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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環境における運動活動中に個人を支援するためのロボティック運動トレーニングシステ
ムであって、
　モバイルロボティックプラットフォームと、
　前記モバイルロボティックプラットフォームに結合される光センサのアレイを含み、前
記環境からセンサデータを得るように構成されるセンサモジュールと、
　前記モバイルロボティックプラットフォームを推進するように構成される駆動システム
と、
　前記モバイルロボティックプラットフォームを操向するように構成される操向システム
と、
　前記センサモジュールから前記センサデータを受信し、前記センサデータをエッジデー
タ、色データ、彩度データ、閾値データまたはキーポイントデータの１つに特性化し、特
性化されたデータに基づいて前記駆動システムおよび前記操向システムの一方を制御して
所定の経路をたどるように構成され、前記センサデータが前記環境の表面の変化に関連し
たデータを備える、プロセッサと、
　運動活動中に前記個人の映像データを記録し、前記映像データを前記プロセッサに送信
するように構成されるビデオカメラと、
　個人と関連付けられる電子装置との通信のために構成されるワイヤレス送受信器とを備
え、
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　前記プロセッサが、前記映像データに基づいて前記個人の生理特性を解析するように構
成され、
　前記ワイヤレス送受信器が、前記電子装置から生理センサデータを受信し、生理センサ
データを前記プロセッサに送信するように構成され、かつ、
　前記プロセッサが、前記生理センサデータに基づいて前記駆動システムおよび前記操向
システムの一方を制御するように構成される
システム。
【請求項２】
　環境における運動活動中に個人を支援するためのロボティック運動トレーニングシステ
ムであって、
　モバイルロボティックプラットフォームと、
　前記モバイルロボティックプラットフォームに結合されるセンサのアレイを含み、前記
環境からデータを得るように構成されるセンサモジュールと、
　前記モバイルロボティックプラットフォームを推進するように構成される駆動システム
と、
　前記モバイルロボティックプラットフォームを操向するように構成される操向システム
と、
　前記センサモジュールから前記データを受信し、前記データに基づいて前記駆動システ
ムおよび前記操向システムの一方を制御して所定の経路をたどるように構成され、前記デ
ータが前記環境の表面の変化に関連したデータを備える、プロセッサと、
　運動活動中に前記個人の映像データを記録し、前記映像データを前記プロセッサに送信
するように構成されるビデオカメラと、
　個人と関連付けられる電子装置との通信のために構成されるワイヤレス送受信器とを備
え、
　前記プロセッサが、前記映像データに基づいて前記個人の生理特性を解析するように構
成され、
　前記ワイヤレス送受信器が、前記電子装置から生理センサデータを受信し、生理センサ
データを前記プロセッサに送信するように構成され、かつ、
　前記プロセッサが、前記生理センサデータに基づいて前記駆動システムおよび前記操向
システムの一方を制御するように構成される
システム。
【請求項３】
　前記センサデータが、前記環境におけるトラック上のラインの位置を示すことが可能な
光データを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記プロセッサが、前記生理センサデータとベースライン可能生理データとを比較し、
生理データ比較に応じて前記駆動システムおよび前記操向システムの一方を制御する
ようにさらに構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記電子装置データが、ワークアウトプログラムに従って前記駆動システムおよび前記
操向システムを制御するプログラムされた命令を備える、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記所定の経路が既定の経路である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　入力データを受信し、受信された前記入力データを前記プロセッサに送信するように構
成されるユーザインタフェースをさらに備え、
　前記プロセッサが、前記ユーザインタフェースから受信された前記入力データに基づい
て前記駆動システムおよび前記操向システムの一方を制御するようにさらに構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
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　前記入力データが、ワークアウトプログラムに従って前記駆動システムおよび前記操向
システムを制御するプログラムされた命令を備える、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ユーザインタフェースが前記ロボティック運動トレーニングシステムと統合される
、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　運動活動中に前記個人にワークアウトプログラムについての情報を提供するように構成
される音声フィードバックシステムをさらに備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項１１】
　運動活動中に前記個人にワークアウトプログラムについての情報を提供するように構成
される表示システムをさらに備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項１２】
　音声データを記録し、前記音声データを前記プロセッサに送信して前記システムを制御
するように構成される音声入力システムをさらに備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項１３】
　ロボティック運動トレーニングシステムを使用して環境における運動活動中に個人を支
援する方法であって、
　前記ロボティック運動トレーニングシステムのプロセッサで前記ロボティック運動トレ
ーニングシステムを制御して前記ロボティック運動トレーニングシステムを所定の速度で
移動させることと、
　前記ロボティック運動トレーニングシステムの視覚システムで、前記ロボティック運動
トレーニングシステムが移動し、かつ前記個人が運動活動を行う環境の表面に関連したデ
ータを受信することと、
　前記ロボティック運動トレーニングシステムの前記プロセッサで、受信された表面デー
タとベースライン可能表面特性データを比較することと、
　前記比較に応じて前記ロボティック運動トレーニングシステムの進行方向を調節するこ
とと、
　運動活動中に前記個人の映像データを記録し、前記映像データを前記プロセッサに送信
することと、
　前記映像データに基づいて前記個人の生理特性を解析することと、
　運動活動中に前記個人に結合されたセンサモジュールから前記個人について前記ロボテ
ィック運動トレーニングシステムで生理センサデータを受信することと、
　前記ロボティック運動トレーニングシステムの前記プロセッサで、受信された生理セン
サデータにベースライン可能生理データを比較することと、
　生理データ比較に応じて前記ロボティック運動トレーニングシステムの速度を調節する
ことと、
を含む、方法。
【請求項１４】
　前記プロセッサで前記ロボティック運動トレーニングシステムを制御することが、前記
ロボティック運動トレーニングシステムが所定のレースペースで移動するように模擬レー
スデータを処理することを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ロボティック運動トレーニングシステムが、運動活動中に前記個人にコーチングフ
ィードバックを提供することをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　受信された生理センサデータを受信する前に前記個人についての個人情報を受信するこ
とをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記個人情報が、過去の負傷情報、身長、体重、性別、運動目的、意図される運動環境
、意図される運動時間、および意図されるワークアウト強度の１つを備える、請求項１６
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に記載の方法。
【請求項１８】
　受信された表面データが、前記環境におけるトラック上のラインの位置を示す光データ
である、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は概して、ロボティクスを使用して個人がワークアウトを改善するの
を支援するためのシステムおよび方法に関する。より詳細には、ロボティックシステムお
よび方法は、コーチングツール、伴走、および／またはペース設定システムとして使用さ
れてもよい。
【背景技術】
【０００２】
　運動活動は、健康的な生活様式を維持することにとって重要であり、かつ多くの人々に
とって娯楽の源である。
【０００３】
　運動活動に取り組む個人は、ランニングワークアウト中にペース配分およびコーチング
の役に立つ援助を求めてきた。典型的な方法は、既知の長さの円形トラックを走り、そし
てストップウォッチを利用してインターバルを記録する、またはスピードを計算すること
を含む。レースなどのランニングイベントが、支援によって特定のペースを設定すること
を必要とするとき、他のランナーが、その取組みを援助して、一貫したペースを維持する
ように協力を求められることがある。レース環境では、これらのランナーは、「ラビット
」と呼ばれることがあり、しばしば報酬を受けて、速い開始ペースを確保するためにレー
スの一部分のみを走る。
【０００４】
　より近年には、ランナーは、ワークアウトを追跡およびコーチするのを支援しようと努
めて追加のツールを利用してきた。たとえば、ＧＰＳおよび加速度計ベースの装置が、ス
ピードおよび距離情報を提供するために使用されてもよい。センサを使用して運動活動中
に個人のパフォーマンスについての情報を記録すること、およびいくつかの場合には個人
のパフォーマンスについてのフィードバックを提供することが可能であるフィットネスモ
ニタリング装置も開発されてきた。いくつかのフィットネスモニタリング装置が個人の体
に取り付けられるセンサを利用する一方で、他のフィットネスモニタリング装置は、運動
用具に取り付けられるセンサに依存する。そのようなセンサは、個人の身体活動と関連付
けられる様々な物理的および／または生理学的パラメータを測定することが可能でもよい
。
【０００５】
　運動活動に取り組む個人－またはコーチもしくはファンなどの関心がある観察者－は、
個人のパフォーマンスについての情報を含む、運動活動についての情報を受け取ることを
望んでもよい。しかし、この情報を提供することに関して、現存の運動／フィットネス活
動モニタリング、トレーニングおよびコーチングシステムは、多数の欠点で損なわれる。
多くの現存のシステムは、それらが与えることができるフィードバックまたはコーチング
の量が制限される。他のシステムは活動中にコーチングフィードバックを提供してもよい
が、しかしある意味では、それは、進行中の運動活動自体に集中することからその個人ま
たは関心がある観察者の気をそらす。そして、多くの現存のシステムは、個人が反応すべ
き物理ターゲット、またはトレーニングパートナーの充分な代わりを提供しない。これら
のシステムは、多くの現実世界の運動競争またはトレーニングセッションでモニタするの
に適しない。最後に、現存の運動活動モニタリング、トレーニングおよびコーチングシス
テムは、しばしば個人または関心がある観察者が容易に過去のパフォーマンスを比較する
、将来のパフォーマンスを改善するための戦略を発展させる、またはパフォーマンスを視
覚化することを可能にするであろう迅速で、正確な、洞察に満ちた情報を彼らに提供する
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ことができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／０２５４９３４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１４／０２６６１６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　必要とされるものは、現存のシステムに比べて改善された能力を有し、したがって運動
活動に取り組む個人および他の関心がある観察者に、コーチングフィードバックを通じて
自分のパフォーマンスを改善するより良好なツールを提供する、運動活動トレーニングお
よびコーチングシステムおよび方法である。本発明の実施形態の少なくともいくつかは、
上記の必要性を充足し、後に続く記載によって明らかにされることになるさらなる関連し
た利点を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、ロボティックトレーニングシステム、たとえば、環境における運
動活動中に個人を支援するための運動トレーニングシステムに関する。システムは、モバ
イルロボティックプラットフォームと、モバイルロボティックプラットフォームに結合さ
れる光センサのアレイを含み、環境からセンサデータを得るように構成されるセンサモジ
ュールと、モバイルロボティックプラットフォームを推進するように構成される駆動シス
テムと、モバイルロボティックプラットフォームを操向するように構成される操向システ
ムと、プロセッサとを含んでもよい。プロセッサは、センサモジュールからセンサデータ
を受信し、センサデータをエッジデータ、色データ、彩度データ、閾値データまたはキー
ポイントデータの１つに特性化し、そして特性化されたデータに基づいて駆動システムお
よび操向システムの一方を制御して所定の経路をたどるように構成されてもよい。センサ
データは、環境の表面の変化に関連したデータを備える。
【０００９】
　本発明の実施形態は、ロボティックトレーニングシステム、たとえば、環境における運
動活動中に個人を支援するための運動トレーニングシステムにも関する。システムは、モ
バイルロボティックプラットフォームと、モバイルロボティックプラットフォームに結合
されるセンサのアレイを含み、環境からデータを得るように構成されるセンサモジュール
と、モバイルロボティックプラットフォームを推進するように構成される駆動システムと
、モバイルロボティックプラットフォームを操向するように構成される操向システムと、
プロセッサとを含んでもよい。プロセッサは、センサモジュールからデータを受信し、そ
してデータに基づいて駆動システムおよび操向システムの一方を制御して所定の経路をた
どるように構成されてもよい。データは、環境の表面の変化に関連したデータを含んでも
よい。
【００１０】
　本発明の実施形態は、個人をトレーニングする、たとえば、ロボティック運動トレーニ
ングシステムを使用して環境における運動活動中に個人を支援する方法にも関する。方法
は、ロボティック運動トレーニングシステムのプロセッサでロボティック運動トレーニン
グシステムを制御してロボティック運動トレーニングシステムを所定の速度で移動させる
ことと、ロボティック運動トレーニングシステムの視覚システムで、ロボティック運動ト
レーニングシステムが移動し、かつ個人が運動活動を行う環境の表面に関連したデータを
受信することと、ロボティック運動トレーニングシステムのプロセッサで、受信された表
面データとベースライン可能表面特性データを比較することと、比較に応じてロボティッ
ク運動トレーニングシステムの進行方向を調節することとを含んでもよい。
【００１１】
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　発明の実施形態の追加の特徴が、後に続く記載に述べられることになり、部分的に記載
から明らかとなるか、または本発明の実施によって学ばれてもよい。上記の一般的な記載
も以下の詳細な記載も例証的かつ説明的であり、特許請求される本発明のさらなる説明を
提供するものと意図される。
【００１２】
　添付の図は、本明細書に組み込まれており、本明細書の一部をなし、本発明の実施形態
を例示する。記載とともに、図はさらに、本発明の原理を説明し、かつ当業者が本発明を
製作および使用することを可能にするのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係るロボティックトレーニングシステムを使用する個人の例
示である。
