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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の状態を測定して生体情報を出力する生体情報測定手段を備え、前記生体情報およ
び前記生体の特徴を示すパラメータに基づいて、健康状態の指標となる複数種類の健康デ
ータを生成する複数の機能を具備する健康データ生成装置と、所定のデータを記憶する記
憶手段を備え、前記健康データ生成装置との間で通信可能なユーザ端末とを備える健康デ
ータ生成システムにおける健康データ生成方法であって、
　前記健康データ生成装置の機能を問い合わせる機能要求を、前記ユーザ端末から前記健
康データ生成装置に送信する機能要求ステップと、
　前記健康データ生成装置において、前記機能要求を受信すると、前記複数の機能の種別
を示す機能種別情報を含む機能応答を返信する機能応答ステップと、
　前記ユーザ端末において、受信した前記機能応答に含まれる前記機能種別情報に含まれ
る機能の種別に基づいて前記健康データ生成装置の機能を表示してそのいずれかを前記ユ
ーザに指定するように促し、指定された機能を機能指定情報として前記健康データ生成装
置に送信する機能指定ステップと、
　前記健康データ生成装置において、受信した前記機能指定情報において指定された機能
に応じて前記健康データを生成する際に必要とされるパラメータの種類を示すパラメータ
指定情報を前記ユーザ端末に返信するパラメータ指定ステップと、
　前記ユーザ端末において、受信した前記パラメータ指定情報の示す種類のパラメータに
ついてユーザの個人データを入力するように前記ユーザに促し、前記機能指定情報と前記
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個人データとを対応付けた登録情報を生成して前記記憶手段に記憶する登録ステップと、
　前記ユーザ端末において前記ユーザによって健康状態の測定が指示されると、前記記憶
手段から前記登録情報を読み出して、前記登録情報を含む実行要求を前記健康データ生成
装置に送信する実行要求ステップと、
　前記健康データ生成装置において、前記ユーザ端末から前記登録情報を含む実行要求を
受信すると、前記機能指定情報に対応する前記健康データを、前記ユーザの生体情報およ
び受信した個人データに基づいて生成する健康データ生成ステップと、
　を備える健康データ生成方法。
【請求項２】
　前記ユーザ端末は複数のユーザによって使用され、
　前記記憶手段には、前記複数のユーザの各々について生成された前記登録情報が記憶さ
れ、
　前記登録ステップでは、
　前記ユーザを一意に特定する呼び名情報を入力するように前記ユーザに促し、
　前記機能指定情報と前記呼び名情報とから成るニックネームを生成して、当該ニックネ
ームを前記機能指定情報と前記個人データとに関連付けて前記登録情報として前記記憶手
段に記憶し、
　前記実行要求ステップでは、
　前記ニックネームを複数表示し、
　前記複数のニックネームのから一つを選択するように前記ユーザに促し、
　前記ユーザに選択されたニックネームに基づいて前記記憶手段を参照し、当該ニックネ
ームに対応する前記機能指定情報および前記個人データを読み出して前記登録情報とし、
当該登録情報を含む実行要求を前記健康データ生成装置に送信する
　請求項１に記載の健康データ生成方法。
【請求項３】
　複数種類の前記健康データには、前記生体情報のみに基づいて生成されるものが含まれ
、
　前記パラメータ指定ステップでは、
　受信した前記機能指定情報に対応するパラメータ指定情報がある場合にはそのパラメー
タ指定情報を前記ユーザ端末に返信する一方、前記機能指定情報の示す機能が前記生体情
報のみに基づいて前記健康データを生成するものであり、当該機能に対応するパラメータ
指定情報がない場合にはその旨を前記ユーザ端末に通知し、
　前記登録ステップは、前記ユーザ端末において前記機能指定情報に対応するパラメータ
指定情報がない旨の通知を受信した場合、前記機能指定情報を前記登録情報として記憶す
る
　請求項１または請求項２に記載の健康データ生成方法。
【請求項４】
　健康状態の指標となる複数種類の健康データを生成する複数の機能を備え、ユーザが操
作するユーザ端末と通信可能な健康データ生成装置であって、
　生体の状態を測定して生体情報を出力する生体情報測定手段と、
　前記複数の機能の種別を示す機能種別情報と、前記健康データを生成するために必要な
生体の特徴を示すパラメータの種類を示すパラメータ指定情報とを対応付けて記憶する機
能記憶手段と、
　前記ユーザ端末から当該健康データ装置の機能を問い合わせる機能要求を受信すると、
前記機能記憶手段を参照して、前記複数の機能の種別を示す機能種別情報を含む機能応答
を前記ユーザ端末に返信する機能応答手段と、
　前記ユーザ端末から当該健康データ装置の機能を指定する機能指定情報を含むパラメー
タ要求を受信すると、前記機能指定情報の示す機能に対応した前記パラメータ指定情報を
前記機能記憶手段から読み出し、当該パラメータ指定情報を含むパラメータ応答を前記ユ
ーザ端末に返信するパラメータ応答手段と、
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　前記ユーザ端末から、前記機能指定情報と当該機能指定情報に対応した種類のパラメー
タとを含む登録情報を有し、前記健康データの生成を指示する実行要求を受信すると、測
定した前記生体情報と前記登録情報に含まれる前記パラメータとに基づいて、所定の演算
を実行して前記健康データを生成する健康データ生成装置。
【請求項５】
　健康状態の指標となる複数種類の健康データを生成する複数の機能を備えた健康データ
生成装置と通信可能であり、ユーザが操作するユーザ端末であって、
　所定の情報を記憶する記憶手段と、
　前記健康データ装置にその機能を問い合わせる機能要求を送信する機能要求手段と、
　前記健康データ装置から前記複数の機能の種別を示す機能種別情報を含む機能応答を受
信すると、受信した前記機能応答に含まれる前記機能種別情報に含まれる機能の種別に基
づいて前記健康データ生成装置の機能を表示してそのいずれかを前記ユーザに指定するよ
うに促し、指定された機能を示す機能指定情報を含む機能指定要求を前記健康データ生成
装置に送信する機能指定要求手段と、
　前記健康データ装置から、前記機能指定情報の示す機能に対応する前記健康データを生
成する際に必要とされるパラメータの種類を示すパラメータ指定情報を含むパラメータ応
答を受信すると、受信した前記パラメータ指定情報の示す種類のパラメータについてユー
ザの個人データを入力するように前記ユーザに促し、前記機能指定情報と前記個人データ
とを対応付けた登録情報を生成して前記記憶手段に記憶する登録情報生成手段と、
　前記ユーザによって健康状態の測定が指示されると、前記記憶手段から前記登録情報を
読み出して、前記登録情報を含む実行要求を前記健康データ生成装置に送信する実行要求
手段とを、
　備えたユーザ端末。
