
Welcome to Morpheus! 

世界初のデジタルリカバリーコーチをご購入頂き、ありがとうございま
す。 

トレーニングと人生のストレスをリカバリーと共にバランス良くするとて
も大きな一歩を踏み出しました。モーフィアスのガイダンスに従う事と、
毎日のリカバリー駆動のライフスタイルを得る事 - 出来るだけ多くの頻度
で、出来る限りハードにトレーニングする事とは対照的に - すぐに違いを
感じ、そしてフィットネスは過去最速で向上します。 

このPDFマニュアルはあなたがモーフィアスを使用しトレーニングをし、
記録し、そしてリカバリーを測定するのに必要なすべてが含まれます。 

モーフィアスでどのようにハードにトレーニングし、どのようにより回復
するのかを学びましょう。 

- ジョール・ジェイミソン 
モーフィアス開発者 

目次 

はじめに………………………………………………………………………………….………………..2-5
モーフィアスM5アームバンドの基本………………………………………………………………….5-7
毎日のモーフィアスリカバリーテスト…………………………………………………………………7-9
モーフィアスによる記録………………………………………………………………………..……10-11
モーフィアスを使ってのトレーニング…………………………………….…………………..……12-16
アプリ未接続でのM3チェストストラップでのトレーニング………………………………..….16-18 
M5アームバンドストラップでのトレーニング………………………………………….………..19-22 
睡眠時のモーフィアス………………………………………………………………………….…..……..23
毎日のトレーニングとリカバリーへのモーフィアスを使用しての戦略…………………..……23-27 
モーフィアスのメンテナンス&サポート………………………………………………………..….28-29 

1



箱の中には: 

モーフィアスの箱の中に梱包されているのは: 

A. M5センサーとナイロンストラップ 
B. 充電器 
C. ユーザーマニュアル 

モーフィアスをお使いの前に： 

センサーと充電器を取り出しましたら、センサーと充電器
の二つの電極同士を繋げて充電を開始して下さい。 

充電器とM5の電極はマグネットになっており、一方向から
のみの固定が出来ます。DC 5V USBポートへ充電器を接続
します。充電中はM5のスクリーン上のアイコンが点灯しま
す。 

はじめに： 

A. アプリの設定： 

1. アプリをGoogle Play (アンドロイド) または App Store (iOS)からインストールします。iOSをお使い
の場合、モーフィアスアプリはiPhoneにのみ互換性があり、iPadには互換性がありません。 

2. アプリを開き、”アカウントの作成”を選択します。 

3. “はい、持ってます”を選択します。こちらはM5アームバンドデバイスを既にお持ち頂いてる事を意味し
ます。 
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4. 基本情報を画面に従い入力し、アカウントのパスワードを作成します。 

5. フィットネスの数値を入力します。最大心拍数をご存
知の場合は、こちらに入力します。わからなければ、
モーフィアスが数値を推定します。また、ご自身の
フィットネスレベルを推測します。- 低、中間、高。無
酸素性閾値のテストを完了している場合は、こちらも
入力します。右側の例をご参照下さい。 
これらの設定は心拍ゾーンの設定時に使用されます。
これらの数字はいつでも”設定”から変更が可能です。 
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B. モーフィアスによる記録 

1. 必須ではありませんが、活動量を正しく設定する事
は正確な日々のストレス負荷をモーフィアスに取り込
む為に重要となります。活動量やカロリー、睡眠デー
タを計測する方法はどのようなデバイスをお持ちか、
使用したいかによりいくつかの方法があります。 

A. ガーミン、またはフィットビットデバイスをお持
ちの場合、ドロップダウンメニューよりガーミ
ン、またはフィットビットを選択します。モーフィ
アスアカウントの設定中に、ブラウザー画面が表
示され、ガーミンまたはフィットビットアカウン
トへのサインインを促されます。モーフィアスに
ガーミンまたはフィットビットのデータへアクセ
スする許可を与える為に、デバイスアカウントの
サインインを完了して下さい。 

B. ガーミンまたは、フィットビットをお持ちでなけ
れば、”Google Fit” (アンドロイド) または “ヘル
スケア” (iOS)のどちらかを選択して下さい。アク
ティビティデータをGoogle Fitまたはアップル ヘ
ルスケアから収集します。 

75以上のフィットネストラッキングアプリとウェアラブル端末が活動データをGoogle Fitやヘルス
ケアへインポートでき、またモーフィアスがそれらのデータへアクセスする権限を与えます 

アップルウォッチはヘルスケアへのみリポートします。アンドロイドギアーはGoogle Fitアプリへリ
ポートします。 

ウェアラブル端末やアクティビティアプリがGoogle fitまたはアップルヘルスと互換性があるかに
ついてのご質問は各端末またはアクティビティアプリのウェブサイトで確認して下さい。 

C. もし活動量を記録したくない場合は、ドロップダウンメニューから”なし”を選択して下さい。活動量
のデータはリカバリースコアの獲得には必要ではありませんが、モーフィアスがより多くの情報を取
り入れる事で、より正確にリカバリーを計測したり、日毎のトレーニングゾーンのガイダンスを提供
することができます。 

2. 睡眠データは上記で言及したデバイスにて記録することができます。もしデバイスをお持ちでなけれ
ば、アップルヘルスケアとGoogle Fitが携帯のセンサーから記録する事が可能です。iOS端末であれ
ば、ヘルスケア内の睡眠機能により自動的に記録します。また、Sleep Cycleアプリでも記録し、デー
タをヘルスケアまたはGoogle Fitへ送り、モーフィアスもこのデータから記録します。 
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アンドロイド携帯をお持ちの場合、睡眠記録設定内の”アラーム”に設定し、睡眠記録を取得できます。
毎晩の睡眠時間を計算するのにモーフィアスアプリ内で直接アラームをセットする事が可能です。注意: 
こちらのアラーム機能はiOSデバイスには適応されません。 

