JP 6474287 B2 2019.2.27

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
計測システムに固有の送信方式により一部の地点と他の地点とを含む複数の地点から送
信される電磁波を受信する電子機器において、
前記電磁波を受信する受信部と、
前記送信方式に関する情報と前記送信方式により送信される電磁波を受信可能な受信方
式に関する情報とが記憶されている記憶部と、
前記受信部が受信した前記一部の地点から送信される電磁波に含まれる情報を、前記記
憶部に記憶されている送信方式に関する情報と比較することで、前記送信方式を特定し、
特定された前記送信方式に基づいて前記他の地点から送信される電磁波の受信方式を設定
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する制御部と、
を備える電子機器。
【請求項２】
前記一部の地点は、２つの地点を含み、
前記制御部は、
前記２つの地点において受信した前記電磁波に基づいて特定された前記送信方式が互い
に一致する場合に、特定された送信方式に基づいて前記他の地点から送信される電磁波の
受信方式を設定する請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
前記送信方式は、送信される電磁波のパターン、送信される電磁波の周波数、および送
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信される電磁波の強度のうち少なくとも１つを含む情報を含む請求項１または請求項２に
記載の電子機器。
【請求項４】
前記受信方式は、前記送信方式に関連付けられる、前記送信される電磁波を受信すると
きのゲイン情報、および、前記送信される電磁波を受信するときのフィルタの帯域情報の
うち少なくとも１つを含み、
前記受信部は、
前記送信方式に関連づいている前記受信方式に設定を切り替える設定切替部、を備える
請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の電子機器。
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【請求項５】
前記制御部は、前記設定された受信方式により複数の地点から送信される電磁波を受信
し、当該受信される時間の間隔を測定する請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の
電子機器。
【請求項６】
前記電子機器は、時刻を計時する計時機能と、前記設定された受信方式により受信した
電磁波に基づく情報と前記時刻とを表示可能な表示部と、を有する電子時計である請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
記憶部に電磁波の送信方式に関する情報と前記送信方式により送信される電磁波を受信
可能な受信方式に関する情報とが記憶され、固有の送信方式により一部の地点と他の地点
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とを含む複数の地点から送信される電磁波を受信する電子機器のコンピュータに、
電磁波を受信する受信手順と、
前記受信手順によって受信された前記一部の地点から送信される電磁波に含まれる情報
を、前記記憶部に記憶されている送信方式に関する情報と比較することで、前記送信方式
を特定する特定手順と、
前記特定手順によって特定された前記送信方式に基づいて前記他の地点から送信される
電磁波の受信方式を設定する手順と、
を実行させる電子機器の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
30

【技術分野】
【０００１】
本発明は、電子機器および電子機器の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
コースに沿って設置された計測ポイントを順に通過しながらゴールを目指すようなスポ
ーツ競技において、競技者が計測ポイントを通過したことの判定、および通過した時間の
計測等の作業を自動化するために、電子機器を使用した計測システムが用いられることが
ある。なお、計測ポイントを順に通過しながらゴールを目指すようなスポーツ競技とは、
例えばマラソンやトライアスロン、オリエンテーリング等である。
このような計測システムでは、例えば、各競技者のゼッケンやシューズ、リストバンド
、腕時計等にＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
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Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏ

ｎ；小型省電力ＩＣ通信技術）タグを装着する。そして、計測ポイント上に敷かれたマッ
トに組み込まれたＲＦＩＤリーダーが、ＲＦＩＤタグからの電波を受信することによって
、競技者が計測ポイントを通過したことを判定する。
【０００３】
また、これに関して、例えば特許文献１に電子腕時計とリーダー装置とが電磁波を用い
て通信を行う技術が開示されている。特許文献１に記載の技術では、スタート地点、通過
地点およびゴール地点にリーダー装置が設置され、リーダー装置が発する電磁波を、競技
者により着用される電子腕時計が受信する。そのとき電子腕時計は、自己のＩＤ（Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ；識別子）コードを含めた電磁波をリーダー装置に送信する。リーダー装
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置は受け取ったＩＤコードを計時・認識処理装置に送信し、計時・認識処理装置はスプリ
ットタイムやトータル時間等を算出する。そして、計時・認識処理装置が算出した各時間
情報を、リーダー装置が電子腕時計に送信し、電子腕時計は各時間情報を表示部に表示す
る。
【０００４】
また、例えば特許文献２には、計測ポイントに設置されているマットが生成した磁気信
号をＲＦＩＤタグで受信し、受信した信号に応答する技術が開示されている。特許文献２
に記載の技術では、ＲＦＩＤタグを備える個人用運動装置を競技者が着用する。また、計
測システムでは、磁界を生成する複数のマットがレースコースに沿って設置される。計測
システムでは、競技者がコースに沿って進むのに伴い、ＲＦＩＤタグを各マットでトリガ
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し、レースデータを個人用運動装置のディスプレイに表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５−１７２９６０号公報
【特許文献２】特表２０１０−５３２６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１および特許文献２に記載の技術では、競技大会毎に送受信方
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式が複数のうちの１つに固定されていたので、競技大会毎にマットから送信される送信信
号が電子腕時計の受信方式と異なる場合、マットから送信される送信信号を所望の精度で
電子腕時計が受信することができない場合がある。
【０００７】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、送信信号の種類が複数ある場合
であっても、所望の精度で送信信号を受信できる電子機器および電子機器の制御プログラ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る電子機器は、計測システムに固有の送
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信方式により一部の地点と他の地点とを含む複数の地点から送信される電磁波を受信する
電子機器において、前記電磁波を受信する受信部と、前記送信方式に関する情報と前記送
信方式により送信される電磁波を受信可能な受信方式に関する情報とが記憶されている記
憶部と、前記受信部が受信した前記一部の地点から送信される電磁波に含まれる情報を、
前記記憶部に記憶されている送信方式に関する情報と比較することで、前記送信方式を特
定し、特定された前記送信方式に基づいて前記他の地点から送信される電磁波の受信方式
を設定する制御部と、を備える。
【０００９】
また、本発明の一態様に係る電子機器において、前記一部の地点は、２つの地点を含み
、前記制御部は、前記２つの地点において受信した前記電磁波に基づいて特定された前記
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送信方式が互いに一致する場合に、特定された送信方式に基づいて前記他の地点から送信
される電磁波の受信方式を設定するようにしてもよい。
【００１０】
また、本発明の一態様に係る電子機器において、前記送信方式は、送信される電磁波の
パターン、送信される電磁波の周波数、および送信される電磁波の強度のうち少なくとも
１つを含む情報を含むようにしてもよい。
【００１１】
また、本発明の一態様に係る電子機器において、前記受信方式は、前記送信方式に関連
付けられる、前記送信される電磁波を受信するときのゲイン情報、および、前記送信され
る電磁波を受信するときのフィルタの帯域情報のうち少なくとも１つを含み、前記受信部
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は、前記送信方式に関連づいている前記受信方式に設定を切り替える設定切替部、を備え
るようにしてもよい。
【００１２】
また、本発明の一態様に係る電子機器において、前記制御部は、前記設定された受信方
式により複数の地点から送信される電磁波を受信し、当該受信される時間の間隔を測定す
るようにしてもよい。
【００１３】
また、本発明の一態様に係る電子機器において、前記電子機器は、時刻を計時する計時
機能と、前記設定された受信方式により受信した電磁波に基づく情報と前記時刻とを表示
可能な表示部と、を有する電子時計であるようにしてもよい。
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【００１４】
上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る電子機器の制御プログラムは、記憶部
に電磁波の送信方式に関する情報と前記送信方式により送信される電磁波を受信可能な受
信方式に関する情報とが記憶され、固有の送信方式により一部の地点と他の地点とを含む
複数の地点から送信される電磁波を受信する電子機器のコンピュータに、電磁波を受信す
る受信手順と、前記受信手順によって受信された前記一部の地点から送信される電磁波に
含まれる情報を、前記記憶部に記憶されている送信方式に関する情報と比較することで、
前記送信方式を特定する特定手順と、前記特定手順によって特定された前記送信方式に基
づいて前記他の地点から送信される電磁波の受信方式を設定する手順と、を実行させる。
【発明の効果】
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【００１５】
本実施形態によれば、送信信号の種類が複数ある場合であっても、所望の精度で送信信
号を受信できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態に係るレース会場の一例を示す概略図である。
【図２】本実施形態に係る計測システムの一例を示す概略図である。
【図３】本実施形態に係るリーダー装置および電子機器の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図４】本実施形態に係る操作部の一例を説明する図である。
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【図５】本実施形態に係るリーダー装置が電子機器に送信信号の例を説明する図である。
【図６】本実施形態に係る送信信号毎の電界強度の関係と、マットからの距離と電界強度
との関係の一例を説明する図である。
【図７】本実施形態に係る記憶部に記憶されている送信方式に関する情報の一例を説明す
る図である。
【図８】本実施形態に係る記憶部に記憶されている受信方式に関する情報の一例を説明す
る図である。
【図９】本実施形態に係る制御部が行う処理手順のフローチャートである。
【図１０】本実施形態に係る２つ目の地点で受信設定を行う場合に制御部が行う処理手順
のフローチャートである。

