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(57)【要約】
【課題】利便性を向上できる計測情報管理システム、計
測装置、計測情報管理方法、および計測情報管理プログ
ラムを提供すること。
【解決手段】計測情報管理システム１Ａは、計測装置２
および携帯情報機器３Ａを備え、計測装置２は、位置情
報を計測した位置情報を含む詳細情報を生成する詳細情
報生成部２７３と、詳細情報を識別する見出し情報を携
帯情報機器３Ａに送信する見出し情報送信部２７６Ａと
、送信要求信号に応じて詳細情報を携帯情報機器３Ａに
送信する詳細情報送信部２７７と、を備え、携帯情報機
器３Ａは、計測装置２から送信された見出し情報に対応
する詳細情報を計測装置２から携帯情報機器３Ａに送信
するのに要する推定転送時間が、予め設定された所定の
閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、計測
装置２に送信する詳細情報要求部３５４を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計測装置、および、前記計測装置と無線通信する情報機器を備え、
　前記計測装置は、
　記憶手段と、
　時刻を計時する計時部と、
　位置情報を少なくとも計測する計測手段と、
　前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を生成する詳細情報生成部と、
　前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶制御部と、
　前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成部と、
　前記見出し情報を前記情報機器に送信する見出し情報送信部と、
　前記情報機器から送信される送信要求信号に応じて、前記詳細情報を前記情報機器に送
信する詳細情報送信部と、を備え、
　前記情報機器は、
　前記計測装置から送信された見出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情
報機器に送信するのに要する推定転送時間を算出する転送時間算出部と、
　前記推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定する転送時間判定部と、
　前記転送時間判定部で前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細情報の
送信要求信号を、前記計測装置に送信する詳細情報要求部と、を備える
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記転送時間算出部は、前記詳細情報のデータ量と、予め設定された通信速度とに基づ
いて、前記推定転送時間を算出する
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記転送時間算出部は、前記詳細情報のデータ量と、前記計測装置から前記情報機器に
前記見出し情報を送信した際に測定される通信速度とに基づいて、前記推定転送時間を算
出する
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項４】
　計測装置、前記計測装置と無線通信する情報機器、および、前記情報機器と通信するサ
ーバーを備え、
　前記計測装置は、
　記憶手段と、
　時刻を計時する計時部と、
　位置情報を少なくとも計測する計測手段と、
　前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を生成する詳細情報生成部と、
　前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶制御部と、
　前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成部と、
　前記見出し情報を前記情報機器に送信する見出し情報送信部と、
　前記情報機器から送信される送信要求信号に応じて、前記詳細情報を前記情報機器に送
信する詳細情報送信部と、を備え、
　前記情報機器は、
　前記計測装置から送信された見出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情
報機器を経由して前記サーバーに転送するのに要する推定転送時間を算出する転送時間算
出部と、
　前記推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定する転送時間判定部と、
　前記転送時間判定部で前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細情報の
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送信要求信号を、前記計測装置に送信する詳細情報要求部と、
　前記計測装置から送信された詳細情報を、前記サーバーに転送する詳細情報転送部と、
を備える
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記転送時間算出部は、予め設定された通信速度に基づいて、前記推定転送時間を算出
する
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項６】
　請求項４に記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記転送時間算出部は、通信速度の実測値に基づいて、前記推定転送時間を算出する
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記情報機器は、
　表示手段と、
　前記計測装置から送信された見出し情報を前記表示手段に表示する表示制御部と、
　前記表示手段に表示された見出し情報から転送対象となる見出し情報の選択操作と、転
送操作とが行われたことを判定して操作信号を出力する入力手段と、を備え、
　前記詳細情報要求部は、前記入力手段から出力された操作信号に応じて選択された見出
し情報に対応する詳細情報の送信要求信号を、前記計測装置に送信する
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記計測装置は、計測の開始操作および終了操作が行われたことを判定して前記計測手
段に計測開始信号および計測終了信号を出力する計測装置側入力手段を備え、
　前記詳細情報生成部は、前記計測開始信号が出力された時点から前記計測終了信号が出
力された時点までに前記計測手段で計測された前記位置情報と、前記位置情報を計測した
時刻である時刻情報とを少なくとも含んで１つの詳細情報を生成し、
　前記見出し情報生成部は、前記計測開始信号が出力された時点から前記計測終了信号が
出力された時点までの経過時間および前記計測装置の移動距離と、前記計測開始信号また
は前記計測終了信号の出力時点の日付情報とを含む見出し情報を生成する
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記計測装置は、
　前記詳細情報の概要を表す概要情報を生成する概要情報生成部と、
　前記概要情報を前記情報機器に送信する概要情報送信部と、を備え、
　前記概要情報は、前記見出し情報を含み、
　前記概要情報生成部は、前記見出し情報生成部を含み、
　前記概要情報送信部は、前記見出し情報送信部を含む
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の計測情報管理システムにおいて、
　前記情報機器は、
　閾値を設定する設定操作が行われたことを判定して操作信号を出力する入力手段と、
　前記入力手段から出力された操作信号に応じて、前記所定の閾値の値を設定する閾値設
定部と、を備える
　ことを特徴とする計測情報管理システム。
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【請求項１１】
　情報機器と無線通信する計測装置であって、
　記憶手段と、
　時刻を計時する計時部と、
　位置情報を少なくとも計測する計測手段と、
　前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を生成する詳細情報生成部と、
　前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶制御部と、
　前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成部と、
　前記見出し情報を前記情報機器に送信する見出し情報送信部と、
　前記計測装置から前記情報機器に送信するのに要する推定転送時間が予め設定された所
定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を受信すると、前記送信要求信号に応
じて詳細情報を前記情報機器に送信する詳細情報送信部と、を備える
　ことを特徴とする計測装置。
【請求項１２】
　記憶手段、時刻を計時する計時部、および、位置情報を少なくとも計測する計測手段を
備えた計測装置と、前記計測装置と無線通信する情報機器とを含む計測情報管理システム
の計測情報管理方法であって、
　前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を生成する詳細情報生成ステップと、
