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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの減量をサポートするための画面を表示する表示制御装置であって、
　ユーザの測定体格値と対応の測定日時とを含む測定データと、減量の目標達成のための
体格値の上限値および下限値を表わすゾーンデータとを受理するための受理手段と、
　画面に画像を表示するための表示手段と、を備え、
　前記表示手段は、
　受理した前記測定データに基づき該測定体格値の時系列的な変化を表すグラフと、受理
した前記ゾーンデータに基づく上限値および下限値の時系列的な変化を表すゾーン画像と
の両者を関連付けて、同一の画面に表示するためのグラフ表示手段を、含み、
　前記ゾーンデータは、減量開始時の測定体格値と、目標体格値と、所定演算式とに基づ
き生成される、表示制御装置。
【請求項２】
　前記所定演算式は、
　減量開始時の測定体格値を、目標体格値に変化させるのに成功した事例の測定データを
用いて決定される、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　ユーザの操作を受け付けるための操作受付手段を、さらに備え、
　前記表示手段は、前記操作受付手段により、前記グラフの部分を指定する操作を受け付
けたとき当該部分に対応した測定日時の測定体格値を、前記同一の画面に表示する、請求
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項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記受理手段は、
　ユーザの生理日情報に基づく減量に適した期間と、減量に不適の期間とを指す減量リズ
ム情報を受理し、
　前記表示手段は、
　前記グラフに関連付けて、前記減量リズム情報に基づく減量に適した期間と、減量に不
適の期間を指す情報を前記画面に表示する、請求項１から３のいずれかに記載の表示制御
装置。
【請求項５】
　前記受理手段は、
　前記体格値の測定期間におけるユーザの活動量に基づく消費カロリーと、目標達成のた
めの目標消費カロリーとの比較の結果を示す消費カロリー情報を受理し、
　前記表示手段は、
　前記消費カロリー情報に基づく画像を前記画面に表示する、請求項１から４のいずれか
に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記消費カロリー情報は、前記活動量に基づく消費カロリーと、目標達成のための目標
消費カロリーとの差の積算量を含む、請求項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、
　受理した前記測定データの測定体格値が、前記ゾーンデータの当該測定体格値に対応の
測定日時における前記上限値および前記下限値の範囲内に該当するか否かのデータを、当
該測定日時に関連付けてカレンダー形式で前記画面に表示する、請求項１から６のいずれ
かに記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、
　複数の条件に基づき所定手順で生成されたメッセージを表示する手段を、含み、
　前記複数の条件には、
　前記体格値の測定期間におけるユーザの活動量に基づく消費カロリーと、目標達成のた
めの目標消費カロリーとの比較の結果と、前記測定データの測定体格値が、前記ゾーンデ
ータの当該測定体格値に対応の測定日時における前記上限値および前記下限値の範囲内に
該当するか否かのデータと、を含む、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　ユーザの操作を受け付けるための操作受付手段を、さらに備え、
　前記表示手段は、数値を示す目盛を有したスケール画像と、前記スケール画像上の目盛
を指示するための固定画像とを前記画面に表示し、
　前記操作受付手段は、
　表示される前記スケール画像の目盛をスライドさせるスライド操作を受け付け、
　前記表示制御装置は、
　受け付けられた前記スライド操作によってスライドした目盛のうち、前記固定画像によ
り指示される目盛が示す数値を入力する、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　コンピュータを含む表示制御装置に、ユーザの減量をサポートするための画面における
表示を制御するプログラムであって、
　前記プログラムは、前記コンピュータに、
　ユーザの測定体格値と対応の測定日時とを含む測定データと、減量の目標達成のための
体格値の上限値および下限値を表わすゾーンデータとを受理するステップと、
　受理した前記測定データに基づき該測定体格値の時系列的な変化を表すグラフと、受理
した前記ゾーンデータに基づく上限値および下限値の時系列的な変化を表すゾーン画像と
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の両者を関連付けて、同一の画面に表示するステップと、を実行させ、
　前記ゾーンデータは、減量開始時の測定体格値と、目標体格値と、所定演算式とに基づ
き生成される、プログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記録した機械読取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は表示制御装置に関し、特に、測定体重などの体格情報の時系列変化をグラフ
で表示する表示制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　減量などのために体重をユーザが自己管理するために、携帯電話またはスマートホンな
どの上で動作するプログラムを用いてサポートする方法が提案されている。
【０００３】
　たとえば、体重やカロリー、生理日などを記録して自己管理させ、スマートフォンでサ
ポートするレコーディングダイエットプログラムが提供される。
【０００４】
　また、特許文献１（特開２００８－２２０８１８号公報）では、体重管理のためのペー
スラインを生成し、生成したペースラインの幅に体重が収まっているか否かに基づき体重
を管理する方法が提供される。
【０００５】
　特許文献２（特開２００８－１１７０４３号公報）では、ダイエットプランや評価をカ
レンダーで管理するとともに、評価は「達成」「半端」「失敗」のアイコンで表示する。
【０００６】
　また、特許文献３（特開２００８－２７６６７０号公報）および特許文献４（特開２０
１０－１６７０４３号公報）では、体重コントロール用のプログラムではないが、女性向
けとして、基礎体温計から携帯電話へ無線で測定データを送信し、基礎体温や体周期（低
温期、排卵期、高温期など）を表示して健康管理をサポートする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２２０８１８号公報
【特許文献２】特開２００８－１１７０４３号公報
【特許文献３】特開２００８－２７６６７０号公報
【特許文献４】特開２０１０－１６７０４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した特許文献１と２では、測定体重が、目標を達成するための体重
値のゾーン内で変化しているのか否かを視覚的に確認することができないために、ユーザ
は体重管理のモチベーションを維持することが難しかった。
【０００９】
　また、特許文献３と４では、ユーザは個人の体周期の変動を確認することができるけれ
ども、それを体重管理に応用するものではなかった。したがって、ユーザは、体周期を知
ったとしても、測定体重が、目標を達成するための体重値のゾーン内で変化しているのか
