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食事・行動履歴に基づく非侵襲的血糖値・空腹度推定手法
杉田 敢1,a)
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概要：
人間の空腹レベルの時間的変化が推定できれば，食習慣の調整や肥満の防止に役立てる事が可能となる．
空腹レベルと血糖値との間には負の相関が存在することが一般的に知られている．しかし，人間の血糖値
の測定は採血を伴う侵襲的な測定に依るため，任意の時刻・場所において測定することは困難である．本
稿では，人間の空腹レベル（空腹度）を非侵襲的に推定する手法を提案する．提案手法は (1) 食事・行動
履歴に基づく血糖値推定モデル，(2) 推定血糖値に基づく空腹度推定モデルから構成される．(1) は，機械
学習を用いて実測血糖値と食事・行動履歴との相関を学習する事によって構築する．ここで，学習に用い
る実測血糖値は市販の血糖自己測定器により侵襲的に測定する．(2) は，推定された血糖値と，主観的な空
腹度とを対応付ける事で構築する．(1) で用いる食事・行動履歴を容易に入力可能にするスマートフォンア
プリケーションを設計・開発した．被験者実験を通じ，本提案システムは血糖値を約 14%の平均誤差で推
定でき，また空腹度を約 1.3 段階（10 段階中）の平均誤差で推定できる事を確認した．

1. はじめに

ユーザに通知することが可能になると考えられる．空腹度
のような人間の体内状態は特殊な装置を用いて測定できる

近年，世界各国において，食習慣の乱れに伴い肥満人口

が，これらの装置は高価で且つ携帯に適していないという

が増加している．肥満は先進国に蔓延する一種の疫病であ

短所がある．また，人間の体内状態をこのような特殊な装

り，体脂肪の過剰な蓄積により顕著な健康障害をもたらす．

置を用いて計測する研究 [2][3] では，侵襲的な方法が用い

特に，世界保健機関（WHO，World Health Organization）

られている．これらの事から，日常生活において常用的に

は「世界中の肥満人口が 1980 年以降倍増しており，約 14

これらの装置を使用する事は困難である．よって，肥満の

億人の成人が肥満の悩みを抱えている」と報告している [1]．

蔓延を効果的に予防する為には，容易でかつ非侵襲的な空

肥満は心臓病や脳卒中等の様々な生活習慣病の要因であ

腹度の推定手法が求められる．

り，肥満やそれに伴う疾患の予防に向けた食習慣の改善は
非常に重要である．

本稿では，スマートフォンアプリケーションから容易に
入力可能な食事・行動の履歴から，ユーザの空腹度を推定

ユーザの健康状態を推定することで，健康や食生活を支

する非侵襲的な手法を提案する．スマートフォンアプリ

援する研究は幅広く存在している．例えば，ユーザのカロ

ケーションに入力される履歴情報は，食事情報と行動情報

リー摂取消費のバランスを監視するシステム [2]，糖尿病患

に分けられる．食事情報は，食事の摂取量の度合，満足の

者を対象とした血糖値推定システム [3]，介護施設入居者を

度合，摂取時刻からなる．行動情報は，歩数および消費カ

対象とした適切な摂食推薦システム [4] 等が挙げられる．

ロリーから構成される．これらのデータを本稿で提案する

不規則な時間または過度な食事摂取は，食習慣の乱れの

空腹度推定モデルに適用することにより，任意の時刻にお

典型である．これらは，人間が自身の空腹度（空腹感の強

ける空腹度を算出する．提案手法は (1) 得られた食事・行

さ）を正しく自覚できていない事が原因であると考えられ

動情報から血糖値を推定するモデル，(2) 推定した血糖値

る．従って，任意の時刻における人間の空腹度が推定でき

から空腹度を推定するモデル，の 2 つの推定モデルから構

れば，食習慣の改善のために適切な食事の摂取量や時間を

成されている．ここで，空腹度と血糖値との間に強い相関
があること [5]，血糖値の正解データを簡易血糖値測定器を

1

a)
b)
c)
d)

奈良先端科学技術大学院大学
Nara Institute of Science and Technology
sugita.isamu.sa3@is.naist.jp
morihi-t@is.naist.jp
ara@is.naist.jp
yasumoto@is.naist.jp