　前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶ステップと、
　前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成ステップと、
　前記見出し情報を前記情報機器に送信する見出し情報送信ステップと、
　前記計測装置から送信された見出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情
報機器に送信するのに要する推定転送時間を算出する転送時間算出ステップと、
　前記推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定する転送時間判定ステッ
プと、
　前記転送時間判定ステップで前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細
情報の送信要求信号を、前記計測装置に送信する詳細情報要求ステップと、
　前記情報機器から送信される送信要求信号に応じて、詳細情報を前記情報機器に送信す
る詳細情報送信ステップと、を備える
　ことを特徴とする計測情報管理方法。
【請求項１３】
　時刻を計時する計時部、および位置情報を少なくとも計測する計測手段を備えた計測装
置と無線通信する情報機器に実行させる計測情報管理プログラムであって、
　前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を識別する見出し情報を前記計測装置から受信
すると、前記見出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情報機器に送信する
のに要する推定転送時間を算出する転送時間算出ステップと、
　前記推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定する転送時間判定ステッ
プと、
　前記転送時間判定ステップで前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細
情報の送信要求信号を、前記計測装置に送信する詳細情報要求ステップと、
　前記詳細情報要求ステップで要求した詳細情報を前記計測装置から受信する詳細情報受
信ステップと、を備える
　ことを特徴とする計測情報管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測装置が計測した情報を管理する計測情報管理システム、計測装置、計測
情報管理方法、および計測情報管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）センサーを備え、位置情報の計
測が可能な電子腕時計が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１の電子腕時計は、充電時等に中継装置に保持される。そして、この状態で中
継装置をＰＣ（personal computer）等の情報機器と接続ケーブルで接続することで、電
子腕時計と情報機器との間で各種の情報の授受を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－９６６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＧＰＳセンサーを備えた電子腕時計は、位置情報（緯度と経度など）と時刻
情報とを計測できる。このため、例えば、使用者が電子腕時計を装着してランニングやウ
ォーキングを行った場合、電子腕時計が計測した時刻情報や位置情報に基づいて、計測開
始時刻やランニング時間や経過時間などの時間情報、移動距離、移動速度、時間、消費カ
ロリー等の計測データを生成し、記憶部にこれら計測データを記録することができる。電
子腕時計に記録された計測データを蓄積させて管理したり、蓄積したデータを振り返り活
用するため、電子腕時計に蓄積された計測データを電子腕時計からＰＣ等の情報機器に送
信（データ転送）することがある。
　一方、電子腕時計と情報機器との間の通信には、利便性の観点から、無線通信を用いる
ことが要望されている。また、電子腕時計は、電池で駆動するため、消費電力の低減が要
望されている。このため、電子腕時計と情報機器との間の通信に、消費電力を低減できる
Bluetooth（登録商標）規格の１つであるBluetooth Low Energy（ＢＬＥ）等の低電力の
無線通信技術を用いることが求められている。
　しかしながら、位置情報は、例えば、１秒毎に計測されるため、データ量は大きくなり
、低電力の無線通信技術を電子腕時計に組込んだ場合、通信速度が遅いため、電子腕時計
から情報機器へのデータ転送が完了するまでの時間が長くなってしまう。データ転送が完
了するまでの間は、転送中の計測データおよびこの計測データに基づく処理結果を情報機
器の表示部に表示させることができないため、データ転送の時間が長くなると、使用者は
すぐに計測データや処理結果を確認できない。また、ＢＬＥのような近距離無線通信を長
時間継続する場合、電子腕時計と情報機器との距離を離さないよう気を配る必要がある。
また、通信途中で外部ノイズの影響や通信切断操作を誤って行ってしまうことなどにより
、通信が切断されてしまう可能性もある。このように、通信時間が長時間継続することは
ユーザーにとって不便な問題を生じさせてしまう可能性がある。
【０００５】
　本発明の目的は、利便性を向上できる計測情報管理システム、計測装置、計測情報管理
方法、および計測情報管理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の計測情報管理システムは、計測装置、および、前記計測装置と無線通信する情
報機器を備え、前記計測装置は、記憶手段と、時刻を計時する計時部と、位置情報を少な
くとも計測する計測手段と、前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を生成する詳細情報
生成部と、前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶制御部と、前記詳細情報を識別す
る見出し情報を生成する見出し情報生成部と、前記見出し情報を前記情報機器に送信する
見出し情報送信部と、前記情報機器から送信される送信要求信号に応じて、前記詳細情報
を前記情報機器に送信する詳細情報送信部と、を備え、前記情報機器は、前記計測装置か
ら送信された見出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情報機器に送信する
のに要する推定転送時間を算出する転送時間算出部と、前記推定転送時間が、予め設定さ
れた所定の閾値未満かを判定する転送時間判定部と、前記転送時間判定部で前記推定転送
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時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、前記計測装置に送信
する詳細情報要求部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明によれば、詳細情報生成部は、ＧＰＳセンサー等の計測手段により計測された現
在地の位置情報（例えば、緯度、経度）を少なくとも含む詳細情報を生成する。そして、
記憶制御部は、前記詳細情報を記憶手段に記憶する。そして、見出し情報生成部は、前記
詳細情報を識別する見出し情報を生成する。
　そして、例えば、情報機器から送信された見出し情報の送信要求信号を受信すると、見
出し情報送信部は、前記見出し情報を情報機器に送信する。そして、この見出し情報を情
報機器が受信すると、転送時間算出部は、受信された見出し情報に対応する詳細情報を計
測装置から情報機器に送信するのに要する推定転送時間を算出する。転送時間判定部は、
推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定する。詳細情報要求部は、転送
時間判定部で前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と判定されると、対応する詳細情報
の送信要求信号を、計測装置に送信する。そして、この送信要求信号を計測装置が受信す
ると、詳細情報送信部は、送信要求のあった詳細情報を情報機器に送信する。
　これによれば、推定転送時間が所定の閾値未満の詳細情報は、使用者が情報機器を操作
して詳細情報の転送処理を実行させなくても、自動的に計測装置から情報機器に送信され
る。これにより、使用者の操作を簡略化でき、利便性を向上できる。
　また、推定転送時間が所定の閾値以上となる詳細情報は、自動的には送信されないため
、転送時間の上限を規定できる。このことからも、利便性を向上できる。
【０００８】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記転送時間算出部は、前記詳細情報のデー
タ量と、予め設定された通信速度とに基づいて、前記推定転送時間を算出することが好ま
しい。
　本発明によれば、推定転送時間を算出するために、例えば、通信速度の実測値を計測す
ることなく、推定転送時間を算出できる。
【０００９】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記転送時間算出部は、前記詳細情報のデー
タ量と、前記計測装置から前記情報機器に前記見出し情報を送信した際に測定される通信
速度とに基づいて、前記推定転送時間を算出することが好ましい。
