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(57)【要約】
【課題】使用者の行動種別の判定精度を向上できる行動
記録装置及び行動記録方法を提供すること。
【解決手段】使用者の行動を記録する行動記録装置１は
、記憶手段２５と、使用者の生体情報及び動き情報の少
なくともいずれかを検出する検出手段２４と、検出手段
２４により検出された情報、及び、行動種別ごとの判定
条件に基づいて、使用者の行動の種別である行動種別を
判定する行動判定手段（処理手段２７）と、判定された
行動種別を記憶手段２５に記憶させる履歴記録手段（処
理手段２７）と、記憶された行動種別の履歴を表示する
表示手段（操作装置３）と、入力操作を受け付ける入力
手段（操作装置３）と、入力操作に基づいて、行動種別
が判定された行動を修正する行動修正手段（処理手段２
７）と、修正された使用者の行動が実施された際に検出
手段２４により検出された情報に基づいて、判定条件を
修正する条件修正手段（処理手段２７）とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の行動を記録する行動記録装置であって、
　記憶手段と、
　前記使用者の生体情報及び動き情報の少なくともいずれかを検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された情報、及び、行動種別ごとの判定条件に基づいて、前記
使用者の行動の種別である行動種別を判定する行動判定手段と、
　判定された前記行動種別を前記記憶手段に記憶させる履歴記録手段と、
　記憶された前記行動種別の履歴を表示する表示手段と、
　入力操作を受け付ける入力手段と、
　前記入力操作に基づいて、前記行動判定手段により前記行動種別が判定された行動を修
正する行動修正手段と、
　前記行動修正手段により修正された行動が実施された際に前記検出手段により検出され
た情報に基づいて、前記判定条件を修正する条件修正手段とを備える
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の行動記録装置において、
　前記行動修正手段により行動が修正されると、前記条件修正手段は、修正前の当該行動
に応じた前記行動種別についての前記判定条件を、修正前の当該判定条件に比べて厳しく
する
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の行動記録装置において、
　前記行動修正手段により行動が修正されると、前記条件修正手段は、修正後の当該行動
に応じた前記行動種別についての前記判定条件を、修正前の当該判定条件に比べて緩くす
る
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の行動記録装置において、
　前記条件修正手段は、前記行動判定手段により実施されたと所定期間判定されなかった
前記行動種別についての前記判定条件を、修正前の当該判定条件に比べて緩くする
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の行動記録装置において、
　現在時刻を計時する計時手段を備え、
　前記記憶手段は、前記行動判定手段により実施されたと判定された行動の種別と、当該
行動が実施された時刻とを関連付けて記憶し、
　前記判定条件には、当該判定条件に応じた行動種別の行動が実施されやすい時間帯が含
まれる
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の行動記録装置において、
　前記記憶手段、前記検出手段、前記行動判定手段、前記履歴記録手段、前記行動修正手
段及び前記条件修正手段を有する検出記録装置と、
　前記表示手段及び前記入力手段を有する操作装置とを備え、
　前記検出記録装置は、前記記憶手段に記憶された前記履歴を前記操作装置に送信し、前
記履歴を修正する修正情報を前記操作装置から受信する検出記録装置側送受信手段を備え
、
　前記操作装置は、前記検出記録装置から送信された前記履歴を受信し、前記入力手段に
対する入力操作に応じた前記修正情報を前記検出記録装置に送信する操作装置側送受信手
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段を備える
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の行動記録装置において、
　前記検出手段と、
　前記検出手段により検出された情報を送信する送信手段とを有する検出装置と、
　前記記憶手段、前記行動判定手段、前記履歴記録手段、前記表示手段、前記入力手段、
前記行動修正手段及び前記条件修正手段と、
　前記検出装置から送信された情報を受信する受信手段とを有する記録装置とを備え、
　前記行動判定手段は、前記受信手段により受信された情報に基づいて、前記行動種別を
判定する
　ことを特徴とする行動記録装置。
【請求項８】
　使用者の行動を記録する行動記録装置により実行される行動記録方法であって、
　前記使用者の生体情報及び動き情報の少なくともいずれかを検出し、
　検出された情報、及び、行動種別ごとの判定条件に基づいて、前記使用者の行動の種別
である行動種別を判定し、
　判定された前記行動種別を記憶し、
　記憶された前記行動種別の履歴を表示し、
　入力操作に基づいて、前記行動種別が判定された行動を修正し、
　修正された前記行動が実施された際に検出された情報に基づいて、前記判定条件を修正
する
　ことを特徴とする行動記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、行動記録装置及び行動記録方法に関し、詳しくは、使用者の行動を記録する
行動記録装置及び行動記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、健康維持やダイエットのために、使用者の行動を記録する活動モニターが知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載の活動モニターは、使用者の手首等に装着されるものであり、各
種ボタン及びディスプレイを備える。このようなボタンとして、当該活動モニターは、運
動の開始時及び終了時に押される運動ボタンや、食べ物及び飲物等の消費物が摂取される
際に押される食物ボタンを備え、これらが入力されたときの時刻は、装置内に設けられた
メモリーに記憶される。
　この他、活動モニターは、脈拍数センサー、加速度センサー及びＧＰＳセンサー等の各
種センサーを備える。そして、当該活動モニターは、脈拍数センサーにより検出された脈
拍数に基づいて、カロリー消費量を算出したり、更には、加速度センサー及びＧＰＳセン
サーにより検出された加速度及び使用者の位置に基づいて、ボタンを押すことなく、運動
の開始及び終了を自動的に検知できるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００４－５１５２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、使用者の行動は多岐に亘る他、人間の行動による生体情報の変化には個
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体差があるため、センサーにより検出された生体情報や運動情報の検出結果によって、自
動的に使用者の行動種別を正確に判定することは困難である。例えば、実際には運動して
いないにも関らず「運動していた」と判定されたり、逆に、運動していたにも関らず「運
動していない」と判定される可能性がある。
　このため、使用者の行動種別の判定精度を向上できる構成が要望されてきた。
【０００５】
　本発明の目的は、使用者の行動種別の判定精度を向上できる行動記録装置及び行動記録
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の行動記録装置は、使用者の行動を記録する行動記録装置であって、記憶手段と
、前記使用者の生体情報及び動き情報の少なくともいずれかを検出する検出手段と、前記
検出手段により検出された情報、及び、行動種別ごとの判定条件に基づいて、前記使用者
の行動の種別である行動種別を判定する行動判定手段と、判定された前記行動種別を前記
記憶手段に記憶させる履歴記録手段と、記憶された前記行動種別の履歴を表示する表示手
段と、入力操作を受け付ける入力手段と、前記入力操作に基づいて、前記行動判定手段に
より前記行動種別が判定された行動を修正する行動修正手段と、前記行動修正手段により
修正された行動が実施された際に前記検出手段により検出された情報に基づいて、前記判
定条件を修正する条件修正手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明によれば、検出手段による検出結果（使用者の生体情報及び動き情報の少なくと
もいずれか）と、行動種別ごとの判定条件とに基づいて、使用者が実施した行動の種別で
ある行動種別を行動判定手段が判定し、判定された行動種別は記憶手段に記憶される。こ
れによれば、使用者が自らの行動を記録することなく、行動記録装置により自動的に当該
使用者の行動を記録することができる。従って、使用者の行動を簡易に記録できる。
【０００８】
　また、当該行動判定手段による行動種別の判定に利用される判定条件は、行動修正手段
による行動の修正に応じて、条件修正手段により修正される。この際、条件修正手段は、
行動修正手段により修正された行動が実施された際に検出手段により検出された情報に基
づいて、当該判定条件を修正する。これによれば、使用者の実際の行動の内容に基づいて
、判定条件を厳しくしたり、或いは、緩くしたりすることができ、当該使用者の行動をよ
り正確に判定できる。従って、使用者の行動種別の判定精度を向上できる。
【０００９】
　本発明では、前記行動修正手段により行動が修正されると、前記条件修正手段は、修正
前の当該行動に応じた前記行動種別についての前記判定条件を、修正前の当該判定条件に
比べて厳しくすることが好ましい。
　なお、判定条件を厳しくするとは、検出手段により検出された値が所定の範囲内にある
ときに判定条件に合致すると判定する場合には、当該所定の範囲を狭めることを示し、ま
た、所定の範囲外にあるときに判定条件に合致すると判定する場合には、当該所定の範囲
を広げることを示す。更に、当該検出結果の値が所定の閾値を超えるときに判定条件に合
致すると判定する場合には、当該所定の閾値を高くすることを示し、また、所定の閾値よ
り低いときに判定条件に合致すると判定する場合には、当該所定の閾値を低くすることを
示す。
【００１０】
　本発明によれば、行動修正手段による修正前の行動の種別についての判定条件を、条件
修正手段が、当該判定条件の修正前に比べて厳しくする。これによれば、種別が修正され
る前の行動が実施されたときと同様の検出結果が得られた場合に、当該行動の種別が修正
前の種別であると判定されることを抑制できる。従って、使用者の行動種別の判定精度を
確実に向上できる。
【００１１】
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　本発明では、前記行動修正手段により行動が修正されると、前記条件修正手段は、修正
後の当該行動に応じた前記行動種別についての前記判定条件を、修正前の当該判定条件に
比べて緩くすることが好ましい。
　なお、判定条件を緩くするとは、検出手段により検出された値が所定の範囲内にあると
きに判定条件に合致すると判定する場合には、当該所定の範囲を広げることを示し、また
