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Application
Scenario

LSD/長距離サイクリング

有酸素テンポ –ランニング/サイクリング

無酸素テンポ-ランニング/サイクリング

フリートレーニング

Training Race

(有酸素トレーニング効果)

(無酸素トレーニング効果)

(有酸素 & 無酸素トレーニング効果)

(有酸素トレーニング効果)

レーシング

(スタミナ、有酸素 & 無酸素エネルギー表示)

（パーソナルモード）（コーチモード / パーソナルモード）
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コーチモード

ワークアウトタイプを選択するために開始を

タップします。

2 GoMore Liteに接続します。

パーソナルモード

3 ゴール（目標）を設定します。

2

Application
Scenario

2

1

3



4 ゴールを選択して、音声フィードバックを設定する

a パーソナルモード – フリートレーニング/レーシング
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（注：音声フィードバックはランニング利用時のみ。

屋外ランでは1km毎、屋内ランでは5分毎に音声通知）

Application
Scenario

フリートレーニング:このモードは、自分のプログラムで

トレーニングしているか、特定のトレーニングを受けて

いないユーザーに適しています。

レーシング:このモードは、レース中に効果的なスタミナ

管理を行いたいユーザに適しています。
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4

あなたのワークアウトカテゴリーと個々のエクササイズが

あなたのフィットネスを高める上でどれほど効果的である

かに基づいて、GoMoreはあなたが望むトレーニング効果を

達成するのに必要な時間予測とガイダンスを提供します。

b コーチモード - LSD/有酸素テンポ/無酸素テンポ

Application
Scenario

(注意)
A. あなたのスタミナが低い場合、オーバートレーニングを避ける

ために休息を取るようにしてください
B. 3回の野外ワークアウトの実施後、分析が最適化されます

ゴールを選択して、音声フィードバックを設定する

トレーニング効果は、あなたのフィットネスと個人の身体

状況による決定に各ワークアウトがどのように影響するか

評価することで、あなたのワークアウトを正常化します。



a パーソナルモード – フリートレーニング for Running

5 ワークアウトを開始する
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Application
Scenario

個々のワークアウトを効果的に行うことで、有酸素または無酸素の能力が強化されます。



a

5

6

パーソナルモード – フリートレーニング for Cycling

Application
Scenario

個々のワークアウトを効果的に行うことで、有酸素または無酸素の能力が強化されます。

ワークアウトを開始する



a

7

5
Application

Scenario パーソナルモード – レーシング for Running

ストレスと疲労状態に基づいて、効果的なスタミナ管理をリアルタイムでサポートします。

ワークアウトを開始する
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a

5
Application

Scenario パーソナルモード – レーシング for Cycling

ストレスと疲労状態に基づいて、効果的なスタミナ管理をリアルタイムでサポートします。

ワークアウトを開始する



b コーチモード - LSD, 有酸素テンポ, 無酸素テンポ
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5
Application

Scenario

P.1 P.2
(ランニング選択時画面)

1. 目標心拍ゾーンのアドバイス表示

2. 現在の心拍数の表示

1. ステージごとのゴールの紹介

2. 目標達成までの残り時間の予測

3. 左右ボタンで各ステージのゴールをプレビュー

1. ターゲットとなるトレーニング効果の表示

2. トレーニング効果の累積表示

P.2
(サイクリング選択時画面)

ワークアウトを開始する



b コーチモード - LSD【各トレーニングステージの心拍ゾーン：Warm-up(1)、Intensity(2)、Cool-down(1)】

このワークアウトは、基本的な持久力を伸ばすことができます。

10

5
Application

Scenario

ワークアウトを開始する
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b
このワークアウトは、基本的な持久力を伸ばすことができます。

5
Application

Scenario
コーチモード –長距離サイクリング

【各トレーニングステージの心拍ゾーン：Warm-up(1)、Intensity(2)、Cool-down(1)】

ワークアウトを開始する



5
Application

Scenario b
このワークアウトは、持久力を伸ばすことができます。

コーチモード - 有酸素テンポラン

【各トレーニングステージの心拍ゾーン：Warm-up(1+2)、Intensity(3+2)、Cool-down(1)】

12

ワークアウトを開始する
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5
Application

Scenario b
このワークアウトは、持久力を伸ばすことができます。

コーチモード - 有酸素テンポサイクリング

【各トレーニングステージの心拍ゾーン：Warm-up(1+2)、Intensity(3+2)、Cool-down(1)】

ワークアウトを開始する
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5
Application

Scenario b コーチモード – 無酸素テンポラン

【各トレーニングステージの心拍ゾーン：Warm-up(1+2)、Intensity(3+5+3)、Cool-down(1)】

ワークアウトを開始する

このワークアウトは、閾値速度のスピードと閾値速度での疲労抵抗を向上させることができます。
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5
Application

