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(57)【要約】
【課題】使用者がどのような変速位置を使用したかを知
ることができるようにする。
【解決手段】情報収集システム１２は、自転車に関する
情報を収集可能である。情報収集システム１２は、変速
位置情報取得部３０と、第１制御部２０と、を備える。
変速位置情報取得部３０は、複数の変速位置を有する自
転車の変速装置に関する変速位置情報を取得可能である
。第１制御部２０は、ある期間取得した変速位置情報を
送信する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-131533 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自転車に関する情報を収集可能な情報収集システムであって、
　複数の変速位置を有する前記自転車の変速装置に関する変速位置情報を取得可能な変速
位置情報取得部と、
　ある期間に取得した前記変速位置情報を送信する第１制御部と、
を備える情報収集システム。
【請求項２】
　記憶部をさらに備え、
　前記第１制御部は、前記変速位置情報を前記第１記憶部に送信し、前記変速位置情報を
記憶するよう前記記憶部を制御する、請求項１に記載の情報収集システム
【請求項３】
　前記第１制御部は、前記記憶部に記憶された前記変速位置情報に基づき、前記変速装置
の各変速位置の使用頻度を算出する、請求項２に記載の情報収集システム。
【請求項４】
　第１表示部をさらに備え、
　前記第１制御部は、前記使用頻度を表示するよう前記第１表示部を制御する、請求項３
に記載の情報収集システム。
【請求項５】
　前記記憶部に記憶された情報を外部に出力可能な情報出力部をさらに備える、請求項２
に記載の情報収集システム。
【請求項６】
　前記情報出力部は、有線または無線によって前記前記変速位置情報を外部に出力可能で
ある、請求項５に記載の情報収集システム。
【請求項７】
　前記変速装置は、外装変速機および内装変速機の少なくとも一方を含み、
　前記変速位置情報は、前記外装変速機の変速位置および前記内装変速機の変速位置の少
なくとも一方を含む、請求項１に記載の情報収集システム。
【請求項８】
　前記変速装置は、フロントディレイラおよびリアディレイラの少なくとも一方を含み、
　前記変速位置情報は、前記フロントディレイラの変速位置および前記リアディレイラの
変速位置の少なくとも一方を含む、請求項７に記載の情報収集システム。
【請求項９】
　前記変速装置は、フロントディレイラおよびリアディレイラの両方を含み、
　前記変速位置情報は、前記フロントディレイラの変速位置と前記リアディレイラの変速
位置との組み合わせに関する情報を含む、請求項８に記載の情報収集システム。
【請求項１０】
　前記自転車の走行情報を取得可能な走行情報取得部をさらに備え、
　前記第１制御部は、取得された前記走行情報を前記変速位置情報に関連付けて送信する
、請求項１に記載の情報収集システム。
【請求項１１】
　前記走行情報は、車輪の回転速度、速度、ケイデンス、傾斜、外気の温度、外気の湿度
、高度、加速度、踏力、および使用者の心拍数の少なくとも一つを含む、請求項１０に記
載の情報収集システム。
【請求項１２】
　自転車に関する情報を収集可能な情報収集装置と、前記情報収集装置と通信可能な情報
処理装置と、含む情報処理システムであって、
　前記情報収集装置は、複数の変速位置を有する変速装置に関する変速位置情報を取得可
能な変速位置情報取得部、前記変速位置情報取得部によって取得された前記変速位置情報
を外部に出力可能な情報出力部を備え、
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　前記情報処理装置は、前記情報出力部から出力された前記変速位置情報に基づき、前記
変速装置の各変速位置の使用頻度を算出する第２制御部を備える、情報処理システム。
【請求項１３】
　前記情報処理装置は、第２表示部をさらに備え、
　前記第２制御部は、前記使用頻度を表示するよう前記第２表示部を制御する、請求項１
２に記載の情報処理システム。
【請求項１４】
　前記情報収集装置は、前記自転車の走行情報を取得可能な走行情報取得部をさらに備え
、
　前記情報出力部は、前記変速位置情報に関連付けられた前記走行情報を出力可能であり
、
　前記第２制御部は、前記使用頻度および前記走行情報の少なくとも一方を表示するよう
前記第２表示部を制御する、請求項１３に記載の情報処理システム。
【請求項１５】
　前記第２制御部は、前記使用頻度および前記走行情報の少なくとも一方を三次元的に表
示するよう前記第２表示部を制御する、請求項１４に記載の情報処理システム。
【請求項１６】
　第３表示部と、
　複数の変速位置を有する自転車の変速装置に関する変速位置情報を取得する変速位置情
報取得部によってある期間に取得された前記変速位置情報に基づき、前記変速装置の各変
速位置の使用頻度を算出し、前記使用頻度を表示するよう前記第３表示部を制御する第３
制御部と、
を備える情報表示装置。
【請求項１７】
　自転車に関する情報を収集可能な情報収集システムにおいて実行されるコンピュータプ
ログラムであって、
　複数の変速位置を有する前記自転車の変速装置に関する変速位置情報を取得するステッ
プと、
　ある期間に取得した前記変速位置情報を送信するステップと、
を実行するコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自転車に関する情報を収集可能な情報収集システム、および収集された情報
