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位置情報と心拍数を利用した運動継続支援システムの開発
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概要：健康のための運動としてウォーキングを行う人とその継続を支援するサービスが増加している．し
かし，それらのサービスはウォーキングの単調さと同じコースに飽きてしまうという問題を解決できてい
ない．本研究では，ユーザに合った無理のない運動を提供できる，タブレット端末で使用するシステムを
開発した．まず，GPS の位置情報をもとに特定の場所でウォーキング中に運動を提示することで楽しさや
面白さを与える．また，心拍数をリアルタイムに取得し，それをフィードバックすることによって提示す
る運動を変更し，運動中の心拍数の上がり過ぎによる過負荷を防ぐ．
キーワード：運動継続支援システム，ウォーキング，GPS，心拍数センサ，フィードバック
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Abstract: The support service of walking and its continuity have been increased. There existed problem of
monotony of the walking and couses. But existing services could not solve the problem. We have developed
a tablet-PC based system that provides reasonable exercise for users. The system presents an exercise at a
speciﬁc place. Position information of the place is come from a GPS. This function may give pleasure and
fun. The heart rate is measured real-timely. The data can change the presentation of kinds of exercise. This
mechanism prevents the overload by exercise, which is caused by rising of the heart rate.
Keywords: exercise continuity support system, walking, GPS, heart rate monitor, feedback

1. はじめに
日本人の死因はガン，心疾患，脳血管疾患の三大死因が

傾向にある [2]．
厚生労働省ではホームページ上で生活習慣病の対策を呼
びかけており，身体活動・運動を行うことで生活習慣病が

平成 23 年時点で約 60%を占めており [1]，その原因の多く

原因の死亡率の低下，メンタルヘルスや生活の質を改善，

は糖尿病，肥満，高血圧，高脂血症などの生活習慣病であ

高齢者の寝たきりの防止などの幅広い効果があると述べて

る．生活習慣病は，互いに併発する確率が高く死因となる

いる [3]．その中で，1 日 1 万歩の歩行（以下ウォーキング）

疾患を引き起こしやすい．これら生活習慣病の原因は食生

を健康のための運動目標としている．

活の変化，喫煙・飲酒，ストレスの増加，運動不足である

ウォーキングは，比較的負荷の軽い運動であり，道具

といわれており，生活習慣病が原因での死亡率は年々増加

を必要としないため気軽に始められるだけでなく，気分
転換になりストレス解消になるなどの利点がある．その

1

2

a)

和歌山大学大学院システム工学研究科
Graduate School of Systems Engineering, Wakayama University, Wakayama 640–8510, Japan
和歌山大学システム工学部
Faculty of Systems Engineering, Wakayama University,
Wakayama 640–8510, Japan
munemori@sys.wakayama-u.ac.jp

c 2013 Information Processing Society of Japan


ため幅広い年齢層が行っており，ウォーキングの人口は

2010 年時点で 3,600 万人以上である [4]．こうした状況か
ら，適度なウォーキングを行うことを目指し，エクササイ
ズウォーキング [5] やノルディックウォーキング [6] など
様々なウォーキング法が提案されている．これらのウォー
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キングは，ウォーキングと複数の運動の組合せや意識的に

