
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グラフ表示可能な表示画面を備えた生体測定装置において、前記表示画面は、ブロック
を縦横に配列し、横軸が時系列、縦軸が測定量を表し、各時系が測定量を示す場合には、
ひとつのブロックを表示するとともに、測定量の最大と最小の範囲の切り替わりに応じた
測定量の一目盛の量を表示することを特徴とするグラフ表示機能付き生体測定装置。
【請求項２】
　前記表示画面は、記録されている過去の計測データの最大と最小の差に応じて前記縦軸
の測定量の一目盛の量が自動的に切替わることを特徴とする請求項１記載のグラフ表示機
能付き生体測定装置。
【請求項３】
　前記表示画面は、更に、前記グラフの前記縦軸の測定量の一目盛の量の自動的な切替わ
りに応じて、前記グラフの前記縦軸の測定量の一目盛の量を数値表示することを特徴とす
る請求項２記載のグラフ表示機能付き生体測定装置。
【請求項４】
　前記ブロックは、種類の異なる時系列区間ごとに形状や大きさが異なることを特徴とす
る請求項１記載のグラフ表示機能付き生体測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、生体を計測し、健康管理に有益な体脂肪率等の生体情報を提供する生体測定装
置に関し、より詳細には、計測データをグラフに表示することができる生体測定装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、生体測定装置の内の一種である体脂肪計は、生体インピーダンスを計測し、生活習
慣病を引き起こす原因となる体脂肪率等の生体情報を推定することができる装置として、
種々のタイプが提案されてきた。その中に、一日に一回分の計測データを記録として自動
的に取得し、体脂肪率等の推移を棒グラフに表示することができるグラフ表示可能な体脂
肪計が提供されている。このグラフ表示可能な体脂肪計は、ダイエットなどによる減量を
行っている場合に、その効果を確認するのに、いちいち体脂肪率等の計測データを別に記
録しておく必要がなく便利であった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述のグラフ表示可能な体脂肪計は、計測しない日も記録として残り、棒グラフに表示す
るため、計測する日が不規則であると、棒グラフの表示に空白ができて把握しにくいとい
う問題があった。
【０００４】
また、上述のグラフ表示可能な体脂肪計は、長期間の計測データの記録の確認ができるよ
うにする必要がある一方で、デザインやコストの面で適応するためにグラフ表示画面を大
きくすることに制限があった。そこで、一日に一回分の計測データしか記録として取得す
ることができないという制限された機能となり、例えば、一日内の体脂肪率の変化の過程
を知りたいというような、被計測者が望む記録情報を必ずしも得られるというわけではな
いという問題があった。
【０００５】
更に、複数の人数分を登録し記録できるグラフ表示可能な体脂肪計においては、間違って
自分以外の者の登録モードで計測すると、計測データを記録として取得し、自分以外の者
の登録個所に記録してしまうという問題があった。
【０００６】
そこで、本発明は、上記のような従来の問題点を解決することを目的とするもので、グラ
フ表示を把握しやすくしたグラフ表示機能付き生体測定装置を提供することを課題とする
。更に、グラフ表示を把握しやすくし、かつ被計測者が任意に計測データを記録として取
得でき、自分以外の者の記録を侵さないようにしたグラフ表示機能付き生体測定装置を提
供することを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明のグラフ表示機能付き生体測定装置は、グラフ表示可能な表示画面を備えた生体測
定装置において、前記表示画面は、ブロックを縦横に配列し、横軸が時系列、縦軸が測定
量を表し、各時系が測定量を示す場合には、ひとつのブロックが表示するものである。こ
