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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　あるエリア内に配置され、センサモジュールが設置された対象物に関するパフォーマン
ス情報を決定するための方法であって、
　前記エリアに関する磁場情報を取得するステップと、
　対象物が前記エリア内の第１の位置に配置されているときに、磁場強度データと磁場方
向データのうちの一方を含む第１の磁場データを計測するステップと、
　前記エリア内の対象物に関するパフォーマンス情報を、前記エリアに関する磁場情報お
よび第１の磁場データに基づいて決定するステップと、
を含み、
　前記対象物が外部座標系に対して所定期間にわたって静止していることにより較正状態
にあるときに、前記対象物に設置された前記センサモジュールは任意の点（前記運動競技
活動の活動前、活動中、活動後）で較正状態となり、前記センサモジュールが外部座標系
に対して所定期間にわたって静止していることを検知して前記較正状態にあると決定する
と、前記センサモジュールが静止状態となるごとに較正データを検知する
方法。
【請求項２】
　前記磁場データは磁場強度データおよび磁場方向データを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
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　前記エリアに関する磁場情報は磁場マップデータを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記エリアに関する磁場情報を取得する前記ステップは前記エリアに関する磁場マップ
データを決定するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記エリアに関する磁場情報を取得する前記ステップは前記エリアに関する以前に決定
した磁場マップデータにアクセスするステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の磁場データは対象物と結合された磁力計を用いて計測される、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　前記対象物は人を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記対象物は運動競技器具を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記運動競技器具はボールを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　対象物に関して決定される前記パフォーマンス情報はエリア内の対象物の第１の位置に
関する場所を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　対象物に関して決定される前記パフォーマンス情報は、対象物がエリア内を動いていた
ときに対象物が移動していた速度を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記エリアは屋内エリアを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記エリアは運動競技活動を主催するように設計されたエリアを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１４】
　対象物が前記エリア内の第２の位置に配置されているときに第２の磁場データを計測す
るステップをさらに含み、前記エリア内の対象物に関するパフォーマンス情報を決定する
前記ステップはさらに第２の磁場データに基づく、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般に、磁場情報に基づいて対象物に関するパフォーマンス情報
を決定する方法に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、あるエリアの磁場情報を
マッピングすると共に対象物がそのエリアを動き回る際に得た磁場計測値をそのマッピン
グした磁場情報と比較することによって、対象物の位置または速度などの対象物に関する
パフォーマンス情報を決定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋外環境において対象物の動きをナビゲーションおよび追跡するためには、衛星ナビゲ
ーションシステムなどの技術が有用である。しかしこれらのシステムは、衛星ナビゲーシ
ョンシステムの信号が利用不可能であることが多い屋内、都市、地下および水中の環境な
ど衛星と受信器の間に見通し経路がないエリアでは十分に機能しない。したがって、衛星
ナビゲーションシステムの代替としてまたはこれと組み合わせて使用可能であるような屋
外と屋内の両環境で動作できる測位システムがあれば有利となる。
【０００３】
　本発明の実施形態は、局所磁場データに基づいて対象物に関するパフォーマンス情報を
決定する。地球の磁場は、広範な面積にわたって概ね同じであり、ほとんど変動がない。
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したがって大部分の場合において、標準コンパスは概ね地球の磁極を指すことになる。地
球の磁場は概ね安定しているが、しかし局所レベルでは不均一であることがあり得る。地
球の磁場は強度と方向の両方について局所的に変動する可能性がある。特に関連が深いも
のとして、建物などの人工的な構造物内において、例えば建築材料によってその磁場の変
動が影響を受ける可能性がある。例えば、大きな鋼鉄製の支持梁の近くで計測した磁場は
、大きな部屋の中心で計測した磁場と異なることがある。したがって、建物全体にわたっ
て様々な場所で計測したときに磁場の強度および方向は様々となる可能性がある。
【０００４】
　局所磁場データを計測しかつ記録することによって、あるエリアに関してそのエリア全
体に関する磁場情報を含むような磁場「マップ」を作成することが可能である。後のある
時点で取られた計測値をこの磁場マップ情報と比較してマッピング済みエリア内における
対象物の場所を決定することが可能である。このことは、例えば建物を通したナビゲーシ
ョンや囲われた構造体内における対象物の動きの追跡などの多くの活動について有用とな
り得る。より具体的にはある種の運動競技活動は、部分的または完全に囲われているジム
、トレーニング施設、運動競技場またはスタジアム内で行われるのが一般的である。例え
ば、バスケットボール、フットボールおよびサッカーなどのスポーツは屋内で行われるこ
とが多い。トレーニングと運動競技会の両者の間において運動選手のパフォーマンスメト
リクスを追跡することが益々重要になってきている。衛星ナビゲーションシステムによる
技術は、屋外環境において運動競技者やスポーツ器具（例えば、ボール）の位置、動きお
よびパフォーマンスを追跡するには有用となる可能性はあるが、屋内環境においては精度
の問題を生ずることが多い。したがって、屋内環境において局所磁場データに基づいて運
動競技者やスポーツ器具の位置、動きおよびパフォーマンスを追跡することが可能な測位
システムがあれば有利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第１３／４４６，９３７号
【特許文献２】米国特許出願第１３／４４６，９８２号
【特許文献３】米国特許出願第１３／４４６，９８６号
【特許文献４】米国特許出願第１３／０７７，４９４号
【特許文献５】米国特許出願第１３／０７７，５１０号
【特許文献６】米国特許出願第１３／５４３，４２８号
【特許文献７】米国特許出願第１３／０７７，５２０号
【特許文献８】米国特許第７，７４０，５５１号
【特許文献９】米国特許出願第１２／４６７，９４４号
【特許文献１０】米国特許出願第１２／４６７，９４８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本明細書に開示した方法およびシステムは、あるエリア内における１つまたは複数の対
象物の位置を局所磁場データに基づいて検出、決定および追跡することに関する。この方
法およびシステムは、本明細書では部分的または完全に囲われた屋内環境に関して概して
記載しているが、例えば屋外、都市、地下および水中の環境などの別の環境に関しても等
しく適切となる。この方法およびシステムはまた、本明細書では運動競技活動に関して概
して記載しているが、屋内や屋外のナビゲーションや製品追跡（ただし、これらに限らな
い）など多くの別の用途にも利用可能である。本明細書に開示した方法およびシステムは
概して磁場データを用いるように記載しているが、あるエリア内で個人や対象物の位置を
決定し追跡するために別のタイプのデータも企図される。こうした別のタイプのデータの
例には、熱（ＩＲ）および／または可視光スペクトルデータ、光学データ、画像データお
よび／または電磁気データ（ただし、これらに限らない）が含まれる。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、あるエリア内に配置された対象物に関するパフォーマンス情報を
決定するための方法であって、そのエリアに関する磁場情報を取得するステップと、対象
物がエリア内の第１の位置に配置されているときに、磁場強度データおよび／または磁場
方向データを含む第１の磁場データを計測するステップと、エリア内の対象物に関するパ
フォーマンス情報を、そのエリアに関する磁場情報ならびに第１の磁場データに基づいて
決定するステップと、を含む方法に関する。
【０００８】
　本発明の実施形態はまた、ある運動競技場エリア内に配置された対象物に関するパフォ
ーマンス情報を決定するための方法であって、その運動競技場エリアに関する磁場マップ
データを取得するステップと、対象物が運動競技場エリア内に配置されているときに磁場
データを計測するステップと、その計測された磁場データをフィルタ処理するステップと
、磁場マップデータおよびフィルタ処理された計測磁場データに基づいてその運動競技場
エリア内の対象物に関するパフォーマンス情報を決定するステップと、を含む方法に関す
る。
【０００９】
　本発明の実施形態はさらに、あるエリア内の対象物の所与の時点における位置を決定す
るための方法であって、そのエリアに関する磁場情報を取得するステップと、対象物がエ
リア内の第１の位置に配置されているときに第１の磁場データを計測するステップと、第
１の磁場データをそのエリアに関する磁場情報と比較するステップと、第１の磁場データ
の、そのエリアに関する磁場情報との比較に基づいてエリア内の対象物の第１の位置に関
する１組の可能場所を決定するステップと、対象物がエリア内の第２の位置に配置されて
いるときに第２の磁場データを計測するステップと、第２の磁場データをそのエリアに関
する磁場情報と比較するステップと、制約ならびに第１の磁場データおよび第２の磁場デ
ータの、そのエリアに関する磁場情報との比較に基づいて、対象物の第２の位置に関する
可能な場所を決定するために第２の磁場データに制約を適用するステップと、エリア内の
対象物の所与の時点における位置を決定するために、磁場データを計測するステップと制
約を適用するステップを反復するステップと、を含む方法に関する。
【００１０】
　本発明の実施形態はまた、あるエリア内に配置された対象物に関するパフォーマンス情
報を決定するための方法であって、第１の時点において対象物がエリア内の第１の位置に
配置されているときに第１の磁場データを計測するステップと、第１の磁場データに基づ
いて第１の時点における対象物の第１の位置に関する場所を決定するステップと、第２の
時点において対象物がエリア内の第２の位置に配置されているときに第２の磁場データを
計測するステップと、第２の磁場データに基づいて第２の時点における対象物の第２の位
置に関する場所を決定するステップと、第１の時点における対象物の第１の位置に関する
場所および第２の時点における対象物の第２の位置に関する場所に基づいて対象物に関す