、所定の範囲外にあるときに判定条件に合致すると判定する場合には、当該所定の範囲を
狭めることを示す。更に、当該検出結果の値が所定の閾値を超えるときに判定条件に合致
すると判定する場合には、当該所定の閾値を低くすることを示し、また、所定の閾値より
低いときに判定条件に合致すると判定する場合には、当該所定の閾値を高くすることを示
す。
【００１２】
　本発明によれば、行動修正手段による修正後の使用者の行動の種別についての判定条件
を、条件修正手段が、当該判定条件の修正前に比べて緩くする。これによれば、種別が修
正される前の行動が実施されたときと同様の検出結果が得られた場合に、当該行動の種別
が修正後の種別であると判定されやすくすることができる。従って、使用者の行動種別の
判定精度を確実に向上できる。
【００１３】
　本発明では、前記条件修正手段は、前記行動判定手段により実施されたと所定期間判定
されなかった前記行動種別についての前記判定条件を、修正前の当該判定条件に比べて緩
くすることが好ましい。
　本発明によれば、所定期間、行動判定手段により実施されたと判定されなかった行動種
別についての判定条件を、条件修正手段が緩くする。これによれば、判定条件が緩くなっ
た種別の行動が実施された場合に、当該種別の行動が実施されたと判定されやすくするこ
とができる。従って、使用者の行動種別の判定精度を確実に向上できる。
【００１４】
　本発明では、現在時刻を計時する計時手段を備え、前記記憶手段は、前記行動判定手段
により実施されたと判定された行動の種別と、当該行動が実施された時刻とを関連付けて
記憶し、前記判定条件には、当該判定条件に応じた行動種別の行動が実施されやすい時間
帯が含まれることが好ましい。
　本発明によれば、行動種別毎の判定条件には、検出手段により検出可能な情報だけでな
く、当該行動種別により示される行動が生じる時間帯が含まれる。これによれば、より精
度よく行動種別を判定できる。従って、使用者の行動種別の判定精度を一層高めることが
できる。
【００１５】
　本発明では、前記記憶手段、前記検出手段、前記行動判定手段、前記履歴記録手段、前
記行動修正手段及び前記条件修正手段を有する検出記録装置と、前記表示手段及び前記入
力手段を有する操作装置とを備え、前記検出記録装置は、前記記憶手段に記憶された前記
履歴を前記操作装置に送信し、前記履歴を修正する修正情報を前記操作装置から受信する
検出記録装置側送受信手段を備え、前記操作装置は、前記検出記録装置から送信された前
記履歴を受信し、前記入力手段に対する入力操作に応じた前記修正情報を前記検出記録装
置に送信する操作装置側送受信手段を備えることが好ましい。
　本発明によれば、検出記録装置と操作装置とを分離した構成とすることにより、検出手
段を有し、かつ、使用者に装着されうる検出記録装置を小型化でき、また、行動種別の履
歴が表示される操作装置の表示手段を大型化できる。従って、行動記録装置の使い勝手及
び操作性を向上できる。
【００１６】
　或いは、本発明では、前記検出手段と、前記検出手段により検出された情報を送信する
送信手段とを有する検出装置と、前記記憶手段、前記行動判定手段、前記履歴記録手段、
前記表示手段、前記入力手段、前記行動修正手段及び前記条件修正手段と、前記検出装置
から送信された情報を受信する受信手段とを有する記録装置とを備え、前記行動判定手段
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は、前記受信手段により受信された情報に基づいて、前記行動種別を判定することが好ま
しい。
　本発明によれば、検出装置と記録装置とを分離した構成とすることにより、前述の行動
記録装置と同様に、当該行動記録装置の使い勝手及び操作性を向上できる。この際、検出
装置は、検出手段及び送信手段を備えていればよいので、使用者に装着されうる検出装置
を一層小型化できる。この他、記録装置が行動判定手段等を備えることにより、複雑な判
定処理を実施するための回路等を当該記録装置に実装しやすくなる他、所定のプログラム
を実行する汎用の端末を利用することも可能となる。
【００１７】
　また、本発明の行動記録方法は、使用者の行動を記録する行動記録装置により実行され
る行動記録方法であって、前記使用者の生体情報及び動き情報の少なくともいずれかを検
出し、検出された情報、及び、行動種別ごとの判定条件に基づいて、前記使用者の行動の
種別である行動種別を判定し、判定された前記行動種別を記憶し、記憶された前記行動種
別の履歴を表示し、入力操作に基づいて、前記行動種別が判定された行動を修正し、修正
された前記行動が実施された際に検出された情報に基づいて、前記判定条件を修正するこ
とを特徴とする。
　本発明によれば、前述の行動記録装置と同様の効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る行動記録装置の構成及び装着例を示す模式図。
【図２】前記第１実施形態における検出装置の外観を示す模式図。
【図３】前記第１実施形態における検出装置の構成を示すブロック図。
【図４】前記第１実施形態における処理手段の構成を示すブロック図。
【図５】前記第１実施形態における操作装置の構成を示すブロック図。
【図６】前記第１実施形態における操作装置と履歴修正画面の一例とを示す図。
【図７】前記第１実施形態における行動修正画面の一例を示す図。
【図８】前記第１実施形態における行動記録処理を示すフローチャート。
【図９】前記第１実施形態における履歴修正処理を示すフローチャート。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る行動記録装置の構成を示すブロック図。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る行動記録装置の構成を示すブロック図。
【図１２】前記第３実施形態における記録装置の構成を示すブロック図。
【図１３】前記第３実施形態における行動記録処理に含まれる第１記録処理を示すフロー
チャート。
【図１４】前記第３実施形態における行動記録処理に含まれる第２記録処理を示すフロー
チャート。
【図１５】前記第３実施形態における履歴修正処理を示すフローチャート。
【図１６】本発明の第４実施形態に係る行動記録装置の構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図面に基づいて説明する。
　［行動記録装置の概略構成］
　図１は、本実施形態に係る行動記録装置１の構成及び装着例を示す模式図である。
　本実施形態に係る行動記録装置１は、図１に示すように、使用者ＵＳの動き及び生体情
報を検出し、これらの情報に基づいて当該使用者ＵＳの行動の種別（行動種別）を判定し
て、当該行動を記録する検出装置２と、行動の履歴を修正する操作が行われる操作装置３
とを備える。
　これら検出装置２及び操作装置３は、使用者ＵＳの行動履歴、動き情報及び生体情報を
管理するサーバーＳＶ（図３及び図５参照）と通信可能に構成され、操作装置３は、当該
サーバーＳＶから、健康状態やダイエットのためのアドバイスを受信及び表示可能に構成
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されている。
【００２０】
　［検出装置の構成］
　図２は、検出装置２の外観を示す模式図である。また、図３は、検出装置２の構成を示
すブロック図である。
　検出装置２は、行動記録装置１において、使用者ＵＳの動き情報及び生体情報を検出す
る検出手段として機能するだけでなく、使用者ＵＳの行動の種別を判定する判定手段とし
ても機能し、判定された行動種別や、検出された各情報を記録する記録手段としても機能
する。更に、検出装置２は、操作装置３から受信される修正情報に基づいて、判定及び記
録された使用者ＵＳの行動を修正する行動修正手段、及び、行動種別の判定に利用される
判定条件を修正する条件修正手段としても機能する。すなわち、検出装置２は、本発明の
検出記録装置に相当する。
　このような検出装置２は、図２に示すように、腕時計様の外観を有する筐体２１を備え
、筐体２１には、当該筐体２１を使用者ＵＳの手首に装着させるバンドＢＮが設けられて
いる。この筐体２１の他、検出装置２は、図３に示すように、表示手段２２、入力手段２
３、検出手段２４、記憶手段２５、送受信手段２６及び処理手段２７を備える。
【００２１】
　表示手段２２は、液晶パネル、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）パネル及び電気泳動
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は、後述する処理手段２７による制御の下、所定の画像を表示する。
【００２２】
　入力手段２３は、筐体２１の外周に設けられた複数のボタンを備えて構成され、入力さ
れたボタンに応じた操作信号を処理手段２７に出力する。
　このようなボタンとして、入力手段２３は、検出装置２の動作モードを切り替えて、表
示手段２２により表示される画面を切り替える切替ボタン２３１（「Ｍ」と表記されたボ
タン）や、表示された画面にて「ＹＥＳ」又は「ＮＯ」を入力するための選択ボタン２３
２（「Ｙ」と表記されたボタン），２３３（「Ｎ」と表記されたボタン）の他、所定の機
能を処理手段２７に実行させるボタン２３４～２３７を備える。
【００２３】
　検出手段２４は、使用者ＵＳの動き及び生体情報をそれぞれ個別に検出するセンサー２
４１～２４５を有し、当該各センサー２４１～２４５による検出結果を示す信号を、それ
ぞれセンサー２４１～２４５ごとに処理手段２７に出力する。
【００２４】
　加速度センサー２４１は、使用者の行動に伴って変化する加速度を検出する。この加速
度センサー２４１は、検出装置２が使用者ＵＳの手首に装着されているので、主に腕の動
きにより変化する加速度を検出するが、腕が静止している状態では、使用者に作用する加
速度を検出する。
　温度センサー２４２及び脈拍センサー２４３は、筐体２１の背面に設けられ、使用者Ｕ
Ｓの手首に接触する。これらのうち、温度センサー２４２は、使用者ＵＳの体温を検出し
、脈拍センサー２４３は、使用者ＵＳの脈拍を検出する。
【００２５】
　具体的に、脈拍センサー２４３は、発光素子と受光素子とを備える光電センサーにより
構成されており、検出装置２が手首に装着された状態で、発光素子から生体（手首）に向
かって光を照射させ、受光素子により受光する反射光の光量変化を検出することで、脈拍
数を検出する。すなわち、生体に照射された光は、血管で部分的に吸収されるが、この血
管での吸収率は脈拍の影響で変化し、血管での反射光量も変化する。このため、受光素子
で検出した反射光の光量変化から、脈拍数を測定することが可能となる。
　このような脈拍センサー２４３は、上記光電センサーに代えて、超音波により血管の収
縮を検出して脈拍数を計測する超音波センサーを採用してもよく、電極から微弱電流を体
内に流して脈拍を検出するセンサーを採用してもよい。
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【００２６】
　位置センサー２４４は、使用者ＵＳの現在地を示す位置情報を取得するセンサーであり
、本実施形態では、ＧＰＳセンサーが採用されている。このＧＰＳセンサーは、地球の衛
星軌道上を周回する複数のＧＰＳ衛星のうち、少なくとも３機のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ
信号を受信して、検出装置２の現在地（換言すると、使用者ＵＳの現在地）を示す位置情
報を取得する。なお、４機以上のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を受信することで、使用者
