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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部を備えるとともに、前記身体測定装置
から無線送信されたユーザーの識別情報付きの測定データを受信し、受信した各ユーザー
の測定データをユーザー毎に測定日時と対応付けて前記記憶部に記憶し、ユーザーの測定
データに関する情報を前記表示部の画面に表示するとともに、所定の測定時刻までに測定
データを受信できないときにはユーザーに測定を促す警告を前記画面に表示し、受信した
測定データが同じユーザーについてそれまでに前記記憶部に記憶しておいた測定データと
大きく違うときには、ユーザーの正しい識別情報を付けることを促す警告を前記表示部で
表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システム。
【請求項２】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　選局した放送チャンネルのコンテンツを表示する表示部を備えるとともに、前記身体測
定装置から無線送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関する情報を前
記表示部の画面に表示するとともに、前記選局したチャンネルの番組終了時刻よりも一定
時間前に前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、測定デ
ータを受信できないときにはユーザーに測定を促す警告を前記画面に表示する情報処理装
置と、
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を具備する情報処理システム。
【請求項３】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　選局した放送チャンネルのコンテンツを表示する表示部を備えるとともに、前記身体測
定装置から無線送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関する情報を前
記表示部の画面に表示するとともに、ユーザーがチャンネル切り替え操作を行なった直後
に前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、測定データを
受信できないときにはユーザーに測定を促す警告を前記画面に表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システム。
【請求項４】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　選局した放送チャンネルのコンテンツを表示する表示部と、受信したコンテンツを録画
する手段及び録画したコンテンツを再生する手段を備えるとともに、前記身体測定装置か
ら無線送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関する情報を前記表示部
の画面に表示するとともに、録画したコンテンツの中から再生するものを選択したときに
前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、測定データを受
信できないときにはユーザーに測定を促す警告を前記画面に表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システム。
【請求項５】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部と、コンテンツを外部入力する手段及
び外部入力したコンテンツを再生する手段を備えるとともに、前記身体測定装置から無線
送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関する情報を前記表示部の画面
に表示するとともに、外部入力したコンテンツを再生中に前記測定時刻までにユーザー測
定データを受信しているか否かを判別し、測定データを受信できないときにはユーザーに
測定を促す警告を前記画面に表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システム。
【請求項６】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部を備えるとともに、前記身体測定装置
から無線送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関する情報を前記表示
部の画面に表示するとともに、電源をオフにする操作を行なったときに前記測定時刻まで
にユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、測定データを受信できないときに
はユーザーに測定を促す警告を前記画面に表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システム。
【請求項７】
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部と、人感センサーを備えるとともに、
前記身体測定装置から無線送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関す
る情報を前記表示部の画面に表示するとともに、前記人感センサーのセンサー出力に基づ
いてユーザーを検出したときに前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか
否かを判別し、測定データを受信できないときにはユーザーに測定を促す警告を前記画面
に表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システム。
【請求項８】
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、記憶部を備え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの識別情報付きの測定データを前記無線通信部で
受信し、受信した各ユーザーの測定データをユーザー毎に測定日時と対応付けて前記記憶
部に記憶し、ユーザーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、所定
の測定時刻までにユーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告を
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前記表示部で表示し、受信した測定データが同じユーザーについてそれまでに前記記憶部
に記憶しておいた測定データと大きく違うときには、ユーザーの正しい識別情報を付ける
ことを促す警告を前記表示部で表示する、
情報処理装置。
【請求項９】
