｏ
ｔａｓｓｉｕｍ

ｉｎｗａｒｄｌｙ−ｒｅｃｔｉｆｙｉｎｇ

ｃｈａｎｎｅｌ

Ｊ１１：

ＫＣＮＪ１１）：ｒｓ５２１９、インスリン様成長因子２

ｍＲＮＡ結合タンパク（ｉｎ

ｓｕｌｉｎ−ｌｉｋｅ

ｍＲＮＡ

ｐｒｏｔｅｉｎ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ

２

ｂｉｎｄｉｎｇ

２：ＩＧＦ２ＢＰ２）：ｒｓ４４０２９６０、造血系発現ホメオボック

ス（ｈｅｍａｔｏｐｏｉｅｔｉｃａｌｌｙ

ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ

ｈｏｍｅｏｂｏｘ：Ｈ

ＨＥＸ）：ｒｓ１１１１８７５、ＣＤＫ５誘導性サブユニット関連タンパク（ＣＤＫ５
ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ

ｓｕｂｕｎｉｔ

ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ

ｐｒｏｔｅｉｎ：ＣＤ

ＫＡＬ１）：ｒｓ４７１２５２３、溶質輸送体ファミリー３０メンバーＡ８（ｓｏｌｕｔ
ｅ

ｃａｒｒｉｅｒ

ｆａｍｉｌｙ

３０

ｍｅｍｂｅｒ

Ａ８：ＳＬＣ３０Ａ８）：ｒ

20

ｓ１３２６６６３４、ウォルフラミン（ｗｏｌｆｒａｍｉｎ：ＷＦＳ１）：ｒｓ１００１
２９４６、サイクリン依存性キナーゼ阻害因子２Ａ（ｃｙｃｌｉｎ
ｋｉｎａｓｅ

ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ

ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ

２Ａ：ＣＤＫＮ２Ａ）：ｒｓ２３８３２０８、電

位開口型カリウムチャネル（ｐｏｔａｓｓｉｕｍ

ｖｏｌｔａｇｅ−ｇａｔｅｄ

ｃｈａ

ｎｎｅｌ、ＫＱＴ−ｌｉｋｅ：ＫＣＮＱ１）：ｒｓ２２３７８９２、または、メラトニン
受容体１Ｂ（ｍｅｌａｔｏｎｉｎ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ

１Ｂ：ＭＴＮＲ１Ｂ）：ｒｓ１３

８７１５３等であってもよい。
【０１９０】
また、三つ目の調査デザインとしては、パーソナリティ調査があり、認知心理学分野等
で用いられていた様々な心理分析質問票等の行動特性問診表、または、実際の行動データ

30

を用いて、個人のパーソナリティと関連する様々な心理的仮説を検証する認知心理学調査
または社会心理学調査がＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

により遂行可能である。ここ

で、心理学的データとパーソナルゲノム情報とを組み合わせることにより、認知特性（メ
ンタルパフォーマンス）またはソーシャルインテリジェンス（社会的知性）と遺伝子との
関連性を探る調査を行うことが出来る。本実施の形態においては、例えば、ソーシャルイ
ンテリジェンスの認知的特性（楽観性、共感性、外向性、および、利他性）に遺伝的変異
が関連している可能性を検証することが出来る。また、介入調査を通してソーシャルイン
テリジェンススキルが改善されるかどうかの検証も行うことが出来る。
【０１９１】
ここで、パーソナリティ調査で有用なセルフトラッキングデータは、以下のようなもの

40

であってもよい。表現形質データのうち、楽観性、共感性、外向性、および、利他性の表
現形質の評価には、広く認められているオンライン調査手段を用いてもよい。
【０１９２】
例えば、一般的な性格指標としては、主要５因子性格検査（開放性、外向性、誠実性、
同調性、および、神経症的傾向）：４４問（必須）、または、改訂版ＮＥＯ人格インベン
トリー（ＮＥＯ−ＰＩ−Ｒ）：３００問（選択）等を用いてもよい。
【０１９３】
また、共感性の評価のうち、自己報告による共感性の評価としては、ＩＲＩ：対人反応
性指標：２８問（必須）、または、共感度合いテスト（バロン・コーエン）：６０問（選
択）等を用いてもよい。また、行動の共感性の評価としては、まなざしからの心的状態の
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読み取り（バロン・コーエン）（選択）、ビデオとオーディオ共感テスト、映画の心情読
み取り（バロン・コーエン）（選択）、または、声の心情読み取り（バロン・コーエン）
（選択）等を用いてもよい。また、楽観性の評価としては、改訂版楽観性尺度：１０問（
必須）等を用いてもよい。
【０１９４】
また、外向性の評価としては、主要５因子性格検査（開放性、外向性、誠実性、同調性
、神経症的傾向）：４４問（必須）等を用いてもよい。また、利他性としては、改訂版Ｎ
ＥＯ人格インベントリー（ＮＥＯ−ＰＩ−Ｒ）：セクションＡ３：１０問（必須）等を用
いてもよい。
10