のようにすれば、視点の範囲が狭まくなることから、認識しやすくなるため、空白があっ
ても把握しやすくなる。
【０００８】
前記ブロックは、横長であるものとした。これにより、グラフの推移を眺めるのに視点を
移動しやすくなることから、認識しやすくなるため、より空白があっても把握しやすくな
る。
【０００９】
前記ブロックは、種類の異なる時系列区間ごとに形状や大きさが異なるものとしてもよい
。これにより、種類の異なる時系列区間が区別化されるため、より把握しやすくなる。
【００１０】
前記表示画面は更に、測定量が表示可能範囲外となったときのブロックの表示が、表示可
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能範囲内であるときの表示と異なるものとしてもよい。これにより、表示データが表示範
囲外のときと表示範囲内のときとに区別化されるため、より把握しやすいものとなる。
【００１１】
前記表示画面は更に、測定量の最大と最小の範囲の切り替わりに応じた測定量の一目盛の
量を表示するものとしてもよい。これにより、一見して一目盛の間隔の量が認識できるた
め、より把握しやすいものとなる。
【００１２】
また、本発明のグラフ表示機能付き生体測定装置は、グラフ表示可能な表示画面を備えた
生体測定装置において、計測データを記録として取得可否の判断をするための取得判断手
段を設けたものである。このようにすれば、必ず被計測者が計測して取得した記録をグラ
フ表示することになるため、空白がなくなり、把握しやすいものとなる。しかも、被計測
者の意思で判断して操作できるため、任意に計測データを記録として取得できる。更に、
間違って自分以外の者の登録モードで計測しても記録として取得可否の判断行為ができる
ため、計測データが記録として取得されないので自分以外の者の記録を侵すことがなくな
る。
【００１３】
上述の取得判断手段を設けたグラフ表示機能付き生体測定装置は更に、複数の人数分を登
録し記録できる場合には、間違って自分以外の者の登録モードで計測したことを報知する
報知手段を設けてもよい。これにより、被計測者は間違いを認識できるため、より自分以
外の者の記録を侵すことがなくなる。
【００１４】
また、本発明のグラフ表示機能付き生体測定装置は、グラフ表示可能な表示画面を備えた
生体測定装置において、計測データを記録として取得する時間帯を設定するための取得時
間設定手段を設けてもよい。このようにすれば、被計測者の計測ペースに合わせて設定し
取得できるため、空白がなくなり、把握しやすいものとなる。しかも、被計測者の意思で
取得時間帯の設定が任意に決められるため、任意に計測データを記録として取得できる。
更に、間違って自分以外の者の登録モードで計測しても取得時間として設定されている時
間帯での計測でなければ、計測データを取得しないので自分以外の者の記録を侵す確率が
低いものとなる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
まず、第一の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１のグラフ表示機能付き体脂肪計の斜視図、図２のグラフ表示機能付き体脂肪計の電気
回路のブロック図を用いて全体の構成について述べる。本発明のグラフ表示機能付き体脂
肪計１は、体重計の載せ台２に、生体に電流路を形成するための通電用電極３ａ、３ｂと
、生体に生じる電位差を検出するための計測用電極４ａ、４ｂと、個人条件の設定登録や
時間設定をするための設定キー５ａ、５ｂと、記録を消去するための消去キー６と、設定
キー５ａ、５ｂにより個人設定登録条件に基づいて計測するための個人キー７ａ、７ｂ、
７ｃ、７ｄと、体重だけを計測するための体重専用キー８と、設定条件の状態や計測結果
やグラフを表示するための表示装置９を設けている。また、内部には荷重を検出し電気信
号に変換するための重量センサー１５と、載せ台２で受けた荷重を重量センサー１５に伝
達するための伝達装置１６と、電子回路基板２０などを設けている。
【００１６】