　選局した放送チャンネルのコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、記憶部を備
え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、前記選局したチャンネル
の番組終了時刻よりも一定時間前に前記測定時刻までにユーザー測定データを受信してい
るか否かを判別し、ユーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告
を前記表示部で表示する、
情報処理装置。
【請求項１０】
　選局した放送チャンネルのコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、記憶部を備
え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、ユーザーがチャンネル切
り替え操作を行なった直後に前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否
かを判別し、ユーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告を前記
表示部で表示する、
情報処理装置。
【請求項１１】
　選局した放送チャンネルのコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、受信したコ
ンテンツを録画する手段及び録画したコンテンツを再生する手段と、記憶部を備え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、録画したコンテンツの中
から再生するものを選択したときに前記測定時刻までにユーザー測定データを受信してい
るか否かを判別し、ユーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告
を前記表示部で表示する、
情報処理装置。
【請求項１２】
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、コンテンツを外部
入力する手段及び外部入力したコンテンツを再生する手段と、記憶部を備え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、外部入力したコンテンツ
を再生中に前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、ユー
ザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示する
、
情報処理装置。
【請求項１３】
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、記憶部を備え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、電源をオフにする操作を
行なったときに前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、
ユーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示
する、
情報処理装置。
【請求項１４】
　ユーザーが視聴するコンテンツを表示する表示部と、無線通信部と、人感センサーと、
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記憶部を備え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、前記人感センサーのセン
サー出力に基づいてユーザーを検出したときに前記測定時刻までにユーザー測定データを
受信しているか否かを判別し、ユーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定
を促す警告を前記表示部で表示する、
情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体重計や血圧計、体組成計、歩数計などの身体測定装置と、身体測定装置か
ら測定データを受信し、毎日の測定データをグラフなどにして表示するＴＶ又はその他の
ディジタル機器からなる情報処理システム、身体測定装置から受信した毎日の測定データ
をグラフなどにして表示するＴＶなどの情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、人々の健康への関心は高く、体重計や血圧計、体組成計、歩数計などの身体測定
装置は、医療機関だけでなく家庭内にも広く普及している。体調を管理する上で、この種
の身体測定装置による計測を日課とし、日々の変動を各自で認識することが好ましい。
【０００３】
　例えば、ユーザーが毎日の体重を体重計で測定した際に、その測定データをＴＶ又はそ
の他のディジタル機器に送信し、ＴＶ側では受信した測定データを日時とともに記憶して
おき、ユーザーが見たいときにグラフ化して画面に表示する健康管理プログラムについて
提案がなされている（例えば、特許文献１を参照のこと）。ユーザーは、画面に表示され
たグラフを通じて、体重やその他の体調に関する情報の変動を確認することができる。ま
た、ユーザーにとって、グラフを見ることが、翌日以降も続けて計測しようとするモチベ
ーションにもなる。
【０００４】
　身体測定装置とディジタル機器との通信手段として、ＵＳＢなどの有線通信に代えて、
ワイヤレス・ネットワークなどの無線通信を用いると、便利である。例えば、身体測定装
置とディジタル機器との接続互換性の標準化を進める「Ｃｏｎｔｉｎｕａ　Ｈｅａｌｔｈ
　Ａｌｌｉａｎｃｅ」によって、健康機器の無線通信標準規格であるＣｏｎｔｉｎｕａ規
格が策定されている。
【０００５】
　また、測定データをＴＶなどの家庭内のディジタル機器で記録するのではなく、インタ
ーネットなどのネットワークを経由して、外部のサーバーに送り、サーバーにおいてデー
タの管理を行なうこともできる。ユーザーは、ＴＶなどの家庭内ディジタル機器からサー
バーにアクセスすることで、日々の測定データをグラフ化して見ることができる。
【０００６】
　体調を管理する上で、身体測定装置による計測を毎日欠かさないことが重要である。し
かしながら、多くのユーザーは、日課でなくともＴＶ番組をほぼ毎日視聴する一方、身体
測定装置で計測することはついつい忘れがちである。ニュースやスポーツ、ドラマ、バラ
エティーなどさまざまなＴＶ番組が日々放送され、ＴＶの視聴は魅力的であり、ユーザー
はほぼ意識せずにＴＶの電源を投入することはできる。これに対し、身体測定装置は測定
という単一の目的しかなく、測定する行為自体には魅力はない。ユーザーは、うっかり測
定し忘れると、誰かに促されない限り、自ら思い出すのは難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２４６２３０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、体重計や血圧計、体組成計、歩数計などの身体測定装置と、身体測定