るパフォーマンス情報を決定するステップと、を含む方法に関する。
【００１１】
　本発明の実施形態はさらに、第１の対象物および第２の対象物を、それがある時間期間
にわたってあるエリアを動き回るのに従って追跡するための方法であって、第１の対象物
がその時間期間にわたってそのエリアを動き回るのに従ってその磁場データを取得するス
テップと、第２の対象物がその時間期間にわたってそのエリアを動き回るのに従ってその
磁場データを取得するステップと、その取得した第１の対象物の磁場データおよびその第
２の対象物の磁場データの取得に基づいて、所与の時点における第１の対象物および第２
の対象物の位置をそれがその時間期間にわたってそのエリアを動き回るのに従って追跡す
るステップと、を含む方法に関する。
【００１２】
　本発明の実施形態はまた、ある運動競技場エリアの磁場をマッピングするための方法で
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あって、マッピングセッションの間に運動競技場エリア内の複数の場所において磁場デー
タを計測するステップと、計測された磁場データに基づいて運動競技場エリアの磁場のマ
ップを作成するステップと、を含む方法に関する。
【００１３】
　本発明の実施形態はさらに、あるエリア内に配置された対象物に関するパフォーマンス
情報を決定するための方法であって、そのエリアに関する磁場情報を取得するステップと
、そのエリアに関する磁場情報の変動の統計解析を実行するステップと、対象物がエリア
内を動く際に磁場データに関する統計変数を計測するステップと、磁場データに関する統
計変数の計測値に基づいて対象物に関するパフォーマンス情報を決定するステップと、を
含む方法に関する。
【００１４】
　本発明の実施形態はまた、運動競技活動に係わっている複数の個人を監視するためのグ
ループ監視デバイスであって、運動競技活動中にその運動競技活動に係わっている複数の
個人の競技フィールド上での場所を示す表現ならびに移動式スポーツ対象物（例えば、ボ
ール）の場所を示す表現を表示するように構成されたディスプレイであって、その表現は
複数の個人の個人と結合された個人監視器が発生する場所情報ならびにスポーツ対象物と
結合された対象物監視器が発生する場所情報に基づくディスプレイを含むデバイスに関す
る。
【００１５】
　本発明の実施形態はさらに、運動競技活動に係わっている複数の個人を監視するための
方法であって、運動競技活動中にその運動競技活動に係わっている複数の個人の競技フィ
ールド上での場所ならびに移動式スポーツ対象物の場所を示す表現を表示するステップで
あって、その表現は複数の個人の個人と結合された個人監視器が発生する場所情報ならび
にスポーツ対象物と結合された対象物監視器が発生する場所情報に基づく表示ステップを
含む方法に関する。
【００１６】
　本発明の実施形態はまた、競技フィールドを規定するための方法であって、管理デバイ
スを用いて第１の場所にあるセンサを位置特定させる指示を表示するステップと、そのセ
ンサから第１のデータを受け取るステップと、第１のデータが第１の場所の位置であると
規定するステップと、管理デバイスを用いて第２の場所にあるセンサを位置特定させる指
示を表示するステップと、そのセンサから第２のデータを受け取るステップと、第２のデ
ータが第２の場所の位置であると規定するステップと、を含むと共に、第１の場所の位置
と第２の場所の位置は協働して競技フィールドを規定する方法に関する。
【００１７】
　本発明に関する追加の実施形態、特徴および利点、ならびに本発明の様々な実施形態の
構造および動作について、添付の図面を参照しながら以下で詳細に説明する。
【００１８】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれると共にその一部を成すものであり、本発明を限
定ではなく単に一例として例示するものであり、以下の説明と共に、本発明の原理を説明
し、当業者が本発明を実施および使用することができるように働くものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態によるある個人が運動競技活動監視システムを用いていると
ころを表した図である。
【図２】本発明の一実施形態によるある個人が運動競技活動監視システムを用いていると
ころを表した図である。
【図３】本発明の実施形態による様々な異なる運動競技器具を表した図である。
【図４】本発明の一実施形態によるセンサモジュールの構成要素のブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態によるセンサモジュールの構成要素のブロック図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による個人の身体を監視するように構成したセンサモジュ
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ールを表した図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態によるスポーツ用ボールを、それを監視するためのセンサ
モジュールを含めて表した図である。
【図７】本発明の一実施形態による運動競技活動監視システムの様々な構成要素が通信し
ているところを表した図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態による運動競技活動監視システムの様々な構成要素が通信
しているところを表した図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態による通信する２つのセンサモジュールを表した図である
。
【図９】本発明の一実施形態によるグループ監視システムを表した図である。
【図１０】本発明の一実施形態による例示的な座標系を表した図である。
【図１１】本発明の一実施形態による例示的な座標系を表した図である。
【図１２】本発明の一実施形態による個人が較正状態にあるところを表した図である。
【図１３】本発明の一実施形態による個人が運動状態にあるところを表した図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるボールおよび充電用ベースを表した図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるボールが較正状態にあるところを表した図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるボールが運動状態にあるところを表した図である。
【図１７】本発明の一実施形態による監視システムを表した図である。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態による個人監視器および付属の構成要素を表した図であ
る。
【図１８Ｂ】本発明の一実施形態による対象物監視器を表した図である。
【図１９】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスを表した図である。
【図２０】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスを表した図である。
【図２１】本発明の一実施形態による解析デバイスを表した図である。
【図２２】本発明の一実施形態による監視システムの一部分を表した図である。
【図２３】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図２４】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図２５】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図２６】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図２７】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図２８】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図２９】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図３０】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図３１】本発明の一実施形態によるグループ監視デバイスのディスプレイを表した図で
ある。
【図３２】本発明の一実施形態によるあるエリア内に配置された対象物に関するパフォー
マンス情報を決定するための方法を表した流れ図である。
【図３３】本発明の一実施形態によるあるエリア内に配置された対象物に関するパフォー
マンス情報を決定するための方法を表した流れ図である。
【図３４】本発明の一実施形態によるあるエリア内の対象物の位置を決定するための方法
を表した流れ図である。
【図３５】本発明の一実施形態によるあるエリア内に配置された対象物に関するパフォー
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マンス情報を決定するための方法を表した流れ図である。
【図３６】本発明の一実施形態による第１および第２の対象物をこれらがあるエリアを動
き回るに従って追跡するための方法を表した流れ図である。
【図３７】本発明の一実施形態によるある運動競技場エリアの磁場をマッピングするため
の方法を表した流れ図である。
【図３８】本発明の一実施形態によるあるエリア内に配置された対象物に関するパフォー
マンス情報を決定するための方法を表した流れ図である。
【図３９】本発明の一実施形態による磁場強度マップを表した図である。
【図４０】本発明の一実施形態による単位距離にわたる磁場強度計測値を表したグラフで
ある。
【図４１】本発明の一実施形態によるあるエリア内の単位距離あたりの平均磁場強度分布
を表したグラフである。
【図４２】本発明の一実施形態によるある距離にわたる磁場強度分布を表したグラフであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ここで本発明について添付の図面で示したようなその実施形態を参照しながら詳細に説
明する。「ある実施形態」、「一実施形態」、「例示の一実施形態」、「幾つかの実施形
態」、その他に対する言及は、記載した実施形態が特定の特徴、構造または特性を含むこ
とがあるが、すべての実施形態が必ずしもその特定の特徴、構造または特性を含まないこ
とがあることを示している。さらにこうした表現は必ずしも同じ実施形態に言及したもの
とは限らない。さらに、特定の特徴、構造または特性について一実施形態と関連して記載
した場合に、別の実施形態に関連したこうした特徴、構造または特性に影響（明示的な記
載があるか否かによらず）を与えることは当業者の知見の域内にあることは異論なかろう
。
【００２１】
　本明細書で使用する場合に「発明」または「本発明」という用語は非限定の用語であり
、その特定の発明に関する何らかの単一の実施形態に言及する意図ではなく本出願に記載
したような可能なすべての実施形態を包含するものである。
【００２２】
　本発明の様々な態様あるいはその任意の一部または機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、命令を記憶しているコンピュータ読取り可能またはコンピュータ使
用可能な有形の記憶媒体、あるいはこれらの組み合わせを用いて実施することができ、ま
た１つまたは複数のコンピュータシステムまたは別の処理システムで実施することができ
る。
【００２３】
　本発明は、一般に、局所磁場の計測に基づいて対象物に関するパフォーマンス情報を決
定する方法に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、あるエリア内において対象物
の位置または速度などの対象物に関するパフォーマンス情報を、そのエリアの磁場情報を
マッピングすると共に、対象物がそのエリアを動き回る際に取得した磁場データ計測値を
そのマッピング済みデータと比較することによって決定する方法に関する。