この電子回路基板２０は、載せ台２に設けている表示装置９や消去キー６や設定キー５ａ
、５ｂと、通電用電極３ａ、３ｂに高周波の微弱な定電流を印加するための高周波低電流
回路２１と、計測用電極４ａ、４ｂとの間に生じる生体の電位差を計測するための電圧測
定回路２２と、この電圧測定回路２２や重量センサー１５からのアナログ信号をデジタル
信号に変換するためのＡ／Ｄ変換回路２３と、時間の設定を発信するための時計装置２６
と、設定登録条件や計測データなどを記憶するための記憶装置２５と、計測条件や計測し
た生体インピーダンスデータや体重データに基づいて体脂肪率の演算・制御などの処理を
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行うためのＣＰＵ２４とによりなる。
【００１７】
そして、通電用電極３ａ、３ｂ、計測用電極４ａ、４ｂ、重量センサー１５、個人キー７
ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄ、体重専用キー８と、電子回路基板２０とは電線により接続してい
る。
【００１８】
図３のグラフ表示機能付き体脂肪計の表示可能な内容を表すの表示画面図、図４のグラフ
表示機能付き体脂肪計の表示画面のグラフ表示部を示す図を用いて、表示装置９の表示画
面３０について詳述する。表示画面３０の上段は、数値表示部３１と単位表示部３２、中
段は、グラフ表示部３３と目盛間隔量表示部３４、下段は、設定登録条件表示部３５であ
る。
【００１９】
数値表示部３１は、個人条件の設定登録や時間設定や計測後の結果のときに、数値を表示
する。単位表示部３２は、個人条件の設定登録や計測後の結果のときの数値の意味する単
位を選択し表示する。
【００２０】
グラフ表示部３３は、横長のブロックを縦横に配列し、横軸が時系列、縦軸が測定量を表
し、各時系が測定量を示す場合には、ひとつのブロックが点灯表示する。横軸は７縦列か
らなり、最右縦列目４０は、今日の計測データを表示する。また、右２縦列目４１から右
５縦列目４４までは、週単位で表示する。すなわち、右２縦列目４１が今日から七日前ま
で、右３縦列目４２が過去一週から二週前まで、右４縦列目４３が過去二週から三週前ま
で、右５縦列目４４が過去三週から四週前までの計測データの平均を表示する。また、左
２縦列目４５と最左縦列目４６は、月単位で表示する。すなわち、左２縦列目４５が過去
一ヶ月から二ヶ月前まで、最左縦列目４６が過去二ヶ月から三ヶ月前までの計測データの
平均を表示する。更に、種類の異なる時系列区間である最右縦列目４０と、右２縦列目４
１から右５縦列目４４までと、左２縦列目４５と最左縦列目４６とは、横長のブロックの
形状や大きさが異なっている。
【００２１】
また、縦軸は、８横列からなり、過去の体脂肪率の計測データの記録の最大と最小の差が
０から１ .４％までの場合、１ .４％を超え３ .５％までの場合、３ .５％を超える場合には
、それぞれ測定量の一目盛の量が０ .２％、０ .５％、１ .０％に自動的に切り替わる。ま
た、測定量が表示可能範囲の７％を超えた場合には、表示可能範囲を超えている測定量の
時系列の最上位または最下位のブロックが点滅表示をする。
【００２２】
目盛間隔量表示部３４は、グラフ表示部３３の測定量の一目盛の量を示すブロックを自動
的に選択し表示する。設定登録条件表示部３５は、個人条件の設定登録や計測するときに
、設定状態を示すブロックを表示する。
【００２３】
図５はグラフ表示機能付き体脂肪計の個人条件の設定登録の動作手順を示すフローチャー
トである。まず、被計測者は本発明のグラフ表示機能付き体脂肪計を初めて使うときや、
過去に登録した設定を変更するときに、本手順の設定を行う。まず、設定キー５ａを押す
と（ステップＳ１）、個人番号設定の入力モードに進む（ステップＳ２）。このモードで
は、数値表示部３１に個人登録番号が表示されるので、設定キー５ｂを押して番号を切替
え登録したい番号を選択する。そして、設定キー５ａを押して選択した番号の確定をする
。