ⓒ2014 Information Processing Society of Japan

用いて容易に取得可能なことから，血糖値を中間的な指標
として推定することとした．血糖値推定モデルを構築する
ため，血糖値の実測値を，市販されている血糖自己測定器
により測定し，機械学習技術により食事・行動履歴と測定
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データとを関連付ける．血糖値は食後に急激に増加し，時

De Pessemier らは，フォロプレスチモグラフ (PPG) と

間とともに漸近的に低いレベルまで減少する特徴を持つ．

機械学習技術を用いることで，血糖値および血圧の収縮期・

この事から，フィッティング関数として対数正規分布関数

拡張期を非侵襲的に推定している [6]．この手法は機械学

を使用する．また，空腹度推定モデルを構築するため，空

習アルゴリズムを PPG センサや活動検出モジュール，お

腹度は食事後に急速に低下し，緩やかにピークレベルまで

よび信号処理モジュールより得られたデータに対して適用

上昇し，血糖値よりも短期間に変化するという性質を考慮

することで，これらを推定することが出来る．410 人の被

し，複数段階で示される主観的な空腹度と推定血糖値とを

験者に対して本手法を適用する実験において，交差検定後

関連付ける．

に得られた結果とこの手法を適用した際の臨床的な推定精

提案手法では各食事・行動の履歴の記録が必要となるが，

度は約 87.7%であることが確認されている．我々の提案手

この作業はユーザに対する負担となる．そこで，ユーザが

法と同様に，Monte-Moreno[6] は，血糖値を正確かつ非侵

容易に食事・行動情報を入力できるよう補助するスマート

襲的に推定している．しかし，この研究では推定データを

フォンアプリケーションを開発した．本アプリケーション

得るために高価でかつ一般的でない装置が必要である．例

は，入力時の手順を減らすため，他アプリケーションの情

えば，PPG センサ，活動検出モジュールなどは一般的なモ

報を利用する．また，ユーザインタフェースは様々な情報

バイルデバイスには内蔵されておらず，また空腹度の推定

を直感的に確認することが出来るよう設計されている．推

は行っていない．我々の提案手法では，血糖値と空腹度を

定結果は，本アプリケーションを通じて得ることが出来る．

モバイルデバイスから容易に得られる食事・行動情報を用

評価実験として，被験者から日常生活における血糖値と

いて推定している点で異なっている，

食事・行動情報の測定および記録を行い，得られたデータ

Ciampolini らは，消化器系の障害を抱える被験者グルー

を提案手法に対して適用した．結果として，提案手法は血

プを，訓練グループとテストグループに分類し，テストグ

糖値を平均誤差 14%で，空腹度を平均誤差 1.3 段階（10 段

ループの被験者が，訓練グループにおける学習結果（空腹

階中）で推定出来る事を確認した．

感の強さと血糖値との相関）から，血糖値を約 14–16%の

2. 関連研究

誤差で推定できる事を示した [7]．この研究は我々の提案
手法と同じく，血糖値と空腹感との間の関連性に注目する

Lester らは，エネルギー摂取と消費のバランスの監視の

ことで，空腹感の強さからの血糖値の予測を統計的に確か

ための，消費カロリー推定システムを提案した [2]．このシ

めている．しかしながら，この手法は主観的な空腹度から

ステムでは，運動時の加速度と移動距離，および呼吸に含

血糖値を推定しており，我々の提案手法とは逆向きの推定

まれる酸素と二酸化炭素の濃度が，消費カロリーの推定に

となっている．また，この研究はアルゴリズム的な推定で

使用されている．このシステムでは，被験者は加速度セン

はなく，被験者の主観的な感覚に基づいている．

サ・呼気吸気センサを屋内外での運動中に着用する必要が

上記で述べた既存研究は，人間の生理学的状態を推定す

ある．取得されたセンサデータは消費カロリーの推定値を

るという点で，空腹度推定と深く関連している．しかし，

得るために推定モデルに対して適用される．この研究では

毎日の血糖値測定や特殊な機器の使用を必要とするなど，

人間の体内状態の変化として消費カロリーに着目し推定を

健康な人間が日常生活でこれらの手法を使用するのは非常

行なっているが，呼吸に含まれる酸素二酸化炭素濃度の測