【請求項６】
　健康状態の指標となる複数種類の健康データを生成する複数の機能を備えた健康データ
生成装置と通信可能であり、所定の情報を記憶する記憶手段とコンピュータとを備え、ユ
ーザが操作するユーザ端末を制御するユーザ端末プログラムであって、
　前記コンピュータに、
　前記健康データ装置にその機能を問い合わせる機能要求を送信する機能要求処理と、
　前記健康データ装置から前記複数の機能の種別を示す機能種別情報を含む機能応答を受
信すると、受信した前記機能応答に含まれる前記機能種別情報に含まれる機能の種別に基
づいて前記健康データ生成装置の機能を表示してそのいずれかを前記ユーザに指定するよ
うに促し、指定された機能を示す機能指定情報を含む機能指定要求を前記健康データ生成
装置に送信する機能指定要求処理と、
　前記健康データ装置から、前記機能指定情報の示す機能に対応する前記健康データを生
成する際に必要とされるパラメータの種類を示すパラメータ指定情報を含むパラメータ応
答を受信すると、受信した前記パラメータ指定情報の示す種類のパラメータについてユー
ザの個人データを入力するように前記ユーザに促し、前記機能指定情報と前記個人データ
とを対応付けた登録情報を生成して前記記憶手段に記憶する登録情報生成処理と、
　前記ユーザによって健康状態の測定が指示されると、前記記憶手段から前記登録情報を
読み出して、前記登録情報を含む実行要求を前記健康データ生成装置に送信する実行要求
処理とを、
　実行させるユーザ端末プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の生体情報を測定し、その生体情報に基づいて、被験者の健康管理に
有益な健康データを生成する健康データ生成方法、健康データ生成装置、ユーザ端末およ
びユーザ端末プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　体脂肪率や内臓脂肪断面積など、健康状態の指標となるデータ（以下、「健康データ」
という）を生成可能な健康データ生成装置が普及している。この種の健康データ生成装置
には、例えば、特許文献１に記載の体組成計のように、体重、体脂肪率、内臓脂肪断面積
、体水分量、骨量など複数種類の健康データを生成可能な複数の機能が備わっているもの
がある。
【特許文献１】特開２００６－３２５９２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、健康データには、体重のように直接測定が可能なものの他、体脂肪率、内臓
脂肪断面積、体水分量、あるいは骨量といった直接測定することができないため、推定式
を用いた演算によって生成されるものがある。推定式に従って健康データを生成する場合
、体重や生体電気インピーダンスなど物理的に測定可能な生体情報に加え、身長、年齢、
性別などの被験者の個人データがパラメータとして使用される。しかしながら、機能によ
ってその実現に必要なパラメータが異なる場合があるため、複数種類の健康データのうち
特定の健康データだけを取得しようとしても、その設定入力はユーザに複雑な作業を強い
るものであった。また、多機能の健康データ生成装置では、ユーザがそのうちの一つの機
能を利用しようとしても、測定の度に機能を選択する必要があり、装置の操作に不慣れな
子供やお年寄りにとって不便であった。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、ユーザによる煩雑な動作を必要
とせず、ユーザが欲しいと望む健康データを確実に生成可能な健康データ生成方法、健康
データ生成装置、ユーザ端末およびユーザ端末プログラムを提供することを解決課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る健康データ生成方法は、生体の状態を測定
して生体情報を出力する生体情報測定手段を備え、前記生体情報および前記生体の特徴を
示すパラメータに基づいて、健康状態の指標となる複数種類の健康データを生成する複数
の機能を具備する健康データ生成装置と、所定のデータを記憶する記憶手段を備え、前記
健康データ生成装置との間で通信可能なユーザ端末とを備える健康データ生成システムに
おける健康データ生成方法であって、前記健康データ生成装置の機能を問い合わせる機能
要求を、前記ユーザ端末から前記健康データ生成装置に送信する機能要求ステップと、前
記健康データ生成装置において、前記機能要求を受信すると、前記複数の機能の種別を示
す機能種別情報を含む機能応答を返信する機能応答ステップと、前記ユーザ端末において
、受信した前記機能応答に含まれる前記機能種別情報に含まれる機能の種別に基づいて前
記健康データ生成装置の機能を表示してそのいずれかを前記ユーザに指定するように促し
、指定された機能を機能指定情報として前記健康データ生成装置に送信する機能指定ステ
ップと、前記健康データ生成装置において、受信した前記機能指定情報において指定され
た機能に応じて前記健康データを生成する際に必要とされるパラメータの種類を示すパラ
メータ指定情報を前記ユーザ端末に返信するパラメータ指定ステップと、前記ユーザ端末
において、受信した前記パラメータ指定情報の示す種類のパラメータについてユーザの個
人データを入力するように前記ユーザに促し、前記機能指定情報と前記個人データとを対
応付けた登録情報を生成して前記記憶手段に記憶する登録ステップと、前記ユーザ端末に
おいて前記ユーザによって健康状態の測定が指示されると、前記記憶手段から前記登録情
報を読み出して、前記登録情報を含む実行要求を前記健康データ生成装置に送信する実行
要求ステップと、前記健康データ生成装置において、前記ユーザ端末から前記登録情報を
含む実行要求を受信すると、前記機能指定情報に対応する前記健康データを、前記ユーザ
の生体情報および受信した個人データに基づいて生成する健康データ生成ステップとを備
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える。
【０００５】
　本発明の健康データ生成方法においては、健康データ生成装置が有する機能の実現に必
要なパラメータを、機能指定情報および個人データの組（登録情報）としてユーザ端末の
記憶手段に記憶する。これにより、ユーザは、ユーザ端末から登録情報を読み出して健康
データ生成装置に対して送信することのみで、所望の機能による健康状態の測定を指示す
ることが可能となる。すなわち、ユーザによる複雑な動作を必要とせず、ユーザが欲しい
と望む健康データだけを確実に生成することが可能である。よって、ユーザの利便性が向
上する。
【０００６】
　本発明の好適な態様において、前記ユーザ端末は複数のユーザによって使用され、前記
記憶手段には、前記複数のユーザの各々について生成された前記登録情報が記憶され、前
記登録ステップでは、前記ユーザを一意に特定する呼び名情報を入力するように前記ユー
ザに促し、前記機能指定情報と前記呼び名情報とから成るニックネームを生成して、当該
ニックネームを前記機能指定情報と前記個人データとに関連付けて前記登録情報として前
