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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型音楽再生装置と、
　情報処理装置と、
　サービス情報提供装置と
を備え、
　上記携帯型音楽再生装置は、
　　使用者が行った運動に関する運動情報を検出する検出部と、
　　音楽データの書き込みおよび読み出しを行う音楽情報記憶装置部と、
　　この音楽情報記憶装置部から読み出された音楽データを音楽としてヘッドホンから出
力させる音声信号出力処理部と、
　　上記使用者が行う運動の目標値が設定された運動目標設定条件、上記検出部で検出さ
れた運動情報の履歴、および上記音楽情報記憶装置部から読み出されて再生された音楽の
再生履歴を記憶する記憶部と、
　　この記憶部に記憶された情報を出力する情報出力部と
　を備え、
　上記情報処理装置は、
　　上記携帯型音楽再生装置から上記運動目標設定条件、上記運動情報の履歴、および上
記音楽の再生履歴のうちの少なくとも１つの情報を受ける情報入力部と、
　　この情報入力部を通じて入力された上記情報を上記サービス情報提供装置に送信する
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送信部と、
　　上記サービス情報提供装置から送信されてくるサービス情報を受信する受信部と、
　　この受信部の受信した上記サービス情報を上記使用者へ提供する提供手段と
　を備え、
　上記サービス情報提供装置は、
　　上記情報処理装置の上記送信部により送信されてくる上記情報を受信する情報入力部
と、
　　この情報入力部の受信した上記情報に基づいて、上記情報処理装置が受信する上記サ
ービス情報を生成するサービス情報生成部と、
　　このサービス情報生成部が作成した上記サービス情報を上記情報処理装置に送信する
サービス情報出力部と
　を備えるようにした健康運動支援システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の健康運動支援システムにおいて、
　上記サービス情報生成部で生成されるサービス情報は、上記携帯型音楽再生装置の使用
者が行った運動量に応じて、イベントキャンペーンへの応募を可能とする
　ようにした健康運動支援システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の健康運動支援システムにおいて、
　上記サービス情報生成部で生成されるサービス情報は、上記運動情報の履歴および上記
音楽の再生履歴の少なくとも一方に基づいた情報を提供する
　ようにした健康運動支援システム。
【請求項４】
　情報処理装置およびサービス情報提供装置と組み合わされて使用される携帯型音楽再生
装置が、
　使用者が行った運動に関する運動情報を検出する検出部と、
　音楽データの書き込みおよび読み出しを行う音楽情報記憶装置部と、
　この音楽情報記憶装置部により読み出された音楽データを音楽としてヘッドホンから出
力させる音声信号出力処理部と、
　上記使用者が行う運動の目標値が設定された運動目標設定条件、上記検出部で検出され
た運動情報の履歴、および上記音楽情報記憶装置部により読み出されて再生された音楽の
再生履歴を記憶する記憶部と、
　この記憶部に記憶された情報を出力する情報出力部と
　を備えるとともに、その場合、
　上記情報処理装置が、
　　上記携帯型音楽再生装置から上記運動目標設定条件、上記運動情報の履歴、および上
記音楽の再生履歴のうちの少なくとも１つの情報を受ける情報入力部と、
　　この情報入力部を通じて入力された上記情報を上記サービス情報提供装置に送信する
送信部と、
　　上記サービス情報提供装置から送信されてくるサービス情報を受信する受信部と、
　　この受信部の受信した上記サービス情報を上記使用者へ提供する提供手段と
　を備え、
　上記サービス情報提供装置が、
　　上記情報処理装置の上記送信部により送信されてくる上記情報を受信する情報入力部
と、
　　この情報入力部の受信した上記情報に基づいて、上記情報処理装置が受信する上記サ
ービス情報を生成するサービス情報生成部と、
　　このサービス情報生成部が作成した上記サービス情報を上記情報処理装置に送信する
サービス情報出力部と
　を備えている
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ようにした携帯型音楽再生装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の携帯型音楽再生装置において、
　上記音楽データおよびこの音楽データの属性情報を記憶する音楽情報記憶部と、
　上記運動目標設定条件の入力を受け付ける入力受付手段と、
　上記運動目標設定条件を記憶する運動目標設定条件記憶部と、
　上記音楽データの属性情報に基づいて上記運動目標設定条件に適した音楽データを選択
してプレイリストを作成するプレイリスト作成部と
を有し、
　上記運動目標設定条件と上記プレイリストと上記運動情報とに基づいて上記音楽情報記
憶装置部から音楽データを選択して音楽として出力させる
ようにした携帯型音楽再生装置。
【請求項６】
　健康運動支援システムにおける携帯型音楽再生装置およびサービス情報提供装置と組み
合わされて使用され、
　上記携帯型音楽再生装置の使用者の運動目標設定条件、上記使用者の運動情報の履歴、
および上記使用者の音楽の再生履歴のうちの少なくとも１つの情報が、上記携帯型音楽再
生装置の上記送信部から送信されてきたとき、その送信されてきた情報を受信する情報入
力部と、
　上記情報入力部を通じて入力された上記情報を上記サービス情報提供装置に送信する送
信部と、
　上記サービス情報提供装置から送信されてきたサービス情報を受信する受信部と、
　上記サービス情報を上記使用者へ提供する提供手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項７】
　健康運動支援システムにおける携帯型音楽再生装置と組み合わされて使用され、
　上記携帯型音楽再生装置の使用者の運動目標設定条件、上記使用者の運動情報の履歴、
および上記使用者の音楽の再生履歴のうちの少なくとも１つの情報が、上記携帯型音楽再
生装置の上記送信部から送信されてきたとき、その送信されてきた情報を受信する情報入
力部と、
　この情報入力部を通じて受信した上記情報に基づいて上記使用者へのサービス情報を作
成するサービス情報生成部と、
　上記サービス情報を上記携帯型音楽再生装置に対して送信するサービス情報出力部と
　を備えるサービス情報提供装置。
【請求項８】
　携帯型音楽再生装置、情報処理装置、およびサービス情報提供装置により実行される健
康運動支援方法として、
　上記携帯型音楽再生装置は、
　　使用者が行った運動に関する運動情報を検出する検出工程と、
　　音楽データの書き込みおよび読み出しを行う音楽情報記憶装工程と、
　　この音楽情報記憶装置工程により読み出された音楽データを音楽としてヘッドホンか
ら出力させる音声信号出力処理工程と、
　　上記使用者が行う運動の目標値が設定された運動目標設定条件、上記検出工程で検出
された運動情報の履歴、および上記音楽情報記憶装置工程により読み出されて再生された
音楽の再生履歴を記憶する記憶工程と、
　　この記憶工程に記憶された情報を出力する情報出力工程と
　を実行し、
　上記情報処理装置は、
　　上記携帯型音楽再生装置から上記運動目標設定条件、上記運動情報の履歴、および上
記音楽の再生履歴のうちの少なくとも１つの情報を受ける情報入力工程と、
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　　この情報入力工程を通じて入力された上記情報を上記サービス情報提供装置に送信す
る送信工程と、
　　上記サービス情報提供装置から送信されてくるサービス情報を受信する受信工程と、
　　この受信工程の受信した上記サービス情報を上記使用者へ提供する提供手段と
　を実行し、
　上記サービス情報提供装置は、
　　上記情報処理装置の上記送信工程により送信されてくる上記情報を受信する情報入力
工程と、
　　この情報入力工程の受信した上記情報に基づいて、上記情報処理装置が受信する上記
サービス情報を生成するサービス情報生成工程と、
　　このサービス情報生成工程が作成した上記サービス情報を上記情報処理装置に送信す
るサービス情報出力工程と
　を実行する
ようにした健康運動支援方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、音楽などを聴取しながら運動を行うユーザを支援するためのシステム、装
置、方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウォーキングやジョギング等の運動を、その運動テンポに適した音楽テンポの音楽を聴
取しながら行うことによって、運動のテンポ（運動のリズム）が音楽に同期して平準化さ
れ運動者の負担を軽減させることができるなどことが知られている。これを容易に利用で
きるようにするため、特許文献１には、歩行ピッチに合わせて再生する音楽のテンポをコ
ントロールする技術が開示されている。
【０００３】
　また、ある一定量の運動を無理なく行うことができるようにするために、特許文献２に
は、目標とするエクササイズメニューの進行に合わせて仮想体験ゲームを進行させること
で、使用者が楽しみながらエクササイズを続けられるようにすることを目的とした技術が
開示されている。
【０００４】
　これら特許文献１、特許文献２に記載の技術は、従来、時間、距離、回数などといった
目安を目標としてただ黙々とこなしていた運動を、ユーザの心理にも働きかけ、無理なく
目的とする運動量に到達するまで行うことができるようにするために有効な技術である。
【０００５】
　なお、上述した特許文献１、特許文献２は、以下の通りである。
【特許文献１】特開２００５－１５６６４１号公報
【特許文献２】特開２００３－０２４４６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、健康の維持、促進のためには、日々行う運動を、数週間、数ヶ月あるい
はそれ以上といった比較的に長期間に渡って継続して行うことが重要である。気が向いた
ときに、たまにしか運動をしないというのでは、運動をまったくしないよりはましという
程度であり、健康の維持、促進には結び付きにくい。
【０００７】
　このため、比較的に長期間に渡って日々の運動を継続できるようにするために、運動者
に対して、運動に対する継続意欲を向上させるためのインセンティブを効果的に付与でき
るようにすることが望まれている。
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【０００８】
　以上のことにかんがみ、この発明は、使用者が行う運動に応じて、情報やサービスを提
供できるようにし、使用者が運動を継続して行えるように支援できるようにすることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明においては、
　携帯型音楽再生装置と、
　情報処理装置と、
　サービス情報提供装置と
を備え、
　上記携帯型音楽再生装置は、
　　使用者が行った運動に関する運動情報を検出する検出部と、
　　音楽データの書き込みおよび読み出しを行う音楽情報記憶装置部と、
　　この音楽情報記憶装置部から読み出された音楽データを音楽としてヘッドホンから出
力させる音声信号出力処理部と、
　　上記使用者が行う運動の目標値が設定された運動目標設定条件、上記検出部で検出さ
れた運動情報の履歴、および上記音楽情報記憶装置部から読み出されて再生された音楽の
再生履歴を記憶する記憶部と、
　　この記憶部に記憶された情報を出力する情報出力部と
　を備え、
　上記情報処理装置は、
　　上記携帯型音楽再生装置から上記運動目標設定条件、上記運動情報の履歴、および上
記音楽の再生履歴のうちの少なくとも１つの情報を受ける情報入力部と、
　　この情報入力部を通じて入力された上記情報を上記サービス情報提供装置に送信する
送信部と、
　　上記サービス情報提供装置から送信されてくるサービス情報を受信する受信部と、
　　この受信部の受信した上記サービス情報を上記使用者へ提供する提供手段と
　を備え、
　上記サービス情報提供装置は、
　　上記情報処理装置の上記送信部により送信されてくる上記情報を受信する情報入力部
と、
　　この情報入力部の受信した上記情報に基づいて、上記情報処理装置が受信する上記サ
ービス情報を生成するサービス情報生成部と、
　　このサービス情報生成部が作成した上記サービス情報を上記情報処理装置に送信する
サービス情報出力部と
　を備えるようにした健康運動支援システム
とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、健康増進のための運動を継続するインセンティブ付与することがで
き、目的とする運動を比較的に長期間に渡って無理なく継続できるようにすることができ
る。また、運動した使用者に適した有用なサービス情報を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図を参照しながらこの発明によるシステム、装置、方法の一実施の形態について
説明する。
【００１７】
　［健康運動支援システムの概要］
　まず、この実施の形態の健康運動支援システムの概要について説明する。図１は、この
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実施の形態の健康運動支援システムの概要を説明するための図である。この実施の形態の
健康運動支援システムは、この発明によるシステム、装置、方法が適用されて構成された
ものである。図１に示すように、この実施の形態の健康運動支援システムは、携帯型音響
再生装置（携帯型音楽再生装置）１と、情報処理装置２と、例えばインターネットなどの
広域ネットワーク１００上に設けられる１つ以上のサービス情報提供装置３とからなって
いる。
【００１８】
　携帯型音響再生装置（以下、単に音響再生装置という。）１は、小型化、軽量化がされ
た携帯型のものであり、衣服のポケットに入れて、あるいは、ズボンなどのベルトに装着
して、あるいは、専用のホルダを用いて腕などに装着するなどして、持ち運びながら（携
帯して）利用することができるものである。
【００１９】
　したがって、音響再生装置１の使用者は、音響再生装置１で再生される音楽を、例えば
ヘッドホンやイヤホンなどを用いて聴取しながら、ウォーキング、ジョギング、ランニン
グ、種々のエクササイズなどの運動を行うことができる。そして、後述もするが、音響再
生装置１は、使用者がこれから行おうとする運動の目標運動量を運動目標設定条件として
受け付けることができるものである。
【００２０】
　また、音響再生装置１は、運動時の使用者の運動テンポ等の運動情報を検出し、これを
蓄積したり、また、再生した音楽データの履歴情報を蓄積したりすることができるもので
ある。そして、使用者の運動情報や再生した音楽データの履歴情報に基づいて、使用者の
運動量を把握し、使用者の運動量が、上述したように受け付けた運動目標設定条件によっ
て示される目標運動量に到達するまでの間において、音楽を再生することができるもので
ある。
【００２１】
　また、この実施の形態の音響再生装置１は、ＵＳＢ（Universal serial Bus）バスやＩ
ＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronics Engineers）１３９４バスなどのデ
ジタルインターフェイス、ＩｒＤＡ（Infrared Data Association）規格の赤外線インタ
ーフェイス、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近距離無線通信インターフェイス、ＲＦ（Radio 
Frequency）信号を用いた無線通信インターフェイス、あるいは、アナログインターフェ
イスやメモリカードなどの記録媒体などを介して、情報処理装置２との間で相互に情報の
やり取りを行うことができるものである。
【００２２】
　そして、音響再生装置１は、情報処理装置２との間を上述したインターフェイスのいず
れかが用いられて接続することができるようにされ、上述したように、自機に蓄積した運
動情報の履歴、音楽データの再生履歴、予め受け付けるようにした目標運動量（運動目標
設定条件）などの情報の１つ以上を情報処理装置２に対して提供することができるもので
ある。
【００２３】
　情報処理装置２は、音響再生装置１の使用者の自宅などに設置されて用いられるパーソ
ナルコンピュータなどの機器であり、音響再生装置１の場合と同様に、ＵＳＢバスやＩＥ
ＥＥ１３９４バスなどのデジタルインターフェイス、ＩｒＤＡ規格の赤外線インターフェ
イス、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近距離無線通信インターフェイス、ＲＦ信号を用いた無
線通信インターフェイス、あるいは、アナログインターフェイスやメモリカードなどの記
録媒体などのインターフェイスを備え、これらのインターフェイスを介して、音響再生装
置１との間で相互にデータの受け渡し（送受）を行うことができるものである。
【００２４】
　また、情報処理装置２は、通信機能を備え、例えば、インターネットなどの広域ネット
ワーク１００に接続して、当該広域ネットワーク上に設けられているサービス情報提供装
置３に対して要求を送信して、これに応じた情報の提供を受けるなどのことができるもの
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である。
【００２５】
　サービス情報提供装置３は、図１にも示したように、例えば、音楽サーバ装置３（１）
、運動支援サーバ装置３（２）、健康支援サーバ装置３（３）、ブログサーバ装置３（４
）、…などのサーバ装置である。すなわち、この実施の形態において、サービス情報提供
装置３は、広域ネットワーク１００上に設けられる種々のサーバ装置の総称である。
【００２６】
　このように、広域ネットワーク１００上に設けられる種々のサービス情報提供装置３の
それぞれは、情報処理装置２からの要求に応じて、要求元の情報処理装置２に対して、要
求された情報を提供したり、サービス情報を生成したりするなどのことができるものであ
る。すなわち、サービス情報提供装置３は、有料あるいは無料で、種々のコンテンツデー
タを提供するコンテンツサーバ装置や、有料あるいは無料で種々の情報を提供する情報提
供サーバ装置などである。
【００２７】
　そして、この実施の形態の健康運動支援システムは、音響再生装置１のユーザが、当該
音響再生装置１により再生される音楽を聴取しながら運動を行った場合に、音響再生装置
１においてその運動量を把握するようにし、あるいは、運動量を把握するための例えば運
動テンポなどの運動情報の履歴や音楽データの再生履歴などの情報を収集するようにし、
これらの情報を情報処理装置２に提供する。
【００２８】
　情報処理装置２は、音響再生装置１からの情報に基づいて、使用者の運動量を把握する
ようにし、この使用者の運動量を示す情報と音響再生装置１の使用者を特定することが可
能な識別情報とを含み、所定のサービス情報の提供を要求するためのサービス提供要求を
生成して、これを自機の通信機能を用いて、広域ネットワーク１００上に設けられている
目的とするサービス情報提供装置３に送信する。
【００２９】
　なお、サービス提供要求には、目的とする相手先であるサービス情報提供装置を特定す
るアドレス情報や、当該サービス提供要求の送信元である情報処理装置を特定するアドレ
ス情報などの相互に通信を行うために必要な情報も含まれる。これら相手先や自機のアド
レス情報は、この実施の形態においては、情報処理装置２の所定のメモリーなどの記憶部
に予め記憶保持されている。
【００３０】
　サービス情報提供装置３は、自機宛てのサービス提供要求を受信すると、これに含まれ
る例えば使用者の運動情報を抽出し、音響再生装置１の使用者の運動量やその累計を把握
し、これらの情報に応じて提供可能なサービス情報を生成して、これを要求元の情報処理
装置２に返信（送信）する。
【００３１】
　情報処理装置２は、サービス情報提供装置３からのサービス情報を受信し、これを出力
することにより、情報処理装置２の使用者であって、音響再生装置１の使用者に対して、
サービス情報提供装置３から提供を受けたサービス情報を提供する。
【００３２】
　そして、サービス情報提供装置３において生成されるサービス情報は、上述もしたよう
に、音響再生装置１の使用者の運動量やその累計に応じて生成されるものであり、運動量
が多くなるにしたがって、提供されるサービス情報が異なる場合もある。このため、新た
なサービス情報の提供を受けるためには、音響再生装置１の使用者は、音響再生装置１に
よって再生される音楽を聴取しながら行う運動を継続して行う必要が生じ、音響再生装置
１によって再生される音楽を聴取しながら行う運動を継続するように使用者を促すことが
できるようにされる。
【００３３】
　すなわち、音響再生装置１によって再生される音楽を聴取しながら行う運動を継続して
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行うことにより、有用なサービス情報の提供を受けることができるということがインセン
