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(57)【要約】
【課題】身体情報の測定結果を迅速に表示する装置を提
供する。
【解決手段】身体に関する身体情報を測定する測定部１
１０と、身体情報に基づいて、測定データを生成する測
定データ生成部１２２と、情報端末２００で表示するた
めの表示用データを生成する表示用データ生成部１２４
と、測定データおよび表示用データを情報端末２００に
送信する無線通信部１４０と、表示用データを測定デー
タよりも優先して送信する制御を行う処理部１２０と、
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体に関する身体情報を測定する測定部と、
　前記身体情報に基づいて、測定データを生成する測定データ生成部と、
　外部装置で表示するための表示用データを前記測定データに基づいて生成する表示用デ
ータ生成部と、
　前記測定データおよび前記表示用データを前記外部装置に送信する送信部と、
　前記表示用データを前記測定データよりも優先して送信する制御を行う制御部と、を備
えることを特徴とする身体情報測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の身体情報測定装置において、
　前記表示用データは、時間情報と前記時間情報に対応する前記測定データとで構成され
ることを特徴とする身体情報測定装置。
【請求項３】
　請求項１乃至２のいずれかに記載の身体情報測定装置において、
　前記測定データは、脈拍数、および、前記身体の行動を示す行動トレンド値を含むこと
を特徴とする身体情報測定装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の身体情報測定装置において、
　前記表示用データ生成部は、複数の期間における前記測定データの平均値または代表値
を算出して前記表示用データを生成することを特徴とする身体情報測定装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の身体情報測定装置において、
　前記制御部は、前記表示用データを前記外部装置に送信させ、前記表示用データの送信
が終了した後、前記測定データを前記外部装置にバックグラウンドで送信させることを特
徴とする身体情報測定装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の身体情報測定装置において、
　前記測定データを記憶する第１記憶部と、
　前記表示用データを記憶する第２記憶部と、を備えることを特徴とする身体情報測定装
置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の身体情報測定装置において、
　前記測定部は、脈波センサーおよび加速度センサーを含むことを特徴とする身体情報測
定装置。
【請求項８】
　測定装置と、情報処理装置と、が通信可能に接続された身体情報測定システムであって
、
　前記測定装置は、
　身体に関する身体情報を測定する測定部と、
　前記身体情報に基づいて、測定データを生成する測定データ生成部と、
　前記情報処理装置で表示するための表示用データを、前記測定データに基づいて生成す
る表示用データ生成部と、
　前記測定データおよび前記表示用データを前記情報処理装置に送信する送信部と、
　前記表示用データを前記測定データよりも優先して送信する制御を行う制御部と、を備
え、
　前記情報処理装置は、
　前記測定データおよび前記表示用データを受信する受信部と、
　受信した前記表示用データに基づいて生成されたグラフ画像を表示部に表示させる表示
制御部と、を備えることを特徴とする身体情報測定システム。
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【請求項９】
　請求項８に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記表示制御部は、前記測定データの受信が完了した場合、前記測定データに基づいて
前記グラフ画像を更新する処理を行うことを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１０】
　請求項８乃至９のいずれかに記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記表示制御部は、前記測定データの受信が完了した場合、前記グラフ画像の少なくと
も一部の表示様態を変更することを特徴とすることを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記表示様態の変更は、前記グラフ画像の少なくとも一部の表示密度を変更することを
含むことを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１２】
