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音響再生装置、音響再生方法および音響再生プログラム

技術分野

０００1 この発明は、例えば、ハードディスクプレーヤ、 (M n D sc (登録商標 ) ) プレー

ヤ、音楽データ再生機能付き携帯情報端末などの音響を再生する機能を備えた装

置、音響を再生する装置にぉいて用いられる方法、プログラムに関する。

背景技術

０００2 近年、小型化、軽量ィビされた携帯型音響再生装置の普及にともなって、これまでに

なかった場面で音楽が聴かれるょうになってきている。例えば、携帯型音響再生装置

を屋外に持ち出し、歩きながら音楽を聴いたり、あるいは、健康維持、健康増進、ダイ

エットなどの目的で行うジョギング、ウオーキングなどのスポーツを〒う際などにぉいて

音楽を聞いたりすることが広く行われている。

０００3 この場合、再生される音楽のテンポと使用者の動作 (例えば、歩行、ジョギング、ウ

オーキングなどの運動) のテンポ (以下、単に動作テンポまたは運動テンポとレづ。) が

一致する時に動作と音楽の一体感が得られる。このため、再生される音楽のテンポと

使用者の動作テンポがずれたり、使用者の動作テンポが急に変ィビしたりした場合に

も動作と音楽の一体感が得られるょうに使用者の動作テンポを検出し、動作テンポの

変ィビに応じて再生する音楽のテンポを変ィビさせる装置が考えられている。

０００4 なぉ、この明細書にぉいて、音楽のテンポ、音楽の再生テンポ、曲テンポとレリ文言

は、音楽データの再生時の速さであり、 分間あたりの拍の数 ( P Bea Pe M n

e s ) を意味している。また、使用者の動作テンポ (運動テンポ) は、具体的には、動作

の速度であって、例えば、使用者の動作 (運動) がウオーキングやランニングなどの場

合には、 分間あたりの歩数であり、また、動作がジャンプの場合には、 分間当たり

のジャンプの回数であるとレづょうに、 分間当たりの使用者の計数可能な最小の動

作の単位 つの動作 (運動) ) の数を意味している。

０００5 そして、特開2００5 566 4 号公報には、使用者が身体に装着した検出器にょり

、動作にともなう振動や歩行のステップデータから動作あるいは歩行のぺ一スを求め



て、その変化に応じて音楽の再生テンポを変ィビさせる装置が開示されている。このよ

うな装置を用いることにより、再生される音楽に合わせて、無理なく運動を継続したり

、効率よく運動を〒うことができたりするなどのことができるようにされる。

０００6 ところで、上述した特開2００5 566 4 号公報に記載の発明は、使用者の動作テ

ンポに合わせて、再生している音楽の再生テンポを変ィトさせるものであり、常に、音

楽の再生テンポを使用者の動作テンポに追従させることができる。しかし、再生して

いる音楽の再生テンポを変ィビさせるために、変化の開始から終了までの過渡的なテ

ンポの音楽が使用者に提供されてしまう場合がある。また、再生される音楽は、一般

に既成のものであるので、中には再生テンポの変化に不向きなものもあると考えられ

る。

０００7 また、再生される音楽に合わせて運動を〒うようにする場合、再生される音楽と使用

者の動作との一体感を得られるようにすることによって、運動を楽に継続できるように

するだけでなく、運動を〒うことについての動機付けや運動量の把握や管理までをも

支援できるようにするなど、使用者にとっての利便性をより向上させるようにすることが

望まれている。

０００8 さらに、運動の動機付けや運動の継続の支援についても、数分単位、あるいは、数

十分単位、精々数時間単位といった比較的に短い時間単位で行われる 回のエクサ

サイズを対象にするのではなく、 日単位、 週間単位、 ケ月単位、 年単位などとい
うように、比較的に長期間に渡って継続することが好ましい運動を〒うことについての

動機付けや当該運動の継続の支援を行えるようにする機能も新たに求められるように

なってきている。

０００9 以上のことに鑑み、この発明の第 の目的は、使用者に対して、違和感などの不自

然さを一切与えることなく、常時、使用者の動作と一体感が得られるように音楽を再

生できるようにし、より利便性を向上させた音響を再生するための装置、方法、プログ

ラムを提供することであり、この発明の第2の目的は、比較的に短い時間単位で行わ

れる 回の運動についてはもとより、比較的に長期間に渡って継続することが好まし

い運動を〒うことについての動機付けや当該運動の継続の支援を行えるようにする

装置、方法、プログラムを提供することである。



発明の開示

００1０ 上記課題を解決するため、請求項 に記載の発明の音響再生装置は、

音楽データを再生する再生手段と、

使用者の動作の変化を検出するセンサ手段と、

前記再生手段を通じて音楽データの再生を開始した後において、所定のタイミング

毎に、前記センサ手段からの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する

検出手段と、

前記再生手段により再生されている音楽データのテンポと前記検出手段により検出

された使用者の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判断手段

と、

前記判断手段により、再生されている音楽データのテンポと使用者の動作テンポと

の差が所定範囲外であると判断された場合に、前記検出手段で検出された動作テン

ポとの差が所定範囲であるテンポの音楽データを検索する検索手段と、

前記再生手段によって再生される音楽データを前記検索手段によって検索された

音楽データに変更する変更手段と

を備えることを特徴とする。

００11 この請求項 に記載の発明の音響再生装置によれば、再生手段を通じて音楽デー

タの再生を開始した後に、所定のタイミング毎に、センサ手段からの検出出力に基づ

いて、検出手段により、使用者の動作テンポが検出され、この検出された使用者の動

作テンポと再生している音楽データのテンポとの差が所定範囲内か否かが判断手段

によって判断される。

００12 そして、使用者の動作テンポと再生している音楽データのテンポとの差が所定範囲

外であると判断された場合には、検索手段により、使用者の動作テンポとの差が所定

範囲内となるテンポの音楽データが検索され、この検索された音楽データが再生さ

れるよぅに、再生する音楽データが変更手段によって変更される。

００13 これにより、使用者の動作テンポに応じて、再生する音楽データ自体を変更するこ

とができるよぅにされるので、再生している音楽データを変えることなくテンポのみを変

更する場合と異なり、違和感などの不自然さを一切与えることなく、使用者の動作と



一体感が得られるよぅに音楽を再生することができるよぅにされる。

００14 また、請求項2に記載の発明の音響再生装置は、

音楽データを再生する再生手段と、

使用者の動作の変化を検出するセンサ手段と、

前記再生手段を通じて音楽データを再生するに先立って、前記センサ手段からの

検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する第 の検出手段と、

前記第 の検出手段で検出された動作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの

音楽データを検索する第 の検索手段と、

前記第 の検索手段によって検索された音楽データを、前記再生手段を通じて再

生するよぅに制御する再生制御手段と、

前記再生手段を通じて音楽データを再生している場合において、所定のタイミング

毎に、前記センサ手段からの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する

第2の検出手段と、

前記再生手段により再生されている音楽データのテンポと前記第2の検出手段によ

り検出された使用者の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判

断手段と、

前記判断手段により、再生されている音楽データのテンポと使用者の動作テンポと

の差が所定範囲外であると判断された場合に、前記第2の検出手段で検出された動

作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの音楽データを検索する第2の検索手段

と、

前記再生手段によって再生される音楽データを前記第2の検索手段によって検索

された音楽データに変更する変更手段と

を備えることを特徴とする。

００15 この請求項2に記載の発明の音響再生装置によれば、再生手段を通じての音楽デ

ータの再生に先立って、まず、第 の検出手段を通じて使用者の動作テンポが検出

される。そして、検出された動作テンポに応じたテンポの音楽データが第 の検索手

段によって検索され、ここで検索された音楽データが再生制御手段の制御により再

生手段によって再生するよぅにされる。



００16 この後、音楽データが再生されている間においては、所定のタイミング毎に、センサ

手段からの検出出力に基づいて、第2の検出手段によって、使用者の動作テンポが

検出され、判断手段によって、使用者の動作テンポと再生している音楽データのテン

ポとの差が所定範囲内か否かが判断される。

００17 そして、使用者の動作テンポと再生している音楽データのテンポとの差が所定範囲

外であると判断された場合には、第2の検索手段により、使用者の動作テンポに応じ

たテンポの音楽データが検索され、この検索された音楽データが再生されるよぅに、

再生される音楽データが変更手段によって変更される。

００18 これにより、音楽データの再生開始から再生終了までの間において、使用者の動

作テンポに応じて、再生する音楽データ自体を変更することができるよぅにされるので

、再生している音楽データを変えることなくテンポのみを変更する場合と異なり、違和

感などの不自然さを一切与えることなく、使用者の動作と一体感が得られるよぅに音

楽を再生することができるよぅにされる。

００19 また、請求項 3に記載の発明の音響再生装置は、

使用者からの個人プロフィール情報の入力を受け付けるプロフィール情報受付手

段と、

使用者の目標運動量の入力を受け付ける目標運動量受付手段と、

使用者の動作を検出する検出手段と、

前記プロフィール情報受付手段を通じて受け付けた使用者の個人プロフィール情

報と、前記検出手段からの検出出力に基づいて、使用者の実運動量を算出する算

出手段と、

前記算出手段で算出された使用者の前記実運動量の累積値が、前記 目標運動量

受付手段を通じて受け付けた前記 目標運動量に到達するまでの間において、再生

すべき音楽データを順次に選択する選択手段と、

前記選択手段によって選択された前記音楽データを再生する再生手段と

を備えることを特徴とする。

００2０ この請求項 3に記載の発明の音響再生装置によれば、プロフィール情報受付手

段を通じて使用者の個人プロフィール情報が受け付けられ、目標運動量受付手段を



通じて使用者の目標運動量が受け付けられる。そして、プロフイール情報受付手段を

通じて受け付けた個人プロフイール情報と、検出手段を通じて検出された使用者の

動作とに基づいて、算出手段により使用者の実運動量が算出される。

００2 1 そして、算出手段によって算出される実運動量の累積値が 目標運動量受付手段を

通じて受け付けた目標運動量に到達するまでの間において、選択手段によって再生

すべき音楽データが順次に選択され、この選択された音楽データが再生手段により

再生するよぅにされる。

００22 これにより、使用者の行ぅ運動の運動量が、入力された目標運動量に到達するまで

の間において、使用者の手を煩わせることなく、再生すべき音楽データを自動的に

選択し、これを順次に再生することができるよぅにされる。したがって、目標運動量に

到達されるまでの間においては、音楽データが連続して再生するよぅにされるので、

運動を継続するよぅに、動機付けを与えることができると共に、運動の継続を支援す

ることができるよぅにされる。

００23 使用者が行ぅ運動 (ウオーキング、ジョギング、ランニング、筋カトレーニングなど)の

動作のテンポ (動作テンポ)の変ィビを検出し、動作テンポに応じたテンポの楽曲(音

楽データ)を選択再生することにより、違和感を生じさせること無く、動作 (運動) と再

生される楽曲との一体感を与えるよぅにすることができる。

００24 また、目標運動量を設定したり、予め決められた目的とする運動量を設定し、使用

者が行ぅ運動の運動量がこれらを超えるまで連続して楽曲を再生したり、あるいは、

超えた場合に特定を付与するなどのことを〒ぅことによって、運動を継続して行ぅこと

の動機付けを与えると共に、運動を継続することができるよぅに支援することができる

。これにより、継続することが好ましい運動を継続することができるよぅにすることがで

きる。

００25 図 図 は、この発明による装置、方法の一実施の形態が適用された音響再生装置

を説明するためのブロック図である。

図2 図2は、音響再生装置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3 図3は、図 に示した音響再生装置の動作を説明するためのフローチヤートであ

る。

図4 図4は、使用者のプロフイール情報の入力画面例を説明するための図である。

図5 図5は、楽曲情報リスト(再生可能な音楽データの一覧リスト)の一例を説明する

ための図である。

図6 図6は、音楽データの再生中の表示画面例を説明するための図である。

図7 図7は、音楽データ再生終了後に表示される運動量情報の表示例を説明する

ための図である。

図8 図8は、再生楽曲リスト(再生楽曲履歴)の一例を説明するための図である。

図9 図9は、歩行距離等の算出について説明するための図である。

図1０図 ０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。

図 図 は、 分間当たりの消費ェネルギーを用いて消費ェ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12 図 2は、運動ごとに定められる運動強度を示す値である S値を用いて消

費ェ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13 図 3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14 図 4は、 S値について説明するための図である。

図15 図 5は、 S値について説明するための図である。

図16 図 6は、消費力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17 図 7は、消費力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18 図 8は、運動情報センサ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19 図 9は、音響再生装置の動作の他の例を説明するためのフローチヤートであ

る。

図2０図2０は、使用者が 目標とする運動量に到達するまでの間において、再生すべ

き楽曲を自動選曲する場合の音響再生装置の動作を説明するためのフローチヤート

である。

図2 1 図2 は、目標運動量の入力画面を説明するための図である。



図2 2 図2 2 は、音楽データを再生している場合において表示される楽曲の再生中表

示の表示例を説明するための図である。

図2 3 図2 3 は、運動情報表示の具体例を説明するための図である。

図2 4 図2 4 は、楽曲単位に運動情報を示すようにした場合の表示例を説明するため

の図である。

図2 5 図2 5 は、運動・再生履歴情報の一例を説明するための図である。

図2 6 図2 6は、運動の履歴情報に基づいて特典を与える場合の具体例を説明する

ための図である。

図2 7 図2 7は、運動量の累積値として運動距離の累積値に応じて特典を付与する

場合の例を説明するための図である。

図2 8 図2 8 は、運動量の累積値として運動距離の累積値に応じて特典を付与する

場合の例を説明するための図である。

図2 9 図2 9は、使用者の消費ェ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。

発明を実施するための最良の形態

００2 6 以下、図を参照しながら、この発明による装置、方法、プログラムの一実施の形態に

ついて説明する。以下に説明する実施の形態においては、この発明による装置、方

法、プログラムを、例えば、携帯型ハードデイスクプレーヤ、携帯型 (Mn D sc (

登録商標 ) ) プレーヤ、音楽データ (楽曲データ) の再生機能を備えた携帯電話端末

などの携帯型の音響再生装置 (音楽再生装置) に適用した場合を例にして説明する

００2 7 音響再生装置の構成と基本動作について

図 は、この実施の形態の音響再生装置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は、上述もしたように、携帯型のものであり、小型ィヒ、軽

