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1.概要
体重禄は計測した体重の計測値と日時を記録する体重管理アプリで

す。ダイエットを支援する目的で使用します。一日に何回も体重を記録
することにより、一日の体重の変化をモニタリングすることができ、ダ
イエットへの意識が高まります。計測値は平均値、最大／最小値、チャ
ート表示などでダイエット効果の確認が行えます。

体重禄はタブアプリです。タブにタッチすることで、体重禄の機能を
使い分けることができます。

←広告領域

タブ

次のタブがあります。
(1)登録

体重の計測値を登録します。
(2)リスト

体重記録を一覧表示形式で参照できます。
(3)チャート

記録された体重の変化を折れ線チャートで参照できます。
(4)統計情報

記録された体重の値から算出した統計情報を参照できます。
(5)設定

体重禄の各種設定が行えます。
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2.設定タブ
設定タブは体重禄の各種設定や資料の参照が行えます。

設定項目には次のものがあります。
(1)基本
(2)オプション
(3)メール送信
(4)Dropbox
上記内容に関しては以降で説明します。
資料には簡単な使用方法の説明と、アプリ情報があります。
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2.1.基本設定
体重録をインストールした後、まず基本設定を行います。
基本設定は設定タブから選択できます。

基本設定には次の項目があります。
(1)身長

身長を設定します。BMI の算出に使用します。
(2)開始体重

ダイエット開始時点の体重を設定します。
統計情報の算出に使用します。

(3)目標体重
ダイエットの目標の体重を設定します。
統計情報の算出に使用します。

(4)開始日
ダイエットの開始日を設定します。
統計情報の算出に使用します。

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。

(1)～(3)は数値入力ビュー（3.3 参照）で入力します。(4)は日付入力
ビューで入力します。
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2.1.1 日付入力ビュー
日付入力ビューではホイールを回して値を設定します。

日付設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有
効になります。中止にタッチすると入力したデータを破棄します。
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2.2.オプション設定
オプション設定は体重録のさまざまな動作を設定します。

オプション設定には次の項目があります。
(1)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。

(2)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。

(3)リスト表示順
リスト表示で過去の情報から表示する場合には「昇順」、最新の情
報から表示する場合には「降順」を選択します。再起動後に有効に
なります。

(4)エンコーディング
メール送信と Dropbox で使用するエンコーディングを指定します。
エンコーディングにより次のようにファイル名が異なります。

UTF8 「WeightData.csv」
SJIS 「WeightData_sjis.csv」
EUC 「WeightData_euc.csv」

(5)単位
身長／体重の単位を指定します。

cm/kg 身長はセンチメートル、体重はキログラム
fl/lb 身長はフィート、体重はポンド

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。
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2.3.メール送信
メール送信は、指定したメールアドレスに、記録してある測定値デー

タをメール送信します。情報は csv 形式でメールに添付されます。

メールアドレスとエンコーディングを設定後、「送信」をタッチしま
す。iPhone のメーラが起動しますので、通常のメールと同じように操作
します。

添付メールは次のような「,」（半角カンマ）区切りの書式になります。
右から順に、日付, 時刻, 体重, 備考となります。
例：

20110709,062052,66.50,朝食後
20110709,061151,65.60,ウォーキング後
20110709,035604,67.00,起床後
20110708,232733,67.30,就寝前
20110708,191214,67.00,夕食後
20110708,185917,66.30,半身浴後
20110708,173744,67.50,半身浴前
・・・

注意
備考には「,」（半角カンマ）は使用できません。
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2.4.Dropbox
Dropbox へのデータのエクスポート/インポートを行います。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「エクスポート」か「インポート」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。

3.5.1 エクスポート
体重の計測値を、メール送信と同様な内容で送信し、Dropbox 上の

指定ディレクトリに保存します。

3.5.2 インポート
Dropbox 上の指定ディレクトリにある、エクスポートされたファイ

ルの内容を受信し、測定値データに書き込みます。既存データは上書
きします。

Dropbox 機能を利用することで、バックアップの作成が可能です。定
期的にバックアップしておけば安心です。
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3.登録タブ
登録タブでは体重の計測値を日時と共に記録することができます。

