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(57)【要約】
【課題】ユーザーの運動を適切にサポートできる運動支
援装置を提供すること。
【解決手段】本発明の運動支援装置は、ユーザーの血中
酸素濃度を測定する血中酸素濃度測定部（生体情報検出
部及び血中酸素濃度算出部２６６）と、血中酸素濃度が
第１閾値以下になった場合に、ユーザーに所定の呼吸法
を指示する呼吸指示部２７０と、を有する。このような
構成を有することにより、当該運動支援装置は、ユーザ
ーの運動を適切にサポートできる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの血中酸素濃度を測定する血中酸素濃度測定部と、
　前記血中酸素濃度が第１閾値以下になった場合に、前記ユーザーに所定の呼吸法を指示
する呼吸指示部と、を有することを特徴とする運動支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の運動支援装置おいて、
　前記ユーザーの呼吸を検出する呼吸検出部と、
　前記呼吸検出部による検出結果に基づいて、前記呼吸法に応じた呼吸を前記ユーザーが
実施しているか否かを判定する実施判定部と、
　前記ユーザーが前記呼吸法に応じた呼吸を実施していると判定され、かつ、測定された
前記血中酸素濃度が、前記第１閾値より低い第２閾値以下となった場合に、対処法を指示
する対処法指示部と、を有することを特徴とする運動支援装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の運動支援装置おいて、
　前記ユーザーの呼吸を検出する呼吸検出部と、
　前記呼吸検出部による検出結果に基づいて、前記呼吸法に応じた呼吸を前記ユーザーが
実施しているか否かを判定する実施判定部と、
　前記ユーザーが前記呼吸法に応じた呼吸を実施していると判定された場合に、当該呼吸
法に応じた呼吸を実施している期間を取得する期間取得部と、
　取得された期間が所定時間を超え、かつ、前記血中酸素濃度が前記第１閾値より低い第
２閾値を超えない場合に、対処法を指示する対処法指示部と、を有することを特徴とする
運動支援装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の運動支援装置において、
　前記呼吸検出部は、前記ユーザーの胸部の動きを検出する第１センサーを含むことを特
徴とする運動支援装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の運動支援装置において、
　前記呼吸検出部は、前記ユーザーの体動を検出する第２センサーを含み、
　前記実施判定部は、前記第１センサー及び前記第２センサーのそれぞれの検出結果に基
づいて、前記ユーザーが前記呼吸法に応じた呼吸を実施しているか否かを判定することを
特徴とする運動支援装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の運動支援装置において、
　標高を検出する標高検出部と、
　検出された標高に応じて前記第１閾値を調整する調整部と、を有することを特徴とする
運動支援装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の運動支援装置において、
　前記血中酸素濃度が前記第１閾値を超えた場合に、前記呼吸指示部による指示を規制す
る規制部を有することを特徴とする運動支援装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の運動支援装置と、
　前記運動支援装置と通信可能な情報処理装置と、を備え、
　前記運動支援装置は、前記血中酸素濃度が第１閾値及び第２閾値以下になった場合に、
警告信号を送信し、
　前記情報処理装置は、前記警告信号が受信されると、警告を報知する報知部を有するこ
とを特徴とする運動支援システム。
【請求項９】
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　ユーザーに呼吸法を指示する指示装置を用いて行われる運動支援方法であって、
　ユーザーの血中酸素濃度を取得し、
　前記血中酸素濃度が第１閾値以下になった場合に、前記ユーザーに所定の呼吸法を指示
することを特徴とする運動支援方法。
【請求項１０】
　コンピューターにより実行される運動支援プログラムであって、
　前記コンピューターに、
　ユーザーの血中酸素濃度を取得するステップと、
　前記血中酸素濃度が第１閾値以下になった場合に、前記ユーザーに所定の呼吸法を指示
するステップと、を実行させることを特徴とする運動支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動支援装置、運動支援システム、運動支援方法及び運動支援プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザーの体調を考慮した移動支援情報を生成する移動支援情報提供システムが
知られている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載の移動支援情報提供システムは、環境予測部及び移動支援情報生
成部を備える。これらのうち、環境予測部は、ユーザーが移動する経路の環境情報（例え
ば、気圧、温度、湿度、風向き等）を利用して当該経路の環境変化を予測する。また、移
動支援情報生成部は、環境予測部の予測結果とユーザーの生体情報（例えば、心拍数、脈
拍数、血糖値等）とを利用して、ユーザーの移動に関する助言を含む移動支援情報を生成
する。これにより、ユーザーは、上記移動支援情報に基づいて行動することで、当該ユー
ザーが危険な状態に陥ることが抑制される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２２０１８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に記載の移動支援情報提供システムでは、使用者の生体情報
及び経路の環境情報に基づいて、移動支援情報が提供されるため、例えば、ユーザーが登
山を行っている場合、上記情報に基づいて、突然下山を推奨される場合がある。このため
、例えば、ユーザーが少し休息を取る、若しくは、所定の呼吸法を実行することにより、
高山病等の状態が改善する可能性がある場合、すなわち、必ずしも下山する必要がない場
合であっても、下山が推奨される場合がある。このため、ユーザーが本来可能な運動（例
えば、上記登山）を継続できない場合があり、ユーザーの運動を必ずしも適切にサポート
できないという課題がある。
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決することを目的としたものであり、ユー
ザーの運動を適切にサポートできる運動支援装置、運動支援システム、運動支援方法及び
運動支援プログラムを提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１態様に係る運動支援装置は、ユーザーの血中酸素濃度を測定する血中酸素
濃度測定部と、前記血中酸素濃度が第１閾値以下になった場合に、前記ユーザーに所定の
呼吸法を指示する呼吸指示部と、を有することを特徴とする。
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【０００７】
　なお、上記所定の呼吸法としては、有圧呼吸法を例示できる。上記第１態様では、例え
ば、第１閾値に高山病になる可能性が高い値が設定されている場合、血中酸素濃度が当該
第１閾値以下となった場合に、当該血中酸素濃度を上昇させる呼吸法が指示されるので、
当該指示に従って呼吸することにより、高山病を発症するリスクを低減できる。このため
、例えば、ユーザーが当該呼吸法を実行することで、血中酸素濃度が第１閾値を超えた場
合、当該ユーザーは、上記運動を継続することができる。従って、ユーザーの運動を適切
にサポートできる。
【０００８】
　上記第１態様では、前記ユーザーの呼吸を検出する呼吸検出部と、前記呼吸検出部によ
る検出結果に基づいて、前記呼吸法に応じた呼吸を前記ユーザーが実施しているか否かを
判定する実施判定部と、前記ユーザーが前記呼吸法に応じた呼吸を実施していると判定さ
れ、かつ、測定された前記血中酸素濃度が、前記第１閾値より低い第２閾値以下となった
場合に、対処法を指示する対処法指示部と、を有することが好ましい。
　なお、上記対処法としては、運動の停止を例示でき、例えば、ユーザーが登山を行って
いた場合には、下山を例示できる。
　上記第１態様によれば、ユーザーが上記呼吸法を実行した場合であっても、血中酸素濃
度が第１閾値より低い第２閾値以下となった場合に、対処法が指示されるので、ユーザー
が運動を継続して危険な状態（例えば、高山病）になることを抑制できる。従って、ユー
ザーの運動を適切にサポートできる。
【０００９】
　上記第１態様では、前記ユーザーの呼吸を検出する呼吸検出部と、前記呼吸検出部によ
る検出結果に基づいて、前記呼吸法に応じた呼吸を前記ユーザーが実施しているか否かを
判定する実施判定部と、前記ユーザーが前記呼吸法に応じた呼吸を実施していると判定さ
れた場合に、当該呼吸法に応じた呼吸を実施している期間を取得する期間取得部と、取得
された期間が所定時間を超え、かつ、前記血中酸素濃度が前記第１閾値より低い第２閾値
を超えない場合に、対処法を指示する対処法指示部と、を有することが好ましい。
　上記第１態様によれば、ユーザーが上記呼吸法を所定時間実行した場合であっても、上