量ィビが図られ、衣服のポケ、ソ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、ウオーキング、ジョギング、ランニングなどといった

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。

００2 8 図 に示すように、この実施の形態の音響再生装置は、制御部 ０、音楽情報記憶



装置部2 、音楽再生データ生成装置部2 2 、運動情報解析回路 2 3 、運動情報セン

サ2 4 、音声信号出力処理部3 、スピーヵ3 2 、表示回路 3 3 、表示部3 4 、キ一操作部

4 、マイクロホン (図 においてはマイクと記載。) 4 2、音声信号入力処理部4 3、外部

端子5 、1 (インターフェース) 5 2 、記憶装置部 5 3 、通信 6 、送受信回路 6 2

、送受信アンテナ6 3を備えたものである。

００2 9 制御部 ０は、この音響再生装置の各部を制御するものであり、C P (Cen a P oc

ess ng Un ) RO (Read O n Memo ) R M(Random Access Memo )

3 が、 P バス 4を通じて接続されて構成されたものである。ここで、 P 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。 O 2は、C

P 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、 3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。

００3０ 音楽情報記憶装置部2 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ぅ装置部分である。記録

媒体には、ハードディスク、 (Mn D sc (登録商標 ) ) などの光磁気ディスク、C (

Compact D sc) や (D g a Ve sa e D sc) 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 C力一ドメモリー、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2 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2 は光ディスクドライブに相当する。

００3 1 音楽再生データ生成装置部2 2 は、制御部 ０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ぅものである。具体的には後述もす

るが、音楽情報記憶装置部2 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

処理を行ぅ部分である。

００3 2 運動情報解析回路 2 3 は、制御部 ０等からの制御に応じて、使用者の運動に関す

る解析処理等を行ぅ部分である。後述もするが、運動情報解析回路 2 3 は、キ一操作



部4 を通じて人力される使用者の身長、体重、性別などの個人プロフイール情報と、

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。

００33 また、運動情報解析回路 23は、キ一操作部4 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ぅ場合の運動の強度や運動時間 (運動

を継続して行ぅべき時間)などを算出する機能をも有する。また、運動情報解析回路 2

3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。

００34 なお、図 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 ０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 ０が機能して実現することも可能である。

００35 運動情報センサ24は、加速度センサ、ショックセンサ、圧カセンサ、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 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ィビ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、上述もしたよぅに、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。

００36 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、ウオーキングやジ

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ぅにされている。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オーキングなのかジョギングなのかのよぅに、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ぅにしている。

００37 音声信号出力処理部3 は、この実施の形態の音響再生装置においては、制御部

０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



ものである。音声信号出力処理部3 からのアナログ音声信号は、スピーヵ3 2 に供給

され、スピーヵ3 2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

するよぅにされる。

００3 8 なお、図示しないが、音声信号出力処理部3 には、音声出力端子が接続するよぅ

にされており、これにへツ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3 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

れたへツ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ぅにされる。このよぅに、音声出力端子にへツドホンやイヤホンが接

続されている場合には、スピーヵ3 2からは再生音声は放音しないよぅにされる。

００3 9 表示回路 3 3 は、制御部 ０からの制御に応じて、表示部3 4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3 4 は、例えば、 C ( q d C s a

D sp a ) (E ec o m nescence)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3 4の表示画面には、制御部 ０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

るよぅにされる。

００4０ キ一操作部4 は、複数の操作キ一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4 3 に供給され、ここで (Ana og D g a )変換などが施され、制御部

を通じて音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記録するなどのことができるよぅにさ

れる。

００4 1 外部端子 (外部入出力端子) 5 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、これを取り込むよぅにしたり、逆に、この

実施の形態の音響再生装置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

できるよぅにしている。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。

００4 2 なお、 52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

どの処理を行ぅものである。

００4 3 記憶装置部5 3 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5 3 に音楽データを記憶させるよぅにするなどのことももちろん可

能である。

００4 4 なお、記憶装置部5 3 は、上述した音楽情報記憶装置部2 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ぅ装置部分である。記録媒体には、ハードディスク、 (Mn

D sc (登録商標 ) ) などの光磁気ディスク、C (Compac D sc)や (D g a Ve s

a e D sc) 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 C力一ドメモリー、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5 3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5 3 は光ディスクドライバに相当する。

００4 5 また、この実施の形態の音響再生装置は、通信1 (インターフェース) 6 を備え、

例えば、インターネットなどのネットワーク ００に接続して、目的とする音楽データや

その音楽データの特性情報等の送受を行ぅことができるよぅにしている。また、送受信

回路 6 2 、送受信アンテナ6 3を通じて、例えば、無線 ( oca ぬe a Ne wo k)など

に接続することによって、音楽データやその特性情報等を取得することもできるよぅに

される。

００4 6 そして、キ一操作部4 を通じて受け付ける使用者からの指示ス力に応じて、制御

部 ０は各部を制御し、通信 6 、あるいは、外部端子5 及び 5 、あるいは

、送受信回路 6 2及び送受信アンテナ6 3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、ジヤンル、曲調などの音楽データの特性情報を制



御部 ０を通じて音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記録することができるよぅにさ

れている。

００47 そして、通常は、音楽情報記憶装置部2 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 ０によって形成され、これが表示回路 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、キ一

操作部4 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ぅにされる。

００48 この場合、制御部 ０は、キ一操作部4 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2 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3 に供給する。このよぅに、音声信号出力処

理部3 に音声データが供給されると、上述もしたよぅに出力用のアナログ音声信号

が形成され、スピーカ32、あるいは、図示しない外部出力端子に接続されたへソドホ

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ぅにしている。

００49 そして、この実施の形態の音響再生装置においては、以下に詳しく説明するよぅに

、音楽データを再生している場合において、運動情報センサ24と運動情報解析回路

23との機能により、所定のタイミング毎に使用者の動作テンポを検出するよぅにし、再

生する音楽データを使用者の動作テンポに応じたテンポの音楽データに変更するこ

とができるものである。

００5０ このよぅに、再生している音楽データの再生テンポを変更するのではなく、再生する

音楽データを使用者の動作テンポに応じたテンポの音楽データに変更することによ

って、違和感を生じさせることなく、使用者の動作テンポに応じた音楽データを再生

できるよぅにし、運動を行っている使用者が、再生される音楽データに対して一体感

を感じ取ることができ、無理なく、しかも効率的に運動を継続させることができるよぅに

している。

００5 1 さらに、この実施の形態の音響再生装置においては、キ一操作部4 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



一夕の再生時間、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

楽に呼応してウオ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。そして、音楽データの再生終了時などにおいて

、その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

に提供できるよぅにしている。

００52 このよぅに、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

示できるよぅ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、運動を継続して行ぅ動機付けを明確に

行ぅことができるよぅにしている。

００53 また、この実施の形態の音響再生装置の場合には、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。

００54 さらに、他の機能として、キ一操作部4 を通じて、目標とする運動量が入力された

場合には、運動情報解析回路 23の機能により必要な運動時間および運動強度など

が算出され、その結果をもとにして音楽再生データ生成装置部22が音楽情報記憶

装置部2 に記憶保持されている音楽データから再生する音楽データを選択する。

００55 そして、選択した音楽データの再生テンポ、再生する音楽データの組み合わせ(再

生順序) 、各音楽データの再生繰り返し回数などを決定し、その決定したとおりに音

楽データを再生し、再生される音楽に呼応して運動することによって、目的とする運

動量の運動を無理なく行ぅことができるよぅにしている。

００56 また、他の機能として、キ一操作部を通じて、目標とする運動量が入力された場合

には、入力された当該 目標とする運動量に到達するまで、再生すべき音楽データを

自動選曲することもできるよぅにしている。具体的には、後述もするが、例えば、目標

とする消費力ロリー ( 目標消費力ロリー)を入力した場合には、この目標消費力ロリー

分の運動をュ一ザ一が行ぅまで、再生すべき音楽データを自動選曲して再生する方

ロリーシヤソフル機能を備えている。



００57 なお、この場合において累積すべき運動量の算出は、基本的には、運動情報セン

サ24からの検出出力に基づいて算出する運動量を用いる。すなわち、上述もしたよ

ぅに、運動情報解析回路 23において、運動情報センサ24からの検出出力や入力さ

れた個人プロファイル情報や再生された音楽データの再生時間、テンポ等の特性情

報に基づいて算出する運動量を用いることになる。

００58 また、運動を行った場合に、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、個人プロフィール情報、運動量情報などの情報の つ以上を履歴情

報として、記憶装置部53に記憶保持するよぅにしておくことにより、運動終了後にお

いて、記憶保持するよぅにした情報を解析することができるよぅにしている。例えば、運

動量情報を記憶装置部53に蓄積しておくよぅにすれば、日々どのよぅに運動を行っ
た、運動量のトータルはどれ位かなどの情報を得ることもできるよぅにしている。

００59 また、記憶装置部53に記憶保持するよぅにした運動量情報などの履歴情報に基づ

いて、運動量が予め決められた値に到達した場合に特典を与えるなどの娯楽性を付

与することによって、長期間にわたって継続することが好ましい運動を〒ぅことについ
ての動機付けや当該運動の継続の支援および運動量の管理をも行ぅことができるよぅ

にしている。

００6０ 音響再生装置の外観について

次に、この実施の形態の音響再生装置が取り得る代表的な外観の例について説明

する。図2は、この実施の形態の音響再生装置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が取り得る外観の大きさは、

使用者の胸ポケ、ソ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。

００6 1 したがって、この実施の形態の音響再生装置の大きさは、大きくても図2の 、図2

の に示すよぅに、使用者の胸ポケットに入る程度の大きさとなり、 心い場合には、

図2のCに示すよぅに、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。

００62 そして、図2の 、図2の 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の外観を示しており、図2の に示

すように音響再生装置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2の に示すように音響再生装置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。

００63 そして、図2の 、図2の 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

の面 (前面) には、 C などの表示部の表示画面とキ一操作部が設けられる。図2の

に示すように、縦型の音響再生装置の場合には、表示画面34 の下側部分にキ

一操作部4 が設けられる。もちろん、表示画面34 とキ一操作部4 との位置関係を

図2の 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の場合には、

表示画面34Gを音響再生装置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つの部分にキ一操作部4 を分けて設けるようにすることも可能である。

００64 また、図2の に示すように、横型の音響再生装置の場合には、表示画面34Gの横

側部分にキ一操作部4 が設けられる。もちろん、表示画面34Gとキ一操作部4 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とキ一操作部4 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

響再生装置の場合においても、表示画面34Gを音響再生装置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つの部分にキ一操作部4 を分けて設けるよ

うにすることも可能である。

００65 また、キ一操作部4 としては、図2の 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2の に示すように、ダイヤル部4 を有し、ダイヤ

ル部4 上を指などでなぞる操作と、ダイヤル部4 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4 は、ダ

イヤル部4 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。

００66 また、図2のCのように極めて小型に構成した場合には、図2の 、図2の のように

音響再生装置の前面にキ一操作部4 を設けることができないので、図2のCに示す

ように、音響再生装置の側面部分に回動操作が可能なダイヤルをキ一操作部4 とし

て設けるようにすれば良い。

００67 また、キ一操作部4 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イ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、音響再生装置が図2の 、図2の 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、ソ

チパネルを貝耳ィ寸し、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一操

作部4 を構成するようにしてもよい。

００68 そして、図2を用いて説明した種々のキ一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〒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。

００69 なお、図2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

、音響再生装置は図2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、キ一操作部についても、図2に示したものに限るものではない。例えば、図2

の 、図2の 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、キ一操作部としては、ボタン

キー、ダイヤル、ジョグダイヤル、タッチパネル、ジョイステイック、スライド式の操作スイ

、ソ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。

００7０ 動作テンポに応じて再生する楽曲を変更する場合の音響再生装置の動作 (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において、使用者の動作テンポに応じて再

生する楽曲を変更する場合の動作について、図3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4～図8に示す表示部34の画面34Gに表示される

情報や再生可能な楽曲を示す楽曲情報の一例や再生した楽曲の履歴である再生楽

曲リストの一例をも参照しながら、この実施の形態の音響再生装置の動作について

説明する。



００7 1 図3は、この実施の形態の音響再生装置において、使用者の動作テンポに応じて

再生する楽曲を変更する場合の動作を説明するためのフローチヤートである。この実

施の形態の音響再生装置においては、以下に詳述するよぅに、音楽データを再生し

ている場合に、所定のタイミング毎に使用者の動作テンポを検出し、再生している音

楽データのテンポと、使用者の動作テンポとの差が所定範囲外となった場合に、使

用者の動作テンポとの差が所定範囲内のテンポの音楽データに変更できるよぅにし

ている。

００72 この実施の形態の音響再生装置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、ウオーキングやジョギング等の運動を〒ぅとする当該音響再

生装置の使用者が、当該音響再生装置に電源を投入すると、この実施の形態の音

響再生装置の制御部 ０は、図3 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S O )
o

００73 このステップS ０においては、例えば、図4の に示すよぅな個人プロフィール情

報の入力画面を表示し、キ一操作部4 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4の に示したよぅに、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。

００74 そして、制御部 ０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4の

に示すよぅに、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 (Bod Mass ndex 体重 (キロ) 十身長 (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4の に示した入力画面に戻って、修正

入力を〒ぅこともできるよぅにしている。なお、図3 においては、このよぅな個人プロフィ
ール情報の修正処理をも含めて、ステップS の処理として示している。

００75 次に、この実施の形態の音響再生装置の制御部 ０は、任意の音楽データの再生

を開始する (ステップS ０2 )。ここで任意の音楽データは、例えば、使用者が指定し

た音楽データ、ランダムに選ばれた音楽データ、ある規則によって選ばれた音楽デ

ータのいずれであってもよい。



００76 具体的には、この実施の形態の音響再生装置の音楽情報記憶装置部2 の記録

媒体には、この音響再生装置において再生可能な多数の音楽データが蓄積されて

おり、例えば、図5に示すように、曲名 (タイトル) 、曲テンポ、曲の長さ (曲全体の演奏

時間)等からなる楽曲情報リスト(再生可能な音楽データの一覧リスト) によって管理さ

れている。

００77 そこで、ステップS 2の楽曲再生開始ステップにおいては、図5に示した楽曲情報

リストから使用者によって選択された音楽データを再生したり、また、所定の乱数を用

いて図5に示した楽曲情報リストからランダムに選択した音楽データを再生したり、あ

るいは、図5に示した楽曲情報リストに各楽曲毎の再生回数を更新するようにしてお

けば、使用頻度の商いものを優先して再生したり、逆に使用頻度の低いものを優先し

て再生したりすることができる。

００78 なお、ここでは、この実施の形態の音響再生装置が備える音楽情報記憶装置部2

の記憶媒体に記録保持されている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。上述もしたが、通信 6 を通じてネットワーク ００に接