　本発明によれば、推定転送時間を、通信速度の実測値に基づいて算出できる。
【００１０】
　本発明の計測情報管理システムは、計測装置、前記計測装置と無線通信する情報機器、
および、前記情報機器と通信するサーバーを備え、前記計測装置は、記憶手段と、時刻を
計時する計時部と、位置情報を少なくとも計測する計測手段と、前記位置情報を少なくと
も含む詳細情報を生成する詳細情報生成部と、前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記
憶制御部と、前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成部と、前記見
出し情報を前記情報機器に送信する見出し情報送信部と、前記情報機器から送信される送
信要求信号に応じて、前記詳細情報を前記情報機器に送信する詳細情報送信部と、を備え
、前記情報機器は、前記計測装置から送信された見出し情報に対応する詳細情報を前記計
測装置から前記情報機器を経由して前記サーバーに転送するのに要する推定転送時間を算
出する転送時間算出部と、前記推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定
する転送時間判定部と、前記転送時間判定部で前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と
判定された詳細情報の送信要求信号を、前記計測装置に送信する詳細情報要求部と、前記
計測装置から送信された詳細情報を、前記サーバーに転送する詳細情報転送部と、を備え
ることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、詳細情報生成部は、計測手段により計測された現在地の位置情報を少
なくとも含む詳細情報を生成する。そして、記憶制御部は、前記詳細情報を記憶手段に記
憶する。そして、見出し情報生成部は、前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する。
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　そして、例えば、情報機器から送信された見出し情報の送信要求信号を受信すると、見
出し情報送信部は、前記見出し情報を情報機器に送信する。そして、この見出し情報を情
報機器が受信すると、転送時間算出部は、計測装置から受信した見出し情報に対応する詳
細情報を計測装置から情報機器を経由してサーバーに転送するのに要する推定転送時間を
算出する。
　そして、転送時間判定部は、推定転送時間が、予め設定された所定の閾値未満かを判定
する。そして、詳細情報要求部は、転送時間判定部で推定転送時間が所定の閾値未満と判
定された詳細情報の送信要求信号を、計測装置に送信する。そして、この送信要求信号を
計測装置が受信すると、詳細情報送信部は、送信要求のあった詳細情報を情報機器に送信
する。そして、この詳細情報を情報機器が受信すると、詳細情報転送部は、受信した詳細
情報をサーバーに転送する。
【００１２】
　これによれば、推定転送時間が所定の閾値未満の詳細情報は、使用者が情報機器を操作
して詳細情報の転送処理を実行させなくても、自動的に計測装置から情報機器を経由して
サーバーに転送される。これにより、使用者の操作を簡略化でき、利便性を向上できる。
　また、推定転送時間が所定の閾値以上となる詳細情報は、自動的には転送されないため
、転送時間の上限を規定できる。このことからも、利便性を向上できる。
　また、詳細情報がサーバーに転送されるため、サーバーで詳細情報を管理することがで
きる。これにより、サーバーで詳細情報に基づいて各種情報を生成したり、分析したりで
きる。すなわち、サーバーに蓄積したデータを振り返り活用することができる。さらに、
サーバーに計測情報を蓄積できるため、情報機器の記憶手段の容量を計測情報で占有して
しまうことを回避することができる。また、サーバーにアクセスすることで、これらの情
報を、他の機器で閲覧することや、他の使用者との間で共有することもできる。
【００１３】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記転送時間算出部は、予め設定された通信
速度に基づいて、前記推定転送時間を算出することが好ましい。
　本発明によれば、推定転送時間を算出するために、例えば、通信速度の実測値を計測す
ることなく、推定転送時間を算出できる。
【００１４】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記転送時間算出部は、通信速度の実測値に
基づいて、前記推定転送時間を算出することが好ましい。
　本発明によれば、推定転送時間を、通信速度の実測値に基づいて算出できる。
【００１５】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記情報機器は、表示手段と、前記計測装置
から送信された見出し情報を前記表示手段に表示する表示制御部と、前記表示手段に表示
された見出し情報から転送対象となる見出し情報の選択操作と、転送操作とが行われたこ
とを判定して操作信号を出力する入力手段と、を備え、前記詳細情報要求部は、前記入力
手段から出力された操作信号に応じて選択された見出し情報に対応する詳細情報の送信要
求信号を、前記計測装置に送信することが好ましい。
【００１６】
　本発明によれば、表示制御部は、計測装置から受信した見出し情報を表示手段に表示す
る。ここで、対応する詳細情報の転送がすでに完了している見出し情報に対しては、例え
ば、転送がすでに完了していることを示すアイコンを表示してもよい。これにより、使用
者は、表示手段を閲覧することで、計測装置で生成された詳細情報のうち、転送要求がさ
れていない詳細情報を識別できる。
　そして、使用者が、入力手段を操作して、表示手段に表示された見出し情報のうち転送
対象となる見出し情報の選択操作と、転送操作とを行うと、入力手段がこの操作を判定し
て操作信号を出力する。すると、詳細情報要求部は、この操作信号に応じて選択された見
出し情報に対応する詳細情報の送信要求信号を計測装置に送信する。そして、この送信要
求信号を計測装置が受信すると、詳細情報送信部は、送信要求のあった詳細情報を情報機
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器に送信する。
　これにより、使用者は、推定転送時間が所定の閾値よりも長く、自動で転送処理が開始
されなかった詳細情報については、表示手段に表示された見出し情報を閲覧して選択し、
転送操作を行うことで、転送処理を実行できる。
【００１７】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記計測装置は、計測の開始操作および終了
操作が行われたことを判定して前記計測手段に計測開始信号および計測終了信号を出力す
る計測装置側入力手段を備え、前記詳細情報生成部は、前記計測開始信号が出力された時
点から前記計測終了信号が出力された時点までに前記計測手段で計測された前記位置情報
と、前記位置情報を計測した時刻である時刻情報とを少なくとも含んで１つの詳細情報を
生成し、前記見出し情報生成部は、前記計測開始信号が出力された時点から前記計測終了
信号が出力された時点までの経過時間および前記計測装置の移動距離と、前記計測開始信
号または前記計測終了信号の出力時点の日付情報とを含む見出し情報を生成することが好
ましい。
【００１８】
　例えば、ランニングやウォーキングを行った場合、前記日付情報、前記経過時間、前記
移動距離は、使用者の記憶に残りやすく、思い出しやすい情報である。
　本発明によれば、例えば、情報機器の表示手段に見出し情報を表示する場合、表示手段
には、前記日付情報、前記経過時間、前記移動距離が表示されるため、使用者は、これら
の情報を閲覧することで、例えば、表示手段に見出し情報として計測された順番を示す番
号のみが表示されている場合と比べて、詳細情報を容易に識別できる。これにより、見出
し情報の選択操作を容易にできる。
【００１９】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記計測装置は、前記詳細情報の概要を表す
概要情報を生成する概要情報生成部と、前記概要情報を前記情報機器に送信する概要情報
送信部と、を備え、前記概要情報は、前記見出し情報を含み、前記概要情報生成部は、前
記見出し情報生成部を含み、前記概要情報送信部は、前記見出し情報送信部を含むことが
好ましい。
【００２０】
　本発明によれば、概要情報生成部は、詳細情報の概要を表す概要情報を生成する。この
概要情報には、見出し情報と、その他情報とが含まれる。前記その他の情報は、例えば、
ランニング等の運動で計測装置が使用される場合は、消費カロリーやラップ情報等である
。そして、生成された概要情報は、概要情報送信部によって情報機器に送信されるので、
例えば、情報機器の表示手段に、詳細情報を受信する前に、前記その他の情報を表示する
こともできる。これにより、使用者は、詳細情報が転送される前に、前記その他の情報を
確認できる。
【００２１】
　本発明の計測情報管理システムにおいて、前記情報機器は、閾値を設定する設定操作が
行われたことを判定して操作信号を出力する入力手段と、前記入力手段から出力された操
作信号に応じて、前記所定の閾値の値を設定する閾値設定部と、を備えることが好ましい
。
【００２２】