を把握することはできなかったため、ユーザは体重管理のモチベーションを維持すること
が難しかった。
【００１０】
　それゆえにこの発明の目的は、ユーザが体格管理のモチベーションを維持し易くなるよ
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うな情報の表示を制御する表示制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明に係る表示制御装置は、ユーザの減量をサポートするための画面を表示する表
示制御装置であって、ユーザの測定体格値と対応の測定日時とを含む測定データと、減量
の目標達成のための体格値の上限値および下限値を表わすゾーンデータとを受理するため
の受理手段と、画面に画像を表示するための表示手段と、を備える。表示手段は、受理し
た測定データに基づき該測定体格値の時系列的な変化を表すグラフと、受理した前記ゾー
ンデータに基づく上限値および下限値の時系列的な変化を表すゾーン画像との両者を関連
付けて、同一の画面に表示するためのグラフ表示手段を含み、ゾーンデータは、減量開始
時の測定体格値と、目標体格値と、所定演算式とに基づき生成される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ユーザが減量による体格管理のモチベーションを維持し易くなるよう
な情報が表示される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る健康管理支援システムの概略構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るサーバ装置のハードウェア構成図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るスマートホンのハードウェア構成図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るスマートホンの機能構成図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るサーバ装置の機能構成図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る個人情報を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る測定情報を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る目標情報を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態に係るメッセージロジックテーブルの一部を例示する図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態に係る目標ゾーンの計算方法を説明する図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る健康管理支援システムの処理フローチャートである
。
【図１２】本発明の実施の形態に係る健康管理支援システムの処理フローチャートである
。
【図１３】本発明の実施の形態に係る通信データパケットの一例を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図１９】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２１】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２２】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２３】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２４】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２５】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【図２６】本発明の実施の形態に係るスマートホンの表示画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、各図中、同
一符号は同一または相当部分を指す。
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【００１５】
　図１には、本発明の実施の形態に係る健康管理支援システムの概略的な構成が示される
。本実施の形態に係る健康管理支援システムはユーザの体格（体脂肪量、骨格筋率、体重
など）情報を管理する機能を提供するが、ここでは、ユーザの体重管理、より特定的には
減量のための体重管理機能である“ダイエット”機能を説明する。
【００１６】
　図１を参照して、健康管理支援システムでは、ユーザの生活パターン、身体・健康状態
を把握するための体格情報を測定するなどして収集するために、ユーザが使用する健康機
器と、健康機器と通信するユーザ端末である情報端末２１、２２および２３、これら情報
端末と通信する健康管理支援装置に対応のサーバ装置１、およびこれら機器間を通信によ
って接続するための通信路（通信回線）５１および５２を含む。健康機器は、たとえば、
生活パターンを計測するための歩数計などの活動量計３３および睡眠計３１、身体・健康
状態を把握するための情報を計測する体重・体組成計３４および血圧計３２を含む。健康
機器の種類はこれらに限定されるものではない。
【００１７】
　なお、各機器間は通信路５１、５２に代替して、記録媒体を介して情報を授受するよう
にしてもよい。
【００１８】
　健康機器３１～３４と情報端末２１～２３を接続するための通信路５１は、有線または
無線による通信路を含む。無線による通信路としては、たとえば、ＢＴ：Bluetooth（登
録商標）の規格に従う短距離無線、FeliCa（登録商標）の規格に従う非接触通信による通
信路を含む。サーバ装置１と情報端末２１～２３を接続するための通信路５２は、インタ
ーネットなどの各種ネットワークを含む。
【００１９】
　本実施の形態に係る表示制御装置は、情報端末に搭載されると想定する。情報端末は、
ユーザの携帯電話端末２１、ＰＤＡ（Personal　Digital　Assistant）、スマートホン２
３およびパーソナルコンピュータ２２などの携帯型または固定型の通信機能を有したコン
ピュータを含む。情報端末の種類は、サーバ装置１との通信機能および健康機器との通信
機能を有するものであればよく、これらに限定されない。ここでは、説明を簡単にするた
めに、情報端末としてスマートホン２３を例示するが、これに限定されるものではない。
【００２０】
　図２には、サーバ装置１のハードウェア構成が示される。サーバ装置１は、サーバ装置
１全体の制御をするためのＣＰＵ（Central　Processing　Unit）３０１、予めプログラ
ムやデータが格納されるＲＯＭ（Read　Only　Memory）３０２、各種データを格納するＲ
ＡＭ（Random　Access　Memory）３０３、タイマ３０４、ハードディスク３０６、通信路
５２とサーバ装置１を接続するための通信Ｉ／Ｆ（Interface）３０７、出力部１６およ
び入力部１７を含む。出力部１６は、表示部、印刷部、音声出力部などを含む。入力部は
、キーボード、マウスなどのポインティングデバイスなどを含む。
【００２１】
　図３には、スマートホン２３のハードウェア構成が示される。スマートホン２３は、装
置全体の制御をするためのＣＰＵ（Central　Processing　Unit）２０１、予めプログラ
ムやデータが格納されるＲＯＭ（Read　Only　Memory）２０２、各種データを記録するＲ