続し、このネットワーク ００上に存在する音楽データの提供サ一バから目的とする音

楽データをダウンロードしてきてこれを再生するようにしてもよい。

００79 また、ステップ ０2の処理においては、例えば、図6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、ジヤンル、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、この実施の形態において、図5に示した楽曲情報リストには、アーテ

ィスト名やジヤンルなどの情報は存在しないため、これらの情報は、例えば、ネットワ

ーク上のサ一バ装置の音楽データベースから曲名などの音楽データの識別情報に

基づいて取得するなどのことが可能であるし、また、図5に示した楽曲情報リストに、

アーティスト名やジヤンルなどの情報を持たせるようにし、これを用いるようにしてもよ

００8０ 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 ０4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において、

ステップS ０2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。

００8 そして、この実施の形態の音響再生装置の制御部 ０は、運動情報解析回路2 3を

制御し、運動情報解析回路 2 3が、運動情報センサ (加速度センサ) 24を通じて使用

者の運動情報 (センサ検出出力) を取得するようにし(ステップ ０3) 、これを運動情

報解析回路 2 3が解析することにより、使用者の動作テンポ等を算出する (ステップ

０4)

００82 上述もしたように、この実施の形態の運動情報センサ24 は、3軸の加速度センサに

よって構成されるものであり、運動情報解析回路 2 3は、運動情報センサ24からの検

出出力 (検出波形) のビ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。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。

００83 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、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、ウオーキングなのか、ジョギングなのかなどの運動の種類を半

別するようにしている。すなわち、詳しくは後述もするが、ウオ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、少なくともウオ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。

００84 さらに、この実施の形態の音響再生装置においては、ステップ ０4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、 S (Me abo c Eq va en s)値を求めるようにしている。この

S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害 り

算して求められる値である。

００85 そして、使用者の動作テンポ等を算出した後、音響再生装置の制御部 ０は、算出

した使用者の動作テンポと、再生中の音楽データの楽曲テンポ (曲テンポ) が同じか



否かを判断する (ステップS ０5)。ここで、曲テンポは、図5に示したように、

リストから再生中の音楽データのテンポを参照することにより把握することができる。

００86 など、ステップS 5においては、使用者の動作テンポと再生している音楽データの

テンポとが同じか否かをようにしているが、実際には完全に一致することは稀であると

考えられるので、使用者の動作テンポと再生している音楽データのテンポとの差が予

め決められた範囲内にあるか否かを判断する。使用者の動作テンポと再生している

音楽データのテンポとの差が例えばｱ 5の範囲内であれば、使用者の動作テンポと

再生している音楽データのテンポとが同じであると判断する。

００87 このように、この実施の形態において、使用者の動作テンポと再生している音楽デ

ータのテンポとの差が所定範囲内とレづ場合の「所定範囲」は、予め決められるもの

であり、使用者によって変更することもできるようにされるものである。例えば、上述し

たように、使用者の動作テンポとの差がｱ 5以内などのように設定される。

００88 もちろん、上述のように、「所定範囲」は、予め定められるものであるので、差が 「０」

の場合 (完全一致の場合) にのみ、使用者の動作テンポと再生している音楽データの

テンポとが同じであると判断するようにしてもよいし、差が土 の場合、差がｱ 2の場合

、・‥とレづように、適宜の範囲を定めるようにしてもよいことは言うまでもない。

００89 この実施の形態の音響再生装置の制御部 ０は、ステップS 5の判断処理におい
て、使用者の動作のテンポと現在再生中の音楽データのテンポが同じであると判断

した場合には、現在再生中の音楽データの再生をそのまま継続する (ステップS ０6

)。なお、このステップS ０6の処理においては、ステップ ０4において算出した運

動の種類や運動の強度を示す情報についても、図6に示した再生中の表示例のよう

に表示する処理をも行う。

００9０ 一方、音響再生装置の制御部 ０は、ステップS 5の判断処理において、使用者

の動作のテンポと現在再生中の音楽データのテンポとは同じでないと判断した場合

には、使用者の動作テンポとの差が所定範囲内となるテンポの音楽データを例えば

図5に示した楽曲情報リストから選択して決定し(ステップS ０7) 、このステップS ０7

において決定した音楽データの再生を開始する (ステップS ０8)

００9 1 このステップ ０8においては、新たに再生を開始した音楽データについて、図6



に示した再生中の表示例のよぅに、曲名、アーティスト名、ジヤンル、テンポ、

種類、運動の種類を表示することになる。なお、曲名、テンポは、図5に示した楽曲情

報リストから取得できるものであり、アーティスト名、ジヤンルは、ネットワーク上のサ一

バの音楽データベースから取得し、運動の種類、運動の強度は、ステップS 4の処

理において算出されたものである。

００92 また、ステップ 8においては、図8に示すよぅな再生楽曲データ(再生楽曲履歴

)を更新する処理をも行っている。すなわち、制御部 ０は、使用者の動作テンポに応

じて再生する音楽データを変更する場合に、それまで再生していた音楽データの曲

名、テンポ (曲テンポ) 、再生時間、運動の種類、運動の強度からなる履歴情報を、例

えば、音楽情報記憶装置部2 あるいは記憶装置部53に作成される再生楽曲データ

(再生楽曲履歴) に追加記録する。

００93 ここで、曲名や曲テンポは、図5に示した楽曲情報リストから取得し、運動の種類と

運動の強度とについは、ステップS ０4において算出されたものを用い、これらの情

報を履歴情報として関連付けて 3などに一時記憶しておく。また、再生時間は

、図示しないが、制御部 ０に接続された時計回路を用いて、再生開始から再生終了

までの時間を再生時間 (再生継続時間) として計測する。そして、一時記憶している

履歴情報に対して再生時間も関連付け、曲名、曲テンポ、再生時間、運動の種類、

運動の強度からなる再生楽曲データ(再生楽曲履歴)をステップS ０8において更新

するよぅにしておく。

００94 このよぅに、この実施の形態の音響再生装置においては、ステップS 5の判断処

理において、使用者の動作テンポと再生している音楽データのテンポとの差が所定

範囲内にない(所定範囲外である) と判断した場合には、ステップS ０7、ステップ

０8の一連の処理を通じて、再生する音楽データを変更するよぅにしている。

００95 なお、使用者の動作テンポとの差が所定範囲内にある音楽データの選択は、音響

再生装置の音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されているものに限るも

のではなく、ネットワーク ００上のサ一バ装置に設けられている音楽情報データベー

スから取得、選択して決定するよぅにしてもよい。

００96 もちろん、音響再生装置の音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されて



いる音楽データを優先して選択対象とし、音楽情報記憶装置部2 の記録媒体にテ

ンポが条件に合致する音楽データが存在しない場合に、ネットワーク ００上のサ一

バ装置の音楽データベースにアクセスするよぅにしたり、あるいは、音響再生装置の

音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されている音楽データを使用するか

、ネットワーク ００上のサ一バ装置の音楽データベースを使用するかを予め使用者

によって選択したりしておくことも可能である。

００97 そして、ステップS ０6の処理の後、または、ステップS ０8の処理の役においては

、音響再生装置の制御部 ０は、使用者により停止キ一が操作されるなど、音楽デー

タの再生が終了するよぅにされたか否かを判断し(ステップS ０9) 、再生が終了する

よぅにされていないと判断したときには、ステップS ０3からの処理を繰り返すよぅにす

る。

００98 ステップ ０9の判断処理において、再生が終了するよぅにされたと判断したときに

は、音楽データの再生を終了させ、当該音楽データについての図8に示した再生楽

曲データ (再生楽曲履歴)を更新すると共に、運動情報解析回路 23を制御して、今

回更新した再生楽曲データ(再生楽曲履歴)を含む全ての再生楽曲データ(再生楽

曲履歴)や最初に入力を受け付けた個人プロフィール情報に基づいて、使用者の運

動量を算出し(ステップS ０) 、当議ステップS ０において算出した使用者の運動

量を、表示回路 33を介して表示部34の画面34Gに表示して (ステップ ) 、この

図3に示す処理を終了する。

００99 なお、ステップ ０の処理においては、運動時間、歩行距離 (移動距離) 、平均速

度、消費力ロリー、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7の運動情報の表示例に示したよぅな態様で表示部34の画面34Gに表示されるこ

とになる。

０1００ 種々の運動量の算出方法について

次に、図3に示したステップ ０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。上述もしたよぅに、ここでは、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、使用者によって人力された体重、身長、



年齢、性別などの個人プロフイール情報と、再生した音楽データの再生時間やテン

ポ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。

０1０1 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再生時間を計測して把握しておき、図8に示したように、再

生楽曲データとして記憶保持するようにし、再生した音楽データの再生時間を合算

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。

０1０2 次に、歩行距離であるが、これは、個人プロフイ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できる。図9は、歩行距離の算出について説

明するための図である。図9の ( )式に示すように、ウオ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9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 (移動距離) は、図9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。

０1０3 したがって、例えば、図9の最初の例に示したように、身長 7０c の人がテンポ 2

の音楽に合わせて、2分3０秒間歩いた(ウオーキングした)場合の歩行距離は、図9

の (4)式に示したように、まず、身長 X O 45なる演算を行って歩幅を求め、テンポ (

分間あたりの拍数) が 2０の音楽に合わせてウオーキングしているので、 分間に約

2０歩 (回)歩いているものとして、歩幅に 2０歩 (回)を乗算することにより、 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9の (4) に示すように、歩行距離は229 5 であると算出することがで

きる。

０1０4 また、例えば、図9の二番 目の例に示したように、身長 7０c の人がテンポ 7０の

音楽に合わせて、2分3０秒間走った(ジョギングした)場合の歩行距離は、図9の (5)

式に示したように、まず、身長 ・5なる演算を行って歩幅を求め、テンポ ( 分間あ

たりの拍数) が 7０の音楽に合わせてジョギングしているので、 分間に約 7０歩 (回

)歩いているものとして、歩幅に 7０歩 (回)を乗算することにより、 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9の (5) 式に示すように、歩行距離は3 6 25 であると算出することができる

０1０5 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 ０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 ０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、3 を3０分で移動した場合の平均速度は、図 ０の (

7)式に示す演算により、時速6 (6 )であると算出することができる。

０1０6 次に、消費カロリー (消費ェネルギー)であるが、これには、 分間あたりの消費ェネ、

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

S (Me abo c Eq va en s) を用いて算出する方法とを用いることが可能であ

る。

０1０7 図 は、 分間当たりの消費ェネルギーを用いて消費ェ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。 分間当たりの消費ェネルギーW は、図皿の (

8)式に示すように、定数値 「3 5」に運動時の速度を加算して得た値を、定数値 「2００

０」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 分間当たりの消費ェネルギ W 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ェネルギー (消費

カロリー) を算出することができる。

０1０8 そして、図皿に示したように、体重が6 8 の人が、分速 ００メートル ( OO

) 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、図皿の (9) 式に

示すように、 分間当たりの消費ェネルギ を求める。そして、図皿の ( ０)式

に示すように、求めた 分間当たりの消費ェネルギ に運動総時間である6０

分を掛け算することによって、この場合の消費ェ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ェネルギー (消費カロリー) は、275 4 ca である。

０1０9 また、図 2は、運動ごとに定められる運動強度を示す値である S値を用いて

消費ェ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。 S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においては、図3に示したステップ

4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 2に示すように、ウオーキングであれば、 S

値は4～7、ジョギングであれば、 S値は7～5が効果的な運動をする場合の値

として知られている。

０11０ そして、 S値を用いて消費ェネルギーを求める場合には、図 2の ( )式に

示すように、運動者の体重と S S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6０ の人が、5 Sの強度の運動を3０分行った場合の

消費ェネルギー (消費カロリー) は、図 2の ( 2)式に示すように、 5０ ca と求める

ことができる。

０111 例えば、図8に示したように、再生楽曲データ(再生履歴情報) がある場合であって

、運動を行った使用者の体重が6０ であったとすると、図 2の ( 3)式に示すように

5 5 5 ca と求めることができる。なお、図 2の ( 3)式において、最初の値6０は

使用者の体重であり、かソコ内の計算は、図8に示した曲 ～曲Gまでのそれぞれに

ついて、再生時間と運動の強度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。

０112 このように、 分間当たりの消費ェ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 S値を用いることにより、運動を行った場

合の消費ェネルギー (消費カロリー) を求めることができる。図 、図 2に示したよう

に、消費ェネルギーは、運動者の個人プロフイール情報の つである体重と、この実

施の形態の音響再生装置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

度などの情報を用いることによって算出することができる。

０113 また、脂肪燃焼量は、図 、図 2を用いて説明した消費ェ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 3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 3にも示したように、 (キログラム の脂肪を燃焼させるために

は、約77００ ca のェネルギーが消費されることが知られている。



０114 このため、脂肪燃焼量を求めるためには、図 3の ( 4)式に示したように、消費ェネ、

ルギー ( ca ) を の脂肪を燃焼させるために必要なェネルギーである77００ca

で割り算し、さらに単位合わせのために (グラム) を掛け算することによって求

めることができる。そして、図 2を用いて説明したように、図8に示した再生楽曲リスト

によって把握されるように運動を行った使用者の消費カロリーは、 5 5 ca である

ので、図 3の ( 5)式に示すように、2０ g (グラム) の脂肪が燃焼されたと算出す

ることができる。

０115 このように、運動時間、歩行距離、平均速度、消費ェネルギー (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〒う使用者の個人プロフイ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3に示した処理のステップS の処

