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(57)【要約】
【課題】電子ゲーム機能を有するスポーツ用電子トレー
ニングシステム及びそのアプリケーションの提供。
【解決手段】電子ゲーム機能を有するスポーツ用電子ト
レーニングシステム及びそのアプリケーションが開示さ
れる。或る実施形態では、システムは、少なくとも１つ
のモニタと、該少なくとも１つのモニタからデータを受
信し、受信したデータに基づき個人にフィードバックを
提供する携帯型電子処理装置とを含む。モニタは、例え
ば、走者の速度、ペース及び距離等といった個人のパフ
ォーマンスを測定する運動モニタであり得る。他のモニ
タとしては、心拍数モニタ、温度モニタ、高度計等が含
まれ得る。或る実施形態では、少なくとも１つのモニタ
から取得されたデータに基づき、例えば、電子ゲームの
アバター、デジタル的に作成されたキャラクター４５０
５、ゲーム中のアクション又はゲームスコアに影響を与
える入力が電子ゲームに供給される。
【選択図】図４５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運動モニタと、
　前記運動モニタと無線通信する携帯型電子処理装置と
　を備えるスポーツ用電子システムであって、
　前記携帯型電子処理装置が、個人のエクササイズ中に個人にフィードバックを提供する
仮想トレーナーを備え、該フィードバックがパフォーマンス目標と比較して前記個人のパ
フォーマンスを示し、
　前記携帯型電子処理装置が、エクササイズ後に電子ゲームとのインタラクションを行う
プログラムを備える
　ことを特徴とするスポーツ用電子システム。
【請求項２】
　前記運動モニタが加速度計を備えることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記携帯型電子処理装置が携帯電話であることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記携帯型電子処理装置と無線通信する腕時計を更に備えることを特徴とする請求項１
記載のシステム。
【請求項５】
　前記携帯型電子処理装置と無線通信する心拍数モニタを更に備えることを特徴とする請
求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記プログラムが、前記電子ゲームにダウンロードされ前記電子ゲームのデジタル的に
作成されたキャラクターに影響を与える値を決定することを特徴とする請求項１記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記ダウンロードされる値が、前記デジタル的に作成されたキャラクターの健康の値、
フィットネスの値及び強さの値の１つに影響を与えることを特徴とする請求項６記載のシ
ステム。
【請求項８】
　前記プログラムが、前記電子ゲームにダウンロードされプレイヤーのスコアに影響を与
える値を決定することを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　電子ゲームとのインタラクションを行う方法であって、
　個人の動きを、少なくとも１つの加速度計を用いてモニタリングする工程と、
　前記動きのモニタリングに基づき、前記個人の前記動きに関する情報を算出する工程と
、
　前記個人のエクササイズ中に個人に仮想トレーナーを使用してフィードバックを提供す
る工程であって、該フィードバックがパフォーマンス目標と比較して前記個人のパフォー
マンスを示す工程と、
　前記算出された情報に基づき、前記電子ゲームのデジタル的に作成されたキャラクター
に影響を与える入力を前記電子ゲームに供給する工程と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記動きのモニタリングが、前記個人の足部の動きをモニタリングする工程を備えるこ
とを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記動きのモニタリングが、前記個人の脚部の動きをモニタリングする工程を備えるこ
とを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１２】
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前記動きのモニタリングが、前記個人の手首の動きをモニタリングする工程を備えること
を特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１３】
　前記動きのモニタリングが、前記個人の腕の動きをモニタリングする工程を備えること
を特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１４】
　前記個人の動きに関する情報の算出が、回転加速度の値を算出する工程を備えることを
特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１５】
　前記個人の動きに関する情報の算出が、並進加速度の値を算出する工程を備えることを
特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１６】
　前記供給される入力が、前記デジタル的に作成されたキャラクターの健康の値、フィッ
トネスの値及び強さの値の１つに影響を与える入力を備えることを特徴とする請求項９記
載の方法。
【請求項１７】
　前記供給される入力が、前記デジタル的に作成されたキャラクターの動きに影響を与え
る入力を備えることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１８】
前記個人の心拍数をモニタリングする工程と、
　前記心拍数のモニタリングに基づき、前記電子ゲームに入力を供給する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１９】
電子ゲームとのインタラクションを行う方法であって、
　個人の動きを、少なくとも１つの加速度計を用いてモニタリングする工程と、
前記動きのモニタリングに基づき、前記個人の前記動きに関する情報を算出する工程と、
前記個人のエクササイズ中に個人に仮想トレーナーを使用してフィードバックを提供する
工程であって、該フィードバックがパフォーマンス目標と比較して前記個人のパフォーマ
ンスを示す工程と、
前記算出された情報に基づき、ゲームスコアに影響を与える入力を前記電子ゲームに供給
する工程と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記動きのモニタリングが、前記個人の足部の動きをモニタリングする工程を備えるこ
とを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記個人の動きに関する情報の算出が、回転加速度の値を算出する工程を備えることを
特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２２】
　前記個人の動きに関する情報の算出が、並進加速度の値を算出する工程を備えることを
特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２３】
　前記個人の心拍数をモニタリングする工程と、
　前記心拍数のモニタリングに基づき、前記電子ゲームに入力を供給する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２４】
　電子ゲームとのインタラクションを行う方法であって、
　個人の心拍数をモニタリングする工程と、
　前記動きのモニタリングに基づき、前記個人の活動レベルに関する情報を算出する工程
と、
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前記個人のエクササイズ中に個人に仮想トレーナーを使用してフィードバックを提供する
工程であって、該フィードバックがパフォーマンス目標と比較して前記個人のパフォーマ
ンスを示す工程と、
　前記算出された情報に基づき、前記電子ゲームのデジタル的に作成されたキャラクター
に影響を与える入力を前記電子ゲームに供給する工程と
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　前記供給される入力が、前記デジタル的に作成されたキャラクターの健康の値、フィッ
トネスの値及び強さの値の１つに影響を与える入力を備えることを特徴とする請求項２４
記載の方法。
【請求項２６】
　電子ゲームとのインタラクションを行う方法であって、
　個人の心拍数をモニタリングする工程と、
　前記心拍数のモニタリングに基づき、前記個人の活動レベルに関する情報を算出する工
程と、
前記個人のエクササイズ中に個人に仮想トレーナーを使用してフィードバックを提供する
工程であって、該フィードバックがパフォーマンス目標と比較して前記個人のパフォーマ
ンスを示す工程と、
　前記算出された情報に基づき、ゲームスコアに影響を与える入力を前記電子ゲームに供
給する工程と
　を備えることを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にスポーツ用電子機器に関する。特に、本発明は、電子ゲーム機能を
有するスポーツ用電子トレーニングシステム及びそのアプリケーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　健康的なライフスタイル及び個人の健康を維持するには、エクササイズが重要である。
従って、多くの個人がエクササイズプログラムに参加したいと思っている。最も成功する
エクササイズプログラムは、個人のフィットネスレベルに合わせて調節され、個人が１つ
以上の具体的なフィットネス目標又はエクササイズ目標を達成するよう支援することを目
的とするものである。
【０００３】
　個人のフィットネスレベル及び個人の具体的なフィットネス目標又はエクササイズ目標
に適したエクササイズプログラムを作る上で個人を支援するために、スポーツトレーナー
や、その他のエクササイズ及びフィットネスの専門家を利用することができる。しかし、
そのような専門家を雇うことは高価になり得る。更に、多くの個人は、多忙なスケジュー
ルにより、エクササイズ及びフィットネスの専門家に会う時間を日常的にとるのは困難で
ある。従って、多くの個人は、エクササイズ及びフィットネスの専門家のサービスの利用
を控えており、例えば、個人のフィットネスレベルに合わせて調整されたエクササイズプ
ログラムから得られる利益を得ていない。
【０００４】
　個人が自分のフィットネスに適したレベルでエクササイズするのを容易にし、個人が具
体的なフィットネス目標又はエクササイズ目標を達成するのを可能にする新たなシステム
及び方法が必要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、スポーツ用電子トレーニングシステム及びそのアプリケーションを提供する
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。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　或る実施形態では、システムは、少なくとも１つのモニタと、該少なくとも１つのモニ
タからデータを受信し、受信したデータに基づき個人にフィードバックを提供する携帯型
電子処理装置とを含む。モニタは、例えば、走者の速度、ペース及び距離等といった個人
のパフォーマンスを判定する運動モニタであり得る。他のモニタとしては、心拍数モニタ
、温度モニタ、高度計、水分補給モニタ、イオン化モニタ等が含まれ得る。複数の実施形
態では、提供されるフィードバックは、聴覚的フィードバック、視覚的フィードバック及
び／又はバイオフィードバックであり得る。或る実施形態では、少なくとも１つのモニタ
から取得されたデータに基づき、例えば、電子ゲームのアバター、デジタル的に作成され
たキャラクター、ゲーム中のアクション又はゲームスコアに影響を与える入力が電子ゲー
ムに供給される。
【０００７】
　或る実施形態では、携帯型電子処理装置に、衛星を利用した測位システムの受信器を備
えることにより、及び／又は、携帯型電子処理装置が例えばインターネットを用いて他の
装置及びアプリケーションと情報をやりとりするのを可能にすることにより、スポーツ用
電子トレーニングシステムの機能性が強化される。
【０００８】
　本発明の特徴は、個人のフィットネスレベルを評価できることである。個人に、例えば
、個人が１つ以上の具体的なフィットネス目標又はエクササイズ目標を達成するのを支援
することを目的としたフィードバックを提供できることも、本発明の特徴である。
【０００９】
　本発明の更なる実施形態、特徴及び長所、並びに本発明の様々な実施形態の構成及び作
用は、以下で添付の図面を参照して詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステムを用いている
走者の図。
【図２Ａ】本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステムの選択され
た構成要素を示す図。
【図２Ｂ】本発明の或る実施形態による、スポーツ動作モードを有する例示的な携帯電話
の図。
【図２Ｃ】本発明の或る実施形態による、スポーツ動作モードを有する例示的な携帯電話
の図。
【図２Ｄ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ動作モードを有する更なる例示的な
携帯型電子処理装置の図。
【図２Ｅ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ動作モードを有する更なる例示的な
携帯型電子処理装置の図。
【図２Ｆ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ動作モードを有する更なる例示的な
携帯型電子処理装置の図。
【図３Ａ】本発明の或る実施形態による第１の例示的な携帯型電子処理装置のより詳細な
図。
【図３Ｂ】本発明の或る実施形態による第２の例示的な携帯型電子処理装置のより詳細な
図。
【図４Ａ】本発明の或る実施形態による例示的な運動モニタの図。
【図４Ｂ】図４Ａの運動モニタがどのように動作するかを示す図。
【図４Ｃ】図４Ａの運動モニタがどのように動作するかを示す図。
【図５】本発明の或る実施形態による例示的な心拍数モニタの図。
【図６Ａ】本発明の或る実施形態による、靴のソールの凹部に挿入された運動モニタを有
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する靴の図。
【図６Ｂ】靴の外側の部分に取り付けられた運動モニタを有する靴の図。
【図６Ｃ】本発明の或る実施形態による例示的な運動モニタの図。
【図６Ｄ】本発明の或る実施形態による、運動モニタ用の例示的な取り付け装置の図。
【図６Ｅ】本発明の或る実施形態による、靴に運動モニタを取り付けるための例示的な羽
付きの電池キャップを有する運動モニタの図。
【図６Ｆ】本発明の或る実施形態による、靴に取り付けられた図６Ｅの運動モニタを示す
図。
【図６Ｇ】本発明の或る実施形態による、靴に運動モニタを取り付けるための第２の例示
的な羽付きの電池キャップを有する運動モニタの図。
【図６Ｈ】図６Ｇの運動モニタ及び羽付きの電池キャップを更に示す図。
【図６Ｉ】本発明の或る実施形態による、運動モニタ用の第３の例示的な羽付きの電池キ
ャップの図。
【図６Ｊ】本発明の或る実施形態による、運動モニタ用の第４の例示的な羽付きの電池キ
ャップの図。
【図７】本発明の或る実施形態による、体脂肪率を判定するための内蔵センサを有する心
拍数モニタの図。
【図８】本発明の或る実施形態による心拍数／体脂肪率モニタの図。
【図９】本発明の或る実施形態による、コンピュータと情報をやりとりする第１の携帯型
電子処理装置の図。
【図１０】本発明の或る実施形態による、コンピュータと情報をやりとりする第２の携帯
型電子処理装置の図。
【図１１Ａ】本発明の或る実施形態による、コンピュータ及びウェブサーバと情報をやり
とりする第１の携帯型電子処理装置の図。
【図１１Ｂ】本発明の或る実施形態による、コンピュータ及びウェブサーバと情報をやり
とりする第２の携帯型電子処理装置の図。
【図１２】本発明の或る実施形態による、エクササイズマシンと情報をやりとりする例示
的な携帯型電子処理装置の図。
【図１３】本発明の或る実施形態による、仮想トレーナー機能を含む例示的な携帯型電子
処理装置の図。
【図１４Ａ】本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステムのトレー
ニング機能を示す図。
【図１４Ｂ－１】本発明の或る実施形態による、スポーツ用トレーニングシステムによっ
て提供される例示的なフィードバックを示す表。
【図１４Ｂ－２】本発明の或る実施形態による、スポーツ用トレーニングシステムによっ
て提供される例示的なフィードバックを示す表。
【図１５Ａ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのた
めの例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図。
【図１５Ｂ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのた
めの例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図。
【図１５Ｃ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのた
めの例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図。
【図１５Ｄ】本発明の複数の実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの例
示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図。
【図１５Ｅ】本発明の複数の実施形態による、エクササイズ中に燃焼したカロリーを算出
する方法の例を示すテーブルの図。
【図１５Ｆ】本発明の複数の実施形態による、エクササイズ中に燃焼したカロリーを算出
する方法の例を示すテーブルの図。
【図１５Ｇ】本発明の複数の実施形態による、エクササイズ中に燃焼したカロリーを算出
する方法の例を示すテーブルの図。
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【図１６】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムを用いて
トレーニングを作成する方法を示す図。
【図１７】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムを用いて
トレーニングを作成する方法を示す図。
【図１８】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムを用いて
トレーニングを作成する方法を示す図。
【図１９】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの音楽機
能を示す図。
【図２０】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの写真機
能を示す図。
【図２１】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのカレン
ダー機能を示す図。
【図２２】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのトレー
ニング機能とカレンダー機能との間の情報のやりとりを示す図。
【図２３】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのトレー
ニング機能とカレンダー機能との間の情報のやりとりを示す図。
【図２４】本発明の或る実施形態による、携帯型電子処理装置の設定の選択を示す図。
【図２５】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの個人デ
ータを入力及び更新するための１つの方法を示す図。
【図２６】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムでフィッ
トネスレベルを評価するための１つの方法を示す図。
【図２７】本発明の或る実施形態による、フィットネスレベルを判定するために用いられ
る例示的なテーブルの図。
【図２８】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの構成要
素識別機能を示す図。
【図２９】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの電話設
定機能を示す図。
【図３０】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーナー設定機能を示す図。
【図３１】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーナー設定機能を示す図。
【図３２】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーナー設定機能を示す図。
【図３３】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの歩数計
機能を示す図。
【図３４】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの音楽機
能を示す図。
【図３５】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの音楽機
能を示す図。
【図３６】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの音楽機
能を示す図。
【図３７】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーニング機能を示す図。
【図３８】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーニング機能を示す図。
【図３９】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーニング機能を示す図。
【図４０】本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの仮想ト
レーニング機能を示す図。
【図４１】本発明の或る実施形態による、携帯型電子処理装置と通信する運動モニタを有
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するスポーツ用ボールを示す図。
【図４２】本発明の或る実施形態によるマルチセンサモニタを示す図。
【図４３】スポーツ選手及びスポーツ用ボールをモニタリングするための本発明の構成要
素の使用を示す図。
【図４４】電子ゲームのための本発明の構成要素の使用を示す図。
【図４５】電子ゲームのための本発明の構成要素の使用を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本願明細書に組み込まれ、その一部を構成する添付の図面は、本文と共に本発明を例示
するものであり、更に、本発明の原理を説明すると共に当業者による本発明の実施及び使
用を可能にするものである。
【００１２】
　添付の図面を参照して本発明を説明する。或る要素が最初に現れる図面は、一般的に、
対応する参照番号中の一番左の１桁又は２桁の数字で示されている。
【００１３】
　本発明は、スポーツ用電子トレーニングシステム及びそのアプリケーションを提供する
。以下の本発明の詳細な説明では、「一実施形態」、「或る実施形態」、「例示的な実施
形態」等への言及は、説明される実施形態が、特定の特徴、構造又は特性を含み得るが、
必ずしもあらゆる実施形態がその特定の特徴、構造又は特性を含まずともよいことを示す
ものである。更に、そのような言葉は、必ずしも同じ実施形態を指すものではない。更に
、具体的な特徴、構造又は特性が或る実施形態に関して説明された場合に、そのような特
徴、構造又は特性を他の実施形態に関して実施することは、明示的な記載の有無を問わず
、当業者の知識の範囲内であると考える。
【００１４】
　図１は、本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステム１００を用
