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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外耳に装着され、その形状変化を距離の変化として検知し、検知信号を出力するセンサ部
と、該センサ部からの前記検知信号に基づいて咀嚼を認識する認識部とを備える咀嚼認識
装置であって、
前記認識部は、
前記センサ部からの検知信号が入力する検知信号入力手段と、
該検知信号入力手段からの前記検知信号の任意の一点の電位を基準値として設定する基準
値設定手段と、
前記検知信号入力手段からの前記検知信号が入力されるとともに、前記基準値設定後、所
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定時間間隔を経て前記検知信号より比較値を得る比較値設定手段と、
前記基準値と前記比較値を比較し、両者の電位差信号を得る比較手段と、
前記比較値設定に続き、前記所定時間間隔を経て前記検知信号より２番目の比較値を得て
前記基準値と比較し、両者の電位差信号を得、係る比較値設定及び前記基準値との比較処
理を複数回実施し、その実施回数が所定の第１基準回数に達し、かつその実施回数の電位
差信号のうち、所定電位差以上の電位差信号を有する回数が、所定の第２基準回数以上存
在するかどうかを判定する第１判定手段と、
該第１判定手段により、前記第１基準回数の電位差信号のうち、所定電位差以上の電位差
信号の数が、前記第２基準回数以上存在すると判定された回数が、所定の第３基準回数内
において所定の第４基準回数以上存在するかどうかを判定する第２判定手段と、
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該第２判定手段により前記第４基準回数以上存在すると判定されたとき、これを咀嚼と認
識する咀嚼認識手段と、
を備える咀嚼認識装置。
【請求項２】
前記センサ部が、光学式センサ又は音響センサを含むことを特徴とする請求項１記載の咀
嚼認識装置。
【請求項３】
前記光学式センサは、反射型フォトセンサ又はＦＢＧ型光ファイバセンサであり、前記音
響センサは超音波式距離センサであることを特徴とする請求項２記載の咀嚼認識装置。
【請求項４】
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外耳に装着されるセンサ部にて、外耳の形状変化に対応する検知信号を得、該検知信号に
基づいて咀嚼を認識する咀嚼認識方法であって、
前記センサ部からの検知信号が入力する検知信号入力ステップと、
該検知信号入力ステップからの前記検知信号の任意の一点の電位を基準値として設定する
基準値設定ステップと、
前記検知信号入力ステップからの前記検知信号が入力されるとともに、前記基準値設定後
、所定時間間隔を経て前記検知信号より比較値を得る比較値設定ステップと、
前記基準値と前記比較値を比較し、両者の電位差信号を得る比較ステップと、
前記比較値設定に続き、前記所定時間間隔を経て前記検知信号より２番目の比較値を得て
前記基準値と比較し、両者の電位差信号を得、係る比較値設定及び前記基準値との比較処
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理を複数回実施し、その実施回数が所定の第１基準回数に達し、かつその実施回数の電位
差信号のうち、所定電位差以上の電位差信号を有する回数が、所定の第２基準回数以上存
在するかどうかを判定する第１判定ステップと、
該第１判定ステップにより、前記第１基準回数の電位差信号のうち、所定電位差以上の電
位差信号の数が、前記第２基準回数以上存在すると判定された回数が、所定の第３基準回
数内において所定の第４基準回数以上存在するかどうかを判定する第２判定ステップと、
該第２判定ステップにより前記第４基準回数以上存在すると判定されたとき、これを咀嚼
と認識する咀嚼認識ステップと、
を含む咀嚼認識方法。
【請求項５】
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外耳に装着されるセンサ部にて、外耳の形状変化に対応する検知信号を得、該検知信号に
基づいて、コンピュータに以下のステップを実行させ、咀嚼認識を行うためのプログラム
前記センサ部からの検知信号が入力する検知信号入力ステップ、
該検知信号入力ステップからの前記検知信号の任意の一点の電位を基準値として設定する
基準値設定ステップ、
前記検知信号入力ステップからの前記検知信号が入力されるとともに、前記基準値設定後
、所定時間間隔を経て前記検知信号より比較値を得る比較値設定ステップ、
前記基準値と前記比較値を比較し、両者の電位差信号を得る比較ステップ、
前記比較値設定に続き、前記所定時間間隔を経て前記検知信号より２番目の比較値を得て
前記基準値と比較し、両者の電位差信号を得、係る比較値設定及び前記基準値との比較処
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理を複数回実施し、その実施回数が所定の第１基準回数に達し、かつその実施回数の電位
差信号のうち、所定電位差以上の電位差信号を有する回数が、所定の第２基準回数以上存
在するかどうかを判定する第１判定ステップ、
該第１判定ステップにより、前記第１基準回数の電位差信号のうち、所定電位差以上の電
位差信号の数が、前記第２基準回数以上存在すると判定された回数が、所定の第３基準回
数内において所定の第４基準回数以上存在するかどうかを判定する第２判定ステップ、
該第２判定ステップにより前記第４基準回数以上存在すると判定されたとき、これを咀嚼
と認識する咀嚼認識ステップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、使用者の咀嚼状態を自動的に認識する咀嚼認識装置、咀嚼認識方法及び咀嚼認
識のためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、身体に装着してハンズフリー操作を可能とするウェアラブルコンピュータの開発が
様々な方面で行われている。本発明者らは、先に、ヒト（使用者）の外耳、具体的には外