ティブとなって、日々行う運動を比較的長期に渡って継続することができるように、音響
再生装置１の使用者を促すことができるようにしている。
【００３４】
　以下に、この実施の形態の健康運動支援システムを形成する各機器の構成例と動作とに
ついて詳細に説明する。
【００３５】
　［携帯型音響再生装置１について］
　まず、この実施の形態の健康運動支援システムの音響再生装置１について詳細に説明す
る。図２は、この実施の形態の音響再生装置１を説明するためのブロック図である。この
実施の形態の音響再生装置１は、上述もしたように、携帯型のものであり、小型化、軽量
化が図られ、衣服のポケットなどに収納するなどして気軽に持ち運んで利用することがで
きるものである。したがって、ウォーキング、ジョギング、ランニング、各種のエクササ
イズなどといった種々の運動をしながら音楽を再生して聴取する場合に用いて好適なもの
である。
【００３６】
　図２に示すように、この実施の形態の音響再生装置１は、制御部１０、音楽情報記憶装
置部２１、音楽再生データ生成装置部２２、運動情報解析回路２３、運動情報センサ２４
、音声信号出力処理部３１、スピーカ３２、表示回路３３、表示部３４、キー操作部４１
、マイクロホン（図２においてはマイクと記載。）４２、音声信号入力処理部４３、外部
端子５１、Ｉ／Ｆ（インターフェイス）５２、記憶装置部５３を備えたものである。
【００３７】
　制御部１０は、この音響再生装置１の各部を制御するものであり、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）１１、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２、ＲＡＭ（Random Access Memor
y）１３が、ＣＰＵバス１４を通じて接続されて構成されたものである。ここで、ＣＰＵ
１１は、プログラムを実行し、これに応じて生成される制御信号を各部に供給することに
よって各部を制御することができるものであり、制御の主体となるものである。ＲＯＭ１
２は、ＣＰＵ１１によって実行される種々のプログラムや処理に必要となる種々のデータ
などを記憶保持するものである。また、ＲＡＭ１３は、処理の途中結果を一時記憶するな
ど、主に作業領域（ワークエリア）として用いられるものである。
【００３８】
　音楽情報記憶装置部２１は、記録媒体に記録されている音楽データを読み出したり、記
録媒体に対して音楽データを書き込んだりする処理を行う装置部分である。記録媒体には
、ハードディスク、ＭＤ（Mini Disc（登録商標））などの光磁気ディスク、ＣＤ（Compa
ct Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）などの光ディスク、半導体メモリー、半
導体メモリーが用いられて形成されたＩＣカードメモリー、磁気テープなどの種々のもの
があり、記録媒体が例えばハードディスクの場合には、音楽情報記憶装置部２１はハード
ディスクドライブに相当し、記録媒体が光ディスクの場合には、音楽情報記憶装置部２１
は光ディスクドライブに相当する。
【００３９】
　音楽再生データ生成装置部２２は、制御部１０からの制御に応じて、再生する音楽デー
タ（楽曲データ）についての種々の処理を行うものである。具体的には後述もするが、音
楽情報記憶装置部２１に記憶されている複数の音楽データの中から再生する音楽データを
選択したり、再生する音楽データの再生順序を決定したりするなどの処理を行う部分であ
る。
【００４０】
　運動情報解析回路２３は、制御部１０等からの制御に応じて、使用者の運動に関する解
析処理等を行う部分である。後述もするが、運動情報解析回路２３は、キー操作部４１を
通じて入力される使用者の身長、体重、性別などの個人プロフィール情報と、再生された
音楽データの再生時間やテンポなどの特性情報に基づいて、音楽データを再生することに
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より提供された音楽に合わせて使用者が所定の運動を行った場合に、運動量はどれ位かを
算出する。
【００４１】
　また、運動情報解析回路２３は、キー操作部４１を通じて目標とする運動量が入力され
た場合には、入力された運動量の運動を行う場合の運動の強度や運動時間（運動を継続し
て行うべき時間）などを算出する機能をも有する。また、運動情報解析回路２３は、運動
情報センサ２４からの検出出力の供給を受けて、使用者の実運動量を算出することもでき
るものである。
【００４２】
　なお、図２において、二重線のブロックで示した音楽再生データ生成装置部２２、運動
情報解析回路２３の機能は、制御部１０において実行されるプログラムによっても実現す
ることができる。すなわち、音楽再生データ生成装置部２２、運動情報解析回路２３の機
能は、制御部１０が機能して実現することも可能である。
【００４３】
　運動情報センサ２４は、加速度センサ、ショックセンサ、圧力センサ、帯電位センサ、
歪みセンサ、測距センサ、電流センサ、温度センサなどの種々のセンサの内の１つ以上を
用いて、使用者が運動を行っている場合にこれを検出したり、あるいは、使用者の体温の
変化や脈拍の変化などを検出したりするなどのことができるものである。これらの検出出
力が、上述もしたように、運動情報解析回路２３に供給され、実運動量の算出などに用い
られることになる。
【００４４】
　この実施の形態において、運動情報センサ２４は、例えば、３軸の加速度センサが用い
られ、この加速度センサからの検出出力を解析することにより、ウォーキングやジョギン
グ等の動作テンポ（動作のテンポ）を検出することができるようにされている。また、運
動情報センサ２４として用いられる加速度センサからの検出出力を解析することにより、
使用者が行っている運動がウォーキングなのかジョギングなのかのように、行われている
運動の種別についても検出することができるようにしている。
【００４５】
　音声信号出力処理部３１は、この実施の形態の音響再生装置１においては、制御部１０
を通じて供給される再生対象の音声データ（デジタルデータ）の供給を受けて、これをＤ
／Ａ（Digital/Analog）変換するなどして出力用のアナログ音声信号を形成するものであ
る。音声信号出力処理部３１からのアナログ音声信号は、スピーカ３２に供給され、スピ
ーカ３２からは、これに供給されたアナログ音声信号に応じた音声が放音するようにされ
る。
【００４６】
　なお、図示しないが、音声信号出力処理部３１には、音声出力端子が接続するようにさ
れており、これにヘッドホンやイヤホンが接続された場合には、音声信号出力処理部３１
からのアナログ音声信号が当該音声信号出力端子を通じて、これに接続されたヘッドホン
やイヤホンに供給され、ヘッドホンやイヤホンを通じて再生音声を聴取することもできる
ようにされる。このように、音声出力端子にヘッドホンやイヤホンが接続されている場合
には、スピーカ３２からは再生音声は放音しないようにされる。
【００４７】
　表示回路３３は、制御部１０からの制御に応じて、表示部３４の表示画面に表示する画
像を形成するものである。この場合、表示部３４は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）、ＥＬ（Electro Luminescence）パネルなどの表示素子が用いられたものであり
、比較的に大きな表示画面を備え、種々の情報を表示することができるものである。この
表示部３４の表示画面には、制御部１０の制御に応じて、操作ガイダンス、エラーメッセ
ージ、再生音楽のタイトル、その他の種々の文字情報や画像情報等が表示するようにされ
る。
【００４８】
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　キー操作部４１は、複数の操作キーやファンクションキーを備え、音楽再生の開始や終
了、再生する音楽の選択、個人プロフィール情報、目標運動量など、この音響再生装置１
に対して与えるべき指示や情報等の入力を受け付ける部分である。また、マイクロホン４
２は、音声を収音して、これを電気信号に変換して取り込むものである。マイクロホン４
２によって収音された音声に応じたアナログ音声信号は、音声信号入力処理部４３に供給
され、ここでＡ／Ｄ（Analog/Digital）変換などが施され、制御部１０を通じて音楽情報
記憶装置部２１の記録媒体に記録するなどのことができるようにされる。
【００４９】
　外部端子（外部入出力端子）５１は、外部機器との接続端子であり、例えば、他の音響
再生装置から音声データの供給を受けて、これを取り込むようにしたり、逆に、この実施
の形態の音響再生装置１から他の外部機器に音楽データを供給したりすることができるよ
うにしている。また、音楽データの他、プログラムや種々のデータの入出力も可能である
。また、この実施の形態の音響再生装置１の外部端子５１は、後述する情報処理装置２と
の接続端としての機能をも実現するものである。
【００５０】
　なお、Ｉ／Ｆ５２は、外部端子を通じて供給を受けたデータをこの実施の形態の音響再
生装置１に取り込んで、これを処理することができる形式のデータに変換したり、逆に、
他の機器に出力すべきデータから出力可能な形式のデータに変換したりするなどの処理を
行うものである。
【００５１】
　記憶装置部５３は、後述もするが、保存しておくべきデータ、例えば、再生された音声
データの識別情報、その音声データの特性情報、使用者の個人プロフィール情報、算出さ
れる運動量情報等の種々の情報を記憶保持することができるものである。また、この記憶
装置部５３に音楽データを記憶させるようにするなどのことももちろん可能である。
【００５２】
　なお、記憶装置部５３は、上述した音楽情報記憶装置部２１と同様に、記録媒体に記録
されている種々のデータを読み出したり、記録媒体に対して種々のデータを書き込んだり
する処理を行う装置部分である。記録媒体には、ハードディスク、ＭＤ（Mini Disc（登
録商標））などの光磁気ディスク、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile 
Disc）などの光ディスク、半導体メモリー、半導体メモリーが用いられて形成されたＩＣ
カードメモリー、磁気テープなどの種々のものがあり、記録媒体が例えばハードディスク
の場合には、記憶装置部５３はハードディスクドライバに相当し、記録媒体が光ディスク
の場合には、記憶装置部５３は光ディスクドライバに相当する。
【００５３】
　そして、キー操作部４１を通じて受け付ける使用者からの指示入力に応じて、制御部１
０は各部を制御し、外部端子５１及びＩ／Ｆ５１を通じて供給を受ける音楽データやその
音楽データの総再生時間、テンポ、ジャンル、曲調などの音楽データの特性情報を制御部
１０を通じて音楽情報記憶装置部２１の記録媒体に記録することができるようにされてい
る。
【００５４】
　そして、通常は、音楽情報記憶装置部２１に音楽データとして記憶保持されている音楽
（楽曲）の一覧表が、制御部１０によって形成され、これが表示回路３３を通じて表示部
３４の表示画面に表示され、その表示された音楽の一覧表示の中から、キー操作部４１を
通じて再生する音楽データを選択することにより、その音楽データを再生することができ
るようにされる。
【００５５】
　この場合、制御部１０は、キー操作部４１を通じて受け付けた音楽データの選択情報を
含む再生指示に応じて、音楽情報記憶装置部２１から目的とする音楽データを読み出し、
これを音声信号出力処理部３１に供給する。このように、音声信号出力処理部３１に音声
データが供給されると、上述もしたように出力用のアナログ音声信号が形成され、スピー
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カ３２、あるいは、図示しない外部出力端子に接続されたヘッドホンやイヤホンを通じて
目的とする音楽データを再生して、これにより放音される音楽を聴取することができるよ
うにしている。
【００５６】
　また、この実施の形態の音響再生装置１においては、キー操作部４１を通じて、使用者
の体重、身長、性別、年齢などの個人プロフィール情報を入力することができるようにし
ている。また、キー操作部４１を通じて、これから行おうとする運動の目標運動量（運動
目標設定条件）を入力することができるようにしている。
【００５７】
　そして、個人プロフィール情報が入力された場合であって、音楽データが再生された場
合には、個人プロフィール情報と再生された音楽データの再生時間、テンポなどの特性情
報とに基づいて、当該音楽データに応じた音楽に呼応してウォーキングやジョギングなど
の所定の運動を行った場合の運動量が運動情報解析回路２３で算出される。
【００５８】
　そして、使用者が行った運動の運動量が、入力された目標運動量に到達するまでの間に
おいて、制御部１０は各部を制御し、音楽データを選曲して再生する処理を継続すること
によって、この実施の形態の音響再生装置１の使用者が、目標とする運動量に到達するま
で運動を継続することを支援することができるようにしている。
【００５９】
　さらに、この実施の形態の音響再生装置１は、音楽データの再生終了時などにおいて、
運動情報解析回路２３において算出された運動量情報を、表示回路３３を通じて、表示部
３４に表示し、使用者に提供できるようにしている。このように、使用者が行った運動の
量を簡単かつ正確に算出し、これを使用者に提示できるようにすることによって、音楽を
聴きながらどのくらい運動すると、どのくらいの運動量になり、どれくらい運動すべきか
など、運動を継続して行う動機付けを示すことができるようにしている。
【００６０】
　また、この実施の形態の音響再生装置１の場合には、運動情報センサ２４を備えており
、この運動情報センサ２４を通じて使用者が運動したことを検出した場合には、その検出
出力が運動情報解析回路２３に供給され、使用者の実運動量を算出することもできる。こ
の実運動量についても、表示部３４の表示画面に表示して、使用者に提供することができ
る。
【００６１】
　また、運動を行った場合に、入力された個人プロフィール情報や目標運動量、運動時に
おいて運動情報センサ２４を通じて検出するようにした使用者の運動テンポ等の運動情報
の履歴、再生した音楽データの曲名などの識別情報、再生時間、再生回数、再生テンポ等
の再生履歴などを記憶装置部５３に記憶保持することができるようにしている。
【００６２】
　このように記憶保持するようにした履歴情報は、情報処理装置２を介して、広域ネット
ワーク１００上の目的とするサービス情報提供装置３に送信し、運動量の累計に応じて、
サービス情報提供装置３を通じてサービス情報の提供を受けることができるなどの特典を
与えることによって、日々行う運動を、１週間、２週間、１ヶ月、２ヶ月と比較的に長期
間にわたって継続できるようにインセンティブを与え、当該運動の継続の支援および運動
量の管理をも行うことができるようにしている。
【００６３】
　　［音響再生装置１の外観について］
　次に、この実施の形態の音響再生装置１が取り得る代表的な外観の例について説明する
。図３は、この実施の形態の音響再生装置１が取り得る代表的な外観の例を説明するため
の図である。この実施の形態の音響再生装置１が取り得る外観の大きさは、使用者の胸ポ
ケットに入る程度以下の大きさであり、使用者の手のひらに納まる程度以下の大きさとな
る。
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【００６４】
　したがって、この実施の形態の音響再生装置１の大きさは、大きくても図３Ａ、Ｂに示
すように、使用者の胸ポケットに入る程度の大きさとなり、小さい場合には、図３Ｃに示
すように、板状に形成されたチューイングガムを複数枚重ねた程度、あるいは、それより
やや大きい程度の大きさとなる。もちろん、技術の進歩により、更なる小型化や薄型化、
軽量化の可能性もある。
【００６５】
　そして、図３Ａ、Ｂのそれぞれは、使用者の胸ポケットに入る程度の大きさに構成した
場合のこの実施の形態の音響再生装置１の外観を示しており、図３Ａに示すように音響再
生装置１の長手方向を使用者に対して上下方向として使用する縦型のものと、図３Ｂに示
すように音響再生装置１の長手方向を使用者に対して左右方向として使用する横型のもの
とが考えられる。
【００６６】
　そして、図３Ａ、Ｂに示すように、使用者と対向することとなる音響再生装置１の面（
前面）には、ＬＣＤなどの表示部の表示画面とキー操作部が設けられる。図３Ａに示すよ
うに、縦型の音響再生装置１の場合には、表示画面３４Ｇの下側部分にキー操作部４１が
設けられる。もちろん、表示画面３４Ｇとキー操作部４１との位置関係を図３Ａの場合と
は逆にすることもできる。また、縦型の音響再生装置１の場合には、表示画面３４Ｇを音
響再生装置１の前面の中央部分に配置し、その上側部分と下側部分との２つの部分にキー
操作部４１を分けて設けるようにすることも可能である。
【００６７】
　また、図３Ｂに示すように、横型の音響再生装置１の場合には、表示画面３４Ｇの横側
部分にキー操作部４１が設けられる。もちろん、表示画面３４Ｇとキー操作部４１との位
置を逆にすることも可能である。すなわち、表示画面３４Ｇとキー操作部４１とのうち、
いずれかを右側に配置すれば、他方は左側に配置することになる。また、横型の音響再生
装置１の場合においても、表示画面３４Ｇを音響再生装置１の前面の中央部分に配置し、
その右側部分と左側部分との２つの部分にキー操作部４１を分けて設けるようにすること
も可能である。
【００６８】
　また、キー操作部４１としては、図３Ａに示すように、押下操作が可能ないわゆる「ボ
タンキー」のみで構成したり、図３Ｂに示すように、ダイヤル部４１Ｄを有し、ダイヤル
部４１Ｄ上を指などでなぞる操作と、ダイヤル部４１Ｄ上の所定の位置の押下操作とが可
能なダイヤルとで構成したりすることが可能である。なお、ダイヤル部４１Ｄは、ダイヤ
ル部４１Ｄ自体を機械的に回動操作が可能なものとすることも可能である。
【００６９】
　また、図３Ｃのように極めて小型に構成した場合には、図３Ａ、Ｂのように音響再生装
置１の前面にキー操作部４１を設けることができないので、図３Ｃに示すように、音響再
生装置１の側面部分に回動操作が可能なダイヤルをキー操作部４１として設けるようにす
れば良い。
【００７０】
　また、キー操作部４１としては、回動操作と押下操作とが可能ないわゆるジョグダイヤ
ルやいわゆるジョイスティックなどと呼ばれる操作レバーなどを用いるようにしてもよい
。また、音響再生装置１が図３Ａ、Ｂに示したように、表示部の表示画面３４Ｇが比較的
に大きな表示領域を有するものである場合には、その表示画面３４Ｇにタッチパネルを貼
付し、表示画面３４Ｇに表示される情報とタッチパネルとによってキー操作部４１を構成
するようにしてもよい。
【００７１】
　そして、図３を用いて説明した種々のキー操作部を設けることにより、使用者の名前な
どの文字や各種の数字、記号などの入力や、カーソルの移動、項目の選択など種々の情報
の入力が可能となる。例えば、文字入力の場合には、各ボタンキーに文字を割り当ててお
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いておくことにより、少ない数のボタンキーによって文字入力を行うことが可能である。
また、ダイヤルキーを用いる場合には、ダイヤル部をなぞる操作やダイヤル部を回動操作
することにより、文字の選択を可能にし、所定のボタンキーの押下操作、あるいは、ダイ
ヤル部の押下操作を決定操作とすることにより、文字の入力が可能となる。
【００７２】
　なお、図３に示したものは、外観や操作部の構成例を示したものである。したがって、
音響再生装置１は図３に示したものの他にも種々の大きさや形状のものが考えられる。ま
た、キー操作部についても、図３に示したものに限るものではない。例えば、図３Ａ、Ｂ
に示した例の場合には、さらに側面部分にダイヤルやジョグダイヤル、あるいは、ボタン
キー等を設けることもできる。すなわち、キー操作部としては、ボタンキー、ダイヤル、
ジョグダイヤル、タッチパネル、ジョイスティック、スライド式の操作スイッチなどの種
々の操作部を組み合わせて構成することができる。
【００７３】
　　［音響再生装置１の動作（音響再生方法）について］
　次に、この実施の形態の音響再生装置１の動作について、図４、図５のフローチャート
を参照しながら説明する。なお、必要に応じて、図６（個人プロフィール取得例を説明す
るための図）、図７、図８（目標運動量取得例を説明するための図）、図９（再生可能な
楽曲の一覧リストである楽曲情報リストの一例を説明するための図）、図１０（プレイリ
ストの生成例を説明するための図）、図１１（再生中表示の例を説明するための図）、図
１２（運動量情報の表示例を説明するための図）、図１３（記憶保持する履歴情報の一例
を説明するための図）をも参照しながら、この実施の形態の音響再生装置１の動作につい
て説明する。
【００７４】
　図４、図５は、この実施の形態の音響再生装置１において、運動を行う使用者が聴取す
る音楽データを再生する場合の動作を説明するためのフローチャートである。この実施の
形態の音響再生装置１を通じて音楽データを再生することにより提供される音楽を聴取し
