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研究成果の概要（和文）：本研究では，スマートホームの一機能として，支援対象者個々人に適

した献立を立案する情報システムの実装を目指した．本情報システムでは，血液・生化学検査

データなどの個人健康情報，および嗜好や食事履歴などの個人情報をもとに利用者に適した献

立立案方法を提案し実装・評価した．被験者による評価実験では，提案した献立については高

評価が得られた反面，ユーザインタフェースの改良が必要であるいう評価も得られた． 

 
研究成果の概要（英文）：In this study, a recipe suggestion system which provides proper 

menu individually was developed. This information system was designed to work as one 

module of smart home to support residents. To decide proper menu, the information system 

utilizes individual information, such as result of blood test, history of meal, favorite food 

and so on. According to result of evaluation experiment, the information system 
received good review besides with menu which the system suggested, but, poor user 
interface was pointed out. 
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１．研究開始当初の背景 

現在も急速に進行している少子・高齢化社
会では，高齢者や障害者に対し十分な人手に
よる生活支援がより困難になることが予想
される。これに対し，情報通信技術の発達や

情報通信網の普及・整備は，質の高い福祉サ
ービスを提供し，高齢者・障がい者の自立，
社会参加支援など，生活支援の手段として大
きな意義があるものと考えられる． 

生活支援という観点から，電子機器や家電
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製品などをネットワークで相互に接続し，集
中的に管理する『スマートホーム』という概
念・サービスが普及し始めている．スマート
ホームは居住者の生活行動を監視し，問題が
生じたときにサポートする事後対応型のシ
ステムである．これに対し，現在問題となっ
ている糖尿病や高脂血症，高血圧などの生活
習慣病に対しては，治療より予防の重要性が
指摘されており，特に食事療法が重要である
と言われている．したがって，症状や問題が
発生した後対応する事後対応型ではなく，問
題が生じないように支援する事前支援型の
システムが必要である． 

 

２．研究の目的 

 本研究では，事前支援型システムとして，
個人適応型献立立案システムの実装を目的
とする． 

 近年，食生活改善を支援する情報システム
が Web 配信で見られるようになった．しか
し，画一的な情報を一方的にユーザに提供す
るものが多く，個々のユーザの健康状態，嗜
好，食事の履歴，さらには生活環境の変化に
対応した情報提供が重要課題と考えられる．
本研究では，ユーザの個人情報と生活環境情
報とに基づいた食生活改善を支援する個人
適応型情報システムの構築を目的とする．具
体的には，血液・生化学検査データなどの個
人健康情報，嗜好や食事履歴などの個人情報，
食材の種類や食材価格などの生活環境情報
を処理し，ユーザに献立情報をインタラクテ
ィブに提供する．本情報システムは，健康的
な食生活と生活習慣病の予防へ貢献できる． 

 一般的に適切な食事による健康的な生活
を営むことで，生活の質を向上させることが
できると考えられる．しかし，日々の生活に
おいて適切な食事のメニューを考える事は，
利用者に少なからず負担となる．そこで，利
用者の持病・脈拍や血圧などの健康状態，お
よび嗜好や食事履歴などの個人情報を考慮
し，一日に必要な栄養価が適切に摂取できる
メニューの提示を第一の目的とする．例えば，
高血圧の利用者には，摂取カロリーや塩分を
控えたメニューを提示する．これらの個人情
報は，利用者が自分で入力することもできる
が，特に健康状態など医療情報については，
電子カルテなどの外部の情報システムと連
携することにより，データ入力も簡素化出来
る． 

第二に，利用者に対する利便性を考慮する．
メニューに必要な食材を毎回買いに行くの
では不便であり，高い材料ばかり必要とする
メニューは不経済である．そこで，現在貯蔵
している食材を優先的に使用するメニュー
や，材料費を抑えたメニューの提案を目的と
する．貯蔵している食材の管理は，インテリ
ジェント冷蔵庫などを導入することにより

可能となる．さらに，スーパーマーケットな
どの情報システムと連携させることで，食材
情報も入手可能である． 

 

３．研究の方法 

(1)インテリジェント冷蔵庫の実装 
貯蔵している食材の管理を自動化するた

めには，インテリジェント冷蔵庫のような仕
組みが必要である．そこで本研究では，RFID
を利用した食材管理システムを構築した． 
食材を入れた容器に RFID タグを貼付し，

食材の移動を検出するシステムを作成した．
今回は，冷蔵庫や食材貯蔵庫から食材を取り
だし，調理場で調理することを想定し，2つ
の RFIDレシーバを準備した。今回使用した
RFIDタグとレシーバはそれぞれ，MEGRAS 
RFT15-05，および MEGRAS REF15-01Rである．
RFID タグは 50 個であり，それぞれに固有の
ID を設定した．また，レシーバで検知したタ
グ IDは，コンピュータネットワークを介し，
食材データベースサーバへと伝達される． 
2つのレシーバで毎秒検知されたタグ IDを