に困難である．また，血糖値と空腹度の間の関連性は，栄

定のために，大掛かりで用途の限定されたセンサを必要と

養代謝やメディカルヘルスの学問においてのみ注目されて

している．本稿で提案する手法は，血糖値と空腹度の推定

おり，具体的に推定または調査する研究は存在していない．

に特殊なデバイスを使わず，通常のモバイル端末のみを使

我々の提案手法は，モバイルデバイスのみでの人間の感覚

用している点で異なっている．

的状態の定量的推定を実現する点で新規性があり，既存の

山口らは，代謝率モニタ，血糖モニタより得られたデー
タから，データマイニング技術に基づき血糖値を推定し
た [3]．ソフトウェア上で食事情報に基づきカロリー摂取
量を計算している．提案された血糖値推定モデルは推定精
度約 90%を達成しているが，この手法は翌朝の血糖値の
推定しか出来ず，血糖値推定のために，毎日の血糖値測定

研究とは異なっている．

3. 空腹度推定に向けた課題と解決のための基
本方針
本章では，対象環境と空腹度推定に必要なユーザの情報
を示し，解決する課題を明らかにする．

を必要としている．また，この手法は複数の計測デバイス
（PC，代謝率モニタなど）を必要とするためコストが高い．

3.1 対象環境とユーザおよび必要なユーザ情報

我々の提案手法では，モバイル端末のみを用いて任意の時

提案手法は，一般の（健康な）ユーザの空腹度を食事・

刻における血糖値を推定できるほか，血糖値に基づいて空

行動履歴から推定する事を目的としている．本節では，対

腹度の推定を行うことができる点で異なっている．

象ユーザと入力情報，使用するデバイスについて述べる．
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表 1 食事情報に含まれる要素

重要な要因の一つである．従って，提案手法によって将来

項目

内容

の空腹状態の推移を予測することが出来れば，適度な空腹

摂取時刻

食事を摂取した時刻

状態で最適な食事場所が常に近辺に存在するような，ルー

主観的分量

食前に感じた食事の分量の多さ (10

ティングが可能となる．

段階)
主観的満足度

食後の満腹感の度合い (10 段階)

2 つ目の例では，既存または新規の SNS サービスにお
いてユーザのステータスに空腹状態を付与することを挙げ
ている．例えば同じ程度の空腹状態でかつ近辺に存在する

表 2 行動情報に含まれる要素

ユーザ同士のマッチングや，身体的特徴が類似していてか

項目

内容

つより良い食生活を実現している他ユーザの食事・運動ス

歩数

その日の累計歩数

ケジュールを自身に反映する等，健康管理や社会的繋がり

時刻

歩数が記録された時刻

等様々な場面に対するアプローチが可能となる．

睡眠量

前回記録時からの睡眠の有無（0 ま
たは 1） と睡眠時間

消費カロリー

その日の総消費カロリー

3 つ目では，空腹時の症状に伴う危険の回避に注目して
いる．例えば，空腹時に考えられる症状として「眩暈」
「吐
き気」
「倦怠感」
「手指の震え」
「眠気」などが挙げられる．
これらは安静時には大きな問題はなく，直ぐに食事を摂取

提案手法では，以下のような一般のユーザを対象とする．

する事で改善される低血糖症状である．しかし運転時・作

• 1 日 3 食の基本的な食事を取り，最低でも 1 日 1 食の

業時など食事をすぐに摂取出来ない状況下で，低血糖症状

食事を摂取している．

に伴う危険やリスクを予測し提示する事は，事故率や死亡

• 健康であり，血糖値の値が正常な範囲に収まっている

率の緩和にある程度の効果を持つと考えられる．

（糖尿病でない）
．
• 日常生活において，歩行などの身体運動を行っている．
• 食事・行動履歴を入力可能な，スマートフォンやタブ

3.3 課題と解決のためのアイデア

レット等のモバイル端末を常用している．
食事情報は，表 1 に示す通り，それぞれの食事（朝食・
昼食・夕食）および間食に関する内容から構成される．食
事の量を正確に入力する事はユーザにとって負担となるた
め，食事の満足度同様に 10 段階の主観的評価値で表す．

本節では，解決すべき課題とそれに対するアプローチを
明確化する．提案手法を用いた空腹度推定において，次の

2 つの課題が存在する．
( 1 ) 空腹度は感覚的な数量であり，定量化が困難である．
( 2 ) 入力情報が少なく不明瞭で，高精度化が困難である．
空腹感や疲労感と言った感覚的な状態を示す定量的な指