ながら、ウォーキングやジョギング等の運動を行うとする当該音響再生装置１の使用者が
、当該音響再生装置１に電源を投入すると、この実施の形態の音響再生装置１の制御部１
０は、図４、図５に示す処理を実行し、使用者からの個人プロフィール情報の入力を受け
付けて、これを取得する（ステップＳ１０１）。
【００７５】
　このステップＳ１０１においては、例えば、図６Ａに示すような個人プロフィール情報
の入力画面を表示し、キー操作部４１を通じて使用者からの入力を受け付ける。この例の
場合、図６Ａに示したように、使用者の、名前、性別、年齢、身長、体重等の使用者の運
動量を算出するために必要になる個人プロフィール情報の入力を受け付ける。
【００７６】
　そして、制御部１０は、個人プロフィール情報の入力を受け付けると、例えば、図６Ｂ
に示すように、使用者の名前、性別、年齢、身長、体重、及び、受け付けた身長と体重か
ら算出されるＢＭＩ（Body Mass Index：体重（キロ）÷身長（メートル）の２乗で求め
られる体容積指数）や肥満度からなる確認画面を表示部３４の画面３４Ｇに表示して、確
認入力を求め、正しくない場合には図６Ａに示した入力画面に戻って、修正入力を行うこ
ともできるようにしている。なお、図４においては、このような個人プロフィール情報の
修正処理をも含めて、ステップＳ１０１の処理として示している。
【００７７】
　次に、制御部１０は、使用者からの目標運動量の入力を受け付けて、これを取得する（
ステップＳ１０２）。このステップＳ１０２においては、例えば、図７Ａに示すような目
標運動量の入力画面を表示し、キー操作部４１を通じて使用者からの入力を受け付ける。
この例の場合、図７Ａに示したように、使用者が行うおうとする運動の１回あたりの目標
運動時間（ウォーキングやジョギング等の運動をどれ位の時間継続して行うか）と、目標
消費カロリー（消費したいカロリー）との入力を受け付ける。
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【００７８】
　そして、制御部１０は、目標運動量の入力を受け付けると、例えば、図７Ｂに示すよう
に、受け付けた目標運動時間と目標消費カロリーとからなる確認画面を表示部３４の画面
３４Ｇに表示して、確認入力を求め、正しくない場合には図７Ａに示した入力画面に戻っ
て、修正入力を行うこともできるようにしている。
【００７９】
　なお、目標運動量の入力は、図７を用いて説明した画面を通じて行うものに限るもので
はない。例えば、図８Ａに示すように、これから行おうとする運動種別と、その運動時間
とを１つ以上入力するようにしてもよい。すなわち、運動種別としては、ウォーキング、
ジョギング、ランニングなどのこれから行うとする運動を指定する情報を入力し、その運
動の運動時間を入力する。そして、追加か終了かを選択する。
【００８０】
　追加が指示された場合には、制御部１０は、さらに運動種別と運動時間との入力を受け
付けることができるようにされる。このようにすることにより、例えば、ウォーミングア
ップのために最初にジョギングを５分間行い、次にランニングを２０分間行い、次にクー
ルダウンのためにジョギングを５分間行うというように、これから行おうとする運動の種
別と運動時間とを細かく指示することができる。
【００８１】
　そして、図８Ａに示した入力画面において、終了が選択された場合には、制御部１０は
、図８Ｂに示すように、図８Ａに示した入力画面を通じて受け付けた全ての運動種別と運
動時間とを順次に表示して確認できるようにした確認画面を表示部３４の表示画面３４Ｇ
に表示し、確認入力を求め、正しくない場合には図８Ａに示した入力画面に戻って、修正
入力を行うこともできるようにしている。
【００８２】
　このように、目標運動量については種々の入力態様を用意することが可能であり、例え
ば、ステップＳ１０２の処理において、図７に示したように、目標運動時間と目標消費カ
ロリーを入力するのか、図８に示したように、運動種別と運動時間とを入力するのかを選
択できるようにしてもよい。
【００８３】
　すなわち、図４に示したステップＳ１０２の処理においては、どのような形態で目標運
動量を入力するかの選択や、目標運動量の入力処理および修正処理をも含めて、一連の目
標運動量の取得処理（受付処理）を行うことができるようにしている。
【００８４】
　次に、制御部１０は、表示回路３３を制御して表示部３４の表示画面に、いわゆるプレ
イリストを使用するか否かの選択入力を行うように使用者を促すガイダンス情報を表示し
、キー操作部４１を通じて、プレイリストを使用して音楽データを再生するか、プレイリ
ストを用いずに音楽データを再生するかの選択入力を受け付ける（ステップＳ１０３）。
【００８５】
　すなわち、この実施の形態の音響再生装置１は、使用者の指示に応じた条件で、再生す
る音楽データの一覧リストであるいわゆるプレイリストを生成し、これに基づいて音楽デ
ータを再生したり、また、プレイリストを用いずに音楽データを再生したりすることがで
きるものである。
【００８６】
　このため、ステップＳ１０３において、プレイリストを使用するか否かの選択入力を受
け付け、この後に、制御部１０は、プレイリストを使用することが選択されたか否かを判
断する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４の判断処理において、プレイリストを使
用することが選択されたと判断したときには、制御部１０は、表示回路３３を制御して表
示部３４の表示画面に、プレイリストの作成条件の入力を行うように使用者を促すガイダ
ンス情報を表示し、キー操作部４１を通じて、プレイリストの作成条件の入力を受け付け
る（ステップＳ１０５）。
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【００８７】
　このステップＳ１０５においては、後述もするが、プレイリストを作成するための条件
、具体的には、同程度の曲テンポの音楽データ、同じアーティストの音楽データ、同じジ
ャンルの音楽データなどというように、プレイリストの作成条件の入力を受け付ける。そ
して、制御部１０は、プレイリストの作成条件の入力が終了したことの確認入力がされた
か否かを判断する（ステップＳ１０６）。
【００８８】
　ステップＳ１０６の判断処理において、確認入力がされていないと判断したときには、
制御部１０は、ステップＳ１０５からの処理を繰り返し、プレイリストの作成条件の入力
を受け付けるようにする。ステップＳ１０６の判断処理において、確認入力がされたと判
断したときには、制御部１０は、ステップＳ１０５において受け付けたプレイリストの作
成条件に基づいて、自機において再生可能な音楽データの中から作成条件に合致した音楽
データを選び出し、プレイリストを作成する（ステップＳ１０７）。
【００８９】
　この実施の形態の音響再生装置１の音楽情報記憶装置部２１の記録媒体には、当該音響
再生装置１で再生可能な音楽データが多数記憶保持されていると共に、例えば、図９に示
すように、再生可能な音楽データを管理するための一覧リスト（楽曲情報リスト）が形成
されて記憶保持されている。
【００９０】
　図９に示したように、この実施の形態の音響再生装置１の楽曲情報リストは、音楽情報
記憶装置部２１の記憶媒体に記憶保持されており、再生可能な音楽データのそれぞれ毎に
、曲名、曲テンポ、長さ（演奏時間）、ジャンル、演者（アーティスト）等の情報からな
るものであり、プレイリスト作成の元情報となると共に、この楽曲情報リストに基づいて
、再生可能な音楽データの一覧表示を表示回路３３を介して表示部３４の表示画面３４に
行って、再生する音楽データの選択を受け付けるための元情報にもなるものである。
【００９１】
　そして、ステップＳ１０７において、制御部１０は、図９に示した楽曲情報リストから
、ステップＳ１０５において受け付けたプレイリストの作成条件に従って音楽データを選
び出し、プレイリストを作成する。例えば、「曲テンポが８１±１ＢＰＭの音楽データ」
という作成条件が入力された場合には、図１０Ａに示すように、図９に示した楽曲情報リ
ストの中から曲テンポが８０、８１、８２の何れかである音楽データを選び出し、これら
からなるプレイリストを作成する。また、「ジャンルがＰＯＰの音楽データ」という作成
条件が入力された場合には、図１０Ｂに示すように、図９に示した楽曲情報リストの中か
らジャンルがＰＯＰの音楽データを選び出し、これらからなるプレイリストを作成する。
【００９２】
　そして、プレイリストを作成した後においては、制御部１０は、表示回路３３を制御し
て表示部３４の表示画面に、選曲、再生方法の選択入力を行うように使用者を促すガイダ
ンス情報を表示し、キー操作部４１を通じて、選曲、再生方法の選択入力を受け付ける（
ステップＳ１０８）。
【００９３】
　このステップＳ１０８の処理は、順番に再生するのか、シャッフルしてランダムに再生
するのかの指示や、作成されたプレイリストに登録された音楽データ毎の再生回数や、プ
レイリストに登録された音楽データの中からさらに再生する音楽データの指示（逆に再生
しない音楽データの指示）を受け付ける。このステップＳ１０８の処理の後に、図５に示
すステップＳ１１０の処理に進む。
【００９４】
　また、ステップＳ１０４の判断処理において、プレイリストを使用しないことが選択さ
れたと判断したときには、制御部１０は、楽曲情報リストに登録されている音楽データを
順番に再生するのか、シャッフルしてランダムに再生するのかの指示や、再生する楽曲の
選択指示など、プレイリストを用いない場合の再生する音楽データを特定し、その再生方
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法を指定する種々の指示の入力を受け付ける（ステップＳ１０９）。このステップＳ１０
９の処理の後に、図５に示すステップＳ１１０の処理に進む。
【００９５】
　そして、この実施の形態の音響再生装置１の制御部１０は、プレイリストを使用するこ
とが指示されている場合には、ステップＳ１０７において作成したプレイリストとステッ
プＳ１０８において受け付けた使用者からの指示に応じて、また、プレイリストを使用し
ないことが指示されている場合においては、ステップＳ１０９において受け付けた使用者
からの指示に応じて、再生する音楽データを選択し、これを再生する処理を開始する（ス
テップＳ１１０）。
【００９６】
　また、ステップＳ１１０の処理においては、例えば、図１１に示すように、再生中の音
楽データの曲名、アーティスト名（演者）、ジャンル、テンポ等の再生中の音楽データに
ついての情報を表示部３４の表示画面３４Ｇに表示し、使用者に通知することができるよ
うにしている。なお、再生中の音楽データについての情報は、図９を用いて説明した楽曲
情報リストの情報が用いられる。
【００９７】
　なお、運動の種類や運動の強度は、例えば後述するステップＳ１１２の処理などにおい
て算出されるものである。このため、この実施の形態の音響再生装置１において、ステッ
プＳ１１０の処理においては、運動の種類や運動の強度はまだ表示しないようにされる。
【００９８】
　この後、この実施の形態の音響再生装置１の制御部１０は、後述するように、ステップ
Ｓ１１３の判断処理において、使用者の運動量が目標運動量に到達したと判断されるまで
の間においては、使用者からの指示に応じて、音楽データの順次の選択と再生とを継続さ
せる（ステップＳ１１１）。
【００９９】
　すなわち、ステップＳ１１１の処理においては、ステップＳ１１０からの処理の継続処
理であり、音楽データの再生処理を継続して行い、１曲分の音楽データの再生が終了した
場合であって、プレイリストを使用することが指示されている場合には、ステップＳ１０
７において作成したプレイリストとステップＳ１０８において受け付けた使用者からの指
示に応じて、また、プレイリストを使用しないことが指示されている場合においては、ス
テップＳ１０９において受け付けた使用者からの指示に応じて、再生する音楽データを選
択し、これを再生する処理を継続して行う。
【０１００】
　そして、この実施の形態の音響再生装置１の制御部１０は、運動情報センサ２４を通じ
て検出される使用者の運動情報を運動情報解析回路２３において解析することにより得ら
れる情報や、再生された音楽データの曲テンポ（再生テンポ）や演奏時間等をも考慮して
、それまでの使用者の運動量（運動を開始してからの運動量の累積値）を算出する（ステ
ップＳ１１２）。
【０１０１】
　具体的には、上述もしたように、この実施の形態の音響再生装置１が備える運動情報セ
ンサ２４は、３軸の加速度センサによって構成されるものである。そこで、運動情報解析
回路２３は、運動情報センサ２４からの検出出力（検出波形）のピーク値の周期を検出し
たり、検出出力の自己相関を算出してその周期性を検出したり、あるいは、周波数スペク
トラム解析を行って、その周期性を検出したりすることによって、使用者の動作テンポを
検出することができる。もちろん、この他の方式を用いて、使用者の動作テンポを検出す
るようにしてもよい。
【０１０２】
　このようにして検出した動作テンポや音楽データの再生時間を考慮することによって、
詳しくは後述するが、走行距離（運動距離）や消費エネルギーなどの使用者の運動量を算
出することができる。なお、ここで算出する使用者の運動量は、上述もしたように、運動
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を開始してからの運動量の累積値であるので、前回までの運動量の累計を記憶保持してお
き、ステップＳ１１２の処理においては、例えば、５秒おき、１０秒おきなどというよう
に、所定の時間間隔ごとに運動量を算出し、これを記憶保持している運動量の累計に加算
することによって、最新の運動量の累計を算出するようにすればよい。
【０１０３】
　なお、図９を用いて説明したように、楽曲情報リストは曲テンポを示す情報をも備えて
おり、使用者の実運動テンポを検出することなく、再生された音楽データの曲テンポを使
用者の運動テンポとみなして、これを用いることによって使用者の運動量を算出するよう
にすることもできる。
【０１０４】
　また、この実施の形態においては、運動情報センサ２４として３軸の加速度センサを用
いているので、ステップＳ１１２の処理において、その鉛直方向の加速度成分の大きさに
基づいて、使用者が行っている運動が、例えば、ウォーキングなのか、ジョギングなのか
などの運動の種類を判別するようにしている。すなわち、詳しくは後述もするが、ウォー
キングとジョギングとでは衝撃の大きさが２倍から３倍ほどジョギングの方が大きいこと
が知られている。このことを利用し、加速度センサからの検出出力の鉛直方向の振幅の大
きさによって、使用者が行っている運動が、少なくともウォーキングなのかジョギングな
のかを判別するようにしている。
【０１０５】
　さらに、この実施の形態の音響再生装置１においては、ステップＳ１１２の処理におい
て、算出した動作テンポと運動の種類とに基づいて、使用者が行っている運動の強度を示
す情報として、ＭＥＴＳ（Metabolic Equivalents）値を求めるようにしている。このＭ
ＥＴＳ値の算出については、詳しくは後述するが、水平移動要素と垂直移動要素とにより
求められる運動時酸素摂取量を、予め求められる安静時の酸素消費量で割り算して求めら
れる値であり、このＭＥＴＳ値を用いて使用者の消費エネルギーを算出することもできる
ものである。
【０１０６】
　そして、この実施の形態の音響再生装置１の制御部１０は、ステップＳ１１２において
算出した使用者の運動量が、ステップＳ１０２において受け付けた目標運動量に到達した
か否かを判断する（ステップＳ１１３）。ステップＳ１１３の判断処理において、算出し
た使用者の運動量が目標運動量に到達していないと判断したときには、ステップＳ１１１
からの処理を繰り返すようにする。
【０１０７】
　ステップＳ１１３の判断処理において、算出した使用者の運動量が目標運動量に到達し
たと判断したときには、この実施の形態の音響再生装置１の制御部１０は、音楽情報記憶
装置部２１、音楽再生データ生成装置部２２、音声信号出力処理部３１などの音声信号の
再生系の各部を制御し、音楽データの再生処理を終了させる（ステップＳ１１４）。
【０１０８】
　次に、音響再生装置１の制御部１０は、運動情報の履歴や再生楽曲情報の履歴などから
なる運動実施履歴や運動目標設定履歴を例えば記憶装置部５３の記録媒体に保存する（ス
テップＳ１１５）。図１３は、ステップＳ１１５において、音響再生装置１の記憶装置部
５３の記録媒体に記憶保持するようにする履歴情報の一例を説明するための図である。
【０１０９】
　図１３Ａは、運動目標設定履歴の一例であり、図４に示したステップＳ１０２において
受け付けた使用者からの目標運動量に基づいて形成される履歴情報であり、例えば、図７
を用いて説明したように、目標運動量として運動時間と消費カロリーとを入力した場合に
は、図１３Ａの下段に示したように、何回目の運動目標設定条件（目標運動量）であるか
を示す情報、設定日時を示す情報（図１３Ａにおいては、ＹＹ（年）ＭＭ（月）ＤＤ（日
）ＨＨ（時）ＭＭ（分）で示した情報）、運動時間（図１３Ａにおいては２５分と示した
情報）、消費カロリー（図１３Ａにおいては７７０ｃａｌと示した情報）が運動目標設定
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履歴として記憶装置部５３の記録媒体に記録される。
【０１１０】
　また、図８を用いて説明したように、行おうとする運動種別と運動時間とを入力した場
合には、図１３Ａの上段に示したように、何回目の運動目標設定条件（目標運動量）であ
るかを示す情報と、設定日時を示す情報（図１３Ａにおいては、ＹＹ（年）ＭＭ（月）Ｄ
Ｄ（日）ＨＨ（時）ＭＭ（分）で示した情報）、ジョギング５分＋ランニング２０分＋ジ
ョギング５分というように、運動種別とその目標実行時間とからなる情報が運動目標設定
履歴として記憶装置部５３の記録媒体に記録される。
【０１１１】
　図１３Ｂは、運動実施履歴の一例であり、図１３Ｂに示すように、再生された音楽デー
タと、使用者が行った運動についての情報（運動情報）からなるものである。すなわち、
曲名、テンポ（曲テンポ）、演奏時間からなる部分が再生された音楽データについての情
報（再生楽曲情報）であり、走行タイプ（設定条件）、運動テンポ（平均）、走行タイプ
（検出判定）、歩数（計算値）からなる部分が、使用者が行った運動についての情報（運
動情報）である。
【０１１２】
　そして、運動実施履歴は、図１３Ｂにおいて、履歴第１回、履歴第２回、…というよう
に、図４、図５に示す処理が行われるごとに、別個に管理することが可能な態様で記憶保
持するようにされる。履歴第１回、履歴第２回、…というように、別個に管理することが
できるようにされる運動実施履歴のそれぞれには、作成日時などの情報も自動的に付加さ
れて、そのそれぞれを区別することができるようにされる。
【０１１３】
　なお、作成日時は、図示しないが、例えばカレンダ機能を備えた時計回路が制御部１０
に接続するようにされており、制御部１０が、その時計回路から現在年月日、現在時刻、
現在曜日を取得して、生成した運動実施履歴に付加することができるようにしている。
【０１１４】
　そして、再生楽曲情報は、図９に示した楽曲情報リストから取得できる情報である。ま
た、運動情報の内、走行タイプ（設定条件）は、ステップＳ１０２において受け付けた目
標運動量に応じて値であり、運動テンポ（平均）は、運動情報センサ２４、運動情報解析
回路２３を通じて検出した当該音楽データ再生時における運動テンポの平均値である。
【０１１５】
　また、運動情報の内、走行タイプ（検出判定）は、上述もしたように、運動情報センサ
２４を通じて検出される使用者の鉛直方向の加速度成分の大きさに基づいて検出し判定す
るようにしたものであり、使用が行っている運動がウォーキングなのかジョギングなのか
を自動判別することによりえられる情報である。また、歩数（計算値）は、演奏時間と運
動テンポ（平均）とを乗算することにより得られるものである。
【０１１６】
　したがって、図１３Ｂに示した運動実施履歴の履歴第１回は、まず、（１）曲テンポが
８２の曲Ａを３分再生し、歩行（ウォーキング）を行うことが設定されているが、実際に
は、運動テンポが８２で歩行（ウォーキング）を２４６歩行っている。次に、（２）曲テ
ンポが８１の曲Ｃを５分５２秒再生し、ジョギングを行うことが設定されているが、実際
には、運動テンポは８２でジョギングを４８１歩行っている。次に、（３）曲テンポが１
２０の曲Ｂを８分再生し、ランニングを行うことが設定されているが、実際には、運動テ
ンポが１１７でランニングを９３６歩行っている。というように、再生された音楽データ
毎に、その音楽データの再生時において使用者が行った運動に関する情報が記憶保持する
ようにされたものである。
【０１１７】
　そして、演奏時間に基づいて、使用者が行った運動時間を把握することができるし、ま
た、運動時間、走行タイプ、歩数などに基づいて消費カロリーなどの運動量を算出して把
握することもできるようにしている。
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【０１１８】
　なお、ここでは、図１３Ｂに示したように、再生楽曲情報や運動情報は、再生された音