記第２閾値を超えない場合に対処法が指示されるので、ユーザーが運動を継続して危険な
状態になることを更に抑制できる。従って、ユーザーの運動をより適切にサポートできる
。
【００１０】
　上記第１態様では、前記呼吸検出部は、前記ユーザーの胸部の動きを検出する第１セン
サーを含むことが好ましい。
　上記第１態様によれば、ユーザーの胸部の動きを第１センサーにより検出できるので、
容易にユーザーの呼吸数を測定できる。これにより、例えば、上記呼吸数に基づいて、ユ
ーザーが適切に上記呼吸法を実行しているか否かを判定できる。従って、ユーザーに対す
る対処法の指示をより的確に実行できる。
【００１１】
　上記第１態様では、前記呼吸検出部は、前記ユーザーの体動を検出する第２センサーを
含み、前記実施判定部は、前記第１センサー及び前記第２センサーのそれぞれの検出結果
に基づいて、前記ユーザーが前記呼吸法に応じた呼吸を実施しているか否かを判定するこ
とが好ましい。
　上記第１態様によれば、ユーザーの体動及び胸部の動きに基づいて、ユーザーが上記呼
吸法を実行しているか否かを判定するので、上記呼吸法を実行しているか否かの判定をよ
り正確に実行できる。従って、ユーザーに対する対処法の指示を更に的確に実行できる。
【００１２】
　上記第１態様では、標高を検出する標高検出部と、検出された標高に応じて前記第１閾
値を調整する調整部と、を有することが好ましい。
　なお、上記標高検出部としては、ＧＰＳ（Global Positioning System）の他、気圧計
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等を例示できる、
　上記第１態様では、第１閾値が高山病の発生する可能性が高い値である場合に、当該第
１閾値を標高ごとに調整できる。従って、ユーザーに対する対処法の指示を標高に応じて
的確に実行できる。
【００１３】
　上記第１態様では、前記血中酸素濃度が前記第１閾値を超えた場合に、前記呼吸指示部
による指示を規制する規制部を有することが好ましい。
　上記第１態様によれば、血中酸素濃度が第１閾値を超えた場合、すなわち、ユーザーの
血中酸素濃度が適切な値になった場合に、呼吸指示部による指示が規制されるので、ユー
ザーは、血中酸素濃度が適切な値になったことを認識できる。従って、ユーザーは、当該
指示がなされなくなったことにより、上記運動（例えば、登山）を継続できる状態になっ
たことを容易に認識できる。
【００１４】
　本発明の第２態様に係る運動支援システムは、上記運動支援装置と、前記運動支援装置
と通信可能な情報処理装置と、を備え、前記運動支援装置は、前記血中酸素濃度が第１閾
値及び第２閾値以下になった場合に、警告信号を送信し、前記情報処理装置は、前記警告
信号が受信されると、警告を報知する報知部を有することを特徴とする。
　上記第２態様によれば、第１態様に係る運動支援装置と同様の効果を奏することができ
る。また、例えば、登山のパーティーのリーダー等の他者が上記情報処理装置を有する場
合には、当該パーティーのメンバーが高山病になりやすい状態及び高山病になっている状
態であることを把握できる。
【００１５】
　本発明の第３態様に係る運動支援方法は、ユーザーに呼吸法を指示する指示装置を用い
て行われる運動支援方法であって、ユーザーの血中酸素濃度を測定し、前記血中酸素濃度
が第１閾値以下になった場合に、前記ユーザーに所定の呼吸法を指示することを特徴とす
る。
　上記第３態様によれば、上記第１態様に係る運動支援装置と同様の効果を奏することが
できる。
【００１６】
　本発明の第４態様に係る運動支援プログラムは、コンピューターにより実行される運動
支援プログラムであって、前記コンピューターに、ユーザーの血中酸素濃度を取得するス
テップと、前記血中酸素濃度が第１閾値以下になった場合に、前記ユーザーに所定の呼吸
法を指示するステップと、を実行させることを特徴とする。
　上記第４態様によれば、当該運動支援プログラムをコンピューターが実行することによ
り、上記第１態様に係る運動支援装置と同様の効果を奏することができる。
【００１７】
　なお、このような運動支援プログラムは、コンピューターにより読取可能に記録媒体に
記録されていてもよい。
　このような構成によれば、当該記録媒体に記録された運動支援プログラムをコンピュー
ターが適宜読み取って実行することにより、上記第１態様に係る運動支援装置と同様の効
果を奏することが可能となる。また、記録媒体としては、磁気テープ、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）及び半導体メモリー等を採用で
き、これらを利用して、運動支援プログラムをコンピューターにてインストール及び実行
できるほか、当該運動支援プログラムの配布を容易に行うことができる。なお、これに限
らず、運動支援プログラムは、ネットワーク上に位置するサーバー等から取得されて、コ
ンピューターにインストール及び実行可能に配布されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る運動支援システムの構成を示す模式図。
【図２】上記第１実施形態に係る運動支援システムを構成する生体情報検出装置の構成を
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示すブロック図。
【図３】上記第１実施形態に係る生体情報検出装置の制御部の構成を示すブロック図。
【図４】上記第１実施形態に係る呼吸法提示処理において表示される呼吸法指示画面の一
例を示す図。
【図５】上記第１実施形態に係る対処法提示処理において表示される対処法指示画面の一
例を示す図。
【図６】上記第１実施形態に係る運動支援システムを構成する情報処理装置の構成を示す
ブロック図。
【図７】上記第１実施形態に係る運動支援装置により実行される報知制御処理を示すフロ
ーチャート。
【図８】本発明の第２実施形態に係る運動支援システムを構成する情報処理装置の制御部
の構成を示すブロック図。
【図９】本発明の第３実施形態に係る運動支援システムの構成を示す模式図。
【図１０】上記第３実施形態に係る報知制御処理において表示される警告画面の一例を示
す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図面に基づいて説明する。
　［運動支援システムの概略構成］
　図１は、本実施形態に係る運動支援システム１の概略構成を示す模式図である。
　本実施形態に係る運動支援システム１は、図１に示すように、生体情報測定装置２（以
下、測定装置という場合がある）と、当該測定装置２の一部を構成する呼吸検出装置３と
、上記測定装置２と通信する情報処理装置４と、を備える。これらのうち、測定装置２（
指示装置）及び呼吸検出装置３は、本発明の運動支援装置に相当する。
【００２０】
　この運動支援システム１は、運動（例えば、登山等）を行うユーザーＵＳに利用される
。そして、運動支援システム１は、測定装置２及び呼吸検出装置３により、ユーザーＵＳ
が運動を行うことにより、当該ユーザーＵＳに異常が発生する可能性が高まった際に、所
定の呼吸法を指示し、更に、当該呼吸法を実行した場合であっても、ユーザーＵＳに異常
が発生した場合に、当該異常を解消する対処法を指示する。
　具体的に、当該運動支援システム１では、測定装置２及び呼吸検出装置３により検出さ
れた生体情報に基づいて、ユーザーＵＳが高山病になるおそれがあるか否かを判定し、高
山病になるおそれがあると判定された場合に、上記呼吸法を指示する画面を測定装置２及
び情報処理装置４の表示部に表示させる。また、上記呼吸法を実行した場合であっても、
上記生体情報及び呼吸数等に基づいて、高山病である可能性が高いと判定された場合に、
下山を指示する画面を測定装置２及び情報処理装置４の表示部に表示させる。
　なお、運動は、上記登山に限らず、高地での歩行、走行及びスポーツ等の身体を動かす
全般的な行動を示す。
　以下、測定装置２、呼吸検出装置３及び情報処理装置４について説明する。
【００２１】
　［生体情報測定装置の構成］
　図２は、生体情報測定装置２の構成を示すブロック図である。
　生体情報測定装置２は、図１に示すように、上記ユーザーＵＳに装着されて、当該ユー
ザーＵＳの生体情報及び体動情報を検出及び解析するウェアラブル機器である。このよう
な測定装置２は、図２に示すように、操作部２１、検出部２２、報知部２３、通信部２４
、記憶部２５及び制御部２６を備え、これらはバスラインＢＬによって接続されている。
【００２２】
　［操作部の構成］
　操作部２１は、測定装置２の外装ケースに配設された複数のボタン（図示省略）を有し
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、入力（押下）されたボタンに応じた操作信号を制御部２６に出力する。なお、操作部２
１は、ボタンを有する構成に限らず、後述する表示部２３１上に配置されるタッチパネル
や、使用者のタップ操作を検出する構成であってもよい。
【００２３】
　［検出部の構成］
　検出部２２は、生体情報検出部２２１、体動情報検出部２２２及び位置情報検出部２２
３を備える。
　生体情報検出部２２１は、制御部２６による制御の下、使用者の生体情報を検出し、当
該生体情報を制御部２６に出力する。この生体情報検出部２２１は、生体情報として血中
酸素濃度を検出するが、更に、脈拍、心拍数、血圧、血糖値、体温及び発汗量等を検出す
る構成としてもよい。具体的に、生体情報検出部２２１は、ユーザーＵＳの血管内を流通