理において、図9～図 3を用いて説明した算出処理を〒うことによって、ステップ

皿において、図7に示したように表示することによって使用者に通知する運動量情報

を算出することができるようにされる。

０116 S値について

ここで、図8に示したように、再生した音楽データ毎に把握され、図 2を用いて説明

した消費ェ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 S値に

ついて説明する。図 4、図 5は、 S値について説明するための図である。

S値は、図 4の ( 6)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。

０117 図 4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「 」、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「 」、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「 」とする。なお、ウオーキング時の水平

移動要素は、図 4の ( 8)式に示したように、(０ 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 4の ( 9)式に示したように、(０ 2 X 速度)で求める

ことができる。また、垂直運動要素は、図 4の (2０)式に示したように、(０ 9 速度

X 傾き)で求めることができる。

０118 そして、運動時酸素摂取量は、図 4の ( 7)式に示したように、( )として



求めることができ、安静時酸素摂取量は、上述もしたよぅに で表されるので、 S

値は、図 4の ( 6)式にも示したよぅに、侭 とレ㌧演算をォ〒ぅことによっ
て、求めることができるものである。なお、図 4にも示したよぅに、 Sは、3・5

(ミリリットルノキログラム・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。

０119 次に、上述した S値の具体的な計算例について説明する。図 5 に示すよぅに

、2つの例について考える。まず、時速6 のウオーキングの S値を算出す
る場合を考える。図 4を用いて説明したよぅに、 S値は、安静時酸素摂取量 、

水平移動要素 、垂直移動要素 が分かれば計算できる。安静時酸素摂取量 は、

図 4 にも示したよぅに、3・5 であると分かっているので、水平移動要素

と垂直移動要素 が分かれば S値を計算できる。

０12０ そして、水平移動要素 は、クオーキングの場合、図 4の ( 8)式に示したよぅに、(

・ 分速)で求めることができる。したがって、時速6 のウオーキングの場合

の分速は、 ００ であるので、水平移動要素 は、図 5の (2 )式によって、

０ であると算出することができる。一方、垂直移動要素 は、図 4

の (2０)式に示したよぅに、(０ 9 分速 X傾き)で求められる。しかし、平坦な場所で

のウオーキングの場合、運動時において一般に傾きが生じることは無いので、図 5

の (22) 式に示したよぅに、傾き二 ad ( ) となり、垂直移動要素 は０(ゼロ) れづこ

とになる。

０121 このよぅにして求められる、安静時酸素摂取量 、水平移動要素 、垂直移動要素

を、図 5の (23) 式に示すよぅ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 5の (24 式に示すよぅに、安静時酸素摂取量 で割り算すること

によって、「3・9」れづ S値を求めることができる。すなわち、時速6 のウ

オーキングの S値は、「3・9」であることが求められる。

０122 次に、時速 ０ のジョギングの S値を算出する場合を考える。この場合

にも、上述したウオーキングの場合と同様に、安静時酸素摂取量 は既に分かってい
るので、水平移動要素 、垂直移動要素 が分かれば S値を算出することがで

きる。そして、時速 ０ のランニング時の分速は、 66 7 であるので、



水平移動要素 は、図 5の (25) 式に示すように、3 3 34 であると算出

することができる。

０123 一方、ランニングの場合にも、ウオ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 5 (26) 式に示したように、傾き二 ad ( ) となり

、垂直移動要素 ０(ゼロ) とレづことになる。

０124 このようにして求められる、安静時酸素摂取量 、水平移動要素 、垂直移動要素

を、図 5の (2 7)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 5の (28) 式に示すように、安静時酸素摂取量 で割り算すること

によって、「 ０・5」とレづ S値を求めることができる。すなわち、時速 ０ の

ランニングの S値は、「 ０・5」であることが求められる。

０125 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 S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 S値を用いて消費ェネ、

ルギー求める場合には、図 2の ( )式に示したように、体重 S値 X 運動時

間で求めることができる。

０126 そして、図 6に示すように、時速 ０ (分速 6 7 )で体重6０ の

人が平坦な所を3０分走った場合の消費ェネルギー (消費カロリー) を、 S値を

用いて算出する場合を考える。この場合には、図 6の (29) 式に示すように、まず、(

3 ・5 66 7 X ０ 2) 3 ・5なる演算を〒うことにより、 S値を求め、この

値と、体重 (6０ ) と、時間 ( (3０ 6０) 時間) とを掛け算することにより、消費ェネル

ギーを「3 5 77 ca 」と算出することができる。

０127 なお、 S値を用いた消費ェネルギーの算出式を詳細に示すと、図 7のように

示すことができる。例えば、ウオーキングした場合について考える。まず、 回の運動

の速度 (一歩あるくために係る速度) は、図 7の (3０)式に示したように、歩幅W

を 回の運動時間 (一歩あるくためにかかる時間) で割り算することにより求めること

ができる。

０128 回の運動の速度 が分かれば、図 4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、平坦な場所でのウオーキングの場合、



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 4の ( 7)式にし

たがって、 回の運動の S値を求めることができる。

０129 そして、図 7の (3 )式に示すように、体重We と、 回の運動の速度 から求

めた S値 S ( ) と、一回の運動の時間 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ェネルギーを計算することが

できる。なお、図 7の (3 )式をまとめると、図 7の (32) 式のように示すことができる

０13０ なお、 S値の代表的なものを上げると、時速3・2 のウオーキングの

S値は2～3であり、時速4・8 のウオーキングの S値は3～4であり、時

速6・4 のウオーキングの S値は5～6であり、時速8 のウオーキン

グの S値は6～7である。

０131 また、時速8 のジョギングの S値は7～8であり、時速 のジョギ

ングの S値は皿であり、時速 2 のジョギングの S値は 2・5である

。この他、種々の運動について S値が求められているが、サイクリング、ェアロビ

、ソクダンス、縄跳び、ラケ、ソトボールなどは比較的に S値が高い運動である。

０132 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

０133 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 8は、運動情報セン

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 8

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。

０134 運動情報解析回路 23は、図 8に示したような運動情報センサ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、運動情報センサ24からの検出出力の日

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。

０135 また、図 8に示したように、ウオ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オ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。

０136 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、ウオーキングや

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、運動情報

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。

０137 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

動強度をキ一操作部を通じて人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。

０138 上述のように、この実施の形態の音響再生装置を用いて音楽を聴取しながら運動

を〒うようにすると、使用者の行っている運動のテンポ (動作テンポ) を検出して、その

動作テンポに応じたテンポの音楽データを再生するように、再生する音楽データを随

時に変更することができる。

０139 このように、使用者が行う運動 (ウオーキング、ジョギング、ランニング、筋カトレーニ

ングなど) の動作のテンポ (動作テンポ) の変ィビを検出し、動作テンポに応じたテンポ

の楽曲(音楽データ) を選択再生することにより、再生している音楽データの再生テン

ポを変更するのではなく、使用者の運動テンポに応じたテンポの音楽データを常に

再生することができるので、違和感を生じさせること無く、動作 (運動) と再生される楽

曲との一体感を与えるようにすることができる。なお、ここで、動作テンポに応じたテン

ポの楽曲とは、動作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの楽曲を意味している。

０14０ また、運動と合わせて再生した楽曲情報から使用者の行った運動量情報を求めて

、これを使用者に提示することにより、使用者に運動の動機付けを行ったり、無理なく

運動を継続できるようにしたり、また、運動量の管理を支援することができるなど、高



機能な携帯型の音響再生装置および音響再生方法を提供することができる。

０14 1 動作テンポに応じて再生する楽曲を変更する場合の音響再生装置の動作 (音響

再生方法) の他の例について

図3を用いて説明した使用者の動作テンポに応じて再生する楽曲を変更する場合

の音響再生装置の動作の場合には、まず、音楽データを再生して使用者に音楽を

提供し、これに応じて運動を開始した使用者の動作テンポを順次に検出して、使用

者の動作テンポに応じて再生する音楽データを変更するよぅにした。このよぅにするこ

とによって、最初に再生される音楽データによる音楽によって、使用者がスムーズに

運動を開始させることができる。

０142 しかし、初めから使用者が行っている運動の動作テンポに応じた音楽データを再生

したい場合もある。このよぅにすれば、初めから使用者の動作テンポよりも非常に早い
テンポの音楽データや非常に遅いテンポの音楽データが再生されることを防止し、

音楽データの再生当初から使用者の動作テンポに応じた音楽データを再生させるこ

とが可能となる。

０143 そこで、以下に説明する方法の場合には、まず、使用者が運動を開始し、その運動

の動作テンポを検出して、その検出した動作テンポに応じた音楽データから再生を

開始するよぅにしたものである。なお、この他の例の場合にも、音響再生装置は、図

～図 8を用いて説明したものと同様に構成され、同様の機能を有するものであり、以

下に説明するよぅに、主に制御部 ０において実行される処理プログラムが異なるだ

けである。

０144 図 9は、音響再生装置の動作の他の例を説明するためのフローチヤートである。こ

の実施の形態の音響再生装置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、ウオーキングやジョギング等の運動を〒ぅとする当該音響再生

装置の使用者が、当該音響再生装置に電源を投入すると、この実施の形態の音響

再生装置の制御部 ０は、図 9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S 2０ )。ステップS 2０の処

理においては、図3に示したステップS ０の処理と同様に、図4に示した個人プロフ

ィール情報の入力画面や確認画面に対する情報の入力を、キ一操作部4 を通じて



受け付けることによって行われる。

０145 そして、使用者は、音楽データの再生に先立ってウオーキングやジョギング等の目

的とする運動を目的とする動作テンポで開始するので、制御部 ０は、運動情報解析

回路 23を制御し、運動情報センサ (加速度センサ) 24を通じて使用者の運動情報 (

センサ検出出力) を取得するよぅにし(ステップ 2０2) 、これを運動情報解析回路 23

が解析することにより、使用者の動作テンポ等を算出する (ステップ 2０3)。このステ

、ソプS 2０2及びステップS 2０3の処理は、図3に示したステップS ０3及びステップ

０4の処理と同様の処理である。

０146 このよぅにして、使用者の動作テンポを算出した後、この実施の形態の音響再生装

置の制御部 ０は、音楽再生データ生成装置部22を制御して、例えば、図5に示した

楽曲情報リストを参照し、使用者の動作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの音

楽データを、音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されている音楽データ

の中から選択して決定し(ステップ ０4)、この決定した音楽データを音声信号出力

処理部3 に供給してその再生を開始する (ステップS 2０5)

０147 このよぅにすることによって、音楽データの再生当初から、運動を行っている使用者

の動作テンポに応じたテンポの音楽データ(使用者の動作テンポとの差が所定範囲

内であるテンポの音楽データ) を選択して再生することができる。

０148 この後の処理は、図3に示した処理のステップS ０3～ステップ の処理と同様

である。すなわち、この実施の形態の音響再生装置の制御部 ０は、再度、運動情報

解析回路 23を制御し、運動情報解析回路 23が、運動情報センサ (加速度センサ) 2

4を通じて使用者の運動情報 (センサ検出出力) を取得するよぅにし(ステップ 2０6)