装置から測定データを受信し、毎日の測定データをグラフなどにして表示するＴＶ又はそ
の他のディジタル機器からなり、毎日の測定データをグラフなどにして好適に表示するこ
とができる、優れた情報処理システム並びに情報処理装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明のさらなる目的は、身体測定装置によるユーザーの測り忘れを防ぎながら、毎日
の測定データをグラフなどにして好適に表示することができる、優れた情報処理システム
並びに情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の発明は、
　ユーザーの身体を測定し、測定データを無線送信する身体測定装置と、
　前記身体測定装置から無線送信された測定データを受信し、ユーザーの測定データに関
する情報を画面に表示するとともに、所定の測定時刻までに測定データを受信できないと
きにはユーザーに測定を促す警告を前記画面に表示する情報処理装置と、
を具備する情報処理システムである。
【００１１】
　但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置（又は特定の機能を実現する機能モジ
ュール）が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内に
あるか否かは特に問わない。
【００１２】
　また、本願の請求項２に記載の発明は、
　表示部と、無線通信部と、記憶部を備え、
　身体測定装置が無線送信するユーザーの測定データを前記無線通信部で受信し、ユーザ
ーの測定データに関する情報を前記表示部で表示するとともに、所定の測定時刻までにユ
ーザー測定データを受信しないときにはユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示す
る、
情報処理装置である。
【００１３】
　本願の請求項３に記載の発明によれば、請求項２に記載の情報処理装置は、音声出力部
をさらに備え、前記測定時刻までに測定データを受信できないときに、ユーザーに測定を
促す警告音を前記音声出力部から音声出力するように構成されている。
【００１４】
　本願の請求項４に記載の発明によれば、請求項２に記載の情報処理装置は、前記身体測
定装置から受信した各ユーザーの測定データを、ユーザー毎に測定日時と対応付けて前記
記憶部に記憶し、ユーザーの測定データの変動をグラフ化して前記表示部に表示するよう
に構成されている。
【００１５】
　本願の請求項５に記載の発明によれば、請求項４に記載の情報処理装置には、前記身体
測定装置からは、ユーザーの識別情報付きで測定データが送信される。そして、この情報
処理装置は、受信した測定データが同じユーザーについてそれまでに前記記憶部に記憶し
ておいた測定データと大きく違うときには、その旨を示す警告を前記表示部で表示するよ
うに構成されている。
【００１６】
　本願の請求項６に記載の発明によれば、請求項２に記載の情報処理装置は、複数の身体
測定装置からユーザーの測定データを受信する場合に、身体測定装置毎に個別の測定時刻
を設定し、ユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示する処理を身体測定装置毎に行
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なうように構成されている。
【００１７】
　本願の請求項７に記載の発明によれば、請求項２に記載の情報処理装置は、過去の測定
データの測定日時に基づいて前記測定時刻を決定するように構成されている。
【００１８】
　本願の請求項８に記載の発明によれば、請求項２に記載の情報処理装置は、アンテナと
、前記アンテナで受信した放送波から所望のチャネルを選局するチューナー回路と、選局
したチャンネルのストリームから映像信号と音声信号を抽出するデマルチプレクサーと、
映像信号を処理する映像信号処理回路及び音声信号を処理する音声信号処理回路、音声出
力部をさらに備えたＴＶ受像機であり、処理後の映像信号を前記表示部で表示するととも
に処理後の音声信号を前記音声出力部で音声出力する。
【００１９】
　本願の請求項９に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、電源を投入
した直後に、前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、判
別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示するように構成されている
。
【００２０】
　本願の請求項１０に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、前記選局
したチャンネルの番組終了時刻よりも一定時間前に、前記測定時刻までにユーザー測定デ
ータを受信しているか否かを判別し、判別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前記
表示部で表示するように構成されている。
【００２１】
　本願の請求項１１に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、ユーザー
がチャンネル切り替え操作を行なった直後に、前記測定時刻までにユーザー測定データを
受信しているか否かを判別し、判別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前記表示部
で表示するように構成されている。
【００２２】
　本願の請求項１２に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、受信した
コンテンツを録画する手段及び録画したコンテンツを再生する手段をさらに備え、録画し
たコンテンツの中から再生するものを選択したときに、前記測定時刻までにユーザー測定
データを受信しているか否かを判別し、判別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前
記表示部で表示するように構成されている。
【００２３】
　本願の請求項１３に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、コンテン
ツを外部入力する手段及び外部入力したコンテンツを再生する手段をさらに備え、外部入
力したコンテンツを再生中に、前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか
否かを判別し、判別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示するよう
に構成されている。
【００２４】
　本願の請求項１４に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、ユーザー
から所定の操作を受けたときに、前記測定時刻までにユーザー測定データを受信している