ンサ）の 2 つのセンサを体に取り付けジョギングを行い，セ

負荷を変更することで，ウォーキングの単調さからくる飽

ンサが取得した運動ログを専用の SNS（Social Networking

きとウォーキング単体の負荷の軽さを解消している．

Service）サイトにアップロードする．SNS ではログの位置

現在，ウォーキングやランニングなどを支援するアプリ

情報をもとに活動地域や運動目的に合致したコミュニティ

ケーションやサービスが多数提供されている．それらは歩

を提案，他のユーザと情報を共有することができる．ジョ

行経路などの表示や，距離，ペース，時間，消費カロリー

ギング初心者には，心拍情報を利用したジョギング改善に

などの計測をしている．さらに，計測したデータを Web 上

関する共通的なトピックの提供やジョギング上級者からの

で管理・公開することで，今までの歩行記録を確認するこ

アドバイスを受け取れるなど，ジョギングのきっかけと継

とや，他ユーザの記録を閲覧しながらコミュニケーション

続の支援を受けることができる．

をとることができる．これらのサービスは，多数のユーザ
に対して記録を閲覧することで達成感を与え，ユーザ間の

2.3 既存の運動支援システム・サービスの問題点

コミュニケーションによる助け合いが生まれることで，運

既存の運動支援システム・サービスでは，GPS の位置

動を始めるきっかけを作ったり継続を促したりしている．

情報や HRM の心拍数情報，専用センサから距離，時間，

しかし，これらのアプリケーションやサービスは，運動の

速度，消費カロリーなどのデータを計測・表示することに

記録をとることに重点を置いているが，楽しさや面白さな

よって運動を支援するアプリケーションは存在するが，運

どの面から見ると物足りないものがあり，運動を継続でき

動そのものの楽しさや面白さを感じさせる機能が見当たら

ない人も多い [7]．

ず継続意欲が湧きにくい可能性が高い．また，取得した位

本研究では，運動を始めるきっかけに重点を置き，中年
以降の人でも行いやすいウォーキングを中心にエクササイ
ズなどの運動を組み合わせることで運動そのものへの飽き

置情報や心拍数をリアルタイムにフィードバックしていな
いため情報を活かしきれていない．

どの運動は GPS からの位置情報を用いてシステムが定め

3. 位置情報と心拍数を利用した運動継続支援
システム

た場所に到着すると提示される．また，心拍数をリアルタ

本研究では，GPS からの位置情報を用いてシステムが定

イムに取得し，提示する運動を変更するなど心拍数の情報

めた場所（以下チェックポイント）に到着するとウォーキ

をフィードバックして運動中に心拍数の上がり過ぎによる

ング以外の運動を提示する．そして心拍数をリアルタイム

過負荷を防ぐ．これらによって健康運動への意欲を高める

に取得し，それをフィードバックすることによって提示す

システムを開発し，本システムの有効性（新規性と有用性）

る運動を変更，運動中の心拍数の上がり過ぎによる過負荷

を検証する．

を防ぎ，ユーザに合わせて運動できるシステムを提案する．

の解消と適度な運動負荷の提供を目指す．エクササイズな

2. ウォーキングと運動支援システム・サービス
2.1 ウォーキングの種類
2.1.1 エクササイズウォーキング

3.1 設計方針
本システムでは，GPS の位置情報をもとにシステムが
あらかじめ運動を提示するチェックポイントを設定し，順

日常の動作の中で行うウォーキング．毎日の買い物や通

番に回ってもらうことでユーザにウォーキングの楽しさや

勤といった日常生活の中で歩く際に，スピードを上げたり

面白さを与える．さらに，HRM の心拍数をリアルタイム

歩幅を広げたりして意識的に歩き方を変更して行う．

に取得し，運動中の過負荷を防ぐことでユーザに合った無

2.1.2 ノルディックウォーキング

理のない運動を提供する．これらの機能によるウォーキン

クロスカントリースキーの選手の夏場のトレーニングと

グの継続につなげることを目標とする．そのために，ユー

して始まったウォーキング法で，ストックを両手に持ち

ザの現在位置・チェックポイントの表示，コースの選択・

ながらウォーキングを行う．通常のウォーキングと比べ，

作成，チェックポイントに到着した際に運動を提示する機

運動負荷や消費エネルギー量の上昇効果がある．また，ス

能，運動時間や心拍数，消費カロリーなどのステータス情

トックを使用するため上腕筋や大胸筋などへのトレーニン

報をリアルタイムに表示，記録をユーザごとに保存するた

グ効果もある．

めのユーザ登録・ログイン機能，負荷のかかり過ぎを防ぐ
ため心拍数を運動にフィードバックする機能，操作回数や

2.2 運動ログを用いたジョギングコミュニティ組織化支援
運動ログを用いたジョギングコミュニティ組織化支援 [8]
とは，ユーザがジョギングを始めるきっかけと継続を目指
すため，オンライン上から支援するシステムである．
ユーザは，GPS と HRM（Heart Rate Monitor：心拍数セ
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画面の確認回数を減少させるための音声案内の 7 つの機能
を実装した．
また，ユーザの満足度は健康運動の継続意欲に及ぼす心
理的要因 [9] である “楽しさ”，“運動有能感（達成感）”，“運
動効果感”，“主観的運動強度” をどの程度満たしているか
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図 1 システム構成

Fig. 1 System constitution.
図 2

コース選択画面

によって評価する．

Fig. 2 A screen of course choice.