表 2 に示すように，その日の歩数と運動時刻，睡眠の有

標は存在しない．これらの度合いを推定する一つのアプ

無と時間，消費カロリーを行動情報として記録する．これ

ローチは，感覚的状態の変化に伴う，生体信号（体温，心

らの情報の殆どは，専用のスマートフォンアプリケーショ

拍など）の微細な変化を捉える事である．幾つかの既存研

ンによって自動的に計測・収集することが出来る．

究では，そのような微細な生体信号の変化を捉えるため，
専用の計測デバイスを使用している．しかし，ユーザには

3.2 提案手法を用いた応用システム・サービス

それらの特殊なデバイスを身体に装着し，侵襲的な測定を

提案手法はユーザに対し，血糖値や空腹感等の内部的・

行う事が求められるため，負担が大きい．既存研究と異な

潜在的な状態を推定・提示することで，食生活改善を促進

り，提案手法ではユーザの空腹度を推定する為に以下のよ

することを目的としている．実際の利用はスマートフォン

うなアプローチを採用する．

やタブレット等の端末上でアプリケーションに実装する形

• 空腹度と密接に関連する血糖値に注目し，モバイル端

で行う事を想定している．ここで，本提案手法を用いて実

末から記録される食事・行動履歴から，血糖値の時間

現できると考えられる応用システムおよびサービスの例を

的変化を推定する．
• 血糖値と空腹度のそれぞれの値を相互に関連付ける事

以下に列挙する．

• 空腹度・位置情報に基づく飲食店推薦システム
• 空腹度をユーザステータスとしたソーシャルネット
ワークサービス

• 空腹状態および位置・時間情報等に基づく危険予測シ
ステム

1 つ目の例としてナビゲーションサービスとの併用が考

で，推定血糖値から空腹度を推定する．
上記のアプローチでは，ユーザを性別や年齢，BMI 等
をもとに幾つかのカテゴリに分け，そのカテゴリに属する
代表的なユーザに対して血糖値の侵襲的測定を行い，各カ
テゴリの推定モデル（血糖値および空腹度）を構築する必
要がある．一旦全てのカテゴリのモデルが構築されると，

えられる．移動もしくは旅行時における食事スポットの有

ユーザは自身のカテゴリを指定するだけで，侵襲的測定を

無や場所を考慮したナビゲーションは，快適性に影響する

行わずにモバイル端末だけで血糖値ならびに空腹度を推定
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できるようになる．上記のアプローチに対する詳細は，4
章にて示す．

2 つ目としては，空腹度のような人間の感覚的状態は抽
象的であり，様々な外部要因によって左右される．従って，
空腹度を正確に推定するためには，詳細で正確な食事・運
動に関する入力情報が要求される．対象環境において，入
力情報は，ユーザが食事情報（分量，満足感）を簡単に入
力出来るようにするため 10 段階の中から選択するよう簡
(b)

(a)

単化している．そのため推定誤差が大きくなることが懸念

図 1

されるが，本提案手法では対象を健康なユーザのみとして

(c)

スマートフォンアプリケーションの概観

おり，求められる血糖値推定の精度は，糖尿病患者を対象

ティングする事で得ることが出来る．式 (2) の食事情報

としたものより低い場合でも問題無いと考えられる．

I(t) は主観的分量（10 段階，食前満足度）ia と主観的満足
度（10 段階，食後満足度）is とを掛けあわせた値，行動情

4. 空腹度推定手法

報 E(t) は期間 [t0 , t] における単位時間あたりの歩数であ

本稿における空腹度推定モデルは，(1) 食事・行動履歴か

り，それぞれの重み係数 wi , we によって値の補正および正

ら血糖値を推定するモデル，(2) 推定血糖値から空腹度を

規化を行う．また，血糖値は睡眠中は変化しない事を考慮

推定するモデル，の 2 つの推定モデルから構成される．本

し，ユーザが前回の情報記録時から睡眠を取った場合は，

章では，これらの推定モデルの構築方法について説明する．

睡眠前の血糖値を直接引き継ぐようにする．

4.1 食事・行動履歴からの血糖値推定

4.2 血糖値からの空腹度推定

血糖値は血中に含まれる糖分の濃度を表す指標であり，
空腹時には 70〜109[mg/dL]，食後 2 時間で 140[mg/dL] 未
満となる．血糖値は食後一定時間後にピークに達し，その
後徐々に低下していく．血糖値を推定するために，血糖値
推移を近似する関数として，式 (1) の対数正規分布関数を