する血液に赤外線を照射し、当該照射した赤外線に応じて発光するヘモグロビン及び酸化
ヘモグロビンにより反射された光の光度を検出する。
　体動情報検出部２２２は、本発明の第２センサーに相当し、制御部２６による制御の下
、使用者の体動を示す体動情報を検出し、当該体動情報を制御部２６に出力する。本実施
形態では、体動情報検出部２２２は、使用者の体動に伴って変化する加速度信号を体動情
報として検出する。なお、体動情報検出部２２２は、加速度に加えて、使用者の体動に伴
って変化する角速度を検出してもよい。
　位置情報検出部２２３は、測定装置２の現在位置を示す位置情報（すなわち、ユーザー
ＵＳの現在位置を示す位置情報）を取得する。例えば、位置情報検出部２２３は、ＧＰＳ
（Global Positioning System）等の衛星測位システムに対応し、衛星から受信される電
波に基づいて上記現在位置を示す位置情報を取得する。そして、位置情報検出部２２３は
、取得された位置情報を、制御部２６に出力する。なお、このような構成に代えて、通信
用無線電波を用いて位置情報を算出する構成とすることも可能である。
【００２４】
　［報知部の構成］
　報知部２３は、制御部２６による制御の下、使用者に各種情報を報知する。この報知部
２３は、表示部２３１、音声出力部２３２及び振動部２３３を有する。
　表示部２３１は、液晶等の各種表示パネル及び複数のＬＥＤ（Light Emitting Diode）
等の表示手段を有し、制御部２６から入力される情報を表示する。例えば、表示部２３１
は、上記検出部２２によって検出された生体情報や体動情報を表示する。また、表示部２
３１は、制御部２６によって生成された提示情報に基づく警告画面（呼吸法提示画面及び
対処法提示画面）等を表示する。
　音声出力部２３２は、スピーカー等の音声出力手段を備えて構成され、制御部２６から
入力される音声信号に応じた音声を出力する。
　振動部２３３は、制御部２６により動作が制御されるモーターを有し、当該モーターの
駆動によって発生する振動により、例えば警告を使用者に報知する。
【００２５】
　［通信部の構成］
　通信部２４は、上記呼吸検出装置３及び情報処理装置４と通信可能な通信モジュールを
有する。この通信部２４は、呼吸検出装置３により検出されたユーザーＵＳの呼吸に関す
るデータを取得する。また、通信部２４は、測定装置２において検出及び取得された生体
情報及び体動情報の他、ユーザーＵＳの異常を知らせる警告情報等を情報処理装置４に送
信する。
　なお、本実施形態では、通信部２４は、近距離無線通信方式により情報処理装置４と無
線で通信するが、クレードル等の中継装置を介して情報処理装置４と通信してもよく、或
いは、ケーブルを介して情報処理装置４と通信してもよい。更に、通信部２４は、ネット
ワークを介して情報処理装置４等の外部機器と通信してもよい。
【００２６】
　［記憶部の構成］



(8) JP 2017-35327 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

　記憶部２５は、フラッシュメモリー等を有する記憶手段により構成されており、制御情
報記憶部２５１及び検出情報記憶部２５２を有する。
　制御情報記憶部２５１は、測定装置２の動作に必要な各種プログラム及びデータ等の制
御情報を記憶している。このようなプログラムとして、測定装置２を制御する制御プログ
ラムや、呼吸法報知処理及び対処法報知処理を含む運動支援処理を実行するための報知制
御プログラムを記憶している。この報知制御処理については、後に詳述する。
【００２７】
　また、制御情報記憶部２５１は、上記データとして、呼吸検出装置３及び情報処理装置
４との通信接続に必要な接続情報や、使用者等により入力された設定情報が記憶されてい
る。このような設定情報には、血中酸素濃度（ＳＰＯ２）の第１閾値及び第２閾値が含ま
れる。
　これら第１閾値及び第２閾値は、ユーザーＵＳが登山を実行できるか否かの判定に使用
される指標である。これらのうち、第１閾値は、ユーザーＵＳが高山病になる可能性が高
い値であり、ユーザーＵＳ又は医療従事者により予め設定及び記憶される。第２閾値は、
ユーザーＵＳが高山病になっている可能性が高い値であり、上記第１閾値と同様に、ユー
ザーＵＳ又は医療従事者により予め設定及び記憶される。例えば、本実施形態では、第１
閾値は、１００ＳＰＯ２に設定され、第２閾値は、８０ＳＰＯ２に設定される。
　なお、詳しくは後述するが、本実施形態では、第１閾値及び第２閾値は、ユーザーＵＳ
の現在地（標高）に応じて適宜変更可能となっている。
【００２８】
　更に、上記設定情報には、これら第１閾値及び第２閾値の他、呼吸法実行限界時間（初
期状態では１０分）及び規制実行限界時間（初期状態では、３分）が含まれる。
　このような設定情報のうち、呼吸法実行限界時間及び規制実行限界時間は、表示部２３
１に表示される設定画面にて、ユーザーＵＳ又は医療従事者によって入力及び設定される
。
【００２９】
　検出情報記憶部２５２は、上記検出部２２により検出された生体情報及び体動情報と、
制御部２６による生体情報及び体動情報の解析結果（例えば血中酸素濃度及び呼吸数）と
、を記憶する。この検出情報記憶部２５２は、これらの情報を順次記憶し、記憶容量が不
足すると、最も先に記憶した情報を新たに取得した情報で上書きする構成とされている。
【００３０】
　［制御部の構成］
　図３は、制御部２６の構成を示すブロック図である。
　制御部２６は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の処理回路を有し、自律的に、
或いは、上記操作部２１から入力される操作信号に応じて、測定装置２の動作を制御する
。この制御部２６は、上記処理回路が制御情報記憶部２５１に記憶されたプログラムを実
行することで実現される機能部として、図３に示すように、計時部２６１、検出制御部２
６２、報知制御部２６３、通信制御部２６４、情報取得部２６５、血中酸素濃度算出部２
６６、標高算出部２６７、閾値調整部２６８、閾値判定部２６９、呼吸指示部２７０、呼
吸数算出部２７１、実施判定部２７２、期間判定部２７３、対処法指示部２７４、規制部
２７５及び提示情報生成部２７６を有する。
【００３１】
　計時部２６１は、現在日時を計時する。
　検出制御部２６２は、上記検出部２２の動作を制御する。例えば、検出制御部２６２は
、測定装置２が使用者に装着されていないと判定すると、生体情報検出部２２１による生
体情報の検出を停止させ、消費電力を低減させる。
　報知制御部２６３は、報知部２３の動作を制御する。例えば、報知制御部２６３は、測
定装置２の動作状態、及び、検出部２２による検出結果等を示す表示や音声を含む報知情
報を報知部２３に出力して、当該報知情報を報知部２３に報知させる。また、報知制御部
２６３は、測定装置２の各種設定を入力及び変更する設定画面を表示する。更に、報知制
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御部２６３は、必要に応じて振動部２３３のモーターを駆動させ、当該モーターの駆動に
よって発生する振動により、所定の情報を報知させる。
　通信制御部２６４は、上記通信部２４の動作を制御する。
【００３２】
　情報取得部２６５は、操作部２１、検出部２２及び通信部２４から入力される各種信号
及び情報を取得する。例えば、情報取得部２６５は、上記設定画面に対する入力操作に応
じた操作信号に基づいて、当該設定画面に対する入力内容を取得する。また、情報取得部
２６５は、検出部２２から入力される生体情報（例えば、上記ユーザーＵＳの血液におけ
るヘモグロビン及び酸化ヘモグロビンのそれぞれにより反射された光の光度等の情報）、
体動情報及び位置情報を取得して、これら情報を記憶部２５（検出情報記憶部２５２）に
記憶させる。更に、情報取得部２６５は、呼吸検出装置３により検出された呼吸に関する
データ（呼吸情報）を取得して、記憶部２５（検出情報記憶部２５２）に記憶させる。
【００３３】
　血中酸素濃度算出部２６６は、生体情報検出部２２１から入力される生体情報に基づい
て、ユーザーＵＳの血中酸素濃度を算出する。具体的に、血中酸素濃度算出部２６６は、
生体情報検出部２２１により検出され、情報取得部２６５により取得されたユーザーＵＳ
の血管内を流通する血液におけるヘモグロビン及び酸化ヘモグロビンのそれぞれにより反
射された光の光度に関する情報に基づいて、当該ユーザーＵＳの血中酸素濃度を検出する
。例えば、一般的なユーザーＵＳの安静時の血中酸素濃度は、１００ＳＰＯ２である。
【００３４】
　標高算出部２６７は、位置情報検出部２２３により検出され、情報取得部２６５により
取得された位置情報に基づいて、ユーザーＵＳの現在地の標高を算出する。
　閾値調整部２６８は、上記標高算出部２６７により算出された標高に基づいて、上記第
１閾値及び第２閾値を調整する機能を有する。例えば、標高算出部２６７によりユーザー
ＵＳの現在地の標高が海抜１８００ｍ未満である場合、予め設定された第１閾値（１００
ＳＰＯ２）及び第２閾値（８０ＳＰＯ２）を変更（調整）しない。一方、ユーザーＵＳの
現在地の標高が海抜１８００ｍ以上である場合、例えば、第１閾値を９５ＳＰＯ２に設定
し、第２閾値を７５ＳＰＯ２に調整する。
　ここで、１００ＳＰＯ２とは、血中酸素濃度の測定値が１００％であることを意味し、
８０ＳＰＯ２とは、血中酸素濃度の測定値が８０％であることを意味する。あるいは、基
準となる状態における血中酸素濃度の測定値に対する相対量を表していると解釈すること
もできる。例えば、自宅での血中酸素濃度の測定値を１００％とした場合、１００ＳＰＯ

