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1.概要
「ActivityLogger」は GPS を利用して運動のログを取得するアプリで

す。単に GPS ロガーとしての利用もできます。取得したログはマップ
表示、ラップ表示、ペース表示などで使用します。

kml, gpx 形式でエクスポートすれば Google マップ上にルート表示も
可能です。

←広告領域

タブ

次のタブがあります。
(1)運動

運動を選択して開始します。
(2)履歴

過去の運動履歴を参照できます。
(3)その他

各種設定やバックアップの実行、統計情報の表示を行います。
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2.その他タブ
その他タブでは各種設定やバックアップの実行、統計情報の表示等が

行えます。

「設定」、「DropBox」、「統計情報」、「ドキュメント」の４つのグループ
があります。
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2.1.設定グループ
設定グループには次の項目があります。
(1)基本設定
(2)ラップ設定

2.1.1.基本設定
ActivityLogger をインストールした後、まず基本設定を行います。

基本設定には次の項目があります。

(1)体重
ボタンにタッチして体重を入力します。
体重は消費カロリーの計算に使用します。

(2)確認音
「オン」を設定するとボタンを押した場合、アプリが認識すると「ピ
ッ」と音を鳴らします。「オフ」に設定した場合音は鳴りません。

(3)メモ表示
履歴の一覧表示にメモを表示するかどうか設定します。
メモをこまめに設定する場合には「オン」に設定します。

(4)高度表示
ペースのグラフに高度を追加するかどうかを指定します。
ルートに高度差がある場合には「オン」に設定します。
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(5)バックグラウンド
バックグラウンドでの動作を設定します。
バックグラウンドでの動作を許可する場合に「オン」に設定します。
バックグラウンドでの動作はバッテリーをより消費するので注意が
必要です。

(6)アニメーション
画面が変わる時に表示するアニメーションを指定します。アニメー
ションを表示しない場合には「なし」、ページ捲りのアニメーショ
ンを表示する場合は「捲り」、ページが回転するアニメーションを
表示する場合は「回転」を選択します。

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。正常に保存され
れば設定タブに戻ります。設定を破棄する場合は「戻る」にタッチしま
す。
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2.1.2 ラップ設定
ラップ設定は、ラップ関連の設定を行います。

ラップには一定の距離ごとに時間を計測する「ラップ時間」と、一定
の時間ごとに距離を計測する「ラップ距離」の 2 種類があります。

(a)ラップ時間
(1)距離

時間を計測する距離を指定します。1km, 3km, 5km から選択します。
(2)マップ表示

ラップ計測した位置をマップに表示するかどうかを指定します。「オ
ン」に設定すると、マップ上に緑のプレートで距離を表示します。

(3)ラップ音
ラップ計測した時点で鳴らす音を指定します。
「オン」を設定すると、ラップ計測を指定した音で知らせます。6
種類の音から選択します。

(b)ラップ距離
(1)時間

距離を計測する時間を指定します。5 分, 10 分, 15 分から選択しま
す。

(2)マップ表示
ラップ計測した位置をマップに表示するかどうかを指定します。「オ
ン」に設定すると、マップ上に赤のプレートで時間を表示します。

(3)ラップ音
ラップ計測した時点で鳴らす音を指定します。
「オン」を設定すると、ラップ計測を指定した音で知らせます。6
種類の音から選択します。
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2.2.Dropbox グループ
Dropbox グループには次の項目があります。
(1)バックアップ
(2)エクスポート

2.2.1.バックアップ
Dropbox を対象にしたバックアップ/リストアを実行します。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「バックアップ」か「リストア」かを選択し、実行ボタンにタッチし

ます。最初の実行時には Dropbox のログイン画面が表示されます。前回
と異なるアカウントでログインする場合は、実行ボタンの前にログアウ
トボタンをタッチしてログアウトしておきます。

(1)バックアップ
バックアップデータを、Dropbox 上の指定ディレクトリに、

「ActivityLog.csv」というファイル名で保存します。バックアップ後、
Dropbox 上のファイルを必ず確認してください。

(2)リストア
Dropbox 上の指定ディレクトリにある、バックアップデータを受信

し、iPhone 上のデータに書き込みます。既存データは上書きします。

バックアップは高速に行えるので、頻繁にバックアップしておけば安心
です。
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2.2.2.エクスポート
ログデータをエクスポートします。エクスポートの形式は CSV, KML,

GPX をサポートしています。

エクスポートの形式を選択し、エクスポートしたいログデータの行に
タッチします。確認メッセージが表示されるので、ここで「はい」にタ
ッチするとエクスポートが開始されます。

KML, GPX 形式の場合、ラップ計測の位置を出力します。「距離」か
「時間」を選択できます。

CSV 形式のフォーマットは次のとおりです。
日付(YYYY/MM/DD),時刻(HH:MM:SS),経度,緯度,高度
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2.3.情報グループ
情報グループには次の項目があります。
(1)運動
(2)ルート