か否かを判別し、判別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示するよ
うに構成されている。
【００２５】
　本願の請求項１５に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、電源をオ
フにする操作を行なったときに、前記測定時刻までにユーザー測定データを受信している
か否かを判別し、判別結果に応じてユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示するよ
うに構成されている。
【００２６】
　本願の請求項１６に記載の発明によれば、請求項８に記載の情報処理装置は、人感セン
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サーをさらに備え、前記人感センサーのセンサー出力に基づいてユーザーを検出したとき
に、前記測定時刻までにユーザー測定データを受信しているか否かを判別し、判別結果に
応じてユーザーに測定を促す警告を前記表示部で表示するように構成されている。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、身体測定装置によるユーザーの測り忘れを防ぎながら、途切れること
なく得られた毎日の測定データをグラフなどにして好適に表示することができる、優れた
情報処理システム並びに情報処理装置を提供することができる。
【００２８】
　本願の請求項１乃至１６に記載の発明によれば、身体測定装置からＴＶへ測定データの
定期的な送信がないときには、適切なタイミングでＴＶの画面上で測定を促す警告表示を
行なうので、ユーザーの測り忘れを防ぐことができ、途切れることなく毎日の測定データ
をグラフなどにして好適に表示することができる。
【００２９】
　本願の請求項８に記載の情報処理装置は、ＴＶ受像機として構成されている。そして、
本願の請求項９乃至１６に記載の発明によれば、なるべくＴＶ番組の視聴を阻害しないタ
イミングでユーザーに測定を促す警告表示を行なうことができる。
【００３０】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に
基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、ＴＶ受像機１０の構成例を模式的に示した図である。
【図２】図２は、ＴＶ受像機１０の画面上で、ユーザーに体重の測定を促すオンスクリー
ン表示を行なう様子を示した図である。
【図３】図３は、身体測定装置２０の外観構成を模式的に示した図である。
【図４】図４は、身体測定装置２０の内部構成例を示した図である。
【図５Ａ】図５Ａは、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順（電源オン時）を示したフロ
ーチャートである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順（モード選択時）を示したフ
ローチャートである。
【図５Ｃ】図５Ｃは、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順（放送番組視聴モード）を示
したフローチャートである。
【図５Ｄ】図５Ｄは、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順（コンテンツ視聴動作モード
）を示したフローチャートである。
【図５Ｅ】図５Ｅは、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順（外部入力機器視聴モード）
を示したフローチャートである。
【図５Ｆ】図５Ｆは、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順（ＵＩ／ブラウザー操作モー
ド）を示したフローチャートである。
【図６】図６は、「放送番組視聴モード」で実行される番組視聴表示処理（ステップＳ５
０２）の詳細な処理手順を示したフローチャートである。
【図７】図７は、ユーザーに測定を促す警告を表示するための処理手順を示したフローチ
ャートである。
【図８】図８は、人感センサーを用いて警告表示を行なうための処理手順を示したフロー
チャートである（赤外線人感センサーを用いた場合）。
【図９】図９は、人感センサーを用いて警告表示を行なうための処理手順を示したフロー
チャートである（人感センサーにカメラを用いた場合）。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に係る情報処理システムの構成例を示した図で
ある。
【図１１】図１１は、図１０に示した情報処理システムの変形例を示した図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００３３】
　本発明の一実施形態に係る情報処理システムは、図１０に示すように、体重計や血圧計
、体組成計、歩数計などの身体測定装置２０と、身体測定装置２０から測定データを受信
し、毎日の測定データをグラフなどにして表示するＴＶ受像機（又はその他のディジタル
機器）１０からなる。例えば、ユーザーが毎日の体重を体重計で測定した際に、その測定
データをＴＶ受像機１０に無線送信する。一方、ＴＶ受像機１０側では受信した測定デー
タを日時とともに記憶しておき、ユーザーが見たいときにグラフ化して画面に表示する。
【００３４】
　また、図１０に示した情報処理システムの変形例として、図１１に示すように、測定デ
ータをＴＶ受像機１０で記録するのではなく、インターネットなどのネットワークを経由
して、外部のサーバーに送り、サーバーにおいてデータの管理を行なうこともできる。ユ
ーザーは、ＴＶ受像機１０からサーバーにアクセスすることで、日々の測定データをグラ
フ化して見ることができる。
【００３５】
　なお、図１０並びに図１１に示した情報処理システムにおいて、身体測定装置２０から
の測定データの送信先として、例えばＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）など
の、ＴＶ受像機１０以外のディジタル機器を挙げることもできる。但し、ＴＶ受像機１０
は、表示画面を持つ他のディジタル機器に比べ、家庭内への普及率が高く、また、利用時
間が長くほぼ一日中測定データを受信できることから、ＴＶ受像機１０を測定データの送
信先とすることにメリットがあると考えられる。他方、ＰＣは、電源オフの状態（スタン
バイ状態を含む）に測定データを受信できるようにすることが容易ではなく、システムの
利用時間が制限される。また、身体測定を行なうことがより求められる高齢者にとって、
ＰＣの操作は簡単ではない。また、測定データの受信を行なう専用のボックスを設置する
と、コスト増になる。また、ＴＶ受像機１０に代えて携帯電話を測定データの送信先にし
た場合、常に固定した位置にある訳ではなく、電池切れすることも想定されるので、安定
した利用が望めない。
【００３６】
　図１には、図１０又は図１１に示した情報処理システムで用いられるＴＶ受像機１０の
構成例を模式的に示している。
【００３７】