　本発明によれば、使用者は、入力手段を操作することで、所定の閾値の値を自由に設定
できる。これにより、使用者は、自動的に転送処理を開始させる詳細情報を、推定転送時
間を基準にして自由に設定できる。したがって、できるだけ自動転送するように設定する
ことや、できるだけ手動操作で転送するように設定することもでき、使用者の要望に細か
く対応できる。
【００２３】
　本発明は、情報機器と無線通信する計測装置であって、記憶手段と、時刻を計時する計
時部と、位置情報を少なくとも計測する計測手段と、前記位置情報を少なくとも含む詳細
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情報を生成する詳細情報生成部と、前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶制御部と
、前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成部と、前記見出し情報を
前記情報機器に送信する見出し情報送信部と、前記計測装置から前記情報機器に送信する
のに要する推定転送時間が予め設定された所定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要
求信号を受信すると、前記送信要求信号に応じて詳細情報を前記情報機器に送信する詳細
情報送信部と、を備えることを特徴とする。
【００２４】
　本発明は、記憶手段、時刻を計時する計時部、および、位置情報を少なくとも計測する
計測手段を備えた計測装置と、前記計測装置と無線通信する情報機器とを含む計測情報管
理システムの計測情報管理方法であって、前記位置情報を少なくとも含む詳細情報を生成
する詳細情報生成ステップと、前記詳細情報を前記記憶手段に記憶する記憶ステップと、
前記詳細情報を識別する見出し情報を生成する見出し情報生成ステップと、前記見出し情
報を前記情報機器に送信する見出し情報送信ステップと、前記計測装置から送信された見
出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情報機器に送信するのに要する推定
転送時間を算出する転送時間算出ステップと、前記推定転送時間が、予め設定された所定
の閾値未満かを判定する転送時間判定ステップと、前記転送時間判定ステップで前記推定
転送時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、前記計測装置に
送信する詳細情報要求ステップと、前記情報機器から送信される送信要求信号に応じて、
詳細情報を前記情報機器に送信する詳細情報送信ステップと、を備えることを特徴とする
。
【００２５】
　本発明は、時刻を計時する計時部、および位置情報を少なくとも計測する計測手段を備
えた計測装置と無線通信する情報機器に実行させる計測情報管理プログラムであって、前
記位置情報を少なくとも含む詳細情報を識別する見出し情報を前記計測装置から受信する
と、前記見出し情報に対応する詳細情報を前記計測装置から前記情報機器に送信するのに
要する推定転送時間を算出する転送時間算出ステップと、前記推定転送時間が、予め設定
された所定の閾値未満かを判定する転送時間判定ステップと、前記転送時間判定ステップ
で前記推定転送時間が前記所定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、前記
計測装置に送信する詳細情報要求ステップと、前記詳細情報要求ステップで要求した詳細
情報を前記計測装置から受信する詳細情報受信ステップと、を備えることを特徴とする。
【００２６】
　前記計測装置、前記計測情報管理方法、および前記計測情報管理プログラムの発明にお
いても、前記計測情報管理システムと同じく、利便性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】第１実施形態に係る計測情報管理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る計測装置の外観を示す模式図である。
【図３】本発明に係る概要情報一覧画面の一例を示す図である。
【図４】本発明に係る詳細画面の一例を示す図である。
【図５】前記計測装置が実行する計測処理を示すフローチャートである。
【図６】前記計測情報管理システムが実行する計測情報の転送処理を示すフローチャート
である。
【図７】前記計測情報管理システムが実行する計測情報の転送処理を示すフローチャート
である。
【図８】本発明に係るホーム画面の一例を示す図である。
【図９】本発明に係るアップロード画面の一例を示す図である。
【図１０】第２実施形態に係る計測情報管理システムの構成を示すブロック図である。
【図１１】前記計測情報管理システムが実行する計測情報の転送処理を示すフローチャー
トである。
【図１２】前記計測情報管理システムが実行する計測情報の転送処理を示すフローチャー
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トである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態に係る計測情報管理システム１Ａの構成を示すブロック図である
。
　図１に示すように、計測情報管理システム１Ａは、計測装置２と、携帯情報機器３Ａと
を備える。計測装置２は、腕時計型の装置であり、使用者に装着され、計測開始時刻やラ
ンニング時間や経過時間などの時間情報、現在地（換言すると、使用者の現在地）の位置
情報（緯度や経度など）、移動距離、移動速度、時間、使用者の消費カロリー等の計測値
や、使用者の脈拍数情報または心拍数情報等を計測する。携帯情報機器３Ａは、例えば、
携帯電話、スマートフォン（多機能携帯電話）やタブレット等の持ち運び可能な携帯型の
情報機器である。本実施形態では、携帯情報機器３Ａに、スマートフォンを用いている。
計測装置２と携帯情報機器３Ａとの間では、無線による通信が行われ、携帯情報機器３Ａ
は、計測装置２が計測した計測情報を受信する。
【００２９】
［計測装置の構成］
　図２は、計測装置２の外観を示す模式図である。
　計測装置２は、腕時計型の外観を有する筐体２１を備え、筐体２１には、筐体２１を使
用者の手首に装着させるバンド２９が設けられている。さらに、計測装置２は、表示手段
２２、ボタン２３１～２３４を備えた入力手段２３を備える。
　その他、計測装置２は、図１に示すように、計測手段２４、記憶手段２５、送受信手段
２６、および制御手段２７を備える。
【００３０】
　表示手段２２は、液晶パネル、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）パネル、および電気
泳動パネル等の表示パネルにより構成され、筐体２１の正面に設けられている。この表示
手段２２には、後述する制御手段２７による制御により、経過時間や移動距離等の計測結
果が表示される。
【００３１】
　入力手段２３（計測装置側入力手段）は、筐体２１の外周に設けられた４つのボタン２
３１～２３４を備えて構成され、使用者によって押下されたボタンに応じた操作信号を、
制御手段２７に出力する。
　ボタン２３１が押下されると、表示手段２２に表示される画面を、メニュー画面、計測
画面、設定画面等のいずれかに切り替える処理が実行される。計測画面が表示された状態
で、ボタン２３２が押下されると、計測の開始、終了、および再開処理が実行される。ボ
タン２３３が押下されると、計測時においては、ラップ計測処理が実行され、計測停止時
においては、リセット処理が実行される。ボタン２３４が押下されると、表示手段２２を
照明するライトが点灯する。
【００３２】
　計測手段２４は、ＧＰＳセンサー２４１、加速度センサー２４２、脈拍センサー２４３
を備え、各センサー２４１～２４３の計測信号を制御手段２７へ出力する。
　ＧＰＳセンサー２４１は、地球の衛星軌道上を周回する複数のＧＰＳ衛星２００（図２
）のうち、少なくとも３機のＧＰＳ衛星２００からのＧＰＳ信号（衛星信号）を受信して
、計測装置２の現在地（換言すると、使用者の現在地）を示す位置情報を演算して取得す
る。なお、４機以上のＧＰＳ衛星２００からのＧＰＳ信号を受信することで、現在地の位
置情報だけでなく、現在地の高度も演算して取得することができる。
　加速度センサー２４２は、計測装置２の移動にともなう加速度を計測する。
　脈拍センサー２４３は、筐体２１の背面に設けられ、使用者の手首に接触することで、
使用者の脈拍数を計測する。また、脈拍センサー２４３を筐体２１に内蔵させることがで
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きない場合には、心拍数センサーを用いてもよい。心拍数センサーは、例えば、筐体２１
とは独立した部品で構成され、使用者の胸部に装着および接触させることで、使用者の心
拍数を計測する。あるいは、脈拍センサー２４３および心拍数センサーの両方を用いても
よい。
【００３３】
　記憶手段２５は、フラッシュメモリー等により構成され、計測に必要な各種プログラム
や情報（使用者の生年月日、性別、身体情報等）を記憶する。その他、記憶手段２５は、
計測手段２４が計測した情報に基づいて生成される後述する詳細情報および概要情報を記
憶する。
【００３４】
　送受信手段２６は、携帯情報機器３Ａ等の外部機器と無線通信する通信モジュールであ
る。そして、送受信手段２６は、制御手段２７から入力される情報を、通信接続が確立さ
れた外部機器に送信する他、当該外部機器から受信した情報を制御手段２７に出力する。