【０１９５】
また、これらのパーソナリティ調査に関連する遺伝子データは、以下のようなものであ
ってもよい。なお、以下の、楽観性、共感性、外向性、または、利他性との関与が示唆さ
れる遺伝子内多型のうち、少なくとも３つを検討するようにしてもよい。パーソナリティ
に関連するＳＮＰｓとしては、オキシトシン受容体（ｏｘｙｔｏｃｉｎ

ｒｅｃｅｐｔｏ

ｒ：ＯＸＴＲ）：ｒｓ５３５７６、ドーパミンＤ２受容体／アンキリン反復及びカイネー
スドメイン含有１（Ａｎｋｙｒｉｎ
ｎ

ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ

ｒｅｐｅａｔ

ａｎｄ

ｋｉｎａｓｅ

ｄｏｍａｉ

１：ＡＮＫＫ１）：ｒｓ１８００４９７、カテコール−Ｏ−

メチルトランスフェラーゼ（ｃａｔｅｃｈｏｌ−Ｏ−ｍｅｔｈｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓ
ｅ：ＣＯＭＴ）：ｒｓ４６８０（Ｖａｌ１５８Ｍｅｔ）、または、コルチコトロピン放出
ホルモン受容体（ｃｏｒｔｉｃｏｔｒｏｐｉｎ−ｒｅｌｅａｓｉｎｇ
ｒｅｃｅｐｔｏｒ

ｈｏｒｍｏｎｅ

20

１：ＣＲＨＲ１）等であってもよい。

【０１９６】
ここで、本実施の形態におけるパーソナリティと遺伝子（Ｓｏｃｉａｌ
ｉｇｅｎｃｅ）とに関するＣｉｔｉｚｅｎ

Ｉｎｔｅｌｌ

Ｓｃｉｅｎｃｅの一例について、図４６を参

照して以下に説明する。図４６は、本実施の形態におけるＯＸＴＲ遺伝子多型の変異とＥ
ＱテストおよびＩＲＩテストとの関係の一例を示す図である。
【０１９７】
まず、本実施の形態におけるユーザのパーソナリティ（個性）と遺伝子とに関するＣｉ
ｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅ（個性発見）においては、ソーシャルインテリジェンスの認

知的特性（楽観性、共感性、外向性、または、利他性）に遺伝的変異が関連している可能
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性があるとの仮説を立て、検証した。
【０１９８】
ここで、認知特性（メンタルパフォーマンス）またはソーシャルインテリジェンス（社
会的知性）と遺伝子との関連性を探る試みは、最近の新しい検証分野である。近年、個人
の遺伝子プロファイルとソーシャルインテリジェンスの特徴との関係について、いくつか
の興味深い報告がなされている。本実施の形態においては、これらの最新のソーシャルイ
ンテリジェンスの遺伝的特性に関する報告を、遺伝学的データとアンケートへの回答（表
現形質）によって検証する。また、介入調査を通してソーシャルインテリジェンススキル
が改善されるかどうかの検証を試みてもよい。
40

【０１９９】
本実施の形態においては、遺伝子型データとして以下の、楽観性、共感性、外向性、ま
たは、利他性との関与が示唆される遺伝子内多型のうち、少なくとも３つを検討してもよ
い。すなわち、遺伝子内多型は、オキシトシン受容体（ｏｘｙｔｏｃｉｎ

ｒｅｃｅｐｔ

ｏｒ：ＯＸＴＲ）：ｒｓ５３５７６、ドーパミンＤ２受容体／アンキリン反復およびカイ
ネースドメイン含有１（Ａｎｋｙｒｉｎ
ａｉｎ

ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ

ｒｅｐｅａｔ

ａｎｄ

ｋｉｎａｓｅ

ｄｏｍ

１：ＡＮＫＫ１）：ｒｓ１８００４９７、カテコール−

Ｏ−メチルトランスフェラーゼ（ｃａｔｅｃｈｏｌ−Ｏ−ｍｅｔｈｙｌｔｒａｎｓｆｅｒ
ａｓｅ：ＣＯＭＴ）：ｒｓ４６８０（Ｖａｌ１５８Ｍｅｔ）、または、コルチコトロピン
放出ホルモン受容体（ｃｏｒｔｉｃｏｔｒｏｐｉｎ−ｒｅｌｅａｓｉｎｇ
ｅ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ

１：ＣＲＨＲ１）等であってもよい。

ｈｏｒｍｏｎ
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【０２００】
また、本実施の形態においては、楽観性、共感性、外向性、または、利他性の表現形質
の評価には、以下の広く認められているオンライン調査手段を用いてもよい。すなわち、
オンライン調査手段は、一般的な性格指標、主要５因子性格検査（開放性、外向性、誠実
性、同調性、および、神経症的傾向）：４４問（必須）、または、改訂版ＮＥＯ人格イン
ベントリー（ＮＥＯ−ＰＩ−Ｒ）：３００問（選択）等であってもよい。
【０２０１】
また、本実施の形態においては、共感性の検証のうち、自己報告による共感性の検証と
しては、ＩＲＩ：対人反応性指標：２８問（必須）、または、共感度合いテスト（バロン
・コーエン）：６０問（選択）等を用いてもよい。また、行動の共感性の検証としては、

10

まなざしからの心的状態の読み取り（バロン・コーエン）（選択）等を用いてもよい。ま
た、ビデオとオーディオ共感テストとしては、映画の心情読み取り（バロン・コーエン）
（選択）、または、声の心情読み取り（バロン・コーエン）（選択）等を用いてもよい。
【０２０２】
また、本実施の形態においては、楽観性の検証としては、改訂版楽観性尺度：１０問（
必須）等を用いてもよい。また、外向性の検証としては、主要５因子性格検査（開放性、
外向性、誠実性、同調性、神経症的傾向）：４４問（必須）等を用いてもよい。また、利
他性の検証としては、改訂版ＮＥＯ人格インベントリー（ＮＥＯ−ＰＩ−Ｒ）：セクショ
ンＡ３：１０問（必須）等を用いてもよい。
20

【０２０３】
ここで、これら検証の実施方法としては、クラウドソーシング（不特定多数の人々にイ
ンターネットを介して調査を依頼する方法）による参加型コホート調査として行なわれて
もよい。また、これら検証は、自由参加、継続型で、第一段階の調査として、１００人以
上の参加者を募ってもよい。また、これら検証は、インターネットを介するジェノメラコ
ミュニティにおいて、調査に必要な人員の募集、及び、調査が施行されてもよい。ここで
、参加者は、まずインフォームドコンセント、次に、調査対象変異の遺伝子型共有へ同意
、オンライン調査の回答を行ってもよい。参加者へは、個別フィードバック（すなわち、
特性情報取得部１０２ｃにより取得されたユーザのパーソナリティに関する個性予測情報
の提供等）が行なわれ、希望者はソーシャルインテリジェンスのスキル構築のための介入
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調査への参加を申し出ることが出来る。
【０２０４】
また、検証段階における第１相として、特性情報取得部１０２ｃは、クラウドソーシン
グによる参加型コホート調査において、先行調査での結果が再現されるか調査してもよい
。そして、第２相として、特性情報取得部１０２ｃは、第一相で見出された遺伝的変異と
ソーシャルインテリジェンス特性と、の関連性に因果関係があるのか介入調査を通して分
析（調査）してもよい。具体的には、特性情報取得部１０２ｃは、遺伝子変異のある群と
ない群で、モバイルアプリケーション等を用いたソーシャルインテリジェンスのスキル向
上の評価値に差があるかどうかを体系的に分析（調査）し、個性予測情報を取得てもよい
。

40

【０２０５】
ここで、図４６には、本実施の形態におけるパーソナリティと遺伝子とに関するＣｉｔ
ｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅの分析結果の一例として、１５人の参加者を対象にＯＸＴＲ遺

伝子多型（ＳＮＰ：ｒｓ５３５７６）の変異とＥＱテストおよびＩＲＩテストとの関係を
示している。図４６に示すように、本Ｃｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅにおいては、参加

人数が十分に多くはないため、確定的なことは結論付けられないが、ＧＧ型の遺伝子多型
をもつ群は、ＡＧ／ＡＡ型の群よりも、ＥＱおよびＩＲＩテストの結果が平均的に高まる
というデータが得られている。これは、前述したＯＸＴＲ遺伝子の多型に、Ｇアレルを２
つ持つ人は、そうでない人に比べて、共感性および楽観性が高い可能性があることを示唆
している。なお、本実施の形態においては、前述の調査計画に記載したソーシャルインテ
リジェンスのスキル向上に関する介入調査を行ってもよい。具体的には、ユーザと対話的
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にチャットによるバーチャルコーチングを行うことが出来るプログラムを用いて、ユーザ
のＥＱやＩＲＩテストの結果が、バーチャルコーチングによって向上するかどうかを検証
してもよい。
【０２０６】
［他の実施の形態］
さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施の
形態にて実施されてよいものである。
【０２０７】
例えば、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００がスタンドアローンの形態で処理を