【００２４】
次に、大人・子供・体型設定の入力モードに進む（ステップＳ３）。このモードでは、設
定登録条件表示部３５に、大人と子供とアスリートのブロックが表示される。設定キー５
ｂを押す毎に、大人、アスリート、子供の順にブロックの表示が切り替わるので、登録し
たいブロックの表示のところを選択する。そして、設定キー５ａを押して選択した大人、
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子供、アスリートの確定をする。
【００２５】
次に、性別設定の入力モードに進む（ステップＳ４）。このモードでは、設定登録条件表
示部３５に、男性と女性のブロックが表示される。設定キー５ｂを押す毎に、男性、女性
の順にブロックの表示が切り替わるので、登録したいブロックの表示のところを選択する
。そして、設定キー５ａを押して選択した性別の確定をする。
【００２６】
次に、身長設定の入力モードに進む（ステップＳ５）。このモードでは、数値表示部３１
に身長が表示されるので、設定キー５ｂを押して身長を切替え登録したい身長の数値にす
る。そして、設定キー５ａを押して表示している身長の確定をすると、個人情報の設定登
録が終了する（ステップＳ６）。
【００２７】
なお、個人情報の設定登録の際には、設定登録条件表示部３５に操作で必要な設定キー５
ａや５ｂを示すブロックが表示し、操作の案内をする。いちいち操作の度に取扱説明書を
見る必要がない利点がある。
【００２８】
図６はグラフ表示機能付き体脂肪計の時間設定の動作手順を示すフローチャートである。
時間設定する場合には、設定キー５ａと５ｂを同時に押すと（ステップＳ１０）、日付設
定の入力モードに進む（ステップＳ１１）。このモードでは、まず初めに、設定キー５ｂ
を押す毎に数値表示部３１の左から１番目の数値が切り替わるので西暦年の最下桁の数値
を選択し、設定キー５ａを押して確定する。次に、設定キー５ｂを押す毎に数値表示部３
１の左から２、３番目の数値が切り替わるので月の数値を選択し、設定キー５ａを押して
確定する。最後に、設定キー５ｂを押す毎に数値表示部３１の左から４、５番目の数値が
切り替わるので日の数値を選択し、設定キー５ａを押して確定する。
【００２９】
次に、時分設定の入力モードに進む（ステップＳ１２）。このモードでは、まず初めに、
設定キー５ｂを押す毎に数値表示部３１の左から２、３番目の数値が切り替わるので時の
数値を選択し、設定キー５ａを押して確定する。次に、設定キー５ｂを押す毎に数値表示
部３１の左から４、５番目の数値が切り替わるので分の数値を選択し、設定キー５ａを押
して確定する。そして、時間設定の登録が終了する（ステップＳ１３）。
【００３０】
図７はグラフ表示機能付き体脂肪計の計測の動作手順を示すフローチャートである。計測
する場合には、個人条件の設定登録した個人登録番号の個人キーを押す（ステップＳ２０
）。数値表示部３１にゼロ数値を、設定登録条件表示部３５に登録されている設定条件の
ブロックを表示する（ステップＳ２１）。
【００３１】
被計測者が載せ台２に載ると体重を計測し（ステップＳ２２）、数値表示部３１に体重値
を表示する（ステップＳ２３）。続いて、生体インピーダンスを計測し（ステップＳ２４
）、体重値と体脂肪率値を交互に表示しながらグラフ表示する（ステップＳ２５）。この
とき、従来技術のように計測データは記録として自動的に取得し、記憶装置２５に記憶す
る。なお、一日に複数回計測した場合には、その日の最後の計測データのみが記録として
残る。そして、計測を終了する（ステップＳ２６）。
【００３２】
上述のステップＳ２５においての表示状態の一例を、図８のグラフ表示機能付き体脂肪計
の表示画面の表示状態の一例を示す図に表す。図８（ａ）の数値表示部３１は体脂肪率値
、単位表示部３２は体脂肪率の単位を表示している。グラフ表示部３３は、体脂肪率の計
測データの推移をグラフ表示している。点滅ブロック３６は、体脂肪率が高く、測定量が
表示可能範囲外であることを点滅表示により示している。目盛間隔量表示部３４は、１ .