　本実施形態では、送受信手段２６には、低電力で駆動するモジュールが用いられる。こ
のような送受信手段２６として、Bluetooth（登録商標）規格の１つであるBluetooth Low
 Energy（ＢＬＥ）に準拠したモジュールを例示できる。例えば、ＢＬＥを腕時計型の計
測装置２に組込んだ場合、ＢＬＥにおける通信速度は１０ｋｂｐｓ前後になる場合がある
。この通信速度は、計測装置２内へのＢＬＥ組込み条件や通信環境などより変動するが、
送受信手段２６を介して大容量のデータを外部に送信し、送信されてくる大容量のデータ
を外部機器で受信する（取得する）のには長い時間を必要とする。
【００３５】
　制御手段２７は、計測装置２の動作を制御するものであり、ＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）等の演算装置を備えて構成される。制御手段２７は、ＣＰＵが記憶手段２５に
記憶されたプログラムを実行することで、計時部２７１、表示制御部２７２、詳細情報生
成部２７３、概要情報生成部２７４、記憶制御部２７５、概要情報送信部２７６、および
詳細情報送信部２７７として機能する。
【００３６】
　計時部２７１は、水晶振動子が出力する発振信号（基準信号：１Ｈｚ）で現在時刻を計
時する。また、計時部２７１は、ＧＰＳ信号から取得される時刻情報で現在時刻を修正す
る。
　表示制御部２７２は、表示手段２２の動作を制御して、計測装置２の動作状態や、計測
結果等を表示させる。例えば、表示手段２２には、図２に示すように、移動距離と、スプ
リットタイムが表示される。
【００３７】
　詳細情報生成部２７３は、入力手段２３から計測開始信号が出力された時点から計測終
了信号が出力された時点までに計測手段２４で計測された情報と、この情報が計測された
時刻である時刻情報とを含む１つの詳細情報を生成する。詳細情報は、例えば、計測手段
２４が１秒間隔で計測を行う場合、１秒毎の時刻と、その時に各センサーが計測した情報
とを含む。なお、計測開始前に計測間隔が予め計測装置２に設定されている場合には、計
測開始時刻を記憶部に記憶することで各センサーによる計測時の時刻がわかるため、１秒
毎の時刻を詳細情報として記憶部に記憶する必要はない。
　具体的に、詳細情報には、時刻情報、ＧＰＳ情報（緯度、経度、高度等）、スピードや
移動距離等の距離情報、足の回転数やストライド（歩幅）等のピッチ情報、および脈拍数
または心拍数等が含まれる。
【００３８】
　概要情報生成部２７４は、詳細情報生成部２７３が生成した詳細情報の概要を表す概要
情報を生成する。
　概要情報は、スプリット情報およびラップ情報により構成される。
　スプリット情報は、計測開始操作から計測終了操作までに計測され計測値を使用して導
出された値であり、スプリットタイム、移動距離、歩数、消費カロリー、計測開始時刻、
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計測終了時刻、最高標高、最低標高、スタート地点標高、ゴール地点標高、累積上昇高度
、累積下降高度、ピッチ（最大／最低／平均）、ストライド（最大／最低／平均）、心拍
数（最大／最低／平均）、平均スピード、平均ペース、日付等を含む。
　例えば、スプリットタイムは、入力手段２３から計測開始信号が出力された時点から計
測終了信号が出力された時点までの経過時間であり、移動距離は、前記経過時間における
計測装置２の移動距離であり、日付は、計測開始信号または計測終了信号の出力時点の日
付である。
　ここで、スプリット情報に含まれるスプリットタイム、移動距離、日付は、携帯情報機
器３Ａの表示手段３１に表示されることで、使用者が詳細情報を識別するための見出し情
報として機能する。すなわち、概要情報生成部２７４は、見出し情報を生成する見出し情
報生成部２７４Ａを含む。
　ラップ情報は、ラップ設定条件(移動距離あるいは経過時間)における計測経過時間、ラ
ップタイム、ラップ距離（移動距離）、歩数、消費カロリー、累積上昇高度、累積下降高
度、平均スピード、平均ペース、ピッチ、ストライド、脈拍数または心拍数等を含む。さ
らに、ラップ回数を識別するためのラップ番号を含む。
　なお、計測情報管理システム１Ａにおける詳細情報および概要情報の識別には、インデ
ックス番号が用いられている。なお、インデックス番号に替えて他の識別子を用いるよう
にしてもよい。
【００３９】
　記憶制御部２７５は、詳細情報生成部２７３が生成した詳細情報および概要情報生成部
２７４が生成した概要情報を、記憶手段２５に記憶させる。
　概要情報送信部２７６は、携帯情報機器３Ａから送信された概要情報の送信要求信号に
応じて、記憶手段２５に記憶されている概要情報（未送信のもの）を、携帯情報機器３Ａ
に送信する。すなわち、概要情報送信部２７６には、見出し情報を送信する見出し情報送
信部２７６Ａを含む。また、概要情報送信部２７６は、概要情報を送信する前に、記憶手
段２５に記憶されている各詳細情報（未送信のもの）のデータ量を、携帯情報機器３Ａに
送信する。
　詳細情報送信部２７７は、携帯情報機器３Ａから送信された詳細情報の送信要求信号に
応じて、記憶手段２５に記憶されている詳細情報のうち送信要求のあった詳細情報を、携
帯情報機器３Ａに送信する。
【００４０】
［携帯情報機器の構成］
　携帯情報機器３Ａは、表示手段３１、入力手段３２、記憶手段３３、送受信手段３４、
および制御手段３５Ａを備える。
　表示手段３１は、表示パネルを備え、制御手段３５Ａの制御により、所定の画像を表示
する。
　入力手段３２は、携帯情報機器３Ａの筐体外面に設けられたボタンと、表示手段３１に
おける画像の表示領域に応じて設けられたタッチパネルとを備える。そして、入力手段３
２は、ボタンおよびタッチパネルに対する使用者の入力操作に応じた操作信号を制御手段
３５Ａに出力する。
【００４１】
　記憶手段３３は、フラッシュメモリー等により構成され、携帯情報機器３Ａの動作に必
要な各種プログラムおよび情報を記憶する。この記憶手段３３は、例えば、計測装置２か
ら受信した詳細情報や概要情報を記憶する。
　送受信手段３４は、計測装置２等と通信する通信モジュールである。この送受信手段３
４は、制御手段３５Ａの制御により、計測装置２等との間で情報を送受信する。
【００４２】
　制御手段３５Ａは、携帯情報機器３Ａの動作を制御するものであり、ＣＰＵにより構成
されている。この制御手段３５Ａは、ＣＰＵが記憶手段３３に記憶されたプログラムを実
行することにより、概要情報要求部３５１、転送時間算出部３５２、表示制御部３５３、
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詳細情報要求部３５４、転送時間判定部３５８、閾値設定部３５９として機能する。
　概要情報要求部３５１は、入力手段３２が概要情報を受信するための操作が行われたこ
とを判定して操作信号を制御手段３５Ａに出力すると、送受信手段３４を制御して、概要
情報の送信要求信号を計測装置２に送信する。
【００４３】
　転送時間算出部３５２は、計測装置２から携帯情報機器３Ａに詳細情報を転送するのに
要する推定転送時間を算出する。推定転送時間は、詳細情報のデータ量（データサイズ）
と、計測装置２から携帯情報機器３Ａに概要情報を転送した際に測定される通信速度とに
基づいて算出される。また、推定転送時間は、詳細情報のデータ量と、予め設定された通
信速度とに基づいて算出することもできる。予め設定された通信速度は、例えば、１０ｋ
ｂｐｓである。
【００４４】
　転送時間判定部３５８は、転送時間算出部３５２が算出した推定転送時間が、予め設定
された所定の閾値未満かを判定する。
　詳細情報要求部３５４は、受信した各概要情報に対応する詳細情報のうち、転送時間判
定部３５８で推定転送時間が所定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、計
測装置２に送信する。
【００４５】
　表示制御部３５３は、図３に示すように、計測装置２から受信した概要情報の一覧を示
す概要情報一覧画面３６を生成し、表示手段３１に表示する。概要情報一覧画面３６には
、５件分の計測データ（計測開始操作から計測停止操作までの計測値）に対応する見出し
情報３６１が、表示手段３１の縦方向に５つ並んで表示される。１件の見出し情報３６１
は、デフォルトとして、日付３６１Ａ、移動距離３６１Ｂ、スプリットタイム３６１Ｃで
構成されている。また、概要情報一覧画面３６には、各計測データに対応して、転送時間
算出部３５２が算出した詳細情報の転送に要する推定転送時間３６１Ｄが表示される。
　また、表示制御部３５３は、図４に示すように、計測装置２から受信した概要情報およ
び詳細情報に基づいて詳細な計測結果を示す詳細画面３７を生成し、表示手段３１に表示
することができる。
【００４６】
　また、上記詳細情報要求部３５４は、入力手段３２が、概要情報一覧画面３６に表示さ
れた見出し情報から転送対象となる見出し情報の選択操作と、転送操作とが行われたこと
を判定して操作信号を制御手段３５Ａに出力すると、送受信手段３４を制御して、操作信
号に応じて選択された見出し情報に対応する詳細情報の送信要求信号を、計測装置２に送
信する。
【００４７】
　閾値設定部３５９は、入力手段３２が、閾値を設定する設定操作が行われたことを判定
して操作信号を制御手段３５Ａに出力すると、この操作信号に応じて、転送時間判定部３
５８で推定転送時間と比較される前記所定の閾値の値を設定する。
【００４８】
［計測処理］
　図５は、計測装置２が実行する計測処理を示すフローチャートである。