　ＴＶ番組を放送するディジタル放送波を、アンテナ１０４で受信することができる。チ
ューナー回路１０５は、アンテナ１０４からディジタル放送波を入力すると、所望するチ
ャンネルのストリームを選択（選局）する。デマルチプレクサー（ＤＥＭＵＸ）１０６は
、チューナー回路１０５が選択したストリームから、映像信号と音声信号、データ放送用
信号を抽出する。データ放送用信号にはＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ
　Ｇｕｉｄｅ：電子番組ガイド）などの情報が含まれている。
【００３８】
　映像信号は、映像信号処理回路１０７に入力され、必要な信号処理が施された後、必要
に応じてグラフィック生成回路１０８で生成されたオンスクリーン表示情報が重畳され、
表示駆動部１０９によって表示画面１１０に表示出力される。グラフィック生成回路１０
８は、例えば、後述するＣＰＵ１１９からの指示に従って、オンスクリーン表示用の画像
として、ユーザーに身体測定装置２０での測定を促す画像を生成する。
【００３９】
　音声信号は、音声信号処理回路１１１に入力され、必要な信号処理が施された後、音声
増幅回路１１２で所望される音声レベルに増幅されて、スピーカー１１３を駆動する。ま
た、音声信号処理回路１１１は、後述するＣＰＵ１１９からの指示に従って、ユーザーに
身体測定装置２０での測定を促す警告音などを音声合成する。
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【００４０】
　ワイヤレス・ネットワークの通信部１０３は、体重計などの身体測定装置２０との間で
無線信号の送受信を行なう。制御回路１２４は、通信部１０３における通信動作を制御す
る。具体的には、制御回路１２４は、後述するＣＰＵ１１９上で実行する上位アプリケー
ション層から要求された送信データを送信するための通信動作を制御するとともに、通信
部１３０による受信信号を復号して上位アプリケーション層に渡す。
【００４１】
　図１に示す例では、ＴＶ受像機１０に対するリモコン操作には電波通信方式が用いられ
、通信部１０３をリモコン操作にも兼用されている。ユーザーがリモコン（図示しない）
でＴＶ受像機１０をリモコン操作して、無線送信された制御コードは、通信部１０３で受
信される。
【００４２】
　ＴＶ受像機１０は、ネットワーク端子１１７を介してインターネットなどの外部ネット
ワークに接続されている。通信処理回路１１６は、イーサネット（登録商標）インターフ
ェースなどで構成され、後述するＣＰＵ１１９からの指示に従って、外部ネットワーク上
での通信処理を行なう。
【００４３】
　ＴＶ受像機１０全体を制御するために、ＣＰＵ１１９、フラッシュＲＯＭ１２０、ＤＲ
ＡＭ１２１などの回路コンポーネントが装備されている。リモコン受信機１２２（又は、
通信部１０３）で受信した制御コードは、内部バス１１８を介してＣＰＵ１１９に転送さ
れる。ＣＰＵ１１９は、制御コードを解読して、ＴＶ受像機１０の動作を制御する。また
、通信部１０３で受信した情報は、制御回路１２４を介してＣＰＵ１１９に入力される。
【００４４】
　ＣＰＵ１１９は、例えば身体測定装置２０から受信したユーザー毎の測定データを、そ
れぞれ測定を行なった測定日時と対応付けてフラッシュＲＯＭ１２０又はその他の記憶装
置に記憶させる。
【００４５】
また、ＣＰＵ１１９は、ユーザー毎の測定データを集計してグラフ化し、画面表示するよ
うグラフィック生成回路１０８に指示する。あるいは、ＣＰＵ１１９は、例えば身体測定
装置２０から受信したユーザー毎の測定データを、外部ネットワーク上の所定のサーバー
に送信するよう通信処理回路１１６に指示し、また、サーバー上で保管されているユーザ
ーの測定データ又はそれを集計したグラフのデータにアクセスするよう指示する。
【００４６】
　また、ＣＰＵ１１９は、ユーザーに身体測定装置２０で測定を行なうよう促すためのオ
ンスクリーン表示をグラフィック生成回路１０８に指示したり、測定を行なうよう促すた
めの警告音を音声信号処理回路１１１で音声合成するよう指示したりする。
【００４７】
　例えば、ユーザーが毎日測定を行なうとあらかじめ決められた時刻や、ユーザーがいつ
も測定している時刻を過ぎても、身体測定装置２０から測定データが送られてこないとき
には、図２に示すように、ＴＶ受像機１０の視聴中の画面上でユーザーに体重などの測定
を促すオンスクリーン表示を行なう。また、測定を促すのはスクリーン表示だけでなく、
警告音でもよい。特に音声合成を用い言葉とすることで、より分かり易いものとなる。ま
た、スクリーン表示では、ＴＶ受像機１０の電源がオフの間は表示できないが、警告音や
音声合成による言葉であれば、スタンバイ中でも、音声出力部分のみ動作で測定を促すこ
とができる。なお、一日のうちでユーザーが身体測定装置２０で測定を行なうと定められ
た時刻のことを、以下では「測定時刻」と呼ぶことにする。測定時刻は、ユーザーに測定
を促す時刻としての意味も持つ。一日のうち複数の時刻を測定時刻に設定することもでき
る。測定時刻の決定方法については、後述に譲る。
【００４８】
　なお、通信部１０３が身体測定装置２０と接続するワイヤレス・ネットワークとリモコ
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ン操作を兼用することは既に述べた。この種の無線通信方式として、例えば短距離無線通
信規格ＲＦ４ＣＥ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ若しくはＩＥＥＥ８０２．１５．４として規格化されたＺｉｇＢｅｅ
を適用することができる。
【００４９】
　現在、赤外光に代り電波を用いたリモコンが存在し、その中に、ＲＦ４ＣＥを用いるも
のがある。 ＲＦ４ＣＥが用いられている理由は、リモコンの電池寿命を長くできること
と、通信部１０３の受信機を常時受信にしても消費電力が低く抑えられること、十分な到
達距離が得られることである。通信部１０３は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの他の無線フォ
ーマットを用いてもよいが、ＲＦ４ＣＥを用いることで以下に挙げられるメリットがある
。
【００５０】
（１）送信機は送信を行なわないときの待機電力をほとんど０にできること、１回の送信
に費やす電力も小さいことから、身体測定装置２０に送信機を搭載しても、乾電池での駆
動が可能で、電源スイッチなどを設ける必要がなく、電池寿命も長く保つことができる。
このことで、従来の体重計と使い勝手が変わることのないものを作ることが可能である。
（２）受信機も受信待ちの状態を継続して消費電力が極めて低いため、リモコン同様ＴＶ
受像機１０がスタンバイ状態にあってもデータを受信することが可能とすることができる
。このことで、ユーザーが測定をする際、ＴＶ受像機１０の電源を入れる必要はない。
（３）１つの受信機で、ＲＦリモコンとの受信の共用ができ、且つ、複数の身体測定装置
からのデータの受信が可能でありコスト的に有利となる。
（４）送られるデータは、暗号化が可能で、盗聴されても容易にそのデータを見ることが