ＵＳの現在地の位置情報だけでなく、当該現在地の高度を取得することもできる。
　高度センサー２４５は、検出装置２の周囲の気圧を測定し、測定された気圧から高度を
算出して出力するものである。
【００２７】
　記憶手段２５は、検出装置２の動作に必要な各種プログラム及びデータを記憶するメモ
リーである。このようなデータとして、記憶手段２５は、例えば、現在日時を記憶する他
、入力手段２３或いは後述する操作装置３により設定された使用者の個人情報（性別、年
齢及び体重等）、当該使用者の行動履歴、並びに、行動種別ごとの判定条件を記憶する。
【００２８】
　判定条件は、使用者の行動の種別を判定する際に利用されるものである。このような判
定条件は、行動種別ごとに、当該行動種別の行動が実行された際に各センサー２４１～２
４５により検出される値の範囲、検出結果の変化の傾向、及び、当該行動が実施されやす
い時間範囲（又は、当該行動が通常発生する通常発生間隔）とが関連付けて記憶されてい
る。なお、判定条件によっては、上記項目のうちいずれかが設定されていないものもある
。例えば、頻繁に実施される可能性のある行動種別の判定条件には、実施されやすい時間
範囲や通常発生間隔が設定されていないものもある。このような判定条件は、本実施形態
では、予め記憶手段２５に記憶されている。
【００２９】
　送受信手段２６は、操作装置３等の外部機器と通信する通信モジュールである。そして
、送受信手段２６は、処理手段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された情報を処理手段２７に出力する。このよう
な送受信手段２６は、Bluetooth（登録商標）規格に準拠したモジュールや、アドホック
モードで通信可能な無線ＬＡＮ（Local Area Network）モジュールを例示できる。また、
検出装置２と外部機器とを有線で接続してもよい。
【００３０】
　［処理手段の構成］
　図４は、処理手段２７の構成を示すブロック図である。
　処理手段２７は、検出装置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。この処理手段２７は、当該ＣＰＵが記憶手
段２５に記憶されたプログラムを処理することで、図４に示すように、計時部２７１、表
示制御部２７２、検出結果記録部２７３、カロリー算出部２７４、行動判定部２７７、履
歴記録部２７８、履歴出力部２７９、履歴修正部２８０及び条件修正部２８１として機能
する。
【００３１】
　計時部２７１は、本発明の計時手段に相当し、現在時刻を計時する。この計時部２７１
により計時されている現在時刻（内部時刻）は、記憶手段２５に記憶される。
　表示制御部２７２は、表示手段２２の動作を制御して、当該表示手段２２に所定の画像
を表示させる。例えば、表示制御部２７２は、検出装置２の動作状態を示す画像や、後述
する確認画面ＣＳの画像を表示させる。
【００３２】
　検出結果記録部２７３は、検出手段２４による検出動作を制御し、各センサー２４１～
２４５から入力される信号に基づいて、使用者ＵＳの動き情報及び生体情報を取得する。
そして、検出結果記録部２７３は、取得された各情報と、当該各情報が取得された時刻と
を関連付けて、記憶手段２５に記憶させる。
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　カロリー算出部２７４は、脈拍センサー２４３の検出結果（脈拍数）に基づいて、運動
評価量の一つであるカロリー消費量を算出する。そして、カロリー算出部２７４は、算出
したカロリー消費量を記憶手段２５に記憶させる。
【００３３】
　行動判定部２７７は、本発明の行動判定手段に相当する。この行動判定部２７７は、行
動種別ごとの判定条件と、各センサー２４１～２４５による検出結果の推移、及び、内部
時刻とに基づいて、記録すべき行動の候補である候補行動が使用者ＵＳにより実施された
か否かを判定する。すなわち、行動判定部２７７は、各センサー２４１～２４５による検
出結果の推移、及び、内部時刻が、行動種別ごとの判定条件のいずれかと合致する場合に
、当該行動種別の候補行動が生じたと判定する。
　なお、行動判定部２７７が判定可能な候補行動の種別は、記憶手段２５に記憶された判
定条件に応じた種別であり、当該種別としては、実施頻度が比較的高い「起床」、「食事
」、「運動」及び「就寝」の他、電車や自動車等の移動体を用いた「移動」、及び、デス
クワーク等の「仕事」等が挙げられる。また、「運動」に区分される行動として、「ラン
ニング」、「体操」及び「階段昇降」等の行動が挙げられる。
【００３４】
　履歴記録部２７８は、本発明の履歴記録手段に相当し、行動判定部２７７により候補行
動が実施されたと判定された際に、当該候補行動の種別と、当該候補行動が実施された時
刻とを記録する。この際、履歴記録部２７８は、当該候補行動が実際に行われた行動、す
なわち、「実施行動」であるか否かを使用者ＵＳに確認させる。そして、使用者ＵＳによ
り当該行動を行ったことを認める操作が入力手段２３に対して行われた場合には、履歴記
録部２７８は、当該候補行動を「実施行動」として記憶手段２５に記憶させる。
　例えば、履歴記録部２７８は、行動判定部２７７により「運動（ランニング）」の候補
行動が生じたと判定されると、通知音及び振動を生じさせるとともに、図２に示すような
確認画面ＣＳを表示制御部２７２により表示手段２２に表示させることで、使用者に当該
候補行動を確認させる。
　この確認画面ＣＳの表示中に「ＹＥＳ」の選択ボタン２３２が入力された場合には、履
歴記録部２７８は、当該候補行動を「実施行動」として記憶手段２５に記憶させる。
　一方、「ＮＯ」の選択ボタン２３３が入力された場合には、履歴記録部２７８は、当候
補該行動を実行されていない行動、すなわち、「不実施行動」として記憶手段２５に記憶
させる。なお、「不実施行動」とされた行動は記憶しない構成としてもよい。
【００３５】
　このような確認画面ＣＳが表示されてから所定時間（例えば、数分）が経過しても、使
用者による選択ボタン２３２，２３３の入力操作が行われなかった場合には、表示手段２
２により表示される画像は、当該確認画面ＣＳから通常画面に遷移される。そして、履歴
記録部２７８は、当該候補行動を、使用者による確認がされていない行動、すなわち、「
保留行動」として、記憶手段２５に記憶させる。
　なお、履歴記録部２７８は、実施されたと判定された候補行動の種別が「起床」又は「
就寝」である場合には、通知音及び振動を生じさせずに、確認画面を表示する。これは、
実際に起床していないにも関らず、通知音及び振動が生じて使用者を起こしてしまうこと
を防止するためである。同様に、実際に就寝している場合に、通知音及び振動が生じて使
用者を起こしてしまうことを防止するためである。
【００３６】
　履歴出力部２７９は、後述する操作装置３から、記憶手段２５に記憶された行動履歴を
要求する要求信号が受信された場合に、当該行動履歴を読み出して送受信手段２６に出力
し、これにより、操作装置３に行動履歴を送信する。この際、履歴出力部２７９は、「実
施行動」及び「保留行動」として記憶手段２５に記憶された行動に関する情報を出力し、
「不実施行動」として記憶された行動に関する情報については出力しない。
　履歴修正部２８０は、本発明の行動修正手段に相当し、操作装置３から受信された修正
情報に基づいて行動を修正する。また、条件修正部２８１は、本発明の条件修正手段に相
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当し、履歴修正部２８０により修正された行動に対応する行動種別についての判定条件を
修正する。
　これら履歴修正部２８０及び条件修正部２８１については、操作装置３の構成及び当該
操作装置３による行動履歴の修正操作を説明した後で詳述する。
【００３７】
　［操作装置の構成］
　図５は、操作装置３の構成を示すブロック図である。
　操作装置３は、検出装置２に記録された行動履歴の修正操作が行われる操作手段として
機能する他、検出装置２に記憶された使用者ＵＳの行動履歴、検出手段２４による検出結
果、及び、算出されたカロリー等の情報を取得して記憶する記憶手段としても機能する。
この操作装置３に記憶される情報と、検出装置２に記憶される情報とは、後述する履歴修
正処理により、略同じ内容の情報となる。このような操作装置３は、例えば、所定のアプ
リケーションを実行したＰＣ（Personal Computer）や、携帯端末であるタブレット端末
及びスマートフォン（多機能携帯電話）等により実現されるが、本実施形態では、スマー
トフォンにより実現される構成を示すこととする。
　上記機能を実現するために、操作装置３は、図５に示すように、表示手段３１、入力手
段３２、記憶手段３３、送受信手段３４及び制御手段３５を備える。
【００３８】
　表示手段３１は、表示パネルを備えて構成され、制御手段３５の制御の下、所定の画像
を表示する。例えば、表示手段３１は、後述する履歴修正画面ＲＭ（図６参照）及び行動
修正画面ＡＭ（図７参照）等の画像を表示する。
　入力手段３２は、操作装置３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３２は、
当該ボタン及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３５
に出力する。
【００３９】
　記憶手段３３は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やフラッシュメモリー等により構成され
、操作装置３の動作に必要な各種プログラム及びデータを記憶する。この記憶手段３３は
、例えば、検出装置２から受信された行動履歴等の情報を記憶する他、入力手段３２に対
する入力操作に応じた行動履歴の修正情報を記憶する。
　送受信手段３４は、検出装置２等の外部機器と通信する通信モジュールである。この送
受信手段３４は、制御手段３５の制御の下、当該外部機器との間で情報を送受信する。
【００４０】
　［制御手段の構成］
　制御手段３５は、操作装置３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３５は、表示制御部３５１として機能する他、ＣＰＵが記憶手段３３に
記憶された履歴修正プログラムを実行することにより、要求信号出力部３５２、履歴取得
部３５３、修正情報取得部３５４及び修正情報出力部３５５として機能する。
【００４１】
　表示制御部３５１は、表示手段３１を制御して、各種画面を表示させる。詳述すると、
表示制御部３５１は、各種画面の画像を生成し、当該画像に応じた駆動信号を表示手段３
１に出力することで、当該画像を表示手段３１に表示させる。例えば、上記ＣＰＵが履歴
修正プログラムを実行する際には、表示制御部３５１は、後述する履歴修正画面ＲＭ（図
６参照）及び行動修正画面ＡＭ（図７参照）等を表示手段３１に表示させる。
【００４２】
　要求信号出力部３５２は、入力手段３２に対して、検出装置２に記録された行動履歴を
参照する操作（例えば、履歴修正プログラムを実行させる操作）が使用者により行われる
と、当該行動履歴を要求する要求信号を送受信手段３４に出力する。この要求信号は、送
受信手段３４と通信接続が確立された検出装置２に送信される。
【００４３】
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　履歴取得部３５３は、検出装置２から受信された行動履歴を取得して、記憶手段３３に
記憶させる。この履歴取得部３５３により取得された行動履歴は、表示制御部３５１によ