いている走者１０１の図である。図１に示されるように、或る実施形態では、トレーニン
グシステム１００は、第１の携帯型電子処理装置１０２、運動モニタ１０４、心拍数モニ
タ１０６、及び第２の携帯型電子処理装置１１０を含む。第１の携帯型電子処理装置１０
２、運動モニタ１０４、心拍数モニタ１０６、及び第２の携帯型電子処理装置１１０は、
低出力の無線通信プロトコルを用いて通信し、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク
（ＷＰＡＮ）の一部を構成する。
【００１５】
　図示されている携帯型電子処理装置１０２は、走者１０１の腕に装着されている。腕に
装着されることに加えて、携帯型電子処理装置１０２は、例えば、走者の腰等といった、
走者の身体のどこか他の場所に装着されてもよい。携帯型電子処理装置１０２は、例えば
、ウエストポーチやバックパックに入れて携帯されてもよい。
【００１６】
　或る実施形態では、携帯型電子処理装置１０２は、例えば、携帯電話、パーソナルデジ
タルアシスタント（ＰＤＡ）又は音楽ファイルプレイヤー（例えば、ＭＰＥＧ－１オーデ
ィオレイヤ３（ＭＰ３）音楽ファイルプレイヤー）等といった装置であって、スポーツ動
作モードを有する。携帯型電子処理装置１０２は、一般的に、ＷＰＡＮ受信器として機能
する。携帯型電子処理装置１０２は、トレーニングシステム１００の他の構成要素からの
データを受信して、走者１０１にトレーニングフィードバックを提供する。或る実施形態
では、携帯型電子処理装置１０２に接続されたイヤホン１０８を用いて、走者１０１にフ
ィードバックが提供される。一実施形態では、携帯型電子処理装置１０２は、ワイヤレス
イヤホン（例えば、携帯型電子処理装置１０２から無線通信を受信する機能があるイヤホ
ン）と共に用いられる。
【００１７】
　図示されている運動モニタ１０４は、走者１０１が着用している靴１０５の中に配置さ
れている。或る実施形態では、運動モニタ１０４は加速度計を含み、例えば、走者１０１
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の速度、ペース、歩数レート（単位時間当たりの歩数）及び歩幅等といったパフォーマン
スパラメータを判定する。運動モニタ１０４には、例えば、ランニングのトレーニング中
に走者１０１が走った総距離を判定する機能もある。運動モニタ１０４は、一般的に、Ｗ
ＰＡＮ送信器として機能する。
【００１８】
　複数の実施形態では、運動モニタ１０４は、靴１０５の中以外の場所に配置される。例
えば、或る実施形態では、運動モニタ１０４は、靴の外部に配置される。更に、複数の実
施形態では、運動モニタ１０４は、人の動きを測定するために、例えば、人の手、手首、
腕、腰等といった、人の身体の他の部分に配置される。
【００１９】
　心拍数モニタ１０６は、走者１０１の心拍数を判定する。或る実施形態では、図１に示
されるように、心拍数モニタ１０６は、走者１０１が着用している衣類に組み込まれるか
又は取り付けられる。別の実施形態では、心拍数モニタ１０６は、例えば胸部ストラップ
を用いて、走者１０１に装着される。心拍数モニタ１０６は、一般的に、ＷＰＡＮ送信器
として機能する。
【００２０】
　図示されている携帯型電子処理装置１１０は、走者１０１の手首に装着されている。或
る実施形態では、携帯型電子処理装置１１０は、例えば、スポーツ動作モードを有する腕
時計等といった装置である。携帯型電子処理装置１１０は、一般的に、ＷＰＡＮ受信器と
して機能する。携帯型電子処理装置１１０は、トレーニングシステム１００の他の構成要
素からのデータを受信し、走者１０１にトレーニングフィードバックを提供する。或る実
施形態では、ディスプレイを用いて、走者１０１に視覚的にフィードバックが提供される
。或る実施形態では、携帯型電子処理装置１１０は送信器として機能し、トレーニングシ
ステム１００の構成要素に情報を送信する。
【００２１】
　図２Ａは、本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステム１００の
選択された構成要素を更に示す図である。これらの構成要素は、イヤホン２０７及びスポ
ーツ動作モードを有する携帯電話２０２と、一体型の又は着脱自在な心拍数モニタ１０６
ａを有するスポーツシャツ２０３と、一体型の又は着脱自在な心拍数モニタ１０６ｂを有
するスポーツブラと、運動モニタ１０４を含む運動靴２０５と、胸部ストラップ２０６と
一体の又は胸部ストラップ２０６に取り付けられた心拍数モニタ１０６ｃと、スポーツ用
腕時計２１０とを含む。
【００２２】
　図２Ａに示されるように、スポーツ用電子トレーニングシステム１００は、相互接続さ
れて相互作用する構成要素及び製品のモジュール式システムである。これらの構成要素及
び製品は、所望により時間をかけて個別に取得され得る。
【００２３】
　或る実施形態では、携帯電話２０２は、携帯電話で一般的に利用可能な機能性の全てを
含み、音楽ファイル（例えば、ＭＰ３音楽ファイル）を再生する機能がある。更に、携帯
電話２０２はスポーツ動作モードを有する。スポーツ動作モードにされた際には、携帯電
話２０２の選択されたボタン及びキーは、スポーツモードの機能を選択するために用いら
れる。これらのスポーツモードの機能の詳細は、例えば、図１３～図３３を参照して後述
する。
【００２４】
　図２Ｂ及び図２Ｃは、携帯電話２０２のより詳細な図である。これらの図面に示される
ように、或る実施形態では、携帯電話２０２はフリップタイプの携帯電話である。図２Ｂ
は、閉じた位置の携帯電話２０２を示す。図２Ｃは、開いた位置の携帯電話２０２を示す
。
【００２５】
　図２Ｂに示されるように、携帯電話２０２は、フリップトップ部２１２の中央に、４つ
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の入力選択肢を含むユーザ入力制御部２１５を有する。ユーザ入力制御部２１５は、主に
、携帯電話２０２がスポーツ動作モード以外のモードになっている時に用いられるよう意
図されている。携帯電話２０２は、４つの大きな入力ボタン２２０ａ～２２０ｄも有する
。入力ボタン２２０ａ～２２０ｄは、携帯電話２０２がスポーツ動作モードになっていて
、回転リング２３０はスポーツロック位置に位置する時にアクティブになる。大きな入力
ボタン２２０ａ～２２０ｄにより、例えば、走者１０１が入力ボタン２２０ａ～２２０ｄ
を物理的に見ずに携帯電話２０２に入力を行うのが容易になる。これにより、走者１０１
は、例えば、携帯電話２０２を腕に装着し、走りながら入力ボタンを用いることが可能に
なる。
【００２６】
　携帯電話２０２の動作モードは、携帯電話２０２の側面のボタン２２５を用いて選択で
きる。或る実施形態では、ボタン２２５を押すことにより、携帯電話２０２が様々な動作
モードに順次切り替わる。携帯電話２０２はイヤホンジャック２３５も含む。これにより
、例えば、走者１０１がエクササイズをしている時及び／又は音楽を聴いている時に、携
帯電話２０２をイヤホンと共に用いることが可能になる。
【００２７】
　図２Ｃに示されるように、携帯電話２０２が開いた位置にある場合には、第２のユーザ
入力制御部２５０を使用できる。ユーザ入力制御部２５０の機能は、上述のユーザ入力機
能と同様である。携帯電話２０２が開いている時は、ディスプレイ２５５でユーザに情報
を提供できる。
【００２８】
　或る実施形態では、携帯電話２０２が（例えば、ボタン２２５を押すことにより）スポ
ーツ動作モードにされた時には、携帯電話２０２は、スポーツ用電子トレーニングシステ
ム１００の他の構成要素を識別し、それらとの通信を開始して、ＷＰＡＮを構成する。こ
れは、携帯電話２０２が、例えば、運動モニタ１０４、心拍数モニタ１０６及び腕時計２
１０からの送信を聴くことによって達成される。携帯電話２０２が、例えば、運動モニタ
１０４及び／又は心拍数モニタ１０６からの送信を受信すると、携帯電話２０２は返信メ
ッセージを送り、このメッセージにより、運動モニタ１０４及び／又は心拍数モニタ１０
６にそれらのセンサを起動させ（まだ起動されていない場合）、パフォーマンスデータの
送信を開始させる。ＷＰＡＮが確立されたら、スポーツ用電子トレーニングシステム１０
０の構成要素間に構成されたＷＰＡＮは、携帯電話２０２がスポーツ動作モード以外の動
作モードにされるまで動作を続ける。これにより、これらの装置が低電力動作モードを有
する複数の実施形態では、携帯電話２０２は、運動モニタ１０４及び／又は心拍数モニタ
１０６に、低電力モードに入ってセンサを停止させてよいことを示すメッセージを送信す
る。
【００２９】
　図２Ｄ～図２Ｆは、本発明の或る実施形態による、スポーツ動作モードを有する更なる
例示的な携帯型電子処理装置の図である。
【００３０】
　図２Ｄは携帯電話２７０を示す。携帯電話２７０は、ディスプレイ２７２と、上述のユ
ーザ入力制御部２５０と同様のユーザ入力制御部２７４とを有する。
【００３１】
　図２Ｅは、クリップ式ストラップ２８２を有する携帯型電子処理装置２８０を示す。ク
リップ式ストラップ２８２は、例えば、トレーニング中に携帯型電子処理装置２８０をユ
ーザの腕に装着できるようにするものである。或る実施形態では、ユーザは、携帯型電子
処理装置２８０がスポーツ動作モードになっている時に、携帯型電子処理装置２８０をた
たくことにより、入力を行うことができる。例えば、或る実施形態では、スポーツ動作モ
ードになっている携帯型電子処理装置２８０を２回たたくと、携帯型電子処理装置２８０
が音声式のトレーニングフィードバックを提供するようにするプログラマブルソフトキー
が起動される。後でより詳細に説明するように、提供されるフィードバックの具体的なタ
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イプはユーザが選択可能である。例えば、携帯型電子処理装置２８０を３回、４回、又は
それ以上続けてたたくことにより、更なるプログラマブルソフトキーを起動できる。一実
施形態では、装置をたたくことは、（例えば、走者がフィールド上のポイント間を往復し
て走る場合に）走者の方向の変化を記録するために用いられる。
【００３２】
　図２Ｆは、携帯型電子処理装置２９０の図である。携帯型電子処理装置２９０は、幾つ
かのタッチスクリーンキーを含む大きなディスプレイ２９２を有する。ユーザは、ディス
プレイ２９２上に示されているキーの１つに触れることにより、携帯型電子処理装置２９
０への入力を行う。
【００３３】
　例示的な携帯型電子処理装置２７０、２８０及び２９０並びに本願明細書に記載される
他の携帯型電子処理装置によって示されるように、本発明は柔軟性があり、実際上どのよ
うな携帯型電子処理装置でも用いることができる。従って、本発明は、本願明細書に記載
される装置のみに限定されない。
【００３４】
　再び図２Ａを参照すると、運動靴２０５は、ユーザが行うスポーツに適した靴であるの
が好ましい。走者１０１の場合には、靴２０５は、ランニング用に作られた運動靴である
のが好ましい。或る実施形態では、靴２０５は、例えば、運動モニタ１０４を受容する凹
部をソールに有することによって、運動モニタ１０４を備えるように特に構成されている
。運動モニタ１０４は、ユーザによって凹部内に配置でき且つ凹部から取り外せるのが好
ましい。これにより、例えば、運動モニタ１０４を２足以上の靴で用いることが可能にな
る。
【００３５】
　或る実施形態では、運動モニタ１０４は、アクティブモードと低電力モードとの２つの
動作モードを有する。アクティブモードでは、運動モニタ１０４は、装置タイプ識別値、
固有シリアルナンバー識別値、及び加速度計からの入力に基づくパフォーマンスデータを
含むメッセージを定期的に送信する。装置タイプ識別値は、受信装置に対して、メッセー
ジを送ってきたモニタのタイプ（例えば、運動モニタ１０４又は心拍数モニタ１０６）を
識別するものである。これにより、受信装置は、そのメッセージをどのように復号すべき
かを知ることができる。固有シリアルナンバー識別値により、受信装置は、受信したメッ
セージが、受信装置が属するＷＰＡＮの一部である装置からのものであるか否かを判定で
きる。固有シリアルナンバー識別値により、例えば、複数の走者が密集したグループの状
態で走っている場合に、携帯電話２０２が、一人の走者と関連付けられた運動モニタ（例
えば、携帯電話２０２によって制御されるＷＰＡＮの一部である運動モニタ）からのデー
タのみを処理することが確実になる。
【００３６】
　低電力モードでは、電池の電力を節約するために、運動モニタ１０４の加速度計及び他
の必須ではない構成要素が停止される。このモードでは、運動モニタ１０４は、依然とし
て、装置タイプ識別値及び固有シリアルナンバー識別値を含むメッセージを定期的に送信
する。低電力モードでは、加速度計及び他の構成要素は機能していないので、パフォーマ
ンスデータは送信されない。
【００３７】
　各同報通信の直後、アクティブモードであるか低電力モードであるかに関わらず、運動
モニタ１０４は受信器をオンにして、例えば、携帯電話２０２からのメッセージを聴く。
携帯電話２０２がスポーツモード以外のモードになっている場合には、メッセージは受信
されず、短い時間をおいて、運動モニタ１０４は、運動モニタ１０４が次の送信を行った
後まで、その受信器を停止し得る。運動モニタ１０４が低電力モードになっており、携帯
電話２０２が最近になってスポーツ動作モードに切り替えられた場合には、携帯電話２０
２は運動モニタ１０４に、低電力モードからアクティブモードに切り替わるよう指示する
メッセージを送る。運動モニタ１０４は、このメッセージを受信すると、例えば加速度計
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等といった構成要素をオンにして、運動モニタ１０４の定期的送信の一部としてパフォー
マンスデータの送信を開始する。運動モニタ１０４は、一旦アクティブモードになると、
運動モニタ１０４に低電力モードに戻ってよいと告げる携帯電話２０２からのメッセージ
を受信するまで、アクティブモードに留まる。
【００３８】
　一実施形態では、携帯電話２０２は、運動モニタ１０４にアクティブモードに留まるよ
う告げるメッセージを定期的に運動モニタ１０４に送る必要がある。運動モニタ１０４が
所定の期間又は所定の回数の送信を行った後、携帯電話２０２からこのようなメッセージ
が受信されない場合には、運動モニタ１０４は、携帯電話２０２がオフにされたと見なし
、運動モニタ１０４は低電力モードに切り替わる。
【００３９】
　本発明の幾つかの実施形態では、上述したもの以外の通信プロトコルが用いられる。公
知の標準的なプロトコル及びＷＰＡＮの実装に適した専用のプロトコルが多数ある。従っ
て、本発明は、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の様々な構成要素間の通信に
、何らかの特定のプロトコルを用いることに限定されない。
【００４０】
　図２Ａに示されるように、スポーツシャツ２０３は、一体型の又は着脱自在な心拍数モ
ニタ１０６ａを有する。心拍数モニタ１０６ａは、スポーツシャツ２０３の着用者の心拍
数を判定し、この情報を、例えば携帯電話２０２に送る。或る実施形態では、心拍数モニ
タ１０６ａは、運動モニタ１０４に関して説明したのと同様の方法で携帯電話２０２と通
信する。
【００４１】
　スポーツブラ２０４も、一体型の又は着脱自在な心拍数モニタ１０６ｂを有する。スポ
ーツシャツ２０３の心拍数モニタ１０６ａと同様に、スポーツブラ２０４の心拍数モニタ
１０６ｂは、スポーツブラ２０４の着用者の心拍数を判定し、この情報を、例えば携帯電
話２０２に送る。或る実施形態では、心拍数モニタ１０６ｂは、運動モニタ１０４に関し
て説明したのと同様の方法で携帯電話２０２と通信する。
【００４２】
　心拍数モニタ１０６ｃは、胸部ストラップ２０６と一体になっているか又は胸部ストラ
ップ２０６に取り付けられる。このモニタは、従来の方法でユーザの胸部の周囲に装着さ
れる。心拍数モニタ１０６ｃは、装着者の心拍数を判定し、この情報を、例えば携帯電話
２０２に送る。或る実施形態では、心拍数モニタ１０６ｃは、運動モニタ１０４に関して
説明したのと同様の方法で携帯電話２０２と通信する。
【００４３】
　スポーツ用腕時計２１０は、スポーツ動作モードを有し、このモードにおいて、運動モ
ニタ１０４及び／又は心拍数モニタ１０６からのメッセージを受信して、ユーザに視覚的
フィードバックを提供することができる点は、携帯電話２０２と同様である。しかし、ス
ポーツ腕時計２１０は、一般的に、メモリの量及び／又は処理能力が携帯電話２０２ほど
高くない。従って、スポーツ腕時計２１０は、トレーニング中に運動モニタ１０４及び／
又は心拍数モニタ１０６から受信するデータの必ずしも全てを、後でコンピュータにダウ
ンロードする（詳細は後述する）ために保持しなくてもよい。或る実施形態では、スポー
ツ腕時計２１０は、携帯電話２０２に関して説明したのと同様の方法で、運動モニタ１０
４及び／又は心拍数モニタ１０６と通信する。
【００４４】
　或る実施形態では、スポーツ用腕時計２１０は、例えば、携帯電話、ＭＰ３音楽ファイ
ルプレイヤー及び／又はＰＤＡ等といった携帯型電子処理装置のコントローラとして機能
する。これにより、携帯型電子処理装置を、例えば、ポケットやバックパックに入れて携
帯しながら、スポーツ用腕時計２１０で無線通信を用いて完全に制御することが可能にな
る。
【００４５】
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　尚、腕時計２１０は、本願明細書ではスポーツ用腕時計として記載されているが、本発
明はスポーツ用腕時計に限定されない。スポーツ用腕時計以外の腕時計も用いられ得る。
【００４６】
　或る実施形態では、例えば、携帯電話、ＭＰ３音楽ファイルプレイヤー及び／又はＰＤ
Ａ等といった携帯型電子処理装置は、衣類（例えば、ランニングシャツやジャケット）と
一体になったソフトキー／スイッチを用いて制御される。この衣類により、携帯型電子処
理装置を衣類の下に携帯又は装着しながら、衣類によって完全に制御することが可能にな
る。これは、例えば、野外スポーツ活動でジャケットが必要となる冬季に、特に有益であ
る。或る実施形態では、衣類は、（例えば、ランニングジャケットの例では袖に）一体型
のディスプレイも有する。
【００４７】
　一実施形態では、スポーツ用腕時計２１０の時計バンドは、移動する表示ゾーン（例え
ば、バンドにそって移動する表示ゾーン）を有し、この表示ゾーンは、常に装着者から見
える位置に配置される。この時計バンドは、装着者にバイオフィードバックを提供するた
めの加圧装置も含み得る。或る実施形態では、提供されるフィードバックは、例えば、歩
数レート目標に対応する圧力脈動を含む。装着者は、自分の歩数レートをこの圧力脈動に
一致するよう調節する。一実施形態では、この脈動は、装着者が歩数レート目標を上回っ
て又は下回って走っている場合にのみ提供される。
【００４８】
　本発明の複数の実施形態では、フィードバックを提供するために、圧力脈動以外の形態
のバイオフィードバックが用いられ得る。バイオフィードバックは、個人の手首以外の領
域にも与えられ得る。
【００４９】
　或る実施形態では、スポーツ用腕時計の時計バンドに表示される矢印が、腕時計の装着
者が走るべき方向を示す（例えば、衛星を利用した測位システムの位置データ及び地図情
報を用いて、矢印によって装着者にナビゲーション情報を提供する）。別の実施形態では
、スポーツ用電子トレーニングシステムの構成要素に統合されたレーザが、例えば、走者
の手若しくは腕、又は走者の前の地面に光のスポットを投影して、走者が走る方向を示す
。或る実施形態では、レーザの投影により、例えば、心拍数、ペース、距離等といったパ
フォーマンス情報も提供される。この情報は、例えば、走者の前の地面に投影され得る。
【００５０】
　図３Ａは、本発明の或る実施形態による、第１の例示的な携帯型電子処理装置３００の
より詳細な図である。或る実施形態では、携帯型電子処理装置３００は、例えば、携帯電
話２０２等といった携帯電話に対応する。図３Ａに示されるように、携帯型電子処理装置
３００は、プロセッサ３０２、メモリ３０４、ユーザ入力制御部３０６、ディスプレイ３
０８、オーディオユニット３１０、送受信器３１２、携帯電話送受信器３１６、必要に応
じて設けられる衛星を利用した測位システムの受信器３０５、カメラ３０９、及び電池３
２０を含む。
【００５１】
　プロセッサ３０２は、メモリ３０４に格納されているアプリケーションプログラムを実
施する能力がある従来のプロセッサである。プロセッサ３０２は、デジタル信号処理アル
ゴリズムを実施する能力もある。プロセッサ３０２は、メモリ３０４、ユーザ入力制御部
３０６、ディスプレイ３０８、オーディオユニット３１０、送受信器３１２、及び携帯電
話送受信器３１６に接続されている。
【００５２】
　メモリ３０４は、アプリケーションプログラムの命令及びデータを格納するために用い
られる。或る実施形態では、メモリ３０４は、例えば、一般的な携帯電話の全ての機能性
を実装するために用いられるプログラムの他に、音楽ファイルを再生するためのプログラ
ムと、本願明細書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシステム１００の機能性の各
態様を実装するために用いられる１つ以上のプログラムとを格納する。或る実施形態では



(14) JP 2013-78593 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

、メモリ３０４は、読み取り専用メモリ及びランダムアクセスメモリの両方を含む。
【００５３】
　ユーザ入力制御部３０６は、個人が携帯型電子処理装置３００とのインタラクションを
行うために用いられる。或る実施形態では、ユーザ入力制御部３０６は、様々な入力ボタ
ン及び／又はキーを含む。各ボタン及び／又はキーの機能は、一般的に、携帯型電子処理
装置３００の動作モードに基づいて決定される。一実施形態では、ユーザ入力制御部３０
６は、タッチパッド若しくはスクロールパッド及び／又はタッチスクリーンボタンを含む
。
【００５４】
　ディスプレイ３０８は、ユーザに対して情報を表示するために用いられる。或る実施形
態では、ディスプレイ３０８は液晶ディスプレイである。
【００５５】
　カメラ３０９は、デジタル写真を撮影するために用いられる小型のデジタルカメラであ
る。一実施形態では、カメラ３０９はＣＣＤカメラである。別の実施形態では、カメラ３
０９はＣＭＯＳカメラである。
【００５６】
　オーディオユニット３１０は、オーディオ信号を処理するために用いられる。或る実施
形態では、マイクを用いて取得された音声信号が、例えば、プロセッサ３０２によって処
理可能なようにデジタル信号に変換される。また、オーディオユニット３１０は、例えば
、デジタルオーディオ信号を、１つ以上のスピーカーを駆動するために用いられ得る増幅
されたアナログオーディオ信号に変換する。或る実施形態では、オーディオユニット３１
０は、ドルビーラボラトリーズ社（Dolby Laboratories, Inc.）から入手可能な信号処理
アルゴリズム等といった、音楽の品質を高める信号処理アルゴリズムを実施する。
【００５７】
　送受信器３１２は、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の他の構成要素と通信
するために用いられる低出力の送受信器である。或る実施形態では、送受信器３１２は、
２．４ＧＨｚ等といった免許不要の周波数帯で動作する。送受信器３１２は、アンテナ３
１４に接続されている。本願明細書で用いる「送受信器」という用語は、送信器と受信器
との組み合わせを意味する。或る実施形態では、送信器と受信器とが統合され、例えば、
集積回路の一部を構成する。
【００５８】
　携帯電話送受信器３１６は、例えば、携帯電話の音声信号を送受信するために用いられ
る。送受信器３１６は、例えば、インターネット等といったコンピュータネットワークと
情報をやりとりするためにも用いられ得る。携帯電話送受信器３１６は、アンテナ３１８
に接続されている。本願明細書で用いる「携帯電話送受信器」という用語は、携帯電話送
信器と携帯電話受信器との組み合わせを意味する。或る実施形態では、送信器及び受信器
は単一の装置として統合される。
【００５９】
　一実施形態では、携帯電話送受信器３１６は、本願明細書に記載されるデータを、例え
ば専門のトレーナーがそのデータを分析する場所に送るために用いられる。専門のトレー
ナーは、個人に電話し又はテキストメッセージを送り、そのデータに基づくリアルタイム
のフィードバックを個人に提供できる。個人が、例えばトレーニング中に、専門のトレー