基に食材の位置を特定する．もし食材が冷蔵
庫や貯蔵庫から取り出され，調理場に移動し
たと検知された場合，その食材は調理されて
いるものとし，食材データベースの情報を更
新する。使用した食材の量は正確には把握で
きないため，今回，利用者は献立提案システ
ムが提案した献立を料理することとし，後述
するレシピデータベースに登録された分量
だけ，貯蔵量を減じることとした．また，新
たに購入してきた食材に対しては，ユーザが
食材名と数量を入力する．このとき，タグ ID
と食材情報は自動的に関連付けされ，その情
報は食材データベースにも伝達される．食材
データベースに登録された食材については，
個別に賞味期限も設定することができ，賞味
期限を過ぎた食材はデータベースより自動
的に削除される． 
 
(2)レシピデータベースの実装 
ユーザに適した献立を提案するためには，

レシピデータは詳細なものでなければなら
ない．特に栄養価情報については，利用者の
健康状態に応じて細やかに調整する必要が
ある．そこで本研究では，株式会社エルネッ
トよりレシピデータを購入し，レシピデータ
システムに登録した． 
レシピデータベースには，主菜，副菜，副々

菜，デザート，汁物の 5 種類を登録した．各
料理にはそれぞれ，料理名，ID 番号，和洋中
の別，難易度，調理方法，調理時間，エネル
ギー(kcal)，34種の栄養価リスト，食材リス
ト，作り方が登録されており，利用者の健康
状態や，嗜好，希望に合わせて，適した献 
立を提案する．また，材料となる食材には全
料理に統一した ID 番号を登録しており，食



 

 

材情報，市価情報からも利用者に適した献立
を提供する。さらに，先に述べたように，レ
シピデータベースは食材管理データとも連
携しており，食材の使用量や賞味期限など，
食材に関する情報がやり取りされる． 
 
(3)ユーザインタフェースの実装(ブラウザ
版) 
本項では，ブラウザを用いたユーザインタ

フェースについて述べる．利用者は献立提案
システムがインストールされたコンピュー
タを直接操作するか，コンピュータネットワ
ークを介して，献立提案システムにアクセス
できる環境下にあることを想定している． 
このユーザインタフェースはオペレーテ

ィングシステムやプラットホーム依存性を
軽減するため，Java 言語を用いて開発した．
また，サーブレットを使用しているため，web
アプリケーションとして動作することがで
きる．利用者はこのインタフェースを通し，
以下に示すさまざまな機能やサーバを呼び
出し，利用することができる。 
①� レシピ作成 

(ア) 作成条件設定 
(イ) レシピ一覧表示 
(ウ) 履歴表示 

②� データ閲覧 
(ア) 貯蔵状態表示 
(イ) 食材の賞味期限表示 
(ウ) 食材検索 
(エ) 買い物リスト作成 

③� ユーザ情報および食材情報 
(ア) 閲覧 
(イ) 登録 
(ウ) 更新 
(エ) 削除 

④� システム設定 
(ア) 各種データベースの設定 
(イ) RFIDタグ設定 
(ウ) データバックアップ 

 
(4)ユーザインタフェースの実装(携帯端末
編) 
昨今，携帯電話の普及率も高くなり，多く

の人が携帯電話を利用していることが報告
されている．そこで，本研究でも携帯電話を
利用することを想定し，携帯電話を介して献
立提案システムにアクセスするためのユー
ザインタフェースを開発した．携帯電話を利
用することで，利用者は地理的制約から開放 
され，自宅にいなくても自分に適した献立情
報を入手することができる． 
今回開発対象として，携帯電話自体の使い

やすさから Apple 社 iPhone を選んだ．開発
には J2ME，および iPhone/iPod touch Cocoa 
を用いた．今回実現した機能は以下の 3つで
ある． 

①� 献立作成機能（利用者は自分に適した献
立を新規作成可能） 

②� 買い物リストダウンロード機能（献立提
案システムから買い物リストをダウンロ
ード可能） 

献立閲覧機能（献立提案システムが提示した
献立のレシピ情報，料理方法，材料データ，
写真などを閲覧可能） 
 
(5)献立提案アルゴリズム 
本システム利用者は．献立立案機能を使用

する際，好物，主食，費用，賞味期限，旬の
味覚，食事制限，食事履歴，健康状態の 8つ
の項目に対し，自分で重要度を設定し検索条
件を複数指定することができる．ここで指定
した指定条件より，献立に対してフィルタま
たはソート処理を行う． 