Scenario b
このワークアウトは、機能的体力閾値（FTP）を向上させることができます。

コーチモード - 無酸素テンポサイクリング

【各トレーニングステージの心拍ゾーン：Warm-up(1+2)、Intensity(3+5+3)、Cool-down(1)】

ワークアウトを開始する



a パーソナルモード – フリートレーニング

有酸素／無酸素トレーニングの効果を表示します。

6

16

b コーチモード

目標を達成できたか、望ましいトレーニング効果を
得たかを表示します。

ワークアウトを終了する

Application
Scenario



有酸素トレーニング効果

無酸素トレーニング効果

ランニングタイムベスト（予測値）

スタミナ

最大距離（予測値）

有酸素エネルギー表示

無酸素エネルギー表示

スタミナ

回復時間

スタミナレベル

VO2max

乳酸閾値

閾値速度

機能閾値パワー

トレーニングステータス

（予測値）ベストランニングタイム

トレーニング負荷

ワークアウト中 ワークアウト前／後
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The Definition of
GoMore Index



1 ワークアウト中

18

トレーニング効果（有酸素/無酸素）残り時間表示（予測値）
（コーチモードに適します）

・残り時間表示（予測値） ：
現在の強度で運動を継続した場合に、トレーニング目標を
達成するまでの残り時間をリアルタイムで予測しています。

0.0 - 1.9 効果なし
2.0 - 2.9 維持
3.0 - 3.9 改善
4.0 - 4.9 大幅に改善
5.0 - 5.9 オーバートレーニング

The Definition of
GoMore Index

・トレーニング効果：

フィットネスを強化する上で、現在のトレーニングがどの程度効果的

に行われているかについて表示します。トレーニング効果は、ワーク

アウト全体の困難性と長時間のトレーニング蓄積疲労の両方を考慮し

ており、トレーニング目的のタイプ（有酸素／無酸素）に基づいて評

価され、次の5つのカテゴリーに分類されています。
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1 ワークアウト中

スタミナと最大距離（予測値）（レーシングに適します ）

・スタミナ：
どのくらいできるか？どのくらいやるべきか？

スタミナは、どれだけ多くの運動ストレスを抱えられるか、また
そのストレスレベルが、長く強さを維持する能力にどれだけ影響を
与えるかをリアルタイムに測るバロメーターです。
トレーニング効果を上げ、フィットネスを改善するために適切な
量のスタミナを使います。

86 - 100 軽度
61 - 85 良好
41 - 60 中程度
16 - 40 疲労大

0 - 15 オールアウト

・最大距離（予測値）：
現在の強度でトレーニングを継続した場合に、オールアウトする
までに到達できる総距離を予測しています。

The Definition of
GoMore Index
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1
有酸素／無酸素エネルギー表示（レーシングに適します）

・有酸素エネルギー表示 ：
有酸素エネルギー表示バーは、限られたグリコーゲン（炭水化物）レベル
に基づく有酸素強度ゾーンの残量を示しています。遠くに行きたいですか？
ペーシングとグリコーゲン消費をコントロールしながら長距離を走るには
この表示を参照します。

・無酸素エネルギー表示：
無酸素エネルギー表示バーは、乳酸耐性レベルに基づく無酸素
強度ゾーンの残量を示しています。インターバルトレーニング中
に高い運動強度とそれに伴う回復までの長さ（この残量が少なく
なると回復までに時間がかかる）を確認するにはこの表示を参
します。

ワークアウト中
The Definition of

GoMore Index
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2 ワークアウト前／後

スタミナと回復時間

・ スタミナ ：

スタミナは、エクササイズがあなたにリアルタイムでどのように影響しているかを反映して

います。スタミナは、どれだけ多くの運動ストレスを抱えられたか、またそのストレス制限

がいかにあなたの能力をより長くより強くしたのかを示しています。

・回復時間：
回復時間は、現在のトレーニング蓄積疲労レベルからスタミナ値100％に回復するために
必要な推定時間です。この時間は、現在のトレーニング蓄積疲労、最近のトレーニング
履歴および現在のフィットネスレベルに関連します。 この値は、トレーニングストレスと
回復のバランスをとるために行うトレーニングの種類を決定する際に役立ちます。