を表示する自転車用情報表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自転車の使用者（ライダー）が、変速装置をどのように操作することで変速装置
の変速位置がどのように変化したかを知ることによって、使用者のトレーニングを効率的
に行えるようにすることが求められている。従来の自転車においては、使用者は、サイク
ルコンピュータと呼ばれる表示装置によって現在の変速位置を知ることができるが、走行
時に使用者がどのような変速位置を使用したかを知ることができなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、使用者がどのような変速位置を使用したかを知ることができるように
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に係る情報収集システムは、自転車に関する情報を収集可能な情報収集システム
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である。情報収集システムは、変速位置情報取得部と、第１制御部と、を備える。変速位
置情報取得部は、複数の変速位置を有する自転車の変速装置に関する変速位置情報を取得
可能である。第１制御部は、ある期間取得した変速位置情報を送信する。
【０００５】
　この情報収集システムでは、変速位置情報取得部が変速位置情報を取得すると、ある期
間取得した変速位置情報を第１制御部が送信する。この送信された変速位置情報を分析す
る（たとえば、複数の変速位置情報の使用頻度を求める）ことによって、使用者がどのよ
うな変速位置を使用したかを知ることができるようになる。
【０００６】
　記憶部をさらに備え、第１制御部は、変速位置情報を第１記憶部に送信し、変速位置情
報を記憶するよう記憶部を制御してもよい。この場合に、記憶部に記憶された変速位置情
報を読み出すことによって、時系列的な変速位置の変化を知ることができる。
【０００７】
　第１制御部は、記憶部に記憶された変速位置情報に基づき、変速装置の各変速位置の使
用頻度を算出してもよい。この場合には、各変速位置の使用頻度が算出されるので、使用
者の変速傾向を知ることができる。
【０００８】
　第１表示部をさらに備え、第１制御部は、使用頻度を表示するよう第１表示部を制御し
てもよい。この場合には、各変速位置の使用頻度を目視により知ることができる。
【０００９】
　記憶部に記憶された情報を外部に出力可能な情報出力部をさらに備える。この場合には
、記憶部に蓄積された変速位置情報を外部装置で分析できるので、外部装置で変速位置情
報に関する種々の分析を行うことができる。
【００１０】
　情報出力部は、有線または無線によって変速位置情報を外部に出力可能であってもよい
。この場合には、有線または無線によって変速位置情報を外部に出力できる。
【００１１】
　変速装置は、外装変速機および内装変速機の少なくとも一方を含み、変速位置情報は、
外装変速機の変速位置および内装変速機の変速位置の少なくとも一方を含んでもよい。こ
の場合には、外装変速機および内装変速機の変速位置の変化を知ることができる。
【００１２】
　変速装置は、フロントディレイラおよびリアディレイラの少なくとも一方を含み、変速
位置情報は、フロントディレイラの変速位置およびリアディレイラの変速位置の少なくと
も一方を含んでもよい。この場合は、フロントディレイラおよびリアディレイラの少なく
とも一方の変速位置の変化を知ることができる。
【００１３】
　変速装置は、フロントディレイラおよびリアディレイラの両方を含み、変速位置情報は
、フロントディレイラの変速位置とリアディレイラの変速位置との組み合わせに関する情
報を含んでもよい。この場合には、フロントディレイラおよびリアディレイラの変速位置
の組み合わせの変化を知ることができる。これによって、通常は使用されない無駄な変速
位置の組み合わせを使用したか否かを判断できる。
【００１４】
　自転車の走行情報を取得可能な走行情報取得部をさらに備え、第１制御部は、取得され
た走行情報を変速位置情報に関連付けて送信してもよい。この場合には、変速位置情報に
関連付けて走行情報が送信されるので、走行情報と変速位置との関連を知ることができる
。
【００１５】
　走行情報は、車輪の回転速度、速度、ケイデンス、傾斜、外気の温度、外気の湿度、高
度、加速度、踏力、および使用者の心拍数の少なくとも一つを含んでもよい。この場合に
は、使用者の体力に影響を与える走行情報と変速位置との関連を知ることができる。
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【００１６】
　本発明の別の発明に係る情報処理システムは、自転車に関する情報を収集可能な情報収
集装置と、情報収集装置と通信可能な情報処理装置と、含む。情報収集装置は、複数の変
速位置を有する変速装置に関する変速位置情報を取得可能な変速位置情報取得部、変速位
置情報取得部によって取得された変速位置情報を外部に出力可能な情報出力部を備える。
情報処理装置は、情報出力部から出力された変速位置情報に基づき、変速装置の各変速位
置の使用頻度を算出する第２制御部を備える。この情報処理システムでは、情報収集装置
で収集され出力された変速位置情報に基づいて情報処理装置で各変速位置の使用頻度が算
出される。ここでは、自転車に搭載された情報収集装置と別の情報処理装置の第２制御部
によって使用頻度が算出されるので、大容量の変速位置情報を取り扱える。
【００１７】
　情報処理装置は、第２表示部をさらに備え、第２制御部は、使用頻度を表示するよう第
