
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体重、生体インピーダンス等の生体情報を測定して入力する測定手段と、
　個人情報を手動で入力する手動入力手段と、
　前記測定した生体情報と前記個人情報とから体脂肪率等の生体情報を演算する手段と、
　少なくとも前記演算された生体情報に関する複数の生体指標データを予め記憶してある
第１のメモリ手段と、
　前記生体情報に基づいて複数の生体指標データを選択するデータ選択手段と、
　少なくとも前記選択されたデータをビデオ信号に変換する変換手段と、
　前記ビデオ信号を表示する表示手段と、
　日時データを取得するタイマーと、
　前記測定又は演算された生体情報を記憶する第２のメモリ手段とを備え、
　前記生体指標データは、運動メニュー、食事メニュー又は生活改善法等の生体に関する
複数種のアドバイスデータと、イメージデータ、キャラクターデータ又はガイダンスデー
タ等の前記アドバイスデータ以外のデータの内の少なくとも一つと、からなり、
　前記手動入力手段は、前記生体情報に基づいて選択された複数の生体指標データの中か
ら、前記ビデオ信号に変換するデータの選択操作を行う手段を兼ね、
　前記データ選択手段は、前記生体情報に基づいて選択された複数の生体指標データを、
前記手動入力手段を用いて選択可能な一覧データとして表示手段に表示し、前記表示され
た一覧データの中から前記手動入力手段を用いて生体指標データを選択して表示し、更に
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、前記表示された生体指標データ以外のデータに表示を切り替えて閲覧するための選択操
作が前記手動入力手段によって成されたか否かを判定し、閲覧する場合は前記選択可能な
一覧データを再表示するものであり、
　前記データ選択手段は、更に、前記一覧データの中からアドバイスデータが選択された
場合において、前記取得した日時データに基づいて、前回測定日から今回測定日までの日
付間隔をチェックして、毎日コンスタントに測定されていない場合には、前記生体に関す
る複数種のアドバイスデータの中から、毎日の測定を促すアドバイスデータを選択するこ
とを特徴とする健康管理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の健康管理装置において、前記データ選択手段は、前記生体に関する複
数種のアドバイスデータの中から、前記第２のメモリ手段に記憶した生体情報の測定回数
に応じてアドバイスデータを選択することを特徴とする健康管理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の健康管理装置において、前記データ選択手段は、複数種のアドバイス
データの中から、前記日時データの内、少なくとも曜日又は予め記憶してあるイベント日
に応じてアドバイスデータを選択することを特徴とする健康管理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の内いずれか１項に記載の健康管理装置において、前記第１のメモリ手
段は、交換可能に設けられ、交換することにより生体指標データを切り替えることを特徴
とする健康管理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の内いずれか１項に記載の健康管理装置において、前記アドバイスデー
タ以外の生体指標データは、被験者がイメージし易い飲食物や身近な生活用品等に前記生
体情報を置き換えたイメージデータであることを特徴とする健康管理装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４の内いずれか１項に記載の健康管理装置において、前記アドバイスデー
タ以外の生体指標データは、前記生体情報を反映させたキャラクターによる、運動、栄養
管理、ダイエット等のシミュレーションを行うためのキャラクターデータであることを特
徴とする健康管理装置。
【請求項７】
　請求項６記載の健康管理装置において、前記測定及び演算された生体情報以外の生体情
報を測定して入力する補助入力手段を更に備え、補助入力手段によって測定して入力され
た生体情報を、前記キャラクターデータに反映させることを特徴とする健康管理装置。
【請求項８】
　請求項１乃至４の内いずれか１項に記載の健康管理装置において、前記アドバイスデー
タ以外の生体指標データは、測定時の注意事項又は操作法の説明等のガイダンスデータで
あることを特徴とする健康管理装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の内いずれか１項に記載の健康管理装置において、前記測定手段、手動
入力手段、生体情報を演算する手段、データ選択手段及び変換手段を一体として構成する
ことを特徴とする健康管理装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至８の内いずれか１項に記載の健康管理装置において、少なくとも前記測定
手段と、前記変換手段と、前記表示手段とを各々独立した装置として構成することを特徴
とする健康管理装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０において、前記変換手段は前記測定手段から有線又は電波や光等を用
いた無線により、生体情報を伝達することを特徴とする健康管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、生体情報を測定し、測定データをビデオ信号に変換し、汎用ディスプレイに伝
達する健康管理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の健康管理装置においては、セグメント表示 や を用いた専用の表示手
段により、数字や記号のみで表示していた。またドットマトリクス表示 を用いてグ
ラフ表示をするものもあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の表示手段は、セグメント表示 や を用いていたため、数字や単純な記
号でしか表すことができず、表示内容にも限界があった。また、ドットマトリクス表示