り読み出され、当該行動履歴に基づいて、後述する履歴修正画面ＲＭが表示される。なお
、履歴取得部３５３は、当該行動履歴の他に、記憶手段２５に記憶された使用者の動き情
報及び生体情報や、行動ごと、或いは、日付ごとのカロリー消費量等の情報も取得する。
　修正情報取得部３５４は、入力手段３２に対する入力操作に基づいて、行動履歴の修正
内容を取得し、当該修正内容を示す修正情報を記憶手段３３に記憶させる。このような修
正情報には、修正、追加及び削除が行われた行動についての情報（行動種別及び発生時刻
等）が含まれる。
　修正情報出力部３５５は、修正情報を送信する操作（後述する送信ボタンＢ２の入力操
作）が行われた場合に、記憶手段３３に記憶された修正情報を送受信手段３４に出力して
、当該送受信手段３４により検出装置２に送信させる。
【００４４】
　図６は、操作装置３の外観と履歴修正画面ＲＭの一例とを示す図である。
　前述のように、履歴修正プログラムが実行されると、表示制御部３５１の制御の下、表
示手段３１には、図６に示すような履歴修正画面ＲＭが表示される。
　この履歴修正画面ＲＭには、現在日時が設定される日時設定領域Ａ１と、履歴設定領域
Ａ２とが設けられ、当該履歴設定領域Ａ２は、概要領域Ａ３、行動設定領域Ａ４及び操作
領域Ａ５を有する。
　これらのうち、概要領域Ａ３には、表示される行動履歴の日付及び当該日付のカロリー
消費量を示すメッセージと、「追加」と表記された追加ボタンＢ１とが設定される。また
、操作領域Ａ５には、「送信」と表記された送信ボタンＢ２が設定される。
【００４５】
　行動設定領域Ａ４には、概要領域Ａ３に表示された日付に記録された行動が、画面にお
ける上下方向に沿って発生時刻順に設定される。また、各行動に応じて、「ＯＫ」と表記
された承認ボタンＢ３、「修正」と表記された修正ボタンＢ４及び「削除」と表記された
削除ボタンＢ５が設けられる。
　なお、前述の履歴記録部２７８により「実施行動」として記録された行動については使
用者による確認が済んでいるので、当該行動に応じた承認ボタンＢ３の入力は不可とされ
ている。一方、当該行動に応じて設けられた修正ボタンＢ４及び削除ボタンＢ５は、入力
可能となっている。更に、前述の履歴記録部２７８により「保留行動」として記録された
行動には、使用者による確認が済んでいないことを明示する「！」と表記されたマークＭ
Ｋが付される。
【００４６】
　このような履歴修正画面ＲＭにおいて、表示されている行動を選択する操作（例えば、
当該行動の種別が設定された領域をダブルタップする操作）が行われると、履歴修正画面
ＲＭから、選択された行動の詳細情報を表示する詳細画面（図示省略）に切り替わる。こ
の詳細画面には、当該行動が実行された期間のカロリー消費量等が含まれる。
　また、履歴修正画面ＲＭにて、承認ボタンＢ３が入力されると、当該承認ボタンＢ３に
対応する行動が「実施行動」として承認される。
　更に、履歴修正画面ＲＭにて、削除ボタンＢ５が入力されると、当該削除ボタンＢ５に
対応する行動が、当該画面ＲＭから消去される。すなわち、当該行動は「不実施行動」に
変更される。なお、当該削除ボタンＢ５が入力された場合に、対応する行動を削除するか
否かを確認するメッセージ又は画面を表示した後、同様の操作が行われた場合に、当該行
動を削除する構成としてもよい。
【００４７】
　図７は、行動修正画面ＡＭの一例を示す図である。
　一方、履歴修正画面ＲＭにて、修正ボタンＢ４が入力されると、表示制御部３５１によ
り、表示画像が図７に示すような行動修正画面ＡＭに遷移される。
　この行動修正画面ＡＭには、行動選択オブジェクトＪ１、発生時選択オブジェクトＪ２
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及び発生分選択オブジェクトＪ３と、「ＯＫ」と表記されたＯＫボタンＢ６及び「ＣＡＮ
ＣＥＬ」と表記されたキャンセルボタンＢ７とが設けられている。
【００４８】
　行動選択オブジェクトＪ１は、前述の行動判定部２７７により判定可能な複数の行動種
別が設定され、当該複数の行動種別のうち任意の行動種別を選択可能に構成されている。
　発生時選択オブジェクトＪ２及び発生分選択オブジェクトＪ３は、行動の発生時刻を選
択可能に構成されたオブジェクトである。これらのうち、発生時選択オブジェクトＪ２は
、当該発生時刻のうちの「時」を選択可能なオブジェクトであり、発生分選択オブジェク
トＪ３は、当該発生時刻のうちの「分」を選択可能なオブジェクトである。なお、このよ
うな構成のオブジェクトに代えて、発生時刻を入力させるオブジェクトを設けてもよい。
更に、終了時刻を選択／入力させるオブジェクトを更に設けてもよい。
　このような行動修正画面ＡＭは、履歴修正画面ＲＭにて選択された行動の内容がオブジ
ェクトＪ１～Ｊ３に初期値として設定された状態で表示される。
【００４９】
　そして、ＯＫボタンＢ６が入力されると、修正内容が修正情報取得部３５４により取得
され、当該修正内容を示す修正情報が記憶手段３３に記憶される。この後、表示手段３１
に表示される画面は、当該修正内容が反映された履歴修正画面ＲＭに遷移する。
　一方、キャンセルボタンＢ７が入力されると、修正内容が破棄され、行動修正画面ＡＭ
に遷移する前の履歴修正画面ＲＭに戻る。この場合には、修正情報取得部３５４による修
正内容の取得は行われない。
【００５０】
　図６に戻り、履歴修正画面ＲＭの概要領域Ａ３に設けられた追加ボタンＢ１が入力され
ると、行動追加画面（図示省略）に遷移する。この行動追加画面は、前述の行動修正画面
ＡＭと同様の構成を有し、行動判定部２７７により実施されたと判定されなかったが、実
際に実施された行動を使用者が追加する画面である。
　この行動追加画面にて、追加する行動の種別等が入力された後、ＯＫボタンが入力され
ると、修正情報取得部３５４により、当該行動の内容が取得され、修正情報が記憶手段３
３に記憶される。この後、当該行動追加画面から、追加された行動の内容が反映された履
歴修正画面ＲＭに遷移する。キャンセルボタンが入力された場合には、行動の追加は行わ
れずに、履歴修正画面ＲＭに遷移される。
【００５１】
　履歴修正画面ＲＭの操作領域Ａ５における送信ボタンＢ２が入力されると、修正情報出
力部３５５が、記憶手段３３に記憶された修正情報を送受信手段３４に出力する。これに
より、送受信手段３４は、当該修正情報を検出装置２に送信する。
【００５２】
　［履歴修正部及び条件修正部の処理］
　図４に戻り、検出装置２の履歴修正部２８０は、前述のように、操作装置３から受信さ
れた修正情報に基づいて、記憶手段２５に記憶された行動履歴を修正する。
　例えば、ある日付の行動履歴に行動を追加する修正情報が受信された場合には、履歴修
正部２８０は、当該行動の種別と、日付及び発生時刻とを関連付けて、記憶手段２５に「
実施行動」として記憶させる。また、ある日付の行動の行動種別及び発生時刻の少なくと
もいずれかを修正する修正情報が受信された場合には、当該修正情報に基づいて、該当す
る行動の内容を修正する。更に、ある行動を承認する情報（当該行動に対応する承認ボタ
ンＢ３が入力されたことを示す情報）が修正情報に含まれている場合には、履歴修正部２
８０は、当該行動を「保留行動」から「実施行動」に変更する。
【００５３】
　条件修正部２８１は、行動判定部２７７により実施されたと判定された候補行動が、「
ＮＯ」の選択ボタン２３３が入力されて、履歴記録部２７８により「不実施行動」とされ
た場合に、当該候補行動の種別についての判定条件を修正する。
　例えば、検出手段２４の検出結果に基づいて、行動判定部２７７により「運動（ランニ
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ング）」が実施されたと判定された場合には、前述の確認画面ＣＳが表示される。
　この確認画面ＣＳの表示中に、「ＹＥＳ」の選択ボタン２３２が入力されて「実施行動
」とされると、条件修正部２８１は、上記動き情報及び生体情報の推移等に基づいて、必
要であれば「運動（ランニング）」についての判定条件を修正する。
【００５４】
　一方、当該確認画面ＣＳの表示中に、「ＮＯ」の選択ボタン２３３が入力されて「不実
施行動」とされると、条件修正部２８１は、上記動き情報及び生体情報の推移等に基づい
て、当該行動の発生時の行動種別が「運動（ランニング）」と判定されなくなるように、
当該「運動（ランニング）」についての判定条件を厳しくする。具体的には、検出手段２
４による検出結果（各センサー２４１～２４５の検出結果）の推移等が判定条件に合致し
なくなるように、当該判定条件に含まれる閾値及び範囲を調整する。
【００５５】
　また、条件修正部２８１は、操作装置３から受信された修正情報に基づいて、判定条件
を修正する。すなわち、条件修正部２８１は、行動の修正、削除及び追加を示す修正情報
と、当該行動が実施された際の検出手段２４による検出結果の推移等とに基づいて、当該
行動の種別についての判定条件を修正する。
　これらのうち、ある行動を削除する情報が修正情報に含まれる場合の判定条件の修正は
、前述の確認画面ＣＳにて「ＮＯ」の選択ボタン２３３が入力された場合と同様の手法で
行われる。
【００５６】
　一方、条件修正部２８１は、ある行動を修正する修正情報が受信された場合には、修正
前の行動の種別についての判定条件を厳しくし、修正後の行動の種別についての判定条件
を緩くする。
　例えば、「１２：００」に実施された行動が、行動判定部２７７により「食事」である
と判定されたが、前述の行動修正画面ＡＭにて当該行動を「１２：１０」に実施された「
運動」に修正する修正情報が受信された場合には、条件修正部２８１は、以下のように判
定条件を修正する。
【００５７】
　すなわち、条件修正部２８１は、「１２：００」の前後に検出手段２４により検出され
た結果が「食事」の判定条件に合致しなくなるように、当該「食事」の判定条件を厳しく
する。
　同様に、条件修正部２８１は、「１２：１０」の前後に検出手段２４により検出された
結果が「運動」の判定条件に合致するように、当該「運動」の判定条件を緩くする。
【００５８】
　ここで、判定条件を修正する方法としては、以下の方法が挙げられる。そして、条件修
正部２８１は、いずれかの方法を用いて、判定条件を修正する。
　１つ目は、判定条件の閾値を、センサー２４１～２４５の検出結果に基づいて所定値増
減させる方法である。
　例えば、「運動」の判定条件に含まれる脈拍数（ｂｐｓ）の条件が「（１００／６０）
以上」と設定されており、当該「運動」と判定された行動が生じた際の脈拍数が「（１０
５／６０）」であり、当該行動の種別が他の種別に修正された場合には、条件修正部２８
１は、当該脈拍数の条件を「１０／６０」繰り上げて「（１１０／６０）以上」とする。
これにより、「運動」の判定条件が厳しくなる。
　また、例えば、他の行動種別と判定された行動が「運動」に修正され、当該行動が生じ
た際の脈拍数が「９５／６０」であった場合には、条件修正部２８１は、当該「運動」の
判定条件における脈拍数の条件を「１０／６０」繰り下げて「（９０／６０）以上」とす
る。これにより、「運動」の判定条件が緩くなる。
【００５９】
　２つ目は、判定条件の閾値を、センサーの検出結果に合わせて増減させる方法である。
　例えば、他の行動種別と判定された行動が「運動」に修正された場合で、かつ、当該行
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動の発生時に脈拍センサー２４３により検出された脈拍数が「８０／６０」であれば、条
件修正部２８１は、「運動」の判定条件に含まれる脈拍数の条件を「（８０／６０）以上
」に修正する。これにより、「運動」の判定条件が緩くなる。