楽データごとに取るようにしたが、これに限るものではない。例えば、実際に使用者が行
うようにした運動の種類（走行タイプ）別に、再生楽曲情報や運動情報を取得して運動実
施履歴を形成するようにしてもよいし、あるいは、３０秒ごと、１分ごと、２分ごと、３
分ごと、…などのように、予め決められた時間ごとに、再生楽曲情報や運動情報を取得し
て、運動実施履歴を形成するようにしてもよい。しかし、図１３Ｂを用いて説明したよう
に、再生された音楽データ毎に、楽曲再生情報や運動情報を取得するようにした場合には
、再生楽曲情報を用いた運動量の計算などを行いやすいという利点がある。
【０１１９】
　そして、ステップＳ１１５において、図１３を用いて説明したように、履歴情報を記録
装置部５３の記録媒体に記録した後において、音響再生装置１の制御部１０は、今回、使
用者が行った運動についての情報（運動情報）を、表示回路３３を通じて、表示部３４の
表示画面に表示し（ステップＳ１１６）、この図４、図５に示した処理を終了する。
【０１２０】
　なお、ステップＳ１１６の処理においては、運動時間、歩行距離（移動距離）、平均速
度、消費カロリー、脂肪燃焼量といった情報が算出され、これらの情報が、例えば、図１
２の運動情報の表示例に示したような態様で表示部３４の画面３４Ｇに表示されることに
なる。
【０１２１】
　このように、この実施の形態の音響再生装置１においては、使用者からの目標運動量の
入力を受け付け、使用者の指示に応じて音楽データを再生し、これに応じて運動を行った
使用者の運動量などを把握して、使用者の実運動量が目標運動量に到達するまで運動を継
続させるようにすることができるものである。
【０１２２】
　そして、この実施の形態の音響再生装置１は、図１３を用いて説明したように、運動目
標設定履歴や、再生楽曲情報と運動情報とからなる運動実施履歴を生成し、これを記憶保
持することができるものである。この履歴情報が、詳しくは後述するが、パーソナルコン
ピュータなどの情報処理装置２を通じて、目的とするサービス情報提供装置としてのサー
バ装置に送信され、運動の実施状況などに応じて、サービス情報の提供を受けて、これを
情報処理装置２を介して利用することができるようにされる。
【０１２３】
　また、図４、図５に示した例の場合には、音響再生装置１の使用者が行う運動が、ステ
ップＳ１０２において入力された目標運動量に到達した場合に終了するものとして説明し
たが、例えば、ステップＳ１１３の判断処理において、再生停止操作がされたか否かをも
判別するようにし、再生停止操作がされた場合にも、ステップＳ１１４の処理に進むよう
にし、このような強制的な再生終了の場合であっても、図１３に示した履歴情報を生成し
て記憶装置部５３の記録媒体に記録し、また、運動量を図１２に示した態様で表示部３４
の表示画面３４Ｇに表示して使用者に提示することも可能である。もちろん、ステップＳ
１１３の判断処理とは別個に、再生停止操作がされたか否かを判別するようにし、再生停
止操作がされた場合にステップＳ１１４の処理に進むようにしてもよい。
【０１２４】
　［種々の運動量の算出方法について］
　次に、図５に示したステップＳ１１２において行われる種々の運動量の算出処理の一例
について具体的に説明する。上述もしたように、ここでは、この実施の形態の音響再生装
置１によって再生される音楽に合わせて所定の運動を行った場合の種々の運動量を算出す
る。この算出処理においては、使用者によって入力された体重、身長、年齢、性別などの
個人プロフィール情報と、再生した音楽データの再生時間や曲テンポ、あるいは、運動情
報センサ２４を通じて検出した使用者の運動テンポの平均値などからなる特性情報とに基
づいて、使用者が行ったであろう運動の運動量を算出する。



(20) JP 4305671 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

【０１２５】
　まず、運動時間であるが、これは音楽データの再生時間と同じである。したがって、再
生された音楽データの演奏時間（再生時間）を計測して把握しておき、図１３Ｂに示した
ように、運動実施履歴として記憶保持するようにし、再生した音楽データの演奏時間を合
算することによって、使用者の運動時間を算出することができる。
【０１２６】
　次に、歩行距離（移動距離）であるが、これは、個人プロフィール情報（個人プロファ
イル情報）と再生された音楽データの特性情報とに基づいて算出することができる。図１
４は、歩行距離の算出について説明するための図である。図１４の（１）式に示すように
、ウォーキング時における人間の歩幅は身長の約４５パーセントに相当する長さであるこ
とが知られている。また、図１４の（２）式に示すように、ジョギング時における人間の
歩幅は身長の約５０パーセントに相当する長さであることが知られている。このため、歩
行距離は、図１４の（３）式に示すように、使用者が行った運動に応じた歩幅と歩数とを
掛け合わせることにより求めることが可能である。
【０１２７】
　したがって、例えば、図１４の最初の例に示したように、身長１７０ｃｍの人がテンポ
１２０の音楽に合わせて、２分３０秒間歩いた（ウォーキングした）場合の歩行距離は、
図１４の（４）式に示したように、まず、身長×０．４５なる演算を行って歩幅を求め、
テンポ（１分間あたりの拍数）が１２０の音楽に合わせてウォーキングしているので、１
分間に約１２０歩（回）歩いているものとして、歩幅に１２０歩（回）を乗算することに
より、１分間あたりの歩行距離が求められ、これに運動時間（運動継続時間）である２分
３０秒を乗算することにより、図１４の（４）に示すように、歩行距離は２２９．５ｍで
あると算出することができる。
【０１２８】
　また、例えば、図１４の二番目の例に示したように、身長１７０ｃｍの人がテンポ１７
０の音楽に合わせて、２分３０秒間走った（ジョギングした）場合の歩行距離（走行距離
）は、図１４の（５）式に示したように、まず、身長×０．５なる演算を行って歩幅を求
め、テンポ（１分間あたりの拍数）が１７０の音楽に合わせてジョギングしているので、
１分間に約１７０歩（回）歩いているものとして、歩幅に１７０歩（回）を乗算すること
により、１分間あたりの歩行距離が求められ、これに運動時間（運動継続時間）である２
分３０秒を乗算することにより、図１４の（５）式に示すように、歩行距離は３６１．２
４ｍであると算出することができる。
【０１２９】
　なお、ここでは、曲テンポを用いるようにしたが、図１３Ｂに示した運動実施履歴のよ
うに、運動情報センサ２４を通じて検出するようにした使用者の実際の運動テンポの平均
値を把握している場合には、曲テンポに代えて、この運動テンポ（平均）を用いて、歩行
距離を求めるようにしてもよい。なお、本来、ウォーキングの場合には「歩行距離」、ジ
ョギングやランニングなどの場合には「走行距離」と区別することも考えられるが、説明
を簡単にするため、ここでは、ウォーキングおよびジョギングのいずれを行った場合にも
その移動距離を歩行距離という文言で示すようにしている。
【０１３０】
　次に、運動時の平均速度であるが、上述のように求めることが可能である運動時間と歩
行距離とに基づいて算出可能である。図１５は、運動時の移動の平均速度の算出を説明す
るための図である。速さは、道のり／時間で求めることができるので、平均速度は、図１
５の（６）式に示すように、歩行距離を運動時間で割り算することにより求めることがで
きる。したがって、３ｋｍを３０分で移動した場合の平均速度は、図１５の（７）式に示
す演算により、時速６ｋｍ（６ｋｍ／ｈ）であると算出することができる。
【０１３１】
　次に、消費カロリー（消費エネルギー）であるが、これには、１分間あたりの消費エネ
ルギーに基づいて算出する方法と、運動ごとに定められる運動強度を示す値であるＭＥＴ
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Ｓ（Metabolic Equivalents）値を用いて算出する方法とを用いることが可能である。
【０１３２】
　図１６は、１分間当たりの消費エネルギーを用いて消費エネルギーを求める場合につい
て説明するための図である。１分間当たりの消費エネルギーＷｍｉｎは、図１６の（８）
式に示すように、定数値「３５」に運動時の速度を加算して得た値を、定数値「２０００
」に運動者の体重を掛け算した値で割り算することにより求めることができる。このよう
にして得られる１分間当たりの消費エネルギーＷｍｉｎに運動総時間（分）を掛け算する
ことにより、当該運動総時間分の運動によって消費された消費エネルギー（消費カロリー
）を算出することができる。
【０１３３】
　そして、図１６に示したように、体重が６８ｋｇの人が、分速１００メートル（１００
ｍ／ｍｉｎ）の速度で６０分歩いたときの消費カロリーを求める場合には、まず、図１６
の（９）式に示すように、１分間当たりの消費エネルギーＷｍｉｎを求める。そして、図
１６の（１０）式に示すように、求めた１分間当たりの消費エネルギーＷｍｉｎに運動総
時間である６０分を掛け算することによって、この場合の消費エネルギーのトータルを求
めることができる。この例の場合の消費エネルギー（消費カロリー）は、２７５．４ｋｃ
ａｌである。
【０１３４】
　また、図１７は、運動ごとに定められる運動強度を示す値であるＭＥＴＳ値を用いて消
費エネルギーを求める場合について説明するための図である。ＭＥＴＳ値は、詳しくは後
述するが、この実施の形態の音響再生装置１においては、図５に示したステップＳ１１２
の処理において選択されるものであり、各種の運動毎に予め求められている運動強度を示
す値であり、例えば、図１７に示すように、ウォーキングであれば、ＭＥＴＳ値は４～７
、ジョギングであれば、ＭＥＴＳ値は７～１５が効果的な運動をする場合の値として知ら
れている。
【０１３５】
　そして、ＭＥＴＳ値を用いて消費エネルギーを求める場合には、図１７の（１１）式に
示すように、運動者の体重とＭＥＳＴＳ値と運動時間とを掛け算することにより求めるこ
とができる。例えば、体重６０ｋｇの人が、５ＭＥＴＳの強度の運動を３０分行った場合
の消費エネルギー（消費カロリー）は、図１７の（１２）式に示すように、１５０ｋｃａ
ｌと求めることができる。
【０１３６】
　例えば、図９に示したように、再生可能な楽曲データがあり、曲ＡのＭＥＴＳ値が「３
．５」、曲ＢのＭＥＴＳ値が「５．０」、曲ＣのＭＥＴＳ値が「３．５」、曲ＤのＭＥＴ
Ｓ値が「３．０」、曲ＥのＭＥＴＳ値が「４．０」、曲ＤのＭＥＴＳ値が「３．５」であ
り、これら曲Ａ～曲Ｆまでの６曲の楽曲を再生し、これに合わせて使用者が運動を行った
場合であって、当該使用者の体重が６０ｋｇであったとすると、図１７の（１３）式に示
すように、８２．０９５ｋｃａｌと求めることができる。
【０１３７】
　なお、図１７の（１３）式において、最初の値６０は使用者の体重であり、カッコ内の
計算は、図９に示した曲Ａ～曲Ｆまでのそれぞれについて、演奏時間と運動の強度（ＭＥ
ＴＳ値）とを掛け合わせた値の加算値を求めるためのものであり、最後に割る数である値
６０は、再生時間を分単位から時間単位に変換するための値（６０分）である。
【０１３８】
　このように、１分間当たりの消費エネルギーを用いることにより、あるいは、運動ごと
に定められる運動強度を示す値であるＭＥＴＳ値を用いることにより、運動を行った場合
の消費エネルギー（消費カロリー）を求めることができる。図１６、図１７に示したよう
に、消費エネルギーは、運動者の個人プロフィール情報の１つである体重と、この実施の
形態の音響再生装置１においての音楽データの再生時間と同じと考えることが可能な運動
時間（運動継続時間）や、この運動時間を用いることによって算出可能な速度などの情報
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を用いることによって算出することができる。
【０１３９】
　また、脂肪燃焼量は、図１６、図１７を用いて説明した消費エネルギーを用いることに
よって算出することができる。図１８は、脂肪燃焼量を求める場合について説明するため
の図である。図１８にも示したように、１ｋｇ（キログラム）の脂肪を燃焼させるために
は、約７７００ｋｃａｌのエネルギーが消費されることが知られている。
【０１４０】
　このため、脂肪燃焼量を求めるためには、図１８の（１４）式に示したように、消費エ
ネルギー（ｋｃａｌ）を１ｋｇの脂肪を燃焼させるために必要なエネルギーである７７０
０ｋｃａｌで割り算し、さらに単位合わせのために１０００ｇ（グラム）を掛け算するこ
とによって求めることができる。
【０１４１】
　そして、図１７を用いて説明したように、図９に示した楽曲情報リストに登録された曲
Ａ～曲Ｆを再生し、これに合わせて運動を行ったときの使用者の消費カロリーは、図１７
の（１３）式で求めたように、８２．０９５ｋｃａｌであるので、図１８の（１５）式に
示すように、１０．６６ｇ（グラム）の脂肪が燃焼されたと算出することができる。
【０１４２】
　このように、運動時間、歩行距離、平均速度、消費エネルギー（消費カロリー）、脂肪
燃焼量は、この実施の形態の音響再生装置によって再生される音楽を聴きながら運動を行
う使用者の個人プロフィール情報と再生された音楽データの特性情報とに基づいて算出す
ることが可能である。そして、図５に示した処理のステップＳ１１２の処理において、図
１４～図１８を用いて説明した算出処理を行うことによって、ステップＳ１１３の判断処
理における判断材料となる、運動時間や消費カロリーを求めることができるし、求めた運
動量の累計を把握しておくことにより、ステップＳ１１６において、図１２に示したよう
に表示する使用者が行った運動量の表示を行うことができる。
【０１４３】
　なお、目標運動量として、図８を用いて説明したように、運動種別と運動時間とを１つ
以上入力するようにした場合には、ステップＳ１１２においては、上述もしたように、使
用者が行っている運動の種別（走行タイプ）を自動判別すると共に、運動の種別（走行タ
イプ）ごとに運動時間を把握する。
【０１４４】
　そして、上述のように把握した使用者が行っている運動の種別（走行タイプ）と運動時
間とを、目標運動量と入力された運動の種別（設定条件）と目標とする運動時間（設定条
件）とを比較していくことにより、先に入力された目標運動量の全てを満足した場合に目
標運動量に到達したと判断することができる。
【０１４５】
　なお、図８を用いて説明したように、運動種別と運動時間とを１つ以上入力するように
した場合であって、例えば、ジョギングを３０分間実行することを目標として入力した場
合であっても、実際には、１５分間ジョギングを行って、５分間ウォーキングした後に、
１０分間ジョギングを行うといったように、設定した目標の通りに運動を行うことができ
ない場合もある。そこで、ステップＳ１１３の判断処理においては、運動時間だけで目標
運動量に到達したか否かを判断するようにし、運動実施履歴を図１３Ｂに示したように別
途作成するようにすることももちろん可能である。
【０１４６】
　　［ＭＥＴＳ値について］
　ここで、図１７を用いて説明した消費エネルギーの算出において用いるようにした運動
の強度を示すＭＥＴＳ値について説明する。図１９、図２０は、ＭＥＴＳ値について説明
するための図である。ＭＥＴＳ値は、図１９の（１６）式に示したように、運動時酸素酸
素摂取量を安静時酸素摂取量で割り算することによって得られる値である。
【０１４７】
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　図１９にも示したように、安静時の酸素消費量（安静時酸素摂取量）を「Ｒ」、水平方
向に移動を伴うときの酸素摂取量である水平移動要素を「Ｈ」、垂直方向に移動を伴うと
きの酸素摂取量である垂直移動要素を「Ｖ」とする。なお、ウォーキング時の水平移動要
素は、図１９の（１８）式に示したように、（０．１×速度）で求めることができ、ラン
ニング時の水平移動要素は、図１９の（１９）式に示したように、（０．２×速度）で求
めることができる。また、垂直運動要素は、図１９の（２０）式に示したように、（０．
９×速度×傾き）で求めることができる。
【０１４８】
　そして、運動時酸素摂取量は、図１９の（１７）式に示したように、（Ｒ＋Ｈ＋Ｖ）と
して求めることができ、安静時酸素摂取量は、上述もしたようにＲで表されるので、ＭＥ
ＴＳ値は、図１９の（１６）式にも示したように、（Ｒ＋Ｈ＋Ｖ）／Ｒという演算を行う
ことによって、求めることができるものである。なお、図１９にも示したように、１ＭＥ
ＴＳは、３．５ｍｌ／ｋｇ・ｍｉｎ（ミリリットル／キログラム・分）の酸素消費量に相
当し、安静時の酸素消費量と同じである。
【０１４９】
　次に、上述したＭＥＴＳ値の具体的な計算例について説明する。図２０に示すように、
２つの例について考える。まず、時速６ｋｍ／ｈのウォーキングのＭＥＴＳ値を算出する
場合を考える。図１９を用いて説明したように、ＭＥＴＳ値は、安静時酸素摂取量Ｒ、水
平移動要素Ｈ、垂直移動要素Ｖが分かれば計算できる。安静時酸素摂取量Ｒは、図１９に
も示したように、３．５ｍｌ／ｋｇ・ｍｉｎであると分かっているので、水平移動要素Ｈ
と垂直移動要素Ｖが分かればＭＥＴＳ値を計算できる。
【０１５０】
　そして、水平移動要素Ｈは、ウォーキングの場合、図１９の（１８）式に示したように
、（０．１×分速）で求めることができる。したがって、時速６ｋｍ／ｈのウォーキング
の場合の分速は、１００ｍ／ｍｉｎであるので、水平移動要素Ｈは、図２０の（２１）式
によって、１０．０ｍｌ／ｋｇ・ｍｉｎであると算出することができる。一方、垂直移動
要素Ｖは、図１９の（２０）式に示したように、（０．９×分速×傾き）で求められる。
しかし、平坦な場所でのウォーキングの場合、運動時において一般に傾きが生じることは
無いので、図２０の（２２）式に示したように、傾き＝０ｒａｄ（％）となり、垂直移動
要素Ｖは０（ゼロ）ということになる。
【０１５１】
　このようにして求められる、安静時酸素摂取量Ｒ、水平移動要素Ｈ、垂直移動要素Ｖを
、図２０の（２３）式に示すように加算することにより、運動時酸素摂取量を求めること
ができ、これを図２０の（２４）式に示すように、安静時酸素摂取量Ｒで割り算すること
によって、「３．９」というＭＥＴＳ値を求めることができる。すなわち、時速６ｋｍ／
ｈのウォーキングのＭＥＴＳ値は、「３．９」であることが求められる。
【０１５２】
　次に、時速１０ｋｍ／ｈのジョギングのＭＥＴＳ値を算出する場合を考える。この場合
にも、上述したウォーキングの場合と同様に、安静時酸素摂取量Ｒは既に分かっているの
で、水平移動要素Ｈ、垂直移動要素Ｖが分かればＭＥＴＳ値を算出することができる。そ
して、時速１０ｋｍ／ｈのランニング時の分速は、１６６．７ｍ／ｍｉｎであるので、水
平移動要素Ｈは、図２０の（２５）式に示すように、３３．３４ｍｌ／ｋｇ・ｍｉｎであ
ると算出することができる。
【０１５３】
　一方、ランニングの場合にも、ウォーキングの場合と同様に、運動時において一般に傾
きが生じることは無いので、図２０の（２６）式に示したように、傾き＝０ｒａｄ（％）
となり、垂直移動要素Ｖは０（ゼロ）ということになる。
【０１５４】
　このようにして求められる、安静時酸素摂取量Ｒ、水平移動要素Ｈ、垂直移動要素Ｖを
、図２０の（２７）式に示すように加算することにより、運動時酸素摂取量を求めること
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ができ、これを図２０の（２８）式に示すように、安静時酸素摂取量Ｒで割り算すること
によって、「１０．５」というＭＥＴＳ値を求めることができる。すなわち、時速１０ｋ
ｍ／ｈのランニングのＭＥＴＳ値は、「１０．５」であることが求められる。
【０１５５】
　このように、運動の種類毎に、その運動を行った場合の運動強度であるＭＥＴＳ値を求
めることができる。そして、上述したように求められるＭＥＴＳ値を用いて消費エネルギ
ー求める場合には、図１７の（１１）式に示したように、体重×ＭＥＴＳ値×運動時間で
求めることができる。
【０１５６】
　そして、図２１に示すように、時速１０ｋｍ／ｈ（分速１６６．７ｍ／ｍｉｎ）で体重
６０ｋｇの人が平坦な所を３０分走った場合の消費エネルギー（消費カロリー）を、ＭＥ
ＴＳ値を用いて算出する場合を考える。この場合には、図２１の（２９）式に示すように
、まず、（３．５＋１６６．７×０．２）／３．５なる演算を行うことにより、ＭＥＴＳ
値を求め、このＭＥＴＳ値と、体重（６０ｋｇ）と、時間（（３０／６０）時間）とを掛
け算することにより、消費エネルギーを「３１５．７７ｋｃａｌ」と算出することができ
る。
【０１５７】
　なお、ＭＥＴＳ値を用いた消費エネルギーの算出式を詳細に示すと、図２２のように示
すことができる。例えば、ウォーキングした場合について考える。まず、１回の運動の速
度（一歩あるくために係る速度）Ｖｉは、図２２の（３０）式に示したように、歩幅Ｗｗ
を１回の運動時間（一歩あるくためにかかる時間）Ｔｉで割り算することにより求めるこ
とができる。
【０１５８】
　１回の運動の速度Ｖｉが分かれば、図１９を用いて説明したように、水平移動要素を求
めることができる。なお、傾斜のある場所での運動の場合には、その傾きが分かれば、垂
直移動要素も算出可能である。しかし、平坦な場所でのウォーキングの場合、通常、傾き