40

【図１１】本実施形態に係る計測システムの構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】本実施形態に係る記憶部に記憶されている受信設定に関する情報の一例を説明
する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本発明の実施形態に
おける電子機器は、マラソン競技の競技者の手首に装着されるスポーツウォッチを例示し
て説明する。競技者は競技中に、スポーツウォッチのディスプレイに表示される各種の時
間情報等を確認することによって、走行するペースを上げたり下げたりする等の判断をす
る。
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なお、本発明はマラソン競技のみに限られるものではなく、例えばトライアスロン、水
泳競技、自転車競技、スピードスケート競技、登山、およびオリエンテーリングに適用す
ることが可能である。また、本発明はコースに沿って設置された計測ポイントを順に通過
しながらゴールを目指すようなスポーツ競技、およびスカベンジャーハント等のレクリエ
ーション等においても適用することが可能である。
【００１８】
図１は、本実施形態に係るレース会場の一例を示す概略図である。
図１に示すように、レース会場は、レースコース４０、スタート地点３０−１、関門地
点３０−２〜３０−４、およびゴール地点３０−５を含んでいる。なお、スタート地点３
０−１、関門地点３０−２〜３０−４、およびゴール地点３０−５のうち１つの地点を特
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定しない場合は、単に地点３０という。また、関門地点３０−２〜３０−４のうち１つの
地点を特定しない場合は、単に関門地点３０という。
【００１９】
レースコース４０は、マラソン競技において、競技者が走行する経路である。レースコ
ース４０は、例えば市街地の道路上等を利用して設営される。競技者は、スタート地点３
０−１から走行を開始し、レースコース４０に沿って走行をして、ゴール地点３０−５に
到達した後に走行を終了する。
【００２０】
スタート地点３０−１（最初の地点）は、競技者が競技を開始する地点、すなわち走行
を開始する地点である。スタート地点３０−１には、リーダー装置２０−１が設置されて
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いる。リーダー装置２０−１は、通常、例えばスタート地点３０−１の路面上に引かれる
スタートラインの位置に合わせて設定される。ここで、リーダー装置２０−１〜２０−５
のうち１つのリーダー装置を特定しない場合は、単にリーダー装置２０という。リーダー
装置２０は、後述するように、送信信号を送信する。
なお、特に参加する競技者の人数が多いマラソン大会等においては、競技者が走行を開
始する地点が、スタートラインから数十メートル〜数百メートル手前であって、レースコ
ース４０の始点であるスタート地点３０−１から離れた地点になる場合がある。
【００２１】
関門地点３０−２〜３０−４は、レースコース４０に沿ってそれぞれ互いに離れた地点
に配置される。関門地点３０−２〜３０−４は、競技者がスタート地点３０−１からゴー
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ル地点３０−５まで走行するまでの間に通過する地点である。関門地点３０−２〜３０−
４それぞれには、対応するリーダー装置２０−２〜２０−４が設置されている。
【００２２】
図１に示す例において、関門地点３０−２は、スタート地点３０−１からレースコース
４０上に沿って進みおよそ１０ｋｍ経過した地点に配置されている。同様に、関門地点３
０−３、関門地点３０−４はそれぞれスタート地点３０−１からレースコース４０上に沿
って進みおよそ２０ｋｍ、３０ｋｍ経過した地点に配置されている。
なお、リーダー装置２０（除く２０−１および２０−５）は、関門地点３０−２〜３０
−４の地点から離れて設置される場合がある。関門地点３０−２〜３０−４の地点から離
れて設置される場合とは、レースコース４０が使用する道路交通上の制約等によって、例
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えば関門地点３０−２を１０ｋｍ地点の前後いずれかに数十メートル〜数百メートル離し
て設置しなければならないような場合である。
【００２３】
ゴール地点３０−５は、競技者がレースコース４０の完走を果たして、走行を終了する
地点である。ゴール地点３０−５には、リーダー装置２０−５が設置されている。
【００２４】
次に、計測システムの概略について図面を参照しながら説明する。
図２は、本実施形態に係る計測システム１の一例を示す概略図である。
図２に示すように、計測システム１は、リーダー装置２０と電子機器１０とを含んで構
成される。
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【００２５】
リーダー装置２０は、所定の範囲に磁界を発生させることで、送信信号（以降、電磁波
と称する場合もある）を所定の範囲に送信する。送信信号は、使用される計測システム１
によって異なっている。送信信号は、後述するように、例えば、５０Ｈｚの信号、情報を
含む信号、信号レベルが変化しない信号等である。
【００２６】
電子機器１０は、競技者の手首に装着されている。なお、電子機器１０は、競技者が身
につけている靴、ウェア、または競技者の足首、首、頭部等に装着されていてもよい。図
２に示す例の電子機器１０は、腕時計型の機器である。電子機器１０を装着した競技者が
リーダー装置２０の上を通過したとき、電子機器１０は、リーダー装置２０が発生させた
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磁界２５に含まれる送信信号を受信し、受信した送信信号に応じた処理を行う。なお、電
子機器１０が行う処理については、後述する。
【００２７】
（リーダー装置および電子機器の構成）
次に、リーダー装置２０および電子機器１０の構成について説明する。
図３は、本実施形態に係るリーダー装置２０および電子機器１０の構成の一例を示すブ
ロック図である。
まず、リーダー装置２０の構成について説明する。
図３に示すように、リーダー装置２０は、制御部２１、送信回路２２、およびマット２
３を備える。また、マット２３は、アンテナ２３１を備える。
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【００２８】
制御部２１は、送信信号を生成し、生成した送信信号を送信回路２２に出力する。
送信回路２２は、アンテナ２３１と接続されている。送信回路２２は、制御部２１が出
力した送信信号を磁界２５（図２）に乗せて、アンテナ２３１を介して送信する。なお、
送信回路２２は、計測システム１で用いられる送信信号のフォーマットに応じて、送信信
号に対して符号化、および変調等を行う。
【００２９】
マット２３は、競技者が競技中に踏み越えていく際に、違和感なく走行を継続できるた
めに適切な硬度や薄さ、大きさ等を具備する部材によって作られる。また、マット２３は
、競技の参加者全員がマット２３を踏み越えても十分に耐えうるだけの耐久性と、マット
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２３の内部に含まれるアンテナ２３１等を十分に保護できるだけの耐衝撃性、および雨天
の場合でもアンテナ２３１を十分に保護できるだけの耐水性、等を備えて構成される。
アンテナ２３１は、マット２３に埋め込まれ、例えば導線部分を環状のコイルにしたも
のある。
【００３０】
次に、電子機器１０の構成について説明する。
電子機器１０は、計時部１１、アンテナ１２、受信回路１３、制御部１４、操作部１５
、表示部１６、記憶部１７、および電源部１８を備える。
【００３１】
計時部１１は、水晶振動子を備え、水晶振動子の振動に基づいた所定周波数（例えば３
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２［ｋＨｚ］）の発振信号を発生させる。計時部１１は、発生させた発振信号を分周して
計時に用いられる基準信号を生成する。基準信号の駆動周波数は、例えば１［Ｈｚ］であ
る。計時部１１は、生成した基準信号を用いて計時を行い、計時した結果を制御部１４に
出力する。計時した結果とは、現在時刻、地点３０毎のラップタイム、スプリットタイム
、ランタイム等である。
【００３２】
なお、ラップタイムとは、所定の区間における経過時間であり、図１において、例えば
スタート地点３０−１から関門地点３０−２までの移動に要した経過時間である。また、
ランタイムとは、スタート地点３０−１からゴール地点３０−５までの移動に要した経過
時間であり、各区間におけるラップタイムの合計時間である。また、スプリットタイムと
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は、スタート地点３０−１から各地点３０までの移動に要した途中経過時間である。
【００３３】
アンテナ１２は、リーダー装置２０が発生させた磁界２５を受信する。アンテナ１２は
、受信した磁界２５を電気信号に変換し、変換した電気信号を受信回路１３に出力する。
なお、アンテナ１２は、磁界２５を受信するほか、送信所から送信される標準電波を受信
するためのアンテナを兼ねたアンテナであってもよい。なお、送信所は、電波によって時
刻を合わせる電波時計用に標準電波を送信する。すなわちアンテナ１２は、電子機器１０
が電波時計の場合、電波時計用の電波と、リーダー装置２０が送信する磁界２５とを受信
するようにしてもよい。
【００３４】
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受信回路１３は、設定切替部１３１、フィルタ１３２、及びアンプ１３３を備える。受
信回路１３は、アンテナ１２が出力した電気信号から、設定切替部１３１が切り替えたフ
ィルタ１３２およびアンプ１３３を用いて送信信号を抽出する。受信回路１３は、抽出し
た送信信号を制御部１４に出力する。なお、受信回路１３は、復号回路および復調回路等
を備えていてもよい。
設定切替部１３１は、制御部１４の制御によって、フィルタ１３２およびアンプ１３３
の設定を切り替える。フィルタ１３２は、例えばＢＰＦ（帯域通過フィルタ）である。ア
ンプ１３３は、増幅回路である。
【００３５】
制御部１４は、受信回路１３が出力した送信信号に含まれる情報を、記憶部１７に記憶
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されている送信方式に関する情報と比較することで、リーダー装置２０が送信した送信信
号の送信方式を特定する。制御部１４は、特定した送信方式に基づいて、受信方式を特定
する。制御部１４は、特定した受信方式に基づいて、記憶部１７に記憶されている受信設
定を選択し、選択した受信設定に応じて、設定切替部１３１を切り替える。なお、制御部
１４は、選択した受信設定を示す情報を、記憶部１７に記憶させるようにしてもよい。ま
た、リーダー装置２０によって送信される送信信号に関する情報および受信設定について
は、後述する。
【００３６】
また、制御部１４は、操作部１５の操作によって、例えばマラソン等の計測モードが選
択されたことを検出する。制御部１４は、計測モードが選択されたことを検出したとき、

30

ラップタイムおよびスプリットタイムをリセットするように計時部１１を制御する。また
、制御部１４は、最初に送信信号を受信したとき、計時部１１にラップタイムおよびスプ
リットタイムの計時を開始するように制御し、２回目以降に送信信号を受信したとき、１
つ前に受信した地点３０から現在受信した地点３０までのラップタイプを、計時部１１を
制御して計測する。そして、制御部１４は、ゴール地点３０−５（図１）のリーダー装置
２０から送信信号を受信したとき、スタート地点３０−１（図１）からゴール地点３０−
５（図１）までのランタイムを計測する。制御部１４は、計測したラップタイムやランタ
イムを表示部１６に表示させる。なお、制御部１４は、計測した結果それぞれを関連付け
て記憶部１７に記憶させるようにしてもよい。
【００３７】
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操作部１５は、競技者から操作入力を受け付け、受け付けた操作結果を制御部１４に出
力する。操作部１５は、例えば、入力ボタンや、ねじ、ダイヤル、タッチパッド、ポイン
ティングデバイス等の部材である。
図４は、本実施形態に係る操作部１５の一例を説明する図である。図４に示すように、
電子機器１０は、５つのボタン（ＳＷＡ、ＳＷＢ、ＳＷＣ、ＳＷＤ、ＳＷＥ）と表示部１
６とを含んで構成される。ボタンＳＷＡ、ＳＷＢ、ＳＷＣ、ＳＷＤ、ＳＷＥは、操作部１
５である。なお、図４に示した例では、操作部１５が５つのスイッチで構成される例を示
したが、ボタンの数は５つに限らず、４つ以下であっても６つ以上であってもよい。
【００３８】
図３に戻って電子機器１０の説明を続ける。
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表示部１６には、制御部１４の制御に応じて時刻情報、地点３０毎のラップタイム、ス
プリットタイム等が表示される。表示部１６は、例えば、液晶（ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ
Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｄｉｓｐｌａｙ）パネル、有機ＥＬ（エレクトロルミネセンスパネル）