携帯電話のタイプにかかわらず、リカバリー計測後に、モーフィアスは睡眠の質やどのぐらい回復したよ
うに感じるかについて質問します。 

モーフィアスM5アームバンドの基本 

A. M5の電源オンとオフ 

サイドボタンを押して、有機ELタッチスクリーンの電源を入れます。 

1. 15秒間操作が行われない場合は、ディスプレイはオフになります。心拍数をモニタリング中は (例：
ワークアウト中、またはHRVテスト中)、オフにはなりません。 

2. ５分間操作が行われない、５分間心拍数をモニタリングされない場合は、M5ユニットは自動的に電源
をオフにします。 

3. M5ユニットをリスタートまたはリセットする場合は、サイドボタンを10秒間長押しします。この操作
は、M5の機械的な問題の最後の解決方法として使用されるべきです。 
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重要: もし第三者団体の記録デバイスをご使用の場
合、活動量、カロリー、または睡眠データが表示さ
れない、またはデータが一致しない事がモーフィア
スアプリ内で起こりえます。ガーミン、フィット
ビット、ヘルスケア、またはGoogle Fitではデータ
のアップデートや送信をリアルタイムでは行わない
為に、遅れが発生する事が原因です。 

手動でのデータのアップデートには、モーフィアス
を閉じて、インポートしたいデータのあるアプリを
開きます。一度アプリがリフレッシュ、アップデー
トされてから、モーフィアスを再開しますと、現在
の記録データが表示されます。 

*良い習慣としては、朝のリカバリーテスト前に睡眠
データが正しいか確認する事です。

サイドボタン



B.  タッチスクリーンとボタン操作 

1.  M5ユニットは、有機ELタッチスクリーンとサイドに一つのボタンが付いてます。 
2. タッチスクリーン操作は他の機能へ変更する際に使用します。(例: デジタル時計画面からトレーニング

画面への変更) 携帯電話のようにスワイプする必要はありません、スクリーンをタップするだけです。 
3. サイドボタンでの操作は、”決定”ボタンとして各機能で使用します。(例: デジタル時計画面の12時間表

記から24時間表記への変更) 
4. 5つの画面インターフェースが下に表示されています。 

5. それぞれのインターフェースの機能に関する詳細はこちらのマニュアル内にて説明いたします。 

C.  M5の装着 

A. モーフィアスM5は、下記のガイドラインで説明するように装着して下さい。センサーは前腕の内側また
は上に位置するようにします。M5は腕の動きや血流を阻害しない程度に、動かないようにピッタリとな
るように装着します。 

B. M3チェストストラップをM5に接続して装着する場合は、M3が心拍数を計測するデバイスとなり、M5
はリアルタイムの心拍数を表示します。このような方法で使用する場合は、M5は腕時計をする位置に装
着すると簡単に見る事が出来ます。 

a. 注意: M3とM5の同時使用に関する詳細は、セクションHをご覧下さい。 
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D. デジタル時計インターフェース 

M5は時計のように一日中装着する目的では作られていません
が、デジタル時計のインターフェースを搭載しております。時
間は、デバイスとモーフィアス携帯アプリがペアになった際
に、自動的に携帯電話の時間と同期します。 

サイドボタンを押し、デジタル時計画面から時間ディスプレ
イ画面へ移ります。こちらの画面から12時間表記か、24時間
表記か選択します。タッチスクリーンにてお好きな方を選択
します。 

毎日のモーフィアスリカバリーテスト: 

1. モーフィアスアプリを開きます。 

2. M5を腕に装着し、サイドボタンから電源をオンに入れます。 

3. タッチスクリーンにてトグルしテスト画面へ、サイドボタンを押して決定し
ます。 

4. M5が心拍のシグナルをサーチ中は、自然に呼吸し、リラックスします。 

5. 一度心拍数を確認した場合は、M5のスクリーンより確認できます。 

6. 記録画面の真ん中のリカバリーテストを押します。 

7. “接続”を押します。M5とモーフィアスアプリを
ペアにする為にM5 xxxxx (ID#はM5の裏面に記
載されています) を選択します。(注: 初回のみ) 

8. “スタート”を押します。心拍数が一度安定した
ら、自動的に2分30秒のテストが開始します。 

9. テストが完了するまでは、出来る限りじっとして
自然に呼吸をします。 
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10. テストが完了したら、リカバリーの質問に指でスライドしてスケールを選択し、回答します。 

11. “リカバリーを計算“を押します。モーフィアスが全ての数値を分析し、その日のあなたの回復度合いを
%スコアで提供します。 

12. リカバリーテストが完了後、M5のスクリーンにはチェックマークが表示されその日の心拍ゾーンの設
定が完了した事を意味します。 

13. M5のサイドボタンを押し、テストモードを終了します。M5のスクリーンは15秒後にオフになります。 
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14. リカバリースコアは全体のどのぐらい回復したかをパーセンテージで記録画面の真ん中に表示されます 

お気づきになると思いますが、リカバリースコアは緑色、こはく色、または赤色で表示されます。これ
らの色は、あなた自身の全体のリカバリーパーセンテージによって変わります (完全回復を100%とし
て)。下記をご覧ください。 

何があなたのリカバリースコアを決定付けるのか? 
モーフィアスのパワーは、とても賢くて使えば使うほどあなたのデータについて学習出来るという事です。
あなたのリカバリースコアを決定付けるのは、いくつかの要因が存在します。 