【００２４】
　例えばその個人がサッカー（すなわち、フットボール）の試合でプレイすることなどス
ポーツ用ボールの使用に関連する活動に参加している場合、例えばその個人がサッカーボ
ール（すなわち、フットボール）をキックしたときの速度を決定できること、競技フィー
ルド上における境界線やゴールを基準としたサッカーボールの場所を決定できること、あ
るいは試合中にサッカーボールが競技フィールドの様々なエリアで費やした相対時間量を
決定できることが望ましい。
【００２５】
　また別の例として、例えばバスケットボールなどのスポーツをプレイしている個人の場
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所を、ある指定の時点においてあるいはゲーム進行全体にわたって決定できることが望ま
しい。さらに、個人がコートを動き回る速度ならびにその個人がゲーム中にコートを動き
回る際にその個人がとった経路を決定できることが望ましい。
【００２６】
　一実施形態では、運動競技活動に係わっている複数の個人（例えば、チームスポーツに
おけるチームメイトや対戦相手）の身体の位置や動きおよび／または運動競技活動中に個
人が使用する複数個の運動競技器具の動きを監視することがある。幾つかの実施形態では
、リアルタイムの監視および／またはフィードバックが提供されてもよく、一方、別の実
施形態では活動後フィードバックが提供されてもよい。
【００２７】
　１つまたは複数の可搬式センサを含んだ運動競技活動監視システムを用いることによっ
て、以下に記載する本発明の実施形態は個人（または、そのコーチ、チームメイトもしく
は観客）に対して、運動競技活動過程の間において個人の身体の位置あるいは個人の運動
競技器具の位置に関するこうした情報やその他の情報の取得を可能にさせるので有利とな
り得る。センサが取得したデータは、活動中の関心対象物の位置および動きに関する有用
情報を作成するために多種多様な方法で処理されてもよい。幾つかの実施形態ではセンサ
データは、個人の身体または個人の運動競技器具に関する空間的向きの変化（すなわち、
地球上の指定の場所、競技フィールドもしくは別の基準点を基準とした位置の変化）を決
定するように処理されてもよい。別の実施形態ではセンサデータは競技フィールドなどの
特定のエリアに関する記憶済みの基準データに対する参照によって処理されてもよい。
【００２８】
　ある実施形態では、個人の身体の位置および動きまたは個人の運動競技器具の位置およ
び動きに関する情報は、例えば、個人に対してその位置または動きを向上させ得る方法に
関して指導を提供するために用いられることや、個人の身体または運動競技器具位置また
は動きに関係するレフェリー、アンパイヤまたはその他の運動競技会審判の判定の正確性
に対するチェックとして用いられてもよい。
【００２９】
　適切な監視システムおよび構成要素には、例えば、参照によりその開示全体を本明細書
に組み込むものとする同一所有者の「ＡＴＨＬＥＴＩＣ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ　ＭＯＮＩＴ
ＯＲＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ」と題する米国特許出願第１３／
４４６，９３７号、「ＳＰＯＲＴ　ＢＡＬＬ　ＡＴＨＬＥＴＩＣ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ　Ｍ
ＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ」と題する米国特許出願
第１３／４４６，９８２号、および「ＷＥＡＲＡＢＬＥ　ＡＴＨＬＥＴＩＣ　ＡＣＴＩＶ
ＩＴＹ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ」と題する米
国特許出願第１３／４４６，９８６号に開示されているシステムおよび構成要素を含むこ
とができる。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による個人１００が運動競技活動監視システム１０を用い
ているところの図である。個人１００は、運動競技活動過程の中に本発明による運動競技
活動監視システム１０を用いて個人１００の身体の位置および動きまたは個人１００の運
動競技器具の位置および動きに関する情報を取得することを希望することがある。
【００３１】
　本発明の実施形態による運動競技活動監視システム１０は、チームまたは個人の運動競
技活動に関してならびに競争型や非公式のトレーニングセッションに関して個人１００が
用いるのに適したものとなり得る。例えば本発明の実施形態による運動競技活動監視シス
テム１０は、野球、バスケットボール、ボーリング、ボクシング、クリケット、サイクリ
ング、フットボール（すなわち、アメリカンフットボール）、ゴルフ、ホッケー、ラクロ
ス、ボート運動競技、ラグビー、ランニング、スケートボード、スキー、サッカー（すな
わち、フットボール）、サーフィン、水泳、卓球、テニスまたはバレーボールなどの運動
競技活動に参加している、あるいはこれらに関係するトレーニングセッション中にある個
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人１００が用いるのに適したものとなり得る。
【００３２】
　本発明の実施形態による運動競技活動監視システム１０はセンサモジュール１０２を含
むことがある。センサモジュール１０２は１つまたは複数のセンサを含むことがあり、か
つ運動競技活動中に個人１００が扱う対象物１０４と物理的に結合されてもよい。より詳
細には以下で説明するが、センサモジュール１０２は、幾つかの実施形態では、個人１０
０の身体１０６または個人の運動競技器具１０８に対する空間的向きの変化を監視するた
めに用いられてもよい一方、センサモジュール１０２は別の実施形態では、身体１０６ま
たは器具１０８の動きデータと活動メトリクスとの間の相関を決定するためにデータ構造
体内に記憶された所定の相関データと組み合わせて用いられてもよい。
【００３３】
　図１に示したようなある実施形態では、監視を受ける対象物１０４を個人１００の身体
１０６とすることがあり、またセンサモジュール１０２を個人１００の身体１０６と物理
的に結合されてもよい。図示した実施形態ではセンサモジュール１０２は、胸部と呼ばれ
る個人１００の身体１０６の部分と物理的に結合するように構成される。別の実施形態で
はセンサモジュール１０２を、個人１００の身体１０６の別の部分（例えば、個人の頭、
首、肩、背中、腕、手首、手、指、腰、臀部、脚、足首、足または足指）と物理的に結合
するように構成されてもよい。
【００３４】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２を、センサモジュール１０２と個人１０
０の身体１０６の間に存在する１つまたは複数の衣類層、履物、あるいは運動競技用保護
器具を用いて個人１００の身体１０６の部分と物理的に結合するように構成されてもよい
。介在する物品が存在するか否かによらずセンサモジュール１０２は、個人１００が身に
着ける、例えばストラップ、接着物、ポケット、クリップなど着脱式や非着脱式の多種多
様な手段によるか、あるいは衣類（例えば、シャツ、パンツ、靴下、手袋もしくは帽子）
、履物または運動競技用保護器具内に組み込むことによって、個人１００の身体１０６の
部分と物理的に結合されてもよい。
【００３５】
　ある実施形態ではセンサモジュール１０２は、センサモジュール１０２を保持するよう
に構成した衣服のセンサモジュール１０２の保持要素内に配置するように構成されてもよ
い。幾つかの例示的実施形態ではその保持要素は、センサモジュール１０２のサイズおよ
び形状に対応するようなサイズおよび形状とすることができ、これにより衣服の装着者の
動きがセンサモジュール１０２に与える影響を最小化するようにセンサモジュール１０２
をその内部でネスティングさせてセンサモジュール１０２を適所に保持することを可能と
する。追加の要素は、例えばバンドやスペーサ要素などこの影響の最小化に役立てるため
に用いられてもよい。センサモジュール１０２の保持要素は、例えばこれと一体化するこ
と、これに接着させること、これに縫い合わせること、これに溶接すること、これに結び
付けること、これにクリップ留めすること、これにスナップ留めすること、これに装着す
ること、あるいはこれらの技法や別の技法の任意の組み合わせによることによって、織物
（衣服の層）と結合されてもよい。幾つかの例示的実施形態では、センサモジュール１０
２の保持要素を衣服の織物層と一体に形成する。
【００３６】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２の保持要素を、センサモジュール１０２
の装着者の上背部に対応するように位置決めすることがある。センサモジュール１０２の
保持要素を上背部など装着者上の高い位置に対応させることは、センサモジュール１０２
がデータを送受信するときにセンサモジュール１０２の保持要素内における干渉を最小化
すると共に、センサモジュール１０２のレンジおよび信号強度を最大化するのに役立てる
ことができる。追加として、センサモジュール１０２の保持要素を上背部に対応するよう
に位置決めすることによれば、センサモジュール１０２による運動選手の動きとの干渉が
最小化される。幾つかの例示的実施形態ではセンサモジュール１０２の保持要素は、装着



(10) JP 6504746 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

者の上背部以外の部分に対応するように位置決めされる。
【００３７】
　図２に示したような別の実施形態では、対象物１０４は運動競技活動中に個人１００が
用いる運動競技器具１０８とすることがあり、またセンサモジュール１０２をこの運動競
技器具１０８と物理的に結合されてもよい。図示した実施形態ではセンサモジュール１０
２は、サッカーボールとした運動競技器具１０８と物理的に結合される。別の実施形態で
はセンサモジュール１０２を、例えば任意のタイプのスポーツ用ボール、任意のタイプの
スポーツ「スティック」（例えば、野球バット、ホッケースティック、ゴルフクラブ、卓
球ラケットもしくはテニスラケット）、スポーツ手袋、自転車、オール、靴、ブーツ、ス
キー、帽子もしくはキャップ、スケートボード、サーフボードまたは１対の眼鏡もしくは
ゴーグルなどの別の運動競技器具１０８と物理的に結合するように構成されてもよい。
【００３８】
　センサモジュール１０２は、運動競技器具１０８および運動競技活動の性質に応じて多
種多様な結合手段によって運動競技器具１０８と物理的に結合されてもよい。例えばセン
サモジュール１０２は、ボールの外部に取り付けられること、中空のボールの内表面に取
り付けられること、中空のボール内にある懸架システムにより懸架されること、多層ボー
ルの外側層や別の層内に組み込まれることによって、スポーツ用ボールと物理的に結合さ
れてもよい。さらにセンサモジュール１０２は、例えば、ボールの外部に取り付けられる
こと、多層ボールの層間に組み入れられること、ボールの中実部分内に埋め込まれること
によって非中空のスポーツ用ボール（例えば、野球ボール、ボーリングボールまたはゴル
フボール）と物理的に結合されてもよい。さらに別の例としてセンサモジュール１０２は
、スポーツスティックの一部分に巻き付けられること、スポーツスティックの一部分にク
リップ留めされること、スポーツスティックの外部表面に取り付けられること、中空また
は非中空のスポーツスティックの内部表面に取り付けられること、中空のスポーツスティ
ック内にある懸架システムによって懸架されること、あるいは多層式または複合材のスポ
ーツスティックの壁や別の層内に組み入れられることによって、スポーツ「スティック」
と着脱式や非着脱式に物理的に結合されてもよい。センサモジュール１０２は、例えばス
トラップ、接着物などの多種多様な結合手段によるか、あるいは運動競技器具１０８内に
組み入れられることによって運動競技器具１０８と物理的に結合されてもよい。
【００３９】