パネル等である。または、表示部１６は、指針と文字板を有していている。
【００３９】
記憶部１７には、送信方式に関する情報と、受信方式に関する情報とが記憶されている
。なお、送信方式に関する情報とは、送信信号（電磁波）のパターン（以下、信号パター
ンともいう）、送信信号の強度（以下、信号強度ともいう）、送信信号の周波数（以下、
信号周波数ともいう）、変調方式、符号化方式等に関する情報である。また、受信方式に
関する情報とは、受信信号のパターン、受信信号の強度、受信信号の周波数、復調方式、
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復号化方式等に関する情報である。また、受信設定とは、受信信号のパターン、受信信号
の強度、受信信号の周波数の組み合わせである。なお、送信方式に関する情報、受信方式
に関する情報、および受信設定については後述する。
【００４０】
電源部１８は、一次電池であり、例えば３［Ｖ］のコインリチウム電池である。なお、
電源部１８は、ソーラーパネルと二次電池を備えていてもよい。電源部１８は、電子機器
１０の計時部１１、受信回路１３、制御部１４、表示部１６、および記憶部１７に電力を
供給する。
【００４１】
（送信信号の例）
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次に、リーダー装置２０が電子機器１０に送信する送信信号の例を説明する。
図５は、本実施形態に係るリーダー装置２０が電子機器１０に送信信号の例を説明する
図である。図５において、横軸は時刻、縦軸は信号のレベルを表す。Ｈ１〜Ｈ３それぞれ
はハイレベルを表し、Ｌはローレベルを表す。波形ｇ１０１〜波形ｇ１０３それぞれは、
送信信号の波形である。なお、電子機器１０が受信する受信信号は、図５に示した送信信
号に基づく信号である。
図５に示すように、波形ｇ１０１は、ハイレベルの値がＨ１である。また、波形ｇ１０
１は、１周期がＴ１であり、ハイレベルの期間が例えば５０％、ローレベルの期間が５０
％である。本実施形態では、波形ｇ１０１の送信信号を、信号パターンＰ１という。
【００４２】
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波形ｇ１０２は、ハイレベルの値がＨ２である。また、波形ｇ１０２は、１周期がＴ２
である。また、波形ｇ１０２の送信信号は、情報が含まれている例であるため、ハイレベ
ルの期間とローレベルの期間が情報によって異なる。なお、情報とは、例えば、各地点３
０の位置（緯度、経度）を示す情報である。本実施形態では、波形ｇ１０２の送信信号を
、信号パターンＰ２という。
【００４３】
波形ｇ１０３は、ハイレベルの値がＨ３である。また、波形ｇ１０３は、ハイレベルの
期間が１００％である。本実施形態では、波形ｇ１０３の送信信号を、信号パターンＰ３
という。
なお、図５に示した送信信号の信号パターンは一例であり、これに限られない。
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【００４４】
制御部１４は、送信信号が第１の送信方式である場合、送信信号がＨレベルとＬレベル
とに変化することを検出して、リーダー装置２０からの送信信号を受信したことを検出す
る。また、制御部１４は、送信信号が第２の送信方式である場合、送信信号に含まれてい
る情報を抽出する。さらに、制御部１４は、送信信号が第３の送信方式である場合、Ｈレ
ベルの送信信号を受信することで、リーダー装置２０からの送信信号を受信したことを検
出する。
【００４５】
次に、受信信号の強度について説明する。
図６は、本実施形態に係る送信信号毎の電界強度の関係と、マット２３からの距離と電
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界強度との関係の一例を説明する図である。図６において、横軸はマット２３からの距離
［ｍ］、縦軸は電界強度［Ｖ／ｍ］である。
実線ｇ２０１は、マット２３からの距離がＬ１のときの電界強度がＥ１、マット２３か
らの距離がＬ２のときの電界強度がＥ１１の特性の送信信号である。
破線ｇ２０２は、マット２３からの距離がＬ１のときの電界強度がＥ２、マット２３か
らの距離がＬ２のときの電界強度がＥ１２の特性の送信信号である。
一点鎖線ｇ２０３は、マット２３からの距離がＬ１のときの電界強度がＥ３、マット２
３からの距離がＬ２のときの電界強度がＥ１３の特性の送信信号である。
【００４６】
なお、電界強度Ｅ１は、電界強度Ｅ１１、Ｅ２、およびＥ３より大きい。また、電界強
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度Ｅ２は、電界強度Ｅ１２およびＥ３より大きい。さらに、電界強度Ｅ３は、電界強度Ｅ
１３より大きい。また、距離Ｌ１は、距離Ｌ２より小さい。すなわち、距離Ｌ１の位置は
、距離Ｌ２の位置よりマット２３に近い。
【００４７】
例えば、第１のリーダー装置２０の送信信号が、信号パターン１かつ電界強度が実線ｇ
２０１の特性であり、第２のリーダー装置２０の送信信号が、信号パターン２かつ電界強
度が破線ｇ２０２の特性であり、第３のリーダー装置２０の送信信号が、信号パターン３
かつ電界強度が一点鎖線ｇ２０３の特性である。
または、第１のリーダー装置２０の送信信号が、信号パターン１かつ電界強度の特性が
実線ｇ２０１であり、第２のリーダー装置２０の送信信号が、信号パターン１かつ電界強