　請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記情報処理装置は、前記グラフ画像に対する指示情報を受け付ける操作部を備え、
　前記表示制御部は、前記操作部からの信号に基づいて、前記グラフ画像に対する変更処
理を行うことを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記グラフ画像に対する変更処理は、表示期間の変更処理、表示する前記測定データの
種類変更処理を含むことを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１４】
　請求項８乃至１３のいずれか１項に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記表示制御部は、前記測定データの受信状況を示すアイコンを生成し、
　前記表示部に前記アイコンを表示させることを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１５】
　請求項８乃至１４のいずれか１項に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記情報処理装置は、前記測定データを解析する解析部を備え、
　前記解析部は、前記測定データに基づいて、睡眠深さ、心拍変動および体力指標の少な
くとも１つを含む解析データを生成することを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記表示制御部は、前記解析データを取得すると前記解析データを前記グラフ画像に関
連付けて前記表示部に表示させることを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１７】
　請求項８乃至１６のいずれか１項に記載の身体情報測定システムにおいて、
　前記情報処理装置は、前記測定データ、前記表示用データ、および前記解析データを記
憶する記憶部を備えることを特徴とする身体情報測定システム。
【請求項１８】
　身体に関する身体情報を測定する工程と、
　前記身体情報に基づいて、測定データを生成する工程と、
　外部装置で表示するための表示用データを、前記測定データに基づいて生成する工程と
、
　前記表示用データを前記外部装置に送信し、前記表示用データの送信が終了した後、前
記測定データを前記外部装置に送信する工程と、を有することを特徴とするデータ処理方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体情報測定装置、身体情報測定システムおよびデータ処理方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザーの運動管理や健康管理に供する測定システムとして、ユーザーの身
体の一部に装着し、脈拍数や体動を測定するデバイスが知られている（例えば、下記特許
文献１）。このようなデバイスは、ユーザーの脈拍に関する情報や、運動に関する情報を
測定し、測定した情報をホストに無線通信で送信する。デバイスからの情報を受信したホ
ストは、受信した情報に基づいて詳細な解析を行い、解析結果を処理する。
　近年では、このようなシステムに好適な通信方式として、近距離無線通信が採用されて
いる。具体的には、ブルートゥースローエナジー（Bluetooth（登録商標） Low Energy、
略称ＢＬＥ）、赤外線通信、ＵＷＢ（Ultra Wide Band）が知られている。ＢＬＥによる
通信を採用することで、デバイスとホストとを簡単に、かつ、しかも省電力で接続できる
ようになる。また、従来のブルートゥースのプロファイルとは異なり、ＢＬＥでは特定の
ユースケース（運動、健康、ホスト連携等）に特化したプロファイルが策定されているた
め、策定された標準プロファイルに対応すれば、異なる機器間の相互接続性も保証される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４１４６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザーの身体の一部に装着し、脈拍数や体動を測定するデバイスでは、常に通信可能
な状況であればこのような低速な無線通信でも問題はない。しかし、ユーザーが長時間、
通信環境の悪い状況に置かれるような場合や、ユーザーの体調や病状などを正確に測定す
るために高頻度での測定が必要となるような場合がある。このような場合には、通信速度
の遅い場合には通信完了までに多くの時間が必要であったため、例えば、計測した結果を
デバイス側で表示して、医師などの専門家やユーザーに視認させる場合、ホストは多量の
測定データの受信が完了するまで十分な情報を表示できないため、使い勝手が悪かった。
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、身体情報の測定結果を迅速に表示
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］