【００６０】
　また、例えば、「就寝」と判定された行動の発生時刻が修正された場合で、修正前の発
生時刻に検出された脈拍数が「６０／６０」であり、修正後の発生時刻に検出された脈拍
数が「５５／６０」であれば、条件修正部２８１は、「就寝」の判定条件に含まれる脈拍
数の条件を「（５５／６０）以下」に修正する。これにより、「就寝」の判定条件が厳し
くなる。
【００６１】
　３つ目は、過去に行動種別が正しく判定された際の検出手段２４による検出結果と、当
該行動種別が生じたと誤って判定された際の検出手段２４による検出結果（「不実施行動
」とされた行動が実施された際の検出結果）とを比較して、当該行動種別についての判定
条件を修正する方法である。
【００６２】
　例えば、「運動（ランニング）」の判定条件として、「移動速度（ｋｍ／ｈ）がＡより
大きくＢより小さい範囲に上昇する」、「加速度の変化から求められる上下振動を示す値
がＣより大きくＤより小さい値で安定する」、及び、「移動速度及び上下振動が変化して
から所定時間後の脈拍数がＥより大きくＦより小さい値で安定する」との条件が設定され
ているとする。
　そして、上下振動及び脈拍数についての条件は満たし、かつ、移動速度がＸ（ＸはＡ＜
Ｘ＜Ｂの関係を満たす所定値）である行動について、行動判定部２７７により「運動（ラ
ンニング）」が実行されたと判定されたが、使用者により、確認画面ＣＳの表示時に「Ｎ
Ｏ」の選択ボタン２３３が入力されたとする。
【００６３】
　この場合、条件修正部２８１は、上記判定条件における移動速度についての条件を、「
移動速度（ｋｍ／ｈ）がＡより大きくＸより小さい範囲に上昇する」又は「移動速度（ｋ
ｍ／ｈ）がＸより大きくＢより小さい範囲に上昇する」に修正する。
　この際、条件修正部２８１は、正しく判定された行動が実施された際の検出結果の推移
と、誤って判定された行動が実施された際の検出結果の推移とに基づいて、当該２つの条
件のうち誤検出が少ない方の条件を、「運動（ランニング）」の判定条件における移動速
度についての条件とする。これにより、当該判定条件が厳しくなる。
　なお、以上の説明では、「運動」及び「就寝」についての判定条件に含まれる脈拍数、
移動速度及び上下振動等の条件について例示したが、他の行動種別の判定条件、及び、当
該判定条件に含まれる他のセンサーの検出結果の条件についても同様に、条件修正部２８
１により修正される。
【００６４】
　更に、条件修正部２８１は、ある種別の行動が所定期間記録されなかった場合、すなわ
ち、「実施行動」とされなかった場合には、当該種別についての判定条件を緩くする。
　例えば、ある種別の行動が、当該行動種別に応じて記憶手段２５に記憶された通常発生
間隔の所定倍（例えば３倍）の期間内に実施されたことが検出されなかった場合（当該行
動が実施されたと行動判定部２７７により判定されなかった場合）には、当該行動種別の
判定条件を緩くする。これにより、当該行動種別の行動が検出されやすくなる。
【００６５】
　［行動記録処理］
　以上説明した検出装置２による行動の記録方法について説明する。
　図８は、検出装置２により実行される行動記録処理のフローチャートである。
　検出装置２は、前述のように、検出手段２４により所定周期で検出された検出結果（各
センサー２４１～２４５からの入力信号に基づいて算出される加速度、体温、脈拍数、使
用者の位置及び高度）を検出結果記録部２７３が記録する結果記録処理を実行する。なお
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、各センサー２４１～２４５からの検出結果の取得周期は、それぞれ異なっていてもよい
。
　更に、検出装置２では、処理手段２７が当該検出結果と、内部時刻と、記憶手段２５に
記憶された判定条件とに基づいて、実施されたと判定された行動を記録する行動記録処理
を実行している。
　この行動記録処理では、図８に示すように、まず、行動判定部２７７が、各行動種別に
ついての判定条件のいずれかに合致する候補行動が実施されたか否かを判定する（ステッ
プＳ１）。
【００６６】
　このステップＳ１の判定処理にて、候補行動は実施されていないと判定されると、処理
手段２７は、処理をステップＳ１に戻し、当該判定処理を繰り返し実行する。
　一方、ステップＳ１の判定処理にて、候補行動が実施されたと判定されると、行動判定
部２７７は、実施されたと判定した候補行動の種別が、「実施行動」として前回記録され
てから所定時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ２）。この判定処理は、既に「
実施行動」として記録された行動が継続中であるにも関らず、同じ候補行動が実施された
と判定されて、当該候補行動が実施されたか否かを使用者に確認させる確認画面ＣＳが頻
繁に表示されることを防ぐための処理である。なお、当該所定時間は、行動の種別ごとに
設定されており、比較的頻繁に実施される行動の種別では短い時間に設定され、比較的頻
繁には実施されない行動の種別では長い時間に設定されている。
【００６７】
　このステップＳ２の判定処理にて、所定時間が経過していないと判定されると、処理手
段２７は、処理をステップＳ１に戻す。
　一方、ステップＳ２の判定処理にて、所定時間が経過したと判定されると、表示制御部
２７２が、前述の確認画面ＣＳを表示させる（ステップＳ３）。
　そして、履歴記録部２７８が、当該候補行動を承認する入力操作（選択ボタン２３２の
入力操作）が行われたか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００６８】
　このステップＳ４の判定処理にて、当該入力操作が行われたと判定されると、履歴記録
部２７８は、発生した候補行動を「実施行動」とし、当該候補行動の種別及び発生時刻と
、「実施行動」であることを示す情報とを記憶手段２５に記憶させる（ステップＳ５）。
この後、処理手段２７は、処理をステップＳ１に戻す。
　また、ステップＳ４の判定処理にて、当該入力操作は行われていないと判定されると、
履歴記録部２７８は、「不実施行動」とする入力操作（選択ボタン２３３の入力操作）が
行われたか否かを判定する（ステップＳ６）。
【００６９】
　このステップＳ６の判定処理にて、当該入力操作が行われたと判定されると、履歴記録
部２７８は、発生した候補行動を「不実施行動」とし、当該候補行動の種別（行動判定部
２７７が誤判定した行動種別）及び発生時刻と、「不実施行動」であることを示す情報と
を記憶手段２５に記憶させる（ステップＳ７）。この後、処理手段２７は、処理をステッ
プＳ１に戻す。
　一方、ステップＳ６の判定処理にて、当該入力操作が行われていないと判定されると、
履歴記録部２７８は、上記確認画面ＣＳが表示されてから所定時間が経過したか否かを判
定する（ステップＳ８）。この所定時間は、確認画面ＣＳが表示されてから、何も操作が
行われずに、当該確認画面ＣＳを非表示とするまでの時間である。
【００７０】
　このステップＳ８の判定処理にて、所定時間が経過していないと判定されると、処理手
段２７は、処理をステップＳ４に戻す。
　一方、ステップＳ８の判定処理にて、所定時間が経過したと判定されると、履歴記録部
２７８は、発生した候補行動を「保留行動」として、当該候補行動の種別及び発生時刻と
、「保留行動」であることを示す情報とを記憶手段２５に記憶させる（ステップＳ９）。
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この後、処理手段２７は、処理をステップＳ１に戻す。
【００７１】
　［履歴修正処理］
　次に、検出装置２及び操作装置３による行動履歴の修正方法について説明する。
　図９は、検出装置２及び操作装置３による履歴修正処理のフローチャートである。
　検出装置２及び操作装置３は、以下に示す履歴修正処理を実行して、当該検出装置２に
記録された行動を修正する他、行動種別の判定条件を修正する。なお、履歴修正処理は、
検出装置２と操作装置３との通信が可能な状態で実行される。
　この履歴修正処理では、図９に示すように、まず、操作装置３にて履歴修正プログラム
（アプリケーション）が実行されると、要求信号出力部３５２が、検出装置２に対して行
動履歴を要求する要求信号を送信する（ステップＳＢ１）。
【００７２】
　一方、検出装置２の履歴出力部２７９は、当該要求信号が受信されると、記憶手段２５
に記憶された行動履歴を送受信手段２６に出力して、当該行動履歴を操作装置３に送信す
る（ステップＳＡ１）。この際、操作装置３により指定された日付の行動履歴を出力して
もよく、当日を含む所定期間の行動履歴を出力してもよい。
　この後、検出装置２は、処理をステップＳＡ２に移行する。
【００７３】
　ステップＳＢ１にて要求信号を送信した操作装置３では、履歴取得部３５３が、操作装
置３から受信された行動履歴を取得し（ステップＳＢ２）、表示制御部３５１及び表示手
段３１に履歴修正画面ＲＭを表示させる（ステップＳＢ３）。
　そして、修正情報取得部３５４が、履歴修正画面ＲＭ、当該画面ＲＭから遷移する行動
修正画面ＡＭ及び行動追加画面における使用者の操作に基づく行動履歴の修正情報を取得
する（ステップＳＢ４）。
【００７４】
　この後、修正情報を送信する操作（送信ボタンＢ２の入力操作）が行われると、修正情
報出力部３５５は、取得された修正情報を送受信手段３４に出力し、当該送受信手段３４
により修正情報を検出装置２に送信する（ステップＳＢ５）。
　これにより、操作装置３での処理が終了する。
【００７５】
　ステップＳＡ２では、検出装置２にて、操作装置３から修正情報が受信されたか否かが
判定される（ステップＳＡ２）。この判定処理は、修正情報が受信されるか、或いは、所
定時間が経過するまで繰り返し実行される。
　このステップＳＡ２の判定処理にて、修正情報が受信されたと判定されると、履歴修正
部２８０が、当該修正情報を取得して、記憶手段２５に記憶された行動履歴を修正する（
ステップＳＡ３）。
【００７６】
　また、条件修正部２８１が、受信された修正情報、及び、記憶手段２５に記憶されてい
る検出結果に基づいて、修正が必要な判定条件を修正する（ステップＳＡ４）。
　なお、履歴修正処理を終了したことを示す情報も、修正情報として操作装置３から検出
装置２に送信される。
　以上により、検出装置２における行動履歴及び判定条件が、必要に応じて修正される。
【００７７】
　［サーバーとの情報の送受信］
　前述のように、検出装置２及び操作装置３は、サーバーＳＶ（図３及び図５参照）とネ
ットワークを介して、或いは、有線／無線にて通信可能に構成されている。そして、これ
ら検出装置２及び操作装置３は、検出装置２にて検出された使用者の動き情報及び生体情
報、並びに、当該使用者の行動履歴をサーバーＳＶに送信でき、当該サーバーＳＶは、受
信された情報を管理する。
　そして、サーバーＳＶは、受信された情報に基づいてダイエットや健康状態についての
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アドバイスを検出装置２或いは操作装置３に送信し、これらにより、当該アドバイスを使
用者に提供する。
【００７８】
　［第１実施形態の効果］
　以上説明した本実施形態に係る行動記録装置１によれば、以下の効果がある。
　検出手段２４による検出結果と、記憶手段２５に記憶された判定条件とに基づいて、行
動判定部２７７が、使用者の行動の種別（行動種別）を判定し、判定された行動の種別は
記憶手段２５に記憶される。これによれば、使用者が自らの行動を記録することなく、行
動記録装置１により自動的に当該使用者の行動を記録することができる。従って、使用者
の行動を簡易に記録できる。
【００７９】