10

行う場合を一例に説明したが、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００は、クライアン
ト端末（パーソナルゲノム情報環境提供装置１００とは別筐体である）からの要求に応じ
て処理を行い、その処理結果を当該クライアント端末に返却するようにしてもよい。
【０２０８】
また、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０２０９】
このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、

20

特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０２１０】
また、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概
念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
【０２１１】
例えば、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００の各装置が備える処理機能、特に制
御部１０２にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）および当該ＣＰＵにて解釈実行され

るプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして
実現してもよい。尚、プログラムは、後述する、コンピュータに本発明に係る方法を実行
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させるためのプログラム化された命令を含む、一時的でないコンピュータ読み取り可能な
記録媒体に記録されており、必要に応じてパーソナルゲノム情報環境提供装置１００に機
械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（Ｈａｒｄ
）などの記憶部１０６などには、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｄｉｓｋ

Ｄｒｉｖｅ

Ｓｙｓｔｅｍ）と協働して

ＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。
このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと
協働して制御部を構成する。
【０２１２】
また、このコンピュータプログラムは、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００に対
して任意のネットワーク３００を介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに
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記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能
である。
【０２１３】
また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納しても
よく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」と
は、メモリーカード、ＵＳＢメモリ、ＳＤカード、フレキシブルディスク、光磁気ディス
ク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、および、Ｂｌｕ
−ｒａｙ

Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。

【０２１４】
また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
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り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム

と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において
記録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインス
トール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【０２１５】
記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（習慣情報データベース１０６ａ、生
体信号情報データベース１０６ｂ、および、パーソナルゲノム情報データベース１０６ｃ
）は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシ

10

ブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト
提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、および、ウェブページ用ファ
イル等を格納する。
【０２１６】
また、パーソナルゲノム情報環境提供装置１００は、既知のデスクトップ型またはノー
ト型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ、およびＰＤＡ等の
携帯端末装置、ならびに、ワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、
また、該情報処理装置に任意の周辺装置を接続して構成してもよい。また、パーソナルゲ
ノム情報環境提供装置１００は、該情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウェ
ア（プログラム、データ等を含む）を実装することにより実現してもよい。
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【０２１７】
更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施の形態を任意に組み
合わせて実施してもよく、実施の形態を選択的に実施してもよい。
【０２１８】
［本実施の形態のまとめ］
本実施の形態における提案手法によれば、ユーザへの気づき、発想支援、および、メン
タルモデル等の提供により、従来のコーチング、または、発想支援システムとの差別化を
している。
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【０２１９】
従来のほとんどの自己啓発プログラムおよびコーチングは、経験的に体系化されたもの
であり、科学データの蓄積によるものではなかった。すなわち、コーチングを支援するシ
ステムにおいて、過去に行っていたコーチング等を自動化することは行なわれているが、
習慣記録、生体情報記録、および、遺伝子情報等のデータを蓄積し、科学的エビデンスに
基づき、行動特性の発見、および、新たな気づきを促すものではなかった。
【０２２０】
一方で、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−４乃至ＳＣ−
６の処理等）によれば、自分自身の状態を問答形式の主観評価のみならず、生体シグナル
（脳波、心拍数、睡眠波形、血糖値、および、運動量等）などの情報を簡単にセルフトラ
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ッキングして統合し、時系列イベントとしてチャート状に表示させる機能により、ユーザ
が自己発見的、および、対話的に自分の行動特性を発見し、データにもとづいた科学的エ
ビデンスを蓄積し自分にあった自己啓発方法や目標を見出していくのを支援することがで
きる。さらに、本実施の形態における提案手法によれば、個人の遺伝子情報を取り入れる
ことにより、個人しか持ちえない特徴を考慮して行動特性、または、新たな気づきを見出
していくのを支援することができる。
【０２２１】
したがって、本実施の形態における提案手法によれば、従来の医療診断システムのよう
に、コンピュータが診断結果を明示的に提示するのではなく、知的エージェントエンジン
１０２ｆによってユーザ自身が過去に蓄積したデータ、および、ユーザが信頼しているヒ
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トの意見が科学的エビデンスを交えて、対話的に提示されるので、ユーザは、受動的に結
果を受け取るのではなく、より能動的に自分自身の状態、思考、および、行動特性を自己
発見的に見出していく意識を高めることができる。さらに、本実施の形態における提案手
法によれば、知的エージェントエンジン１０２ｆによって自分自身の過去の記録管理デー
タ、および、科学的知見を対話的に自問自答することを支援することができることで、ユ
ーザが無理なく自己発見の習慣を身につけていくことができる。また、従来のバイオフィ
ードバックなどによるコーチングシステムにおいて、個人の遺伝情報を用いるものはほと
んど無かったが、本実施の形態における提案手法によれば、パーソナルゲノム知識データ
ベース１０６ｃを用いることによって、個人的な特徴を考慮して行動特性、または、新た
な気づきを見出していくことが支援できるようになる。また、従来の遺伝子情報システム