3.2 システム構成

Table 1 Kinds of exercises.

表 1 運動の種類

本システムでは，ウォーキングをしながら使用するため

種類

運動中に極力邪魔にならないようにするため，小型の端末
と無線でデータを送信できるセンサで構成した．

トレーニング

システムを動かす端末には，小型で持ち運びに優れタッ
チパネルで直感的に操作可能な BRULÈ vilivS5 を 90 度

もも上げ
閉眼片足立ち

エクササイズ

屈伸
その場でジャンプ

回転させて使用，GPS レシーバには SONY VGP-BGU1，

腕伸ばし

HRM には胸部に取り付けるバンド型の Zephyr HxM を使

肩伸ばし

用する．また，これらの端末とセンサは Bluetooth 通信で
データの送受信を行う（図 1）．

運動内容
スクワット

ストレッチ

本システムは C#によって開発を行い，プログラムの規

もも伸ばし
上体ひねり
上体反らし
前屈

模は約 2,200 行である．また，ローカルなデータベースに
休憩

は Microsoft Oﬃce Access を利用した．

深呼吸

3.3 現在位置・チェックポイントの表示
地図上でのユーザの現在位置とチェックポイントの位置
の表示方法について説明する．現在位置は GPS レシーバ
からの位置情報から緯度経度情報を取得し，有効なデータ
を受け取ったときにリアルタイムに更新する．チェックポ
イントの位置はデータベース上に保存した緯度経度情報を
利用し，ウォーキングコース選択時に設定する．

3.4 コース選択・作成

図 3

運動提示画面

Fig. 3 A screen of exercise instraction.

本システムでは，同じコースによって飽きが生じるとい
う問題を解決するため，その日の気分や自分が動かしたい

3.5 運動の提示

部分によってコースを選択できる機能を実装している．現

チェックポイントでは，ウォーキングの単調さを軽減す

在，図 2 のようにポイントの数と距離をランダムで設定す

るため様々な運動を提示する機能を実装している．提示す

る “おまかせ”，チェックポイント間の距離で設定する “移

る運動の種類を表 1 に示す．ウォーキング中にチェック

動距離”，提示する運動の動かす部位で設定する “運動部

ポイントに到着すると音声で指示するとともに図 3 のよ

位” の 3 つのコースを用意しており，赤枠のラジオボタン

うに運動を提示する．提示する内容は運動の内容，実施す

で選択する．

る回数や秒数，動かす体の部位である．この運動は強制的

“移動距離” はプルダウンメニューから 1 つ選択，“運動

なものではなくユーザが行うか行わないかは自由に選択で

部位” はチェックボックスリストから複数選択することで

き，運動をクリアできた場合はクリアボタン，失敗もしく

細かく設定できる．

は行わなかった場合は失敗ボタンを押す．どちらのボタン
を押した場合でも，以降はその場での運動の提示は行われ
ず，次のチェックポイントに移行する．
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3.6 心拍数のフィードバック
ユーザに無理のない運動を提供するため本システムでは，
心拍数のフィードバックによる制限を設けている．制限は
運動強度 I と最大心拍数 HRmax，安静時心拍数 HRrest か
ら目標心拍数 HRtarget を求める以下のカルボーネン法に
よって設定している．カルボーネン法は心拍数によって運
動量を評価する計算式の中でも信頼性の高い式である．本
システムでは，最大心拍数は年齢 age を用いて推定したも
のを利用する．

HRmax = 220 − age
HRtarget = I × (HRmax − HRrest) ÷ HRrest
有酸素運動として効果がある運動強度 50〜30%の範囲を
適切な目標心拍数とし，範囲内にいるときは適切であると
いう音声案内を出し，これを超える場合は警告の音声案内
を出し，そのままチェックポイントに到着した場合は「運
動を変更します」というアナウンスとともに運動を負荷の
高い運動から負荷の低い運動へ変更する．また，運動強度

10%未満の場合は反対に低すぎるという警告を出すように
している．

3.7 音声案内

図 4

システム画面

Fig. 4 A screen of the system.

