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Continua Health Alliance（Continua）

は，Intel，Philips，松下電器産業（現

パナソニック），シャープ等が発起

人となり，2006年６月に設立された

オープンな業界団体です．Continua

では人々がより効果的に健康を管理

できるよう，相互運用可能な個人の

健康管理システム（エコシステム）

を実現すべく，システムの相互接続

ガイドラインの策定や製品の認証等

の取り組みを進めています．2009年

12月現在，加盟企業は220社を超え

ています．また，2009年後半から

Continuaのガイドラインに対応した

商品も複数リリースされています．

ここでは，Continuaの活動状況と今

後の展望について報告します．

日本では2008年度から特定健診・
特定保健指導が義務化され，将来の
医療費削減に向けて予防医療への取り
組みを強化しています．世界的にみて

も，10億人が過剰体重，慢性疾患の
患者数は８億６千万人とされており，
慢性疾患にかかる医療費が医療費全体
の75～85％と，高い割合を占めてい
ます．また，60歳以上の人口も６億
人におよび，予防からケアに至るまで継
続的な管理が必要となっています．この
ような状況を踏まえ，Continua（1）,（2）

では，①予防的な健康管理（Health
and Wellness），②慢性疾患管理
（Disease Management），③高齢
者の自立生活（Aging Independently），
の３分野を中心に，ユースケースの検
討，システムの相互接続のためのガイ
ドラインの策定，実際の機器を用いた
接続性検証やロゴ認証（図１）等の活
動を展開しています．

Cont inuaは表１のように７つの
Working Group（WG）から構成さ
れています．Use Case  WGでユー
スケースの選定と詳細化を行い，

Technica l  WGにてユースケースごと
に要件の定義を行い，利用すべき接続
規格を選定し，ガイドラインとして策
定しています．Test & Certification
WGでは試験方法や認証プログラムの
開発や，認証済み商品のリスト管理を
行っています．他にイベントやPR活動
を行うMarketing WG等があり，
WG全体で1 900人以上のメンバが活
動しています．

Continuaでは，バイタル情報の収
集から医療機関等のアプリケーション
サーバやデータベースへの情報の格納
までを対象に，図２に示すデバイスと
インタフェースを規定しています．
2009年２月にガイドラインVersion
１（V１）が発表され，V１では，図２
に示したとおり，主に，
① PAN（ Personal Area Net-
work）DeviceとAppl ica t ion
Hosting Device間のインタフェー
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ガイドライン策定状況

Continuaの活動分野

表１　ContinuaのWG

WG名

Marketing

Policy Strategy

Use Case

Technical

Wellness Solutions

Regulatory

Test & Certification

内　　容

PR，イベント活動等によるContinuaの推進等

ユースケースの選定，詳細化等

ユースケースを仕様化．利用する標準の選定，ガイドラインの策定等

政府規制への対応等

試験方法や認証プログラム開発や，認証済み商品のリスト管理等

組織構成と主な活動内容

システムアーキテクチャと
ガイドラインのスコープ

図１　Continuaのロゴ 

政府，関連外部組織と連携し，政策の壁等を乗り越えて，グローバルに
Continuaのミッションを進める等

パーソナルヘルスケアシステムによる個人の健康等を管理する上で効果
的かつ革新的なプログラム・戦略の策定等



新たなPAN Deviceへの対応 低電力 
無線 

図２　システムアーキテクチャとガイドラインのスコープ 
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ス「PAN Interface」
② WAN（Wide Area Network）
DeviceとHealth Record Device
間のデータフォーマットとインタ
フェース「Electronic/Personal
Health Record（ XHR） Inter-
face」

が規定されました．
具体的にPAN Interfaceとしては，

血圧計など表２に示す８つのPAN
Deviceが規定され，これらのDevice
がPC，携帯電話などのApplication
Hosting Deviceに接続されデータが
送信されます．機器の有線接続には，
ヘルスケア機器向けのUSB仕様である
「USB Personal Healthcare Device
Class Specification」，無線接続に
は，ヘルスケア機器向けのBluetooth
仕 様 である「 Bluetooth Health
Device Profile Specification」が
採択され，実際のデータ交換に関して
は，データ交換を最適化するための通
信プロトコルIEEE11073-20601と表
２の各デバイス仕様に基づくプロトコ