２とは、自宅での血中酸素濃度の測定値と同等の値であることを意味し、８０ＳＰＯ２と
は、自宅での血中酸素濃度の測定値に対して、８０％に相当の値を意味する、と解釈して
もよい。
【００３５】
　閾値判定部２６９は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値及び第２閾値を超えてい
るか否かを判定する機能を有する。具体的に、閾値判定部２６９は、血中酸素濃度算出部
２６６により検出された血中酸素濃度が閾値調整部２６８により調整された第１閾値及び
第２閾値を超えているか否かを判定する。詳述すると、閾値判定部２６９は、ユーザーＵ
Ｓの血中酸素濃度が第１閾値を超えているか否かの判定を、例えば、５分毎に実行する。
また、閾値判定部２６９は、後述する実施判定部２７２により有圧呼吸法が実行されてい
ると判定された場合に、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値を超えているか否かを判
定する。更に、上記判定において第１閾値を超えていないと判定された場合に、上記血中
酸素濃度が第２閾値を超えているか否かを判定する。
　呼吸指示部２７０は、閾値判定部２６９によりユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値
を超えていないと判定されると、ユーザーＵＳに所定の呼吸法である有圧呼吸法を指示す
る機能を有する。具体的に、呼吸指示部２７０は、後述する提示情報生成部２７６に呼吸
法提示画面を生成させる。
【００３６】
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　図４は、呼吸法提示画面ＷＳ１を示す図である。
　呼吸指示部２７０は、図４に示すような呼吸法提示画面ＷＳ１を提示情報生成部２７６
に生成させ、表示部２３１に表示させる。また、呼吸指示部２７０は、呼吸法提示画面Ｗ
Ｓ１を通信制御部２６４により通信部２４を介して情報処理装置４に警告情報として送信
させる。この呼吸法提示画面ＷＳ１には、高山病が発生する可能性が高いこと及び有圧呼
吸法の実行を促す文字が表示される。
　ここで、有圧呼吸法とは、大きく息を吸い込み２秒ほど呼吸を止めるとともに、腹部に
力を入れながら胸部に圧力をかけるようにゆっくり口から吸い込んだ空気を出す呼吸法で
あり、血中酸素濃度を上昇させる呼吸法である。このため、表示部２３１及び情報処理装
置４の表示部４２１（図６参照）に表示された呼吸法提示画面ＷＳ１を視認したユーザー
ＵＳは、有圧呼吸法を実行する可能性が高まるので、当該呼吸法を実行することにより、
ユーザーＵＳの血中酸素濃度が上昇する可能性が高い。
　なお、呼吸指示部２７０は、呼吸法提示画面ＷＳ１に代えて、ユーザーＵＳが有圧呼吸
法を実行する必要がある状態であることを示す情報を警告情報として送信し、当該警告情
報に基づいて、情報処理装置４の制御部４５（図６参照）が上記呼吸法提示画面ＷＳ１を
表示するようにしてもよい。
【００３７】
　ここで、呼吸検出装置３について詳しく説明する。呼吸検出装置３は、本発明の呼吸検
出部に相当し、当該呼吸検出装置３を装着したユーザーＵＳの呼吸に関する呼吸情報を検
出する。具体的に、呼吸検出装置３は、図１に示すように、バンド部３１及び制御部３２
を有する。これらのうち、ユーザーＵＳの胸部に装着されるバンド部３１は、当該ユーザ
ーＵＳの呼吸に合わせて伸縮自在に構成されている。制御部３２は、バンド部３１の伸縮
データ（例えば、伸縮が波長として表示されるデータ）をユーザーＵＳの呼吸に関する呼
吸情報として取得し、不図示の通信部を介して測定装置２に送信する。すなわち、呼吸検
出装置３は、本発明の第１センサーに相当し、ユーザーＵＳの胸部の動きを検出する。
【００３８】
　図３に戻って、呼吸数算出部２７１は、上記呼吸検出装置３により検出され、記憶部２
５に記憶された呼吸情報及び体動情報に基づいて、ユーザーＵＳの呼吸数を算出する。具
体的に、呼吸数算出部２７１は、上記呼吸指示部２７０により有圧呼吸法の実行が指示さ
れてから、所定期間内の呼吸数を上記呼吸情報（ユーザーＵＳの胸の動き）及び体動情報
から算出する。
　実施判定部２７２は、ユーザーＵＳが上記呼吸指示部２７０により指示された有圧呼吸
法を実行しているか否かを判定する。具体的に、実施判定部２７２は、所定期間（例えば
、上記呼吸指示部２７０により有圧呼吸法の実行が指示されてから３分）における上記呼
吸数算出部２７１により算出された呼吸数に基づいて、上記有圧呼吸法が実行されたか否
かを判定する。
【００３９】
　期間判定部２７３は、ユーザーＵＳが上記実施判定部２７２により上記有圧呼吸法を実
行していると判定された場合に、当該有圧呼吸法に応じた呼吸を実施している期間を取得
し、当該ユーザーＵＳが有圧呼吸法を実施している期間が例えば、１０分を超えているか
否か、すなわち、上記呼吸法実行限界時間に達しているか否かを判定する。なお、期間判
定部２７３は、本発明の期間取得部に相当する。
　対処法指示部２７４は、上記期間判定部２７３により取得された期間が所定時間を超え
ていると判定され、かつ、閾値判定部２６９によりユーザーＵＳの血中酸素濃度が第２閾
値以下の場合、対処法を指示する。具体的に、対処法指示部２７４は、後述する提示情報
生成部２７６に対処法提示画面を生成させる。
【００４０】
　図５は、対処法提示画面ＷＳ２を示す図である。
　対処法指示部２７４は、図５に示すような対処法提示画面ＷＳ２を提示情報生成部２７
６に生成させ、当該対処法提示画面ＷＳ２を通信制御部２６４により通信部２４を介して
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情報処理装置４に送信させる。この対処法提示画面ＷＳ２には、下山を促す文字が表示さ
れる。
　このため、表示部２３１及び情報処理装置４の表示部４２１に表示された当該対処法提
示画面ＷＳ２を視認したユーザーＵＳは、下山する可能性が高まり、下山することにより
、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が上昇し、高山病が改善する可能性が高い。
　なお、対処法指示部２７４は、対処法提示画面ＷＳ２に代えて、ユーザーＵＳが高山病
であることを示す情報を警告情報として送信し、当該警告情報に基づいて、情報処理装置
４の制御部４５が上記対処法提示画面ＷＳ２を表示するようにしてもよい。
【００４１】
　図３に戻って、規制部２７５は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値を超えた場合
に、呼吸指示部２７０による指示を規制する。具体的に、規制部２７５は、呼吸指示部２
７０により提示情報生成部２７６が生成した有圧呼吸法の実行を促す呼吸法提示画面ＷＳ
１の情報処理装置４における表示を規制する。例えば、規制部２７５は、表示部２３１へ
の呼吸法提示画面ＷＳ１の表示を規制するとともに、通信制御部２６４の制御により情報
処理装置４での上記呼吸法提示画面ＷＳ１の提示を規制する規制信号を送信する。
　提示情報生成部２７６は、使用者に提示すべき提示情報を生成する。具体的に、提示情
報生成部２７６は、上記呼吸指示部２７０及び対処法指示部２７４の指示に基づいて、上
記呼吸法提示画面ＷＳ１及び対処法提示画面ＷＳ２を生成する。
【００４２】
　［情報処理装置の構成］
　図６は、本実施形態に係る運動支援システムを構成する情報処理装置４の構成を示すブ
ロック図である。
　このような情報処理装置４は、図６に示すように、操作部４１、報知部４２、通信部４
３、記憶部４４及び制御部４５を有し、これら各部４１～４５は、バスラインＢＬによっ
て互いに電気的に接続されている。
【００４３】
　［操作部の構成］
　操作部４１は、上記操作部２１と同様に、操作者による入力操作を受け付け、当該入力
操作に応じた操作信号を制御部４５に出力する。このような操作部４１は、例えば、情報
処理装置４の筐体に設けられた物理キーやタッチパネル等により構成できる他、当該情報
処理装置４に有線又は無線で接続されるキーボード及びポインティングデバイス等により
構成できる。
【００４４】
　［報知部の構成］
　報知部４２は、制御部４５による制御の下、操作者に各種情報を報知する。この報知部
４２は、表示部４２１及び音声出力部４２２を有する。
　表示部４２１は、液晶等の各種表示パネルを有し、後述する報知制御部４５２による制
御の下、所定の画像を表示する。例えば、このような画像として、後述する提示情報生成
部４６５によって生成される画像が挙げられる。
　音声出力部４２２は、スピーカー等の音声出力手段を備えて構成され、制御部４５から
入力される音声情報に応じた音声を出力する。
　なお、報知部４２は、上記測定装置２の報知部２３と異なり、振動部を有しないが、例
えば、情報処理装置４が、スマートフォンやタブレットにより構成されている場合には、
振動部を有する構成としてもよい。
【００４５】
　［通信部の構成］
　通信部４３は、上記測定装置２と通信可能な第１通信モジュールと、インターネット等
のネットワーク上の外部機器と通信可能な第２通信モジュールとを有し、制御部４５によ
る制御の下、それぞれの機器と通信する。なお、通信部４３は、測定装置２と通信する際
の通信方式と同じ通信方式にて当該外部機器と通信可能な場合には、第１通信モジュール
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及び第２通信モジュールのうち一方を備えていればよい。また、ネットワーク上の外部機