ナーに電話をかけたい場合には、個人は、例えば、格納されている電話番号に電話をかけ
るために装置３００をたたくことにより、専門のトレーナーに電話をかけることができる
。一実施形態では、装置３００をたたくことにより、専門のトレーナーに、その個人に電
話するよう要求するテキストメッセージが送られる。
【００６０】
　電池３２０は、携帯型電子処理装置３００の様々な構成要素を動作させるための電力を
供給するために用いられる。或る実施形態では、電池３２０は、一般的な家庭用の電源出
力に差し込まれる電源アダプタを用いて定期的に充電される。電池３２０は、充電不可の
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電池であってもよい。
【００６１】
　或る実施形態では、携帯型電子処理装置３００は、必要に応じて、衛星を利用した測位
システム（例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）又はガリレオ・システム）の受信器３
０５も含む。これにより、携帯型電子処理装置３００が地球上のどこにあってもその場所
を判定できる。衛星を利用した測位システム（例えば、ＧＰＳ）の受信器３０５は、アン
テナ３０７に接続されている。
【００６２】
　或る実施形態では、ＧＰＳ受信器３０５により、例えば、携帯型電子処理装置を用いて
走者にナビゲーション指示を提供することが可能になる。ランニングの前に、携帯型電子
処理装置にランニングルートの指示をダウンロードして、メモリ３０４に格納できる。ナ
ビゲーション指示に加えて、例えば、ルートには歩道があるか、小道であるか、安全な地
域であるか等といった、ランニングルートに関する属性もダウンロードして見ることがで
きる。
【００６３】
　或る実施形態では、ＧＰＳ受信器３０５を用いて、走者が走っているルートを追跡記録
できる。ルートをメモリ３０４に保存して、ランニング後に走者が見ることができる。例
えば、ルートを、他の走者がダウンロードするためにコンピュータ／ウェブサーバに掲載
することにより、ルートを他の走者と共有することもできる。
【００６４】
　或る実施形態では、ＧＰＳ受信器３０５と、携帯型電子処理装置３００のメモリに格納
されている情報（又は、例えば、携帯電話送受信器３１６を用いてインターネットから受
信した情報）とを用いて、例えば、走者にナビゲーション指示が提供される。或る実施形
態では、走者は、例えば、自分が５キロメートル走りたいことを携帯型電子処理装置３０
０に入力でき、携帯型電子処理装置は、適切なルートを自動的に選択／地図表示して、ラ
ンニング中の走者にナビゲーション指示を提供する。或る実施形態では、走者は、ランニ
ングのスタート地点及び終了地点を指定できる。或る実施形態では、スタート地点及び終
了地点の両方となる１つの地点のみが指定される。或る実施形態では、スタート地点及び
終了地点は、走者が、例えば自分が５キロメートル走りたいことを入力した時に走者が立
っている地点（例えば、ＧＰＳ受信器３０５によって判定される）である。
【００６５】
　或る実施形態では、携帯型電子処理装置３００はラジオを含む。ラジオは、ＡＭ専用ラ
ジオ、ＦＭ専用ラジオ、又はＡＭ／ＦＭラジオであり得る。或る実施形態では、ラジオは
、ディスプレイ３０８上でユーザに提示されるソフトキーを用いて制御される。
【００６６】
　一実施形態では、携帯型電子処理装置３００は、必要に応じて、例えば、温度、湿度、
紫外線放射及び／又は気圧等といった選択された気象関連データを検出するためのセンサ
（図示せず）を含む。このデータを用いて、例えば、個人のパフォーマンスが環境的要因
によってどのような影響を受けるかを判定することができる。
【００６７】
　一実施形態では、本発明による携帯型電子処理装置は、ディスプレイを含まない。この
実施形態では、例えばパフォーマンス情報及び／又はフィードバック情報等といった情報
は、トレーニング中にユーザに聞こえるように提供される。情報は、例えば、情報を一旦
コンピュータに転送してから、トレーニング後にコンピュータディスプレイを用いて、ユ
ーザに対して表示することができる。或る実施形態では、トレーニング中に、例えばスポ
ーツ用腕時計等といった第２の処理装置に情報を転送し、トレーニング中に第２の処理装
置のディスプレイ上でユーザに対して表示することができる。
【００６８】
　図３Ｂは、本発明の或る実施形態による、例示的な携帯型電子処理装置３５０の図であ
る。或る実施形態では、携帯型電子処理装置３５０は、例えば、ＰＤＡ装置、ＭＰ３プレ
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イヤー又は電子腕時計等といった、スポーツ動作モードを有する装置に対応する。図３Ｂ
に示されるように、携帯型電子処理装置３５０は、プロセッサ３５２、メモリ３５４、ユ
ーザ入力制御３５６、ディスプレイ３５８、オーディオユニット３６０、送受信器３６２
、及び電池３６６を含む。
【００６９】
　プロセッサ３５２は、メモリ３５４に格納されているアプリケーションプログラムを実
施する能力がある従来のプロセッサである。プロセッサ３５２は、デジタル信号処理アル
ゴリズムを実施する能力もある。プロセッサ３５２は、メモリ３５４、ユーザ入力制御３
５６、ディスプレイ３５８、オーディオユニット３６０、及び送受信器３６２に接続され
ている。
【００７０】
　メモリ３５４は、アプリケーションプログラムの命令及びデータを格納するために用い
られる。或る実施形態では、メモリ３５４は、例えば、一般的なＰＤＡ、ＭＰ３プレイヤ
ー、又は電子腕時計の全ての機能性を実装するために用いられるプログラムと、本願明細
書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシステム１００の機能性の各態様を実装する
ために用いられる１つ以上のプログラムとを格納する。或る実施形態では、メモリ３５４
は、読み取り専用メモリ及びランダムアクセスメモリの両方を含む。
【００７１】
　ユーザ入力制御部３５６は、個人が携帯型電子処理装置３５０とのインタラクションを
行うために用いられる。或る実施形態では、ユーザ入力制御部３５６は、様々な入力ボタ
ン及び／又はキーを含む。各ボタン及び／又はキーの機能は、一般的に、携帯型電子処理
装置３５０の動作モードに基づいて決定される。一実施形態では、ユーザ入力制御部３５
６は、タッチパッド若しくはスクロールパッド及び／又はタッチスクリーンボタンを含む
。
【００７２】
　ディスプレイ３５８は、ユーザに情報を表示するために用いられる。或る実施形態では
、ディスプレイ３５８は液晶ディスプレイである。
【００７３】
　オーディオユニット３６０は、オーディオ信号を処理するために用いられる。或る実施
形態では、オーディオユニット３６０は、例えば、デジタルオーディオ信号を、１つ以上
のスピーカーを駆動するために用いられ得る増幅されたアナログオーディオ信号に変換す
る。或る実施形態では、オーディオユニット３６０は、ドルビーラボラトリーズ社から入
手可能な信号処理アルゴリズム等といった、音楽の品質を高める信号処理アルゴリズムを
実施する。
【００７４】
　送受信器３６２は、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の他の構成要素と通信
するために用いられる低出力の送受信器である。或る実施形態では、送受信器３６２は、
２．４ＧＨｚ等といった免許不要の周波数帯で動作する。送受信器３６２は、アンテナ３
６４に接続されている。
【００７５】
　電池３６６は、携帯型電子処理装置３５０の様々な構成要素を動作させるための電力を
供給するために用いられる。或る実施形態では、電池３６６は、一般的な家庭用の電源出
力に差し込まれる電源アダプタを用いて定期的に充電される。電池３６６は、充電不可の
電池であってもよい。
【００７６】
　複数の実施形態では、本発明による携帯型電子処理装置は、従来の電話、音楽ファイル
プレイヤー、パーソナルデジタルアシスタント等に、例えばドングル（例えば、ソフトウ
ェアを保護する小型のハードウェア装置）を取り付けることによって構成できる。ドング
ルは、例えば、本願明細書に記載されるスポーツ機能の一部又は全てを実装するダウンロ
ード可能なソフトウェアを含む。或る実施形態では、ソフトウェアは、Ｊａｖａ（登録商
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標）プログラミング言語で書かれたスポーツ用ユーザインターフェイスを含む。或る実施
形態では、ソフトウェアは、例えば、ソフトウェアを任意の超低電力Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）通信プロトコルに適合する装置で使用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に適合する装置に対応する。
【００７７】
　本発明の或る実施形態では、本発明による携帯型電子処理装置は、（例えば、電話、音
楽ファイルプレイヤー、パーソナルデジタルアシスタント等といった装置ではなく）本願
明細書に記載される電子的スポーツトレーニング機能を実装する専用の装置である。
【００７８】
　図４Ａは、本発明の或る実施形態による、例示的な運動モニタ４００の図である。運動
モニタ４００は、上述の運動モニタの一実施形態を表す。図４Ａに示されるように、運動
モニタ４００は、プロセッサ４０２、メモリ４０４、加速度センサ４０６、送受信器４０
８、及び電池４１０を含む。
【００７９】
　プロセッサ４０２は、メモリ４０４に格納されているアプリケーションプログラムを実
施する能力がある、例えばマイクロコントローラ等といった、従来のプロセッサである。
プロセッサ４０２は、メモリ４０４、加速度センサ４０６、及び送受信器４０８に接続さ
れている。
【００８０】
　メモリ４０４は、アプリケーションプログラムの命令及びデータを格納するために用い
られる。或る実施形態では、メモリ４０４は、例えば、加速度センサ４０６によって出力
されたデータからパフォーマンスデータを生成するために用いられるプログラムを格納す
る。或る実施形態では、メモリ４０４は、読み取り専用メモリ及びランダムアクセスメモ
リの両方を含む。
【００８１】
　或る実施形態では、加速度センサ４０６は、１つ以上の軸における加速度を測定する電
子加速度計である。１つ以上の軸は、運動モニタ４００が走者の靴に取り付けられている
時にはいつでも、例えば走者の足部の動きに対応する加速度データのストリームを提供す
る。
【００８２】
　送受信器４０８は、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の他の構成要素と通信
するために用いられる低出力の送受信器である。或る実施形態では、送受信器４０８は、
２．４ＧＨｚ等といった免許不要の周波数帯で動作する。送受信器４０８は、アンテナ４
１２に接続されている。
【００８３】
　電池４１０は、運動モニタ４００の様々な構成要素を動作させるための電力を供給する
ために用いられる。或る実施形態では、電池４１０は、充電式電池又は定期的（例えば１
～２年毎、又はそれより長い期間毎）に交換されなければならない充電不可の電池である
。
【００８４】
　或る実施形態では、プロセッサ４０２は、加速度センサ４０６によって供給されるデー
タを処理して、例えば、速度、ペース、歩数レート、歩幅、及び走者による総走行距離等
といったパフォーマンスデータを生成する。パフォーマンスデータは、送受信器４０８を
用いて送信され、例えば、携帯型電子処理装置３００及び／又は携帯型電子処理装置３５
０等といった携帯型電子処理装置によって受信される。
【００８５】
　一実施形態では、運動モニタ４００は、以下のようにパフォーマンスデータを生成する
。プロセッサ４０２は、加速度センサ４０６の１つの軸（例えば、個人の踵から爪先まで
の軸に沿った軸）によって生成された出力値のストリームにローパスフィルタリングを行
い、個人の各一歩（ストライド）の最大加速値及び／又は最小加速値を識別するために調
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べる。次に、プロセッサ４０２は、メモリ４０４に格納されている適切なアルゴリズムを
用いて、個人の各一歩における平均速度を算出する。個人の平均速度は、（走っていても
歩いていても）個人の各一歩において生じる最大及び最小加速値に比例するので、これが
可能である。その理由は、例えば図４Ｂ及び図４Ｃによって説明される。
【００８６】
　図４Ｂ及び図４Ｃは、本発明の或る実施形態において、運動モニタ４００が、例えば、
速度、ペース、歩数レート、歩幅、及び個人による総走行距離等といったパフォーマンス
データを判定する方法を示す図である。
【００８７】
　図４Ｂに示されるように、個人の脚部は、各一歩において、個人の移動方向（例えば、
方向Ｘ）に対する特定の動きのパターンを有する。例えば、一歩の開始である期間４２０
においては、個人の片脚の足部はしっかりと地面に置かれており、移動方向には動いてい
ない。足部が動いていないので、移動方向における加速度は生じない。個人の腰及び上半
身が移動方向前方に速度ＳＸで動くと、期間４２２において、個人の脚部の上部が、個人
の移動方向に対して前方に動き始め、個人の脚部の下部は、移動方向に対して後方に動き
始める。これにより、移動方向における負の加速度が生じ、これが加速度センサ４０６の
第１の軸（例えばＸ軸）によって検出される。
【００８８】
　この一歩におけるより後の時点である図４Ｂの期間４２４において、個人の脚部の上部
は依然として移動方向に対して前方に動いており、個人の脚部の下部は、個人の移動方向
に対して前方に動き始める。これにより、個人の移動方向における正の加速度が生じ、こ
れが加速度センサ４０６の第１の軸によって検出される。
【００８９】
　この一歩における期間４２６において、個人の脚部の上部は移動方向に対して前方に動
くのをやめ、一方、個人の脚部の下部は個人の移動方向に対して前方に動き続けている。
一歩におけるこの段階でも、個人の移動方向における正の加速度が生じ、これが加速度セ
ンサ４０６の軸によって検出される。
【００９０】
　最後に、一歩の終わりである図４Ｂの期間４２８において、個人の足部は再び地面にし
っかりと置かれる。この期間には、移動方向における足部の動きはないので、第１の軸に
沿った加速度は０である。
【００９１】
　図４Ｃは、（例えば、走っている又は歩いている）個人の一歩に対応する運動モニタ４
００の加速度センサ４０６のフィルタリング後の理想化された出力を示す。図示されるよ
うに、各一歩には、最小加速値を有する負の加速度の期間と、最大加速値を有する正の加
速度の期間とがある。この情報を用いて、この一歩の移動方向における個人の平均速度が
、例えば、以下の式（１）によって求められる。
【００９２】
ＳＸ＝Ｋ１｛ｆｘ１（Ａｍａｘ，Ｔ３－Ｔ２）｝＋Ｋ２　…　（１）
式中、ＳＸはこの一歩の平均速度であり、Ｋ１は比例定数であり、ｆｘ１はＡｍａｘ（ロ
ーパスフィルター処理後の、この一歩で生じた最大加速値）及びＴ３－Ｔ２（正の加速度
の期間）を含む関数であり、Ｋ２は調整定数である。値Ｋ１及びＫ２は実験的に決定され
る経験値であり、或る実施形態では、これらは、異なる速度範囲に対してそれぞれ異なる
ものである（例えば、１組の値は個人が歩いている場合に用いられ、別の組の値は個人が
走っている場合に用いられる）。関数ｆｘ１は実験的に決定され、複数の実施形態ではよ
り高次元（例えば、二次元又は三次元）の式であり得る。
【００９３】
　一実施形態では、Ｋ１及び／又はＫ２の値は、例えば、入力されたユーザの脚の長さ（
例えば、膝から踵まで測定した長さ）又は入力されたユーザの身長（例えば、脚の長さは
身長の何割であるという仮定を用いて）に基づき、最初に決定される。
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【００９４】
　或る実施形態では、Ｋ１及び／又はＫ２の値は、ユーザに既知の距離を走らせ、この既
知の距離を用いてＫ１及び／又はＫ２の値を決定及び／又は更新することによって、決定
及び／又は更新される。
【００９５】
　本願明細書で述べたように、最小加速値を用いて、一歩の平均速度を決定することが可
能である。これは、例えば以下の式（２）を用いて行われる。
【００９６】
ＳＸ＝Ｋ３｛ｆｘ２（Ａｍｉｎ，Ｔ２－Ｔ１）｝＋Ｋ４　…　（２）
式中、ＳＸはこの一歩の平均速度であり、Ｋ３は比例定数であり、ｆｘ２はＡｍｉｎ（ロ
ーパスフィルター処理後の、この一歩において生じた最小加速値）及びＴ２－Ｔ１（負の
加速度の期間）を含む関数であり、Ｋ４は調整定数である。値Ｋ３及びＫ４並びに関数ｆ
ｘ２は実験的に決定される。複数の実施形態では、関数ｆｘ２はより高次元（例えば、二
次元又は三次元）の式であり得る。
【００９７】
　一実施形態では、平均速度は、式１及び式２を組み合わせて、一歩における平均速度を
求める第３の式を構成することによって算出される。この第３の式は以下の通りである。
【００９８】
ＳＸ＝Ｋ１｛ｆｘ１（Ａｍａｘ，（Ｔ３－Ｔ２）｝－Ｋ３｛ｆｘ２（Ａｍｉｎ，（Ｔ２－
Ｔ１）｝＋Ｋ２＋４　…　（３）
式中、ＳＸはこの一歩の平均速度であり、Ｋ１及びＫ２は比例定数であり、ｆｘ１はＡｍ

ａｘ（ローパスフィルター処理後の、この一歩で生じた最大加速値）及びＴ３－Ｔ２（正
の加速度の期間）を含む関数であり、ｆｘ２はＡｍｉｎ（ローパスフィルター処理後の、
この一歩において生じた最小加速値）及びＴ２－Ｔ１（負の加速度の期間）を含む関数で
あり、Ｋ２＋４は調整定数である。Ｋ１、Ｋ３及びＫ２＋４の値、並びに関数ｆｘ１及び
ｆｘ２は実験的に決定される。複数の実施形態では、関数ｆｘ１及びｆｘ２はより高次元
（例えば、二次元又は三次元）の式であり得る。
【００９９】
　本願明細書で提供される情報を用いて、一歩における平均速度を決定するための他のア
ルゴリズムを作ることも可能である。例えば、加速度センサ４０６の２つ以上の軸の出力
を用いることができ、この場合、出力値が、例えば、二乗和の手法の平方根を用いて組み
合わされる。従って、本発明は、本願明細書に記載されたアルゴリズムのみを用いること
に限定されない。
【０１００】
　各一歩の平均速度が算出されたら、他のパフォーマンスパラメータを算出できある。例
えば、各一歩における走行距離（例えば歩幅）は、以下の式（４）によって求められる。
【０１０１】
ＤＸ＝ＳＸ（Ｔ３－Ｔ１）　…　（４）
式中、ＤＸは歩幅であり、ＳＸはこの一歩における平均速度であり、Ｔ３－Ｔ１は一歩の
時間である。１分間当たりの歩数を判定するために１分をＴ３－Ｔ１で割ることにより、
歩数レートが決定される。個人による総走行距離は、全ての歩幅の合計である。ペースは
、例えば、平均速度の値を逆数にして、所望の時間／距離の値（例えば、分／キロメート
ル、分／マイル等）を得るために単位を調整することによって算出される。
【０１０２】
　尚、Ｋ１及びＫ２の値は、（例えば、ユーザに自分の脚の長さ又は自分の身長を入力す
るよう求めることにより）ユーザによって提供される情報に基づいて決定及び選択できる
が、個人に特定の既知の距離を歩かせ又は走らせ、この情報を用いてＫ１及びＫ２の値を
調整する（即ち、運動モニタ４００を特定のユーザに合わせて較正する）のが望ましい。
これを行うことにより、精度が高まる。更に、ユーザが歩いている時にアルゴリズムで用
いられる１組のＫ値と、ユーザが走っている時に用いられる別の組のＫ値とを有すること
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も有益であり得る。ユーザが歩いているか又は走っているかは、例えば、閾値の加速値を
用いて判定できる。例えば、検出された最大加速値が或る閾値を下回っている場合には、
ユーザは歩いていると見なされる。そうでない場合には、ユーザは走っていると見なされ
る。
【０１０３】
　或る実施形態では、運動モニタ４００の較正は、例えば、受信したＧＰＳ信号を用いて
行われる。受信したＧＰＳ信号を用いて、例えば、トレーニング中にユーザが走った又は
歩いた距離を判定できる。
【０１０４】
　一実施形態では、本発明による運動モニタは、個人の運動の方向の変化を検出するため
に用いられる。例えば、バスケットボールの選手が１つ以上の運動モニタを装着し、これ
らを、バスケットボール選手の前後の運き及び左右の運きを追跡記録するために用いるこ
とができる。或る実施形態では、例えば、コーチによる分析のために、バスケットボール
の試合中のバスケットボールコートにおける各バスケットボール選手の位置を、運動モニ
タを用いて追跡して表示することができる。本発明による運動モニタは、例えば、腕立て
伏せ、懸垂、重量挙げ、ダイビング、体操等と関連付けられた動き等といった他の運動を
検出及び／又は追跡するために、個人が装着して用いることも可能である。
【０１０５】
　図５は、本発明の或る実施形態による、例示的な心拍数モニタ５００の図である。心拍
数モニタ５００は、上述の例示的な心拍数モニタの一実施形態を表す。図５に示されるよ
うに、心拍数モニタ５００は、プロセッサ５０２、メモリ５０４、心拍数センサ５０６、
送受信器５０８、及び電池５１２を含む。
【０１０６】
　プロセッサ５０２は、メモリ５０４に格納されているアプリケーションプログラムを実
施する能力がある、例えばマイクロコントローラ等といった、従来のプロセッサである。
プロセッサ５０２は、メモリ５０４、心拍数センサ５０６、及び送受信器５０８に接続さ
れている。
【０１０７】
　メモリ５０４は、アプリケーションプログラムの命令及びデータを格納するために用い
られる。或る実施形態では、メモリ５０４は、例えば、心拍数センサ５０６によって出力
されたデータから心拍数データを生成するために用いられるプログラムを格納する。或る
実施形態では、メモリ５０４は、読み取り専用メモリ及びランダムアクセスメモリの両方
を含む。
【０１０８】
　心拍数センサ５０６は、心拍数を検出する電子センサである。このデータは、プロセッ
サ５０２に供給され、心拍数（例えば、１分間当たりの心拍数）を判定するために用いら
れる。
【０１０９】
　送受信器５０８は、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の他の構成要素と通信
するために用いられる低出力の送受信器である。或る実施形態では、送受信器５０８は、
２．４ＧＨｚ等といった免許不要の周波数帯で動作する。送受信器５０８は、アンテナ５
１０に接続されている。
【０１１０】
　電池５１２は、心拍数モニタ５００の様々な構成要素を動作させるための電力を供給す
るために用いられる。或る実施形態では、電池５１２は、充電式電池又は定期的に交換さ
れなければならない充電不可の電池である。
【０１１１】
　一実施形態では、心拍数は、例えば、携帯型電子処理装置３００及び装置３００に接続
されたイヤホンを用いてモニタリングできる。この実施形態では、心拍数センサはイヤホ
ンと一体になっており、イヤホンはユーザの心臓を挟んだ両側に装着されるので、これら
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を用いて心拍数を検出できる。別の実施形態では、心拍数は、ユーザの耳又はユーザの指
にクリップで留められる装置を用いてモニタリングされ、血流を調べることによって心拍
数が判定される。複数の実施形態では、例えばサングラス等といった製品にクリップで留
められる心拍数モニタが用いられ得る。
【０１１２】
　図６Ａは、本発明の或る実施形態による、靴６００のソール６０４の凹部に挿入された
運動モニタ６０２を有する靴６００の図である。凹部は、運動モニタのハウジングの表面
がソール６０４上部の平面においてソール６０４上部と平行になるように、運動モニタ６
０２を位置決めする。或る実施形態では、運動モニタ６０２の加速度センサの軸の１つが
運動モニタのハウジング表面の平面に平行であり、運動モニタをこの配向で配置すること
によって、他の配向（例えば運動モニタ６０２を靴６００の外面に取り付ける等）よりも
高い精度が提供され得るので、運動モニタ６０２をソール６０４の凹部に配置することが
望ましい。或る実施形態では、運動モニタ６０２を収容するソールの凹部は、靴６００の
中足部領域（例えば、靴６００の撓みが最小の部分）に配置される。
【０１１３】
　図６Ｂは、靴６０６の外側の部分に取り付けられた運動モニタ６０２を有する靴６０６
の図である。図６Ｂに示されるように、運動モニタ６０２は、取り付け装置６０８を用い
て取り付けられる。取り付け装置６０８は、例えば靴紐を用いて、靴６０６の上部に保持
される。取り付け装置６０８は、取り付け装置を靴６０６から取り外すことなく、取り付
け装置への運動モニタ６０２の取り外し及び挿入を可能にするものである。
【０１１４】