２表示部を制御してもよい。この場合には、第２制御部で算出された使用頻度が外部の第
２表示部によって表示される。
【００１８】
　情報収集装置は、自転車の走行情報を取得可能な走行情報取得部をさらに備え、情報出
力部は、変速位置情報に関連付けられた走行情報を出力可能であり、第２制御部は、使用
頻度および走行情報の少なくとも一方を表示するよう第２表示部を制御してもよい。この
場合に、変速位置情報に関連付けられた走行情報および走行位置情報の少なくとも一方が
情報処理装置で処理され、第２表示部に表示されるので、多数の走行位置情報の処理を行
え、使用者がどのような変速位置を使用したかを走行情報と合わせてさらに精度良く知る
ことができる。
【００１９】
　第２制御部は、使用頻度および走行情報の少なくとも一方を三次元的に表示するよう第
２表示部を制御してもよい。この場合には、情報が三次元的に表示されるので、変速位置
情報ごとの複数の走行情報を表示することができる。
【００２０】
　本発明のさらに別の発明に係る情報表示装置は、第３表示部と、第３制御部と、を備え
る。第３制御部は、複数の変速位置を有する自転車の変速装置に関する変速位置情報を取
得する変速位置情報取得部によってある期間に取得された変速位置情報に基づき、変速装
置の各変速位置の使用頻度を算出し、使用頻度を表示するよう第３表示部を制御する。
【００２１】
　この情報表示装置では、変速位置情報取得部によってある期間に取得された変速位置情
報に基づき、各変速位置の使用頻度が第３算出し、算出された使用頻度を第３表示部に表
示させる。表示された使用頻度によって、使用者がどのような変速位置を使用したかを知
ることができるようになる。
【００２２】
　本発明に係るさらにまた別の発明のコンピュータプログラムは、自転車に関する情報を
収集可能な情報収集システムにおいて実行される。コンピュータプログラムは、複数の変
速位置を有する自転車の変速装置に関する変速位置情報を取得するステップと、ある期間
に取得した変速位置情報を送信するステップと、を含む。
【００２３】
　このコンピュータプログラムを実行すると、変速位置情報が取得され、ある期間に取得
された変速位置情報が送信される。この送信されてある期間の変速位置情報を分析する（
たとえば、複数の変速位置情報の使用頻度を求める）ことよって、使用者がどのような変
速位置を使用したかを知ることができるようになる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、変速位置情報を分析することよって、使用者がどのような変速位置を
使用したかを知ることができるようになる。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態による情報収集システム、情報収集装置、情報処理システム
の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態によるコンピュータプログラムを含む第１制御部の制御動作
の一例を示すフローチャート。
【図３】第１制御部の情報収集処理の制御動作の一例を示すフローチャート。
【図４】第１記憶部の記憶内容の一例を示す表。
【図５】フロントスプロケットおよびリアスプロケットの歯数の組み合わせならびに組み
合わせによる変速比を示す表。
【図６】第２制御部の制御動作の一例を示すフローチャート。
【図７】収集された変速位置の使用頻度及び各変速位置の平均速度を示すグラフ。
【図８】別に収集された変速位置の使用頻度及び各変速位置の平均速度を示すグラフ。
【図９】ある変速位置における走行情報の出現頻度を三次元的に示すグラフ。
【図１０】他の実施形態の第１制御部の情報処理の制御動作の一例を示すフローチャート
。
【図１１】各変速位置の使用頻度を別の態様の棒グラフで示した図。
【図１２】各変速位置の使用頻度をさらに別の態様の棒グラフで示した図。
【図１３】各変速位置の使用頻度をさらに別の態様のバルーンチャートで示した図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１において、本発明の一実施形態による情報処理システム１０は、情報収集システム
１２と、情報処理装置１４と、を有する。情報収集システム１２は、情報収集装置および
情報表示装置の一例である。情報収集システム１２は、複数の変速位置を有する自転車の
変速位置情報を収集可能なものである。情報収集システム１２は、いわゆるサイクルコン
ピュータと呼ばれる車速、ケイデンス、走行距離などを表示可能なシステムであってもよ
い。情報収集システム１２は、たとえば、マイクロコンピュータによって構成される第１
制御部２０を有する。第１制御部２０には、第１表示部２２と、第１操作部２４と、第１
記憶部２６と、第１通信部２８と、変速位置情報取得部３０と、走行情報取得部３２と、
が接続される。第１制御部２０は、ある期間に取得した変速位置情報と走行情報を第１記
憶部２６に送信する。第１制御部２０は、第１操作部２４の操作、ならびに変速位置情報
取得部３０および走行情報取得部３２によって取得された情報、に応じて第１表示部２２
、第１記憶部２６、および第１通信部２８を制御する。具体的には、第１制御部２０は、
変速位置情報と走行情報を第１記憶部２６に送信し、変速位置情報と走行情報を記憶する
よう第１記憶部２６を制御する。このとき、第１制御部２０は、所定の周期で変速位置情
報と走行情報を変速位置情報取得部３０および走行情報取得部３２から取得する。第１制
御部２０は、第１制御部２０が備える図示しないキャッシュメモリでバッファリングした
複数の変速位置情報と走行情報を第１記憶部２６に一度に送信してもよいし、変速位置情