運動中に画面を見る回数を減らす方法として音声案内を導
入した．用意した音声データは音声合成ソフト SofTalk [10]
を使用して作成している．

3.9 消費カロリーの計算
ウォーキング中の消費カロリー C （kcal）の計算は以下

案内は前述のチェックポイントへの到着時，心拍数の制

のように体重 W （kg），METs，運動時間 T （時間）の積

限時，運動の変更が起きたときのほかに，ウォーキング

により求める．体重は登録時の体重を使用，METs は 3.0

の開始と終了時，次のチェックポイントの方向（8 方位），

としている．METs（Metabolic Equivalents）は，運動強

チェックポイントに近づいたときなどにも行われる．ま

度が安静時の何倍に相当するかを表す指数で，座って安静

た，音声案内には優先度があり，ウォーキングの開始と終

にしている状態を 1 METs としている．

了時，チェックポイントへの到着時，などのイベントが発
生したときは他の音声案内が流れないようにしている．

3.8 ステータスの表示
他のシステムと同様に，ユーザのモチベーション維持の
ためウォーキング中のステータスをリアルタイムで表示す
る．表示する情報は，ユーザ名，運動時間，移動距離，心
拍数，消費カロリー，次のチェックポイントまでの距離，
得点の 7 つである．これらの情報は地図画面と同時に閲覧
することが可能になっている（図 4）．
また，運動時間，心拍数は 1 秒間隔で更新し，移動距離，

C = W × M ET s × T × 1.03
3.10 ユーザ登録・記録の保存
ユーザごとに記録を保存するためユーザ情報の登録とロ
グインを行う．システムを起動すると図 5 の画面が表示

1 の新
される．ユーザには最初にシステムを使用する前に
規登録ボタンから図 6 の画面で登録を行い，以降は登録し

2の
たユーザ名を図 5 のプルダウンメニューから選択して
ログインボタンからログインを行う．登録する情報は，シ
ステムで使うユーザ名，性別，生年月日，身長，体重であ

消費カロリー，次のチェックポイントまでの距離はある程

り，データベースに保存される．登録した情報は，心拍数

度距離が離れている必要があることと GPS の誤差を考え

の目安の設定やカロリー計算のときにデータベースから参

て 3 秒間隔で更新している．さらに，移動幅がシステムの

照して用いる．

定めた距離より小さいときはユーザが止まっている状態と

すべてのチェックポイントを回りウォーキングが終了す

判断し，移動距離，消費カロリー，次のチェックポイント

るとダイアログを表示しユーザごとに自動的に記録をデー

までの距離の 3 つは更新しないようにしている．

タベースに保存する．保存する情報は，ウォーキングを実
施した日にち，時間，移動距離，消費カロリー，獲得ポイ
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表 2

被験者の運動実施状況

Table 2 The excise enforcement situation of the subjects.
被験者

運動内容

実施状況

A

テニス

週1回

B

なし

–

C

バドミントン

月1回

D

バスケット，サッカー

3 カ月 1 回

E

なし

–

図 5 ログイン画面

Fig. 5 Login screen.

表 3 システムに対する 5 段階評価

Table 3 Five phases of evaluation for the whole system.

図 6 新規登録画面

Fig. 6 New registration screen.