検索処理は「選択処理」，「除外処理」，「ソ
ート処理」の順で行う．選択処理では条件が
複数ある場合，AND 条件とする．除外処理で
は，OR 条件で除外する．例えば「好物」と「主
食」の条件を選んだ場合，「好物」の食材を
使ったレシピの中から「主食」条件に合うレ
シピを選択する．選択後のレシピ群から「食
事履歴」に含まれるレシピを除外し，残った
レシピ群から「食事制限」の対象となるレシ
ピを除外する．最終的に残ったレシピ群に対
してソート処理を行う．ソートは食事履歴か
ら一日の摂取推奨量に対する過不足状態の
栄養素を求め，それを解消する順にレシピを
提案することとした．一日の摂取推奨量は，
20 歳，男性，運動量多，身長 170cm，体重 60kg
を対象とした場合を想定し，算出した． 
全栄養素が，標準値範囲内であれば重要度

の高い栄養素をソート対象とするが，一部の
栄養素では，利用者の健康状態により上限値
が有効となる場合がある．例えば，収縮期血
圧が 135mmHg または，拡張期血圧が 85mmHg
を超えていた場合，高血圧とみなし塩分と脂
質の摂取量を制限する．また，利用者の BMI
が 25.0 を超えていた場合，炭水化物を制限
する． 
 
(5)評価実験 
献立立案システムの継続利用を目的とし

た改善点や優位点を知るため，評価試験を実
施した．評価は，被験者が本システムを一定
期間使用した後，質問紙調査(アンケート)形
式で行った．質問は， 3 つのカテゴリー「献
立」「満足度」「使用感」を設け，各カテゴリ
ーに 5つの設問を用意した． 
各設問には，1～5の 5段階評価と自由記載

欄を設けた．評価段階が少ない場合，被験者
が中間値(普通)以外を回答にくいと考えら
れるため，本評価では 5段階評価とした．ま
た，SD 法 (Semantic Differential Method)
のように 100以上の設問を用意することも考



 

 

えられるが，被験者の負担を考え，必要項目
のみを被験者に提示した．被験者は，10代(男
性)2 名，20 代(男性)2 名，30 代(男性)2 名，
30 代(女性)1 名の計 7 名であり，1 週間～1
ヶ月間 RSSを使用していただいた． 
評価実験結果から，献立に特に「使用感」

の「項目選択」が際立って評価が低いことが
わかった．以下に被験者からのコメントの一
部を掲載する． 

・献立選択が不便だった． 
・目玉焼きのような定番メニューが少ない． 
・美味しそうなメニューが多かった． 
・ダイエットに効果がありそうだ． 
・適正カロリーの計算がありがたい． 

４．研究成果 
本研究では，個人情報に基づく個人適応型

献立立案システムの実装と評価を行った．生
活目標や本システムを利用する目的は利用
者毎に異なることが考えられる．健康状態を
重要視する支援対象者もいれば，食材の市場
価格や食事履歴を重要視する支援対象者も
存在する．個人適応型システムを設計するた
めには，これら個人的な差異を考慮すべきで
ある．そこで，本研究では，既往歴，嗜好品，
食材の市場価格，食事履歴を考慮し，献立を
提案するシステムの検討および設計を行っ
た． 
さらに，本システム利用者の負荷軽減のた

めのシステム開発を行った．家庭内にある食
材の種類，および量は調理をする度に変化し
ている．本システムでは，献立を提案する際
に家庭内の食材情報も利用しているため，
日々変化する家庭内の食材情報をシステム
に反映する必要がある．この情報更新作業を
自動的に行うため，RFID を用いた食材管理
方法を構築し，その効果について検討した．
今回は受動型 RFID を各食材に貼付し，キッ
チンに於ける食材の移動を管理するシステ
ムを構築した．これにより，食材使用履歴の
自動更新が可能となり，データベースシステ
ムへの反映も可能となった．また，情報端末
のユーザインタフェースをし，情報端末とし
て携帯電話を想定し，携帯電話用のアプリケ
ーションを開発した． 
本システムの評価実験では，“おいしそう

なメニューが提示された”という提示したメ
ニューに対し高評価を得た．また，“ダイエ
ットに効果的である”や“適正カロリー表示
が良い”など，健康維持を目的とした機能し
対し良い評価が得られた。しかしながら，レ
シピ選択時の使用感の悪さ，レシピ提示方法
の改良を指摘されるなど，実用性の面で改良
すべき点も明らかになった． 
さらに実現すべき機能として，妊婦や乳幼

児などに対する食材の安全性や有害作用，相
互作用やライフステージによる胃腸や歯，顎
の状態変化などに対応する機能が挙げられ

る．この場合，使用者の状態をセンシングす
る為の外部システムの追加も必要となり，検
索機能には改善の余地がまだある．今後，評
価結果をフィードバックし，改善案を盛り込
んだ献立立案システムの構築と再評価が必
要である．再評価の際には主観的な評価だけ
でなく，体重・血圧の変化といった客観的・
定量的な評価データや，女性や高齢者などの
より幅広い層による評価を行う予定である． 
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