、これを運動情報解析回路 23が解析することにより、使用者の動作テンポ等を算出

する (ステップ 2０7)。このステップ 2０6及びステップ 2０7の処理は、上述したス

テップS 2０2及びステップS 2０3の処理と同様の処理である。

０149 そして、使用者の動作テンポ等を算出した後、音響再生装置の制御部 ０は、算出

した使用者の動作テンポと、再生中の音楽データの楽曲テンポ (曲テンポ) が同じか

否かを判断する (ステップ 2０8 。このステップ 2０8においても、使用者の動作テン

ポと再生している音楽データのテンポとの差が予め決められた範囲内にあるか否か



を判断する。

０15０ ステップ 2０8の判断処理において、使用者の動作のテンポと現在再生中の音楽

データのテンポが同じであると判断した場合には、この実施の形態の音響再生装置

の制御部 ０は、現在再生中の音楽データの再生をそのまま継続する (ステップ ０

9)。なお、このステップ 2０9の処理においては、ステップ 2０7において算出した運

動の種類や運動の強度を示す情報についても、図6 に示した再生中の表示例のよう

に表示する。

０151 一方、音響再生装置の制御部 ０は、ステップS 2０8の判断処理において、使用者

の動作のテンポと現在再生中の音楽データのテンポとは同じでないと判断した場合

には、使用者の動作テンポとの差が所定範囲内となるテンポの音楽データを例えば

図5に示した楽曲情報リストから選択して決定し(ステップS 2 ０) 、このステップS 2 ０

において決定した音楽データの再生を開始する (ステップS 2 )
o

０152 このステップS 2 においては、新たに再生を開始した音楽データについて、図6

に示した再生中の表示例のように、曲名、アーテイスト名、ジヤンル、テンポ、運動の

種類、運動の種類を表示することになる。なお、曲名、テンポは、図5に示した楽曲情

報リストから取得できるものであり、アーテイスト名、ジヤンルは、ネットワーク上のサ一

バの音楽データベースから取得し、運動の種類、運動の強度は、ステップS 2０3ある

いはステップS 2０7の処理において算出されたものである。

０153 また、ステップS 2 においては、図8に示すような再生楽曲データ(再生楽曲履歴

) を更新する処理をも行っている。すなわち、制御部 ０は、使用者の動作テンポに応

じて再生する音楽データを変更する場合に、それまで再生していた音楽データの曲

名、テンポ (曲テンポ) 、再生時間、運動の種類、運動の強度からなる履歴情報を、例

えば、音楽情報記憶装置部2 あるいは記憶装置部5 3に作成される再生楽曲データ

(再楽曲履歴) に追加記録する。

０154 ここで、曲名や曲テンポは、図5に示した楽曲情報リストから取得し、運動の種類と

運動の強度とについは、ステップS 2０3、ステップS 2０7において算出されたものを、

それぞれ履歴情報として関連付けてR 3などに保持しておき、また、再生時間

は、図示しないが、制御部 ０に接続された時計回路を用いて、再生開始から再生終



了までの時間を再生時間 (再生継続時間) として計測して、これら、曲名、曲テンポ、

再生時間、運動の種類、運動の強度からなる再生楽曲データ(再生楽曲履歴) をス

テップS 2 において更新するよぅにしておく。

０155 このよぅに、この実施の形態の音響再生装置においては、ステップS 2 8の判断処

理において、使用者の動作テンポと再生している音楽データのテンポとの差が所定

範囲内にない(所定範囲外である) と判断した場合には、ステップS 2 、ステップS 2

の一連の処理を通じて、再生する音楽データを変更するよぅにしている。

０156 なお、使用者の動作テンポとの差が所定範囲内にある音楽データの選択は、音響

再生装置の音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されているものに限るも

のではなく、ネットワーク ００上のサ一バ装置に設けられている音楽情報データベー

スから取得、選択して決定するよぅにしてもよい。

０157 もちろん、音響再生装置の音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されて

いる音楽データを優先して選択対象とし、音楽情報記憶装置部2 の記録媒体にテ

ンポが条件に合致する音楽データが存在しない場合に、ネットワーク ００上のサ一

バ装置の音楽データベースにアクセスするよぅにしたり、あるいは、音響再生装置の

音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記憶保持されている音楽データを使用するか

、ネットワーク ００上のサ一バ装置の音楽データベースを使用するかを予め使用者

によって選択したりしておくことも可能である。

０158 そして、ステップS 2０9の処理の後、または、ステップS 2 の処理の役においては

、音響再生装置の制御部 ０は、使用者により停止キ一が操作されるなど、音楽デー

タの再生が終了するよぅにされたか否かを判断し(ステップS 2 2) 、再生が終了する

よぅにされていないと判断したときには、ステップS 2０6からの処理を繰り返すよぅにす

る。

０159 ステップS 2 2の判断処理において、再生が終了するよぅにされたと判断したときに

は、音楽データの再生を終了させ、当該音楽データについての図8に示した再生楽

曲データを更新すると共に、運動情報解析回路 23を制御して、今回更新した再生楽

曲データ (再生楽曲履歴 を含む全ての再生楽曲データ(再生楽曲履歴 や最初に

入力を受け付けた個人プロフィール情報に基づいて、使用者の運動量を算出しス



テップS 2 3) 、当議ステップS 2 3において算出した使用者の運動量を表示部3 の

表示画面に表示して (ステップS 2 4)、この図 9に示す処理を終了する。

０16０ なお、ステップS 2 3の運動量の算出処理は、図3に示したステップ ０の処理と

同様の処理であり、図9～図 7を用いて説明した処理と同様に行われる。また、ステ

、ソプS 2 4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7の運動

情報の表示例に示したよぅな態様で表示部34の画面34Gに表示される。

０161 このよぅに、図 9に示したこの実施の形態の音響再生装置の動作の他の例の場合

には、音楽データの再生当初から運動を行っている使用者の動作テンポに応じたテ

ンポの音楽データを再生して使用者に提供することができる。これにより、使用者の

動作テンポとの差が所定範囲外のテンポの音楽データが再生されることはないので

、再生される音楽データが使用者の行ぅ運動のテンポを乱すこともない。

０162 目標とする運動量に到達するまで、再生すべき音楽データを自動選曲して再生す

る機能を用いる場合の音響再生装置の動作 (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において、使用者が 目標とする運動量に到

達するまでの間において、再生すべき楽曲を自動選曲して再生する場合の動作に

ついて、図2０のフローチヤートを参照しながら説明する。なお、必要に応じて、先に

用いた図 (個人プロフィールに関連する表示情報) 、図 (楽曲情報リスト) 、図 (再

生楽曲データ (再生楽曲履歴)や、図2 、図22に示す表示部34の画面34Gに表示

される情報をも参照しながら、この例の場合の音響再生装置の動作について説明す

る。

０163 図2０は、この実施の形態の音響再生装置において、使用者が 目標とする運動量

に到達するまでの間において、再生すべき楽曲を自動選曲して再生する場合の動

作を説明するためのフローチヤートである。

０164 この実施の形態の音響再生装置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、ウオーキングやジョギング等の運動を〒ぅとする当該音響再

生装置の使用者が、当該音響再生装置に電源を投入し、例えば、表示部34の表示

画面34Gに表示されるメニューを通じて、使用者が 目標とする運動量に到達するま



での間において、再生すべき楽曲を自動選曲する機能を選択すると、この実施の形

態の音響再生装置の制御部 ０は、図2０に示す処理を実行する。

そして、制御部 ０は、まず、キ一操作部4 を通じて、使用者からの個人プロフイー

ル情報の入力を受け付けて、これを取得する (ステップS 3０ ) 。このステップS 3０に

おいては、図3 に示したステップS ０の処理の場合と同様に、例えば、図4の に示

した個人プロフイール情報の入力画面を表示し、キ一操作部4 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4の 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イ

ール情報の入力を受け付ける。

０165 そして、制御部 ０は、個人プロフイール情報の入力を受け付けると、例えば、図4の

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 (Bod Mass ndex 体重 (キロ) 十身長 (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4の に示した入力画面に戻って、修正

入力を〒うこともできるようにしている。なお、この図2０においても、このような個人プ

ロフイール情報の修正処理をも含めて、ステップS 3 の処理として示している。

０166 次に、制御部 ０は、キ一操作部4 を通じて、使用者からの目標とする運動量 ( 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 3 2)。目標運動量とし

ては、運動時間 (運動継続時間) 、例えぼ S値などの運動強度、運動距離 (移

動距離) 、歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量などを用いることが可能であるが、ここで

は説明を簡単にするため、目標運動量として消費カロリーを用いる場合を例にして説

明する。

０167 図2 は、目標運動量の入力画面を説明するための図である。図2 の は、例えば

、図2の 、図2の に示したように、表示画面34Gが比較的に大きな表示部34を有

する音響再生装置の場合の目標運動量の入力画面の例であり、図2 の は、例え

ば、図2のCに示したように、表示画面34Gが比較的に小さな表示部34を有する音

響再生装置の場合の目標運動量の入力画面の例である。

０168 図2 の の場合には、「カロリーシヤソフル」とレづ実行機能名が表示されると共に、



「目標力ロリーは ? 」とレリ文字列に続いて、目標力ロリーの入力欄 (図2 の におい
ては、 OO ca と記載されている部分) が設けられ、目標力ロリーの入力ができるよう

にされると共に、「よろしいですか ? 」とレリ文字列に続いて、確認入力欄 (図2 の

においては、「はい」、「いいえ」と記載された部分) が設けられ、入力した目標力ロリー

の入力確認を〒うことができるようにしている。すなわち、まず、目標力ロリーの入力を

受け付け、次に、確認入力を受け付けて、よければ次の処理に進むが、よくない場合

には、再度の目標ヵロリーの入力を受け付けることができるようにしている。

０169 また、図2 の の場合には、「力ロリーシャッフル」とレづ実行機能名が表示されると

共に、目標力ロリーの表示欄 (図2 の においては、 ００ O ca と記載されている部

分) が設けられ、その上側に上矢 34 P、下側に下矢 34 Wが表示され、目標

力ロリーの表示値を変更することができることを示している。そして、図2 の の例の

場合には、例えば、図2のCに示したように、側面に設けられるダイヤル型のキ一操作

部4 を操作することにより、目標力ロリーの表示値を変更することができるようにされ

る。また、この例の場合にも、所定のキ一操作を〒うことにより、確認入力を〒うことも

できるようにされる。

０17０ そして、制御部 ０は、例えば、図5を用いて説明したように、音楽情報記憶装置部

2 の記録媒体に作成されている再生可能な楽曲の一覧リストである楽曲情報リスト

に基づいて、再生する音楽データ(楽曲) を選択し、これを再生する処理を〒う (ステ

、ソプS 3 3)。このステップS 3 3においての音楽データの選択処理は、例えば、乱数

などを用いてランダムに選曲したり、また、詳しくは後述するが、再生履歴に基づいて

、例えば、使用頻度の多いものや逆に使用頻度のすくないものなどを優先して選択

したりするなど、種々の選択方式を用いることが可能である。

０171 また、ステップ 3 3において、音楽データが再生するようにされた後においては、

当該音響再生装置の表示部34の表示画面34Gに音楽データの再生中表示がされ

る。図2 2は、音楽データを再生している場合において、音響再生装置の表示部34

の表示画面34Gに表示される再生中表示の表示例を説明するための図である。

０ 72 図22の は、例えば、図2の 、図2の に示したように、表示画面34Gが比較的に

大きな表示部34を有する音響再生装置の場合の音楽データの再生中表示の表示



例であり、図22の は、例えば、図2のCに示したように、表示画面34Gが比較的に

小さな表示部34を有する音響再生装置の場合の音楽データの再生中表示の表示

例である。

０173 図22の の場合には、再生するようにされた音楽データ (楽曲) の曲名やテンポ等

の情報が、楽曲情報リストに基づいて表示される。もちろん、アーテイスト名、ジヤンル

などの情報についても、楽曲情報リストに存在するか、あるいは、ネットワーク ００など

を通じて取得可能な場合には、図22の に示したようにそれらの情報を表示すること

も可能である。さらに、図22の の場合には、再生するようにされた音楽データに合

わせて運動を行った場合において、後述するステップ ０4において算出するように

する運動の種類、消費カロリー、運動距離、歩数などの情報を表示することもできるよ

うにされる。

０174 また、図22の の場合には、再生するようにされた音楽データ(楽曲) の曲名、ウオ

ーキング (Wa k) を行った場合とジョギング ( og) を行った場合とにおける単位時間 (

例えば 分)あたりの予測消費カロリー) 、さらに、図22の の場合においても、再生

するようにされた楽曲に合わせて運動を行って場合において、後述するステップS 3０

4において算出するようにする消費カロリーなどの情報を表示することもできるようにさ

れる。もちろん、この図22の の場合においても、アーテイスト名などの情報について

も、楽曲情報リストに存在するか、あるいは、ネットワーク ００などを通じて取得可能な

場合には、図22の に示したように表示することも可能である。

０175 次に、制御部 ０は、運動情報解析回路 23を制御し、運動情報センサ24からの検

出出力を解析し、例えば、ウオーキングか、ジョギングか、ランニングかなどの運動の

種類、運動速度、運動回数 (歩数) などを求めて、再生中の音楽データに合わせて

運動を行った場合の実運動量、この例の場合には消費カロリーを算出して累積する

ようにする (ステップ 3０4)

０176 ここで、運動の種類、運動速度、運動回数などの算出は、上述もしたように、運動 青

報センサ24が3軸の加速度センサであった場合には、鉛直方向の加速度成分の大

きさ (例えば、ウオ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)や周期などを利用して行い、また、運動の継続時間は、音楽データ



の再生時間を用いることができる。このようにして算出した運動情報を用い、図9～図

2を用いて説明した方法を利用することにより、実運動量としての消費カロリーを算

出し、これを累積して行くようにすることによって、運動開始時点からの実運動量とし

ての消費カロリーを求めることができる。

０177 そして、制御部 ０は、再生中の楽曲が終了する直前に、ステップ 3０4において求

めた運動量 (消費カロリーの累積値) が、ステップ 3０2において受け付けた目標運

動量 ( 目標カロリー に到達したか否かを判断する (ステップ 3０5 。ステップ 3０5の

判断処理において、ステソプ 3０4 において求めた消費カロリーの累積値が、ステッ
プS 3０2において受け付けた目標カロリーに到達していないと判断したときには、ステ

、ソプS 3０2からの処理を繰り返すようにし、新たに再生する楽曲を選択して再生し、運

動を継続させるようにする。

０178 なお、ステップ 3０2における楽曲の選択は、予め決められた方式で再生する楽曲

を選択するようにしてもよいし、全くランダムに選択するようにしてもよい。また、詳しく

は後述もするが、再生した楽曲の履歴情報 (再生楽曲データ) に基づいて再生すべ

き楽曲を選択することも可能である。

０179 ステップ 3０5の判断処理において、ステップ 3０5の判断処理において、ステップ

０4において求めた消費カロリーの累積値が、ステップS 3０2において受け付けた

目標カロリーに到達したと判断したときには、楽曲の再生を終了し(ステップ 3０6)

運動情報・再生楽曲情報を例えば記録装置部5 3の記録媒体に記録し保存する (ス

テップS 3０7)