記記憶手段に記憶し、前記実行要求ステップでは、前記ニックネームを複数表示し、前記
複数のニックネームのから一つを選択するように前記ユーザに促し、前記ユーザに選択さ
れたニックネームに基づいて前記記憶手段を参照し、当該ニックネームに対応する前記機
能指定情報および前記個人データを読み出して前記登録情報とし、当該登録情報を含む実
行要求を前記健康データ生成装置に送信する。
　健康データ生成装置は、例えば、家族間など、複数のユーザの間で共用として利用され
る場合が多い。本発明の健康データ生成方法によれば、機能指定情報とユーザの呼び名情
報とから成るニックネームを複数の個人データの各々に付与して、複数の登録情報として
ユーザ端末の記憶手段に保持しておくことが可能なので、ユーザはユーザ端末において所
望のニックネームを選択し、健康データ生成装置に対して測定要求を送信することのみで
、健康データ生成装置の所望の機能を簡単に利用することが可能となる。さらに、健康デ
ータ生成装置の本体に複数の個人キーを設けて、健康データの生成に必要な個人データを
各個人キーに関連付けて記憶しておく構成と比較して、被験者が自分の個人キーの位置を
記憶しておく必要がなくなり、利便性が向上する。
【０００７】
　本発明の別の好適な態様において、複数種類の前記健康データには、前記生体情報のみ
に基づいて生成されるものが含まれ、前記パラメータ指定ステップでは、受信した前記機
能指定情報に対応するパラメータ指定情報がある場合にはそのパラメータ指定情報を前記
ユーザ端末に返信する一方、前記機能指定情報の示す機能が前記生体情報のみに基づいて
前記健康データを生成するものであり、当該機能に対応するパラメータ指定情報がない場
合にはその旨を前記ユーザ端末に通知し、前記登録ステップは、前記ユーザ端末において
前記機能指定情報に対応するパラメータ指定情報がない旨の通知を受信した場合、前記機
能指定情報を前記登録情報として記憶する。
　健康データ生成装置には、例えば、体重測定機能など、生体情報のみに基づいて健康デ
ータを生成するものがある。そのような機能にはパラメータは存在しないから、健康デー
タ生成装置からユーザ端末に対してパラメータ指定情報を送信しなくともよい。このため
、本態様では、健康データ生成装置は、受信した機能指定情報によって指定された機能に
パラメータ指定情報がない場合にはその旨をユーザ端末に通知し、ユーザ端末は機能指定
情報を登録情報として記憶する。この態様によれば、パラメータ指定情報の有無にかかわ
らず、健康データ生成装置が有する機能を登録情報として登録可能である。よって、健康
データ生成製装置が有するいずれの機能についても、ユーザ端末に登録情報として登録さ
せておくことで、ユーザ端末から健康データ生成装置に対して所望の機能を実行させるよ
う要求することが可能となる。
【０００８】
　さらに、本発明に係る健康データ生成装置は、健康状態の指標となる複数種類の健康デ



(6) JP 4970925 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

ータを生成する複数の機能を備え、ユーザが操作するユーザ端末と通信可能な健康データ
生成装置であって、生体の状態を測定して生体情報を出力する生体情報測定手段と、前記
複数の機能の種別を示す機能種別情報と、前記健康データを生成するために必要な生体の
特徴を示すパラメータの種類を示すパラメータ指定情報とを対応付けて記憶する機能記憶
手段と、前記ユーザ端末から当該健康データ装置の機能を問い合わせる機能要求を受信す
ると、前記機能記憶手段を参照して、前記複数の機能の種別を示す機能種別情報を含む機
能応答を前記ユーザ端末に返信する機能応答手段と、前記ユーザ端末から当該健康データ
装置の機能を指定する機能指定情報を含むパラメータ要求を受信すると、前記機能指定情
報の示す機能に対応した前記パラメータ指定情報を前記機能記憶手段から読み出し、当該
パラメータ指定情報を含むパラメータ応答を前記ユーザ端末に返信するパラメータ応答手
段と、前記ユーザ端末から、前記機能指定情報と当該機能指定情報に対応した種類のパラ
メータとを含む登録情報を有し、前記健康データの生成を指示する実行要求を受信すると
、測定した前記生体情報と前記登録情報に含まれる前記パラメータとに基づいて、所定の
演算を実行して前記健康データを生成する。
　本発明の健康データ生成装置は、ユーザ端末からの要求に応じて、当該健康データ生成
装置が有する機能の種別を示す機能種別情報をユーザ端末に送信するとともに、いずれか
の機能を指定する機能指定情報をユーザ端末から受信した場合には、その機能の実現に必
要なパラメータを指定する情報をパラメータ指定情報としてユーザ端末に対して送信する
。これにより、ユーザ端末において、当該健康データ生成装置に関わる登録情報（機能指
定情報および個人データの組）を記憶手段に記憶することが可能となる。ユーザは、ユー
ザ端末から登録情報を読み出して健康データ生成装置に対して送信することのみで、所望
の機能による健康状態の測定を当該健康データ生成装置に対して指示することが可能とな
るから、ユーザによる複雑な動作を必要とせず、ユーザが欲しいと望む健康データだけを
確実に生成することができるようになる。よって、ユーザの利便性が向上する。
【０００９】
　さらに、本発明に係るユーザ端末は、健康状態の指標となる複数種類の健康データを生
成する複数の機能を備えた健康データ生成装置と通信可能であり、ユーザが操作するユー
ザ端末であって、所定の情報を記憶する記憶手段と、前記健康データ装置にその機能を問
い合わせる機能要求を送信する機能要求手段と、前記健康データ装置から前記複数の機能
の種別を示す機能種別情報を含む機能応答を受信すると、受信した前記機能応答に含まれ
る前記機能種別情報に含まれる機能の種別に基づいて前記健康データ生成装置の機能を表
示してそのいずれかを前記ユーザに指定するように促し、指定された機能を示す機能指定
情報を含む機能指定要求を前記健康データ生成装置に送信する機能指定要求手段と、前記
健康データ装置から、前記機能指定情報の示す機能に対応する前記健康データを生成する
際に必要とされるパラメータの種類を示すパラメータ指定情報を含むパラメータ応答を受
信すると、受信した前記パラメータ指定情報の示す種類のパラメータについてユーザの個
人データを入力するように前記ユーザに促し、前記機能指定情報と前記個人データとを対
応付けた登録情報を生成して前記記憶手段に記憶する登録情報生成手段と、前記ユーザに
よって健康状態の測定が指示されると、前記記憶手段から前記登録情報を読み出して、前
記登録情報を含む実行要求を前記健康データ生成装置に送信する実行要求手段とを備える
。
　本発明のユーザ端末は、健康データ生成装置から、その健康データ生成装置が有する機
能の種別を示す機能種別情報を受信し、その中から所望の機能をユーザに選択させ、選択
された機能を機能指定情報として健康データ生成装置に対して送信することが可能である
。さらに、健康データ生成装置から受信したパラメータ指定情報に基づいて、ユーザに個