20

度の特性が破線ｇ２０２であり、第３のリーダー装置２０の送信信号が、信号パターン１
かつ電界強度の特性が一点鎖線ｇ２０３であってもよい。
なお、図６に示した送信信号（電磁波）の強度は一例であり、送信信号の強度は、例え
ば磁界強度［Ａ／ｍ］であってもよい。送信信号の強度が磁界強度の場合であっても、送
信信号毎の磁界強度が異なっており、各送信信号の磁界強度は、マットからの距離に応じ
て変化する。
【００４８】
次に、記憶部１７に記憶されている情報の一例を説明する。
図７は、本実施形態に係る記憶部１７に記憶されている送信方式に関する情報の一例を
説明する図である。
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図７に示すように、記憶部１７には、信号パターンと、信号強度と、信号周波数とが、
計測システム１毎に関連付けられて記憶されている。例えば、第１システムについて、信
号パターンがＰ１と、信号強度がＩ１と、信号周波数がＦ１とが関連付けられて記憶部１
７に記憶されている。なお、信号パターンの詳細として、１周期の時間または周波数、信
号のデューティ、情報を含む場合の信号のフォーマット等が関連づけられて記憶されてい
る（不図示）。例えば、信号パターンがＰ１の場合は、１周期がＴ１と、デューティが５
０％とが関連付けられている。また、信号の強度とは、図６に示したように、マット２３
からの距離が所定の距離、例えば距離Ｌ１における電界強度である。また、信号周波数と
は、送信信号の１周期の周波数であり、例えば５０Ｈｚである。
【００４９】
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図８は、本実施形態に係る記憶部１７に記憶されている受信方式に関する情報の一例を
説明する図である。
図８に示すように、記憶部１７には、信号パターンと、アンプ１３３に対するゲインと
、フィルタ１３２に対するＢＰＦの設定とが、受信設定に対応付けられて記憶されている
。例えば、第１の受信設定について、信号パターンがＰ１と、ゲインがＧ１と、ＢＰＦの
設定がＦＬ１とが関連付けられて記憶部１７に記憶されている。
【００５０】
（判定と設定処理、計時処理の説明）
次に、判定と設定処理手順、計時処理手順について説明する。
図９は、本実施形態に係る制御部１４が行う処理手順のフローチャートである。なお、
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図９に示す例では、送信パターンが図５に示した３種類ある場合の例である。また、制御
部１４は、競技者によって操作部１５が操作され、例えばマラソンモードを選択したこと
が検出された後に、以下の処理を行う。
【００５１】
（ステップＳ１）制御部１４は、設定切替部１３１を制御して、受信回路１３のアンプ１
３３のゲインをＨ（ハイ）に切り替える。
（ステップＳ２）制御部１４は、アンテナ１２および受信回路１３を介して送信信号を受
信したか否かを判別する。制御部１４は、送信信号を受信したと判別した場合（ステップ
Ｓ２；ＹＥＳ）、ステップＳ３に処理を進め、送信信号を受信していないと判別した場合
（ステップＳ２；ＮＯ）、ステップＳ２の処理を繰り返す。
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【００５２】
（ステップＳ３）制御部１４は、受信した送信信号にパターンがあるか否かを判別する。
制御部１４は、受信した送信信号にパターンがあると判別した場合（ステップＳ３；ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ４に処理を進め、受信した送信信号にパターンがないと判別した場合（
ステップＳ３；ＮＯ）、ステップＳ７に処理を進める。
なお、パターンがある信号とは、信号がハイレベルとローレベルとを有する信号であり
、図５における信号パターンＰ１または信号パターンＰ２である。また、パターンがない
信号とは、信号がハイレベルのみ、またはローレベルのみの信号であり、図５における信
号パターンＰ３である。
【００５３】
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（ステップＳ４）制御部１４は、記憶部１７に記憶されている情報に基づいて、信号パタ
ーンがＰ１であるかＰ２であるかを特定する。制御部１４は、信号パターンがＰ１である
と特定した場合（ステップＳ４；信号パターンＰ１）、ステップＳ５に処理を進め、信号
パターンがＰ２であると特定した場合（ステップＳ４；信号パターンＰ２）、ステップＳ
６に処理を進める。
【００５４】
（ステップＳ５）制御部１４は、受信した送信信号の送信方式を第１システム（図７）の
送信方式であると特定し、特定した送信方式に応じて受信方式を特定する。続けて、制御
部１４は、特定した受信方式に基づいて受信設定１（図８）を選択する。続けて、制御部
１４は、設定切替部１３１を制御して受信設定１に切り替える。具体的には、制御部１４

30

は、図８に示したように、受信する信号パターンをＰ１、アンプ１３３のゲインをＧ１、
フィルタ１３２の設定をＦＬ１に切り替える。制御部１４は、ステップＳ１０に処理を進
める。
【００５５】
（ステップＳ６）制御部１４は、受信した送信信号の送信方式を第２システム（図７）の
送信方式であると特定し、特定送信方式に応じて受信方式を特定する。続けて、制御部１
４は、特定した受信方式に基づいて受信設定２（図８）を選択する。続けて、制御部１４
は、設定切替部１３１を制御して受信設定２に切り替える。具体的には、制御部１４は、
図８に示したように、受信する信号パターンをＰ２、アンプ１３３のゲインをＧ２、フィ
ルタ１３２の設定をＦＬ２に切り替える。制御部１４は、ステップＳ１０に処理を進める

40

。
【００５６】
（ステップＳ７）制御部１４は、設定切替部１３１を制御して、アンプ１３３のゲインを
Ｌ（ロー）に切り替える。この処理の意味合いは、受信した信号がリーダー装置２０から
送信されている送信信号であるか、ノイズであるかを分離するためである。制御部１４は
、ステップＳ８に処理を進める。
【００５７】
（ステップＳ８）制御部１４は、アンテナ１２および受信回路１３を介して信号を受信し
ているか否かを判別する。制御部１４は、送信信号を受信していると判別した場合（ステ
ップＳ８；ＹＥＳ）、ステップＳ９に処理を進める。または、制御部１４は、信号を受信
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していないと判別した場合（ステップＳ８；ＮＯ）、ステップＳ２に処理を戻す。
【００５８】
（ステップＳ９）制御部１４は、受信した送信信号の送信方式を第３システム（図７）の
送信方式であると特定し、特定送信方式に応じて受信方式を特定する。続けて、制御部１
４は、特定した受信方式に基づいて受信設定３（図８）を選択し、ステップＳ１０に処理
を進める。続けて、制御部１４は、設定切替部１３１を操作して受信設定３に切り替える
。具体的には、制御部１４は、図８に示したように、受信する信号パターンをＰ３、アン
プ１３３のゲインをＧ３、フィルタ１３２の設定をＦＬ３に切り替える。制御部１４は、
ステップＳ１０に処理を進める。
【００５９】

10

（ステップＳ１０）制御部１４は、アンテナ１２と、ステップＳ５、Ｓ６、またはＳ９の
いずれか１つの処理によって受信設定に設定された受信回路１３と、を介して送信信号を
受信しているか否かを判別する。制御部１４は、送信信号を受信していると判別した場合
（ステップＳ１０；ＹＥＳ）、ステップＳ１１に処理を進め、送信信号を受信していない
と判別した場合（ステップＳ１０；ＮＯ）、ステップＳ１０の処理を繰り返す。
ここで、ステップＳ１０の処理を行う理由を説明する。競技者がスタート地点３０−１
より手前にいたとき、ステップＳ１の処理によって電子機器１０が信号を受信し、ステッ
プＳ１〜Ｓ９の処理によって、受信設定が完了する。しかしながら、受信設定が完了した
後、アンプ１３３のゲインがＨより小さくなる場合、電子機器１０は、競技者が存在して
いる地点では、送信信号を受信できない。そして、競技者が移動を開始し、リーダー装置

