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はじめに

COVID-19 の感染拡大が世界中で急速に拡大し
ており，観光や飲食業などの経済活動や医療逼迫
など大きな影響をもたらしている．人間の健康も
例外ではない．日本で高齢者を対象としたオンラ
イン調査では，COVID-19 の流行により身体活動
（Physical activity）が有意に減少したことが明ら
かとなった [1]．また，COVID-19 と気象や居住地
域に関する研究では，人口密度，高齢者率，最大
絶対湿度や，1 日の気温または日照時間の増加な
ど複数の項目との関係性が報告されている [2, 3]．
ウエアラブル端末を利用した研究においては，
参加者が COVID-19 の症状を報告する前日に 70%
の確率で検出することができるなど [4]，ウエア
ラブル端末が身体活動の取得に有益であり，かつ
COVID-19 に関する政策検討に役立つことが明ら
かとなった．そこで，本研究ではウエアラブル端
末から取得できる身体活動データと COVID-19 に
関する関係性を把握し，身体活動にもたらす影響
について考察する．

2.
2.1.

身体活動と COVID-19 の関係性把握
使用データ

本研究では，ウエアラブル端末として Fitbit
Charge3 から取得できる身体活動情報 [5] と，
COVID-19 [6, 7] の陽性者数，静岡地点の気象 [8]
に関するオープンデータを利用して分析を行う．ウ
エアラブル端末の対象者は，対象期間 2020/02/01
から 2021/01/05 の期間に 30 日以上のデータが取
得できた静岡県在住の 103 人である．人により取得
日数が異なっており，最大で 339 日，最小で 30 日，
平均で 147.67 日である．全データ件数は 15210 件
である．
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全体分析

まずはじめに全体分析として，使用データ間の
相関関係を把握した．全ての対象者のデータの平
均とオープンデータとの相関係数行列の中から，
特徴的な結果を表 1 に示す．相関係数の絶対値が
0.55 以上については背景色をつけている．陽性者
数とは安静時の脈拍，座っている時間との相関が
確認された．また，天気の良い日（日照時間が長
く，降水量が少ない）の身体活動が多いことが，非
常に弱い相関であったが確認された．睡眠につい
ては，気温が高い時に睡眠時間が長い傾向にある．
睡眠効率と陽性者数の相関が-0.33 であり，弱い相
関が見られた．また，先行研究 [2,3] で指摘されて
いた気象データの関係性は確認されなかった．
図 1 に標準化した身体活動データと COVID-19
の感染者数の月平均のグラフを示す．睡眠効率を
除く各要素について，2 月に値が低く，徐々に値が
上昇していることが確認できる．睡眠効率につい
ては 2 月は高かったが，全国の感染者数が上がった
8 月は低い（高い値のほど効率よく眠れている）．
COVID-19 第二波とされる 2020/09 までの相関で
は，全国陽性者数-0.61 と非常に弱い相関が確認さ
れた．よって睡眠効率は，第二波以前と第三波で
は異なった傾向があることが考えられる．

2.3.

ユーザ分析

次に全データを用いて主成分分析とクラスター
分析によるユーザの特徴を把握する．図 2 に主成
分分析・クラスター分析結果を示す．PC1（寄与
率：0.361992）は，座っている時間は長いが有酸
素運動の時間が長い．PC2（寄与率：0.183633）は
座っている時間は短く脂肪燃焼の時間が長い．PC3
（寄与率：0.172736）は睡眠効率が高い軸であった．
このデータをもとにユーザをクラスタ分類してい
くことで，ユーザの特徴把握と，特徴に応じた重

表 1: 相関係数行列

は，環境要因や対象者の属性等を踏まえたより深
い解析を行っていく．
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