０18０ ステップ 3０7の処理において保存する運動情報・再生楽曲情報は、種々の情報

を種々の態様で保存するようにすることが可能である。しかし、この例の場合にも、例

えば、図8を用いて説明したように、運動開始から目標とする消費カロリー分の運動を

終了するまでの間において、再生した楽曲毎に、楽曲名、テンポ、再生時間、使用者

が行った運動の種類、その運動についての運動強度 ( Sィ直) を運動情報・再生

楽曲情報として、すなわち履歴情報として例えば記憶装置部5 3の記録媒体に記録

する。

０181 そして、目標とする消費カロリーを消費するための運動毎の履歴情報に基づいて、



例えば、図25に示すように、比較的に長期間に渡って、楽曲毎に、再生時間、消費

カロリー、歩数、運動距離の累積値を求めるようにしてもよい。この場合、再生時間の

累積値は、楽曲毎にその再生時間を累積すれば得られる。また、消費カロリーの累

積値は、図 2に示した( )式にしたがって、個人プロフアイル情報の体重と、

値と、運動時間 (楽曲の再生時間) とに基づいて求めた値を累積することにより得ら

れる。

０182 また、歩数の累積値は、楽曲のテンポと運動時間 (楽曲の再生時間) との積をある

いは、運動情報センサからの検出出力のピーク数を累積することにより得られ、運動

距離の累積値は、図9に示した(4)式や(5) 式にしたがって求めた値を累積すること

により得られる。なお、消費カロリーの累積値については、 S値を用いるのでは

なく、図9～図皿に示した計算式により求めた値を累積することによっても得ることが

可能である。

０183 なお、ここでは、図8に示したように、再生した楽曲毎に、楽曲名、テンポ、再生時間

、使用者が行った運動の種類、その運動についての運動強度 ( Sィ直) を保存す

るようにしたが、これに限るものではない。運動強度 ( Sィ直) の代わりに、再生し

た楽曲毎に、消費カロリー、歩数、運動距離を求めて、これを保存するようにしてもよ

い。この場合には、例えば図2 5に示すような累積した履歴情報を作成する場合に、

消費カロリー、歩数、運動距離を一々計算してから累積する処理を行わなくても済む

０184 この後、制御部 ０は、運動情報を表示部34の表示画面34Gに表示し(ステップ 3

０8) 、この図2０に示す処理を終了する。図23は、図2０のステップ 3０8においての

運動情報表示の具体例を説明するための図である。ここでは、例えば、図2のCに示

したように、表示画面34Gが比較的に小さな表示部34を有する音響再生装置にお

ける運動情報の表示例について説明する。

０185 図23の は、今 日行った運動によって消費した消費カロリー (最上段に表示された

情報) と、その内訳として、ウオーキングによって消費した消費カロリー (中段に表示さ

れた情報) と、ランニングによって消費した消費カロリー (最下段に表示された情報) を

表示するようにした場合の例である。なお、図23の の場合には、今 日行った運動に



よって消費した消費カロリーを表示するものとして説明したが、要は 日単位の消費カ

ロリーの表示例であり、指定した日の消費カロリーを表示する場合にも同様にして表

示することが可能である。

０186 図23の は、今月行った運動によって消費した消費カロリー (最上段に表示された

情報) と、その内訳として、ウオーキングによって消費した消費カロリー (中段に表示さ

れた情報) と、ランニングによって消費した消費カロリー (最下段に表示された情報) を

表示するようにした場合の例である。なお、図23の の場合には、今月行った運動に

よって消費した消費カロリーを表示するものとして説明したが、要は 月単位の消費カ

ロリーの表示例であり、指定した月の消費カロリーを表示する場合にも同様にして表

示することが可能である。

０187 図23のCは、日別の消費カロリーをヒストグラム表示するようにした場合の例を説明

するための図である。図23のCの例の場合には、日別の消費カロリーをヒストグラムを

複数 日分 (図23のCの例の場合には 週間分) 表示するようにしたものである。このよ

うにすることによって、日別の消費カロリーの変化を一目で確認することができる。

０188 なお、図23のCの場合には、 週間分の日別の消費カロリーのヒストグラム表示を行

う場合を例にしたが、これに限るものではない。例えば、3 日分、5 日分、6 日分、 ０

日分などのように、表示画面34Gの大きさが許す範囲で、任意の日数分の日別の消

費カロリーのヒストグラムを表示することが可能である。

０189 図23の は、月別の消費カロリーをヒストグラム表示するようにした場合の例を説明

するための図である。図23の の例の場合には、月別の消費カロリーをヒストグラムを

複数月分 (図23の の例の場合には 2ケ月分) 表示するようにしたものである。この

ようにすることによって、月別の消費カロリーの変化を一目で確認することができる。

０19０ なお、図23の の場合には、 2ケ月分の月別の消費カロリーのヒストグラム表示を

行う場合を例にしたが、これに限るものではない。例えば、3ケ月分、4ケ月分、6ケ月

分などのように、表示画面34Gの大きさが許す範囲で、任意の月数分の月別の消費

カロリーのヒストグラムを表示することが可能である。

０191 このように、運動履歴情報を使用者に提示できるようにすることによって、使用者は

自分がどれ位の運動を行っているのかを客観的に把握することが可能となり、継続し



て行うことが好ましい運動を行うことについての動機付けや運動を継続して行うことが

できるようにする支援をユーザーに対して与えるようにすることができる。

０192 なお、図2 3は、期間別の消費カロリーの累積値を示す場合の例であるが、再生し

た楽曲単位に運動量を示すようにしてもよい。図24 は、楽曲単位に運動情報を示す

ようにした場合の表示例を説明するための図である。

０193 図24 において、最上段には、次に続く情報が楽曲名であることを示す音符マークと

、楽曲名 (図24においては、「aaaaa 」と記載。 と、当該楽曲に応じてウオーキングし

た場合の単位時間 (例えば 分) 当たりの消費ェネルギー (図24 においては、「Wa k

6・2
」と記載) の表示と当該楽曲に応じてランニングした場合の単位時間 (例えば 分)

当たりの消費ェネルギ 図24 においては、「R n 25・０
」と記載) の表示とを表示して

いる。

０194 図24 において、中段には、次に続く情報がアーテイスト名であることを示すマーク (

とムで形成されたマーク) と、アーテイスト名 (図24 においては、「A 」と記載

。) と、過去の履歴情報に基づく、当該楽曲に応じて運動した場合の平均消費カロリ

ー (図24 においては、「過去平均 12・6
」と記載。) とを表示している。

０195 また、図24 において、最下段には、当該使用者においての実際の消費カロリー (図

24 においては、「8・g ca 」と記載) と、その内訳として、ウオーキングによって消費し

た消費カロリー (図24 においては、「Wa k 3・2
」と記載。) とランニングによって消費し

た消費カロリー (図24 においては、「R n 5・7
」と記載。) とを表示している。

０196 このように、再生した楽曲毎に運動情報を表示することにより、どの楽曲が再生され

ているときに効率よくェネルギーを消費できたか(効率よく運動できたか) を知ることが

できる。これにより、効率よく運動できる楽曲を特定し、これを積極的に用いて運動を

行うようにするなどのことができるようにされる。

０197 なお、図2０に示した処理は、目標運動量に到達するまでの間において、運動を継

続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、目標運動量に到達

するようにする運動を複数 日に分けて行うようにすることも可能である。このような場合

には、例えば、一且停止させ、この役に再生を再開させる操作斬元ことにより、前回

停止させた時の累積した実運動量から、再度、図2０に示した処理を行うようにするこ



ともできる。

０198 履歴情報の利用例について

履歴情報を利用したプレイリストの作成について

図25は、この実施の形態の音響再生装置の例えば記憶装置部5 3の記録媒体に

作成される運動・再生履歴情報の一例を説明するための図である。上述もしたように

、この実施の形態の音響再生装置の場合には、図2０を用いて説明したように、ステッ
プ 3０7の処理において、図8に示したように、再生した楽曲毎に再生楽曲履歴が保

存するようにされる。

０199 そして、上述もしたように、図8に示した再生楽曲履歴に基づいて、あるいは、上述

もしたように、再生した楽曲毎に、楽曲名、テンポ、再生時間、使用者が行った運動

の種類、消費カロリー、歩数、運動距離からなる再生楽曲履歴を楽曲毎に集計する

ことにより、図25の に示すような比較的に長期間に渡って累積した履歴情報を形成

することができる。具体的には、例えば、 週間単位、 月単位、 年単位などのような

単位で履歴情報を累積することができる。もちろん、数週間単位、数ケ月単位、数年

単位といった単位で履歴情報を累積することも可能である。

０2００ そして、図25の に示したように長期間に渡って再生楽曲履歴を累積して形成した

運動・再生履歴情報を用いることにより、図25の に示すように、新たな抽出条件を

設定して、今までに無いプレイリスト(再生候補リスト) を作成することができる。具体的

には、図25の に示したように、再生時間の累積が長いものの上位 ０曲(再生時間

の上位 ０曲) を抽出して再生するようにしたり、歩数の累積が5０００歩以上の楽曲を

選んでシヤソフル再生を〒うようにしたり、あるいは、消費カロリーの累積が少ないもの

から ０曲を抽出して再生するようにしたりするなどのことが可能である。

０2０1 また、例えば、再生時間は所定値以下であるが、消費カロリーが所定値以上のもの

を抽出するようにしたり、再生時間は所定値以下であるが、歩数が所定値以上のもの

を抽出したりするなどとレづように、複数の情報を組み合わせた条件を設定するなど、

他の種々の条件を設定し、再生する楽曲を抽出するようにすることが可能である。

０2０2 そして、図25を用いて説明した履歴情報を利用してプレイリストを作成する方法は、

例えば、図2０に示した処理のステップ 3０3において、再生すべき楽曲を選択する



場合などにおいて利用することができる。もちろん、目的に応じたプレイリストを作成

する種々の場合に利用可能である。

０2０3 すなわち、履歴情報に基づいて、選択して再生できる楽曲を切り替えたり、選択し

て再生できる楽曲の種類や数を変えるようにしたりすることができる。

０2０4 履歴情報に基づいて特典を与える例について

図2 5の に示した運動・再生履歴情報に基づいて、例えば、所定の運動量の累積

値が予め決められた値に到達したことを検出した場合に、何らかの特典を使用者に

提供することにより、長期に渡って継続することが好ましい運動を〒うことについての

動機付けを与え、運動が継続できるように支援することができるようにしている。

０2０5 図26は、履歴情報に基づいて特典を与える場合の具体例を説明するための図で

ある。この内、図26の は、所定の運動量の累積値を消費カロリーの累積値 (累計)

とし、これに対する予め決められた値を OO ca とした場合において、消費カロリー

が OO ca を超えた場合に、音楽情報記憶装置部2 の記録媒体に記録保持され

てはいたが、それまで再生できなかった隠し楽曲「 」を再生できるようにする特

定を与える場合の例を示している。

０2０6 この実施の形態の音響再生装置の制御部 ０は、運動が行われる毎に、図8を用い
て説明したような再生楽曲履歴を記憶装置部5 3の記録媒体に保存し、所定のタイミ