10

においては、医学的診断を目的とするものが主流であったが、本実施の形態における提案
手法によれば、習慣記録データベース１０６ａに記憶されたユーザ本人の日常の行動特性
と、パーソナルゲノム情報と、を情報統合エンジン１０２ｄにより統合することにより、
思考、感覚、および、行動特性と、遺伝子と、の相関を見出すデータを収集し、ユーザ本
人に新たな気づきをもたらすとともに、従来の医学研究の枠をこえて認知科学および行動
科学分野でパーソナルゲノム情報を用いた新たな科学発見のためのデータを収集すること
ができる。
【０２２２】
また、本実施の形態における提案手法によれば、人種差を考慮可能な医療以外の個人ゲ
ノムアプリケーション等の提供により、従来の個人ゲノムシステム、および、医療診断シ
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ステムとの差別化をしている。すなわち、本実施の形態における提案手法によれば、人種
差を考慮したより信頼性のある予測モデルの構築を行なっている。
【０２２３】
また、従来の個人ゲノムシステムは、病人を対象にしており、予防医療に主眼がおかれ
、医療以外の応用はあまり想定されていなかった。また、従来の個人ゲノムシステムでは
、医療機関に届け出をした患者と健康なヒトと間に、遺伝統計的に有意な遺伝子変異の違
いがあるかどうかを比較し、疾患に関連する遺伝子を探索するのが主流であった。また、
個人ゲノムおよび体質（病気のリスク予測、または、薬効等）は、人種差の影響を多く受
けるが、確立された計算モデルはなかった。また、個人ゲノムと、行動特性、感覚特性、
または、思考特性と、の関連性を探る研究はあまりなされていなかった。
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【０２２４】
一方で、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−３乃至ステッ
プＳＣ−６の処理等）によれば、一般の健康なヒトが個人ゲノム情報と、日々のセルフト
ラッキングデータと、を簡単に蓄積していく仕組みを導入することにより、従来想定され
なかった健康なヒトの行動特性と遺伝子との関連性を見出すことを可能としている。また
、本実施の形態における提案手法によれば、これまで主に病気のヒトを対象にしていたシ
ステムからでは見出されてこなかった新しい科学的知見を発見する枠組みを提供している
。また、本実施の形態における提案手法によれば、同じ人種のデータを層別化して解析し
人種差に応じたリスク推定を行うことにより、信頼性の高い予測モデルを提供できる。
【０２２５】
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したがって、本実施の形態における提案手法によれば、これまでパーソナルゲノム情報
の提供対象とされてこなかった健康なヒトに対して、パーソナルゲノムデータとセルフト
ラッキングデータとの統合機能、および、データマイニングによる知識獲得機能を提供す
ることができる。それのより、本実施の形態における提案手法によれば、これまで病気の
ヒトを対象にしていたシステムからでは見出されてこなかった、新しい科学的知見を見出
すことができる可能性がある。すなわち、本実施の形態における提案手法によれば、従来
あまり対象とされてこなかった非医療分野での関連遺伝子探索、特に、感覚、思考、また
は、行動特性と遺伝子との関連性についての情報を提供することができる。また、従来の
個人ゲノムシステムのリスク予測モデルでは、主に白人の疾患関連解析結果に基づいてい
るが、実際には人種差の違いは疾患リスクに大きな影響を与えており、例えば、欧米人と
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日本人との糖尿病の発症メカニズムやリスクは非常に異なることが指摘されている。そこ
で、本実施の形態における提案手法では、データマイニングによる知識獲得機能を用いて
、人種差の影響を考慮した疾患リスク予測モデルを適用することができるので、日本人等
にも適用可能な人種差を考慮した疾患リスクの予測ができるようになる。
【０２２６】
また、本実施の形態における提案手法によれば、簡単なセルフトラッキングの提供によ
り、従来の生体シグナルデータ取得システム、ライフログ、および、参加型コミュニティ
支援システムとの差別化をしている。すなわち、本実施の形態における提案手法によれば
、従来の遺伝子探索研究の枠組みとは全く異なる「参加型」の科学発見フレームウークを
分析し、新たなパーソナルゲノム情報環境を実現している。
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【０２２７】
また、従来、生体シグナルデータの取得においては、一般のヒトがデータを得るために
は、医療機関、または、特別な環境および器具が必要であったため、高額な費用も必要で
あった。また、一般のヒトが健康に関する科学的知識を得るためには、専門医等による専
門的な知識が必要であり、敷居が高いものとなっていた。
【０２２８】
一方で、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−２、および、
ステップＳＣ−４の処理等）によれば、従来医療機関および特別な環境で得ていた様々な
生体シグナルデータ（脳波、心拍、または、睡眠波形等）をモバイル端末を用いて容易に
取得し、さまざまな生体シグナルデータと主観データおよび科学的知識とを統合し、分か
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りやすく表示する仕組みを導入している。それにより、本実施の形態における提案手法に
よれば、一般のヒトが簡単に自らの健康情報、または、行動特性情報をセルフトラッキン
グし記録していくことが可能となり、ユーザのセルフトラッキングデータと、当該ユーザ
しか持ちえない遺伝子情報と、を組み合わせることで、一般の医学、および、健康に関す
る知見を個人適応化することができる。すなわち、本実施の形態における提案手法によれ
ば、個人の遺伝子情報を積極的に用いることで、従来経験的に体系化されていたプログラ
ムおよび知見を科学データの蓄積により再発見および再検証することを可能としている。
【０２２９】
したがって、本実施の形態における提案手法によれば、セルフトラッキングデータの情
報統合機能により、従来医療機関などで用いられた生体シグナルデータをモバイル端末を
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用いて容易に取得し、統合することができる。これにより一般のヒトが、医学的な専門知
識がなくても、自分自身の健康状態や心身状態を確認し、健康に関する科学的知識を得る
ことができる。また、本実施の形態における提案手法によれば、感情またはイベントを心
身状態シンボルとして表現し、状態を記録する機能により、心身状態シンボルと生体シグ
ナルとイベント情報とを関連付けることが可能になる。これにより、従来技術にはない心
身状態と生体シグナルと時系列イベントとの統合表示が可能となるため、個人の対話的自
己発見を促進することができる。
【０２３０】
また、本実施の形態における提案手法によれば、ユーザにあったポリシーステートメン
トを選択可能にすることで、従来の個人適応型システム、および、コミュニティ支援シス
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テムとの差別化をしている。
【０２３１】
また、従来、遺伝子情報を含む個人情報を科学発見のコミュニティに共有化することは
、プライバシー保護の観点から抵抗を持つヒトが多かった。また、情報を共有化して参加
型プロジェクトに参加する際のリスクとベネフィットについての判断材料が少なく、積極
的にＣｉｔｉｚｅｎ