器と通信する必要が無ければ、通信部４３は、第２通信モジュールを備えなくてもよい。
【００４６】
　［記憶部の構成］
　記憶部４４は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）或いはフラ
ッシュメモリー等により構成され、情報処理装置４の動作に必要な各種プログラム及びデ
ータを記憶している。このようなプログラムとして、記憶部４４は、情報処理装置４を制
御する制御プログラムを記憶している。また、記憶部４４は、上記設定情報として、例え
ば上記測定装置２と通信接続するための接続情報を記憶している。
【００４７】
　［制御部の構成］
　制御部４５は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を備えて構成され、記憶部４４に
記憶されたプログラムを実行することにより、情報処理装置４の動作を制御する。例えば
、制御部４５は、測定装置２から警報信号としての呼吸法提示画面ＷＳ１及び対処法提示
画面ＷＳ２が送信され、当該提示画面ＷＳ１，ＷＳ２を受信すると、表示部４２１に上記
呼吸法提示画面ＷＳ１及び対処法提示画面ＷＳ２を表示させる。
　このような情報処理装置４は、上記測定装置２と通信部４３を介して接続され、測定装
置２は、当該情報処理装置４と共に、以下に示す報知制御処理を実行する。
【００４８】
　［報知制御処理］
　以上説明した測定装置２の制御部２６は、制御情報記憶部２５１に記憶された報知制御
プログラムを実行することにより、それぞれ報知制御処理（運動支援処理）に含まれる呼
吸法提示処理及び対処法提示処理を、それぞれ独立して実行する。すなわち、報知制御処
理は、本発明の運動支援方法を含む処理である。
　以下、報知制御処理について詳しく説明する。
【００４９】
　図７は、報知制御処理を示すフローチャートである。
　報知制御処理は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度に応じて、有圧呼吸法を提示する呼吸法
提示処理及び対処法を提示する対処法提示処理を含む運動支援処理である。
　なお、上記処理が実行される前処理として、上記標高算出部２６７により算出された標
高に基づいて、閾値調整部２６８により第１閾値及び第２閾値が調整される。例えば、第
１閾値は、１００ＳＰＯ２に調整され、第２閾値は、８０ＳＰＯ２に設定される。
【００５０】
　まず、閾値判定部２６９は、ユーザーＵＳが運動を開始すると、図７に示すように、ユ
ーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値（１００ＳＰＯ２）を超えているか否かの判定を、
例えば、５分毎に実行する（ステップＳ１１）。このステップＳ１１の判定処理において
、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値を超えていると判定されると、上記閾値判定部
２６９は、継続して当該ステップＳ１１の処理を５分毎に実行する。
　一方、ステップＳ１１の判定処理において、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値を
超えていないと判定されると、呼吸指示部２７０は、提示情報生成部２７６に呼吸法提示
画面ＷＳ１を生成させ、表示部２３１に表示させるとともに、通信部２４を介して当該呼
吸法提示画面ＷＳ１を情報処理装置４に送信させ、当該情報処理装置４の表示部４２１に
表示させる（ステップＳ１２）。
【００５１】
　上記ステップＳ１２の処理が実行されると、呼吸数算出部２７１は、上記呼吸指示部２
７０により有圧呼吸法の実行が指示されてから、所定期間内の呼吸数を上記呼吸情報及び
体動情報から算出する（ステップＳ１３）。
　そして、実施判定部２７２は、所定期間内における上記呼吸数算出部２７１により算出
された呼吸数に基づいて、上記有圧呼吸法が実行されたか否かを判定する（ステップＳ１
４）。このステップＳ１４の判定処理により、有圧呼吸法が実施されていないと判定され
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ると、呼吸指示部２７０は、再度、ステップＳ１２，Ｓ１３の処理を実行する。
【００５２】
　一方、ステップＳ１４の判定処理により、有圧呼吸法が実行されていると判定されると
、当該有圧呼吸法に応じた呼吸を実施している期間を取得し、当該ユーザーＵＳが有圧呼
吸法を実施している期間が所定期間を超えているか否かを判定する（ステップＳ１５）。
このステップＳ１５の判定処理により、ユーザーＵＳが有圧呼吸法を実行している期間が
所定期間を超えていないと判定されると、呼吸指示部２７０は、再度、ステップＳ１２の
処理を実行する。
　一方、ステップＳ１５の判定処理により、ユーザーＵＳが有圧呼吸法を実行している期
間が所定期間を超えていると判定されると、閾値判定部２６９は、ユーザーＵＳの血中酸
素濃度が第１閾値（１００ＳＰＯ２）超えているか否かの判定を実行する（ステップＳ１
６）。
　このステップＳ１６の判定処理により、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値を超え
ていると判定された場合、規制部２７５は、呼吸指示部２７０により提示情報生成部２７
６が生成した有圧呼吸法の実行を促す呼吸法提示画面ＷＳ１の表示部２３１及び情報処理
装置４の表示部４２１における表示を規制する（ステップＳ１７）。そして、処理をステ
ップＳ１１に戻す。
【００５３】
　一方、上記ステップＳ１６の判定処理により、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値
を超えていないと判定されると、閾値判定部２６９は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第
２閾値（８０ＳＰＯ２）を超えているか否かの判定を実行する（ステップＳ１８）。
　このステップＳ１８の判定処理により、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第２閾値を超え
ていると判定されると、処理をステップＳ１３に戻し、上記処理を実行する。
　一方、ステップＳ１８の判定処理により、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第２閾値を超
えていないと判定されると、対処法指示部２７４は、対処法提示画面ＷＳ２を提示情報生
成部２７６に生成させ、表示部２３１に表示させるとともに、当該対処法提示画面ＷＳ２
を通信制御部２６４により通信部２４を介して情報処理装置４に送信させ、当該情報処理
装置４の表示部４２１に表示させる（ステップＳ１９）。
　そして、ステップＳ１９による対処法提示処理を実行すると、上記報知制御処理を終了
する。
【００５４】
　［第１実施形態の効果］
　以上、本実施形態に係る運動支援システム１によれば、上記効果を奏する。
　第１閾値に高山病になる可能性が高い値（例えば、１００ＳＰＯ２）が設定されている
ので、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が当該第１閾値以下となった場合に、当該血中酸素濃
度を上昇させる有圧呼吸法の実行が指示されるので、当該指示に従って呼吸することによ
り、高山病を発症するリスクを低減できる。このため、ユーザーＵＳが当該呼吸法を実行
することで、血中酸素濃度が第１閾値を超えた場合、当該ユーザーＵＳは、上記運動を継
続することができる。従って、ユーザーＵＳの運動を適切にサポートできる。
【００５５】
　ユーザーＵＳが有圧呼吸法を実行した場合であっても、血中酸素濃度が第１閾値（１０
０ＳＰＯ２）より低い第２閾値（８０ＳＰＯ２）以下となった場合に、対処法として下山
が指示されるので、ユーザーＵＳが登山を継続して危険な状態（例えば、高山病）になる
ことを抑制できる。従って、ユーザーＵＳの運動（登山）を適切にサポートできる。
【００５６】
　ユーザーＵＳが有圧呼吸法を所定時間実行しても、第２閾値を超えない場合に対処法と
して下山が指示されるので、ユーザーＵＳが登山を継続して危険な状態になることを更に
抑制できる。従って、ユーザーＵＳの運動（登山）をより適切にサポートできる。
【００５７】
　ユーザーＵＳの胸部の動きを第１センサーとしての呼吸検出装置３により検出できるの
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で、容易にユーザーＵＳの呼吸数を測定できる。これにより、呼吸数に基づいて、ユーザ
ーＵＳが適切に有圧呼吸法を実行しているか否かを判定できる。従って、ユーザーＵＳに
対する対処法の指示をより的確に実行できる。
【００５８】
　ユーザーＵＳの体動情報及び胸部の動き（呼吸情報）に基づいて、ユーザーＵＳが有圧
呼吸法を実行しているか否かを判定するので、有圧呼吸法を実行しているか否かの判定を
より正確に実行できる。従って、ユーザーＵＳに対する対処法の指示を更に的確に実行で
きる。
【００５９】
　閾値調整部２６８により第１閾値及び第２閾値の値を標高ごとに調整できるので、ユー
ザーＵＳに対する呼吸法及び対処法の指示を標高に応じて的確に実行できる。
【００６０】
　血中酸素濃度が第１閾値を超えた場合、すなわち、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が適切
な値になった場合に、呼吸指示部２７０による指示が規制されるので、ユーザーＵＳは、