０％を表示し、グラフ表示部３３の測定量の一目盛の量が１ .０％であることを示してい
る。設定登録条件表示部３５は、大人と女性のブロックを表示し、大人と女性が設定登録
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されていることを示している。また、図８（ｂ）の数値表示部３１は体重値、単位表示部
３２は体重の単位を表示している。その他の表示部は、図８（ａ）と同様である。図８（
ａ）と図８（ｂ）が交互に切り替わりながら表示する。
【００３３】
第一の実施の形態では、グラフ表示部３３の横長のブロックは、従来技術のように点灯表
示している面積の範囲が広い棒グラフとは異なり、点灯表示の面積の範囲が狭いため、記
録の変化の推移を眺めるのに視点の範囲が狭まくなる。しかも、横長であるために時系列
方向に視点を移しやすくなる。したがって、認識しやすくなるため、空白があっても把握
しやすくなる。
【００３４】
なお、図３のような表示画面３０のグラフ表示部３３でなく、図９のグラフ表示機能付き
体脂肪計の表示可能な内容を表す表示画面図のように、表示画面６０のグラフ表示部３７
は、全てが同じ形状や大きさの横長のブロックによりなっていてもよい。
【００３５】
また、図４のように横長のブロックの形状や大きさが、種類の異なる時系列区間ごとに形
状や大きさが異なるものとしたことで、種類の異なる時系列区間の境目がはっきりして区
別化されるので、より把握しやすくなる。
【００３６】
また、図８（ａ）における点滅ブロック３６のように、測定量が表示可能範囲外となった
ときのブロックの表示が、表示可能範囲内であるときの表示と異なるものとすることで、
区別化されるため、より把握しやすいものとなる。なお、表示は点滅表示でなくても異色
表示など表示可能範囲内のときと異なった表示であればどのような形態でもよい。
【００３７】
また、図８のように測定量の最大と最小の範囲の切り替わりに応じた測定量の一目盛の量
を表示することで、一目盛の量を割り出すことなく、一見して一目盛の量が認識できるた
め、より把握しやすいものとなる。
【００３８】
次に、第二の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１のグラフ表示機能付き体脂肪計の斜視図、図１０のグラフ表示機能付き体脂肪計の電
気回路のブロック図で示すような全体の構成である。第一の実施の形態から時計装置２６
を除き、計測データを記録として取得可否の判断をするための取得判断手段２７と、間違
って自分以外の者の登録モードで計測した場合に報知する報知手段２８とを加える。取得
判断手段２７には、二つの組合せ手段があり、ひとつは、取得否の信号を発生するための
消去キー６と、消去キー６からの信号の有無により取得の判断をし処理を行うＣＰＵ２４
とにより成る。また、ひとつは、取得可の信号を発生するための設定キー５ａと、設定キ
ー５ａからの信号の有無により取得の判断をし処理を行うＣＰＵ２４とにより成る。また
、報知手段２８は報知するために判断する基準となる計測データを記憶している記憶装置
２５と、報知するための判断をし処理を行うＣＰＵ２４と、報知する表示装置９により成
る。上述以外の全体の構成については、第一の実施の形態と同様であるので説明は省略す
る。
【００３９】
表示装置９の表示画面３０について詳述する。第一の実施の形態と同様に、図３の表示画
面３０であるが、図４のグラフ表示部３３の最右縦列目４０から最左縦列目４６までの表
示内容が次ぎのようになる。横軸の最右縦列目４０は、今回の計測データを表示する。右
２縦列目４１は、今回の計測データも含め過去７回までの計測データの平均を表示する。
右３縦列目４２から右５縦列目４４までは、右２縦列目４１が過去７回分の計測データの
平均になるとそれをワンセットとして順次シフトし表示する。左２縦列目４５は、右５縦
列目４４からシフトされてきたワンセットの計測データの平均を更に４回分までの平均を
表示する。最左縦列目４６は、左２縦列目４５からシフトされてきたワンセットの計測デ
ータの平均を更に４回分までの平均を表示する。上述以外の表示画面については、第一の
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実施の形態と同様であるので説明は省略する。
【００４０】
動作手順について詳述する。個人条件の設定登録の動作手順については、第一の実施の形
態と同様であるので説明は省略する。
図１１はグラフ表示機能付き体脂肪計の計測の動作手順を示すフローチャートである。計
測する場合には、個人条件の設定登録した個人登録番号の個人キーを押す（ステップＳ３
０）。数値表示部３１にゼロ数値を、設定登録条件表示部３５に登録されている設定条件
のブロックを表示する（ステップＳ３１）。
【００４１】
被計測者が載せ台２に載ると体重を計測し（ステップＳ３２）、数値表示部３１に体重値