耳道に装着して使用者の様々な生体信号を得るウェアラブルコンピュータに関する発明を
し、特許出願した（特許文献１）。この公報には、ウェアラブルコンピュータ用に好適な
入力デバイスが開示されている。すなわち、外部の出力デバイスに制御命令を出力するた
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めの入力デバイスであって、使用者の外耳に装着され、外耳道の形状変化を検知するセン
サ部と、このセンサ部からの検知信号に基づいて、外部の出力デバイスを制御する制御部
とを備えたものである。
【０００３】
この入力デバイスによれば、センサ部が外耳道に装着されるので、外部光等の外乱要因を
極力排除した環境下で、外耳道の形状変化を検知することができ、その結果、センサ部か
ら信頼性の高い検知信号が安定して得られ、得られた検知信号に基づいて、外部の出力デ
バイスを高精度に制御することが可能となる。
【０００４】
外耳道に装着される前記ウェアラブルコンピュータによれば、使用者の食事における咀嚼
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状態を認識することができる。外耳道に装着して咀嚼を計数、認識等する技術に関しては
、例えば、咀嚼の際、あごの動きに伴って外耳道の筋肉が動くことに着目し、外耳道内の
圧力変化を圧力センサにて検知する技術が知られている（特許文献２）。咀嚼に伴う外耳
道の動きを検知する圧力センサとして、微圧センサ、圧電センサ、押圧センサを用いるこ
とも知られている（特許文献３）。また咀嚼を検知するセンサとして、張力検出センサ、
筋電圧検出センサを使用することも知られている（特許文献４）。
【０００５】
しかしながら、特許文献１には、表情の変化、例えば目を開く又は閉じる、舌を左右へ動
かす等について検知信号が波形で示されているが、咀嚼動作については、これを判定、認
識する技術について記載されていない。
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【０００６】
また、特許文献２〜４の装置は、ウェアラブルコンピュータの入力デバイスとして使用す
ることを意図していない。仮に、ウェアラブルコンピュータの入力デバイスとして使用し
たとしても、これらの装置は、何れも外耳道内の圧力変化を検知するセンサを使用してい
るため、使用環境（外耳道のサイズ、外耳道の形状、装着状態等）の違いによって検知結
果にバラツキが発生し易い。そのため、確実な操作が求められるウェアラブルコンピュー
タの入力デバイスには適さない。
【０００７】
また、外耳道内の圧力変化を確実に検知するためには、圧力センサを装着者の外耳道にし
っかりと圧入する必要があるが、これは使用者に不快感を与えることになり、長時間の装
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着は困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】再公表特許WO2010/090175号公報
【特許文献２】特開平7‑213510号公報
【特許文献３】特開平11‑318862号公報
【特許文献４】特開平7‑171136号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
本発明は、これらの課題を解決するものであり、外耳に装着されるウェアラブルコンピュ
ータに使用して好適な、使用者の咀嚼状態を自動的に認識する咀嚼認識装置、咀嚼認識方
法及び咀嚼認識のためのプログラムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、外耳に装着され、その形状変化を距離の変化として検知し、検知信号を出力す
るセンサ部と、該センサ部からの前記検知信号に基づいて咀嚼を認識する認識部とを備え
る咀嚼認識装置であって、前記認識部は、前記センサ部からの検知信号が入力する検知信
号入力手段と、該検知信号入力手段からの前記検知信号の任意の一点の電位を基準値とし
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て設定する基準値設定手段と、前記検知信号入力手段からの前記検知信号が入力されると
ともに、前記基準値設定後、所定時間間隔を経て前記検知信号より比較値を得る比較値設
定手段と、前記基準値と前記比較値を比較し、両者の電位差信号を得る比較手段と、前記
比較値設定に続き、前記所定時間間隔を経て前記検知信号より２番目の比較値を得て前記
基準値と比較し、両者の電位差信号を得、係る比較値設定及び前記基準値との比較処理を
複数回実施し、その実施回数が所定の第１基準回数に達し、かつその実施回数の電位差信
号のうち、所定電位差以上の電位差信号を有する回数が、所定の第２基準回数以上存在す
るかどうかを判定する第１判定手段と、該第１判定手段により、前記第１基準回数の電位
差信号のうち、所定電位差以上の電位差信号の数が、前記第２基準回数以上存在すると判
定された回数が、所定の第３基準回数内において所定の第４基準回数以上存在するかどう
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かを判定する第２判定手段と、該第２判定手段により前記第４基準回数以上存在すると判
定されたとき、これを咀嚼と認識する咀嚼認識手段と、を備えてなるものである。
【００１１】
本発明にあっては、前記センサ部を、光学式センサ又は音響センサとすることができる。
【００１２】
また本発明にあっては、前記光学式センサを、反射型フォトセンサ又はＦＢＧ型光ファイ
バセンサとし、前記音響式センサを超音波式距離センサとすることができる。
【００１３】
本発明は、外耳に装着されるセンサ部にて、外耳の形状変化に対応する検知信号を得、該
検知信号に基づいて咀嚼を認識する咀嚼認識方法であって、前記センサ部からの検知信号
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が入力する検知信号入力ステップと、該検知信号入力手段からの前記検知信号の任意の一
