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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体の内部にて物理量を検出する検出装置と、起動情報及び互いに異なる複数の時点に
関連付けられた時点関連情報に関連する識別情報、並びに、前記検出装置で検出した前記
物理量を表す検出情報を前記複数の時点のそれぞれにて送信する送信装置と、を備えた飲
み込み型センサと、
前記飲み込み型センサにより送信された前記識別情報を受信する起動・検出情報受信部
と、前記起動・検出情報受信部で前記識別情報からの前記起動情報が受信又は送信された
時点を表す情報と、前記識別情報からの前記時点関連情報に関連付けられた前記複数の時
点と、に基づいて、複数の受信待機期間を決定し、前記複数の受信待機期間で受信を待機
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又は非待機に制御する受信制御部と、を備えた受信機と、
を備える、検出システム。
【請求項２】
請求項１に記載の検出システムであって、
更に、前記受信機と送信、受信を行うサーバ装置を備え、
前記複数の時点は、前記飲み込み型センサの種別に応じて予め設定され、
前記サーバ装置は、前記種別と、前記種別の飲み込み型センサに対して設定された前記
複数の時点と、を互いに関連付けた制御情報を記憶する制御情報記憶部を備え、
前記サーバ装置は、前記受信機から受信した前記識別情報の前記飲み込み型センサの種
別を識別する識別信号から前記制御情報記憶部に記憶されている前記制御情報を取得して
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、前記受信機に送信し、
前記受信機の前記受信制御部は、前記サーバ装置から受信した前記制御情報及び前記起
動情報が受信又は送信された時点を表す情報に基づいて、前記複数の受信待機期間で受信
を待機又は非待機にする制御する、検出システム。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の検出システムであって、
更に、前記受信機と送信、受信を行うサーバ装置を備え、
前記サーバ装置は、前記飲み込み型センサの種別と、前記種別に関連付けて設定された
前記物理量を補正するための補正情報を記憶する補正情報記憶部を備え、
前記受信機又は前記サーバ装置は、前記検出情報の信号値を前記補正情報に基づいて変
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換する、検出システム。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の検出システムであって、
前記検出情報は、前記識別情報を含む、検出システム。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の検出システムであって、
前記受信機は、複数の前記起動情報を受信した場合、複数の前記飲み込みセンサが使用さ
れている警告情報を受信する警告情報受信部を更に備える、検出システム。
【請求項６】
請求項５に記載の検出システムであって、
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前記受信機は、前記警告情報を受信し、且つ、前記識別情報の前記飲み込み型センサの
種別と前記飲み込み型センサとは別の飲み込み型センサの種別が一致する場合、ユーザへ
の警告、前記検出情報の受信の待機の中止、及び、受信した前記検出情報に対する処理の
中止の少なくとも１つを実行する、検出システム。
【請求項７】
請求項５又は請求項６に記載の検出システムであって、
前記受信機は、前記警告情報を受信し、且つ、前記飲み込み型センサの前記複数の時点
情報と、前記飲み込み型センサとは別の飲み込み型センサの複数の時点情報のうちの少な
くとも１つの時点が一致する場合、ユーザへの警告、前記検出情報の受信の待機の中止、
及び、受信した前記検出情報に対する処理の中止の少なくとも１つを実行する、検出シス
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テム。
【請求項８】
飲み込み型センサが、経口により生体の内部に導入され、
前記飲み込み型センサの送信装置が、互いに異なる複数の時点に関連付けられた起動情
報及び時点関連情報に関連する識別情報を送信し、
受信機の起動・検出情報受信部が、前記飲み込み型センサにより送信された前記識別情
報を受信し、
前記受信機の受信制御部が、前記起動・検出情報受信部で受信された前記識別情報から
の前記起動情報が受信又は送信された時点を表す情報、及び、前記識別情報からの前記時
点関連情報に関連付けられた前記複数の時点に基づいて、複数の受信待機期間を決定し、
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前記複数の受信待機期間で受信を待機又は非待機に制御し、
前記飲み込み型センサの検出装置が、前記生体の内部にて物理量を検出し、前記飲み込
み型センサの前記送信装置が、前記検出した物理量を表す検出情報を前記複数の時点のそ
れぞれにて送信する、検出方法。
【請求項９】
請求項８に記載の検出方法であって、
前記複数の時点は、前記飲み込み型センサの種別に応じて予め設定され、
前記受信機はサーバ装置に前記識別情報を送信し、
前記サーバ装置は、前記種別と、前記種別の飲み込み型センサに対して前記設定された
複数の時点と、を互いに関連付けて記憶しており、
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前記サーバ装置は、前記受信機から受信した前記識別情報の前記種別を識別する識別信
号に関連付けて記憶されている制御情報を取得して、前記受信機に送信し、
前記受信機の前記受信制御部は、前記サーバ装置から受信した前記制御情報及び前記起
動情報が受信又は送信された時点を表す情報に基づいて、前記飲み込み型センサにより送
信される前記検出情報の受信を待機又は非待機にする制御する、検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、検出システム、及び、検出方法に関する。
【背景技術】

10

【０００２】
経口により生体の内部に導入されるとともに、生体の内部にて物理量を検出し、且つ、
検出した物理量を表す検出情報を送信するセンサと、センサにより送信された検出情報を
受信する受信機と、を備える検出システムが知られている（例えば、特許文献１を参照）
。センサは、受信機から、周期を表す制御情報を受信し、受信した制御情報が表す周期に
基づいて検出情報を送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１０／１４７１７５号

20

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上記検出システムにおいて、センサは、受信機により送信される制御情報の受信を待機
することによって電力を消費する。この結果、上記検出システムにおいては、センサにて
消費される電力の量（換言すると、消費電力量）が大きくなりやすい。
【０００５】
そこで、受信機からセンサへ制御情報が送信されないように検出システムを構成するこ
とが考えられる。しかしながら、この場合、センサが検出情報を送信する周期がセンサ毎
に異なると、受信機が生体の内部に導入されたセンサに設定された周期を特定できないこ
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とがある。このため、受信機がセンサにより送信される検出情報の受信を待機する時間が
無駄に長くなりやすい。従って、受信機における消費電力量が大きくなりやすい。
【０００６】
本発明の目的の一つは、消費電力量を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
一つの側面では、検出システムは、
経口により生体の内部に導入されるとともに、互いに異なる複数の時点に関連付けられ
た時点関連情報を送信し、上記生体の内部にて物理量を検出し、且つ、上記検出した物理
量を表す検出情報を上記複数の時点のそれぞれにて送信するセンサと、

40

上記センサにより送信された上記時点関連情報を受信するとともに、上記受信した時点
関連情報に関連付けられた上記複数の時点に基づいて、上記センサにより送信される上記
検出情報の受信を待機する受信機と、
を備える。
【０００８】
他の一つの側面では、受信機は、
経口により生体の内部に導入されるとともに、上記生体の内部にて物理量を検出し、且
つ、上記検出した物理量を表す検出情報を複数の時点のそれぞれにて送信するセンサによ
り送信された、時点関連情報及び上記検出情報を受信する受信部と、
上記受信された時点関連情報に関連付けられた上記複数の時点に基づいて、上記センサ
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により送信される上記検出情報の受信を待機するように上記受信部を制御する制御部と、
を備える。
【０００９】
他の一つの側面では、検出方法は、
センサが、経口により生体の内部に導入され、
上記センサが、互いに異なる複数の時点に関連付けられた時点関連情報を送信し、
受信機が、上記センサにより送信された上記時点関連情報を受信し、
上記センサが、上記生体の内部にて物理量を検出し、
上記センサが、上記検出した物理量を表す検出情報を上記複数の時点のそれぞれにて送
信し、
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上記受信機が、上記受信した時点関連情報に関連付けられた上記複数の時点に基づいて
、上記センサにより送信される上記検出情報の受信を待機する。
【発明の効果】
【００１０】
消費電力量を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態の検出システムの構成を表すブロック図である。
【図２】図１のセンサの構成を表すブロック図である。
【図３】図１の受信機の構成を表すブロック図である。
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【図４】図１のサーバ装置の構成を表すブロック図である。
【図５】図１のセンサの機能を表すブロック図である。
【図６】図１の受信機の機能を表すブロック図である。
【図７】図１のサーバ装置の機能を表すブロック図である。
【図８】図１の検出システムの動作の一例を表すシーケンス図である。
【図９】図１のセンサが実行する処理を表すフローチャートである。
【図１０】図１の受信機が実行する処理を表すフローチャートである。
【図１１】図１のサーバ装置が実行する処理を表すフローチャートである。
【図１２】図１のサーバ装置が実行する処理を表すフローチャートである。
【図１３】図１の受信機が実行する処理を表すフローチャートである。
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【図１４】図１のサーバ装置が実行する処理を表すフローチャートである。
【図１５】第２実施形態の受信機の機能を表すブロック図である。
【図１６】第２実施形態のサーバ装置の機能を表すブロック図である。
【図１７】第２実施形態の検出システムの動作の一例を表すシーケンス図である。
【図１８】第２実施形態の受信機が実行する処理を表すフローチャートである。
【図１９】第２実施形態の受信機が実行する処理を表すフローチャートである。
【図２０】第２実施形態のサーバ装置が実行する処理を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明の、検出システム、受信機、及び、検出方法、に関する各実施形態につい
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て図１乃至図２０を参照しながら説明する。
【００１３】
＜第１実施形態＞
（構成）
図１に表されるように、第１実施形態の検出システム１は、Ｎ個のセンサ１０−１，…
，１０−Ｎと、受信機２０と、サーバ装置３０と、を備える。本例では、Ｎは、１以上の
整数を表す。また、以下において、センサ１０−ｎは、区別される必要がない場合、セン
サ１０とも表される。ｎは、１からＮの各整数を表す。
【００１４】
受信機２０は、通信網ＮＷを介してサーバ装置３０と通信可能に接続されている。本例
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では、受信機２０とサーバ装置３０との間の通信路は、無線による通信が行なわれる無線
通信路と、有線による通信が行なわれる有線通信路と、の一方、又は、両方からなる。例
えば、受信機２０及びサーバ装置３０は、所定の通信方式に従って、互いに通信する。
【００１５】
本例では、上記通信方式は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式

