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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の段階を含む、ユーザの能力特性を評価する方法:
　システム内において、電子機器によって、複数のフィットネス機器を検出する段階であ
って、該複数のフィットネス機器のそれぞれが、1つまたは複数のセンサを備え、該検出
された複数のフィットネス機器が、少なくとも
　1つまたは複数のセンサを備える、ボールである第1のフィットネス機器であって、該1
つまたは複数のセンサは、該ユーザの能力特性に関連付けられる第1のパラメータを測定
するように構成された第1のセンサを少なくとも含み、該第1のセンサは、圧力センサであ
り、該第1のパラメータは、第1のフィットネス機器に接触している前記ユーザの1本また
は複数本の手のグリップ圧力である、該第1のフィットネス機器と、
　1つまたは複数のセンサを備える第2のフィットネス機器であって、該1つまたは複数の
センサは、第2のパラメータを測定するように構成された第2のセンサを少なくとも含み、
該第2のフィットネス機器は該第1のフィットネス機器と物理的に別個のものである、該第
2のフィットネス機器と
を備える、段階;
　該検出された複数のフィットネス機器のうちの少なくとも1つの、該1つまたは複数のセ
ンサのうちのセンサを用いて、該検出された複数のフィットネス機器のうちの少なくとも
1つが既定の動作基準を満たすかどうか判定する段階;ならびに
　該グリップ圧力の測定、該第2のパラメータの測定、および、該検出された複数のフィ
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ットネス機器のうちの少なくとも1つが該既定の動作基準を満たしているという判定に少
なくとも部分的に基づいて、該電子機器のユーザによるその後の選択に使用可能である複
数の活動プロトコルの第1の活動プロトコルの少なくとも1つを、該電子機器によって選択
する段階。
【請求項２】
　前記第1の活動プロトコルを前記ユーザが実施している間に第1のフィットネス機器およ
び第2のフィットネス機器から収集されたデータから、複数の能力特性を算出する段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項３】
　前記能力特性が、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、およびこれらの組み合わせか
らなる群より選択される、請求項2記載の方法。
【請求項４】
　2つのユーザ動作の間のタイミング、特定のユーザ動作のタイミング、前記ユーザの所
在、前記複数のフィットネス機器のうちのフィットネス機器の所在、前記ユーザの速度、
前記複数のフィットネス機器のうちのフィットネス機器の速度、前記ユーザの加速度、前
記複数のフィットネス機器のうちのフィットネス機器の加速度、前記複数のフィットネス
機器のそれぞれに関連付けられた前記1つまたは複数のセンサのうちの少なくとも1つのセ
ンサの検出、前記複数のフィットネス機器のうちのフィットネス機器の検出、およびこれ
らの組み合わせからなる群より選択される動作の妥当性を確認するために、前記第1のフ
ィットネス機器の前記1つまたは複数のセンサから収集されたデータと、前記第2のフィッ
トネス機器の前記1つまたは複数のセンサから収集されたデータとを相互参照する段階
をさらに含む、請求項2記載の方法。
【請求項５】
　算出された前記能力特性の少なくとも一部分から、スコアを算出する段階
をさらに含む、請求項4記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のフィットネス機器がボールを備え、かつ、前記既定の動作基準が、重量、寸
法、または内圧のうちの少なくとも1つに関する範囲を指定する、請求項1記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のフィットネス機器の前記1つもしくは複数のセンサ、または、前記第2のフィ
ットネス機器の前記1つもしくは複数のセンサを使用して、前記検出された該フィットネ
ス機器のうちの1つではない第3のフィットネス機器が異なる既定の動作基準を満たすかど
うか判定する段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のフィットネス機器のうちの検出されたフィットネス機器がマットを備え、か
つ、前記第3のフィットネス機器が履物を備える、請求項7記載の方法。
【請求項９】
　前記マットの1つまたは複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサを用いて、前記履
物からの圧力を検出する段階;および
　許可されていない圧力点を該履物が含むかどうか、前記履物からの圧力に基づいて判定
する段階
をさらに含む、請求項8記載の方法。
【請求項１０】
　検出された前記第2のフィットネス機器がマットを備え、検出された前記第3のフィット
ネス機器が履物を備え、前記方法が、
　該マットの、前記1つまたは複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサを用いて、該
履物からの圧力を検出する段階;および
　許可されていない圧力点を該履物が含むかどうかを、該履物からの圧力に基づいて判定
する段階
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をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも1つの既定の動作基準が満たされていないと判定する段階;および
　前記少なくとも1つの既定の動作基準が満たされていないとの該判定に応じて、前記シ
ステムの機能を使用不可にする段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１２】
　前記機能がスコアの算出を含む、請求項11記載の方法。
【請求項１３】
　前記機能が認定スコアの算出を含む、請求項12記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出された複数のフィットネス機器から、電子機器によって、少なくとも1つの特
定の種類のフィットネス機器が検出されていないと判定する段階；および、
　少なくとも1つの特定の種類のフィットネス機器が検出されていないとの該判定に応じ
て、検出されていない該少なくとも1つの特定の種類のフィットネス機器に関連付けられ
た少なくとも1つの機能を使用不可にする段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１５】
　前記機能がスコアの算出を含む、請求項14記載の方法。
【請求項１６】
　前記機能が認定スコアの算出を含む、請求項15記載の方法。
【請求項１７】
　前記検出された複数のフィットネス機器のうちの少なくとも1つのフィットネス機器、
または前記第3のフィットネス機器が、カメラを備え、かつ、前記方法が、
　該カメラを用いて画像を取り込む段階;および
　運動の複数の3次元画像を生成する段階
をさらに含む、請求項7記載の方法。
【請求項１８】
　a）前記複数のフィットネス機器のうちの検出されたフィットネス機器の、前記1つまた
は複数のセンサのうちのセンサが他のセンサに交換されていることを検出する段階;およ
び
　b）段階a）でなされた該検出に応じて複数の前記活動プロトコルの中から第2の活動プ
ロトコルを選択する段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１９】
　前記段階a）は、
　前記他のセンサが、前記検出されたフィットネス機器の前記1つまたは複数のセンサの
うちの前記センサと異なる種類のセンサであると判定する段階
をさらに含む、請求項18記載の方法。
【請求項２０】
　前記第1のフィットネス機器の前記1つもしくは複数のセンサ、または、前記第2のフィ
ットネス機器の前記1つもしくは複数のセンサからの測定に基づいて、該第2のフィットネ
ス機器の機能を調整する段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
発明の背景
　プロの運動選手もアマチュアの運動選手も同様に、あるレベルの運動能力を得ようと努
力する。しかし残念なことに、運動選手の選択するエクササイズルーチンは、各運動選手
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がその最大限の能力まで出し切ることを可能にしない場合もある。さらに、経験を積んだ
コーチまたはトレーナのいない個人がその最大限の能力に到達する可能性はさらに一層低
い。よって、単に標準的なエクササイズルーチンに従うだけでは、個人が、重要であり得
るある能力特性を改善する助けにならない。例えば、プロスポーツチームでフットボール
をプレーしたいと思っている個人は、チームまたはリーグのメンバとなり得る人とみなさ
れるのに十分な速さを持っているが、その個人のスポーツへの応答性またはフィットネス
に関連した応答が許容できる範囲を下回る場合もある。不適切なエクササイズルーチンに
やみくもに従っていると、自分の応答性を改善できない可能性がある。
【０００２】
　さらに、コーチおよびスカウトは、比較的短期間で数人の個人の能力特性をすばやく判
定する必要がある。コーチおよびスカウトは、可能性のある選手らの記録または統計を入
手し得るが、特に、速さ、応答性、敏速さ、パワーといった関連する特性の正確な評価は
提供されない可能性が最も高い。さらに、統計は、偽造されるかまたは不正確である可能
性もある。能力特性を正確に測定しようと試みている場合でさえも、タイマ、装置、およ
び他の変数の条件が未知である場合には、高いレベルの不確実性が存在し得る。さらに、
各運動選手の能力が異なるタイマ、装置、および/または環境条件で測定された可能性も
ある。
【０００３】
　あるシステムおよび方法は運動選手の認定された格付けを提供し得るが、現在のシステ
ムおよび方法は高くつき、時間がかかる。例えば、現在のシステムおよび方法では、複数
の試験プロトコルを管理するよう人を訓練する必要がある。さらに、訓練し、装置を較正
し、様々な場所へ移動し、分析を行う費用および時間のかかるプロセスを考えると、この
プロセスは多くの運動選手にとって費用と時間がかかりすぎて実施することができない。
【０００４】
　さらに、アマチュアの運動選手は、そのような試験または分析を行わない場合もある。
これは残念なことである。というのは、運動能力の向上は、非競技者についてでさえも、
エクササイズの継続を奨励する傾向にあるからである。残念ながら、正しい分析および試
験なしでは、個人は所望の運動特質を向上させない可能性がある。さらに、エクササイズ
から得られる身体的改善にのみ頼ると往々にして失敗する結果になる。というのは、多く