が生じることはないので、水平移動成分が分かれば、図１９の（１７）式にしたがって、
１回の運動のＭＥＴＳ値を求めることができる。
【０１５９】
　そして、図２２の（３１）式に示すように、体重Ｗｅｉｇｈｔと、１回の運動の速度Ｖ
ｉから求めたＭＥＴＳ値ＭＥＴＳ（Ｖｉ）と、一回の運動の時間Ｔｉとを掛け算したもの
の運動時間分の合計をとることによって、運動によって消費した消費エネルギーを計算す
ることができる。なお、図２２の（３１）式をまとめると、図２２の（３２）式のように
示すことができる。
【０１６０】
　なお、ＭＥＴＳ値の代表的なものを上げると、時速３．２ｋｍ／ｈのウォーキングのＭ
ＥＴＳ値は２～３であり、時速４．８ｋｍ／ｈのウォーキングのＭＥＴＳ値は３～４であ
り、時速６．４ｋｍ／ｈのウォーキングのＭＥＴＳ値は５～６であり、時速８ｋｍ／ｈの
ウォーキングのＭＥＴＳ値は６～７である。
【０１６１】
　また、時速８ｋｍ／ｈのジョギングのＭＥＴＳ値は７～８であり、時速１０ｋｍ／ｈの
ジョギングのＭＥＴＳ値は１１であり、時速１２ｋｍ／ｈのジョギングのＭＥＴＳ値は１
２．５である。この他、種々の運動についてＭＥＴＳ値が求められているが、サイクリン
グ、エアロビックダンス、縄跳び、ラケットボールなどは比較的にＭＥＴＳ値が高い運動
である。
【０１６２】
　このように、運動を行った使用者の体重、身長、歩幅などの個人プロフィール情報と、
運動実行時に再生された音楽のテンポなどの属性情報が分かれば、その使用者の運動量な
どの運動情報を簡単かつ迅速に、しかも正確に求めて、運動を行った使用者に提供したり
、これを保存して分析したりするなどのことができるようにされる。また、個人プロフィ
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ール情報として、年齢や性別などの詳細な情報を有している場合には、より詳細かつ正確
に運動情報を算出し、これを利用することができるようにされている。
【０１６３】
　　［動作テンポと運動の種類の判別について］
　次に、この実施の形態の音響再生装置の運動情報解析回路２３において行われる動作テ
ンポの算出と運動の種類の判別について説明する。図２３は、運動センサ２４として設け
られた３軸の加速度センサの鉛直方向の出力を示す図であり、図２３において、横軸は時
間（秒）、縦軸は、例えば電圧（ミリボルト）である。
【０１６４】
　運動情報解析回路２３は、図２３に示したような運動センサ２４からの検出出力を得て
、この検出出力（検出波形）のピーク値の周期を検出することにより、動作テンポを検出
することができる。より具体的には、運動センサ２４からの検出出力の自己相関を算出す
ることにより、ノイズ成分を除去するようにした後に、ピーク値を特定し、その周期を求
めることにより、正確に運動テンポを検出（算出）することができる。
【０１６５】
　また、図２３に示したように、ウォーキング時とジョギング時とでは、鉛直方向の加速
度成分の大きさは、２倍から３倍ほどジョギング時の方が大きくなるため、これを利用し
、鉛直方向の振幅値によって、使用者が行っている運動がウォーキングなのかジョギング
なのかを判別することができる。
【０１６６】
　また、一般に、音楽を聴きながら使用者が行う運動は、多くの場合、ウォーキングやジ
ョギングであるが、例えば、自転車こぎや縄跳びなどの運動についても、運動センサ２４
の検出出力の特徴を把握し、その特徴を検出することが可能である。
【０１６７】
　なお、自動的に検出できない運動については、使用者自身が行う運動の種類や運動強度
をキー操作部を通じて入力したり選択したりすることにより、この実施の形態の音響再生
装置に入力し、これを用いるようにすることができる。
【０１６８】
　［情報処理装置２とサービス情報提供装置３とについて］
　次に、この実施の形態の健康運動支援システムの情報処理装置２、サービス情報提供装
置３の構成例と、その基本的な動作とについて説明する。これに先立ち、上述した音響再
生装置１をも含め、この実施の形態の健康運動支援システムを構成する各機器間で送受さ
れる情報についてまとめる。
【０１６９】
　図２４は、この実施の形態の健康運動支援システムを構成する音響再生装置１、情報処
理装置２、サービス情報提供装置３の各機器間において送受される情報について説明する
ための図である。音響再生装置１に対しては、図４、図６を用いて説明したように、個人
プロファイル情報（個人プロフィール情報）として、当該音響再生装置１の使用者の名前
、性別、年齢、身長、体重、ＢＭＩ、肥満度などの情報が入力される。しかし、必ずしも
これらの情報の全てを入力する必要はない。
【０１７０】
　例えば、図２４に示すように、音響再生装置１に対しては、個人第１プロファイル情報
Ｐ１として、体重や身長などの変化する可能性の高い情報を、例えば運動を行う都度入力
するようにすればよい。そして、音響再生装置１を例えば家族などの限られた人が共用す
る場合において、プロファイル情報の一応の区別を可能にするために必要最小限の情報と
して例えば性別や年齢などの情報を入力でるようにしておけばよい。
【０１７１】
　そして、音響再生装置１の使用者の氏名、住所、靴のサイズ、会員になっている団体に
ついての情報などの変更される可能性の低い個人プロファイル情報については、図２４に
示すように、個人第２プロファイル情報として、自宅などに設置される情報処理装置２に
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予め登録するようにしておけばよい。
【０１７２】
　また、音響再生装置１においては、上述もしたように、目標運動量（運動目標設定条件
）が入力されると共に、再生される音楽データに応じた音楽を聴取しながら運動を行うこ
とにより、履歴情報として、再生楽曲情報や運動情報を取得し、これを記憶保持すること
ができるようにしている。
【０１７３】
　そこで、音響再生装置１が把握する個人第１プロファイル情報Ｐ１や目標運動量や履歴
情報（再生楽曲情報や運動情報）などの取得情報Ｉを、例えば自宅などに設置される情報
処理装置２に送信する。
【０１７４】
　情報処理装置２は、音響再生装置１からの個人第１プロファイル情報Ｐ１と目標運動量
や履歴情報などの取得情報Ｉと、情報処理装置２自体が記憶保持している個人第２プロフ
ァイル情報Ｐ２とを含むサービス提供要求を生成して、これをインターネットなどの所定
のネットワーク上に設けられた目的とするサービス情報提供装置３に送信する。
【０１７５】
　サービス情報提供装置３は、情報処理装置２から送信されてくる、目標運動量や履歴情
報（再生楽曲情報や運動情報）などの取得情報Ｉ、個人第１プロファイル情報Ｐ１、第２
個人プロフィール情報を含むサービス提供要求を受信し、受信したサービス提供要求に含
まれる情報に基づいて、情報処理装置２に送信（返信）すべきサービス情報を特定する。
【０１７６】
　そして、サービス情報提供装置３は、特定したサービス情報を生成したり、あるいは、
予め用意されている種々の情報の中からサービス情報として提供する情報を抽出したりす
るなどして用意し、この用意したサービス情報をサービス提供要求の送信元である情報処
理装置２に対して送信する（返信する）。
【０１７７】
　これにより、音響再生装置１の使用者は、情報処理装置２を介して、サービス情報提供
装置３から提供されるサービス情報を利用することができるようにされる。なお、サービ
ス情報の具体例の詳細については後述するが、その一例をあげれば、例えば、運動情報に
よって示される使用者の運動量に応じて、音楽データをサービス情報としてプレゼントす
るなどのことが行われることになる。
【０１７８】
　［情報処理装置２について］
　次に、この実施の形態の健康運動支援システムの情報処理装置２の構成例と基本的な動
作とについて、図２５、図２６を参照しながら説明する。
【０１７９】
　図２５は、情報処理装置２の構成例を説明するためのブロック図である。図２５に示す
ように、この実施の形態の情報処置装置２は、ＣＰＵ２１１、ＲＯＭ２１２、ＲＡＭ２１
３、ＥＥＰＲＯＭ２１４が、ＣＰＵバス２１５を通じて接続されてマイクロコンピュータ
の構成とされた制御部２１０を備えている。
【０１８０】
　制御部２１０は、この実施の形態の情報処理装置２の各部を制御するものである。ここ
で、ＣＰＵ２１１は、プログラムを実行し、これに応じて生成される制御信号を各部に供
給することによって各部を制御することができるものであり、制御の主体となるものであ
る。ＲＯＭ２１２は、ＣＰＵ２１１によって実行される種々のプログラムや処理に必要と
なる種々のデータなどを記憶保持するものである。また、ＲＡＭ２１３は、処理の途中結
果を一時記憶するなど、主に作業領域（ワークエリア）として用いられるものである。
【０１８１】
　また、ＥＥＰＲＯＭ２１４は、いわゆる不揮発性メモリーであり、当該情報処理装置２
の電源が落とされても保持しておくべき情報、例えば、種々の設定情報やパラメータなど
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、あるいは、上述したように予め入力するようにされる個人第２プロファイル情報などを
記憶保持するものである。
【０１８２】
　そして、図２５に示すように、制御部２１０に対しは、外部インターフェイス（以下、
外部Ｉ／Ｆと略称する。）２２２を介して入出力端子２２１が接続され、操作部２３１、
通信インターフェイス（以下、通信Ｉ／Ｆと略称する。）２４１、サービス提供要求生成
部２５１のそれぞれが接続され、映像出力処理部２６１を介して表示部２６２が接続され
、また、記憶装置部２７１が接続されている。
【０１８３】
　入出力端子２２１、外部Ｉ／Ｆ２２２は、外部機器との接続を可能にするものであり、
上述した音響再生装置１も、これら入出力端子２２１、外部Ｉ／Ｆ２２２を介して、当該
情報処理装置２に接続するようにされる。操作部２３１は、例えば、アルファベットキー
、数字キー、種々のファンクションキーなどを備え、使用者からの操作入力を受け付けて
、これに応じた電気信号を制御部２１０に供給するものである。これにより、制御部２１
０は、使用者からの操作入力に応じて各部を制御し、使用者の要求に応じた処理を実行す
ることができるようにされる。
【０１８４】
　通信Ｉ／Ｆ２４１は、インターネットなどの広域ネットワークに接続し、種々のデータ
を送受することができるようにするものである。サービス提供要求生成部２５１は、入出
力端子２２１、外部Ｉ／Ｆ２２２を通じて接続される音響再生装置１からの取得情報Ｉや
個人第１プロファイル情報Ｐ１および自機の例えばＥＥＰＲＯＭ２１４に記憶保持してい
る個人第２プロファイル情報を含むサービス提供要求を形成する。
【０１８５】
　サービス提供要求生成部２５１で生成されたサービス提供要求は、制御部２１０の制御
により、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目的とするサービス情報提供装置３に送信される。こ
の場合、目的とするサービス情報提供装置３を特定する情報、例えば、ＩＰアドレスなど
の情報についても、例えば、ＥＥＰＲＯＭ２１４に記憶保持されているものが用いられる
ようにされる。なお、図２５において２重線で囲んで示したサービス提供要求生成部２５
１の機能は、制御部２１０のＣＰＵ２１１において実行されるプログラムによって実現す
ることもできる。すなわち、制御部２１０がサービス提供要求生成部２５１の機能を実現
するように構成することもできる。
【０１８６】
　映像出力処理部２６１は、制御部２１０による制御と、制御部２１０を通じて供給され
る画像情報とに応じて、表示部２６２の表示画面に画像を表示するための画像信号（映像
信号）を形成する。表示部２６２は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＥＬ
（Electro Luminescence）パネル、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）などの表示素子が用いら
れたものであり、比較的に大きな表示画面を備え、種々の情報を表示することができるも
のである。
【０１８７】
　そして、表示部２６２の表示画面には、制御部１０の制御に応じて映像出力処理部２６
１において生成された映像信号に応じて、操作部２３１を通じて受け付けた使用者からの
入力情報、操作ガイダンス、エラーメッセージ、その他の種々の文字情報や画像情報等が
表示するようにされる。
【０１８８】
　記憶装置部２７１は、所定の記録媒体が搭載された記録媒体ドライブである。したがっ
て、記録媒体が記録可能なＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）な
どの光ディスクである場合には光ディスクドライブであり、記録媒体がハードディスクで
ある場合には、ハードディスクドライブであり、また、記録媒体が半導体メモリーである
場合には半導体メモリドライブである。なお、この実施の形態において、記憶装置部２７
１は、例えば、ハードディスクドライブである。
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【０１８９】
　また、図２５には図示しなかったが、例えば、スピーカと、このスピーカに供給する音
声信号を生成するための音声出力処理部を設けることにより、この実施の形態の情報装置
装置２に音楽データの再生機能をも搭載し、例えば、入出力端子２２１および外部Ｉ／Ｆ
２２２を通じて外部機器から提供を受けた音楽データや通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて音楽サ
ーバから提供される音楽データを取得し、記憶装置部２７１に記憶保持して再生できるよ
うにしたり、あるいは提供される音楽データをストリーミング再生したりすることもでき
るように構成することも可能である。
【０１９０】
　そして、図２４を用いて説明したように、図２５に示した構成を有する情報処理装置２
の制御部２１０は、サービス提供要求生成部２５１を制御し、音響再生装置１から提供を
受けた個人第１プロファイル情報Ｐ１と、目標運動量や再生楽曲情報および運動情報など
からなる履歴情報からなる取得情報Ｉと、情報処理装置２が記憶保持している個人第２プ
ロファイル情報Ｐ２とを含むサービス提供要求を生成して、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目
的とするサービス情報提供装置３に送信し、当該サービス情報提供装置３から返信されて
くるサービス情報を、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて受信して、受信したサービス情報を利用
することができるようにされる。
【０１９１】
　次に、図２５に示した構成を有する情報処理装置２の基本的な動作について説明する。
図２６は、この実施の形態の情報処理装置２からサービス提供要求を送信し、これに応じ
て返信されてくるサービス情報を受信して利用する場合の処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【０１９２】
　図２６に示すフローチャートの処理は、音響再生装置１を情報処理装置２の入出力端子
２２１に接続した状態で、操作部２３１を通じてサービス情報提供装置３からサービス情
報の提供を受けるようにするための処理の実行が指示された場合に、制御部２１０におい
て実行するようにされる。
【０１９３】
　そして、制御部２１０は、まず、外部Ｉ／Ｆ２２２を通じて、入出力端子２２１に接続
された音響再生装置１から、個人第１プロファイル情報、目標運動量や再生楽曲情報およ
び運動情報からなる履歴情報を含む取得情報Ｉを収集する（ステップＳ２０１）。次に、
制御部２１０は、音響再生装置１から収集した個人第１プロファイル情報Ｐ１、取得情報
Ｉ、および、自機のメモリーに記憶保持している個人第２プロファイル情報Ｐ２を、サー
ビス提供要求生成部２５１に供給すると共に、制御して、これらの情報を含むサービス提
供要求を生成させる（ステップＳ２０２）。
【０１９４】
　次に、制御部２１０は、サービス提供要求生成部２５１と、通信Ｉ／Ｆ２４１とを制御
して、サービス提供要求生成部２５１において生成したサービス提供要求を、サービス提
供要求生成部２５１から通信Ｉ／Ｆ２４１に供給し、当該通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目的
とするサービス情報提供装置３に対して送信する（ステップＳ２０３）。
【０１９５】
　このようにして送信されたサービス提供要求に応じて、サービス提供要求が送信された
サービス情報提供装置３においては、サービス情報を取得して、これを要求元の当該情報
処理装置２に返信してくるので、当該情報処理装置２は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じてサー
ビス情報を受信する（ステップＳ２０４）。
【０１９６】
　そして、情報処理装置２は、受信したサービス情報をユーザに提供して、これをユーザ
が利用できるようにし（ステップＳ２０５）、この図２６の処理を終了する。なお、ステ
ップＳ２０５の処理は、具体的には、受信したサービス情報を、制御部２１０が、例えば
記憶装置部２７１の記録媒体に格納し、いつでも読み出して利用できるようにしたり、あ



(29) JP 4305671 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

るいは、サービス情報が画像情報である場合には、映像出力処理部２６１を通じて、サー
ビス情報としての画像情報を表示部２６２に表示させたりする処理である。
【０１９７】
　このように、情報処理装置２は、音響再生装置１からの情報や自機が保持する情報を含
めたサービス提供要求を生成して目的とするサービス情報提供装置３に送信し、これに応
じて当該サービス情報提供装置３から返信されてくるサービス情報を受信して、これを使
用者に提供することができるものである。
【０１９８】
　［サービス情報提供装置３について］
　次に、この実施の形態の健康運動支援システムのサービス情報提供装置３の構成例と基
本的な動作とについて、図２７、図２８を参照しながら説明する。
【０１９９】
　図２７は、サービス情報提供装置３の構成例を説明するためのブロック図である。図２
７に示すように、この実施の形態のサービス情報提供装置３は、ＣＰＵ３１１、ＲＯＭ３
１２、ＲＡＭ３１３、ＥＥＰＲＯＭ３１４が、ＣＰＵバス３１５を通じて接続されてマイ
クロコンピュータの構成とされた制御部３１０を備えている。
【０２００】
　制御部３１０は、この実施の形態のサービス情報提供装置３の各部を制御するものであ
る。ここで、ＣＰＵ３１１は、プログラムを実行し、これに応じて生成される制御信号を
各部に供給することによって各部を制御することができるものであり、制御の主体となる
ものである。ＲＯＭ３１２は、ＣＰＵ３１１によって実行される種々のプログラムや処理
に必要となる種々のデータなどを記憶保持するものである。また、ＲＡＭ３１３は、処理
の途中結果を一時記憶するなど、主に作業領域（ワークエリア）として用いられるもので
ある。また、ＥＥＰＲＯＭ３１４は、いわゆる不揮発性メモリーであり、当該情報処理装
置２の電源が落とされても保持しておくべき情報、例えば、新たに追加されたプログラム
や種々のデータ、種々の設定情報やパラメータなどを記憶保持するものである。
【０２０１】
　そして、図２７に示すように、制御部３１０に対しは、操作部３２１が接続され、外部
Ｉ／Ｆ３２３を介して入出力端子３２２が接続され、通信Ｉ／Ｆ３３１、サービス情報生
成部３４１のそれぞれが接続され、また、履歴情報蓄積部３５１、コンテンツ情報蓄積部
３５２が接続されている。
【０２０２】
　操作部３２１は、例えば、アルファベットキー、数字キー、種々のファンクションキー
などを備え、使用者からの操作入力を受け付けて、これに応じた電気信号を制御部３１０
に供給するものである。これにより、制御部３１０は、使用者からの操作入力に応じて各
部を制御し、使用者の要求に応じた処理を実行することができるようにしている。また、
入出力端子３２２、外部Ｉ／Ｆ３２３は、外部機器との接続を可能にするものであり、こ
のサービス情報提供装置３に対して種々の情報を提供する外部機器の接続を可能にしてい
る。
【０２０３】
　通信Ｉ／Ｆ３３１は、インターネットなどの広域ネットワークに接続し、種々のデータ
を送受することができるようにするものである。上述した情報処理装置２からのサービス
提供要求は、通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて受信され、制御部３１０に供給されることになる
。そして、サービス情報生成部３４１は、制御部３１０の制御に応じて、通信Ｉ／Ｆ３３
１を通じて受信したサービス提供要求と、後述する履歴情報等蓄積部３５１に蓄積されて
いる履歴情報とに基づいて、提供すべきサービス情報を生成したり、あるいは、制御部３
１０と協働して、後述するコンテンツ蓄積部３５２に蓄積されているコンテンツ情報の中
からサービス情報として提供すべきコンテンツ情報を抽出したりするなどの処理を行う。
【０２０４】
　履歴情報等蓄積部３５１は、過去に受信したサービス提供要求に含まれる情報を、例え