点の電位を基準値として設定する基準値設定ステップと、前記検知信号入力ステップから
の前記検知信号が入力されるとともに、前記基準値設定後、所定時間間隔を経て前記検知
信号より比較値を得る比較値設定ステップと、前記基準値と前記比較値を比較し、両者の
電位差信号を得る比較ステップと、前記比較値設定に続き、前記所定時間間隔を経て前記
検知信号より２番目の比較値を得て前記基準値と比較し、両者の電位差信号を得、係る比
較値設定及び前記基準値との比較処理を複数回実施し、その実施回数が所定の第１基準回
数に達し、かつその実施回数の電位差信号のうち、所定電位差以上の電位差信号を有する
回数が、所定の第２基準回数以上存在するかどうかを判定する第１判定ステップと、該第
１判定ステップにより、前記第１基準回数の電位差信号のうち、所定電位差以上の電位差
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信号の数が、前記第２基準回数以上存在すると判定された回数が、所定の第３基準回数内
において所定の第４基準回数以上存在するかどうかを判定する第２判定ステップと、
該第２判定ステップにより前記第４基準回数以上存在すると判定されたとき、これを咀嚼
と認識する咀嚼認識ステップと、を含むものである。
【００１４】
また本発明は、外耳に装着されるセンサ部にて、外耳の形状変化に対応する検知信号を得
、該検知信号に基づいて、コンピュータにて実行される、咀嚼認識を行うためのプログラ
ムであって、前記センサ部からの検知信号が入力する検知信号入力ステップ、該検知信号
入力手段からの前記検知信号の任意の一点の電位を基準値として設定する基準値設定ステ
ップ、前記検知信号入力ステップからの前記検知信号が入力されるとともに、前記基準値
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設定後、所定時間間隔を経て前記検知信号より比較値を得る比較値設定ステップ、前記基
準値と前記比較値を比較し、両者の電位差信号を得る比較ステップ、前記比較値設定に続
き、前記所定時間間隔を経て前記検知信号より２番目の比較値を得て前記基準値と比較し
、両者の電位差信号を得、係る比較値設定及び前記基準値との比較処理を複数回実施し、
その実施回数が所定の第１基準回数に達し、かつその実施回数の電位差信号のうち、所定
電位差以上の電位差信号を有する回数が、所定の第２基準回数以上存在するかどうかを判
定する第１判定ステップ、該第１判定ステップにより、前記第１基準回数の電位差信号の
うち、所定電位差以上の電位差信号の数が、前記第２基準回数以上存在すると判定された
回数が、所定の第３基準回数内において所定の第４基準回数以上存在するかどうかを判定
する第２判定ステップ、該第２判定ステップにより前記第４基準回数以上存在すると判定
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されたとき、これを咀嚼と認識する咀嚼認識ステップ、を含むものである。
【発明の効果】
【００１５】
本発明は、装置が外耳、具体的には外耳道に装着され、外耳道の形状変化に対応する検知
信号を利用するものであるから、外部の光や音などの影響を受けず、正確な検知信号を得
ることができ、したがって咀嚼認識を高精度で行なうことができる。
【００１６】
また本発明は、検知信号の任意の一点の電位を基準値として設定する基準値設定手段と、
基準値設定後、これに連続して所定時間間隔であらかじめ設定された複数の比較値を検知
信号より得る比較値設定手段とを設け、基準値と比較値を比較して、基準値と比較値の差
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が所定値以上あるかどうかを判定し、さらにこの判定結果を複数回確認することで咀嚼認
識を行うものである。それゆえ、基準値、比較値、その差の電圧値、その発生回数を適切
に選ぶことにより、精度の高い咀嚼認識を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る咀嚼認識装置の構成を示すブロック図である。
【図２】外耳挿入型とした咀嚼認識装置の外観及び装着状態を示す図である。
【図３】本発明に係る咀嚼認識方法を説明するためのフローチャートである。
【図４】フローチャートを更に詳細に説明するためのフローチャートである。
【図５】検知信号を示す波形図である。
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【図６】検知信号を示す波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の実施形態に係る咀嚼認識装置について説明する。
図１において、１は外耳、具体的にはその外耳道に装着され、その形状変化を距離の変化
として検知し、検知信号を出力するセンサ部であり、光学式センサ又は音響センサを使用
することができる。具体的には、光学式センサは、反射型フォトセンサ又はＦＢＧ型光フ
ァイバセンサを、また音響式センサは超音波式距離センサを使用することができる。光学
式センサとして、LED等の発光素子と、フォトトランジスタ、フォトダイオード、CCD等の
受光素子が挙げられる。なおLEDとして赤外線ＬＥＤを使用する場合は、発信する赤外線
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の波長として、人体を透過しない波長のものを選択する必要がある。
【００１９】
２は、センサ部１から入力される検知信号に基づいて咀嚼を認識する認識部である。この
認識部２において、３は、センサ部１からの検知信号を入力し、次段以降の回路部分で処
理する電位信号に変換し検知信号αとして出力する検知信号入力手段、４は、検知信号入
力手段３からの検知信号αの任意の一点の電位を基準値として設定する基準値設定手段、
５は、検知信号入力手段３からの検知信号αが入力するとともに、基準値設定手段４によ
る基準値設定後、これに連続して所定時間間隔であらかじめ設定された複数個の比較値を
前記検知信号より得る比較値設定手段である。
【００２０】