ントであり，データベース上で確認することができる．

4. 実験
4.1 実験 1 ＜学生を対象にした実験＞

質問

評価

楽しさは感じられましたか

4.2

達成感はありましたか

4.4

システムの利用は運動を始めるきっかけになりますか

4.2

システムの利用は運動の継続につながりますか

4.0

健康増進のための運動になったと思いますか

4.2

また本システムを利用したいと思いますか

4.0

運動はウォーキングの邪魔に感じませんでしたか

4.0

運動の個数は適切でしたか（1：非常に少ない〜5：非

3.0

常に多い）
運動の内容は適切でしたか

3.2

運動の時間は適切でしたか（1：非常に短い〜5：非常

3.0

に長い）
距離は適切でしたか（1：非常に短い〜5：非常に長い）

3.2

心拍数は運動時の目安になりましたか

4.6

心拍数の設定は適切でしたか

4.6

4.1.1 実験概要
システムを使用したウォーキングを複数回行った．コー
スは移動距離 300 m コースで統一し 5 つのチェックポイ

表 4

インタフェースに対する 5 段階評価

Table 4 Five phases of evaluation for interfaces.
質問

評価

ントを回ってもらった．実験終了後，アンケートによって

音声案内は画面を見る回数を減らす手助けになりまし

3.0

コース作成機能，心拍数の表示機能，チェックポイントで

たか

の運動提示機能，音声案内機能，心拍数のフィードバック

音声案内の内容は適切でしたか

4.4

と制限についての評価を行った．ユーザ登録機能について

音声案内の頻度は適切でしたか

4.2

は今回評価をしない．

画面を見て目は疲れましたか（1：非常に疲れた〜5：

4.8

4.1.2 実験環境

まったく疲れなかった）

実験は日頃あまり運動をしない和歌山大学学生 5 人を対

コンピュータは邪魔に感じましたか（1：非常に邪魔〜

3.2

5：まったく邪魔じゃない）

象にそれぞれ 3 回ずつシステムを使用したウォーキングを

心拍数センサは邪魔に感じましたか（1：非常に邪魔〜

行った．また，被験者の日頃の運動実施状況は表 2 に示す

5：まったく邪魔じゃない）

4.6

ようにまったく運動をしない人から週 1 回運動をする人と
均一ではない．実験場所は和歌山大学の車道を除く構内全

上昇による運動の変更回数は平均 1.0 回であった．評価数

体で行った．

値は平均をとり，小数第二位を四捨五入している．基本的

チェックポイントでの運動の提示のために用意した運動

に “1” は非常に悪い（全然あてはまらない），“2” は少し

はトレーニング，エクササイズ，ストレッチ，休憩のジャ

悪い（あまりあてはまらない）
，“3” は普通（どちらでもな

ンルから 12 種目 20 個を用意した．

い），“4” は少し良い（少しあてはまる），“5” は非常に良

4.1.3 実験結果

い（非常にあてはまる）を示す．

5 段階評価によるシステムに対する評価結果を表 3 に，

記述式のアンケートでは，
「息が上がった後運動のレベ

インタフェースに対する評価結果を表 4 に示す．また，被

ルが落ちて良かった」といった心拍数のフィードバックに

験者がウォーキングとチェックポイントをすべて回るのに

効果があったという意見や，
「口調や性別の違う音声があ

かかった時間は 7 分から 46 分程度で平均 14 分，心拍数の

ると面白いかもしれない」
「進行方向が知りたい」というイ

c 2013 Information Processing Society of Japan
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表 7 途中の運動に対する 5 段階評価

被験者の運動実施状況

Table 5 The excise enforcement situation of the subjects.

Table 7 Five phases of evaluation for exercise on the way.