20

２０に近づいた時点で、電子機器１０は、送信信号を受信することができる。このため、
ステップＳ１０の処理によって、受信設定後、電子機器１０は、スタート地点３０−１に
おけるリーダー装置２０からの送信信号を受信する。
【００６０】
（ステップＳ１１）制御部１４は、ステップＳ１０において、送信信号の受信を行うこと
できたとき、送信信号を受信できた時刻をスタート時刻としてタイムを確定（以下、タイ
ム確定ともいう）する。
（ステップＳ１２）制御部１４は、ステップＳ１１でタイム確定した後、同じ地点３０で
タイム確定を再度行わないように、所定の時間、受信待機する。所定の時間経過後、制御
部１４は、ステップＳ１３に処理を進める。
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【００６１】
（ステップＳ１３）制御部１４は、アンテナ１２と受信回路１３とを介して送信信号を受
信しているか否かを判別する。制御部１４は、信号を受信していると判別した場合（ステ
ップＳ１３；ＹＥＳ）、ステップＳ１４に処理を進め、信号を受信していないと判別した
場合（ステップＳ１３；ＮＯ）、ステップＳ１３の処理を繰り返す。
【００６２】
（ステップＳ１４）制御部１４は、ステップＳ１３において、送信信号を受信したとき、
送信信号を受信した時刻を、関門地点３０を通過したときのタイムとして確定する。
（ステップＳ１５）制御部１４は、ゴール地点３０−５に達し、競技者によってマラソン
モードが終了、すなわち計測が終了したか否かを判別する。制御部１４は、計測が終了し
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ていないと判別した場合（ステップＳ１５；ＮＯ）、ステップＳ１２に処理を戻す。また
は、制御部１４は、計測が終了したと判別した場合（ステップＳ１５；ＹＥＳ）、処理を
終了する。
なお、制御部１４は、関門地点３０毎に、ステップＳ１２〜ステップＳ１５の処理を繰
り返す。
【００６３】
なお、ステップＳ１におけるゲインＨの値と、ステップＳ７におけるアンプ１３３のゲ
インＬの値とは、例えば実測によって、予め電子機器１０の設定者が設定する。
【００６４】
また、制御部１４は、送信信号を受信し、送信方式を特定した後、再び送信信号を受信
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するまでの時間間隔を測定する。制御部１４は、ステップＳ１２で説明したように、所定
の時間待機させ、測定した時間間隔が所定の時間より短い場合に、受信した送信信号が同
じ地点の送信信号であると判別する。そして、制御部１４は、測定した時間間隔が所定の
時間より長い場合に、受信した送信信号が異なる地点の送信信号であると判別する。また
、制御部１４は、同じ地点であると判別された送信信号に基づいてタイム確定を行わない
。
これにより、電子機器１０は、同じ地点で受信設定を何度も行うことが無くなり、ノイ
ズによる誤動作を防ぐことができ、さらに消費電力を低減することができる。また、電子
機器１０は、同じ地点で複数回、タイムを確定する誤動作を防ぐことができ、さらに消費
電力を低減することができる。