の身体的改善は見えてくるのに数週間または数ヶ月かかり、そのため、エクササイズプロ
グラムを維持するのに十分な動機付けを提供しないからである。例えば、どんな特質が改
善しており、どんな特質が改善していないかに個人が身体的に気付くにはさらに長い期間
を要し得る。しかも、個人の能力を測定するための正確なシステムおよび方法がなければ
、個人は1つまたは複数の能力特性を誤って評価する可能性もある。したがって、これら
およびその他の理由で、改善されたシステムおよび方法が求められている。
【発明の概要】
【０００５】
簡単な概要
　本発明および本発明の様々な特徴の基本的理解を提供するために、以下に、本発明の局
面の一般的概要を提示する。この概要はいかなる点でも本発明の範囲を限定するためのも
のではなく、単に、以下のより詳細な説明に関する全般的概観および状況を提供するにす
ぎない。
【０００６】
　本発明の局面は、ユーザの運動能力特性を評価するためのシステムおよび方法に関する
ものである。ある態様によれば、1つまたは複数のフィットネス機器が検出され得る。フ
ィットネスパラメータを測定するように構成された任意の構成部分または構成部分の集合
を、本明細書で開示する態様によるフィットネス機器とすることができる。例えばフィッ
トネス機器は、ボール、パック、ディスクなどといった、特定の身体活動に必要な構成部
分またはそうでなければ特定の身体活動と一般に関連付けられる構成部分を備えてよい。
例えば一態様では、フィットネス機器は、メディシンボールといったボールを備え得る。
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さらに別の態様では、フィットネス機器は、ユーザがその上に位置し得るゴールマーカま
たはマットといった、環境自体を含む、身体活動が行われる環境内の物体を備え得る。さ
らなる例示的態様を、以下で具体的態様を論じる場合により詳細に論じる。1つまたは複
数のフィットネス機器がシステムにおいて一緒に用いられてよい。例えば、メディシンボ
ールが第1のパラメータを測定するように構成されたセンサを備えてもよく、マットとい
った第2のフィットネス機器が第2のパラメータを測定するように構成された少なくとも1
つのセンサを備えてもよい。
【０００７】
　さらなる局面は、動作基準をフィットネス機器が満たすかどうか検出するように構成さ
れたセンサに関するものである。一態様では、フィットネス機器は、ボールを備えてよく
、動作基準はボールの重量、寸法、および/または内圧に関するものとし得る。ある態様
では、ボール（または他のフィットネス機器）は、動作基準の一部分が満たされない場合
には、フィットネスパラメータに関するデータを収集しなくてよい。別の態様では、フィ
ットネス機器は1つまたは複数のセンサからデータを収集し得るが、データの使用が制限
され得る。一態様では、関連したフィットネス機器由来のデータが、スコアの算出に使用
されなくてよい。別の態様では、スコアが算出され得るが、ある動作基準が満たされない
場合には、スコアは、資格証明書と関連付けられなくてよいか、または認定されなくてよ
い。
【０００８】
　さらなる局面は、フィットネス機器を用いて活動プロトコルを行うためのシステムおよ
び方法に関するものである。活動プロトコルは、複数の活動プロトコルの中から選択され
得る。一態様では、選択は、検出されたフィットネス機器またはフィットネス機器の集合
、検出されたフィットネス機器のセンサ、検出されたフィットネス機器によって測定され
たパラメータ、およびこれらの組み合わせに少なくとも部分的に基づき得る。
【０００９】
　ユーザの活動プロトコルの実施に関する複数の能力特性が算出され得る。例えば一態様
では、能力特性は、パワー、敏捷さ、速さ、反応、および/または敏速さからなる群より
選択される。ある態様では、いくつかのフィットネス機器上のセンサから収集されたデー
タが、データの妥当性を確認するために相互参照され得る。例えば、2つのユーザ動作の
間のタイミング、特定のユーザ動作のタイミング、ユーザの所在、フィットネス機器の所
在、ユーザの速度、フィットネス機器の速度、ユーザの加速度、フィットネス機器の加速
度、センサの検出、および/またはフィットネス機器の検出に関するデータが、各フィッ
トネス機器の各センサから収集されるかまたはそうでなければ導出されたデータを比較す
ることによって妥当性を確認され得る。ある態様では、検証されたデータからスコアが算
出され得る。
【００１０】
　さらなる局面は、フィットネス機器の標準化、および活動プロトコルの間のユーザの実
施に関するものである。例えば一態様では、フィットネス機器がマットを備え、装置（フ
ィットネス機器であってもまたはなくてもよい）が履物を備え得る。一態様では、マット
は、履物からの圧力を検出し、履物が、スパイクといった許可されていない圧力点を含む
かどうか判定するように構成された1つまたは複数のセンサを含み得る。ある態様では、
そのようなシステムおよび方法は、不正行為を防止し、かつ/または複数のユーザが1つま
たは複数の活動プロトコルの最中に一貫したやり方で同様のフィットネス機器を用いるこ
とを保証し得る。別の態様では、ある機能（例えば、特定のスコアの選択および/または
算出に利用可能なプロトコルなど）は、ある機器が検出されていない場合には、使用不可
にされてよいかまたはそうでなければ使用できなくてよい。例えば、認定スコアは、（例
えばメディシンボールといった）ボールが検出されていない場合には、算出されなくてよ
い。別の態様では、認定スコアは、（例えばメディシンボール上の）特定のセンサが検出
されていない場合には、収集されなくてよい。
【００１１】
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　様々な態様によれば、フィットネス機器は1つまたは複数の交換可能なセンサを有し得
る。一態様では、メディシンボールは、3軸加速度計に交換され得る交換可能な2軸加速度
計を有し得る。ある態様では、加速度計といったあるセンサの検出が、複数の活動プロト
コルの中からの活動プロトコルの選択に用いられ得る。さらなる態様は、交換センサが元
のセンサと異なる種類のセンサであることを検出し得る。さらなる態様は、別のフィット
ネス機器の検出された特性に基づいてフィットネス機器の特性を調整し得る。
【００１２】
　さらなる局面は、フィットネスパラメータを測定するように構成された第1のセンサを
有するボールフィットネス機器に関するものである。ボールはボールの第1の動作基準を
測定するように構成された第2のセンサを有していてよい。ボールの無線トランシーバが
第1のセンサおよび第2のセンサから収集されたデータを送信し得る。ボールは、コンピュ
ータ実行可能命令を有するメモリを有するシステムと通信するように構成されていてよい
。命令は、第1の動作基準が満たされていないかどうか判定し得る。ある態様では、ボー
ルの機能を含むシステムの機能が使用不可にされるかまたはそうでなければ完全に機能し
ない場合がある。例えば一態様では、スコアを算出するためのデータの収集および/また
はデータの使用が不可にされてよい。ある態様では、ボールのセンサ由来のデータが、例
えば、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、およびこれらの組み合わせといった能力特
性を算出するのに使用され得る。あるデータは、例えば、進んだ距離、飛んでいる間の速
度、および/または衝撃時のパワーなどに関するものとすることができる。
【００１３】
　ボールは、1つまたは複数の他のフィットネス機器と通信するように構成され得る。一
態様では、少なくとも1つの能力特性に関する算出は、2つまたはそれ以上のフィットネス
機器由来のデータの使用を含み得る。一態様では、能力特性が、ボールのセンサとマット
のセンサとに由来するデータから算出される。
【００１４】
[本発明1001]
　フィットネスパラメータを測定するように構成された、第1のセンサと、
　ボールの第1の動作基準を測定するように構成された、第2のセンサと、
　該第1のセンサおよび該第2のセンサによって測定された第1の該パラメータおよび該第1
の動作基準に関するデータを無線送信するように構成された、トランシーバと
を備える、該ボール。
[本発明1002]
　プロセッサと、
　コンピュータ実行可能命令が、該プロセッサによって実行される場合に
　　前記第1の動作基準が満たされていないと判定すること、および
　　システムの機能を使用不可にすること
　を実施する、該コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ可読媒体と
を備える該システムと通信するように構成されている、本発明1001のボール。
[本発明1003]
　前記機能がスコアの算出を含む、本発明1002のボール。
[本発明1004]
　前記機能が認定スコアの算出を含む、本発明1003のボール。
[本発明1005]
　プロセッサと、
　コンピュータ実行可能命令が、該プロセッサによって実行される場合に
　　前記第1のセンサによって測定された前記フィットネスパラメータに少なくとも部分
的に基づいて、第1の活動プロトコルをユーザが実施している間の複数の能力特性を算出
すること
　を実施する、該コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ可読媒体と
をさらに備える、本発明1001のボール。
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[本発明1006]
　前記能力特性が、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、およびこれらの組み合わせか
らなる群より選択される、本発明1005のボール。
[本発明1007]
　前記第1の動作基準が、重量、寸法、内圧、およびこれらの組み合わせに関する範囲を
指定する、本発明1002のボール。
[本発明1008]
　前記複数の能力特性のうちの少なくとも1つに関する算出が、フィットネスパラメータ
を測定するように構成されたフィットネス機器と関連付けられた第3のセンサ由来のデー
タの使用を含む、本発明1005のボール。
[本発明1009]
　前記第1のセンサによって測定された前記フィットネスパラメータが、進んだ距離、飛
んでいる間の速度、衝撃時のパワー、およびこれらの組み合わせからなる群より選択され
、かつ、前記能力特性が、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、これらの組み合わせか
らなる群より選択される、本発明1008のボール。
[本発明1010]
　前記命令が、
　算出された前記能力特性に基づいてスコアを求めること
をさらに含む、本発明1009のボール。
[本発明1011]
　以下の段階を含む、ユーザの能力特性を評価する方法:
　第1のパラメータを測定するように構成されたセンサと既定の動作基準をボールが満た
すかどうか検出するように構成されたセンサとを備える該ボールを検出する段階;ならび