Ｓｃｉｅｎｃｅプロジェクトに参加することに抵抗感があった。

【０２３２】
一方で、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−６の処理等）
によれば、多くのヒトがパーソナルゲノムに関してどう感じるかについての調査を実施し
、その傾向の分析結果に基づき、リスクとベネフィットに関するパターンを分類している
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。それにより、本実施の形態における提案手法によれば、各個人にあった参加ポリシーを
提示することによってコミュニティへの参加意識を高めることができる。また、本実施の
形態における提案手法によれば、個人にあったポリシーステートメントに応じて、情報開
示の範囲を定義し、プライバシー情報を保護することにより、これまでより安心感をもっ
てコミュニティに参加することができる。
【０２３３】
したがって、本実施の形態における提案手法によれば、個人がパーソナルゲノム情報利
用についてどう感じるかについての調査を実施し、リスクとベネフィットとの分析により
個人の行動パターンを分類することで、その人にあった参加ポリシーをコミュニティに提
示することができるので、個人がより安心感をもってコミュニティに参加することができ
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る。
【０２３４】
ここで、図４７を参照して、本実施の形態における参加ポリシーの提示処理の一例につ
いて説明する。図４７は、本実施の形態における参加ポリシーの提示処理の一例を示す図
である。
【０２３５】
図４７に示すように、本実施の形態における参加ポリシーの提示処理では、システムに
ログインした多くのユーザがパーソナルゲノムに関してどう感じるかについての調査を実
施し、常にクローラーが起動してユーザ情報を蓄積および解析することで、その傾向の分
析結果に基づき、リスクおよびベネフィットに関するパターンを分類して、各個人にあっ
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た参加ポリシーを提示している。
【０２３６】
また、本実施の形態における提案手法によれば、習慣づけのフィードバックにより、従
来のセルフトラッキングシステムとの差別化をしている。
【０２３７】
また、従来、自分自身の日々の行動記録を取り続けることは、健康意識および好奇心が
かなり高いなど、個人に高い動機がなければ、たとえセルフトラッキング操作が簡単だと
しても、コストが高いものであった。
【０２３８】
一方で、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−１、および、