被験者（年齢）

運動内容

実施状況

質問

評価

A（63）

なし

–

途中の運動は楽しかったですか

3.5

B（48）

なし

–

途中の運動に達成感はありましたか

4.0

C（61）

エアロバイク

週5回

途中の運動に運動をした効果を感じましたか

4.0

D（57）

スポーツクラブ

週1回

途中の運動の辛さは適切でしたか（1：非常に弱い〜

3.3

5：非常に強い）
表 6

ウォーキング自体に対する 5 段階評価

途中の運動の個数は適切でしたか（1：非常に短い〜

Table 6 Five phases of evaluation for walking itself.
質問

評価

ウォーキングは楽しかったですか

3.8

ウォーキングに達成感はありましたか

4.0

ウォーキングに運動をした効果を感じましたか

3.8

ウォーキングの辛さは適切でしたか（1：非常に弱い〜

2.8

5：非常に強い）
ウォーキングの距離は適切でしたか（1：非常に短い〜

2.8

5：非常に長い）
ウォーキングの時間は適切でしたか（1：非常に短い〜

2.8

5：非常に長い）

3.3

5：非常に長い）
途中の運動の時間は適切でしたか（1：非常に短い〜

3.5

5：非常に長い）
途中の運動は邪魔に感じませんでしたか
表 8

3.5

心拍数の利用に対する 5 段階評価

Table 8 Five phases of evaluation for the use of the heart rate.
質問

評価

心拍数の利用は楽しかったですか

3.8

心拍数の利用に運動をした効果を感じましたか

3.8

心拍数の設定は適切でしたか

3.8

表 9

ンタフェースの改善に関する意見が得られた．

システム全体に対する 5 段階評価

Table 9 Five phases of evaluation for the whole system.

4.2 実験 2 ＜中高年を対象にした実験＞

質問

評価

4.2.1 実験概要

本システムは楽しかったですか

4.3

本システムに達成感はありましたか

4.3

本システムに運動をした効果を感じましたか

4.3

本システムの辛さは適切でしたか（1：非常に弱い〜

3.0

システムを使用して，ウォーキングを行った．コースは
実験 1 と同じく移動距離 300 m コースで統一した．実験終
了後，アンケートによってウォーキング，提示する運動，
心拍数それぞれの機能について心理的要因である楽しさや

5：非常に強い）
本システムの運動時間は適切でしたか（1：非常に短

効果感などを評価し，どの機能が有効であるか調査した．

い〜5：非常に長い）

また，音声案内については今回評価をしない．

本システムを利用することは運動の継続につながりま

4.2.2 実験環境

すか

実験は日頃あまり運動をしない 48 歳から 63 歳までの男
性 4 人を対象にそれぞれ 1 回システムを使用したウォーキ
ングを行った．また，被験者の日頃の運動実施状況を表 5

本システムを利用することは運動を始めるきっかけに

3.3
3.0
3.8

なりますか
健康増進のための運動になったと思いますか

4.5

また本システムを利用したいと思いますか

3.8

に示す．被験者 C は運動実施状況が週 5 回と多いが始めた
ばかりである．実験場所は和歌山大学の車道を除く構内全
体で行った．

表 10 使用機器の利用に対する 5 段階評価

Table 10 Five phases of evaluation for the use of use machinery.

チェックポイントでの運動の提示のために用意した運動
は実験 1 と同じである．

質問

評価

4.2.3 実験結果

コンピュータは邪魔に感じましたか（1：非常に邪魔〜

4.0

5 段階評価によるシステムの各機能に対する心理的要因
などの評価結果を表 6，表 7，表 8 に，総合的な評価を
表 9 に示す．使用した機器に対する評価を表 10 に示す．

5：まったく邪魔じゃない）
心拍数センサは邪魔に感じましたか（1：非常に邪魔〜

3.8

5：まったく邪魔じゃない）

評価数値は平均をとり，小数第二位を四捨五入している．
評価尺度は実験 1 と同じである．

記述式のアンケートでは，実験 1 と同様に「心拍数の

被験者がウォーキングとチェックポイントをすべて回る

フィードバックに対して面白さを感じた」
，
「方向の表示が

のにかかった時間は 12 分から 22 分程度で平均 16 分，実

ほしい」という意見が得られた．また，学生と違う意見と

験 1 に比べるとばらつきは小さかった．また，本実験では

して「画面が小さい」
，
「コントラストを上げてほしい」と

心拍数の上昇による運動の変更は発生していない．

いった画面の見やすさに対する意見が得られた．
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5. 考察
5.1 心拍数のフィードバックによる効果