に
　複数の活動プロトコルの中から第1の活動プロトコルを選択する段階であって、該選択
が、検出されたフィットネス機器、検出されたフィットネス機器のセンサ、検出されたフ
ィットネス機器によって測定されたパラメータ、およびこれらの組み合わせからなる群よ
り選択される1つまたは複数の要因に少なくとも部分的に基づく、段階。
[本発明1012]
　前記第1のパラメータを測定するように構成された前記センサが、前記既定の動作基準
を前記ボールが満たすかどうか検出するように構成された前記センサを備える、本発明10
11の方法。
[本発明1013]
　前記第1の活動プロトコルをユーザが実施している間に前記ボールの1つまたは複数のセ
ンサから収集されたデータから、複数の能力特性を算出する段階
をさらに含む、本発明1012の方法。
[本発明1014]
　前記能力特性が、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、これらの組み合わせからなる
群より選択される、本発明1013の方法。
[本発明1015]
　第2のフィットネス機器のセンサからデータを受け取る段階;ならびに
　2つのユーザ動作の間のタイミング、特定のユーザ動作のタイミング、ユーザの所在、
フィットネス機器の所在、ユーザの速度、フィットネス機器の速度、ユーザの加速度、フ
ィットネス機器の加速度、センサの検出、フィットネス機器の検出、およびこれらの組み
合わせからなる群より選択される動作の妥当性を確認するために、前記ボールの前記セン
サから収集されたデータと該第2のフィットネス機器から収集されたデータとを相互参照
する段階
をさらに含む、本発明1013の方法。
[本発明1016]
　少なくとも1つの検出されたフィットネス機器がボールを備え、かつ、前記既定の動作
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基準が、重量、寸法、内圧、およびこれらの組み合わせに関する範囲を指定する、本発明
1011の方法。
[本発明1017]
　前記ボールのセンサを使用して、既定の動作基準を装置が満たすかどうか判定する段階
をさらに含む、本発明1011の方法。
[本発明1018]
　以下の段階を含む、ユーザの能力特性を評価する方法:
　システム内において複数のフィットネス機器を検出する段階であって、該複数のフィッ
トネス機器が、少なくとも
　第1のパラメータを測定するように構成された少なくとも1つのセンサを備える、第1の
フィットネス機器と、
　第2のパラメータを測定するように構成された少なくとも1つのセンサを備える、第2の
フィットネス機器と
を備える、段階;
　検出された該フィットネス機器のうちの少なくとも1つのセンサを用いて、既定の動作
基準を少なくとも1つの検出されたフィットネス機器が満たすかどうか判定する段階;なら
びに
　複数の活動プロトコルの中から第1の活動プロトコルを選択する段階であって、該選択
が、検出されたフィットネス機器、検出されたフィットネス機器のセンサ、検出されたフ
ィットネス機器によって測定されたパラメータ、およびこれらの組み合わせからなる群よ
り選択される1つまたは複数の要因に少なくとも部分的に基づく、段階。
[本発明1019]
　前記第1の活動プロトコルをユーザが実施している間に第1のフィットネス機器および第
2のフィットネス機器から収集されたデータから、複数の能力特性を算出する段階
をさらに含む、本発明1018の方法。
[本発明1020]
　前記能力特性が、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、これらの組み合わせからなる
群より選択される、本発明1019の方法。
[本発明1021]
　2つのユーザ動作の間のタイミング、特定のユーザ動作のタイミング、ユーザの所在、
フィットネス機器の所在、ユーザの速度、フィットネス機器の速度、ユーザの加速度、フ
ィットネス機器の加速度、センサの検出、フィットネス機器の検出、およびこれらの組み
合わせからなる群より選択される動作の妥当性を確認するために、前記第1のフィットネ
ス機器のセンサから収集されたデータと前記第2のフィットネス機器のセンサから収集さ
れたデータとを相互参照する段階
をさらに含む、本発明1019の方法。
[本発明1022]
　算出された前記能力特性の少なくとも一部分から、スコアを算出する段階
をさらに含む、本発明1021の方法。
[本発明1023]
　少なくとも1つの検出されたフィットネス機器がボールを備え、かつ、前記既定の動作
基準が、重量、寸法、内圧、およびこれらの組み合わせに関する範囲を指定する、本発明
1018の方法。
[本発明1024]
　検出されたフィットネス機器のセンサを使用して、既定の動作基準を、検出された該フ
ィットネス機器のうちの1つではない装置が満たすかどうか判定する段階
をさらに含む、本発明1018の方法。
[本発明1025]
　検出されたフィットネス機器がマットを備え、かつ、前記装置が履物を備える、本発明
1024の方法。
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[本発明1026]
　前記マットのセンサを用いて、前記履物からの圧力を検出する段階;および
　許可されていない圧力点を該履物が含むかどうか判定する段階
をさらに含む、本発明1025の方法。
[本発明1027]
　検出された前記フィットネス機器がマットと履物とを備え、該マットが、該履物からの
圧力を検出するように構成された1つまたは複数のセンサを備え、前記方法が、
　該マットのセンサを用いて、該履物からの圧力を検出する段階;および
　許可されていない圧力点を該履物が含むかどうか判定する段階
をさらに含む、本発明1018の方法。
[本発明1028]
　少なくとも1つの動作基準が満たされていないと判定する段階;および
　前記システムの機能を使用不可にする段階
をさらに含む、本発明1018の方法。
[本発明1029]
　前記機能がスコアの算出を含む、本発明1028の方法。
[本発明1030]
　前記機能が認定スコアの算出を含む、本発明1029の方法。
[本発明1031]
　少なくとも1つの特定の種類のフィットネス機器が検出されていないと判定し、前記シ
ステムの少なくとも機能を使用不可にする段階
をさらに含む、本発明1018の方法。
[本発明1032]
　前記機能がスコアの算出を含む、本発明1031の方法。
[本発明1033]
　前記機能が認定スコアの算出を含む、本発明1032の方法。
[本発明1034]
　検出されたフィットネス機器の少なくとも1つまたは前記装置がカメラを備え、かつ、
前記方法が、
　該カメラを用いて画像を取り込む段階;および
　運動の複数の3次元画像を生成する段階
をさらに含む、本発明1024の方法。
[本発明1035]
　検出されたフィットネス機器の第1のセンサが第2のセンサに交換されていることを検出
する段階;および
　複数の前記活動プロトコルの中から第2の活動プロトコルを選択する段階
をさらに含む、本発明1018の方法。
[本発明1036]
　前記第2のセンサが前記第1のセンサと異なる種類のセンサであると判定する段階
をさらに含む、本発明1035の方法。
[本発明1037]
　第1のフィットネス機器の検出された特性に少なくとも部分的に基づいて、第2のフィッ
トネス機器の特性を調整する段階
をさらに含む、本発明1018の方法。

　本発明のこれらおよびその他の特徴は、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　添付の図面を考慮して以下の詳細な説明を参照することにより、本明細書で開示する様
々な局面およびそのいくつかの利点をより完全に理解することができる。添付の図面は必
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ずしも縮尺通りであるとは限らないことに留意されたい。
【図１】本発明の様々な例を実施するのに使用され得る例示的コンピュータ環境を示す図
である。
【図２】本発明の様々な態様に従って実施され得る例示的方法を示す流れ図である。
【図３】本発明の様々な態様による1つまたは複数のフィットネス機器を有する例示的シ
ステムを示す図である。
【図４】本発明の様々な態様に従って実施され得る例示的方法を示す流れ図である。
【図５】本発明の様々な態様に従って実施され得る例示的方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
詳細な説明
　本発明による様々な例示的構造および方法の以下の説明では添付の図面を参照する。図
面は本明細書の一部を形成し、各図面には例として、本発明の様々な態様による、様々な
フィットネス機器およびフィットネス機器を使用したシステムが示されている。加えて、
本発明の範囲を逸脱することなく、複数の部分および構造の他の具体的配置が用いられて
もよく、構造的、機能的改変が加えられてもよいことも理解すべきである。
【００１７】
　局面は、1つまたは複数のセンサを有するフィットネス機器に関するものである。本明
細書で使用する場合、「フィットネス機器」という語は、例えばスポーツまたはトレーニ
ング練習などの身体活動の間に使用され、関与し得る任意の物体を含む。ある態様では、
1つまたは複数のフィットネス機器がユーザによって保持され得るか、取り付けられ得る
か、または装着され得る。機器の例には、特に、シューズ、シャツ、ショーツ、グローブ
、帽子といった衣服、または腕時計、電話機、メディアプレーヤといった電子機器が含ま
れ得る。一態様では、フィットネス機器は、ユーザのシューズに取り付け可能とすること
ができる。別の態様では、機器は、腕時計、リングを装着するのと同様にユーザの腕に取
り付けられるものとすることもでき、移動端末機器および/またはパーソナルメディアプ
レーヤを含む任意のハンドヘルド電子機器といったように、手で掴めるものとすることも
できる。
【００１８】
　さらなるフィットネス機器の例には、身体活動に必要とされるかまたはそうでなければ
身体活動と一般に関連付けられる構成部分が含まれ得る。フィットネス機器の例には、以
下に限らないが、ゴルフボール、バスケットボール、ベースボール、サッカーボール、フ
ットボール、ボール、ホッケーパック、ウエイト、バット、クラブ、スティック、パドル
、マット、およびこれらの組み合わせが含まれ得る。さらなる態様では、フィットネス機
器の例には、ゴールネット、フープ、バックボード、フィールドの部分、例えば、ミッド
ライン、外周境界、エンドゾーン、フィールドゴールマーカ、ベース、およびこれらの組
み合わせなどといった、環境自体を含む、身体活動が行われる環境内の物体を含み得る。
【００１９】
　図1に、本明細書で開示する一態様による、例示的フィットネス機器100を示す。例示的
フィットネス機器100は、球形のボールとすることができる。フィットネス機器100は、セ
ンサ101Aおよびセンサ101Bといった1つまたは複数のセンサ（まとめてセンサ101と呼ぶ）