ＡＭ（Random　Access　Memory）２０３、ユーザからの指示や各種情報を入力するための
操作を受付ける操作部２０４、情報を表示するための液晶などからなるディスプレイ２０
５、不揮発性メモリ、たとえばフラッシュメモリ２０６、通信路５１（５２）と接続され
る通信Ｉ／Ｆ（Interface）２０７、記録媒体４１０へのデータの書込および読出を行な
うドライブ装置２０８、および、健康機器３１～３４との間でデータの授受を行なうため
の入出力Ｉ／Ｆ（Interface）２０９を含む。
【００２２】
　スマートホン２３では、ディスプレイ２０５とタッチパッドのような位置入力装置とし
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て機能する操作部２０４とを一体的に組み合わせたタッチパネル２１０を有する。ユーザ
は、ディスプレイ２０５の画面上の表示画像を操作（タッチなど）することでスマートホ
ン２３に対して指示を与えることができる。
【００２３】
　＜体重と活動量の測定＞
　本実施の形態では、ユーザは、毎日、朝時間と晩時間に体重・体組成計３４により体重
を測定すると想定する。また、体重測定時には、体脂肪などの体組成も測定される。なお
、ここでは１日２回の体重測定としたが、１回であってもよい。
【００２４】
　体重測定に関する「朝時間」は、たとえば午前４時～正午（昼の１２時）の時間帯を指
し、「晩時間」は、たとえば午後７時～午前２時の時間帯を指す。「朝体重」は、朝時間
に測定された体重を指し、「晩体重」は晩時間に測定された体重を指す。本実施の形態で
は、日内の起床側のあるタイミングで体重測定がされ、就寝側のあるタイミングで体重測
定がされるとする。説明を簡単にするために、就寝するために床に入る直前に体重（晩体
重）が測定され、起床の直後に体重（朝体重）が測定されると想定する。また、「夜間減
少体重」とは、就寝時間から起床時間までの間における主に基礎代謝によって減少する体
重を指す。
【００２５】
　体重・体組成計３４は、毎日、“朝体重”および“晩体重”と測定日とからなる測定デ
ータを内部メモリに格納する。
【００２６】
　本実施の形態では、活動量計３３としてユーザの身体に装着される歩数計を例示するが
、歩数計に限定されない。つまり、運動や生活活動（たとえば、掃除機をかける、荷物運
び、炊事など）における活動量を測定することができる機能を有する装置であってよい。
【００２７】
　活動量計３３は加速度センサを内蔵する。加速度センサは、活動量計３３に加えられる
加速度を検出する。検出した加速度は電圧信号として導出される。活動量計３３の図示し
ないＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）は、加速度センサからの出力信号を処理する。
たとえば、加速度センサから逐次出力される信号に基づき、しきい値以上の加速度が検知
された場合に、その回数を１歩としてカウントするように処理する。
【００２８】
　ＭＰＵは、測定動作として、予め規定されている所定の時間間隔（たとえば２０秒間隔
等）を単位時間として、加速度センサから入力する加速度信号に基づき測定された加速度
データを用いて、単位時間あたりの運動強度（単位：ＭＥＴｓ（Medical　Evangelism　T
raining　&　Strategies））を算出する。運動強度の具体的な算出方法は、出願人による
特開２００９－２８３１２号公報に開示されている手法など、公知の手法を用いて算出す
ることができる。
【００２９】
　運動強度は、歩行のピッチ（単位時間当たりの歩数）および予め入力されているユーザ
の身長に依存する、身体活動の強さを表わす指標である。たとえば、安静にしている状態
は１ＭＥＴｓに相当し、普通歩行（４ｋｍ／時）は３ＭＥＴｓに相当し、掃除機をかける
は３．５ＭＥＴｓに相当し、ジョギングは７ＭＥＴｓに相当する（健康づくりのための運
動指針「エクササイズガイド２００６」(厚生労働省））。
【００３０】
　ここで、運動による消費カロリーは次の式で算出される。消費カロリー（ｋｃａｌ）＝
運動強度(ＭＥＴｓ）×体重×運動継続時間（ｈ）×１．０５（厚生労働省　健康づくり
のための運動指針「エクササイズガイド２００６」より）。ＭＰＵは、運動による１日分
の消費カロリーを算出し、算出した運動消費カロリーに基礎代謝量（ｋｃａｌ/日）を加
算することによりユーザの総消費カロリーを算出する。なお、基礎代謝量は、ユーザの年
令、性別、体重、および身長を用いた公知の算出式に従って算出することできる。
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【００３１】
　活動量計３３は、毎日、“総消費カロリー”と測定日とからなる測定データを内部メモ
リに格納する。
【００３２】
　＜機能構成について＞
　図４を参照して、スマートホン２３の機能構成について説明する。スマートホン２３は
、ＣＰＵ２０１に相当の制御部２３２と、操作部２０４を介したユーザ操作を受付ける操
作受付部２３１と、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、フラッシュメモリ２０６および記録媒
体４１０などに相当する記憶部２３９と、サーバ装置１から送信されるデータを通信Ｉ／
Ｆ２０７を介して受理する受理部２３０と、を備える。
【００３３】
　制御部２３２は、ディスプレイ２０５に対して画像を表示するための表示制御部２３３
およびユーザの生理日情報を受付けるための生理日受付部２３４を含む。
【００３４】
　表示制御部２３３は、ホーム画面表示部２３５、グラフ表示部２３６、カレンダー表示
部２３８を含む。グラフ表示部２３６は、グラフの表示態様を切り替えるための切替え部
２３７を有する。
【００３５】
　図５を参照して、サーバ装置１の機能構成を説明する。図５を参照して、サーバ装置１
は、ＣＰＵ３０１に相当の制御部５０１と、ＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３およびハードデ
ィスク３０６に相当する記憶部５０２と、通信Ｉ／Ｆ３０７を介した通信処理を行うため
の通信部５０３とを備える。
【００３６】
　制御部５０１は、記憶部５０２にデータ・情報を格納するためのデータ格納部５１１、
記憶部５０２からデータ・情報を読み出すためのデータ抽出部５１２、目標達成のための
体重値の上限値および下限値を表わすゾーンを計算するためのゾーン計算部５１３、オギ
ノ式に従う生理周期から減量に適した期間を計算する減量リズム計算部５１５、メッセー
ジ生成部５１６、グラフデータ生成部５１７、カレンダー生成部５１８、およびユーザの
スマートホン２３に対して配信するべき情報を生成するための配信情報生成部５１９を含
む。
【００３７】
　記憶部５０２は、サーバ装置１が提供する“ダイエット”機能の各ユーザの個人情報６
００、各ユーザの測定情報７００、各ユーザの減量のための目標を指す目標情報８００、
およびユーザに表示するメッセージを生成するために参照されるメッセージロジックテー
ブル９００を格納する。
【００３８】
　図６には、個人情報６００が例示される。ユーザ毎の個人情報６００は、当該個人情報
６００を識別するためのＩＤ（Identifier）６０１、当該ユーザの識別子としての例えば
氏名６０２、当該ユーザのスマートホン２３と通信するためのアドレス６０３、当該ユー
ザの年令６０４，性別６０５および身長６０６、減量開始時の体重６０７、目標体重６０
８、および１日当たりの目標消費カロリー６０９などのデータを含む。なお、個人情報６
００には、目標達成のためにユーザが設定した減量期間、または減量終了日を格納するよ
うにしてもよい。本実施の形態では、説明を簡単にするために、個人情報６００が記憶部