を用いた表示手段においても、グラフ表示は可能だが、より多彩な表現をするために
はカラー化や大画面化等により対応しなければならない。しかも、専用の表示手段である
ため、どんどん高価なものになってしまうという問題点があった。
【０００４】
本発明は上述の従来技術の問題点を解決し、表示内容をビデオ信号に変換し汎用ディスプ
レイに表示させることで、安価に、しかも多彩な表現が可能となり、さらに表示内容も多
様化させることで、楽しみながら測定できるような健康管理装置を提供することを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、体重、生体インピーダンス等の生体情報を測定して入力する測定手段と、個
人情報を手動で入力する手動入力手段と、前記測定した生体情報と前記個人情報とから体
脂肪率等の生体情報を演算する手段と、少なくとも前記演算された生体情報に関する複数
の生体指標データを予め記憶してある第１のメモリ手段と、前記生体情報に基づいて複数
の生体指標データを選択するデータ選択手段と、少なくとも前記選択されたデータをビデ
オ信号に変換する変換手段と、前記ビデオ信号を表示する表示手段と、日時データを取得
するタイマーと、前記測定又は演算された生体情報を記憶する第２のメモリ手段とを備え
、前記生体指標データは、運動メニュー、食事メニュー又は生活改善法等の生体に関する
複数種のアドバイスデータと、イメージデータ、キャラクターデータ又はガイダンスデー
タ等の前記アドバイスデータ以外のデータの内の少なくとも一つと、からなり、前記手動
入力手段は、前記生体情報に基づいて選択された複数の生体指標データの中から、前記ビ
デオ信号に変換するデータの選択操作を行う手段を兼ね、前記データ選択手段は、前記生
体情報に基づいて選択された複数の生体指標データを、前記手動入力手段を用いて選択可
能な一覧データとして表示手段に表示し、前記表示された一覧データの中から前記手動入
力手段を用いて生体指標データを選択して表示し、更に、前記表示された生体指標データ
以外のデータに表示を切り替えて閲覧するための選択操作が前記手動入力手段によって成
されたか否かを判定し、閲覧する場合は前記選択可能な一覧データを再表示するものであ
り、前記データ選択手段は、更に、前記一覧データの中からアドバイスデータが選択され
た場合において、前記取得した日時データに基づいて、前回測定日から今回測定日までの
日付間隔をチェックして、毎日コンスタントに測定されていない場合には、前記生体に関
する複数種のアドバイスデータの中から、毎日の測定を促すアドバイスデータを選択する
健康管理装置を提供する。
【０００９】
　また、前記データ選択手段は、前記生体に関する複数種のアドバイスデータの中から、
前記第２のメモリ手段に記憶した生体情報の測定回数に応じてアドバイスデータを選択す
る。また、前記データ選択手段は、複数種のアドバイスデータの中から、前記日時データ
の内、少なくとも曜日又は予め記憶してあるイベント日に応じてアドバイスデータを選択
する。
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【００１０】
　また、前記第１のメモリ手段は、交換可能に設けられ、交換することにより生体指標デ
ータを切り替える。
【００１１】
　また、前記アドバイスデータ以外の生体指標データは、被験者がイメージし易い飲食物
や身近な生活用品等に前記生体情報を置き換えたイメージデータである。また、前記生体
情報を反映させたキャラクターによる、運動、栄養管理、ダイエット等のシミュレーショ
ンを行うためのキャラクターデータであり、前記測定及び演算された生体情報以外の生体
情報を測定して入力する補助入力手段を更に備え、補助入力手段によって測定して入力さ
れた生体情報を、前記キャラクターデータに反映させるものである。更に、測定時の注意
事項又は操作法の説明等のガイダンスデータである。
【００１２】
　また、前記健康管理装置は、前記測定手段、手動入力手段、生体情報を演算する手段、
制御手段及び変換手段を一体として構成する。又は、前記測定手段、手動入力手段、生体
情報を演算する手段、データ選択手段及び変換手段を一体として構成する。
【００１３】
　また、前記健康管理装置少なくとも前記測定手段と、前記変換手段と、前記表示手段と
を各々独立した装置として構成する。
【００１４】
　更に、前記変換手段は前記測定手段から有線又は電波や光等を用いた無線により、生体
情報を伝達する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　本発明の健康管理装置は、体重、生体インピーダンス等の生体情報を測定して入力する
測定手段と、個人情報を手動で入力する手動入力手段と、前記測定した生体情報と前記個
人情報とから体脂肪率等の生体情報を演算する手段と、少なくとも前記演算された生体情
報に関する複数の生体指標データを予め記憶してある第１のメモリ手段と、前記生体情報
に基づいて複数の生体指標データを選択するデータ選択手段と、少なくとも前記選択され
たデータをビデオ信号に変換する変換手段と、前記ビデオ信号を表示する表示手段と、日
時データを取得するタイマーと、前記測定又は演算された生体情報を記憶する第２のメモ
リ手段とを備え、前記生体指標データは、運動メニュー、食事メニュー又は生活改善法等
の生体に関する複数種のアドバイスデータと、イメージデータ、キャラクターデータ又は
ガイダンスデータ等の前記アドバイスデータ以外のデータの内の少なくとも一つと、から
なり、前記手動入力手段は、前記生体情報に基づいて選択された複数の生体指標データの
中から、前記ビデオ信号に変換するデータの選択操作を行う手段を兼ね、前記データ選択
手段は、前記生体情報に基づいて選択された複数の生体指標データを、前記手動入力手段
を用いて選択可能な一覧データとして表示手段に表示し、前記表示された一覧データの中
から前記手動入力手段を用いて生体指標データを選択して表示し、更に、前記表示された
生体指標データ以外のデータに表示を切り替えて閲覧するための選択操作が前記手動入力
手段によって成されたか否かを判定し、閲覧する場合は前記選択可能な一覧データを再表
示するものであり、前記データ選択手段は、更に、前記一覧データの中からアドバイスデ
ータが選択された場合において、前記取得した日時データに基づいて、前回測定日から今
回測定日までの日付間隔をチェックして、毎日コンスタントに測定されていない場合には
、前記生体に関する複数種のアドバイスデータの中から、毎日の測定を促すアドバイスデ
ータを選択することから、汎用ディスプレイを使用した安価な装置とすることを可能とし
、数値やグラフによる測定結果の表示だけでなく、生体指標データにより結果に関するア
ドバイスや、ゲーム性をもたせた多彩な表示を可能とし、楽しみながら測定でき、継続的
な健康管理を促進することを可能とする。
【００１９】
　また、前記データ選択手段は、前記生体に関する複数種のアドバイスデータの中から、