30

ステップＳＣ−６の処理等）によれば、パーソナルゲノムに関する社会統計調査の分析結
果と社会心理学的知見とに基づき、システムが個人の行動特性パターンを分析し、個人の
動機および能力に応じて、適切なタイミングで対話的フィードバックを行うことにより、
個人の動機を高め、個人にあった心身ともに健康なライフスタイル習慣をコーチング支援
していくことができる。
【０２３９】
また、本実施の形態における提案手法によれば、モバイル端末上で、対話ボードに様々
なアイコンが表示され、システムが優先度を高いと判断したアイコンは大きくメッセージ
つきで表示され、ユーザのマウス操作によりアイコン位置、および、サイズのアニメーシ
ョン機能により、ユーザの気づきを対話的に促し、動機や参加意識の向上を促すことがで
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きる。
【０２４０】
ここで、図４８を参照して、本実施の形態における対話ボードの一例について説明する
。図４８は、本実施の形態における対話ボードの一例を示す図である。
【０２４１】
図４８に示すように、本実施の形態における対話ボードには、ユーザのシステムへのロ
グインにより、いろいろなアイコンが表示され、システムにより優先度が高いと判断した
ものは大きく、メッセージつきで表示され、ユーザのマウス操作によりアイコン位置、お
よび、サイズがアニメーションする。
【０２４２】

50

(38)

JP 5514963 B2 2014.6.4

また、本実施の形態における提案手法によれば、従来の発達障害者支援システムとの差
別化をしている。
【０２４３】
また、発達障害者は、感覚特性や行動特性が他者と異なることで本人の無意識な行動が
違和感を持って周囲に受け止められ、そのために社会的ストレスおよび苦痛を感じること
が多かった。また、発達障害者本人も、周囲のヒトが違和感を持つ原因を見出すことがで
きず、周囲のヒトの発達障害に対する理解も少ないなかで、組織の中で自尊心を低め、精
神的ストレスを感じることが多かった。また、発達障害者に対する薬物療法を含めた治療
も行われているが、発達障害の診断は難しいうえ、薬物療法は対症療法が中心で誤診、ま
たは、副作用が生じるケースも少なくなかった。また、発達障害者の自立を支援するカウ

10

ンセリング、および、ジョブコーチも立ち上がってはいるが、専門的なカウンセリングが
できる人材も不足しており、発達障害者の社会参加に対する十分な社会的理解も得られて
いない。
【０２４４】
そこで、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−３、ステップ
ＳＣ−５、および、ステップＳＣ−６の処理等）を用いることにより、発達障害者本人が
、自分自身の行動、感覚、および、思考特性と、他者の行動、感覚、および、思考特性と
、の違いを知ることにより、自分で認識している自己と他者とから見えている自己の範囲
を広げることができる。すなわち、本実施の形態における提案手法を用いることにより、
発達障害者本人が、コミュニケーション心理学におけるジョハリの窓（対人関係における