　別の実施形態ではセンサモジュール１０２は、例えば心拍数監視デバイス、歩数計およ
び加速度計式監視デバイスなどの既存の運動競技活動監視器具、あるいは、例えばａｄｉ
ｄａｓ　ＡＧ（ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ）がＭＩＣＯＡＣＨ、ＰＡＣＥＲ、ＺＯ
ＮＥまたはＳＰＥＥＤ　ＣＥＬＬというブランド名で販売しているデバイスなどの別の可
搬式のフィットネス監視デバイス内に組み込まれることがある。
【００４０】
　図３は、本発明の監視システム１０の実施形態により使用されることがある様々な異な
る運動競技器具１０８の例を表した図である。図示したように本発明の監視システム１０
は、例えば、バスケットボール、フットボール、野球バット、野球ボール、ボーリングボ
ール、ホッケースティック、ホッケーのパック、スケートボード、サーフボード、自転車
、１対のスキー、スキーのストック、テニスラケット、テニスボール、履物、ボクシング
手袋、ゴルフクラブまたはゴルフボールなどの多種多様な異なる運動競技器具１０８と一
緒に用いられてもよい。
【００４１】
　図４は、本発明の一実施形態によるセンサモジュール１０２の構成要素のブロック図で
ある。図示した実施形態ではセンサモジュール１０２は、センサモジュール１０２の機能
を実行するように互いに動作可能に接続されたプロセッサ１１０、電源１１２、メモリ１
１４、加速度センサ１１６、磁場センサ１１８および送受信器１２２を含む。別の実施形
態ではこれらのセンサモジュール１０２の構成要素のうちの１つまたは幾つかを省略する
ことがあり、あるいは１つまたは複数の追加の構成要素を追加することがある。例えば対
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象物１０４の位置または速度など対象物１０４に関するパフォーマンス情報を決定するた
めに磁場データに対して主としてもしくは専ら依存している幾つかの実施形態では、セン
サモジュール１０２は磁場センサ１１８を含むが加速度センサ１１６を省略することがあ
る。
【００４２】
　プロセッサ１１０は、センサモジュール１０２のメモリ１１４内に記憶されたアプリケ
ーションプログラムを実施するように適合されることがある。プロセッサ１１０はまた、
生データ整理やフィルタ処理などアナログまたはディジタル信号処理アルゴリズムを実施
することが可能である。例えばプロセッサ１１０は、センサから生データを受け取りセン
サモジュール１０２においてこのデータを処理するように構成されてもよい。プロセッサ
１１０は、電源１１２、メモリ１１４、加速度センサ１１６、磁場センサ１１８および送
受信器１２２と動作可能に接続される。
【００４３】
　電源１１２は、センサモジュール１０２に電力を提供するように適合されることがある
。ある実施形態ではその電源１１２を電池とすることがある。この電源は、センサモジュ
ール１０２に内蔵させることやセンサモジュール１０２から取外し可能であってよく、ま
た充電式であっても非充電式であってもよい。一実施形態では電源１１２は、パーソナル
コンピュータに取り付けられたユニバーサルシリアルバス（「ＵＳＢ」）ケーブルなど充
電源に取り付けられたケーブル内にプラグ接続されることによって充電されることがある
。別の実施形態では電源１１２は、誘導式充電器から電源１１２までこの２つを密に接近
させるようにしたときにケーブルによる互いのプラグ接続を要することなく電磁場を用い
てエネルギーを転送する誘導式充電によって充電されることがある。ある種の実施形態で
は、充電を容易にするためにドッキングステーションを用いてもよい。
【００４４】
　メモリ１１４はアプリケーションプログラム命令を記憶すると共に運動競技活動データ
を記憶するように適合されることがある。一実施形態ではメモリ１１４は、本明細書に記
載した運動競技活動監視システム１０の機能の態様を実施するために用いられるアプリケ
ーションプログラムを記憶することがある。一実施形態ではメモリ１１４は、生データ、
記録データおよび／または計算済みデータを記憶することがある。より詳細には以下で説
明するが幾つかの実施形態では、メモリ１１４がデータ記憶バッファの役割をすることが
ある。メモリ１１４は、読み出し専用メモリとランダムアクセスメモリの両方を含むこと
があり、またさらにメモリカードや別の取外し可能記憶デバイスを含むことがある。
【００４５】
　本発明の幾つかの実施形態ではメモリ１１４が生データ、記録済みデータおよび／また
は計算済みデータを永続的に記憶することがある一方、別の実施形態ではメモリ１１４は
バッファ内などにすべてのデータや一部のデータを単に一時的に記憶することがある。本
発明の一実施形態ではメモリ１１４および／またはこれらに関係するバッファは、本発明
の具体的な用途のためにある量のデータだけをセーブできるように所定のサイズのメモリ
場所内にデータを記憶することがある。
【００４６】
　加速度センサ１１６は、センサモジュール１０２の加速度を計測するように適合される
ことがある。したがってセンサモジュール１０２を対象物１０４（個人１００の身体１０
６や運動競技器具１０８など）と物理的に結合されたときに、加速度センサ１１６は地球
の重力場に由来する加速度を含む対象物１０４の加速度を計測することを可能とし得る。
ある実施形態では加速度センサ１１６は、直交する３つの方向で加速度の計測が可能な３
軸加速度計を含むことがある。別の実施形態では、別に１つ、２つ、３つまたはこれより
多くの加速度計が用いられてもよい。
【００４７】
　磁場センサ１１８は、センサモジュール１０２の近傍において磁場の強度および／また
は方向を計測するように適合されることがある。したがって、センサモジュール１０２を
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対象物１０４（個人１００の身体１０６や運動競技器具１０８など）と物理的に結合され
たときに、磁場センサ１１８は対象物１０４の近傍における地球の磁場を含む磁場の強度
および／または方向の計測を可能にさせることがある。ある実施形態ではその磁場センサ
１１８をベクトル磁力計とすることがある。別の実施形態ではその磁場センサ１１８を、
全局所磁場に関して得られた磁気ベクトルの大きさおよび方向を３次元で計測することが
可能な３軸磁力計とすることがある。別の実施形態では、別に１つ、２つ、３つまたはこ
れより多くの磁力計が用いられてもよい。
【００４８】
　本発明のある実施形態ではこの加速度センサ１１６および磁場センサ１１８を、ＳＴＭ
ｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（スイス、ジュネーブ）によって製作される型番がＬＳ
Ｍ３０３ＤＬＨＣの単一の加速度計磁力計モジュール内に含めてもよい。別の実施形態で
はセンサモジュール１０２は加速度センサ１１６と磁場センサ１１８のうちの一方だけを
含むことがあり、所望であればもう一方を省略することがある。例えば、対象物１０４の
位置または速度など対象物１０４に関するパフォーマンス情報を決定するために磁場デー
タに対して主としてもしくは専ら依存している幾つかの実施形態では、センサモジュール
１０２は磁場センサ１１８を含むが加速度センサ１１６は省略することがある。
【００４９】
　図４に示した送受信器１２２はセンサモジュール１０２に対して、運動競技活動監視シ
ステム１０の別の構成要素（以下でより詳細に記載するものなど）と無線で通信すること
を可能とすることができる。ある実施形態では、センサモジュール１０２と運動競技活動
監視システム１０の別の局所構成要素は、例えばＤｙｎａｓｔｒｅａｍ　Ｉｎｎｏｖａｔ
ｉｏｎｓによるＡＮＴ、ＡＮＴ＋、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＢｌｕｅＲｏｂｉｎ、あるいは適切
な無線パーソナルまたはローカルエリアネットワークプロトコルのうちの１つまたは幾つ
かを用いたパーソナルエリアネットワークまたはローカルエリアネットワークを介して通
信することがある。運動競技活動監視システム１０に適した別の周知の通信プロトコルが
用いられることもある。
【００５０】
　ある実施形態ではその送受信器１２２は低出力の送受信器である。幾つかの実施形態で
は送受信器１２２を双方向通信送受信器１２２であってよく、一方、別の実施形態では送
受信器１２２を一方向送信器や一方向受信器であってもよい。センサモジュール１０２と
運動競技活動監視システム１０の別の構成要素の間のワイヤレス通信については以下でよ
り詳細に記載する。別の実施形態では、センサモジュール１０２を送受信器１２２に依存
しない運動競技活動監視システム１０の別の構成要素と有線で通信してもよい。
【００５１】
　本発明の幾つかの実施形態では、個人１００の身体１０６または個人の運動競技器具１
０８に対する空間的向きの変化を監視するため、身体１０６または器具１０８の動きデー
タと活動メトリクスとの間の相関を決定するため、あるいは計測済みデータを以前に計測
されかつ記録されたデータと比較するために、図４に示したものなどの構成要素を有する
センサモジュール１０２を個人１００が実施する運動競技活動中に対象物１０４と物理的
に結合されてもよい。これらの実施形態では加速度センサ１１６および磁場センサ１１８
が、様々な監視計算を実行するのに必要なデータを収集する役割をすることがある。
【００５２】
　しかし幾つかの別の実施形態では、センサモジュール１０２内に追加のセンサを含める
こと、あるいは追加のセンサをセンサモジュール１０２と通信させることが望ましい。ま
た別の実施形態ではセンサモジュール１０２は、例えば心拍数監視デバイス、歩数計およ
び加速度計式監視デバイスなどの追加のセンサまたは別のセンサを有する可能性がある既
存の運動競技活動監視装置、あるいは、例えばａｄｉｄａｓ　ＡＧ（ドイツ、ヘルツォー
ゲンアウラハ）がＭＩＣＯＡＣＨ、ＰＡＣＥＲ、ＺＯＮＥまたはＳＰＥＥＤ　ＣＥＬＬと
いうブランド名で販売しているデバイスなどの別の可搬式フィットネス監視デバイス内に
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組み込まれることがある。
【００５３】
　加速度センサ１１６および磁場センサ１１８以外に、センサモジュール１０２の一部と
するあるいはセンサモジュール１０２と別個の、しかしそれと通信するものとし得る別の
センサに、多種多様な運動競技パフォーマンスパラメータの計測が可能なセンサを含める
ことがある。「パフォーマンスパラメータ」という用語は、個人１００の運動競技活動と
関連付けされた物理的パラメータおよび／または生理学的パラメータを含むことができる
。計測される物理的パラメータは、時間、距離、速度、場所、歩調、ペダル数、車輪回転
数、一般的な回転、ストライド数、ストライド長、エアタイム、ストライド率、高度、歪
み、衝撃力、ジャンプ力、一般的な力およびジャンプ高さ（ただし、これらに限らない）
を含むことがある。計測される生理学的パラメータは、心拍数、呼吸数、血中酸素レベル
、血中乳酸レベル、血流、水和（ｈｙｄｒａｔｉｏｎ）レベル、燃焼カロリーまたは体温
（ただし、これらに限らない）を含むことがある。
【００５４】
　これらのパラメータの計測を可能とし得る実際のセンサは、歩数計、脈拍計、温度計、
高度計、圧力センサ、歪みゲージ、自転車パワー計、自転車クランク／ホイール位置セン
サ、磁気センサ、角運動量センサ（例えば、ジャイロスコープ）、抵抗センサまたは力セ
ンサ（ただし、これらに限らない）を含むことがある。
【００５５】
　図５は、上で言及したように幾つかの追加のセンサを組み込み得るような本発明の別の
実施形態によるセンサモジュール１０２の構成要素ならびに追加の別の構成要素のブロッ
ク図である。図示した実施形態ではセンサモジュール１０２は、センサモジュール１０２
の機能を実行するように互いに動作可能に接続されたプロセッサ１１０、電源１１２、メ
モリ１１４、加速度センサ１１６、磁場センサ１１８、ユーザインタフェース１２０およ
び送受信器１２２、角運動量センサ１２４、心拍数センサ１２６、温度センサ１２８、位
置受信器１３０、データポート１３２およびタイマ１３４を含む。別の実施形態では、こ