心拍変動 (HRV)は考えられるリカバリースコアパーセンテージの範囲を設定します。連続10日間の平均
HRVを常に使用し、その他の要素がリカバリースコアを範囲内で上下させます。下記がオーバービューで
す。 

例えば、あなたが10日間の平均HRVから一標準偏差離れれば、リカバリーは65%から80%の範囲となりま
す。他の全ての変数次第で、範囲内のどこに収まるかが決まります。睡眠の量と質は前日のトレーニング
セッション (ワークアウト後のリカバリー調整とワークアウト時間) と共に、とても大きな役割を担いま
す。歩数と主観的疲労度などは小さな役割を担います。HRVの継続的な計測によってHRVへの比重も少し
変化します。最近10日間の内、3回のみのHRV計測の場合、広い範囲のリカバリースコアとなり、より他の
データへの比重が大きくなります。 

HRVは全体のストレスを反映すべきである為、HRVは常にリカバリースコアの一番大きな要素となります
が、他の変数を加える事で、大抵10-20%変化させることができます。HRVが通常でも、前日にとてもハー
ドなトレーニングセッションを行い、睡眠は良くなく、大きな筋肉痛を感じるなどの場合は、80%の範囲ま
で下がってしまいます。もしHRVが平均からかけ離れていても、気分がよく感じれば (HRVが平均からどの
ぐらい離れているかにもよる)、他の変数が良い数値であればリカバリースコアの大きな低下を防ぐことが可
能です。 
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重要: 初めはリカバリースコアは100%と表示されるかもしれません。自身のベースライン構築まで、
モーフィアスは5-7日間の連続使用が必要となります。より多くのデータをモーフィアスが取り込め
ば、モーフィアスはより正確になります。注意して下さい、7-10日間以上に渡りモーフィアスの使用
を中止した場合は、今一度ベースラインの構築が必要となります。 

重要: 通常リカバリーテストは朝に測れるとより良いですし(必須ではありません)、 可能であれば、
カフェインや他の刺激物を摂取する前がいいです。リカバリーテストは寝た状態か座った状態で計測
出来ますが、より正確なリカバリースコアを得る為には毎回同じ姿勢である必要があります。

赤 琥珀 緑
0-40% 41-80% 81-100%



モーフィアスによる記録 

モーフィアスアプリの記録画面よりご自身の睡眠、HRV, 運動、活動量、そしてリカバリーデータを閲覧出
来ます。 

各データの詳細を確認したい場合は、見たい項目の四分割された枠内をタップします。データの概要が
チャートとしてスクリーンの下部に表示されます。チャート内をタップすれば、時間範囲も変更可能です。 

 

運動データは履歴画面が表示出来ます。チャート
画面の履歴のタブをタップしますと、記録済の
ワークアウトがリストで表示されます。 

ワークアウトの全体の概要を閲覧したい場合は、
リストから閲覧したいワークアウトをタップしま
す。リストからワークアウトを削除したい場合は、
左にスワイプし削除を選択します。 
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特定の日の記録データを閲覧したい場合は、閲覧したいデータの四分割枠内をタップし (例えば”睡眠”)、モー
フィアスロゴの下の日付をタップします。 

カレンダーがドロップダウンで表示されますので、閲覧したい日を選択します。 

データが記録された日は下記の様に色が付いて表示されます。 

リカバリーデータは日ごとのリカバリースコアによって緑色、こはく色 (アンバー)、赤色で表示されます。 
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運動 活動量心拍変動 睡眠

重要：モーフィアスは3ヶ月前までのデータを携帯電話内に、それ以上
の履歴はクラウド上に保存します。3ヶ月以上前のデータを閲覧したい
場合は、全ての以前のデータをロードするのに時間が掛かります。 
注意して下さい、3ヶ月以上前のデータを閲覧する場合は、携帯電話と
クラウドのデータを同期し続けるために、インターネットに接続されて
いる必要があります。新しい携帯電話や端末に変更した場合は、モー
フィアスをダウンロードし、ログインしてデータをリストアしてくださ
い。



モーフィアスを使ってのトレーニング 

A. 個別化された日々の心拍数ゾーン 

どの日でもトレーニング前に、その日の個別化された心拍ゾー
ンを閲覧できます。これらのゾーンは動的であり、リカバリー
スコアによって毎日調整されます。 

ゾーンの確認方法は、記録画面より運動の四分割枠をタップ
し、ゾーンと書かれたタブをタップします。 

それぞれのゾーンは心拍数の範囲と共に表示されます。 

ご覧のように、青色はリカバリーゾーン、緑色はコンディショ
ニングゾーン、赤色はオーバーロードゾーンを示します。 

日々のリカバリースコアが日々の心拍数ゾーンを決定します。 

リカバリースコアが低い場合は、その日の３つの心拍ゾーンも
下がります。 

これらのゾーンはリカバリーテスト完了後にM5に設定されます。ゾーンが設定された時に下記のようなスク
リーンがM5に表示され、設定完了をおしらせします。 
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B. モーフィアスアプリをトレーニングに使用 

＊＊モーフィアスの運動機能を使用する際は、Bluetooth互換のあるハートレートストラップをご使
用下さい。 

1. アプリナビゲーション内から運動を選択 

a. 何らかのカーディオワークアウトが中心のトレーニングの場
合は、コンディショニングを選択します。 

b. ストレングストレーニングのみを含むワークアウトの場合
は、ストレングスを選択します。 

c. トレーニングセッションがカーディオとストレングストレー
ニングの両方を含む場合は、ミックスを選択します。 

注意： ストレングスを選択した場合は、心拍ゾーンは表示さ
れませんが、モーフィアスは心拍数は記録しています。ま
た、心拍数やセッション後の自覚的運動強度 (RPE) による
ボリュームと強度の入力によりリカバリーのモニターをサ
ポートします。 