５０２に格納されたときに減量開始日と判定し、その開始日から数ヶ月間を減量期間とす
る。
【００３９】
　図７には、測定情報７００が例示される。ユーザ毎の測定情報７００は、当該測定情報
７００を識別するためのＩＤ（Identifier）７０１、１つ以上の測定体重データ７０２、
１つ以上の測定消費カロリーデータ７０３、および生理日情報７０４を含む。
【００４０】
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　測定体重データ７０２は、測定された朝体重および晩体重と、測定日とを含む。測定消
費カロリーデータ７０３は、測定された１日当たりの総消費カロリーと、測定日とを含む
。
【００４１】
　図８には、目標情報８００が例示される。ユーザ毎の目標情報８００は、当該目標情報
８００を識別するためのＩＤ（Identifier）８０１、目標ゾーン８０２、減量リズム８０
３および目標達成８０４のデータを含む。目標達成８０４の詳細データは後述する。
【００４２】
　ＩＤ６０１、７０１および８０１は、その一部に当該ユーザを識別するための、たとえ
ば氏名などに基づく識別子を含む。したがって、ＩＤ６０１、７０１および８０１を用い
て、記憶部５０２から、同一ユーザの個人情報６００、測定情報７００および目標情報８
００を検索することができる。
【００４３】
　なお、ユーザが女性の場合にのみ、対応の測定情報７００に生理日情報７０４が登録さ
れ、また目標情報８００に減量リズム８０３のデータが登録される。
【００４４】
　図９には、メッセージロジックテーブル９００の一部が例示される。図９を参照して、
メッセージロジックテーブル９００は、体重管理のためにユーザに表示するメッセージを
生成するための複数個の条件組９０１が予め登録される。条件組９０１は、条件１～条件
６の組合せと、当該条件の組合わせが成立するときに出力するべきメッセージとを含む。
【００４５】
　＜目標ゾーンの算出＞
　図１０に、ゾーン計算部５１３による目標ゾーン８０２の計算方法を説明するためのグ
ラフを示す。グラフの縦軸は体重を指し、横軸は減量開始からの経過時間を指す。グラフ
には、減量期間において測定体重が変動する場合に、その変動の許容範囲である上限値お
よび下限値を決定するための下限ライン２４１Ｌ、上限ライン２４２Ｌおよび目標ライン
２４３Ｌが示される。
【００４６】
　本実施の形態では、ゾーン計算部５１３は、減量の成功事例のデータを用いて、下限ラ
イン２４１Ｌの式を算出し、下限ライン２４１Ｌの式を用いて上限ライン２４２Ｌの式を
算出する。なお、図１０の目標ライン２４３Ｌは、目標体重の直線式を指す。
【００４７】
　ゾーン計算部５１３は、まず、下限ライン２４１Ｌの式：LB＝開始時体重６０７×（ａ
×exp（ｂｘ）+ｃ）／１００）の係数ａ，ｂ，ｃを、減量開始から９０日後の減量率が３
０日後の減量率の１．４倍に収束するように設定した所定の演算式から算出する。
【００４８】
　ここで、係数ｂは、実験により、目標減量率による減量成功事例の朝体重データをサン
プリングし、サンプリングデータから導出し係数である。
【００４９】
　なお、“目標減量率”＝（（開始時体重６０７－目標体重６０８）／開始時体重６０７
）×１００により算出される。本実施の形態では、ユーザが目標体重６０８を設定する場
合には、０％≦目標減量率＜４％となるようにアドバイスされる。したがって、過度の減
量となるのを防止する。
【００５０】
　上限ライン２４２Ｌの式LUは、下限ライン２４１Ｌから開始時体重６０７の１．５％上
方に平行移動した式（LU＝LB＋（１．５×開始時体重／１００））として算出する。
【００５１】
　上限ライン２４２Ｌは、体重増加の許容範囲（上限値）を指し、これは、目標減量率の
減量成功事例の晩体重データをサンプリングし、検証した式である。
【００５２】
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　ゾーン計算部５１３は、減量開始時に、上述のように下限ライン２４１Ｌおよび上限ラ
イン２４２Ｌ（目標ライン２４３Ｌ）の式を含む目標ゾーン８０２を算出し、当該ユーザ
の目標情報８００に登録する。
【００５３】
　またゾーン計算部５１３は、目標ゾーン８０２を補正するためのゾーン補正部５１４を
有する。ゾーン補正部５１４は、減量開始から３日後に、その３日間の朝体重の平均値を
算出し、算出した平均値を“開始時体重”として用いて、式LBおよび式LUから再度、算出
する。そして算出した値を用いて、目標情報８００の目標ゾーン８０２を上書き更新する
。これにより、目標ゾーン８０２を、実測体重を用いて補正することができる。
【００５４】
　なお、目標ゾーン８０２は、開始後３日後に補正されるとしているが、その後も定期的
に（たとえば、３日毎に）補正するとしてもよい。また、３日間の朝体重の平均値として
いるが、平均値に限定されず代表値（最頻値、中央値など）であってもよい。
【００５５】
　＜減量リズムの判定＞
　減量リズム計算部５１５は、測定情報７００の生理日情報７０４に基づきユーザの生理
周期を判定し、生理周期からホルモンの分泌により減量し難く減量に適さない期間（これ
を、“まったり期”という）と、減量し易く減量に適した期間（これを、“ぴかぴか期”
という）とを算出する。
【００５６】
　具体的には、減量リズム計算部５１５は、ユーザの生理日情報７０４から生理周期を判
定し、判定した生理周期からオギノ式に従って排卵日を算出する。なお、これは基礎体温
計のデータを参照して算出してもよい。
【００５７】
　ここで、排卵日から次の生理開始日までの黄体ホルモンが多く分泌される黄体期を算出
する。黄体期は黄体ホルモンの影響で、体が水分をためこみやすい状態となることが知ら
れており、減量が困難な“まったり期間”であると決定する。そして、生理終了後から排
卵日前までの卵胞ホルモンが多く分泌される期間を算出し、“ぴかぴか”期間であると決
定する。
【００５８】
　以上のようにして、減量リズム計算部５１５は、ユーザ毎に、生理日情報７０４から、
減量が難しい“まったり期”と減量がし易い“ぴかぴか期”を算出し、減量リズム８０３
として当該ユーザの目標情報８００に格納する。
【００５９】
　＜目標達成８０４のデータ生成＞
　制御部５０１は、目標達成８０４のデータを生成し、目標情報８００に格納する。目標
達成８０４のデータは、ごほうびカロリー８０５、達成度８０６、積算消費カロリー８０
７および達成日群８０８のデータを含む。
【００６０】
　具体的には、制御部５０１は、測定情報７００に新規に測定消費カロリーデータ７０３
が登録される毎に目標達成８０４のデータを更新する。具体的には、当該測定消費カロリ
ーデータ７０３が示す消費カロリーと個人情報６００の目標消費カロリー６０９との差（
測定消費カロリー－目標消費カロリー）を算出する。差がプラス値であれば、その差をご
ほうびカロリー８０５に加算するが、マイナス値であれば、その差をごほうびカロリー８
０５から減算する。これにより、活動量による消費カロリーが目標消費カロリーを超えた
場合には、ごほうびカロリー８０５は増加し、超えない場合には減少する。
【００６１】
　また、制御部５０１は、上述の差がプラス値またはゼロを指すと判定した場合には、活
動量による消費カロリーが目標を達成したと判定し、達成度８０６を＋１カウントアップ
する。したがって、達成度８０６は、消費カロリーが目標を達成した日数を指すことにな
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る。また、達成したと判定した日付を、達成日群８０８に登録する。したがって、達成日
群８０８の各日付は、活動量による消費カロリーが目標を達成した日付を指す。
【００６２】
　また、制御部５０１は、当該測定消費カロリーデータ７０３が示す消費カロリーを、積