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ば音響再生装置１の使用者毎に記憶保持するものである。この履歴情報等蓄積部３５１を
有することにより、音響再生装置１の使用者毎に、運動量累計を把握することができるよ
うにされる。また、コンテンツ蓄積部３５２は、音響再生装置１の使用者に提供可能な音
楽データや画像情報など、種々コンテンツ情報が提供可能条件とともに記憶保持するもの
である。
【０２０５】
　そして、この実施の形態のサービス情報提供装置３において、通信Ｉ／Ｆ３３１を通じ
て情報処理装置２からのサービス提供要求を受信すると、制御部３１０はサービス提供要
求に含まれる個人第２プロファイル情報に基づいて、当該サービス提供要求の送信元の使
用者の履歴情報等蓄積部３５１に蓄積されている履歴情報を読み出し、これらサービス提
供要求と履歴情報とをサービス情報生成部３４１に供給して、返信すべきサービス情報を
生成するように制御する。
【０２０６】
　サービス情報生成部３４１は、制御部３１０を通じて供給されるサービス提供要求と履
歴情報等蓄積部３５１から読み出された履歴情報とに基づいて、返信すべきサービス情報
を生成したり、コンテンツ蓄積部３５２から返信すべきサービス情報としてのコンテンツ
情報を抽出したりして、サービス情報を生成する。
【０２０７】
　詳しくは後述もするが、サービス情報生成部３４１は、サービス提供要求に含まれる運
動情報と、履歴情報等蓄積部３５１からの履歴情報に含まれる過去の運動情報とから、使
用者の目的とする運動の運動量累計を算出し、この累計に応じて提供すべきサービス情報
を生成する。例えば、運動量累計に応じて、サービス情報としてのメッセージ情報を生成
するようにしたり、あるいは、運動量累計に応じて、サービス情報としてプレゼントする
音楽データや画像データをコンテンツ蓄積部３５２から抽出したりする。
【０２０８】
　そして、制御部３１０は、サービス提供要求に含まれる情報に基づいて、当該サービス
提供要求の送信元の情報処理装置２を特定し、上述したように、サービス情報生成部３４
１において生成されたサービス情報を、通信Ｉ／Ｆ３３１を通じてネットワークに送出し
、サービス提供要求元の目的とする情報処理装置２に返信するようにしている。
【０２０９】
　次に、図２７に示した構成を有するサービス情報提供装置３の基本的な動作について説
明する。図２８は、情報処理装置２からのサービス提供要求に応じて、この実施の形態の
サービス情報提供装置３がサービス情報を生成して返信する場合の処理を説明するための
フローチャートである。
【０２１０】
　サービス提供要求に対応可能なサービス情報提供装置３においては、その制御部３１０
において、図２８に示す処理が実行される。そして、制御部３１０は、通信Ｉ／Ｆ３３１
からの情報を監視し、自機宛てのサービス提供要求を受信するまで待ち状態となる（ステ
ップＳ３０１）。ステップＳ３０１の判断処理において、自機宛てのサービス提供要求を
受信したと判断した場合には、制御部３１０は、受信した当該サービス提供要求に含まれ
る情報、すなわち、運動目標量、再生楽曲情報や運動情報などの履歴情報を確認すると共
に、サービス情報生成部３４１を制御して、それらの情報についての分析処理を実行する
ようにする（ステップＳ３０２）。
【０２１１】
　なお、ステップＳ３０２における分析処理は、上述もしたように、履歴情報等蓄積部３
５１に蓄積されている同じ使用者についての履歴情報をも考慮し、運動量の累積値や運動
時間の累積値などの必要な情報を求めるなどの処理をも含むものである。
【０２１２】
　そして、制御部３１０は、サービス生成部３４１を制御し、ステップＳ３０２において
の分析結果に基づいて、要求元の情報処理装置２に対して提供するサービス情報を生成す
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る（ステップＳ３０３）。このステップＳ３０３においては、詳しくは後述もするが、運
動量に応じて提供する情報を生成したり、運動量に応じてプレゼントする音楽データや画
像データをコンテンツ蓄積部３５２から抽出したりするなどの処理が行われることになる
。
【０２１３】
　次に、制御部３１０は、ステップＳ３０３において、サービス情報生成部３４１が生成
したサービス情報を通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて要求元の情報処理装置２に返信し（ステッ
プＳ３０４）、この図２８に示す処理を終了する。
【０２１４】
　このように、サービス情報提供装置３は、情報処理装置２からのサービス情報提供要求
に応じて、サービス情報を生成し、これを要求元の情報処理装置２に対して返信し、この
サービス情報を音響再生装置１の使用者が情報処理装置２を介して利用することができる
ようにされる。
【０２１５】
　［サービス情報等の具体例について］
　次に、この実施の形態の健康運動支援システムのサービス情報提供装置３が提供可能な
サービスの具体例について、図２９～図３１を参照しながら説明する。
【０２１６】
　　［音楽コンテンツサービスについて］
　図２９（Ａ）は、サービス情報提供装置３が、図１に示した音楽サーバ装置３（１）で
ある場合において、当該音楽サーバ装置３（１）が提供するサービス情報について説明す
るための図である。音楽サーバ装置３（１）の主たる機能は、ユーザからの要求に応じて
、例えば有料で、場合によっては無料で、音楽データ（音楽コンテンツ）をネットワーク
１００を介して提供するようにするものである。
【０２１７】
　しかし、この例の音楽サーバ装置３（１）は、提供可能なサービスの１つとして、音響
再生装置１の使用者が、当該音響再生装置１を身に付けて、当該音響再生装置で音楽を再
生しながらウォーキング、ジョギング、ランニングといった運動を１０万歩以上行った場
合に、ボーナス曲として所定の音楽データを無料で提供する音楽コンテンツサービス（ボ
ーナス曲プレゼントサービス）を行うことができるものである。
【０２１８】
　すなわち、上述もしたように、この実施の形態の音響再生装置１は、使用者が音響再生
装置１を身に付けた状態で音楽データを再生しながらこれに合わせてウォーキング、ジョ
ギング、ランニングなどの運動を行うようにした場合には、再生楽曲情報と運動情報とか
らなる運動実施履歴を生成して自機の記憶装置部５３に蓄積する。
【０２１９】
　そして、運動終了後の所定のタイミングにおいて、自宅に設置されている情報処理装置
２に当該音響再生装置１を接続して、所定の操作を行うと、情報処理装置２の制御部２１
０は、音響再生装置１から図１３Ｂを用いて説明した運動実施履歴や個人第１プロファイ
ル情報を収集し、これらの収集した情報と、自機が保持する個人第２プロファイル情報と
を含めたサービス提供要求を生成し、これを通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目的とする音楽サ
ーバ装置３（１）に送信する。
【０２２０】
　サービス情報提供装置３の１つである音楽サーバ装置３（１）の制御部３１０は、通信
Ｉ／Ｆ３３１を通じて情報処理装置２からサービス提供要求を受信し、当該サービス提供
要求に含まれる運動実施履歴の中の運動情報の１つである歩数について、使用者毎に累計
を管理するようにしている。すなわち、サービス情報提供要求には、音響再生装置１の使
用者の氏名など、当該使用者に固有の識別情報が含まれるので、この使用者に固有の識別
情報をキー情報として用いて、使用者毎の歩数の累計管理を音楽サーバ装置３（１）にお
いて管理することができる。
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【０２２１】
　そして、サービス提供要求を受信する毎に、音楽サーバ装置３（１）の制御部３１０は
、使用者毎に歩数の累計を計算し、歩数の累計が１０万歩を超えた使用者に対して、図２
９（Ａ）に示すように、歩数の類型が１０万歩を超えたことを通知するメッセージと、歩
数の累計が１０万歩を超えたことにより、無料で「曲ア」と「曲イ」をボーナス曲として
ダウンロードができることを通知するメッセージと、ボーナス曲のダウンロードの実行を
指示するための「する」アイコンと、ボーナス曲のダウンロードを実行しないことを指示
する「しない」アイコンと、サービスポイントの累計値と、リコメンドプレイリストの提
供が可能であることを示すメッセージとを含む表示情報を形成し、これを第１段階のサー
ビス情報として通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて要求元の情報処理装置２に送信する。
【０２２２】
　情報処理装置２は、サービス情報提供装置である音楽サーバ装置３（１）からの表示情
報を通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて受信し、この表示情報を制御部２１０が映像出力処理部２
６１を介して表示部２６２供給するようにして、図２９（Ａ）に示した表示情報を表示部
２６２の表示画面２６２Ｇに表示する。そして、情報処理装置２は、操作部２３１を介し
て、使用者からの指示入力を受け付けるようにする。
【０２２３】
　使用者は、ボーナス曲（無料でダウンロード可能な音楽データ）のダウンロードを希望
する場合には、今回のボーナス曲である「曲ア」または「曲イ」のいずれかを選択し、ダ
ウンロードを実行することを指示する「する」アイコンを選択すると、情報処理装置２の
制御部２１０は、選択されたボーナス曲の提供要求を生成して、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じ
て当該音楽サーバ装置３（１）に返信する。
【０２２４】
　音楽サーバ装置３（１）の制御部３１０は、通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて情報処理装置２
からボーナス曲の提供要求を受信した場合には、コンテンツ蓄積部３５２から要求された
音楽データを抽出し、これを通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて、要求元の情報処理装置２に返信
する。
【０２２５】
　情報処理装置２は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じてボーナス曲の音楽データを受信し、制御
部２１０は、これを記憶装置部２７１の記録媒体に格納して、当該情報処理装置２で再生
して利用したり、また、外部Ｉ／Ｆ２２２、入出力端子２２１を通じて、これに接続され
た音響再生装置１に転送し、当該音響再生装置１において再生して利用したりすることも
できるようにされる。
【０２２６】
　なお、ボーナス曲が既に所有しているものや、使用者にとってあまり興味のないもので
あるために、ダウンロードする必要がない場合には、ボーナス曲のダウンロードを実行し
ないことを指示する「しない」アイコンを選択することにより、ボーナス曲のダウンロー
ドをしないことを通知する情報が、情報処理装置２の制御部２１０で生成され、これが通
信Ｉ／Ｆ２４１を通じて音楽サーバ装置３（１）に送信されて、ボーナス曲のダウンロー
ドは必要ないことが通知される。この場合、別のボーナス曲を提供したり、ボーナス曲の
提供の代わりに以下に説明するサービスポイントをプレゼントしたりするなどのこともで
きるようにされる。
【０２２７】
　また、累計サービスポイントは、それまでに使用者が購入するようにした音楽データの
購入数に応じて、あるいは、購入金額に応じて付与される点数であり、点数に応じて種々
のサービスの提供を受けることもできるようにされる。例えば、１点を１００円とみなし
て、累計サービスポイント分の音楽データの購入をできるようにしたり、あるいは、累計
サービスポイントに応じて、音楽データ以外のプレゼント、例えば、ハンカチ、Ｔシャツ
、ぬいぐるみ、商品券、旅行券などの様々なものと交換できるようにしたりするなどのこ
とが考えられる。
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【０２２８】
　なお、累計サービスポイントは、使用者に通知するだけでもよいし、また、累計サービ
スポイントを使用者が選択することにより、情報処理装置２の制御部２１０は、累計ポイ
ントに応じたサービス提供要求を生成し、これを通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて音楽サーバ装
置３（１）に送信する。
【０２２９】
　累計ポイントに応じたサービス提供要求を通Ｉ／Ｆ３３１を通じて受信した場合には、
音楽サーバ装置３（１）の制御部３１０は、要求元の情報処理装置２の使用者の累計ポイ
ントに応じて提供可能なサービスの一覧リストを作成し、これを通信Ｉ／Ｆ３３１を通じ
て要求元の情報処理装置２に対して返信する。
【０２３０】
　要求元の情報処理装置２の制御部２１０は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて、累計ポイント
に応じて提供可能なサービスの一覧リストを受信すると、これを映像出力処理部２６１を
通じて表示部２６２に供給し、表示部２６２の表示画面に当該一覧リストを表示し、使用
者の選択入力を受け付けて、累計サービスポイントに応じた音楽データの無料提供を要求
したり、累計サービスポイントとプレゼントとの交換を要求したりすることができるよう
にされる。
【０２３１】
　また、リコメンドプレイリストは、音楽サーバ装置３（１）がそれまでに受信したサー
ビス提供要求に含まれる再生楽曲情報や、サービス提供要求元の情報処理装置２の使用者
が、音楽データのダウンロードの履歴に基づいて、当該使用者の音楽の嗜好を分析し、そ
の結果に応じて、当該使用者の嗜好に合致した音楽データを推薦するためのリストである
。
【０２３２】
　したがって、リコメンドプレイリストを使用者が選択することにより、情報処理装置２
の制御部２１０は、リコメンドプレイリストの提供要求を生成し、これを通信Ｉ／Ｆ２４
１を通じて音楽サーバ装置３（１）に送信する。
【０２３３】
　リコメンドプレイリストの提供要求を通Ｉ／Ｆ３３１を通じて受信した場合には、音楽
サーバ装置３（１）の制御部３１０は、上述もしたように、それまでに受信した再生楽曲
情報や購入履歴に基づいて、要求元の情報処理装置２の使用者の嗜好を分析し、当該使用
者の嗜好に合っているであろう音楽データであって、まだ、ダウンロードされたことのな
い音楽データの一覧リストであるリコメンドプレイリストを作成し、これを通信Ｉ／Ｆ３
３１を通じて要求元の情報処理装置２に対して返信する。
【０２３４】
　要求元の情報処理装置２の制御部２１０は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて、リコメンドプ
レイリストを受信すると、これを映像出力処理部２６１を通じて表示部２６２に供給し、
表示部２６２の表示画面に当該リコメンドプレイリストを表示し、使用者の選択入力を受
け付けて、リコメンドプレイリストを通じて推薦された音楽データの提供を要求するなど
のことができるようにされる。また、リコメンドプレイリストには、種々の音楽情報など
を含めて提供するようにすることもできる。
【０２３５】
　　［仮想旅行サービスについて］
　図２９（Ｂ）は、サービス情報提供装置３が、図１に示した運動支援サーバ装置３（２
）である場合において、当該運動支援サーバ装置３（２）が提供するサービス情報につい
て説明するための図である。運動支援サーバ装置３（２）は、音響再生装置１の使用者が
日々行う、ウォーキング、ジョギング、ランニング、その他の種々のエクササイズなどを
、比較的に長期間に渡って継続することができるように支援するためのものである。
【０２３６】
　この例の運動支援サーバ装置３（２）は、音響再生装置１の使用者が、当該音響再生装



(34) JP 4305671 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

置１を身に付けて、音楽を再生しながらウォーキング、ジョギング、ランニングといった
運動を行った場合に、その運動距離に応じて、予め決められた旅行ルート上を仮想的に辿
ることができるようにするサービス（仮想旅行サービス）を提供することができるもので
ある。ここでは、図２９（Ｂ）に示すように、予め決められた旅行ルートとして、四国８
８か所の霊場を巡り歩く、いわゆる四国お遍路のルートを用いる場合を例にして説明する
。
【０２３７】
　この例の場合にも、上述した音楽コンテンツサービスの場合と同様に、音響再生装置１
の使用者が、音響再生装置１で音楽データを再生しながら、これに合わせてウォーキング
、ジョギング、ランニングなどの運動を行うようにすると、図１３Ｂを用いて説明した再
生楽曲情報と運動情報とからなる運動実施履歴が、音響再生装置１の記憶装置部５３に蓄
積される。
【０２３８】
　そして、自宅に設置されている情報処理装置２に当該音響再生装置１を接続して、所定
の操作を行うと、情報処理装置２の制御部２１０は、音響再生装置１から図１３Ｂを用い
て説明した運動実施履歴や個人第１プロファイル情報を収集し、これらの収集した情報と
、自機が保持する個人第２プロファイル情報とを含めたサービス提供要求を生成し、これ
を通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目的とする運動支援サーバ装置３（２）に送信する。
【０２３９】
　サービス情報提供装置３の１つである運動支援サーバ装置３（２）の制御部３１０は、
通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて情報処理装置２からサービス提供要求を受信した場合には、当
該サービス提供要求に含まれる運動実施履歴の中の運動情報の１つである歩数に基づいて
、使用者毎の移動距離の累計を管理するようにしている。上述もしたように、サービス情
報提供要求には、音響再生装置１の使用者の氏名など、当該使用者に固有の識別情報が含
まれるので、この使用者に固有の識別情報をキー情報として用いて、使用者毎の移動距離
の累計を運動支援サーバ装置３（２）において管理することができるようにしている。ま
た、この実施の形態の運動支援サーバ装置３（２）は、四国８８か所の各霊場間の距離を
把握している。
【０２４０】
　そして、運動支援サーバ装置３（２）の制御部３１０は、サービス提供要求を受信する
ごとに、使用者毎に移動距離の累計を把握して、自機が予め把握している霊場間の距離に
基づいて、四国お遍路のルート上における使用者の移動距離を地図上に表示すると共に、
必要な情報を表示するための情報を形成して、これを通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて要求元の
情報処理装置２に返信する。
【０２４１】
　具体的には、図２９（Ｂ）に示すように、四国巡礼Ｎ日目というように運動を実施した
日のカウント値（運動の実施日数累計値）と、最新の運動実施日の歩数（本日の歩数）と
、歩数累計と、次に到達すべき札所（次の目的地）と、お遍路のルート上における現在ま
での進度とを情報処理装置２の表示部２６２の表示画面２６２Ｇに表示するようにするた
めの表示情報を形成し、これを通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて要求元の情報処理装置２に返信
する。
【０２４２】
　ここで、運動の実施日数累計値は、例えば、音響再生装置１の記憶装置部５３に蓄積さ
れる運動実施履歴に実施年月日などの日付情報を付加しておき、この日付情報も情報処理
装置２から運動支援サーバ装置３（２）に送信するサービス提供要求に含めておく。そし
て、運動支援サーバ装置３（２）においては、サービス提供要求に含まれる運動実施履歴
の実施年月日が異なる毎に実施日数をカウントアップすることにより、運動の実施日数を
把握することができ、これを四国遍路（四国巡礼）の実施日数とみなして表示する情報と
することができる。
【０２４３】
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　また、本日の歩数は、最新に受信したサービス提供要求の運動実施履歴に含まれる歩数
情報であり、歩数累計は、運動を開始した日から最新に運動を行った日までの歩数の累計
値である。そして、運動支援サーバ装置３（２）においては、受信するサービス提供要求
の運動実施履歴の自動的に検出判定するようにした走行タイプと使用者の身長とによって
決まる使用者の歩幅と使用者の歩数との乗算を行うことにより移動距離（走行距離）を求
めることができ、これを累積することにより移動距離の累積値を得ることができる。
【０２４４】
　このようにして求めた移動距離の累積値を、お遍路のルート上ではどこまで到達してい
るかを把握することによって、次の目的地はどこかを正確に把握することができるので、
把握した次の目的地を示す情報を表示する情報とすることができると共に、図２９（Ｂ）
に示すように、四国の地図上に、お遍路のルートに沿って移動済みの距離を示すようにす
る表示情報をも形成することができる。
【０２４５】
　このようにして、図２９（Ｂ）に示したような表示を行うようにするための表示情報を