2. ワークアウトタイプを選択後に、スタートを押します。  

3. 使用したいBluetoothハートレートモニター、またはモーフィア
スM3かM5を検出されたデバイスのリストより選択し、OKを
押します。 

4. アプリは心拍モニターに接続し、あなたの心拍数をスクリーン真ん中のゲージ内に表示します。 

5. スタートを押します。 
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重要：モーフィアスM5アー
ムバンドは光学センサーを使
用し心拍数を検出します。全
ての光学センサーのように、
日常的な、周期的な運動中は
とても正確ですが、高強度、
頻に急な方向転換を伴う高速
な動作中は正確性が低下しま
す。私達は、リカバリーセッ
ションのような低-中強度の
トレーニングセッション中は
モーフィアスM5を装着し、
高強度のセッション中はより
高い正確性の為に、モーフィ
アスM3チェストストラップ
を使用する事をお薦めしま
す。



6.  10秒後に、画面下のチャート画面に心拍数のチャートを作成し始めます。画面をトグルし、チャート
ビューとライブ表示 (心拍数を10秒毎の表示ではなくて、継続的に表示します) を切り替える事が可能で
す。 

表示時間の範囲をライブ表示とチャートビューのグラフ内のどこかをタップする事で変更可能です。 

各トレーニングゾーンでの時間を確認したい場合は、ゾーンビューを選択します。 

7. すぐにコンディショニングゾーンが真ん中の心拍ゲージ内に緑色として現れます。 

“ゾーン”ビューと真ん中の心拍ゲージ内両方の心拍ゾーンは青色がリカバリー、緑色がコンディショニン
グ、赤色がオーバーロードとして描かれます。 

 

14



8. ワークアウトを中断または終了したい場合は、青色の中断ボタンを選択する
と、すぐに終了または継続のボタンが表示されます。 

 

9. 終了を押した場合、ワークアウト後のアンケートが現れます。スライ
ダースケールを0-10の間で選択し、質問に答えます。 

ワークアウトの強度 (RPE) を評価する際、10が最も高い強度で、0
が最も低い強度を表します。 
パフォーマンスを評価する際、0が最も悪いパフォーマンスで、10が
最も良いパフォーマンスを表します。 

10. アンケートが完了したら、送信を押します。 

11. 結果画面よりワークアウト
の概要を確認する事ができま
す。各トレーニングゾーンの時
間の見方は、円グラフの見たい
ゾーンの色をタップします。 

また、記録画面に戻り、運動の
四分割枠をクリックし各ゾーン
毎の時間を確認できます。 
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12. ワークアウト完了後、ボリュームと強度によりリカバリースコアが調整されるのをホーム画面 (記録画
面)に戻り確認して下さい。モーフィアスは各ゾーンの時間、セッション合計時間、平均心拍数、RPEを
分析しワークアウト後のリカバリースコアを計算します。 

A. 60分以上続く、とてもチャレ
ンジングなワークアウトはス
コアを10-15%低下させます。 

B. 45-60分続く、中程度なチャ
レンジなワークアウトはスコ
アを5-9%低下させます。 

C. 30-45分続く、リカバリー中
心のトレーニングは回復を促
進し、スコアを３－6％上昇さ
せます。 

モーフィアスアプリに接続せず、M3チェストストラップでトレーニング 

M3チェストストラップは13時間以上の内蔵メモリーを搭載し、事実上何のカーディオマシーンにも接続す
ることも可能です(例: トレッドミル、バイク、エリプティカル、ローイングマシーン、など）。また、
ANT+ またはアナログワークアウトウォッチにも接続可能です(例：ガーミン、スント、ポラール、など)。
これらは携帯電話無しでトレーニングする事を可能にし、トレーニング時の心拍数データをモーフィアスア
プリにトレーニングセッション後にアップロードする事ができます。 

トランスミッターがしっかりと付いているM3を装着後すぐに、記録を開始します。 

トレーニングセッションをプラン通りに実施し、セッション終了時、記録した心拍数データをモーフィアス
にアップロードする方法は２つあります: 

1. 心拍ストラップを取り外さず、携帯電話のモーフィアスアプリを開き、すぐにデータをアップロード
します。 

2. 真ん中のトランスミッターは取り外さずに心拍ストラップを外します。そして、データをその日の後
になってモーフィアスへアップロードします。 
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注意して下さい: 心拍チェストストラップは電極センサーが少し湿っている時が最も効果的に機能する傾
向があります。最良な方法は、センサーをチェストストラップに取り付ける直前に湿らせるようにしま
す。水または電極ジェルで湿らせます。

注意して下さい: トランスミッターをチェストストラップより外しますと、心拍数データの送信は中断さ
れます。その為、M3によるデータの記録も中断します。M3の電池寿命を保つ為に、使用しない時はト
ランスミッターをしっかりと外して下さい。



ワークアウトデータをモーフィアスへ送信する準備ができましたら、トランスミッターがしっかりとスト
ラップに取り付けられてるのを確認し、M3チェストストラップを装着します。 

1. モーフィアスアプリを開き、画面下にある運動のアイコンをタッチします。 
2. スクリーン真ん中の同期アイコンをタッチします。 
3. そしてアプリがM3に接続されます。（既に装着されている必要があるのはこの為です。) 
4. M3トランスミッターに現在保存されているワークアウトのリストを確認できます。 
5. アップロードしたいワークアウトの左側のボックスをタッチします。ワークアウト詳細の画面が現

れます。 

6. 完了したワークアウトのトレーニングタイプをアイコンをタッチして選択します。(ストレングス、
カーディオ、またはミックス） 

7. ワークアウトの心拍数グラフを確認できます。グラフの下には、正確な時間を入力出来るトグル
バーがあります。ワークアウトの開始時間と/または終了時間を変更可能です。 
A. M3の記録開始はトランスミッターの付いているチェストストラップを装着した時で、トラン