推定血糖値から空腹度を推定するフィッティング関数と
して，式 (3) を用いる．

H(t) = lmax · (1 −

G(t − Tg )
)
gmax

(3)

ここで，lmax は空腹度の最大値を表す定数（例えば 10）

フィッティング関数として用いた．式中の x は確率変数，

を．Tg は血糖値推移を早めるためのオフセット時間を，

µ は平均，σ は標準偏差を表す．

{
}
 √ 1 exp −(log x−µ)2 ,
2
2σ
2πσx
f (x, µ, σ) =
 0, x ≤ 0

gmax は血糖値を正規化するための血糖値の最大値を表す．
x>0

血糖値推移は空腹度推移に対して若干の遅れ（例えば 90

(1)

分）を持つ．そこで，式 (3) では，幾つかのサンプルを式に
対してフィッティングして得られた Tg の最適値を使用し

提案手法では，対数正規分布関数の確率変数は現在時刻

ている．血糖値と空腹感との間には遅延が存在しており，

t に対応している．また，平均 µ と標準偏差 σ は，血糖値

血糖値は食後約 90 分でピークに達するため，空腹度は食

推移の個人差を表す推定モデルのパラメータに対応してい

後 90 分の推定血糖値を基準とする [8]．さらに，血糖値は

る．血糖値推移関数 G(t) を式 (2) に示すここで，t および

満腹感に沿って変化するため，1 から正規化された値を引

t0 はそれぞれ現在時刻と前回推定時刻を，wi および we は

く事により，空腹度の強さを定量的に表現する．

それぞれ食事情報と行動情報の重み係数を，C は全体の係
数を，I(t) と E(t) は期間 [t0 , t] における，食事と運動の程

本章では，4 章で提案した空腹度推定モデルによる空腹

度を表す．

G(t) = C [wi I(t) − we E(t)] + G(t0 )

5. スマートフォンアプリケーション

(2)

血糖値推定関数 G(t) は，対数正規分布関数として定義

度推定，およびユーザが容易に食事・行動情報を入力する
ことができるスマートフォンアプリケーションについて述
べる．

され，G(t) の式内で用いられるパラメータ C, wi , we , µ, σ

本稿では，ユーザが食事・行動情報を簡単に入力し，推

の値は，食事・行動情報に関する幾つかのパラメータを適

定結果（血糖値，空腹度）を確認できるような Android ア

用する際の推定誤差を最小化するよう最適化されなければ

プリケーションとして，提案手法の実装を行う．図 1 に，

ならない（式 (2)）
．これらのパラメータは前回推定時から

本研究において実装したアプリケーションの概観を表す．

の経過時間に伴って変化する．これらの値の準最適値は，

図 1(a) に示すメイン画面では，現在時刻における空腹度

予備実験で得られた訓練データサンプルを式 (2) に対して

とその推移や，推定血糖値を確認することが出来る．また

フィッティングし，対数正規分布関数を平均値にフィッ

その日に行った食事情報・行動情報の入力履歴を確認する
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表 3

図 2

血糖自己測定器（左）と穿刺器具（右）.

ことができる．

値

内容

σ

1.03

対数正規分布関数の標準偏差

µ

4

対数正規分布関数の平均

wi

140

食事情報係数

we

0.36

行動情報係数

cg

4

食事・行動情報にかかる全体係数

表 4

図 1(b) に示す食事情報入力画面では，グラウンドトゥ
ルースとして食事の写真の撮影，および食事の名前や，食
事に対して感じた充足度・満足度（10 段階）を入力する項

本実験における血糖値推定モデル式のパラメータ

記号

本実験における空腹度推定モデル式のパラメータ

記号

値

内容

gmax

196

推定血糖値に対する正規化係数

lmax

10

最大化係数

目が設けられている．
図 1(c) に示す行動情報入力画面では，外部アプリや機器

設定した．ここで用いるパラメータは，予備実験で得られた

から得られた歩数や現在の消費カロリー，そして疲労度や

全期間のデータサンプルにおいて 4 章で述べたフィッティ

現在のコンディション，前回測定時から睡眠を取ったかど

ング処理を適用し，得られた係数に対して leave-one-out 交

うかを入力することができる．

差検証を行った後，期間全体のデータサンプルにおいて最

これらのアプリケーションの機能を用いることで，より
容易に必要なデータを入力し，視覚的に空腹度や血糖値の
推移を確認することが出来ると考えられる．

も誤差の小さい 3 組のパラメータの平均値を用いた．
血糖値の推定結果
図 3 は血糖値の推定値・実測値の時間的な変化を示して
おり，実線グラフが実測値，点線グラフが推定値をそれぞ