　図６Ｃは、本発明の或る実施形態による運動モニタ６０２のより詳細な図である。或る
実施形態では、運動モニタ６０２は、硬質プラスチックの保護ハウジング６２０に収容さ
れる。運動モニタ６０２の表面６２１は、例えば、運動モニタ６０２が靴に挿入された際
の運動モニタ６０２の適切な配向を確実にするために用いられるマーク６２２を含む。或
る実施形態では、マーク６２２は、靴の爪先部分に向くように配向されるべきである。し
かし、他の実施形態では、運動モニタは配向に関わらず適切に動作する。
【０１１５】
　運動モニタ６０２の第２の表面６２４は、着脱自在なキャップ６２６を含む。或る実施
形態では、着脱自在なキャップ６２６は、キャップを一方向に４分の１回転未満だけ回す
ことによって取り外される。着脱自在なキャップ６２６により電池６２８に手が届くよう
になるので、必要に応じて電池を取り出し、完全に充電された電池と交換することができ
る。或る実施形態では、電池６２８はボタン電池である。
【０１１６】
　図６Ｄは、取り付け装置６０８のより詳細な図である。或る実施形態では、取り付け装
置６０８は半剛性プラスチックで作られており、これにより、運動モニタ６０２が取り付
け装置６０８にスナップ式に嵌め込まれて、適切な位置にしっかりと保持されるようにな
っている。取り付け装置６０８は、運動モニタ６０２を適切な位置に保持する４つのクリ
ップ６３０ａ～６３０ｄを有する。例えば、クリップ６３０ａ及び６３０ｂを１つ以上の
靴紐の下に滑り込ませ、靴紐が取り付け装置６０８の表面６３２に配置されるようにする
ることにより、取り付け装置を靴の上に配置することができる。或る実施形態では、靴の
上に配置される取り付け装置６０８の表面には、滑りにくくするためのテクスチャが施さ
れている。
【０１１７】
　図６Ｅは、本発明の或る実施形態による、靴に運動モニタを取り付けるためのハウジン
グ６３９及び羽付きの電池キャップ６４０を有する運動モニタ６０２の図である。ハウジ
ング６３９及び羽付きの電池キャップ６４０は、バヨネットタイプの迅速な接続／解除の
ためのトレッドを有し、これにより、例えば、ハウジング６３９を４分の１回転だけ回す
だけで、ハウジング６３９を羽付きの電池キャップ６４０にしっかりと固定することがで
きる。
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【０１１８】
　図６Ｆは、靴６４２に取り付けられた図６Ｅの運動モニタ６０２を示す図である。靴６
４２の靴紐は、羽付きの電池キャップ６４０上で交差して、運動モニタ６０２を適切な位
置に保持する。
【０１１９】
　図６Ｇは、本発明の或る実施形態による、靴に運動モニタを取り付けるための、羽付き
の電池キャップ６４４を有する運動モニタ６０２用ハウジング６４３の図である。ハウジ
ング６４３及び羽付きの電池キャップ６４４は、羽付きの電池キャップ６４４をハウジン
グ６４３に接続するために用いられるトレッドのタイプを除き、ハウジング６３９及び羽
付きの電池キャップ６４０と同様である。ハウジング６４３及び羽付きの電池キャップ６
４４で用いられるトレッドは、ハウジング６４３を羽付きの電池キャップ６４４に接続す
るために何回か回される必要がある。
【０１２０】
　図６Ｈは、羽付きの電池キャップ６４４がハウジング６４３にどのようにねじ込まれる
かを更に示す図である。
【０１２１】
　図６Ｉは、例えばハウジング６４３と共に用いるための、羽付きの電池キャップ６４６
の図である。羽付きの電池キャップ６４６は両端部に開口部を有し、これらの開口部を通
して靴紐をかけることができる。バヨネットタイプの迅速な接続／解除のためのトレッド
を有する類似の羽付きの電池キャップを、ハウジング６３９と共に用いることもできる。
【０１２２】
　図６Ｊは、例えばハウジング６４３と共に用いるための、羽付きの電池キャップ６４８
の図である。羽付きの電池キャップ６４８は、それぞれ２つの穴を有する両端部を有し、
これらの穴を通して靴紐をかけることができる。バヨネットタイプの迅速な接続／解除の
ためのトレッドを有する類似の羽付きの電池キャップを、ハウジング６３９と共に用いる
こともできる。
【０１２３】
　図７は、本発明の或る実施形態による、ユーザの体脂肪率を判定するための内蔵センサ
７０２ａ～７０２ｂを有する心拍数モニタ７００の図である。或る実施形態では、体脂肪
率の値は、ユーザが自分の両手でセンサ７０２ａ及び７０２ｂを握ることによって判定さ
れる。センサ７０２ａ及び７０２ｂを用いて、脂肪組織の量を判定するための弱い電流が
ユーザの身体を通る。この弱い電流はユーザが感じないものである。モニタ７００内のプ
ロセッサが、体脂肪を判定するための生体電気インピーダンス法を用いて、ユーザの体脂
肪率を算出する。筋肉、血管及び骨は、含水率が高く、容易に電気を通す身体組織である
。しかし、体脂肪は、導電性がほとんどない組織である。或る実施形態では、ユーザの体
脂肪率を判定するために用いられる式は、測定された電気抵抗並びにユーザの身長、体重
、年齢及び性別を考慮したものである。
【０１２４】
　図８は、本発明の或る実施形態による、心拍数／体脂肪率モニタ８００の図である。心
拍数／体脂肪率モニタ８００は、上述の体脂肪を検出するための内蔵センサを有する心拍
数モニタ７００の一実施形態を表す。図８に示されるように、心拍数／体脂肪率モニタ８
００は、プロセッサ８０２、メモリ８０４、心拍数センサ８０６、体脂肪モニタリング回
路８０８、送受信器８１２、及び電池８１６を含む。
【０１２５】
　プロセッサ８０２は、メモリ８０４に格納されているアプリケーションプログラムを実
施する能力がある、例えばマイクロコントローラ等といった、従来のプロセッサである。
プロセッサ８０２は、メモリ８０４、心拍数センサ８０６、体脂肪モニタリング回路８０
８、及び送受信器８１２に接続されている。
【０１２６】
　メモリ８０４は、アプリケーションプログラムの命令及びデータを格納するために用い
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られる。或る実施形態では、メモリ８０４は、例えば、心拍数センサ８０６及び体脂肪モ
ニタリング回路８０８からのデータを処理するために用いられるプログラムを格納する。
或る実施形態では、メモリ８０４は、読み取り専用メモリ及びランダムアクセスメモリの
両方を含む。
【０１２７】
　心拍数センサ８０６は、心拍数を検出する電子センサである。このデータは、プロセッ
サ８０２に供給され、心拍数（例えば、１分間当たりの心拍数）を判定するために用いら
れる。
【０１２８】
　体脂肪モニタリング回路８０８は、例えば、ユーザの身体を通る弱い電流を生成し、電
気抵抗を測定する。弱い電流は、ユーザが自分の両手でセンサ８１０ａ及び８１０ｂを握
ることによってユーザの身体を通る。判定された電気抵抗に基づき、式を用いてユーザの
体脂肪率が算出される。或る実施形態では、この式は、例えば、測定された電気抵抗並び
にユーザの身長、体重、年齢及び性別を考慮したものである。
【０１２９】
　送受信器８１２は、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の他の構成要素と通信
するために用いられる低出力の送受信器である。或る実施形態では、送受信器８１２は、
２．４ＧＨｚ等といった免許不要の周波数帯で動作する。送受信器８１２は、アンテナ８
１４に接続されている。
【０１３０】
　電池８１６は、心拍数／体脂肪率モニタ８００の様々な構成要素を動作させるための電
力を供給するために用いられる。電池８１６は、充電式電池又は充電不可の電池であり得
る。
【０１３１】
　本発明の複数の実施形態では、上述のように、トレーニング中に、スポーツ用電子トレ
ーニングシステムの様々な構成要素が、携帯型電子処理装置に定期的にデータを送信する
。他の実施形態では、例えば運動モニタ及び／又は心拍数モニタ等といったスポーツ用電
子トレーニングシステムの構成要素によって収集及び／又は生成されたデータは、例えば
、スポーツ用電子トレーニングシステムの構成要素は全トレーニング中のデータを格納し
、トレーニングの完了後にのみデータを送信する（例えば、同期化セッション中に）。こ
れは、例えば、ユーザが携帯型電子処理装置を携帯又は装着しないことを選択する特定の
スポーツには特に有益である。
【０１３２】
　図９は、コンピュータ９１０と情報をやりとりする携帯型電子処理装置９００を示す図
である。或る実施形態では、携帯型電子処理装置９００（例えば、携帯電話）は、無線通
信を用いてコンピュータ９１０（例えば、パーソナルコンピュータ）と通信する。別の実
施形態では、携帯型電子処理装置９００は、有線通信を用いて（例えば、携帯型電子処理
装置９００を、コンピュータ９１０の通信ポートに接続された通信線を用いてコンピュー
タ９１０に取り付けられたドッキング装置に配置することにより）コンピュータ９１０と
通信する。
【０１３３】
　図９に示されるように、本発明の或る実施形態によれば、携帯型電子処理装置９００は
ボタン９０２を有し、ボタン９０２が押下されると携帯型電子処理装置９００がスポーツ
動作モードになる。スポーツ動作モード及びその様々な機能については、例えば、図１３
～図３３を参照してより詳細に後述する。
【０１３４】
　或る実施形態では、例えば、スポーツ動作モードになっている携帯型電子処理装置９０
０によって収集されたデータは、長期保存のためにコンピュータ９１０にアップロードさ
れる。このデータは、例えば、トレーニングデータ、写真等を含み得る。これで、携帯型
電子処理装置９００のメモリスペースが使えるようになり、以前に収集されたデータに上
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書きすることなく更なるデータを収集することができる。コンピュータ９１０上で実行さ
れるプログラムを用いて、アップロードされたデータを読み出したり情報のやりとりをし
たりすることができる。更に、例えば、図３４～図４０を参照して後でより詳細に説明す
るが、コンピュータ９１０は、トレーニングルーチン、音楽、ランニングルート等といっ
たデータを携帯型電子処理装置９００にダウンロードできる。
【０１３５】
　図１０は、コンピュータ９１０と情報をやりとりする携帯型電子処理装置１０００を示
す図である。或る実施形態では、携帯型電子処理装置１０００（例えば、スポーツ用腕時
計）は、無線通信を用いてコンピュータ９１０と通信する。別の実施形態では、携帯型電
子処理装置１０００は、有線通信を用いてコンピュータ９１０と通信する。この実施形態
では、携帯型電子処理装置１０００は、例えば、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ
）ケーブル又は他のタイプのケーブルを用いてコンピュータ９１０とやりとりする。
【０１３６】
　或る実施形態では、携帯型電子処理装置１０００によって収集されたデータは、長期保
存のためにコンピュータ９１０にアップロードされる。このデータは、例えば、トレーニ
ングデータを含み得る。これで、携帯型電子処理装置１０００のメモリスペースが使える
ようになり、以前に収集されたデータに上書きすることなく更なるデータを収集すること
ができる。コンピュータ９１０上で実行されるプログラムを用いて、アップロードされた
データを読み出したり情報のやりとりをしたりすることができる。更に、コンピュータ９
１０は、携帯型電子処理装置１０００にデータをダウンロードできる。
【０１３７】
　図１１Ａは、本発明の或る実施形態による、コンピュータ／ウェブサーバ１１００と情
報をやりとりする携帯型電子処理装置９００の図である。図１１Ａに示されるように、携
帯型電子処理装置９００はコンピュータ９１０とやりとりし、コンピュータ９１０は、ネ
ットワーク１１０２を用いてコンピュータ／ウェブサーバ１１００とやりとりする。或る
実施形態では、ネットワーク１１０２はインターネットである。携帯型電子処理装置９０
０とコンピュータ９１０との間のやりとり、及びコンピュータ９１０とコンピュータ／ウ
ェブサーバ１１００との間のやりとりは、異なる時に生じてもよい。例えば、或る実施形
態では、ユーザは、コンピュータ９１０を用いてコンピュータ／ウェブサーバ１１００に
ログインし、例えば、新たなトレーニングルーチン及び／又はランニングルート等といっ
たデータをアップロード及び／又はダウンロードし得る。ログインセッション中にダウン
ロードされた任意の情報を、後でログインセッションの完了後に（例えば、ユーザの次の
トレーニングセッションの直前に）携帯型電子処理装置９００にダウンロードすることが
できる。
【０１３８】
　或る実施形態では、携帯型電子処理装置９００は、例えば、ユニバーサル・モバイル・
テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）接続又はグローバル・システム・フォー
・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）接続を用いて、コンピュータ／ウェブサー
バ１１００とやりとりする。この実施形態では、トレーニングの最後に（例えば、トレー
ニング終了コマンドの入力後に）、コンピュータ９１０にログオンする必要なしに、トレ
ーニング中に収集されたデータが（例えば、自動的に又はコマンドに応じて）コンピュー
タ／ウェブサーバ１１００に送信される。ＵＭＴＳ及び／又はＧＳＭ接続は、コンピュー
タ／ウェブサーバ１１００との情報のアップロード及びダウンロードのために用いること
ができる。
【０１３９】
　図１１Ｂは、本発明の或る実施形態による、コンピュータ／ウェブサーバ１１００と情
報をやりとりする携帯型電子処理装置１０００の図である。図１１Ｂに示されるように、
携帯型電子処理装置１０００はコンピュータ９１０とやりとりし、コンピュータ９１０は
、ネットワーク１１０２を用いてコンピュータ／ウェブサーバ１１００とやりとりする。
携帯型電子処理装置１０００とコンピュータ９１０との間のやりとり、及びコンピュータ
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９１０とコンピュータ／ウェブサーバ１１００との間のやりとりは、異なる時に生じても
よい。
【０１４０】
　図１２は、本発明の或る実施形態による、様々なエクササイズマシンと情報をやりとり
する例示的な携帯型電子処理装置１２００の図である。図１２に示されるように、或る実
施形態では、このようなエクササイズマシンは、エクササイズバイク１２０２、ローイン
グマシン１２０４、ステアクライマー１２０６、エリプティカルマシン１２０８、及び／
又はトレッドミル１２１０を含み得る。
【０１４１】
　携帯型電子処理装置１２００は、例えば、エクササイズマシンによって収集されたデー
タを受信して格納することにより、様々なエクササイズマシンとやりとりする。データは
、例えば、トレッドミルでの走行距離、エクササイズバイクでの走行距離、又はローイン
グマシンで漕いだ距離を含み得る。このデータは、例えば、エクササイズに費やした時間
及び／又はエクササイズ中に燃焼したカロリーも含み得る。複数の実施形態では、エクサ
サイズマシンは、例えば、本願明細書に記載されるものと同様の１つ以上の運動モニタ等
といった、運動モニタを含む。これらの運動モニタは、エクササイズマシンの動く部分（
例えば、エクササイズバイクのペダルやステアクライミングマシンのステップ）をモニタ
リングするために用いられる。
【０１４２】
　様々なエクササイズマシンによって収集されたデータを、無線通信又は（例えば、携帯
型電子処理装置１２００をドッキング装置に配置することによって）有線通信を用いて携
帯型電子処理装置１２００に供給することができる。或る実施形態では、個人のフィット
ネスレベルに合わせて調節された、様々な各エクササイズマシンのためのエクササイズル
ーチンを、コンピュータ／ウェブサーバ１１００から供給／ダウンロードして、携帯型電
子処理装置１２００にロードすることができる。そして、これらのルーチンをトレーニン
グ前に特定のエクササイズマシンに供給することができる。
【０１４３】
　本願明細書で説明するように、本発明の携帯型電子処理装置の複数の実施形態は、スポ
ーツ動作モードを含む。以下、スポーツ動作モードの或る実施形態、並びに、スポーツ動
作モードになっている携帯型電子処理装置とのインタラクションを行うための例示的な表
示画面を、図１３～図３３を参照して説明する。
【０１４４】
　図１３は、本発明の或る実施形態による、仮想トレーナー機能を有するスポーツ動作モ
ードを含む例示的な携帯型電子処理装置１３００の図である。携帯型電子処理装置１３０
０は、ディスプレイ１３０２及び表示ナビゲーションボタン１３０４ａ～１３０４ｄを含
む。Ｅｎｔｅｒ又は選択ボタン１３０６が、表示ナビゲーションボタン１３０４ａ～１３
０４ｄの真ん中に配置されている。
【０１４５】
　図１３に示されるように、携帯型電子処理装置１３００はメイン表示画面１３１０を有
する。メイン表示画面１３１０は、例えば、ナビゲーションボタン１３０４ａ～１３０４
ｄ及び選択ボタン１３０６を用いて選択可能な複数のアイコンを含む。或るアイコンを選
択すると、選択されたアイコンと関連付けられた機能が起動される。
【０１４６】
　図１３に示されているメイン表示画面１３１０は、電話帳アイコン１３１２、トレーナ
ーアイコン１３１４、ファイルアイコン１３１６、及び音楽アイコン１３１８の少なくと
も４つのアイコンを有する。他のアイコンも考えられ、それらも本発明の複数の実施形態
に含まれる。そのような他のアイコンとしては、例えば、通話ログアイコン、ボイスメー
ルアイコン、ウェブ検索エンジンアイコン、カメラアイコン、時計／アラームアイコン、
ゲームアイコン等が挙げられる。
【０１４７】
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　複数の実施形態では、メイン表示画面１３１０及び本願明細書に記載される他の表示画
面は、例えば表示画面の下部に、必要に応じてソフトキーを含む。これらのソフトキー（
例えば、「選択」及び／又は「戻る」）は、上述の機能性を実施するために用いられ得る
。ソフトキーは、例えば、携帯型電子処理装置１３００のキー又はボタンを用いて選択さ
れる。
【０１４８】
　或る実施形態では、トレーナーアイコン１３１４を選択すると、トレーナー表示画面１
３２０が表示される。トレーナー表示画面１３２０は、バナー表示領域１３２２及びメイ
ン表示領域１３２４を含む。バナー表示領域１３２２は、携帯型電子処理装置１３００が
実施している現在のルーチン（例えば、トレーナールーチン）を示す。メイン表示領域１
３２４に示されるように、トレーナールーチンは、例えば、アイコン１３２６ａ～１３２
６ｅを用いて選択可能な幾つかのサブルーチンを含む。或る実施形態では、これらのサブ
ルーチンは、トレーニングルーチン、音楽ルーチン、写真ルーチン、カレンダールーチン
、及び設定ルーチンを含む。他の実施形態では他のルーチンが含まれる。開始アイコン１
３２６ｆは、トレーニングを開始するために用いられる。
【０１４９】
　或る実施形態では、トレーナー表示画面１３２０のアイコンは、ユーザがナビゲーショ
ンボタンを押すと時計回り又は反時計回りに回転し、表示画面の下部にあるアイコンがア
クティブなアイコンである。別の実施形態では、アイコンはユーザ入力に応答して回転す
ることはない。
【０１５０】
　図１４Ａは、本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステムのトレ
ーニング機能を示す図である。トレーニング機能は、例えば、表示画面１３２０のトレー
ニングアイコン１３２６ａを選択することによって選択される。
【０１５１】
　或る実施形態では、トレーニングアイコン１３２６ａを選択すると、トレーニング表示
画面１４０２が表示される。表示画面１４０２は、ユーザに、例えば、「MORNING RUN」
（朝のランニング）トレーニング、「LUNCH RUN」（昼のランニング）トレーニング等と
いった、以前に作成された複数のトレーニングを提示する。ユーザが選択肢にないトレー
ニングを作成したい場合には、表示画面１４０２は、「ランニング作成」選択肢も提示す
る。チェックマーク１４０４は、選択された又はデフォルトのトレーニングを示す。矢印
１４０６は、一度に表示可能な数を超える選択肢がある場合に、様々な選択肢をスクロー
ル表示するために用いられる。
【０１５２】
　「MORNING RUN」トレーニングを選択すると、表示画面１４１０が表示される。表示画
面１４１０は、「MORNING RUN」トレーニングの詳細を表示し、ユーザが、例えば、別の
トレーニングを選択する又は選択されたトレーニングの時間及び／又は強度を編集するの
を可能にする。
【０１５３】
　或る実施形態では、現在選択されているトレーニングの名称（例えば、「MORNING RUN
」）が、表示画面１４１０のトレーニング名フィールド１４１２に現れる。ユーザが別の
トレーニングを選択することを望む場合には、ユーザは、フィールド１４１２と関連付け
られた矢印を用いて、所望のトレーニングがフィールド１４１２に現れるまで様々な他の
トレーニングをスクロール表示することにより、これを行うことができる。所望のトレー
ニングがフィールド１４１２に現れたら、ユーザは、そのトレーニングの時間及び／又は
そのトレーニングの持続時間を見る及び／又は編集することができる。ユーザは、時間フ
ィールド１４１４に示されている時間を修正することにより、そのトレーニングの時間を
変更する。時間は、所望の時間を打ち込むことにより、又は、時間フィールド１４１４と
関連付けられた矢印を用いて様々な時間の選択肢をスクロール表示ことにより、変えるこ
とができる。ユーザは、強度フィールド１４１６に表示されている強度を変えることによ
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り、トレーニングの強度を変更する。強度は、例えば、強度フィールド１４１６と関連付
けられた矢印を用いて変えることができる。或る実施形態では、表示画面１４１０の様々
なフィールドに対して選択可能な選択肢は、スクロール用の矢印ではなくドロップダウン
ボックスを用いて提示される。
【０１５４】
　或る実施形態では、表示画面１４１０は、トレーナーチェックボックス１４１８を含む
。このボックスをチェックすると、トレーニング中に、ユーザに聴覚的フィードバックを
提供することが可能になる。トレーナーチェックボックス１４１８からチェックを外すと
、聴覚的フィードバックが不可になる。
【０１５５】
　図１４Ａを参照すると、表示画面１４１０の下部には、ユーザがトレーナールーチンの
別のサブルーチンを選択することを可能にする表示領域１４２０がある。図１４Ａに示さ
れるように、表示領域１４２０に示されているサブルーチンは音楽サブルーチンである。
別のルーチンを所望の場合には、表示領域１４２０の矢印を用いて、例えば、写真サブル
ーチン、カレンダーサブルーチン及び設定サブルーチン等といった他の利用可能なサブル
ーチンをスクロール表示することができる。
【０１５６】
　表示領域１４２０の音楽アイコンを選択すると、音楽表示画面１４３０が表示される。
表示画面１４３０は、トレーニング中に再生される音楽を選択するために用いられる。再
生可能な音楽は、例えば、１つ以上の曲目リストに格納されている音楽やラジオの音楽を
含む。
【０１５７】
　図１４Ｂは、トレーニング中にユーザに提供される例示的な聴覚的フィードバックを示
す表である。この表は、例えば、「体力」（例えば、黄色）レベルの強度での６０分間の
トレーニング／ランニングに適したフィードバックの例を示す。本願明細書で説明するよ
うに、トレーニングは異なる強度レベルで行うことができ、或る実施形態では、ユーザに
対するフィードバックの提供を容易にするために、これらのレベルは様々な色と関連付け
られる。或る実施形態では、容易なトレーニングは緑や青等といった色と関連付けられ、
中程度の強度のトレーニングは黄色と関連付けられ、激しいトレーニングは赤と関連付け
られる。他の色を用いてもよい。異なる色を用いて異なるトレーニング強度を表すことの
１つの利点は、色つきのバーを用いてトレーニングを表示できることである。従って、強
度が異なる複数の期間を有するトレーニングを表すために用いられるバーは、異なる色の
複数の線分を有するバーとして表示される。
【０１５８】
　複数の実施形態では、本発明の仮想トレーナー機能は、トレーニングプログラム、セッ
ション又はルーチンにリアルタイムで影響を与えることができる。例えば、トレーニング
中に個人の心拍数をモニタリングするために心拍数モニタが用いられている状況では、仮
想トレーナーは心拍数データのオーバートレーニングの兆候を監視して、オーバートレー
ニング状況が確認されたら、仮想トレーナーはトレーニングを、例えば、より容易なラン