スミッターを外した時にストップする事を忘れないでください。例：ワークアウト開始前に
M3を５分間装着し、ワークアウト終了の5分後に外した場合、正確な時間をトグルバーを使い
右か左に動かして前後の5分を編集します。 

8. スライダースケールを0から10のどこかに動かして2つの質問に答えます。 
A. ワークアウトの強度 (RPE)を評価する際、10が最も高い強度で、0が最も低い強度を表します。 
B. パフォーマンスを評価する際、0が最も悪いパフォーマンスで、10が最も良いパフォーマンス

を表します。 

9. インポートをタッチします。 

10.M3からモーフィアスアプリにまだアップロードしていないワークアウトデータを全て削除するか質
問をされます。もし他にアップロードするワークアウトが無ければ、はいを選択しM3のメモリーに
余裕を持たせます。 
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11.データのインポートが完了しましたら、OKか結果を見るのどちらかを押します。 

 

12.モーフィアスが数字を分
析し、リカバリースコア
を再計算します。その際
には、トレーニング継続
時間と強度によって、リ
カバリースコアをプラス 
(+)またはマイナス (-) の
マークと共に表します。 
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M5アームバンドストラップでのトレーニング 

A. 運動機能 

光学な心拍数モニターテクノロジーは大抵最良な使用者の推定心拍数を提供しますが、テクノロジーには
制限が存在します。この制限が、使用者の身体的特徴、デバイスの装着具合、アクティビティーのタイプ
や強度などのある特定の条件下では、不正確な心拍数の読み込みに起因します。高強度アクティビティー
中や腕の高速な動きを伴う運動、または腕を高速で動かすことを伴う高強度アクティビティー中の心拍
数を記録したい場合は、私たちはより正確な記録の為に、M3チェストストラップを装着することをお勧
めします。携帯電話のモーフィアスアプリに接続せずにリアルタイムの心拍数を確認したい場合は、M3
チェストストラップをM5アームバンドへ接続可能です。 

 注意: M3のM5への接続方法の詳細に付いては、下記の#3と#4をご参照下さい。 

運動インターフェースの表示の仕方は、運動インターフェースが現れ
るまでスクリーンをタップし続けて下さい。この画面はM5を使用し
てのトレーニングや、M5をANT+チェストストラップに接続しての
トレーニングまたはM5のみでのトレーニングの際にこちらの画面へ
進みます。 

1. 運動画面からサイドボタンを押すと、下記の様な画面が表示されます。まず始めに、心拍数トレーニン
グの為にM5を直接使用するのか、またはANT+チェストストラップをM5に接続してトレーニングする
のかを決定します。 

2. 選択されたオプションは白色ハイライトで表示されます。M5を心拍検出に使用する場合は、M5が白色
ハイライトで表示されてるのを確認して、サイドボタンを押して決定します。 

3. ANT+チェストストラップをM5に接続する際は、スクリーンのANT+DEVICEを押します。FIND 
DEVICE 画面が表示され、近くの互換性のあるANT+デバイスを探します。この時に、デバイスの電源
が入っていて、装着されていることを確認して下さい。 

4. M5が互換性のあるデバイスを見つけた際に、ID番号が白色ハイライトで表示されスクリーンに現れま
す。サイドボタンを押して確定して下さい。 
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5. 心拍モニターデバイスを確定したら、トレーニングの開始です。下記の様なワークアウトタイプのスク
リーンが現れます。カーディオ、ミックス、またはストレングスをタッチスクリーンをトグルし選びま
す。サイドボタンを押してトレーニングタイプを確定します。 

6. サイドボタンを押してワークアウトタイプを確定したら、M5が上記の手順4番でペアリングしたデバイ
スまたはM5自身により心拍シグナルを検出します。 

7. リアルタイムの心拍数は３つの心拍ゾーンのうちの、その時々の心拍数のゾーンの色で表示されます。
左上にゾーン内の合計時間が表示されます。右上には接続の種類 (ANTまたはBLE)とシグナルの強さが
表示されます。また、M5の電池寿命のインジケーターのアイコンも表示されます。 
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３０秒間の内に心拍数を検
出出来ない場合は、こちら
のスクリーンが表示されま
す。タッチスクリーンを
タップしてもう一度検出す
る必要があるかもしれませ
ん。

カーディオまたは、ミック
スワークアウトタイプを選
択し、心拍数を検出に成功
すれば、リアルタイムの心
拍数がゾーンの色で表示さ
れます。

ストレングスのワークア
ウトタイプを選択し、心
拍数の検出に成功して
も、心拍ゾーンによって
表示されませんので、白
字で心拍数は表示されま
す。



8. 接続している種類のデバイスのタイプがスクリーンに表示されます。(ANT+、ブルートゥース、または
接続なし) 
a. M5はANT+またはBLEを互換性のあるアプリ(モーフィアスや他の心拍トレーニングアプリ)、ある

いはデバイス (特定のカーディオマシン) に送信可能です。 
b. M5はANT+ 心拍シグナルを送る事の可能なデバイス (例: M3チェストストラップ)から受信すること