報と走行情報を取得するたびに第１記憶部２６に送信してもよい。また、第１制御部２０
は、情報処理装置１４から第１記憶部２６に記憶された変速位置情報等の出力要求がある
と、第１記憶部２６に記憶された変速位置情報等を、第１通信部２８を介して情報処理装
置１４に出力する。
【００２７】
　第１表示部２２は、たとえば、液晶ディスプレイであり、変速位置情報取得部３０およ
び走行情報取得部３２によって取得された情報が表示される。第１操作部２４は、少なく
とも一つの操作スイッチまたはタッチパネルを有する。本実施形態では、複数の操作スイ
ッチを有する。第１記憶部２６は、記憶部の一例である。第１記憶部２６には、たとえば
、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）、フラッシ
ュメモリ等の書換可能な不揮発性メモリが採用される。本実施形態では、ＥＥＰＲＯＭが
採用される。第１記憶部２６には、図２に示すように、各アドレスに、記憶時間、変速位
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置情報、および走行情報が記憶される。したがって、変速位置情報および走行情報は、時
系列的に記憶される。記憶時間の欄には、ある変速位置情報と走行情報を取得した時間が
、日付および時、分、秒の形式で記憶される。変速位置情報の欄には、フロント変速位置
ＦＧＰとリア変速位置ＲＧＰとの組み合わせ情報が記憶される。走行情報の欄には、たと
えば、後述する速度センサ３２ａおよびケイデンスセンサ３２ｂによって検出される速度
とケイデンスとが少なくとも記憶される。
【００２８】
　図１に示すように、第１通信部２８は、情報出力部の一例である。第１通信部２８は、
情報処理装置１４と通信可能である。第１通信部２８には、ISO/IEC 18092等のＮＦＣ(Ne
ar Field Communication)規格、IEEE 802.11等の無線ＬＡＮ(Local Area Network)規格、
およびIEEE 802.15.1 等のBluetooth（登録商標）等の近距離無線通信規格のいずれかが
採用される。本実施形態では、Bluetooth（登録商標）が採用される。なお、第１通信部
２８には、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)等の有線規格が採用されてもよい。
【００２９】
　変速位置情報取得部３０は、複数の変速位置を有する自転車の変速装置に関する変速位
置情報を取得可能である。変速位置情報取得部３０は、図示しない外装変速装置としての
フロントディレイラの変速位置を検出可能なフロント変速位置センサ３０ｆと、図示しな
い外装変速装置としてのリアディレイラの変速位置を検出可能なリア変速位置センサ３０
ｒと、を含む。本実施形態では、変速位置情報として、フロント変速位置センサ３０ｆと
リア変速位置センサ３０ｒの変速位置の組み合わせ情報を用いる。本実施形態では、フロ
ントディレイラは、たとえば、「１」および「２」の２段の変速位置を有する。また、リ
アディレイラは、たとえば、「１」から「１０」の１０段の変速位置を有する。各変速位
置は、自転車に装着された、図示しない１又は複数のフロントスプロケットおよび図示し
ない１又は複数のリアスプロケットに対応している。具体的には、最も自転車本体に近い
位置にあるフロント／リアスプロケットと対応する変速位置が「１」であり、以降、自転
車本体から遠ざかるごとに変速位置を表す数字が大きくなっていく。なお、以降の説明で
は、フロントスプロケットとリアスプロケットとを組み合わせた変速位置を、フロントス
プロケットの１段目を「Ｌ」と記載し、フロントスプロケットの２段目を「Ｔ」と記載す
る。また、リアスプロケットは、それぞれ段数の値で記載する。したがって、フロントス
プロケットが１段目でリアスプロケットか６段目の場合は、「Ｌ６」と記載する。
【００３０】
　図３に示すように、フロントディレイラがチェーンを架け渡すフロントスプロケットの
枚数は、たとえば２枚である。Ｌのフロントスプロケットの歯数は、たとえば「４２」で
あり、Ｈのフロントスプロケットの歯数は、たとえば「５５」である。また、リアディレ
イラがチェーンを架け渡すリアスプロケットの枚数は、たとえば１０枚である。リアスプ
ロケットの歯数は、たとえば１段目が「１２」、２段目が「１３」、３段目が「１４」、
４段目が「１５」、５段目が「１６」、６段目が「１７」、７段目が「１９」、８段目が
「２１」、９段目が「２３」、１０段目が「２５」である。したがって、フロントスプロ
ケットとリアスプロケットの組み合わせは全部で２０通りである。変速比が似通っており
、かつ矢印が通らない組み合わせは、推奨はされないが使用者の好みによって使用される
。また、チェーンが極端に斜行するハッチングで示すフロントスプロケットが１段目でリ
アスプロケットが１０段目の組み合わせ（Ｔ１０）、およびフロントスプロケットが２段
目でリアスプロケットが１０段目の組み合わせ（Ｌ１）は、通常は使用が禁止される。し
かし、第１記憶部２６には推奨されない組み合わせ、または禁止された組み合わせも記憶
される。これによって、使用者は変速操作のミスを確認できる。
【００３１】
　なお、自転車が内装変速装置を有する場合、内装変速装置の変速位置を用いればよい。
また、自転車がフロントディレイラと内装変速装置とを有する場合は、フロント変速位置
センサと内装変速装置の変速位置との組み合わせ情報を用いればよい。
【００３２】



(8) JP 2015-131533 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