、運動支援サーバ装置３（２）の制御部３１０において生成し、これを通信Ｉ／Ｆ３３１
を通じて、サービス提供要求を送信してきた要求もとの情報処理装置２に返信する。
【０２４６】
　情報処理装置２の制御部２１０は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて運動支援サーバ装置３（
２）からのサービス情報（表示情報）を受信した場合には、これを映像出力処理部２６１
を通じて表示部２６２に供給し、表示部２６２の表示画面２６２Ｇに図２９（Ｂ）に示し
たように、サービス情報を表示することができるようにされる。
【０２４７】
　これにより、音響再生装置１の使用者は、日々近所の公園などでウォーキング、ジョギ
ング、ランニングなどを行うようにした場合に、お遍路のルートになぞらえて、運動距離
を把握することができ、各札所（霊場）を目標とすることができ、ウォーキング、ジョギ
ング、ランニングといった単調な運動を継続できるように動機付けが与えられる。
【０２４８】
　この他、各札所に到達した場合（通過した場合も含む。）に、到達した札所の外観写真
や歴史等の情報を提供するようにし、情報処理端末２を通じて仮想的にお参りすることが
できるようにするなどのサービスも提供することができる。また、運動距離に応じてポイ
ントを付与し、獲得ポイントに応じてプレゼントに応募できる権利を与えたり、漏れなく
プレゼントを与えたりするなどのサービスも提供することもできる。
【０２４９】
　また、ここでは、予め決められた旅行ルートとして、四国のお遍路のルートを用いるよ
うにしたが、これに限るものではない。例えば、松尾芭蕉が辿ったとされる奥の細道を仮
想的に辿るようにする奥の細道コース、日本縦断を仮想的に行う日本縦断コース、世界１
周を仮想的に行う世界１周コース、パリ－ダカールラリーのコースを仮想的に辿るように
するパリ－ダカールラリーコース、シルクロードを仮想的に辿るようにするシルクロード
コースなど、種々のコースを設定し、それらのコースを仮想的に辿るようにすることもも
ちろん可能である。
【０２５０】
　音響再生装置１の使用者が、自分が目標とする運動量や継続させたい期間に応じて、仮
想的に辿るようにするコースを選択できるようにしておくことにより、個々の使用者のそ
れぞれが、目的とする運動を行うようにすることができるように、各使用者の運動を支援
することができるようにされる。
【０２５１】
　また、ここでは、近所の公園などの身近なコースで日々運動することにより、その運動
量（移動距離）を予め決められたコースになぞらえるようにすることによって、仮想的に
旅行を楽しむことができるようにした。しかし、これに限るものではない。例えば、実際
に、目的とする旅行のコースを辿った場合に、目的地に到達する毎に、その目的地を特定
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する情報や目的地に到達した日時を入力するようにして、後で運動量を確認したりするな
どのこともできる。
【０２５２】
　　［健康運動管理サービスについて］
　図３０（Ａ）は、サービス情報提供装置３が、図１に示した健康支援サーバ装置３（３
）である場合において、当該健康支援サーバ装置３（３）が提供するサービス情報につい
て説明するための図である。健康支援サーバ装置３（３）は、音響再生装置１の使用者が
日々行う、ウォーキング、ジョギング、ランニング、その他の種々のエクササイズなどを
継続する場合において、無理な運動を続けて健康を損ねたり、逆に負荷が小さすぎて運動
の効果が無かったりすることを防止し、適度な運動を適切に行えるように支援するための
ものである。
【０２５３】
　この例の場合にも、上述した音楽コンテンツサービスの場合と同様に、音響再生装置１
の使用者が、音響再生装置１を身に付けた状態で、音楽データを再生しながら、これに合
わせてウォーキング、ジョギング、ランニングなどの運動を行うようにすると、再生楽曲
情報と運動情報とからなる運動実施履歴が生成され、音響再生装置１の記憶装置部５３に
蓄積される。
【０２５４】
　そして、自宅に設置されている情報処理装置２に当該音響再生装置１を接続して、所定
の操作を行うと、情報処理装置２の制御部２１０は、音響再生装置１から図１３Ｂを用い
て説明した運動実施履歴や個人第１プロファイル情報を収集し、これらの収集した情報と
、自機が保持する個人第２プロファイル情報とを含めたサービス提供要求を生成し、これ
を通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目的とする健康支援サーバ装置３（３）に送信する。
【０２５５】
　サービス情報提供装置３の１つである健康支援サーバ装置３（３）は、情報処理装置２
からサービス提供要求を受信し、当該サービス提供要求に含まれる運動実施履歴の中の運
動情報に基づいて、使用者毎の歩数を運動実施日毎に把握すると共に、図１４～図２２を
用いて説明した所定の計算式を用いることにより、運動実施部毎に消費カロリーを算出す
る。
【０２５６】
　そして、健康支援サーバ装置３（３）の制御部３１０は、図３０（Ａ）に示したように
、歩数を棒グラフで、消費カロリーを折れ線グラフで示すようにしたグラフ情報を生成す
ると共に、歩数、消費カロリーといった運動情報や使用者の年齢、性別、身長、体重とい
った個人プロフィール情報（個人プロファイル情報）に基づいて、予め登録されているア
ドバイス情報の中から適切なものを抽出し、図３０（Ａ）に示したような表示情報を生成
して、これを通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて要求元の情報処理装置２に返信する。
【０２５７】
　情報処理装置２の制御部２１０は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて健康支援サーバ装置３（
３）からのサービス情報（表示情報）を受信した場合には、これを映像出力処理部２６１
を通じて表示部２６２に供給し、表示部２６２の表示画面２６２Ｇに図３０（Ａ）に示し
たように、サービス情報を表示することができるようにされる。
【０２５８】
　これにより、音響再生装置１の使用者は、自分が日々行っている運動が、自分に合って
いるのか、合っていないのかを客観的に知ることができると共に、必要以上に身体に負荷
をかけることなく、適度な運動を適切に行うようにすることができる。
【０２５９】
　なお、ここでは、アドバイス情報は、予め用意されているものを、使用者の運動量やプ
ロファイル情報に基づいて抽出するものとして説明したが、これに限るものではない。例
えば、使用者の運動量やプロファイル情報に基づいて、医師、看護士、スポーツインスト
ラクター、スポーツトレーナーといった、知識、経験、資格を持ったアドバイザが、日々
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アドバイス情報を作成してこれを返信するようにしてもよい。
【０２６０】
　また、通常は、上述もしたように、予め容易されているアドバイスの中から適切なもの
を提供するが、運動を行うことによって、身体に心配なことが発生した場合などにおいて
、音響再生装置１の使用者から通常よりも専門的なアドバイスを求めるようにし、この場
合に、上述もしたように、医師や看護士などのアドバイザからのアドバイスを貰うように
することもできる。
【０２６１】
　また、上述したように、歩数や消費カロリーだけでなく、運動時の脈拍や呼吸数などに
ついてもセンシングし、これらの情報も運動実施履歴に含めて、音響再生装置１に蓄積し
、これを情報処理装置２を介して健康支援サーバ装置３（３）に送信し、より詳細なアド
バイスや注意を貰うようにすることも可能である。
【０２６２】
　　［イベントキャンペーンサービス］
　図３０（Ｂ）は、サービス情報提供装置３として、ネットワーク１００上に設けられる
種々のサーバ装置が提供可能なイベントキャンペーンサービスについて説明するための図
である。ネットワーク１００上に設けられる音楽サーバ装置３（１）、運動支援サーバ装
置３（２）、健康支援サーバ装置３（３）、後述もするブログサーバ装置３（４）、その
他の種々のサーバ装置は、例えば、自機の利用促進等を目的として、種々のイベントキャ
ンペーンを行う場合がある。
【０２６３】
　以下に説明する例は、ネットワーク１００上に設けられる所定のサーバ装置３（Ｘ）が
、音響再生装置１で再生される音楽を聴取するようにしながらウォーキング、ジョギング
、ランニングなどを行って、その累積歩数が１００万歩に到達した音響再生装置１の使用
者が、抽選でハワイ旅行をプレゼントするキャンペーンに自動的に応募することができる
ようにするものである。
【０２６４】
　この例の場合にも、上述した音楽コンテンツサービス等の場合と同様に、音響再生装置
１の使用者が、音響再生装置１で音楽データを再生しながら、これに合わせてウォーキン
グ、ジョギング、ランニングなどの運動を行うようにすると、再生楽曲情報と運動情報と
からなる運動実施履歴が、音響再生装置１の記憶装置部５３に蓄積される。
【０２６５】
　そして、自宅に設置されている情報処理装置２に当該音響再生装置１を接続して、所定
の操作を行うと、情報処理装置２の制御部２１０は、音響再生装置１から図１３Ｂを用い
て説明した運動実施履歴や個人第１プロファイル情報を収集し、これらの収集した情報と
、自機が保持する個人第２プロファイル情報とを含めたサービス提供要求を生成し、これ
を通信Ｉ／Ｆ２４１を通じてネットワーク１００上に設けられたサーバ装置であって、目
的とするイベントキャンペーンを実施している所定のサーバ装置３（Ｘ）に対して送信す
る。
【０２６６】
　サービス情報提供装置３の１つである当該イベントキャンペーンを実施している所定の
サーバ装置３（Ｘ）は、情報処理装置２からサービス提供要求を受信した場合には、当該
サービス提供要求に含まれる運動実施履歴の中の運動情報の１つである歩数について、使
用者毎に累計を管理するようにしている。上述もしたように、サービス情報提供要求には
、音響再生装置１の使用者の氏名など、当該使用者に固有の識別情報が含まれるので、こ
の使用者に固有の識別情報をキー情報として用いて、使用者毎の歩数の累計を管理するこ
とができる。
【０２６７】
　そして、当該サーバ装置３（Ｘ）の制御部３１０は、図３０（Ｂ）に示したように、画
面の左側の領域を、「１００万歩でハワイに行こう」などのイベントキャンペーンタイト
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ルの表示情報と、「本日」という項目の表示情報と、本日の歩数の表示情報と、「累計」
という項目の表示情報と、累計歩数の表示情報とを有するイベントキャンペーンエリア（
イベントキャンペーン領域）とし、画面の右側の領域を、運動用品の広告や、健康促進商
品の広告や、新譜情報などからなる広告エリア（広告領域）とする表示情報を生成し、こ
れを
通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて要求元の情報処理装置２に返信する。
【０２６８】
　情報処理装置２の制御部２１０は、通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて所定のサーバ装置３（Ｘ
）から返信されてくるサービス情報（表示情報）を受信した場合には、これを映像出力処
理部２６１を通じて表示部２６２に供給し、表示部２６２の表示画面２６２Ｇに図３０（
Ｂ）に示したように、サービス情報を表示することができるようにされる。
【０２６９】
　これにより、音響再生装置１の使用者は、情報処理装置２の表示部２６２の表示画面２
６２Ｇに図３０（Ｂ）に示したように表示される情報に基づいて、今日の歩数、当該サー
バソチ（Ｘ）に履歴情報を送信し始めてからの歩数累計を知ることができ、あとどれ位で
設定された目標歩数に到達できるかを把握することができ、運動を継続するための動機付
けをユーザに対して提供することができる。
【０２７０】
　そして、使用者の歩数累計が、設定された目標歩数（この例の場合には１００万歩）に
到達した場合には、音響再生装置１の使用者は、応募はがきを送るなどといった手間をか
けることなく、ハワイ旅行プレゼントというイベントキャンペーンに自動的に応募するこ
とができる。すなわち、応募者多数の場合には、当該サーバ装置３（Ｘ）は、抽選によっ
て当選者を決定し、ハワイ旅行をプレゼントするようにすることができれる。当選の発表
の形式は種々の態様を取ることができる。例えば、郵送により当選を知らせたり、電子メ
ールで当選を知らせたり、所定のホームページ上で発表するなど、種々の態様をとること
ができる。
【０２７１】
　このように、この例の場合、イベントキャンペーンへの従来の応募の場合のように、例
えば、商品に添付されている応募シールや応募券をはがきなどに添付して郵送で申し込む
などのように、応募者が手間をかけることもない。すなわち、この実施の形態の音響再生
装置１で再生される音楽を聴取しながらウォーキング、ジョギング、ランニングを行うこ
とにより、歩数の履歴を取ることができ、その情報をサーバ装置３（Ｘ）に情報処理装置
２を通じて送信するだけで、サーバ装置において歩数の累計が管理され、予め設定された
目的歩数に到達した場合に自動的にイベントキャンペーンに応募することができる。この
ように、イベントキャンペーンへの新たな応募形態を提供することができる。
【０２７２】
　　［ブログ情報の蓄積、掲載（公開）サービス］
　図３１は、サービス情報提供装置３が、図１に示したブログサーバ装置３（４）である
場合において、当該ブログサーバ装置３（４）が提供するサービスについて説明するため
の図である。このブログサーバ装置３（４）が提供するサービスは、上述した音楽サーバ
装置３（１）、運動支援サーバ装置３（２）、健康支援サーバ装置３（３）のように、要
求元の情報処理装置２に対して、必ずしも返信すべき情報が存在する必要がないものであ
る。すなわち、ブログサーバ装置３（４）は、情報処理装置２を介して送信されてきたサ
ービス提供要求に含まれるプロファイル情報や履歴情報を記憶保持するサービスと、その
記憶保持した情報を、ネットワーク１００を通じてアクセスしてくる不特定多数の情報処
理装置に対して広く公開するサービスとを実現するものである。
【０２７３】
　この例の場合にも、上述した音楽コンテンツサービス等の場合と同様に、音響再生装置
１の使用者が、音響再生装置１で音楽データを再生しながら、これに合わせてウォーキン
グ、ジョギング、ランニングなどの運動を行うようにすると、再生楽曲情報と運動情報と
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からなる運動実施履歴が、音響再生装置１の記憶装置部５３に蓄積される。
【０２７４】
　そして、自宅に設置されている情報処理装置２に当該音響再生装置１を接続して、所定
の操作を行うと、情報処理装置２の制御部２１０は、音響再生装置１から図１３Ｂを用い
て説明した運動実施履歴や個人第１プロファイル情報を収集し、これらの収集した情報と
、自機が保持する個人第２プロファイル情報とを含めたサービス提供要求を生成し、これ
を通信Ｉ／Ｆ２４１を通じて目的とするブログサーバ装置３（４）に送信する。なお、こ
の例の場合、音響再生装置１の使用者は、情報処理装置２を通じて例えば２００文字程度
のコメントを入力し、これをサービス提供要求に含めることができるようにされる。
【０２７５】
　そして、ブログサーバ装置３（４）の制御部３１０は、通信Ｉ／Ｆ３３１を通じて情報
処理装置２からのサービス提供要求を受信すると、当該サービス提供要求に含まれる個人
第１プロファイル情報、個人第２プロファイル情報、運動実施履歴、運動目標設定履歴、
コメント情報、運動実施年月日などの必要な情報を抽出する。
【０２７６】
　そして、ブログサーバ装置３（４）の制御部３１０は、抽出した情報に基づいて、例え
ば、図３１（Ａ）に示すように、音響再生装置１の使用者毎に、運動実地年月日、コメン
ト、運動実施履歴に含まれる再生された楽曲のタイトル（曲Ａ、Ｂ、Ｃ、…等）、今日の
運動量（歩数）、今日の消費カロリーからなるブログ公開用の履歴情報を形成し、これを
履歴情報蓄積部３５１に蓄積していく。なお、ブログ公開用の履歴情報の内、消費カロリ
ーは、上述した計算式に基づいて算出可能であるし、それ以外の情報は、サービス提供要
求に含まれている情報の中から抽出することができる。
【０２７７】
　このようにして、ブログサーバ装置３（４）の履歴情報蓄積部３５１に蓄積されたブロ
グ公開用の履歴情報は、図３１（Ｂ）に示すように、例えば、「太郎の徒然日記」などの
ように予め指示するようにされたタイトルを付して、ブログに掲載し、広く公開すること
ができるようにされる。
【０２７８】
　このように、ブログサーバ装置３（４）は、情報処理装置２を通じて送信されてくる音
響再生装置１からの情報から必要な情報を抽出したり、あるいは、演算して生成したりし
てブログ公開用の履歴情報を再生して記憶保持するサービスと、記憶保持しているブログ
公開用の履歴情報をブログに公開して、不特定多数の閲覧者に対して提供するサービスと
を行うことができるものである。
【０２７９】
　図２９～図３１を用いて説明したように、この実施の形態の健康運動支援システムにお
いては、音響再生装置１の使用者は、音響再生装置１をもに付けて、音響再生装置１を通
じて再生される音楽を聴取しながら運動を行うと、運動実施履歴等を自動的に生成して記
憶保持し、この履歴情報をも含むサービス提供要求を生成して、これを情報処理装置２を
介してネットワーク１００上に設けられている目的とするするサーバ装置に送信すること
によって、履歴情報に含まれる情報に応じて、当該サーバ装置が提供するサービスの提供
を受けることができるようにされる。
【０２８０】
　そして、この実施の形態の健康運動支援システムは、行った運動の運動量に応じて、種
々のサービスの提供を受けることができるようにしたり、自分が行った運動についての履
歴情報をブログとして公開したりするなどのことが簡単にできるようにすることによって
、健康増進のための運動を継続できるようにするためのインセンティブ付与することがで
きる。
【０２８１】
　また、運動時の自分に適した音楽情報についての情報や運動用品についての情報等の必
要な情報をタイムリーに使用者に提供するようにすることができる。また、運動の履歴情
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報を管理し、利用できるようにすることによって、健康管理を行うようにすることができ
る。
【０２８２】
　使用者の健康増進などを目的として開かれる種々のイベントキャンペーンへの参加を容
易に行えるようにすることによって、使用者の健康増進、サービス情報提供装置の利用の
促進など、種々の目的を実現できる健康運動支援システムを構築することができる。
【０２８３】
　運動を行う使用者に対して、多様化した広告の中から適した広告を提供するようにする
などのことも実現することができる。
【０２８４】
　［健康運動支援システムの変形例について］
　次に、健康運動支援システムの変形例について説明する。図３２、図３３は、健康運動
支援システムの変形例を説明するための図である。上述した実施の形態の健康運動支援シ
ステムは、図１に示したように、音響再生装置１、情報処理装置２、ネットワーク１００
上に設けられる１つ以上のサービス情報提供装置３とから構成されたものである。この場
合、上述もしたように、情報処理装置２は、音響再生装置１の使用者の自宅などに設置さ
れ、通信機能を備えたパーソナルコンピュータなどの機器である。しかし、必ずしも情報
処理装置２が必要なわけではない。
【０２８５】
　例えば、図３２に示すように、音響再生装置１、店舗情報端末４（ｎ）、音響サーバ装
置３（１）、運動支援サーバ装置３（２）、健康支援サーバ装置３（３）、ブログサーバ
装置３（４）等のサービス情報提供装置３とによって、健康運動支援システムを構成する
ようにすることができる。
【０２８６】
　図３２に示した店舗情報端末４（ｎ）は、例えば、コンビニエンスストア、ＣＤ（Comp
act Disc）ショップ、ビデオレンタルショップなどの種々の店舗の店頭に設置されるもの
であり、基本的に、上述した実施の形態の情報処理装置２と同様の機能を持たせるように
したものである。もちろん、この例の店舗情報端末４（ｎ）は、不特定多数の使用者に用
いられるものであるため、上述した情報処理装置２とは若干の機能違いが生じる。
【０２８７】
　すなわち、図３２に示した店舗情報端末４（ｎ）は、ネットワークへの接続機能、音響
再生装置１との接続機能、音響再生装置１に蓄積されているプロファイル情報や履歴情報
を吸い上げる機能、吸い上げたプロファイル情報や履歴情報などを含むサービス提供要求
を生成する機能、生成したサービス提供要求を目的とするサーバ装置に送信する機能、当
該目的とするサーバ装置から返信されてくるサービス情報等を受信する機能、受信したサ
ービス情報等を接続されている音響再生装置１に転送する機能などを有するものである。
【０２８８】
　ここで、受信したサービス情報等を接続されている音響再生装置１に転送する機能が、
図１を用いて説明した情報処理装置２が備えていなかった機能である。この機能を備える