　本適用例にかかる身体情報測定装置は、身体に関する身体情報を測定する測定部と、前
記身体情報に基づいて、測定データを生成する測定データ生成部と、外部装置で表示する
ための表示用データを前記測定データに基づいて生成する表示用データ生成部と、前記測
定データおよび前記表示用データを前記外部装置に送信する送信部と、前記表示用データ
を前記測定データよりも優先して送信する制御を行う制御部と、を備えることを特徴とす
る。
【０００７】
　このような構成によれば、測定データに基づいて表示用データを生成し、生成した表示
用データを測定データよりも優先して外部装置に送信するため、外部装置は測定データの
受信を待つことなく、表示用データを受信して表示処理を行うことができる。従って、測
定した身体情報の表示を迅速に行え、使い勝手の向上を図ることができる。
【０００８】
　［適用例２］
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　上記適用例にかかる身体情報測定装置において、前記表示用データは、時間情報と前記
時間情報に対応する前記測定データとで構成されることが好ましい。
【０００９】
　このような構成によれば、測定データを時間情報に対応して迅速に表示することができ
る。
【００１０】
　［適用例３］
　上記適用例にかかる身体情報測定装置において、前記測定データは、脈拍数、および、
前記身体の行動を示す行動トレンド値を含むことが好ましい。
【００１１】
　このような構成によれば、脈波数、および行動トレンドを表示できる。
【００１２】
　［適用例４］
　上記適用例にかかる身体情報測定装置において、前記表示用データ生成部は、複数の期
間における前記測定データの平均値または代表値を算出して前記表示用データを生成する
ことが好ましい。
【００１３】
　このような構成によれば、表示用データのデータ量を圧縮できる。
【００１４】
　［適用例５］
　上記適用例にかかる身体情報測定装置において、前記制御部は、前記表示用データを前
記外部装置に送信させ、前記表示用データの送信が終了した後、前記測定データを前記外
部装置にバックグラウンドで送信させることが好ましい。
【００１５】
　このような構成によれば、表示用データの送信が終了した後、測定データをバックグラ
ウンドで送信させるため、効率的に測定データを送信できる。
【００１６】
　［適用例６］
　上記適用例にかかる身体情報測定装置において、前記測定データを記憶する第１記憶部
と、前記表示用データを記憶する第２記憶部と、を備えることが好ましい。
【００１７】
　このような構成によれば、測定データと、表示用データと、を異なる記憶部に記憶する
ことができる。
【００１８】
　［適用例７］
　上記適用例にかかる身体情報測定装置において、前記測定部は、脈波センサーおよび加
速度センサーを含むことが好ましい。
【００１９】
　このような構成によれば、身体情報測定装置が脈波および加速度の情報を測定できる。
【００２０】
　［適用例８］
　本適用例にかかる身体情報測定システムは、測定装置と、情報処理装置と、が通信可能
に接続された測定システムであって、前記測定装置は、身体に関する身体情報を測定する
測定部と、前記身体情報に基づいて、測定データを生成する測定データ生成部と、前記情
報処理装置で表示するための表示用データを、前記測定データに基づいて生成する表示用
データ生成部と、前記測定データおよび前記表示用データを前記情報処理装置に送信する
送信部と、前記表示用データを前記測定データよりも優先して送信する制御を行う制御部
と、を備え、前記情報処理装置は、前記測定データおよび前記表示用データを受信する受
信部と、受信した前記表示用データに基づいて生成されたグラフ画像を表示部に表示させ
る表示制御部と、を備えることを特徴とする。
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【００２１】
　このような構成によれば、測定データに基づいて表示用データを生成し、生成した表示
用データを測定データよりも優先して情報処理装置に送信するため、情報処理装置は測定
データの受信を待つことなく、表示用データを受信して表示処理を行うことができる。従
って、測定した身体情報の表示を迅速に行え、使い勝手の向上を図ることができる。
【００２２】
　［適用例９］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記表示制御部は、前記測定デー
タの受信が完了した場合、前記測定データに基づいて前記グラフ画像を更新する処理を行
うことが好ましい。
【００２３】
　このような構成によれば、測定データの受信が完了した場合、グラフ画像を更新するこ
とができる。
【００２４】
　［適用例１０］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記表示制御部は、前記測定デー
タの受信が完了した場合、前記グラフ画像の少なくとも一部の表示様態を変更しても良い
。
【００２５】