を表示する（ステップＳ３３）。続いて、生体インピーダンスを計測すると（ステップＳ
３４）、ＣＰＵ２４では記憶装置２５に記憶している前回登録した体重の計測データと今
回の体重の計測データとを比較する（ステップＳ３５）。今回の体重値と前回登録した体
重値との差が、前回登録した体重値の１／１６以上ある場合には、ステップＳ４０に進む
。また、前回登録した体重値の１／１６以上ない場合には、ステップＳ３６に進む。
【００４２】
ステップＳ４０では、数値表示部３１に警告表示として「ｎｏ」の文字と今回計測に使用
した個人キーの番号を交互に点滅しながら、グラフ表示部３３に「×」を表示する。また
、ステップＳ３６では、数値表示部３１に体重値と体脂肪率値を交互に表示しながらグラ
フ表示をする。
【００４３】
ステップＳ３６において計測結果が表示している最中に、消去スイッチ６を押すと（ステ
ップＳ３７）、記憶装置２５に今回の計測データを取得しない（ステップＳ４１）で終了
する（ステップＳ３９）。また、消去スイッチ６を押さないと（ステップＳ３７）、記憶
装置２５に今回の計測データを取得し記録を更新して（ステップＳ３８）、終了する（ス
テップＳ３９）。
【００４４】
また、ステップＳ４０において警告表示している最中に、設定キー５ａを押さないと（ス
テップＳ４２）、記憶装置２５に今回の計測データを取得しない（ステップＳ４３）で終
了する（ステップＳ３９）。また、設定キー５ａを押すと（ステップＳ４２）、数値表示
部３１に体重値と体脂肪率値を交互に表示しながらグラフ表示をし、記憶装置２５に今回
の計測データを取得し記録を更新して（ステップＳ４４）、終了する（ステップＳ３９）
。
【００４５】
上述のステップＳ３６においての表示状態の一例を、図１２のグラフ表示機能付き体脂肪
計の表示画面の表示状態の一例を示す図に表す。図１２（ａ）と図１２（ｂ）が交互に切
り替わりながら表示している。グラフ表示部３３の体脂肪率の計測データの推移を表すグ
ラフは、各時系に必ず測定量となるブロックが表示しているため、各時系には計測データ
無を意味する空白がない。なお、グラフ表示部３３の表示以外は第一の実施の形態と同様
であるので説明は省略する。
【００４６】
第二の実施の形態では、図１１のステップＳ３７とステップＳ３８のように、必ず被計測
者の意思が介在して取得した記録をグラフ表示することになるため、図１２のグラフ表示
部３３のように空白がなくなり、把握しやすいものとなる。このことは、従来技術のよう
に棒グラフであっても同様である。
【００４７】
また、前回の登録したときと今回の計測のときとで長期間経過しない場合には、今回の体
重値と前回の体重値とを比較すると、前回の体重値の１／１６以上変化することが、同一
人物の場合ではまれであり、別個の人物の場合ではしばしばある。このために、図１１の
ステップＳ３５のような判定処理が可能である。そして、ステップＳ４０において、警告
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表示して報知することは、間違って自分以外の者の登録モードで計測したことが認識でき
る。更に、ステップＳ４２において、被計測者の意思で判断して操作できる。したがって
、間違って自分以外の者の登録モードで計測しても記録として取得可否の判断行為ができ
、計測データが記録として取得されないので自分以外の者の記録を侵すことがなくなる。
【００４８】
また、間違わないで計測したときにも、ステップＳ３７において、被計測者の意思で記録
として取得可否の判断し操作できる。したがって、従来の技術のように一日に一回分の計
測データしか記録として取得することができないというように制限されることなく、被計
測者が望む記録情報となるように、任意に計測データを記録として取得できる。
【００４９】
なお、本第二の実施の形態においては、計測データを記録として取得可否の判断をするの
に、消去キー６を押すことにより記録を未更新、押さないことにより記録を更新する処理
をしているが、消去キー６を押すことにより記録を更新、押さないことにより記録を未更
新にする処理としてもよい。また、設定キー５ａを押すことにより記録を更新、押さない
ことにより記録を未更新する処理をしているが、設定キー５ａを押すことにより記録を未
更新、押さないことにより記録を更新にする処理としてもよい。
【００５０】
次に、第三の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１のグラフ表示機能付き体脂肪計の斜視図、図１３のグラフ表示機能付き体脂肪計の電
気回路のブロック図で示すような全体の構成である。第一の実施の形態に、計測データを
記録として取得する時間帯を設定するための取得時間設定手段２９を設けた。この取得時
間設定手段２９は、時間設定を入力するための消去キー６や設定キー５ａ、５ｂと、時間
設定のために時間を表示するための表示装置９と、時間設定したを記憶するための記憶装