を備え得る。センサ101は、刺激を検出し、結果として得られる信号を供給するように構
成された任意の装置を備え得る。ある態様では、センサ101は、例えば、速度、加速度、
圧力、所在、エネルギー移動、温度、向き、光、音、磁気、または、2本もしくはそれ以
上の軸に沿った特定の動きなどといった1つまたは複数のパラメータを測定するのに用い
られ得る。
【００２０】
　一態様では、センサ101は、加速度計モジュールを備え得る。一態様では、加速度計モ
ジュールは、2本の直交軸に沿った加速度を測定するための2軸加速度計を用いて実施され
得る。別の態様では、加速度計モジュールは、3本の直交軸に沿った加速度を測定するた
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めの3軸加速度計を用いて実施され得る。さらなる例示的センサは、ひずみゲージ、導電
性インク、圧電素子および/または圧力トランスデューサを含み得る。ある態様では、2つ
またはそれ以上のセンサ101に加えられる相対圧力を使用して重量分布を表示することが
できる。さらに別の態様では、1つまたは複数のセンサ101によって検出または測定された
圧力が、ボールまたはバットの握りといったグリップ力を検出するのに使用され得る。
【００２１】
　図1に示すとおり、フィットネス機器100内には1つまたは複数のセンサ101が埋め込まれ
ていてよい。これに関しては、センサはフィットネス機器の外層内に位置決めされていて
よい。これは、センサ101を保護し、かつ/またはセンサ101の不正操作を防ぐのに好都合
となり得る。別の態様では、1つまたは複数のセンサ101がフィットネス機器100内に完全
に埋め込まれていなくてよい。これは例えば、センサ101から正確な測定を得るのに好都
合となり得る。1つまたは複数のセンサ101がフィットネス機器100内に完全に埋め込まれ
ているか、部分的に埋め込まれているかにかかわらず、1つまたは複数のセンサ101を取り
外し可能および/または交換可能とすることができる。この実施態様は、例えば、故障し
たセンサまたは老朽化したセンサの交換を容易に行えるようにするためなど、1つまたは
複数の理由で有用となり得る。またこの実施態様はフィットネス機器100が様々な活動で
用いられることも可能にし得る。例えばフィットネス機器100がボールを備え、センサ101
Aが、特定の活動を行うプロの運動選手と一般に関連付けられる第1の範囲内で加速度を検
出するように構成された取り外し可能な加速度計モジュールを備えてもよい。加速度計モ
ジュールは、異なる活動を行うプロの運動選手と一般に関連付けられるパラメータを検出
するように構成された異なるセンサ（すなわち圧力センサ）に交換され得る。さらに、セ
ンサ101Aは101Bと物理的に別個のものとして図示されているが、センサ101といった2つま
たはそれ以上のセンサが1つの構成部分上に設けられていてもよいことを、本開示の利益
を有する当業者は容易に理解するであろう。
【００２２】
　取り外し可能なセンサを使用することにより、センサ101Aといったセンサを、サッカー
ボール、メディシンボール、フットボールといったいくつかの異なるフィットネス機器と
共に使用させることができ、かつ/または、ユーザに、新しいセンサを入手せずに、メデ
ィシンボールといった故障した機器をアップグレードまたは交換させることができる。あ
る態様では、1つまたは複数のセンサ101の配置は、内蔵センサ101の重量がフィットネス
機器100のバランスまたは重心を変えないように構成され得る。
【００２３】
　ある態様では、センサ101Aは、センサ101Bと同じ種類のものとすることができる。例え
ば一態様では、センサ101は各々加速度計とすることができる。別の態様では、センサ101
Aは、センサ101Bと類似するが同じでないものとすることができる。例えば、センサ101A
は第1の範囲内の加速度を検出するように構成された第1の加速度計を備え、センサ101Bは
第2の範囲内の加速度を検出するように構成された第2の加速度計を備えてよい。ある態様
では、第1の範囲は、第2の加速度計によって検出可能な第2の範囲内の値とオーバーラッ
プし得るかまたはそうでなければ該第2の範囲内の値を備え得る。さらに別の態様では、
センサ101は異なるパラメータを測定し得る。例えば一態様では、センサ101Aは加速度計
を備え、センサ101は圧力センサを備え得る。
【００２４】
　センサ101は能動的でもまたは受動的でもよい。例えばある態様では、1つまたは複数の
センサが、パラメータの検出で使用され得る無線信号といった出力を能動的に送信し得る
かまたは供給し得る。例えばセンサ101は、例えば無線周波数センサ、電磁センサおよび/
または光センサなどを含む、無線センサといった電磁機器を備えてもよい。一態様では、
1つまたは複数のセンサが、マイクロストリップアンテナを用いて実装され得る。さらに
別の態様では、センサ101は、刺激を検出し、かつ/または測定するように構成された受動
センサを備え得る。センサ101が能動的であるか受動的であるかにかかわらず、センサ101
は、フィットネス機器100の、または第2のフィットネス機器、非フィットネス機器といっ



(12) JP 6258859 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

た別の機器の、別のセンサによって送信された刺激または刺激の結果を検出し得る。セン
サ101への電力は、（以下で論じる）電源107によって提供され得る。
【００２５】
　フィットネス機器100は、プロセッサ103および/またはメモリ104を備え得る。メモリ10
4は、読取り専用メモリ（ROM）および/またはランダムアクセスメモリ（RAM）を含み得る
。当業者には理解されるとおり、メモリ104は、プロセッサ103といったプロセッサが実行
するためのコンピュータで実行される命令を記憶し得る。ある態様では、プロセッサ103
は、センサ101から送信された出力を処理するように構成され得る。プロセッサ103は、プ
ログラマブルマイクロプロセッサとすることができ、さらに別の態様では、プロセッサ10
3は、ASICといった特定目的の回路装置とすることができる。ある態様では、メモリ104は
、プロセッサ103といったプロセッサによって実行される場合に、1つまたは複数の動作の
実施させるように構成され得るコンピュータ実行命令を含み得る。コンピュータ実行可能
命令の例には、センサ101からの出力に対して、曲線平滑化、雑音フィルタリング、異常
値除去、増幅、積算、積分などといった操作を行うことが含まれ得る。メモリ104および
プロセッサ105は機器100内に備えられるものとして図示されているが、メモリ104とプロ
セッサ105の両方またはどちらかがフィットネス機器100の外部にあってもよいことを当業
者は容易に理解するであろう。
【００２６】
　ある態様では、プロセッサ103は、機器108といった電子機器への送信のために、トラン
シーバ105と動作可能な通信状態にあってよく、したがって、処理済みの信号または未処
理の信号をトランシーバ105に供給し得る。ある態様では、電源107は、トランシーバ105
、メモリ104、プロセッサ103および/またはセンサ101に電力を供給するように構成され得
る。電源107は、交流（AC）および/または直流（DC）を受け入れるように構成され得る。
ある態様では、電源107は、AC電力とDC電力との間でエネルギーを変換するための変換器
を含み得る。
【００２７】
　電子機器108は、フィットネス機器100のトランシーバ105と通信するように構成された
トランシーバ109を備え得る。別の態様では、トランシーバ109は、フィットネス機器100
に加えて、またはフィットネス機器100の代わりに、他のフィットネス機器と通信するよ
うに構成され得る。ある態様では、受信機109は、プロセッサ111といったプロセッサと動
作可能な通信状態にあってよい。例えば、トランシーバは、プロセッサ111に未処理のセ
ンサデータまたは処理済みのセンサデータといった信号を送信し得る。プロセッサ103と
同様に、プロセッサ111も、処理済みの信号に対して、曲線平滑化、雑音フィルタリング
、異常値除去、増幅、積算、積分などといった任意の所望の操作を行い得る。
【００２８】
　電子機器108は、2つの取り外し可能な構成部分112a、112bを備え得る。例えば、構成部
分112aは構成部分112bと比べて相対的に小さい構成部分とすることができる。例えば一態
様では、構成部分112bは移動端末機器および/またはパーソナルメディアプレーヤであり
、構成部分112aは構成部分112bにさらに別の機能を提供する。構成部分112aは、プロセッ
サ111が電子機器108の計算処理部113と通信できるように構成部分112bに接続し得る。プ
ロセッサ111は直接計算処理部113と直接通信してよく、ある態様では計算処理部113の一
部とすることができる。また構成部分112aも、チャネル114aといった1つまたは複数のチ
ャネルを使用し、入力/出力（I/O）インターフェース114を介して、計算処理部113および
構成部分112bの他の部分と通信し得る。ある態様では、例えば、112aが取り外しできない
場合、I/Oインターフェースは除外されてよい。さらに、構成部分112aのプロセッサ111お
よび/または構成部分112bの計算処理部113は、ある態様では、冗長であってもよいかある
いはそうでなければ不要とされてもよい。
【００２９】
　計算処理部113は、メモリ115との間でデータを読み取り、かつ/または書き込むように
構成されたプロセッサを備え得る。データの例には、センサ101からの未処理の信号また
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は処理済みの信号が含まれ得る。計算処理部113は、フィットネス機器100といった1つま
たは複数のフィットネス機器によって提供される処理済み信号に、例えば、ユーザが行っ
た運動活動に対応する運動データのセットを生成するために、さらに作用し得る。ある態
様では、計算処理部113は、メモリ115といったメモリ上に位置するコンピュータ実行可能
命令を実行し得る。コンピュータ実行可能命令の例には、図2、図4および/または図5に関
連して以下で論じる1つまたは複数のプロセスが含まれ得る。
【００３０】
　電子機器108は、I/Oインターフェース装置117をさらに備えてよい。I/Oインターフェー
ス装置117は、入力を受け取るように、または機器108からの出力を送信するように構成さ
れた1つもしくは複数のポートもしくはインターフェース（またはそのようなポートもし
くはインターフェースを介して接続された機器）を備え得る。ある態様では、I/Oインタ
ーフェース装置117は、計算処理部203に永続的にまたは半永続的に接続された周辺装置を
備え得る。例えば、多くのコンピュータでは、計算処理部113、メモリ115は半永続的にハ
ウジングに収容されている。また、移動端末機器またはパーソナルメディアプレーヤとい