10

【００６５】
ここで、制御部１４が行う処理の具体例を、図１、図２、および図９を参照して説明す
る。
前述したように、競技への参加者の人数が多い場合、競技者は、スタート時間前にスタ
ート地点３０−１（図１）より手前にいる場合がある。このような場合、競技者によって
、電子機器１０の操作部１５が操作されてマラソンモードが選択された後、図９に示した
処理が開始される。ステップＳ１において、アンプ１３３のゲインがＨに切り替えられる
ため、制御部１４は、スタート地点３０−１より手前の地点で、リーダー装置２０が送信
した送信信号を受信する。制御部１４は、ステップＳ２〜ステップＳ５の処理を行って、
例えば送信信号を信号パターンＰ１であると特定、すなわち第１の送信方式であると特定
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する。そして、制御部１４は、特定した送信方式に基づいて受信方式を特定し、特定した
受信方式によって受信設定１に受信回路１３を設定する（ステップＳ５）。このように、
制御部１４は、最初に送信信号を受信したとき、受信した送信信号（電磁波）に含まれる
情報を、記憶部１７に記憶されている送信方式に関する情報と比較することで、送信信号
の信号パターン、すなわち計測システム１の種類を特定する。そして、制御部１４は、特
定した結果と記憶部１７に記憶されている情報に基づいて、受信設定を選択し、選択した
受信設定に設定切替部１３１を設定する。
そして、受信設定１に設定された結果、制御部１４は、スタート地点３０−１より手前
の地点で、送信信号を受信できなくなり、受信待機状態に制御する（ステップＳ１０）。
【００６６】
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スタート地点３０−１の所定の範囲を競技者が達したとき、制御部１４は、スタート地
点３０−１に達したと判別して、スタート時間を確定する（ステップＳ１１）。
以後、制御部１４は、関門地点３０−２、・・・に達する毎に送信信号を受信し、受信
した時刻をその地点３０を通過したタイムとして確定していく。
ゴール地点３０−５に達し、競技者によってマラソンモードが終了されるまで、制御部
１４は、ステップＳ１２〜ステップＳ１５の処理を繰り返す。
【００６７】
以上のように、本実施形態では、最初の地点（スタート地点３０−１）で設定した受信
設定を、他の地点でも用いる。
なお、制御部１４は、信号パターンの有り無しの判別、信号パターンの判別、および受
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信設定を、関門地点毎に行うようにしてもよい。
【００６８】
以上のように、本実施形態の電子機器１０は、計測システム１に固有の送信方式（例え
ば第１〜第３の送信方式のいずれか１つの送信方式）により一部の地点（例えばスタート
地点３０−１、関門地点３０−２、・・・関門地点３０−４のうちのいずれかの地点）と
他の地点（一部の地点以外の地点）とを含む複数の地点から送信される電磁波（磁界２５
、送信信号）を受信する電子機器１０において、電磁波を受信する受信部（受信回路１３
）と、送信方式に関する情報と送信方式により送信される電磁波を受信可能な受信方式に
関する情報とが記憶されている記憶部１７と、受信部が受信した一部の地点から送信され
る電磁波に含まれる情報を、記憶部に記憶されている送信方式に関する情報と比較するこ
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とで、送信方式を特定し、特定された前記送信方式に基づいて他の地点から送信される電
磁波の受信方式を設定する制御部１４と、を備える。
【００６９】
この構成によって、本実施形態の電子機器１０は、送信信号の種類が複数ある場合であ
っても、所望の精度で送信信号を受信できる。
【００７０】
また、本実施形態の電子機器１０において、送信方式（例えば第１〜第３の送信方式の
いずれか１つの送信方式）は、送信される電磁波（磁界２５、送信信号）のパターン（信
号パターン）、送信される電磁波の周波数（送信周波数）、および送信される電磁波の強
度（信号強度）のうち少なくとも１つを含む情報を含む。
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また、本実施形態の電子機器１０において、受信方式（例えば第１〜第３の送信方式の
いずれか１つの送信方式）は、送信方式に関連付けられる、送信される電磁波（磁界２５
、送信信号）を受信するときのゲイン情報（例えばゲインＧ１、Ｇ２、・・・）、および
、送信される電磁波を受信するときのフィルタの帯域情報（例えばＦＬ１、ＦＬ２、・・
・）のうち少なくとも１つを含み、受信部（受信回路１３）は、送信方式に関連づいてい
る受信方式に設定を切り替える設定切替部１３１、を備える。
【００７１】
この構成によって、本実施形態の電子機器１０は、送信信号の種類が複数ある場合であ
っても、受信回路１３が受信する送信方式を特定し、特定した送信方式に基づいて受信方
式を特定し、特定した受信設定に切り替えて、送信信号を受信することができる。
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また、この構成によって、本実施形態の電子機器１０は、送信信号の種類が複数ある場
合であっても、受信回路１３のゲインを切り替えて、送信信号を受信することができる。
また、この構成によって、本実施形態の電子機器１０は、送信信号の種類が複数ある場
合であっても、受信回路１３のフィルタの設定を切り替えて、送信信号を受信することが
できる。
【００７２】
また、本実施形態の電子機器１０において、制御部１４は、設定された受信方式により
複数の地点（例えば関門地点３０−２、・・・関門地点３０−４、ゴール地点３０−５の
うちのいずれかの地点）から送信される電磁波を受信し、当該受信される時間の間隔を測
定する。
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【００７３】
この構成によって、本実施形態の電子機器１０は、同じ地点で受信設定を何度も行うこ
とが無くなり、ノイズによる誤動作を防ぐことができ、さらに消費電力を低減することが
できる。また、電子機器１０は、同じ地点で複数回、タイムを確定する誤動作を防ぐこと
ができ、さらに消費電力を低減することができる。
【００７４】
なお、図９に示した例は、図５に示したように３つの送信信号を判別して、判別した結
果に基づいて、受信設定を行う例を説明したが、これに限られない。信号パターンは２つ
以上であればよい。例えば、信号にパターンがある４種類（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ４（不図示）
