ラ イフ コ ー ダ Me
ゴールデンスタンダード「ライフコーダ」
ライフコーダは個人データ（身体データ）を入力し腰に装着するだけで、加速度センサーが運動強度を 10 段階で判定
します。4 秒毎に捉えた運動の強さをカロリー消費量に換算し運動量として表します。同じ 1000 歩でも歩いたか走った
かでは運動量に大きな違いが出るわけです。
ライフコーダは 1985 年初代カロリーカウンターを発売して以来、装着者の身体活動を「見える化」出来ることで生活習
慣が的確に把握でき、励ましやアドバイスにより生活習慣改善向上に結びついています。この効果が認められ、全国の
大学・研究機関・医療機関・自治体などの身体活動研究・健康づくりなどに役立っています。
● ライフコーダに関する論文等のアドレス
http://suzuken-kenz.jp/html/newpage.html?code=12
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東京都北区立稲田小学校の取り組み
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子供の運動習慣づくりへの新ツール
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CD , USBケーブル付属

ソフトウェア付属
CD , USBケーブル付属

励ましや賞賛がすぐにできる！！
身体活動の｢見える化｣が子供の意欲を引き出します

ライフコーダMe パーソナルセット
ライフコーダMe 運動習慣づくりスクールセット（10個組）
¥13,500（税込¥14,175） 6598900
¥115,000（税込¥120,750）
6598800
ライフコーダMe 1個とソフト1本のセットです。

ライフコーダMe 10個とソフト1本のセットです。

■ライフコーダ Me 仕様

■ライフライザー05パーソナル「パソコン動作環境」
コンピュータ

PC/AT互換機で本体にUSBポートを装着していること

メモリー

14日分

OS

Windows 2000/XP/Vistaの32bit版 Windows7の32・64bit版

通信方式

通信方式 USB Revision1.1 準拠

CPU

Windows 2000/XP/Vista/7の各OSの推奨CPU

電池寿命

約6ヶ月
（測定モード使用時）

外形寸法

幅72.0×高さ42.0×厚さ29.1mm（フックを含む）

重

45g
（電池を含む）

電

源

量

ボタン型リチウム電池CR2032

1個

メインメモリ

Windows 2000/XPは512MB以上
Windows Vista/7はOSの推奨メモリ容量以上

ハードディスク空き容量 200MB以上（インストール時）
LCDパネル：P E T
フ ッ ク：POM

800×600ピクセル以上

主な材質

本
体：ABS
パッケージ：PET・ 紙

使用温度範囲

＋5℃〜＋40℃
（結露なきこと）

ディスク装置

簡易防水

IEC60529-IPX2

表示項目

総消費量・運動量・歩数・エクササイズ・時刻
カロリー燃焼グラフ・一週間メモリー・毎日体重入力機能

インターフェース USBプラグコネクタ（USB Revision1.1以上準拠）
がんばり度をお花で結果表示・日内変動グラフ・運動量・総消費量
表示項目
歩数・歩行距離・活動時間（効果的なカロリー燃焼時間）
ダイエットシュミレーション

※研究用にはライフコーダGS、
ライフライザー05コーチのご利用をおすすめします。
※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

ディスプレイ

ディスプレイカラー 16、32ビット色
CD-ROMドライブ

R は米国Microsoft Corporationの米国および
※Microsoft Windows○
他の国における登録商標です。

使用状況により異なりますが、おおよそ800人のデータが
約1年分保存可能です。
（使用制限2Gバイトまで）

●お問い合わせ先

ライフコーダ Me P セット

CAT.No.12002 AK.N.SV4(AH.N）.ラ

子供の運動習慣づくりへの新ツール
活動量計
「ライフコーダ」
活動量計
「ライフコーダ」
「ライフコーダ」を腰に装着すると
活動データが記録されます。
何を
記録されたデータをパソコンに通信すると
するの？
運動の質が花やツボミで評価されます。
この一目でわかる評価が
子供たちの運動習慣づくりにつながります。

