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(57)【要約】
【課題】計測データの登録を手間なく簡易に行えるよう
にすること。
【解決手段】計測機器１は、計測データとその計測日時
を、データベース４に前回登録した登録日時と共に蓄積
するデータ蓄積部１１と、前記登録日時と、データベー
ス４に既登録の計測データとその計測日時とを含む認証
用データと、データベース４に未登録の計測データと計
測日時とを含む新規登録データとをサーバに送信するデ
ータ送信部１３とを具備する。サーバ３は、前記登録日
時に基づいて、認証用データをデータベースと照合して
ユーザを同定するユーザ同定部３１と、ユーザ同定部３
１で同定されたユーザの識別情報に対応づけて新規登録
データをデータベース４に登録するデータ登録部３３と
を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの生体に関する情報を計測する計測機器と、前記計測機器の計測データを前記ユ
ーザの識別情報に対応付けてデータベースで管理するサーバとを備える健康情報管理シス
テムであって、
　前記計測機器は、
　　前記計測データとその計測日時を、前記データベースに前回登録した登録日時と共に
蓄積する蓄積手段と、
　　前記登録日時と、前記データベースに既登録の前記計測データとその計測日時とを含
む認証用データと、前記データベースに未登録の計測データと計測日時とを含む新規登録
データとを前記サーバに送信するデータ送信手段と
を具備し、
　前記サーバは、
　　前記登録日時に基づいて、前記認証用データを前記データベースと照合してユーザを
同定するユーザ同定手段と、
　　前記同定手段で同定された前記ユーザの識別情報に対応づけて前記新規登録データを
前記データベースに登録する登録手段と
を具備することを特徴とする健康情報管理システム。
【請求項２】
　前記ユーザ同定手段は、前記登録日時に基づいて、同日の同時間帯に前回登録を行った
ユーザを絞り込んだ後に、前記認証用データを前記データベースと照合することを特徴と
する請求項１に記載の健康情報管理システム。
【請求項３】
　前記ユーザ同定手段は、前記照合において、前記データベースから複数のユーザが検索
された場合に、時間歩数に基づいて前記データベースと照合することを特徴とする請求項
１又は２に記載の健康情報管理システム。
【請求項４】
　ユーザの生体に関する情報を計測する計測機器と、前記計測機器の計測データを前記ユ
ーザの識別情報に対応付けてデータベースで管理するサーバとを備える健康情報管理シス
テムに用いられる計測データ登録方法であって、
　前記計測機器において、
　　前記計測データとその計測日時を、前記データベースに前回登録した登録日時と共に
メモリに蓄積する蓄積ステップと、
　　前記登録日時と、前記データベースに既登録の前記計測データとその計測日時とを含
む認証用データと、前記データベースに未登録の計測データと計測日時とを含む新規登録
データとを前記サーバに送信するデータ送信ステップと
を具備し、
　前記サーバは、
　　前記登録日時に基づいて、前記認証用データを前記データベースと照合してユーザを
同定するユーザ同定ステップと、
　　前記同定された前記ユーザの識別情報に対応づけて前記新規登録データを前記データ
ベースに登録する登録ステップと
を具備することを特徴とする計測データ登録方法。
【請求項５】
　前記ユーザ同定ステップは、前記登録日時に基づいて、同日の同時間帯に前回登録を行
ったユーザを絞り込んだ後に、前記認証用データを前記データベースと照合することを特
徴とする請求項４に記載の計測データ登録方法。
【請求項６】
　前記ユーザ同定ステップは、前記照合において、前記データベースから複数のユーザが
検索された場合に、時間歩数に基づいて前記データベースと照合することを特徴とする請