れらのセンサモジュール１０２の構成要素のうちの１つまたは幾つかを省略することがあ
り、あるいは１つまたは複数の追加の構成要素を追加することがある。
【００５６】
　図５の実施形態に関するプロセッサ１１０、電源１１２、メモリ１１４、加速度センサ
１１６、磁場センサ１１８および送受信器１２２は、図４のアナログ式構成要素に関連し
て上述したものと同様の構造および機能を有することがある。
【００５７】
　センサモジュール１０２のユーザインタフェース１２０は、個人１００がセンサモジュ
ール１０２とやり取りするために用いられてもよい。一実施形態ではユーザインタフェー
ス１２０は、グラフィックユーザインタフェースのタッチ画面表面の仮想ボタン、スイッ
チまたはキーを含む１つまたは複数の入力ボタン、スイッチまたはキーを含むことがある
。これらのボタン、スイッチまたはキーの各々の機能は、センサモジュール１０２の動作
モードに基づいて決定されることがある。一実施形態ではユーザインタフェース１２０は
、タッチパッド、スクロールパッドおよび／またはタッチ画面を含むことがある。別の実
施形態では、ユーザインタフェース１２０はキャパシタンススイッチを含むことがある。
また別の実施形態では、ユーザインタフェース１２０は音声起動制御を含むことがある。
【００５８】
　しかし幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２がユーザインタフェース１２０
を含まないことがある。これらの実施形態ではセンサモジュール１０２は、それ自体でユ
ーザインタフェースを含み得るような運動競技活動監視システム１０の別の構成要素と通
信することを可能とすることができる。
【００５９】
　センサモジュール１０２の角運動量または向きを計測するように、例えばジャイロスコ
ープとし得るような角運動量センサ１２４を適合させることができる。したがってセンサ
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モジュール１０２が対象物１０４（個人１００の身体１０６または運動競技器具１０８な
ど）と物理的に結合されているとき、角運動量センサ１２４は対象物１０４の角運動量ま
たは向きを計測可能とし得る。ある実施形態ではその角運動量センサ１２４は、直交する
３つの軸の周りの角度回転の計測が可能な３軸ジャイロスコープとすることがある。別の
実施形態では、別に１つ、２つ、３つまたはこれより多くのジャイロスコープが用いられ
てもよい。一実施形態では角運動量センサ１２４は加速度センサ１１６と磁場センサ１１
８のうちの１つまたは幾つかが実施した計測値を較正するために用いられてもよい。
【００６０】
　心拍数センサ１２５は個人の心拍数を計測するように適合されることがある。心拍数セ
ンサ１２５は、個人１００の皮膚（個人の胸部の皮膚など）に接触するように配置される
と共に、ストラップによって確保されることがある。心拍数センサ１２５は、個人１００
の心臓の電気的活動を読み取ることを可能とし得る。
【００６１】
　温度センサ１２８は、例えば、温度の変化を計測する温度計、サーミスタまたは熱電対
とすることがある。幾つかの実施形態ではその温度センサ１２８は主に、例えば加速度セ
ンサ１１６や磁場センサ１１８など運動競技活動監視システム１０の別のセンサの較正の
ために用いられてもよい。
【００６２】
　ある実施形態ではその位置受信器１３０を、衛星測位システムの衛星からの無線による
見通し線に沿った時間信号を用いてその場所（すなわち、経度、緯度および高度）を決定
することが可能な電子式の衛星測位受信器とすることがある。周知の衛星測位システムに
は、ＧＰＳシステム、Ｇａｌｉｌｅｏシステム、ＢｅｉＤｏｕシステムおよびＧＬＯＮＡ
ＳＳシステムが含まれる。別の実施形態では、その位置受信器１３０を無線信号三角測量
や別の同様の原理を用いてセンサモジュール１０２の場所を決定し得るような、ローカル
またはリモートの基地局と通信することが可能なアンテナあるいは無線伝送送受信器とす
ることがある。幾つかの実施形態では位置受信器１３０のデータはセンサモジュール１０
２に対して、位置通過地点、時間、場所、移動距離、速度、歩調または高度を計測および
／または計算するために使用し得る情報の検出を可能にさせることがある。
【００６３】
　データポート１３２は、センサモジュール１０２との情報転送を容易にすることができ
ると共に、これを例えばＵＳＢポートとすることができる。幾つかの例示的実施形態では
データポート１３２は追加としてまたは代替として、電源１１２を充電するための電源１
１２への電力の転送を容易にすることが可能である。
【００６４】
　タイマ１３４は、絶対時間の追跡および／または経過時間の決定が可能な時計とするこ
とがある。幾つかの実施形態ではタイマ１３４はデータ記録に対してタイムスタンプを付
与するために用いられ、あるデータが計測または記録された時間を決定し得るようにまた
様々なデータに関する様々なタイムスタンプを互いに相関させるようにすることがある。
【００６５】
　本発明の幾つかの実施形態では、個人１００の身体１０６または個人の運動競技器具１
０８に対する空間的向きの変化を監視するため、身体１０６または器具１０８の動きデー
タと活動メトリクスとの間の相関を決定するため、あるいは計測済みデータを以前に計測
されかつ記録されたデータと比較するために、図５に示したものなどの構成要素を有する
センサモジュール１０２を個人１００が実施する運動競技活動中に対象物１０４と物理的
に結合されてもよい。これらの実施形態では、加速度センサ１１６、磁場センサ１１８お
よび／または含まれる別のセンサが、様々な監視計算を実行するのに必要なデータを収集
する役割をすることがある。しかし幾つかの別の実施形態では、センサモジュール１０２
内に追加のセンサを含めること、追加のセンサをセンサモジュール１０２と通信させるこ
と、あるいはセンサモジュール１０２を備えたセンサ数をより少なくすることが望ましい
。
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【００６６】
　図６Ａは、本発明の一実施形態による個人１００の身体１０６を監視するように構成さ
れたセンサモジュール１０２を表した図である。図示したセンサモジュール１０２は、図
１に示したセンサモジュール１０２と同様とすることができ、胸部と呼ばれる個人１００
の身体１０６の部分と物理的に結合するように構成される。本発明の幾つかの実施形態で
は図６Ａのセンサモジュール１０２を、個人１００の身体１０６の空間的向きの変化を監
視するため、身体１０６の動きデータと活動メトリクスの間の相関を決定するため、ある
いは計測済みデータを以前に計測されかつ記録されたデータと比較するために、運動競技
活動中の個人１００の身体１０６と物理的に結合されてもよい。
【００６７】
　図６Ａに示したようにある実施形態ではそのセンサモジュール１０２がハウジング１３
６を含むことがある。ハウジング１３６は、図４または図５を参照しながら上述した例示
的なセンサモジュール１０２の様々な電子構成要素を含みこれを保護することができる。
図６Ａではハウジング１３６を円盤状のハウジングとして図示しているが、ハウジングは
センサモジュール１０２の必要な構成要素を収容ならびに個人１００の身体１０６の所望
の部分への物理的な結合が可能な適切な任意のサイズおよび形状をとることができる。あ
る実施形態ではそのハウジングは、プラスチック（例えば、ＴＰＵや適切な硬さをもつ別
の材料）から製作されることがある。
【００６８】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２はさらに、ボタンおよび／またはディス
プレイを含むことがある。このボタンは、センサモジュール１０２のユーザインタフェー
スの役割をすることがある。このボタンは、センサモジュール１０２のオンおよびオフへ
の切替え、様々な表示オプションのトグル切替え、あるいは多種多様な別の機能の提供を
可能にすることがある。別法として、複数のボタンを設けることやボタンを全く設けない
ことがある。一実施形態ではそのディスプレイを、センサモジュール１０２のステータス
または電池寿命を個人１００に伝達することが可能な比較的単純なＬＥＤディスプレイと
することがある。別の実施形態ではそのディスプレイを、７セグメントＬＣＤディスプレ
イなど、パフォーマンスパラメータ情報、フィードバックまたは別の情報を個人１００に
対して表示することが可能なより高度なディスプレイとすることがある。別法として、図
６Ａに示したようにボタンやディスプレイを全く設けないことがある。
【００６９】
　図６Ｂは、本発明の一実施形態によるセンサモジュール１０２をそれの監視のために備
えたスポーツ用ボールを表した図である。図示したセンサモジュール１０２は、図２に示
したセンサモジュール１０２と同様とすることができ、サッカーボールとした運動競技器
具１０８と物理的に結合するように構成される。本発明の幾つかの実施形態では、サッカ
ーボール内に組み込まれた図６Ｂのセンサモジュール１０２は、例えば個人１００がサッ
カーボールをキックした結果としての運動競技活動中のサッカーボールの空間的向きの変
化を監視するため、ボール動きデータと活動メトリクスの間の相関を決定するため、ある
いは計測済みデータを以前に計測されかつ記録されたデータと比較するために用いられて
もよい。
【００７０】
　図６Ｂに示したようにこのボールは、ボールの中空の空洞を囲繞する外側層１４２を含
むことがある。外側層１４２は必要に応じて内部の気嚢部にアクセス可能とするように、
パネル状の革やプラスチックを一体に縫い合わせる、結合させるかつ／または接着させる
かすると共に、紐留めされることがある。別の実施形態ではそのボールは、単一の中実層
や複数の異なる層を含んだ非中空のスポーツ用ボール（例えば、野球ボール、ボーリング
ボールまたはゴルフボール）とすることがある。幾つかの実施形態ではセンサモジュール
１０２を個人への販売前にボールに取り付けまたは組み込むことがある一方、別の実施形
態では個人がボールを購入後にセンサモジュール１０２を後から挿入することがある。幾
つかの実施形態ではそのボールは、身体装着のセンサモジュール１０２（存在する場合）
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に関連して上述したものと同様とし得るボタンおよびディスプレイを含むことがある。別
法として、図６Ｂに示したようにボタンやディスプレイを全く設けないことがある。
【００７１】
　本発明の幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、有線や無線技術を介して運
動競技活動監視システム１０の別の構成要素と通信することがある。センサモジュール１
０２と運動競技活動監視システム１０の別の構成要素の間の通信は多種多様な理由から望
ましいことになり得る。例えばセンサモジュール１０２が運動競技活動情報を記録し記憶
している場合、追加のデータ処理、データ表現、他者との共有、以前に記録した運動競技
活動情報との比較、あるいは多種多様な別の目的のためにこの情報を別の電子デバイスに
送ることが有用となり得る。さらに別の例では、センサモジュール１０２の有する処理能
力、ワイドエリアネットワーク伝送機能、センサ機能あるいは別の機能が不十分である場
合、これらの機能を運動競技活動監視システム１０の別の構成要素によって提供すること
が可能である。このことを念頭に入れながら、可能な通信手段について以下で簡単に記載
する。
【００７２】
　センサモジュール１０２とパーソナルコンピュータ２０４の間の有線通信は、例えば、
パーソナルコンピュータ２０４の通信ポートにプラグ接続した通信ワイヤを用いてパーソ
ナルコンピュータ２０４に取り付けられたドッキングユニット内にセンサモジュール１０
２を配置させることによって行うことができる。別の実施形態では、センサモジュール１
０２とパーソナルコンピュータ２０４の間の有線通信は、例えば、センサモジュール１０
２とコンピュータ２０４の間にケーブルを接続することによって行うことができる。セン
サモジュール１０２のデータポート１３２とコンピュータ２０４の通信ポートは、ＵＳＢ