　図１に示すように、走行情報取得部３２は、速度センサ３２ａ、ケイデンスセンサ３２
ｂ、傾きセンサ３２ｃ、トルクセンサ３２ｄおよび心拍センサ３２ｅを含んでいる。速度
センサ３２ａは、たとえば、自転車の前輪に設けられる検出子（たとえば、磁石）を検出
できるようにフロントフォークに設けられる。ケイデンスセンサ３２ｂは、たとえば、自
転車のクランクアームに設けられる検出子（例えば周方向に間隔を隔てて配置された磁石
）を検出できるようにハンガー部に設けられる。傾きセンサ３２ｃは、たとえば、自転車
のフレームに設けられる半導体ジャイロを含む。トルクセンサ３２ｄは、自転車のクラン
ク軸に設けられる磁歪素子と、クランク軸の周囲においてフレームに設けられるコイルと
、を含む。心拍センサ３２ｅは、使用者の体に固定される市販の心拍計を含む。これらは
、第１操作部２４の操作によって、使用者が任意に選択できる。本実施形態では、走行情
報として、速度とケイデンスを選択した場合を示す。なお、心拍センサ３２ｅは、無線に
よって情報収集システム１２に接続されてもよい。
【００３３】
　情報処理装置１４は、たとえば、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレッ
トなどの情報処理端末によって実現される。情報処理装置１４は、マイクロコンピュータ
によって構成される第２制御部３４を有する。第２制御部３４には、第２表示部３６と、
第２操作部３８と、第２記憶部４０と、第２通信部４２と、が接続される。第２制御部３
４は、第２操作部３８の操作、ならびに情報収集システム１２から送信された情報、に応
じて第２表示部３６、第２記憶部４０、および第２通信部４２を制御する。第２制御部３
４によって行われる制御動作は、アプリケーション（アプリApp）およびコンピュータプ
ログラムを含むソフトウェアによって実現される。
【００３４】
　第２表示部３６は、たとえば、液晶ディスプレイであり、第２制御部３４によって処理
された情報が表示される。第２操作部３８は、マウスおよびキーボード、またはタッチパ
ネルを含む。第２記憶部４０には、たとえばフラッシュメモリ等の書き換え可能な不揮発
性メモリまたはハードディスクが採用される。本実施形態では、フラッシュメモリが採用
される。
【００３５】
　第２通信部４２は、情報収集システム１２およびサーバ４４と通信可能である。第２通
信部４２には、IEEE 802.11等の無線ＬＡＮ(Local Area Network)規格、およびIEEE 802.
15.1 等のBluetooth（登録商標）等の近距離無線通信規格が採用される。本実施形態では
、第２通信部４２は、Bluetooth（登録商標）によって情報収集システム１２と通信し、
無線ＬＡＮによってサーバ４４と通信する。サーバ４４では、識別情報ごとに変速位置情
報および走行情報が記録される。なお、第２通信部４２には、ＵＳＢ(Universal Serial 
Bus)等の有線通信規格が採用されてもよい。また、第１通信部２８がサーバ４４と通信す
るようにしてもよい。
【００３６】
　次に情報収集システム１２の第１制御部２０の制御動作について、図４に示すフローチ
ャートに基づいて説明する。
【００３７】
　図４のステップＳ１では、第１制御部２０は、第１操作部２４の操作に応じて使用者が
選択した走行情報を認識する。使用者は、第１表示部２に表示された複数の走行情報から
表示したい複数の走行情報を、第１操作部２４を用いて選択する。この走行情報選択処理
では、全ての走行情報を選択することも可能であるが、通常は、２から４つの走行情報が
選択される。使用者が選択した走行情報を認識すると、ステップＳ２に移行する。ステッ
プＳ２では、第１制御部２０は、図５に示す情報収集処理を実行する。ステップＳ３では
、第１記憶部２４に記憶された情報を、情報処理装置１４が出力するように要求している
か否かを第１制御部２０が判断する。情報処理装置１４が情報の出力を要求していないと
第１制御部２０が判断するとステップＳ２に戻る。情報処理装置１４が情報の出力を要求
していると第１制御部２０が判断すると、ステップＳ３からステップＳ４に移行する。ス
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テップＳ４では、第１記憶部２４に記憶された記憶時間、変速位置情報および走行情報を
読み出す。ステップＳ５では、第１通信部２８を介して読み出した情報を情報処理装置１
４に出力し、ステップＳ２に戻る。
【００３８】
　図５において、情報収集処理では、第１制御部２０は、使用者に選択された走行情報お
よび変速位置情報を、第１記憶部２６に時系列的に記憶させる。ステップＳ１１において
、第１制御部２０は、収集処理の開始を待つ。使用者は、変速位置情報および走行情報を
収集する場合は、第１操作部２４を操作する。第１制御部２０は、第１操作部２４によっ
て使用者が情報の収集の開始操作を行ったと判断すると、ステップＳ１１からステップＳ
１２に移行する。ステップＳ１２では、第１制御部２０は、フロント変速位置センサ３０
ｆおよびリア変速位置センサ３０ｒが取得したそれぞれの変速位置の情報を取り込む。ス
テップＳ１３では、第１制御部２０は、取り込んだフロント変速位置ＦＧＰがＬであるか
否かを判断する。取得したフロント変速位置ＦＧＰがＬであると判断すると、ステップＳ
１３からステップＳ１４に移行する。
【００３９】
　ステップＳ１４からステップＳ２３では、リア変速位置ＲＧＰが１段目から１０段目の
いずれであるかを判断する。リア変速位置ＲＧＰが１段の場合は、ステップＳ１４からス