ったいくつかの態様では、ディスプレイもハウジング内に備えられ得る。さらに別の態様
では、取り外し可能メモリおよび/またはディスプレイといったメモリ1つまたは複数の他
の周辺装置がコンピュータに取り外し可能に接続され得る。I/Oインターフェース装置117
のインターフェースまたはポートは、例えば、周辺装置を（直接、またはバスなどを介し
て間接的に）計算処理部113と動作可能な通信状態とするための1つまたは複数の通信ポー
トなどを備え得る。通信ポートの例には、パラレルバスポートまたはシリアスバスポート
、例えば、ユニバーサルシリアルバス（USB）規格またはIEEE1394高速シリアスバス規格
（Firewireポートなど）が含まれ得る。代替としてまたは加えて、I/Oインターフェース
装置117は、ネットワークと通信するように構成された通信ポートを備えてもよい。ある
態様では、I/Oインターフェース装置117は、Bluetoothインターフェース、Wi－Fiインタ
ーフェース、赤外線データポートなどといった無線データ「ポート」を備え得る。
【００３１】
　電子機器108は単なる例示にすぎないこと、および本開示の範囲内の様々な態様は図1に
示す電子機器108よりも多数または少数の構成部分を含んでいてもよいことを理解すべき
である。ある態様では、電子機器108は、フィットネスセンタにおけるサーバコンピュー
タといった特定の機能性を含み得る。そのような専用機器では、このため、キーボードお
よび/またはマウスといった不要な周辺装置が省かれていてよいが、専用通信接続または
複数の通信接続といったさらなる装置を備え得る。電子機器108の他の例示的態様は、代
替としてまたは加えて、デスクトップコンピュータもしくはラップトップコンピュータと
いった、多種多様な機能を果たし得ることが意図されているコンピュータ機器を用いても
よい。これらのコンピュータ機器は、必要に応じて周辺装置の任意の組み合わせまたはさ
らに別の構成部分を有していてよい。
【００３２】
　本明細書で開示するさらなる局面は、フィットネス機器100といったフィットネス機器
を標準化または正規化することに関するものである。ある態様では、1つまたは複数のセ
ンサが、使用されているフィットネス機器のうちの1つを標準化するために、1つまたは複
数のフィットネス機器を使用しているユーザの能力パラメータを検出するように構成され
得る。ある態様では、標準化または正規化されたフィットネス装置は、フィットネス装置
のユーザの特定の動作を測定するように構成可能とし得る。ある態様では、1つまたは複
数のセンサが、不適切な使用を検出するように構成され得る。一態様では、2つまたはそ
れ以上のフィットネス機器が、ネットワークで接続された環境において用いられ得る。
【００３３】
　図2は、本発明の様々な態様に従って使用され得る例示的方法を示す流れ図200である。
流れ図200は、図1に示すフィットネス機器100と併せて使用されてもよく、パラメータを
検出または測定するように構成されたセンサを有する他の任意の機器と併せて使用されて
もよい。ある態様では、流れ図200は、複数のセンサを有するシステムと関連させて実施
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される。したがって、図2の流れ図200のいくつかの態様の使用例を図3のシステム300と併
せて説明する。例えば、ブロック202はフィットネス機器を検出するために実施され得る
。図3のシステム300を見ると、2つのフィットネス機器、フィットネスボール301およびマ
ット302が示されている。ボール301は、ある態様では、パワーボールまたはエクササイズ
ボールとすることができる。ある態様では、ボール301は、図1のフィットネス装置100と
おおむね同様のものとすることができ、したがってボール301は、図1に示す1つまたは複
数の構成部分を備え得る。したがって、図3には明示的に示されていないが、以下で、本
明細書で開示するいくつかの態様を説明する場合には、ボール301の個々の構成部分101～
108に言及する。システム300は、マット302といった別のフィットネス装置をさらに備え
得る。ボール301と同様に、マット302も、図1の例示的フィットネス機器100に示す1つま
たは複数の構成部分を備え得る。
【００３４】
　ブロック202を実施すると、ボール301、マット302、および/またはシステム300の他の
フィットネス機器の検出を行うことができる。後述するとおり、ボール301、マット302、
および/または他のフィットネス機器は、キットとしてまとめて販売されてよい。ある態
様では、マット302はメモリ304を備え得る。メモリ304は、マット302の識別を可能にする
値を含むコンピュータ可読命令を含み得る。コンピュータ実行可能命令は、プロセッサ30
6といったプロセッサによって実行され、トランシーバ208などによってコンピュータ機器
へ送信され得る。メモリ304、プロセッサ306、およびトランシーバ308は、これらがマッ
ト302内に埋め込まれ得ることを示すために、図3に点線で示されている。ある態様では、
マット302は、構成部分304～308を含む電子構成部分を損傷から保護する保護チャンバま
たはハウジングを備え得る。同様に、ボール301のメモリ104も、ボール301の識別を可能
にする値を記憶していてよい。
【００３５】
　例えばボール301および/またはマット302といったフィットネス機器を表す値は一意の
値を含み得る。一意の値は、その特定の機器または機器がその一部であるキットに割り当
てられた通し番号を含み得る。さらに別の態様では、値は一意ではなく、機器の種類を包
括的に指し得る。例えば、値は、フィットネス機器の特性の関数とすることができる。一
態様では、重量6.6ポンドのボールにある値が割り当てられ、重量3.3ポンドのボールに異
なる値が割り当てられ得る。別の態様では、特定の目的のために設計された、ボール301
といったフィットネス機器に特定の値が割り当てられ得る。別の態様では、値は、機器の
製造者または供給者が識別されることを可能にし得る。ある態様では、値は、一意の識別
子と総称識別子の両方を含み得る。例えば値は、一意の通し番号（またはその部分）と同
時に、指定される特性を有する機器に割り当てられる総称識別子も含んでいてよい。
【００３６】
　値は、電子機器108といったコンピュータ機器で受け取られ得る。一態様では、メモリ1
15は、計算処理部113といったプロセッサによって実行される場合に、システム300内にお
ける1つまたは複数のフィットネス機器の検出を可能にするコンピュータ実行可能命令を
含み得る。これに関しては、メモリ115は、検出されたフィットネス機器に依存し得る1つ
または複数の機能を有するソフトウェアを備え得る。例えば、ボール301またはマット302
といったあるフィットネス機器が検出されるといくつかの機能が使用できるが、ボール30
1および/またはマット302が検出されていない場合には、機能の少なくとも一部分が使用
不可にされてよいかまたは完全に機能しなくてよい。例えば図5のブロック514を説明する
場合を含めて、本開示の後段で説明するとおり、本開示の局面は、センサデータに基づい
てスコアを算出することに関するものである。しかし、そのような機能は、あるフィット
ネス機器が検出されていない場合には、使用不可にされてよいかまたはそうでなければ使
用できなくてよい。
【００３７】
　さらなる局面は、フィットネス装置を正規化または標準化するシステムおよび方法に関
するものである。そのようなシステムおよび方法を実施することは、以下に限らないが、
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不適切に構成された装置を使用することが、ユーザにとってのみならず観客にとっても危
険にまたは有害になり得ることを含めて、いくつかの理由で有利となり得る。さらに、フ
ィットネス装置がスコアを提供するためにユーザの能力特性を測定するのに使用されてい
る場合、意味のある結果が得られるように、スコアを与えられる各ユーザに提供される装
置が正規化または標準化されたものであることを保証することは有益であると考えられる
。
【００３８】
　ある態様では、ブロック204は、1つまたは複数のフィットネス機器がある動作基準また
はパラメータ以内にあるかどうか判定するために行われ得る。一態様では、ボール301の
センサ101は、ボール301の内圧を検出する圧力センサを備え得る。これに関しては、圧力
が閾値を上回る場合、ユーザは、あるタスクを行うのに適したボールの握り方をしていな
い可能性がある。同様に、ボール301の内圧が閾値を下回る場合、ユーザは、ボールに対
するグリップ力が増加することにより不公平な利益を得ることになり得る。別の態様では
、マット302または別のフィットネス機器が、別のフィットネス機器の特性を検出または
測定し得る。例えば一態様では、マット302は、ボール301のパラメータを測定するように
構成可能なセンサ（すなわちセンサ310）を備え得る。一態様では、センサ310は、ボール
301の重量が所定の範囲内にあることを保証するためにボール301の重量を測定し得る。
【００３９】
　さらに、機器301および機器302といったフィットネス機器は、環境条件の、または試験
用機器を装備していない、もしくは検出されていないフィットネス機器の、動作パラメー
タを測定または検出し得る。例えば、マット301上のある活動は、ユーザが、ジョギング
シューズといった特定の種類の履物を装着することを必要とし得る。以下に限らないがセ
ンサ310、センサ312、センサ314を含むマット301上のセンサは、スパイクといった不正な
履物が装着されているかどうか検出または測定し得る。ある態様では、マット302は、履
物から得られる圧力点および/または重量分布を測定するように構成された1つまたは複数
のセンサを備え得る。システム300は、履物がスパイクの装着などからの許可されていな
い圧力点を含むかどうか判定するように構成されていてよい。許可されていない圧力点は
、例えばメモリ304に位置するコンピュータ実行可能命令に記載された既定の範囲に基づ
いて判定され得る。
【００４０】
　別の態様では、構成部分をフィットネス機器とし得るが、そのセンサは、他のフィット
ネス機器によって検出可能な特性を測定するように構成されていなくてよい。例えば一態
様では、少なくとも1つのフィットネス機器が履物製品を備えてよい。例えば履物は、速
さを測定するセンサを備えてよいが（速さを検出するために実施され得る例示的方法は以
下でより詳細に論じる）、履物は、スパイクの使用といった許可されていない圧力点を検
出するための圧力センサを備えなくてよい。したがって、履物は技術的にはフィットネス
機器であるが、マット302といった別のフィットネス機器が、履物のある特性を検出する
のに使用され得る。
【００４１】
　ある態様では、カメラ320といったカメラも、本明細書で開示する任意のプロセスまた
はルーチンの前、その間またはその後に、ユーザの1つまたは複数の特性を検出または測