20

気づきのグラフモデル）における解放の窓を広げること、また、周囲のヒトが、本実施の
形態における提案手法を用いることにより、発達障害者と健常者との行動、感覚、または
、思考特性の違いに気づくことによって、無意識に生じていたかも知れない偏見および差
別意識に気づき、相互理解を深めるきっかけをえることができる。また、本実施の形態に
おける提案手法を用いることにより、発達障害者と健常者との個性の違いを認め合い、尊
重しようという意識を高めることができる。また、本実施の形態における提案手法により
、発達障害の診断および治療に役立てるための科学データを集積することができる。
【０２４５】
ここで、図４９を参照して、本実施の形態におけるジョハリの窓の一例について説明す
る。図４９は、本実施の形態におけるジョハリの窓の一例を示す図である。
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【０２４６】
図４９に示すように、本実施の形態におけるジョハリの窓は、公開された自己に関する
開放の窓、隠された自己に関する秘密の窓、自分は気づいていないものの、他人からは見
られている自己に関する盲点の窓、および、誰からもまだ知られていない自己に関する未
知の窓からなる対人関係における気づきのグラフモデルである。
【０２４７】
また、本実施の形態における提案手法によれば、行動、感覚、および、思考特性と、遺
伝子の個人差と、の関連性分析を行い、発達障害に関連する遺伝子情報およびフェノタイ
プ情報を対応付けて記憶したパーソナルゲノム知識データベース１０６ｃを構築すること
により、発達障害の診断および治療に役立てるための科学データを集積することができる
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。
また、本実施の形態における提案手法によれば、従来の感性情報の視覚化と共有化シス
テムとの差別化をしている。
【０２４８】
また、従来、色の見え方、または、時間の感じ方といった感性は、皆共通であるという
コンセンサスのもとに人間同士のコミュニケーションが成立しており、それらに個人差が
あるということは前提とされていなかった。また、そのような感性情報を表現し、科学デ
ータとして収集する手段は限られていた。また、色が個人の時間の感じ方に影響を与える
という認識、または、色による刺激が体内時計の遺伝子に影響を与えうる可能性は、ほと
んど考慮されてこなかった。
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【０２４９】
一方で、本実施の形態における提案手法（例えば、図６のステップＳＣ−５、および、
ステップＳＣ−６の処理等）によれば、感性情報を刺激に対する反応についての認知デー
タとして視覚化することができるため、個人がそれぞれの感性の違いを知ることが可能と
なる。また、本実施の形態における提案手法によれば、視覚化された感性情報に基づき他
者の感覚を想像し、疑似体験することができる。また、本実施の形態における提案手法に
よれば、感性情報と遺伝子の個人差との相関を調べることにより、人間の認知機構の進化
の解明に役立つ科学データを収集することができる。
【０２５０】
また、本実施の形態における提案手法によれば、感性情報を刺激に対する反応について

10

の認知データとして視覚化し、各個人の感性の違いを視覚化することにより、他者の感覚
との違いを理解することが可能になる。
【０２５１】
すなわち、本実施の形態における提案手法によれば、ライフログ、習慣記録、および／
または、脳波（睡眠）解析等と遺伝子情報を含む個人ゲノム情報とを組み合わせた、気づ
きを促す知的情報環境の提供が可能になる。また、本実施の形態における提案手法によれ
ば、個人主体で集積された遺伝子情報とライフログの行動記録とをデータマイニングして
科学発見を促す知的情報環境の提供が可能になる。また、本実施の形態における提案手法
によれば、信頼性のある病気および薬効のリスクの予測の提供が可能になる。これにより
、本実施の形態における提案手法によれば、信頼性のある才能、または、能力発見の予測
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が可能となり、個人ゲノム情報を個性（自分らしさ）発見、教育、または、キャリアデザ
インに生かすような知的情報環境の提供が可能になる。
【産業上の利用可能性】
【０２５２】
以上詳述に説明したように、本発明によれば、医療分野の枠を超えて科学的データであ
るパーソナルゲノム情報を個人のライフスタイルに取り入れることで、気づき、または、
自分にあった生き方を発見的に見出し、能力開発または人間関係の改善等につなげること
ができ、個人が心身ともに健康で自分らしい生き方を見出していくことができる情報提供
環境を実現することができるパーソナルゲノム情報環境提供装置、パーソナルゲノム情報
環境提供方法、および、プログラムを提供することができ、特に健康産業分野において極
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めて有用である。
【符号の説明】
【０２５３】
１００

パーソナルゲノム情報環境提供装置（パーソナルゲノム情報環境）

１０２

制御部

１０２ａ

セルフトラッキング情報取得部（情報統合エンジン）

１０２ｂ

パーソナルゲノム情報取得部

１０２ｃ

特性情報取得部

１０２ｄ

情報統合部（情報統合エンジン）

１０２ｅ

データマイニング部（データマイニングエンジン）

１０２ｆ

情報出力部（知的エージェントエンジン）

１０４

通信制御インターフェース部

１０６

記憶部

１０６ａ

習慣情報データベース（習慣記録データベース）

１０６ｂ

生体信号情報データベース（身体情報記録データベース）

１０６ｃ

パーソナルゲノム情報データベース（パーソナルゲノム知識データベ
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ース）
１０８

入出力制御インターフェース部

１１２

モニタリングデバイス部（モニタリングデバイス群）

１１４

表示部
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１１６

音声出力部

１１８

入力部

２００

外部システム

３００

ネットワーク
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