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あらまし  本研究では，予防医療の観点から健康促進を支援するために，うんこデータ（排便に関する観察データ）を用い
てインタラクティブな健康管理システムを構築することを目的とする．使用者は排便をするたびに便を観察し，観察から得られ

たうんこデータを本システムに入力することで自身の日々の健康状態を管理することができる．過去に記録されたデータよりも

大きな変化が起きた場合は，使用者に健康状態の変化をフィードバックする．入力したシステムに蓄積されたうんこデータは出

力可能であり，そのデータを医療機関に持ち込み医師の判断を仰ぐことが可能である．また，システムにインタラクティブ性を

導入することで，飽きずに継続的に使用することができるシステムの構築を行う． 
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Abstract  We propose an interactive healthcare system by using feces data to support health promotion. User inputs feces data, such as 
shape, color, smell, etc., into the system when they go to the lavatory. If the inputted data is much worse than the accumulated data, the user 
will be notified that the condition of his/her health requires more attention. The user can print feces data that is stored in the system and show 
it to a doctor. We expect the users can adhere to input their data to the system without getting bored by introducing an interactive game 
interface. 
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1. はじめに  
近年，生活習慣病やメタボリックシンドロームとい

う言葉が流行したように，人々の健康に対する意識は

高まっている．  
人の健康状態を知るバロメータとしては，血液や血

圧，尿など様々なものが存在するが，それらを調べる

には専用の器具が必要であり，また手間もかかるため，

ハードルが高く気軽に始めることはできない．そこで

本研究では健康状態を知るための指標として便の形と

臭いに着目した．便は日々の生活や健康と深く関係し

ており，健康状態を知るための指標として適している

[1][2]．また，便の観察は専用の器具や技術を要求しな

いため，ハードルも低く気軽に始めることができる．  
使用者はトイレで排便をした時に，形，色，臭いな

どの観察のみで得られる「うんこデータ」をシステム

に記録する．そのデータを元に健康状態を判断し，視

覚的に健康状態を使用者に提示することにより，日々

の健康状態の変化を使用者にフィードバックする．  
さらに，従来の家計簿のように単に記録するだけの

システムであると，途中で飽きてしまう可能性がある．

提案システムではうんこデータという限られた情報を

元に判断を下すため，継続的に使用することによって

そのデータが蓄積され，システムの有用性が向上され

る．この継続性の問題を改善するために，健康管理シ



 
  
 

 

ステムにインタラクティブなゲーム要素を導入する．

使用者のうんこデータと連動する育成型ゲームをシス

テムに導入することによって飽きない工夫を行い，楽

しく続けられるシステムの構築を目指す．  
 

2. 関連研究  
一般ユーザをターゲットにした健康管理システム

の研究は数多く存在する．その一部を紹介する．  
小松原らは健康状態の推定を行うファクターとし

て便に着目し，検便ではなく便画像から健康状態を把

握することを目的に，便の自動分類システムを提案し

た [3]．これは，便画像を自動的に取得し，形状分類す
るためのシステムであり，このシステムを用いて健康

管理に役立てるまでには至っていない．  
竹内らは携帯電話を活用した健康管理システムを

提案した [4]．これは，使用者が自己の健康管理に役立
てるように，使用者に体重や血圧などの健康データや

日々の歩数や飲酒量，睡眠時間などの生活データを入

力させ，それらのデータをマイニングし得られた健康

データを使用者に提示するシステムである．しかしな

がら，入力データの多さから煩雑さは否めない．  
 

3. インタラクティブ健康管理システム  
3.1. 提案システムの概要  

 本研究では，健康促進を支援するために，うんこデ
ータを用いてインタラクティブな健康管理システムを

構築することを目的とする．  
 使用者は排便をするたびに便を観察し，得られたう
んこデータをシステムのデータベースに保存する．健

康促進を支援するため，保存されたデータを分析し，

現在の健康状態や日々の変化を使用者に提供する．  
 本研究の課題として，システム利用に対するユーザ
の「飽き」が挙げられる．本システムは継続的に使用

することで有用性が向上されるため，この飽きの問題

を改善する必要がある．そこで，うんこデータと連動

したゲーム要素として，育成型ゲームをシステムに導

入することとする．  
 

3.2. システム構成  
システムの構成図を図 1 に示す．  
提案システムは Apple 社のスマートフォンである

iPhone 上のアプリケーションという形で実装する．こ
れは，携帯電話は多くの人が常に持ち歩いており，自

宅のトイレであっても，外出先のトイレであってシス

テムを利用でき，システムの利用に場所を選ばないか

らである．  
使用者は排便をするたびにシステムに便の観察デ

ータを記録する．記録され，データベースに蓄積され

たうんこデータは解析され，現在の健康状態や日々の

変化のフィードバックに利用される．また，蓄積され

たデータをゲーム要素に連動させることで，インタラ

クティブなシステムを構築する．  
 

	

図 1：	システム構成図	

 

3.3. うんこデータ  
排便時に入力するうんこデータの項目は関連文献

を参考に，形状，色，臭い，快便かどうか，に限定し

た．形状の入力パラメータに関しては，医学の世界で

広く一般的に使われているブリストル便形状スケール

を用いた [1]．また，その他の項目に関しても関連文献
を参考にパラメータを設定した [5]．  

 

3.4. ゲーム要素  
記録されたうんこデータにインタラクティブに連

動する育成型ゲームをシステムに導入し，継続的に使

用出来るシステムの構築を目指す．具体的には，記録

を継続的に行わなかった場合にゲーム内でペラルティ

が与えられるという一種の束縛要素を加えることで継

続的に記録することを促す．  
また，育成型ゲームは現在スマートフォンで遊ばれ

ているゲームの中で最も人気のあるジャンルであるた

め，提案システムで採用した [6]．  
 

3.5. 評価方法  
提案システムは，App Store において一般公開し，ユ

ーザアンケートにより評価実験を行う．  
 

4. 今後の課題  
今後は，アンケート等の方法で評価実験を行い，本

システムの有用性についての評価を行いたいと考えて

いる．  
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