定し得る。カメラ320は、マット302を備える1つまたは複数のフィットネス機器に、物理
的または論理的に組み込まれていてよい。別の態様では、カメラ320は、野球関連の活動
で使用され得る、バッターのヘルメットといったヘルメット内に実装され得る。一態様で
は、カメラ320は、携帯電話といった移動端末機器において動作可能に接続され得る。あ
る態様では、移動端末機器（または任意のモバイル機器）は、機器をフィットネス機器と
して機能するように構成するコンピュータで実施される命令を有するメモリを備える汎用
機器とすることができる。例えば、携帯電話は、身体活動の間の速度、加速度、所在また
は他のパラメータを検出するために、GPS、および/またはセルラ信号またはWI－FI信号と
いった信号の位置特定を使用するなどして、ユーザを追跡するソフトウェアを備えてもよ
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い。これに関しては、カメラ320といったカメラは任意の種類のフィットネス機器と関連
付けられ得ることを当業者は容易に理解するであろう。
【００４２】
　別の態様では、カメラ320は、1つまたは複数のフィットネス機器と物理的または論理的
に別個のものとすることができる。一態様では、カメラ320は、1つまたは複数の画像を取
り込むように構成された任意の種類の撮像装置を備え得る。一態様では、カメラ320は、
静止画像を取り込むように構成されていてよく、別の態様では、ビデオを形成するためな
ど、複数の画像を取り込むように構成されていてよい。カメラ320は、任意の光スペクト
ルを取り込むように構成されていてよい。例えばある態様では、カメラ320は、赤外線（I
R）光を取り込んでもよい。別の態様では、カメラ320は、複数のカメラとすることができ
る。カメラ320は、3次元運動を検出し得る。さらなる態様では、カメラ320は、検出され
た動きの3次元アニメーションのレンダリングに用いられ得る。カメラ320は、ボール301
またはマット302を備える他のフィットネス機器と合わさったキットとして販売されてよ
い。
【００４３】
　基準（パラメータ）が所定の範囲内にないと判定される場合（すなわちブロック206）
には、ブロック204において、ソフトウェアアプリケーションおよび/または別のフィット
ネス機器の1つまたは複数の機能が使用不可にされてもよいかまたはそうでなければ使用
できなくてよい。例えば、フィットネス機器301、302の1つまたは複数に由来するセンサ
データに基づいてあるスコアを算出するのを支援するソフトウェア機能が機能しなくても
よい。別の態様では、スコアはやはり算出されることが可能となってよいが、あるパラメ
ータが既定の範囲内に含まれない場合、スコアは認定されず、または資格証明書と関連付
けられなくなる。一態様では、フィットネス機器はボール301といったボールを備え、既
定の動作基準は、重量、寸法、内圧、およびこれらの組み合わせに関する範囲を指定し得
る。一態様では、所定の範囲は1つの値を含み得る。例えば一態様では、ボールについて
の許容できる範囲は3.3ポンドであり、よって、3.2ポンドも3.4ポンドも、それぞれ、範
囲外になると考えられる。
【００４４】
　ある態様では、ブロック208で、表示装置上にメッセージを表示するように構成された
電子信号を送信し得る。例えば一態様では、ボール301またはマット302といったフィット
ネス機器のエラーを表示する、ユーザが見るためのメッセージが表示され得る。ある態様
では、メッセージは、ブロック206において得られた検出値または測定値を、許容できる
範囲と共に表示し得る。さらに別の態様では、より簡単なメッセージでどのパラメータが
不十分であったかだけを表示し得る。なおさらなる態様では、さらに簡単なメッセージで
フィットネス機器がテストに合格しなかったことを表示し得る。表示装置上にメッセージ
を表示することに加えて、またはその代わりに、検出パラメータまたは測定パラメータに
関する情報が、メモリ115といったコンピュータ可読媒体上に記憶されてもよく、通信チ
ャネルを介してリモートのコンピュータ可読媒体に送られてもよい。
【００４５】
　ブロック204において、1つまたは複数のパラメータが既定の範囲内にあると判定された
場合、ブロック210が実施され得る。ブロック210では、フィットネス機器301、302の1つ
または複数の特性を調整し得る。調整（または調整するという判定）は、ブロック204で
検出または測定された1つまたは複数のパラメータに基づき得る。別の態様では、調整（
または関連した判定）は、センサ101、310、312、および/または314から得られた任意の
データに基づくものとすることができる。例えば一態様では、センサ314がしるし316とし
るし318との間の位置決めされる。ユーザの身長または体重が閾値を上回る場合、しるし
間の距離を増加させてよい。一態様では、しるし316、318は、1つまたは複数の発光ダイ
オード（LED）によって表示され、自動的に調整され得る。別の態様では、マット302は、
しるし316またはしるし318が調整されることを可能にする軌道を含み得る。実際には、し
るし316、318の調整を可能にするように構成され得る任意の機構が本発明の範囲内に含ま
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れる。
【００４６】
　ブロック212は、どの活動プロトコルをフィットネス機器301、302で行うべきか判定ま
たは選択するために実施され得る。一態様では、スコアを提供するための定義された活動
の間にユーザの能力特性を測定するように構成された試験プロトコルが実施され得る。一
態様では、SPARQ（商標）試験プロトコルが選択され得る。SPARQ（商標）試験プロトコル
とすることのできる選択プロトコルは、複数の他の活動プロトコルの中から選択されてよ
い。例示的プロトコルは、SPARQ（商標）フットボール試験プロトコル内に記載されてい
る1つまたは複数の活動を含んでいてよく、このプロトコルは、http://www.nike.com/nik
eos/p/sparqtraining/en_US/how_to_test?sport=football2&gender=m&user_type=athlete
&test=overview（最終アクセス2010年5月25日）に公開されており、参照によりその全体
が本明細書に組み入れられる。
【００４７】
　1つまたは複数の要因が活動プロトコルの選択に際して考慮され得る。図4に、例えばブ
ロック212と関連して、活動プロトコルを選択することの一部として実施され得る本発明
の一態様による例示的方法の流れ図400を示す。図4の様々なブロックは直線的配置として
示されているが、流れ図400は単なる例示にすぎず、図示した各ブロックは、流れ図400の
別のブロックと関連付けられた活動を含むある動作または他の動作と同時に行われること
を含む任意の順序で行われ得ることを、本開示の利益を有する当業者は容易に理解するで
あろう。さらに、より多数または少数のプロセスが、本発明の範囲を逸脱することなくプ
ロトコルの選択と関連して行われてもよい。
【００４８】
　ブロック402は1つまたは複数のフィットネス機器を検出し得る。ある態様では、ブロッ
ク402は、ブロック202の一部とし得るか、またはブロック202からの情報もしくはデータ
を組み込み得る。別の態様では、ブロック402は、ブロック202に加えて、またはその代わ
りに実行される。一態様では、ボール301およびマット302の検出時に、例えば電子機器10
8のメモリ115上に位置し得るコンピュータ実行可能命令が、特定の活動プロトコルを選択
するために、例えば計算処理部113によって実行され得る。ある態様では、あるフィット
ネス機器の検出があるプロトコルの選択を可能にし得る。例えば、マット302は検出され
たがボール301は検出されていない場合には、通常は使用可能である少なくとも1つのプロ
トコルは選択に望ましいと考えられる。
【００４９】
　ブロック404は、ボール301またはマット302といった1つまたは複数のフィットネス機器
上の1つまたは複数のセンサを検出し得る。例えば、ボール301のセンサ101は、他のセン
サと交換可能とすることができる。したがって、ある組み合わせでは、センサ101はボー
ル301に、バランスを失わせるかまたは誤った重心を持たせる可能性がある。したがって
一態様では、ボール301または他のフィットネス機器内の1つまたは複数のセンサ101の存
在を検出するコンピュータ実行可能命令が実行され得る。一態様では、センサ101の実際
の配置が考慮され得る。よって、本明細書で開示する態様は、内蔵センサ101の重量がフ
ィットネス機器100のバランスまたは重心を変えないように構成され得ることを想定して
いる。ある態様では、あるセンサまたはセンサの組み合わせが検出された場合には、「認
定された」プロトコルが選択されなくてよか、または選択されても「認定」されなくてよ
い。
【００５０】
　これに関しては、ブロック404では、「認定された」センサがフィットネス機器301、30
2内にあるかどうか判定し得る。一態様では、安価なセンサがユーザにある試験プロトコ
ルを選択させることができるが、安価なセンサは、テスト装置を用いて行われる活動を認
定するのに必要とされるレベルの正確さおよび/または精度を持たない可能性もあるため
、フィットネス装置を使用した測定パラメータは認定されなくてよい。ある態様では、例
えばコンプライアンスを保証するために、特定のセンサを、あるフィットネス装置に関連
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したある構成だけで適合するような形状とし得る。
【００５１】
　説明のためのブロック406は、活動プロトコルを選択する前に、センサから1つまたは複
数のパラメータを得るために実施され得る。パラメータには、例えば、環境、ユーザ、他
の装置、および/またはこれらの組み合わせからのパラメータが含まれ得る。ある態様で
は、パラメータは、活動プロトコルの選択の前に測定もしくは検出され、その後に選択に
際して用いられ、かつ/または選択のための選択肢を提供し得る。例えば、1つまたは複数
の活動プロトコルが、ユーザの体重および/もしくは身長またはユーザの体重もしくは身
長の組み合わせに基づいて、選択され得るかまたは選択のために使用可能となり得る。あ
る態様では、センサ101は、ボール301とマット302との距離を測定し得る。マット302は、
センサ406、408、および/または410のうちの1つがユーザの体重を測定するように構成さ
れるように構成され得る。例えば一態様では、ユーザは、マット302上に立っている間に
ユーザの頭部上にボール301を置くように依頼され得るかまたは要求され得る。ユーザの
体重および身長は単なる測定の例にすぎず、他の測定または1つもしくは複数のフィット
ネス機器からのパラメータの検出も本発明の範囲内に含まれることを当業者は理解するで
あろう。
【００５２】