置２５と、時間の信号を発信する時計装置２６と、時間設定のための制御や処理をするＣ
ＰＵ２４とにより成る。また、表示装置９は、図９の表示画面６０を有している。上述以
外の全体の構成については、第一の実施の形態と同様であるので説明は省略する。
【００５１】
表示装置９の表示画面６０について詳述する。図１６はグラフ表示機能付き体脂肪計の表
示画面のグラフ表示部を示す図である。表示画面６０のグラフ表示部６３は、取得時間設
定手段２９により設定した取得時間帯に計測したデータの推移を表示する。横軸の最右縦
列目７０は、今回の計測データを表示する。右２縦列目７１から最左縦列目７６までは、
過去に取得した計測データが最右縦列目７０から順次シフトし表示する。上述以外の表示
画面については、第一の実施の形態と同様であるので説明は省略する。
【００５２】
動作手順について詳述する。個人条件の設定登録の動作手順、時間設定の動作手順、計測
の動作手順については、第一の実施の形態と同様であるので説明は省略する。
図１４はグラフ表示機能付き体脂肪計の取得時間設定の動作手順を示すフローチャート、
図１５はグラフ表示機能付き体脂肪計の取得時間設定の概念図である。取得時間を設定す
る場合には、設定キー５ａと消去キー６を同時に押すと（ステップＳ５０）、未取得時間
帯設定の入力モードに進む（ステップＳ５１）。このモードでは、計測データを取得しな
い時間帯５０を設定キー５ｂで時、分の数値を順次選択し、それぞれ設定キー５ａで確定
する。
【００５３】
次に、取得時間帯設定の入力モードに進む（ステップＳ５２）。このモードでは、計測デ
ータを取得する時間５１を設定キー５ｂで時、分の数値を順次選択し、それぞれ設定キー
５ａで確定する。そして、時間設定の登録が終了する（ステップＳ５３）。
【００５４】
第三の実施の形態のインピーダンス計測後においての表示状態の一例を、図１７のグラフ
表示機能付き体脂肪計の表示画面の表示状態の一例を示す図に表す。図１７（ａ）と図１
７（ｂ）が交互に切り替わりながら表示する。グラフ表示部６３の体脂肪率の計測データ
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の推移を表すグラフは、第二の実施の形態と同様に、各時系に必ず測定量となるブロック
が表示しているため、各時系には計測データ無を意味する空白がない。なお、グラフ表示
部６３の表示以外は第一の実施の形態と同様であるので説明は省略する。
【００５５】
第三の実施の形態では、図１４のステップＳ５１とステップＳ５２のように、取得時間帯
と未取得時間帯を設定することで、被計測者の計測ペースに合わせて取得できるため、図
１７のグラフ表示部６３のように空白がなくなり、把握しやすいものとなる。このことは
、従来技術のように棒グラフであっても同様である。
【００５６】
また、被計測者の意思で取得時間帯の設定が任意に決められるため、従来の技術のように
一日に一回分の計測データしか記録として取得することができないというように制限され
ることなく、被計測者が望む記録情報となるように、任意に計測データを記録として取得
できる。また、一日一回分の計測データを記録として取得する場合においても、摂取、摂
水、運動、入浴などの体内水分量の変動などの複合により起こる体脂肪率の日内変動の変
化の少ない時間帯に設定すれば、日間変動が少ない体脂肪率の記録が取れるようになる。
【００５７】
また、取得時間帯の時間を少なくすれば、間違って自分以外の者の登録モードで計測して
も、取得時間として設定されている時間帯である確率が低いため、計測データの記録を侵
すことを防げる。
【００５８】
なお、グラフ表示部３３、６３の時系列の取り方は、本実施の形態ばかりでなく、日のみ
、週のみ、月のみ、月と日、週と日、月と週など連続的または不連続的に取得した記録で
あってもよい。また、数値表示部３１は、本実施の形態のように一個所で体脂肪率と体重
を交互に切替ながら表示するものでなくて、二個所以上表示でき、体脂肪率と体重を同時
に表示するものであってもよい。更に、本実施の形態は、体重計を備えた脂肪計について
説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されなく、グラフ表示機能を有する脂肪計
、体水分計、脈拍計、ＢＭＩ計、体重計等のグラフ表示機能を有する生体測定装置であれ
ば、上述した通り実施可能である。
【００５９】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したようなものであるから、以下に記載されるような効果を奏する。
グラフ表示画面において、各時系の測定量を示すのに配列した横長のブロックのひとつを
表示することにより、表示の範囲が狭いため、記録の変化の推移を眺めるのに視点の範囲
が狭まくなる。しかも、横長であるために時系列方向に視点を移しやすくなる。このこと
から、グラフ表示が認識しやすくなるため、空白があっても把握しやすくできる。