　制御手段２７は、入力手段２３から計測開始信号が出力されたかを判定する（ＳＡ１１
）。ＳＡ１１でＮＯと判定された場合、制御手段２７は、ＳＡ１１の判定を再度行う。
【００４９】
　ＳＡ１１でＹＥＳと判定された場合、詳細情報生成部２７３は計測開始時刻を取得し、
計測手段２４は計測を行う。そして、詳細情報生成部２７３は、取得した計測開始時刻と
、計測手段２４が計測した情報と、情報を計測した時刻情報とを取得する。取得された情
報は、記憶制御部２７５により記憶手段２５に記憶される（ＳＡ１２）。なお、計測手段
２４が予め設定された時間間隔で計測を行う場合には、計測開始時刻と時間間隔から計測
時刻を算出することができるため、情報を計測した時刻情報は記憶手段２５に記憶しなく



(14) JP 2015-90543 A 2015.5.11

10

20

30

40

50

てもよい。
【００５０】
　次に、制御手段２７は、ラップ計測タイミングかを判定する（ＳＡ１３）。具体的に、
制御手段２７は、入力手段２３からラップ計測処理を実行させる操作信号が出力されたと
きや、計測装置２がラップ計測間隔として予め設定された距離を移動したとき、ラップ計
測タイミングになったと判定できる。なお、ラップ計測間隔は、予め設定された時間が経
過したときにラップ計測タイミングになったと判定する構成にしてもよい。
　ＳＡ１３でＹＥＳと判定された場合、概要情報生成部２７４は、計測手段２４が計測し
た記憶手段２５に記憶された情報を集計してラップ情報を生成し、生成したラップ情報を
記憶手段２５に予め確保されているラップ情報記憶領域に記憶する（ＳＡ１４）。
【００５１】
　ＳＡ１４の処理の後、および、ＳＡ１３でＮＯと判定された場合、制御手段２７は、入
力手段２３から計測終了信号が出力されたかを判定する（ＳＡ１５）。ＳＡ１５でＮＯと
判定された場合、制御手段２７は、処理をＳＡ１２に戻す。
　ＳＡ１５でＹＥＳと判定された場合、詳細情報生成部２７３は、計測手段２４が計測し
た記憶手段２５に記憶された情報を集計してスプリット情報を生成し、生成したスプリッ
ト情報を記憶手段２５に予め確保されているスプリット情報記憶領域に記憶し（ＳＡ１６
）、処理を終了する。
　以上の処理により、記憶手段２５には、スプリット情報、ラップ計測回数と同じ数のラ
ップ情報、および、計測時間に応じたデータサイズの詳細情報が記憶される。
【００５２】
［転送処理］
　図６，７は、計測情報管理システム１Ａが実行する計測情報の転送処理を示すフローチ
ャートである。なお、計測装置２の記憶手段２５には、詳細情報および概要情報が記憶さ
れているものとする。
　携帯情報機器３Ａにおいて、入力手段３２が概要情報を受信するための操作が行われた
ことを判定して操作信号を制御手段３５Ａに出力すると、概要情報要求部３５１は、概要
情報の送信を要求する送信要求信号を計測装置２に送信する（ＳＡ３１）。このとき、携
帯情報機器３Ａと計測装置２とのＢＬＥの通信接続が失敗した場合には、通信接続ができ
ていないことを表示手段３１に表示させ、アラーム音や音声等を利用するなどして使用者
に通信エラーであることを通知することで、通信の再試行を使用者に促すことができる。
なお、計測装置２が通信相手として既に認証されている場合（ペアリングされている場合
）には、携帯情報機器３Ａは、計測装置２に近づくと、自動的に概要情報の送信要求信号
を計測装置２に送信してもよい。
【００５３】
　概要情報要求部３５１が送信した概要情報の送信要求信号を計測装置２が受信すると、
概要情報送信部２７６は、記憶手段２５に記憶されている概要情報（未送信のもの）を携
帯情報機器３Ａに送信する（ＳＡ３２）。ここで、概要情報送信部２７６は、概要情報を
送信する前に、記憶手段２５に記憶されている各詳細情報（未送信のもの）のデータ量（
データサイズ）を、携帯情報機器３Ａに送信する。なお、データ量の送信は、概要情報の
送信の後に行ってもよい。
【００５４】
　概要情報送信部２７６が送信した概要情報を携帯情報機器３Ａが受信すると、転送時間
算出部３５２は、各概要情報に対して、対応する詳細情報を計測装置２から携帯情報機器
３Ａに転送するのに要する推定転送時間を算出する（ＳＡ３３）。なお、各推定転送時間
の算出は、すべての概要情報の受信が完了するのを待つことなく、対応する概要情報の受
信が完了した段階で順次開始してもよい。
　推定転送時間は、詳細情報のデータ量と、計測装置２から携帯情報機器３Ａに概要情報
を転送した際に測定される通信速度とに基づいて算出される。
【００５５】
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　次に、表示制御部３５３は、図３に示すように、ＳＡ３２で計測装置２から受信した概
要情報の一覧を示す概要情報一覧画面３６を生成し、表示手段３１に表示させる（ＳＡ３
４）。
　概要情報一覧画面３６に表示された見出し情報３６１である、日付３６１Ａ、移動距離
３６１Ｂ、および、スプリットタイム３６１Ｃは、上述したように、使用者が詳細情報を
識別するために機能する。
　これにより、使用者は、概要情報一覧画面３６を閲覧することで、計測装置２で生成さ
れた詳細情報を識別することができ、転送を希望する詳細情報を、概要情報一覧画面３６
に表示された見出し情報３６１をタッチすることで選択できる。また、概要情報一覧画面
３６には、推定転送時間３６１Ｄが表示されるため、使用者は、詳細情報の転送にかかる
時間を確認できる。
　さらに、概要情報一覧画面３６に、日付３６１Ａ、移動距離３６１Ｂ、および、スプリ
ットタイム３６１Ｃ以外の情報（例えば、消費カロリー等）や、ラップ情報を表示させて
もよい。
　なお、ＳＡ３４の処理は、ＳＡ３２，ＳＡ３３の処理と並行して実施することもできる
。すなわち、表示制御部３５３は、ＳＡ３１の処理を実施した後に、見出し情報が含まれ
ていない概要情報一覧画面を表示手段３１に表示させ、各見出し情報を、対応する推定転
送時間の算出が完了した段階で、順次、概要情報一覧画面に表示させるようにしてもよい
。
【００５６】
　概要情報一覧画面３６には、見出し情報３６１の他に、「ホーム」ボタン３６２、「再
取得」ボタン３６３、「アップロード」ボタン３６４、「次へ」ボタン３６５、および「
詳細」ボタン３６６が表示される。なお、「アップロード」ボタン３６４に変えて、「詳
細情報の送信」ボタン、あるいは「フル計測データの送信」ボタンなどと表示してもよい
。
　「ホーム」ボタン３６２がタッチ（タップ）されると、画面が、図８に示すホーム画面
３８に切り替わる。ホーム画面３８には、概要情報一覧画面を表示させるボタン３８１、
Ｗｅｂサイトを表示させるボタン３８２、アカウント管理画面を表示させるボタン３８３
、ペアリング設定画面を表示させるボタン３８４が表示される。
　「再取得」ボタン３６３がタッチされると、概要情報の再取得と、概要情報一覧画面３
６の再表示が行われる。概要情報一覧画面３６が複数画面にわたる場合は、「次へ」ボタ
ン３６５がタッチされることで、次ページに切り替わる。
　「アップロード」ボタン３６４がタッチされると、画面が、図９に示すアップロード画
面３９に切り替わり、計測装置２から携帯情報機器３Ａへの選択された詳細情報の送信が
開始される。アップロード画面３９には、詳細情報の転送中であることを示すメッセージ
３９１と、転送完了までの残り時間を表すゲージ３９２とが表示される。
　「詳細」ボタン３６６がタッチされると、詳細画面３７が表示される。
【００５７】
　次に、転送時間判定部３５８は、転送時間算出部３５２が算出した各推定転送時間に対
して、予め設定された所定の閾値未満かを判定する（ＳＡ３５）。所定の閾値は、例えば
、５分０秒である。
　そして、詳細情報要求部３５４は、各概要情報に対応する詳細情報のうち、転送時間判
定部３５８で推定転送時間が所定の閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、計
測装置２に送信する（ＳＡ３６）。すなわち、ここでは、詳細情報要求部３５４は、転送
時間判定部３５８で推定転送時間が所定の閾値以上と判定された詳細情報の送信要求信号
は送信しない。
　なお、所定の閾値を、閾値設定部３５９によって、０秒に設定することで、ＳＡ３６で
、詳細情報の送信要求信号が送信されないようにできる。
【００５８】
　計測装置２が携帯情報機器３Ａから送信された詳細情報の送信要求信号を受信すると、
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詳細情報送信部２７７は、記憶手段２５に記憶されている情報のうち送信要求のあった詳
細情報を、携帯情報機器３Ａに送信する（ＳＡ３７）。
　ここで、概要情報一覧画面３６では、対応する詳細情報の転送が完了した見出し情報３
６１については、転送が完了したことを示すアイコン３６１Ｅが表示される。さらに、推
定転送時間３６１Ｄに替えて「アップロード完了」と表記されたメッセージ３６１Ｇが表
示される。ここで、転送が完了したとは、携帯情報機器３Ａが詳細情報の受信に成功した
状態を示す。すなわち、詳細情報の受信中や、詳細情報の受信に失敗した場合には、アイ
コン３６１Ｅおよびメッセージ３６１Ｇは表示されない。また、アイコン３６１Ｅあるい
はメッセージ３６１Ｇのいずれかの表示から詳細情報の受信が完了していることを使用者
は認識することができるため、アイコン３６１Ｅあるいはメッセージ３６１Ｇのいずれか
１つを表示する構成であってもよい。
　また、対応する詳細情報が転送中である見出し情報３６１については、転送中であるこ