(3) JP 2014-215704 A 2014.11.17

10

20

30

40

50

求項４又は５に記載の計測データ登録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、健康情報を収集し一元管理する健康情報管理システムおよび計測データ登
録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＨＲ（Personal Health Record）システムは、個人の健康情報を収集して一元管理し
、個人が自らの健康情報を健康維持や疾病予防等に活用できるようにする。健康情報とし
ては、例えば、歩数計や体重計等の計測機器で計測される計測データ、検診機関の検診デ
ータ、医療機関の検査データ等が含まれる。
【０００３】
　ところが、計測機器から送信される測定データには、ユーザを特定するデータが含まれ
ていないため、それに紐づくデータを付加する必要がある。一般的には、ＩＣカードで認
証を行なった後にデータ登録を行なったり、登録済みのＩＤ・パスワードにより認証を行
なう仕組みを構築している（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２３０５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、計測機器から計測データを登録する際、ユーザは、ＩＤ・パスワード
を入力しユーザ認証を行った上で計測データを送信する必要があり、ユーザはＩＤ・パス
ワードを覚えていなければならず、システムは、ユーザがＩＤやパスワードを忘れた際に
安全に再送信または再発行する仕組みを備える必要があった。
【０００６】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、計測データ
の登録を手間なく簡易に行えるようにする健康情報管理システムおよび計測データ登録方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためにこの発明の第１の態様は、ユーザの生体に関する情報を計測
する計測機器と、前記計測機器の計測データを前記ユーザの識別情報に対応付けてデータ
ベースで管理するサーバとを備える健康情報管理システムであって、前記計測機器は、前
記計測データとその計測日時を、前記データベースに前回登録した登録日時と共に蓄積す
る蓄積手段と、前記登録日時と、前記データベースに既登録の前記計測データとその計測
日時とを含む認証用データと、前記データベースに未登録の計測データと計測日時とを含
む新規登録データとを前記サーバに送信するデータ送信手段とを具備し、前記サーバは、
前記登録日時に基づいて、前記認証用データを前記データベースと照合してユーザを同定
するユーザ同定手段と、前記同定手段で同定された前記ユーザの識別情報に対応づけて前
記新規登録データを前記データベースに登録する登録手段とを具備することを特徴とする
健康情報管理システム、とこれに対応する計測データ登録方法を提供する。
【０００８】
　従来、計測機器から計測データを登録する際、ユーザはＩＤ・パスワードを入力し認証
した上でデータを送信する必要があったが、第１の態様によれば、ＩＤ・パスワードやＩ
Ｃカードなどを利用せずに、認証することが可能となり、データを登録するユーザの認証
における負荷を軽減できる。
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【０００９】
　この発明の第２の態様は、上記第１の態様において、前記ユーザ同定手段は、前記登録
日時に基づいて、同日の同時間帯に前回登録を行ったユーザを絞り込んだ後に、前記認証
用データを前記データベースと照合することを特徴とする。　
　第２の態様によれば、限定されたユーザに対しての歩数の合計データでの照合対象とす
ることができるため、検索時間を軽減することができる。
【００１０】
　また、この発明の第３の態様は、上記第１又は２の態様において、前記ユーザ同定手段
は、前記照合において、前記データベースから複数のユーザが検索された場合に、時間歩
数に基づいて前記データベースと照合することを特徴とする。　
　第３の態様によれば、１日毎の歩数が同じデータがある場合には、時間歩数までマッチ
ングを行なうことで、検索時間を軽減することもできる。
【発明の効果】
【００１１】
　すなわちこの発明によれば、計測データの登録を手間なく簡易に行えるようにする健康
情報管理システムおよび計測データ登録方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る健康情報管理システムの構成を示すブロック図。
【図２】本実施形態で利用する計測データの一例を示す図。
【図３】本実施形態で利用する計測データの他の例を示す図。
【図４】本システムにおけるデータ登録動作の概要を示すシーケンス図。
【図５】ユーザ同定処理を示すフローチャート。
【図６】ユーザ同定処理の変形例を示すフローチャート。
【図７】変形例で利用する計測データの例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照してこの発明に係る実施形態を説明する。　
　図１は、本発明の一実施形態に係る健康情報管理システムの構成を示すブロック図であ
る。健康情報管理システム１００は、計測機器１、通信装置２、サーバ３及びデータベー