　また、行動判定部２７７による行動種別の判定に利用される判定条件は、履歴修正部２
８０による使用者の行動履歴の修正とともに、条件修正部２８１により修正される。この
際、条件修正部２８１は、履歴修正部２８０により修正された使用者の行動が実施された
際に検出手段２４により検出された情報等に基づいて、当該判定条件を修正する。これに
よれば、使用者の実際の行動の内容に基づいて、判定条件を厳しくしたり、或いは、緩く
したりすることができ、当該使用者の行動をより正確に判定できる。従って、使用者の行
動種別の判定精度を向上できる。
【００８０】
　条件修正部２８１は、修正前の使用者の行動の種別についての判定条件を、当該判定条
件の修正前に比べて厳しくする。これによれば、当該種別が修正される前の行動が実施さ
れたときと同様の検出結果が得られた場合に、当該行動の種別が修正前の種別と判定され
ることを抑制できる。従って、使用者の行動種別の判定精度を確実に向上できる。
【００８１】
　条件修正部２８１は、修正後の使用者の行動の種別についての判定条件を、当該判定条
件の修正前に比べて緩くする。これによれば、当該種別が修正される前の行動が実施され
たときと同様の検出結果が得られた場合に、当該行動の種別が修正後の判定条件に応じた
種別と判定されやすくすることができる。従って、使用者の行動種別の判定精度を確実に
向上できる。
【００８２】
　所定期間、行動判定部２７７により実施されたと判定されなかった行動種別についての
判定条件を、条件修正部２８１は緩くする。これによれば、当該行動種別の行動が生じた
場合に、判定条件が修正された種別の行動が実施されたと判定しやすくすることができる
。従って、使用者の行動種別の判定精度を確実に向上できる。
【００８３】
　判定条件には、検出手段２４により検出可能な情報だけでなく、当該行動種別により示
される行動が実施されやすい時間帯が含まれる。これによれば、より精度よく行動種別を
判定できる。従って、使用者の行動種別の判定精度を一層高めることができる。
【００８４】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　本実施形態に係る行動記録装置は、前述の行動記録装置１と同様の構成を備える他、行
動種別が割り当てられたボタンを備え、当該ボタンが入力された際に、入力されたボタン
に応じた行動種別と時刻とを関連付けて記憶する構成を備えている。この他、本実施形態
に係る行動記録装置は、判定条件を生成する条件生成部を備える。これらの点で、本実施
形態に係る行動記録装置と、前述の行動記録装置１とは相違する。なお、以下の説明では
、既に説明した部分と同一又は略同一である部分については、同一の符号を付して説明を
省略する。
【００８５】
　図１０は、本実施形態に係る行動記録装置１Ａの構成を示すブロック図である。
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　本実施形態に係る行動記録装置１Ａは、前述の検出装置２に代えて検出装置２Ａを備え
る他は、前述の行動記録装置１と同様の構成及び機能を備え、検出装置２Ａは、図１０に
示すように、入力手段２３及び処理手段２７に代えて入力手段２３Ａ及び処理手段２７Ａ
を備える他は、検出装置２と同様の構成及び機能を備える。
【００８６】
　入力手段２３Ａは、前述の入力手段２３と同様に、ボタン２３１～２３７を備える。こ
れらのうち、ボタン２３４～２３７（図２参照）には、実施頻度が比較的高い行動種別が
割り当てられている。以下、これらボタン２３４～２３７を総称して割当ボタンという場
合がある。
　具体的に、ボタン２３４（「Ｒ」と標記されたボタン）は、起床時に入力される起床ボ
タンであり、ボタン２３５（「Ｅ」と標記されたボタン）は、運動開始時に入力される運
動ボタンである。また、ボタン２３６（「Ｆ」と標記されたボタン）は、食事及び間食の
開始時に入力される食事ボタンであり、ボタン２３７（「Ｂ」と標記されたボタン）は、
就寝時に入力される就寝ボタンである。なお、これらボタン２３４～２３７に割り当てら
れる行動種別は一例であり、各ボタンに異なる行動種別を割り当ててもよい。また、筐体
２１に設けられる割当ボタンの数は、適宜変更可能である。
　そして、これらボタン２３４～２３７が入力されると、入力手段２３Ａは、入力された
ボタンを示す操作信号を処理手段２７Ａに出力する。
【００８７】
　処理手段２７Ａは、行動記録部２７５及び条件生成部２７６を更に備える他は、前述の
処理手段２７と同様の構成及び機能を有する。
　これらのうち、行動記録部２７５は、割当ボタン２３４～２３７のいずれかが入力され
た場合に、当該ボタンに割り当てられた行動種別と、当該ボタンが入力された時刻とを記
憶手段２５に記憶させる。この際、行動記録部２７５は、当該行動種別に応じた行動を「
実施行動」として記録する。
【００８８】
　条件生成部２７６は、割当ボタン２３４～２３７のいずれかが入力された時刻と、当該
時刻を含む所定時間内に検出された使用者の動き情報及び生体情報とに基づいて、当該ボ
タンに応じた行動種別についての判定条件を生成する。
　具体的に、条件生成部２７６は、ボタン２３６（食事ボタン）が入力された際の使用者
の動き情報及び生体情報と、当該ボタン２３６が入力された時刻とが記憶手段２５に複数
記憶されると、これらの情報から「食事」と判定される行動の傾向を取得する。例えば、
条件生成部２７６は、当該時刻が「午前７時００分～午前７時３０分」までの範囲であり
、加速度センサー２４１により検出される腕の動きに特定の傾向が見られ、更に、温度セ
ンサー２４２により検出された体温が上昇傾向にある等の傾向を取得する。そして、条件
生成部２７６は、これらの傾向に基づいて、「食事」（より具体的には「朝食」）につい
ての判定条件を生成する。
【００８９】
　また、条件生成部２７６は、ボタン２３７（就寝ボタン）が入力された際の使用者の動
き情報及び生体情報と、当該ボタン２３７が入力された時刻とが記憶手段２５に複数記憶
されると、これらの情報から「就寝」と判定される行動の傾向を取得する。例えば、条件
生成部２７６は、当該時刻が「午後１１時００分～午後１２時００分」までの範囲であり
、加速度センサー２４１により検出される腕の動きが少なくなり、温度センサー２４２に
より検出される体温が低下傾向にあり、更に、脈拍センサー２４３により検出される脈拍
数が低い状態で安定化する等の傾向が取得される等の傾向を取得する。そして、条件生成
部２７６は、これらの傾向に基づいて、行動種別に含まれる「就寝」（より具体的には「
入眠」）についての判定条件を生成する。
【００９０】
　更に、条件生成部２７６は、ボタン２３５（運動ボタン）が入力された際の使用者の動
き情報及び生体情報と、当該ボタン２３５が入力された時刻とが記憶手段２５に複数記憶
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されると、これらの情報から「運動」と判定される行動が実施される際の傾向（動き情報
及び生体情報の推移、並びに、当該行動が実施されやすい時間帯）を取得し、当該傾向に
基づいて、「運動」についての判定条件を生成する。
　同様に、条件生成部２７６は、ボタン２３４（「起床ボタン」）が入力された際の使用
者の動き情報及び生体情報と、当該ボタン２３４が入力された時刻とが記憶手段２５に複
数記憶されると、これらの情報から「起床」と判定される行動が実施される際の傾向を取
得し、当該傾向に基づいて、「起床」についての判定条件を生成する。
【００９１】
　加えて、条件生成部２７６は、割当ボタン２３４～２３７に割り当てられた行動種別以
外の行動種別（未割当種別）についての判定条件も生成する。
　具体的に、条件生成部２７６は、操作装置３から受信される修正情報から、未割当種別
の行動が実施された際の時刻を取得する。そして、条件生成部２７６は、当該時刻と、当
該時刻を含む所定範囲内の使用者の動き情報及び生体情報の推移とに基づいて、当該未割
当種別についての判定条件を、割当ボタン２３４～２３７に割り当てられた行動種別につ
いての判定条件と同様に生成する。なお、判定条件によっては、各センサー２４１～２４
５により検出された使用者の動き情報及び生体情報の推移の他、対応する種別の行動が実
施されやすい時間帯が含まれる。
　そして、条件生成部２７６は、生成した判定条件を、行動種別ごとに記憶手段２５に記
憶させる。
【００９２】
　このような検出装置２Ａは、前述の結果記録処理及び行動記録処理を実施する他、検出
装置２Ａは、割当ボタン２３４～２３７の入力に応じた行動の記録、及び、判定条件の生
成処理を実施する。更に、検出装置２Ａは、検出装置２と同様に、前述の履歴修正処理を
実施し、操作装置３から受信される修正情報に基づいて、記録された行動履歴の修正及び
判定条件の修正を実施する。
【００９３】
　［第２実施形態の効果］
　以上説明した本実施形態に係る行動記録装置１Ａによれば、前述の行動記録装置１と同
様の効果を奏することができる他、以下の効果を奏することができる。
　すなわち、割当ボタン２３４～２３７の入力に応じて、使用者ＵＳによる実施行動の種
別及び発生時刻（実施時刻）を「実施行動」として確実に記録できる。また、ボタン２３
４～２３７に、それぞれ１つの行動種別が割り当てられているので、使用者ＵＳが自身の
行動を簡易に記録できる。
　また、条件生成部２７６が、検出手段２４による検出結果に基づいて、それぞれの行動
種別についての判定条件を生成する。従って、使用者ＵＳの実際の行動に応じた判定条件
が生成されるので、使用者ＵＳにより実施された行動の種別を、より適切に判定できる。
【００９４】
　なお、１つの割当ボタンを複数回入力したり、或いは、複数の割当ボタンを入力するこ
とで、他の行動種別が記録されるように構成してもよい。更に、割当ボタン２３４～２３
７のいずれかが入力された場合に、前述の確認画面ＣＳと同様の確認画面を表示し、「Ｙ
ＥＳ」の選択ボタン２３２が入力された場合に、使用者ＵＳの行動を記録するように構成
してもよい。
【００９５】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　ここで、前述の行動記録装置１，１Ａでは、検出装置２，２Ａが、検出手段２４による
検出結果に基づいて候補行動を判定し、操作装置３から受信される修正情報に基づいて、
記憶されている行動履歴を修正する構成であった。これに対し、本実施形態に係る行動記
録装置では、検出装置から受信される検出結果に基づいて、判定装置及び操作装置として
も機能する記録装置が、候補行動の判定及び記憶を行い、使用者の操作に基づいて、記憶
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されている行動履歴を修正する。この点で、本実施形態に係る行動記録装置と、前述の行
動記録装置１とは相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一又は略同一
である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００９６】
　［検出装置の構成］
　図１１は、本実施形態に係る行動記録装置１Ｂの構成を示すブロック図である。
　本実施形態に係る行動記録装置１Ｂは、図１１に示すように、使用者ＵＳの手首等に装
着される検出装置２Ｂと、当該検出装置２Ｂと通信する記録装置４とを備え、当該記録装
置４により使用者ＵＳの行動を記録するものである。
　これらのうち、検出装置２Ｂは、処理手段２７Ａに代えて処理手段２７Ｂを備える他は
、前述の検出装置２Ａと同様の構成を備える。
【００９７】