ニングに変更する。本発明の複数の実施形態では、他のセンサ（例えば、水分補給センサ
、温度センサ等）からのデータについてもオーバートレーニングの兆候を監視でき、オー
バートレーニングが検出されたら、仮想トレーナーはトレーニングを適切に修正する。
【０１５９】
　図１５Ａは、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの、
第１の例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図である。図１５Ａに示される
ように、ユーザは、トレーニング中にフィードバックとしてユーザに対して表示及び／又
は提供されるパフォーマンスパラメータを選択できる。
【０１６０】
　動作においては、ユーザがトレーニングを開始すると、トレーナールーチンはユーザに
フィードバックを提供する。このフィードバックは、例えば、携帯型電子処理装置１３０
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０のディスプレイ１３０２に表示される視覚的フィードバック、及び／又は、携帯型電子
処理装置１３００のオーディオジャックに接続されたヘッドホンを用いてユーザに提供さ
れる聴覚的フィードバックであり得る。視覚的フィードバックは継続的に表示でき、トレ
ーニング中に更新できる。聴覚的フィードバックは、例えば、ユーザが携帯型電子処理装
置１３００を２回たたいた時に提供される。
【０１６１】
　図１５Ａに示されるように、第１の表示例１５０２は、トレーニングの開始からの経過
時間（例えば、７分４２秒）、心拍数（例えば、１分間当たり１８４回）、及びトレーニ
ングの開始からの総走行距離（例えば、１．６ｋｍ）を示す。表示例１５０４に示される
ように、ユーザが靴に運動センサを装着していない場合には、フィードバック表示は総走
行距離を示さない。その代わりに、例えば、携帯型電子処理装置１３００が運動センサと
通信していないことをユーザに示すために、「見つかりません」というテキストを総走行
距離の位置に表示してもよい。表示例１５０６に示されるように、ユーザが心拍数モニタ
を装着していない場合には、フィードバック表示は１分間当たりの総心拍数の値を示さな
い。その代わりに、例えば、携帯型電子処理装置１３００が心拍数モニタと通信していな
いことをユーザに示すために、「見つかりません」というテキストを心拍数の位置に表示
してもよい。
【０１６２】
　複数の実施形態では、表示例１５０８に示されるように、ユーザは、例えば、或る表示
アイコンを選択し、選択された表示アイコンと関連付けられた矢印キー１５１０を用いて
様々な選択肢の表示パラメータをスクロール表示し、所望のパラメータが表示されるよう
選択することによって、表示されるフィードバックを変更できる。一実施形態では、表示
に使用可能なパラメータは、時間、心拍数、距離、カロリー、ペース及び／又は歩数レー
トを含む。他の実施形態では、他のパラメータが使用可能である。
【０１６３】
　図１５Ｂは、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの、
第２の例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図である。図１５Ｂに示される
ように、第２の例示的なパラメータ表示は、表示の上から３分の１に経過時間の値を含む
。表示領域の下から３分の２には、例えば、歩数レート目標、ペース目標、心拍数目標、
又は距離目標等といった、トレーニングパフォーマンスパラメータ目標が表示される。或
る実施形態では、ユーザは、携帯型電子処理装置のボタンを押すことにより、表示される
目標を順次切り替えることができる。
【０１６４】
　表示例１５２２は、ユーザに対して、経過時間及び歩数レートのパフォーマンスパラメ
ータ目標を表示するものである。図１５Ｂに示されるように、図示されている例示的なト
レーニングの歩数レート目標は、１分間当たり１８０歩である。走者は、３つのインジケ
ータ１５２４、１５２６及び１５２８を観察することにより、自分がトレーニング目標を
達成しているか否かを判断することができる。トレーニング中に、走者が歩数レート目標
を達成している（例えば、走者が、選択された１分間当たりの歩数以内の差で目標を達成
している）場合には、真ん中のインジケータ１５２６が照明される。走者が、選択された
１分間当たりの歩数（例えば、１分間当たり５歩）を超える差で歩数レート目標を超えて
いる場合には、走者に歩数レートを下げさせるための表示として、上のインジケータ１５
２４が照明される。走者が、選択された１分間当たりの歩数（例えば、１分間当たり５歩
）を超える差で歩数レート目標を下回っている場合には、走者に歩数レートを上げさせる
ための表示として、下のインジケータ１５２８が照明される。
【０１６５】
　一実施形態では、歩数レートのトレーニングフィードバックは、ユーザが装着している
ヘッドホンでのビープ音の形態でユーザに提供される。ビープ音は、例えば歩数レート目
標に対応し、ユーザは、ビープ音に合うように自分の歩数レートを調節する。ビープ音は
、例えば、歩数レートを変える必要がある場合（例えば、走者が特定の歩数レート目標を
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下回って又は上回って走っている場合）にのみ提供することができる。
【０１６６】
　表示例１５３０は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングのペース目標を表示す
るものである。図示されている例示的なトレーニングのペース目標は、１マイル当たり７
分３０秒である。走者は、３つのインジケータ１５２４、１５２６及び１５２８を観察す
ることにより、自分がトレーニング目標を達成しているか否かを判断することができる。
上述のように、トレーニング中に走者がペース目標を達成している場合には、真ん中のイ
ンジケータ１５２６が照明される。走者がペース目標を超えている場合には、走者にペー
スを下げさせるための表示として、上のインジケータ１５２４が照明される。走者がペー
ス目標を下回っている場合には、走者にペースを上げさせるための表示として、下のイン
ジケータ１５２８が照明される。
【０１６７】
　表示例１５３２は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングの心拍数目標を表示す
るものである。図示されている例示的なトレーニングの心拍数目標は、１分間当たり１７
５回である。走者は、３つのインジケータ１５２４、１５２６及び１５２８を観察するこ
とにより、自分がトレーニング目標を達成しているか否かを判断することができる。上述
のように、トレーニング中に、走者が心拍数目標を達成している場合には、真ん中のイン
ジケータ１５２６が照明される。走者が心拍数目標を超えている場合には、上のインジケ
ータ１５２４が照明される。走者が心拍数目標を下回っている場合には、下のインジケー
タ１５２８が照明される。
【０１６８】
　表示例１５３４は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングの距離目標を表示する
ものである。経過時間は、表示１５３４の上から３分の１に示されている。距離目標は、
表示１５３４の下から３分の２に示されている。或る実施形態では、距離目標は円グラフ
として示され、距離目標が達成された量に比例して埋められる。例えば、走者が距離目標
の２５％を完了している場合には、図１５Ｂに示されるように、円グラフの４分の１が埋
められる。類似の表示を、例えば、カロリー目標の完了分を示すために用いることもでき
る。
【０１６９】
　図１５Ｃは、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの、
第３の例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図である。図１５Ｃに示される
ように、第３の例示的なパラメータ表示は、表示の上から３分の１に経過時間の値を含む
。表示領域の下から３分の２には、例えば、歩数レート目標、ペース目標、心拍数目標又
はカロリー目標等といった、トレーニングパフォーマンスパラメータ目標が表示される。
或る実施形態では、ユーザは、携帯型電子処理装置のボタンを押すことにより、表示され
る目標を順次切り替えることができる。
【０１７０】
　表示例１５４２は、ユーザに対して、経過時間及び歩数レートのパフォーマンスパラメ
ータ目標を表示するものである。図１５Ｃに示されるように、図示されている例示的なト
レーニングの歩数レート目標は、１分間当たり１８０歩である。走者は、２つのインジケ
ータ１５４４及び１５４６を観察することにより、自分がトレーニング目標を達成してい
るか否かを判断することができる。走者が、選択された１分間当たりの歩数（例えば、１
分間当たり５歩）を超える差で歩数レート目標を超えている場合には、走者に歩数レート
を下げさせるための表示として、上のインジケータ１５４４が照明される。走者が、選択
された１分間当たりの歩数（例えば、１分間当たり５歩）を超える差で歩数レート目標を
下回っている場合には、走者に歩数レートを上げさせるための表示として、下のインジケ
ータ１５４６が照明される。トレーニング中に、走者が歩数レート目標を達成している（
例えば、走者が、選択された１分間当たりの歩数以内の差で目標を達成している）場合に
は、どちらのインジケータも照明されない。
【０１７１】
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　表示例１５４８は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングのペース目標を表示す
るものである。図示されている例示的なトレーニングのペース目標は、１マイル当たり７
分３０秒である。走者は、ペース目標の横にある２つのインジケータ１５４４及び１５４
６を観察することにより、自分がトレーニング目標を達成しているか否かを判断すること
ができる。上述のように、走者が、ペース目標を超えている場合には、走者にペースを下
げさせるための表示として、上のインジケータ１５４４が照明される。走者が、ペース目
標を下回っている場合には、走者にペースを上げさせるための表示として、下のインジケ
ータ１５４６が照明される。
【０１７２】
　表示例１５５０は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングの心拍数目標を表示す
るものである。図示されている例示的なトレーニングの心拍数目標は、１分間当たり１７
５回である。走者は、２つのインジケータ１５４４及び１５４６を観察することにより、
自分がトレーニング目標を達成しているか否かを判断することができる。上述のように、
走者が、心拍数目標を超えている場合には、上のインジケータ１５４４が照明される。走
者が、心拍数目標を下回っている場合には、下のインジケータ１５４６が照明される。
【０１７３】
　表示例１５５２は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングのカロリー目標を表示
するものである。経過時間は、表示１５５２の上から３分の１に示されている。カロリー
目標は、表示１５５２の下から３分の２に示されている。或る実施形態では、カロリー目
標は、その時点までのトレーニング中に燃焼した所望のカロリーの量に比例して埋められ
る円グラフとして示される。例えば、走者が燃焼したカロリーがカロリー目標の２５％に
等しい場合には、図１５Ｃに示されるように、円グラフの４分の１が埋められる。類似の
表示が、例えば、距離目標の完了分を示すために用いられ得る。
【０１７４】
　図１５Ｄは、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの、
第４の例示的なカスタマイズ可能なパラメータ表示を示す図である。図１５Ｄに示される
ように、第４の例示的なパラメータ表示は、表示の上から３分の１に経過時間の値を含む
。表示領域の下から３分の２には、例えば、歩数レート目標、ペース目標、心拍数目標又
は距離目標等といった、トレーニングパフォーマンスパラメータ目標が表示される。或る
実施形態では、ユーザは、携帯型電子処理装置のボタンを押すことにより、表示される目
標を順次切り替えることができる。
【０１７５】
　表示例１５６２は、ユーザに対して、経過時間と、トレーニングの歩数レートパフォー
マンスパラメータ目標が達成されているか否かとを表示するものである。図１５Ｄに示さ
れるように、走者は、３つのインジケータ１５６４、１５６６及び１５６８を観察するこ
とにより、自分がトレーニング目標を達成しているか否かを判断することができる。トレ
ーニング中に、走者が歩数レート目標を達成している（例えば、走者が、選択された１分
間当たりの歩数以内の差で目標を達成している）場合には、真ん中のインジケータ１５６
６が照明される。走者が、選択された１分間当たりの歩数（例えば、１分間当たり５歩）
を超える差で歩数レート目標を超えている場合には、走者に歩数レートを下げさせるため
の表示として、右側のインジケータ１５６８が照明される。走者が、選択された１分間当
たりの歩数（例えば、１分間当たり５歩）を超える差で歩数レート目標を下回っている場
合には、走者に歩数レートを上げさせるための表示として、左側のインジケータ１５６４
が照明される。
【０１７６】
　表示例１５７０は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングのペース目標を表示す
るものである。走者は、上述と同様に３つのインジケータ１５６４、１５６６及び１５６
８を観察することにより、自分がトレーニングペース目標を達成しているか否かを判断す
ることができる。
【０１７７】
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　表示例１５７２は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングの心拍数目標を表示す
るものである。走者は、３つのインジケータ１５６４、１５６６及び１５８８を観察する
ことにより、自分がトレーニング心拍数目標を達成しているか否かを判断することができ
る。上述のように、トレーニング中に、走者が心拍数目標を達成している場合には、真ん
中のインジケータ１５６６が照明される。走者が、心拍数目標を超えている場合には、右
側のインジケータ１５６８が照明される。走者が、心拍数目標を下回っている場合には、
左側のインジケータ１５６４が照明される。
【０１７８】
　表示例１５７４は、ユーザに対して、経過時間及びトレーニングの距離目標を表示する
ものである。経過時間は、表示１５７４の上から３分の１に示されている。距離目標は、
表示１５７４の下から３分の２に示されている。或る実施形態では、距離目標は、距離目
標が達成された量に比例して埋められる円グラフとして示される。例えば、走者が距離目
標の２５％を完了している場合には、図１５Ｄに示されるように、円グラフの４分の１が
埋められる。類似の表示が、例えば、カロリー目標の完了分を示すために用いられ得る。
【０１７９】
　一実施形態では、本発明によるスポーツ用トレーニングシステムは、メガネを含む。メ
ガネは、装着者の視野内に配置された色による表示を有し、この表示は、装着者（例えば
走者）にパフォーマンスに関するフィードバックを提供する。例えば、一実施形態では、
３つの光がパフォーマンスゾーン（例えば、目標通りのパフォーマンス、目標を下回るパ
フォーマンス、及び目標を上回るパフォーマンス）をそれぞれ示す。別の実施形態では、
２つの色がそれぞれパフォーマンス（例えば、目標を下回るパフォーマンス及び目標を上
回るパフォーマンス。目標通りのパフォーマンスを示す表示光は用いられない）を示す。
モニタリングされるパフォーマンスは、例えば、心拍数、歩数レート等に関するものであ
り得る。
【０１８０】
　或る実施形態では、本発明によるスポーツ用トレーニングシステムは、装着者の視野内
にテキスト及び／又は（例えば、色による表示以外の）グラフィカルな情報を表示するメ
ガネを含む。この情報は、装着者に、例えば、パフォーマンス及び／又はナビゲーション
に関するフィードバックを提供する。一実施形態では、グラフィカルな情報は、例えば、
走者が走るべき方向を示すナビゲーション用の矢印を含む。
【０１８１】
　図１５Ｅ～図１５Ｆは、本発明の或る実施形態による、エクササイズ中に燃焼したカロ
リー数（ｋｃａｌ／分）を算出するために用いられ得る２つのテーブル（テーブル１Ａ及
びテーブル１Ｂ）を示す。テーブルに示されるように、燃焼カロリーは、人が歩いている
か又は走っているか、その人が歩く又は走る速さ、及びその人の体重の関数である。或る
実施形態では、これらのテーブルは、本発明による携帯型電子処理装置上で実行されるソ
フトウェアによって実施される検索テーブルとして用いられる。他のテーブルも用いられ
得る。従って、本発明は、これらのテーブルを用いることに限定されない。
【０１８２】
　図１５Ｇは、本発明の別の実施形態による、エクササイズ中に燃焼したカロリー数を算
出するために用いられ得るテーブル２を示す。この実施形態では、燃焼カロリー計算は、
個人の体重及び代謝当量（ＭＥＴＳ）（例えば、活動に基づく１分間当たりに用いられる
カロリー数）に基づく。この実施形態では、例えば、個人による１時間当たりの燃焼カロ
リーは、個人の体重（キログラム）をテーブル２からの適切なＭＥＴＳ値で乗算した値に
等しい。
【０１８３】
　テーブル２に示されるように、或る実施形態では、燃焼カロリーを算出するために用い
られるＭＥＴＳ値は、例えば、個人のフィットネスレベル（例えば、初級者、中級者又は
上級者）及び／又はトレーニング強度（例えば、「エネルギー」、「持久力」、「体力」
、「パワー」、又は「下肢筋力」）若しくは心拍数率を用いて選択される。特定の実施形
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態では、ＭＥＴＳ値を選択するために用いられる基準は、カロリー計算器がどのように実
装されるか（例えば、携帯型電子処理装置上で実行されるソフトウェアとして等）によっ
て異なる。或る実施形態では、例えば、個人がフィットネステストを受け、ウェブ上で作
成したトレーニングを用いてトレーニングを行っている場合には、燃焼カロリーは、フィ
ットネスレベル及びトレーニング強度に基づいて算出される。個人が携帯型電子処理装置
を用いてカスタムトレーニングを作成した場合には、カロリー計算器は、自動的にデフォ
ルトで上級者の心拍数範囲を用い、ＭＥＴＳ値は個人のフィットネスレベルとは独立して
選択される。
【０１８４】
　図１６～図１８は、本発明の或る実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステム
を用いてトレーニングを作成する１つの方法を示す図である。図１６に示されるように、
この方法は、トレーニング表示画面１４０２の「ランニング作成」の項目を選択すること
によって開始する。或る実施形態では、「ランニング作成」の項目を選択すると、目標表
示画面１６０２が表示される。表示画面１６０２は、例えば、時間、距離、ペース、カロ
リー、歩数レート等といった幾つかのトレーニング目標を一覧表示する。ユーザが時間目
標を選択した場合には、この選択により、様々な時間を一覧表示する時間表示画面１６０
４が表示される。ユーザは、一覧表示された時間の１つを選択するか又は時間を入力でき
る。或る実施形態では、ユーザが時間を選択又は入力した後、ユーザに対して様々なトレ
ーニング強度の選択肢を一覧表示する強度表示画面１６０６が提示される。図１６に示さ
れるように、或る実施形態では、トレーニング強度の選択肢は、「エネルギー」、「持久
力」、「体力」、「パワー」、及び「無し」である。「エネルギー」は最も激しくない強
度の選択肢であり、「パワー」は最も激しい強度の選択肢である。
【０１８５】
　図１７に示されるように、ユーザが表示画面１６０２で距離目標を選択した場合には、
様々な距離の選択肢を一覧表示する表示画面１７０２がユーザに対して提示される。ユー
ザは、提示された距離の１つを選択するか、又は別の距離を入力できる。
【０１８６】
　図１８に示されるように、ユーザが表示画面１６０２でペース目標を選択した場合には
、単位フィールド１８０４及びペースフィールド１８０６を含む表示画面１８０２がユー
ザに対して提示される。ユーザは、各フィールドと関連付けられた矢印を用いて、所望の
単位（例えば、分／ｋｍ）及び所望のペース（例えば、４：３０）を選択できる。ユーザ
は、所望のペースを入力することもできる。或る実施形態では、図１８に示されるように
、ユーザがトレーニングのための全ての選択を行った後、ユーザに対して、表示領域１８
０８にソフトキーで「保存」の選択肢が提示される。
【０１８７】
　或る実施形態では、ユーザがカロリー目標又は歩数レート目標を選択した場合には、本
願明細書で説明したものと類似の表示画面がユーザに提供される。表示画面１４０２の「
ランニング編集」の項目により、以前に作成されたトレーニングのリストが表示され、ユ
ーザはこれらを選択及び編集できる。
【０１８８】
　図１９は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの音楽
機能を示す図である。或る実施形態では、ユーザがトレーナー表示画面１３２０で音楽ア
イコン１３２６ｂを選択した場合には、音楽表示画面１４３０が現れる。表示画面１４３
０は、ユーザが選択できる複数の音楽選択肢を一覧表示する。これらの選択肢は、例えば
、テンポの曲、ラジオ、音楽曲目リスト、やる気が出る曲、最近かけた曲、最もよくかけ
る曲、アーチストリスト、アルバムリスト等を含む。
【０１８９】
　ユーザが表示画面１４３０でテンポの項目を選択した場合には、表示画面１９０２が現
れる。表示画面１９０２は、特定のトレーニング強度に適合するテンポを有する曲の幾つ
かのグループを一覧表示する。これらの強度は、「エネルギー」、「持久力」、「体力」
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、「パワー」である。ユーザは「自動選択」にすることもでき、これは、再生されている
音楽のテンポを、上記及び／又は他のパフォーマンスパラメータの組み合わせに基づき、
例えばユーザの歩数レート、心拍数、又は強度指標に適合するよう変更するものである。
【０１９０】
　ユーザが表示画面１４３０でラジオの項目を選択した場合には、表示画面１９０４が現
れる。表示画面１９０４は、ラジオ受信表示バー１９０６、周波数チューニングフィール
ド１９０８、及び最近かけられたラジオの周波数を一覧表示する表示領域１９１０を含む
。或る実施形態では、ユーザは、周波数チューニングフィールド１９０８と関連付けられ
たチューニング用の矢印を用いて所望の周波数を入力することによって、又は表示領域１
９１０内の周波数をハイライト表示して選択することによって、ラジオを所望の周波数に
チューニングする。
【０１９１】
　複数の実施形態では、ラジオはＡＭラジオ及びＦＭラジオである。表示領域１９１２に
配置されたソフトキーを用いて、ＡＭ又はＦＭラジオが選択される。
【０１９２】
　ユーザが表示画面１４３０で曲目リストの項目を選択した場合には、表示画面１９２０
が現れる。表示画面１９２０では、ユーザは、様々な曲目リストから以前にまとめた曲目
リストを選択できる。ディスプレイに表示できる数を超える曲目リストがある場合には、
矢印を用いて様々な曲目リストをスクロール表示する。
【０１９３】
　表示画面１４３０で他の音楽選択肢の１つを選択すると、本願明細書で説明したものと
類似の、ユーザが適切な音楽を選択できるようにする他の表示画面が表示される。
【０１９４】
　図２０は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの写真
機能を示す図である。ユーザが表示画面１３２０で写真アイコン１３２６ｃを選択した場
合には、写真表示画面２００２が現れる。表示画面２００２は、例えば、携帯型電子処理
装置１３００に統合されたカメラ（例えば、携帯電話のカメラ）で撮影された写真のリス
トを提示する。写真のリストは、各写真の名称及び各写真の撮影日を含む。
【０１９５】
　或る実施形態では、ユーザは、例えば、ナビゲーションボタンを用い、Ｅｎｔｅｒ又は
選択ボタンを押すことにより、表示画面２００２内の関連付けられた写真の項目をハイラ
イト表示することによって、特定の写真２００４を選択する。選択された写真２００４は
、その名称及び「オプション」ソフトキーと共に、ディスプレイの領域２００５に表示さ
れる。