算消費カロリー８０７に加算する。これにより、積算消費カロリー８０７は、減量開始日
以降に測定された総消費カロリーの積算値を指すことになる。
【００６３】
　＜メッセージ情報の生成＞
　メッセージ生成部５１６は、メッセージロジックテーブル９００を参照し、登録される
各条件組９０１が成立するか否かを判定し、成立すると判定した条件組９０１についてメ
ッセージデータを、メッセージロジックテーブル９００から読出す。
【００６４】
　図９に具体例が示される条件組９０１を参照して、判定の一例を説明する。メッセージ
生成部５１６は、まず、条件１（本日が週の４日目であるか否か）を判定する。条件１が
成立すると判定した場合には、条件２以降を判定するが、成立しないと判定すると、メッ
セージロジックテーブル９００の次位に登録されている条件組９０１を判定する。
【００６５】
　条件１が成立したと判定されると、条件２（本日がダイエット開始日から１２日目、１
９日目、および２６日目のいずれに該当するか）を判定し、条件３（最新の測定体重と目
標ゾーンとの位置関係（目標ゾーン内、上限値超え、および下限値未満のいずれに該当す
るか））を判定し、条件４（本日が減量リズム８０３の“ぴかぴか期”、“まったり期”
の前後の期間などのいずれに該当するか）を判定し、および条件５（測定消費カロリーデ
ータ７０３の１週間分の平均値と目標消費カロリー６０９との差から、平均値が目標をど
れだけ達成しているかを示す達成度）を判定する。これら条件１～５の判定結果と、対応
のメッセージデータから表示するべきメッセージ情報を所定手順に従って生成する。
【００６６】
　＜グラフデータの生成＞
　グラフデータ生成部５１７は、表示のためのグラフデータを生成する。具体的には、測
定情報７００に登録されている測定体重データ７０２から、測定日に従う測定体重値の時
系列的な変化を表すグラフをディスプレイ２０５に表示するためのグラフデータを生成す
る。
【００６７】
　＜システムの処理＞
　図１１と図１２に、本発明の実施の形態における健康管理支援システムの処理フローチ
ャートを示す。図１１では、体重・体組成計３４または活動量計３３から測定データを、
スマートホン２３か情報端末を介してサーバ装置１に送信するフローと、サーバ装置１が
測定データを処理し、その処理結果をスマートホン２３に送信し出力させるフローとを示
している。図１２には、スマートホン２３におけるサーバ装置１からの受信情報を出力す
る処理フローチャートが示される。図１３には、通信データパケットの一例が示される。
図１４～図２５には、スマートホンにおいて表示される画面例が示される。
【００６８】
　データ送信フローについて説明する。図１１を参照して、スマートホン２３は、ユーザ
からの指示に基づき、サーバ装置１が提供する所定ホームページへアクセスする（ステッ
プＳ２０２）。このときスマートホン２３はメニュー画面をディスプレイ２０５に表示す
る。ユーザは、プログラムとして、“ダイエット機能”を選択し、氏名、アドレス、年令
、性別、身長、開始時体重および目標体重を入力する。これら入力データはサーバ装置１
に送信されて、図６に示す個人情報６００としてデータ格納部５１１により記憶部５０２
に格納される。このとき、データ格納部５１１は、当該個人情報６００に生成したＩＤ６
０１を割り当てる。また、制御部５０１は、目標とする総消費カロリー／日を算出し、こ
れを目標消費カロリー６０９として個人情報６００に登録する。
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【００６９】
　ここでは、制御部５０１は、公知の式（標準体重×基礎代謝基準値×身体活動レベル）
に従って算出した消費カロリー（第１消費カロリーと称する）に、目標体重６０８を用い
て算出した消費カロリー（第２消費カロリーと称する）を加算することにより、目標消費
カロリー６０９を算出する。
【００７０】
　第１消費カロリーの算出式中の標準体重は、個人情報６００の年令６０４、性別６０５
および身長６０６のデータから公知の手順で定まる体重を指す。また、この式の身体活動
レベルは（低い：指数１．５）、（普通：指数１．７５）および（高い：２．０）のいず
れかの指数を指す。なお、身体活動レベルは、予めユーザが入力すると想定する。
【００７１】
　第２消費カロリーは、開始時体重６０７と目標体重６０８の差分を熱量換算することに
より算出する。ここで、脂肪１ｇを燃焼させるのに７ｋｃａｌの熱量が消費されることが
知られていることから、本実施の形態では（（差分（ｇ）×７ｋｃａｌ）／目標達成期間
（日））により、第２消費カロリーを算出する。
【００７２】
　登録された個人情報６００に割り当てされたＩＤ６０１は、スマートホン２３に返信さ
れる。スマートホン２３の制御部２３２は、これを受信し、記憶部２３９の所定領域にＩ
Ｄデータ２４０として格納する。以降、サーバ装置１と通信するときには、スマートホン
２３はＩＤデータ２４０を所定領域から読出し、サーバ装置１が自己（スマートホン２３
）を認証するための情報としてサーバ装置１に送信する。
【００７３】
　その後、ユーザより、タッチパネル２１０を操作して、測定データの取込み指示が入力
されると（ステップＳ２０４）、制御部２３２は、当該指示に従って通信Ｉ／Ｆ２０７を
介して、体重・体組成計３４および活動量計３３に対し測定データ要求を送信する（ステ
ップＳ２０６）。体重・体組成計３４および活動量計３３は、要求を受信すると、内部メ
モリに記憶された測定データ（朝晩体重および測定日、ならびに消費カロリーおよび測定
日）を読出し、スマートホン２３に送信する。
【００７４】
　スマートホン２３は、入出力Ｉ／Ｆ２０９において、測定データを受け取り、フラッシ
ュメモリ２０６に一時的に格納する（ステップＳ２１２）。その後、ユーザより、タッチ
パネル２１０が操作されて測定データの転送指示が入力されると（ステップＳ２１４）、
スマートホン２３は、ステップＳ２１２で受信した測定データをフラッシュメモリ２０６
から読出し、ＩＤデータ２４０とともにサーバ装置１に転送する（ステップＳ２１６）。
【００７５】
　図１４と図１５には、測定データを転送するために表示される画面例が示される。図１
４のディスプレイ２０５の画面では、体重・体組成計３４および活動量計３３から受信し
た測定日時、測定体重、測定体脂肪率、総消費カロリーが表示される。ユーザは、アイコ
ン１３１Ｃを操作することにより、表示中の測定データの転送指示を入力することができ
る。
【００７６】
　なお、測定データは、図１５の画面を介して、ユーザが手動で入力することもできる。
図１５の画面は、測定体重を入力するための画面であって、スライド操作可能な数値が目
盛られたスケール１３３が表示制御部２３３により表示される。ユーザは、スケール１３
３に関連して表示制御部２３３により表示される位置固定のアイコン１３４Ｃに、スライ
ド操作によりスケール１３３の所望数値の目盛をあわせる。アイコン１３４Ｃの位置に合
わせられたスケール１３３の目盛数値がデータ１３５として表示される。したがって、ス
ライド操作に連動してデータ１３５の値は変化する。データ１３５が指す体重値を測定体
重として入力する場合には、ユーザはアイコン１３２Ｃを操作すればよい。アイコン１３
２Ｃが操作されると、制御部１３３は、データ１３５の値を入力する。
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【００７７】
　スライド操作において、操作受付部２３１は、ユーザによるスライド操作によるスライ
ド量（たとえば、画面上における指の移動量（移動方向を含む）に相当）を検出して、検
出したスライド量を表示制御部２３３に出力する。表示制御部２３３は、表示中のスケー