である。なお、上記通信方式は、ＬＴＥ方式以外の方式（例えば、ＬＴＥ−Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ方式、ＷｉＭＡＸ方式、３Ｇ（３ｒｄ

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）方式、又は、２Ｇ（

２ｎｄ

Ｇｅｎａｒａｔｉｏｎ）方式等）であってもよい。ＷｉＭＡＸは、Ｗｏｒｌｄｗ

ｉｄｅ

Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ

ｆｏｒ

Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ

Ａｃｃｅｓ
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ｓの略記である。
【００１６】
（構成：センサ）
図２に表されるように、センサ１０−ｎは、バスＢＵ１を介して互いに接続された、制
御装置１１、記憶装置１２、検出装置１３、及び、送信装置１４、を備える。本例では、
センサ１０−ｎの少なくとも一部は、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ

Ｓｃａｌｅ

Ｉｎｔｅｇｒａ

ｔｉｏｎ）回路により構成される。なお、センサ１０−ｎの少なくとも一部は、プログラ
ム可能な論理回路（例えば、ＰＬＤ、又は、ＦＰＧＡ）により構成されてもよい。ＰＬＤ
は、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

Ｌｏｇｉｃ

Ｆｉｅｌｄ−Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

Ｄｅｖｉｃｅの略記である。ＦＰＧＡは、

Ｇａｔｅ

Ａｒｒａｙの略記である。
20

【００１７】
制御装置１１は、記憶装置１２に記憶されたプログラムを実行することにより、記憶装
置１２、検出装置１３、及び、送信装置１４を制御する。これにより、制御装置１１は、
後述する機能を実現する。
記憶装置１２は、情報を読み書き可能に記憶する。
【００１８】
なお、制御装置１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ
ａｌ

Ｓｉｇｎａｌ

ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）

Ｕｎｉｔ）、又は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ

Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）を含んでもよい。また、記憶装置１２は、Ｒ
Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）、半導体メモリ、又は、有機メモリ

を含んでもよい。
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【００１９】
検出装置１３は、物理量を検出する。本例では、検出装置１３は、物理量を信号値（例
えば、電気信号の値）に変換することにより当該物理量を検出する。例えば、物理量は、
温度、ｐＨ、加速度、圧力、又は、対象物の濃度等である。例えば、対象物は、消化液（
例えば、胃液、腸液、又は、膵液等）、血液、常在菌、又は、感染性物質（例えば、細菌
、又は、ウイルス等）である。対象物の濃度が所定の閾値以上であることは、対象物が存
在していることに対応すると捉えられてよい。例えば、加速度、又は、圧力は、消化管の
蠕動を検出するために用いられてよい。
【００２０】
更に、検出装置１３は、センサ１０−ｎの使用が開始されたことを検出する。
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本例では、検出装置１３は、センサ１０−ｎが、経口により生体（本例では、人体）の
内部（換言すると、生体の消化管）へ導入された場合に、センサ１０−ｎの使用が開始さ
れたことを検出する。例えば、検出装置１３は、液体を検出することによって、経口によ
り生体の内部に導入されたことを検出してよい。また、例えば、検出装置１３は、温度を
検出するとともに検出した温度が所定の閾値以上である場合、経口により生体の内部に導
入されたことを検出してよい。
【００２１】
なお、センサ１０−ｎが容器に収容されている場合、検出装置１３は、センサ１０−ｎ
が容器から取り出された場合に、センサ１０−ｎの使用が開始されたことを検出してよい
。この場合、例えば、検出装置１３は、光の強度を検出するとともに検出された光の強度
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が所定の閾値以上である場合、センサ１０−ｎが容器から取り出されたことを検出してよ
い。また、例えば、検出装置１３は、容器の一部がセンサ１０−ｎに接している状態にて
センサ１０−ｎが容器に収容されている場合、当該容器の一部がセンサ１０−ｎから離れ
たことを検出することにより、センサ１０−ｎが容器から取り出されたことを検出してよ
い。
【００２２】
送信装置１４は、アンテナを備えるとともに、所定の送信処理を行なうことにより、ア
ンテナを介して無線により信号を送信する。本例では、送信処理は、所定の変調方式に従
った変調を含む。例えば、変調は、アナログ変調、又は、デジタル変調である。
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【００２３】
変調がアナログ変調である場合、変調方式は、振幅変調（ＡＭ；Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、周波数変調（ＦＭ；Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
ｎ）、又は、位相変調（ＰＭ；Ｐｈａｓｅ

Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ

Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）であってよい。

【００２４】
変調がデジタル変調である場合、送信処理は、アナログ信号からデジタル信号への変換
（換言すると、ＡＤ変換）を含んでよい。変調がデジタル変調である場合、変調方式は、
振幅偏移変調（ＡＳＫ；Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
調（ＰＳＫ；Ｐｈａｓｅ
；Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

Ｓｈｉｆｔ
Ｓｈｉｆｔ

Ｓｈｉｆｔ

Ｋｅｙｉｎｇ）、位相偏移変

Ｋｅｙｉｎｇ）、又は、周波数偏移変調（ＦＳＫ
Ｋｅｙｉｎｇ）であってよい。
20

【００２５】
なお、送信処理は、誤り訂正符号を用いた符号化を含んでもよい。例えば、誤り訂正符
号は、畳み込み符号、ターボ符号、又は、低密度パリティ検査符号（ＬＤＰＣ；Ｌｏｗ−
Ｄｅｎｓｉｔｙ

Ｐａｒｉｔｙ−Ｃｈｅｃｋ

Ｃｏｄｅ）等である。

【００２６】
（構成：受信機）
図３に表されるように、受信機２０は、バスＢＵ２を介して互いに接続された、制御装
置２１、記憶装置２２、受信装置２３、通信装置２４、及び、入出力装置２５、を備える
。本例では、受信機２０の少なくとも一部は、ＬＳＩ回路により構成される。なお、受信
機２０の少なくとも一部は、プログラム可能な論理回路により構成されてもよい。
30

【００２７】
制御装置２１は、記憶装置２２に記憶されたプログラムを実行することにより、記憶装
置２２、受信装置２３、通信装置２４、及び、入出力装置２５を制御する。これにより、
制御装置２１は、後述する機能を実現する。
記憶装置２２は、情報を読み書き可能に記憶する。
【００２８】
なお、制御装置２１は、ＣＰＵ、ＭＰＵ、又は、ＤＳＰを含んでもよい。また、記憶装
置２２は、ＲＡＭ、半導体メモリ、有機メモリ、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ
ｅ）、又は、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ

Ｓｔａｔｅ

Ｄｉｓｋ

Ｄｒｉｖ

Ｄｒｉｖｅ）を含んでもよい。また、記

憶装置２２は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は、半導体メモ
リ等の記録媒体と、記録媒体から情報を読み取り可能な読取装置と、を備えていてもよい