【図２】本発明の実施形態に係る選択されたロボティックトレーニングシステムの例示で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係る選択されたロボティックトレーニングシステムの例示で
ある。
【図４】本発明の実施形態に係るセンサアレイの拡大図である。
【図５】本発明の実施形態に係る電子装置、スタンドアロン装置、ネットワークおよびサ
ーバの１つと対話するセンサモジュールの図である。
【図６】本発明の実施形態に係るソフトウェアプラットフォームおよびソフトウェアモジ
ュールの概念図である。
【図７】本発明の実施形態に係るセンサモジュールの図である。
【図８】本発明の実施形態に係る電子装置の図である。
【図９】本発明の実施形態に係るロボティック運動トレーニングシステムを使用して環境
における運動活動中に個人を支援する方法のフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態に係るロボティック運動トレーニングシステムを使用して環
境における運動活動中に個人を支援する方法のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態に係るロボティック運動トレーニングシステムを使用して環
境における運動活動中に個人を支援する方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明はここで、添付の図面に例示されるその実施形態に関して詳細に記載されること
になる。「１つの実施形態」、「実施形態」、「実施形態例」、「いくつかの実施形態」
などの参照は、記載される実施形態が特定の特徴、構造または特性を含むことを示すが、
しかしあらゆる実施形態が必ずしもその特定の特徴、構造または特性を含まなくてもよい
。その上、そのような句は、必ずしも同じ実施形態を指しているわけではない。さらに、
特定の特徴、構造または特性が実施形態に関連して記載されるとき、明示的に記載されよ
うとなかろうと、他の実施形態に関連してそのような特徴、構造または特性を用いること
は、当業者の知識内であると思われる。
【００１５】
　本明細書で使用される用語「発明」または「本発明」は、非限定的な用語であり、特定
の発明のいずれかの単一の実施形態を指すものと意図されるのではなく、本出願に記載さ
れるすべての可能な実施形態を包含する。
【００１６】
　本発明の様々な態様、またはそのいかなる部分もしくは機能も、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、命令がそこに記憶される非一時的な有形のコンピュータ可読も
しくはコンピュータ使用可能記憶媒体、またはそれらの組合せを使用して実装されてもよ
く、１つまたは複数のコンピュータシステムまたは他の処理システムで実装されてもよい
。
【００１７】
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　上論された方法およびシステムは、さらに下記される。下図は、発明の方法およびシス
テム実施形態の両方に当てはまることができる。
【００１８】
　概して、いくつかの実施形態において、運動トレーニングを強化するためにシステムお
よび方法が提供される。本明細書に記載されるロボティックプラットフォームは、自律ま
たは半自律小スケール車両でもよい。システムおよび方法は、たとえば、陸上トラックの
レーンをたどってもよく、かつランナーに音声、視覚表示および触覚フィードバックを提
供することによって仮想コーチとして使用されてもよく、スピードを上げて、またはスピ
ードを落としてランの具体的な目的を満たすように彼らに指示することができる。付加的
に、それらは、ランナーのためのペース配分を設定し、異なるワークアウトインターバル
を通じて個人をコーチし、運動データを収集し、歩行および／または技法分析のための映
像を記録するために使用されてもよい。
【００１９】
　有利には、音声または映像シミュレーションと対照的に、ロボティックトレーニングシ
ステムおよび方法は、ランナーに自分のワークアウトを集中させる有形のターゲットを与
えてもよい。これは、たとえば、ロボティックトレーニングシステムを徐々に加速／減速
させることによってフィードバックの質を有利に改善することができる。これは、個人に
指示しすぎることを回避する（たとえば、ペースを１マイルあたり８分に変更する、最大
スピードで３０秒のインターバルを走る準備をする、など）ために、コーチングが離散的
な別々のステップとして与えられることとは対照的である。付加的に、一定のペースまた
は範囲に加速するように個人に言うよりはむしろ、ロボティックトレーニングシステムは
、単にその動作を通じて彼らにペースを示してもよい。いくつかの実施形態において、ロ
ボティックトレーニングシステムは、個人の能力に適応してもよい（たとえば、個人がつ
いていくことができなければ、ロボティックトレーニングシステムは、ペースまたは方向
を調節してもよい）。有利には、運動活動に取り組む個人は、リストバンド、電話などを
見下ろさなければならず、自分の前方のルートから自分の目を危険にもそらし得る代わり
に、自分の目を自分の前方のロボティックトレーニングシステムに集中させておくことが
できる。付加的に、腕を上げる、または見下ろすよりはむしろ、個人の略前方に集中する
ことができることは、運動活動に非効率な体姿勢またはフォームをもたらすことを回避す
る。
【００２０】
　加えて、ロボティックトレーニングシステムは、より粒度の細かいトレーニング／コー
チングを提供してもよい。たとえば、ロボティックトレーニングシステムは、たとえば、
徐々にスピードを上げて、またはスピードを落として、個人にペースに従わせることによ
って、より頻繁な間隔で速度を変更してもよい。不都合なことには、粒度の細かい、また
は広く変化する速度を通じて個人に言葉で指示しようと試みる他のコーチング方法は、個
人をコーチングしすぎる、かつ困惑させる危険がある。
【００２１】
　実質的にリアルタイムのフィードバックも、ロボティックトレーニングシステムによっ
て提供されてもよい。ＧＰＳおよび加速度計システムは、スピードの変化を報告する際に
遅れを含むことがある。対照的に、本発明のロボティックトレーニングシステム実施形態
は、代わりに搭載スピードセンサ（たとえば、回転速度センサ）を利用してもよく、たと
えば、ロボティックトレーニングシステムのスピードと組み合わせて個人に集中される視
覚センサを使用して、システムの動作を調節してもよい。
【００２２】
　図１～４に図示されるように、いくつかの実施形態において、ロボティックトレーニン
グシステム１０は、モバイルロボティックプラットフォーム１００と、センサモジュール
１０２と、モバイルロボティックプラットフォーム１００を推進するように構成される駆
動システム１０４と、モバイルロボティックプラットフォーム１００を操向するように構
成される操向システム１０６と、プロセッサ１１０とを含んでもよい。プロセッサ１１０
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は、センサモジュールからデータ（たとえば、センサデータ）を受信し、そしてセンサモ
ジュール１０２から受信されたデータに基づいて駆動システム１０４または操向システム
１０６を制御して既定の経路をたどるように構成されてもよい。ロボティックプラットフ
ォーム１００は、システム１０の様々な部品を支持または収容してもよいフレーム、ハウ
ジングなどを含んでもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、既定の経路は、たとえば、図２および３に図示されるよ
うに、競技トラック３００、またはトラック３００上のレーンを示すペイントもしくはチ
ョークライン３０２でもよい。いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は
、モバイルロボティックプラットフォーム１００と関連付けられ、環境からデータを得る
ように構成されてもよい。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、たとえば、図４に図示され
るように、センサ１０８のアレイを含んでもよい。いくつかの実施形態において、センサ
１０８は、競技トラックなどの表面の変化に関連したデータを得てもよい。いくつかの実
施形態において、センサ１０８は、略線形配置で位置付けられてもよく、そのためセンサ
は互いに平行であり、センサが整列させられる線形軸の方向は、使用中にペイント／チョ
ークライン３０２の感知される部分に対して略垂直である。他の実施形態において、セン
サアレイは、渡り鳥の群と同様に「Ｖ」編隊で、または湾曲配置で配置されてもよい。い
くつかの実施形態において、アレイのセンサは、それらが互いに平行でないオフセットし
た形で、配置されてもよい。
【００２５】
　感知される表面変化データは、光データ、たとえば、トラック３００上のラインを示す
ペイントまたはチョークラインの相対位置または構成に関連したデータでもよい。いくつ
かの実施形態において、感知されるデータ（たとえば、光データ）は、エッジデータ、色
データ、彩度データ、閾値データ、キーポイントデータなどといった一定の特徴を識別す
るために特性化および／または定量化されてもよい。いくつかの実施形態において、これ
らの特徴は、駆動または操向システム１０４／１０６を制御するように構成されてもよい
。いくつかの実施形態において、センサは、プロセッサ１１０にデータを送信し、プロセ
ッサは、データに基づいて駆動システム１０４または操向システム１０６を調節するよう
にさらに構成されている。たとえば、いくつかの実施形態において、センサアレイは、セ
ンサ（たとえば、赤外線または「ＩＲ」センサ、感光システム、ＣＣＤ、ＣＭＯＳなど）
のアレイを含み、どのセンサがトラック３００上のレーンを示すペイントまたはチョーク
ライン３０２にわたって位置付けられるかに関連したデータを送信してもよい。ペイント
またはチョークラインの構成、ラインエッジ相対角度、または他の特徴が検出されてもよ
い。駆動システム１０４または操向システム１０６のスピードまたは方向調節は、たとえ
ば、どれくらいのセンサがラインの存在を感知するか、フレームレートの周波数、捕捉さ
れるデータの解像度、または１つもしくは複数のセンサに対するラインのエッジの相対角
度に従って変化してもよい。いくつかの実施形態において、スピードまたは方向調節は、
ラインの存在を感知するアレイに沿ったセンサの場所に従って変化してもよい。いくつか
の実施形態において、スピードまたは方向調節は、特定のセンサがラインの存在を感知す
る時間の所定の閾値に従って変化してもよい。いくつかの実施形態において、ラインの存
在を感知するセンサ位置、時間、またはセンサの数が、スピードおよび／または方向を変
化させてもよい。
【００２６】
　有形のターゲットを欠く現存の運動トレーニングシステム－またはトラック表面状態を
正確に感知し、それに応じて応答することができない、有形のターゲットに依存するシス
テム－は不都合なことには、個人に適切なレベルの自然で円滑なフィードバックおよびコ
ーチングを提供することができない。対照的に、センサモジュール１０２の実施形態を利
用する本発明のロボティックトレーニングシステム１０は、現実世界のトラック表面状態
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に基づいて自然で円滑なフィードバックおよびコーチングを提供することができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、駆動システム１０４および／または操向システム１０６
は、たとえば装輪システムでもよい。いくつかの実施形態において、これらのシステムは
、履帯システム、空中推進システム、磁気推進システム、レールシステム、ロボット脚シ
ステム、または他の適切な駆動システムでもよい。いくつかの実施形態において、駆動シ
ステム１０４および操向システム１０６は、自律または半自律でもよい。有意なユーザま
たはコーチ入力または制御に依存しており、より制御しにくくなり、かつそれらの使用を
制限してしまう既知のシステムに比べて、自律または半自律システムは利点を有してもよ
い。いくつかの実施形態において、ロボティックプラットフォーム１００は、運動用具ま
たは用品を支持するように構成される（たとえば、一種のロボット「駄馬」として使用さ
れる）フレームを含んでもよい。たとえば、いくつかの実施形態は、水、食品、または応
急手当用具を運搬および／または施与するように特に構成されてもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、追加のセンサモジュール１０２が、ロボティックプラッ
トフォーム１００と物理的に統合されて、またはロボティックプラットフォームから分か
れて、利用されてもよい。いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、追
加のセンサ、たとえば、生理センサなどを含んでもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、システム１０は、部分的もしくは全体的に太陽電池式で
もよく、これは有利には、装置の航続距離を延ばす、または頻繁な充電もしくはバッテリ
交換の必要性を制限することができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、システム１０は、個人５００と関連付けられる電子装置
４００と通信状態にあるワイヤレス送受信器１１２をさらに含んでもよい。実施形態にお
いて、電子装置４００は、たとえば、スマートフォン、スマートウォッチ、ヘッドアップ
ディスプレイ装置、他のスマートアパレル、タブレット、またはいかなる他の種類の適切
なモバイルコンピューティング装置でもよい。いくつかの実施形態において、送受信器１
１２は、電子装置４００からデータ（たとえば、電子装置データまたは入力データ）を受
信し、そのデータをプロセッサ１１０に送信してもよい。いくつかの実施形態において、
プロセッサ１１０は、電子装置４００から受信されたデータに基づいて駆動システム１０
４または操向システム１０６を調節する。いくつかの実施形態において、送受信器１１２
は、プログラムされた命令を含むデータを受信して、ワークアウトプログラムに従って駆
動および操向システム１０４／１０６を制御する。このようにして、電子装置４００との
通信を含む実施形態は有利には、ロボティックトレーニングシステム１０の性能のより高
いレベルの正確さまたはカスタマイズを可能にしてもよい。いくつかの実施形態において
、電子装置４００は、センサモジュール１０２として機能してもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、これらのプログラムは、ワークアウト、たとえば、トレ
ーニングラン中に個人５００にコーチングフィードバックを提供するという命令を含み得
る。いくつかの実施形態において、個人５００は、たとえば、コーチング命令、または奨
励を受けてもよい。いくつかの実施形態において、これらのプログラムは、模擬レースを
含んでもよく、そこではロボティックプラットフォーム１００には、それがレースペース
に従って移動するように過去のレースデータがプログラムされてもよく、個人５００はプ
ラットフォームを負かそうと試みてもよい。いくつかの実施形態において、これらのプロ
グラムは、世界記録データを含んでもよく、そのため個人５００は現在の世界記録と「競
争」してもよい。送受信器１１２は、ロボティックプラットフォーム１００と統合してい
てもよく、または別のユニットでもよい。部品のプログラムおよび機能とともにそのよう
なプログラムに関連したソフトウェアプラットフォームおよびモジュールの追加の詳細が
、本明細書でさらに論じられる。
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【００３２】
　送受信器１１２は、センサモジュール１０２が、たとえば、他のローカルもしくはリモ
ートに設けられるロボティックプラットフォーム１００、または、たとえば、図５に図示
されるように、他のスタンドアロン装置６００、ネットワーク６０２を介して、もしくは
サーバ６０４と通信するようにしてもよい。これらの部品間の通信は、片方向通信または
双方向通信でもよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、システム１０は、入力データを受信し、そのデータを、
入力データに基づいて駆動または操向システム１０４／１０６を調節してもよいプロセッ
サ１１０に送信するように構成されるユーザインタフェースを含んでもよい。いくつかの
実施形態において、ユーザインタフェースは、たとえば、電子装置４００に表示されても
よく、またはロボティックプラットフォーム１００に直接に統合されてもよい。
【００３４】
　図１～３に図示されるように、たとえば、いくつかの実施形態において、システム１０
は、ビデオカメラ１１４を含んでもよい。ビデオカメラ１１４は、たとえば、トレーニン