61-85% スタミナ:レースに参加するほどの回復レベルでないが、トレーニングを再開するレベル

85-100% スタミナ:レースや激しいトレーニングのための完全またはほぼ完全な回復レベル

86 – 100 充分に回復
61 – 85 良好
15 – 60 回復が必要
0 – 15 疲労大、休息が必要

The Definition of
GoMore Index
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2
スタミナレベルとVO2max

・スタミナレベル：

疲労せずに持久的運動を行える能力が潜在的にどのくらいあるのかを

示しています。スタミナレベルは、持久的フィットネスレベルの包括

的な評価をする上で、個々のVO2max、乳酸閾値、運動効率を考慮し

て算出され、次の4つのカテゴリーに分類されています。

0 ~ 30 趣味のレベル
30 ~ 50 愛好家のレベル
50 ~ 70 エリートレベル
70+ プロレベル

・VO2max (単位: ml/kg/min) ：

運動中に体内に取り込まれる酸素の最大量です。VO2maxが

より高いほど、酸素を使う能力が高いことを意味します。

ワークアウト前／後The Definition of
GoMore Index
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2
乳酸閾値、閾値速度とFTP（機能的体力閾値）

・乳酸閾値：

乳酸閾値は、運動困難性の個人ごとのマーカーとなります。運動強度が乳酸閾値を

超えると、より強くストレスを感じます。乳酸閾値は、心拍数と速度のゾーンに関連し

ています。

・閾値速度：

閾値速度は、身体が感じる高強度ストレスの兆候に関連するランニン

グペースです。ランニングを行うと内部的ストレスを感じます。

しかし、この内部的ストレスは直線的に増加するわけではありません。閾値速

度を超えると、内部的ストレス増加の均衡が崩れます。閾値速度を超える

トレーニングでは、フィットネスは改善されますが、高いストレスと疲労をも

たらします。また、閾値速度を超える長時間のワークアウトを行なった後は、

適切な回復のために簡単で強度の低いトレーニングを行い、バランスを取らな

ければなりません。この閾値ペースは、効果的なインターバルトレーニングを

行う際のスタート時のペースとなります。

ワークアウト前／後The Definition of
GoMore Index
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2

・FTP (機能的体力閾値）

FTPは、サイクリストが過度の早期疲労の兆候なく、1時間の潜在的な最高性能

の平均パワー出力です。このレベルを超えると、内部的ストレス増加の均衡が

崩れます。このパワー出力を超えるトレーニングでは、フィットネスは改善さ

れますが、高い水準のストレスと疲労が生じます。

また、このペースを超える長時間のワークアウトを行なった後は、適切な回復

のために簡単で強度の低いトレーニングを行い、バランスを取らなければなり

ません。このパワーは、効果的なインターバルトレーニングを行う際のスター

ト時のパワー出力となります。ランニングや閾値ペースと違い、この値は地形

的な違いによって変化しません。しかし、アップヒルのように低いケイデンス

で高いパワーが要求される場合は、さらなるストレスおよび疲労を引き起こす

可能性があります。

乳酸閾値、閾値速度とFTP（機能的体力閾値）

ワークアウト前／後The Definition of
GoMore Index
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2