　ブロック408においてユーザ入力が実施され得る。ユーザ入力は、例えば、電子機器117
のI/Oインターフェース装置117を介して受け取られ得る。一態様では、ユーザ入力は、特
定の活動プロトコルを選択し得る。プロトコルの選択は、複数の使用可能なプロトコルの
中から行われ得る。複数の使用可能なプロトコルは、例えば、ブロック402～ブロック406
に関連して説明したプロセスまたは本明細書で開示する他のプロセスを含む、他のプロセ
スの中から得られた1つまたは複数の結果に少なくとも部分的に基づくものとすることが
できる。
【００５３】
　ブロック216は、活動プロトコルを開始するために実施され得る。一態様では、活動プ
ロトコルは、ブロック214で選択されたプロトコルを含み得る。図5は、本発明の一態様に
よる、活動プロトコルを実行する例示的方法の流れ図である。図5の例示的流れ図500は単
に1つの例示的態様を示すにすぎず、特定の態様への本発明の限定として解釈されるもの
ではない。図5を見ると、ユーザは、ある活動を行うよう指示され得る（ブロック502参照
）。ある態様では、指示は、単に、例えば電子機器108のI/Oインターフェース装置117に
動作可能に接続されたユーザ入力機器などを用いてユーザが選択し得るリンクを提供する
ことによって提供されてもよい。さらなる態様では、指示は、例えば、ユーザが活動をい
つ「開始」または「停止」すべきかを指示する、可聴構成部分を含み得る。さらになお別
の態様では、指示は、ビデオ、または電子的に生成された指示を含んでいてよく、この指
示は例えば、電子機器108に動作可能に接続された表示装置によって提供されてもよい。
別の態様では、指示は、例えばユーザに、電子機器108に動作可能に接続された印刷機器
を用いるなどして指示を紙に印刷させることによって、有形的形態で提供され得る。
【００５４】
　さらなる態様では、指示は、ボール301またはマット302といったフィットネス機器から
の出力を送信することにより提供され得る。例えば一態様では、しるし316を、（例えば
ブロック502からの）指示がそのしるし316から活動を開始するよう要求する「スタートラ
イン」とすることができる。ある活動プロトコルはユーザにしるし318へ向かって進むよ
う要求してよく、したがってある態様では、LEDといった視覚表示がしるし316、318のう
ちの1つまたは複数と関連付けられていてよい。例えば、緑色のLEDはユーザがしるし316
から開始することを表示し、赤色のLEDはユーザがしるし318で停止すべきことを表示し得
る。別の態様では、活動の異なる開始位置を表示するために、しるし318がしるし318と関
連付けられ得る。別の態様では、ボール301の一部分が点灯してよいか、振動してよいか
、または別の方法でユーザに合図するのに使用されてよい。指示は、1つまたは複数のセ
ンサまたは他の機器から検出されたパラメータに基づくものとすることができる。
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【００５５】
　ブロック504は、センサ101および/またはセンサ310、312、もしくは314を含むセンサか
ら1つまたは複数のパラメータを受け取り得る。さらに、受け取られるすべてのパラメー
タがフィットネス機器から受け取られるべきであるという要件はない。ある態様では、カ
メラ320はフィットネス機器と関連付けられていなくてよいが、カメラ320からのパラメー
タが、ブロック504の一部、または本明細書で開示する他の任意のプロセスで受け取られ
てよい。センサ101、310、312、314および/またはカメラ320といったセンサ由来の情報は
、プロセッサ103、プロセッサ111、および/または計算処理部113といった1つまたは複数
のプロセッサにおいて処理され得る（ブロック506などを参照）。一態様では、未処理の
データが処理され得る。別の態様では、センサ101といったセンサ由来のデータが、複数
の異なるプロセスに従って処理され得る。センサ101Aといったあるセンサ由来のデータの
処理が、センサ101Bといった別のセンサから受け取られるデータに依存していてもよい。
別の態様では、センサ101といった複数のセンサ由来のデータが組み合わされ得る。1つま
たは複数のセンサ由来のデータの厳密な処理は、それに限らないが特定の活動プロトコル
を含む無数の要因に依存し得ることを、本開示の利益を有する当業者は理解するであろう
。
【００５６】
　センサ101、310、312、314および/またはカメラ320といったセンサ1つまたは複数のセ
ンサから得られたデータは、能力特性を算出するのに用いられ得る（ブロック508などを
参照）。データは、未処理のデータおよび/または処理済みのデータを含み得る。一態様
では、データは、ブロック506に従って処理されたデータを含む。1つの能力特性の例は速
さを含み得る。速さは、例えば加速度計によって、1つまたは複数の軸に沿った速度によ
り測定され得る。例えば、速さパラメータは、線速度および/または横速度を組み込むこ
とができると考えられる。他の態様では、旋回速度が考慮され、例えば、ユーザが自分の
右もしくは左へ、または前方もしくは後方へ方向を転換する速さが測定され得る。ある態
様では、例えば、2本の直交軸に沿った速度の検出を可能にするために多次元加速度計が
用いられ得る。別の態様では、加速度計は3本の直交軸に沿って速度を測定し得る。
【００５７】
　加速度計は、単独で、または別のセンサといった1つまたは複数のさらに別の機器と組
み合わせて、初期加速度もしくは開始加速度、減速度、異なる時間枠の間の加速度、およ
び/または特定の場所での加速度を含む加速度を測定し得る。例えば、センサ310、312、
および314は、ユーザの圧力、したがってマット302上のユーザの位置を検出するのに使用
されてもよい。さらに、例示のデータは、例えば、進んだ距離、飛んでいる間の速度、お
よび/または衝撃時のパワーなどに関していてもよい。センサ101、310、312、314といっ
たセンサは、無線信号などによって、情報位置特定データを送信し、かつ/または受信す
るように構成され得る。一態様では、ユーザ、フィットネス機器301、302、またはこれら
の組み合わせの位置を検出するのにGPSデータが用いられ得る。別の態様では、1つまたは
複数のセンサは、能動または受動RFID部品を備え得る。例えば、ユーザが、マット302に
内蔵されるかまたはマット302に取り付け可能であるなどのRFID装置の近接範囲内を通過
する際に、その位置が判定されてもよい。別の態様では、光信号が、1つまたは複数の能
力特性の判定を支援し得る。例えば、ユーザが光線を横切る場合に、センサで受け取られ
る光の遮断はユーザの位置を表示することができ、さらに、（光、無線、およびこれらの
組み合わせといった）信号の受信の遮断のタイミングは、速度、および/または加速度と
いった他の能力特性に関するデータをさらに提供することができる。
【００５８】
　能力特性の算出は、メモリ115といったコンピュータ可読媒体上に記憶された1つまたは
複数のアルゴリズムまたは規則を使用して行われ得る。加速度計信号からユーザの速さを
求めるための手法の例は、例えば、2005年5月24日に発行された、「Monitoring Activity
 Of A User In Locomotion On Foot」という名称の、Blackadar et al.に付与された米国
特許第6,898,550号、2005年4月19日に発行された、「Monitoring Activity Of A User In
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 Locomotion On Foot」という名称の、Ohlenbusch et al.に付与された米国特許第6,882,
955号、2005年4月5日に発行された、「Monitoring Activity Of A User In Locomotion O
n Foot」という名称の、Darley et al.に付与された米国特許第6,876,947号、2002年12月
10日に発行された、「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」という
名称の、Ohlenbusch et al.に付与された米国特許第6,493,652号、2001年10月2日に発行
された、「Detecting The Starting And Stopping Of Movement Of A Person On Foot」
という名称の、Blackadar et al.に付与された米国特許第6,298,314号、2000年4月18日に
発行された、「Measuring Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A Person In Loco
motion」という名称の、Gaudet et al.に付与された米国特許第6,052,654号、2000年1月2
5日に発行された、「Measuring Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A Person In
 Locomotion」という名称の、Gaudet et al.に付与された米国特許第6,018,705号に記載
されており、これらの各々は、あらゆる目的でその全体が参照により本明細書に組み入れ
られる。
【００５９】
　１つの活動プロトコルは1つまたは複数の下位構成部分を有していてよい。例えば、第1
の下位構成部分は、ユーザから主に第1の運動特質または特質群を測定するように設計さ
れ、かつ/または実行され得る。例えば、活動プロトコルのある部分の間にはいくつかの
能力特性が収集され得るが、特に、パワー、敏捷さ、速さ、反応、敏速さ、これらの特性
のうちの1つまたは複数の組み合わせについての特定のテーマがあってもよい。特定の活
動が、特に、体重、性別、身長、過去の成績、意図される成績、目標、これらの特性のう
ちの1つまたは複数の組み合わせといったユーザの特性を含むさらなる変数に依存した順
序で選択され、かつ/またはグループ化されてもよい。
【００６０】
　フットボールといったある特定のスポーツはパワーと速さを必要とするが、他のスポー
ツは、パワーはあまり必要とせず、より多くの速さを必要とし得る。したがって、これら
の特性を測定するのに異なる活動が行われ得る。さらに、フットボールといったチームス
ポーツ内の異なるポジションは、多くの場合、最適な能力に必要とされる強みが異なる。
したがって、個人によって異なる活動プロトコルを行うことが重要となり得る。ある態様
では、異なるスコアを提供するために個人によって異なる活動プロトコルが提供され得る
。例えば、サッカーの活動プロトコルは、フットボールの活動プロトコルと異なっていて
よく、2つの異なるスコアをもたらす。例えば、第1のスコアは「サッカー」のスコアとす
ることができ、第2のスコアは「フットボール」のスコアとすることができると考えられ