10

20

30

40

50

(4) JP 3773455 B2 2006.5.10



前記第２のメモリ手段に記憶した生体情報の測定回数に応じてアドバイスデータを選択す
る。また、前記データ選択手段は、複数種のアドバイスデータの中から、前記日時データ
の内、少なくとも曜日又は予め記憶してあるイベント日に応じてアドバイスデータを選択
することから、被験者に毎日の測定を飽きさせることなく、継続的な健康管理をすること
を可能とする。
【００２０】
　また、前記第１のメモリ手段は、交換可能に設けられ、交換することにより生体指標デ
ータを切り替えることから、被験者自身が自分に適した表示内容を容易に選択することを
可能とし、楽しみながら継続的な健康管理をすることを可能とし、また、複数のデータか
らより客観的に自分の測定結果を判定することを可能とする。
【００２１】
　前記アドバイスデータ以外の生体指標データは、被験者がイメージし易い飲食物や身近
な生活用品等に前記生体情報を置き換えたイメージデータである。また、前記生体情報を
反映させたキャラクターによる、運動、栄養管理、ダイエット等のシミュレーションを行
うためのキャラクターデータであり、前記測定及び演算された生体情報以外の生体情報を
測定して入力する補助入力手段を更に備え、補助入力手段によって測定して入力された生
体情報を、前記キャラクターデータに反映させるものである。更に、測定時の注意事項又
は操作法の説明等のガイダンスデータであることから、数値やグラフ表示だけでなく、被
験者に、より健康管理に関心を向けさせるような表示内容にすることを可能とする。
【００２２】
　また、前記健康管理装置は、前記測定手段、手動入力手段、生体情報を演算する手段、
制御手段及び変換手段を一体として構成する。又は、前記測定手段、手動入力手段、生体
情報を演算する手段、データ選択手段及び変換手段を一体として構成することから、装置
をコンパクトに構成することを可能とする。
【００２３】
　また、前記健康管理装置少なくとも前記測定手段と、前記変換手段と、前記表示手段と
を各々独立した装置として構成することから、各手段を分離させて置くことができ、場所
に寄らない測定が可能である。
【００２４】
　更に、前記変換手段は前記測定手段から有線又は電波や光等を用いた無線により、生体
情報を伝達することから、各装置が離れていてもリアルタイムに、測定とビデオ信号によ
る表示が可能である。
【００２５】
【実施例】
本発明の健康管理装置の第１実施例は、生体情報を入力する入力手段と、この生体情報を
ビデオ信号に変換する変換手段を一体的に設けた入力・変換手段と、表示手段とから構成
している。また、入力手段は、生体情報を測定することで自動入力する構成を備えている
。図１は健康管理装置の全体構成図であり、入力・変換装置１と表示手段として汎用ディ
スプレイであるテレビ８で構成される。この入力・変換装置１は生体情報を自動入力する
構成として、公知の体脂肪計を備えており、公知の方法により体重値と生体インピーダン
ス（以下ＢＩという）値を測定するものである。また、この入力・変換装置１には体重値
及びＢＩ値以外の生体情報や、名前、年齢、性別等の個人データを手動で入力する手動入
力部２を備えている。更にこの入力・変換装置１には体脂肪計以外の図示しない生体情報
測定装置や運動センサ、例えば脈拍計や歩数計等の測定データを受信し自動で入力するた
めのデータ受信部３と、測定結果をビデオ信号としてテレビ８に送信するためのビデオ信
号出力端子４を有し、更に生体指標データをメモリしたメモリカード５を挿入するための
メモリカードスロット６を備えている。またテレビ８にはビデオ信号入力端子９を備えて
いる。
【００２６】
図２は入力・変換装置１の内部の電気ブロック図である。体重値とＢＩ値を公知の体脂肪
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計により測定する体重測定部１０とＢＩ測定部１１と、体脂肪計以外の図示しない生体情
報測定装置の測定データを受信し自動で入力するためのデータ受信部３と、体重値及びＢ