できない。
【００５１】
　また、後述するように、ＴＶ受像機１０は、赤外線人感センサーやカメラなどの人感セ
ンサーを搭載してもよい。但し、図１では人感センサーの図示を省略している。
【００５２】
　図３には、図１０又は図１１に示した情報処理システムで用いられる身体測定装置２０
の外観構成を模式的に示している。また、図４には、身体測定装置２０の内部構成例を示
している。図示の身体測定装置２０は、体脂肪測定機能付き体重計であり、測定対象の人
を特定するため、ユーザー選択ボタンＢ１～Ｂ４を備えている。
【００５３】
　家族内では各ユーザーにいずれかの番号１～４を割り振っておく。そして、ユーザーは
、自分に割り振られた番号に対応するユーザー選択ボタンを押してから、身体測定装置２
０で測定を行なう。体重センサー４０１で計測したユーザーの体重は、体重値表示部４０
２で表示される。そして、制御部４０３は、測定データ並びに測定日時とともに、押され
たユーザー選択ボタンの番号を、無線送信機４０４から無線送信する。受信したＴＶ受像
機１０側では、番号に基づいてユーザーを特定し、ユーザー毎の測定データを、身体測定
装置２０で測定を行なった測定日時と対応付けて記憶することで、複数人の測定データを
管理することが可能となる。
【００５４】
　万一ユーザーがボタンの押し間違えて測定を行なった場合には、測定データを受信した
ＴＶ受像機１０側では、同じユーザーについてそれまでに記憶しておいた測定データと大
きく違うことなどから、ボタンの押し間違えを検出することができる。このような場合、
視聴中の画面上に、ボタンの押し間違えであることを示す（正しいボタンを押して再度測
定することを促す）警告表示を行なうようにしてもよい。
【００５５】
　また、ＴＶ受像機１０側で複数人の測定データを管理する他の方法として、顔認識技術
を適用することが挙げられる。ＴＶ受像機１０は、身体測定装置２０から測定データを受
信した際、身体測定装置２０で測定を行なっているユーザーを特定し、ユーザー毎の測定
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データを測定日時と対応付けて記憶することで、複数人の測定データを管理することがで
きる。また、顔認識を行なった後、認識したユーザー毎に個別のメッセージの表示を行な
うことも可能である。
【００５６】
　ここで、体重計は身体測定装置２０の一例であり、血圧計や歩数計など、毎日の値を記
録する使われ方をするさまざまな身体測定装置を図１０又は図１１に示した情報処理シス
テムに適用することができる。体重計だけでなく、歩数計、血圧計などが存在し、１台の
ＴＶ受像機１０で複数種類の測定データを管理する場合、どの身体測定装置のどの番号の
データが、どの人のものであるかを管理する必要がある。身体測定装置とＴＶ受像機１０
間では無線通信を行なうことから、あらかじめ、通信を可能とするため、ペアリングを行
なう必要がある。その際、ＴＶ受像機１０へ身体測定装置自身の情報を伝達することで、
ＴＶ受像機１０側で身体測定装置の種類の登録が可能となる。これを基に、ユーザー毎に
各身体測定装置が割り振った番号を対応付けるテーブルを入力する仕組み（下表を参照の
こと）を導入すれば、あらかじめユーザーと身体測定置の関係を登録しておくことで、デ
ータを関連付けて管理表示することができる。また、警告表示または警告音により測定を
促す際には、どのユーザーに対し、どの項目か（どの身体測定装置で測定を行なうべきか
）を指示することが可能となる。また、身体測定装置毎に個別の測定時刻を設定すること
もできる。各ユーザーの測定時刻も身体測定装置毎に併せて登録するようにしてもよい。
各設定項目の入力は、ＴＶ受像機１０が持つＧＵＩ、若しくは、インターネットからダウ
ンロードしたスクリプトをブラウザーで動かすことで行なう。
【００５７】

【表１】

【００５８】
　ユーザーの体調を管理する上で、身体測定装置２０による計測を毎日欠かさないことが
重要である。しかしながら、多くのユーザーは、日課でなくともＴＶ番組をほぼ毎日視聴
する一方、身体測定装置で計測することはついつい忘れがちである。
【００５９】
　そこで、本実施形態に係る情報処理システムでは、一日のうちでユーザーが身体測定装
置２０で測定を行なうと定められた測定時刻を過ぎても身体測定装置から測定データが送
られてこないときには、図２に示すように、ＴＶ受像機１０の視聴中の画面上でユーザー
に体重などの測定を促すオンスクリーン表示を行なうようになっている。ユーザーに測定
を促す測定時刻は、ユーザーなどによりあらかじめ決められた時刻や、ユーザーがいつも
測定している時刻などである。また、測定を促す方法はスクリーン表示だけでなく、警告
音でもよい。これによって、ユーザーの測り忘れを防ぐことができ、途切れることなく得
られた毎日の測定データをグラフなどにして好適に表示することができる。
【００６０】
　ここで、ＴＶ受像機１０がユーザーに測定を促す測定時刻の決定方法として、ユーザー
が直接測定時刻を入力する以外に、過去の測定データの測定日時に基づいて決定する方法
があると便利である。また、一日に複数回測定することも考慮し、ブロック分けした後、
ブロック単位で平均を求め、測定を促す時刻とするようにしてもよい。また、ユーザー毎
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に個別に測定時刻が決定される。複数のユーザーの測定データを管理する場合には、測定
時刻の計算はユーザー毎に行なう。
【００６１】
　また、ＴＶ受像機１０はユーザーがＴＶ番組を視聴するという本来の目的を考慮すると
、なるべくＴＶ番組の視聴を阻害しないタイミングでユーザーに測定を促す警告表示を行
なうことが好ましいという考え方もある。視聴を阻害しないタイミングを以下に例示して
おく。これらのタイミングにおいて、計算された測定時刻を過ぎているか否かを確認し、
過ぎていれば、ユーザーに身体測定装置２０で測定を行なうことを促す警告表示を行なう
ようにすればよい。
【００６２】
（１）ＴＶ受像機１０の電源を入れた直後。
（２）視聴中の番組終了の数分前（視聴中のチャンネルのＥＰＧデータを見ることで番組
終了タイミングを知ることができる）。
（３）ユーザーがチャンネル切り替え操作を行なった直後。
（４）ＴＶ受像機１０が装備する人感センサーなどで人を検出した直後。
（５）毎日のＴＶ受像機１０の電源をオフ時刻になる直前。
（６）ＴＶ受像機１０の電源をオフにする操作がされたときの数秒間。
（７）ユーザーがＴＶ受像機１０に対しＥＰＧ表示操作などの何らかの操作を行なった際
。
【００６３】
　また、ユーザーに測定を促したり測定データをグラフ化して提示したりするだけでなく
、測定データに対するアドバイスなどを行なうと、ユーザーに対し今後も毎日測定し続け
ようというモチベーションを与えることになる。ユーザーに対し、測定を促し、測定デー
タを提示する以外のフィードバックを与える方法について、以下に例示しておく。
【００６４】
（１）ユーザーが測定を完了したときに褒める言葉を表示。