テップＳ２４に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ１にセットする。リア
変速位置ＲＧＰが２段目の場合は、ステップＳ１５からステップＳ２５に移行し、第１制
御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ２にセットする。リア変速位置ＲＧＰが３段目の場合
は、ステップＳ１６からステップＳ２６に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰ
をＬ３にセットする。リア変速位置ＲＧＰが４段目の場合は、ステップＳ１７からステッ
プＳ２７に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ４にセットする。リア変速
位置ＲＧＰが５段目の場合は、ステップＳ１８からステップＳ２８に移行し、第１制御部
２０は、変速位置情報ＧＰをＬ５にセットする。リア変速位置ＲＧＰが６段目の場合は、
ステップＳ１９からステップＳ２９に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ
６にセットする。リア変速位置ＲＧＰが７段目の場合は、ステップＳ２０からステップＳ
３０に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ７にセットする。リア変速位置
ＲＧＰが８段目の場合は、ステップＳ２１からステップＳ３１に移行し、第１制御部２０
は、変速位置情報ＧＰをＬ８にセットする。リア変速位置ＲＧＰが９段目の場合は、ステ
ップＳ２２からステップＳ３２に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ９に
セットする。リア変速位置ＲＧＰが１０段目の場合は、ステップＳ２３からステップＳ３
３に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＬ１０にセットする。
【００４０】
　フロント変速位置情報ＦＧＰが２段目であると判断すると、ステップＳ１３からステッ
プＳ３４に移行する。ステップＳ３４からステップＳ４３では、ステップＳ１４からステ
ップＳ２３と同様にリア変速位置ＲＧＰが第１段目から１０段目のいずれであるかを判断
する。リア変速位置ＲＧＰが１段の場合は、ステップＳ３４からステップＳ４４に移行し
、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ１にセットする。リア変速位置ＲＧＰが２段
目の場合は、ステップＳ３５からステップＳ４５に移行し、第１制御部２０は、変速位置
情報ＧＰをＴ２にセットする。リア変速位置ＲＧＰが３段目の場合は、ステップＳ３６か
らステップＳ４６に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ３にセットする。
リア変速位置ＲＧＰが４段目の場合は、ステップＳ３７からステップＳ４７に移行し、第
１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ４にセットする。リア変速位置ＲＧＰが５段目の
場合は、ステップＳ３８からステップＳ４８に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報
ＧＰをＴ５にセットする。リア変速位置ＲＧＰが６段目の場合は、ステップＳ３９からス
テップＳ４９に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ６にセットする。リア
変速位置ＲＧＰが７段目の場合は、ステップＳ４０からステップＳ５０に移行し、第１制
御部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ７にセットする。リア変速位置ＲＧＰが８段目の場合
は、ステップＳ４１からステップＳ５１に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰ
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をＴ８にセットする。リア変速位置ＲＧＰが９段目の場合は、ステップＳ４２からステッ
プＳ５２に移行し、第１制御部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ９にセットする。リア変速
位置ＲＧＰが１０段目の場合は、ステップＳ４３からステップＳ５３に移行し、第１制御
部２０は、変速位置情報ＧＰをＴ１０にセットする。
【００４１】
　ステップＳ２３、ステップＳ３３、ステップＳ４３、またはステップＳ５３から終了す
ると、ステップＳ５４に移行する。ステップＳ５４では、第１制御部２０は、走行位置情
報取得部３２がその時点で取得した走行情報を取り込む。たとえば、本実施形態では、そ
の時点で速度センサ３２ａが取得した車速およびケイデンスセンサ３２ｂが取得したケイ
デンスを走行情報として取り込む。ステップＳ５５では、第１制御部２０はセットした変
速位置情報ＧＰおよび取り込んだ走行情報を第１記憶部２６に送信し、第１記憶部２６に
書き込む。ステップ５６では、使用者が第１操作部２４によって収集終了の操作を行った
か否かを判断する。収集終了操作を行ったと判断すると情報収集処理を終了する。収集終
了操作がなされていないと判断すると、ステップＳ１２に戻り、次のタイミングで変速位
置情報および走行情報を取得する。
【００４２】