人データを入力させ、機能指定情報と個人データとの組を登録情報として記憶することが
可能である。これにより、ユーザは、ユーザ端末から登録情報を読み出して健康データ生
成装置に対して送信することのみで、所望の機能による健康状態の測定を当該健康データ
生成装置に対して指示することが可能となるから、ユーザによる複雑な動作を必要とせず
、ユーザが欲しいと望む健康データだけを確実に生成することができるようになる。よっ



(7) JP 4970925 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

て、ユーザの利便性が向上する。
【００１０】
　加えて、本発明は、上述したユーザ端末の各手段が実行する処理をユーザ端末のコンピ
ュータに実行させるユーザ端末プログラムとしても把握される。すなわち、本発明に係る
ユーザ端末プログラムは、健康状態の指標となる複数種類の健康データを生成する複数の
機能を備えた健康データ生成装置と通信可能であり、所定の情報を記憶する記憶手段とコ
ンピュータとを備え、ユーザが操作するユーザ端末を制御するユーザ端末プログラムであ
って、前記コンピュータに、前記健康データ装置にその機能を問い合わせる機能要求を送
信する機能要求処理と、前記健康データ装置から前記複数の機能の種別を示す機能種別情
報を含む機能応答を受信すると、受信した前記機能応答に含まれる前記機能種別情報に含
まれる機能の種別に基づいて前記健康データ生成装置の機能を表示してそのいずれかを前
記ユーザに指定するように促し、指定された機能を示す機能指定情報を含む機能指定要求
を前記健康データ生成装置に送信する機能指定要求処理と、前記健康データ装置から、前
記機能指定情報の示す機能に対応する前記健康データを生成する際に必要とされるパラメ
ータの種類を示すパラメータ指定情報を含むパラメータ応答を受信すると、受信した前記
パラメータ指定情報の示す種類のパラメータについてユーザの個人データを入力するよう
に前記ユーザに促し、前記機能指定情報と前記個人データとを対応付けた登録情報を生成
して前記記憶手段に記憶する登録情報生成処理と、前記ユーザによって健康状態の測定が
指示されると、前記記憶手段から前記登録情報を読み出して、前記登録情報を含む実行要
求を前記健康データ生成装置に送信する実行要求処理とを実行させる。このユーザ端末プ
ログラムによれば、上記ユーザ端末と同様の効果が達成される。なお、ユーザ端末プログ
ラムは、ＣＤＲＯＭなど記録媒体に記録されて流通するものであってもよいし、あるいは
、インターネットなどの電気通信網を介してダウンロードされるものであってもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付の図面を参照しながら本発明に係る実施の形態を説明する。なお、図面にお
いては、各部の寸法の比率は実際のものとは適宜に異ならせてある。
＜Ａ：実施形態＞
　図１に、本発明の一実施形態に係る健康データ生成システムＡの全体構成を示す。図１
に示されるように、健康データ生成システムＡは、測定装置（健康データ生成装置）１０
０と、測定装置１００と通信可能なユーザ端末２００とを有する。測定装置１００は、ユ
ーザ端末２００から受信した登録情報Ｒに基づいて、被験者であるユーザに関わる健康デ
ータを測定（生成）することが可能である。本実施形態の登録情報Ｒには、身長、年齢、
性別などの個人データと、体重計、体脂肪計、体組成計などの測定装置１００が有する機
能のいずれかを指定する機能指定情報とが含まれる。測定装置１００は、個人データに含
まれるデータに基づいて、機能指定情報によって指定された機能を実現する。本実施形態
における「健康データ」とは、体重、体脂肪、内臓脂肪、体水分量、筋肉量、骨量、基礎
代謝量等といった健康状態の指標となるデータを含む。なお、登録情報Ｒについては後段
に詳述する。
【００１２】
　図２は、測定装置１００の構成を示す機能ブロック図である。図１および図２に示され
るように、測定装置１００は、本体１と、表示部１２０と、操作入力装置１３０と、無線
通信部１４０と、記憶装置１５０と、これら各部を制御するＣＰＵ１１０とを備える。
【００１３】
　表示部１２０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などの表示装置であり、
測定装置１００によって測定された測定データ（生体情報）または生成された健康データ
や日付などの各種データを表示する。操作入力装置１３０は、メニューキーやアップキー
、ダウンキーなどを有し、測定装置１００のユーザはこれら操作入力装置１３０を用いて
身長、年齢、性別などの個人データを入力することが可能であるとともに、日付設定や機
能選択など各種設定入力を行うことが可能である。
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【００１４】
　無線通信部１４０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＩｒＤＡ（Infrared Data As
sociation；登録商標）などの無線通信手段を介して、ユーザ端末２００との間でデータ
を送受信することが可能である。記憶装置１５０は、操作入力装置１３０を介して入力さ
れたデータや生成された健康データを記憶するとともに、後述の機能テーブルＴＢＬ（図
３）、および健康データの算出に使用される基礎データや算出プログラムなどを予め記憶
する。
【００１５】
　測定装置１００は、さらに、生体情報測定手段として、生体電気インピーダンス測定手
段１７０（電流供給部１７０Ａおよび電圧検出部１７０Ｂ）と、重量測定装置１６０とを
備える。詳細には、生体電気インピーダンス測定手段１７０の電流供給部１７０Ａは、被
験者が本体１に乗ったときに、その上面部に形成された各電極１ａおよび２ａを介して被
験者の足裏に高周波の微弱な定電流を印加し、電圧検出部１７０Ｂは各電極１ｂおよび２
ｂを介して電位差を測定する。重量測定装置１６０は、被験者が本体１に乗ったときに、
その重量である被験者の体重を測定する。生体電気インピーダンス測定手段１７０および
重量測定装置１６０はＣＰＵ１１０に接続される。ＣＰＵ１１０は、登録情報Ｒの機能指
定情報によって体重計が指定されている場合には、重量測定装置１６０から供給された測
定結果を表示部１２０に出力する。また、ＣＰＵ１１０は、登録情報Ｒの機能指定情報に
よって体脂肪計あるいは体組成計が指定されている場合には、電圧検出部１７０Ｂおよび
重量測定装置１６０から供給された測定結果および登録情報Ｒに含まれる個人データに基
づいて、記憶装置１５０に記憶された基礎データおよび算出プログラムに従い健康データ
を算出し、算出結果を健康データとして表示部１２０に表示する。なお、本実施形態の測
定装置１００は、図１に示されるような、被験者の足裏を電極に接触させて生体電気イン
ピーダンスを測定する装置に限られず、身体の他の部位（例えば、掌）に電極を接触させ