、Ｐ５（不図示））の通信方式が既知の場合、電子機器１０は、図９のステップＳ４にお
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いて、信号パターンがＰ１であるかＰ２であるかＰ４であるかＰ５であるか特定し、特定
した信号パターンに応じて送信方式を特定する。そして、電子機器１０は、特定した送信
方式に基づいて受信方式を特定し、特定した受信方式に基づいて、信号パターンがＰ４の
場合に受信設定４に設定し、信号パターンがＰ５の場合に受信設定５に設定するようにし
てもよい。
また、図５に示した信号パターンは一例であり、他の信号パターンであってもよい。
【００７５】
＜２つ目の地点で受信設定を行う例＞
図９に示した例では、スタート地点３０−１で受信設定を確定し、以降の地点（関門地
点３０−２〜３０−４、ゴール地点３０−５）においても、スタート地点３０−１で設定
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された受信設定を用いて、リーダー装置２０から電子機器１０が送信信号を受信する例を
説明したが、これに限られない。
制御部１４は、スタート地点３０−１で受信設定を行い、次の地点（例えば関門地点３
０−２）においても信号パターンの有り無しの判別、信号パターンの判別、および受信設
定を行うようにしてもよい。
【００７６】
図１０は、本実施形態に係る２つ目の地点で受信設定を行う場合に制御部１４が行う処
理手順のフローチャートである。
（ステップＳ１０１）制御部１４は、図９のステップＳ１〜Ｓ９の処理を行うことで、ス
タート地点３０−１における受信設定を行う。なお、制御部１４は、受信設定を確定しな
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い。例えば、制御部１４は、受信設定を確定してないことを示す情報を、記憶部１７に記
憶させる。
（ステップＳ１０２）制御部１４は、図９のステップＳ１０、Ｓ１１の処理を行うことで
、スタート地点３０−１におけるタイム測定を行う。
【００７７】
（ステップＳ１０３）制御部１４は、記憶部１７に記憶されている受信設定を確定してい
るか否かを示す情報に基づいて、受信設定を確定済みであるか否かを判別する。制御部１
４は、受信設定を確定済みであると判別した場合（ステップＳ１０３；ＹＥＳ）、ステッ
プＳ１０７の処理に進み、受信設定を確定済みではないと判別した場合（ステップＳ１０
３；ＮＯ）、ステップＳ１０４の処理に進む。具体的には、関門地点３０−２（図１）に
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おいて、まだ受信設定が確定されていないため、制御部１４は、ステップＳ１０４の処理
に進めて、２度目の受信設定を行う。
【００７８】
（ステップＳ１０４）制御部１４は、図９のステップＳ１〜Ｓ９の処理を行うことで、２
つ目以降の地点３０における受信設定を行う。
（ステップＳ１０５）制御部１４は、２つの地点３０の受信設定同士が同じであるか否か
を判別する。制御部１４は、２つの地点３０の受信設定同士が同じであると判別した場合
（ステップＳ１０５；ＹＥＳ）、ステップＳ１０６に処理を進め、２つの地点３０の受信
設定同士が同じではないと判別した場合（ステップＳ１０５；ＮＯ）、ステップＳ１０７
に処理を進める。２つの地点とは、２つの連続する地点３０であり、例えばスタート地点
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３０−１と関門地点３０−２とである。なお、関門地点３０−２において、２つの地点３
０の受信設定同士が同じではないと判別した場合は、ステップＳ１０３〜Ｓ１０８の２巡
目の処理において、例えば連続する関門地点３０−２と関門地点３０−３それぞれの受信
設定同士を比較するようにしてもよい。受信設定が一致しない場合、スタート地点３０−
１で設定された受信設定、または他の地点３０で設定された受信設定のうち、いずれか１
つがノイズの影響を受けていて正しい受信設定ではない可能性がある。このため、制御部
１４は、受信設定が一致しない場合、受信設定を確定しない。
【００７９】
（ステップＳ１０６）制御部１４は、ステップＳ１０１またはステップＳ１０４において
設定された受信設定を、以降の地点３０で用いる受信設定として確定する。制御部１４は
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、ステップＳ１０７に処理を進める。
（ステップＳ１０７）制御部１４は、図９のステップＳ１２〜Ｓ１４の処理を行うことで
、関門地点３０−２以降の地点３０におけるタイム測定を行う。
【００８０】
（ステップＳ１０８）制御部１４は、ゴール地点３０−５に達し、競技者によってマラソ
ンモードが終了、すなわち計測が終了したか否かを判別する。制御部１４は、計測が終了
していないと判別した場合（ステップＳ１０８；ＮＯ）、ステップＳ１０３に処理を戻す
。または、制御部１４は、計測が終了したと判別した場合（ステップＳ１０８；ＹＥＳ）
、処理を終了する。
なお、制御部１４は、関門地点３０毎に、ステップＳ１０３〜ステップＳ１０８の処理
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を繰り返す。
【００８１】
なお、上述した例では、ステップＳ１０５において、スタート地点３０−１で設定され
た受信設定と、関門地点３０−２で設定された受信設定とが一致しない場合、ステップＳ
１０３〜Ｓ１０８の２巡目の処理において、連続する２つの地点３０における受信設定同
士を比較する例を説明したが、これに限られない。制御部１４は、例えばスタート地点３
０−１、関門地点３０−２、関門地点３０−３それぞれで設定された受信設定のうち、一
致する受信設定が２つある場合、一致している受信設定を以降の地点３０で用いる受信設
定として確定するようにしてもよい。
【００８２】

10

以上のように、本実施形態の電子機器１０において、一部の地点は、２つの地点（例え
ばスタート地点３０−１と関門地点３０−２）を含み、制御部１４は、２つの地点におい
て受信した電磁波（磁界２５、送信信号）に基づいて特定された送信方式（例えば第１〜
第３の送信方式のいずれか１つの送信方式）が互いに一致する場合に、特定された送信方
式に基づいて他の地点（例えば関門地点３０−３、・・・）から送信される電磁波の受信
方式を設定する。
【００８３】
この構成によって、本実施形態の電子機器１０は、例えば、スタート地点３０−１で選
択した受信設定がノイズ等の影響で適切に選択できていない場合であっても、次の地点に
おいても受信設定の選択を行うことで、ノイズの影響を低減することができる。