40

。
【００２９】
受信装置２３は、アンテナを備えるとともに、所定の受信処理を行なうことにより、ア
ンテナを介して無線により信号を受信する。本例では、受信処理は、上記変調方式に対応
する復調方式に従った復調を含む。なお、受信処理は、誤り訂正符号を用いた誤り訂正処
理を含んでもよい。
【００３０】
受信装置２３は、待機状態と非待機状態とに状態が切り替わる。待機状態は、受信装置
２３が受信処理を実行する状態である。換言すると、待機状態は、受信装置２３が受信を
待機する状態である。
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一方、非待機状態は、受信装置２３が受信処理を実行しない状態である。換言すると、
非待機状態は、受信装置２３が受信を待機しない状態である。
【００３１】
本例では、受信機２０は、受信装置２３の状態が非待機状態である場合、受信装置２３
への電力の供給を停止する。なお、受信機２０は、受信装置２３の状態が非待機状態であ
る場合に、受信装置２３へ供給される電力の量を、受信装置２３の状態が待機状態である
場合よりも少なくしてもよい。
【００３２】
通信装置２４は、アンテナを備える。通信装置２４は、上記通信方式に従った送信処理
を行なうことにより、アンテナを介して無線により信号を送信する。更に、通信装置２４
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は、上記通信方式に従った受信処理を行なうことにより、アンテナを介して無線により信
号を受信する。
【００３３】
入出力装置２５は、受信機２０の外部から情報を入力する。本例では、入出力装置２５
は、キー式のボタンを備える。なお、入出力装置２５は、マイクロフォンを備えてもよい
。更に、入出力装置２５は、受信機２０の外部に情報を出力する。本例では、入出力装置
２５は、ディスプレイを備える。なお、入出力装置２５は、スピーカを備えてもよい。な
お、入出力装置２５は、タッチパネル式のディスプレイを備えてもよい。
【００３４】
（構成：サーバ装置）
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図４に表されるように、サーバ装置３０は、バスＢＵ３を介して互いに接続された、制
御装置３１、記憶装置３２、及び、通信装置３３、を備える。本例では、サーバ装置３０
の少なくとも一部は、ＬＳＩ回路により構成される。なお、サーバ装置３０の少なくとも
一部は、プログラム可能な論理回路により構成されてもよい。
【００３５】
制御装置３１は、記憶装置３２に記憶されたプログラムを実行することにより、記憶装
置３２、及び、通信装置３３を制御する。これにより、制御装置３１は、後述する機能を
実現する。
記憶装置３２は、情報を読み書き可能に記憶する。
【００３６】
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なお、制御装置３１は、ＣＰＵ、ＭＰＵ、又は、ＤＳＰを含んでもよい。また、記憶装
置３２は、ＲＡＭ、半導体メモリ、有機メモリ、ＨＤＤ、又は、ＳＳＤを含んでもよい。
また、記憶装置３２は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は、半
導体メモリ等の記録媒体と、記録媒体から情報を読み取り可能な読取装置と、を備えてい
てもよい。
【００３７】
通信装置３３は、アンテナを備える。通信装置３３は、上記通信方式に従った送信処理
を行なうことにより、アンテナを介して無線により信号を送信する。更に、通信装置３３
は、上記通信方式に従った受信処理を行なうことにより、アンテナを介して無線により信
号を受信する。
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【００３８】
（機能：センサ）
図５に表されるように、センサ１０−ｎの機能は、識別情報記憶部１０１と、起動情報
送信部１０２と、検出部１０３と、検出情報送信部１０４と、を含む。
【００３９】
識別情報記憶部１０１は、記憶装置１２を用いて、識別情報と送信時点情報とを予め記
憶する。
識別情報は、Ｎ個のセンサ１０−１，…，１０−Ｎの中から、センサ１０−ｎを識別す
るための情報である。本例では、識別情報は、センサ１０−ｎに固有の情報である。
【００４０】
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本例では、識別情報は、センサ１０−ｎの種別を識別する種別識別情報と、Ｎ個のセン
サ１０−１，…，１０−Ｎのうちの、当該種別のセンサ１０の中から、センサ１０−ｎを
識別する種別毎センサ識別情報と、を含む。例えば、センサ１０の種別は、センサ１０に
よって検出される物理量の種別、及び、センサ１０を製造する製造者の、一方又は両方と
対応する。
【００４１】
送信時点情報は、互いに異なる複数の送信時点を表す。送信時点は、後述する検出情報
が送信される時点である。本例では、送信時点は、センサ１０−ｎの種別に応じて設定さ
れる。本例では、送信時点情報は、互いに異なる複数の送信待機時間を表す情報を含む。
本例では、所定の基準時点から送信待機時間が経過した時点は、送信時点に対応する。本
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例では、基準時点は、起動情報が送信された時点である。なお、基準時点は、センサ１０
−ｎの使用が開始されたことが検出された時点であってもよい。例えば、送信時点情報が
表す複数の送信時点は、等間隔、又は、不等間隔にて設定される。
【００４２】
起動情報送信部１０２は、センサ１０−ｎの使用が開始されたことが、検出部１０３に
より検出された場合、起動情報を受信機２０へ、送信装置１４を用いて送信する。起動情
報は、識別情報記憶部１０１に記憶されている識別情報を含む。起動情報は、センサ１０
−ｎの使用が開始されたことを表す。起動情報は、使用開始情報と表されてもよい。本例
では、起動情報は、時点関連情報に対応する。
【００４３】
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検出部１０３は、検出装置１３を用いて、センサ１０−ｎの使用が開始されたことを検
出する。更に、検出部１０３は、識別情報記憶部１０１に記憶されている送信時点情報が
表す複数の送信時点のそれぞれにて、検出装置１３を用いて、物理量を信号値に変換する
ことにより当該物理量を検出する。なお、検出部１０３は、所定の検出周期が経過する毎
に、物理量を検出してもよい。
【００４４】
検出情報送信部１０４は、識別情報記憶部１０１に記憶されている送信時点情報が表す
複数の送信時点のそれぞれにて、検出部１０３により変換された信号値を表す検出情報を
受信機２０へ、送信装置１４を用いて送信する。本例では、検出情報は、識別情報記憶部
１０１に記憶されている識別情報を含む。なお、検出情報は、識別情報を含まなくてもよ
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い。
【００４５】
（機能：受信機）
図６に表されるように、受信機２０の機能は、受信制御部２０１と、起動・検出情報受
信部２０２と、起動・検出情報送信部２０３と、制御情報受信部２０４と、制御情報記憶
部２０５と、出力要求送信部２０６と、出力情報受信部２０７と、出力部２０８と、を含
む。本例では、起動・検出情報受信部２０２は、受信部に対応する。本例では、受信制御
部２０１は、制御部に対応する。
【００４６】
受信制御部２０１は、受信装置２３の状態を待機状態又は非待機状態に制御する。
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受信制御部２０１は、受信機２０が起動された場合、受信装置２３の状態を待機状態に
制御する。更に、受信制御部２０１は、起動・検出情報受信部２０２により起動情報が受
信された場合、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する。
【００４７】
起動・検出情報受信部２０２は、受信装置２３の状態が待機状態である場合、受信装置
２３を用いて、センサ１０−ｎにより送信された起動情報を受信する。
起動・検出情報送信部２０３は、起動・検出情報受信部２０２により起動情報が受信さ
れた場合、受信された起動情報をサーバ装置３０へ、通信装置２４を用いて送信する。
【００４８】
制御情報受信部２０４は、サーバ装置３０により送信された制御情報を、通信装置２４

50

(9)