■花の咲き方で
運動に対する評価が明確です。
あなたのがんばり度
を表示

●はあはあドキドキカード（稲田小学校作成）

東京都北区立稲田小学校の取り組み
生 涯に渡る健康づくりのために、基 本的生活習慣や運動習慣の定着はとても
大切なことです。本校では平成２２年度から、運動への関心や意欲を高め、運動習慣
づくりへの一助として「生活習慣記録機・ライフコーダ Me」を活用してきました。
平成２３年度は全学年が交代で 1 週間づつ装着し、1 年間で 3 回取り組みました。
ライフコーダを利用したこの取り組みのなかで、生 活 全 般の 振り返りを実 施し
前校長

朝比奈芳美

平成２２年度 東京都「生活習慣
や運動習慣等定着に関する実
践研究モデル校」

よりよい生活習慣が身に付くように指導を行っています。
本校の基本的な生活習慣・運動習慣の定着を目指した健康教育の取り組みは
学校の特色にもなっています。

子供たちの感想
●花をたくさん 咲 か せ
ると先生にほめられ
るのですごくおもしろ
いです。
●歩き方を変えただけ
で花が咲くようになっ
てびっくりした。
●花を咲かせるために
お父さんと土日には
外遊びをするように
なった。
●習 い 事や 駅に行くと
きに歩いていくように
した。

保護者の感想
■児童と家庭で話し合ったこと
●歩数を増やすための工夫について話をしました。
●今日はどのくらい歩けたかという話や目安などです。
●自分の無理のないところで目的・目標など、
また朝・晩のメモリー確認をしました。
●なくさない様にきちんと管理することを話しました。
■この取り組みについての保護者の感想
●本人が体を動かすことの必要性を理解するには、
良い試みだと思います。
●ライフコーダは目（数字）で確認できるので、
とても子供達にもわかり易いと思います。
●ライフコーダを身につけることにより、
意識して体を動かす様になったようです。
●今は「大切なマイレコーダー」
として何気ないときでも、
意識して装着を気にかけるようになっています。
家庭でも準備できたらと検討しています。
●子供たちの中でやる気にもつながる様です。
この取り組みを継続して欲しいと思います。

先生たちの想い
花を咲かせる方法を
考えることが小学生の
うちから、生活・運 動
習慣を見直して良い習
慣を身につけさせるこ
とにつながると考えて
います。
継続することにより、
卒業後5 年〜10年経っ
て、卒業生と会ったと
きに、
「先生、小学校のときに
身につけた運動習慣を
今でも続けているよ！
！」
と、言 わ れ る た め に
今がんばっています。

●身体活動を高めるために重要な
「行動実践に対する励ましや賞賛」
が簡単にできます。
実際に使用されている学校では

1 ライフコーダを一人 1 台用意します。

☆これからがんばること、気をつけること

☆感想、努力したこと

（クラス単位）

2 児童のより活発な活動を促すために、

良かったところ
足りなかったところを
考える

体重 ×5倍の運動量（kcal）
を目標とし
て設定します。

（書くことでより効果が期待される）

活動を
振り返る

3 ライフコーダの装着は、朝の会で 1 週

間装着しながら子供たちはどんな運動
をしたか「はあはあドキドキカード」に
記入します。

4 1 週 間 後ライフコーダを回 収しパソ

コンに通信します。
児 童 たちはライフコーダの 結 果 から
でる、花やツボミ・芽の絵を「はあは
あドキドキカード」に記入し生活を振り
返ることにより、良い運動習慣が身に
ついていきます。

5 より効果を高めるために、これをクラス

単位で年に 2〜3 回実施します。時に
は、生活全般を振り返りも実施し、より
良い生活習慣を身につけるように指導
しています。

（活動量が多い日を褒める）

1週間の活動を
一緒にみる

繰り返す

（ライフコーダを確認）

ライフコーダ Me P セット

商 品 掲載は