ル，データフォーマットを用いて行う
よう規定されています（3）,（4）．
現在は，ガイドラインVersion２

（V２）の策定に向け，新しいPAN
Deviceへの対応，無線区間の低電力
化対応，WAN Interfaceの詳細化等
の検討が進められています．
ガイドラインV1 に準拠し，これまで

に各社からContinua認定機器が発表
されており，日本でも Continua対応
の血圧計・体重計が発表されたのを皮
切りに，バイタルセンサ機器メーカか
ら続々とContinua対応製品が発表さ
れています（5）～（7）.

日本ではIntel Japanを中心に日本
地域委員会（Continua-J）（8）とし
て，各会合に加え，プレス向けイベン
トを2009年２月，2010年２月（写
真）（9）に実施するなど精力的な活動
を行っています．
NTTもContinua-Jに参画しており，

実サービスへContinua対応機器を効
率的に導入するための運用規定の策定
等を牽引しています．

研究開発としては，Continua対応
機器を利用して簡単にバイタルデータ
が登録でき，その登録されたデータを
利用して遠隔での保健指導等を実現す
るソリューション（遠隔保健指導シス
テム）の開発を進めています．また，
ヘルスケアサービス事業者間でヘルス
ケアデータの流通を可能とする共通イ
ンタフェース（ヘルスケア共通API）
の策定等も進めています（図３）．さ
らに，これらの成果はNTTグループで
活用され，新たなヘルスケアサービス
として提供されています．
今後は，ガイドラインV2，特に

WAN Interfaceの策定状況等を見定
めながら，ヘルスケア共通APIのバー
ジョンアップや新たなPAN Deviceへ
の対応等の技術開発を進め，NTTグ
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状況と今後



パルスオキシメータ

血圧計

体温計

体重計

血糖計

心血管モニタ

運動器具

独立支援生活モニタ

ループおよび日本のヘルスケア市場の
活性化に貢献していきます．

以上のとおり，Cont inua並びに
Continua 参画メンバは，世界が抱え
る健康に関する課題を克服するために，
ICTを活用した相互運用可能な個人の
健康管理システムの実現に向け，ガイ

ドラインV１を策定し，V１準拠製品
を開発しています．パーソナルヘルス
ケアの普及による健康な社会の創成に
向け，これからもガイドラインの継続
的な更新と，製品開発が進められる予
定です．
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Continua対応による 
データ登録の簡素化 

・体重・血圧・腹囲データの登録 
・フレッツフォンを使って指導者の
指導を受けながら目標を設定 

フレッツフォンで対象者と面談しながら，
遠隔保健指導システムで対象者のバイタル
データの確認や目標設定の支援を実施 

遠隔保健指導システム 

各種ヘルスケアサービス 各種ヘルスケアサービス 

ヘルスケア共通APIに 
よる情報流通 

指導内容記録 
データベース 

保健指導対象者 指導者 

体重計 血圧計 

メジャー 

遠 隔 
保 健 
指 導 

図３　開発システムの概要 

ヘルスケア共通APIによる
バイタルデータの情報流通
の実現 

在宅ヘルスケアサービスか
ら特定保健指導まで幅広く
適用可能 

NTTグループ等 
各種ヘルスケアサービス 

保健指導支援アプリ 

ま と め

写真　2010年Continua Health Alliance 
　　　記者説明会の模様 

表２　ガイドラインV１に採択されたPAN Device

ISO/IEEE 11073-10404

ISO/IEEE 11073-10407

ISO/IEEE 11073-10408

ISO/IEEE 11073-10415

ISO/IEEE 11073-10417

ISO/IEEE 11073-10441

ISO/IEEE 11073-10442

ISO/IEEE 11073-10471

Pulse Oximeter

Blood Pressure

Thermometer

Weighing Scale

Glucose

Cardiovascular Fitness Monitor

Strength Fitness Equipment

Independent Living Activity