50

(6)

JP 6245603 B2 2017.12.13

ここで、本実施形態では比較値設定手段５における比較値の計数回数（第１基準回数）は
１２回に設定され、基準値計測後、等時間間隔、例えば50ms間隔で計測される。比較値設
定手段５は、比較値計測を計数するカウンタを備え、計数回数が１２に設定される。一般
的に1回の咀嚼動作は成人男性で約0.5秒前後であり、50ms間隔で12回計測すれば、1回分
の咀嚼動作のほぼ全体が計測できるからである。１回の咀嚼動作の時間は、年齢、性差に
よって異なるから、使用者の年齢等に対応して、この計数回数及び計数時間間隔を適宜変
更することができる。
【００２１】
６は、基準値設定手段4により設定された基準値と、比較値設定手段５により計測されて
得られた比較値を順次比較し、所定の第１基準回数（本実施形態では１２回）、電位位差
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信号を得る比較手段である。７は、１２個の電位差信号のうち、咀嚼動作時に得られる強
い咬合力に対応して設定された所定電位差以上の電位差信号の数が、これもまた咀嚼動作
時に得られる強い咬合力に対応して予め設定された所定の第２基準回数（本実施形態では
８回に設定）以上存在するかどうかを判定する第１判定手段である。本実施形態の場合、
12個（第１基準回数）の比較値のうち、8回（第２基準回数）以上所定電位差以上の電位
差信号が得られた場合に、咀嚼動作に必要な咬合力が得られていると判定した。8回より
少ないときは、咬合力が弱く、咀嚼ではない（例えば会話）可能性が高いのである。なお
咀嚼動作は人によって早くかむ人、ゆっくりとかむ人等個人差があるから、上記8/12の回
数は咀嚼動作が続いていることを示す信号であって、咀嚼回数に一致しているわけではな
い。
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【００２２】
比較値設定手段５、比較手段6及び第1判定手段７にて、第1判定部８が構成される。すな
わち、検知信号の任意の時間の電位信号が基準値として設定されたのち、これに続く所定
時間経過後に検知信号より比較値電位信号が計測され、基準値と比較値との電位差が計測
される。さらにこの比較値計測に続いて所定時間経過後に２番目の比較値が計測され、同
様に基準値とこの比較値との電位差が計測される。かかる処理が順次繰り返され、第１基
準回数（１２回）に達したとき終了する。さらに１２回の計測値のうち、同様に繰り返し
計数された所定電位差以上の計測値が第２基準回数に達したとき終了する。第１及び第２
基準回数がともに満たされたとき、第1判定部８は咀嚼動作が続いていると判定するので
ある。
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【００２３】
９は、第１判定手段７により、比較値である１２個の電位信号のうち、所定電位差以上の
電位差信号の数が、8回（第２基準回数）以上存在すると判定された回数（咀嚼動作が継
続していると判定された回数）が、所定回数（第３基準回数）例えば８回のうち、これも
また所定回数（第４基準回数）例えば６回以上存在するかどうかを判定する第２判定手段
である。この第２判定手段９は、第１判定手段７からの信号入力回数（第３基準回数）と
、第４基準回数を計数するカウンタを備え、第３基準回数が８に達し、同時にその８回の
うち、第４基準回数が６回存在するに至ったとき、出力信号を発生する。
【００２４】
第１判定手段７から条件を満たした一つの信号が第２判定手段９に入力すると、１２番目
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の比較値計測後、所定時間経過後に再度検知信号より電位信号が検知され、２番目の基準
値が設定される。以後、前述の１回目の基準値設定後と同様に、所定時間経過後に検知信
号の電位が計測され比較値として設定される。この比較値は基準値と比較され、両者の電
位差信号が得られる。この処理が順次１２回繰り返され、そのうち８回所定電位差以上の
比較値が計測されたとき、第１判定手段より、２つ目の判定信号が出力され、第２判定手
段９に入力する。
【００２５】
このようにして第１判定部８にて処理され、第２判定手段９に信号が入力されるたびに、
第２判定手段９と第１判定部との間で、新たな基準値設定とこれに続く比較値設定が行わ
れ、同様の処理が繰り返されていく。これらの処理を行なう第１判定部８と第２判定手段
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９により第２判定部１１が構成される。