　［適用例１１］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記表示様態の変更は、前記グラ
フ画像の少なくとも一部の表示密度を変更しても良い。
【００２６】
　［適用例１２］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記情報処理装置は、前記グラフ
画像に対する指示情報を受け付ける操作部を備え、前記表示制御部は、前記操作部からの
信号に基づいて、前記グラフ画像に対する変更処理を行っても良い。
【００２７】
　［適用例１３］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記グラフ画像に対する変更処理
は、表示期間の変更処理、表示する前記測定データの種類変更処理を含んでも良い。
【００２８】
　［適用例１４］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記表示制御部は、前記測定デー
タの受信状況を示すアイコンを生成し、前記表示部に前記アイコンを表示させることを特
徴とする。
【００２９】
　このような構成によれば、測定データの受信状況をユーザーに知らせることができる。
【００３０】
　［適用例１５］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記情報処理装置は、前記測定デ
ータを解析する解析部を備え、前記解析部は、前記測定データに基づいて、睡眠深さ、心
拍変動および体力指標の少なくとも１つを含む解析データを生成しても良い。
【００３１】
　［適用例１６］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記表示制御部は、前記解析デー
タを取得すると前記解析データを前記グラフ画像に関連付けて前記表示部に表示させるこ
とが好ましい。
【００３２】
　このような構成によれば、解析結果を詳細なグラフ画像に関連付けて表示できる。
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【００３３】
　［適用例１７］
　上記適用例にかかる身体情報測定システムにおいて、前記情報処理装置は、前記測定デ
ータ、前記表示用データ、および前記解析データを記憶する記憶部を備えることが好まし
い。
【００３４】
　このような構成によれば、情報処理装置に測定データおよび表示用データを保存してお
くことができる。
【００３５】
　［適用例１８］
　本適用例にかかるデータ処理方法は、身体に関する身体情報を測定する工程と、前記身
体情報に基づいて、測定データを生成する工程と、外部装置で表示するための表示用デー
タを、前記測定データに基づいて生成する工程と、前記表示用データを前記外部装置に送
信し、前記表示用データの送信が終了した後、前記測定データを前記外部装置に送信する
工程と、を有することを特徴とする。
【００３６】
　このような方法によれば、測定データに基づいて表示用データを生成し、生成した表示
用データを測定データよりも優先して外部装置に送信するため、外部装置は測定データの
受信を待つことなく、表示用データを受信して表示処理を行うことができる。従って、測
定した身体情報の表示を迅速に行え、使い勝手の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態に係る測定システムの構成を示すブロック図。
【図２】表示用データのデータベース構造を示す図。
【図３】ＵＩ画面の一例を示す図。
【図４】簡易なグラフ画像の一例を示す図。
【図５】測定システムの処理の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００３９】
（実施形態）
　図１は、身体情報測定システムに相当する測定システム１０の構成を示すブロック図で
ある。この測定システム１０では、測定装置１００と、情報処理装置２７０と、が近距離
無線通信を介して接続され、測定装置１００が測定した身体情報に基づいて、情報処理装
置２７０がヘルスケアに有益な情報を処理する機能を有している。尚、測定装置１００は
、身体情報測定装置に相当し、測定装置１００から見て、情報処理装置２７０およびサー
バー装置２６０は外部装置に該当する。
　本実施形態では、無線通信部（送信部）１４０と、無線通信部（受信部）２１０と、が
互いに近距離無線通信を行う。尚、近距離無線通信として、従来の近接無線通信よりも省
電力性に優れた通信方式であるＢＬＥを採用する。周知のように、ＢＬＥはデータ転送速
度が遅く、測定システム１０で使用するデータ転送速度は２ｋｂｐｓ程度である。
　尚、通信方式にはＢＬＥには限定されない。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
や、ＵＷＢ（Ultra Wide Band）や、赤外線通信等の近距離無線通信方式も採用できる。
【００４０】
　また、本実施形態では、情報処理装置２７０として、スマートフォンのような高機能携