ができます。 
c. M5がBLEによって接続されている場合は (例：モバイルアプリまたは、フィットネスウォッチ)、ワー

クアウト後のアップロードの為の、データは記録されないので注意して下さい。ワークアウトデー
タはANT+にて接続されてる時、または何も接続されていない時のみに記録されます。 

d. M5スクリーンにどの接続タイプに接続中か確認する事が出来ます。 
　　　　　外部接続なし　　　　　　　　　ブルートゥース　　　　　　　　　　ANT+ 

　　　　M5がデータを記録　　　　　M5はデータを記録しません　　　　M5がデータを記録 

9. “各ゾーンの時間”や”合計時間”を確認したい時は、タッチスクリーンをタップしていつでも変更し、確認
する事が可能です。 

10. ワークアウトを終了するには、サイドボタンを押します。下記のようなスクリーンが表示されます。本
当に終了して良い場合は、END WORKOUT が白色ハイライトになっているのを確認し、サイドボタ
ンを押します。ワークアウトを継続したい場合は、スクリーンの RETURN をタッチし、サイドボタン
を押して確定します。 

e.  M5がライブトレーニングの為にモーフィアスアプリに接続されていれば、モーフィアスアプリに
てワークアウトを中断する事ができ、M5のワークアウトも中断されます。アプリ内のデータの
み保存されます。 

f.   M5がライブトレーニングの為にモーフィアスアプリに接続されていなければ  (また、ブルー
トゥースによって他の何にも接続されていない状態)、M5でワークアウトを終了する事ができ、
データは後でアプリに同期されます。 

11. ワークアウトを終了したいのを確認しましたら、合計のトレーニング時間を確認できます。タッチスク
リーンをトグルして各ゾーン内でのトレーニング時間を確認することもできます。 
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B. 保存したワークアウトをモーフィアスアプリへ同期 

1. M5は10時間以上のメモリーを内蔵しています。その為、携帯電話でのモーフィアスアプリへの接続を
せずにトレーニングができ、ワークアウト後にトレーニングデータをアップロードする事が可能です。 

2. M5が記録できるのは、何にも接続されていない時または、ANT+デバイスへ接続されている時のみ、で
あることを覚えておいて下さい。 

3. ワークアウトを終了することを確認後、タッチスクリーンを使い Sync スクリーンへ行きます。 

4. M5をオンにし、モーフィアスアプリを開きます。サイドボタンを押して同期を開始します。 

5. モーフィアスアプリがブルートゥースを介してM5に接続します。 

6. モーフィアスアプリを使用し、保存したワークアウトをM5からアプリへ移します。こちらのプロセス
は、マニュアル内で既に説明したM3からモーフィアスアプリへの保存済ワークアウトの移転プロセスと
似ています。 

7. M5からモーフィアスアプリへのデータの移転後、今後のデータ保存のスペース確保の為に、ワークアウ
トデータをM5から削除して頂けます。削除方法は、タッチスクリーンをトグルしトレーニング概要 
(Training Summary) スクリーンを表示します。サイドボタンを押します。タッチスクリーンをトグ
ルし Clear History (履歴の削除) スクリーンを表示します。選択してる項目 Yes が白色ハイライトに
なってることを確認し、サイドボタンを押します。 
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睡眠とモーフィアス 

毎日のリカバリースコアを得る為には必須ではありませんが、モーフィアスの睡眠機能は疲労度、栄養状
態、やアルコール摂取量などのメトリクスを記録するのを助ける為、お勧めします。 
リカバリースコアと日々のトレーニング心拍ゾーンの正確性を向上させるのを手助けします。Androidデバ
イスをお使いの場合、モーフィアスのアラーム機能を使用し、睡眠時間を推測するのを手助けします。 

1. 画面下のナビゲーションメニューから、睡眠を選択します。 

2. スライド式スケールを使用し就寝時アンケートの質問に回答し
ます。 

3. 栄養状態を評価する際、1がとても悪く、5は最もよい状態を表
します。疲労度は、1が疲労していない状態で、5が最も疲労し
ている状態です。 

4. 送信を押します。 

Android端末のみ 
5. 一度送信を押したら、アラームを設定できます。 

6. 睡眠機能はスクリーンを上にスライドしいつでも中止する事が
出来ます。これは、アラームが鳴るのを防ぐ事が出来ます。 

7. 起床時の質問時に、睡眠検出としてアラームをセットしてから
アラームを止めるまでの合計時間が表示されます。スライドバー
を使用し、調節可能です。 

毎日のトレーニングとリカバリーへのモーフィアスを使用しての戦略 

みなさんが目指している結果に辿り着けないのには１つの大きな理由があります。それは、正しいトレーニ
ング強度を毎日選択するのは簡単なことではないということです。本当に我々がすることができる、するべ
きボリュームと強度よりも、もっと多くのボリュームで、もっと高強度のトレーニングをする事ができると
思うことは人として自然の事です。 
高すぎる強度のトレーニングを長期間行えば、良くてもフラストレーションの溜まったプラトーにぶつか
り、最悪の場合疲労困憊になり、オーバートレーンングに陥ります。 
一方、低すぎる強度では、一貫した発達は望めません。このようなことが起こった場合、多くの場合我々は
直感的により多くのトレーニングをして解決しようとします。もちろん少なくとも少しの間は効果がありま
すが、遅かれ早かれ、我々はやり過ぎてしまうまで、より多くより多くと続けるようになります。 
このようなフィットネスローラーコースターを避け、長期間の、持続出来る結果を叶えるには、強度と日常
のストレス、そして回復の適切なバランスを突くのが鍵となります。モーフィアスは全ての重要な情報 (ト
レーニング、睡眠、活動量、心拍変動, またはあなたがどう感じるのか) の分析により, 日々のリカバリース
コアと個別化されたトレーニングゾーンにより適切な強度をあなたへ提供し、あなたが正確にトレーニング
を行うことを手助けするためにデザインされています。 
ここからは、トレーニングと回復の適切なバランス点を突くための３つのガイドラインをフォローしてもら
います。 
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1. 多くの時をリカバリースコアの80%以上をキープするように努める 