ング、例えば、運動を終了したタイミングなどにおいて、再生楽曲履歴を集計し、図2

5の に示したような運動・再生履歴情報を形成するので、そのトータルの消費カロリ

ーを確認する。

０2０7 そして、トータルの消費カロリーが OO ca を超えていた場合には、制御部 ０は、

図26の に示したような情報を表示するための画面情報を形成し、これを表示回路 3

3を通じて表示部34の表示画面34Gに表示するようにする。そして、使用者が確認、

入力等の所定の操作を〒うと、それまで再生できなかった楽曲「 」についての

情報を図5 に示したような再生可能な楽曲の一覧リストである楽曲情報リストに追加し

て、当該楽曲「 」をいつでも再生できるようにする。

０2０8 このように、予め決められた分の運動量の運動を行った場合に、それまで再生でき

なかった楽曲を再生できるようにする特典を与えることによって、使用者は、新たに再



生可能となる楽曲を増やしたいと思うようになり、長期に渡って継続することが好まし

い運動を〒うことについての動機付けを与え、運動が継続できるように支援すること

ができる。

０2０9 また、図26の は、所定の値の累積値を消費カロリーの累積値 (累計) とし、これに

対する予め決められた値を OO ca とした場合において、消費カロリーが OO ca

1を超えた場合に、所定の楽曲「ムハム」を無料でダウンロードできるようにする特定を

与える場合の例を示している。

０2 1０ この場合にも、制御部 ０は、運動が行われる毎に、図8を用いて説明したような再

生楽曲履歴を記憶装置部5 3の記録媒体に保存し、所定のタイミング、例えば、運動

を終了したタイミングなどにおいて、再生楽曲履歴を集計し、図2 5の に示したような

運動・再生履歴情報を形成するので、そのトータルの消費カロリーを確認する。

０2 11 そして、トータルの消費カロリーが OO ca を超えていた場合には、制御部 ０は、

図26の に示したような情報を表示するための画面情報を形成し、これを表示回路 3

3を通じて表示部34の表示画面34Gに表示するようにする。そして、使用者が確認、

入力等の所定の操作を〒うと、例えば、 O 2などに予め記憶しておいたアクセス

の利用を許可する。

０2 12 そして、制御部 ０は、通信 6 を制御し、インターネットなどのネットワーク ００

を通じて所定のサ一バ装置にアクセスして、利用が許可されたアクセス を当該サ

一バ装置に送信することによって、認証を確立し他の値に、当該所定の楽曲「ムム

ム」のダウンロードを〒うようにする。

０2 13 これにより、所定のサ一バ装置から当該所定の楽曲「ムハム」がこの実施の形態の

音響再生装置に対してダウンロードされ、これが音楽情報記憶装置部2 の記録媒

体に保存されると共に、必要な情報が図5 に示した楽曲情報リストに追加され、いつ

でも再生することができるようにされる。

０2 14 このように、予め決められた分の運動量の運動を行った場合に、新たな楽曲をダウ

ンロードできるようにする特典を与えることによって、長期に渡って継続することが好ま

しい運動を〒うことについての動機付けを与え、運動が継続できるように支援すること

ができる。



０2 15 なお、この図26に示した例の場合には、所定の値の累積値として、消費カロリーの

累積値 (累計)を用いる場合を例にして説明したが、これに限るものではない。歩数

や運動距離を用いるようにしてもよいし、また、所定の楽曲の再生時間の累積値を用

いるようにしてもよい。

０2 16 また、サ一バ装置へのアクセスは、送受信回路62、送受信アンテナ63、及び、無

縁 システムを経由して行うようにすることも可能である。

０2 17 履歴情報に基づいて特典を与える例の変形例について

図26に示した例の場合には、所定の値の累積値が予め決められた値に到達したこ

とを検出した場合に、何らかの特典を使用者に提供するようにした。すなわち、特典

の付与は、所定の値の累積値が予め決められた値に到達した場合の 回だけである

。しかし、これに限るものではない。

０2 18 例えば、運動量の累積値を把握し、その到達度に応じて複数回特典を与えるように

することもできる。図27、図28は、運動量の累積値として運動距離の累積値を用い、

運動距離の累積値が、日本橋を起点する東海道五十三次の各宿場町に相当する距

離に到達した場合に、特典を付与する場合の例を説明するための図である。

０2 19 図27に示すように、東海道五十三次の場合、大きな宿場町としては、小田原、箱根

、沼津、島田、浜松、岡崎、宮、四日市などが存在する。そこで、図28に示すように、

日本橋を起点として、各宿場町までの距離を予め把握しておき、これを特典テーブ

ルとして例えば記憶装置部53の記録媒体に格納しておく。

０22０ この図28に示すテーブルには、各宿場町毎に、日本橋からの距離が格納される他

、その宿場町のご当地ソングの識別情報 (図28においては、曲a、曲b、曲c、・‥と記

載。) と特点付与可能者の区分、プレゼント対象の名産品の識別情報と特点付与可

能者の区分とが格納されたものである。

０22 1 特典付与可能者の区分は、ご当地ソングの提供を受けることが可能な使用者の区

分、名産品プレゼントを受けることが可能な使用者の区分である。したがって、使用

者が、この実施の形態の音響再生装置を用いて楽曲を再生しながら運動を行った場

合であって、その運動距離が図28に示すテーブルの各宿場町までの距離を越えた

場合には、予めこの実施の形態の音響再生装置の音楽情報記憶装置部2 に格納



されている対応する宿場町のご当地ソングを再生することができるようにされる。この

ご当地ソングの再生特典は、項 目名「楽曲」に隣接する区分が示すように、日本橋か

ら各宿場町までの距離の運動距離をクリアーしたユーザーの全員が受けることができ

るものである。

０222 また、使用者が、この実施の形態の音響再生装置を用いて楽曲を再生しながら運

動を行った場合であって、その運動距離が図28に示すテーブルの各宿場町までの

距離を越えた場合には、例えば、 O 2に格納されている識別 の利用が可能と

なるようにされ、制御部 ０は、通信 6 を通じてインターネットなどのネットワーク

上の所定のサ一バ装置にアクセスし、所定の名産品のプレゼントの募集に応募する

ことができるようにされる。この場合、項 目名「名産品」に隣接する区分に示したように

、応募者の中から抽選でプレゼントされる名産品と、応募者全員がプレゼントされる

名産品とがある。

０223 このようにすることにより、さらに長期間に渡って、目的とする運動を継続することに

ついての動機付けを与えることができると共に、運動が継続できるように支援すること

ができる。

０224 なお、図27、図28に示した例は、この実施の形態の音響再生装置で再生される楽

曲を聴取しながら運動を行った使用者の検出された運動距離の累積値を、日本橋を

起点とする東海道五十三次の各宿場町までの距離を対応付けて特典を与えるように

したが、これにかぎるものではない。

０225 例えば、パルダカールラリーのコースになぞらえ、パリを起点として各チニソクポイン

トまでの距離を用いるようにしたり、様々な高速道路になぞらえ、始点から各インター

チェンジまでの距離を用いるようにしたり、また、種々の物語において、主人公の移動

経路になぞらえ、始点から各ポイントとなる場所までの距離を用いるようにするなど、

種々の適用が可能である。

０226 ここでは、運動距離を用いたが、歩数や消費カロリーの累積値を用いることも可能

である。この場合、歩数や消費カロリーを距離に換算するようにしてもよいし、歩数や

消費カロリーをそのままの値して用い、様々な目標値を想定して、クリアーする毎に、

種々の特典を与えるようにすることが可能である。



０227 また、図27、図28を用いて説明したよぅに、ご当地ソングの提供や、名産品のプレ

ゼントといった特典付与に限るものではない。例えば、各到達ポイントに到達した場

合に、「 に到達。おめでとぅございます。」などといった表示メッセージを表示した

り、ファンファーレなどの音声大ソセージを出力したりするなど、映像や音声によって、

完了メッセージを出力するよぅにすることができる。

０228 また、音響再生装置に対して所定の操作を行った場合に、途中経過を通知するよぅ

にすることも可能である。例えば、図27、図28に示した例の場合において、途中経

過を出力するための所定の操作を行った場合には、「移動距離累計はムム です

。小田原まで後ロロ です。」といった表示を表示部34の表示画面に表示したり、

同様の音声メッセージを音声信号出力処理部3 、スピーカ32を通じて放音したりす

ることができる。

０229 すなわち、途中経過、目標に対する残量などを適宜のタイミングで通知することが

可能である。また、達成状況や達成率などを出力することも可能である。例えば、図2

7、図28に示した例の場合において、達成状況を出力するための所定の操作を行っ
た場合には、「小田原、箱根、沼津を既に通り過ぎました。」などのよぅに、現在までの

達成状況を出力することができるし、また、達成率を出力するための所定の操作を行

った場合には、「全行程の2 パーセントを完了しました。」などのよぅに、全行程に対

する達成率を出力したりすることが可能である。

０23０ もちろん、途中の到達ポイントに対する達成状況や達成率を出力するよぅにすること

も可能である。いずれの場合においても、制御部 ０が、記憶装置部53の記録媒体

に保持される履歴情報に応じて、途中経過の状態、目標値に対する残量、達成状況

、達成率などを把握し、これを表示回路 3 3、表示部34を通じて表示したり、音声信

号出力処理部3 、スピーカ32を通じて出力したりすることができる。

０23 1 また、この実施の形態においては、図28に示した特典テーブルを記憶装置部53の

記録媒体に格納しておくものとして説明したが、これに限るものではない。特典テー

ブルは、ネットワーク上のサ一バ装置に設けておき、所定のタイミングで当該音響再

生装置からサ一バ装置に運動量の累積値を送信し、目標とする運動量に到達したか

否かの判断処理を含め、特典の提供処理をサ一バ装置側で行ぅよぅにすることも可



能である。

０232 また、この例の場合にも、サ一バ装置へのアクセスは、送受信回路6 2、送受信アン

テナ63、及び、無縁 システムを経由して行うようにすることも可能である。

０233 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、消費力ロリーの算出は、図9～図皿を用いて説明

したように、入力される個人プロフイール情報と、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 2を用いて説明したように、入力される

個人プロフイール情報の体重と、 S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。

０234 図29は、消費ェ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オ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 ・7 (7０c ) と仮定したとする。この場合には、図29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力ロリーを

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29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力ロリーを

求めることができる。

０235 また、使用者が行う運動がウオ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4 (時速4 )と仮定したとする。この場合には、図29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

費力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29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

よって消費力ロリーを求めることができる。

０236 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 ・7 (7０c ) と仮定したとする。この場合には、図29の (3 7)式に示すよ

うに、定数 ・ と、体重と、歩行距離 (運動距離) との掛け算によって消費力ロリーを

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29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力ロリーを



求めることができる。

０237 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8 (時速8 )と仮定したとする。この場合には、図29の (39)

式に示すように、定数 ・0と、体重と、歩行距離 (運動距離) との掛け算によって消費

力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29の (4０)式に示すように、定数０・ 3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。

０238 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29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力ロ

リーを簡易的に計算することが可能である。

０239 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、 P 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、音響再生装置の小型ィビや、消費電力の省

カィビを促進することができる。

０24０ しかし、音響再生装置が比較的に大きなものであり、 P の能力、消費電力等の

制約が無い場合には、年齢や性別をも考慮してより正確に運動量を算出するようにし

てももちろんよい。

０241 このように、この実施の形態の音響再生装置は、使用者が行う運動 (ウオーキング、

ジョギング、ランニングなど) が 目標とする運動量に達するまでの間、所定の方法で楽

曲を選択して再生することができる。また、過去に行った運動の履歴 (運動履歴)や

過去に再生した楽曲の履歴 (再生履歴)等を利用して、選択して再生できる楽曲を切

り替えたり、選択して再生できる楽曲の種類や数などを変えると共に、運動量の累積

などから特典 (隠された楽曲が再生できる、ボーナス楽曲がダウンロードできるなど)

を与えるなどして、娯楽性を付与することができる。これにより、長期間に渡って継続

して行うことが好ましい運動を〒うことについての動機付けを与えると共に、運動の継

続や運動量の管理を支援する手段を実現することができる。

０242 その他

また、図3、図 9、図2０に示したフローチヤートの各ステップの処理を実行するプロ

グラム (ソフトウェア)を作成することも可能である。そして、図3、図9、あるいは、図2０



に合致したプログラム (ソフトウェア)を形成し、これを種々の音響再生装置に搭載す

ることによって、この発明の音響再生装置、音響再生方法を比較的容易に実現する

ことができる。

０243 また、使用者の動作テンポとの差が所定範囲内にあるテンポの音楽データを選択

して決定する場合において、選択可能な音楽データが複数存在する場合もあると考

えられる。このよぅな場合に対応するため、例えば、優先して選択すべき音楽データ

のジヤンルやアーティストを登録しておくことにより、ジヤンルやアーティストによって、

優先して選択すべき音楽データを特定できるよぅにしてもよい。

０244 また、音響再生装置において再生可能な音楽データのそれぞれに発売 日などの

日付情報を付加しておき、日付情報の新 、音楽データから優先して選択したり、逆

に、日付情報の古いものから選択したりするなど、日付情報に基づいて、選択する音

楽ヂ一夕を絞り込むよぅにしてもよい。

０245 また、再生可能な音楽データのそれぞれに、使用頻度や人気ランキングなどの情

報を付加するよぅにしておき、これらの情報に基づいて、選択する音楽データを絞り

込むよぅにしてもよい。要は、再生可能な音楽データの付加情報に基づいて、選択す

る音楽データを絞り込み、迅速に音楽データを選択して決定することができるよぅにし

ておけばよい。

０246 また、上述した実施の形態においては、使用者が行ぅ運動は、主にウオーキングや

ジョギ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

オーキング、ジョギング、ランニング、ダ、ソ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カトレーニングなどで

あってもよい。

０247 したがって、この発明が適用された音響再生装置をスポーツクラブなどで用いられ

る自転車こぎ装置、ボート漕ぎ装置、室内ランニング装置などに搭載することも可能

である。この場合、行われる運動は予め分かっているので、それらを行った場合の動

作テンポから運動の強度を正しく求めることが可能となり、運動量の計算をより正確に

行ぅことが可能となる。



０2 4 8 このよぅに、この発明は、携帯型の音響再生装置に限るものではなく、据え置き型の

音響再生装置や、種々のトレーニング機器に搭載した携帯の音響再生装置などにも

適用可能である。もちろん、携帯型のハードディスクレコーダ、C プレーヤ、音楽再生

機能付きの携帯電話端末などの種々の携帯型の音響再生装置に適用できることは

上述した通りである。

０2 4 9 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、消費力ロリー、脂肪燃焼量などの内、使用者が必要とする つ以上の情報を算

出して提示できるよぅにすればよい。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。

０2 5０ 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ぅにして、歩幅を示す情報をプロフィール情報とし

て人力するよぅにしてもよい。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ぅにしたりすることも可能である。

０2 5 1 また、上述もしたが、図5 に示した楽曲情報リストは、これに限るものではなく、ジャン

ル、アーティスト、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ぅにし

てももちろんよい。このよぅな種々の付加情報は、例えば、ネットワーク ００上に設け

られたサ一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

できるよぅにしたり、C (Compac D sc) や (D g a Ve sa e D sc) 、半導体メモ

リ力一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。

０252 また、上述もしたよぅに、音響再生装置に搭載される音楽情報記憶装置部2 や記

憶装置部 5 3 の記録媒体としては、C や などの光ディスク、 ( (M n D sc)

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、Cメ

モリ力一ドなどの種々の記録媒体を用いるよぅにすることが可能である。

０253 また、音楽情報リストや再生楽曲リストなどの情報は、音楽情報記憶装置部2 や記

憶装置部 5 3 の記録媒体のほか、例えば、制御部 ０に P O (E ec ca E asa

b e a nd P og ammab e R O M)やフラッシュメモりなどの不揮発性メモリーを設けるよぅ

にし、ここに作成するよぅに構成することも可能である。

０2 5 4 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 3 3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 (A d o V s a )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。

０255 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ぅ

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、運動情報センサの情報を不り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。

０256 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)

図2 7、図2 8を用いて説明したよぅに、運動量の累積値を把握し、その到達度に応

じて複数回特典を与えるよぅにする処理を行ぅプログラムを形成し、これを音響再生

装置に搭載することによって、種々の音響再生装置に、運動量の累積値を把握し、

その到達度に応じて複数回特典を与えるよぅにする機能を搭載することができる。

０257 具体的には、少なくとも再生された音楽データの識別情報と、当該音楽データの再

生時における実運動量とを対応付けた履歴情報を作成する履歴情報作成ステップと

、前記履歴情報作成ステップにおいて作成した前記履歴情報を記録媒体に記憶保

持する記憶処理ステップと、前記記憶媒体に記憶した前記履歴情報の前記実運動

量が、目的とする運動量に到達した場合に、予め決められた特典を付与するよぅにす

る特典付与ステップとを実行する音響再生プログラムを作成し、これを P が読み出

し可能なよぅに、 O や不揮発性メモリーに記憶させておけばよい。

０258 なお、特典付与ステップにおいては、付与する特典に応じて、制御部 ０がその機

能を実現したり、また、通信 6 やネットワーク ００を通じて接続されるサ一バ装

置や、送受信回路6 2や送受信アンテナ6 3、さらには、無線 を通じて接続される

サ一バ装置と協働することによって、主に制御部 ０がその機能を実現したりする場



合もある。



請求の範囲

音楽データを再生する再生手段と、

使用者の動作の変ィビを検出するセンサ手段と、

前記再生手段を通じて音楽データの再生を開始した後において、所定のタイミング

毎に、前記センサ手段からの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する

検出手段と、

前記再生手段により再生されている音楽データのテンポと前記検出手段により検出

された使用者の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判断手段

と、

前記判断手段により、再生されている音楽データのテンポと使用者の動作テンポと

の差が所定範囲外であると判断された場合に、前記検出手段で検出された動作テン

ポとの差が所定範囲であるテンポの音楽データを検索する検索手段と、

前記再生手段によって再生される音楽データを前記検索手段によって検索された

音楽データに変更する変更手段と

を備えることを特徴とする音響再生装置。

2 音楽データを再生する再生手段と、

使用者の動作の変ィビを検出するセンサ手段と、

前記再生手段を通じて音楽データを再生するに先立って、前記センサ手段からの

検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する第 の検出手段と、

前記第 の検出手段で検出された動作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの

音楽データを検索する第 の検索手段と、

前記第 の検索手段によって検索された音楽データを、前記再生手段を通じて再

生するよぅに制御する再生制御手段と、

前記再生手段を通じて音楽データを再生している場合において、所定のタイミング

毎に、前記センサ手段からの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する

第2の検出手段と、

前記再生手段により再生されている音楽データのテンポと前記第2の検出手段によ

り検出された使用者の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判



断手段と、

前記判断手段により、再生されている音楽データのテンポと使用者の動作テンポと

の差が所定範囲外であると判断された場合に、前記第2の検出手段で検出された動

作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの音楽データを検索する第2の検索手段

と、

前記再生手段によって再生される音楽データを前記第2の検索手段によって検索

された音楽データに変更する変更手段と

を備えることを特徴とする音響再生装置。

3 請求項 または請求項2に記載の音響再生装置であって、

運動量の算出に用いる情報の入力を受け付ける受付手段と、

前記再生手段を通じて再生された音楽データの少なくとも識別情報と再生時間とを

履歴情報として記憶保持する履歴保持手段と、

前記履歴保持手段に保持されている音楽データの識別情報に基づいて、再生され

た各音楽データの特性情報を取得する取得手段と、

前記受付手段を通じて受け付けた情報と、前記履歴保持手段に保持されている前

記履歴情報と、前記取得手段によって取得された特性情報とに基づいて、使用者の

運動量を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された運動量を示す情報を出カする出力手段と

を備えることを特徴とする音響再生装置。

4 請求項 または請求項2に記載の音響再生装置であって、

運動量の算出に用いる情報の入力を受け付ける受付手段と、

再生される音楽データ毎に、前記センサ手段からの検出出力に基づいて、使用者

の運動種別を検出する運動種別検出手段と、

再生された音楽データ毎に、音楽データの識別情報と再生時間、及び、前記運動

種別検出手段によって検出された前記運動種別を対応付けた履歴情報を記憶保持

する履歴保持手段と、

前記履歴保持手段に保持されている音楽データの識別情報に基づいて、再生され

た各音楽データの特性情報を取得する取得手段と、



前記受付手段を通じて受け付けた使用者の身体に関するプロフィール情報と、前

記履歴保持手段に保持されている前記履歴情報と、前記取得手段によって取得され

た特性情報とに基づいて、使用者の運動量を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された運動量を示す情報を出力する出力手段と