ス４を備える。計測機器１は、ユーザの生体に関する情報を計測する機器（例えば、歩数
計、活動量計、血圧計など）であり、通信装置２に無線接続され、スマートフォン等の通
信装置２を介してサーバ３との間でデータを送受信する。図１に示す装置構成やネットワ
ーク構成は一例であり、任意に変更できるものとする。
【００１４】
　計測機器１は、データ蓄積部１１、メモリ１２、データ送信部１３、及び無線通信モジ
ュール１４を備える。無線通信モジュール１４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や赤
外線通信を利用して通信装置２との間で無線接続を可能にする。
【００１５】
　データ蓄積部１１は、ユーザの計測データとその計測日時を、データベース４に前回登
録した登録日時と共にメモリ１２に蓄積する。メモリ１２には、一定の件数のデータが保
存され、新しいデータが得られると、一番古いデータが消去される。計測機器１が歩数計
であって１日毎に歩数が合計される場合は、一定の日数のデータが保存されることになる
。
【００１６】
　データ送信部１３は、上記登録日時と、データベース４に既登録の一定日数分の計測デ
ータとその計測日時とを含む認証データを無線通信モジュール１４によりサーバ３に送信
する。また、データ送信部１３は、データベース４に未登録の計測データと計測日時とを
含む新規登録データを無線通信モジュール１４によりサーバ３に送信する。
【００１７】
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　サーバ３は、通信インタフェース３１と、ユーザ同定部３２と、データ登録部３３とを
備える。通信インタフェース３１は、ＩＰ網や電話網等のネットワークと接続し、ネット
ワークを介して計測機器１との間でデータの送受信を可能にする。ユーザ同定部３２は、
登録日時と、認証データと、新規登録データとを通信インタフェース３１により受信し、
登録日時に基づいて、認証データをデータベース４と照合してユーザを同定する。データ
登録部３３は、ユーザ同定部３２で同定されたユーザの識別情報に対応づけて新規登録デ
ータをデータベース４に登録する。
【００１８】
　図２に、本実施形態で利用する計測データの一例を示す。以下、計測機器１を歩数計と
した場合について説明する。　
　図２左は、ユーザ（識別情報＝“ユーザ０１”）の使用する計測機器１のメモリ１２に
蓄積されたデータを示す。計測機器１のデータ蓄積部１１は、一日分ごとの総歩数をその
計測日時と共にメモリ１２に記録する。図２右は、サーバ３がデータベース４に登録した
データを示し、データベース４にはユーザの識別情報に対応付けて前回の登録日時と計測
日時と歩数が登録されている。
【００１９】
　サーバ３のユーザ同定部１２は、先ず、前回の登録日時をデータベース４と照合し、同
日の同時間帯に登録を行ったユーザを絞り込む。例えば、図２において、前回の登録日時
が２０１２年１２月１０日１６：０３の場合、歩数計の登録日時のデータ“２０１２年１
２月１０日１６：０３”を照合対象とする（図２の（１）を参照）。歩数計の時刻とサー
バの時刻のずれを勘案して、例えば±１０分の幅をもって対象ユーザを絞り込む。
【００２０】
　その後、前回登録日の前日の歩数について、計測機器１のメモリ１２に蓄積された既登
録データとデータベース４とを照合する。例えば、図２において、前回登録日時が２０１
２年１２月１０日１６：０３の場合、２０１２年１２月０９日の計測データ“１０９６２
”を照合対象とする（図２の（２）を参照）。このようすることで、限定されたユーザに
対しての歩数の合計データでの照合対象とすることができるため、検索時間を軽減するこ
ともできる。この場合、ユーザ０１とユーザ０２の２０１２年１２月０９日の歩数が同じ
であるため、さらに前日の２０１２年１２月０８日の計測データ“７８９３”を照合対象
とする（図２の（３）を参照）。
【００２１】
　なお、図３に示すように、計測機器１のメモリ１２に計測データを蓄積してもよい。こ
の場合、新規登録データがデータベース４に登録された際に、当該計測データのフラグを
“０”から“１”に設定することで、データベース４に既登録データを判別することがで
きる。
【００２２】
　図４は、本システムにおけるデータ登録動作の概要を示すシーケンス図である。計測機
器１は、例えばユーザの操作によりデータ登録トリガをサーバ３に送信する（ステップＳ
１ａ）。サーバ３から応答を受けると（ステップＳ１ｂ）、データ送信部１３はメモリ１
２から認証用データ（日時、歩数）と登録日時を読み出してサーバ３に送信する（ステッ
プＳ１ｃ）。
【００２３】
　サーバ３のユーザ同定部３２は、登録日時に基づいて、認証用データとデータベース４
の登録データとを照合し、後述するユーザ同定を行う（ステップＳ１ｄ）。サーバ３は、
ユーザが同定できた場合は、計測機器１に認証ＯＫ通知を返送する（ステップＳ１ｅ）。
この認証ＯＫ通知を受けると、データ送信部１３は、メモリ１２から新規登録データ（日
時、歩数）を読み出してサーバ３に送信する（ステップＳ１ｆ）。サーバ３は、計測機器
１からの新規登録データを上記同定されたユーザに対応付けてデータベース４に登録し、
計測機器１に登録完了通知を送信する（ステップＳ１ｇ）。
【００２４】