表 11 各心理的要因に対する 5 段階評価

Table 11 Five phases of evaluation for psychological factors.
分類

質問

評価

実験 1 では，
「心拍数は運動の目安になりましたか」の評

楽しさ

楽しさは感じられましたか

4.2

価は 4.6 と高い評価が得られた．これはリアルタイムに心

達成感

達成感は感じられましたか

4.4

健康増進のための運動になったと思いますか

4.2

運動の継続につながりますか

4.0

運動を始めるきっかけになりますか

4.2

の変更は平均 1.0 回とあまり起こらなかったが，
「心拍数の

運動の個数は適切でしたか（1：非常に少ない〜

3.0

設定は適切でしたか」の評価は 4.6 と高い評価だった．ま

5：非常に多い）

拍数を画面のステータスと音声案内によって提示していた
ためだと考えられる．心拍数の上がり過ぎによる運動内容

運動
効果感

た，運動内容の変更が起こった被験者の「運動内容は適切

主観的

でしたか」の評価は高い傾向にあった．さらに，その評価

運動強度

が全員 3 以上となっており，ランダムな選択による運動内
容の偏りを減らすことができたのではないかと考えられる．
実験 2 では，実験 1 と比べると「心拍数の設定は適切で

運動の内容は適切でしたか

3.2

運動の時間は適切でしたか（1：非常に短い〜

3.0

5：非常に長い）
距離は適切でしたか（1：非常に短い〜5：非常

したか」の評価は 3.8 と低くなった．これは，心拍数の値
が安定して取得できなかった被験者からの評価が低かった
ためである．しかし，各機能における「辛さは適切でした
か」の質問項目では平均評価が 3 前後であり，適切な運動

表 12 各機能における心理的要因評価

Table 12 Pyschological factor evaluation in each function.
分類

強度を提供できているといえる．
楽しさ

5.2 音声案内について
ウォーキングをしながら画面を確認するのは危険なので
はないかという意見から音声案内を追加した．音声案内で

達成感

はステータスの案内のほかに，チェックポイントでの運動
終了後に次のチェックポイントのおよその方向の案内を

運動

行っている．しかし，音声案内の評価を見ると，実験 1 で

効果感

「音声案内の内容は適切でしたか」の評価は 4.4 と高いが，
「音声案内は画面を見る回数を減らす手助けになりました
か」の評価は 3.0 とやや低い結果となり，案内のタイミン
グの変更や追加の必要があると考えられる．また，音声案

3.2

に長い）

*主観的
運動強度

機能

評価

ウォーキング自体

3.8

ウォーキング途中の運動提示機能

3.5

心拍数のフィードバック機能

3.8

システム全体

4.3

ウォーキング自体

4.0

ウォーキング途中の運動提示機能

4.0

システム全体

4.3

ウォーキング自体

3.8

ウォーキング途中の運動提示機能

4.0

心拍数のフィードバック機能

3.8

システム全体

4.3

ウォーキング自体

2.8

ウォーキング途中の運動提示機能

3.3

システム全体

3.3

内が達成感などに与える影響も今後調べる必要がある．

*主観的運動強度のみ評価尺度が「1：非常に弱い〜5：非常に強い」
である．

5.3 各種機器について

欲に及ぼす心理的要因である “楽しさ”，“運動有能感（達

本システムはウォーキングをしながら使用するシステム

成感）”，“運動効果感”，“主観的運動強度” を満たす必要が

であるため運動の妨げになると問題が生じる．そのため，

あり，その中でも “楽しさ”，“運動有能感（達成感）”，“運

コンピュータと HRM の使用感の評価をとった．HRM は

動効果感” が重要であるとされている．

胸部に直接取り付けるため，抵抗を感じる人もいる [11] と

実験 1 ではそれらの項目を表 11 の評価項目にあてはめ

予想していたが，1 人を除いて “邪魔じゃない” 以上の評価

ている．その結果，各要因の評価がそれぞれ高いことから

が得られた．この結果から，HRM のシステムへの導入に

本システムを利用することでユーザの “楽しさ”，“運動有

問題はないといえる．

能感（達成感）”，“運動効果感”，“主観的運動強度” を満た

しかし，コンピュータへの評価はあまり良くないため，
持ち方を変更したり，バンドなどを導入したりする必要が
ある．また，実験 2 の記述式のアンケートから文字の大き