る装置であってもよい。また、その他各種の測定手段を用いて生体の状態を測定し生体情
報を出力する、公知の生体情報測定装置であってもよい。
【００１６】
　本実施形態の測定装置１００は、体重計機能と、体脂肪計機能と、体組成計機能の３つ
の機能を有する。ユーザは、操作入力装置１３０を操作することにより、これら３つの機
能のいずれかを選択し、測定装置１００に選択した機能を実行させることが可能である。
加えて、測定装置１００のＣＰＵ１１０は、ユーザ端末２００から送信された登録情報Ｒ
に含まれる機能指定情報によって指定された機能を、この測定装置１００に実行させるこ
とが可能である。
【００１７】
　測定装置１００を体脂肪計として機能させる場合、ＣＰＵ１１０は、以下に示す式（１
）に従って体脂肪率％Ｆatを推定する。
　％Ｆat＝ｆ１・Ｚ・Ｗ／Ｈ２－ｆ２……（１）
　但し、ｆ１及びｆ２は定数であり、性別によって値が異なる。また、Ｚは生体電気イン
ピーダンス、Ｈは身長、Ｗは体重である。このうち、「生体電気インピーダンス」と「体
重」とは測定装置１００によって測定される。一方、「身長」は体脂肪率％Ｆatを生成す
るためのパラメータであり、被験者の個人データとしてユーザ端末２００から供給される
。
　ここで、式（１）の第１項において「Ｗ／Ｈ２」は体格指数ＢＭＩであり、肥満の度合
いを示す。式（１）の定数ｆ１及びｆ２は、ＤＸＡ（Dual energy X-ray Absorptiometry
）法によって得られた体脂肪率に基づいて重回帰分析を行い、導かれたものである。ＤＸ
Ａ法は波長の異なる２種類の放射線を用い、その透過量から人体の組成を求める。ＤＸＡ
法は、体脂肪率を高い精度で測定することができるが、装置が大規模となりごく微量であ
るが放射線を被爆するといった問題がある。これに対して、本実施形態で採用する生体イ
ンピーダンス法によれば、簡易且つ安全に体脂肪率％Ｆatを推定することができる。
【００１８】
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　測定装置１００を体組成計として機能させ、内臓脂肪断面積を推定する場合、ＣＰＵ１
１０は、以下に示す式（２）に従って内臓脂肪断面積ＶＦＡを推定する。
　ＶＦＡ＝ｖ１・Ｚ・Ｗ／Ｈ２－ｖ２＋ｖ３・Ｅ……（２）
　但し、ｖ１、ｖ２及びｖ３は定数であり、性別によって値が異なる。Ｅは年齢である。
「身長」及び「年齢」は内臓脂肪断面積ＶＦＡを生成するためのパラメータであり、被験
者の個人データとしてユーザ端末２００から供給される。
　ここで、式（２）の第３項において「ｖ３・Ｅ」とあるのは、一般に高齢になると運動
不足となり内臓脂肪が増加する傾向があるからである。式（２）の定数ｖ１～ｖ３は、Ｃ
Ｔ（Computed Tomography）法によって得られた内臓脂肪断面積ＶＦＡに基づいて重回帰
分析を行い、導かれたものである。ＣＴ法は、生体のある断面に多方向から幅の狭いＸ線
ビームを曝射し、透過したＸ線を検出してその断面内でのＸ線の吸収の度合の空間分布を
コンピュータで計算し画像化するものである。ＣＴ法は。ＤＸＡ法と同様に、内臓脂肪断
面積を高い精度で測定することができるが、装置が大規模となりごく微量であるが放射線
を被爆するといった問題がある。これに対して、本実施形態で採用する生体インピーダン
ス法によれば、簡易且つ安全に内臓脂肪断面積ＶＦＡを推定することができる。　　　
　図３に、測定装置１００の記憶装置１５０に記憶された機能テーブルＴＢＬ（機能記憶
手段）における記憶内容の一例を示す。図３に示されるように、機能テーブルＴＢＬには
、機能種別情報として、「体重計」、「体脂肪計」、「体組成計」の３機能が記憶されて
いる。また、「身長」、「性別」、「年齢」、「測定項目」などの各機能の実現に必要な
パラメータの項目を示すパラメータ指定情報が各機能種別情報に対応付けられて記憶され
ている。パラメータは、対応する健康データを生成するために必要な変数であって、生体
の特徴を示す。機能種別情報は、ユーザ端末２００から要求があった場合に読み出されて
ユーザ端末２００に対して送信される。パラメータ指定情報は、ユーザによって選択され
た所望の機能を示す機能指定情報をユーザ端末２００から受信した場合に、機能指定情報
によって指定された機能に対応付けて記憶されたパラメータ指定情報が機能テーブルＴＢ
Ｌから読み出されて、ユーザ端末２００に対して送信される。
【００１９】
　図４は、ユーザ端末２００の構成を示す機能ブロック図である。図４に示されるように
、ユーザ端末２００は、ＣＰＵ２１０と、表示部２２０と、操作入力部２３０と、無線通
信部２４０と、メモリ２５０と、これら各部を接続するバス２６０とを有する。本実施形
態のユーザ端末２００はＰＤＡ（Personal Digital Assistants）である。表示部２２０
は、タッチパネル式ＬＣＤであり、各種データを表示するとともに、タッチパネル方式に
よるユーザからのデータ入力を受け付ける。操作入力部２３０は、キーパッド、電源ボタ
ン、決定ボタンなど（いずれも図示略）を備える。よって、ユーザは、タッチパネルまた
は操作入力部２３０のいずれかを用いてデータ入力および設定操作を行うことが可能であ
る。
【００２０】
　無線通信部２４０は、外部の装置と無線通信を行うための通信インターフェースである
。本実施形態では、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＩｒＤＡのいずれかを介して、測定装置１
００との間でデータの授受を行うことが可能である。また、ユーザ端末２００は、無線通
信部２４０を介してインターネット（図示略）に接続することが可能である。メモリ２５
０は、後述の健康データ測定プログラムＰ（ユーザ端末プログラム）やブラウザなどの各
種プログラムおよび登録情報Ｒが記憶される不揮発性メモリ２５０ａを含む。
【００２１】
　図５に、ユーザ端末２００における登録情報Ｒの記憶内容の表示例を示す。図５に示さ
れるように、ユーザ端末２００のメモリ２５０には、登録情報Ｒとして、「お父さんの体
組成計」、「お母さんの体脂肪計」、「太郎の体重計」というニックネームが各々付与さ
れた３つの登録情報Ｒ１～Ｒ３が記憶されている。図示されるように、登録情報Ｒ１には
、「ニックネーム」と、「身長」「年齢」「性別」「測定項目」の各パラメータと、各パ
ラメータについての入力情報が個人データとして記憶されている。
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【００２２】
　「ニックネーム」は、測定装置１００の機能を指定するとともに、被験者であるユーザ
を特定する。例えば、「お父さんの体組成計」のうち、「体組成計」は測定装置１００の
機能を指定する情報（機能指定情報）であり、「お父さん」は、ユーザを一意に特定する
呼び名情報である。この呼び名情報によって、登録情報Ｒの各パラメータに対応する個人
データがどのユーザに関わる情報であるかが特定される。よって、図示の例において、登
録情報Ｒ１における各「身長」「年齢」「性別」パラメータに対応する個人データは、「