帯電話や、タブレットのような多機能携帯端末のような情報端末２００が、ネットワーク
３０を介してサーバー装置２６０に接続された態様を想定するが、これには限定されない
。例えば、情報端末２００がサーバー装置２６０のデータ記憶機能を備えた一体の態様も
想定できる。
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　情報端末２００は、機能部として、無線通信部２１０、処理部２２０、ネットワーク通
信部２３０、キャッシュ部２３５、表示部２４０および操作部２５０を備える。尚、本実
施形態では、表示部２４０および操作部２５０が一体に形成されたタッチパネルを想定す
る。
【００４１】
　測定装置１００は、ユーザーの体に装着可能な装置であり、例えば、腕時計のような外
観であり、ここではユーザーの腕部等の体部に装着する態様を想定する。
　この測定装置１００は、機能部として、測定部１１０、処理部１２０、記憶部１３０お
よび無線通信部１４０を備える。
　最初に、測定装置１００の各機能について説明する。
　測定部１１０は、脈に応じた計測信号（脈波信号）を出力する脈波センサー１１２、お
よび、加速度に応じた計測信号（加速度信号）を出力する加速度センサー１１４を備える
。尚、測定部１１０は、傾きセンサー、角速度センサー、ジャイロセンサー等のモーショ
ンセンサー、温度センサー、気圧センサーおよびＧＰＳ衛星を利用した位置センサー等を
更に備えても良い。
【００４２】
　処理部１２０は、測定部１１０から出力される計測信号を処理する。この処理部１２０
は、測定データ生成部１２２と、表示用データ生成部１２４と、を備え、制御部に相当す
る。
　尚、処理部１２０の各機能は、何れも図示を略したＣＰＵやＲＡＭ等からなるハードウ
ェア資源と、ＲＯＭやフラッシュメモリー等に記憶された種々のソフトウェアとが有機的
に協働することにより、前記したそれぞれの機能を実現している。
　測定データ生成部１２２は、計測信号に対して、種々の信号処理や統計処理を施すこと
により、脈拍数、歩数、消費カロリー、精神状態等の身体情報を詳細に示す測定データを
所定時間毎に生成する。本実施形態では、測定データは、例えば、４秒ごとに生成される
。
【００４３】
　尚、加速度信号から歩数等を算出する方法は、例えば、特開２００４－８１７４５号公
報に開示されている手順を採用できる。また、脈波信号から脈拍数を算出する方法は、例
えば、特開２０１２－２３２０１０号公報に開示されている手順を採用できる。
　処理部１２０は、測定データ生成部１２２が生成した測定データに基づいて、詳細なグ
ラフを生成するためのデータや履歴情報を含む詳細データを生成し、生成した詳細データ
を無線通信部１４０から情報端末２００に送信する。また、測定データは、記憶部１３０
の第１記憶部１３２に記憶される。また、この測定データは、表示用データ生成部１２４
が必要に応じて取得することができる。
【００４４】
　表示用データ生成部１２４は、測定データ生成部１２２が生成した測定データを所定の
規則に従って取得し、取得した測定データに基づいて、情報端末２００で表示するための
表示用データを生成する。表示用データ生成部１２４が生成した表示用データは、無線通
信部１４０から情報端末２００に送信される。更に、表示用データは、記憶部１３０の第
２記憶部１３４に記憶される。
　表示用データ生成部１２４は、取得した測定データの中から、所定の規則に基づいて圧
縮し、更に、圧縮した測定データを加工することで表示用データを生成する。
【００４５】
　本実施形態では、処理部１２０は、測定装置１００が起動され、情報端末２００との通
信が可能になった場合、最初に、測定データ生成部１２２に対して測定データの生成を指
示すると共に、表示用データ生成部１２４に対して表示用データの生成と、生成した表示
用データの情報端末２００への送信を優先して指示する。続いて、処理部１２０は、表示
用データが情報端末２００へ送信された後、圧縮されていない測定データを含む詳細デー
タを生成し、生成した詳細データを情報端末２００に送信するように指示する。この場合
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、詳細データの送信には多くの時間を要するため、バックグラウンドで処理することが好
ましい。
　ここで、表示用データを測定データよりも優先して送信するとは、表示用データの送信
が完了したのちに測定データを送信することや、表示用データの送信開始後、所定時間経
過後に測定データを送信すること、表示用データの送信を先に開始し、表示用データの送
信完了を待たずに、測定データの送信を開始することを含む。
　次に、表示用データの構成について説明する。図２は、表示用データ生成部１２４が生
成し、情報端末２００に送信される表示用データのデータベース構造２０を示す。
【００４６】
　このデータベース構造２０では、表示用データは、「現在の日時情報」、「１０分毎の
脈波値（平均値）」、「１０分毎の行動トレンド値」、「１時間毎の運動時消費カロリー