グ中に個人を記録するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、ビデオカ
メラ１１４は、プロセッサ１１０に映像データを送信してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、プロセッサ１１０は、個人の生理特性を解析する（たとえば、歩行または着地特
性を解析する、他のランニングフォーム特性を解析する、疲労の発現を認識する、発汗レ
ベルを認識する、など）ように構成される。いくつかの実施形態において、ビデオカメラ
１１４は、たとえば、個人が走っている表面を記録する、または環境状況の映像を捕捉す
るように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、プロセッサ１１０は、たとえ
ば、着地型（たとえば踵、中足部、前足部など）、回内または回外の率、ならびに回内お
よび回外の程度といった歩行特性を解析してもよい。他の実施形態において、ビデオカメ
ラ１１４は、ロボティックトレーニングシステム１０および個人によって横断されるルー
トの一人称形の図を記録するよう、トレーニング中に個人の前方の経路を記録するように
構成されてもよい。他の実施形態において、ビデオカメラ１１４は、環境の周囲にパンし
て、競争者、観客、または他の関心を引く物品の映像を記録してもよい。パニングは、自
律でも、または個人もしくはコーチなどの第三者によって制御されてもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、追加のロボティックプラットフォーム１００が、センサ
フィードバックに基づいて互いと対話することができてもよい。たとえば、いくつかの実
施形態において、陸上ベースのロボティックプラットフォーム１００が、個人５００にト
レーニングフィードバック機能を実施してもよい一方で、空中ベースのロボティックプラ
ットフォーム１００が、ビデオカメラ１１４を含み、たとえば、陸上ベースのロボティッ
クプラットフォーム１００または個人５００の位置に基づいて、上述された映像機能を実
施してもよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、システム１０は、音声フィードバックシステム１１６を
含んでもよい。いくつかの実施形態において、音声フィードバックシステム１１６は、ワ
ークアウト中に個人にワークアウトについての情報を提供するように構成される。いくつ
かの実施形態において、音声フィードバックシステム１１６は、音声コーチングを提供し
て、たとえばワークアウトの変更に対して個人５００に警告して加速／減速させても、他
の個人が接近することを個人５００に警告しても、または他のロボティックプラットフォ
ーム１００を警告して（たとえば、より遅いランナーに右へ移動するよう促して）もよい
。組合せ音声および視覚フィードバックは、それが、音声プロンプトのみに従う個人より
もむしろ、個人との一対一のコーチングをより密接に繰り返すので、個人のコーチングを
強化することができる。いくつかの実施形態において、音声フィードバックシステム１１
６は、たとえば、システム１０からのフィードバックに加えて、個人のコーチからの一対
一のコーチングフィードバックを許容するように構成されてもよい。
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【００３７】
　いくつかの実施形態において、システム１０は、表示システム１１８を含んでもよい。
表示システム１１８は、たとえば、プロジェクタ、表示画面、レーザシステム、ホログラ
フィックディスプレイ、ペイント／チョーク表示システムなどでもよい。いくつかの実施
形態において、表示システム１１８は、ワークアウト中に個人にワークアウトについての
情報を、または他の情報もしくは視覚キューを提供する（たとえば、トラックまたはロボ
ティックプラットフォーム１００の本体に画像を表示する、たどるべきライン、たどる距
離またはワークアウト詳細を表示する）ように構成される。いくつかの実施形態において
、表示システム１１８は、残り時間、現在のスピード、ラップ数などといった視覚キュー
を表示してもよい。いくつかの実施形態において、表示システム１１８は、他の個人（た
とえば、友人または競争者）に電話する映像を可能にしてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、表示システム１１８は、たとえば、ヘルメットまたは電子眼鏡にヘッドアップデ
ィスプレイ（ＨＵＤ）を含んでもよい。いくつかの実施形態において、表示システム１１
８は、個人の前方のおよび／またはロボティックトレーニングシステム１０の前方のトラ
ックの表面に情報または画像を投影してもよく、これは有利には、個人が、スマートフォ
ン、スマートウォッチまたは他の携帯ディスプレイ上の表示を見るために自分の視野をそ
らさなければ、さもないと自分のフォームを崩さなければならないことなく、情報を視覚
的に受け取るようにすることができる。いくつかの実施形態において、ロボティックトレ
ーニングシステム１０自体に装着されるディスプレイが、同様の利点を提供してもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、システム１０は、音声入力システム１２０を含んでもよ
い。音声入力システム１２０は、音声データを受け入れ、そのデータをプロセッサに送信
してシステム１０を制御するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、音
声入力システム１２０は、音声制御／認識システムとして機能し、そして個人５００が、
スピードを上げる、もしくはスピードを落とす、ナビゲーションを提供する、緊急電話を
かける、コーチもしくはトレーナに電話をかける、他の個人（たとえば、友人もしくは競
争者）にビデオ電話をかける、またはソーシャルメディアプラットフォームに更新を掲示
するという指令を発するなどした、情報を受け入れてもよい。
【００３９】
　いくつかの実施形態は、ロボティックトレーニングシステムが所定の速度で移動するよ
うにプログラミングデータを開始することを含むトレーニングの方法を対象とし、ここで
はロボティックトレーニングシステムは、表面に関連したデータを受信するように構成さ
れる視覚システムを含み、表面に関連したデータを受信し、受信されたデータに所望の表
面のベースラインデータを比較し、そして比較に応じてロボティックシステムの進行方向
を調節する。いくつかの実施形態において、表面に関連して受信されるデータは、トラッ
ク上のラインの位置を示す光データである。現存のシステムは、しばしば表面変化を考慮
しない（たとえば、個人がトラックを走り始めるが、芝生フィールドに移行する場合）。
対照的に、本発明の実施形態は、運動活動が行われる表面（たとえば、フィールド、人工
芝、トラック、歩道など）に応じてコーチングフィードバックの変化を提供してもよい。
【００４０】
　図９に図示される例証的な方法２０００に着目して、ステップ２００２で、方法は、ロ
ボティック運動トレーニングシステムのプロセッサでロボティック運動トレーニングシス
テムを制御してロボティック運動トレーニングシステムを所定の速度で移動させることを
含んでもよい。方法は次いで、ステップ２００４で、ロボティック運動トレーニングシス
テムの視覚システムで、ロボティック運動トレーニングシステムが移動し、かつ個人が運
動活動を行う環境の表面に関連したデータを受信することと、ステップ２００６で、ロボ
ティック運動トレーニングシステムのプロセッサで、受信された環境の表面に関連したデ
ータにベースライン可能表面特性データを比較することと、ステップ２００８で、比較に
応じてロボティック運動トレーニングシステムの進行方向を調節することとを含んでもよ
い。
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【００４１】
　図１０で図示される例証的な方法２１００は、方法２０００に図示されるステップの各
々を含んでもよい。さらに、方法は、ステップ２０１０で、ロボティックトレーニングシ
ステムが、運動活動中に個人にコーチングフィードバックを提供することを含んでもよい
。
【００４２】
　図１１で図示される例証的な方法２２００は、方法２０００および２１００に図示され
るステップの各々を含んでもよい。追加的に、方法は、ステップ２０１２で、運動活動中
に個人に結合されたセンサモジュールから個人についてロボティック運動トレーニングシ
ステムで生理センサデータを受信することと、ステップ２０１４で、ロボティック運動ト
レーニングシステムのプロセッサで、受信された環境の表面に関連したデータにベースラ
イン可能表面特性データを比較することと、ステップ２０１６で、生理データ比較に応じ
てロボティック運動トレーニングシステムの速度を調節することとを含んでもよい。追加
的に、方法の各々は、いずれのステップからもいかなる前のステップへ戻る任意選択のフ
ィードバックループを含んでもよい。
【００４３】
　上記された動作の順序が例証的であることが理解されるべきである。動作の順序は再編
成されてもよく、いくつかの動作は省略されてもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、方法は、個人によって取り組まれる運動活動中に個人５
００と関連付けられるセンサモジュールから個人５００についてロボティックトレーニン
グシステム１０で生理センサデータを受信することをさらに含む。いくつかの実施形態に
おいて、方法は、プロセッサ（たとえばプロセッサ１１０）を使用してベースライン生理
データに受信された生理センサデータを比較することと、ロボティックトレーニングシス
テムの速度（または方向）が調節されるように比較に基づいてプログラミングデータを調
節することとを含む。いくつかの実施形態において、方法は、生理データを受信する前に
個人についての個人情報を受信することをさらに含む。いくつかの実施形態において、個
人情報は、過去の負傷情報、身長、体重、性別、運動目的、意図される運動環境、意図さ
れる運動時間、意図されるワークアウト強度の１つを含む。
【００４５】
　システムまたは方法は、個人によって取り組まれる第１の運動活動中に個人と関連付け
られるセンサモジュールから個人についてのデータを受信することを含んでもよい。方法
は、個人によって取り組まれる第２の運動活動中に個人と関連付けられるセンサモジュー
ルから個人についてのデータを受信することと、第２の運動活動に関連したデータに基づ
いて第２の特性を決定することとも含んでもよい。方法は、第１／第２の運動活動中に受
信されたデータを比較することと、ワークアウトについての推奨を提供することとも含ん
でもよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、受信される第１および第２のデータは、生理特性（たと
えば呼吸または心拍データ）を含んでもよい。いくつかの実施形態において、方法は、第
２のデータの特性が第１のデータに比べて改善を表すかどうかを決定してもよい。いくつ
かの実施形態において、方法は、ローカル有線もしくは無線接続を介して、またはワイド
エリアネットワークを介してデータ（たとえば、動作データ、生理データなど）を受信す
ることを含んでもよい。いくつかの実施形態において、方法は、運動活動中に実質的にリ
アルタイムで個人の動作をモニタすることを含んでもよい。いくつかの実施形態において
、センサモジュール１０２が提供され、運動活動中に個人５００の生理パラメータに関す
るデータを得るように構成されてもよい。
【００４７】
　システムおよび方法は、たとえば、図６に図示されるように、ソフトウェアモジュール
を含む、（システム１０に含まれてもよい）ソフトウェアプラットフォーム１０００を通
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じて遂行されてもよい。いくつかの実施形態において、含まれるモジュールがより少なく
てもよく、または追加のモジュールが含まれてもよい。いくつかの実施形態において、モ
ジュールは、たとえばネットワーク接続を通じて取り外されても、または追加されてもよ
い。プログラミングデータは、たとえば、図６に図示されるようにソフトウェアプラット
フォーム１０００を含み、かつ様々なモジュールを含んでもよい。たとえば、センサモジ
ュール１０２、または電子装置４００における部品の各々は、モジュールにモジュールが
応答を作成するために使用するデータを入れてもよい。いくつかの実施形態において、プ
ログラミングデータは、ロボティックトレーニングシステムがレースペースで移動するよ
うに模擬レースデータを含む。いくつかの実施形態において、プログラミングデータは、
ロボティックトレーニングシステムがワークアウト中に個人にコーチングフィードバック
を提供するようにフィードバックデータを含む。他の実施形態において、システムおよび
方法は、システム１０に加えて、またはその代わりに電子装置４００でソフトウェアプラ
ットフォーム１０００を通じて遂行されてもよい。
【００４８】
　図６に図示されるように、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、ビデオカメラ１
１４から映像データを取り込んで映像モンタージュまたはハイライトリールを作るように
プログラムすることを含む、ハイライトリールモジュール１１００を含んでもよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、統計モジュ
ール１１０２を含んでもよい。統計モジュール１１０２は、距離、時間、ペース、心拍数
、生理データなどといったワークアウトに関する関連統計量を表示するようにプログラム
されてもよい。いくつかの実施形態において、統計モジュール１１０２は、表示システム
１１８または音声フィードバックシステム１１６を通して命令またはフィードバックを提
供することによって、ワークアウトコーチとして機能してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、統計モジュール１１０２は、ラップカウンタを含み、たとえば、適切に個人がい
かなるレーンでも正確な距離を走ることができるようにしてもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、近接認識モ
ジュール１１０４を含んでもよい。近接認識モジュール１１０４は、追加のセンサデータ
（またはセンサモジュール１０２からのデータ）を使用して、たとえば、障害物の周囲で
ロボティックプラットフォーム１００を誘導しても、またはシステム１０を使用する個人
５００から安全距離を維持してもよい。いくつかの実施形態において、近接認識モジュー
ル１１０４は、たとえば、レースイベントで、走っている個人に、個人の近くの、または
他の競争者の状況を知っている他のランナーを通知してもよい。いくつかの実施形態にお
いて、近接認識モジュール１１０４は、ルートを最適化、たとえば、特定の表面もしくは
地形を考慮してもよく、または個人によって取られるルートを分析してもよい（たとえば
、個人がどのようにコーナに接近するか、など）。いくつかの実施形態において、近接認
識モジュール１１０４は、他のロボティックプラットフォーム１００と通信してもよい。
いくつかの実施形態において、近接認識モジュール１１０４は、たとえば、レーダセンサ
または超音波センサをもつレーダシステムまたは超音波システムを含んでもよい。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、戦略モジュ
ール１１０６を含んでもよい。戦略モジュール１１０６は、特定の条件に対して個人をコ
ーチする（たとえば、坂を上って、または向い風に向かって進行する間はスピードを落と
し、下り坂または追い風の場合は加速するようランナーをコーチする）という命令を含ん
でもよい。戦略モジュール１１０６は、センサモジュール１０２からのデータ、たとえば
視覚センサデータ、または近接センサデータなどの追加のセンサデータを使用してもよい
。いくつかの実施形態において、戦略モジュールは、自分のパフォーマンスを調節する、
たとえば異なる地形（たとえば、坂を上って、または坂を下って行く）に対する自分の歩
行、歩幅または姿勢を調節するよう個人をコーチしてもよい。いくつかの実施形態におい
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て、ビデオカメラ１１４からのデータが戦略モジュール１１０６への入力として使用され
てもよく、コーチングは映像データ分析（たとえば、疲労または歩行分析）次第でもよい
。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、安全モジュ
ール１１０８を含んでもよい。安全モジュールは、たとえば、平坦でない、もしくは危険