ポートを含むことがある。センサモジュール１０２とコンピュータ２０４を接続するケー
ブルはＵＳＢ－ＡやＵＳＢ－Ｂのレギュラープラグ、ミニプラグもしくはマイクロプラグ
（ただし、これらに限らない）を含む適切なＵＳＢプラグを備えたＵＳＢケーブルとする
ことや、例えばＦｉｒｅＷｉｒｅ、イーサネット（登録商標）またはＴｈｕｎｄｅｒｂｏ
ｌｔケーブルなどの別の適切なケーブルとすることがある。上で説明したように、幾つか
の実施形態ではこうしたケーブルは、電源１１２の充電のためのセンサモジュール１０２
の電源１１２への電力の転送を容易にするために用いられる可能性がある。別法としてそ
の電源１１２は、誘導式充電によるかあるいはドッキングステーションを用いることによ
って充電されることがある。
【００７３】
　パーソナルコンピュータ２０４に対する有線接続は、例えば、センサモジュール１０２
からパーソナルコンピュータ２０４に運動競技活動情報をアップロードするため、あるい
はパーソナルコンピュータ２０４からセンサモジュール１０２にアプリケーションソフト
ウェアのアップデートまたは設定値をダウンロードするために有用となり得る。
【００７４】
　センサモジュール１０２とパーソナルコンピュータ２０４の間のワイヤレス通信は、例
えば、無線ワイドエリアネットワーク（例えば、インターネット）、無線ローカルエリア
ネットワークまたは無線パーソナルエリアネットワークを通じて行うことができる。当業
者にはよく知られているように、ワイヤレスエリアネットワークを実施するのに適した数
多くの周知の標準や独自プロトコル（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ、ＩＥＥＥ８０２．１６、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ、Ｄｙｎａ
ｓｔｒｅａｍ　ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎｓによるＡＮＴ、ＡＮＴ＋もしくはＢｌｕｅＲｏｂ
ｉｎ）が存在する。したがって本発明の実施形態は、センサモジュール１０２と本発明の
運動競技活動監視システム１０の様々な要素との間の通信のために何らかの特定のプロト
コルを用いることに限定されるものではない。
【００７５】
　ある実施形態ではセンサモジュール１０２は、携帯電話により利用されているような無
線ワイドエリアネットワーク通信システムと通信することがある。例えば無線ワイドエリ
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アネットワーク通信システムは、複数の地理的に分散した通信タワーおよび基地局システ
ムを含むことがある。通信タワーは、センサモジュール１０２など長距離双方向無線周波
数通信ワイヤレスデバイスを支持する１つまたは複数のアンテナを含むことがある。アン
テナとセンサモジュール１０２の間の無線周波数通信は、例えばＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録
商標）、ＥＤＧＥ、３Ｇ、４Ｇ、ＩＥＥＥ８０２．ｘ（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１６（
ＷｉＭＡＸ））、その他など周知の任意のワイヤレスプロトコルや将来開発されるであろ
うワイヤレスプロトコルに準拠した無線周波数信号を利用することがある。基地局システ
ムおよび携帯電話通信タワーによってセンサモジュール１０２に対して空間伝播で伝送さ
れる情報はさらに、例えばインターネットを含む１つまたは複数の追加の回路交換式やパ
ケット交換式の通信ネットワークに対して送信または受信されることがある。
【００７６】
　図７に示したように、ネットワーク２００を介してセンサモジュール１０２、パーソナ
ルコンピュータ２０４および／またはリモートサーバ２０２の間でも通信を行うことがあ
る。一実施形態ではそのネットワーク２００はインターネットである。インターネットは
、データの通信のためにインターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）を利用するサーバ、
ルータ、スイッチおよび伝送線から成る世界規模の集積体である。ネットワーク２００は
また、センサモジュール１０２、パーソナルコンピュータ２０４、サーバ２０２およびド
ッキングユニットのうちの任意の２つ以上の間における通信のために利用されることがあ
る。本発明の一実施形態では情報は、センサモジュール１０２とサーバ２０２の間でネッ
トワーク２００を介して直接伝送されており、したがってパーソナルコンピュータ２０４
をバイパスする。
【００７７】
　センサモジュール１０２、パーソナルコンピュータ２０４、ネットワーク２００、サー
バ２０２または別の電子構成要素（例えば、別のセンサモジュール１０２、移動電話、タ
ブレットコンピュータもしくは別の可搬式電子デバイス）のうちの任意のものの間では、
多種多様な情報が伝送されることがある。こうした情報は、例えば、パフォーマンスパラ
メータデータ、デバイス設定値（センサモジュール１０２の設定値）、ソフトウェアおよ
びファームウェアを含むことがある。
【００７８】
　本発明の様々な要素間での通信は、運動競技活動が終了した後で行われることも、運動
競技活動中にリアルタイムで行われることもある。さらに例えば、センサモジュール１０
２とパーソナルコンピュータ２０４の間のやり取りとパーソナルコンピュータ２０４とサ
ーバ２０２の間のやり取りとは異なる時点で生じることがある。
【００７９】
　本発明の幾つかの実施形態では運動競技活動監視システム１０を使用する個人１００が
、センサモジュール１０２を個人の身体１０６または運動競技器具１０８に物理的に結合
させて活動に参加することがあるが、この際に運動競技活動監視システム１０の一部を成
す別の可搬式電子デバイスは個人の直ぐ近傍に備えていない。こうした実施形態ではセン
サモジュール１０２は、運動競技活動をそのセンサを用いて監視することになる。センサ
モジュール１０２はまた、個人１００の身体１０６または個人の運動競技器具１０８に対
する空間的向きの変化を監視するのに必要な計算を実行すること、身体１０６または器具
１０８の動きデータと活動メトリクスとの間の相関を決定するために必要な計算、あるい
は計測済みデータを以前に計測されかつ記録されたデータと比較するために必要な計算を
実行することがある。
【００８０】
　別法としてこのシナリオでは、個人１００の身体１０６または個人の運動競技器具１０
８に対する空間的向きの変化を監視するのに必要な計算を実行するため、あるいは身体１
０６または器具１０８の動きデータと活動メトリクスとの間の相関を決定するために必要
な計算を実行するために、運動競技活動監視システム１０のうち活動中に個人１００から
遠くに位置する別の構成要素に依拠する可能性がある。このことは、例えば、活動中また
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は活動後のセンサモジュール１０２からパーソナルコンピュータ２０４もしくはサーバ２
０２への運動競技パフォーマンス情報の直接のワイヤレス伝送の後において、あるいは活
動後のセンサモジュール１０２からパーソナルコンピュータ２０４への運動競技パフォー
マンス情報の直接の有線伝送の後において起こる可能性がある。
【００８１】
　しかし本発明の別の実施形態では図８Ａに示したように、センサモジュール１０２は同
じく運動競技活動中に個人１００が携えている運動競技活動監視システム１０の可搬式電
子デバイス２０６と通信することがある。幾つかの実施形態では可搬式電子デバイス２０
６は、腕時計、移動電話、タブレットコンピュータまたは別の可搬式電子デバイスとする
ことがある。
【００８２】
　可搬式電子デバイス２０６は、例えば追加のデータ処理の提供、追加のデータ記憶の提
供、データ表現の提供、追加のセンサ機能の提供、ネットワーク２００への情報の中継ま
たは音楽再生の提供を含む多種多様な目的に役立つことがある。
【００８３】
　本発明のある実施形態では可搬式電子デバイス２０６を専用の可搬式電子デバイス２０
６とすることがある。「専用の可搬式電子デバイス」という用語は、その可搬式電子デバ
イス２０６が本発明の運動競技活動監視システム１０の外部にあって別の目的を果たすこ
とが不可能であることを示している。例えば移動電話、パーソナルディジタルアシスタン
トまたはディジタル音楽ファイルプレイヤ（例えば、ＭＰ３プレイヤ）は、これらの用語
を本明細書で使用する場合に「専用の可搬式の電子監視デバイス」であると見なし得ない
。このように、専用の可搬式の電子監視デバイス２０６は、幾つかの実施形態において、
より単純かつ／またはより高効率のデバイスを提供することができる。
【００８４】
　図８Ａに示した可搬式電子デバイス２０６は専用の可搬式の電子監視デバイスではない
が、図８Ａに示した可搬式電子デバイス２０６は移動電話である。代替的実施形態では、
センサモジュール１０２自体を移動電話によって具現化することが可能となり得る。運動
競技活動に参加しているときであっても個人が移動電話を携えることが一般的であること
から移動電話などの運動競技活動監視システム１０内に可搬式電子デバイス２０６を含め
ることが望ましく、またこれらによって個人１００に対して追加のコストを生じることな
く大きな追加のコンピュータ処理パワーや通信パワーを提供することが可能である。
【００８５】
　上の検討に鑑みて、本明細書に記載した様々な処理ステップやその他の計算が本明細書
に開示した運動競技活動監視システム１０の様々な実施形態によって実行可能となり得る
こと、ならびに本発明の具体的な実施形態の構成に応じて必ずしもセンサモジュール１０
２による実行に限定されないことは明らかである。様々な実施形態では、例えば、本明細
書に記載した処理ステップやその他の計算のいずれをも、センサモジュール１０２によっ
て、サーバコンピュータ２０２によって、パーソナルコンピュータ２０４によって、可搬
式電子デバイス２０６によってかつ／または任意の別のネットワーク構成要素によって、
あるいは複数の構成要素によって実行することができる。
【００８６】
　本発明の実施形態は、いわゆる「クラウドコンピューティング」の利用を含むことがあ
る。クラウドコンピューティングは製品ではなくサービスとしてのコンピュータ処理の送
達を含むことができ、これによりコンピュータおよび別のデバイスに対して共有したリソ
ース、ソフトウェアおよび情報がネットワーク（典型的にはインターネット）を介したユ
ーティリティとして提供される。クラウドコンピューティングは、ユーザのデータ、ソフ
トウェアおよび計算処理を伴うサービス（典型的には、集中式）を、ネットワークを介し
て公開のアプリケーションプログラミングインタフェース上に委ねることがある。エンド
ユーザはウェブブラウザーや軽量デスクトップまたは携帯アプリを通じてクラウド式アプ
リケーションにアクセスすることがある一方、ビジネス用のソフトウェアおよびデータは
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リモートの場所にあるサーバ上に記憶されている。クラウドアプリケーションのプロバイ
ダは、しばしば、エンドユーザのコンピュータ上にソフトウェアプログラムがローカルで
インストールされている場合に比べて同等以上のサービスやパフォーマンスを提供するこ
とに努めている。
【００８７】
　図８Ｂは、第１のセンサモジュール１０２と第２のセンサモジュール１０２との無線の
通信を表している。一実施形態ではこうした通信は、同じ運動競技チームの個人１００を
含む異なる個人１００がパーソナルコンピュータ２０４やサーバ２０２などのリモートの
コンピュータを通じて先にデータを伝送することを要することなく、運動競技活動に関す
るそのパフォーマンスの比較あるいはデータの交換を可能とすることが望ましいものとな
り得る。
【００８８】
　図９は、本発明の一実施形態によるグループ監視システムを表した図である。例示的な
一実施形態ではグループ監視システム２５０（例えば、図９に示したもの）は、可搬式電
子デバイス２０６、基地局２６０および少なくとも１つのグループ監視デバイス２７０を