血中酸素濃度が適切な値になったことを認識できる。従って、ユーザーＵＳは、表示部２
３１及び表示部４２１に当該指示がなされなくなったことにより、上記運動（例えば、登
山）を継続できる状態になったことを容易に認識できる。
【００６１】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　本実施形態に係る運動支援システムを構成する生体情報測定装置は、上記生体情報測定
装置２と同様の構成を備える他、制御部２６の構成が一部異なる。また、本実施形態に係
る運動支援システムを構成する情報処理装置は、上記情報処理装置４と同様の構成を備え
るが、制御部の構成が一部異なる。具体的に、本実施形態に係る情報処理装置は、測定装
置により検出された生体情報、体動情報及び位置情報を取得し、当該各情報を用いて上記
生体情報測定装置２と同様の報知制御処理（運動支援処理）を実行する点が異なる。これ
らの点で、本実施形態に係る生体情報測定装置及び情報処理装置は、上記生体情報測定装
置２及び情報処理装置４とは相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一
又は略同一である部分については、同様の符号を付して説明を省略する。
【００６２】
　［生体情報測定装置の構成］
　本実施形態に係る生体情報測定装置は、上記生体情報測定装置２と同様の構成を有する
。また、本実施形態に係る生体情報測定装置の制御部は、上記血中酸素濃度算出部２６６
、標高算出部２６７、閾値調整部２６８、閾値判定部２６９、呼吸指示部２７０、呼吸数
算出部２７１、実施判定部２７２、期間判定部２７３、対処法指示部２７４、規制部２７
５及び提示情報生成部２７６を備えていない。
【００６３】
　［情報処理装置の構成］
　本実施形態に係る情報処理装置４Ａは、上記情報処理装置４と同様の構成を有する。具
体的に、情報処理装置４Ａは、操作部４１、報知部４２、通信部４３及び記憶部４４の他
、上記制御部４５に代えて、制御部４５０を有する。
【００６４】
　［制御部の構成］
　図８は、制御部４５０の構成を示すブロック図である。
　制御部４５０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を備えて構成され、記憶部４４
に記憶されたプログラムを実行することにより、情報処理装置４Ａの動作を制御する。こ
のような制御部４５０は、図８に示すように、ＯＳ実行部４５Ａ及びＡＰ実行部４５Ｂと
、を有する。
【００６５】
　［ＯＳ実行部の構成］
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　ＯＳ実行部４５Ａは、記憶部４４に記憶されたＯＳを実行する機能部であり、計時部４
５１、報知制御部４５２及び通信制御部４５３を有する。
　計時部４５１は、現在日時を計時する。
　報知制御部４５２は、図示を省略するが、表示制御部及び音声出力制御部を有する。こ
れらのうち、表示制御部は、ＯＳや各種アプリケーション等のプログラムの実行時画面の
画像をＡＰ実行部４５Ｂから取得して、当該画像を表示部４２１に表示させる。また、音
声出力制御部は、当該プログラムの実行時に生成された音声信号を出力して、当該音声信
号に応じた音声を上記音声出力部４２２に出力させる。
　通信制御部４５３は、通信部４３による外部機器との通信を制御する。
【００６６】
　［ＡＰ実行部の構成］
　ＡＰ実行部４５Ｂは、記憶部４４に記憶されたアプリケーションのうち、操作部４１か
ら入力される操作信号に応じてＯＳ実行部４５Ａにより指示されたアプリケーションを実
行する。このＡＰ実行部４５Ｂは、当該ＡＰ実行部４５Ｂに報知制御処理を実行させる上
記運動支援アプリケーションを上記ＣＰＵが実行することによって機能する情報取得部４
５４、血中酸素濃度算出部４５５、標高算出部４５６、閾値調整部４５７、閾値判定部４
５８、呼吸指示部４５９、呼吸数算出部４６０、実施判定部４６１、期間判定部４６２、
対処法指示部４６３、規制部４６４及び提示情報生成部４６５を有する。
【００６７】
　情報取得部４５４は、操作部４１及び通信部４３から入力される各種信号及び情報を取
得する。例えば、情報取得部４５４は、上記設定画面に対する入力操作に応じた操作信号
に基づいて、当該設定画面に対する入力内容を取得する。また、情報取得部４５４は、測
定装置２から受信した生体情報、体動情報及び位置情報を取得して、これら情報を記憶部
４４に記憶させる。更に、情報取得部４５４は、呼吸検出装置３により検出された呼吸に
関するデータ（呼吸情報）を取得して、記憶部４４に記憶させる。
【００６８】
　血中酸素濃度算出部４５５は、情報取得部４５４により取得された生体情報に基づいて
、ユーザーＵＳの血中酸素濃度を算出する。
　標高算出部４５６は、情報取得部４５４により取得された位置情報に基づいて、ユーザ
ーＵＳの現在地の標高を算出する。
　閾値調整部４５７は、上記標高算出部４５６により算出された標高に基づいて、上記第
１閾値及び第２閾値を調整する。
　閾値判定部４５８は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値及び第２閾値を超えてい
るか否かを判定する。
　呼吸指示部４５９は、閾値判定部４５８によりユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値
以下になったと判定されると、ユーザーＵＳに所定の呼吸法である有圧呼吸法を指示する
。
【００６９】
　呼吸数算出部４６０は、上記呼吸検出装置３により検出され、記憶部２５に記憶された
呼吸情報及び体動情報に基づいて、ユーザーＵＳの呼吸数を算出する。
　実施判定部４６１は、ユーザーＵＳが上記呼吸指示部４５９により指示された有圧呼吸
法を実行しているか否かを判定する。
　期間判定部４６２は、ユーザーＵＳが上記実施判定部４６１により上記有圧呼吸法を実
行していると判定された場合に、当該有圧呼吸法に応じた呼吸を実施している期間を取得
し、当該ユーザーＵＳが有圧呼吸法を実施している期間が例えば、１０分を超えているか
否かを判定する。
　対処法指示部４６３は、上記期間判定部４６２により取得された期間が所定時間を超え
ていると判定され、かつ、閾値判定部４５８によりユーザーＵＳの血中酸素濃度が第２閾
値以下の場合、対処法を指示する。
　規制部４６４は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第１閾値を超えた場合に、呼吸指示部
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４５９による指示を規制する。
　提示情報生成部２７６は、使用者に提示すべき提示情報を生成する。
【００７０】
　以上説明した制御部４５０は、記憶部４４に記憶された報知制御プログラムを実行する
ことにより、それぞれ報知制御処理（運動支援処理）に含まれる呼吸法提示処理及び対処
法提示処理を、それぞれ独立して実行する。すなわち、制御部４５０は、第１実施形態に
おける測定装置２の制御部２６と同様に、図７に示すフローチャートに従って上記処理を
実行することにより、ユーザーＵＳの運動を支援する。
【００７１】
　［第２実施形態の効果］
　上記第２実施形態に係る運動支援システムは、上記運動支援システム１と同様の効果を
奏する他、以下の効果を奏する。
　本実施形態では、情報処理装置４Ａが、上記呼吸法提示処理及び対処法提示処理を含む
運動支援処理（報知制御処理）を実行するので、比較的消費電力が大きく、処理負担が大
きい処理を、情報処理装置４Ａが実行することにより、本実施形態に係る生体情報測定装
置を比較的長時間動作させることができる他、低コスト化を図ることができる。
【００７２】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　本実施形態に係る運動支援システムは、上記第２実施形態に係る運動支援システムと同
様の構成を備えるが、当該運動支援システムを構成する生体情報測定装置及び情報処理装
置と同様の生体情報測定装置及び情報処理装置をそれぞれ複数備え、これら複数の情報処
理装置がそれぞれ通信接続されている点で、上記運動支援システムと相違する。なお、以
下の説明では、既に説明した部分と同一又は略同一である部分については、同様の符号を
付して説明を省略する。
【００７３】
　図９は、本実施形態に係る運動支援システム１Ｂを示す模式図である。
　本実施形態に係る運動支援システム１Ｂは、図９に示すように、ユーザーＵＳ１によっ
て使用される生体情報測定装置２Ｂ１（以下、測定装置という場合がある）、呼吸検出装
置３Ｂ１及び情報処理装置４Ｂ１と、ユーザーＵＳ２によって使用される測定装置２Ｂ２
、呼吸検出装置３Ｂ２及び情報処理装置４Ｂ２と、ユーザーＵＳ３によって使用される測
定装置２Ｂ３、呼吸検出装置３Ｂ３及び情報処理装置４Ｂ３と、ユーザーＵＳ４によって
使用される測定装置２Ｂ４、呼吸検出装置３Ｂ４及び情報処理装置４Ｂ４とを備える。
　これら複数の測定装置２Ｂ１～２Ｂ４は、それぞれ第２実施形態に係る測定装置と同様
の構成を備える。複数の呼吸検出装置３Ｂ１～３Ｂ４は、上記呼吸検出装置３と同様の構
成を備える。また、複数の情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４は、それぞれ上記情報処理装置４
Ａと同様の構成を備える。加えて、複数の情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４のうち情報処理装