な表面状態に接近するときに、または生理データが不安全なレベルに達するときにスピー
ドを落とすよう走っている個人をコーチしてもよい。いくつかの実施形態において、安全
モジュールは、駆動または操向システム１０４／１０６を制御して障害物を回避しても、
または通信もしくは他の信号が失われ、もしくは異常であればブレーキをかけてもよい。
いくつかの実施形態において、安全モジュールは、セルラカバレージが利用不可能であれ
ば、個人５００を離れて、緊急番号にダイヤルしてもよい。いくつかの実施形態において
、安全モジュール１１０８は、センサモジュール１０２からのデータを利用して、個人５
００の周囲の、たとえば個人５００の前方の、後方の、またはそばの所定の位置を維持し
てもよい。いくつかの実施形態において、安全モジュール１１０８は、個人５００からの
許容半径を計算し、個人５００によって取られる経路に基づいて調節する。いくつかの実
施形態において、安全モジュール１１０８は、たとえば、レース経路に沿ってレース後に
ゴミを拾ってもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、食料／水分
モジュール１１１０を含んでもよい。食料／水分モジュール１１１０は、ワークアウトデ
ータ、センサモジュール１０２からのデータなどを利用して、ワークアウト中に適当な食
品および水分摂取に関して個人５００をコーチしてもよい。いくつかの実施形態において
、ロボティックプラットフォーム１０００は、個人５００に提供すべき搭載の流体および
食品を含んでもよい。いくつかの実施形態において、食料／水分モジュール１１１０は、
たとえば、屋外が暑い場合、または個人５００がセンサモジュール１０２によって測定さ
れる所定の温度に達する場合、ミスト機能を含んでもよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、充電モジュ
ール１１１２を含む。充電モジュール１１１２は、長距離レースのためにエネルギー源を
提供して、たとえば電子装置４００のような電話に充電してもよい。充電モジュール１１
１２は、電子装置４００充電レベルが所定の閾値を下回ると、たとえば、ブルートゥース
充電を作動させてもよい。この点に関して、充電モジュール１１１２は、追加のエネルギ
ーを提供して個人５００のより長いトレーニングまたはランニングセッションを可能にし
てもよい。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、伴走モジュ
ール１１１４を含む。伴走モジュール１１１４は、音声システム１１６を活用して、たと
えば、盲目の個人５００のための伴走者として役立ってもよい。いくつかの実施形態にお
いて、伴走モジュール１１１４は、たとえば、個人５００の前方を進行して、その範囲を
「偵察」してもよい。いくつかの実施形態において、伴走モジュール１１１４は、センサ
モジュール１０２によって感知される環境が所定のライトレベル閾値を下回れば点灯する
ように構成されてもよいライト、たとえば、ＬＥＤライトを含んでもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、ベビーシッ
タモジュール１１１６を含む。ベビーシッタモジュール１１１６は、ロボティックプラッ
トフォームを、それが既定の経路の周辺で（たとえば、ブロックの周辺で）自律的に個人
５００の乳児を「歩かせる」ように構成してもよい。いくつかの実施形態において、ベビ
ーシッタモジュールは、個人の同伴の犬を「散歩させ」てもよい。いくつかの実施形態に
おいて、ベビーシッタモジュール１１１６は、個人５００によるモニタリングのためにビ
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デオカメラ１１４から電子装置４００へ映像データをストリーミングしてもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、ロボティッ
クプラットフォーム１００上のライトを作動させて、個人がたどるべき経路を照らしても
よいライトモジュール１１１８を含む。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、視覚モジュ
ール１１２０を含む。視覚モジュール１１２０は、たとえば、ビデオカメラ１１４、また
はセンサアレイ１０８、または追加のセンサを活用してシステム１０のためにコンピュー
タ視覚を達成してもよい。いくつかの実施形態において、視覚モジュール１１２０は、他
のモジュールのサブモジュールでもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、フェッチモ
ジュール１１２４を含んでもよい。フェッチモジュール１１２４は、センサモジュール１
０２と通信しても、かつ運動用具、たとえば、サッカーボールまたはゴルフボールを見つ
けて取って来るように構成されてもよい。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、天気モジュ
ール１１２６を含む。天気モジュール１１２６は、たとえば、センサモジュール１０２と
通信し、風速、温度、湿度などを記録／報告してもよい。このデータは、他のモジュール
にフィードバックされて、たとえば、天気情報に基づいて個人のワークアウトを調節して
もよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、レフェリモ
ジュール１１２８を含む。レフェリモジュール１１２８は、運動用具、たとえばサッカー
ボールなどと通信してもよい。いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は
、サッカーボールがたとえば区域外である、またはゴールラインを越えて進むかどうかを
決定してもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、技能モジュ
ール１１３０を含む。技能モジュール１１３０は、ロボティックプラットフォーム１００
を、運動動作、たとえば、ゴールキーパ／プレーヤトレーニングのためにサッカーボール
を「ける」ことを行うように構成してもよい。いくつかの実施形態において、ロボティッ
クプラットフォーム１００は、ランダムまたは擬似ランダムパターンで進行し、個人５０
０にそれを追いかけさせるように構成されてもよい。技能モジュール１１３０は、模擬レ
ースモードを含んでもよく、そのためロボティックプラットフォーム１００が模擬レース
を通して個人５００を先導するので、彼らはそれを追いかけようと試みてもよい。いくつ
かの実施形態において、技能モジュール１１３０は、世界記録モードを含んでもよい。世
界記録モードでは、ロボティックプラットフォーム１００は、特定の距離に対する世界記
録ペースで個人５００を先導してもよい。いくつかの実施形態において、世界記録モード
は、ロボティックプラットフォーム１００を、世界記録または個人記録パフォーマンスを
「再現」して、ランナーができるだけ長く「食い下が」ろうと試みることができるように
構成してもよい。たとえば、駆動システム１０４は、たとえば、具体的なペース、たとえ
ば、レースの初めは加速および終わりは「けり」で加速および減速してもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、チームモジ
ュール１１３２を含む。チームモジュール１１３２は、複数の個人５００にフィードバッ
クを提供しても、または彼らの間で移動を調整してもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、たとえば、
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個人が自分のワークアウトの映像をストリーミングしてもよいようにソーシャルネットワ
ーキングプラットフォームまたは他の通信システムと統合するために、ソーシャルモジュ
ール１１３４を含む。たとえば、ソーシャルモジュール１１３４は、個人５００が、ワー
クアウトに取り組む他の個人とビデオチャットすることを可能にしてもよい。いくつかの
実施形態において、ソーシャルモジュール１１３４は、ワークアウトに取り組む個人の友
人、家族またはファンが個人と通信して、たとえば彼らを応援する（たとえば、個人５０
０を激励もしくは「鼓舞」するように意図される歌を送信する、または個人５００が疲労
したときに友人に電話する）ことを可能にしてもよい。いくつかの実施形態において、ソ
ーシャルモジュール１１３４は、サービス（たとえば、「オンスター」など）のための通
信ハブに通信することを含んでもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、個人５００は、ロボティックトレーニングシステム１０
を使用して本発明の方法およびシステムを実施してもよい。いくつかの実施形態において
、個人５００は、電子装置４００を使用して本発明の方法およびシステムを実施してもよ
い。
【００６６】
　アプリケーションソフトウェア（たとえば、ソフトウェアプラットフォーム１０００）
を起動した後に、個人５００は、ユーザ入力制御を使用して対応するアイコンを選択する
ことによって、異なるモジュールによって異なるＧＵＩページを提供させてもよい。個人
５００がモジュールアイコンを選択、スワイプ、またはカーソルでホバーする場合、特定
のモジュールと関連付けられるサブモジュールまたはプログラムウィザードに対応する追
加のアイコンが、ポップアップしても、またはその他個人５００に対して表示されてもよ
い。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、教育的側面があってもよい。いくつかの実施形態におい
て、これは、健康およびフィットネスに一般的な情報、またはランニングもしくは特定の
運動活動についての情報など、より専門的な情報を含んでもよい。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、システムは、電子装置４００またはセンサモジュール１
０２上のより多くの記憶空間を可能にする許容可能な方途で個人５００情報をアーカイブ
してもよい。アーカイブは、オンサイトハードドライブストレージ、クラウドベースのス
トレージ、サーバストレージ、またはいかなる他の許容可能な記憶媒体も含んでもよい。
【００６９】
　運動目的の例は、レースまたは他のスポーツイベントに備えてトレーニングすること、
個人のフィットネスを改善すること、単にランニングを楽しむこと、などを含んでもよい
。頻度間隔は、たとえば週に約１～２回、週に約３～４回、週に約５～７回、または分か
らない、を含んでもよい。長さ間隔は、たとえばだいたい週に約５マイル未満、週に約５
～１０マイル、週に約１０～２０マイル、週に約２０マイルを超える、または分からない
、を含んでもよい。意図される運動地形環境の例は、道路、トラック、トレッドミル、小
径、ジム、または具体的なスポーツのために設計された特定の競技フィールドを含んでも
よい。これらの特徴は、ソフトウェアプラットフォーム１０００に統合され、ロボティッ
クトレーニングシステム１０を制御するために使用されてもよい。
【００７０】
　すべてのモジュールは、クリック、スワイプなどすることによってナビゲートされても
よい１つまたは複数のサブモジュールを有してもよい。いくつかの実施形態において、シ
ステムは、ロボティックトレーニングシステムおよび方法への組込みのために、個人５０
０にアップロード写真、映像、医療記録などの１つを許可してもよい。
【００７１】
　ペアリングは、コンピューティング装置間に初期リンクを設定してそれらの間の通信を
可能にするのを補助する、コンピュータネットワーキングで使用される処理である。ペア
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リングは、たとえば、ブルートゥースワイヤレスプロトコルを使用してパーソナルエリア
ネットワークまたはローカルエリアネットワークを介してワイヤレスで生じてもよい。ソ
フトウェアプラットフォーム１０００は、個人５００に自分の電子装置４００（または他
のセンサ）をセンサモジュール１０２にペアリングすることを促してもよく、ペアリング
の状況に関して個人５００に最新情報を表示してもよい。
【００７２】
　センサモジュール１０２は、センサモジュールをシステム１０の一部として識別するシ
ステムにおける一般登録名を有してもよい。一旦ペアリングされると、センサモジュール
は、そのセンサモジュールを使用する個人の名前によって識別されてもよい。たとえば、
センサは、一般識別名としてのＲＳＳ０００５と登録されてもよく、ブロードキャスト信
号はこの名前を含むものとなる。一旦ペアリングされると、そのセンサモジュールは、ブ
ロードキャスト信号を変更して、ＮＡＭＥ０１またはＮＡＭＥ０２など、そのセンサモジ
ュールを使用する特定の個人に対応する名前を含めてもよい。一旦センサモジュール１０
２がペアリングされると、個人５００から収集される登録データおよび個人情報がセンサ
モジュールへロードされてもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、システム１０または方法は、パフォーマンス目的が満た
されたかどうかを識別することを含んでもよい。いくつかの実施形態において、方法は、
個人についてのデータを受信する前に個人についての個人情報を受信することを含んでも
よい。個人情報は、彼らの名前、過去の負傷情報、身長、体重、性別、靴サイズ、運動目
的、意図される運動環境または地形、意図される運動活動時間、意図される運動活動頻度
、意図される運動活動距離、運動用具または履物についての定量的または定性的嗜好（ク
ッションのレベル、重量の嗜好、材料などといった）、および現在の運動履物などの情報
を含んでもよい。
【００７４】
　他の実施形態において、方法は、個人のためのアカウントを作成することを含んでもよ
い。このアカウントは、個人から個人情報を得ることを含んでもよい。方法は、個人が運
動活動に取り組む間に個人と関連付けられるセンサモジュールから個人に関連した動作デ
ータを、またはロボティックプラットフォーム１００および関連付けられるセンサモジュ
ール１０２から受信される他のデータを受信することを含んでもよい。いくつかの実施形
態において、方法は、個人情報および特性を個人のためのアカウントに関連して記憶する
ことを含んでもよい。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、電子装置４００は、たとえば、デスクトップコンピュー
タ、ＰＤＡ装置、ＭＰ３プレーヤ、スポーツ動作モードを有する電子ウォッチ、ワークス
テーション、モバイル装置（たとえば、移動電話、携帯情報端末、タブレットコンピュー
タまたはラップトップ）、コンピュータ、サーバ、計算クラスタ、サーバファーム、ゲー
ムコンソール、セットトップボックス、キオスク、組込システム、ジムマシン、専用電子
装置、ゲームコンソールコントローラの１つでもよい。いくつかの実施形態において、電
子装置４００は、少なくとも１つのプロセッサおよびメモリを含んでもよい。
【００７６】
　本発明の実施形態に係るロボティックトレーニングシステム１０は、個々の運動活動に
関する個人５００による使用に適してもよく、ランニングまたはウォーキングのような運
動活動に取り組む個人５００による使用に適してもよい。
【００７７】
　本発明のいくつかの実施形態において、ロボティックトレーニングシステム１０はまた
、ロボティックトレーニングシステムソフトウェアプラットフォーム１０００を含んでも
、またはそれと対話してもよい。ロボティックトレーニングシステムまたはロボティック
トレーニングシステムソフトウェアのインタフェース態様が、たとえば、個人５００の電
子装置４００上の画面を介して個人５００に提示されることがあり得る。いくつかの実施
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形態において、ソフトウェアプラットフォーム１０００は、たとえば、サーバに遠隔でホ
ストされてもよい。いくつかの実施形態において、個人は、ロボティックトレーニングシ
ステム１０に結合されてロボティックプラットフォーム１００をプログラムしてもよいメ
モリ、たとえば、フラッシュドライブにソフトウェアプラットフォーム１０００または様
々なモジュールをダウンロードしてもよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、追加のセンサ、たとえば、心拍数モニタリング装置、歩
数計および加速度計ベースのモニタリング装置、測位システム受信器装置（たとえばＧＰ
Ｓ受信器）、または他のフィットネスモニタリング装置など、現存の運動活動モニタリン
グ機器内に統合される追加の生理センサが活用されてもよい。
【００７９】
　たとえば、図５に図示されるように、センサ、電子装置、および／またはネットワーク