Ｉ値以外の生体情報や個人データを手動で入力する手動入力部２が制御部１２に接続され
ている。また、生体指標データをメモリしたメモリカード５はメモリカードスロット６を
介して制御部１２に接続している。更に、電源１６は電源スイッチ７を介して制御部１２
に接続されており、この制御部１２は、時計計測を行うタイマー部１３と、入力された生
体情報や個人データや時間等をメモリする個人データメモリ部１４に接続している。また
、制御部１２はビデオ信号変換部１５を介してビデオ信号出力端子４に接続されている。
【００２７】
次に図３のフローチャートを用いて、本健康管理装置の動作を説明する。まず、入力・変
換装置１、テレビ８の電源を各々オンし、表示したい生体指標データがメモリされたメモ
リカード５をセットする。本実施例においてはメモリカード５のデータは、測定時の注意
事項や操作法の説明等のガイダンスデータと、運動メニュー、食事メニュー、生活改善法
等の生体に関するアドバイスデータと、前記生体情報を被験者がイメージし易い飲食物や
身近な生活用品等に置き換えたイメージデータとが複数メモリされているデータである。
【００２８】
まずステップＳ１において、タイマー部１３より日時データを読み込む。次にステップＳ
２において、個人データメモリ部１４より登録済み測定者の一覧を読み込み、ビデオ信号
変換部１５においてビデオ信号に変換され、ビデオ信号出力端子４から送信されテレビ８
のビデオ信号入力端子９を経由して画面表示する。被験者が個人データメモリ部に登録済
みであり、一覧に表示されている場合にはステップ３に進み、手動入力部２を用いて測定
者を選択及び決定する。また、被験者が個人データメモリ部１４に未登録の場合にはステ
ップＳ２２に進み、氏名、年齢、性別等を入力し個人データとして個人データメモリ部１
４に登録する。
【００２９】
被験者を決定した後、ステップＳ４においてメモリカード５よりガイダンスデータを読み
込む。このガイダンスデータは、被験者に入力・変換装置１に乗るよう指示するものであ
り、ステップＳ５において、このガイダンスデータをビデオ信号変換部１５でビデオ信号
に変換し、ビデオ信号出力端子４より送信した信号を、テレビ８のビデオ信号入力端子９
を経由して画面表示する。被験者が入力・変換装置１に乗ると、ステップＳ６において公
知の方法により体重値とＢＩ値の測定を開始する。ステップＳ７、８で測定中を示すコメ
ントと被験者が測定中リラックスできるような空や海の風景等の画像をガイダンスデータ
としてメモリカード５より読み込み、このガイダンスデータをビデオ信号に変換しテレビ
８に表示する。ステップＳ９において体重値とＢＩ値の測定が終了すると、ステップＳ１
０において測定終了を示すコメントと被験者に入力・変換装置１から降りるよう指示する
コメントを示すガイダンスデータをメモリカード５より読み込み、このガイダンスデータ
をビデオ信号に変換し表示する。またステップＳ１１では前述の測定により得られた体重
値及びＢＩ値から体重及び体脂肪率を演算する。また体重値と体脂肪率より体脂肪量を換
算し、この体重値、体脂肪率、体脂肪量をビデオ信号に変換しテレビ８に表示する。この
表示には図４の表示例で示すように、この演算結果表示と共にステップＳ１２において、
選択する生体指標データを表示し、その中から手動入力部２により選択する。すなわち、
メモリカードに入っている生体指標データのうち、イメージデータとアドバイスデータが
選択可能なデータとして表示され、その中から手動入力部２を用いて選択及び決定する。
【００３０】
ステップＳ１２でイメージデータを選択した場合、ステップ１３に進み、メモリカード５
より生体指標データであるイメージデータを読み込み、ステップＳ１４において、ステッ
プＳ１１で得られた体重値及び体脂肪量に相当するイメージデータを表示する。例えば図
５の表示例で示すように、体重値であれば、１リットルペットボトルの飲料水何本分、ま
た体脂肪量であれば、１箱２００グラムのバター何箱分等で表される画像データを作成す
る。またこの画像に限らず、体重値であれば１０ kgの米袋何個分、体脂肪量であれば１リ