すことができ，ウォーキングを継続して行うためのツール
として有用であると考えられる．
実験 2 では各機能のどの部分が心理的要因に影響するの

さやコントラストなどを中高年が外で難なく利用できるこ

かを詳しく評価した．表 6，表 7，表 8，表 9 の評価を心理

とを考えて適切なものに変更する必要がある．

的要因ごとにまとめたものを表 12 に示す．心理的要因の
中でも特に重要である “楽しさ”，“運動有能感（達成感）
”，

5.4 システムの継続的使用
ユーザが継続的に運動を行うためには健康運動の継続意

c 2013 Information Processing Society of Japan
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に対しても有用であるといえる．
その中で，ウォーキング途中の運動提示機能の楽しさの
評価はウォーキング自体の 3.8 に比べると 3.5 と低くなっ

の意欲を高めることができた．よって，ウォーキングを中
心とした健康運動を支援するうえで本システムは有効であ
ると考えられる．

た．また，運動効果感の評価ではウォーキング自体の評価

今後は，保存した記録のグラフ表示やランキングなどの

よりも高いため，途中の運動は運動効果感に影響がある

導入によってさらなる継続意欲の獲得，操作回数を減らし

といえる．これは，途中の運動はエクササイズ以外にスク

ユーザの負担を減らすため音声案内とインタフェースの改

ワットなどの運動強度の少し強いトレーニングがあるため

良を行い，ウォーキングの継続につなげる．また，健康運

だと考えられる．また，主観的な運動強度の評価がウォー

動は継続して行う必要があるため月単位での実験を行い長

キング自体は 2.8 と少し弱く感じ，途中の運動は 3.3 と少

期間利用した場合の評価をとる必要がある．

し強く感じたという結果だった．システム全体についても
評価が 3.3 と少し強いと感じたという結果が得られたため，
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今津眞也，水本旭洋，孫 為華，柴田直樹，安本慶一，伊藤
実：ユーザのアクティビティと体重変化履歴に基づいた
継続性の高い健康支援手法の提案，研究報告モバイルコン
ピューティングとユビキタス通信，2011-MBL-57, No.5,
pp.1–8 (2011).

( 3 ) 運動継続のための心理的要因である “楽しさ”，“達成
感”，“運動効果感”，“主観的運動強度” について学生
と中高年の両方から高い評価が得られたため，本シス
テムは運動継続に有効であると考えられる．

( 4 ) 途中の運動は心理的要因の中で楽しさへの影響は小さ
いが運動効果感への影響が大きい．

( 5 ) ウォーキング単体では主観的な運動強度を少し弱いと
感じるが途中に運動を提示することで強度を上げるこ
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攻に入学．現在に至る．健康支援に関
する研究に従事．

とができる．
以上のように，心拍数のフィードバックによる制限と案
内に対する高い評価が多数あり，チェックポイントの設置
によって適度な負荷と刺激を与えることでウォーキングへ
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科情報数理系専攻博士前期課程修了．

2005 年京都大学大学院情報学研究科
知能情報学専攻博士課程単位取得退
学．同年和歌山大学システム工学部助
手．2007 年より同大学助教．工学修
士．2006 年度本会第 63 回 GN 研究会優秀発表賞受賞．対
人コミュニケーション，対話における非言語情報とその表
現，モバイルグループウェアに関する研究に従事．

宗森 純 （正会員）
1979 年名古屋工業大学電気工学科卒
業．1981 年同大学大学院工学研究科
修士課程修了．1984 年東北大学大学
院工学研究科電気及通信工学専攻博
士課程修了．工学博士．同年三菱電機
（株）入社．鹿児島大学工学部助教授，
大阪大学基礎工学部助教授，和歌山大学システム情報学セ
ンター教授を経て，2002 年同大学システム工学部デザイン
情報学科教授．1997 年度本会山下記念研究賞，1998 年度
本会論文賞，2005 年 KES ’05 Best Paper Award をそれぞ
れ受賞．本会グループウェアとネットワークサービス研究
会主査，本会理事等を歴任．グループウェア，形式的記述
技法，神経生理学等の研究に従事．IEEE，ACM，電子情
報通信学会各会員．
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