・トレーニングステータス：

最近のトレーニング履歴を評価し、現在のスタミナレベルを維持もしくは改善するために

十分なトレーニングストレスを積み重ねているかどうかを判定します。

トレーニング負荷とトレーニングのバランスをより最適化するために、トレーニング負荷

を伴うトレーニング状況を使用します。

進歩:このトレーニングによりスタミナレベルが改善されます。

維持:このトレーニングによるスタミナレベル改善はありません。

退歩:このトレーニングは能率が悪く、スタミナレベルを下げることになります。

トレーニングステータスと（予測値）ランニングタイムベスト

ワークアウト前／後

・（予測値）ランニングタイムベスト：
（予測値）ランニングタイムベストは、疲労のない状態で現在のスタミナレベルで

達成できると予測されるランニングのベストタイムです。これらの時間は、ランニング

中の最適なペーシングおよびスタミナ値に基づいて予測されます。この予測値は、新しい

トレーニングまたは目標を設定する際に役立ちます。

The Definition of
GoMore Index



26

2The Definition of
GoMore Index

0.0-1.9：疲労なし(完全な回復) : 疲労が最も少ない状態; トレーニングストレスは改善のために効果がない

2.0-2.9：軽度の負荷 (よく回復): 軽度の疲労蓄積; 継続的なトレーニングの準備ができている状態

3.0-4.9：最適な負荷: 中程度の累積疲労; フィットネスは改善する可能性がありますが、疲労のバランスを

取るためには構造的な回復や簡単なトレーニングが必要かもしれません

>5.0：過度な負荷:過度な疲労蓄積; トレーニングのストレス軽減や構造的な回復は、 怪我やオーバー

トレーニングを避けるために推奨されています。

トレーニング負荷

ワークアウト前／後

・トレーニング負荷：

トレーニング負荷は、ワークアウト中の体にストレスをかけることと、ワークアウトの間のストレスを

取り除くこと（リカバリー）との間で、あなたの体が現在どこにバランスを取っているかを知ることが

できます。 トレーニング負荷を利用することで、負荷の少ないトレーニングにするか高負荷のトレーニ

ングにするか、また休息日をいつにするかの参考にすることができます。

（グラフのオレンジのバー：その日のトレーニングによって蓄積された疲労の度合い

線グラフの黄色の線 ：以前のトレーニングによって蓄積された疲労の残量）
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安静時心拍数を測定する スタミナ

VO2max

乳酸閾値

閾値速度

FTP（機能的体力閾値）

（予測値）ベストランニングタイム

ワークアウトを始める前に 表示のアンロック

How to Start
GoMore
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Running

2 表示のアンロック

Cycling

スタミナレベル分析を行うための必須条件：

(1) 20分以上で、かつ、1.5km以上の屋外でのランニング

(2) 心拍ゾーン2以上を維持

ワークアウトを始める前に

スタミナレベル分析を行うための必須条件：

(1) 30分以上で、かつ、10km以上の屋外でのサイクリング

(2) 心拍ゾーン2以上を維持

(1) 静かに横になるか座ります。

(2) 3分間の安静時心拍数を測定します。

ケイデンスまたはパワーメーターを接続する必要があります

28

このミッションを終えるには、屋外と屋内ランを選択してください

(注：3回の屋外トレーニングの後に分析を最適化することができます)

（注意：乳酸濃度と機能閾値パワーは心拍ゾーン4を5分間維持する

必要があります）

安静時心拍数を測定する

スタミナレベル、VO2max、乳酸閾値、閾値速度およびFTP(機能的体力閾値)

（注意：乳酸濃度と閾値は、心拍ゾーン4を5分間維持する必要があります）

How to Start
GoMore



3~5kmおよび10kmのあなたのベストパフォーマンスを予測する

ための必須要件：

(1) 3km以上の室外ランニングを行う

(2) 1kmあたり2min30sec〜10minの間でペースを維持

21kmおよび42kmのあなたのベストパフォーマンスを予測するた

めの必須要件：

(1) 10km以上の室外ランニングを行う

(2) 1kmあたり2min30sec〜10minの間でペースを維持

29

【 21,42kmのランニングタイム予測】

【3,5,10kmのランニングタイム予測】

(このミッションを終えるには、屋外と屋内ランを選択してください)

3 5 10 21 42

Time Pace

00:30:00 06:00

Est. Best Running Time

2 表示のアンロック

（予測値）ベストランニングタイム

How to Start
GoMore



サポートする無線接続方法

Bluetooth接続

心拍センサーのトラブルシューティング

互換性

室内ランの距離計算

Bluetooth ご注意

FAQ

30



FAQ

31

1 Bluetooth

サポートする無線接続方法

GoMore lite は ANT+ と Bluetooth 4.0 Smart(BLE)をサポートしています。

Bluetooth接続

(1) 運動を開始する前にセンサーバッテリーを確認してください。

(2) トレーニング中に送信の問題が発生しないように、設定やサードパーティ製のアプリの省電力モードを

終了してください。

(3) システム設定を介して接続するのではなく、GoMore IIアプリ経由でBluetoothに接続してください。

(4) GoMore Liteと接続できる他のAppsを終了してください。
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2 ご注意

心拍センサーのトラブルシューティング

気候：乾いた肌は、寒さによって誤った読み取りと不安定なシグナルを引き起こします。 皮膚の導電性を改善するために、

ストラップの電極側に少量の水を注いだり、肌にローションを塗ったりしてください。

着用：スポーツでの怪我を避けるためにはウォームアップを行います。ウォームアップ時に心拍計を装着すると同時に、伝

導性をよくするために発汗がある状態にします。

メンテナンスと清掃：チェストストラップは消耗品です。手洗いや洗濯と乾燥よって、耐久性を伸ばしてください。

互換性

iOS 10.0 以上、Android 5.0 以上
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2 ご注意

室内ランの距離計算

携帯電話を持ってランニングしてください。GoMoreは室内の走行距離を計算し、より多くの指標を提供します。
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