3.1.データの参照
一覧画面では 1 週間分の登録データを参照することができます。修正

したい行にタッチするとデータの修正もできます。1 週間以上前のデー
タの参照はリストタブで行います。
(1)平均体重の色

「前日との差表示」がオンの場合、平均体重の値の色と矢印が変化
します。前日より体重が増えれば赤（↑）、減れば水色（↓）、同じ
であれば白（→）で表示します。

(3)食事量と運動量の色
食事量 運動量

80 以上 赤 緑
60 ～ 80 未満 マゼンタ シアン
40 ～ 60 未満 白 白
20 ～ 40 未満 シアン マゼンタ
20 未満 緑 赤
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3.2.データの追加
追加ボタンにタッチすると、データ入力ビューが表示されます。ここ

では、朝、夜の体重、備考、食事量、運動量の値を設定することができ
ます。

(1)日時
追加ボタンにタッチした日時が設定されています。数値にタッチする
と日時入力ビューが表示されます。（3.3 参照）

(2)体重
計測した体重を入力します。数値にタッチすると数値入力ビューが表
示されます。（3.4 参照）

(3)備考
その計測値について簡単に記述します。「,」（半角カンマ）は使用で
きません。

すべて入力したら「保存」ボタンにタッチします。
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3.3.日時入力ビュー
日時入力ビューはホイールを回してデータを入力します。体重の計測

時刻を入力する際に表示されます。

日時設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。中止にタッチすると入力したデータを破棄します。

日時入力ビューを使用してデータを入植した場合、秒は常に 0 に設定
されます。
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3.4.数値入力ビュー
数値入力ビューは体重と身長の計測値を入力する際に表示されます。

数値ビューでは少数点以下 2 桁、少数点以上 3 桁まで、最大で 6 文字
入力できます。入力を間違えた場合は「C」ボタンでクリアし、再度入
力し直します。

数値入力後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。中止を押すと入力したデータが破棄されます。
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4.リストタブ
リストタブでは記録されたデータを日毎の計測回数、平均値、最大／最小
値で一覧することができます。

1 日のデータを参照したい場合は、参照したい日の行にタッチすると詳
細ビューを表示します。
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4.1.詳細ビュー
詳細ビューでは一日の計測値や平均／最大／最小値、BMI などを参照

することができます。

(1)BMI の色
40 以上 肥満度 4 赤
35 ～ 40 未満 肥満度 3 マゼンタ
30 ～ 35 未満 肥満度 2 オレンジ
25 ～ 30 未満 肥満度 1 黄
18 ～ 25 未満 標準 緑
18 以下 やせ シアン

(2)データの変更
変更したいデータの行をタッチすればデータ入力ビュー（3.2 参照）
が表示され、データの修正を行うことができます。
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5.チャートタブ
チャートタブでは、記録されているデータの日毎の平均値を折れ線チャ

ートで参照することができます。

5.1.描画範囲
チャートの描画範囲を 1 日、1 週間、1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年から
選択できます。短期的視点から長期的視点まで傾向を把握することがで
きます。
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6.統計情報タブ
保存されている計測値データから、ダイエットのための情報を算出して

表示します。

主な内容は次のとおりです。
(1)経過日数

ダイエット開始日からの経過日数を表示します。
(2)現在までの減量

ダイエット開始日から現在までにどれだけ減量したかを表示します。
(3)1 日あたりの減量

現在までの減量を経過日数で割った値を表示します。
(4)目標達成まで残り

目標達成まであとどれだけ減量すればよいかを表示します。
(5)目標達成までの日数

目標達成までの残りを 1 日あたりの減量で割った値を表示します。
(6)達成率

開始体重から目標体重を引いた値で、達成まで残りを割り、百分率で
表示します。

(7)目標達成予想日
その日から目標達成までの日数が経過した日を、目標達成予想日とし
て表示します。

ダイエットのモチベーション維持や計画を立てるのに役立ちます。