６０２を介したリモートサーバ６０４間でも通信が発生してもよい。いくつかの実施形態
において、ネットワークはインターネットである。インターネットは、インターネットプ
ロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）を利用してデータを通信するサーバ、ルータ、スイッチおよび
伝送ラインの世界的な集合である。ネットワークは、センサ、電子装置、サーバなどのい
ずれか２つ以上の間の通信のためにも利用されてもよい。本発明のいくつかの実施形態に
おいて、情報が、ネットワークを介してセンサまたはプロセッサとサーバとの間で直接に
通信され、したがって電子装置をバイパスする。
【００８０】
　データまたは情報を送信または受信することができる部品のいずれか間で、各種の情報
が通信されてもよい。そのような情報は、たとえば、パフォーマンスパラメータデータ、
装置設定（センサ設定を含む）、ソフトウェア、およびファームウェアを含んでもよい。
【００８１】
　本発明の様々な要素間の通信は、ワークアウト／運動活動が完了された後に、またはワ
ークアウト／運動活動中に実質的にリアルタイムで発生してもよい。
【００８２】
　電子装置４００は、たとえば、追加のデータ処理を提供すること、ロボティックプラッ
トフォーム１００に命令を提供すること、追加のデータストレージを提供すること、デー
タ可視化を提供すること、追加のセンサ能力を提供すること、ネットワーク６０２に情報
をリレーすること、音楽または映像の再生に備えることなどを含む各種の目的に役立って
もよい。
【００８３】
　図に例示される電子装置４００は、専用の電子モニタリング装置でなくてもよく、図に
例示される電子装置４００は、移動電話、専用のフィットネスモニタ、スマートウォッチ
、タブレットコンピュータなどでもよい。代替の実施形態において、センサモジュール１
０２自体が移動電話によって具象化されること、または電子装置４００が移動電話である
ことが可能でもよい。移動電話は通例、運動活動に取り組むときでも個人５００によって
携帯され、それらは、個人５００にとっての追加費用なしで有意な追加のコンピューティ
ングおよび通信能力を提供することが可能であるので、移動電話などのロボティックトレ
ーニングシステム１０に電子装置４００を含めることが望ましくてもよい。
【００８４】
　上記の考察に鑑みて、本明細書に詳述される様々な処理ステップまたは他の計算が、本
明細書に開示されるロボティックトレーニングシステム１０の様々な実施形態によって行
われることが可能でもよく、かつ本発明の特定の実施形態の構成に応じて、必ずしもセン
サモジュール１０２によって行われることに限定されるわけではないことが明らかである
。たとえば、本明細書に詳述される処理ステップまたは他の計算のいずれも、様々な実施
形態において、センサモジュール１０２によって、サーバコンピュータ６０４によって、
電子装置４００および／もしくはいずれかの他のネットワーク部品によって、または２つ
以上の部品によって行われてもよい。
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【００８５】
　本発明の実施形態は、いわゆる「クラウドコンピューティング」の使用を伴ってもよい
。クラウドコンピューティングは、製品よりもむしろサービスとしてのコンピューティン
グの供給を含んでもよく、それによって共有リソース、ソフトウェアおよび情報が、ネッ
トワーク（典型的にインターネット）上のユーティリティとしてコンピュータおよび他の
装置に提供される。クラウドコンピューティングは、ネットワーク上の公開されたアプリ
ケーションプログラミングインタフェース上の個人５００のデータ、ソフトウェアおよび
計算をサービス（典型的に集中型）に委任してもよい。エンドユーザがウェブブラウザま
たは軽量デスクトップもしくはモバイルアプリを通してクラウドベースのアプリケーショ
ンにアクセスしてもよい一方で、ビジネスソフトウェアおよびデータは遠隔地でサーバに
記憶される。クラウドアプリケーションプロバイダはしばしば、ソフトウェアプログラム
がエンドユーザコンピュータにローカルにインストールされた場合より、同じまたは良い
サービスおよびパフォーマンスを与えるよう努める。
【００８６】
　本発明の実施形態は、動作およびパフォーマンスモニタリングシステムの特徴を援用し
てもよい。例証的な動作モニタリングおよびパフォーマンスシステムが、２０１１年３月
３１日出願の所有者共通の米国特許出願第１３／０７７，４９４号明細書（米国特許出願
公開第２０１２／０２５４９３４号明細書として公開された）および２０１３年３月１２
日出願の所有者共通の米国特許出願第１３／７９７，３６１号明細書（米国特許出願公開
第２０１４／０２６６１６０号明細書として公開された）に開示され、各々の全体がその
引用によって本明細書に援用される。
【００８７】
　本発明のロボティックトレーニングシステム１０の部品の例証的な実施形態の概観は、
例証的なセンサモジュール１０２を含め、以上に提供された。
【００８８】
　図７に着目して、本発明のいくつかの実施形態に係るセンサモジュール１０２の部品の
ブロック図が図示される。例示された実施形態において、センサモジュール１０２は、プ
ロセッサ１１０を含んでもよい（プロセッサ１１０はまた、別の部品でもよい）。センサ
モジュール１０２は、電源１４０、メモリ１３８、加速度センサ１４２、磁界センサ１４
６および送受信器１１２を含んでもよい（送受信器１１２は別の部品でもよい）。これら
の部品は、互いに動作的に接続されてセンサモジュール１０２の機能性を実施する。他の
実施形態において、これらのセンサモジュール１０２部品の１つもしくは複数が省略され
てもよく、または１つもしくは複数の追加の部品が追加されてもよい。プロセッサ１１０
は、センサモジュール１０２に含まれてもよく、または別の部品でもよい。プロセッサ１
１０は、センサモジュール１０２のメモリ１３８に記憶されるアプリケーションプログラ
ムを実装するように適合されてもよい。プロセッサ１１０は、生データ整理およびフィル
タリングなどのアナログまたはデジタル信号処理アルゴリズムを実装することも可能でも
よい。たとえば、プロセッサ１１０は、センサから生データを受信し、センサモジュール
１０２でそのようなデータを処理するように構成されてもよい。プロセッサ１１０は、電
源１４０、メモリ１３８、加速度センサ１４２、磁界センサ１４６および送受信器１１２
に動作的に接続される。
【００８９】
　実施形態において、センサモジュール１０２の校正が、たとえば、位置受信器１３０か
らの受信ＧＰＳ信号を使用して行われる。受信ＧＰＳ信号は、たとえば、個人がワークア
ウト中に走る、または歩く距離を決定するために使用されることができる。他の実施形態
において、センサモジュール１０２の校正は、たとえば、カウンタ（たとえば、追加のセ
ンサ１４８）を使用して駆動システム１０４の車軸の回転を計数することによって準備さ
れてもよい。
【００９０】
　電源１４０は、センサモジュール１０２に電力を提供するように適合されてもよい。１
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つの実施形態において、電源１４０は、バッテリでもよい。電源は、センサモジュール１
０２に組み込まれても、またはセンサモジュール１０２から取り外し可能でもよく、かつ
再充電可能でも、または再充電不可能でもよい。いくつかの実施形態において、電源１４
０は、パーソナルコンピュータに取り付けられる汎用シリアルバス（「ＵＳＢ」）Ｆｉｒ
ｅｗｉｒｅ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔまたはヘッドホンケーブルなど
、充電源に取り付けられるケーブルによって再充電されてもよい。別の実施形態において
、電源１４０は、誘導充電によって再充電されてもよく、ここでは誘導充電器および電源
１４０が近接されるが、しかしケーブルを介して互いに接続される必要はない状態で電磁
界が使用されて、前者から後者へエネルギーを伝達する。いくつかの実施形態において、
充電を容易にするために、ドッキングステーションが使用されてもよい。他の実施形態に
おいて、センサモジュール１０２は、１つの電源１４０を別の電源１４０と交換すること
によって再給電されてもよい。電源１４０は、駆動および操向システム１０４／１０６を
含め、ロボティックプラットフォーム１００に追加的に給電してもよい。
【００９１】
　メモリ１３８は、アプリケーションプログラム命令を記憶するように、かつ運動活動デ
ータを記憶するように適合されてもよい。いくつかの実施形態において、メモリ１３８は
、本明細書に記載される小売強化システム１０の機能性の態様を実装するために使用され
るアプリケーションプログラムを記憶してもよい。１つの実施形態において、メモリ１３
８は、生データ、記録データおよび／または計算データを記憶してもよい。いくつかの実
施形態において、以下にさらに詳細に説明されるように、メモリ１３８は、データ記憶バ
ッファとして作用してもよい。メモリ１３８は、読出し専用メモリもランダムアクセスメ
モリも含んでもよく、メモリカードまたは他のリムーバブルストレージ装置をさらに含ん
でもよい。
【００９２】
　本発明のいくつかの実施形態において、メモリ１３８は、生データ、記録データおよび
／または計算データを永久に記憶してもよい一方で、他の実施形態において、メモリ１３
８は、すべてまたはいくつかのデータを（バッファになど）一時的にのみ記憶してもよい
。本発明の１つの実施形態において、メモリ１３８、および／またはそれに関連したバッ
ファは、一定の量のデータのみが本発明の特定のアプリケーションのために保存されるよ
うに、所定のサイズのメモリ位置にデータを記憶してもよい。
【００９３】
　加速度センサ１４２は、センサモジュール１０２の加速度を測定するように適合されて
もよい。したがって、センサモジュール１０２がロボティックプラットフォーム１００に
物理的に結合されると、加速度センサ１４２は、地球の重力場による加速度を含め、物体
１００の加速度を測定することが可能でもよく、ロボティックプラットフォームが所定の
加速度パターンで移動するようにしてもよい。１つの実施形態において、加速度センサ１
４２は、３つの直交方向に加速度を測定することが可能である３軸加速度計を含んでもよ
い。他の実施形態において、１つ、２つまたは３つ以上の別々の加速度計が使用されても
よい。
【００９４】
　磁界センサ１４６は、センサモジュール１０２の付近の磁場の強さおよび方向を測定す
るように適合されてもよい。したがって、センサモジュール１０２は、磁界センサ１４６
を活用して、地球の磁場を含め、ロボティックプラットフォーム１００の付近の磁場の強
さおよび方向を測定することが可能でもよい。１つの実施形態において、磁界センサ１４
６は、ベクトル磁力計でもよい。他の実施形態において、磁界センサ１４６は、３次元の
全局所磁場に対する合成磁気ベクトルの大きさおよび方向を測定することが可能である３
軸磁力計でもよい。他の実施形態において、１つ、２つまたは３つ以上の別々の磁力計が
使用されてもよい。
【００９５】
　本発明の１つの実施形態において、加速度センサ１４２および磁界センサ１４６は、ス
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イス、ジュネーブのＳＴマイクロエレクトロニクスによって製作される、型番ＬＳＭ３０
３ＤＬＨＣをもつ単一の加速度計－磁力計モジュール内に含まれてもよい。他の実施形態
において、センサモジュール１０２は、加速度センサ１４２および磁界センサ１４６の一
方のみを含んでもよく、所望により他方を省略してもよい。
【００９６】
　図７に描かれる送受信器１２２は、センサモジュール１０２が、以下にさらに詳細に記
載されるものなど、ロボティックトレーニングシステム１０の他の部品とワイヤレスで通
信することを可能にしてもよい。１つの実施形態において、センサモジュール１０２およ
びロボティックトレーニングシステム１０のその他のローカル部品は、たとえば、以下の
プロトコルの１つまたは複数を使用してパーソナルエリアネットワークまたはローカルエ
リアネットワークを通じて通信してもよい：Ｄｙｎａｓｔｒｅａｍ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏ
ｎｓによるＡＮＴ、ＡＮＴ＋、ブルートゥース、ブルートゥースローエナジー技術、Ｂｌ
ｕｅＲｏｂｉｎ、または適切なワイヤレスパーソナルもしくはローカルエリアネットワー
クプロトコル。ロボティックトレーニングシステム１０に適する他の既知の通信プロトコ
ルも使用されてもよい。
【００９７】
　１つの実施形態において、送受信器１２２は、低電力送受信器である。いくつかの実施
形態において、送受信器１２２は、双方向通信送受信器１２２でもよい一方で、他の実施
形態において、送受信器１２２は、片方向送信器または片方向受信器でもよい。センサモ
ジュール１０２とロボティックトレーニングシステム１０の他の部品との間のワイヤレス
通信は、以下にさらに詳細に記載される。他の実施形態において、センサモジュール１０
２は、送受信器１２２に依存しないロボティックトレーニングシステム１０の他の部品と
有線通信状態にあってもよい。
【００９８】
　本発明のいくつかの実施形態において、図７に描かれるものなどの部品を有するセンサ
モジュール１０２は、個人５００によって行われる運動活動中にロボティックプラットフ
ォーム１００に物理的に結合されてもよい。センサモジュール１０２は、個人５００の体
もしくは個人の運動用具もしくは履物の空間定位の変化をさらにモニタしても、または体
もしくは機器移動データと歩行特性などの特性との間の相関を決定してもよい。いくつか
の実施形態において、センサモジュール１０２は、記載されるように、トラックの表面を
モニタして、たとえば、チョーク／ペイントライン３０２をたどるために使用されてもよ
い。いくつかの実施形態において、ロボティックプラットフォーム１００に結合されない
追加のセンサ（たとえば、他の加速度センサ、生理センサなど）が、様々なモニタリング
計算を実施するのに必要なデータを収集することを担ってもよい。
【００９９】
　いくつかの他の実施形態において、しかしながら、（たとえば、スピードセンサなどと
いった）追加のセンサ１４８をセンサモジュール１０２内に含ませる、もしくはセンサモ
ジュール１０２に動作的に接続させること、または追加のセンサをセンサモジュール１０
２と通信状態にさせることが望ましくてもよい。いくつかの実施形態において、追加のセ
ンサモジュール１０２が、たとえば心拍数モニタリング装置、歩数計および加速度計ベー
スのモニタリング装置、または他のフィットネスモニタリング装置などの追加の、または
異なるセンサを場合により有して、現存の運動活動モニタリング機器内に統合されてもよ
い。
【０１００】
　加速度センサ１４２および磁界センサ１４６に加えて、センサモジュール１０２の一部
でも、またはセンサモジュール１０２から分かれているが、しかしそれと通信状態にあっ
てもよい他のセンサが、各種の運動パフォーマンスパラメータを測定することが可能なセ
ンサを含んでもよい。用語「パフォーマンスパラメータ」は、個人５００の運動活動と関
連付けられる物理パラメータおよび／または生理パラメータを含んでもよい。測定される
物理パラメータは、時間、距離、スピード、ペース、ペダル数、車輪回転数、総回転、歩
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数、歩長、エアタイム、歩行率、高度、歪、衝撃力、跳躍力、総力および跳躍高を含み得
るが、しかしこれらに限定されない。測定される生理パラメータは、心拍数、呼吸数、血
液酸素レベル、血液乳酸レベル、血流量、水分レベル、消費カロリーまたは体温を含み得
るが、しかしこれらに限定されない。
【０１０１】
　図７に図示されるように、いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、
他の追加の部品を組み込んでもよい。いくつかの実施形態において、センサモジュール１
０２は、互いに動作的に接続されてセンサモジュール１０２の機能性を実施する角運動量
センサ１２４、心拍数センサ１２６、温度センサ１２８、位置受信器１３０、データポー
ト１３２およびタイマ１３４を組み込んでもよい。他の実施形態において、これらのセン
サモジュール１０２部品の１つもしくは複数が省略されてもよく、または１つもしくは複
数の追加の部品が追加されてもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、送受信器１２２は、双方向通信送受信器１２２でもよい
一方で、他の実施形態において、送受信器１２２は、片方向送信器または片方向受信器で
もよい。
【０１０３】
　センサモジュール１０２のユーザインタフェース１３６は、個人５００によって、セン
サモジュール１０２と対話するために使用されてもよい。いくつかの実施形態において、