【０１９６】
　表示領域２００５の「オプション」ソフトキーを選択すると、表示画面２００６が表示
される。表示画面２００６は、ユーザが写真２００４に対して行うことができる様々な事
項を一覧表示する。例えば、ユーザは写真２００４を全画面表示でき、写真２００４を特
定のトレーニングに割り当てることができ、又は写真２００４を削除することができる。
複数の実施形態では、他の選択肢も利用可能である。これらの選択肢は、例えば、写真の
ズームレベルの変更及び／又は他の画像処理の実行を含み得る。
【０１９７】
　ユーザが表示画面２００６で「トレーニングに割り当てる」の選択肢を選択した場合に
は、表示画面２００８が現れる。表示画面２００８は、例えば、携帯型電子処理装置１３
００のメモリに格納されている様々なトレーニングを一覧表示する。写真２００４を一覧
表示されたトレーニングの１つに割り当てるために、ユーザは、トレーニングのリストを
スクロールして、特定のトレーニングを選択する。トレーニングを選択すると、そのトレ
ーニングに写真２００４が割り当てられる。写真がトレーニングに割り当てられたら、そ
のトレーニングの名称の隣に、そのトレーニングに少なくとも１つの写真が関連付けられ
ていることを示すアイコンが現れる。
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【０１９８】
　図２１は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムのカレ
ンダー機能を示す図である。図２１に示されるように、ユーザが表示画面１３２０でカレ
ンダーアイコン１３２６ｄを選択した場合には、カレンダー表示画面２１０２が現れる。
カレンダー表示画面２１０２は、カレンダー画面と、カレンダーの上の日付フィールド２
１０４とをユーザに提示する。ユーザは、例えば、日付フィールド２１０４と関連付けら
れた矢印を用いて特定の日付を選択することにより、又は、ナビゲーションボタンを用い
てカレンダーの特定の日付をハイライト表示してから選択又はＥｎｔｅｒボタンを押すこ
とにより、表示される日付を変更できる。
【０１９９】
　表示画面２１０２で特定の日付を選択すると、選択肢表示画面２１０６が表示される。
或る実施形態では、表示画面２１０６は、ユーザに、例えば、選択された日付と関連付け
られたトレーニングを見る、選択された日付にトレーニングを割り当てる、又は選択され
た日付に対して保存されているトレーニングを削除することを可能にする。或る実施形態
では、ユーザは、表示画面２１０６にトレーニングのリストを読み出すこともできる。表
示画面２１０６で「トレーニングリスト」の選択肢を選択すると、携帯型電子処理装置の
メモリに保存されているトレーニングを一覧表示する表示画面２１０８が表示される。
【０２００】
　或る実施形態では、図２２に示されるように、ユーザが表示画面２１０６で「トレーニ
ング割り当て」選択肢を選択した場合には、表示画面２２０２が現れる。表示画面２２０
２は、トレーニング名を一覧表示するフィールド２２０４、「繰り返す」チェックボック
ス２２０６、曜日チェックボックス２２０８、及び「繰り返し期日」フィールド２２１０
を含む。
【０２０１】
　表示画面２２０２は、将来の日付に特定のトレーニングを割り当てるために用いられる
。例えば、「LUNCH RUN」という名称のトレーニングを割り当てるために、ユーザは、フ
ィールド２２０４と関連付けられた矢印を用いて、フィールド２２０４に「LUNCH RUN」
が現れるまで様々なトレーニングをスクロール表示する。選択したトレーニングを複数の
日に割り当てる場合には、「繰り返し」チェックボックス２２０６がチェックされる。こ
れにより、選択されたトレーニングが、例えば、表示画面２１０６に示されている日付か
ら「繰り返し期日」フィールド２２１０に入力された日付までの期間において、チェック
ボックス２２０８を用いてチェックされた曜日に割り当てられる。
【０２０２】
　ユーザが、表示画面２２０２のフィールド２２０４に示されているトレーニングの目標
を見たい場合には、ユーザは、Ｅｎｔｅｒ又は選択ボタンを押して、表示画面２２２０を
表示させることができる。表示画面２２２０は、フィールド２２２２にトレーニング名、
フィールド２２２４及びフィールド２２２６にトレーニングの目標を表示する。図２２に
示されるように、「LUNCH RUN」の目標は、「持久力」の強度で３０分間のランニングで
ある。フィールド２２２４及び２２２６と関連付けられた矢印を用いて、トレーニングの
目標を変更できる。
【０２０３】
　或る実施形態では、ユーザは、フィールド２２２２と関連付けられた矢印を用いて他の
トレーニングをスクロール表示し、それらのトレーニングの目標を確認できる。例えば、
ユーザがフィールド２２２２と関連付けられた矢印を用いて、「INTERVALS」というトレ
ーニングまでスクロールした場合には、表示画面２２３０が現れる。表示画面２２３０は
、フィールド２２３２、２２３４、２２３６と、トレーニング２２３８の視覚的インジケ
ータとを含む。フィールド２２３２は、選択されたトレーニングの名称を表示する。フィ
ールド２２３４及び２２３６は、トレーニングの目標を表示する。例えば、図２２に示さ
れるように、「INTERVALS」トレーニングの目標は、２つの異なるトレーニング強度で５
ｋｍを走ることである。全５ｋｍにわたって、２つの強度が１分毎に交互になっている。



(35) JP 2013-78593 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

表示画面２２３０の距離目標及び時間間隔は、例えば、フィールド２２３４及び２２３６
と関連付けられた矢印を用いて変えることができる。
【０２０４】
　図２３に示されるように、ユーザが表示画面２１０６で「トレーニングを見る」選択肢
を選択した場合には、表示画面２３０２が現れる。表示画面２３０２は、選択された日付
に割り当てられているトレーニングを示し、そのトレーニングが完了している場合には、
表示領域２３０３に、トレーニングの結果を見るために用いることができるソフトキーも
示す。
【０２０５】
　表示画面２３０２の「結果を見る」ソフトキーを選択すると、表示画面２３０４が表示
される。表示画面２３０４は、選択されたトレーニング（例えば、２００６年６月３日に
完了したトレーニング）の結果を表示する。或る実施形態では、トレーニングの結果は、
そのトレーニングの持続時間、そのトレーニング中の走行距離、そのトレーニングの平均
心拍数、そのトレーニングの最大心拍数、そのトレーニングの平均ペース、そのトレーニ
ング中に燃焼したカロリー、及びそのトレーニングの平均歩数レートを含む。他の値も表
示でき、或る実施形態では、それらはユーザが選択可能である。
【０２０６】
　図２４は、本発明の或る実施形態による、携帯型電子処理装置の設定の選択を示す図で
ある。図２４に示されるように、ユーザが表示画面１３２０で設定アイコン１３２６ｅを
選択した場合には、設定表示画面２４０２が現れる。設定表示画面２４０２は、ユーザが
、例えば、ナビゲーションボタンを用いて所望の選択肢をハイライト表示してからＥｎｔ
ｅｒ又は選択ボタンを押すことによって選択できる幾つかの選択肢を含む。「単位」の選
択肢２４０４が選択された場合には、単位表示画面２４０６が現れる。
【０２０７】
　単位表示画面２４０６は、距離フィールド２４０８及び重さフィールド２４１０を含む
。或る実施形態では、選択可能な距離の単位はマイル及びキロメートルを含む。距離フィ
ールド２４０８と関連付けられた矢印を用いて、所望の距離の単位を選択できる。選択可
能な重さの単位はポンド及びキログラムを含む。重さフィールド２４１０と関連付けられ
た矢印を用いて、所望の重さの単位を選択できる。
【０２０８】
　図２５は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの個人
データを入力及び更新するための１つの方法を示す図である。図２５に示されるように、
ユーザが表示画面２４０２で「個人データ」選択肢を選択した場合には、個人データ表示
画面２５０２が現れる。或る実施形態では、個人データ表示画面２５０２は、以下のデー
タフィールドを含む。性別フィールド２５０４、誕生日フィールド２５０６、体重フィー
ルド２５０８、安静時心拍数フィールド２５１０、及び最大心拍数フィールド２５１２。
ユーザは、各フィールドに適宜データを入力する。
【０２０９】
　或る実施形態では、例えば、評価セッション又はトレーニング中に携帯型電子処理装置
と通信する心拍数モニタによって、幾つかのフィールドが自動的に埋められる。表示領域
２５１４のソフトキーを用いて、評価セッションを開始できる。一実施形態では、体重フ
ィールド２５０８のデータは、携帯型電子処理装置と無線通信する体重計によって携帯型
電子処理装置に送信される。
【０２１０】
　複数の実施形態では、個人データ表示画面は、例えば、体重フィールド、身長フィール
ド、及び／又は体格指数（ＢＭＩ）フィールド若しくは体脂肪率フィールド等といった、
更なるデータフィールドを含む。或る実施形態では、各トレーニングについてＢＭＩ値又
は体脂肪率の値が生成され、他のトレーニング情報と共に格納される。これにより、ユー
ザは、例えば、ＢＭＩ値又は体脂肪率の値を表示及び追跡記録し、ＢＭＩ又は体脂肪率目
標を目指してトレーニングすることができる。
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【０２１１】
　或る実施形態では、体脂肪率の値は、各トレーニングの開始時に心拍数モニタ７００を
用いて生成される。ユーザが心拍数モニタ７００を装着する前に心拍数モニタ７００を握
って、手と手の間のインピーダンスの測定値を取得することにより、体脂肪率の値を取得
できる。別の実施形態では、ユーザが心拍数モニタ７００を装着している間に体脂肪率の
値が取得される。更に別の実施形態では、足と足の間のインピーダンスの測定値を用いて
体脂肪率の値が生成され、これは、例えば、心拍数モニタ７００のセンサ、足と足の間の
インピーダンスを測定できる内蔵センサを有する体重計、又は、例えば足と足の間のイン
ピーダンス及び／又は人の体重を測定できるセンサを有するドアマット等といった他の物
体の上にユーザが立つことによって取得できる。一実施形態では、個人データ表示画面の
体重、ＢＭＩ及び／又は体脂肪率フィールドは、体重計や他の物体からの情報により自動
的に更新される。
【０２１２】
　複数の実施形態では、携帯型電子処理装置に格納されている個人データは、パスワード
で保護される。従って、ユーザが表示画面２４０２で「個人データ」選択肢を選択すると
、表示画面２５２０が現れる。表示画面２５２０は、パスワードフィールド２５２２を含
む。表示画面２５０２へのアクセス権を得るために、ユーザはパスワードフィールド２５
２２に適切なパスワードを入力しなければならない。
【０２１３】
　図２６は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムでフィ
ットネスレベルを評価するための１つの方法を示す図である。評価は、例えば、装置１３
００等といった携帯型電子処理装置のユーザが、「フィットネスを評価」キーを選択する
ことで開始する。
【０２１４】
　図２６に示されるように、或る実施形態では、新たなフィットネス評価の開始時に、表
示画面２６０２がユーザに提示される。表示画面２６０２は、保存されているフィットネ
ス数と、それに関連付けられたそのユーザのフィットネスレベル（存在する場合）とを表
示する。表示画面２６０２は、新たなフィットネス評価を開始するよう促す表示も表示す
る。ユーザが「新たな評価の開始」選択肢を選択すると、表示画面２６０４が現れる。
【０２１５】
　表示画面２６０４は、ユーザに、例えば、１．６ｋｍをできるだけ速く完走し、１．６
ｋｍを完走したら携帯型電子処理装置を２回たたくよう指示する。或る実施形態では、こ
れらの指示は、スピーカー又は携帯型電子処理装置のヘッドホンジャックに取り付けられ
たヘッドホンを用いて口頭でユーザに与えられる。
【０２１６】
　新たな評価の最後に、その評価に関するデータが表示画面２６０６に提示される。提示
されるデータは、ユーザの性別、年齢、及び体重等といった、ユーザの個人データを含む
。このデータは、一般的に、個人データ表示画面２５０２を用いてユーザから取得される
。例えば、ユーザが１．６ｋｍを完走するのにかかった時間、評価中のユーザの最大心拍
数、及び１．６ｋｍを完走した１分後のユーザの心拍数等といった、評価中に収集された
データも示される。このデータは、ユーザの新たなフィットネス数及びフィットネスレベ
ルを算出するために用いられる。新たなフィットネス数及びフィットネスレベルは、表示
画面２６０６に含まれている。表示画面２６０６の下部のソフトキーを用いて、新たな評
価と関連付けられたデータを保存する又はデータを保存せずにキャンセルすることができ
る。
【０２１７】
　或る実施形態では、男性ユーザのフィットネス数（Ｆ）は、以下の式（５）を用いて算
出される。
【０２１８】
Ｆ＝１３２．８５３－０．０７６９Ｗ－０．３８７７Ａ＋６．３１５－３．２６４９Ｔ－
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０．１５６５（ＭＨＲ／１．０６５）－１０＋０．１（ＭＨＲ／１．０６５－ＨＲ１）　
…　（５）
式中、Ｗはポンド単位の体重であり、Ａは年齢であり、Ｔは分単位の時間であり、ＭＨＲ
は評価中の１分間当たりの最大心拍数であり、ＨＲ１はユーザが１．６ｋｍを完走した１
分後の１分間当たりの心拍数である。
【０２１９】
　或る実施形態では、女性のユーザのフィットネス数（Ｆ）は、以下の式（６）を用いて
算出される。
【０２２０】
Ｆ＝１３２．８５３－０．０７６９Ｗ－０．３８７７Ａ－３．２６４９Ｔ－０．１５６５
（ＭＨＲ／１．０６５）－１５＋０．１（ＭＨＲ／１．０６５－ＨＲ１）　…　（６）
式中、Ｗはポンド単位の体重であり、Ａは年齢であり、Ｔは分単位の時間であり、ＭＨＲ
は評価中の１分間当たりの最大心拍数であり、ＨＲ１はユーザが１．６ｋｍを完走した１
分後の１分間当たりの心拍数である。
【０２２１】
　一実施形態では、本発明は、ユーザが新たなフィットネス評価の実行を選択するまで待
たずに、ユーザが完了した各トレーニングを分析し、このトレーニングデータを用いて自
動的にユーザのフィットネスレベル及びフィットネス数を更新する。
【０２２２】
　図２７は、本発明の或る実施形態による、フィットネスレベルを判定するために用いら
れる例示的なフィットネスレベルテーブルの図である。フィットネスレベルを判定するた
めに、まず、フィットネスレベルの判定対象の人が男性であるか女性であるかが決定され
る。次に、個人の年齢に対応する行で、個人に対して算出されたフィットネス数を調べる
。次に、そのフィットネス数が位置する列からフィットネスレベルを読み取る。例えば、
このフィットネスレベルテーブルを用いると、算出されたフィットネス数が５７である２
５歳の男性のフィットネスレベルは、中級２であると評価される。算出されたフィットネ
ス数が３０である３７歳の女性のフィットネスレベルは、初級１であると評価される。
【０２２３】
　一実施形態では、個人のフィットネスレベルは、個人に一連の質問をすることによって
判定される。これらの質問は以下の通りである。
【０２２４】
１．定期的にランニング、エクササイズ又はスポーツを行いますか？
２．１日に少なくとも合計３０分間歩きますか？
３．ランニング、エクササイズ又はスポーツを１週間のうち何日行いますか？
４．各日にランニング、エクササイズ又はスポーツを行う長さはどのくらいですか？
これらの質問に対する回答に基づき、個人にフィットネスレベルが割り当てられる。
【０２２５】
　例えば、或る実施形態では、ユーザは質問１を尋ねられる。質問１に対するユーザの回
答が「いいえ」である場合には、ユーザは質問２を尋ねられる。質問１に対するユーザの
回答が「いいえ」であり、質問２に対する回答も「いいえ」である場合には、ユーザのフ
ィットネスレベルは初級１であると評価される。質問１に対するユーザの回答が「いいえ
」であり、質問２に対するユーザの回答が「はい」である場合には、ユーザのフィットネ
スレベルは初級２であると評価される。
【０２２６】
　或る実施形態では、質問１に対するユーザの回答が「はい」である場合には、ユーザは
質問３及び質問４を尋ねられる。質問３及び質問４に対する回答を用いて、ユーザのフィ
ットネスレベルが判定される。例えば、ユーザが、１週間に３日、各日に約４５分間のエ
クササイズを行っていることを示した場合には、これらの２つの回答を組み合わせて、ユ
ーザが１週間当たり合計１３５分間のエクササイズを行っていると判定する。次に、各週
にランニング、エクササイズ又はスポーツに費やされる合計時間を、以下のフィットネス
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テーブルの時間と比較して、個人のフィットネスレベルを判定する。１週間当たり１３５
分間の例では、ユーザのフィットネスレベルは中級３であると評価される。
【表１】

【０２２７】
　本願明細書に記載されるように、本発明の複数の実施形態では、評価された個人のフィ
ットネスレベルは、個人のフィットネスレベルに合わせたトレーニング／エクササイズ計
画を作るために用いられ、個人が１つ以上の具体的なフィットネス目標又はエクササイズ
目標を達成するのを支援することを目的とする。
【０２２８】
　図２８は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの構成
要素識別機能を示す図である。図２８に示されるように、ユーザが表示画面２４０２で「
構成要素」選択肢を選択した場合には、構成要素表示画面２８０２が現れる。
【０２２９】
　表示画面２８０２は、運動モニタフィールド２８０４、心拍数モニタフィールド２８０
６、及び腕時計フィールド２８０８を含む。これらのフィールドは、本発明によるスポー
ツ用電子トレーニングシステムの構成要素によって送信される固有シリアルナンバー識別
値を格納するために用いられる。携帯型電子処理装置は、格納されたシリアルナンバー識
別値を用いて、受信したメッセージを格納して処理すべきか又は無視すべきかを決定する
。表示画面は、本願明細書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシステムの他の構成
要素によって送信されるたシリアルナンバー識別値を格納するために用いられる他のフィ
ールドも含み得る。
【０２３０】
　上述のように、或る実施形態では、スポーツ用電子トレーニングシステム１００の各構
成要素は、例えば装置３００等といった携帯型電子処理装置に、装置タイプ識別値及び固
有シリアルナンバー識別値を含むメッセージを定期的に送信することにより、携帯型電子
処理装置と通信する。装置タイプ識別値は、特定の構成要素を、例えば、運動モニタ、心
拍数モニタ又は腕時計として識別する。携帯型電子処理装置は、この装置タイプを知るこ
とにより、例えばメッセージデータを復号できる。従って、携帯型電子処理装置には、心
拍数モニタからのデータを１分間当たりの心拍数として復号すべきであり、運動モニタか
らのデータを、例えば、平均速度、走行距離、ペース等として復号すべきであることがわ
かる。構成要素によって送信される固有シリアルナンバー識別値により、携帯型電子処理
装置は、受信したメッセージが携帯型電子処理装置と同じＷＰＡＮに属する構成要素から
のものであるか、又は、例えば、すぐ近くの別の走者のＷＰＡＮに属するものであるかを
識別することができる。
【０２３１】
　図２８に示されるように、格納されている運動モニタのシリアルナンバー識別値は１２
４４２５である。この値は、ユーザによって手動で入力されてもよく、又は、携帯型電子
処理装置によって自動的に検出され格納されてもよい。図２８のフィールド２８０６には
「サーチ中」というテキストが表示されており、これは、携帯型電子処理装置が、すぐ近
くの心拍数モニタの位置をつきとめてそれをＷＰＡＮに関連付けようとしている最中であ
ることを示す。特定の期間内に心拍数モニタが見つからない場合には、表示画面２８１０
がユーザに提示される。この表示画面は、心拍数モニタのサーチを繰り返すべきか中断す
べきかをユーザに尋ねるものである。この質問に対するユーザの入力は、表示領域２８１
２に配置されたソフトキーを用いて行われる。
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【０２３２】
　表示画面２８０２のフィールド２８０８には「無し」というテキストが表示されており
、これは、携帯型電子処理装置が腕時計を探すことも腕時計を関連付けることもすべきで
はないことを示す。ユーザは、例えば、ユーザがまだスポーツ用腕時計を購入していない
場合に、フィールド２８０８に「無し」と入力し得る。これにより、携帯型電子処理装置
がスポーツ動作モードに切り替えられる度に、携帯型電子処理装置が腕時計を関連付けよ
うと試みることを控えることができる。
【０２３３】
　図２９は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステムの電話
設定機能を示す図である。本発明の、携帯型電子処理装置が携帯電話である複数の実施形
態では、表示画面２４０２で「電話」選択肢を選択すると、表示画面２９０２が表示され
る。表示画面２９０２は、２つのフィールド２９０４及び２９０６を含む。ユーザが、携
帯電話がスポーツ動作モードになっている間も電話を受けたい場合には、ユーザは、フィ
ールド２９０４に「はい」と入力する。ユーザが電話を受けたくない場合には、ユーザは
フィールド２９０４に「いいえ」と入力する。ユーザが、携帯電話がスポーツ動作モード
になっている時にも電話を受けたい場合には、フィールド２９０６を用いて携帯電話の着
信音を設定する。この着信音は、携帯電話がスポーツ動作モードになっている時の携帯電
話の着信音である。
【０２３４】
　図３０～図３２は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステ
ムの仮想トレーナー設定機能を示す図である。図３０に示されるように、ユーザが表示画
面２４０２で「トレーナー」選択肢を選択した場合には、トレーナー表示画面３００２が
現れる。
【０２３５】
　表示画面３００２は、「音声」選択肢、「フィードバック間隔」選択肢、及び「フィー
ドバック内容」選択肢の３つの選択肢を含む。「音声」選択肢を選択すると、表示画面３
００４が表示される。或る実施形態では、表示画面３００４は、仮想トレーナーの言語を
選択するために用いられる複数のチェックボックスを含む。例えば、ユーザが「英語」に
対するチェックボックスを選択した場合には、仮想トレーナーはユーザに英語でフィード
バックを提供する。言語選択を行った後、表示画面３００６がユーザに提示される。表示
画面３００６は、例えば、仮想トレーナーの音声の質を選択するために用いられる。或る
実施形態では、ユーザは、男性の声、女性の声、及び、例えば、スポーツのスター選手等
といった有名人の声の選択肢を有する。或る実施形態では、コンピュータ／ウェブサーバ
から他の音声（例えば、有名な俳優の声等）をダウンロードして、仮想トレーナーに用い
ることができる。
【０２３６】
　ユーザが表示画面３００２で「フィードバック間隔」選択肢を選択した場合には、図３
１に示されるように、表示画面３１０２が現れる。表示画面３１０２は、聴覚的フィード
バックが何時ユーザに提供されるかを選択するために用いられる。複数の実施形態では、
使用可能な間隔は、例えば、「曲の間」、「到達の節目毎」、及び「フィードバック無し
」を含む。ユーザが、到達の節目毎にフィードバックを受ける選択肢を選択した場合には
、ユーザに到達の節目を選択させる表示画面が提示される。表示画面３１０４では、例え
ば、ユーザは距離の節目を選択できる。他の表示画面は、ユーザが時間の節目等といった
他の節目を選択できるようにする。或る実施形態では、ユーザは、例えば、携帯型電子処
理装置を選択された回数だけたたくことにより、又はヘッドホンコードにあるスイッチを
押すことにより、又は携帯型電子処理装置のブラインドアクセスボタンを押すことにより
、いつでもフィードバックを受けることができる。或る実施形態では、例えば、携帯型電
子処理装置に内蔵されたマイクを用いた音声制御によって、フィードバックが要求される
。一実施形態では、ユーザが「フィードバック」と言う（又は別の単語や言葉を言う）度
に、直ちに音声によるフィードバックがユーザに提供される。
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【０２３７】