（２）ユーザーが測定をしてくれないとき、繰り返し測定を促す警告表示を行なうが、表
示を繰り返す度に段々と語調を厳しくしていく。
（３）測定の結果の急激な変化やその他のユーザーの不健康を想起されるような測定デー
タを検出したときに警告を表示する。例えば、血圧が普段より異常に高かったときなど、
再測定を促し、再測定してもなお血圧が高いとき注意を促す。
【００６５】
　図５には、ＴＶ受像機１０で実行される動作手順をフローチャートの形式で示している
。図示の動作手順は、例えばＣＰＵ１１９が所定のプログラム・コードを実行するという
形態で実現することができる。
【００６６】
　図５Ａ、図５Ｂに示すように、ＴＶ受像機１０は、電源をオンにした後、複数あるモー
ドのうちの１つのモードとなる（ステップＳ５０１）。例えば、商品の仕様により、前回
電源をオフにした直前のモードになるものや、強制的に放送番組視聴モードとなるもの、
電源をオンにした後にユーザーの操作により選択されたモードとなるものなどがある。
【００６７】
　ここで、「放送番組視聴」モードは、放送番組を見るモードであり、ユーザーが見たい
放送波を選局して見ることができる。図５Ｃに示すように、同モード下では、別途定義さ
れた番組視聴表示処理が実行される（ステップＳ５０２）。
【００６８】
　また、「コンテンツ視聴」モードは、あらかじめリスト表示可能な複数のコンテンツの
中からユーザーがその１つを選んで見るモードである。ＴＶ受像機の中には、ハード・デ
ィスク・レコーダーを搭載し、放送番組を録画し、録り貯める機能を持つ製品があり、録
り貯めた番組コンテンツはリスト表示し、ユーザーがその１つを選んで見ることになる。
同様にネット上の複数のオンデマンド・コンテンツもリスト表示し、ユーザーがその１つ
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を選んで見ることになる。
【００６９】
　「コンテンツ視聴」モードでは、図５Ｄに示すように、まず、別途定義された表示処理
を実行する（ステップＳ５０３）。ここで言う表示処理は、ユーザーに対して身体測定装
置２０で測定を行なうよう促すオンライン表示を行なうための処理のことであるが（以下
同様）、その処理手順の詳細については後述に譲る。
【００７０】
　その後、録り貯めた番組コンテンツの一覧からなるコンテンツ・リストを表示画面１１
０に表示する（ステップＳ５０４）。そして、コンテンツ・リストの中からユーザーがリ
モコン操作などによって所望するコンテンツを選択すると（ステップＳ５０５のＹｅｓ）
、別途定義された表示処理を実行した後（ステップＳ５０６）、選択したコンテンツにつ
いて再生処理を行なう（ステップＳ５０７）。
【００７１】
　その後、コンテンツの再生処理が終了するか又は中断すると（ステップＳ５０８のＹｅ
ｓ）、ステップＳ５０３に戻る。
【００７２】
　また、「外部入力機器視聴」モードは、ＴＶ受像機１０にＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆ
ｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などの入力端子（図１に
は図示しない）を介して接続されるＤＶＤプレイヤー（図１では図示を省略）などからの
映像音声を視聴するモードである。
【００７３】
　図５Ｅに示すように、「外部入力機器視聴」モードでは、まず、外部入力を表示し（ス
テップＳ５０９）、続いて、別途定義された表示処理を実行する（ステップＳ５１０）。
その後、モード選択が行なわれるまで待機する（ステップＳ５１１）。
【００７４】
　「ＵＩ／ブラウザー操作」モードは、ＴＶ受像機１０が持つＥＰＧの表示や、ＴＶ操作
、接続した機器の操作をより簡単に行なう操作専用の画面、データ放送表示などを想定し
ており、さらに最近ではネット・ブラウザーを搭載したＴＶ受像機もあり、これらの操作
を行なうモードである。
【００７５】
　図５Ｆに示すように、「ＵＩ／ブラウザー操作」モードでは、まず、別途定義された表
示処理を実行し（ステップＳ５１２）、続いて、ＵＩ画面又はブラウザーを起動する（ス
テップＳ５１３）。その後、モード選択が行なわれるまで待機する（ステップＳ５１４）
。
【００７６】
　なお、図５には例として４種類のモードを描いているが、個々のモードが１つという訳
ではない。例えば、「放送番組視聴」モードでは、地上放送やサテライト放送など複数の
放送ネットワークが存在し、ネットワーク毎のモードとしてもよい。また、「コンテンツ
視聴」モードも、ハード・ディスクに録り貯めたものと、ネット上のオンデマンド・コン
テンツとで、モードを分けてもよい。「外部入力視聴」モードは、入力端子毎に１つのモ
ードとしてもよい。「ＵＩ／ブラウザー操作」モードも、ＵＩの種類毎にモードを分けて
もよく、ブラウザーも単独のモードとしてもよい。
【００７７】
　また、各モードのフローは、「モード選択まで待機」が無限ループとなっているが、各
モードのフローのどの処理にあっても、モード選択が発生した際は、処理を中断し、選択
されたモードのフローの先頭から処理されることを前提としている。
【００７８】
　図６には、「放送番組視聴モード」で実行される番組視聴表示処理（ステップＳ５０２
）の詳細な処理手順をフローチャートの形式で示している。この処理手順は、例えばＣＰ
Ｕ１１９が所定のプログラム・コードを実行するという形態で実現することができる。
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【００７９】
　「放送番組視聴」モードでは、まず、別途定義された表示処理を実行する（ステップＳ
６０１）。
【００８０】
　次いで、視聴しているチャンネルとその時の時刻を基に、ＥＰＧデータから、視聴中の
番組情報を取得し、その中から番組終了時刻を取り出し、セットする（ステップＳ６０２
）。ここで、ＥＰＧデータは、ディジタル放送でデータ放送用信号として送られてくるす
べてのチャンネルの番組表データであり、あらかじめＴＶ受像機１０内で番組表表示用に
取得し蓄えたものである。
【００８１】
　ユーザーに測定を促す警告を実際に表示する時刻を番組終了間際とするため、終了時刻
から一定時間だけ引いた時刻を、表示開始時刻としてセットする（ステップＳ６０３）。
【００８２】
　その後、表示開始時刻になるまで待機するループに入る（ステップＳ６０５のＮｏ）。
表示開始時刻になる前にユーザーが選局動作を行なった場合（ステップＳ６０４のＹｅｓ
）、ステップＳ６０１に戻り、選局先のチャンネルの番組に対応した表示開始時刻が再設
定されることになる。
【００８３】
　そして、表示開始時刻になると（ステップＳ６０５のＹｅｓ）、別途定義された表示処
理を行なう（ステップＳ６０６）。そして、表示処理後番組の終了を待ち、次の番組が開
始されたところで（ステップＳ６０７のＹｅｓ）、ステップＳ６０１に戻り、次の表示開
始時刻がセットされる。
【００８４】
　図６に示した番組視聴表示処理の手順は、「放送番組視聴」モードに入った際、チャン
ネル切り替えがあった際、並びに、番組終了間際になった際に、ユーザーに測定を促す警