ユーザインタフェース１３６は、グラフィカルユーザインタフェースタッチスクリーン面
の仮想ボタン、スイッチまたはキーを含め、１つまたは複数の入力ボタン、スイッチまた
はキーを含んでもよい。これらのボタン、スイッチまたはキーの各々の機能は、センサモ
ジュール１０２の動作モードに基づいて決定されてもよい。１つの実施形態において、ユ
ーザインタフェース１３６は、タッチパッド、スクロールパッドおよび／またはタッチス
クリーンを含んでもよい。別の実施形態において、ユーザインタフェース１３６は、容量
スイッチを含んでもよい。さらなる実施形態において、ユーザインタフェース１３６は、
音声作動制御手段を含んでもよい。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、しかしながら、センサモジュール１０２は、ユーザイン
タフェース１３６を含まなくてもよい。これらの実施形態において、センサモジュール１
０２は、それら自体ユーザインタフェースを含んでもよいロボティックトレーニングシス
テム１０の他の部品、たとえば、電子装置４００と通信することが可能でもよい。
【０１０５】
　角運動量センサ１２４は、たとえば、ジャイロスコープでもよく、センサモジュール１
０２の角運動量または方位を測定するように適合されてもよい。したがって、センサモジ
ュール１０２がロボティックプラットフォーム１００に物理的に結合されると、角運動量
センサ１２４は、物体１００の角運動量または方位を測定することが可能でもよい。１つ
の実施形態において、角運動量センサ１２４は、３つの直交軸のまわりの角回転を測定す
ることが可能である３軸ジャイロスコープでもよい。他の実施形態において、１つ、２つ
または３つ以上の別々のジャイロスコープが使用されてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、角運動量センサ１２４は、加速度センサ１４２および磁界センサ１４６の１つまた
は複数によってなされる測定を校正するために使用されてもよい。これは、空中ロボティ
ックプラットフォーム１００にとって特に有利でもよい。
【０１０６】
　心拍数センサ１２６は、個人５００の心拍数を測定するように適合されてもよい。心拍
数センサ１２６は、個人の胸部の皮膚などの、個人５００の皮膚と接触して設置され、ス
トラップで緊締されてもよい。心拍数センサ１２６は、個人５００の心臓の電気活動を読
み取ることが可能でもよい。
【０１０７】
　温度センサ１２８は、たとえば、温度計、サーミスタ、または温度の変化を測定する熱
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電対でもよい。いくつかの実施形態において、温度センサ１２８は主に、ロボティックト
レーニングシステム１０の他のセンサ、たとえば、加速度センサ１４２および磁界センサ
１４６の校正のために使用されてもよい。
【０１０８】
　１つの実施形態において、位置受信器１３０は、衛星位置システム衛星から無線によっ
て見通し線に沿って送信される時間信号を使用して、その場所（すなわち、経度、緯度お
よび高度）を決定することが可能である電子衛星位置受信器であってもよい。既知の衛星
位置システムは、ＧＰＳシステム、ガリレオシステム、ＢｅｉＤｏｕシステムおよびＧＬ
ＯＮＡＳＳシステムを含む。別の実施形態において、位置受信器１３０は、センサモジュ
ール１０２の場所が無線信号三角測量または他の同様の原理を使用して決定されるように
、ローカルもしくはリモート基地局または無線伝送送受信器と通信することが可能である
アンテナであってもよい。いくつかの実施形態において、位置受信器１３０データは、セ
ンサモジュール１０２が、位置ウェイポイント、時間、場所、進行距離、スピード、ペー
ス、または高度を測定および／または計算するために使用されてもよい情報を検出するよ
うにしてもよい。
【０１０９】
　データポート１３２は、センサモジュール１０２への／からの情報伝達を容易にしても
よく、たとえば、ＵＳＢポートでもよい。いくつかの例証的な実施形態において、データ
ポート１３２は、追加的または代替的に、電源に充電するために、電源への電力伝達を容
易にすることができる。
【０１１０】
　タイマ１３４は、絶対時間を追跡し、かつ／または経過時間を決定することが可能であ
るクロックでもよい。いくつかの実施形態において、タイマ１３４は、一定のデータレコ
ードにタイムスタンプするために使用されてもよく、そのため一定のデータが測定または
記録された時間が決定されてもよく、様々なデータの様々なタイムスタンプが互いと相関
されてもよい。
【０１１１】
　いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、ボタンおよび／またはディ
スプレイも含んでもよい。ボタンは、センサモジュール１０２のユーザインタフェースと
して役立ってもよい。ボタンは、センサモジュール１０２をオンおよびオフする、様々な
表示オプションを通してトグルする、または各種の他の機能に役立つことが可能でもよい
。代替的に、複数のボタンが設けられても、または全く設けられなくてもよい。１つの実
施形態において、ディスプレイは、たとえば、異なる色の組合せまたは点滅パターンで、
個人５００にセンサモジュール１０２の状況またはバッテリ寿命を伝えることが可能であ
る比較的に単純なＬＥＤディスプレイでもよい。別の実施形態において、ディスプレイは
、セグメント化ＬＣＤディスプレイなど、個人５００にパフォーマンスパラメータ情報、
フィードバック、または他の情報を表示することが可能であるより高度なディスプレイで
もよい。代替的に、ボタンまたはディスプレイが全く設けられなくてもよい。
【０１１２】
　他の実施形態において、センサモジュール１０２は、個人５００との音声通信のための
スピーカおよび／またはマイクロホンなどの音声制御手段を含んでもよい。これらの部品
は、センサモジュール１０２のユーザインタフェースとして役立ってもよく、音声入力シ
ステム１２０に含まれてもよい。これらの音声制御手段は、センサモジュール１０２をオ
ンおよびオフする、様々な表示オプションを通してトグルする、または各種の他の機能に
役立つことが可能でもよい。１つの実施形態において、音声制御手段は、個人５００にセ
ンサモジュール１０２の状況またはバッテリ寿命を伝えることが可能でもよい。別の実施
形態において、音声制御手段は、個人５００へ／からパフォーマンスパラメータ情報、フ
ィードバック、または他の情報を出力または受信することが可能でもよい。１つの実施形
態において、音声制御手段は、個人５００から音声指令を受け入れることが可能でもよい
。別の実施形態において、センサモジュール１０２は、一対のヘッドホンなどの別の装置
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を介してワイヤレスで個人に音声情報を中継することが可能でもよい。代替的に、音声制
御手段が設けられてもよい。
【０１１３】
　センサモジュール１０２によって得られたデータは、活動中に関心を引く物体１００の
動作についての有用な情報をもたらす各種の方途で処理されてもよい。いくつかの実施形
態において、センサモジュール１０２データは、個人５００の体または個人５００の運動
用具の空間定位の変化をモニタするために処理されてもよい。他の実施形態において、セ
ンサモジュール１０２データは、移動データとデータ構造に記憶される特性との間の所定
の相関を参照することで処理されてもよい。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、個人の動作の方向の変化を
検出するために使用される。本発明に係るセンサモジュール１０２は、個人によって着用
されることも、たとえば、腕立て伏せ、懸垂、重量挙げ、飛込み、体操などと関連付けら
れる動作などの他の動作を検出および／または追跡するために使用されることもできる。
【０１１５】
　図８に着目して、本発明の実施形態に係る電子装置４００のブロック図が図示される。
実施形態において、電子装置４００は、モバイルコンピューティング装置、移動電話、デ
スクトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、専用の電子装置などに対応する。図
８に図示されるように、電子装置４００は、プロセッサ４０２、メモリ４０６、ユーザ入
力制御手段４０８、ディスプレイ４１０、音声ユニット４１６、送受信器４０４、セルラ
送受信器４１４、任意選択の衛星ベースの測位システム受信器４１２、カメラ４１８、お
よびバッテリ４２０を含んでもよい。
【０１１６】
　プロセッサ４０２は、メモリ４０６に記憶されるアプリケーションプログラムまたはソ
フトウェアプラットフォーム１０００を実装することが可能なプロセッサである。プロセ
ッサ４０２は、デジタル信号処理アルゴリズムを実装することも可能である。プロセッサ
４０２は、メモリ４０６、ユーザ入力制御手段４０８、ディスプレイ４１０、音声ユニッ
ト４１６、送受信器４０４に結合され、セルラ送受信器４１４を含んでもよい。
【０１１７】
　メモリ４０６は、アプリケーションプログラム命令（たとえば、ソフトウェアプラット
フォーム１０００）およびデータを記憶するために使用される。実施形態において、メモ
リ４０６は、たとえば、典型的な電子装置の機能性のすべてを実装するために使用される
プログラムを記憶する。実施形態において、メモリ４０６は、読出し専用メモリもランダ
ムアクセスメモリも含む。
【０１１８】
　ユーザ入力制御手段４０８は、個人によって、電子装置４００と対話するために使用さ
れる。実施形態において、ユーザ入力制御手段４０８は、各種の入力ボタンおよび／また
はキーを含む。これらのボタンおよび／またはキーの各々の機能は、典型的に電子装置４
００の動作モードに基づいて決定される。１つの実施形態において、ユーザ入力制御手段
４０８は、タッチパッドもしくはスクロールパッドおよび／またはタッチスクリーンボタ
ンを含む。
【０１１９】
　ディスプレイ４１０は、個人に情報を表示するために使用される。実施形態において、
ディスプレイ４１０は、液晶ディスプレイである。
【０１２０】
　カメラ４１８は、デジタル写真または映像を撮るために使用される小型デジタルカメラ
である。１つの実施形態において、カメラ４１８は、ＣＣＤカメラである。別の実施形態
において、カメラ４１８は、ＣＭＯＳカメラである。
【０１２１】
　音声ユニット４１６は、音声信号を処理するために使用される。実施形態において、マ



(25) JP 6740196 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

イクロホンを使用して取り込まれる音声信号は、それらが、たとえば、プロセッサ４０２
によって演算されることができるようにデジタル信号に変換される。音声ユニット４１６
はまた、たとえば、デジタル音声信号を、１つまたは複数のスピーカを駆動するために使
用されることができる増幅アナログ音声信号へ変換する。実施形態において、音声ユニッ
ト４１６は、音楽の品質を高める、ドルビーラボラトリーズから入手可能なものなどの信
号処理アルゴリズムを実装する。
【０１２２】
　送受信器４０４は、ロボティックトレーニングシステム１０の他の部品と通信するため
に使用される低電力送受信器である。実施形態において、送受信器４０４は、２．４ＧＨ
ｚなどのアンライセンス周波数帯で動作する。送受信器４０４は、アンテナ４２６に結合
される。本明細書で使用されるように、用語送受信器は、送信器および受信器の組合せを
意味する。実施形態において、送信器および受信器は統合され、たとえば、集積回路の一
部を形成する。
【０１２３】
　セルラ送受信器４１４は、たとえば、音声セルラ電話信号を送信および受信するために
使用されてもよい。送受信器４１４は、たとえば、インターネットなどのコンピュータネ
ットワークと情報を交換するためにも使用されることができる。セルラ送受信器４１４は
、アンテナ４２２に結合される。本明細書で使用されるように、用語セルラ送受信器は、
セルラ送信器およびセルラ受信器の組合せを意味する。実施形態において、送信器および
受信器は、単一の装置に共に統合される。
【０１２４】
　１つの実施形態において、セルラ送受信器４１４は、本明細書に記載されるデータを、
それが、たとえば、プロのトレーナによって分析される場所に送信するために使用される
。プロのトレーナは、個人に電話するか、またはテキストメッセージを送り、データに基
づいて個人に実質的にリアルタイムのフィードバックを提供することができる。個人が、
たとえば、ワークアウト中にプロのトレーナに電話したければ、個人は、たとえば、電子
装置４００をタップして記憶された電話番号に電話をかけることによって、プロのトレー
ナに電話をかけることができる。１つの実施形態において、電子装置４００をタップする
ことが、プロのトレーナにテキストメッセージを送信し、プロのトレーナが個人に電話す
ることを求める。これらの機能はまた、センサモジュール１０２に含まれてもよい。
【０１２５】
　バッテリ４２０は、電子装置４００の様々な部品を動作させる電力を提供するために使
用される。実施形態において、バッテリ４２０は、典型的な家庭用電源コンセントに差し
込む電源アダプタを使用して定期的に再充電される。バッテリ４２０はまた、再充電不可
能なバッテリであることができる。
【０１２６】
　実施形態において、電子装置４００は、任意選択の衛星ベースの測位システム（たとえ
ば、全地球測位システム（ＧＰＳ）またはガリレオシステム）受信器４１２も含む。これ
は、電子装置が地球上のどこでもその場所を決定することを可能にする。衛星ベースの測
位システム（たとえば、ＧＰＳ）受信器４１２は、アンテナ４２４に結合される。実施形
態において、ＧＰＳ受信器４１２は、電子装置４００が、たとえば、装置を使用するラン
ナーにナビゲーション命令を提供することを可能にする。ランニングルートのための方向
は、ランの前に電子装置にダウンロードされ、メモリ４０６に記憶されることができる。
ナビゲーション命令に加えて、たとえば、ルートが歩道を有するか、小径にあるか、安全
な界隈内に設けられているかどうか、などといった、ランニングルートについての属性も
ダウンロードおよび閲覧されることができる。ＧＰＳ受信器４１２は、実施形態において
、ランナーによって走られるルートを追跡するために使用されることができる。ルートは
、メモリ４０６に保存され、ランの後にランナーによって閲覧されることができる。ルー
トは、たとえば、他のランナーによるダウンロード用にコンピュータ／ウェブサーバにル
ートを掲示することによって、他のランナーと共有されることもできる。
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【０１２７】
　実施形態において、ＧＰＳ受信器４１２、および電子装置４００のメモリに記憶される
情報（または、たとえば、セルラ送受信器４１４を使用してインターネットから受信され
る情報）は、たとえば、ランナーにナビゲーション命令を提供するために使用される。実
施形態において、ランナーは、たとえば、自分が５キロメートル走りたいと思うと電子装
置４００に入力することができ、電子装置は、適切なルートを自動的に選択／計画し、ラ
ン中にランナーにナビゲーション命令を提供することになる。実施形態において、ランナ
ーは、ランのための出発点も終着点も指定することができる。実施形態において、１つの
点のみが指定され、それが出発点にも終着点にもなる。実施形態において、出発および終
着点は、ランナーが、たとえば、自分が５キロメートル走りたいと思うと入力するときに
、ランナーが立っている地点（たとえば、ＧＰＳ受信器４１２によって決定される）であ
る。
【０１２８】
　実施形態において、電子装置４００は、ラジオを含む。ラジオは、ＡＭのみのラジオ、
ＦＭのみのラジオ、またはＡＭおよびＦＭの両方のラジオであることができる。実施形態
において、ラジオは、ディスプレイ４１０上で個人に提示されるソフトキーを使用して制
御される。
【０１２９】
　１つの実施形態において、電子装置４００は、たとえば、温度、湿度、紫外放射および
／または気圧などの選択された天気関連データを検出するための任意選択のセンサ（図示
せず）を含む。このデータは、たとえば、個人のパフォーマンスがどのように環境要因に
よってもたらされるかを決定するために使用されることができる。
【０１３０】
　１つの実施形態において、本発明に係る電子装置は、ディスプレイを含まない。この実
施形態において、たとえば、パフォーマンスおよび／またはフィードバック情報などの情
報が、たとえば、センサモジュール１０２または他の音声フィードバックを通じてワーク
アウト中に個人に聞こえるように提供される。一旦情報がコンピュータに伝達されるとし
て表示されうる。実施形態において、情報は、ワークアウト中に、たとえば、スポーツウ
ォッチなどの第２の処理装置に伝達され、第２の処理装置のディスプレイ上でワークアウ
ト中に個人に対して表示されることができる。
【０１３１】