を備えたことを特徴とする音響再生装置。

5 音楽データの再生を開始させた後において、所定のタイミング毎に、使用者の動作

の変ィビを検出するセンサからの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出す

る検出工程と、

再生されている音楽データのテンポと前記検出工程において検出した使用者の動

作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判断工程と、

前記判断工程において、再生している音楽データのテンポと使用者の動作テンポ

との差が所定範囲外であると判断した場合に、前記検出工程において検出した動作

テンポとの差が所定範囲であるテンポの音楽データを検索する検索工程と、

再生する音楽データを前記検索工程において検索した音楽データに変更する変

更工程と

を有することを特徴とする音響再生方法。

6 音楽データを再生するに先立って、使用者の動作の変ィビを検出するセンサからの

検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する第 の検出工程と、

前記第 の検出工程において検出した動作テンポとの差が所定範囲内であるテン

ポの音楽データを検索する第 の検索工程と、

前記第 の検索工程において検索した音楽データを再生するよぅに制御する再生

制御工程と、

音楽データを再生している場合において、所定のタイミング毎に、使用者の動作の

変ィビを検出するセンサからの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する

第2の検出工程と、

再生されている音楽データのテンポと前記第2の検出工程において検出した使用

者の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判断工程と、

前記判断工程において、再生されている音楽データのテンポと使用者の動作テン



ポとの差が所定範囲外であると判断した場合に、前記第2の検出工程において検出

した動作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの音楽データを検索する第2の検

索工程と、

再生する音楽データを前記第2の検索工程において検索した音楽データに変更す

る変更工程と

を有することを特徴とする音響再生方法。

7 請求項5または請求項6に記載の音響再生方法であって、

運動量の算出に用いる情報の入力を受け付ける受付工程と、

再生された音楽データの少なくとも識別情報と再生時間とを履歴情報として記憶手

段に保持する履歴保持工程と、

前記履歴保持工程を通じて前記記憶手段に保持した音楽データの識別情報に基

づいて、

再生された各音楽データの特性情報を取得する取得工程と、

前記受付工程を通じて受け付けた使用者の身体に関するプロフイール情報及び行

った運動の種類を示す運動種別と、前記履歴保持工程を通じて前記記憶手段に保

持した前記履歴情報と、前記取得工程において取得した前記特性情報とに基づい
て、使用者の運動量を算出する算出工程と、

前記算出工程において算出した運動量を示す情報を出カする出カ工程と

を有することを特徴とする音響再生方法。

8 請求項5または請求項6に記載の音響再生方法であって、

運動量の算出に用いる情報の入力を受け付ける受付工程と、

再生される音楽データ毎に、使用者の動作の変ィビを検出するセンサからの検出出

力に基づいて、当該使用者の運動種別を検出する運動種別検出工程と、

再生された音楽データ毎に、音楽データの識別情報と再生時間、及び、前記運動

種別検出工程において検出した前記運動種別とを対応付けて履歴情報を記憶手段

に保持する履歴保持工程と、

前記履歴保持工程を通じて前記記憶手段に保持した音楽データの識別情報に基

づいて、



再生された各音楽データの特性情報を取得する取得工程と、

前記受付工程において受け付けた使用者の身体に関するプロフィール情報と、前

記履歴保持工程を通じて前記記憶手段に保持した履歴情報と、前記取得工程おい
て取得した特性情報とに基づいて、使用者の運動量を算出する算出工程と、

前記算出工程において算出した運動量を示す情報を出力する出力工程と

を有することを特徴とする音響再生方法。

9 音楽データを再生する音響再生装置に搭載されたコンピュータに、

音楽データの再生を開始した後において、所定のタイミング毎に、使用者の動作の

変ィビを検出するセンサからの検出出力に基づいて、使用者の動作テンポを検出する

検出ステップと、

再生されている音楽データのテンポと前記検出ステップにおいて検出した使用者

の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判断ステップと、

前記判断ステップにおいて、再生している音楽データのテンポと使用者の動作テン

ポとの差が所定範囲外であると判断した場合に、前記検出ステップにおいて検出し

た動作テンポとの差が所定範囲であるテンポの音楽データを検索する検索ステップ

と、

再生する音楽データを、前記検索ステップにおいて検索した音楽データに変更す

る変更ステップと

を実行させることを特徴とする音響再生プログラム。

０ 音楽データを再生する音響再生装置に搭載されたコンピュータに、

音楽データを再生するに先立って、使用者の動作の変ィビを検出するセンサからの

検出出力に基づいて、当該使用者の動作テンポを検出する第 の検出ステップと、

前記第 の検出ステップにおいて検出した動作テンポとの差が所定範囲内であるテ

ンポの音楽データを検索する第 の検索ステップと、

前記第 の検索ステップにおいて検索した音楽データを再生するよぅに制御する再

生制御ステップと、

音楽データを再生している場合において、所定のタイミング毎に、使用者の動作の

変ィビを検出するセンサからの検出出力に基づいて、当該使用者の動作テンポを検



出する第2の検出ステップと、

再生されている音楽データのテンポと前記第2の検出ステップにおいて検出した使

用者の動作テンポとの差が、所定範囲内であるか否かを判断する判断ステップと、

前記判断ステップにおいて、再生されている音楽データのテンポと使用者の動作テ

ンポとの差が所定範囲外であると判断した場合に、前記第2の検出ステップにおいて

検出した動作テンポとの差が所定範囲内であるテンポの音楽データを検索する第2

の検索ステップと、

再生する音楽データを、前記第2の検索ステップにおいて検索した音楽データに変

更する変更ステップと

を実行させることを特徴とする音響再生プログラム。

請求項9または請求項 ０に記載の音響再生プログラムであって、

運動量の算出に用いる情報の入力を受け付ける受付ステップと、

再生された音楽データの少なくとも識別情報と再生時間とを履歴情報として記憶手

段に保持する履歴保持ステップと、

前記履歴保持ステップにおいて前記記憶手段に保持した音楽データの識別情報

に基づいて、再生された各音楽データの特性情報を取得する取得ステップと、

前記受付ステップにおいて受け付けた使用者の身体に関するプロフイール情報及

び行った運動の種類を示す運動種別と、前記履歴保持工程を通じて前記記憶手段

に保持した前記履歴情報と、前記取得工程において取得した前記特性情報とに基

づいて、使用者の運動量を算出する算出ステップと、

前記算出ステップにおいて算出した運動量を示す情報を出カする出カステップと

を実行させることを特徴とする音響再生プログラム。

2 請求項9または請求項 ０に記載の音響再生プログラムであって、

運動量の算出に用いる情報の入力を受け付ける受付ステップと、

再生される音楽データ毎に、使用者の動作の変ィビを検出するセンサからの検出出

力に基づいて、当該使用者の運動種別を検出する運動種別検出ステップと、

再生された音楽データ毎に、音楽データの識別情報と再生時間、及び、前記運動

種別検出ステップにおいて検出した前記運動種別とを対応付けた履歴情報を記憶



手段に保持する履歴保持ステップと、

前記履歴保持ステップにおいて前記記憶手段に保持した音楽データの識別情報

に基づいて、再生された各音楽データの特性情報を取得する取得ステップと、

前記受付ステップにおいて受け付けた使用者の身体に関するプロフィール情報と、

前記履歴保持ステップを通じて前記記憶手段に保持した前記履歴情報と、前記取得

ステップにおいて取得した特性情報とに基づいて、使用者の運動量を算出する算出

ステップと、

前記算出ステップにおいて算出した運動量を示す情報を出カする出カステップと

を実行させることを特徴とする音響再生プログラム。

3 使用者からの個人プロフィール情報の入力を受け付けるプロフィール情報受付手

段と、

使用者の目標運動量の入力を受け付ける目標運動量受付手段と、

使用者の動作を検出する検出手段と、

前記プロフィール情報受付手段を通じて受け付けた使用者の個人プロフィール情

報と、前記検出手段からの検出出力に基づいて、使用者の実運動量を算出する算

出手段と、

前記算出手段で算出された使用者の前記実運動量の累積値が、前記 目標運動量

受付手段を通じて受け付けた前記 目標運動量に到達するまでの間において、再生

すべき音楽データを順次に選択する選択手段と、

前記選択手段によって選択された前記音楽データを再生する再生手段と

を備えることを特徴とする音響再生装置。

4 請求項 3に記載の音響再生装置であって、

前記 目標運動量と前記実運動量とは、運動時間、運動強度、運動距離、運動回数

、歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量の少なくとも つを含むものであることを特徴とする

音響再生装置。

5 請求項 3に記載の音響再生装置であって、

前記個人プロフイール情報は、身長、体重、年齢、性別、歩幅の内の少なくとも つ

を含むものであることを特徴とする音響再生装置。



6 請求項 3に記載の音響再生装置であって、

少なくとも再生された音楽データの識別情報と、当該音楽データの再生時における

実運動量とを対応付けた履歴情報を作成する履歴情報作成手段と、

前記履歴情報作成手段を通じて作成された前記履歴情報を記憶保持する記憶手

段と、

前記記憶手段に記憶された前記履歴情報の前記実運動量が、目的とする運動量

に到達した場合に、予め決められた特典を付与するよぅにする特典付与手段と

を備えることを特徴とする音響再生装置。

7 使用者からの個人プロフィール情報の入力を受け付けるプロフィール情報受付工

程と、

使用者の目標運動量の入力を受け付ける目標運動量受付工程と、

使用者の動作を検出する検出工程と、

前記プロフィール情報受付工程において受け付けた使用者の個人プロフィール情

報と、

前記検出工程において検出した検出結果とに基づいて、使用者の実運動量を算出

する算出工程と、

前記算出工程において算出した使用者の前記実運動量の累積値が、前記 目標運

動量受付工程において受け付けた前記 目標運動量に到達するまでの間において、

再生すべき音楽データを順次に選択する選択工程と、

前記選択工程において選択した前記音楽データを再生する再生工程と

を有することを特徴とする音響再生方法。

8 請求項 7に記載の音響再生方法であって、

前記 目標運動量と前記実運動量とは、運動時間、運動強度、運動距離、運動回数

、歩数、消費ヵロリー、脂肪燃焼量の少なくとも つを含むものであることを特徴とする

音響再生方法。

9 請求項 7に記載の音響再生装置であって、

前記個人プロフィール情報は、身長、体重、年齢、性別、歩幅の内の少なくとも つ

を含むものであることを特徴とする音響再生装置。



2０ 請求項 7に記載の音響再生方法であって、

少なくとも再生された音楽データの識別情報と、当該音楽データの再生時における

実運動量とを対応付けた履歴情報を作成する履歴情報作成工程と、

前記履歴情報作成工程において作成した前記履歴情報を記録媒体に記憶保持す
る記憶処理工程と、

前記記憶媒体に記憶した前記履歴情報の前記実運動量が、目的とする運動量に

到達した場合に、予め決められた特典を付与するよぅにする特典付与工程と

を有することを特徴とする音響再生方法。

2 音楽データを再生する音響再生装置に搭載されたコンピュータに、

キ一操作部を通じて人力される使用者からの個人プロフィール情報の入力を受け

付けるプロフィール情報受付ステップと、

キ一操作部を通じて入力される使用者の目標運動量の入力を受け付ける目標運

動量受付ステップと、

使用者に装着するよぅにされるセンサ装置からの検出出力に基づいて、使用者の

動作を検出する検出ステップと、

前記プロフィール情報受付ステップにおいて受け付けた使用者の個人プロフィー

ル情報と、前記検出ステップにおいて検出した使用者の動作とに基づいて、使用者

の実運動量を算出する算出ステップと、

前記算出ステップにおいて算出した使用者の前記実運動量の累積値が、前記 目

標運動量受付ステップにおいて受け付けた前記 目標運動量に到達するまでの間に

おいて、再生すべき音楽データを順次に選択する選択ステップと、

前記選択ステ、ソプにおいて選択した前記音楽データを再生するよぅにする再生ステ

、ソプと

を実行することを特徴とする音響再生プログラム。

22 請求項2 に記載の音響再生プログラムであって、

前記 目標運動量と前記実運動量とは、運動時間、運動強度、運動距離、運動回数

、歩数、消費ヵロリー、脂肪燃焼量の少なくとも つを含むものであることを特徴とする

音響再生プログラム。



23 請求項2 に記載の音響再生装置であって、

前記個人プロフィール情報は、身長、体重、年齢、性別、歩幅の内の少なくとも つ

を含むものであることを特徴とする音響再生装置。

24 請求項2 に記載の音響再生プログラムであって、

少なくとも再生された音楽データの識別情報と、当該音楽データの再生時における

実運動量とを対応付けた履歴情報を作成する履歴情報作成ステップと、

前記履歴情報作成ステ、ソプにおいて作成した前記履歴情報を記録媒体に記憶保

持する記憶処理ステップと、

前記記憶媒体に記憶した前記履歴情報の前記実運動量が、目的とする運動量に

到達した場合に、予め決められた特典を付与するよぅにする特典付与ステップと

を実行することを特徴とする音響再生プログラム。
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