る。さらに別の態様では、すべての個人に、以下に限らないが、速さ、敏捷さ、パワー、
敏速さ、反応およびこれらの組み合わせを含む能力特性を集約したものを測定する全般的
スコアといった特定のスコアが割り当てられ得る。
【００６１】
　ブロック510は、1つまたは複数の活動プロトコルの最中に得られたデータが、検証され
得るかどうか判定され得る。一態様では、データの検証は、フィットネス機器100、301、
および302のセンサ101、310、314といった1つまたは複数のセンサから得られた1つまたは
複数のデータを比較し得る。ある態様では、受け取られる値は、機器301および機器302と
いったあるフィットネス機器の存在または使用を表示する。そのような態様では、図2の
ブロック202に関連して説明した1つまたは複数のプロセスとほぼ同様の方法が実施され得
る。例えば、あるフィットネス機器（またはフィットネス機器の特定のセンサ）が検出さ
れていない場合には、データは検証されなくてよい。
【００６２】
　さらなる態様では、センサ（すなわちセンサ101およびセンサ310～314）から収集され
たパラメータが、ブロック510として提示されるなどの検証プロセスで用いられ得る。例
えば、活動プロトコルはユーザに、第1の期間にしるし316のところで、またはしるし316
の周りでボール301を操り、次いで、しるし318の位置からセンサ312へ向かって跳ぶよう
要求してもよい。そのようなプロトコルでは、ボール301のセンサ101は、位置感知装置を
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備え、ユーザ以外の個人が活動プロトコルを支援しないようにするのに使用され得る。別
の態様では、ユーザが特定の活動プロトコルに従って1つまたは複数の活動を正しく行っ
ていることを確実にするために、腕または脚といったユーザの部位の速度が、ボール301
といったフィットネス機器の速度と比較され得る。検証は、活動プロトコルの特定の活動
が行われた時間を考慮し得る。例えば、活動プロトコルは、ユーザが特定の動作を所定の
時間枠内に行うことを要求し得る。さらなる要件は、第2の動作が第1の動作から所定の時
間枠後に行われるべきことを要求し得る。これに関しては、1つまたは複数のセンサ由来
の整合性のないデータが検出または測定され得る。ボール301、マット302または他のフィ
ットネス機器とは別個のセンサもまた、データを検証するのに用いられてもよい。例えば
、カメラ320由来のデータが、フィットネス機器のセンサ由来の任意のデータの検証で用
いられてもよい。
【００６３】
　検証のシステムおよび方法は、本明細書で論じた任意のプロセス由来の任意の情報を用
いてもよい。例えば、図2および/または図5内で論じたプロセスに関連して、集められた
、送信されたまたは受信された任意の情報が、検証プロセスの一部として用いられてもよ
い。例えば、ブロック202（フィットネス機器を検出する）の間に得られたデータが、ブ
ロック506（センサ由来の情報を処理する）の間に得られたデータと組み合わされてもよ
い。これに関しては、各プロセス（すなわちブロック202とブロック506）の間に既定の基
準の許容できるパラメータ内であったデータが、別々に、または組み合わせて、異なる基
準に適用され得る。さらに、そのようなデータからの派生データが、単独で、または組み
合わせとして、様々な態様による検証プロセスにおいて使用されてもよい。
【００６４】
　検証の判定は、1つまたは複数のローカルまたはリモートの電子機器を使用して行われ
得る。一態様では、電子機器108は、データを検証する1つまたは複数のプロセスを行うよ
うに構成されている。ある態様では、ネットワーク上でリモートに位置するサーバといっ
たリモート電子機器がデータの検証で用いられ得る。別の態様では、ブロック510が省か
れ、かつ/または、データが検証されたかどうかの表示を受け取るだけの別のプロセスと
置き換えられ得る。
【００６５】
　ブロック512は、（フィットネス機器、またはフィットネス機器の一部ではない場合の
カメラ320といった別の機器からの）獲得データの任意の部分が検証されない場合には、
実施されなくてよい。ブロック512では、エラーメッセージを提供するように構成された
電子信号を送信（または受信）し得る。一態様では、ブロック512は、図2のブロック208
に関連して説明した1つまたは複数のプロセスを組み込み得る。エラーメッセージは、し
たがって、どんなデータが検証されなかったか、なぜ特定のデータが検証され得なかった
か、または検証されなかったか、推奨される解決策、活動プロトコルの影響を受けた活動
、およびそれによる組み合わせを表示し得る。さらなる可能なエラーメッセージは、単に
英数字値といったコードを記載し得る。ある態様では、英数字値は、第三者が、データ、
フィットネス機器、活動プロトコル、およびこれらの組み合わせの1つまたは複数の問題
を特定するのに用いられ得る。ある態様では、コードは、ユーザが容易に解読できないも
のとすることができる。これは、ユーザが、活動プロトコルを不正確に行おうとして、エ
ラーを抑え、または回避するために許可されていない活動を行おうとするのを防ぐのに好
都合となり得る。エラーメッセージは、電子機器108を含む1つまたは複数の電子機器に送
信され得る。ある態様では、メッセージは、移動端末機器といった別の機器に送信され得
る。エラーメッセージが英数字値を使用するという要件はない。ある態様では、エラーメ
ッセージは、収集されたデータの少なくとも一部分が検証され得ず、または検証されなか
ったことを表示するのに、聴覚、視覚、または視聴覚の合図を使用し得る。
【００６６】
　しかし、ブロック510でデータの少なくとも一部分が検証された場合には、スコアが算
出され得る（ブロック514などを参照）。前述のように、スコアは、活動プロトコル、ユ
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ーザ特性、および/または他の変数に基づくものとすることができる。算出は、ブロック5
08の1つまたは複数の能力特性に基づくものとすることができる。これに関して、スコア
の算出は、少なくとも部分的に、特定のデータの包含および/または特定の能力特性の重
み付けに基づくものとすることができる。スコアの算出は、以下に限らないが、プロセッ
サ103、プロセッサ111、および/または計算処理部113を含む、1つまたは複数のローカル
またはリモートのプロセッサにおいて行われ得る。ある態様では、スコアは、1つまたは
複数の下位スコアに基づいて調整され得る。例えば、下位スコアは、速さ、応答性、敏速
さ、および/またはパワーといった特定の特性について算出され得る。ある態様では、ユ
ーザにはただ1つのスコアだけが提供され得るが、下位スコアはブロック516などで、ユー
ザのスコアを改善する助言を与えるのに使用され得る。
【００６７】
　ブロック516は、ユーザのスコアを改善する助言を与えるために実施され得る。前述の
ように、助言は、少なくとも部分的に、1つまたは複数の下位スコアに、または収集デー
タの一部分に基づくものとすることができる。例えば、特定の下位スコアは算出される必
要はないが、未処理のまたは処理済みのデータが、助言を与えるのに使用されてもよい。
助言は、特定の能力特性、活動プロトコルを伴う特定の活動、またはこれらの組み合わせ
の表示を含み得る。助言は、1つまたは複数の活動プロトコルの最中に行われなかった活
動の列挙を含んでいてよい。
【００６８】
　履歴データがブロック516の一部として使用され得る。履歴データの例には、前の活動
プロトコルから収集されたセンサデータが含まれ得る。例えば、履歴データは、ユーザが
ある活動の間に自分の成績を上げたまたは下げたことを表示し得る。別の履歴データは、
同じまたは類似の活動プロトコルを行った他の個人といった他の個人に関する情報を含み
得る。データは、例えば性別および/または年齢を含む類似のユーザ特性を有する他者に
限定されてもよい。ブロック516では、ユーザの目標または望ましい成績レベルを考慮し
得る。例えば、ユーザが、ディビジョンI大学フットボールでプレーしたい高校フットボ
ール選手である場合、ブロック516では助言を与えるのにこのデータを用い得る。他の個
人から得られたデータを提供することは、エクササイズルーチンを維持するための競争お
よび/または動機付けを強化し得る。さらに、推奨されるルーチンは、個人が特定の目標
に到達するのを支援するのに一層役立ち得る。ある態様では、データが、第三者の情報を
特定することと関連付けられ得る。例えば、ユーザのデータが複数の個人からのデータと
比較されてもよい。一態様では、類似のスコア、下位スコア、能力特性、人口統計的特質
、およびこれらの組み合わせといった既定の特性を有する地方の個人が特定され得る。ユ
ーザは、他の個人と、直接または間接的に連絡を取る機会を与えられ得る。これは、例え
ば、競争を提供することによりユーザに動機を与えるのに有益となり、かつ/またはフィ
ットネス機器100、301、302を一緒に使用し得る。
【００６９】
　本発明のさらに別の例示的局面として、フィットネス機器または電子機器の1つまたは
複数の要素または構成部分は、キットとして、流通されてよいか、販売されてよいか、ま
たは用いられてよい。そのような一態様は、含んでいるキットを含み得る。
【００７０】
　キットは、1つまたは複数の特定のセンサを1つまたは複数のフィットネス機器と共に使
用することを含む、フィットネス機器を構築するための指示と関連付けられていてよい。
さらなる指示は、1つまたは複数の活動プロトコルの最中に1つまたは複数のフィットネス
機器をどのように使用すべきか表示し得る。ある態様では、1つまたは複数のフィットネ
ス機器を1つまたは複数のさらに別の電子機器と共に使用してスコアを生成するための例
示的方法を表示する指示が提供され得る。どんな指示も、印刷され、キットのその他の構
成部分と物理的に一緒に存在している必要はなく、指示はコンピュータ可読媒体上で提供
され得ることを当業者は容易に理解するであろう。そのような指示は、ユーザがアクセス
し得るサーバ上に置かれていてもよい。ある態様によれば、ユーザには、指示を含むイン
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ターネット上のアドレスへのリンクといった情報が提供されてよく、これは指示の提供の
範囲内に含まれると考えられる。よって、本明細書で使用する場合、指示を提供すること
は、フィットネス機器と一緒に渡すことのできる印刷物だけに限定されない。
【００７１】
　本発明を実施する本明細書の好ましい態様を含む具体例に関して、本発明を詳細に説明
したが、上記のシステムおよび方法の多数の変種および変形があり得ることを当業者は理
解するであろう。よって、本発明の趣旨および範囲は、添付の特許請求の範囲に記載され
ているように広く解釈すべきである。

【図１】 【図２】
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