2.3.1.運動
運動ごとの集計値を表示します。

主な内容は次のとおりです。
(1)距離合計

運動の距離の合計です。
(2)時間合計

運動の時間の合計です。
(3)平均速度

運動の平均速度です。

「月別」ボタンにタッチすれば、月別の集計値を参照できます。
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2.3.2.ルート
ルートごとの運動の集計値を表示します。

主な内容は次のとおりです。
(1)距離合計

ルートの運動の距離の合計です。
(2)時間合計

ルートの運動の時間の合計です。
(3)平均速度

ルートの運動の平均速度です。

「月別」ボタンにタッチすれば、月別の集計値を参照できます。
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3.運動タブ
運動タブでは、運動/ルートの選択と、運動の開始/終了を行うことがで

きます。

3.1.ルート選択
「ルート」は 1 ～ 5 まで 5 ルート登録できます。ルートを登録しておく

と、ルートごとに運動の集計を行うことができます。

「運動」ボタンにタッチすると「運動選択」に移行します。

3.1.1 運動の開始
ルートにタッチして選択し、「開始」ボタンにタッチすると、計測を

開始します。右上の GPS レベルが安定してから計測を開始してくださ
い。

単にロガーとして使用する場合には「ロガーとして使用」を選択して
ください。
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3.1.2 ルートの設定
ルートの「旗」のアイコンにタッチすると、ルートの設定を行うこと

ができます。

次の設定項目があります。

(1)名前
フィールドにタッチして名前を入力します。
名前はルート選択画面に表示されます。

(2)説明
フィールドにタッチして補足説明を入力します。

(3)距離
フィールドにタッチしてルートの距離を入力します。
距離はルート選択画面に表示されます。

(4)運動
フィールドにタッチして運動を入力します。

(5)距離
ラップ計測する距離を選択します。
ここで設定した距離ごとの時間を計測します。

(6)時間
ラップ計測する時間を選択します。
ここで設定した時間ごとの距離を計測します。
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3.2.運動選択
「運動」は、ウォーキング、ジョギング、ランニング、サイクリング、

ロードレースの 5 種類選択できます。

3.1.1 運動の開始
ルートにタッチして選択し、「開始」ボタンにタッチすると、計測を

開始します。右上の GPS レベルが安定してから計測を開始してくださ
い。

単にロガーとして使用する場合には「ロガーとして使用」を選択して
ください。
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3.3.モニター
計測が開始されるとモニター画面が表示されます。

切替アイコン→ ←切替アイコン

モニター画面には、「経路表示」、「ラップ表示」、「ペース表示」の 3
種類の表示ができます。

画面をフリックするか、「切替」アイコンにタッチすると画面を切り
替えることができます。

(1)経路表示
運動の経路を赤線で表示します。
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(2)ラップ表示
ラップの計測値を表示します。

ラップ時間とラップ距離の切り替えはタイトルにタッチします。
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(3)ペース表示
ペースをグラフで表示します。

基本設定で高度表示を「オン」にしている場合は、高度も表示されま
す。
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4.履歴タブ
「履歴タブ」では、過去の運動履歴の記録されたデータを表示します。

4.1 一覧

(1)一覧表示内容
この画面では、距離、時間、消費カロリー、平均速度（m/分)、平

均速度（km/時）が表示されます。。

(2)アイコンの色と番号
アイコンの色と番号はルートを示します。

(3)メモ表示
基本設定で、「メモ表示」が「オン」になっている場合に、先頭部分
が表示されます。ルートの履歴でメモが設定されていない場合は、ル
ートの名前が表示されます。
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4.2.詳細表示
一覧画面のセルにタッチすると詳細画面を表示します。

運動変更アイコン→
戻るアイコン→

切替アイコン→ ←切替アイコン

詳細画面では、「経路表示」、「ラップ表示」、「ペース表示」の 3 種類の
表示ができます。

画面をフリックするか、「切替」アイコンにタッチすると、詳細画面を
切り替えることができます。

「戻る」アイコンにタッチすると一覧画面に戻ります。
「運動変更」アイコンにタッチすると運動を変更することができます。
「旗」アイコンにタッチするとルートの変更ができます。
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(1)経路表示
運動の経路を赤線で表示します。

ラップ表示のオン/オフは緑のプレートアイコンまたは赤のプレー
トアイコンにタッチします。

「S」アイコンにタッチすると衛星写真を表示します。
「S+M」アイコンにタッチすると衛星写真と地図を表示します。
「M」アイコンにタッチすると地図を表示します。
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(2)ラップ表示
ラップの計測値を表示します。

ラップ時間とラップ距離の切り替えはタイトルにタッチします。
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(3)ペース表示
ペースをグラフで表示します。

基本設定で高度表示を「オン」にしている場合は、高度も表示されま
す。