6. 実験

れ表している．図より，推定血糖値の上下変動は実測値に

本章では，血糖値と空腹度との間の関連性，および提案

対してある程度の再現性を持つ事が分かる．全実測・推定

手法の血糖値・空腹度の推定精度を確かめるために行った

値間における誤差の割合の平均（平均誤差，MPE，Mean

予備実験について述べる．

Percentage Error）は約 14%であり，相関値は 0.30 であっ

実験方法

た．なお，実測値と推定値の間の絶対値の差はまだ大きい

本実験の目的は，空腹度推定モデルにより得られた推定

ことがわかるが，これは食事毎の種類や材料の違いが大き

血糖値およびそれに対応する空腹度を確かめる事である．

く影響としていると考えられる（例：ご飯よりうどんを食

そこで，20 代の男性被験者 1 名を対象に，2014 年 6 月〜7

べた時のほうが血糖値の変化が小さいなど）．今後の課題

月にかけての 6 日間，血糖値の測定と食事・運動情報の記

としては，食事の種類を推定モデルに対して反映すること

録を行った．

で，精度を向上させる事が挙げられる．

実験ではアークレイ社製の血糖自己測定器「グルコカー

空腹度の推定結果

ド G ブラック（以後血糖メータと呼ぶ）」[9]，血糖値セン

図 4 に空腹度推定の結果を示す．図より，時間的なタイ

サ「G センサ」，および穿刺器具を使用した（図 2）血糖

ミング・変化の大きさともに，かなり正確に推定できてい

メータは，指の先端を穿刺して微量の血液を採取すること

る事がわかる．MPE は 10 段階中約 1.3 段階であり，相関

で，血糖値の測定を行う．血糖値は 1 日に計 4 回測定し，

値は 0.77 であった．

食事・行動情報の記録もそれと同時に行った．

議論

記録した食事・行動情報は以下のようになる．ここで歩数

実験の結果，推定モデルはある程度の精度で食事・行動

は，スマートフォンの歩数計アプリケーション「Runtastic

情報から血糖値・空腹度の推定が可能な事がわかった．一

pedometer」[10] を用いて測定し，食事・行動に関する情報

方で以下の様な問題点が挙げられる．

と合わせて Excel の記録シート上に記録したものとする．

• 被験者の空腹感の強さ（10 段階，空腹度のグラウンド
トゥルースとして使用）

•
•
•
•
•

• 血糖値の正確な推定が困難である．
• 通常の健康状態にしか対応していない
血糖値は食事を摂取する順番や，食事の内容，食事に含

履歴情報の記録時刻

まれる糖度などに大きく影響される．また血糖値が正常な

主食および間食における食事の感覚的な多さ（10 段階）

場合でも，空腹感はユーザの体調にも影響される事がある．

主食および間食後の食事に対する満足度（10 段階）

提案手法はこれらの情報について考慮していないため，今

食事の内容と摂取した時刻

後推定精度を向上させるにあたり，これらの情報を考慮す

記録した時刻における累計歩数

る必要があると考えられる．

実験で用いた推定モデルのパラメータは表 3，4 のように
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図 3

血糖値の実測値・推定値の推移

図 4 主観的空腹度と推定空腹度の推移

7. おわりに
本稿では，ユーザの食事・行動履歴情報から，(1) 血糖値
推定，(2) 血糖値からの空腹度推定，の 2 段階でユーザの

[3]

空腹度を推定する手法を提案した．また，ユーザが容易に
食事・行動情報の入力を行えるスマートフォンアプリケー
ションの開発・実装を行った．また，被験者から収集した
食事・行動履歴を提案手法に適用する実験を行い，その結

[4]

果，提案手法が血糖値を約 14%の平均誤差で推定でき，ま
た空腹度を約 1.3 段階（10 段階中）の平均誤差で推定でき
る事がわかった．
今後は，食事の種類等を推定モデルに反映して精度の

[5]

向上を図り，更なるアプリケーション・システムの開発を
行っていく予定である．

[6]
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