A. 強度管理の一番重要な要素は、慢性的な回復不足になることを避けることです。その一番の方法
は、常にリカバリースコアを80%以上にキープする事を確実にします。 

B. 頻繁にこのレベルより下がることがある場合 (多くて週１か２回以上)、何が原因か評価する必
要があり、またストレスを減らし回復を向上させる必要なステップを踏む必要があります。 

2. リカバリースコアが80%より下であれば、オーバーロードゾーンでのトレーニングは
避ける 

A. リカバリースコアが80%より下に下がった時は、体がス
トレス下にあるというサインであり、リカバリーがまだ
必要である状況です。これは、全てのトレーニングを避
けるべきであるという意味ではありませんが、この状況
下でさらに多くの強度を追加することは更にリカバリー
を遅らせます。 

B. モーフィアスを使う事で、個別化された心拍ゾーンによ
り、さらに高強度になるのを避けるのを容易にします。
あなたの回復が80%より下であれば、赤色のゾーン 
(オーバーロード)でのトレーニングを避けるのが最良で
す。また、ウエイトを挙げるのであれば、ウエイトの重
さは1RMの90%以下を維持する必要があります 

C. リカバリーゾーンでの20-30分のカーディオワークアウト
は実際あなたのリアバリースコアを上昇させることを覚え
ておいて下さい。 

3. リカバリースコアが60%より下に下がった場合は、休息と回復に集中 

A. いつでも60%より下にリカバリースコアが下がった時は、より積極的に、出来る限り早く、通常の値ま
で上昇させるようにする事が重要です。もし40%まで下がってしまった場合は、リカバリースコアは赤
色で表示され、あなたの体がどんどん疲れが溜まっている事を警告します。 

B. 目的はリカバリースコアが60%より下がるのを防ぐ事ではありますが、ご存知のようにそれは起こって
しまいます。良くない睡眠、慢性的なメンタルストレス、過度なトレーニング、過度の飲酒など、これ
らは直ちにリカバリーを妨害するようになり、リカバリーテスト後の心拍変動にも影響を与えます 

C. このような事が起きた時の、最良な戦略はリカバリーを何が何でも戻す事に集中する事です。追加の睡
眠を取ったり、回復を促す為に青色ゾーンの真ん中よりゾーン内の高いポイントでトレーニングをした
り、低回復の原因であろう他のストレスを減らしたり、取り除いたりする事に働きかけます。青色ゾー
ンの低い範囲に少ない時間だけ居られると良いです。慢性的な回復不足な状態にスタックしてしまう事
は、オーバートレーニングや疲労や怪我の確実なレシピとなります。これらはあまりにも頻繁に起きて
いて、人々が最終的に彼らのゴールに到達できない１つの大きな理由です。 
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注意して下さい: 時々の完全な休息日を1日か二日取ることは, 実際にはリカバ
リースコアを下げます。しばしば何もしないよりかは何かをした方がいいです、
その何かは積極的休養にフォーカスする事です。



リカバリースコアが大きな範囲で下がる大きな原因は、心拍変動 (HRV) の著しい急上昇や急下降です。(連
続10日間の平均HRVスコアと比較して). リカバリースコアが急降下する次の大きな原因は、多くの時間を
オーバーロードゾーン (赤色) でトレーニングする事に比例します。 

それぞれの日のリカバリースコアとHRVにおいて適応可能な明確なリカバリー戦略があります。下記をご覧
ください。 

リカバリーテスト後、リカバリースコアが60%以下であれば、画面の右上のHRVの四分割枠をクリックし
ます。HRVが前日や平均値 (白線) と比べて急上昇や急降下をしていないかチェックします。リカバリース
コアが低く、HRVが急上昇したケースとリカバリースコアが低く、HRVが急降下したケースによって異なっ
たリカバリー戦略を利用します。 
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HRVが上昇し、低いリカバリー%

リカバリーテクニック 目的 プロトコール

積極的回復トレーニン
グ

•心肺機能と筋肉や脳へ
の血流の上昇により回
復における有酸素代謝
のスピードアップ

•30分間以内の自転車、
ジョギング、水泳、自体
重エクササイズなどの
多様な低負荷アクティ

ビティ


•心拍数はリカバリー
ゾーン内

集中的なディープティ
シューセラピー

•フィジカルコンタクト
による中枢神経への固
有受容器入力の上昇に
より、神経系の変化へ

の影響

•ディープティシュー
ワーク＝強レベルな刺

激

冷水浴

•運動後の使用で、疲労
度と筋肉痛の低減


•交感神経反応の生産


•トレーニングからの炎
症の低減

•トレーニングセッショ
ン後に利用、特に高温
下でのトレーニング


•交感神経の刺激として
ワークアウトの間に


•大抵のプロトコールで
は、1-3分の冷水を2-5

回繰り返す

サウナ

•深部体温の上昇


•サウナ使用時の交感神
経の上昇、使用後の副
交感神経の上昇


•代謝プロセスの促進

•高温 = 大きなストレス
反応


•5-10分、1-3回


•2-3分の温水でのすすぎ
により終了

交代セラピー (ホット/
コールド)

•中程度のストレスで交
感神経系への刺激

•ホットとコールドの大
きな温度の差が効果を
向上させる。


•2か3対1のホット/コー
ルドの割合で、2-4回の
繰り返しが一般的なガ
イドライン
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HRVが低下し、低いリカバリー%