お父さん」の個人データである。この呼び名は、ユーザ端末２００の複数のユーザのうち
の特定のユーザを即座に想起させる呼び名や個人名であることが望ましい。
【００２３】
　本実施形態の体組成計は、測定項目として「体水分量」「内臓脂肪断面積」「筋肉量」
「骨量」「基礎代謝量」を測定することが可能である。ユーザは、このうち所望の測定項
目を「測定項目」パラメータによって指定する。
【００２４】
　ところで、一般的に、健康データの種類としては、上述したように、体重、体脂肪率、
内臓脂肪断面積、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝量、骨密度といった多くの種類があ
る。一方、これらの健康データの生成には、身長や性別、年齢などのパラメータが必要と
なる場合があるが、必要とされるパラメータの数や種別は、健康データの種類によって区
々である。このため、測定装置１００の機能によっては、ユーザが設定すべき事項や入力
情報が多く、ユーザに複雑な設定入力作業を強いることになる。このため、測定の度に、
自己が欲しいと望む健康データに応じて再度設定入力作業を行うことはユーザにとって面
倒であった。そこで、本実施形態では、ユーザが利用したいと欲する機能（機能指定情報
）とその機能の実現に必要なパラメータに関するユーザの入力情報（個人データ）とを一
組の情報（登録情報Ｒ）としてユーザ端末２００に登録しておき、ユーザ端末２００から
測定装置１００に対して登録情報Ｒを送信することのみで、ユーザの所望の機能が測定装
置１００で実行可能な構成としている。このように構成することにより、ユーザによる複
雑な設定入力作業を必要とすることなく、ユーザが望む機能を確実に実行することが可能
となる。
【００２５】
　加えて、測定装置１００は、複数のユーザ（例えば、家族）が共用する場合が多い。こ
のため、個々のユーザに関する個人データを簡単に呼び出して利用できることが望ましい
。このような場合、一般的には、測定装置１００の本体に複数のスイッチを設け、各スイ
ッチに各ユーザの個人データを対応付けて記憶させておき、スイッチがオンされるとその
スイッチに対応付けられた個人データに基づいた健康データの生成が実行される、といっ
たことが行われてきた。しかしながら、この構成では、被験者が自分の個人データを記憶
したスイッチの位置を記憶しておかなければならず、利便性の向上が求められていた。ま
た、スイッチは配置するスペースの関係から数が限られているため、スイッチの数を超え
る人数、あるいは機能を指定することができなかった。
　そこで、本実施形態では、複数の登録情報Ｒの各々に、機能指定情報とユーザを一意に
特定する呼び名情報とを含むニックネームを付与する。よって、ユーザがニックネームを
指定して登録情報Ｒを選択し、測定装置１００に対して送信することのみで、簡単に、所
望の処理を測定装置１００に実行させることが可能となる。具体的には、「ニックネーム
」として、例えば、「お父さんの体組成計」を選択して送信することのみで、被験者であ
る「お父さん」に関わる個人データと、ユーザの所望の機能「体組成計」を指定する機能
指定情報が測定装置１００に対して送信される。つまり、測定装置１００の機能と被験者
との組に切り分けて登録情報Ｒとしてユーザ端末２００に記憶することにより、ユーザは
煩雑な機能選択や入力作業から開放され、簡単に所望の健康データを取得することが可能
となる。
【００２６】
　これに対し、測定に必要な個人データを測定装置１００に記憶させる構成の場合、身長
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や年齢などの個人的な情報に被験者以外のユーザが簡単にアクセス可能であることは望ま
しいことではない。しかしながら、本実施形態においては、個人データを含む登録情報Ｒ
はユーザ端末２００のメモリに記憶される。よって、例えば、スポーツクラブなど、多数
のユーザによって測定装置１００が共用される場合にも、個人データが他人に見られるこ
となく、簡単に所望の健康データを測定することが可能となる。
【００２７】
　さらに、登録情報Ｒは携帯可能なユーザ端末２００に記憶されるので、例えば、自宅の
一階と二階、スポーツクラブと自宅など、互いに離間して設置された同種の複数の測定装
置１００に対して同一の登録情報Ｒ（すなわち、同一のニックネーム）を用いるといった
ことも可能となる。よって、測定装置１００ごとに機能設定と個人データの入力を行う必
要がなくなり、ユーザの利便性が向上する。
【００２８】
　次に、図６～図９を参照して、本実施形態に係る健康データ生成システムＡの動作を説
明する。図６は、健康データ生成システムＡの動作を示すシーケンスチャートである。図
７は、ユーザ端末２００における端末側登録処理の流れを示すフローチャートであり、図
８は、測定装置１００における本体側登録処理の流れを示すフローチャートである。また
、図９は、図７に示す端末側登録処理において表示される画面の一例を示す図である。
　本動作例においては、ユーザ端末２００の不揮発性メモリ２５０ａには、健康データ測
定プログラムＰが予め記憶されているものとする。また、ユーザ端末２００においては、
健康データ測定プログラムＰがユーザの指示に応じて起動されると、ユーザ端末２００は
所定の距離範囲内にある測定装置１００を探す。一方、測定装置１００は、図示せぬ電源
ボタンが押されると、ユーザ端末２００のような外部デバイスによって探されることを許
可するモードに切り替わるよう構成されている。
【００２９】
　まず、ユーザ端末２００のＣＰＵ２１０は、健康データ測定プログラムＰを起動し、測
定装置１００の存在を特定する。次に、ＣＰＵ２１０は、測定装置１００に対して機能要
求を送信し（図６のステップＳ１および図７のステップＳＡ１）、測定装置１００から機
能応答を受信するまで、ステップＳＡ３の判定を繰り返す（ステップＳＡ３；ＮＯ）。
【００３０】
　一方、測定装置１００のＣＰＵ１１０は、ユーザ端末２００から機能要求を受信するま
で、間欠的に、ステップＳＢ１の判定を繰り返している（図８のステップＳＢ１；ＮＯ）
。そして、ステップＳＢ１の判定結果がＹＥＳになると、ＣＰＵ１１０は、処理をステッ
プＳＢ３に進め、記憶装置１５０に記憶された機能テーブルＴＢＬから機能種別情報を読
み出す。この機能種別情報は、「体重計」、「体脂肪計」、「体組成計」の、当該測定装
置１００が有する３つの機能をリストとして含む。次に、ＣＰＵ１１０は、読み出した機
能種別情報を含む機能応答をユーザ端末２００に対して送信し（図６のステップＳ２；図
８のステップＳＢ５）、ユーザ端末２００から機能指定情報を受信するまで、ステップＳ
Ｂ７の判定を繰り返す（ステップＳＢ７；ＮＯ）。
【００３１】
　ユーザ端末２００のＣＰＵ２１０は、測定装置１００から機能応答を受信すると（図７
のステップＳＡ３；ＹＥＳ）、機能選択処理（図６のステップＳ３）を実行する。機能選
択処理においては、ユーザ端末２００のＣＰＵ１１０は、まず、受信した機能種別情報に