含む。可搬式電子デバイス２０６は個人１００と結合されてもよい。可搬式電子デバイス
２０６は、加速度センサ１１６、磁場センサ１１８、歩数計、心拍数監視器、位置センサ
、衝撃センサ、カメラ、ジャイロスコープ、マイクロフォン、温度センサおよび風センサ
（ただし、これらに限らない）を含むセンサモジュール１０２または個人１００もしくは
その運動競技器具１０８と関連付けされた個人センサを含むことあるいはこれと通信して
もよい。
【００８９】
　例示的な一実施形態では、可搬式電子デバイス２０６および／またはセンサモジュール
１０２はセンサ衣服、心拍数監視器および位置センサを含むことがある。位置センサは、
例えば、衛星測位システムと一緒に用いられる位置センサ、ビーコンシステム（例えば、
三角測量および／またはフィールドまたは活動エリアの周りにある既知の位置でアンテナ
が受信した信号の時間差を用いる位置決定）と一緒に用いられる位置センサ、あるいは適
切な別の任意の位置決定システムと一緒に用いられる位置センサを含むことがある。幾つ
かの例示的実施形態では、グループ監視デバイス２７０がコーチによって用いられてもよ
い。
【００９０】
　センサモジュール１０２は、運動競技活動のセッションへの個人１００の参加の準備と
して個人１００に装着させることがある。特定の個人１００に装着させたセンサモジュー
ル１０２は、可搬式電子デバイス２０６に対して配線を介するまたは無線で結合させるこ
とがあり、さらにまたその特定の個人１００の上に装着させることもある。センサモジュ
ール１０２は、個人１００が運動競技活動のセッションに参加している間に個人１００に
関する特性を検知すると共に、この特性を示すデータを可搬式電子デバイス２０６に伝送
することがある。一方、可搬式電子デバイス２０６は運動競技活動セッションの間にこの
データを基地局２６０に伝送する。
【００９１】
　幾つかの例示的実施形態ではこの伝送がリアルタイムで行われている。本明細書で使用
する場合において「リアルタイム」とは、伝送技術に固有の遅延、リソースを最適化する
ように設計された遅延、ならびに当業者に明らかであるような別の固有のまたは望ましい
遅延を含むことがある。幾つかの例示的実施形態ではこの伝送はリアルタイムから遅延し
ており、あるいは活動が終了した後に行われることがある。基地局２６０がデータを受け
取ることがあり、かつこのデータからメトリクスを決定することがある（ここでこのメト
リクスとは、センサモジュール１０２によって計測された特性の表現とすることがあり、
あるいはアルゴリズムや別のデータ取扱い技法を用いることを通じてデータから導き出さ
れたまた別の特性の表現とすることがある）。一方、基地局２６０はこのメトリクスを運
動競技活動セッションの間にグループ監視デバイス２７０に伝送することがあり、またこ
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のグループ監視デバイス２７０はこのメトリクスを受け取ってメトリクスの表現を表示す
ることがある。
【００９２】
　グループ監視デバイス２７０は複数の個人１００と関連付けされたメトリクスを受け取
ることがあり、また受け取ったメトリクスをこれに関連する個人１００に対応させて表示
することがある。このようにして、運動競技活動セッションの間にグループ監視デバイス
２７０を観察するコーチは複数の個人１００に関する詳細な情報を受け取り、またその情
報が必要であるまたは好都合であると判定されるとこの情報に則って行動し、これにより
運動競技活動セッションの間に個人１００を効率よく監視しかつ監督することが可能であ
る。
【００９３】
　適切なグループ監視システムおよび構成要素には、例えば、参照によりその開示全体を
本明細書に組み込むものとする同一所有者の「Ｇｒｏｕｐ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍ
ｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する米国特許出願第１
３／０７７，４９４号、「Ｇｒｏｕｐ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する米国特許出願第１３／０７７，５１０
号、ならびに「Ｇｒｏｕｐ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する米国特許出願第１３／５４３，４２８号に開示さ
れているシステムおよび構成要素を含むことができる。
【００９４】
　例示的なセンサモジュール１０２を含む本発明の運動競技活動監視システム１０の構成
要素に関する例示的な実施形態の概要について上に示した。ここでは、本発明の運動競技
活動監視システム１０を用いて個人１００の身体１０６または個人の運動競技器具１０８
に対する空間的向きの変化を監視するため、身体１０６または器具１０８の動きデータと
活動メトリクスとの間の相関を決定するため、あるいは計測済みデータを以前に計測され
かつ記録されたデータと比較するための様々な例示的な方法に関する説明を示すことにす
る。
【００９５】
　運動競技活動に係わっているある個人１００（あるいは、コーチ、チームメイトもしく
は観客などの別の関係者）は、運動競技活動過程の中で個人１００の身体１０６の位置お
よび動きまたは個人の運動競技器具１０８の位置および動きに関する情報を取得すること
を希望することがある。
【００９６】
　例えば個人１００がサッカー試合でプレイするなどスポーツ用ボールの使用に関連する
活動に参加しているとき、個人１００がキックしたサッカーボール（すなわち、フットボ
ール）の様々な打ち出し角度を決定できること、個人１００がキックした後のサッカーボ
ールの回転数を決定できること、フィールド上におけるサッカーボールの様々な位置を決
定できること、あるいは個人１００がキックした後にサッカーボールが移動するピーク速
度を決定できることが例えば望ましいものとなり得る。
【００９７】
　さらに別の例では、個人１００がバスケットボール技能の練習など個人１００の胸部の
様々な動きに関連する活動に参加しているとき、守備者の周りにドリブルを試みる際に個
人１００が左側に切れ込む場合と右側に切れ込む場合の事例を特定できること、個人１０
０に関する位置およびコート上のある場所で個人１００が費やした時間量を決定できるこ
と、ジャンプシュートを行ったとき、ダンクを試みたときまたはシュートブロックを試み
たときに個人１００がジャンプした高さまたは個人１００がジャンプした際の力を決定で
きること、あるいはバスケットボール関係の反応時間練習の取り組みにおいて個人１００
の反応時間を決定できることが例えば望ましいものとなり得る。
【００９８】
　上述したセンサモジュール１０２を含む運動競技活動監視システム１０を用いることに
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よって、本発明の実施形態は個人１００（あるいは、そのコーチ、チームメイトもしくは
観客）に対して、運動競技活動過程の間またはその後に個人１００の身体１０６の位置お
よび動きまたは個人１００の運動競技器具１０８の位置および動きに関するこうした情報
やその他情報の取得を可能とするので有利となり得る。
【００９９】
　本発明の様々な実施形態をサッカー（すなわち、フットボール）やバスケットボールと
いうスポーツのコンテキストにおいて記載しているが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、例えば野球、ボーリング、ボクシング、クリケット、サイクリング、フットボー
ル（すなわち、アメリカンフットボール）、ゴルフ、ホッケー、ラクロス、ボート運動競
技、ラグビー、ランニング、スケートボード、スキー、サーフィン、水泳、卓球、テニス
またはバレーボールを含む多種多様な異なるスポーツや運動競技活動、あるいはこれらに
関係するトレーニングセッション中に利用し得るものである。さらに、サッカーにおいて
決定を可能とするように記載した活動メトリクスは適宜バスケットボールにおいて決定可
能とすることができ、またこの逆も真である。
【０１００】
　センサモジュール１０２が取得したデータは、活動中の関心対象物１０４の運動に関す
る有用な情報を作成するために多種多様な方法で処理されてもよい。幾つかの実施形態で
はセンサモジュール１０２のデータは個人１００の身体１０６または個人１００の運動競
技器具１０８の空間的向きの変化を監視するように処理されることがある。別の実施形態
ではセンサモジュール１０２のデータは、動きデータとデータ構造内に記憶された活動メ
トリクスの間の所定の相関に対する参照によって処理されることがある。別の実施形態で
は計測されたデータが以前に計測されかつ記録されたデータと比較されることがある。
【０１０１】
　個人１００の身体１０６または個人１００の運動競技器具１０８の監視のために運動競
技活動監視システム１０やセンサモジュール１０２が用いられているか否かによらず、個
人１００の身体１０６または個人１００の運動競技器具１０８の空間的向きまたは動きの
変化を監視することを所望するような本発明の実施形態では、監視を実行するために一般
の解析フレームワークを用いてもよい。こうした実施形態では個人１００は、対象物１０
４の空間的向きや動きの変化を決定するために運動競技活動監視システム１０内のセンサ
モジュール１０２を用いてもよい。センサモジュール１０２は対象物１０４の動きを検出
することがある。ある実施形態では対象物１０４の動きは、センサモジュール１０２の加
速度センサ１１６が取り込んだ加速度データに基づいて検出されている。別の実施形態で
は対象物１０４の動きは、センサモジュール１０２の磁場センサ１１８が取り込んだ磁場
データに基づいて検出されている。さらに別の実施形態では対象物１０４の動きは、加速
度データと磁場データの両方に基づいて検出されている。幾つかの実施形態では対象物１
０４の動きは、衛星測位システムのデータに基づいて検出されることがある。
【０１０２】
　ある実施形態では磁場センサ１１８は、センサモジュール１０２の近傍において磁場の
強度および／または方向を計測するように適合されることがある。別の実施形態では磁場
センサ１１８は、センサモジュール１０２の近傍において地球の磁場の強度および／また
は方向を計測するように適合されることがある。幾つかの実施形態では磁場センサ１１８
は、全局所磁場に関するかつ／または局所的な地球磁場に関する合成磁気ベクトルの大き
さおよび／または方向の計測が可能であることがある。
【０１０３】
　監視を受ける対象物１０４がサッカーボールである場合にその検出する動きは、個人１
００がドリブルしている結果としてグラウンド上を転がるサッカーボールから成ることが
ある。監視を受ける対象物１０４がバスケットボールをプレイしている個人１００の胸部
である場合にその検出する動きは、個人がバスケットボールをコートに沿ってドリブルす
る際に前に移動して行く個人の胸部から成ることがある。
【０１０４】
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　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は次いで、対象物１０４の動きが追跡す
べき動きの発生を示していると判定することがある。ある実施形態では、対象物１０４の
動きが追跡すべき動きの発生を示すとの判定は、所定の時間期間にわたってしきい値デー
タ値が満たされたときに行われている。例えばセンサモジュール１０２は、対象物１０４
の動きのために所定の時間期間にわたるしきい値加速度および／または磁場の変化が生じ
たと判定することがある。
【０１０５】
　幾つかの実施形態ではその追跡すべき動きの発生の判定は、追跡すべき動きが判定前に
すでに始まっていることの指示である。このケースでは、追跡すべき動きの発生が見出さ
れたとの判定に応答して最近記録したデータが検査を必要とするかより永続的に記録する
必要がある場合には、センサモジュール１０２がバッファ内にストリーム状のデータを一
時的に記録できるなら、その動きに関係する関連データのすべてを取り込むことが依然と
して可能である。別の実施形態ではその追跡すべき動きの発生の判定は、追跡すべき動き