リカバリーテクニック 目的 プロトコール

積極的回復トレーニン
グ

•心肺機能と筋肉や脳へ
の血流の上昇により回
復における有酸素代謝
のスピードアップ

•30分間以内の自転車、
ジョギング、水泳、自体
重エクササイズなどの
多様な低負荷アクティ

ビティ


•心拍数はリカバリー
ゾーン内

軟部組織セラピー

•フィジカルコンタクト
による中枢神経への固
有受容器入力の上昇に
より、神経系の変化へ

の影響

•副交感神経の為、低強
度のリラックスしたテ
クニックが使用される

べき

温水療法

•温水のリラックス効果
により副交感神経を上

昇させる


•刺激は体全体の浸水と
静水圧により変化する

•リサーチによると約39
度で交感神経機能が低

下する


•時間は大抵5-25分

深水フローティング/軽
めの水泳

•重力のインパクトの減
少により交感神経駆動

を低減


•血液循環の促進

•最低で3メートルの深
さ


•浮力を増す為にサポー
トを使って、10-20分の
フローティング


•往復での水泳

メンタルリラクゼー
ション + 呼吸法

•交感神経トーンの減少
と副交感神経の上昇


•心理状態の向上

•理想的には、暗く、静
かな環境で行われるべ
き


•音楽、呼吸、バイオ
フィードバック、瞑想テ
クニークなど



ヘルプ 

A. トラブルシューティング 

1. 心拍数が見つからない場合 
A. 腕に付いているM5または胸に付いているM3を再調整します。本マニュアル内のセクションD: 

腕の位置のガイドラインをご参照下さい。 
B. 布でデバイスの裏のLEDセンサーを綺麗にして下さい。 
C. チェストストラップはより良いコネクションの為に、湿っている必要があります。水または伝導

ジェルで電極を湿らせて下さい。 

2. M5またはM3がモーフィアスアプリに接続されません 
A. 携帯電話のブルートゥースを一度オフにし、オンにまた戻します。 
B. M5はモーフィアスアプリを使用するのに正しいモードになっていることを確認して下さい。 
C. M5をフル充電 

3. モーフィアスアプリへデータを移行できない 
A. モーフィアスアプリは最新のバージョンへアップデートされてる事を確認して下さい。 
B. M3: そのデバイスをワークアウト時に使用していたか確認して下さい。 
C. M5: モーフィアスアプリの同期アイコンを押す前に Sync モードであるか確認して下さい。ま

た携帯電話のブルートゥースがオンになっていることも確認して下さい。 

4. 心拍数が不正確に表示されます 
A. M5は光学センサー使用します。正確性は休息中と周期的な動きのトレーニング時はとても高い

ですが、高強度エクササイズや素早い方向転換を伴う動きのトレーニング時は正確性は低下しま
す。必要であれば、M3やANT+チェストストラップとペアリングすることで正確性が向上しま
す。 

B. 腕でのM5を再調整します。M5は腕の動きや血流を阻害しない程度に、動かないようにピッタ
リとなるように装着します。 

B. メインテナンス 

1. 定期的なM5のお手入れ、特にエクササイズ中に汗をかいた後や、ソープや洗剤などの物質がデバイ
スのセンサー側に触れた時に。 

2. 家庭用洗浄剤でM5を洗わないで下さい。水または合成洗剤を使用して下さい。濯ぎを充分にし、柔
らかいタオルや布で拭いてください。 

3. M5有機LEタッチスクリーンと裏側のLEDセンサーを傷つけいないようにして下さい。涼しく、乾燥
した環境でM5を保存・管理して下さい。 

4. M3の電池寿命を保つ為に、トレーニング時以外はM3トランスミッターはチェストストラップから
外して下さい。 
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C. M5のバンド交換 

M5はクイックリリーススプリングピンの付いた22mmの織物ナイロン製のスポーツループストラップが付
いています。バンドの長さは全長約9.65インチで手首/腕の太さ155mm-215mmにフィットします。 

バンドの交換を希望の場合は、22mmのバンドで最低でも購入時に同封されたバンドの大きさのサイズのバ
ンドでの交換が必要です。 

類似したタイプの交換用バンドは、インターネットのオンラインショップなどで販売されています。弊社で
検索を行った結果、下記のような商品のリンクを発見いたしました。あくまでも例の一部となりますので、
互換性の詳細については、ご購入者ご自身でご確認いただけますようお願いいたします。 

例１のリンク     例２のリンク 

D. バグの報告とサポートチケット 

もしモーフィアスを使用中に問題に直面したら、私たちがお手伝いします。バグや質問、機能についてのリ
クエスト、またはフィードバッグの送信方法は２つあります。 

1. インスタバグ報告: モーフィアスは”インスタバグ”と呼ばれ
る問題の報告やフィードバックの提供などができる強力
な報告ツールと共にあります。 

インスタバグを作動させるには、モーフィアスの画面内の
どこからでも二本指で右から左へスワイプします。”ヘルプ
が必要ですか?”と表示されたボックスが現れ、問題の報告
やフィードバックや改善の提案などをして頂けます。 

インスタバグはアプリ内で直面するバグや何らかの技術的
問題を我々に知らせる最良な方法です。問題を送信後、イ
ンスタバグは、問題の原因を確認するのに必要な技術的情
報を我々に提供してくれます。その為、私達は問題や故障
などをすぐに解決する事が可能です。また、アプリのアッ
プデートもより早く、より簡単にする事が可能となります
ので、是非こちらの方法にて問題などをご連絡下さい。 

2. サポートチケット: 一般的なご質問、機能についてのリク
エスト、またはお問い合わせはメインのナビゲーション
メニューよりサポートチケットシステムをご利用になれれ
ます。 

ナビゲーションメニューを開き、サポートを押します。サ
ポートチケットを送信する為のフォームが表示されます。お名前とメールアドレスが記入されている事を
確認して下さい。出来る限り素早くご返信致します。こちらのサポートチケットシステムへはウェブから
もこちらをクリックしてアクセス可能です。
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https://amzn.to/34fUdfd
https://amzn.to/36klWxm
https://kinetikos.jp/contact