【００２６】
１０は、この第２判定手段９の信号を受けて、これを咀嚼と認識する咀嚼認識手段である
。第２判定手段９からの出力信号が８個（第３基準回数）存在することにより、咀嚼動作
が続いていることが確認され、このうち６回（第４基準回数）分の変化があることを確認
することにより、咀嚼動作と判断するのである。第３基準回数を8回、第４基準回数を6回
に設定したのは、咀嚼動作と推定されるほど強い咬合動作が8回の計測期間中に６回発生
すれば咀嚼動作が行われていると判定できるとしたものである。この判定条件は、実際の
咀嚼動作に一致したが、さらに精度を上げるために、変更することも可能である。
【００２７】
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会話においても口は開閉し、咬合力が発生するが、これは咀嚼時の咬合力に比較して弱く
、また咀嚼動作ほど連続して発生することも少ないため、咀嚼動作と会話動作との差を明
確に行うことができる。検知信号入力手段３、基準値設定手段４、第１判定部８及び第２
判定手段９とにより、第２判定部１１が構成される。この第２判定部１１は、強い咬合力
が検知されて咀嚼動作と判定された回数が、咀嚼動作のもう一つの条件である連続性の条
件を満たした場合に、咀嚼動作が行われていると判定する作用をなすものである。
【００２８】
図２は、センサ部１を外耳の外耳道１２に装着した状態を示す。センサ部１には、1対のL
EDとフォトトランジスタからなる検知センサ１３が設けられており、LEDから発せられた
光が外耳道１２、又はその一部である鼓膜１４に当たって反射し、フォトトランジスタに
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て受光される。これにより反射部位までの距離の信号が得られる。外耳下方に顎関節が位
置することから、咀嚼あるいは会話による下顎の動きの影響を受けて、外耳道１２は、そ
の形状を変え、これが距離信号に反映されるのである。なお検知センサとして、LEDとフ
ォトトランジスタの対を使用したときは、検知信号のノイズを減らし検知精度を上げるこ
とができる。また、同様に検知精度を上げるためセンサ対を複数個設けることもできる。
【００２９】
１５は、検知センサ１３の周囲を囲む弾性部材で、光信号の発信、受信部分は開口状態特
許庁されている。弾性部材１５は、センサ部１を外耳道１２に挿入、装着したとき、外耳
道１２の表面に弾性変形して密接する。これにより、外部光の進入を防いでノイズを減ら
すとともに、センサ部１を装着した際の違和感をやわらげることができる。
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【００３０】
次に、実施形態に係る咀嚼認識装置の動作を、図３を参照してステップS１〜S７順に説明
する。
S1:センサ部１にて得られた検知信号αを認識部２に入力する検知信号入力ステップ。
S2:ステップS1からの検知信号αの任意の一点の電位を基準値として設定する基準値設定
ステップ。
S3:検知信号αを入力するとともに、基準値設定後、所定時間間隔を経て検知信号αより
比較値を得る比較値設定ステップ。
S4:基準値と比較値を比較し、両者の電位差信号を得る比較ステップ。
S5:比較値設定に続き、所定時間間隔を経て検知信号αより２番目の比較値を得て基準値
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と比較し、両者の電位差信号を得、比較値設定及び基準値との比較処理を複数回実施し、
その実施回数が所定の第１基準回数に達し、かつその実施回数の電位差信号のうち、所定
電位差以上の電位差信号を有する回数が、所定の第２基準回数以上存在するかどうかを判
定する第１判定ステップ。
S6:第１判定ステップS5により、第１基準回数の電位差信号のうち、所定電位差以上の電
位差信号の数が、第２基準回数以上存在すると判定された回数が、所定の第３基準回数内
において所定の第４基準回数以上存在するかどうかを判定する第２判定ステップ。
S7:第２判定ステップS6により第４基準回数以上存在すると判定されたとき、これを咀嚼
と認識する咀嚼認識ステップ。
【００３１】
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前述の各ステップからなる咀嚼認識方法を、第４図を参照して具体的にステップ順に詳述
する。
S101:第２判定手段９の計数回数を０にリセットする。
S102:第２判定部１１による以下の第２判定処理を行う（S103〜S114）。