」、「１時間毎の安静時消費カロリー」、「１時間毎の歩数」、「１日の移動距離」、「
１日における各ゾーン滞在時間」、「１日におけるストレスおよびリラックス時間」およ
び「１日における総脈拍数」の情報を含む。尚、このデータベース構造２０は、一例であ
り、これらの一部を含まない態様も想定できる。
　「１０分毎の脈波値（平均値）」および「１０分毎の行動トレンド値」の情報は、時間
経過に伴う脈波値や行動トレンドの概変化を情報端末２００の表示部２４０に表示させる
ための情報である。
【００４７】
　「１０分毎の脈拍値（平均値）」および「１０分毎の行動トレンド値」は、１０分毎の
値になるように圧縮されている。即ち、脈拍値の測定データは４秒毎に生成されるが、表
示用データは、１０分間で算出された平均値が使用され、データ量は１／１５０に圧縮さ
れる。尚、データの圧縮は、平均値には限定されず、中央値や最も出現回数が多い値のよ
うな代表値であっても良い。
　また、行動トレンド値は、１０分毎にユーザーの行動を分析した結果を示す情報であり
、分析した結果と、グラフを描画する際に使用される色情報と、が関連付けされている。
　このように、表示用データは測定データが圧縮された情報であるため、測定装置１００
から情報端末２００に送信される場合のデータ量は、測定データを圧縮せずに送信する場
合と比較して、９５％程度が削減できる。従って、遅い通信速度のＢＬＥであっても、遅
延を感じさせることなく送信できる。
【００４８】
　図１に戻り、記憶部１３０の第１記憶部１３２はフラッシュメモリーを想定し、第２記
憶部１３４はＲＡＭを想定する。これにより、第１記憶部１３２には２０日分程度の大容
量の測定データを記憶できる。また、第２記憶部１３４には、表示用データを３日分程度
記憶でき、読み書きを高速に行うことができる。
　次に、情報端末２００の各機能について説明する。
　処理部２２０は、ＵＩ生成部２２５、表示制御部２２６およびデータ解析部２２８を備
える。
【００４９】
　ＵＩ生成部２２５は、測定装置１００から送られる詳細データや表示用データに基づい
て、表示部２４０に表示するユーザーインターフェイス（ＵＩ）画面２４５（図３）を生
成する。表示制御部１１６は、生成したＵＩ画面２４５を表示部２４０に表示させる。
　データ解析部２２８は、解析部に相当し、測定装置１００から送られる詳細データを解
析して解析データを生成する。本実施形態では、解析データには、詳細データでなければ
得られない情報、例えば、レム睡眠やノンレム睡眠の状態を示す睡眠の深さ、自律神経活
動状態を示す心拍変動、体力指標および疲労度合等の情報が含まれる。
【００５０】
　データ解析部２２８が生成した解析データは、表示部２４０に表示されているＵＩ画面
２４５から呼び出されて表示部２４０に表示しても良い。また、詳細データ、解析データ
および表示用データは、サーバー装置２６０に送信されて一定期間保存されても良い。
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　キャッシュ部２３５は、ＵＩ画面２４５における日毎サマリーやグラフのデータを６か
月程度保持し、測定装置１００からデータが受信できない場合、ＵＩ生成部２２５は、キ
ャッシュ部２３５に保持したデータに基づいてＵＩ画面２４５を生成する。
　ネットワーク通信部２３０は、無線通信方式によってネットワーク３０を介して接続さ
れたサーバー装置２６０と接続されている。無線通信方式には、例えば、無線ＬＡＮ（Lo
cal Area Network）や携帯電話回線を利用した方式を採用することができる。
【００５１】
　図３は、ＵＩ画面２４５の一例を示す。このＵＩ画面２４５は、時刻情報表示領域２４
６、日毎サマリー表示領域２４７およびグラフ表示領域２４８を備える。
　時刻情報表示領域２４６には、日付や時刻に関する情報が表示される。日毎サマリー表
示領域２４７には、１日毎の摂取カロリー数、歩数、睡眠時間、および、こころバランス
等の情報が、例えば、メーター画面として表示される。
　グラフ表示領域２４８には、脈拍数や歩数等を含む身体情報の時間経過に伴う変動状態
をグラフ画像で表示する。ＵＩ生成部２２５は、測定装置１００から送られる情報量が基
準値を超えない場合、表示用データに基づいて簡易なグラフ画像を生成する。また、測定
装置１００から送られる情報量が基準値を超えた場合、詳細データが示す情報に基づいて
詳細なグラフ画像を生成する。
【００５２】
　本実施形態では、ＵＩ生成部２２５が詳細なグラフ画像を生成し、グラフ表示領域２４
８への表示が完了した場合、ＵＩ生成部２２５はユーザーからの変更要求を受け付ける。
例えば、ユーザーが手指等で操作部２５０を操作した場合、ＵＩ生成部２２５は、詳細な
グラフ画像における所望の領域をズーム表示したり、詳細なグラフ画像にデータ解析部２
２８の解析した結果得られる解析データを関連付けて表示したりできる。関連付けた表示
は、例えば、詳細なグラフ画像に解析データを挿入したり、詳細データの受信状況を示す
アイコン等を関連付けて簡易なグラフの近傍に表示し、ユーザーに対して詳細データの取