ル１３３の目盛をスライド量に従って更新する。このように、ユーザは数値または文字の
入力モードの切替え操作をしなくとも、スケール１３３をスライド操作することにより、
容易に所望数値を入力することができる。
【００７８】
　なお、スマートホン２３からサーバ装置１へのデータ転送は、ユーザの指示により実行
されるとしたが、転送の方法はこれに限定されない。たとえば、スマートホン２３は、体
重・体組成計３４および活動量計３３から測定データの受信を完了した時点で、自動的に
サーバ装置１に測定データを転送するようにしてもよい。
【００７９】
　また、サーバ装置１は、スマートホン２３を中継して、体重・体組成計３４および活動
量計３３からの測定データを受信するとしているが、スマートホン２３を経由せずに、体
重・体組成計３４および活動量計３３からの測定データを受信するとしてもよい。
【００８０】
　サーバ装置１では、スマートホン２３からの測定データを通信部５０３により受信する
と、データ格納部５１１は、受信した測定データを記憶部５０２に測定情報７００として
格納する。このとき、測定データとともに受信したＩＤデータ２４０を、ＩＤ７０１とし
て測定情報７００に登録する。なお、記憶部５０２に、ＩＤデータ２４０と一致するＩＤ
７０１を有する測定情報７００が既に格納されている場合には、データ格納部５１１は、
受信した測定データを当該測定情報７００の測定体重データ７０２および測定消費カロリ
ーデータ７０３として追加登録する。なお、このとき、ユーザは生理日（開始日、終了日
など）をタッチパネル２１０から入力した場合には、その情報もサーバ装置１に送信され
て、データ格納部５１１は、当該測定情報７００の生理日情報７０４として格納する（ス
テップＳ２１８）。
【００８１】
　これにより、サーバ装置１は、体重・体組成計３４および活動量計３３から測定データ
を収集することができる。
【００８２】
　また、スマートホン２３では、ユーザがタッチパネル２１０を操作し、“ダイエット”
の分析要求を入力する。入力された要求は、記憶部２３９から読出したＩＤデータ２４０
とともにサーバ装置１に送信される（ステップＳ２１９）。
【００８３】
　サーバ装置１の制御部５０１は、通信部５０３を介して分析要求を受信すると、データ
抽出部５１２は要求とともに受信したＩＤデータ２４０に基づき記憶部５０２を検索し、
記憶部５０２から、当該ＩＤデータ２４０に一致するＩＤ６０１、７０１および８０１を
有する個人情報６００、測定情報７００および目標情報８００を検索する（ステップＳ２
２０）。
【００８４】
　検索により読出された個人情報６００、測定情報７００および目標情報８００に基づき
、ゾーン計算部５１３および減量リズム計算部５１５は、上述した手順に基づき目標ゾー
ン８０２および減量リズム８０３を計算する（ステップＳ２２１）。また、メッセージ生
成部５１６は、メッセージロジックテーブル９００の各条件組９０１に基づき、上述の手
順に従ってメッセージ情報を生成するとともに、グラフデータ生成部５１７は、読出され
た測定情報７００に基づき上述の手順に従ってグラフデータを生成する（ステップＳ２２
２）。
【００８５】
　配信情報生成部５１９は、生成されたデータをスマートホン２３に送信するために、図
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１３のデータパケットＰＡを生成し、データパケットＰＡを要求元のスマートホン２３に
送信する（ステップＳ２２４）。
【００８６】
　具体的には、データパケットＰＡの宛先情報９９１として、ステップＳ２２０で読出さ
れた個人情報６００のアドレス６０３を格納し、開始／目標データ９９３として開始時体
重６０７および目標体重６０８を格納する。さらに、グラフデータ９９２、減量リズムデ
ータ９９４、目標ゾーンデータ９９５およびメッセージ情報９９７として、ステップＳ２
２１とＳ２２２において生成されたグラフデータ、減量リズム８０３、目標ゾーン８０２
、およびメッセージ情報をそれぞれ格納することにより、データパケットＰＡを生成する
。
【００８７】
　スマートホン２３では、受理部２３０はサーバ装置１からデータパケットＰＡを受信す
る（ステップＳ２２５）。スマートホン２３では、受信したデータパケットＰＡは制御部
２３２に出力される。
【００８８】
　制御部２３２はデータパケットＰＡの情報を記憶部２３９に格納する（ステップＳ２２
６）。表示制御部２３３は、記憶部２３９からデータパケットＰＡの情報を読出し、読出
した情報を用いて表示データを生成し、生成した表示データによりディスプレイ２０５を
駆動する。これにより、表示データに従う画像がディスプレイ２０５に表示される（ステ
ップＳ２２７）。表示例についての詳細は、後述する。その後、一連の処理は終了する。
【００８９】
　図１２には、スマートホン２３側の処理が示される。図１４～図２５には、図１２の処
理においてスマートホン２３のディスプレイ２０５に表示される画面例が示される。
【００９０】
　図１２を参照して、ユーザは“ダイエット”による体重管理を希望する場合には、ユー
ザ登録（ステップＳ３０１）および目標設定（ステップＳ３０３）の処理を行う。これに
より、ステップＳ２０２とステップＳ２０４と同様の処理が行われる。
【００９１】
　図１６と図１７には、目標体重と目標総消費カロリーを設定するための画面例が示され
る。図１６では、ユーザが目標体重のデータ１１０を入力すると、サーバ装置１の制御部
５０１は目標消費カロリー６０９を算出し、スマートホン２３に送信し、ディスプレイ２
０５にデータ１１１を表示する。
【００９２】
　目標消費カロリー６０９を変更する場合には、ユーザはアイコン１１１Ｃを操作する。
当該操作に応じて、画面は図１７に切り替わる。
【００９３】
　上述したように目標消費カロリー６０９は、目標体重により決まるから、ユーザは図１
７の画面に切替えて目標体重のデータ１２３を再設定する。再設定した目標体重はサーバ
装置１に送信されて、サーバ装置１において、再設定後の目標体重を用いて目標消費カロ
リーが算出される。算出された目標消費カロリーは、サーバ装置１からスマートホン２３
に送信されて、図１７の画面に表示される。これにより、図１７の画面では、目標消費カ
ロリーのデータ１２２が算出後の値に更新される。図１７の画面でも、目標体重を入力す
るために、スライド操作可能なスケール１３３が表示される。ユーザは、スケール１３３
に関連して表示される固定のアイコン１３４Ｃに、スライド操作によりスケール１３３の
所望数値の目盛をあわせることで、当該所望数値を目標体重のデータ１２３として入力す
ることができる。データ１２３が指す体重値を目標体重として決定する場合には、ユーザ
はアイコン１２１Ｃを操作すればよい。
【００９４】
　アイコン１２１Ｃが操作されると、画面は、図１６の画面に切り替わる。切替え後の図
１６の画面では、図１７の画面で変更したデータ１２２と１２３が示す目標消費カロリー
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と目標体重とを用いて、データ１１１と１１０の値が更新される。
【００９５】
　ユーザは、図１６の画面に表示されるデータ１１０と１１１の目標体重および目標消費
カロリーを体重管理のための目標として決定したい場合には、アイコン１１２Ｃを操作す
る。これにより、データ１１０と１１１の目標体重および目標消費カロリーは、目標デー
タとしてサーバ装置１に送信されて、個人情報６００に目標体重６０８および目標消費カ
ロリー６０９として登録される。
【００９６】
　目標を設定した後に、ユーザが、所定ホームページからログインすると（ステップＳ３
０５）、ログイン時には、記憶部２３９からＩＤデータ２４０が読出されて、読出された
ＩＤデータ２４０を含むログイン要求がサーバ装置１に対して送信される。