　ユーザが表示画面３００２で「フィードバック内容」選択肢を選択した場合には、図３
２に示されるように、表示画面３２０２が現れる。表示画面３２０２は、フィードバック
間隔毎にユーザに対して何のフィードバックが提供されるかを選択するために用いられる
。或る実施形態では、表示画面３２０２は複数のチェックボックスを含み、各チェックボ
ックスは特定のパフォーマンスパラメータと関連付けられている。ユーザは、使用可能な
チェックボックスの１つ以上に印を付けることにより、フィードバック内容を選択する。
【０２３８】
　本発明の或る実施形態による、ユーザに提供される例示的な聴覚的フィードバックを示
す表が、図１４Ｂに示されている。複数の実施形態では、この表に示されているフィード
バック例は、例えば表示画面３２０２を用いてユーザによって選択されたフィードバック
内容に従ったフィードバックを提供するように修正される。
【０２３９】
　一実施形態では、仮想トレーナーは、ユーザに提供されるフィードバックの有効性（例
えば、フィードバックが走者のパフォーマンス向上意欲を高めているか否か）を分析し、
より効果的なフィードバックをユーザに提供するために、その性格（例えば、本願明細書
に記載されるトレーナー設定の１つ以上）を時間をかけて修正することができる。この本
発明の自己適応機能により、仮想トレーナーは、仮想トレーナーが提供するトレーニング
フィードバックの有効性を最大限に高めることができる。
【０２４０】
　図３３に示されるように、或る実施形態では、携帯型電子処理装置は歩数計として動作
できる。ユーザが表示画面２４０２で「歩数計」選択肢を選択した場合には、歩数計表示
画面３３０２が現れる。歩数計用の情報は、例えば、携帯型電子処理装置に統合された運
動モニタ１０４、加速度計又は他のセンサから入力され得る。
【０２４１】
　或る実施形態では、表示画面３３０２は、携帯型電子処理装置の壁紙又はメイン表示画
面に歩数カウンターを表示するか否かをユーザに選択させるチェックボックスを含む。表
示画面３３０２は、歩数カウンターフィールド３３０８及び歩数カウンターリセット時間
フィールド３３０６も含む。フィールド３３０６に入力されるリセット時間は、歩数カウ
ンターが０にリセットされる時間である。或る実施形態では、リセット時間はユーザによ
って手動で入力されてもよく、又は、例えば、フィールド３３０６と関連付けられた矢印
を用いて入力されてもよい。
【０２４２】
　表示画面３３１０は、本発明による携帯型電子処理装置の一実施形態（例えば、携帯電
話の実施形態）の例示的なメイン表示画面である。図示されている表示画面３３１０は、
歩数計の歩数カウンターフィールド３３０８を表示している。
【０２４３】
　本発明の或る実施形態では、例えば、リストバンド又は腕時計に取り付けられた加速度
計を用いて、個人の日々の活動レベルを測定する。リストバンド又は時計バンドは、装着
者が一日の活動目標を達成しているか否かを装着者に対して示すために、色を変化させる
。或る実施形態では、リストバンド又は時計バンドは、装着者が自分の活動レベルを高め
るべきである（例えば、装着者がエレベーターではなく階段を使うべきである）ことを示
す装着者に対する表示として、色を変化させる。
【０２４４】
　図３４～図３６は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステ
ムの音楽機能を示す図である。或る実施形態では、ユーザは、図１１Ａに示されるような
コンピュータ／ウェブサーバで実行される音楽プログラムにログインできる。ユーザがロ
グインすると、例えば、図３４の表示画面３４０２等といった表示画面がユーザに提示さ
れる。
【０２４５】
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　表示画面３４０２は、トレーニング中に本発明による携帯型電子処理装置で再生される
音楽を、ユーザが選択できるようにするものである。音楽は、特定の歩数レート及び歩数
レート範囲に基づいて選択でき且つ／又はそれらに適合させることができる。本願明細書
に記載されるように、歩数レートは、個人が例えば１分間に完了する歩数の指標である。
例えば、ランニング中に一定の歩数レートを保つことは、効率的なランニングのために重
要である。個人が走る速度は、各自が一歩に込めるエネルギーによって変わる。特定の歩
数レートに適合する音楽を選択して再生することによって、走者のランニングのリズムを
高めて誘導することができる。
【０２４６】
　図３４に示されるように、表示画面３４０２は、画面領域３４０６及び３４０８を含む
。画面領域３４０６は、ユーザが歩数レートに基づいて音楽を探して読み出すために用い
られる。画面領域３４０８は、ユーザが歩数レート及び歩数レート範囲を選択し、選択さ
れた歩数レート及び歩数レート範囲に音楽をマッチングさせるために用いられる。
【０２４７】
　或る実施形態では、図３４に示されるように、画面領域３４０８は、歩数レートバー３
４１０及び６つの歩数レートマッチングタブ３４１２ａ～３４１２ｆを含む。画面領域３
４１０にはマッチングボタン３４１４も配置されている。音楽を探して特定の歩数レート
にマッチングさせるために、ユーザは、歩数レートマッチングタブ３４１２を動かして５
つの歩数レート範囲を設定する。図３４では、歩数レートマッチングタブは、１分間当た
り６０～９５歩、１分間当たり９５～１１５歩、１分間当たり１１５～１５０歩、１分間
当たり１５０～１７０歩、及び１分間当たり１７０～２１０歩の歩数レート範囲を構成す
るよう配置されている。歩数レートマッチングタブの設定後、ユーザは、例えば、コンピ
ュータマウスを用いてマッチングボタン３４１４をクリックすることにより、音楽マッチ
ング機能を起動する。音楽マッチング機能は、音楽ライブラリ又は音楽データベースを検
索し、例えば、音楽ファイル又は音楽ファイル（例えば、ＭＰ３音楽ファイル）へのポイ
ンタを、表示画面３４０２の画面領域３４０６に配置されたフォルダに入れる。音楽を読
み出すために、ユーザは画面領域３４０２でファイルまで進み、そのファイルを本発明に
よる携帯型電子処理装置にダウンロードする。
【０２４８】
　或る実施形態では、音楽マッチング機能は、音楽ライブラリに格納されている音楽ファ
イルを分析し、各音楽ファイルについて、１分間当たりの拍数の値を判定する。音楽ファ
イルの１分間当たりの拍数の値は、音楽ファイルと共に（例えば、ヘッダーフィールドに
）格納される。音楽マッチング機能は、音楽ファイルの１分間当たりの拍数の値を歩数レ
ートの値と比較し、適合するものがあれば、その音楽ファイル、又は音楽ファイルへのポ
インタを、適切な歩数レート用音楽ファイルに入れる。或る実施形態では、音楽機能は、
例えば、ユーザの家庭用コンピュータに格納されている音楽ファイルを検索し、特定の１
分間当たりの拍数の値を有する音楽ファイルを識別する。別の実施形態では、音楽機能は
、例えば、音楽ベンダーが運営しているウェブサーバ上の商業的な音楽ライブラリを検索
し、マッチング処理の完了時に、ユーザは音楽ファイルを購入できる。
【０２４９】
　本発明の複数の実施形態では、音楽マッチング機能は、音楽ファイルの１分間当たりの
拍数の値が歩数レートの値の或る割合となるように、音楽を歩数レートにマッチングさせ
る。例えば、図３６に示されるように、音楽の拍子は、単に走者の足取りと１歩毎に一致
するのではなく、２歩毎又は３歩毎に一致してもよい。
【０２５０】
　図３４を参照すると、音楽マッチングの実行後、ユーザは、表示画面３４０２の画面領
域３４０６に配置された歩数レート用音楽ファイルから、マッチングされた音楽を読み出
してダウンロードすることができる。或る実施形態では、音楽ファイルの一部又は全ては
既にダウンロードされていてもよく、この場合には、曲目リスト（例えば、曲目リストコ
マンド）及び任意の必要な音楽ファイルのみがダウンロードされる。
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【０２５１】
　ユーザが、例えば、特定の歩数レート範囲により広範囲の音楽を配置するために、歩数
レートマッチングタブの１つ以上を変更したい場合には、ユーザは、所望により１つ以上
の歩数レートマッチングタブを再調整して、マッチングボタン３４１４をクリックするこ
とにより、音楽マッチング機能を再び起動できる。或る実施形態では、音楽マッチング機
能は、処理時間を節約するために、ユーザが行った調整に対応するのに必要な最小限の量
の検索及びマッチングを決定し、この最小限の量の検索及びマッチングのみを実行する。
或る実施形態では、歩数レートマッチングタブを、１つの特定の歩数レートに限定された
歩数レート範囲を有するように設定できる。
【０２５２】
　図３５は、本発明の或る実施形態による表示画面３４０２を更に示す図である。図３５
に示されるように、ユーザが、歩数レートマッチングタブの１つ（例えば、タブ３４１２
ｄ）を動かし始めると、そのタブに表示されている歩数レート（例えば、１５０）にマッ
チングされた音楽のリストが画面領域３４０８に表示される。図３５に示されている音楽
リスト３４２０は、１分間当たり１５０歩の歩数レートにマッチングされた４つの曲を含
む。テイラーというアーチストの曲は２歩毎にマッチングされ、ホワイトというアーチス
トの曲は３歩毎にマッチングされている。他の２つの曲は１歩毎にマッチングされている
。音楽リスト３４２０の下部の矢印３４２２は、１分間当たり１５０歩の歩数レートにマ
ッチングされた更なる曲をスクロール表示するために用いられる。或る実施形態では、マ
ッチングボタン３４１４をクリックすると音楽マッチング機能が再起動され、音楽マッチ
ング機能は、ユーザが歩数レートマッチングタブ３４１２に対して行った調整に対応する
のに必要な、何らかの追加の検索及び／又はマッチングを実行する。
【０２５３】
　図３７～図４０は、本発明の或る実施形態による、スポーツ用電子トレーニングシステ
ムの仮想トレーニング機能を更に示す図である。本願明細書に記載されるように、例えば
、装置１３００等といった携帯型電子処理装置は、データ及び情報を、例えばコンピュー
タ／ウェブサーバ上で実行されるプログラムと共有できる。このデータ及び情報を共有す
る機能により、本発明の機能性が高まる。
【０２５４】
　図３７は、コンピュータ／ウェブサーバ上で実行されるトレーニングプログラムのパフ
ォーマンス・スケジュール表示画面３７００を示す図である。或る実施形態では、トレー
ニングプログラムは、個人が自分のフィットネスレベル及び具体的なフィットネス目標又
はエクササイズ目標に適したエクササイズプログラムを作るのを支援する。トレーニング
プログラムは、個人が自分のフィットネスに関するデータ及び情報を格納し、読み出し、
やりとりできるようにする。
【０２５５】
　図３７に示されるように、表示画面３７００は、ヘッダー表示領域３７０２、メイン表
示領域３７０４、及びフッター表示領域３７０６を含む。ヘッダー表示領域３７０２は、
例えば、パフォーマンス・スナップショット表示画面４０００（図４０参照）及びパフォ
ーマンス統計データ表示画面３８００（図３８参照）等といった他の表示画面へのリンク
を含む。ユーザは、例えば、コンピュータの入力用ポインティングデバイス（例えば、コ
ンピュータマウス）を用いて、設けられているリンクの１つをクリックすることにより、
所望の表示画面を表示させることができる。或る実施形態では、ヘッダー表示領域３７０
２は、ユーザの格納されているフィットネスレベル及びフィットネス数／健康スコア、並
びにユーザの格納されている最新のトレーニングのパフォーマンスの値も表示する。
【０２５６】
　メイン表示領域３７０４は、ユーザのトレーニングスケジュールを示すカレンダーを含
む。カレンダー画面はユーザが選択可能となっており、ユーザは、例えば、選択した月、
選択した週、又は選択した日のトレーニングを見ることができる。図３７に示されるよう
に、各トレーニングは、トレーニング名及び／又はトレーニングの強度を示すバーによっ
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て識別できる。
【０２５７】
　或る実施形態では、カレンダー画面は、計画されているトレーニング及び完了したトレ
ーニングの両方を含む。ユーザが特定のトレーニングを見たい場合には、ユーザは、例え
ば、コンピュータの入力用ポインティングデバイスを用いて、そのトレーニングをクリッ
クすることにより、そのトレーニングの詳細な表示画面を表示させることができる。ナビ
ゲーション制御部３７０８は、ユーザが、例えば、カレンダーの表示される年及び月を変
更できるようにする。
【０２５８】
　フッター表示３７０６は、例えば、目標表示画面、トレーニング表示画面、挑戦課題表
示画面、音楽表示画面、製品表示画面、フィットネス表示画面及び／又はコミュニティ表
示画面等といった、更なる表示画面へのリンクを含む。
【０２５９】
　或る実施形態では、目標表示画面は、個人の計画されたトレーニング、計画されたトレ
ーニングのうち完了したものの数、及び計画されたトレーニングのうち残っているものの
数を表示する。表示画面は、完了したトレーニングについて指定された目標を個人が達成
しているか否かの表示も提供する。提供される情報のタイプの一例が、図４０の表示領域
４００６に示されている。目標表示画面は、ユーザに目標の変更及び新たな目標の設定を
行わせる機能も含む。
【０２６０】
　或る実施形態では、トレーニング表示画面は、ユーザが作成したトレーニングに関する
様々な情報の全てを表示する。この情報は、例えば、図１３～図３３を参照して上述した
ものである。或る実施形態では、トレーニング表示画面は、例えば、図３８の表示３８０
８に示されるように、トレーニングに関する詳細をグラフィカルに提示する。
【０２６１】
　或る実施形態では、挑戦課題表示画面は、オンライン仮想レース等といった挑戦課題に
関する情報を表示する。挑戦課題は、ユーザが、自分と（例えば、ゴーストランニング）
、家族及び友人と、及び／又は、例えばインターネットにアクセスしている世界のどこか
にいる誰かと競争できるようにする。或る実施形態では、挑戦課題でハンディキャップス
コアの計算及び使用が可能であり、これにより、それぞれ異なるパフォーマンスレベルの
個人が互いに競争できる。或る実施形態では、この表示画面で、ユーザが挑戦課題を作成
する、挑戦課題を見る、挑戦課題に参加する、及び完了した挑戦課題の結果を見ることが
できる。
【０２６２】
　或る実施形態では、音楽表示画面は、音楽、ユーザの曲目リスト等に関する情報を表示
する。或る実施形態では、音楽表示画面は、ユーザが音楽を選択して、例えば装置１３０
０等といった携帯型電子処理装置に音楽をダウンロードできるようにする。例示的な音楽
表示画面は、例えば、図３４～図３６を参照して上述したものである。
【０２６３】
　或る実施形態では、製品表示画面は、本発明の複数の実施形態によるスポーツ用電子ト
レーニングシステムを構成する様々な構成要素及び製品に関する情報を表示する。或る実
施形態では、製品表示画面は、製品の様々な特徴に関する記事（例えば、製品レビュー、
カタログ、データシート、ユーザマニュアル等）や製品の入手方法に関する情報（例えば
、オンライン注文情報）を含む。この情報は、ユーザの必要性及び欲求に最もよく適した
製品をユーザが選択するのを支援する。或る実施形態では、製品表示画面は、本発明の複
数の実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシステムを構成する様々な製品に関する
テクニカルサポートメッセージを送受信する機能も含む。
【０２６４】
　一実施形態では、ユーザは、コンピュータ／ウェブサーバに格納されている情報を、様
々な事業体と共有することを選択でき、これにより、選択された事業体が、様々な製品に
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関する情報をユーザに提供できるようになる。或る実施形態では、製品表示画面は、ユー
ザが受信するよう選択した情報のみを表示するようカスタマイズ可能である。
【０２６５】
　或る実施形態では、フィットネス表示画面は、例えば、健康情報及び栄養情報等といっ
たフィットネス情報を表示する。或る実施形態では、フィットネス表示画面は、例えば、
ランニング、サッカー、バスケットボール等といった、ユーザが行い得る様々なスポーツ
に関する情報を含む。或る実施形態では、フィットネス表示画面は、ユーザが受信するよ
う選択した情報を表示するようカスタマイズ可能である。
【０２６６】
　或る実施形態では、コミュニティ表示画面は、様々なオンラインコミュニティに関する
情報及びそこへのリンクを表示する。例えば、或る実施形態では、コミュニティ表示画面
は、走者のデータベース、ランニング計算器、これからあるランニングの催し、ランニン
グクラブへのリンク等を提供しているランニングのオンラインコミュニティに関する情報
及びそこへのリンクを提供する。コミュニティ表示画面は、他のスポーツに関する他のオ
ンラインコミュニティに関する情報及びそこへのリンクも含み得る。或る実施形態では、
コミュニティ表示画面は、ユーザが受信するよう選択した情報を表示するようカスタマイ
ズ可能である。
【０２６７】
　或る実施形態では、例えばユーザが製品表示画面及び／又はフィットネス表示画面を選
択した時にユーザに提供される情報の内容は、ヘッダー表示領域３７０２に表示されてい
るフィットネスレベル及び／又はフィットネス数を用いて決定される。
【０２６８】
　図３８は、トレーニングプログラムのパフォーマンス統計データ表示画面３８００を示
す図である。表示画面３８００は、ヘッダー表示領域３８０２及びフッター表示領域３８
０６に表示される情報に関しては、表示画面３７００と同様である。
【０２６９】
　或る実施形態では、表示画面３８００は、メイン表示領域３８０４にトレーニング表示
３８０８を含む。トレーニング表示３８０８は、選択されたトレーニングのトレーニング
目標と、選択されたトレーニングが完了している場合にはそのトレーニングのトレーニン
グ統計データとを表示する。トレーニング目標は、トレーニング時間及び強度ボックス３
８０９ａ～３８０９ｅで示されている。或る実施形態では、表示領域３８０４の領域３８
１０に示されるように、各トレーニングボックス３８０９の強度は、特定の１分間当たり
の心拍数の目標範囲に対応する。トレーニング統計データは線３８１１で示されている。
或る実施形態では、表示領域３８１２に配置されたカレンダー及びナビゲーションボタン
を用いて、表示領域３８０４に示されるトレーニングを変えることができる。
【０２７０】
　図３８に示されるように、表示領域３８０４には可動キャレット３８０７が配置される
。表示キャレット３８０７を、完了したトレーニングの特定の瞬間に対応するよう動かす
と、その特定の瞬間のパフォーマンスパラメータを表示する表示バルーン３９０２（図３
９参照）が表示される。或る実施形態では、表示されるパフォーマンスパラメータは、心
拍数、ペース、歩数レート、カロリー、距離、及び時間を含む。
【０２７１】
　図４０は、トレーニングプログラムのパフォーマンス・スナップショット表示画面４０
００を示す図である。表示画面４０００は、ヘッダー表示領域４００２及びフッター表示
領域４００８に表示される情報に関しては、表示画面３７００と同様である。
【０２７２】
　或る実施形態では、表示画面４０００は、表示領域４００４に配置されたカレンダーペ
ージに、前回完了したトレーニングの統計データを表示する。表示領域４００４のカレン
ダーページには、計画されている今後のトレーニングに関する情報も示される。或る実施
形態では、ユーザが音楽曲目リストを管理できるようにするウインドウも提供される。
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【０２７３】
　一実施形態では、表示画面４０００は、表示領域４００６に目標追跡記録表示を含む。
目標追跡記録表示は、個人の計画されたトレーニング、計画されたトレーニングのうち完
了したものの数、及び計画されたトレーニングのうち残っているものの数を表示する。目
標追跡記録表示は、完了したトレーニングについて指定された目標を個人が達成している
か否かの表示を提供する。一実施形態では、個人は、個人が特定のフィットネス目標（例
えば、体重削減目標）を達成しているか否かを判定するための個人情報（例えば、体重）
を入力及び／又は更新するよう、定期的に促される。
【０２７４】
　一実施形態では、トレーナープログラムは、携帯型電子処理装置がトレーナープログラ
ムに同期された際、携帯型電子処理装置にソフトウェアをダウンロードする。このソフト
ウェアは、トレーニング中のユーザ（例えば、走者）に、例えば、ユーザがどう感じてい
るか（例えば、疲れた、脚が痛い等）等といった特定の質問に回答するよう促す。これら
の質問に対する回答は、装置が再びトレーナープログラムに同期された際にアップロード
され、回答は、測定されたパフォーマンス／身体パラメータと相関されて、ユーザに個別
のトレーニングフィードバック（例えば、速度、距離、足取り等に関するフィードバック
）を提供するために用いられる。或る実施形態では、回答は専門のトレーナー（即ち、人
）に転送され、専門のトレーナーが回答を検討及び分析し、（例えば、電子メール、テキ
ストメッセージ、電話等によって）専門家のフィードバックをユーザに提供する。
【０２７５】
　或る実施形態では、トレーナープログラムは、個人にやる気を起こさせ、個人が次のフ
ィットネスレベルに進むのを励ますために、（例えば、トレーニング時間外に）定期的に
肯定的なフィードバックを送る。このフィードバックは、個人に携帯電話のテキストメッ
セージを送ったり、仕事中に電子メール等を送ることによって、個人に提供される。
【０２７６】
　本発明の複数の実施形態では、例えば、本願明細書に記載されるトレーナープログラム
及び携帯型電子処理装置等といった本発明の様々な特徴と関連付けられた表示画面は、ユ
ーザによって、所望の情報をユーザが選択した形式で表示するよう設定できる。従って、
本発明は、上記に示した例示的な表示画面に限定されない。
【０２７７】
　複数の実施形態では、本願明細書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシステム及
びそのアプリケーションは、多くの異なる産業にとって有益な特徴を有する。例えば、本
発明によって収集、処理及び格納されたデータは、フィットネス産業、健康／医療産業、
保険産業等によって用いられ得る。従って、本発明は、例えば、スポーツ産業等といった
特定の産業に限定されるべきではない。
【０２７８】
　図４１は、加速度計又は運動モニタを有するインテリジェントなスポーツ用ボールを示
す図である。複数の実施形態では、スポーツ用ボールは、本発明の或る実施形態による携
帯型電子処理装置４１０１と通信する。スポーツ用ボールには、例えば、サッカーボール
４１０２、野球ボール４１０４、テニスボール４１０６、ゴルフボール４１０８、バスケ
ットボール４１１０、フットボール４１１２が含まれる。
【０２７９】
　或る実施形態では、加速度計、センサ、又は運動モニタは、各スポーツ用ボールに含ま
れ、例えば、スポーツ用ボールが蹴られた、打たれた及び／又は投げられた時に、どのく
らいの速さでどのくらい遠くまで移動するかを測定する。本願明細書で用いる「センサ」
という用語は、ストレージ（例えば、メモリ）及びプロセッサを含み得る装置を意味する
。この情報は、携帯型電子処理装置４１０１に無線送信され、ディスプレイに表示される
。複数の実施形態では、例えば、圧力センサ、高度計、磁場センサ等といった他の小型の
センサがスポーツ用ボールに含まれて、更なる情報を収集し、それが携帯型電子処理装置
４１０１に送信されて表示される。この情報は、例えば、スポーツ用ボールを蹴る、打つ
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及び／又は投げるのに加えられた力の量、スポーツ用ボールが蹴られた、打たれた及び／
又は投げられた時に飛んだ高さ、スポーツ用ボールがゴールラインを超えたか否か等を判
定するために用いられる。ボールの回転、滞空時間等を含むボールに関する他のパラメー
タを判定して表示することができる。複数の実施形態では、加速度計、運動モニタ及び／
又は他のセンサは、例えば、ボールの内部、ボールの中心部（例えば、取り付けシステム
又はサスペンションシステムを用いて）、又はボールの外面に取り付けられる又は配置さ
れる。或る実施形態では、加速度計は、例えば、平面を構成するよう配置された複数の加
速度計を用いて構成される。
【０２８０】
　或る実施形態では、本発明による、例えばサッカーボール等といったスポーツ用ボール
は、すぐ近くの装置と通信し、すぐ近くの装置から受信したデータを格納するための回路