とを示すアイコン３６１Ｆが点滅表示される。さらに、推定転送時間３６１Ｄに替えて「
アップロード中」と表記されたメッセージ３６１Ｈが表示される。これにより、使用者は
、概要情報一覧画面３６を閲覧することで、計測装置２で生成された詳細情報のうち、送
信要求がされていない詳細情報を識別できる。
【００５９】
　そして、見出し情報３６１のうち転送対象の見出し情報がタッチされて選択された状態
で、「アップロード」ボタン３６４がタッチされると、入力手段２３がこの操作を判定し
、操作信号を制御手段３５Ａに出力する（ＳＡ３８）。
　そして、詳細情報要求部３５４は、選択された見出し情報３６１に対応する詳細情報の
送信要求信号を計測装置２に送信する（ＳＡ３９）。なお、アイコン３６１Ｅ，３６１Ｆ
が表示されている見出し情報３６１が選択された場合は、詳細情報要求部３５４は、送信
要求信号を送信しない。これにより、送信要求信号が重複して送信されることを回避でき
る。
【００６０】
　計測装置２が携帯情報機器３Ａから送信された詳細情報の送信要求信号を受信すると、
詳細情報送信部２７７は、記憶手段２５に記憶されている情報のうち送信要求のあった詳
細情報を、携帯情報機器３Ａに送信する（ＳＡ４０）。
【００６１】
　計測装置２から送信された詳細情報を携帯情報機器３Ａが受信すると、表示制御部３５
３は、計測装置２から送信された詳細情報と、すでに受信している概要情報とに基づいて
、図４に示すように、詳細な計測結果を示す詳細画面３７を生成し、表示手段３１に表示
する（ＳＡ４１）。なお、詳細画面３７は、自動遷移はせずに使用者の入力操作で表示す
るよう構成してもよい。
　詳細画面３７には、移動距離３７１、スプリットタイム３７２、地図情報３７３、ラッ
プ表示情報３７４、「一覧」ボタン３７５が表示される。
　地図情報３７３には、地図と、地図上に示された、スタート地点、ゴール地点、および
、スタート地点からゴール地点までの移動軌跡が表示される。なお、地図情報３７３は、
表示させなくてもよい。
　ラップ表示情報３７４には、ラップ毎のラップタイムおよび平均ペースが表示される。
　「一覧」ボタン３７５がタッチされると、表示画面が、概要情報一覧画面に切り替わる
。
【００６２】
　なお、図３に示した概要情報一覧画面３６では、携帯情報機器３Ａが計測装置２から詳
細情報を受信した後でも、見出し情報は削除されずに表示され続ける。この場合、該当す
る見出し情報に対しては、上述したように、詳細情報の受信が完了したことを示すアイコ
ン３６１Ｅ、および、メッセージ３６１Ｇが表示されている。このため、詳細情報の受信
が完了しているか否かを使用者が容易に判断できる。そして、この見出し情報が選択され
た状態で、「詳細」ボタン３６６がタッチされると、表示制御部３５３は、図４に示した
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詳細画面３７を表示手段３１に表示させる。
【００６３】
［第１実施形態の作用効果］
　このような本実施形態によれば、以下のような作用効果が得られる。
　ＳＡ３６で、詳細情報要求部３５４は、転送時間判定部３５８で推定転送時間が所定の
閾値未満と判定された詳細情報の送信要求信号を、計測装置２に送信する。
　これによれば、推定転送時間が所定の閾値未満の詳細情報は、使用者が携帯情報機器３
Ａを操作して詳細情報の転送処理を実行させなくても、自動的に計測装置２から携帯情報
機器３Ａに送信される。これにより、使用者の操作を簡略化でき、利便性を向上できる。
　また、推定転送時間が所定の閾値以上となる詳細情報は、自動的には転送されないため
、転送時間の上限を規定できる。このことからも、利便性を向上できる。
【００６４】
　推定転送時間が所定の閾値よりも長く、ＳＡ３６、ＳＡ３７の処理によって自動で転送
処理が開始されなかった詳細情報については、ＳＡ３８において、概要情報一覧画面３６
に表示された見出し情報を選択し、「アップロード」ボタン３６４をタッチすることで、
転送処理を実行できる。
【００６５】
　概要情報一覧画面３６には、各計測データに対応する見出し情報として、日付、スプリ
ットタイム、移動距離が表示されるため、使用者は、これらの情報を閲覧することで、例
えば、見出し情報として計測された順番を示す番号のみが表示されている場合と比べて、
詳細情報を容易に識別できる。上記日付、スプリットタイム、移動距離の表示順番は、使
用者の好みで入れ替えられるよう構成してもよい。そうすると、詳細情報を確認したい計
測データか否か使用者が認識しやすくすることもできる。また、概要情報一覧画面３６の
縦方向に並んで一覧表示される各計測データ（計測開始操作から計測停止操作までの計測
値）に対応する１件毎の見出し情報３６１の表示順は、日付順でなくてもよい。例えば、
ベスト計測データ順に表示してもよい。上記と同様に詳細情報を確認したい計測データか
否を使用者が認識しやすくすることができる。これらにより、見出し情報の選択操作を容
易にできる。
【００６６】
　概要情報には、見出し情報の他に、消費カロリーやラップ情報等が含まれているため、
これらの情報を、携帯情報機器３Ａにおいて、詳細情報を受信する前に、表示手段３１に
表示させることもできる。これにより、使用者は、詳細情報が転送される前に、消費カロ
リーやラップ情報等を確認できる。
【００６７】
　閾値設定部３５９を備えているため、使用者は、入力手段３２を操作することで、前記
所定の閾値の値を自由に設定できる。これにより、使用者は、自動的に転送処理を開始さ
せる詳細情報を、推定転送時間を基準にして自由に設定できる。したがって、できるだけ
自動転送するように設定することや、できるだけ手動操作で転送するように設定すること
もでき、使用者の要望に細かく対応できる。
【００６８】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１０は、第２実施形態に係る計測情報管理システム１Ｂの構成を示すブロック図であ
る。
　図１０に示すように、第２実施形態の計測情報管理システム１Ｂは、第１実施形態と同
じ計測装置２の他、携帯情報機器３Ｂ、ネットワーク５、およびネットワーク５に接続さ
れたサーバー４を備える。
　計測装置２と携帯情報機器３Ｂとの間、および、携帯情報機器３Ｂとネットワーク５と
の間では、無線による通信が行われる。なお、携帯情報機器３Ｂとネットワーク５との間
では、有線による通信が行われてもよい。
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　携帯情報機器３Ｂは、計測装置２が計測した計測情報（概要情報、詳細情報）を受信し
、さらに、受信した計測情報をサーバー４に転送する。
【００６９】
［携帯情報機器の構成］
　携帯情報機器３Ｂは、第１実施形態の携帯情報機器３Ａとは、制御手段の構成が異なる
。すなわち、携帯情報機器３Ｂの制御手段３５Ｂは、第１実施形態と同じ概要情報要求部
３５１、表示制御部３５３、詳細情報要求部３５４、閾値設定部３５９の他に、概要情報
転送部３５５、転送時間算出部３５６、詳細情報転送部３５７、転送時間判定部３５０を
備える。
【００７０】
　概要情報転送部３５５は、計測装置２から受信した概要情報を、送受信手段３４を制御
して、ネットワーク５を介してサーバー４に転送する。すなわち、概要情報転送部３５５
は、見出し情報を転送する見出し情報転送部３５５Ａを含む。
　転送時間算出部３５６は、詳細情報を計測装置２から携帯情報機器３Ｂを経由してサー
バー４に転送するのに要する推定転送時間を算出する。推定転送時間は、計測装置２と携
帯情報機器３Ｂとの間の推定転送時間と、携帯情報機器３Ｂとサーバー４との間の推定転
送時間とを合計した時間であり、通信速度の実測値に基づいて算出される。また、推定転
送時間は、予め設定された通信速度に基づいて算出することもできる。
　転送時間判定部３５０は、転送時間算出部３５６が算出した推定転送時間が、予め設定
された所定の閾値未満かを判定する。所定の閾値は、閾値設定部３５９によって設定され
る。
　なお、第２実施形態では、詳細情報要求部３５４は、受信した各概要情報に対応する詳
細情報のうち、転送時間判定部３５０で推定転送時間が所定の閾値未満と判定された詳細
情報の送信要求信号を、計測装置２に送信する。
　詳細情報転送部３５７は、計測装置２から受信した詳細情報を、送受信手段３４を制御
して、ネットワーク５を介してサーバー４に転送する。
【００７１】
［サーバーの構成］
　サーバー４は、送受信手段４１、記憶手段４２、および制御手段４３を備える。
　記憶手段４２は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やフラッシュメモリー等により構成され
、サーバー４の動作に必要な各種プログラムおよび情報を記憶する。この記憶手段４２は
、例えば、計測装置２から携帯情報機器３Ｂを経由して受信された詳細情報や概要情報を
記憶する。
　送受信手段４１は、携帯情報機器３Ｂ等の端末機器とネットワーク５を介して通信する
通信モジュールである。この送受信手段４１は、制御手段４３の制御により、端末機器と
の間で各種信号や情報を送受信する。
【００７２】
　制御手段４３は、サーバー４の動作を制御するものであり、ＣＰＵにより構成されてい
る。この制御手段４３は、ＣＰＵが記憶手段４２に記憶されたプログラムを実行すること
により、信号送信部４３１、および、詳細画面情報送信部４３２として機能する。
　信号送信部４３１は、携帯情報機器３Ｂから転送された概要情報を受信すると、概要情