【００９７】
　サーバ装置１では、通信部５０３によりログイン要求を受信すると、データ抽出部５１
２は、ログイン要求のＩＤデータ２４０に基づき記憶部５０２から当該ユーザの個人情報
６００、測定情報７００および目標情報８００を読出す。配信情報生成部５１９は、読出
された個人情報６００、測定情報７００および目標情報８００を用いて、データパケット
ＰＡを生成し、要求元のスマートホン２３に送信する。
【００９８】
　スマートホン２３の受理部２３０は、データパケットＰＡを受信する。ホーム画面表示
部２３５は受信されたデータパケットＰＡの情報に基づき表示データを生成し、生成した
表示データに基づきディスプレイ２０５を駆動する。これにより、ディスプレイ２０５に
はホーム画面が表示される（ステップＳ３０７）。
【００９９】
　図１８には、ホーム画面の一例が示される。図１８のホーム画面では最新の測定データ
に基づく情報が表示される。画面では、減量リズム８０３に基づく“まったり期”のアイ
コン１５０Ｃ、および測定体重データ７０２に基づく直近の測定体重（４８．２ｋｇ）と
ともに朝晩判定アイコン１５１Ｃが表示される。さらに個人情報６００の目標体重６０８
および目標消費カロリー６０９を指すデータ１５２および１５４、ならびに、目標達成８
０４のデータに基づく、ごほうびカロリーのデータ１５５および、測定消費カロリーデー
タ７０３に基づく直近の総消費カロリーの測定日と測定値のデータ１５３と１５６とが表
示される。
【０１００】
　図１８のホーム画面のサブ画面が図１９に示される。図１９のサブ画面情報もホーム画
面情報に基づき生成される。
【０１０１】
　図１８のホーム画面を表示中に、ユーザがタッチパネル２１０をフリック操作すると、
表示画面は図１８から図１９の画面に切替えられ、図１９の画面を表示中にフリック操作
すると図１９から図１８の画面に切替えられる。なお、フリック操作は、ディスプレイ２
０５の画面に触れたペンや指を少しだけスライドさせる操作を指すが、操作の種類はこれ
に限定されない。
【０１０２】
　図１９では、データ１６４と１６５は、目標達成８０４の達成度８０６が指す日数と、
積算消費カロリー５０７の値とをそれぞれ指す。また、画面では、目標達成８０４のごほ
うびカロリー８０５に基づく、プリンを表すアイコン１６１Ｃと１６２Ｃが陳列された冷
蔵庫の画像が表示される。各アイコン１６１Ｃは１ｋｃａｌを指し、アイコン１６２Ｃは
１０ｋｃａｌを指す。これにより、ユーザは、ごほうびカロリー８０５を、ごほうびのプ
リンとして所有していると認識し、減量のモチベーションを維持することができる。
【０１０３】
　図１８のホーム画面のアイコン１５７Ｃが操作されると、測定データに基づくグラフが
表示される（ステップＳ３０９）。
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【０１０４】
　具体的には、グラフ表示部２３６は受信したデータパケットＰＡの情報に基づき、グラ
フデータを生成し、生成したグラフデータに基づきディスプレイ２０５を駆動する。グラ
フデータの表示画面の一例が、図２０と図２１に示される。
【０１０５】
　表示されるグラフの縦軸は体重値を指し、横軸は測定日を指す。グラフでは、グラフデ
ータ９９２に基づく測定体重（朝体重と晩体重）の測定日に従う時系列の変化を指す折れ
線グラフ、開始／目標データ９９３に基づく開始時体重６０７と目標体重６０８を指すラ
イン１７８と１７９とが示される。
【０１０６】
　また、横軸の測定日に関連付けて減量リズムデータ９９４に基づく“まったり期”と“
ぴかぴか期”が区別して表示される。ここでは、測定期間のうち“まったり期”と“ぴか
ぴか期”とは異なる態様で表示される。図中では、たとえば“まったり期”は、斜線１７
２のように“ぴかぴか期”とは異なる色で表示される。また、横軸には、達成情報９９６
の達成日群８０８が指す各日付けに関連付けて、アイコン１７３Ｃが表示される。
【０１０７】
　また、目標ゾーンデータ９９５に基づきゾーン１７１の画像が表示される。図２０では
、同一画面において、測定体重の時系列変化を示すグラフとゾーン１７１の画像とが表示
される。ユーザは、図２０の画面から、測定体重の時系列の変化は、目標ゾーン８０２内
に収まっており、減量の成功事例に従った減量が進行していることが分かる。
【０１０８】
　図２０の画面において、ユーザがタッチパネル２１０を操作して、所望日付を指定する
操作をすると、グラフ表示部２３６は、指定された日付けをアイコン１７４Ｃで指し、且
つその日の朝体重および晩体重をグラフデータ９９２から取得し、吹き出し１７５および
１７６により表示する。吹き出し１７５および１７６はグラフに重ならない位置に表示さ
れる。吹き出し１７５内には、晩体重とともに“晩”マーク１７５１Ｃが表示され、吹き
出し１７６内には、朝体重とともに“朝”マーク１７６１Ｃが表示される。また、吹き出
し１７５内には、晩体重と朝体重の差分である昼間増加値が表示され、吹き出し１７６内
には、夜間減少体重の値が表示される。
【０１０９】
　なお、ここでは、日付を指定することで、測定体重の折れ線グラフの一部を指定し、指
定した一部の測定体重を表示するとしているが、日付指定に代替して、グラフの一部を指
定されたとき、当該一部に対応の日付の測定体重を表示するとしてもよい。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、グラフの表示態様を切替えることができる。具体的には、デ
ィスプレイ２０５の表示領域は長方形状であるために、グラフの縦軸を長手方向に延びる
ようにとると、短手方向に横軸が延びるので、表示できる折れ線グラフは図２０のように
、比較的に短い測定期間のグラフとなる。そこで、ユーザが図２０の画面のアイコン１７
７Ｃを操作すると、当該操作に応じて、グラフ表示部２３６の切替え部２３７は、図２０
の画面を図２１の画面に切替え表示する。図２１の画面では、図２０のグラフの縦軸を短
手方向に延びるようにとり、横軸を長手方向にとるように表示する。これにより、図２０
よりも長い測定期間のグラフを表示することができる。
【０１１１】
　なお、ここでは、アイコン１７７Ｃが操作されると、表示画面を、図２０と図２１で交
互に切替えるとしたが、切替え部２３７は、スマートホン２３（より特定的にはディスプ
レイ２０５）自体の傾きの変化を検知して、図２０と図２１の画面を交互に切替えるとし
てもよい。
【０１１２】
　図１８のホーム画面に戻る。図１８の画面において、アイコン１５８Ｃが操作されると
、当該操作に応じてカレンダー生成部５１８は、受信したデータパケットＰＡの情報に基
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づき、カレンダーデータを生成し、生成したカレンダーデータに基づきディスプレイ２０
５を駆動する。カレンダーデータの表示画面の一例が、図２２に示される。図２２では、
測定データに基づくカレンダーが表示される（ステップＳ３１１）。
【０１１３】
　図２２のカレンダーでは１ヶ月分のマス目を有し、各マス目に日付が表示される。カレ
ンダー生成部５１８は毎日の朝晩の測定体重値と目標ゾーン内の値とを比較し、比較結果
に基づき、朝晩測定体重値が目標ゾーン内の値を指示すると判定した場合には、当該日付
のマス目にアイコン２１４Ｃを表示する。また、生理開始日に該当する日付のマス目には
アイコン２１３Ｃを表示する。また、カレンダーにおいて“まったり期”と“ぴかぴか期
”とは異なる態様で表示される。たとえば“まったり期”に該当する日付は、“ぴかぴか
期”のそれとは異なる色で表示される。
【０１１４】
　また、本実施の形態では、各日付に対応してユーザのメモデータを登録するようにして
もよい。カレンダでは、メモデータが登録されている日付のマス目には、アイコン２１５