を含む。例えば、サッカーボールの場合には、各選手は識別装置（例えば、ＩＤチップ、
無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）等）を有する靴を着用し、識別装置は、選手のうちの一人の靴
がボールと接触する度にボールに固有の識別値を送信する。同様に、各ゴールキーパーは
識別装置を有するグローブを着用し、識別装置は、ゴールキーパーのグローブの一方がボ
ールと接触する度に固有の識別値をボールに送信する。このようにして、ボールは、トレ
ーニングセッション又は試合中にデータを受信して格納し、トレーニングセッション又は
試合後にこのデータをダウンロードして、検討／分析することができる。ボールによって
格納されたデータは、例えば、各選手がボールと接触した時及び回数の記録である。
【０２８１】
　例えば、トレーニングセッション又は試合中に各選手がボールと接触した時及び回数に
関するデータを格納することに加えて、例えば、サッカーボールの場合には、ボールは、
選手がボールを蹴った強さ、選手によってボールが蹴られた距離、選手がボールを蹴った
時にボールに与えた回転量、ボールの弧、ボールがパスされた回数、ボールが投げられた
回数等に関する情報も格納し得る。このようにして、ボールによって格納されるデータは
、トレーニングセッション又は試合のより完全な記録となり、例えば、トレーニングセッ
ション又は試合後に、この更なるデータをダウンロードして、検討／分析することができ
る。
【０２８２】
　複数の実施形態では、本発明のスポーツ用ボールは、本願明細書に記載される他の装置
とは独立して用いられる。例えば、サッカー用の靴に取り付けられた運動モニタ等といっ
た別の装置が、スポーツ用ボールに何らかのデータを送信する必要はない。また、スポー
ツ用ボールが、例えば、携帯電話、ＭＰ３音楽ファイルプレイヤー又はＰＤＡ等といった
携帯型電子処理装置と情報をやりとりする必要はない。複数の実施形態では、ボールは、
ボールのセンサ／モニタによって収集されたデータ（例えば、ボールが蹴られた強さ、ボ
ールが移動した距離、ボールが移動した速度、ボールに与えられた回転の量、ボールがパ
スされた回数、ボールが投げられた回数等に関するデータ）を格納するメモリを含む。例
えば、ボールが用いられていない時に、このデータをコンピュータにダウンロードできる
。或る実施形態では、データは、本願明細書に記載される他の様々なスポーツ用電子トレ
ーニングシステムの機能と適合するウェブサーバにダウンロードされて格納される。
【０２８３】
　或る実施形態では、スポーツ用ボールの動きが、例えば蹴られることによって変化する
と、スポーツ用ボールのセンサ又は運動モニタは、応答信号を生成する。或る実施形態で
は、スポーツ用ボールが本願明細書に記載される値（例えば、ボールが蹴られた強さ、ボ
ールが移動した距離、ボールの弧等）を生成するために用いるアルゴリズムは、選手がボ
ールに接触した直後に値を生成できるよう選択される。例えば、サッカーボールが蹴られ
た後に移動する距離を判定するために用いられるアルゴリズムは、ボールの飛行時間では
なく、ボールの衝撃力及び初期軌道（例えば、三軸加速度計又は複数の加速度計を用いて
決定される）に基づくものであるのが好ましい。このようにして、ボールが例えば何らか
のノミナルの距離を超えて移動する前に、ボールが移動する距離を知ることができる。
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【０２８４】
　或る実施形態では、例えば、トレーニングセッション又は試合に関するデータを記録す
るためにサッカーボールを用いることに加えて、各選手は、その選手に関するデータを記
録するセンサ／運動モニタを装着できる。例えば、選手の靴の運動モニタは、競技場での
選手の動きをモニタリングすると共に、選手がボールと接触する度にサッカーボールから
データを受信することができる。或る実施形態では、運動モニタは、例えば、選手が前方
、側方及び後方に向かって走る距離及び速度を追跡記録する。更に、運動モニタは、トレ
ーニングセッション又は試合中に、選手がボールと接触した回数、選手がボールを蹴った
強さ、選手によってボールが蹴られた距離、選手がボールを蹴った時にボールに与えた回
転量、ボールの弧等に関する、ボールからのデータを受信する。このデータはボールによ
って生成でき、例えば、ボールがボールの送受信器回路の送信範囲を超える前に、選手の
靴の運動モニタに送信できる。或る実施形態では、記録／格納された選手に関するデータ
は、トレーニングセッション又は試合後にダウンロードされ、検討／分析される。
【０２８５】
　或る実施形態では、本願明細書に記載されたサッカーボールに関する１つ以上の値は、
例えば、サッカー選手が装着した又はサッカー選手と関連付けられたセンサ／運動モニタ
を用いて判定されてもよく、また、その逆もあり得る。従って、本発明は、本願明細書に
記載された特定の値が、スポーツ用ボールによってのみ、又は、例えばサッカー選手が装
着した又はサッカー選手と関連付けられたセンサ／運動モニタによってのみ生成されるこ
とには限定されない。
【０２８６】
　複数の実施形態では、本発明によるスポーツ用ボールは、例えば、選手がボールを蹴っ
た強さ、ボール移動する／した距離、ボールの弧等といったデータを、本発明による腕時
計又は他の携帯型電子処理装置に送信する。この情報は、例えば腕時計の表示部で、リア
ルタイムに又はほぼリアルタイムに見ることができる。この情報は、腕時計又は他の携帯
型電子処理装置から、本願明細書に記載される他の様々なスポーツ用電子トレーニングシ
ステムの機能と適合するウェブサーバにダウンロードして格納することもできる。
【０２８７】
　或る実施形態では、スポーツ用ボールに作用する唯一の加速度ベクトルが重力ベクトル
である時には、ボールは停止していると見なされ、（例えば、特定のキック、打撃及び／
又は投球に関する）ボールのデータを収集及び処理する期間をリセットできる。
【０２８８】
　複数の実施形態では、スポーツ用ボールのセンサからの情報は、本願明細書に記載され
るスポーツ用トレーニングシステムの或る実施形態と適合する任意の携帯型電子処理装置
によって受信できる。
【０２８９】
　図４２は、本発明の或る実施形態による、マルチセンサモニタ４２００を示す図である
。マルチセンサモニタ４２００は、プロセッサ４２０２、メモリ４２０４、心拍数センサ
４２０６、送受信器４２０８、アンテナ４２１０、電池４２１２及び複数のセンサ４２１
４を含む。
【０２９０】
　プロセッサ４２０２は、メモリ４２０４に格納されているアプリケーションプログラム
を実施する能力がある、例えばマイクロコントローラ等といった、従来のプロセッサであ
る。プロセッサ４２０２は、メモリ４２０４、心拍数センサ４２０６、送受信器４２０８
、及び複数のセンサ４２１２に接続されている。
【０２９１】
　メモリ４２０４は、アプリケーションプログラムの命令及びデータを格納するために用
いられる。或る実施形態では、メモリ４２０４は、例えば、心拍数センサ４２０６及び複
数のセンサ４２１４によって出力されたデータから、パフォーマンスデータを生成するた
めに用いられるプログラムを格納する。或る実施形態では、メモリ４２０４は、読み取り
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専用メモリ及びランダムアクセスメモリの両方を含む。
【０２９２】
　或る実施形態では、心拍数センサ４２０６は、心拍数を検出する電子センサである。こ
のデータはプロセッサ４２０２に供給され、心拍数（例えば、１分間当たりの心拍数）を
判定するために用いられる。
【０２９３】
　送受信器４２０８は、本発明の複数の実施形態によるスポーツ用電子トレーニングシス
テムの他の構成要素と通信するために用いられる低出力の送受信器である。或る実施形態
では、送受信器４２０８は、２．４ＧＨｚ等といった免許不要の周波数帯で動作する。送
受信器４２０８は、アンテナ４２１０に接続されている。
【０２９４】
　電池４２１２は、マルチセンサモニタ４２００の様々な構成要素を動作させるための電
力を供給するために用いられる。或る実施形態では、電池４２１２は、定期的に交換され
なければならない充電不可の電池である。電池４２１２は、充電式電池であってもよい。
【０２９５】
　センサ４２１４は、個人のパフォーマンスと関連付けられたパラメータを測定するセン
サである。このようなセンサは、例えば、温度センサ、水分補給／水分センサ、塩分セン
サ、イオン化／脱イオン化センサ、酸素センサ、運動センサ／加速度計、高度計等を含む
。
【０２９６】
　或る実施形態では、マルチセンサモニタ４２００は、スポーツ用の衣類に内蔵され、ス
ポーツイベントに参加している個人のパラメータを測定するために用いられる。スポーツ
イベントは、例えば、競走等といった陸上競技や、サッカーの試合、バスケットボールの
試合等といった団体競技を含み得る。マルチセンサモニタ４２００によって収集された情
報は、例えば、１人以上の個人のパフォーマンスを観察する任務を負ったコーチや他の個
人に対して情報を表示するモニタリング装置に、無線で送信される。個人から収集された
情報が、団体競技に参加している個人が期待されるパフォーマンスレベルのパフォーマン
スを発揮しておらず、休憩が必要であることを示している場合には、その個人を休憩させ
るために試合から外すことができる。或る実施形態では、例えば、水分補給／水分センサ
、イオン化／脱イオン化センサ及び／又は塩分センサ等といったセンサからの情報を用い
て、個人に対する（例えば、マラソンやサッカーの試合等といった長時間のトレーニング
中や、トレーニング後に摂取すべき）特別な飲料や食品を決定して推奨する。
【０２９７】
　或る実施形態では、マルチセンサモニタ４２００をインテリジェントな衣類と共に用い
て、その衣類を制御する。例えば、一実施形態では、マルチセンサモニタ４２００は、衣
類の加熱及び／又は通気機能を起動させる制御部を動作させる。これらの機能は、ヒータ
ーの入／切や、例えば、通気を高める又は減らすための衣類内の空気袋への空気の注入及
び排出を含み得る。或る実施形態では、マルチセンサモニタ４２００のセンサは、水分の
存在又は水分の不足を検出し、これを、より高い又は低い通気が必要か否かを判定するた
めの指標として用いる。或る実施形態では、衣類の内側及び外側の温度センサを用いて温
度差を判定し、これを、例えば気象情報等といった他の情報と共に用いて、衣類の通気／
加熱特性に影響を与えると共に／又はこれらを制御する。
【０２９８】
　或る実施形態では、本発明による携帯型電子処理装置を用いて、衣類の圧縮（これは、
例えば、水泳の際に血流を高めるために重要である）を制御すると共に／又は（例えば、
熱可塑性のウレタンバンド等といった一体型の支持要素を用いて）衣類の支持／安定機能
を制御する。或る実施形態では、本発明による携帯型電子処理装置を用いて、履物の様々
なパラメータを制御する。これは、例えば、クッション性、安定性、密閉システム、能動
的又は受動的な通気、静止摩擦特性、回内／回外制御、サッカー用の靴のインテリジェン
トなリブ等を含む。
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【０２９９】
　或る実施形態では、例えば、アスリートが着用する衣類は、アスリートの上半身の動き
及び姿勢を検出する一体型のセンサを含む。これらのセンサの出力は、ゴルフ、体操、フ
ィギュアスケートのような、上半身の動き及び姿勢が重要なスポーツにおいて、例えば、
身体の動き及び／又は姿勢をどのように変えるかに関するフィードバックをアスリートに
提供するために用いられる。例えば、ゴルファーに提供されるフィードバックは、ゴルフ
ァーに、スイング中に上半身の動きがどのように変化しているか又は変化していないかを
知らせるものである。
【０３００】
　或る実施形態では、例えば、走者のランニングフォーム及び足取りのサイクルを測定す
るセンサが、靴に配置及び／又は内蔵される（例えば、センサは、靴の踵部、ミッドソー
ル部及び爪先部に配置及び／又は内蔵される）。例えば、走者のランニングフォームに関
する更なる情報を取得するために、走者の膝及び腰に更なるセンサ／運動モニタを配置す
ることもできる。センサ／運動モニタによって収集された情報は、本発明の仮想トレーナ
ーによって分析され、走者に、自分のランニングフォーム及び／又は足取りのサイクルを
どのように改善できるかに関するフィードバックを提供するために用いられる。或る実施
形態では、走者が装着するセンサ／運動モニタは、ランニングの生体力学を判定するため
に用いられる。これは、例えば、走者の回転及び並進方向の運動／加速度を判定するため
に走者の身体の様々な部分に装着されたセンサ／運動モニタの出力を分析することによっ
て達成される。
【０３０１】
　一実施形態では、本願明細書に記載される進歩したセンサ製品及び／又は装置は小売業
者に提供され、小売業者は、個人の評価を行うために、それらを個人に賃貸及び／又は提
供する。評価結果は、例えば、小売業者が個人に、各自の必要性（例えば、走者のランニ
ングフォームに適合する靴の特性）に合わせて調節された製品（例えば、靴）を販売する
ために用いられる。
【０３０２】
　図４３は、本発明の構成要素を用いた、スポーツ選手４３０２及びスポーツ用ボール４
３０４のモニタリングを示す図である。スポーツ選手４３０２は、マルチセンサモニタ４
２００が内蔵されたスポーツ用の衣類を着用している。モニタ４２００は、スポーツ選手
４３０２に関する情報を収集し、情報をディスプレイ４３０６に表示する装置にこの情報
を送信する。上述のように、スポーツ用ボール４３０４も１つ以上のモニタを含む。これ
らのモニタによって収集された情報は、１つ以上の装置に送信され、例えばディスプレイ
４３０６等といったディスプレイに表示される。
【０３０３】
　或る実施形態では、スポーツ選手４３０２のために表示される情報は、心拍数情報、水
分補給情報、温度情報、運動情報等を含む。一実施形態では、マルチセンサモニタ４２０
０のセンサによって収集された情報を組み合わせて、疲労／パフォーマンス指標値が生成
される。この指標値をモニタリングすれば、スポーツ選手４３０２がどのレベルのパフォ
ーマンスを発揮しているか又は発揮する能力があるかを示すことができる。疲労／パフォ
ーマンス指標値を長時間にわたってモニタリングして、そのスポーツ選手の試合中の実際
のパフォーマンスと比較することで、そのスポーツ選手４３０２が、所与の疲労／パフォ
ーマンス指標値の範囲に対してどの程度良好なパフォーマンスを発揮できるかを判定する
ことができる。
【０３０４】
　一実施形態では、本発明を用いて、ボクサーのパフォーマンスをモニタリングすること
ができる。例えば、ボクサーのグローブ中のモニタで、ボクサーのパンチの速度及び力を
測定する。運動モニタを用いて、ボクサーの手の動き及びフォームに関するデータを追跡
記録することもでき、記録されたデータの分析に基づき、ボクサーにトレーニングフィー
ドバックを提供できる。
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【０３０５】
　一実施形態では、本発明を用いて、水泳選手のパフォーマンスをモニタリングできる。
例えば、水泳選手の腕及び／又は脚部に装着された運動モニタで、その水泳選手が行った
ストローク数、水泳選手の速度、ラップ、泳ぎのフォーム、ペース等をモニタリングでき
る。色による表示を有するゴーグルで、パフォーマンスに関するフィードバックを水泳選
手に提供する。例えば、一実施形態では、３つの光がパフォーマンスのゾーン（例えば、
目標通りのパフォーマンス、目標を下回るパフォーマンス、及び目標を上回るパフォーマ
ンス）をそれぞれ示す。別の実施形態では、２つの色がパフォーマンスをそれぞれ示す（
目標を下回るパフォーマンス及び目標を上回るパフォーマンス。目標通りのパフォーマン
スを示す表示光は用いられない）。
【０３０６】
　一実施形態では、例えば、小型の気圧高度センサ等といった１つ以上のセンサを用いて
、個人のジャンプ、跳躍等をモニタリング及び測定する。この情報を、本願明細書に記載
される他の情報と組み合わせて分析し、個人にトレーニングフィードバックを提供するこ
とができる。
【０３０７】
　或る実施形態では、試合に参加しているスポーツ選手に送信される情報を暗号化して、
許可された個人のみが情報を受信及び表示できるようにすることができる。
【０３０８】
　図４４及び図４５に示されるように、本発明の複数の実施形態では、本願明細書に記載
されるスポーツ用電子トレーニングシステムの構成要素を用いて、電子ゲームとのインタ
ラクションを行う。或る実施形態では、図４４に示されるように、個人は、例えば、本願
明細書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシステムの構成要素を用いて、エクササ
イズを行ったことに対する達成証明及び／又は報奨ポイントを取得し、それを（例えば、
アバター又はデジタル的に作成されたキャラクターの健康、フィットネス、及び強さを高
めるために）電子ゲームにダウンロードできる。別の実施形態では、図４５に示されるよ
うに、個人は、例えば、本願明細書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシステムの
構成要素を用いて、電子ゲームと直接インタラクションを行う。
【０３０９】
　図４４は、ディスプレイ４４０２及びゲーム装置４４０４を用いて電子ゲームを行って
いる個人４４００を示す。ゲームは、アバター又はデジタル的に作成されたキャラクター
４４０６を含む。本願明細書で用いる「デジタル的に作成されたキャラクター」という用
語は、「アバター」という用語よりも意味が広い。本願明細書で用いる「デジタル的に作
成されたキャラクター」という用語は、例えば、任意のコンピュータゲームのキャラクタ
ー又は電子的な人格を意味し、コンピュータゲームの技術分野で一般的にアバターと称さ
れるものも含む。アバター又はデジタル的に作成されたキャラクターの、例えば、健康、
フィットネス及び強さを高めて、個人４４００にとってゲームをより面白く及び／又は魅
力的にするために、個人４４００は、エクササイズを行うことによって健康、フィットネ
ス及び強さのポイントを集めなければならない。個人は、本願明細書に記載されるスポー
ツ用電子トレーニングシステムの様々な構成要素を用いて自分のエクササイズをモニタリ
ング及び記録することにより、これらのポイントを集める。エクササイズトレーニング後
に、個人４４００は、例えば、本発明による携帯型電子処理装置から電子ゲームにポイン
トをダウンロードできる。
【０３１０】
　或る実施形態では、アバター又はデジタル的に作成されたキャラクターに影響を与える
ために用いられ得る情報は、例えば、実際のサッカーの試合や他の実際の身体活動を行っ
てメモリに情報を格納することによって集められる。そして、この情報を持ち帰り、例え
ば、無線で又はドッキングステーションを用いてゲーム装置又は電子ゲームにダウンロー
ドする。ダウンロードされた情報は、例えば、アバター又はデジタル的に作成されたキャ
ラクターの強さ、力、健康等に影響を与えるために用いられる。一実施形態では、この情
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報は、本発明によるスポーツ用ボールを用いて集められ、格納され、持ち帰られる。或る
実施形態では、この情報は、本願明細書に記載される他の様々なスポーツ用電子トレーニ
ングシステムの機能と適合するウェブサーバにダウンロードされて格納され、電子ゲーム
で用いるためにこのウェブサーバから読み出すことができる。
【０３１１】
　或る実施形態では、個人４４００が、エクササイズをモニタリングして記録するために
、例えば運動モニタ及び／又は心拍数モニタ等といった本発明による構成要素を用いて、
より多くのエクササイズを行うほど、個人４４００が電子ゲームで用いるために獲得する
健康、フィットネス及び強さのポイントが多くなる。獲得した健康、フィットネス及び／
又は強さのポイントは、個人４４００が行ったエクササイズの量に比例するので、個人４
４００は、エクササイズを行い身体的に活動的になろうという動機付けがなされる。
【０３１２】
　或る実施形態では、本発明の仮想トレーナーは、個人４４００がエクササイズを行って
いる間に、個人４４００にフィードバックを提供する。このフィードバックは、個人が獲
得する健康、フィットネス及び／又は強さのポイント数を増加及び／又は最大化させるの
を励ますと共に／又は助けるものである。
【０３１３】
　図４５は、個人４５００が、本願明細書に記載されるスポーツ用電子トレーニングシス
テムの様々な構成要素を用いて、電子ゲームとリアルタイムで直接インタラクションを行
う、本発明の或る実施形態を示す。図４５に示されるように、個人４５００は、アバター
又はデジタル的に作成されたキャラクター４５０６の動きを制御するために、適切な位置
でランニングを行っている。複数の実施形態では、個人４５００の活動レベルは、個人の
ゲームスコアに影響を与える。
【０３１４】
　或る実施形態では、電子ゲームは、テレビ４５０２及びゲームコンソール４５０４を用
いて行われる。アバター又はデジタル的に作成されたキャラクター４５０６の動きは、個
人４５００の動きに基づいて影響を受け、或る実施形態では、この個人４５００の動きは
、本願明細書に記載されるセンサ／運動モニタ、及び／又は、本発明の１つ以上の携帯型
電子処理装置を用いてモニタリングされる。個人４５００が用いるスポーツ用電子トレー
ニングシステムの構成要素は、直接又は携帯型電子処理装置を介してゲームコンソール４
５０４と通信する。或る実施形態では、携帯型電子処理装置は、無線で又はドッキングポ
ートを用いてゲームコンソール４５０４と通信する。
【０３１５】
　或る実施形態では、（例えば、個人４５００の足部の動きをモニタリングするもの以外
の）着用可能なセンサを用いて、個人４５００の動きをキャプチャする。或る実施形態で
は、これらの着用可能なセンサは、例えば、電子ゲームを行っている間に個人４５００が
装着する衣類及び／又は関節部用のスリーブに統合される。複数の実施形態では、ゲーム
において、パフォーマンスデータ、又は生理学的データとパフォーマンスデータとの組み
合わせが用いられる。
【０３１６】
　本発明の複数の実施形態では、本願明細書に記載される多くのスポーツ用電子トレーニ
ングシステムのディスプレイ（例えば、携帯型電子処理装置のディスプレイ、メガネのレ
ンズの内側、衣類の袖に統合されたディスプレイ等）の１つに、電子ゲーム又は少なくと
もその１つのセッションが再生／表示される。携帯型電子処理装置のイヤホン及び／又は
スピーカーを用いて、電子ゲームの音声が提供される。従って、ゲームは、例えば、家や
アパートのコンピュータ室や居間のみで行われる必要はない。
【０３１７】
　以上、例示的な実施形態によって本発明を説明した。従って、本発明は、上述の例示的
な実施形態のいずれによっても限定されるべきでなく、添付の特許請求の範囲及びその均
等物によってのみ定義されるべきである。
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【符号の説明】
【０３１８】
　１００　　スポーツ用電子トレーニングシステム
　１０２　　第１の携帯型電子処理装置
　１０４　　運動モニタ
　１０５　　靴
　１０６　　心拍数モニタ
　１１０　　第２の携帯型電子処理装置
　２０２　　携帯電話
　２０３　　スポーツシャツ
　２０４　　スポーツブラ
　２０５　　運動靴
　２０６　　胸部ストラップ
　２１０　　スポーツ用腕時計
　２７０　　携帯電話（携帯型電子処理装置）
　２８０　　携帯型電子処理装置
　２９０　　携帯型電子処理装置
　３００　　携帯型電子処理装置
　４００　　運動モニタ
　４０６　　加速度センサ
　５００　　心拍数モニタ
　６００　　靴
　６０６　　靴
　６０２　　運動モニタ
　６０８　　取り付け装置
　６２０　　保護ハウジング
　６４０　　羽付きの電池キャップ
　６４４　　羽付きの電池キャップ
　６４６　　羽付きの電池キャップ
　６４８　　羽付きの電池キャップ
　７００　　心拍数モニタ
　８００　　心拍数／体脂肪率モニタ
　９００　　携帯型電子処理装置
　１０００　　携帯型電子処理装置
　１２００　　携帯型電子処理装置
　１３００　　携帯型電子処理装置
　４２００　　マルチセンサモニタ
　４３０４　　スポーツ用ボール
　４４０４　　ゲーム装置
　４４０６　　アバター又はデジタル的に作成されたキャラクター
　４５０６　　アバター又はデジタル的に作成されたキャラクター
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