報を受信したことを通知する受信通知信号を携帯情報機器３Ｂに送信する。
　詳細画面情報送信部４３２は、携帯情報機器３Ｂから転送された概要情報および詳細情
に基づいて詳細な計測結果を使用者に分かり易い状態で示す詳細画面情報を生成し、生成
した詳細画面情報を携帯情報機器３Ｂに送信する。
【００７３】
［転送処理］
　図１１，１２は、計測情報管理システム１Ｂが実行する計測情報の転送処理を示すフロ
ーチャートである。なお、計測装置２の記憶手段２５には、概要情報および詳細情報が記
憶されているものとする。
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　計測情報管理システム１Ｂは、図１１，１２に示すように、ＳＢ３１，ＳＢ３２，ＳＢ
３４，ＳＢ３６～ＳＢ４８の処理を行う。ここで、ＳＢ３１，ＳＢ３２，ＳＢ３４，ＳＢ
３６～ＳＢ４１の処理は、第１実施形態におけるＳＡ３１，ＳＡ３２，ＳＡ３４，ＳＡ３
６～ＳＡ４１と同じ処理であるため、説明を省略する。
【００７４】
　第２実施形態では、ＳＢ３２で計測装置２から送信された概要情報を、携帯情報機器３
Ｂが受信すると、概要情報転送部３５５は、受信した概要情報をサーバー４に転送する（
ＳＢ４２）。
　そして、携帯情報機器３Ｂから転送された概要情報をサーバー４が受信すると、信号送
信部４３１は、受信通知信号を携帯情報機器３Ｂに送信する（ＳＢ４３）。
　そして、サーバー４から送信された受信通知信号を携帯情報機器３Ｂが受信すると、転
送時間算出部３５６は、計測装置２から受信した各概要情報に対して、対応する詳細情報
を計測装置２から携帯情報機器３Ｂを経由してサーバー４に転送するのに要する推定転送
時間を算出する（ＳＢ４４）。なお、各推定転送時間の算出は、すべての概要情報の転送
が完了するのを待つことなく、対応する概要情報の転送が完了した段階で順次開始しても
よい。
　推定転送時間は、計測装置２と携帯情報機器３Ｂとの間の推定転送時間と、携帯情報機
器３Ｂとサーバー４との間の推定転送時間とを合計した時間であり、通信速度の実測値に
基づいて算出される。
　そして、ＳＢ３４で、表示制御部３５３は、概要情報一覧画面３６を表示手段３１に表
示させる。ここで、概要情報一覧画面３６には、ＳＢ４４で算出された推定転送時間が表
示される。
　なお、ＳＢ３４の処理は、ＳＢ３２，ＳＢ４２～ＳＢ４４の処理と並行して実施するこ
ともできる。すなわち、表示制御部３５３は、ＳＢ３１の処理が実施された後に、見出し
情報が含まれていない概要情報一覧画面を表示手段３１に表示させ、各見出し情報を、対
応する推定転送時間の算出が完了した段階で、順次、概要情報一覧画面に表示させるよう
にしてもよい。
【００７５】
　そして、転送時間判定部３５０は、転送時間算出部３５６が算出した推定転送時間が、
予め設定された所定の閾値未満かを判定する（ＳＢ４５）。所定の閾値は、第１実施形態
の所定の閾値と同じ値で、例えば、５分０秒である。
　そして、ＳＢ３６で、詳細情報要求部３５４は、受信した各概要情報に対応する詳細情
報のうち、転送時間判定部３５０で推定転送時間が所定の閾値未満と判定された詳細情報
の送信要求信号を、計測装置２に送信する。すなわち、詳細情報要求部３５４は、転送時
間判定部３５０で推定転送時間が所定の閾値以上と判定された詳細情報の送信要求信号は
送信しない。
【００７６】
　また、第２実施形態では、ＳＢ３７で計測装置２から送信された詳細情報を、携帯情報
機器３Ｂが受信すると、詳細情報転送部３５７は、受信した詳細情報をサーバー４に転送
する（ＳＢ４６）。
【００７７】
　また、第２実施形態では、ＳＢ４０で計測装置２から送信された詳細情報を、携帯情報
機器３Ｂが受信すると、詳細情報転送部３５７は、受信した詳細情報をサーバー４に転送
する（ＳＢ４７）。
　そして、携帯情報機器３Ｂから転送された詳細情報をサーバー４が受信すると、詳細画
面情報送信部４３２は、携帯情報機器３Ｂから転送された詳細情報、および、すでに受信
している概要情報に基づいて詳細な計測結果を示す詳細画面情報を生成し、生成した詳細
画面情報を携帯情報機器３Ｂに送信する（ＳＢ４８）。
　そして、サーバー４から送信された詳細画面情報を携帯情報機器３Ｂが受信すると、Ｓ
Ｂ４１において、表示制御部３５３は、受信した詳細画面情報に基づいて詳細画面３７を
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生成し、生成した詳細画面３７を表示手段３１に表示することができる。
【００７８】
　なお、概要情報一覧画面３６では、計測装置２からサーバー４への詳細情報の転送が完
了し、サーバー４５が詳細情報の受信に成功した後でも、見出し情報は削除されずに表示
され続ける。この場合、該当する見出し情報に対しては、サーバー４が詳細情報を取得済
みであることを示すアイコン３６１Ｅ、および、メッセージ３６１Ｇが表示されている。
なお、アイコン３６１Ｅあるいはメッセージ３６１Ｇのいずれかの表示から詳細情報の受
信が完了していることを使用者は認識することができるため、アイコン３６１Ｅあるいは
メッセージ３６１Ｇのいずれか１つを表示する構成であってもよい。そして、この見出し
情報が選択された状態で、「詳細」ボタン３６６がタッチされると、制御手段３５Ｂはサ
ーバー４にアクセスして対応する詳細画面情報をサーバー４から受信する。そして、表示
制御部３５３は、受信した詳細画面情報に基づいて詳細画面３７を生成し、生成した詳細
画面３７を表示手段３１に表示させる。
　また、概要情報一覧画面３６では、サーバー４が詳細情報を取得した後、見出し情報が
削除されるようにしてもよい。
　なお、サーバー４に転送された詳細情報は、携帯情報機器３Ｂやその他の機器によりサ
ーバー４にアクセスすることで、閲覧することができる。
【００７９】
［第２実施形態の作用効果］
　このような第２実施形態によれば、前記第１実施形態と同じ構成や処理によって同じ作
用効果が得られる上、以下の作用効果が得られる。
　詳細情報がサーバー４に転送されるため、サーバー４で詳細情報を管理することができ
る。これにより、サーバー４で詳細情報に基づいて各種情報を生成したり、分析したりで
きる。すなわち、サーバー４に蓄積したデータを振り返り活用することができる。さらに
、サーバー４に計測情報を蓄積できるため、携帯情報機器３Ｂの記憶手段３３の容量を計
測情報で占有してしまうことを回避することができる。また、サーバー４にアクセスする
ことで、これらの情報を、他の機器で閲覧することや、他の使用者との間で共有すること
もできる。
【００８０】
［他の実施形態］
　なお、本発明は前記各実施形態の構成に限定されず、本発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。
　例えば、前記各実施形態では、詳細情報には、ＧＰＳ情報、距離情報、ピッチ情報、心
拍数等が含まれているが、少なくとも、ＧＰＳ情報等の位置情報が含まれていればよい。
【００８１】
　前記各実施形態では、見出し情報は、日付、移動距離、スプリットタイムであるが、本
発明はこれに限定されない。例えば、日付、移動距離、スプリットタイムのいずれか１つ
または２つのみとしてもよい。また、見出し情報を、概要情報とは別の情報である、例え
ば、計測された順番を示す番号や、スタート地点からゴール地点までの経路における特定
の地点の位置情報としてもよい。すなわち、見出し情報は、計測装置２の計測開始操作か
ら計測終了操作までに各センサーによって計測され、記憶手段２５に記録された１計測分
の計測データ（例えば、家の近所をランニングした際に記録した１回分のデータ）を指定
することができる少なくとも１つの情報であればよい。
【００８２】
　前記第１実施形態では、推定転送時間を、概要情報を転送した際の通信速度の実測値に
基づいて算出しているが、例えば、詳細情報を連続して転送する場合には、推定転送時間
を、前回の詳細情報の転送時の通信速度の実測値に基づいて算出してもよい。
【００８３】
　前記第１実施形態では、詳細情報を計測装置２から携帯情報機器３Ａに送信するのに要
する推定転送時間を、携帯情報機器３Ａが算出しているが、計測装置２が算出するように
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してもよい。この場合、算出した推定転送時間は、例えば、概要情報に含められて携帯情
報機器３Ａに送信される。
【符号の説明】
【００８４】
　１Ａ，１Ｂ…計測情報管理システム、２…計測装置、２２，３１…表示手段、２３…入
力手段、２４…計測手段、２４１…ＧＰＳセンサー、２４２…加速度センサー、２４３…
脈拍センサー、２５，３３，４２…記憶手段、２６，３４，４１…送受信手段、２７，３
５Ａ，３５Ｂ，４３…制御手段、２７１…計時部、２７２，３５３…表示制御部、２７３
…詳細情報生成部、２７４…概要情報生成部、２７４Ａ…見出し情報生成部、２７５…記
憶制御部、２７６…概要情報送信部、２７６Ａ…見出し情報送信部、２７７…詳細情報送
信部、３…携帯情報機器、３２…入力手段、３５０，３５８…転送時間判定部、３５１…
概要情報要求部、３５２，３５６…転送時間算出部、３５４…詳細情報要求部、３５５…
概要情報転送部、３５５Ａ…見出し情報転送部、３５７…詳細情報転送部、３５９…閾値
設定部、３Ａ，３Ｂ…携帯情報機器、４…サーバー、４３１…信号送信部、４３２…詳細
画面情報送信部、５…ネットワーク。

【図１】 【図２】
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