S103:第１判定手段７の計数回数を０にリセットする。
S104:センサ部１にて得られた検知信号αを認識部２に入力する。
S105:検知信号αの任意の一点の電位を基準値として設定する。
S106:第１判定部８による以下の第１判定処理を行う（S10７〜S11１）。
S107:所定時間間隔を経てセンサ部１にて得られた検知信号αを認識部２に入力し、検知
信号αを比較値として設定する。
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S108:基準値と比較値の差の絶対値を電位差信号に設定する。
S109:電位差信号が所定電位以上か否かを判定する。
S110:電位差信号が所定電位より大きいとき、第１判定手段７の計数回数に「１」を足す
。
S111:かかる処理を第１基準回数（本実施形態の場合１２回）繰り返す。ステップS109に
おいて、電位差信号が所定電位に達していないと判定されたときもこのステップに移る。
第１判定部８による第１判定処理が終了。
S112:第１判定手段７の計数回数が第２基準回数（本実施形態の場合８回）以上か否かを
判定する。
S113: 第１判定手段７の計数回数が第２基準回数以上と判定されたとき、第２判定手段９
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の計数回数に「１」を足す。
S114: かかる処理を第３基準回数（本実施形態の場合８回）繰り返す。ステップS112にお
いて、第１判定手段７の計数回数が第２基準回数に達していないと判定されたときもこの
ステップに移る。第２判定部１１による第２判定処理が終了。
S115:第２判定手段９の計数回数が第４基準回数（本実施形態の場合６回）以上か否かを
判定する。
S116: 第２判定手段９の計数回数が、第４基準回数以上と判定されたとき、「咀嚼である
」と判定し、第４基準回数に達していないと判定されたとき、「咀嚼ではない」と判定す
る。
【００３２】
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ここで、図３に示すステップS1は図４に示すステップS104に、以下同様にステップS2はス
テップS105に、ステップS3はステップS107に、ステップS4はステップS108に、ステップS5
はステップS109〜S113に、ステップS6はステップS114,115に、ステップS7はステップS116
にそれぞれ対応する。
【００３３】
次に、図５を参照して、検知信号αの実際の例について説明する。図において縦軸は電圧
（電位差）信号を横軸は時間を表す。咀嚼動作の任意の時間において基準値a1を設定し、
これに続き50ms間隔で１２個の比較値b1〜b12信号が検知される。基準値a1及びこれに続
く比較値b1〜b12信号の検知時間間隔と回数は、通常の咀嚼動作１回分を想定して定めた
値である。これを１ループP1で示す。１２番目の比較値b12の検知に続き、２回目の基準
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値a2を設定し、前述と同様に50ms間隔で１２回比較値b1〜b12信号を検知する。これを２
番目のループP2とする。
【００３４】
以下同様の基準値設定、比較値検知動作を行なう。ループP1,P2,…は、ほぼ１回の咀嚼動
作に対応するが、これには年齢によって差があり、必ずしも特定の個人の咀嚼動作時間感
覚に一致するわけではない。しかしながら、咀嚼動作の時間間隔がループP1,P2,…と多少
ずれたとしても、得られる基準値及び比較値から、咀嚼動作の判定は可能である。
【００３５】
咀嚼動作と判定するための基準値と比較値の設定電位差を15mvとすると、１回目及び２回
目のループP1,P2においては、比較値b1〜b12信号のち、設定電位差以上の比較値がそれぞ
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れ8個、8個であり、ステップS112の条件を満たしている。他方３回目ループP3においては
、比較値b1〜b12信号のうち、設定電位差以上の比較値は存在しない。それゆえ、本実施
形態によれば、ループP1,P2は咀嚼動作であり、ループP3は咀嚼動作ではない。
【００３６】
図６において、縦軸は電圧（電位差）信号を、横軸は時間を示す。検知信号αの判定によ
り、７秒間で１０回（ループ１〜１０）咀嚼動作を行なっていることがわかる。すなわち
第３基準回数８回のループP1〜P8すべてが「咀嚼である」と判定されている（第４基準回
数（６回）以上）。それゆえ、ステップS115の条件が満たされ、「咀嚼である」と判定さ
れる。
10