JP 6635432 B2 2020.1.22

を用いて受信する。本例では、制御情報は、識別情報と、送信時点情報と、を含む。
制御情報記憶部２０５は、制御情報受信部２０４により制御情報が受信された場合、受
信された制御情報を、記憶装置２２を用いて記憶する。
【００４９】
受信制御部２０１は、制御情報記憶部２０５により記憶されている制御情報と、起動・
検出情報受信部２０２により起動情報が受信された時点（換言すると、起動情報受信時点
）と、に基づいて、複数の受信待機期間を決定する。
なお、受信制御部２０１は、起動情報が受信された時点として、起動情報が送信された
時点を用いてもよい。この場合、起動情報は、起動情報が送信された時点を表す情報を含
んでよい。
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【００５０】
本例では、複数の受信待機期間は、起動情報受信時点から、制御情報に含まれる送信時
点情報が表す複数の送信待機時間がそれぞれ経過した複数の時点（換言すると、受信予定
時点）をそれぞれ含む。本例では、受信待機期間の長さは、予め定められる。
【００５１】
受信待機期間が開始する時点は、待機開始時点と表されてよい。受信待機期間が終了す
る時点は、待機終了時点と表されてよい。本例では、受信待機期間の決定は、待機開始時
点の決定と、待機終了時点の決定と、を含む。
【００５２】
例えば、受信待機期間において、待機開始時点から受信予定時間までの期間の長さと、
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当該受信予定時間から待機終了時点までの期間の長さと、は等しくてよい。なお、受信待
機期間において、待機開始時点から受信予定時間までの期間の長さと、当該受信予定時間
から待機終了時点までの期間の長さと、は異なっていてもよい。
【００５３】
受信制御部２０１は、決定された待機開始時点が到来する毎に、受信装置２３の状態を
待機状態に制御する。
【００５４】
起動・検出情報受信部２０２は、受信装置２３の状態が待機状態である場合、センサ１
０−ｎにより送信された検出情報を、受信装置２３を用いて受信する。
【００５５】
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起動・検出情報送信部２０３は、起動・検出情報受信部２０２により検出情報が受信さ
れる毎に、受信された検出情報をサーバ装置３０へ、通信装置２４を用いて送信する。
【００５６】
受信制御部２０１は、起動・検出情報受信部２０２により検出情報が受信される毎に、
受信装置２３の状態を非待機状態に制御する。更に、受信制御部２０１は、決定された待
機終了時点が到来する毎に、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する。
【００５７】
出力要求送信部２０６は、受信機２０のユーザによって、入出力装置２５を介して入力
された情報に応じて、出力要求をサーバ装置３０へ、通信装置２４を用いて送信する。本
例では、出力要求は、後述する出力情報を要求する。本例では、出力要求は、制御情報記
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憶部２０５により記憶されている識別情報を含む。なお、出力要求送信部２０６は、所定
の出力周期が経過する毎に、出力要求をサーバ装置３０へ送信してもよい。
【００５８】
出力情報受信部２０７は、サーバ装置３０により送信された出力情報を、通信装置２４
を用いて受信する。
【００５９】
出力部２０８は、出力情報受信部２０７により出力情報が受信された場合、受信された
出力情報を入出力装置２５を用いて出力する（例えば、ディスプレイに表示する）。
【００６０】
上述したように、本例では、受信機２０は、センサ１０−ｎから検出情報を受信する毎
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に、受信した検出情報をサーバ装置３０へ送信する。なお、受信機２０は、センサ１０−
ｎからの検出情報の受信が、所定の２以上の反復数だけ繰り返される毎に、受信された反
復数の検出情報を一括してサーバ装置３０へ送信してもよい。
【００６１】
（機能：サーバ装置）
図７に表されるように、サーバ装置３０の機能は、制御情報記憶部３０１と、起動情報
受信部３０２と、制御情報送信部３０３と、検出情報受信部３０４と、検出情報記憶部３
０５と、補正情報記憶部３０６と、出力要求受信部３０７と、補正部３０８と、出力情報
送信部３０９と、を含む。
【００６２】
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制御情報記憶部３０１は、センサ１０の種別毎に、当該種別を識別する種別識別情報と
、当該種別のセンサ１０に対して設定された複数の送信時点を表す送信時点情報と、を互
いに関連付けて、記憶装置３２を用いて記憶する。
起動情報受信部３０２は、受信機２０により送信された起動情報を、通信装置３３を用
いて受信する。
【００６３】
制御情報送信部３０３は、起動情報受信部３０２により起動情報が受信された場合、受
信された起動情報に含まれる識別情報に含まれる種別識別情報と関連付けて制御情報記憶
部３０１に記憶されている送信時点情報を取得する。更に、制御情報送信部３０３は、取
得された送信時点情報と、受信された起動情報に含まれる識別情報と、を含む制御情報を
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受信機２０へ、通信装置３３を用いて送信する。
【００６４】
検出情報受信部３０４は、受信機２０により送信された検出情報を、通信装置３３を用
いて受信する。
検出情報記憶部３０５は、検出情報受信部３０４により検出情報が受信される毎に、受
信された検出情報を、記憶装置３２を用いて記憶する。
【００６５】
補正情報記憶部３０６は、センサ１０毎に、当該センサ１０を識別する識別情報と、当
該センサ１０における信号値と物理量との関係を補正するための補正情報と、を互いに関
連付けて、記憶装置３２を用いて記憶する。補正は、校正と表されてもよい。例えば、補
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正情報は、センサ１０が製造された際に行なわれる、試験、検査、又は、評価の結果に基
づいて設定される。
【００６６】
出力要求受信部３０７は、受信機２０により送信された出力要求を、通信装置３３を用
いて受信する。
補正部３０８は、出力要求受信部３０７により出力要求が受信された場合、検出情報記
憶部３０５に記憶されている検出情報のうちの、受信された出力要求に含まれる識別情報
を含む検出情報を取得する。
【００６７】
更に、補正部３０８は、受信された出力要求に含まれる識別情報に含まれる種別識別情
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報と関連付けて補正情報記憶部３０６に記憶されている補正情報を取得する。補正部３０
８は、取得された補正情報に基づいて、取得された検出情報が表す信号値と物理量との関
係を補正する。補正部３０８は、補正された関係に従って、取得された検出情報が表す信
号値を物理量に変換する。
【００６８】
例えば、補正情報が、物理量に対する補正量を表す場合、補正部３０８は、検出情報が
表す信号値を、センサ１０の種別に応じて予め定められた関係に従って物理量に変換し、
変換された物理量に補正量を加算してよい。
【００６９】
なお、検出システム１は、サーバ装置３０に代えて受信機２０が、補正情報に基づく補
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正を行なってもよい。この場合、サーバ装置３０は、補正情報記憶部３０６に記憶されて
いる補正情報と、検出情報記憶部３０５に記憶されている検出情報と、を受信機２０へ送
信してよい。
【００７０】
出力情報送信部３０９は、補正部３０８により変換された物理量に基づいて出力情報を
生成する。例えば、出力情報は、複数の時点のそれぞれに対して、当該時点と、当該時点
にて検出された物理量と、を表す情報を含む。また、例えば、出力情報は、複数の時点に
てそれぞれ検出された複数の物理量に対する統計量（例えば、平均値、又は、分散等）を
表す情報を含む。
更に、出力情報送信部３０９は、生成された出力情報を受信機２０へ、通信装置３３を