　次に情報処理装置１４の制御動作について、図６に示すフローチャートに基づいて説明
する。この動作は、前述したようにコンピュータプログラム、アプリなどのソフトウェア
によって実現される。
【００４３】
　図６のステップＰ１では、第２制御部３４は、第２表示部３６に情報処理のメニューを
表示する。たとえば、第２制御部３４は、情報出力要求、情報表示、および操作終了の３
つメニューボタンを第２表示部３６に表示する。ステップＰ２では、たとえば使用者がマ
ウスを用いて情報出力要求のメニューボタンにカーソルを合わせてクリックする、または
タッチパネルのメニューボタンを押圧するなどの操作によって、情報出力要求の操作を行
ったか否かを判断する。ステップＰ３では、第２制御部３４は、情報収集システム１２か
ら情報の受信を完了したか否かを判断する。ステップＰ４では、たとえば使用者がマウス
を用いて情報表示のメニューボタンにカーソルを合わせてクリックする、またはタッチパ
ネルのメニューボタンを押圧するなどの操作によって、第２制御部３４は、使用者が情報
表示の操作を行ったか否かを判断する。ステップＰ５では、第２制御部３４が、使用者が
終了のメニューボタンにカーソルを合わせてクリックする、またはタッチパネルのメニュ
ーボタンを押圧するなどの操作によって、使用者が終了操作を行ったか否かを判断する。
終了操作を行ったと判断すると、第２制御部３４は、処理を終了する。
【００４４】
　使用者が情報出力要求の操作を行ったと第２制御部３４判断すると、ステップＰ２から
ステップＰ７に移行する。ステップＰ６では、情報収集システム１２に情報出力要求を出
力する。この要求を情報収集システム１２が受け取ると、図４のステップＳ３で第１制御
部２０がそのことを判断し、取得した変速位置情報および走行情報を、ステップＳ５で情
報処理装置１４に出力する。
【００４５】
　情報収集システム１２から情報の受信を完了すると、図６のステップＰ３からステップ
Ｐ７に移行する。ステップＰ７では、受信した情報を第２制御部３４が第２記憶部４０に
格納する。使用者が情報表示の操作を行ったと第２制御部３４が判断すると、ステップＰ
４からステップＰ８に移行する。ステップＰ８では、第２制御部３４は、第２記憶部４０
から変速位置情報および各変速位置の走行情報を読み出す。たとえば、走行情報として各
変速位置のケイデンスと走行速度を読み出す。ステップＰ９では、読み出した各変速位置
情報の使用頻度を算出するとともに、走行情報の加工（本実施形態においては各変速位置
の走行速度の平均値の算出）を実施する。ステップＰ１０では、各変速位置の使用頻度お
よび／または加工された走行情報（本実施形態においては平均速度）を図７及び図８に示
すような二次元のグラフで表示する。ステップＰ１１では、二次元グラフで表示された変
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速位置がクリックされたか否かを判断する。使用者は、ある変速位置における詳細な走行
情報を知りたい場合はこの操作を行う。ステップＰ１２では、第２制御部３４は、算出さ
れた変速位置毎の使用頻度の表示（図７参照）および走行情報の三次元的な表示（図９参
照）を行い、ステップＰ５に移行する。ステップＰ１１で変速位置が選択されない場合は
、ステップＰ５に移行する。
【００４６】
　図７では、各変速位置の使用頻度は、たとえば棒グラフで表示され、加工された走行情
報（本実施形態においては各変速位置の平均速度）は、たとえば折れ線グラフで表示され
る。図７では、通常は使用が禁止されるＬ１およびＴ１０のチェーンが極端に斜行する変
速が行われていることがわかる。その部分は他の表示と異なり白抜きに表示される。これ
により、使用者は使用が禁止された変速位置を選択したことを迅速に認識できる。また、
変速位置Ｔ５が突出して多く使用されていることがわかる。
【００４７】
　一方、図８では、通常はあまり使用されない変速位置を使用者が多用していることがわ
かる。これによって、フロントディレイラ及びリアディレイラの各スプロケットの歯数が
使用者に適していないことがわかる。このような場合、フロントスプロケットおよびリア
スプロケットを歯数が異なるものに交換する必要がある。
【００４８】
　図７または図８に示す画面で「Ｌ５」の部分にカーソルを合わせてクリックまたは押圧
すると、図９に示すように、フロント変速位置がＬでリア変速位置が５の変速位置Ｌ５に
おける、走行情報（本実施形態においては走行速度およびケイデンス）が三次元的に表示
される。図９では、Ｚ軸に２つの走行情報（本実施形態においては走行速度およびケイデ
ンス）の頻度をとり、Ｙ軸に走行速度の大きさを、Ｘ軸にケイデンスの大きさをそれぞれ
段階的にとっている。図７及び図８を見ることによって、ある期間における変速位置の使
用履歴によって、どのような変速位置を使用したかを、使用者は知ることができるように
なる。また、図９を見ることによって、各変速位置において、走行情報がどのように変化
したかを知ることができる。これによって、自転車のトレーニングにおいて、最適な走行
パターンを得ることができる。なお、使用頻度の表示は、図７及び図８のグラフに限定さ
れず図１１に示すように２つの二次元の棒グラフに分けて表示してもよい。また、図１２
に示すように、走行速度を表示せずに各変速位置の使用頻度だけを表示してもよい。また
、円グラフ折れ線グラフ、または図１３に示すバルーンチャート等のその他の形態のグラ
フ表示であってもよい。図１２では、禁止された組み合わせの変速位置を使用するとその
部分に星印が付される。また、図１３では、禁止され組み合わせの変速位置が白抜きで表
示される。
【００４９】