　実施形態において、本発明に係る電子装置４００は、たとえば、従来の電話、音楽ファ
イルプレーヤ、携帯情報端末などにドングル（たとえば、ソフトウェアを保護する小さい
ハードウェア装置）を取り付けることによって形成されることができる。ドングルは、た
とえば、本明細書に記載されるスポーツ機能のいくつかまたはすべてを実装するダウンロ
ード可能なソフトウェアを含む。実施形態において、ソフトウェアは、Ｊａｖａプログラ
ミング言語で書かれるスポーツユーザインタフェースを含む。実施形態において、ソフト
ウェアは、たとえば、ソフトウェアがいかなる超低電力ブルートゥース通信プロトコル対
応装置とも使用されることを可能にするドライバを含む。他の実施形態は、他の通信プロ
トコル対応装置と適合する。
【０１３２】
　本発明の実施形態において、本発明に係る電子装置は、本明細書に詳述されるロボティ
ックトレーニング機能を実装する、（たとえば、電話、音楽ファイルプレーヤまたは携帯
情報端末などの装置よりはむしろ）専用装置である。
【０１３３】
　いくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は次いで、個人５００の移動が
追跡すべき移動の発生を示すと判定してもよい。１つの実施形態において、個人５００の
移動が追跡すべき移動の発生を示すという判定は、閾値データ値が所定の期間の間満たさ
れるときに生じる。たとえば、センサモジュール１０２は、個人の移動の結果、閾値加速
度が所定の期間の間生じたと判定してもよい。これは、ロボティックプラットフォーム１
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００の移動を開始してもよい。
【０１３４】
　いくつかの実施形態において、本明細書に論じられる処理を強化するために、リモート
処理が使用されてもよい。リモート処理は、センサモジュール１０２が、処理のためにリ
モートコンピュータにデータをワイヤレスで送信することを可能にしてもよい。ロボティ
ックトレーニングシステム１０の他の要素とのワイヤレス通信は、全体的に上記された。
このようにして、ロボティックトレーニングシステム１０の処理能力は、一定の処理およ
び分析タスクを、より大きな計算能力および、いくつかの実施形態において、追加のデー
タまたは他のリソースへのアクセスをもつ、サーバコンピュータなどの、リモートに設け
られるコンピュータに移すことによって強化されてもよい。
【０１３５】
　いくつかの実施形態において、受信されるデータは、運動活動中にリモートコンピュー
タに送信されてもよい。別の実施形態において、受信されるデータは、運動活動が完了さ
れた後にリモートコンピュータに送信されてもよい。
【０１３６】
　いくつかの実施形態において、受信される生理データは、現在の運動活動に対して個人
５００と関連付けられるデータおよび以前の運動活動からの個人５００と関連付けられる
データに比較されてもよい。いくつかの実施形態において、データは、異なる個人５００
の運動活動中に受信されるデータに比較されてもよい。
【０１３７】
　上記されたセンサモジュール１０２を含むロボティックトレーニングシステム１０を使
用することによって、本発明の実施形態は有利には、個人５００（または彼らのコーチ、
チームメイト、観客、友人、競争者など）が、運動活動の経過中または後に個人５００の
体の動作または個人５００の運動用具の動きについてのこのまたは他の情報を得ることを
可能にしてもよい。
【０１３８】
　本発明の様々な実施形態がランニングの文脈で記載されるのに対して、本発明はそのよ
うに限定されず、たとえば、サッカー（すなわち、フットボール）、バスケットボール、
野球、ボウリング、ボクシング、クリケット、サイクリング、フットボール（すなわち、
アメリカンフットボール）、ゴルフ、ホッケー、ラクロス、ボート、ラグビー、ランニン
グ、スケートボード、スキー、サーフィン、水泳、卓球、テニス、もしくはバレーボール
のスポーツを含む各種の異なるスポーツもしくは運動活動に、またはそれに関連したトレ
ーニングセッション中に適用されてもよい。
【０１３９】
　ランニングに関しては、上記されたものなどのセンサモジュール１０２実施形態は、個
人５００が、たとえば、ランナーの動作の特性を決定することを可能にしてもよい。たと
えば、センサモジュール１０２は、スピード、ペース、移動距離、移動場所を決定するた
めに、または異なる表面（たとえば、芝生、街路もしくは小径）および傾斜（たとえば、
上り、平坦もしくは下り）間を区別するために使用され得る。いくつかの実施形態におい
て、センサモジュール１０２は、たとえば、ランナーの胴、腕、手、脚、足もしくは頭、
または彼らの履物上もしくは内に装着されても、あるいはロボティックプラットフォーム
１００に統合されてもよい。
【０１４０】
　本発明のいくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、センサモジュール
１０２内に含まれる、またはそれと通信状態にある様々な種類のセンサにとって存在する
ことがある固有の欠陥を補償することが可能でもよい。大抵の現実世界のセンサは限界を
有する。たとえば、加速度計、磁力計およびジャイロスコープは、特に物体１００の動作
のスピードで、またはそれらの初期校正条件と異なる他の条件下で使用される場合、精度
問題を有することがある。
【０１４１】
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　本発明のいくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は、有線または無線技
術を介してロボティックトレーニングシステム１０の他の部品と通信してもよい。センサ
モジュール１０２とロボティックトレーニングシステム１０の他の部品との間の通信は、
各種の理由で望ましくてもよい。たとえば、センサモジュール１０２が運動活動情報を記
録および記憶する限り、追加のデータ処理、データ可視化、他との共有、以前に記録され
た運動活動情報への比較、または各種の他の目的のために、この情報を別の電子装置に送
信することが有用でもよい。さらなる例として、センサモジュール１０２が不十分な処理
能力、ワイドエリアネットワーク伝送能力、センサ能力、または他の能力を有する限り、
これらの能力は、ロボティックトレーニングシステム１０の他の部品によって提供される
ことができる。これを考慮して、可能な通信手段が、以下に簡潔に記載される。
【０１４２】
　センサモジュール１０２と電子装置４００との間の有線通信が、たとえば、センサモジ
ュール１０２－またはセンサモジュール１０２を含む運動用具１０４－を、電子装置４０
０の通信ポートに差し込まれる通信線を使用して電子装置４００に取り付けられるドッキ
ングユニットに設置することによって達成されてもよい。別の実施形態において、センサ
モジュール１０２と電子装置４００との間の有線通信が、たとえば、センサモジュール１
０２－またはセンサモジュール１０２を含む運動用具－とコンピュータまたはスタンドア
ロン装置６００との間にケーブルを接続することによって達成されてもよい。センサモジ
ュール１０２のデータポート１３２およびコンピュータ６００の通信ポートは、ＵＳＢポ
ートを含んでもよい。センサモジュール１０２およびコンピュータ６００を接続するケー
ブルは、ＵＳＢ－ＡもしくはＵＳＢ－Ｂ標準、ミニもしくはマイクロプラグを含むが、し
かしこれに限定されない適切なＵＳＢプラグをもつＵＳＢケーブル、または、たとえば、
ＦｉｒｅＷｉｒｅ、ＥｔｈｅｒｎｅｔもしくはＴｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔケーブルなどの他
の適切なケーブルでもよい。既に以上説明されたように、いくつかの実施形態において、
そのようなケーブルは、センサモジュール１０２の電源に充電するために、電源への電力
伝達を容易にするために使用され得る。代替的に、電源は、誘導充電によって、または充
電ベースをもつドッキングステーションを使用することによって再充電されてもよい。
【０１４３】
　電子装置４００への有線接続は、たとえば、センサモジュール１０２から電子装置４０
０へ運動活動情報をアップロードするために、または電子装置４００からセンサモジュー
ル１０２へアプリケーションソフトウェア更新もしくは設定をダウンロードするために有
用でもよい。
【０１４４】
　センサモジュール１０２－またはセンサモジュール１０２を含む運動用具－と電子装置
４００との間のワイヤレス通信が、たとえば、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（た
とえば、インターネットなど）、ワイヤレスローカルエリアネットワーク、またはワイヤ
レスパーソナルエリアネットワーク経由で達成されてもよい。当業者には周知であるよう
に、ワイヤレスエリアネットワークを実装するのに適する多数の既知の標準および専用プ
ロトコルがある（たとえば、ＴＣＰ／ＩＰ、ＩＥＥＥ８０２．１６、ブルートゥース、ブ
ルートゥースローエナジー、Ｄｙｎａｓｔｒｅａｍ　ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎｓによるＡＮ
Ｔ、ＡＮＴ＋、またはＢｌｕｅＲｏｂｉｎ）。したがって、本発明の実施形態は、いずれ
か特定のプロトコルを使用してセンサモジュール１０２と本発明の小売強化システム１０
の様々な要素との間で通信することに限定されない。
【０１４５】
　１つの実施形態において、センサモジュール１０２－またはセンサモジュール１０２を
含む運動用具－は、移動電話によって利用されるものなどのワイヤレスワイドエリアネッ
トワーク通信システムと通信してもよい。たとえば、ワイヤレスワイドエリアネットワー
ク通信システムは、複数の地理的に分散された通信塔および基地局システムを含んでもよ
い。通信塔は、センサモジュール１０２などの長距離双方向無線周波数通信ワイヤレス装
置をサポートする１つまたは複数のアンテナを含んでもよい。アンテナとセンサモジュー
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ル１０２との間の無線周波数通信は、いずれかの既知の、または将来開発されるワイヤレ
スプロトコル、たとえば、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録商標）、ＥＤＧＥ、３Ｇ、４Ｇ、ＩＥ
ＥＥ８０２．ｘ（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭａｘ））などに準拠する無線
周波数信号を利用してもよい。基地局システムおよびセルラ通信塔によってセンサモジュ
ール１０２に無線送信される情報はさらに、たとえば、インターネットを含む１つまたは
複数の追加の回線交換またはパケット交換通信ネットワークに送信されても、またはそこ
から受信されてもよい。
【０１４６】
　上記されたように、本発明のいくつかの実施形態において、センサモジュール１０２は
、運動活動中に個人５００によって同様に携帯される、スマートフォンなどの電子装置と
通信してもよい。
【０１４７】
　本発明のいくつかの実施形態において、たとえば、図７に図示されるように、電子装置
４００は、移動電話の形態をとってもよく、少なくともプロセッサ、メモリ、ユーザ入力
制御手段、測位システム受信器、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）送受
信器、視覚ディスプレイ、および音声ユニットを含んでもよい。ＬＣＤ画面の形態の視覚
ディスプレイ、ならびに物理キーボードおよびスクロールボールの形態のユーザ入力制御
手段が存在してもよい。
【０１４８】
　電子装置４００のメモリは、本明細書に記載されるロボティックトレーニングシステム
１０の機能性の態様を実装するために使用されるアプリケーションプログラム、ソフトウ
ェアプラットフォームまたはモジュールを記憶するように適合されてもよい。代替的に、
当業者は、ソフトウェアのすべてまたは一部がサーバ６０４に記憶され、ネットワーク６
０２を通じてアクセスされ、モバイルウェブアプリケーションとしてリモートで実行され
ても、またはメモリを有するロボティックプラットフォーム１００にローカルに記憶され
てもよいと理解するであろう。
【０１４９】
　論じられたように、ロボティックトレーニングシステム１０は、個人５００にトレーニ
ングサポートまたは他のロボティックプラットフォーム１００対話を提供することが可能
な多数の異なるソフトウェアモジュールを含んでもよい。各モジュールは、システム１０
を使用する個人５００に提示されることが可能な１つまたは複数のグラフィカルユーザイ
ンタフェース（「ＧＵＩ」）をサポートしてもよい。
【０１５０】
　ＧＵＩは、たとえば、図形要素、視覚インジケータおよび／またはテキストを提供して
、個人５００に利用可能な情報および行動を表してもよい。個人５００は、たとえば、電
子装置４００上で、キーボードまたはスクロールボールなどの物理入力装置を使用して、
システム１０のＧＵＩと対話してもよい。代替的に、個人５００は、タッチスクリーンを
使用して、表示されるものと直接に対話してもよい。たとえば、抵抗または容量タッチス
クリーンなどの様々なタッチスクリーンが利用されてもよい。
【０１５１】
　当業者は、電子装置４００を使用する個人５００に記載された、または追加の機能性を
提供または拡張するために、代替の、または追加のソフトウェアモジュールおよびサブモ
ジュールが実装されてもよいことを認識するであろう。たとえば、電子装置４００に記憶
されるソフトウェアのソフトウェア構成は、装置オペレーティングシステムを含んでもよ
く、それは、たとえば、ブラックベリーＯＳ、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）　ＯＳ、Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ、シンビアン、リナックス（登録商標）、ＷｅｂＯＳまたはアン
ドロイドなど、市販の移動電話オペレーティングシステムの１つでもよい。装置オペレー
ティングシステムは、ミドルウェアおよびアプリケーションプログラムがオペレーティン
グシステムのサービスにアクセスする際に介してもよい関連アプリケーションプログラミ
ングインタフェースも有してもよい。



(30) JP 6740196 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

【０１５２】
　本発明のシステム１０の様々なモジュールは、個人５００が活動直前および／または中
に電子装置４００を使用してシステム１０と対話する際に介することができるＧＵＩをサ
ポートしてもよい。当業者には認識されるであろうが、１つの実施形態において、ＧＵＩ
は、電子装置４００で実行されているモバイル装置アプリケーションによってサポートさ
れてもよい。別の実施形態において、ＧＵＩは、自分の電子装置４００でウェブブラウザ
を使用してネットワーク６０２を通じて個人５００にとってアクセス可能であり得るウェ
ブサイトを介してサーバ６０４によって提供されるウェブページとして出現してもよい。
ＧＵＩは、本発明の方法またはシステムの一部であると考えられてもよい。
【０１５３】
　いくつかの実施形態において、ロボティックトレーニングシステム１０は、ロボティッ
クプラットフォーム１００、電子装置４００、複数の個人５００（たとえばランナー）の
ためのセンサモジュール１０２、および充電器を含め、パッケージとして販売されてもよ
い。
【０１５４】
　ロボティックトレーニングシステム１０は、ロボティックトレーニングシステム１０の
経時的な繰返し使用、様々な個人が自分のデータをプロファイルに記憶し、そのデータを
更新した回数を認識および記録してもよい。ロボティックトレーニングシステム１０は、
様々なソーシャルメディアプラットフォームと統合して、個人が自分の歩行特性、ロボテ
ィックトレーニングシステム１０の各自の使用に関する自分のソーシャルネットワークデ
ータを共有するようにすることもできてもよい。
【０１５５】
　本発明の様々な態様、またはそのいかなる部分もしくは機能も、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、命令がそこに記憶される有形の非一時的なコンピュータ可読も
しくはコンピュータ使用可能記憶媒体、またはそれらの組合せを使用して実装されてもよ
く、１つまたは複数のコンピュータシステムまたは他の処理システムで実装されてもよい
。
【０１５６】
　論じられたように、本発明のロボティックトレーニングサービスを提供するためのプロ
グラム製品、方法およびシステムは、１つまたは複数の電子装置４００によって実行され
るいかなるソフトウェアアプリケーションも含むことができる。電子装置４００は、１つ
または複数のプロセッサを有する任意の種類のコンピューティング装置であることができ
る。たとえば、電子装置４００は、ワークステーション、モバイル装置（たとえば、移動