10

用いて送信する。
【００７１】
（動作）
次に、検出システム１の動作について、図８乃至図１４を参照しながら説明する。
先ず、受信機２０は、起動されると、受信装置２３の状態を待機状態に制御する（図８
のステップＡ１０１、及び、図１０のステップＳ２０１）。そして、受信機２０は、セン
サ１０−ｎから起動情報を受信するまで待機する（図１０のステップＳ２０２の「Ｎｏ」
ルート）。
【００７２】
一方、センサ１０−１は、経口により生体の内部へ導入される。これにより、センサ１
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０−１は、センサ１０−１の使用が開始されたことを検出する。その結果、センサ１０−
１は、記憶している識別情報を含む起動情報を受信機２０へ送信する（図８のステップＡ
１０２、及び、図９のステップＳ１０１）。
そして、センサ１０−１は、記憶している送信時点情報が表す送信時点が到来するまで
待機する（図８のステップＡ１０３、及び、図９のステップＳ１０２）。
【００７３】
一方、受信機２０は、センサ１０−１から起動情報を受信する。これにより、受信機２
０は、図１０のステップＳ２０２にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した起動情報をサーバ装
置３０へ送信する（図８のステップＡ１０２、及び、図１０のステップＳ２０３）。そし
て、受信機２０は、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する（図１０のステップＳ２
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０４）。そして、受信機２０は、サーバ装置３０から制御情報を受信するまで待機する（
図１０のステップＳ２０５の「Ｎｏ」ルート）。
【００７４】
一方、サーバ装置３０は、起動されると、受信機２０から起動情報を受信するまで待機
する（図１１のステップＳ３０１の「Ｎｏ」ルート）。そして、サーバ装置３０は、受信
機２０から起動情報を受信すると、図１１のステップＳ３０１にて「Ｙｅｓ」と判定する
。
【００７５】
次いで、サーバ装置３０は、受信した起動情報に含まれる識別情報に含まれる種別識別
情報と関連付けて記憶している送信時点情報を取得する。そして、サーバ装置３０は、取
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得した送信時点情報と、受信した起動情報に含まれる識別情報と、を含む制御情報を受信
機２０へ送信する（図８のステップＡ１０４、及び、図１１のステップＳ３０２）。次い
で、サーバ装置３０は、図１１のステップＳ３０１へ戻り、ステップＳ３０１及びステッ
プＳ３０２の処理を繰り返し実行する。
【００７６】
これにより、受信機２０は、サーバ装置３０から制御情報を受信する。従って、受信機
２０は、図１０のステップＳ２０５にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した制御情報と、起動
情報を受信した時点と、に基づいて、複数の受信待機期間を決定する（図１０のステップ
Ｓ２０６）。
【００７７】
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そして、受信機２０は、決定した複数の受信待機期間のうちの、現時点以降に開始し且
つ最も早期に開始する受信待機期間が開始する時点（換言すると、待機開始時点）が到来
するまで待機する（図１０のステップＳ２０７の「Ｎｏ」ルート）。
【００７８】
次いで、受信機２０は、待機開始時点が到来すると、図１０のステップＳ２０７にて「
Ｙｅｓ」と判定し、受信装置２３の状態を待機状態に制御する（図８のステップＡ１０５
、及び、図１０のステップＳ２０８）。
【００７９】
そして、受信機２０は、センサ１０−１から検出情報を受信したか否かを判定する（図
１０のステップＳ２０９）。センサ１０−１から検出情報を受信していない場合、受信機
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２０は、図１０のステップＳ２０９にて「Ｎｏ」と判定する。
【００８０】
そして、受信機２０は、決定した複数の受信待機期間のうちの、現時点以降に終了し且
つ最も早期に終了する受信待機期間が終了する時点（換言すると、待機終了時点）が到来
したか否かを判定する（図１０のステップＳ２１０）。待機終了時点が到来していない場
合、受信機２０は、図１０のステップＳ２１０にて「Ｎｏ」と判定し、ステップＳ２０９
へ戻り、ステップＳ２０９及びステップＳ２１０の処理を繰り返し実行する。
【００８１】
一方、センサ１０−１は、記憶している送信時点情報が表す送信時点が到来すると、物
理量を信号値に変換することにより当該物理量を検出する（図９のステップＳ１０３）。

20

そして、センサ１０−１は、物理量が変換された信号値を表す検出情報を受信機２０へ送
信する（図８のステップＡ１０６、及び、図９のステップＳ１０４）。
【００８２】
そして、センサ１０−１は、記憶している送信時点情報が表す、次の送信時点が到来す
るまで待機する（図８のステップＡ１０７、及び、図９のステップＳ１０５）。その後、
センサ１０−１は、ステップＳ１０３へ戻り、ステップＳ１０３乃至ステップＳ１０５の
処理を繰り返し実行する。
【００８３】
一方、受信機２０は、センサ１０−１から検出情報を受信する。これにより、受信機２
０は、図１０のステップＳ２０９にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した検出情報をサーバ装
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置３０へ送信する（図８のステップＡ１０６、及び、図１０のステップＳ２１１）。そし
て、受信機２０は、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する（図１０のステップＳ２
１２）。そして、受信機２０は、ステップＳ２０７へ戻り、ステップＳ２０７乃至ステッ
プＳ２１２の処理を繰り返し実行する。
【００８４】
なお、受信機２０は、待機開始時点が到来した後に、検出情報を受信することなく待機
終了時点が到来した場合、図１０のステップＳ２１０にて「Ｙｅｓ」と判定し、ステップ
Ｓ２１１の処理を実行することなく、ステップＳ２１２以降の処理を実行する。
【００８５】
一方、サーバ装置３０は、起動されると、受信機２０から検出情報を受信するまで待機
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する（図１２のステップＳ４０１の「Ｎｏ」ルート）。そして、サーバ装置３０は、受信
機２０から検出情報を受信すると、図１２のステップＳ４０１にて「Ｙｅｓ」と判定する
。
【００８６】
次いで、サーバ装置３０は、受信した検出情報を記憶する（図８のステップＡ１０８、
及び、図１２のステップＳ４０２）。次いで、サーバ装置３０は、図１２のステップＳ４
０１へ戻り、ステップＳ４０１及びステップＳ４０２の処理を繰り返し実行する。
【００８７】
そして、検出システム１は、図８のステップＡ１０９乃至ステップＡ１１２の処理を、
ステップＡ１０５乃至ステップＡ１０８と同様に実行する。
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その後、検出システム１は、ステップＡ１０５乃至ステップＡ１０８と同じ処理を繰り
返し実行する。
【００８８】
本例では、図８において、ステップＡ１０２にて起動情報が送信されてから、ステップ
Ａ１０６にて検出情報が送信されるまでの時間Ｔ１は、送信時点情報が表す複数の送信待
機時間のうちの、最小の送信待機時間に対応する。また、本例では、図８において、時間
Ｔ１と、ステップＡ１０６にて検出情報が送信されてから、ステップＡ１１０にて検出情
報が送信されるまでの時間Ｔ２と、の和は、送信時点情報が表す複数の送信待機時間のう
ちの、２番目に小さい送信待機時間に対応する。
【００８９】
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更に、受信機２０は、受信機２０のユーザによって、入出力装置２５を介して所定の情
報が入力されると、記憶している識別情報を含む出力要求をサーバ装置３０へ送信する（
図８のステップＡ１１３、及び、図１３のステップＳ５０１）。そして、受信機２０は、
サーバ装置３０から出力情報を受信するまで待機する（図１３のステップＳ５０２の「Ｎ
ｏ」ルート）。
【００９０】
一方、サーバ装置３０は、起動されると、受信機２０から出力要求を受信するまで待機
する（図１４のステップＳ６０１の「Ｎｏ」ルート）。そして、サーバ装置３０は、受信
機２０から出力要求を受信すると、図１４のステップＳ６０１にて「Ｙｅｓ」と判定する
20

。
【００９１】
次いで、サーバ装置３０は、記憶している検出情報のうちの、受信した出力要求に含ま
れる識別情報を含む検出情報を取得する。更に、サーバ装置３０は、受信した出力要求に
含まれる識別情報に含まれる種別識別情報と関連付けて記憶している補正情報を取得する
。
【００９２】
そして、サーバ装置３０は、取得した補正情報に基づいて、取得した検出情報が表す信
号値と物理量との関係を補正し、補正した関係に従って、取得した検出情報が表す信号値
を物理量に変換する（図８のステップＡ１１４、及び、図１４のステップＳ６０２）。
【００９３】
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次いで、サーバ装置３０は、変換した物理量に基づいて出力情報を生成し、生成した出
力情報を受信機２０へ送信する（図８のステップＡ１１５、及び、図１４のステップＳ６
０３）。その後、サーバ装置３０は、ステップＳ６０１へ戻り、ステップＳ６０１乃至ス
テップＳ６０３の処理を繰り返し実行する。
【００９４】
これにより、受信機２０は、サーバ装置３０から出力情報を受信する。従って、受信機
２０は、図１３のステップＳ５０２にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した出力情報を、入出
力装置２５を介して出力する（図８のステップＡ１１６、及び、図１３のステップＳ５０
３）。その後、受信機２０は、図１３の処理を終了する。
【００９５】
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以上、説明したように、第１実施形態の検出システム１において、センサ１０−ｎは、
経口により生体の内部に導入されるとともに、互いに異なる複数の時点に関連付けられた
時点関連情報（本例では、起動情報）を送信する。更に、センサ１０−ｎは、生体の内部
にて物理量を検出し、且つ、検出した物理量を表す検出情報を上記複数の時点のそれぞれ
にて送信する。
【００９６】
加えて、受信機２０は、センサ１０−ｎにより送信された時点関連情報を受信するとと
もに、受信した時点関連情報に関連付けられた複数の時点に基づいて、センサ１０−ｎに
より送信される検出情報の受信を待機する。
【００９７】
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これによれば、受信機２０からセンサ１０−ｎへ制御情報が送信される場合よりもセン
サ１０−ｎにおける消費電力を低減できる。更に、センサ１０−ｎが検出情報を送信する
時点がセンサ１０毎に異なる場合であっても、生体の内部に導入されたセンサ１０−ｎに
応じて、受信機２０による検出情報の受信の待機を適切に制御できる。従って、受信機２
０における消費電力量を低減できる。
このように、検出システム１によれば、消費電力量を低減できる。
【００９８】
更に、第１実施形態の検出システム１において、検出情報が送信される複数の時点は、
センサ１０の種別に応じて設定される。加えて、検出システム１は、センサ１０の種別と
、当該種別のセンサ１０に対して設定された複数の時点と、を互いに関連付けて記憶する