　ここでは、第１記憶部２６に送信された変速位置情報を分析する（たとえば、複数の変
速位置情報の使用頻度を求める）ことよって、使用者がどのような変速位置を使用したか
を知ることができるようになる。
【００５０】
　また、各変速位置の使用頻度が算出されるので、使用者の変速傾向を知ることができる
。
【００５１】
　さらに情報収集システム１２が外部装置への情報出力部（第１通信部２８）を有してい
るので、外部装置で変速位置情報およびそれに関連付けられた走行情報を細かく分析する
ことができる。
【００５２】
　＜他の実施形態＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細書に
書かれた複数の実施形態及び変形例は必要に応じて任意に組合せ可能である。



(12) JP 2015-131533 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

【００５３】
　（ａ）上記実施形態では、情報収集システム１２は、変速位置情報および走行情報を収
集するだけであったが、本発明はこれに限定されない。自転車に搭載される情報収集シス
テム１２において、変速位置情報の使用頻度を表示してもよい。
【００５４】
　図１０において、情報収集システム１２の第１制御部２０は、図４に示す上記実施形態
の処理とステップＳ１からステップＳ５では同じ処理を行う。また、ステップＳ３の情報
出力要求が無い場合は、ステップＳ６１に移行し、情報表示操作が入力されたか否かを判
断する。情報表示操作は、使用者が第１操作部２４を操作することによって入力される。
情報表示操作が入力されたと判断すると、ステップＳ６１からステップＳ６２に移行する
。ステップＳ６２では、第１制御部２０は、第１記憶部２６から変速位置情報を読み出す
。ステップＳ６３では、第１制御部２０は、各変速位置の使用頻度を算出する。ステップ
Ｓ６４では、図７に示すように、各変速位置の使用頻度を、たとえば、棒グラフの形態で
第１表示部２２に表示させる。使用頻度の表示は、上記実施形態と同様に、図７及び図８
のグラフに限定されず図１１に示す二次元の棒グラフや、図１２に示す各変速位置の使用
頻度だけのグラフや、円グラフ折れ線グラフ、または図１３に示すバルーンチャート等の
その他の形態のグラフによって表示されてもよい。ステップＳ６１で情報表示操作が入力
されていないと判断した場合およびステップＳ６４での処理が終了した場合は、ステップ
Ｓ２に戻る。
【００５５】
　このように、自転車に装着された情報収集システム１２の第１表示部２２に変速位置の
使用頻度を表示することによって、使用者が情報処理装置を接続することなく、変速位置
の使用頻度を確認でき、使用者がどのような変速位置を使用したかを迅速に知ることがで
き。この場合、情報収集システム１２は、情報表示装置の一例である。また、第１制御部
２０は、第３制御部の一例でもあり、第１表示部は第３表示部の一例でもある。
【００５６】
　（ｂ）上記実施形態では、走行情報取得部３２として、速度センサ３２ａ、ケイデンス
センサ３２ｂ、傾きセンサ３２ｃ、トルクセンサ３２ｄおよび心拍センサ３２ｅを例示し
たが、本発明はこれに限定されない。走行情報取得部として、たとえば、温度センサ、湿
度センサ、高度センサ、加速度センサ、ＧＰＳ情報、および風速センサを含んでもよい。
【００５７】
　（ｃ）上記実施形態では、走行情報としての速度を速度センサからの出力よって取得し
たが、本発明はこれに限定されない。たとえば、ケイデンス、変速位置、および車輪の周
長から演算によって速度を取得してもよい。また、ケイデンスを、速度、変速位置、およ
び周長から取得してもよい。さらに変速位置を、ケイデンス、速度および周長から取得し
てもよい。
【００５８】
　（ｄ）上記実施形態では、第１制御部２０の情報の取得期間を収集開始操作から収集終
了操作までの期間としたが、本発明はこれに限定されない。たとえば、走行開始から走行
終了までの期間または所定の間隔（時間または距離）などのその他の期間に変速位置情報
および走行情報を取得するようにしてもよい。
【００５９】
　（ｅ）上記実施形態では、変速位置情報と、変速位置情報に関連付けて走行情報を取得
したが、本発発明はこれに限定されない。変速位置情報だけを取得してもよい。
【００６０】
　（ｆ）上記実施形態では、各変速位置および走行情報の使用頻度を表示したが、本発明
はこれに限定されない。たとえば、変速位置の時系列的な変化を表示するようにしてもよ
い。この場合、走行情報として自転車の傾き、使用者の脈拍などを変速位置に合わせて時
系列的に表示してもよい。
【符号の説明】
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【００６１】
　１０　　情報処理システム
　１２　　情報収集システム
　１４　　情報処理装置
　２０　　第１制御部
　２２　　第１表示部
　２４　　第１操作部
　２６　　第１記憶部
　２８　　第１通信部
　３０　　変速位置情報取得部
　３０ｆ　フロント変速位置センサ
　３０ｒ　リア変速位置センサ
　３２　　走行情報取得部
　３２ａ　速度センサ
　３２ｂ　ケイデンスセンサ
　３２ｃ　傾きセンサ
　３２ｄ　トルクセンサ
　３２ｅ　心拍センサ
　３４　　第２制御部
　３６　　第２表示部
　３８　　第２操作部
　４０　　第２記憶部
　４２　　第２通信部
　４４　　サーバ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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