告の表示を行なうフロー処理となっている。
【００８５】
　図７には、図５に示したフローチャートのステップＳ５０３、Ｓ５０７、Ｓ５１０、Ｓ
５１２、並びに、図６に示したフローチャートのステップＳ６０１、Ｓ６０６で実行され
る、ユーザーに測定を促す警告を表示するための処理手順をフローチャートの形式で示し
ている。この処理手順は、各モードでの警告表示を行なう条件になった際にこの処理がコ
ールされるが、例えばＣＰＵ１１９が所定のプログラム・コードを実行するという形態で
実現することができる。
【００８６】
　まず、あらかじめ決められている測定時刻を現在時刻と比較する（ステップＳ７０１）
。ここで、現在時刻が測定時刻を過ぎていないときには（ステップＳ７０１のＮｏ）、当
該処理手順を終了する。
【００８７】
　また、現在時刻が測定時刻を過ぎているときには（ステップＳ７０１のＹｅｓ）、さら
に、身体測定装置２０から既に測定データを受信したかどうかをチェックする（ステップ
Ｓ７０２）。測定データを既に受信しているときには（ステップＳ７０２のＹｅｓ）、こ
のタイミングでユーザーは測定を行なう必要はないので、当該処理手順を終了する。
【００８８】
　一方、該当する測定データが存在しない場合には（ステップＳ７０２のＹｅｓ）、一定
時間だけユーザーに測定を促す警告表示を行なう（ステップＳ７０３）。
【００８９】
　また、最近のＴＶ受像機の中には、人感センサーを搭載した製品もあり、人感センサー
で人を検出したタイミングで、測定を促す警告表示を行なうこともできる。
【００９０】
　通常、人感センサーの検出出力は省電力化の用途で用いられている。すなわち、人がス
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クリーンの前から居なくなったことをセンスすると、画面表示をオフにし、再び人が前に
来たことをセンスすると、画面表示をオンにする。このセンサー部分は人間の発する赤外
光をセンスする赤外光センサーを用いたものや、カメラで、直接人間の顔をセンスするも
のがある。いずれのセンス方法においても、人間が画面の前に現れたとき、画面表示をオ
ンにすることに併せて、警告表示を行なうことが可能である。
【００９１】
　また、カメラを用いて人の顔をセンスする方法においては、同時に複数の人間の顔をセ
ンスできるだけでなく、顔の形からその人が誰であるかを特定することが可能である。ユ
ーザー毎の顔の形をあらかじめ登録しておけば、警告表示を行なう際、ユーザーを特定し
て警告表示を行なうことが可能となる。また、画面の前にいる人が加わったときには、加
わった人を特定し、未測定のユーザーであればその人に向けた警告表示を行なうことも可
能となる。
【００９２】
　人感センサーを用いて警告表示を行なう場合、図５及び図６に示した処理手順とは相違
し、ＴＶ受像機のモードとは関係しない独立した動作となる。
【００９３】
　図８には、人感センサーを用いて警告表示を行なうための処理手順をフローチャートの
形式で示している。但し、同図は、赤外線人感センサーを用いた場合の処理手順の一例で
ある。この処理手順は、例えばＣＰＵ１１９が所定のプログラム・コードを実行するとい
う形態で実現することができる。
【００９４】
　赤外線人感センサーで人を検出したときに当該処理手順がコールされ、図７に示した表
示処理が実行される（ステップＳ８０１）。
【００９５】
　また、図９には、人感センサーを用いて警告表示を行なうための処理手順をフローチャ
ートの形式で示している。但し、同図は、カメラを人感センサーに用いた場合の処理手順
の一例である。この処理手順は、例えばＣＰＵ１１９が所定のプログラム・コードを実行
するという形態で実現することができる。
【００９６】
　この処理手順は、カメラを用いた人感センサーで人を検出したときにコールされる。ま
ず、カメラの撮影画像を基に、検出した人物を特定する（ステップＳ９０１）。そして、
特定した人物が、システムを利用するユーザーの一人かどうかをチェックする（ステップ
Ｓ９０２）。
【００９７】
　ここで、検出した人物がユーザーでないときには（ステップＳ９０２のＮｏ）、当該処
理手順を終了する。
【００９８】
　一方、検出した人物がユーザーであるときには（ステップＳ９０２のＹｅｓ）、続いて
、そのユーザーにあらかじめ決められている測定時刻を現在時刻と比較する（ステップＳ
９０３）。ここで、現在時刻が測定時刻を過ぎていないときには（ステップＳ９０３のＮ
ｏ）、当該処理手順を終了する。
【００９９】
　また、現在時刻がそのユーザーの測定時刻を過ぎているときには（ステップＳ９０３の
Ｙｅｓ）、さらに、身体測定装置２０から既に測定データを受信したかどうかをチェック
する（ステップＳ９０４）。測定データを既に受信しているときには（ステップＳ９０４
のＹｅｓ）、このタイミングでユーザーは測定を行なう必要はないので、当該処理手順を
終了する。
【０１００】
　一方、該当する測定データが存在しない場合には（ステップＳ９０４のＹｅｓ）、一定
時間だけユーザーに測定を促す警告表示を行なう（ステップＳ９０５）。
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【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳細に説明してきた。しかしな
がら、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ること
は自明である。
【０１０２】
　本明細書では、身体測定装置によるユーザーの測定データを表示する情報処理装置にＴ
Ｖ受像機を用いた実施形態を中心に説明してきたが、本発明の要旨はこれに限定されるも
のではない。ＰＣや、表示スクリーンを持つ様々なディジタル機器を情報処理装置として
用いることができる。また、本発明に係る情報処理システムに適用可能な身体測定装置は
、体重計以外にも、血圧計、体組成計、歩数計などさまざまである。
【０１０３】
　要するに、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限
定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌
すべきである。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０…ＴＶ受像機
　２０…身体測定装置
　１０３…通信部
　１０４…アンテナ
　１０５…チューナー回路
　１０６…デマルチプレクサー
　１０７…映像信号処理回路
　１０８…グラフィック生成回路
　１０９…表示駆動部
　１１０…表示画面
　１１１…音声信号処理回路
　１１２…音声増幅回路
　１１３…スピーカー
　１１６…通信処理回路
　１１７…ネットワーク端子
　１１８…内部バス
　１１９…ＣＰＵ
　１２０…フラッシュＲＯＭ
　１２１…ＤＲＡＭ
　４０１…体重センサー
　４０２…体重値表示部
　４０３…制御部
　４０４…無線送信機
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