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　図５のフローチャートを参照して、ユーザ同定処理について説明する。　
　サーバ３は、計測機器１からデータ登録トリガを受信し（Ａ１１）、計測機器１からＣ
＝前回サーバ登録日時、Ｄ＝前回サーバ登録日の前日、歩数Ｎ＝日付Ｄの歩数Ｎを受信す
る。そうすると、ユーザ同定部３２は、歩数メモリのＣが、サーバ３の最新登録日時と同
じ時間帯のユーザを検索する（Ａ１２；図２の（１）を参照）。同じデータのユーザが１
人である場合は（Ａ１３）、データ登録部３３は、検索されたユーザのＩＤに対応付けて
、新規登録データをデータベース４に登録する（Ａ１４）。
【００２５】
　一方、Ａ１３において歩数がＮと同じデータのユーザが複数である場合は、ユーザ同定
部３２は、日付Ｅ＝Ｄにおいて、歩数がＮと同じデータのユーザをデータベース４から検
索する（Ａ１５；図２の（２）を参照）。同じデータのユーザが１人である場合は（Ａ１
６）、データ登録部３３は、検索されたユーザのＩＤに対応付けて、新規登録データをデ
ータベース４に登録する（Ａ１４）。
【００２６】
　一方、Ａ１６において歩数がＮと同じデータのユーザが複数である場合は、Ａ１５で検
索されたユーザから、Ｅ＝Ｅ－１の日のデータと同じデータのユーザを検索する（Ａ１７
；図２の（３）を参照）。そして、Ａ１６に戻って、同じデータのユーザが１人に同定す
るまで上記処理を繰り返し、１人に同定した場合にデータ登録部３３は、検索されたユー
ザのＩＤに対応付けて、新規登録データをデータベース４に登録する（Ａ１４）。
【００２７】
　従来、計測機器から計測データを登録する際、ユーザはＩＤ・パスワードを入力し認証
した上でデータを送信する必要があったが、本実施形態によれば、ＩＤ・パスワードやＩ
Ｃカードなどを利用せずに、認証することが可能となり、データを登録するユーザの認証
における負荷を軽減できる。
【００２８】
　（変形例）　
　さらに、ある一定期間の登録済みデータで、１日毎の歩数が同じデータがある場合には
、１時間毎の歩数（時間歩数）でマッチングを行なうことで、検索時間を軽減することも
できる。図６は、サーバのデータ登録動作の変形例を示すフローチャートである。また、
図７に、この変形例で利用する計測データの例を示す。この場合は、上記図２に示すよう
な一日分ごとの総歩数に加えて、図７に示すような時間歩数が計測機器１のメモリ１２に
記憶される。
【００２９】
　図６において、サーバ３は、計測機器１からデータ登録トリガを受信し（Ａ２１）、計
測機器１からＣ＝前回サーバ登録日時、Ｄ＝前回サーバ登録日の前日、歩数Ｎ＝日付Ｄの
歩数Ｎ、および日付Ｄの時間歩数を受信する。そうすると、ユーザ同定部３２は、先ず、
歩数メモリのＣが、サーバ３の最新登録日時と同じ時間帯のユーザを検索する（Ａ２２；
図２の（１）を参照）。同じデータのユーザが１人である場合は（Ａ２３）、データ登録
部３３は、検索されたユーザのＩＤに対応付けて、新規登録データをデータベース４に登
録する（Ａ２４）。
【００３０】
　一方、Ａ２３において歩数がＮと同じデータのユーザが複数である場合は、ユーザ同定
部３２は、Ａ２２で検索されたユーザから日付Ｅ＝Ｄにおいて、歩数がＮと同じデータの
ユーザをデータベース４から検索する（Ａ２５；図２の（２）を参照）。同じデータのユ
ーザが１人である場合は（Ａ２６）、データ登録部３３は、検索されたユーザのＩＤに対
応付けて、新規登録データをデータベース４に登録する（Ａ２４）。
【００３１】
　Ａ２６において歩数がＮと同じデータのユーザが複数である場合は、ユーザ同定部３２
は、Ａ２５で検索されたユーザから日付Ｄの１時間毎の歩数２４時間分のデータをマッチ
ングする（Ａ２７；図７の（４）を参照）。Ａ２８において日付Ｄの１時間毎の歩数２４
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時間分のデータが同じデータのユーザが複数である場合は、Ａ２７で検索されたユーザか
ら、Ｅ＝Ｅ－１の日の総歩数データと同じデータのユーザを検索する（Ａ２９；図２の（
３）を参照）。そして、Ａ２６に戻って、同じデータのユーザが１人に同定するまで上記
処理を繰り返し、１人に同定した場合にデータ登録部３３は、検索されたユーザのＩＤに
対応付けて、新規登録データをデータベース４に登録する（Ａ２４）。
【００３２】
　以上述べたように、上記実施形態によれば、サーバに登録済み、かつ計測機器に保存さ
れている計測データをサーバのデータベースとマッチングすることで、ＩＤ・パスワード
の入力不要な、簡易な認証を実現することができる。また、計測データの登録の際に、Ｉ
Ｄ・パスワードをネットワーク上に流す必要が無いため、情報漏洩の危険性を低減するこ
とができる。
【００３３】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００３４】
　１００…健康情報管理システム、１…計測機器、１１…データ蓄積部、１２…メモリ、
１３…データ送信部、１４…無線通信モジュール、２…通信装置、３…サーバ、３１…通
信インタフェース、３２…ユーザ同定部、３３…データ登録部、４…データベース。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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