【００３７】
一般成人の咀嚼動作は、前述のような時間間隔でなされる。高齢者では、この間隔は長く
なり、かつ比較値電圧信号の差は、小さくなる傾向がある。しかしながら咀嚼動作と判定
する電位差、比較値検知回数及びループ回数を調整すれば、正確に咀嚼動作を判定するこ
とができる。
【００３８】
前述した実施形態では、第１判定部８において、基準値設定、比較値設定、基準値と比較
値の比較、両者の電位差計測、その差が所定電位差以上かどうか判定、２番目の比較値設
定、基準値と２番目の比較値の比較、両者の電位差計測、その差が所定電位差以上かどう
か判定、以後同様の処理を第１基準回数（１２回）実施し、そのうち基準値と比較値の電
位差が所定の電位差以上あると判定された回数が第２基準回数（８回）に達したかどうか
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判定、という順序で処理を行ったが、比較値設定は、連続して第１基準回数すなわち１２
回分所定時間間隔で計測し、これをレジスタ等に記録しておき、これらと基準値とを比較
して、所定電位差以上ある回数が何回あるかを判定する方法としてもよい。第２判定部１
１においても同様に、第３基準回数分を一旦レジスタ等に記録しておき、後で一括処理す
る方法も可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
本発明は、ヒトが本装置を常時耳に装着しておくことにより、使用者が咀嚼を行ったかど
うか、すなわち食事をしたかどうか、いつ食事をしたか、また咀嚼は正常な回数だったか
どうか（十分な咀嚼だったかどうか）などの情報を得ることができる。これより使用者の
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健康管理、安否確認を行なうことができ、高齢者の見守り支援に利用して有用である。
【符号の説明】
【００４０】
１

センサ部

２

認識部

３

検知信号入力手段

４

基準値設定手段

５

比較値設定手段

６

比較手段

７

第１判定手段

８

第１判定部

９

第２判定手段

１０

咀嚼認識手段

１１

第２判定部

１２

外耳道

１３

検知センサ

１４

鼓膜

１５

弾性部材
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図６】
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