基づいて、ユーザに所望の機能を選択するよう促す機能選択画面（図９のａ））を表示す
る（図７のステップＳＡ５）。この例では、ユーザは、図９のａ）に示すように、「体組
成計」機能を選択し、この選択結果を機能指定情報として含む機能指定要求を測定装置１
００に送信する（図６のステップＳ４；図７のステップＳＡ７）。続いて、ＣＰＵ２１０
は、測定装置１００からパラメータ応答を受信するまで、ステップＳＡ９の判定を繰り返
す（ステップＳＡ９；ＮＯ）。
【００３２】
　一方、測定装置１００において、図８のステップＳＢ７の判定結果がＹＥＳになると、
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すなわち、ユーザ端末２００から機能指定情報を含む機能指定要求を受信すると、ＣＰＵ
１１０は、機能テーブルＴＢＬ（図３）を参照して、受信した機能指定情報によって指定
された機能にパラメータ指定情報が存在するか否か判定する（ステップＳＢ１３）。ステ
ップＳＢ１３の判定結果がＹＥＳの場合、ルーチンはステップＳＢ９に進む。このステッ
プにおいて、ＣＰＵ１１０は、受信した機能指定情報によって指定される機能に応じたパ
ラメータ指定情報を記憶装置１５０の機能テーブルＴＢＬから読み出す。本動作例におい
ては、機能指定情報には「体組成計」機能がユーザによって選択されたことが示されてい
る。よって、ＣＰＵ１１０は、「体組成計」に対応付けられたパラメータ指定情報として
、「身長」、「性別」、「年齢」、「測定項目」を機能テーブルＴＢＬから取得する。続
いて、ＣＰＵ１１０は、パラメータ指定情報を含むパラメータ応答をユーザ端末２００に
対して送信し（図６のステップＳ６；図８のステップＳＢ１１）、本体側登録処理を終了
する。
【００３３】
　ＣＰＵ１１０は、パラメータ応答をユーザ端末２００に対して送信してから所定の期間
が経過すると、測定装置１００の電源を自動的にオフ状態とする。つまり、所定の期間内
に、後述する実行要求をユーザ端末２００から受信しない場合には、測定装置１００との
通信は一旦終了する。すなわち、ユーザ端末２００が再び測定装置１００と通信を行う際
には、ＣＰＵ２１０は所定の距離範囲内に存在する測定装置１００を探して特定する処理
を再度実行する。なお、上記「所定の期間」は、ユーザ端末２００において後述のパラメ
ータ登録処理が完了して新規に登録情報Ｒが生成され、新規に生成された登録情報Ｒを含
む実行要求がユーザ端末２００から測定装置１００に対して送信され、この実行要求が測
定装置１００において受信されるのに要するであろう期間よりも長く設定されるのが望ま
しい。これにより、ユーザ端末２００は、登録情報Ｒを生成した直後に実行要求を送信す
る場合に、再び測定装置１００を探すという処理を実行する必要がなくなる。
【００３４】
　続いて、ユーザ端末２００のＣＰＵ２１０は、測定装置１００からパラメータ指定情報
を含むパラメータ応答を受信すると（図７のステップＳＡ９；ＹＥＳ，ステップＳＡ１７
；ＹＥＳ）、登録情報登録処理（図６のステップＳ６）を実行する。この処理においては
、ＣＰＵ２１０は、受信したパラメータ指定情報に含まれる各パラメータに個人データを
入力するようユーザに促すパラメータ入力画面（図９のｂ））を表示する（図７のステッ
プＳＡ１１）。この例では、ユーザによる入力結果は、図９のｂ）に示される。すなわち
、図９のｂ）に示されるように、ユーザは、「身長」、「年齢」の各パラメータの数値を
入力し、「性別」、「測定項目」の各パラメータについての選択項目を選択する（ステッ
プＳＡ１３）。各パラメータの入力／選択が完了すると、ユーザは登録ボタンＬ１を選択
する。すると、図９のｃ）に示されるように、「この登録情報にニックネームをつけてく
ださい」というメッセージと、ユーザの呼び名を入力するための入力用ボックスＮとが表
示される。この例では、機能指定情報によって「体組成計」が選択されているので、入力
用ボックスＮの図中右側には、「体組成計」が編集不能な形式で表示されている。ユーザ
が、自己の呼び名として入力用ボックスＮに「お父さん」を入力し、登録ボタンＬ２を選
択すると、ＣＰＵ２１０は、この登録情報のニックネームを「お父さんの体組成計」とし
て、各パラメータの入力情報である個人データおよび機能指定情報とともに登録情報Ｒ１
（図５）として不揮発性メモリ２５０ａに登録する（ステップＳＡ１５）。これにより、
端末側登録処理が終了する。なお、本動作例においては、登録情報Ｒ１が生成される前に
、ユーザ端末２００の不揮発性メモリ２５０ａには、「お母さんの体脂肪計」が登録情報
Ｒ２として、「太郎の体重計」が登録情報Ｒ３として記憶されていたとする。
【００３５】
　登録情報Ｒ１の登録後すぐにユーザが健康データの測定を希望する場合、ユーザがその
旨を指示する入力を行うと、ＣＰＵ２１０は、「お父さんの体組成計」として登録された
登録情報Ｒ１を不揮発性メモリ２５０ａから読み出して、実行要求として測定装置１００
に対して送信する。一方、登録から時間が経過した後に（少なくとも、測定装置１００の
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電源がオフ状態となった後に）健康データの測定を希望する場合、ユーザはまず測定装置
１００の電源をオン状態とし、ユーザ端末２００に測定装置１００を探す処理を実行する
指示入力を行う。測定装置１００が特定されると、ユーザは、ユーザ端末２００の操作入
力部２３０または表示部２２０のタッチパネルを操作して図５に示す画面を表示し、所望
の登録情報Ｒ（この場合、登録情報Ｒ１）を選択し、送信ボタンＴを選択する。ＣＰＵ２
１０は、ユーザによって指定された登録情報Ｒ１を不揮発性メモリ２５０ａから読み出し
て、実行要求として測定装置１００に対して送信する。（図６のステップＳ７）
【００３６】
　図５の画面が表示されている状態において編集ボタンＥを選択すれば、年齢を増分する
場合など登録情報Ｒの記憶内容を変更することが可能である。変更されたデータは保存ボ
タンＳを選択することにより、同じ登録情報Ｒとして上書き保存される。
【００３７】
　続いて、ユーザ（この場合、「お父さん」によって特定されるユーザ）が測定装置１０
０に乗ると生体電気インピーダンス測定手段１７０および重量測定装置１６０による測定
が実行され、その測定数値（生体情報）がＣＰＵ１１０に渡される。ＣＰＵ１１０は、測
定数値に基づいて、記憶装置１５０の基礎データを参照するとともに演算プログラムを実
行して、健康データを算出する。この例では、測定装置１００のＣＰＵ１１０は、登録情
報Ｒ１に含まれる「お父さん」の個人データと、お父さんの生体情報とに基づいて、体組
成計機能が実行される。この例の場合、「測定項目」として内臓脂肪断面積、筋肉量、基
礎代謝量が選択されたことが個人データによって示されるので、内臓脂肪断面積、筋肉量
、基礎代謝量の各健康データが生成される。続いて、測定装置１００は、これらの健康デ
ータを自機の表示部１２０に表示する（ステップＳ８）。
【００３８】