10

20

30

40

50

(6) JP 3773455 B2 2006.5.10



ットル容器の食用油何本分等、体重値及び体脂肪量をイメージし易いものであればなんで
も良い。これらの画像データをビデオ信号変換部１５でビデオ信号に変換し、テレビ８で
画像表示する。
【００３１】
　また、ステップＳ１２においてアドバイスデータを選択した場合、ステップＳ１５に進
みメモリカード５よりアドバイスデータを読み込む。ステップＳ１６においては、ステッ
プ１でタイマー部１３より読み込んだ日時データから自動で測定時の曜日を判断する。こ
の曜日によりステップＳ１７からＳ２０までアドバイスデータを分岐し、ビデオ信号に変
換することによりテレビ８に表示する。例えば、測定曜日が金曜日の場合、前述のように
ステップＳ１６ おいて、自動で金曜日と判断され、ステップＳ１９に進み、図６の表示
例で示すように健康に関する情報を示すアドバイスデータを選択し表示する。ここでイメ
ージデータとアドバイスデータのいずれか一方の閲覧が終了したら、ステップＳ２１にお
いてもう一方のデータに て閲覧するかどうか手動入力部２により選択する。閲覧
する場合はＹＥＳに進み、再びステップＳ１２で生体指標データの選択を行う。閲覧しな
い場合はＮＯに進み終了する。
【００３２】
本発明の健康管理装置の第２実施例は、生体情報を入力する入力手段と入力された生体情
報をビデオ信号に変換する変換手段と、表示手段とが別体で構成している。図７は装置の
全体構成図であり、第１実施例における入力・変換装置１は生体情報を測定し入力する入
力部である体脂肪計１７とコントローラ２０に分離して構成する。体脂肪計１７は測定デ
ータをリアルタイムにコントローラ２０に赤外線送信するデータ送信部１８を備える。ま
たコントローラ２０は、前記測定データを受信するデータ受信部３を有し、また、手動入
力部２と、メモリカード５と、メモリカードスロット６を有する。更にビデオ信号変換部
１５とビデオ信号出力端子４を有する。
【００３３】
図８、図９は各々、体脂肪計１７、コントローラ２０の内部構成ブロック図である。図８
で示すように、体重値とＢＩ値を公知の方法により測定する体重測定部１０とＢＩ測定部
１１は、測定データを処理する体脂肪計制御部２２に接続され、体脂肪計制御部２２はコ
ントローラ２０に測定データを送信するためのデータ送信部１８に接続している。ここで
２３は体脂肪計１７に電源スイッチ１９を介して電力を供給する電源である。図９で示す
コントローラ２０は、データ送信部１８から送信された測定データを受信するデータ受信
部３と、体重値とＢＩ値以外の生体情報を手動で入力する手動入力部２がコントローラ制
御部２４に接続している。また、生体指標データをメモリしたメモリカード５はメモリカ
ードスロット６を介してコントローラ制御部２４に接続している。更に、電源２５は電源
スイッチ２１を介してコントローラ制御部２４に接続されており、このコントローラ制御
部２４は時間計測を行うタイマー部１３と、入力された生体情報や個人データや時間等を
メモリする個人データメモリ部１４に接続している。また、コントローラ制御部２４はビ
デオ信号変換部１５を介してビデオ信号出力端子４に接続されている。
【００３４】
なお動作、測定及び表示に関しては、図３のフローチャートを用いて説明した第１実施例
と同様であるが、生体情報を測定し入力する入力部である体脂肪計１７とコントローラ２
０を独立した装置として構成することで、測定時、各装置を分離して設置することができ
、場所によらない測定が可能である。
【００３５】
第２実施例において、体脂肪計１７のデータはリアルタイムにコントローラ２０に送信さ
れており、測定データの演算処理はコントローラ制御部２４で行っても良いし、体脂肪計
１７にも手動入力部２を設け、体脂肪率測定に必要な生体情報を入力可能とし、データを