置４Ｂ１は、他の情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４のそれぞれと通信部４３を介して接続され
る。
【００７４】
　例えば、ユーザーＵＳ１～ＵＳ４の４人パーティー（部隊）により、登山を実行する場
合、リーダーが先頭を歩き、サブリーダーが最後尾を歩くことが多い。この場合、リーダ
ーであるユーザーＵＳ１は、上記パーティーを構成する他のユーザーＵＳ２～ＵＳ４の体
調を把握する必要がある。このため、例えば、ユーザーＵＳ１～ＵＳ４が１つのパーティ
ーとして登山を実行する場合、登山前に情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４のうち、リーダーで
あるユーザーＵＳ１の情報処理装置４Ｂ１に対し、他の情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４から
測定情報や警告情報が送信されるように設定を行う。
　具体的に、情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４の制御部４５０により、呼吸法提示画面ＷＳ１
が当該情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４の表示部４２１に表示されると、呼吸指示部４５９に
よる指示を警告情報として、通信部４３を介してユーザーＵＳ１の情報処理装置４Ｂ１に
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送信する。情報処理装置４Ｂ１の制御部４５０は、上記警告情報を取得すると、提示情報
生成部４６５に警告画面ＷＳ３を生成させ、当該情報処理装置４Ｂ１の表示部４２１に表
示させる。
【００７５】
　図１０は、警告画面ＷＳ３を示す図である。
　上記情報処理装置４Ｂ１の制御部４５は、図１０に示すような警告画面ＷＳ３を提示情
報生成部４６５に生成させ、当該警告画面ＷＳ３を表示部４２１に表示させる。この警告
画面ＷＳ３には、上記警告情報を送信した情報処理装置４Ｂ３のユーザーＵＳ３に高山病
が発生する可能性が高いこと及び有圧呼吸法を当該ユーザーＵＳ３に実行させることを促
す文字が表示される。これにより、当該警告画面ＷＳ３を視認したユーザーＵＳ１は、有
圧呼吸法をユーザーＵＳ３に実行させる可能性が高まるので、当該呼吸法を実行すること
により、ユーザーＵＳ３の血中酸素濃度が上昇する可能性が高い。
【００７６】
　また、情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４の制御部４５により、対処法提示画面ＷＳ２が当該
情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４の表示部４２１に表示された場合も、上記呼吸法提示画面Ｗ
Ｓ１が表示された場合と同様に、対処法指示部４６３による指示を警告情報として、通信
部４３を介してユーザーＵＳ１の情報処理装置４Ｂ１に送信する。情報処理装置４Ｂ１の
制御部４５は、上記警告情報を取得すると、提示情報生成部４６５に警告画面（図示省略
）を生成させ、当該情報処理装置４Ｂ１の表示部４２１に表示させる。
　例えば、制御部４５は、ユーザーＵＳ３が高山病を発生していること及び下山を指示す
る情報が表示された警告画面を表示部４２１に表示させる。
【００７７】
　［第３実施形態の効果］
　上記第３実施形態に係る運動支援システム１Ｂは、上記運動支援システム１と同様の効
果を奏する他、以下の効果を奏する。
　パーティーのリーダーであるユーザーＵＳ１の情報処理装置４Ｂ１が他のユーザーＵＳ
２～ＵＳ４の情報処理装置４Ｂ２～４Ｂ４から送信された上記警告情報を受信した場合に
、警告画面ＷＳ３が表示部４２１に表示されるので、当該パーティーのメンバー（ユーザ
ーＵＳ２～ＵＳ４）のいずれかが高山病になりやすい状態及び高山病になっている状態で
あることを把握できる。
　また、他のユーザーＵＳ２～ＵＳ４が高山病になりやすい状態及び高山病になっている
状態である場合に取るべき対処を容易に視認できるので、他のユーザーＵＳ２～ＵＳ４が
危険な状態になることを抑制できる。従って、ユーザーＵＳ２～ＵＳ４の運動支援を当該
ユーザーＵＳ１が実行及び補助できる。
【００７８】
　［実施形態の変形］
　本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲
での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　上記各実施形態では、呼吸検出装置３を備えることとした。しかしながら、本発明は、
これに限らない。例えば、呼吸検出装置３を備えなくてもよい。この場合、制御部２６，
４５は、呼吸数算出部２７１，４６０及び実施判定部２７２，４６１を備えなくてもよく
、呼吸指示部４５９により表示部２３１及び情報処理装置４，４Ａの表示部４２１に呼吸
法提示画面ＷＳ１が表示されてから所定期間経過した後、閾値判定部２６９によるユーザ
ーＵＳの血中酸素濃度が第２閾値以下であるか否かの判定により、第２閾値以下であると
判定された場合に、対処法指示部２７４，４６３が対処法提示画面ＷＳ２を表示部２３１
及び情報処理装置４に表示させるようにしてもよい。すなわち、図７に示すフローチャー
トにおけるステップＳ１３～Ｓ１５の処理に代えて、上記呼吸法提示画面ＷＳ１を提示し
てから所定期間が経過したか否かを判定する処理を実行し、当該処理により上記所定期間
が経過した場合に上記ステップＳ１６以下の処理を実行してもよい。
【００７９】
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　上記各実施形態では、制御部２６，４５０は、対処法指示部２７４，４６３を備えるこ
ととした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、制御部２６，４５０は、
対処法指示部２７４，４６３を備えなくてもよい。この場合であっても、呼吸指示部２７
０，４５９により呼吸法提示画面ＷＳ１が表示部２３１及び情報処理装置４，４Ａの表示
部４２１に表示されるので、ユーザーＵＳの運動支援を実行できる。すなわち、図７に示
すフローチャートにおけるステップＳ１８，Ｓ１９の処理を実行しなくてもよい。
【００８０】
　上記各実施形態では、制御部２６，４５０は、ユーザーＵＳが有圧呼吸法に応じた呼吸
を実施していると判定された場合に、有圧呼吸法に応じた呼吸を実施している期間を取得
し、当該期間が所定期間を超えているか否かを判定する期間判定部２７３，４６２を備え
ることとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、制御部２６，４５０
は、期間判定部２７３，４６２を備えなくてもよい。この場合、対処法指示部２７４，４
６３は、ユーザーＵＳが有圧呼吸法に応じた呼吸を実施していると判定され、かつ、測定
された血中酸素濃度が、第２閾値以下となった場合に、対処法を指示すればよい。すなわ
ち、図７に示すフローチャートにおけるステップＳ１５の処理を実行しなくてもよい。ま
た、呼吸法は有圧呼吸法に限定するものでは無く、深呼吸や腹式呼吸など、ユーザーが呼
吸によって酸素を取り込めるような他の呼吸方法であってもよい。
【００８１】
　上記各実施形態では、呼吸数算出部２７１，４６０は、呼吸検出装置３により検出され
た呼吸情報及び体動情報検出部２２２により検出された体動情報に基づいて、上記呼吸数
を算出することとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、呼吸数算出
部２７１，４６０は、上記呼吸情報のみに基づいて呼吸数を算出するようにしてもよい。
すなわち、測定装置２は、体動情報検出部２２２を備えていなくてもよい。
　上記各実施形態では、呼吸検出装置３は、バンド部３１及び制御部３２を備え、呼吸数
算出部２７１，４６０は、バンド部３１の伸縮に基づく波長（呼吸情報）から呼吸数を算
出することとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、呼吸検出装置３
に代えて、生体情報検出部２２１が心電を検出し、当該心電を周波数解析することにより
呼吸数を算出してもよい。更に、心電図の波形から呼吸成分を取得し、解析することによ
り呼吸数を算出してもよい。
【００８２】
　上記各実施形態では、ユーザーＵＳの現在地の標高が１８００ｍ以上である場合に、第
１閾値及び第２閾値を調整することとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。
例えば、上記標高が海抜２５００ｍ以上である場合に第１閾値及び第２閾値を調整するよ
うにしてもよいし、標高が上昇するとともに、第１閾値及び第２閾値を低下させるように
調整してもよい。
　また、上記第１閾値及び第２閾値を調整しなくてもよい。この場合、制御部２６は、標
高算出部２６７，４５６及び閾値調整部２６８，４５７を有さなくてもよい。また、例え
ば、標高算出部２６７，４５６による処理は、１時間ごとに実行され、当該標高算出部２
６７，４５６により算出された標高が前回取得された標高から所定値以上変化があった場
合に、閾値調整部２６８による処理が実行されるようにしてもよい。
【００８３】
　上記各実施形態では、閾値調整部２６８，４５７は、標高算出部２６７，４５６により
算出されたユーザーＵＳの現在地（標高）に基づいて第１閾値及び第２閾値を調整するこ
ととした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、閾値調整部２６８，４５