　処理手段２７Ｂは、前述の処理手段２７Ａと同様にＣＰＵを備えて構成され、当該ＣＰ
Ｕ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、検出結果出力部２８２及び操作信号出力部２８３として機能する。
　検出結果出力部２８２は、検出手段２４による検出結果を、送受信手段２６を介して記
録装置４に送信する。
　操作信号出力部２８３は、入力手段２３Ａのボタン２３４～２３７及びボタン２３２，
２３３が入力されると、当該ボタンに応じた操作信号を送受信手段２６に出力して、当該
操作信号を記録装置４に送信する。
【００９８】
　［記録装置の構成］
　図１２は、記録装置４の構成を示すブロック図である。
　記録装置４は、前述のように、検出装置２Ｂから送信される検出結果の記録、候補行動
の判定及び記録、並びに、行動履歴の管理を行うものである。この記録装置４は、前述の
操作装置３と同様に、ＰＣ、タブレット端末及びスマートフォン等により実現される。
　このような記録装置４は、図１２に示すように、制御手段３５に代えて制御手段４５を
備える他は、前述の操作装置３と同様の構成を備える。
【００９９】
　制御手段４５は、記録装置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４５は、当該ＣＰＵが記憶手段３３に記憶されたプログラムを実行する
ことで、計時部４５１、表示制御部４５２、検出結果記録部４５３、カロリー算出部４５
４、行動記録部４５５、条件生成部４５６、行動判定部４５７、確認指示部４５８、履歴
記録部４５９、履歴修正部４６０及び条件修正部４６１として機能する。
　計時部４５１は、本発明の計時手段に相当し、現在時刻を計時する。
　表示制御部４５２は、表示制御部３５１と同様の機能を有し、表示手段３１に、記録装
置４の動作状態を示す画像を表示させる他、前述の履歴修正画面ＲＭ、行動修正画面ＡＭ
及び行動追加画面等と同様の画像を表示させる。
【０１００】
　検出結果記録部４５３は、送受信手段３４により検出装置２Ｂから受信される検出手段
２４の検出結果を取得して、当該検出結果を記憶手段３３に記憶させる。
　カロリー算出部４５４は、カロリー算出部２７４と同様に、脈拍センサー２４３の検出
結果（脈拍数）に基づいてカロリー消費量を算出し、当該カロリー消費量を記憶手段２５
に記憶させる。
【０１０１】
　行動記録部４５５は、検出装置２Ｂから割当ボタン２３４～２３７のいずれかが入力さ
れた際に送信される操作信号が受信された場合に、当該操作信号により示される行動種別
と、当該操作信号が受信された時刻とを、「実施行動」の行動履歴として記憶手段３３に
記憶させる。
　条件生成部４５６は、前述の条件生成部２７６と同様に、記憶手段３３に記憶された行
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動履歴、使用者の動き情報及び生体情報、並びに、行動の発生時刻（実施時刻）に基づい
て、各行動種別についての判定条件をそれぞれ生成する。そして、条件生成部４５６は、
生成した判定条件を記憶手段３３に記憶させる。
【０１０２】
　行動判定部４５７は、本発明の行動判定手段に相当する。この行動判定部４５７は、前
述の行動判定部２７７と同様に、検出装置２Ｂから受信された検出結果（各センサー２４
１～２４５による検出結果）の推移、行動種別ごとの判定条件、及び、内部時刻等に基づ
いて、候補行動が実施されたか否かを判定する。
　確認指示部４５８は、行動判定部４５７により候補行動が実施されたと判定されると、
実施された候補行動を確認させる確認画面ＣＳを表示させる操作信号を検出装置２Ｂに送
信する。
【０１０３】
　履歴記録部４５９は、本発明の履歴記録手段に相当する。この履歴記録部４５９は、前
述の履歴記録部２７８と同様に、確認画面ＣＳが表示された検出装置２Ａから、「ＹＥＳ
」の選択ボタン２３２の入力に応じた操作信号が受信されると、実施されたと判定された
候補行動を「実施行動」とする。
　一方、履歴記録部４５９は、「ＮＯ」の選択ボタン２３３の入力に応じた操作信号が受
信されると、当該候補行動を「不実施行動」とする。
　他方、履歴記録部４５９は、確認指示部４５８による操作信号の出力から所定時間内に
検出装置２Ｂから操作信号が受信されなかった場合には、当該候補行動を「保留行動」と
する。
　そして、履歴記録部４５９は、該当する候補行動が生じた時刻と、当該候補行動の種別
と、当該候補行動が実施行動、不実施行動及び保留行動のいずれかであるかを示す情報と
を記憶手段３３に記憶させる。
【０１０４】
　履歴修正部４６０は、本発明の行動修正手段に相当する。この履歴修正部４６０は、履
歴修正部２８０と同様に、表示制御部４５２の制御の下で表示手段３１に表示される履歴
修正画面ＲＭ、行動修正画面ＡＭ及び行動追加画面に対する入力操作に基づいて、記憶手
段３３に記憶された行動履歴を修正する。
　条件修正部４６１は、本発明の条件修正手段に相当する。この条件修正部４６１は、条
件修正部２８１と同様に、履歴修正部４６０により修正された行動の種別についての判定
条件を、当該行動が実施された際の前後で検出手段２４により検出された検出結果に基づ
いて修正する。
【０１０５】
　［行動記録処理］
　本実施形態に係る行動記録装置１Ｂでは、検出装置２Ｂの検出結果出力部２８２が、検
出手段２４による検出結果を送信し、記録装置４が、受信した検出結果を記憶する結果記
録処理が実施される。この他、行動記録装置１Ｂでは、検出装置２Ｂ及び記録装置４が連
携して、以下に示す第１記録処理及び第２記録処理を含む行動記録処理を実行し、使用者
の行動を記録する。
【０１０６】
　図１３は、第１記録処理を示すフローチャートである。
　第１記録処理は、割当ボタン２３４～２３７の入力に応じて行動を記録する処理である
。この第１記録処理では、図１３に示すように、まず、操作信号出力部２８３が、当該割
当ボタン２３４～２３７のいずれかが入力されたか否かを判定する（ステップＳＣ１）。
　このステップＳＣ１の判定処理にて、当該ボタンは入力されていないと判定されると、
処理手段２７Ｂは、処理をステップＳＣ１に戻す。
　一方、ステップＳＣ１の判定処理にて、当該ボタンが入力されたと判定されると、操作
信号出力部２８３は、入力されたボタンに割り当てられた行動種別を示す操作信号を、送
受信手段２６により記録装置４に送信する（ステップＳＣ２）。この後、処理手段２７Ｂ
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は、処理をステップＳＣ１に戻す。
【０１０７】
　記録装置４では、行動記録部４５５が、検出装置２Ｂから割当ボタン２３４～２３７の
いずれかが入力されたことを示す操作信号が受信されたか否かを判定する（ステップＳＤ
１）。
　このステップＳＤ１の判定処理にて、当該操作信号は受信されていないと判定されると
、制御手段４５は、処理をステップＳＤ１に戻す。
　一方、ステップＳＤ１の判定処理にて、当該操作信号が受信されたと判定されると、行
動記録部４５５は、当該操作信号により示される行動種別と、当該操作信号が受信された
時刻とを、「実施行動」の行動履歴として記憶手段３３に記憶させる（ステップＳＤ２）
。この後、制御手段４５は、処理をステップＳＤ１に戻す。
　このように、割当ボタン２３４～２３７が入力されると、当該割当ボタンに応じた種別
の行動に関する情報が記録装置４に記録される。
【０１０８】
　図１４は、第２記録処理を示すフローチャートである。
　第２記録処理は、候補行動が実施されたと判定された場合に、当該候補行動を記録する
処理である。
　この第２記録処理では、図１４に示すように、まず、記録装置４の行動判定部４５７が
、取得された検出結果の推移、記憶手段３３に記憶されている判定条件、及び、内部時刻
に基づいて、前述の候補行動が実施されたか否かを判定する（ステップＳＦ１）。
　このステップＳＦ１の判定処理にて、候補行動は実施されていないと判定されると、制
御手段４５は、処理をステップＳＦ１に戻す。
【０１０９】
　ステップＳＦ１の判定処理にて、候補行動が実施されたと判定されると、前述のステッ
プＳ２と同様に、実施されたと判定された候補行動の種別が、「実施行動」として前回記
録されてから所定時間が経過したか否かを判定する（ステップＳＦ２）。
　このステップＳＦ２の判定処理にて、所定時間が経過していないと判定されると、制御
手段４５は、処理をステップＳＦ１に戻す。
　一方、ステップＳＦ２の判定処理にて、所定時間が経過したと判定されると、確認指示
部４５８が、前述の確認画面ＣＳを表示させる操作信号を、送受信手段３４を介して送信
する（ステップＳＦ３）。この後、制御手段４５は、処理をステップＳＦ４に移行する。
【０１１０】
　検出装置２Ｂでは、表示制御部２７２が、確認画面ＣＳを表示させる操作信号が記録装
置４から受信されたか否かを判定する（ステップＳＥ１）。
　このステップＳＥ１の判定処理にて、当該操作信号は受信されていないと判定されると
、処理手段２７Ｂは、処理をステップＳＥ１に戻す。
　一方、ステップＳＥ１の判定処理にて、当該操作信号が受信されたと判定されると、表
示制御部２７２は、前述の確認画面ＣＳを表示させる（ステップＳＥ２）。
【０１１１】
　そして、当該確認画面ＣＳの表示時に、操作信号出力部２８３は、「ＹＥＳ」の選択ボ
タン２３２及び「ＮＯ」の選択ボタン２３３のいずれかが入力されたか否かを判定する（
ステップＳＥ３）。
　このステップＳＥ３の判定処理にて、いずれかの選択ボタンが入力されたと判定される
と、操作信号出力部２８３は、入力された選択ボタンに応じた操作信号を記録装置４に送
信する（ステップＳＥ４）。この後、処理手段２７Ｂは、処理をステップＳＥ６に移行す
る。
【０１１２】
　一方、ステップＳＥ３の判定処理にて、いずれの選択ボタンの入力も行われていないと
判定されると、表示制御部２７２が、確認画面ＣＳの表示から所定時間が経過したか否か
を判定する（ステップＳＥ５）。
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　この判定処理にて、所定時間は経過していないと判定されると、処理手段２７Ｂは、処
理をステップＳＥ３に戻し、所定時間が経過したと判定されると、処理手段２７Ｂは、処
理をステップＳＥ６に移行する。
【０１１３】
　ステップＳＥ６では、表示制御部２７２が、確認画面ＣＳを非表示とし、表示手段２２
に表示される画面を他の画面（通常動作時の画面）に遷移させる（ステップＳＥ６）。そ
して、処理手段２７Ｂは、処理をステップＳＥ１に戻す。
　このように、検出装置２Ｂは、必要に応じて確認画面ＣＳを表示して、入力手段２３に
対する使用者の入力操作に応じた操作信号を送信する。
【０１１４】
　確認画面ＣＳを表示させる操作信号を出力した記録装置４では、ステップＳＦ４にて、
行動記録部４５５が、「実施行動」を示す操作信号（すなわち「ＹＥＳ」の選択ボタン２
３２の入力に応じた操作信号）が受信されたか否かを判定する（ステップＳＦ４）。
　このステップＳＦ４の判定処理にて、「実施行動」を示す操作信号が受信されたと判定
されると、行動記録部４５５は、候補行動が「実施行動」であることを示す情報と、当該
候補行動の種別と、当該候補行動が実施されたと判定された時刻とを、記憶手段３３に記
憶させる（ステップＳＦ５）。この後、制御手段４５は、処理をステップＳＦ１に戻す。
【０１１５】
　一方、ステップＳＦ４の判定処理にて、「実施行動」を示す操作信号は受信されていな
いと判定されると、行動記録部４５５は、「不実施行動」を示す操作信号が受信されたか
否かを判定する（ステップＳＦ６）。
　このステップＳＦ６の判定処理にて、当該操作信号が受信されたと判定されると、行動