体脂肪計制御部２２において演算処理し、得られた演算結果である体重値、体脂肪率、体
脂肪量等をコントローラ２０に送信することも可能である。また、得られた演算結果をデ
ータ送信部１８から送信せず、コントローラ２０の手動入力部２から数値のみを入力して
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も良い。
【００３６】
また、体脂肪計１７からコントローラ２０へのデータ送信は赤外線を用いたが、その他光
や電波等を用いた無線又は有線を用いて送信しても良い。
【００３７】
前述の第１及び第２実施例において、アドバイスデータは測定曜日に対応させたデータを
表示しているが、例えば個人データメモリ部１４において測定回数を記録しておき、この
測定回数にアドバイスデータを対応させ、１～１００回目まではステップＳ１７に進み、
１０１～２００回目はステップＳ１８に進むように分岐させても良い。また年間のイベン
ト日に対応した表示、例えば誕生日を記憶する機能を持たせ、誕生日にはＨＡＰＰＹ－Ｂ
ＩＲＴＨＤＡＹ等のコメントを表示させたりすることもできる。また、個人データメモリ
部１４に記録した前回測定日から今回測定日までの日付間隔をチェックする機能を持たせ
、毎日コンスタントに測定されていない場合に、毎日の測定を促すコメントを表示しても
良い。更に、曜日や日付によって分岐させることなく、被験者が必要なアドバイスデータ
のみを表示できるように、手動入力部２によりアドバイスデータの選択を行えるようにし
ても良い。他にもダイエット用、糖尿病用、一人暮らし用、４０歳以上の女性用等として
専用のアドバイスデータを記録したメモリカードを用いることで、より被験者に合ったア
ドバイスを表示することができる。
【００３８】
　また、イメージデータで表す値は体重値や 脂肪量等の絶対値に限らず、適正体重や適
正 脂肪率等の適正値との差分、又は目標値や過去データとの差分をイメージデータとし
て表示しても良い。更に 脂肪量に関しては、カロリー換算して同じカロリーの飲食物や
、同じ消費カロリーとなる運動量で表示しても良い。
【００３９】
本発明の健康管理装置において、体脂肪計以外の生体情報測定装置の応用例としては、生
体情報を測定することで自動入力する入力部として運動センサを追加した構成である。図
１０は運動センサとして追加する腕時計タイプの加速度センサ２６の使用例である。加速
度センサ２６は第１又は第２実施例のデータ受信部３にデータをリアルタイムに送信する
ためのデータ送信部２７を備える。また、メモリカード５には生体指標データとして、測
定時の注意事項や操作法の説明等のガイダンスデータと、キャラクターデータがメモリさ
れている。キャラクターデータは、被験者の生体情報を反映させたキャラクターを作成し
、このキャラクターにより運動、栄養管理、ダイエット等のシミュレーションを行うため
のデータである。本応用例では、ボクシング選手のキャラクターによる運動シミュレーシ
ョンのデータであり、加速度センサ２６を用いて画面上でキャラクターを操作するもので
ある。
【００４０】
図１１に示すフローチャートは、前述の第１実施例で本健康管理装置の動作説明の際に示
した図３のフローチャートにおいて、生体指標データの選択を行うステップＳ１２からス
テップＳ２１の動作までを、生体指標データにキャラクターデータを選択したものに置き
換えたフローチャートである。まず、生体指標データ選択において、選択画面には選択可
能な生体指標データとしてキャラクターデータが表示される。被験者は手動入力部２を用
いて選択及び決定し、ステップＳ３０においてキャラクターデータをメモリカード５より
読み込む。次にステップＳ３１において、被験者の生体情報を反映させたキャラクターが
、個人データメモリ部１４に既に登録済みかどうか判断される。登録済みであればＹＥＳ