７は、ユーザーＵＳの体力に応じて予め設定されるようにしてもよいし、当該ユーザーＵ
Ｓの体力及び上記標高に応じて第１閾値及び第２閾値を変更するようにしてもよい。この
場合、測定装置２は、位置情報検出部２２３及び標高算出部２６７，４５６を備えなくて
もよい。
　また、閾値調整部２６８，４５７は、登山前のユーザーＵＳの血中酸素濃度を第１閾値
に設定し、第２閾値を当該第１閾値に対応する値に設定してもよい。更に、第１閾値及び
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第２閾値は、予め設定されている値から変更できないように設定してもよいし、表示部２
３１に表示される設定画面にて、ユーザーＵＳ及び医療従事者によって入力及び設定でき
るようにしてもよい。
　更に、上記閾値調整部２６８，４５７は、第１閾値及び第２閾値のいずれも調整するこ
ととした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、閾値調整部２６８，４５
７は、第１閾値及び第２閾値のいずれか一方の閾値のみ調整することとしてもよい。
【００８４】
　上記各実施形態では、呼吸法提示画面ＷＳ１には、有圧呼吸法の実行を促す文字のみが
表示されることとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、上記文字に
代えて、若しくは、加えて、有圧呼吸法の実行を促す絵柄及び映像等が表示されるように
してもよい。また、有圧呼吸法を実行するための説明文及び有圧呼吸法を解説する絵柄及
び映像等が表示されるようにしてもよい。
　上記各実施形態では、制御部２６，４５０は、規制部２７５，４６４を備えることとし
た。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、制御部２６，４５０は、規制部
２７５，４６４を備えなくてもよい。
【００８５】
　上記各実施形態では、測定装置２は、検出部２２として生体情報検出部２２１、体動情
報検出部２２２及び位置情報検出部２２３を有することとした。しかしながら、本発明は
、これに限らない。例えば、測定装置２は、これらに加えて、気圧を検出する気圧検出部
を備えてもよい。これによれば、標高算出部２６７は、位置情報及び気圧情報に基づいて
標高を算出できる。また、対処法指示部２７４は、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第２閾
値を下回った場合に、下山指示を実行することとした。しかしながら、本発明は、これに
限らない。例えば、上記気圧情報に基づいて、降雨の可能性が高い場合にも下山指示を実
行するようにしてもよいし、ユーザーＵＳの血中酸素濃度が第２閾値以上第１閾値未満で
あっても、降雨の可能性が高い場合には、下山指示を実行するようにしてもよい。
【００８６】
　上記各実施形態では、表示部２４１及び情報処理装置４，４Ａの表示部４２１に呼吸法
提示画面ＷＳ１及び対処法提示画面ＷＳ２が表示されることとした。しかしながら、本発
明は、これに限らない。例えば、測定装置２の表示部２４１及び情報処理装置４，４Ａの
表示部４２１のいずれかにのみ呼吸法提示画面ＷＳ１及び対処法提示画面ＷＳ２が表示さ
れるようにしてもよい。例えば、呼吸法提示画面ＷＳ１及び対処法提示画面ＷＳ２が表示
部２４１にのみ表示される場合は、測定装置２のみにおいて、上記運動支援システム１が
構成される。
　また、呼吸法提示画面ＷＳ１及び対処法提示画面ＷＳ２が測定装置２の表示部２３１に
表示される際に、音声出力部２３２に音声を出力させてもよいし、振動部２３３を振動さ
せるようにしてもよい。
【００８７】
　上記各実施形態では、運動の例として登山を例示した。しかしながら、本発明は、これ
に限らない。例えば、上記運動が他の運動である場合に、血中酸素濃度の値が第１閾値を
超えた場合に、当該運動に適した呼吸法を提示するようにしてもよい。すなわち、上記各
実施形態に係る発明は、登山以外の運動にも適用可能である。
【００８８】
　上記各実施形態では、生体情報検出部２２１は、生体情報としてユーザーＵＳの血中酸
素濃度を検出することとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、生体
情報検出部２２１は、ユーザーＵＳの脈波、心拍数、血糖値等を血中酸素濃度とともに検
出するようにしてもよい。この場合、例えば、上記血中酸素濃度とともに検出された生体
情報に基づいて、上記第１閾値及び第２閾値を設定することとしてもよい。
【００８９】
　上記第３実施形態では、上記警告情報は、リーダーであるユーザーＵＳ１の情報処理装
置４Ｂ１にのみ送信されることとしたが、これに限らず、例えば、サブリーダーであるユ
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ーザーＵＳ４の情報処理装置４Ｂ４にも送信されるようにしてもよい。また、全てのユー
ザーＵＳ１～ＵＳ４の情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４のそれぞれが接続され、ユーザーＵＳ
１～ＵＳ４のうち、いずれかのユーザーが高山病のおそれがある場合に、その他のユーザ
ーの情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４に上記警告画面ＷＳ３が表示されるようにしてもよい。
【００９０】
　上記第３実施形態では、ユーザーＵＳ１～ＵＳ４の情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４がそれ
ぞれ接続されることとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、ユーザ
ーＵＳ１～ＵＳ４の測定装置２Ｂ１～２Ｂ４がそれぞれ接続されることとしてもよい。こ
の場合、測定装置及び情報処理装置は、第１実施形態の測定装置２及び情報処理装置４と
同様の構成を備えればよい。
　例えば、登山前に測定装置２Ｂ１～２Ｂ４のうち、リーダーであるユーザーＵＳ１の測
定装置２Ｂ１に対し、他の測定装置２Ｂ２～２Ｂ４から警告情報が送信されるように設定
を行った場合、測定装置２Ｂ２～２Ｂ４の制御部２６により、呼吸法提示画面ＷＳ１が当
該測定装置２Ｂ２～２Ｂ４の表示部２３１に表示されると、呼吸指示部２７０による指示
を警告情報として、通信部２４を介してユーザーＵＳ１の測定装置２Ｂ１に送信する。測
定装置２Ｂ１の制御部２６は、上記警告情報を取得すると、提示情報生成部２７６に警告
画面ＷＳ３を生成させ、当該測定装置２Ｂ１の表示部２３１に表示させる。
　これにより、測定装置２Ｂ１～２Ｂ４のそれぞれが接続される場合においても、上記第
３実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００９１】
　上記第３実施形態では、ユーザーＵＳ１～ＵＳ４の情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４がそれ
ぞれ接続可能であることとした。しかしながら、本発明は、これに限らない。例えば、測
定装置２Ｂ１～２Ｂ４若しくは情報処理装置４Ｂ１～４Ｂ４は、ネットワーク回線を通じ
て他の電子機器と接続されてもよい。この場合、例えば、ユーザーＵＳ１～ＵＳ４のいず
れかに高山病が発生している場合に、当該高山病が発生している情報（警告情報）を他の
電子機器において受信できる。これによれば、登山を実行しているパーティー以外の他人
が上記ユーザーＵＳ１～ＵＳ４の状況を認識できるので、例えば、ユーザーＵＳ１～ＵＳ
４のうち、ユーザーＵＳ１～ＵＳ３の３名が高山病等を発症した場合、当該パーティーの
救出を迅速に実行できる。
【００９２】
　上記各実施形態では、制御部２６，４５０は、記憶部２５，４４に記憶された報知制御
プログラムを読み取って実行することとした。しかしながら、本発明はこれに限らない。
例えば、上記報知制御処理の実行時に、記録媒体から当該報知制御プログラムを読み取っ
て実行する構成としてもよい。例えば、このような記録媒体としては、磁気テープ、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）及び半導体メモリ
ー等を用いることができ、これらを利用して、報知制御プログラムを情報処理装置４Ａ，
４Ｂ（コンピューター）にてインストール及び実行することができるほか、当該報知制御
プログラムの配布を容易に行うことができる。更に、報知制御プログラムをネットワーク
上の機器から取得して実行してもよい。
【符号の説明】
【００９３】
　１，１Ｂ…運動支援システム、２，２Ｂ１，２Ｂ２，２Ｂ３，２Ｂ４…生体情報測定装
置（運動支援装置、指示装置）、３，３Ｂ１，３Ｂ２，３Ｂ３，３Ｂ４…呼吸検出装置（
呼吸検出部、第１センサー）、４，４Ａ，４Ｂ…情報処理装置、４２…報知部、２２１…
生体情報検出部（血中酸素濃度測定部）、２２２…体動情報検出部（第２センサー）、２
２３…位置情報検出部（標高検出部）、２６６，４５５…血中酸素濃度算出部（血中酸素
濃度測定部）、２６７，４５６…標高算出部（標高検出部）、２６８，４５７…閾値調整
部（調整部）、２７０，４５９…呼吸指示部、２７２，４６１…実施判定部、２７３，４
６２…期間判定部（期間取得部）、２７４，４６３…対処法指示部、２７５，４６４…規
制部。
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