記録部４５５は、候補行動が「不実施行動」であることを示す情報と、当該候補行動の種
別と、当該候補行動が実施されたと判定された時刻とを、記憶手段３３に記憶させる（ス
テップＳＦ７）。この際、条件修正部４６１による判定条件の修正も行われる。この後、
制御手段４５は、処理をステップＳＦ１に戻す。
【０１１６】
　ステップＳＦ６の判定処理にて、当該操作信号は受信されていないと判定されると、行
動記録部４５５は、ステップＳＦ３にて操作信号が送信されてから所定時間（確認画面Ｃ
Ｓが表示されてから、入力操作が行われずに非表示となるまでの時間）が経過したか否か
を判定する（ステップＳＦ８）。
　このステップＳＦ８の判定処理にて、所定時間が経過していないと判定されると、制御
手段４５は、処理をステップＳＦ４に戻す。
　一方、ステップＳＦ８の判定処理にて、所定時間が経過したと判定されると、行動記録
部４５５は、候補行動が「保留行動」であることを示す情報と、当該候補行動の種別と、
当該候補行動が実行されたと判定された時刻とを、記憶手段３３に記憶させる（ステップ
ＳＦ９）。この後、制御手段４５は、処理をステップＳＦ１に戻す。
　このような第２記録処理により、実施されたと判定された候補行動が、「実施行動」、
「不実施行動」又は「保留行動」として記録される。
【０１１７】
　［履歴修正処理］
　次に、記録装置４により実行される履歴修正処理について説明する。
　図１５は、当該履歴修正処理を示すフローチャートである。
　本実施形態においては、履歴修正処理は、記憶手段３３に記憶された履歴修正プログラ
ム（アプリケーション）を実行する記録装置４のみで行われる。
　この履歴修正処理では、図１５に示すように、まず、表示制御部４５２が、前述の履歴
修正画面ＲＭを表示させる（ステップＳＧ１）。
【０１１８】
　この後、履歴修正部４６０が、履歴修正画面ＲＭと、当該履歴修正画面ＲＭから遷移す
る行動修正画面ＡＭ及び行動追加画面（図示省略）とにおける使用者の入力操作に基づい
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て、記憶手段３３に記憶された行動履歴を修正する（ステップＳＧ２）。
　また、条件修正部４６１が、修正された行動の種別と、当該行動が実施された際の使用
者の動き情報及び生体情報の推移、並びに、発生時刻とに基づいて、記憶手段３３に記憶
された判定条件を前述のように修正する（ステップＳＧ３）。
　そして、上記履歴修正プログラムの実行を終了する操作が使用者により行われると、制
御手段４５は、履歴修正処理を終了する。
【０１１９】
　［第３実施形態の効果］
　以上説明した本実施形態に係る行動記録装置１Ｂによれば、前述の行動記録装置１Ａと
同様の効果を奏することができる。また、このような行動記録装置１Ｂの検出装置２Ｂ及
び記録装置４は、前述の行動記録装置１，１Ａと同様に、サーバーＳＶに動き情報及び生
体情報、並びに、使用者の行動履歴を送信でき、また、記録装置４は、当該サーバーＳＶ
からのアドバイス等を受信及び表示できる。
【０１２０】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。
　ここで、前述の行動記録装置１，１Ａは、それぞれ別体である検出装置２，２Ａ及び操
作装置３を備え、行動記録装置１Ｂは、それぞれ別体である検出装置２Ｂ及び記録装置４
を備える構成であった。これに対し、本実施形態に係る行動記録装置は、１つの装置で、
使用者の動き情報及び生体情報を検出及び記録するとともに、使用者の行動の履歴を記録
及び修正する点で相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一又は略同一
である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１２１】
　図１６は、本実施形態に係る行動記録装置１Ｃの構成を示すブロック図である。
　本実施形態に係る行動記録装置１Ｃは、前述の検出装置２，２Ａ，２Ｂと同様に、例え
ば使用者の手首にバンドＢＮ等により装着される。この行動記録装置１Ｃは、図１６に示
すように、表示手段２２、入力手段２３Ｃ、検出手段２４、記憶手段２５、送受信手段２
６及び制御手段２９と、これらを内部に収納する筐体２１とを備える。
　なお、入力手段２３Ｃは、図示を省略するが、前述の各種ボタン２３１～２３７の他に
、表示手段２２における画像の表示領域に応じて設けられるタッチパネルを備え、これら
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２９に出力する。
【０１２２】
　制御手段２９は、行動記録装置１Ｂの動作を制御するものであり、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）等を備えて構成される。この制御手段２９は、当該ＣＰＵが記憶手段２
５に記憶されたプログラムを処理することで、計時部２７１、表示制御部２７２Ｂ、検出
結果記録部２７３、カロリー算出部２７４、行動記録部２７５、条件生成部２７６、行動
判定部２７７、履歴記録部２７８、履歴修正部２８０Ｂ、条件修正部２８１Ｂとして機能
する。
　これらのうち、表示制御部２７２Ｂは、表示制御部２７２と同様に、表示手段２２によ
る画像表示を制御する。この表示制御部２７２Ｂは、行動判定部２７７により候補行動が
生じたと判定された際に、前述の確認画面ＣＳを表示させる。また、記憶手段２５に記憶
された行動履歴を修正するための入力操作が行われた際には、前述の履歴修正画面ＲＭ、
行動修正画面ＡＭ及び行動追加画面と同様の画面を表示させる。
【０１２３】
　履歴修正部２８０Ｂは、本発明の行動修正手段に相当し、履歴修正部２８０，４６０と
同様に、記憶された行動履歴を修正する。すなわち、履歴修正部２８０Ｂは、履歴修正画
面ＲＭ、行動修正画面ＡＭ及び行動追加画面の表示時に使用者により実施された入力操作
に基づいて、記憶手段２５に記憶された行動履歴を修正する。
　条件修正部２８１Ｂは、本発明の条件修正手段に相当し、条件修正部２８１，４６１と
同様に、履歴修正部２８０Ｂによる行動履歴の修正内容に基づいて、各行動種別について
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の判定条件を修正する。
【０１２４】
　［第４実施形態の効果］
　このような行動記録装置１Ｃは、検出装置２にて実施される結果記録処理や、図８で示
した検出装置２による行動記録処理と同様の行動記録処理を実行する他、図１５で示した
記録装置４による履歴修正処理と同様の履歴修正処理を実行する。これにより、行動記録
装置１Ｃは、前述の行動記録装置１，１Ａ，１Ｂと同様の効果を奏することができる。
　また、行動記録装置１Ｃは、人体に装着される１つの装置で、使用者の動き情報及び生
体情報を検出及び記録するとともに、使用者の行動の履歴を記録及び修正するので、当該
行動記録装置１Ｃと通信する他の装置が必須ではない。従って、前述の行動記録装置１，
１Ａ，１Ｂと比べて、構成を簡略化できる他、携帯性及び使い勝手を向上できる。
　なお、行動記録装置１Ｃは、行動記録装置１，１Ａ，１Ｂと同様に、記録した行動履歴
や、使用者の動き情報及び生体情報をサーバーＳＶに送信し、当該サーバーＳＶからアド
バイス等を受信することも可能である。
【０１２５】
　［実施形態の変形］
　本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲で
の変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　前記第２～第４実施形態では、条件生成部２７６が、検出手段２４による検出結果に基
づいて、各行動種別についての判定条件を生成するとしたが、本発明はこれに限らない。
例えば、検出装置２のように、当該各行動種別についての判定条件を、予め記憶手段２５
に記憶させておいてもよい。すなわち、当該判定条件を修正する構成が含まれていればよ
く、判定条件を生成しなくてもよい。また、割当ボタン２３４～２３７は、必ずしも設け
られていなくてもよい。
　更に、判定条件の内容も適宜変更可能である。例えば、判定条件に時刻は含まれていな
くてもよい。また、各センサー２４１～２４５による検出結果の全てに対して範囲或いは
閾値が設定されていなくてもよく、当該各センサー２４１～２４５の少なくともいずれか
の検出結果に応じた範囲或いは閾値が設定されていればよい。
【０１２６】
　前記各実施形態では、検出手段２４は、加速度センサー２４１、温度センサー２４２、
脈拍センサー２４３、位置センサー２４４及び高度センサー２４５を備える構成であった
が、本発明はこれに限らない。すなわち、これらセンサー２４１～２４５のうち、いずれ
かが無くてもよく、他のセンサーが含まれていてもよい。
【０１２７】
　前記各実施形態では、検出装置２，２Ａ，２Ｂ及び行動記録装置１Ｂは、使用者の手首
に装着されるとしたが、本発明はこれに限らない。すなわち、使用者の動き情報及び生体
情報を検出可能であれば、これらの装着部位はどこでもよい。
【０１２８】
　前記各実施形態では、操作装置３、記録装置４及び行動記録装置１Ｂは、サーバーＳＶ
からダイエットや健康状態等に関するアドバイスを受信するとしたが、本発明はこれに限
らない。例えば、記録された行動履歴、生体情報及び動き情報に基づいて、当該アドバイ
ス等のメッセージを生成して、表示手段に表示させる生成手段を、これら各装置に設けて
もよい。このような生成手段は、例えば、所定のプログラムを実行するＣＰＵにより実現
できる。
【０１２９】
　前記第３実施形態では、検出装置２Ｂは、記録装置４に検出結果を常に送信するとした
が、本発明はこれに限らない。すなわち、検出装置２Ｂは、検出結果を記憶手段２５に記
憶しておき、使用者の所望のタイミング、記録装置４と通信可能な状態となったタイミン
グ、或いは、予め定められた時刻に達したタイミング等にて、記録装置４に検出結果を送
信する構成としてもよい。
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【０１３０】
　前記第１実施形態では、行動記録装置１は、検出装置２及び操作装置３の組み合わせと
し、前記第２実施形態では、行動記録装置１Ａは、検出装置２Ａ及び操作装置３の組み合
わせとし、前記第３実施形態では、行動記録装置１Ｂは、検出装置２Ｂ及び記録装置４の
組み合わせとし、前記第４実施形態では、行動記録装置１Ｃは、単独で機能する１つの装
置として構成した。しかしながら、本発明はこれに限らない。すなわち、行動記録装置は
、上記機能を実現できれば、上記各手段をそれぞれ個別の装置として構成して、システム
として機能するものでもよく、当該各手段の組み合わせは、適宜変更可能である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ…行動記録装置、２，２Ａ…検出装置（検出記録装置）、２Ｂ…
検出装置、３…操作装置、４…記録装置、２２，３１…表示手段、２３，２３Ａ，２３Ｃ
，３２…入力手段、２４…検出手段、２５，３３…記憶手段、２６…送受信手段（検出記
録装置側送受信手段、送信手段）、３４…送受信手段（操作装置側送受信手段、受信手段
）、２７１，４５１…計時部（計時手段）、２７７，４５７…行動判定部（行動判定手段
）、２７８，４５９…履歴記録部（履歴記録手段）、２８０，２８０Ｂ，４６０…履歴修
正部（行動修正手段）、２８１，２８１Ｂ，４６１…条件修正部（条件修正手段）。

【図１】 【図２】
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