10

。更に、時点関連情報は、センサ１０の種別を表す。
【００９９】
加えて、受信機２０は、受信した時点関連情報が表す種別に関連付けて記憶されている
複数の時点と、時点関連情報を受信した時点、又は、時点関連情報が送信された時点と、
に基づいて、センサ１０−ｎにより送信される検出情報の受信を待機する。
【０１００】
センサ１０が検出情報を送信する時点は、センサ１０の種別毎に異なることがある。従
って、検出システム１によれば、センサ１０−ｎの種別に応じて、受信機２０による検出
情報の受信の待機を適切に制御できる。従って、受信機２０における消費電力量を低減で
きる。
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【０１０１】
更に、第１実施形態の検出システム１において、センサ１０−ｎは、時点関連情報を送
信した後に、検出情報の送信を開始する。
【０１０２】
これによれば、時点関連情報が送信される前に検出情報が送信される場合よりも、受信
機２０における消費電力量を低減できる。
【０１０３】
更に、第１実施形態の検出システム１において、センサ１０−ｎは、物理量を信号値に
変換することにより当該物理量を検出する。更に、検出情報は、信号値を表す。加えて、
時点関連情報は、センサ１０−ｎを複数のセンサ１０−１，…，１０−Ｎの中から識別す
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る。
【０１０４】
更に、検出システム１は、センサ１０−ｎと、当該センサ１０−ｎにおける信号値と物
理量との関係を補正するための補正情報と、を互いに関連付けて記憶する。加えて、検出
システム１は、受信された時点関連情報により識別されるセンサ１０−ｎに関連付けて記
憶されている補正情報に基づいて、受信された検出情報が表す信号値と物理量との関係を
補正する。
【０１０５】
ところで、物理量と信号値との関係は、製造ばらつき等によって、センサ１０間で異な
ることがある。このため、物理量を高い精度にて検出できないことがあった。
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これに対し、検出システム１によれば、センサ１０毎の補正情報に基づいて信号値と物
理量との関係を補正することができる。これにより、物理量を高い精度にて検出できる。
【０１０６】
なお、受信機２０は、互いに通信可能に接続された複数の装置により構成されていても
よい。この場合、受信機２０を構成する複数の装置の少なくとも１つは、携帯電話機、ス
マートフォン、又は、パーソナルコンピュータ等であってよい。
【０１０７】
＜第２実施形態＞
次に、第２実施形態の検出システムについて説明する。第２実施形態の検出システムは
、第１実施形態の検出システムに対して、複数のセンサが所定の期間内に生体の内部に導
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入された場合に警告情報を出力する点において相違している。以下、相違点を中心として
説明する。なお、第２実施形態の説明において、第１実施形態にて使用した符号と同じ符
号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
【０１０８】
（機能）
図１５に表されるように、第２実施形態の受信機２０Ａの機能は、第１実施形態の受信
機２０の受信制御部２０１及び出力部２０８に代えて、受信制御部２０１Ａ及び出力部２
０８Ａを含む。更に、受信機２０Ａの機能は、警告情報受信部２０９Ａを含む。
【０１０９】
また、図１６に表されるように、第２実施形態のサーバ装置３０Ａの機能は、第１実施
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形態のサーバ装置３０の制御情報記憶部３０１に代えて、制御情報記憶部３０１Ａを含む
。更に、サーバ装置３０Ａの機能は、警告情報送信部３１０Ａを含む。
【０１１０】
制御情報記憶部３０１Ａは、センサ１０の種別毎に、当該種別を識別する種別識別情報
と、当該種別のセンサ１０に対して設定された複数の送信時点を表す送信時点情報と、当
該種別のセンサ１０に対して設定された起動情報待機時間を表す起動情報待機時間情報と
、を互いに関連付けて、記憶装置３２を用いて記憶する。
本例では、制御情報は、識別情報と、送信時点情報と、起動情報待機時間情報と、を含む
。
【０１１１】
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起動情報待機時間は、受信機２０Ａが最初に起動情報を受信した時点から、受信機２０
Ａが受信装置２３の状態を待機状態から非待機状態に切り替えるまでの時間である。換言
すると、起動情報待機時間は、受信機２０Ａが、あるセンサ１０−ｎにより送信された起
動情報を受信してから、他のセンサ１０−ｍにより送信された起動情報の受信の待機を終
了するまでの時間である。ｍは、１からＮの整数のうちの、ｎと異なる各整数を表す。
【０１１２】
受信制御部２０１Ａは、受信装置２３の状態を待機状態又は非待機状態に制御する。
受信制御部２０１Ａは、受信機２０Ａが起動された場合、受信装置２３の状態を待機状
態に制御する。受信制御部２０１Ａは、起動・検出情報受信部２０２により起動情報が受
信された場合、受信装置２３の状態を待機状態に維持する。
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【０１１３】
受信制御部２０１Ａは、制御情報記憶部２０５により記憶されている制御情報と、起動
・検出情報受信部２０２により起動情報が受信された時点（換言すると、起動情報受信時
点）と、に基づいて、複数の受信待機期間を決定する。
なお、受信制御部２０１Ａは、起動情報が受信された時点として、起動情報が送信され
た時点を用いてもよい。この場合、起動情報は、起動情報が送信された時点を表す情報を
含んでよい。
【０１１４】
本例では、受信制御部２０１Ａにより決定される複数の受信待機期間は、１つの起動情
報受信待機期間と、複数の検出情報受信待機期間と、からなる。起動情報受信待機期間は
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、起動情報受信時点から、制御情報に含まれる起動情報待機時間情報が表す起動情報待機
時間が経過した時点までの期間である。複数の検出情報受信待機期間は、起動情報受信時
点から、制御情報に含まれる送信時点情報が表す複数の送信待機時間がそれぞれ経過した
複数の時点（換言すると、受信予定時点）をそれぞれ含む。本例では、検出情報受信待機
期間の長さは、予め定められる。
【０１１５】
受信待機期間が開始する時点は、待機開始時点と表されてよい。受信待機期間が終了す
る時点は、待機終了時点と表されてよい。本例では、受信待機期間の決定は、待機開始時
点の決定と、待機終了時点の決定と、を含む。
【０１１６】
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例えば、検出情報受信待機期間において、待機開始時点から受信予定時間までの期間の
長さと、当該受信予定時間から待機終了時点までの期間の長さと、は等しくてよい。なお
、検出情報受信待機期間において、待機開始時点から受信予定時間までの期間の長さと、
当該受信予定時間から待機終了時点までの期間の長さと、は異なっていてもよい。
【０１１７】
受信制御部２０１Ａは、決定された待機開始時点が到来する毎に、受信装置２３の状態
を待機状態に制御する。
受信制御部２０１Ａは、起動・検出情報受信部２０２により検出情報が受信される毎に
、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する。更に、受信制御部２０１Ａは、決定され
た待機終了時点が到来する毎に、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する。
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【０１１８】
警告情報送信部３１０Ａは、起動情報受信部３０２により受信機２０Ａから起動情報受
信待機期間において複数の起動情報が受信された場合、警告情報を受信機２０Ａへ、通信
装置３３を用いて送信する。本例では、起動情報受信待機期間において、受信機２０Ａか
ら複数の起動情報が受信されることは、起動情報受信待機期間において、複数の互いに異
なるセンサ１０−ｎ，１０−ｍ，…により複数の互いに異なる起動情報がそれぞれ送信さ
れることに対応する。
【０１１９】
警告情報は、受信機２０Ａのユーザへの警告を表す。例えば、警告情報は、複数のセン
サ１０−ｎ，１０−ｍ，…が同時に使用されていることを表してもよい。また、例えば、
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警告情報は、異常の発生を表してもよい。
【０１２０】
警告情報受信部２０９Ａは、サーバ装置３０Ａにより送信された警告情報を、通信装置
２４を用いて受信する。
【０１２１】
出力部２０８Ａは、出力情報受信部２０７により出力情報が受信された場合、受信され
た出力情報を入出力装置２５を用いて出力する。更に、出力部２０８Ａは、警告情報受信
部２０９Ａにより警告情報が受信された場合、受信された警告情報を入出力装置２５を用
いて出力する。
【０１２２】
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（動作）
次に、第２実施形態の検出システム１の動作について、図１７乃至図２０を参照しなが
ら説明する。
第２実施形態の受信機２０Ａは、図１０に表される処理に代えて、図１８及び図１９に
表される処理を実行する点で受信機２０と相違する。
第２実施形態のサーバ装置３０Ａは、サーバ装置３０が実行する処理に加えて、図２０
に表される処理を実行する点でサーバ装置３０と相違する。
【０１２３】
本例では、センサ１０−１が経口により生体の内部へ導入されてから、センサ１０−１
に対して設定された起動情報待機時間情報が表す起動情報待機時間が経過する前に、セン
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サ１０−２が経口により生体の内部へ導入された場合を想定する。
【０１２４】
先ず、受信機２０Ａは、起動されると、受信装置２３の状態を待機状態に制御する（図
１７のステップＢ１０１、及び、図１８のステップＳ７０１）。そして、受信機２０Ａは
、センサ１０−ｎから起動情報を受信するまで待機する（図１８のステップＳ７０２の「
Ｎｏ」ルート）。
【０１２５】
一方、センサ１０−１は、経口により生体の内部へ導入される。これにより、センサ１
０−１は、センサ１０−１の使用が開始されたことを検出する。その結果、センサ１０−
１は、記憶している識別情報を含む起動情報を受信機２０Ａへ送信する（図１７のステッ
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プＢ１０２、及び、図９のステップＳ１０１）。
そして、センサ１０−１は、記憶している送信時点情報が表す送信時点が到来するまで
待機する（図１７のステップＢ１０３、及び、図９のステップＳ１０２）。
【０１２６】
一方、受信機２０Ａは、センサ１０−１から起動情報を受信する。これにより、受信機
２０Ａは、図１８のステップＳ７０２にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した起動情報をサー
バ装置３０Ａへ送信する（図１７のステップＢ１０２、及び、図１８のステップＳ７０３
）。
【０１２７】
そして、受信機２０Ａは、サーバ装置３０Ａから制御情報を受信したか否かを判定する
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（図１８のステップＳ７０４）。サーバ装置３０Ａから制御情報を受信していない場合、
受信機２０Ａは、図１８のステップＳ７０４にて「Ｎｏ」と判定する。
【０１２８】
次いで、受信機２０Ａは、ステップＳ７０２にて受信した起動情報と異なる起動情報を
センサ１０−ｍ（本例では、センサ１０−２）から受信したか否かを判定する（図１８の
ステップＳ７０５）。
【０１２９】
センサ１０−ｍから起動情報を受信していない場合、受信機２０Ａは、図１８のステッ
プＳ７０５にて「Ｎｏ」と判定し、ステップＳ７０４へ戻り、ステップＳ７０４及びステ
ップＳ７０５の処理を繰り返し実行する。
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【０１３０】
一方、サーバ装置３０Ａは、起動されると、受信機２０Ａから起動情報を受信するまで
待機する（図１１のステップＳ３０１の「Ｎｏ」ルート）。そして、サーバ装置３０Ａは
、受信機２０Ａから起動情報を受信すると、図１１のステップＳ３０１にて「Ｙｅｓ」と
判定する。
【０１３１】
次いで、サーバ装置３０Ａは、受信した起動情報に含まれる識別情報に含まれる種別識
別情報と関連付けて記憶している送信時点情報及び起動情報待機時間情報を取得する。そ
して、サーバ装置３０Ａは、取得した送信時点情報及び起動情報待機時間情報と、受信し
た起動情報に含まれる識別情報と、を含む制御情報を受信機２０Ａへ送信する（図１７の
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ステップＢ１０４、及び、図１１のステップＳ３０２）。次いで、サーバ装置３０Ａは、
図１１のステップＳ３０１へ戻り、ステップＳ３０１及びステップＳ３０２の処理を繰り
返し実行する。
【０１３２】
これにより、受信機２０Ａは、サーバ装置３０Ａから制御情報を受信する。従って、受
信機２０Ａは、図１８のステップＳ７０４にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した制御情報と
、起動情報を受信した時点と、に基づいて、複数の受信待機期間を決定する（図１８のス
テップＳ７０７）。
【０１３３】
そして、受信機２０Ａは、決定した複数の受信待機期間のうちの、起動情報受信待機期
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間が終了する時点（換言すると、待機終了時点）が到来したか否かを判定する（図１８の
ステップＳ７０８）。待機終了時点が到来していない場合、受信機２０Ａは、図１８のス
テップＳ７０８にて「Ｎｏ」と判定し、ステップＳ７０２にて受信した起動情報と異なる
起動情報をセンサ１０−ｍ（本例では、センサ１０−２）から受信したか否かを判定する
（図１８のステップＳ７０９）。
【０１３４】
センサ１０−ｍから起動情報を受信していない場合、受信機２０Ａは、図１８のステッ
プＳ７０９にて「Ｎｏ」と判定し、ステップＳ７０８へ戻り、ステップＳ７０８及びステ
ップＳ７０９の処理を繰り返し実行する。
【０１３５】
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一方、センサ１０−２は、経口により生体の内部へ導入される。これにより、センサ１
０−２は、センサ１０−２の使用が開始されたことを検出する。その結果、センサ１０−
２は、記憶している識別情報を含む起動情報を受信機２０Ａへ送信する（図１７のステッ
プＢ１０５、及び、図９のステップＳ１０１）。
そして、センサ１０−２は、記憶している送信時点情報が表す送信時点が到来するまで
待機する（図１７のステップＢ１０６、及び、図９のステップＳ１０２）。
【０１３６】
一方、受信機２０Ａは、センサ１０−２から起動情報を受信する。これにより、受信機
２０Ａは、図１８のステップＳ７０９にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した起動情報をサー
バ装置３０Ａへ送信する（図１７のステップＢ１０５、及び、図１８のステップＳ７１０