得状態を視認させたりしても良い。
【００５３】
　図４は、グラフ表示領域２４８に表示された簡易なグラフ画像の一例を示す。このグラ
フは、横方向に時刻の遷移を示し、縦方向に１０分毎の脈拍値の平均値を棒グラフで示し
ている。更に、棒グラフの表示パターンは、１０分毎の行動トレンド値を示している。こ
のように、１つのグラフにおいて複数の情報を表示することで、ユーザーに対して複数の
情報を一括して視認させることができる。また、複数の情報を実線のグラフと破線のグラ
フで識別可能に表示しても良く、複数のグラフで生成し、一方のグラフを半透明にして他
方のグラフに重ねて描画しても良い。また、棒グラフには限定されず、種々のグラフ形式
を選択できる態様も想定できる。
【００５４】
　図５は、測定システム１０の処理の流れを示すフローチャートである。この処理が開始
されると、初めに、測定装置１００は、脈波センサー１１２および加速度センサー１１４
が出力する計測信号を取得し（ステップＳ１５０）、計測信号から測定データを生成する
（ステップＳ１５２）。
　次に、測定装置１００は、測定データに基づいて表示用データを生成し（ステップＳ１
５４）、生成した表示用データを情報処理装置２７０に送信する（ステップＳ１５６）。
　情報処理装置２７０は、最初に、保持しているキャッシュデータに基づいて身体情報を
表示する（ステップＳ２８０）。
【００５５】
　続いて、情報処理装置２７０は、表示用データを受信し（ステップＳ２８２）、受信し
た表示用データに基づいて、身体情報を表示する（ステップＳ２８４）。
　次に、情報処理装置２７０は、受信した表示用データに基づいて、キャッシュデータを
更新する（ステップＳ２８６）。
　続いて、測定装置１００は、測定データに基づいて詳細データを生成し（ステップＳ１
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を終了する。
【００５６】
　情報処理装置２７０は、詳細データを受信し（ステップＳ２８８）、受信した詳細デー
タを解析する（ステップＳ２９０）。
　次に、情報処理装置２７０は、解析により得られた解析結果を必要に応じて表示し（ス
テップＳ２９２）、解析結果、表示用データおよび詳細データを記憶し（ステップＳ２９
４）、処理を終了する。
【００５７】
　以上述べた実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
　（１）測定装置１００が起動し、測定部１１０が計測を開始した場合、測定データを圧
縮して表示用データを生成し、情報端末２００に送信されて簡易なグラフが表示される。
その後、測定データが圧縮されることなく情報端末２００に送信されて詳細なグラフが表
示される。従って、ユーザーは、測定データの送信終了を待つことなく、測定データの推
移をグラフで視認できる。
【００５８】
　（２）圧縮されない測定データは、情報端末２００にバックグラウンドで送信されるた
め、情報端末２００の種々の機能がデータ受信により遅延することを回避できる。
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明したが、具体的な構成は、この実施形
態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
【００５９】
　例えば、表示用データのデータベース構造２０に示す各データは、これらに限定される
ものではない。このデータベース構造２０以外に複数のデータベース構造を予め定義して
おき、起動時に情報端末２００から使用するデータベース構造の情報を測定装置１００に
通知する態様も想定できる。また、データベース構造２０はグラフ画像を生成するための
情報には限定されず、例えば、圧縮された情報からデータ解析を行うために必要なデータ
や、詳細データを受信する前に、ネットワーク３０を介して他の装置に送信すべきデータ
等を含んでも良い。
　また、以上のような手法を実施する装置は、単独の装置によって実現される場合もあれ
ば、複数の装置を組み合わせることによって実現される場合もあり、各種の態様を含むも
のである。
【符号の説明】
【００６０】
　１０…測定システム、２０…データベース構造、３０…ネットワーク、１００…測定装
置、１１０…測定部、１１２…脈波センサー、１１４…加速度センサー、１２０…処理部
、１２２…測定データ生成部、１２４…表示用データ生成部、１３０…記憶部、１３２…
第１記憶部、１３４…第２記憶部、１４０…無線通信部、２００…情報端末、２１０…無
線通信部、２２０…処理部、２２５…ＵＩ生成部、２２８…データ解析部、２３０…ネッ
トワーク通信部、２３５…キャッシュ部、２４０…表示部、２４５…ＵＩ画面、２４６…
時刻情報表示領域、２４７…日毎サマリー表示領域、２４８…グラフ表示領域、２５０…
操作部、２６０…サーバー装置、２７０…情報処理装置。
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