に進み、ステップＳ３２で個人データメモリ部１４よりキャラクターを呼び出す。キャラ
クターが未登録であればＮＯに進み、ステップＳ４０で、生体情報を測定することで自動
入力する入力部及び手動入力部より入力した生体情報及び個人データから新規にキャラク
ターを作成し、個人データメモリ部１４に登録すると共にビデオ信号に変換しテレビ８で
表示する。
【００４１】
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ボクシングキャラクターの作成は、例えば体重、体脂肪率、年齢、性別等から、ボクサー
の外観、強さのパラメータ、重量階級等のキャラクターレベルが設定される。図１２は作
成されたキャラクターの表示例である。キャラクターが確認されるとステップＳ３３にお
いて、トレーニング情報として、１日の運動量や運動強度、或いは質問形式での生活スタ
イルチェック等を手動入力部２から入力することにより、前記生体情報と合わせて、ステ
ップＳ３４でキャラクターレベルが再構成される。
【００４２】
次にステップＳ３５では、キャラクターを用いたゲームイベントを発生させるための条件
を設定しておく。例えば一定期間測定を継続していたか、また、体脂肪率が増加していな
いか等の条件をクリアしているかどうかを、個人データメモリ部１４にメモリされている
生体情報より判断する。条件をクリアしていればＹＥＳと判断し、ステップＳ３６に進み
ゲームイベントが発生する。クリアしていなければＮＯと判断し、ゲームイベントは発生
せず終了する。ゲームイベントが発生すると、ステップＳ３７において、被験者の動作回
数をカウントし運動量とする加速度センサ２６を操作することによりゲームを行う。カウ
ントされた回数はデータ送信部２７よりデータ受信部３で受信される。ステップＳ３８で
は、ゲームの勝敗を決定するため、加速度センサ２６による動作カウント数の基準値を設
けておき、被験者の動作カウント数がこの基準値を満たしたかどうかを判断する。満たし
ていればゲームに勝ったとみなしＹＥＳと判断され次のゲームに進む。ゲームに勝ち続け
、ステップＳ３９で優勝するとＹＥＳと判断され、ゲームクリアとなり終了する。ステッ
プＳ３８及びＳ３９において基準を満たしていなければゲームに負けたとみなされＮＯと
判断し、再度ステップＳ３６に戻りゲームに再挑戦する事ができる。
【００４３】
この応用例におけるキャラクターデータは、ボクシング選手による運動シミュレーション
のデータであるが、同様にダンサーや格闘家をキャラクターとしたダンス大会や格闘技ゲ
ーム等の運動シミュレーションも可能である。また運動シミュレーションに限らず、日々
の生体情報を入力パラメータとし、その変化によって画面やストーリーが変化していくよ
うなゲームであれば、例えば被験者の生体情報を反映したキャラクターを主人公とし、キ
ャラクターの変化によって財産や運が変化していくような人生ゲームや、日常生活の中で
も特に食生活について、日々の飲食内容の詳細なアンケートを取り、このアンケート結果
とキャラクターの変化とから、偏食や栄養素の過不足等を推定する食生活管理シミュレー
ションゲーム等も可能である。
【００４４】
また、加速度センサ２６によりキャラクターを操作したが、試合展開及び結果を全て制御
部内で処理し、この試合展開及び結果の画像を作成し表示しても良い。
【００４５】
また、運動センサとして加速度センサ２６を用いたが、歩数計、エルゴメータ、ステッパ
ー等の生体情報を測定するもののうち少なくとも１つに、データ受信部３にデータを送信
するためのデータ送信部を設け接続することも可能である。
【００４６】
　以上第１、第２実施例及び応用例において、図３のステップＳ１２で生体指標データは
手動入力部２を操作することによりデータ選択を行い、表示する生体指標データを