10

）。
【０１３７】
そして、待機終了時点が到来すると、受信機２０Ａは、図１８のステップＳ７０８にて
「Ｙｅｓ」と判定し、受信装置２３の状態を非待機状態に制御する（図１８のステップＳ
７１１）。
【０１３８】
次いで、受信機２０Ａは、サーバ装置３０Ａから警告情報を受信したか否かを判定する
（図１９のステップＳ７１２）。サーバ装置３０Ａから警告情報を受信していない場合、
受信機２０Ａは、図１９のステップＳ７１２にて「Ｎｏ」と判定する。
【０１３９】
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そして、受信機２０Ａは、決定した複数の検出情報受信待機期間のうちの、現時点以降
に開始し且つ最も早期に開始する検出情報受信待機期間が開始する時点（換言すると、待
機開始時点）が到来したか否かを判定する（図１９のステップＳ７１４）。待機開始時点
が到来していない場合、受信機２０Ａは、図１９のステップＳ７１４にて「Ｎｏ」と判定
し、ステップＳ７１２へ戻り、ステップＳ７１２及びステップＳ７１４の処理を繰り返し
実行する。
【０１４０】
一方、サーバ装置３０Ａは、起動されると、起動情報受信待機期間において、受信機２
０Ａから複数の起動情報を受信するまで待機する（図２０のステップＳ８０１の「Ｎｏ」
ルート）。そして、サーバ装置３０Ａは、起動情報受信待機期間において、受信機２０Ａ
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から複数の起動情報を受信すると、図２０のステップＳ８０１にて「Ｙｅｓ」と判定する
。
【０１４１】
次いで、サーバ装置３０Ａは、警告情報を受信機２０Ａへ送信する（図１７のステップ
Ｂ１０７、及び、図２０のステップＳ８０２）。次いで、サーバ装置３０Ａは、図２０の
ステップＳ８０１へ戻り、ステップＳ８０１及びステップＳ８０２の処理を繰り返し実行
する。
【０１４２】
これにより、受信機２０Ａは、サーバ装置３０Ａから警告情報を受信する。従って、受
信機２０Ａは、図１９のステップＳ７１２にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した警告情報を