Ｃが表示される。
【０１１５】
　なお、カレンダーは図２２のように１ヶ月単位でなく、１週間単位で表示してもよく、
限定されるものではない。
【０１１６】
　ここで、ユーザがタッチパネル２１０を操作してカレンダーの所望日付（図２２では、
３月９日）を指定操作すると、制御部５０１は画面を、指定日付に記録された測定データ
を表示するための図２３の画面に切替える。
【０１１７】
　図２３の画面では、指定日付（３月９日）で測定された朝晩体重が、アイコン１７６１
Ｃと１７５１Ｃとともに表示される。また、画面のアイコン１９２Ｃまたは１９３Ｃを操
作することにより、日付を前日または翌日に切替えて、切替えられた日付で測定された朝
晩体重を表示することができる。
【０１１８】
　図２３の画面で、ユーザがタッチパネル２１０を介してアイコン１９１Ｃを操作すると
、制御部５０１は、画面を生理日を入力するための図２４の画面に切替える（ステップＳ
３１３）。
【０１１９】
　図２４の画面では、図２３の画面上にウインドウ２０１Ｗが表示される。ウインドウ２
０１Ｗ内には、図２３の画面でデータ１９０が指す測定日（３月９日）を、生理開始日と
して登録するか否かの問合せメッセージ２０４Ｍと、アイコン２０２Ｃと２０３Ｃが表示
される。
【０１２０】
　ユーザがキャンセルを指示するアイコン２０３Ｃを操作すると、ウインドウ２０１Ｗは
消えて、図２３の画面が表示されるが、生理開始日の登録を要求してアイコン２０２Ｃが
操作されると、生理日受付部２３４は、データ１９０が示す測定日を生理開始日として受
付ける。なお、図示されないが、同様にして生理終了日を受付けることもできる。
【０１２１】
　受付けた生理開始日のデータは、記憶部２３９のＩＤデータ２４０が付加されて、サー
バ装置１に送信される。サーバ装置１の通信部５０３は、生理開始日のデータを受信し、
制御部５０１に出力する。制御部５０１のデータ格納部５１１は、生理開始日のデータと
ともに入力したＩＤデータ２４０と一致するＩＤ７０１を有する測定情報７００を検索し
、検索した測定情報７００の生理日情報７０４に受信した生理開始日データを登録する。
これにより、ユーザは、逐次、気がついた時点で生理開始日を入力することができるから
、“まったり期”および“ぴかぴか期”の減量リズムを定期的に算出して、常時、最新の
減量リズムを算出するようにしてもよい。
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【０１２２】
　その後、ユーザによりログアウト操作が行われて、図１２の処理は終了する（ステップ
Ｓ３１５）。
【０１２３】
　＜メッセージの表示例＞
　図２５と図２６には、表示制御部２３３によるメッセージ情報９９７の表示画面例が示
される。図２５と図２６では、受信したデータパケットＰＡの情報に基づき、目標体重値
２４１とともに、最も直近に記録された測定体重値２４２が表示される。また、現在が“
まったり期”または“ぴかぴか期”のいずれに該当するかを指す情報２４３が表示される
。図２５または図２６の画面では、ユーザに対して、最新の測定データおよび“まったり
期”または“ぴかぴか期”の別を表示し、さらに、それに基づく体重管理のためのアドバ
イスを含むメッセージ情報９９７を提示する。これにより、ユーザは減量のモチベーショ
ンを維持し易くなる。
【０１２４】
　本実施の形態では、ユーザは体重測定を毎日「朝と晩に測定する」ことを前提に説明し
たが、ユーザが毎日「朝だけ測定する人」、「晩だけ測定する人」、「昼だけ測定する人
」などであっても、本実施の形態による機能を同様に適用することができる。
【０１２５】
　また、本実施の形態では、体格情報のうち体重管理について説明したが、他の種類の体
格情報であっても、体重と同様な管理機能を提供することができる。
【０１２６】
　（他の実施の形態）
　上述したスマートホン２３の表示制御方法は、プログラムとして提供することもできる
。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ（Compact　Disc　Read　Only　Memory）、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびメモリカードなどの
コンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供すること
もできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて記録さ
せて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロードに
よって、プログラムを提供することもできる。たとえば、図３の構成では、ＣＰＵ２０１
を備えてコンピュータの機能を有するスマートホン２３には、記録媒体４１０を用いて当
該プログラムを供給することができる。ＣＰＵ２０１は、ドライブ装置２０８を介して記
録媒体４１０に格納されたプログラムを読出し、実行する。また、プログラムは、通信路
５２を経由して外部装置からダウンロードされるものであってもよい。ＣＰＵ２０１は、
ダウンロードされたＲＡＭ２０３などに格納されたプログラムを読出し、実行する。
【０１２７】
　提供されるプログラム製品は、ＲＡＭ２０３などのプログラム格納部にインストールさ
れてＣＰＵ２０１により読出されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自
体と、プログラムが記録された記録媒体とを含む。
【０１２８】
　（実施の形態の効果）
　本実施の形態では、図２０のゾーン１７１を表示することにより、幅をもった日々の目
標値を提示することができるから、ユーザは、体重が目標ゾーンデータ９９５のゾーン内
で変化しているか否かなど確認し易くなる。したがって、長期的に減量や体重コントロー
ルに取り組みやすく、リバウンドしにくい減量のペース配分を確認することもできる。た
とえば、週末での体重調整などもしやすくなって、体重コントロールの継続が容易になる
。
【０１２９】
　測定体重値が、ゾーン１７１の下限値よりも小さくなったことを画像から視覚的に確認
できて、無理な減量の発見が容易となり、また、ゾーン１７１の上限値よりも大きくなっ
たことも画像から視覚的に確認できて、食べ過ぎや運動不足による体重増加の発見も容易
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【０１３０】
　また、体重管理のためのアドバイスを含むメッセージ情報９９７は条件組９０１に基づ
き、ユーザ毎の減量の進行状況、生理周期、活動量による総消費カロリーなどに基づき生
成されるから、ユーザ毎に、当該ユーザを対象にした効果的なアドバイスや注意喚起など
を含むメッセージ情報９９７を提示できる。
【０１３１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　サーバ装置、２３　スマートホン、２１０　タッチパネル、２３０　受理部、２３
１　操作受付部、２３２，５０１　制御部、２３３　表示制御部、２３４　生理日受付部
、２３５　ホーム画面表示部、２３６　グラフ表示部、２３８　カレンダー表示部、５１
３　ゾーン計算部、５１４　ゾーン補正部、５１５　減量リズム計算部、５１６　メッセ
ージ生成部、５１７　グラフデータ生成部、５１８　カレンダー生成部、５１９　配信情
報生成部、６００　個人情報、７００　測定情報、８００　目標情報、９００　メッセー
ジロジックテーブル。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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