また、横長のブロックの形状や大きさを種類の異なる時系列区間ごとに異なるものにする
ことで、種類の異なる時系列との境目がはっきりして区別化するので、より把握しやすく
できる。
また、横長のブロックが測定量が表示可能範囲外となったときに、表示可能範囲内のとき
の表示と異なった表示とすることで、区別化するので、より把握しやすくできる。
また、測定量の最大と最小の範囲の切り替わりに応じた測定量の一目盛の量を表示するこ
とで、一目盛の量を割り出すことなく、一見して一目盛の量が認識しやくなるため、より
把握しやすくできる。
【００６０】
また、取得判定手段を設けることで、必ず被計測者の意思で判断をすることになるため、
グラフ表示に空白がなくなり、把握しやすくできる。また、任意に記録として取得できる
。更に、自分以外の者の記録も侵さなくできる。
その上、報知手段を設けることで、被計測者は間違って個人キーを押して計測してしまっ
たことが認識できるため、より自分以外の者の記録を侵さなくできる。
【００６１】
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取得時間設定手段を設けることで、被計測者の意思に基づき被計測者の計測ペースで計測
データの取得ができるため、グラフ表示には空白がなくなり、把握しやすくできる。しか
も、任意に計測データを記録として取得できる。更に、自分以外の記録を侵す確率が低い
ものとできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】グラフ表示機能付き体脂肪計の斜視図である。
【図２】グラフ表示機能付き体脂肪計の電気回路のブロック図である。
【図３】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示可能な内容を表す表示画面図である。
【図４】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示画面のグラフ表示部を示す図である。
【図５】グラフ表示機能付き体脂肪計の個人条件の設定登録の動作手順を示すフローチャ
ートである。
【図６】グラフ表示機能付き体脂肪計の時間設定の動作手順を示すフローチャートである
。
【図７】グラフ表示機能付き体脂肪計の計測の動作手順を示すフローチャートである。
【図８】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示画面の表示状態の一例を示す図である。
【図９】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示可能な内容を表す表示画面である。
【図１０】グラフ表示機能付き体脂肪計の電気回路のブロック図である。
【図１１】グラフ表示機能付き体脂肪計の計測の動作手順を示すフローチャートである。
【図１２】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示画面の表示状態の一例を示す図である。
【図１３】グラフ表示機能付き体脂肪計の電気回路のブロック図である。
【図１４】グラフ表示機能付き体脂肪計の取得時間設定の動作手順を示すフローチャート
である。
【図１５】グラフ表示機能付き体脂肪計の取得時間設定の概念図である。
【図１６】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示画面のグラフ表示部を示す図である。
【図１７】グラフ表示機能付き体脂肪計の表示画面の表示状態の一例を示す図である。
【符号の説明】
１　グラフ表示機能付き体脂肪計
２　載せ台
３ａ、３ｂ　通電用電極
４ａ、４ｂ　計測用電極
５ａ、５ｂ　設定キー
６　消去キー
７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄ　個人キー
８　体重専用キー
９　表示装置
１５　重量センサー
１６　伝達装置
２０　電子回路基板
２１　高周波低電流回路
２２　電圧測定回路
２３　Ａ／Ｄ変換回路
２４　ＣＰＵ
２５　記憶装置
２６　時計装置
２７　取得判断手段
２８　報知手段
２９　取得時間設定手段
３０、６０　表示画面
３１　数値表示部
３２　単位表示部
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３３、６３　グラフ表示部
３４　目盛間隔量表示部
３５　設定登録条件表示部
３６　点滅ブロック
４０、７０　最右縦列目
４１、７１　右２縦列目
４２、７２　右３縦列目
４３、７３　右４縦列目
４４、７４　右５縦列目
４５、７５　左２縦列目
４６、７６　最左縦列目
５０　計測データを取得しない時間帯
５１　計測データを取得する時間帯
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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