40

、入出力装置２５を介して出力する（図１７のステップＢ１０８、及び、図１９のステッ
プＳ７１３）。その後、受信機２０Ａは、図１９の処理を終了する。
【０１４３】
なお、受信機２０Ａは、警告情報を受信することなく待機開始時点が到来した場合、図
１９のステップＳ７１４にて「Ｙｅｓ」と判定し、ステップＳ７１５乃至ステップＳ７１
９の処理を、図１０のステップＳ２０８乃至ステップＳ２１２の処理と同様に実行する。
その後、受信機２０Ａは、ステップＳ７１２へ戻り、ステップＳ７１２乃至ステップＳ７
１９の処理を繰り返し実行する。
【０１４４】
また、受信機２０Ａは、制御情報を受信する前に、センサ１０−２から起動情報を受信
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した場合、図１８のステップＳ７０５にて「Ｙｅｓ」と判定し、受信した起動情報をサー
バ装置３０Ａへ送信する（図１８のステップＳ７０６）。そして、受信機２０Ａは、ステ
ップＳ７０４へ戻る。
【０１４５】
上述したように、本例では、受信機２０Ａは、警告情報を受信した場合、検出情報の受
信の待機を中止する。なお、受信機２０Ａは、警告情報を受信した場合、検出情報の受信
の待機を実行してもよい。この場合、受信機２０Ａは、図１９のステップＳ７１３の処理
を実行した後、図１９のステップＳ７１４へ進んでよい。
【０１４６】
また、受信機２０Ａは、警告情報を受信した場合、警告情報を出力することなく図１９
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の処理を終了してもよい。換言すると、受信機２０Ａは、警告情報の出力に代えて、検出
情報の受信の待機を中止してもよい。
また、受信機２０Ａは、警告情報を受信した場合、警告情報の出力に代えて、又は、警
告情報の出力に加えて、検出情報の受信の待機を実行するとともに、出力要求の送信、又
は、出力情報の出力、の実行を中止してもよい。この変形例では、出力要求の送信、又は
、出力情報の出力、の実行は、受信された検出情報に対する処理に対応する。
【０１４７】
また、検出システム１は、警告情報の出力に代えて、又は、警告情報の出力に加えて、
受信機２０Ａが検出情報の受信の待機を実行するとともに、サーバ装置３０Ａが所定のフ
ラグ情報と関連付けて検出情報を記憶してもよい。
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【０１４８】
以上、説明したように、第２実施形態の検出システム１によれば、第１実施形態の検出
システム１と同様の作用及び効果を奏することができる。
【０１４９】
更に、第２実施形態の検出システム１において、受信機２０Ａは、時点関連情報（本例
では、起動情報）を受信した時点から、受信した時点関連情報に関連付けられた待機時間
（本例では、起動情報待機時間）が経過するまでの期間において、他のセンサ１０−ｍに
より送信される時点関連情報の受信を待機する。
【０１５０】
ところで、例えば、センサ１０の誤飲により、生体の内部に導入された複数のセンサ１
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０−ｎ，１０−ｍ，…によって、複数の時点関連情報が相当に短い期間内にそれぞれ送信
されることがある。この場合において、例えば、クロック周波数がセンサ１０間で異なる
と、所定の時間が経過した後に、複数の検出情報が複数のセンサ１０−ｎ，１０−ｍ，…
によって同時に送信されることがある。この場合、受信機により受信された検出情報が誤
りを含む確率が高くなる。
【０１５１】
これに対し、検出システム１によれば、生体の内部に導入された複数のセンサ１０−ｎ
，１０−ｍ，…によって、複数の時点関連情報が待機時間内にそれぞれ送信されたことを
検出できる。従って、検出システム１は、検出システム１のユーザに警告することができ
る。
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従って、検出システム１によれば、検出情報が誤りを含む確率が高いことがユーザに認
識されることなく、検出システム１において当該検出情報が使用されることを抑制できる
。
【０１５２】
更に、第２実施形態の検出システム１において、待機時間（本例では、起動情報待機時
間）は、センサ１０の種別に応じて設定される。更に、検出システム１は、センサ１０の
種別と、当該種別のセンサ１０に対して設定された待機時間と、を互いに関連付けて記憶
する。
【０１５３】
加えて、時点関連情報は、センサ１０の種別を表す。更に、受信機２０Ａは、時点関連
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情報を受信した時点から、受信した時点関連情報が表す種別に関連付けて記憶されている
待機時間が経過するまでの期間において、他のセンサ１０−ｍにより送信される時点関連
情報の受信を待機する。
【０１５４】
センサ１０が検出情報を送信する時点は、センサ１０の種別毎に異なることがある。従
って、複数のセンサ１０−ｎ，１０−ｍ，…が生体の内部に導入された場合に、受信機２
０Ａにより受信された検出情報が誤りを含む確率は、センサ１０の種別と強い相関を有す
る。
【０１５５】
従って、検出システム１によれば、センサ１０の種別に応じて、生体の内部に導入され

10

た複数のセンサ１０−ｎ，１０−ｍ，…によってそれぞれ送信された複数の時点関連情報
を適切に検出できる。この結果、検出情報が誤りを含む確率が高いことがユーザに認識さ
れることなく、検出システム１において当該検出情報が使用されることを抑制できる。
【０１５６】
更に、第２実施形態の検出システム１において、受信機２０Ａが、期間（本例では、起
動情報受信待機期間）において他のセンサ１０−ｍにより送信された時点関連情報を受信
した場合、検出システム１のユーザへの警告を実行する。
【０１５７】
これによれば、検出システム１は、検出システム１のユーザに警告することができる。
従って、検出システム１によれば、検出情報が誤りを含む確率が高いことがユーザに認識
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されることなく、検出システム１において当該検出情報が使用されることを抑制できる。
【０１５８】
なお、サーバ装置３０Ａは、起動情報受信待機期間において受信機２０Ａから受信した
複数の起動情報が所定の警告条件を満足する場合、警告情報を送信し、一方、当該複数の
起動情報が当該警告条件を満足しない場合、警告情報の送信を中止してもよい。
【０１５９】
例えば、警告条件は、起動情報に含まれる識別情報に含まれる種別識別情報が、上記複
数の起動情報のうちの少なくとも２つの起動情報の間で一致する、という条件である。
また、例えば、警告条件は、起動情報に含まれる識別情報に含まれる種別識別情報に関
連付けて記憶されている送信時点情報が表す複数の送信時点のうちの少なくとも１つの時
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点が、上記複数の起動情報のうちの少なくとも２つの起動情報の間で一致する、という条
件である。
【０１６０】
センサ１０−ｎが検出情報を送信する時点と、他のセンサ１０−ｍが検出情報を送信す
る時点と、が一致する場合、複数の検出情報が複数のセンサ１０−ｎ，１０−ｍ，…によ
って同時に送信される。この場合、受信機２０Ａにより受信された検出情報が誤りを含む
確率が高くなる。従って、この変形例によれば、検出情報が誤りを含む確率が高いことが
ユーザに認識されることなく、検出システム１において当該検出情報が使用されることを
、確実に抑制できる。
【０１６１】
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また、検出システム１は、サーバ装置３０Ａに代えて受信機２０Ａが、起動情報受信待
機期間において複数の起動情報を受信したか否かを判定してもよい。この場合、サーバ装
置３０Ａは、警告情報を送信しなくてもよい。また、この場合、受信機２０Ａは、起動情
報受信待機期間において受信した複数の起動情報の送信に応じてサーバ装置３０Ａにより
送信された複数の制御情報に基づいて、警告情報を出力するか否かを判定してもよい。
【０１６２】
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されない。例えば、上述した実施形態に、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲内において当業者が理解し得る様々な変更が加えられてよい
。例えば、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において、上述した実施形態の他の変形例と
して、上述した実施形態及び変形例の任意の組み合わせが採用されてもよい。
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【符号の説明】
【０１６３】
１

検出システム

１０

センサ

１１

制御装置

１２

記憶装置

１３

検出装置

１４

送信装置

１０１

識別情報記憶部

１０２

起動情報送信部

１０３

検出部

１０４

検出情報送信部

２０，２０Ａ

10

受信機

２１

制御装置

２２

記憶装置

２３

受信装置

２４

通信装置

２５

入出力装置

２０１，２０１Ａ

受信制御部

２０２

起動・検出情報受信部

２０３

起動・検出情報送信部

２０４

制御情報受信部

２０５

制御情報記憶部

２０６

出力要求送信部

２０７

出力情報受信部

２０８，２０８Ａ
２０９Ａ

出力部

警告情報受信部

３０，３０Ａ

サーバ装置

３１

制御装置

３２

記憶装置

３３

通信装置

３０１，３０１Ａ

30
制御情報記憶部

３０２

起動情報受信部

３０３

制御情報送信部

３０４

検出情報受信部

３０５

検出情報記憶部

３０６

補正情報記憶部

３０７

出力要求受信部

３０８

補正部

３０９

出力情報送信部

３１０Ａ

40

警告情報送信部

ＢＵ１，ＢＵ２，ＢＵ３
ＮＷ
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通信網

バス
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