電話、携帯情報端末、タブレットコンピュータまたはラップトップ）、コンピュータ、サ
ーバ、計算クラスタ、サーバファーム、ゲームコンソール、セットトップボックス、キオ
スク、組込システム、ジムマシン、小売システムもしくは小売強化システム、または少な
くとも１つのプロセッサおよびメモリを有する他の装置であることができる。本発明の実
施形態は、コンピューティング装置でプロセッサ、ファームウェア、ハードウェアまたは
それらのいかなる組合せによっても実行されるソフトウェアでもよい。
【０１５７】
　本文書において、「コンピュータプログラム媒体」および「コンピュータ使用可能媒体
」などの用語は、概して、リムーバブルストレージユニットまたはハードディスクドライ
ブにインストールされるハードディスクなどの媒体を指すために使用されてもよい。コン
ピュータプログラム媒体およびコンピュータ使用可能媒体は、メモリ半導体（たとえば、
ＤＲＡＭなど）であることができる、主メモリまたは補助メモリなどのメモリも指しても
よい。これらのコンピュータプログラム製品は、本発明のコンピュータシステムにソフト
ウェアを提供する。
【０１５８】
　ソフトウェアプラットフォームは、コンピュータプログラム（コンピュータ制御ロジッ
ク、プログラムデータなどとも呼ばれる）を含んでも、または受け入れてもよく、それは
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主メモリおよび／または補助メモリに記憶されてもよい。コンピュータプログラムはまた
、通信インタフェースを介して受信されてもよい。そのようなコンピュータプログラムは
、実行されると、本発明のコンピュータシステムが本明細書に記載される実施形態を実装
することを可能にしてもよい。実施形態がソフトウェアを使用して実装される場合、ソフ
トウェアは、コンピュータプログラム製品に記憶され、たとえば、リムーバブルストレー
ジドライブ、インタフェース、ハードドライブおよび／または通信インタフェースを使用
してコンピュータシステムへロードされることができる。
【０１５９】
　本明細書における記載に基づいて、当業者は、コンピュータプログラムは、実行される
と、１つまたは複数のプロセッサが、図によって例示される方法におけるステップなどの
、上記された処理を実装することを可能にすることができることを認識するであろう。い
くつかの実施形態において、１つまたは複数のプロセッサは、クラスタ化コンピューティ
ング環境またはサーバファームに組み込まれるコンピューティング装置の一部であること
ができる。さらに、いくつかの実施形態において、クラスタ化コンピューティング環境に
よって行われるコンピューティング処理は、同じまたは異なる場所で設けられる複数のプ
ロセッサにわたって実施されてもよい。
【０１６０】
　本発明のソフトウェアは、いかなるコンピュータ使用可能媒体にも記憶されてもよい。
そのようなソフトウェアは、１つまたは複数のデータ処理装置で実行されると、データ処
理装置に本明細書に記載されるように動作させる。発明の実施形態は、いかなるコンピュ
ータ使用可能または可読媒体も利用する（現在既知のまたは将来の）。コンピュータが使
用可能な媒体の例は、一次記憶装置（たとえば、任意の種類のランダムアクセスまたは読
出し専用メモリ）、二次記憶装置（たとえば、ハードドライブ、フロッピーディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＺＩＰディスク、テープ、磁気記憶装置、光記憶装置、ＭＥＭＳ、ナノ技術
記憶装置、メモリカードまたは他のリムーバブル記憶装置など）、および通信媒体（たと
えば、有線および無線通信ネットワーク、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネ
ットワーク、イントラネットなど）を含むが、しかしこれらに限定されない。
【０１６１】
　実施形態は、指定された機能およびその関係の実装を例示する機能構成ブロックの助け
により上記された。これらの機能構成ブロックの境界は、記載の便宜のために本明細書で
任意に定められた。指定された機能およびその関係が適切に行われる限り、代替の境界が
定められることができる。
【０１６２】
　図を参照しつつ記載されたロボティックトレーニングシステムの具体的な実施形態の上
記の記載は、発明の一般的性質を完全に明らかにするものであるため、当該技術内の知識
を適用することによって、他者が、過度な実験なしで、本発明の一般概念から逸脱するこ
となく、そのような具体的な実施形態を容易に変更し、かつ／または様々な応用に適応さ
せることができる。
【０１６３】
　本発明の様々な実施形態が上記されたが、それらは、限定ではなく例としてのみ提示さ
れた。本明細書に提示される教示および指針に基づいて、適応および変更が、開示された
実施形態の均等物の意味および範囲内であるものと意図されることが明らかであるはずで
ある。したがって、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、本明細書に開示され
た実施形態に、形態および詳細の様々な変化がなされることができることが当業者にとっ
て明らかであろう。以上提示された実施形態の要素は、必ずしも相互に排他的であるわけ
ではなく、当業者には認識されるであろうが、様々な要求を満たすために交換されてもよ
い。
【０１６４】
　本明細書で使用された言葉遣いまたは専門用語は、限定ではなく説明の目的であること
が理解されるはずである。本発明の広さおよび範囲は、上記の例証的な実施形態のいずれ
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によっても限定されるべきではなく、以下の請求項およびそれらの均等物に従ってのみ定
められるべきである。
【０１６５】
　「発明の概要」および「要約」ではなく「発明を実施するための形態」が請求項を解釈
するために使用されるものと意図されることが認識されるはずである。「発明の概要」お
よび「要約」は、本発明の例証的な実施形態をすべてではなく、１つまたは複数に限り発
明者によって企図されるとして述べてもよく、したがって、いかなる形であれ本発明およ
び添付の請求項を限定するものとは意図されない。
【０１６６】
　本発明は、指定された機能およびその関係の実装を例示する機能構成ブロックの助けに
より上記された。これらの機能構成ブロックの境界は、記載の便宜のために本明細書で任
意に定められた。指定された機能およびその関係が適切に行われる限り、代替の境界が定
められることができる。
【０１６７】
　具体的な実施形態の上記の記載は、発明の一般的性質を完全に明らかにするものである
ため、当該技術内の知識を適用することによって、他者が、過度な実験なしで、本発明の
一般概念から逸脱することなく、そのような具体的な実施形態を容易に変更し、かつ／ま
たは様々な応用に適応させることができる。したがって、本明細書に提示される教示およ
び指針に基づいて、そのような適応および変更は、開示された実施形態の均等物の意味お
よび範囲内であるものと意図される。本明細書における言葉遣いまたは専門用語は、限定
ではなく説明の目的であり、そのため本明細書の専門用語または言葉遣いは、教示および
指針に鑑みて当業者には解釈されるはずであることが理解されるはずである。
【０１６８】
　本発明の広さおよび範囲は、上記の例証的な実施形態のいずれによっても限定されるべ
きではなく、以下の請求項およびそれらの均等物に従ってのみ定められるべきである。
【０１６９】
　本出願における請求項は、親出願または他の関連出願のものとは異なる。本出願人は、
したがって、本出願に関して親出願またはいかなる先出願においてもなされる請求項範囲
のいかなる放棄も無効とする。審査官は、したがって、いかなるそのような以前の放棄、
およびそれが回避した引用文献も再考される必要があるかもしれないと助言される。さら
に、審査官は、本出願においてなされるいかなる放棄も親出願に対して読み取られるべき
ではないとも喚起される。
【０１７０】
　以下、発明の理解を容易にするために、さらなる実施形態が記載される。
１．環境における運動活動中に個人を支援するためのロボティック運動トレーニングシス
テムであって、
　モバイルロボティックプラットフォームと、
　モバイルロボティックプラットフォームに結合される光センサのアレイを含み、環境か
らセンサデータを得るように構成されるセンサモジュールと、
　モバイルロボティックプラットフォームを推進するように構成される駆動システムと、
　モバイルロボティックプラットフォームを操向するように構成される操向システムと、
　センサモジュールからセンサデータを受信し、センサデータをエッジデータ、色データ
、彩度データ、閾値データまたはキーポイントデータの１つに特性化し、特性化されたデ
ータに基づいて駆動システムおよび操向システムの一方を制御して所定の経路をたどるよ
うに構成され、センサデータが環境の表面の変化に関連したデータを備える、プロセッサ
とを備える、システム。
２．環境における運動活動中に個人を支援するためのロボティック運動トレーニングシス
テムであって、
　モバイルロボティックプラットフォームと、
　モバイルロボティックプラットフォームに結合されるセンサのアレイを含み、環境から
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データを得るように構成されるセンサモジュールと、
　モバイルロボティックプラットフォームを推進するように構成される駆動システムと、
　モバイルロボティックプラットフォームを操向するように構成される操向システムと、
　センサモジュールからデータを受信し、データに基づいて駆動システムおよび操向シス
テムの一方を制御して所定の経路をたどるように構成され、データが環境の表面の変化に
関連したデータを備える、プロセッサとを備える、システム。
３．センサデータが、環境におけるトラック上のラインの位置を示すことが可能な光デー
タを備える、実施形態１のシステム。
４．個人と関連付けられる電子装置との通信のために構成されるワイヤレス送受信器をさ
らに備え、
　送受信器が、電子装置からデータを受信し、電子装置データをプロセッサに送信するよ
うに構成され、かつ、
　プロセッサが、電子装置データに基づいて駆動システムおよび操向システムの一方を制
御するようにさらに構成される、実施形態１のシステム。
５．電子装置データが、ワークアウトプログラムに従って駆動および操向システムを制御
するプログラムされた命令を備える、実施形態４のシステム。
６．経路が既定の経路である、実施形態１のシステム。
７．入力データを受信し、受信された入力データをプロセッサに送信するように構成され
るユーザインタフェースをさらに備え、
　プロセッサが、ユーザインタフェースから受信された入力データに基づいて駆動システ
ムおよび操向システムの一方を制御するようにさらに構成される、実施形態１のシステム
。
８．入力データが、ワークアウトプログラムに従って駆動および操向システムを制御する
プログラムされた命令を備える、実施形態７のシステム。
９．ユーザインタフェースがロボティックトレーニングシステムと統合される、実施形態
７のシステム。
１０．運動活動中に個人の映像データを記録し、映像データをプロセッサに送信するよう
に構成されるビデオカメラをさらに備え、
　プロセッサが、映像データに基づいて個人の生理特性を解析するように構成される、実
施形態２のシステム。
１１．運動活動中に個人にワークアウトプログラムについての情報を提供するように構成
される音声フィードバックシステムをさらに備える、実施形態２のシステム。
１２．運動活動中に個人にワークアウトプログラムについての情報を提供するように構成
される表示システムをさらに備える、実施形態２のシステム。
１３．音声データを記録し、音声データをプロセッサに送信してシステムを制御するよう
に構成される音声入力システムをさらに備える、実施形態２のシステム。
１４．ロボティック運動トレーニングシステムを使用して環境における運動活動中に個人
を支援する方法であって、
　ロボティック運動トレーニングシステムのプロセッサでロボティック運動トレーニング
システムを制御してロボティック運動トレーニングシステムを所定の速度で移動させるこ
とと、
　ロボティック運動トレーニングシステムの視覚システムで、ロボティック運動トレーニ
ングシステムが移動し、かつ個人が運動活動を行う環境の表面に関連したデータを受信す
ることと、
　ロボティック運動トレーニングシステムのプロセッサで、受信された表面データとベー
スライン可能表面特性データを比較することと、
　比較に応じてロボティック運動トレーニングシステムの進行方向を調節することとを含
む、方法。
１５．プロセッサでロボティック運動トレーニングシステムを制御することが、ロボティ
ックトレーニングシステムが所定のレースペースで移動するように模擬レースデータを処



(34) JP 6740196 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

理することを含む、実施形態１４の方法。
１６．ロボティックトレーニングシステムが、運動活動中に個人にコーチングフィードバ
ックを提供することをさらに含む、実施形態１４の方法。
１７．運動活動中に個人に結合されたセンサモジュールから個人についてロボティック運
動トレーニングシステムで生理センサデータを受信することと、
　ロボティック運動トレーニングシステムのプロセッサで、受信された生理センサデータ
にベースライン可能生理データを比較することと、
　生理データ比較に応じてロボティック運動トレーニングシステムの速度を調節すること
とをさらに含む、実施形態１４の方法。
１８．受信された生理センサデータを受信する前に個人についての個人情報を受信するこ
とをさらに含む、実施形態１７の方法。
１９．個人情報が、過去の負傷情報、身長、体重、性別、運動目的、意図される運動環境
、意図される運動時間、および意図されるワークアウト強度の１つを備える、実施形態１
８の方法。
２０．受信された表面データが、環境におけるトラック上のラインの位置を示す光データ
である、実施形態１４の方法。
図面に描かれた、または上記された部品の他に、図示または記載されない部品およびステ
ップの異なる配置が可能である。同様に、いくつかの特徴および部分組合せが有用であり
、他の特徴および部分組合せに関係なく利用されてもよい。発明の実施形態は限定的では
なく例示的な目的で記載されており、代替の実施形態が本特許の読者にとって明らかにな
るであろう。したがって、本発明は、上記された、または図面に描かれた実施形態に限定
されず、以下の請求項の範囲から逸脱することなく、様々な実施形態および変更が加えら
れ得る。
【符号の説明】
【０１７１】
　１０　ロボティックトレーニングシステム、小売強化システム
　１００　モバイルロボティックプラットフォーム、物体
　１０２　センサモジュール
　１０４　駆動システム
　１０６　操向システム
　１０８　センサ
　１１０　プロセッサ
　１１２　送受信器
　１１４　ビデオカメラ
　１１６　音声フィードバックシステム、音声システム
　１１８　表示システム
　１２０　音声入力システム
　１２２　送受信器、双方向通信送受信器
　１２４　角運動量センサ
　１２６　心拍数センサ
　１２８　温度センサ
　１３０　位置受信器
　１３２　データポート
　１３４　タイマ
　１３６　ユーザインタフェース
　１３８　メモリ
　１４０　電源
　１４２　加速度センサ
　１４６　磁界センサ
　１４８　追加のセンサ
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　３００　競技トラック
　３０２　ペイントまたはチョークライン
　４００　電子装置
　４０２　プロセッサ
　４０４　送受信器
　４０６　メモリ
　４０８　ユーザ入力制御手段
　４１０　ディスプレイ
　４１２　測位システム受信器
　４１４　セルラ送受信器
　４１６　音声ユニット
　４１８　カメラ
　４２０　バッテリ
　４２２　アンテナ
　４２４　アンテナ
　５００　個人
　６００　スタンドアロン装置
　６０２　ネットワーク
　６０４　サーバ、リモートサーバ
　１０００　ソフトウェアプラットフォーム、ロボティックトレーニングシステムソフト
ウェアプラットフォーム
　１１００　ハイライトリールモジュール
　１１０２　統計モジュール
　１１０４　近接認識モジュール
　１１０６　戦略モジュール
　１１０８　安全モジュール
　１１１０　食料／水分モジュール
　１１１２　充電モジュール
　１１１４　伴走モジュール
　１１１６　ベビーシッタモジュール
　１１１８　ライトモジュール
　１１２０　視覚モジュール
　１１２４　フェッチモジュール
　１１２６　天気モジュール
　１１２８　レフェリモジュール
　１１３０　技能モジュール
　１１３２　チームモジュール
　１１３４　ソーシャルモジュール
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