20

【００８４】
なお、本実施形態では、リーダー装置２０によって送信された送信信号を、電子機器１
０が受信する例を説明したが、これに限られない。電子機器１０が、例えば自電子機器１
０を識別できる識別子（ＩＤ）を含む情報を、図１１に示すように、リーダー装置２０Ａ
へ送信するようにしてもよい。
図１１は、本実施形態に係る計測システム１Ａの構成の一例を示すブロック図である。
図１１に示すように計測システム１Ａは、電子機器１０に代えて電子機器１０Ａを備え
、リーダー装置２０に代えてリーダー装置２０Ａを備える。なお、電子機器１０またはリ
ーダー装置２０と同じ機能を有する機能部には同じ符号を用いて説明を省略する。
【００８５】
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電子機器１０Ａは、さらに送信回路１９を備える。
記憶部１７には、さらに送信設定が記憶されている。図１２に示すように、記憶部１７
には、信号パターンと、ゲインと、ＢＰＦの設定とが、送信設定に対応付けられて記憶さ
れている。また、この送信設定は、図１２に示すように、受信設定と関連付けられて記憶
されている。図１２は、本実施形態に係る記憶部１７に記憶されている受信設定に関する
情報の一例を説明する図である。図１２に示すように、例えば、受信設定１と送信設定１
とが関連付けられている。また、例えば、送信設定１として、信号パターンがＰ１１と、
ゲインがＧ１１と、ＢＰＦの設定がＦＬ１１とが関連付けられて記憶部１７に記憶されて
いる。
【００８６】

40

図１１に戻って、電子機器１０Ａの説明を続ける。
制御部１４は、受信した送信信号に含まれる情報と記憶部１７に記憶されている送信方
式に関する情報とを比較することで送信方式を特定し、特定した送信方式に基づいて受信
設定を特定する。さらに、制御部１４は、特定した受信設定に対応する送信設定を選択す
る。そして、制御部１４は、選択した送信設定に応じて、設定切替部１９１を切り替える
。また、制御部１４は、識別子（ＩＤ）を示す情報を含む送信信号を生成し、生成した送
信信号を送信回路１９に出力する。
【００８７】
送信回路１９は、設定切替部１９１、フィルタ１９２、およびアンプ１９３を備える。
送信回路１９は、設定切替部１９１が切り替えたフィルタ１３２およびアンプ１３３を用
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いて制御部１４が出力した送信信号を、アンテナ１２を介して送信する。なお、送信回路
１９は、符号化回路および変調回路等を備えていてもよい。
設定切替部１９１は、制御部１４の制御によって、フィルタ１９２およびアンプ１９３
の設定を切り替える。フィルタ１９２は、例えばＢＰＦ（帯域通過フィルタ）である。ア
ンプ１９３は、増幅回路である。
【００８８】
次に、リーダー装置２０Ａについて説明する。
リーダー装置２０Ａは、さらに受信回路２４を備える。
受信回路２４は、電子機器１０Ａが送信した送信信号を、アンテナ２３１を介して受信
する。受信回路２４は、受信した送信信号を制御部２１に出力する。

10

制御部２１は、受信回路２４が出力した送信信号に対して、復号処理と復調処理とを行
い、例えば識別子を示す情報を抽出する。そして、送信信号を送信した電子機器１０Ａを
装着した競技者が、リーダー装置２０Ａが設置されている地点３０（図１）を通過した時
刻と、識別子とを関連付けて、例えば外部装置に出力する。
なお、受信回路２４が、受信した送信信号に対して、例えば復号処理と復調処理とを行
うようにしてもよい。
【００８９】
この構成によって、電子機器１０Ａは、リーダー装置２０Ａが受信可能な通信方式が複
数ある場合かつ事前に通信方式が分かっていない場合であっても、リーダー装置２０Ａが
送信した送信信号に基づいて送信方式も決定することができる。この結果、電子機器１０
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Ａは、リーダー装置２０Ａの通信方式に合わせて、送信信号をリーダー装置２０Ａに送信
することができる。そして、リーダー装置２０Ａは、電子機器１０Ａが送信した送信信号
を受信することができる。
【００９０】
なお、図７、図８、および図１２に示した例では、送信信号に関する情報および受信設
定に関する情報それぞれが３種類の例を説明したが、記憶される情報の組み合わせの数は
、これに限れない。記憶部１７に記憶される情報の組み合わせの数は、２つ以上であれば
よい。また、制御部１４は、例えば、アンテナ１２または外部端子（不図示）を介して、
これらの信信号に関する情報および受信設定に関する情報を取得し、取得した情報を記憶
部１７に記憶させるようにしてもよい。さらに、制御部１４は、記憶部１７に記憶されて
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いる情報を、取得した情報に基づいて、更新するようにしてもよい。これにより、電子機
器１０または１０Ａは、記憶部１７に記憶されていない送信信号の組み合わせが新たに使
用される場合であっても、送信信号の種類を判別することができ、判別した結果に応じて
、受信設定を切り替えることができる。この結果、本実施形態によれば、電子機器１０ま
たは１０Ａは、マラソン大会に用いられるリーダー装置２０またはリーダー装置２０Ａが
送信する送信信号のフォーマットを競技者が意識せずに、送信信号を最適な設定で受信す
ることができる。
【００９１】
以上、この発明の実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のもの
に限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等を
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することが可能である。
【００９２】
なお、上述した実施形態における電子機器１０または１０Ａの一部または全部を、コン
ピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログ
ラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプ
ログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、電子機器１０に内蔵されたコンピュ
ータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コ
ンピュータにより読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディス
ク、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コ
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ンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置、またはそれらの任意の組
み合わせによって構成される記憶媒体のことをいう。
【００９３】
さらに「コンピュータにより読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等の通信
ネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のよう
に、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバーやクライアントとな
るコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持してい
るものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのも
のであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されている
プログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
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【００９４】
また、上述した実施形態における電子機器１０の一部または全部を、ＬＳＩ（Ｌａｒｇ
ｅ

Ｓｃａｌｅ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等の集積回路として実現してもよい。電子機

器１０の各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集積し
てプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または
汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積
回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
【符号の説明】
【００９５】
１、１Ａ…計測システム、１０、１０Ａ…電子機器、１１…計時部、１２…アンテナ、１
３…受信回路、１４…制御部、１５…操作部、１６…表示部、１７…記憶部、１８…電源
部、１９…送信回路、２０、２０Ａ…リーダー装置、２１…制御部、２２…送信回路、２
３…マット、２４…受信回路、３０−１…スタート地点、３０−２〜３０−４…関門地点
、３０−５…ゴール地点、１３１、１９１…設定切替部、１３２、１９２…フィルタ、１
３３、１９３…アンプ、２３１…アンテナ
【図１】

【図２】
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