　なお、ユーザは、測定装置１００が生成した健康データを含む健康データを測定装置１
００からユーザ端末２００に送信（ステップＳ９）させて利用するよう設定してもよい。
これにより、複数回の測定による健康データを総合して健康データを管理するといったこ
とも可能となる。
【００３９】
　以上、体組成計機能を指定する場合について説明したが、測定装置１００において体重
計機能を実行する場合には、重量測定装置１６０によるユーザの生体情報の測定を実行し
、その測定結果自体を表示部１２０に表示すればよいので、個人データに基づいて健康デ
ータを生成する必要がない。よって、図３に示されるように、「体重計」には「パラメー
タ指定情報」が存在しない。そこで、本実施形態では、測定装置１００はユーザ端末２０
０に対して機能指定要求に対する到達確認メッセージ（ＡＣＫ）を送信する（図６のステ
ップＳ５，図８のステップＳＢ１３；ＮＯ，ステップＳＢ１５）ことで、パラメータ指定
情報がない旨を通知する。ユーザ端末２００は、パラメータ指定情報を含まないＡＣＫを
受信すると（図７のステップＳＡ１７；ＮＯ）、機能指定情報を登録情報として登録する
（ステップＳＡ１９）。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態の健康データ生成システムＡにおいては、測定装置１
００からユーザ端末２００に対して機能種別情報を送信させるとともに、ユーザによって
指定された機能の実現に必要なパラメータの項目を含むパラメータ指定情報を送信させる
。これにより、ユーザは、ユーザ端末２００を用いて所望の機能を選択し、必要な情報（
個人データ）を入力することが可能となる。さらに、健康データ生成システムＡにおいて
は、ユーザは選択した機能と個人データを登録情報Ｒとしてユーザ端末２００のメモリに
保持しておく。よって、ユーザは、測定装置１００の機能を指定したり個人データを入力
せずとも、同じ登録情報Ｒを用いて何度でも測定装置１００に所望の機能を実行させるこ
とが可能となる。よって、複雑な設定入力操作から開放され、ユーザの利便性が向上する
。
【００４１】
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＜Ｂ：変形例＞
　本発明は、上述した実施形態の態様に限られず、例えば、以下に例示されるような種々
の変形が可能である。
（１）上述した実施形態ではユーザ端末２００としてＰＤＡを用いる構成を例示したが、
ＰＤＡに限られず、無線データ通信機能を有する携帯電話端末を用いてもよい。また、ユ
ーザ端末２００は無線端末に限られず、ユーザ端末２００と測定装置１００を有線により
接続してデータを授受可能な端末であってもよい。よって、例えば、固定型または可搬型
のパーソナルコンピュータであってもよい。また、ユーザ端末２００において生成した登
録情報Ｒをフロッピーディスク（登録商標）やＣＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリなどの携帯可
能な記憶媒体に登録情報Ｒを記憶して持ち運び可能とし、これらの記憶媒体を測定装置１
００に接続するドライバに挿入して登録情報Ｒを利用する態様としてもよい。
【００４２】
（２）上述した実施形態では、「体組成計」をひとつの機能として把握し、その機能の中
でユーザに所望の測定項目を選択させる態様としたが、「体組成計」の測定項目の各々を
別個の機能としても捉えてもよい。但し、ユーザにとって登録情報の生成自体が煩雑とな
らない範囲内で機能の切り分けが設定されることが望ましい。また、上述した実施形態で
は、測定装置１００の機能として、「体重計」、「体脂肪計」、「体組成計」を例示した
が、これに限られず、例えば、「内臓脂肪計」、「基礎代謝計」、「下肢筋肉量計」、「
骨密度計」など任意の健康データ測定機能であってもよい。また、上述した実施形態では
、パラメータの種別を「身長」、「性別」、「年齢」、「測定項目」としたが、これらに
限られず、任意のパラメータを使用してもよい。例えば、一日あたりの「運動量」、「喫
煙量」、「飲酒量」などであってもよい。
【００４３】
（３）上述した実施形態では、健康データ測定プログラムＰがユーザ端末２００の不揮発
性メモリ２５０ａに予め記憶されているものとしたが、この健康データ測定プログラムＰ
は無線通信部２４０を介してインターネットに接続してダウンロードされたものであって
もよい。この場合には、健康データ測定プログラムＰのバージョンアップを容易に実行す
ることができる。さらに、健康データの生成をユーザ端末２００で実行してもよい。この
場合には、健康データ生成装置１００は、体重や生体電気インピーダンスといった生体の
状態を測定して得た生体情報をユーザ端末２００に送信し、ユーザ端末２００において、
生体情報と個人データ（パラメータ）に基づいて、所定の演算を実行して健康データを生
成する。健康データは、所定の演算によって生成されるため、健康データを生成するため
の推定式を追加したりあるいは更新することによって、健康データ生成システムＡで実行
可能な機能を増やしたり、あるいはより正確な推定に更新することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態に係る健康データ生成システムＡの全体構造を示す図である
。
【図２】測定装置１００の機能構成を示す機能ブロック図である。
【図３】機能テーブルＴＢＬの記憶内容の一例を示す図である。
【図４】ユーザ端末２００の機能構成を示す機能ブロック図である。
【図５】登録情報Ｒの記憶内容の一例を示す図である。
【図６】健康データ生成システムＡの動作を示すシーケンスチャートである。
【図７】ユーザ端末２００における処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】測定装置１００における処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】端末側登録処理において表示される画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１…本体、１ａ，１ｂ，２ａ，２ｂ…電極、１００…測定装置、１１０…ＣＰＵ、１２
０…表示部、１３０…操作入力装置、１４０…無線通信部、１５０…記憶装置、１６０…
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重量測定装置、１７０…生体電気インピーダンス測定手段、１７０Ａ…電流供給部、１７
０Ｂ…電圧検出部、２００…ユーザ端末、２１０…ＣＰＵ、２２０…表示部、２３０…操
作入力部、２４０…無線通信部、２５０…メモリ、２５０ａ…不揮発性メモリ、Ａ…健康
データ生成システム、Ｅ…編集ボタン、Ｌ１，Ｌ２…登録ボタン、Ｓ…保存ボタン、ＴＢ
Ｌ…機能テーブル、Ｒ…登録情報。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】
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