ことにより、不特定多数のユーザが使用する店舗情報端末４（ｎ）を長時間に渡って占有
することなく、店舗情報端末４（ｎ）を効率よく使用するようにすることができる。そし
て、音響再生装置１の使用者は、転送された情報を音響再生装置１の表示部３４の表示画
面３４Ｇに表示して確認したり、あるいは、自宅のパーソナルコンピュータなどの情報処
理装置２に転送して、情報処理装置２を通じて表示したり、プリントアウトするなどして
サービス情報提供装置３からの情報を確認することができる。
【０２８９】
　もちろん、店舗情報端末４（ｎ）において、サービス情報提供装置３から受信したサー
ビス情報等を接続されている音響再生装置１に転送するようにしない場合には、受信した
サービス情報等を所定の用紙に印字して出力したり（プリント出力したり）、上述した情
報処理装置２の場合と同様に、受信した情報情報を表示部の表示画面に表示して提供する
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ようにすることもできる。すなわち、店舗情報端末４（ｎ）は、図２５に示した情報処理
装置２とほぼ同様の構成を有することになる。
【０２９０】
　このように、図３２に示した構成の健康運動支援システムの場合には、例えば、旅行先
で音響再生装置１を身に付けて運動を行った使用者が、適宜のタイミングで最寄の店舗情
報端末４（ｎ）に自己の音響再生装置１を持ち込むことにより、目的とするサービス情報
の提供を受けるなど、目的とするサービスの提供を受けることができるようにされる。つ
まり、運動時に用いるようにした音響再生装置１を自宅まで持ち帰って、自宅の情報処理
装置２を通じてサービス情報提供装置３との間で情報の送受を行うようにしなくても、最
寄の店舗情報端末４（ｎ）を利用することにより、適宜のタイミングでサービス情報提供
装置３からのサービスの提供を受けることができる。
【０２９１】
　また、図３３に示すように、情報処理装置２も店舗情報端末４（ｎ）も用いることなく
、基本的に、音響再生装置１Ｘと、音響サーバ装置３（１）、運動支援サーバ装置３（２
）、健康支援サーバ装置３（３）、ブログサーバ装置３（４）等のサービス情報提供装置
３とにより、健康運動支援システムを構成することもできる。
【０２９２】
　この図３３に示した例の健康運動支援システムの場合には、音響再生装置１Ｘ自体が通
信機能を備え、音響再生装置１Ｘが自機に蓄積した運動実地履歴や個人プロファイル情報
等を含むサービス提供要求を生成して、目的とするサービス情報提供装置３に対して送信
し、これに応じてサービス情報提供装置３から返信されてくるサービス情報等を音響再生
装置１Ｘ自体が受信し、これを音響再生装置１Ｘの表示部を通じて提供することができる
ようにされる。
【０２９３】
　図３４は、図３３に示した健康運動支援システムの音響再生装置１Ｘの構成を説明する
ためのブロック図である。図３４と図２とを比較すると分かるように、図３４に示すこの
例の音響再生装置１Ｘは、図２に示した音響再生装置１に対して、通信Ｉ／Ｆ６１、送受
信回路６２、送受信アンテナ６３が設けられたものである。したがって、図３４に示すこ
の例の音響再生装置１Ｘにおいて、図２に示した音響再生装置１と同様に構成される部分
には、同じ参照符号を付し、その部分の詳細な説明については省略する。
【０２９４】
　そして、図３４に示す音響再生装置１Ｘの通信Ｉ／Ｆ６１は、広域ネットワークに接続
し、種々のデータを送受できるようにする機能を実現するものである。具体的には、音響
再生装置１Ｘは、図２に示した音響再生装置１と同様に、携帯型のものであり、ウォーキ
ング、ジョギング、ランニングといった運動行う使用者の身体に装着するようにされて、
あるいは、使用者の衣服のポケットなどに入れられて利用されるものである。
【０２９５】
　このため、この例の音響再生装置１Ｘの通信Ｉ／Ｆ６１は、図３３に示すように、例え
ば携帯電話網２００などの携帯通信端末用のネットワークを介して、インターネットなど
のネットワーク１００に接続し、当該ネットワーク１００上に設けられた種々のサービス
情報提供装置３にアクセスすることができるようにしている。
【０２９６】
　また、この例の音響再生装置１Ｘは、送受信回路６２、送受信アンテナ６３を通じて、
例えば、無線ＬＡＮ（Local Area Network）などに接続することによって、無線ＬＡＮ経
由でインターネットに接続したり、あるいは、無線ＬＡＮに接続された機器との間でデー
タの送受を行うよにしたりすることもできるようにしている。
【０２９７】
　そして、図３３に示した例の健康運動支援システムの場合、音響再生装置１Ｘを身に付
けた使用者が、当該音響再生装置１Ｘによって再生される音楽を聴取しながら運動を行う
ようにすると、図２を用いて説明した音響再生装置１と同様に、運動目標設定履歴、運動
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実施履歴などの情報が、記憶装置部５３に記憶保持するようにされる。
【０２９８】
　また、この例の音響再生装置１Ｘは、上述した個人第１プロファイル情報と個人第２プ
ロファイル情報との両方を保持しており、キー操作部４１を通じてサービス提供要求を生
成して送信することを指示する使用者による所定の操作を受け付けると、制御部１０は、
個人プロファイル情報、運動目標設定履歴、運動実施履歴などの情報を含むサービス提供
要求を生成して、例えば、通信Ｉ／Ｆ６１を介して、ネットワーク１００上の目的とする
サービス情報提供装置３に送信する。
【０２９９】
　この場合、目的とするサービス情報提供装置３を特定するアドレス情報等も音響再生装
置１Ｘの例えば記憶装置部５３に記憶保持されており、サービス提供要求には、目的とす
る相手先であるサービス情報提供装置を特定するアドレス情報や、当該サービス提供要求
の送信元である情報処理装置２を特定するアドレス情報などの相互に通信を行うために必
要な情報も含まれる。
【０３００】
　このようにして、送出されるサービス提供要求に応じて、目的とするサービス情報提供
装置３からサービス情報等が返信されてきて、通信Ｉ／Ｆ６１を通じてこれを受信すると
、音響再生装置１Ｘの制御部１０は、これを表示回路３３を通じて表示部３４の表示画面
３４Ｇに表示して、当該音響再生装置１Ｘの使用者に提供することができるようにされる
。
【０３０１】
　このように、図３３に示した構成の健康運動支援システムの場合には、場所を選ばず、
いつでも適宜のタイミングで目的とするサービス情報提供装置が提供する種々のサービス
を利用することができる。
【０３０２】
　　[運動量の算出方式の他の例]
　上述した実施の形態において、消費カロリーの算出は、図１４～図１６を用いて説明し
たように、入力される個人プロフィール情報と、運動時に再生された楽曲のテンポと、運
動時間とに基づいて算出したり、また、図１７を用いて説明したように、入力される個人
プロフィール情報の体重と、ＭＥＴＳ値と、運動時間とを用いて算出したりして、把握す
るようにした。しかし、これに限るものではない。もっと簡便的に把握することも可能で
ある。
【０３０３】
　図３５は、消費エネルギーを簡易的に求める場合の計算例を説明するための図である。
使用者が行う運動がウォーキングの場合であって、使用者の歩幅をその平均的な値である
０．７ｍ（７０ｃｍ）と仮定したとする。この場合には、図３５の（３３）式に示すよう
に、定数０．５と、体重と、歩行距離（運動距離）との掛け算によって消費カロリーを求
めることができるし、また、歩行距離に代えて歩数を用いた場合には、図３５の（３４）
式に示すように、定数０．０００３５と、体重と、歩数との掛け算によって消費カロリー
を求めることができる。
【０３０４】
　また、使用者が行う運動がウォーキングの場合であって、使用者の移動速度をその平均
的な値である４ｋｍ／ｈ（時速４ｋｍ）と仮定したとする。この場合には、図３５の（３
５）式に示すように、定数０．５と、体重と、歩行距離（運動距離）との掛け算によって
消費カロリーを求めることができるし、また、歩行距離に代えて運動時間を用いた場合に
は、図３５の（３６）式に示すように、定数０．０３３と、体重と、運動時間との掛け算
によって消費カロリーを求めることができる。
【０３０５】
　また、使用者が行う運動がジョギングの場合であって、使用者の歩幅をその平均的な値
である０．７ｍ（７０ｃｍ）と仮定したとする。この場合には、図３５の（３７）式に示
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すように、定数１．０と、体重と、歩行距離（運動距離）との掛け算によって消費カロリ
ーを求めることができるし、また、歩行距離に代えて歩数を用いた場合には、図３５の（
３８）式に示すように、定数０．０００７と、体重と、歩数との掛け算によって消費カロ
リーを求めることができる。
【０３０６】
　また、使用者が行う運動がジョギングの場合であって、使用者の移動速度をその平均的
な値である８ｋｍ／ｈ（時速８ｋｍ）と仮定したとする。この場合には、図３５の（３９
）式に示すように、定数１．０と、体重と、歩行距離（運動距離）との掛け算によって消
費カロリーを求めることができるし、また、歩行距離に代えて運動時間を用いた場合には
、図３５の（４０）式に示すように、定数０．１３と、体重と、運動時間との掛け算によ
って消費カロリーを求めることができる。
【０３０７】
　このように、運動時の移動速度、または、歩数を、それらの平均的な値として仮定する
ことにより、図３５に示したように、使用者が行った運動によって消費される消費カロリ
ーを簡易的に計算することが可能である。
【０３０８】
　なお、上述したように、簡易的な計算式を用いることにより、ＣＰＵに負荷をかけるこ
となく運動量を把握することができるので、運動量としての消費カロリーを計算する装置
の小型化や、消費電力の省力化を促進することができる。
【０３０９】
　［その他］
　なお、上述した実施の形態においては、使用者が行う運動は、主にウォーキング、ジョ
ギング、ランニングである場合を想定して説明したが、これに限るものではない。少なく
とも、ウォーキング、ジョギング、ランニング、ダッシュなどのいわゆる歩行運動の範囲
に含まれるものや、自転車こぎ、ボート漕ぎ、縄跳びなどの比較的に長時間に渡って継続
可能なもの、さらには、腹筋、背筋、腕立て伏せなどのいわゆる筋力トレーニングなどで
あってもよい。
【０３１０】
　また、算出すべき運動量情報としては、運動時間、歩行距離などの運動距離、平均速度
、消費カロリー、脂肪燃焼量などの内、使用者が必要とする１つ以上の情報を算出して提
示できるようにすればよい。また、心拍センサ、血圧センサ、体温計などを併用し、これ
らの情報を取得して使用者に提示することも可能である。
【０３１１】
　また、使用者のプロフィール情報としては、氏名、年齢、身長、体重等が入力できれば
よく、また、正確に歩幅を測るようにして、歩幅を示す情報をプロフィール情報として入
力するようにしてもよい。この他、平常時の心拍数、血圧、体温などを入力したり、計測
してこれを入力するようにしたりすることも可能である。
【０３１２】
　また、楽曲情報リストは、図９に示したものに限るものではない。音楽データの発表日
、人気ランキングなどの種々の付加情報を付加するようにしてももちろんよい。このよう
な種々の付加情報は、例えば、ネットワーク１００上に設けられたサーバ装置の音楽デー
タベースなどを通じて使用者の音響再生装置に提供できるようにしたり、ＣＤ（Compact 
Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、半導体メモリカードなどの記録媒体を介し
て使用者の音響再生装置に提供したりしてもよい。
【０３１３】
　また、上述もしたように、音響再生装置１、１Ｘに搭載される音楽情報記憶装置部２１
や記憶装置部５３の記録媒体としては、ＣＤやＤＶＤなどの光ディスク、ＭＤ（（Mini D
isc）登録商標）などの光磁気ディスク、磁気テープ、ハードディスク、半導体メモリー
、ＩＣメモリカードなどの種々の記録媒体を用いるようにすることが可能である。
【０３１４】
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　また、音響再生装置１、音響再生装置１Ｘにおいて、楽曲情報リストや種々の履歴情報
などの情報は、音楽情報記憶装置部２１や記憶装置部５３の記録媒体のほか、例えば、制
御部１０にＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programmable ROM）やフラッシュ
メモリなどの不揮発性メモリーを設けるようにし、ここに作成するように構成することも
可能である。
【０３１５】
　また、上述した実施の形態においては、音響再生装置１から目標運動量の履歴である運
動目標設定履歴、運動実施履歴、個人プロファイル情報を含むサービス提供要求を生成し
て、サービス情報提供装置３に送信するものとして説明したが、これに限るものではない
。必要な情報のみをサービス提供要求に含めて送信するようにすればよい。例えば、運動
目標設定履歴、運動情報の履歴、音楽データの再生履歴の少なくとも１つ以上を含むサー
ビス提供要求を生成して、これをサービス情報提供装置に送信するようにすればよい。
【０３１６】
　すなわち、情報処理装置２や音響再生装置１Ｘからサービス情報提供装置３に送信され
るサービス提供要求には、サービス情報提供装置３側で必要になる情報のみを含めるよう
にすればよい。例えば、歩数のみを累計するのであれば、運動情報の履歴としては、歩数
のみを送信すればよい。また、消費カロリーが必要な場合には、音響再生装置１や情報処
理装置２、あるいは、音響再生装置１Ｘ側で消費カロリーを演算により求め、これをサー
ビス提供要求に含めて送信することも可能であるし、サービス提供要求に含められる情報
に基づいて、サービス情報提供装置３側で消費カロリーなどの必要な情報を演算により求
めるようにしてもよい。
【０３１７】
　また、サービス情報提供装置３側において、音響再生装置１の使用者毎に履歴情報を管
理できる場合には、個人プロファイル情報のうち、基本的に変化することのない氏名、性
別などの情報を初めからサービス情報提供装置３側で管理するようにし、サービス提供要
求に含めないようにすることもできる。
【０３１８】
　また、サービス情報提供要求には、目的とするサービス情報提供装置３を特定するアド
レス情報や、サービス提供要求を送信した情報処理装置２や音響再生装置１Ｘを特定する
ことができるアドレス情報等を必ず含み、サービス提供要求が送信されるべき相手先であ
るサービス情報提供装置を確実に特定することができると共に、また、サービス情報提供
装置３においては、受信したサービス提供要求に含まれる情報に基づいて、サービス提供
要求に応じて返信すべき情報の返信先を正確に特定し、その特定した返信先に返信情報を
確実に返信することができるようにされている。
【０３１９】
　また。上述した実施の形態においては、主に音楽データを再生する場合を例にして説明
したが、これに限るものではない。表示回路３３及び表示部３４を通じて再生する映像デ
ータに同期して音楽データをも再生するＡＶ（Audio/Visual）データを再生する場合であ
っても、この発明を適用することができる。
【０３２０】
　また、予め使用者が入力した目標運動時間あるいは目標運動量から運動時に再生する楽
曲リストを自動的に生成する機能などをも搭載し、これらの機能を併用するようにしても
よい。また、使用者の入力した運動情報から楽曲を提示することも可能である。この場合
も、運動センサの情報を利用して使用者の運動のテンポを検出して楽曲を選択提示した場
合と同様にして運動量情報を求めることが可能である。
【０３２１】
　また、使用者の動作テンポに応じたテンポの音楽データを自動的に選択して再生する機
能他、使用者が運動の種類、時間、強度、再生楽曲のデータをあらかじめ用意してプレイ
リストを作って登録しておくことも可能であり、この場合にも先の例と同様に運動量情報
を求めることが可能である。（たとえばサーキットトレーニングなどで利用できる。）
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【図面の簡単な説明】
【０３２２】
【図１】この発明による一実施の形態が適用された健康運動支援システムを説明するため
の図である。
【図２】図１に示した音響再生装置１を説明するためのブロック図である。
【図３】図２に示した音響再生装置１が取り得る代表的な外観の例を説明するための図で
ある。
【図４】音響再生装置１の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】図４に続くフローチャートである。
【図６】音響再生装置１においての個人プロフィール取得例を説明するための図である。
【図７】音響再生装置１においての目標運動量取得例を説明するための図である。
【図８】音響再生装置１においての目標運動量取得例を説明するための図である。
【図９】音響再生装置１においての再生可能な楽曲の一覧リストである楽曲情報リストの
一例を説明するための図である。
【図１０】音響再生装置１においてのプレイリストの生成例を説明するための図である。
【図１１】音響再生装置１においての再生中表示の例を説明するための図である。
【図１２】音響再生装置１においての運動量情報の表示例を説明するための図である。
【図１３】音響再生装置１においての記憶保持する履歴情報の一例を説明するための図で
ある。
【図１４】歩行距離等の算出について説明するための図である。
【図１５】運動時の移動の平均速度の算出を説明するための図である。
【図１６】１分間当たりの消費エネルギーを用いて消費エネルギーを求める場合について
説明するための図である。
【図１７】運動ごとに定められる運動強度を示す値であるＭＥＴＳ値を用いて消費エネル
ギーを求める場合について説明するための図である。
【図１８】脂肪燃焼量を求める場合について説明するための図である。
【図１９】ＭＥＴＳ値について説明するための図である。
【図２０】ＭＥＴＳ値について説明するための図である。
【図２１】消費カロリーを求める場合の具体例を説明するための図である。
【図２２】消費カロリーを求める場合の具体例を説明するための図である。
【図２３】運動センサ２４として設けられた３軸の加速度センサの鉛直方向の出力を示す
図である。
【図２４】健康運動支援システムを構成する音響再生装置１、情報処理装置２、サービス
情報提供装置３の各機器間において送受される情報について説明するための図である。
【図２５】情報処理装置２の構成例を説明するためのブロック図である。
【図２６】情報処理装置２がサービス情報を受信して利用する場合の処理を説明するため
のフローチャートである。
【図２７】サービス情報提供装置３の構成例を説明するためのブロック図である。
【図２８】サービス情報提供装置３がサービス情報を生成して返信する場合の処理を説明
するためのフローチャートである。
【図２９】サービス情報提供装置３が提供可能なサービスの具体例について説明するため
の図である。
【図３０】サービス情報提供装置３が提供可能なサービスの具体例について説明するため
の図である。
【図３１】サービス情報提供装置３が提供可能なサービスの具体例について説明するため
の図である。
【図３２】健康運動支援システムの変形例を説明するための図である。
【図３３】健康運動支援システムの変形例を説明するための図である。
【図３４】図３３に示した健康運動支援システムの音響再生装置１Ｘの構成を説明するた
めのブロック図である。
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【図３５】使用者の消費エネルギーを簡易的に求める場合の計算例を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
【０３２３】
　１、１Ｘ…音響再生装置、１０…制御部、１１…ＣＰＵ、１２…ＲＯＭ、１３…ＲＡＭ
、１４…ＣＰＵバス、２１…音楽情報記憶装置部、２２…音楽再生データ生成装置部、２
３…運動情報解析回路、２４…運動情報センサ、３１…音声信号出力処理部、３２…スピ
ーカ、３３…表示回路、３４…表示部、４１…キー操作部、４２…マイクロホン、４３…
音声信号入力処理部、５１…外部端子、５１…Ｉ／Ｆ（インターフェイス）、５３…記憶
装置部、６１…通信Ｉ／Ｆ、６２…送受信回路、６３…送受信アンテナ、２…情報処理装
置、２１０…制御部、２１１…ＣＰＵ、２１２…ＲＯＭ、２１３…ＲＡＭ、２１４…ＥＥ
ＰＲＯＭ、２１５…ＣＰＵバス、２２１…入出力端子、２２２…外部Ｉ／Ｆ、２３１…操
作部、２４１…通信Ｉ／Ｆ、２５１…サービス提供要求生成部、２６１…映像出力処理部
、２６２…表示部２６２、２７１…記憶装置部、３…サービス情報提供装置、３１０…制
御部、３１１…ＣＰＵ、３１２…ＲＯＭ、３１３…ＲＡＭ、３１４…ＥＥＰＲＯＭ、３１
５…ＣＰＵバス、３２１…操作部、３２２…入出力端子、３２３…外部Ｉ／Ｆ、３３１…
通信Ｉ／Ｆ、３４１…サービス情報生成部、３５１…履歴情報蓄積部、３５２…コンテン
ツ情報蓄積部

【図１】 【図２】
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