たが、テレビ８の１つの画面上に複数の生体指標データを同時に表示し、閲覧すること
も可能である。
【００４７】
また、生体指標データを記録したメモリカード５を用いたが、例えば、図１３の画面表示
例で示すように、基準データとして体脂肪率適正範囲をメモリしたメモリカードを用い、
被験者の体脂肪率を照らし合わせることで、適正範囲か否かを表示することもできる。ま
た、過去データや自分で設定した目標値をメモリしてあるメモリカードを用いることで、
過去データとの比較や、目標値まで後どのくらいダイエットの必要があるか等を表示する
こともできる。更に、個人の目標値までの達成度合いを、目標値を達成率１００（％）と
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した場合の割合で表すことで、目標値の異なる複数の人と、比較することもできる。
【００４８】
また、生体指標データを記録するメモリ機能を内蔵させ、前述した生体指標データをメモ
リしておくことで、様々な種類のメモリカードを揃えておく必要もなく、取り替える手間
も省けるため、多数の生体指標データを容易に扱える。また、個人データメモリ部１４の
個人データをメモリカードに記録させることで、持ち歩くことができ、例えば外出先に本
健康管理装置があれば、個人データ用メモリカードを用いることで、継続的な測定が可能
である。
【００４９】
更に、生体情報を測定して入力する入力部として体脂肪計１７を用いたが、例えば、脈拍
計、血圧計、重心動揺計等の生体情報を測定する装置を用いても良く、その際、各測定装
置に対応した内容の生体指標データをメモリから読み込むようにすれば良い。
【００５０】
また、テレビ８は汎用ディスプレイであり、ビデオ信号を受信可能なものであれば、コン
ピュータディスプレイ、プロジェクター等何でも良く、またビデオ信号変換部１３もディ
スプレイの受信形態に合わせ、ＲＦ信号、コンポジットビデオ信号（ＮＴＳＣ，ＰＡＬ，
ＳＥＣＡＭ等）、Ｓビデオ信号、コンポーネントビデオ信号、アナログＲＧＢ信号、ディ
ジタルＲＧＢ信号等の各種ビデオ信号のうち少なくとも１つに変換可能であればよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例の全体構成図である。
【図２】第１実施例の内部構成ブロック図である。
【図３】第１実施例のフローチャートである。
【図４】表示画面の１例を示す図である。
【図５】表示画面の他の１例を示す図である。
【図６】表示画面の更に他の１例を示す図である。
【図７】第２実施例の全体構成図である。
【図８】第２実施例の体脂肪計１７側の内部構成ブロック図である。
【図９】第２実施例のコントローラ２０側の内部構成ブロック図である。
【図１０】応用例の運動センサの１例である。
【図１１】応用例のフローチャートである。
【図１２】表示画面の１例を示す図である。
【図１３】表示画面のほかの１例を示す図である。
【符号の説明】
１　　入力・変換装置
２　　手動入力部
３　　データ受信部
４　　ビデオ信号出力端子
５　　メモリカード
６　　メモリカードスロット
７　　電源スイッチ
８　　テレビ
９　　ビデオ信号入力端子
１０　体重測定部
１１　ＢＩ測定部
１２　制御部
１３　タイマー部
１４　個人データメモリ部
１５　ビデオ信号変換部
１６　電源
１７　体脂肪計
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１８　データ送信部
１９　体脂肪計側電源スイッチ
２０　コントローラ
２１　コントローラ側電源スイッチ
２２　体脂肪計側制御部
２３　体脂肪計側電源
２４　コントローラ側制御部
２５　コントローラ側電源
２６　加速度センサ
２７　データ送信部 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 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 】
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