が近い将来に開始されようとしていることの指示である。幾つかの実施形態ではセンサモ
ジュール１０２は、データを永続的または一時的に記憶するように適合されると共に、ま
たさらにはデータバッファの作成時などある種の状況では事前定義の時間期間にわたって
データを記憶するように適合されることがある。
【０１０６】
　監視を受ける対象物１０４がサッカーボールである場合、ゴールをあげる試みの中で個
人１００が素早くボールをキックした結果としてのサッカーボールの動きによって、その
キックに応答したボールの運動が追跡すべきであると判定されることになり得る（このキ
ックに応答したボールの運動には、この判定を実施する前、実施中および／または実施後
のボールの運動を含むことが可能である）。監視を受ける対象物１０４がバスケットボー
ルをプレイしている個人１００の胸部である場合に、攻撃的動きをとったときの個人１０
０の胸部の１８０度の回転によって、個人の胸部の回転が追跡すべきであると判定される
ことになり得る（この胸部の回転には、この判定を実施する前、実施中および／または実
施後の個人１００の胸部の運動を含むことが可能である）。
【０１０７】
　追跡すべき動きの発生の判定に応答して、対象物の位置を含み得る対象物１０４の最初
の空間的向きを決定することがある。幾つかの実施形態ではその対象物１０４の最初の空
間的向きの決定を座標軸系に対する参照によって実施することがある。
【０１０８】
　座標軸系は、対象物１０４の空間的向きの変化を監視するための有用な解析ツールの１
つである。図１０は、３つの軸（Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸）を有する例示的な３次元デカル
ト座標軸系３００を表している。図１０に示した座標軸系３００の上に２つのベクトル「
Ｇ」と「Ｂ」を重ねている。－Ｙ方向を指しているＧベクトル３０２は重力ベクトルを意
味する。Ｂベクトル３０４は合成磁場ベクトルを意味する。
【０１０９】
　図１１は、別の例示的な３次元デカルト座標軸系３５０を表している。このシステム３
５０は、対象物１０４などの剛性体に関する６つの自由度を規定する。６つの自由度とは
、３次元空間内での剛性体の運動を示しており、すなわち図１１に示したように前／後、
上／下、左／右方向への移動（直交する３つの軸に関する平行移動）を、直交する３つの
軸の周りの回転（ピッチ、ヨー、ロール）と組み合わせることが可能であることを指す。
【０１１０】
　ある実施形態ではその対象物１０４の最初の空間的向きの決定は図１０に示した決定な
ど重力ベクトル３０２に関して実施されることがある。別の実施形態ではその対象物１０
４の最初の空間的向きの決定は、図１０に示した決定など地球磁場ベクトル３０４に関し
て実施されることがある。別の実施形態ではその対象物１０４の最初の空間的向きの決定
は、図１１を参照しながら説明したように３次元空間内で対象物を６つの自由度で平行移
動および回転させる方式の特性に関して実施されることがある。
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【０１１１】
　第１の時点において対象物１０４の最初の向きを決定し終えた後に、対象物１０４の空
間的向きの変化が決定されることがある。一実施形態ではその対象物１０４の空間的向き
の変化の決定は、対象物１０４の最初の向きの決定と同様にして実施されることがある、
ただし対象物が動くのに従った重力ベクトル３０２および／または磁場ベクトル３０４の
向きの変化に関する追加の情報を追加として考慮することがある。
【０１１２】
　決定した対象物１０４の空間的向きの変化に基づいて活動メトリクスを決定することが
可能である。活動メトリクスの性質は、個人１００が参加している運動競技活動ならびに
監視を受けている具体的な対象物１０４に基づいて変化することがある。ある実施形態で
はその活動メトリクスは、例えば、打ち出し角度、回転数、速度、場所、ジャンプ高さ、
ジャンプ力、ジャンプ距離、キック力、キック距離、指定のタイプの運動競技的動きに関
する特性、あるいは反応時間計測値に関係することがある。別の実施形態ではその活動メ
トリクス例えば、回転数、回転面、ジャンプ力、力プロファイル（運動選手の身体もしく
はグラウンドもしくは対象物に作用する力）、テニスのストローク情報、ゴルフ、野球、
ホッケースティックのスイングプロファイル、脚のキックプロファイル、自転車ペダルの
角度位置、サイクリストのパワー出力、疲労（反復運動、すなわちランニング、リフティ
ング水泳、ボート運動競技、その他での震えの発症）、姿勢、スローイングまたは腕のス
イング技法、シュート技法に関係することがある。
【０１１３】
　個人１００、コーチ、チームメイト、観客または別の任意の関係者に活動メトリクスを
伝達するような出力を提供することが可能である。ある実施形態ではこの出力を、音響的
、視覚的および／または触覚的な出力とすることがある。
【０１１４】
　本発明の幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、センサモジュール１０２内
に含まれるかこれと通信する様々なタイプのセンサに関して存在し得るような固有の欠陥
を補償することを可能とすることができる。実世界にある大部分のセンサは限界を有する
。例えば、加速度計、磁力計、ジャイロスコープおよび衛星測位システム受信器は、精度
の問題を有する（特に、その最初の較正条件と異なる速度やその他の条件で用いたときに
問題を有する）ことがある。
【０１１５】
　幾つかのシステムでは、加速度センサ１１６や磁場センサ１１８のデータなどのセンサ
データが一時的に失われる、または別の形で利用不可能となった場合、利用不可能となっ
たセンサからのデータが後続の処理や計算に用いられない。別のシステムでは失われたデ
ータは、例えばそのデータが一定に維持されているまたは一定の比率で変化したと仮定す
る「直線（ｓｔｒａｉｇｈｔ　ｌｉｎｅ）」方式によって推定されることがある。しかし
本発明の幾つかの実施形態では、加速度センサ１１６や磁場センサ１１８のデータのうち
の一方などのセンサデータを用いることによって、２つのタイプのデータの間の既知の相
関、導出した相関または推定した相関あるいはデータ外挿に基づいて加速度センサ１１６
または磁場センサ１１８のデータのもう一方の変化を補償および／または推定することが
ある。
【０１１６】
　例えば加速度センサ１１６や磁場センサ１１８によって生成されたデータを組み合わせ
ることによって、本発明の実施形態によるシステムおよび方法は、加速度センサ１１６や
磁場センサ１１８のうちの一方からのデータが何らかの理由で失われたときであっても絶
対データ値や活動メトリクスをより正確に決定することが可能である。無くなっていない
データを用いることによって本システムは、無くなったデータが回復する、または別の形
で再度サンプリングされるまで「穴」を埋めるためのデータ値や活動メトリクスの提供を
継続することが可能である。
【０１１７】
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　本発明の別の実施形態ではデータ較正および／または外挿のために、ジャイロスコープ
データなどの角運動量センサ１２４のデータを加速度センサ１１６や磁場センサ１１８の
データのうちの１つまたは幾つかと組み合わせて用いてもよい。
【０１１８】
　本発明の幾つかの実施形態では、加速度センサ１１６または磁場センサ１１８方式のセ
ンサモジュール１０２に関する補正係数データの較正および／または作成が多種多様な異
なる使用条件下で実行されることがあり、例えば異なる運動速度での使用に関して、個人
１００の身体１０６での使用に関して、運動競技器具１０８に関して、異なるスポーツで
の使用に関して、異なる風条件下での使用に関して、異なるコートやフィールド条件下で
の使用に関して、その他に関して較正データや補正係数を作成することがある。さらにこ
の多種多様な補正係数および／または較正データは、個人１００がそのシステムの使用を
続けている際に、時間の経過に従ってバックグラウンドで収集されることがある。このよ
うにして、較正データまたは補正係数からなる「ルックアップテーブル」やその他の「ユ
ニバース」またはライブラリが監視システム（任意選択では、システムの可搬式の部分内
にある）内に構築されかつ記憶されており、これにより個人１００や運動競技器具１０８
の速度および／または別の使用条件に関するフルレンジに関して適切な補正係数の作成お
よび適用を可能とする。
【０１１９】
　そのシステムに装備されたマイクロプロセッサ（任意選択で、システムの可搬部分内、
パーソナルコンピュータ内、その他にある）を、周知の較正または補正係数からの内挿お
よび／または外挿によってあらゆる速度やその他の使用条件（複数可）で使用できるよう
に最も適切な較正または補正係数に到達させるようにプログラムすることがある。さらに
このようにして、例えばパフォーマンス中の所与の時点で決定された速度やその他の使用
条件に基づいて、単一の運動競技パフォーマンスの間の異なる時点で異なる較正または補
正係数を利用することができ、速度および距離監視の全体的精度をさらに改善するのに役
立つ。異なるパフォーマンス条件下で利用可能な多種多様な補正または較正係数を有する
ことによれば、特に時間の経過と共に利用が拡大されるに連れて、利用の拡大に伴って較
正および補正係数の数が増大するためにセンサモジュール１０２はより正確となる傾向と
なろう。
【０１２０】
　本発明のある実施形態ではセンサモジュール１０２は、地球の磁場など局所磁場のじょ
う乱による影響を受けることがある。この局所磁場は、地球表面近くのある距離では地球
からより離れた別の距離に比べてより変動が大きいことがある。例えば局所磁場は、地球
表面から概ね３フィート以内では地球表面からの距離が概ね３フィートを超えた場所に比
べて変動が大きいまたはじょう乱がより大きいことがある。したがって幾つかの実施形態
では、対象物１０４が地球表面から概ね３フィート以上離れているときに対象物１０４か
ら取得した磁場センサ１１８のデータは、対象物１０４が地球表面から概ね３フィート以
内にあったときから適正または精度の高い磁場センサ１１８データを外挿する、または別
の形で推定するために用いられてもよい（ただし、対象物１０４が地球表面から概ね３フ
ィート以内にあったときの磁場センサ１１８データが地球表面近くで地球磁場など局所磁
場の比較的高い変動のために信頼性がないと見なされる場合を除く）。
【０１２１】
　幾つかの実施形態では、監視システム１０のセンサモジュール１０２を個人１００に装
着させることが可能である。幾つかの実施形態では、個人１００に対して複数のセンサモ
ジュール１０２を（例えば、１つのセンサモジュールが別のセンサモジュールに対して１
つまたは複数の斜方角度にある軸を有するようにして）装着させることが可能である。幾
つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は個人１００に対して、異なる場所に（例え
ば、個人１００の胴体部に、個人１００の１つまたは複数の付属器官に）装着させること
がある。例えば個人１００は、ある運動競技活動を行っている運動選手とすることがある
。個人１００に装着したセンサモジュール１０２を含んだ監視システム１０のことを監視
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システム３０と呼ぶ。センサモジュール１０２は個人１００に対して適切な任意の技法を
用いて装着させることが可能である。例えばセンサモジュール１０２は、個人１００の外
部または内部と結合させること、個人１００が着用しているハーネスシステムを用いて個
人１００に対して装着させること、個人１００が着用している衣服のポケット内に入れて
運ばせること、個人１００の皮膚に対して（例えば、接着剤を用いて）固定させること、
個人１００が持ち運ぶか着用している器具（例えば、ヘルメット、マウスガード、ジョッ
クストラップ（ｊｏｃｋ　ｓｔｒａｐ）、保護用バッド、履物）によって運ばれること、
あるいは個人１００の身体内に（例えば、外科的に、経口的に）挿入されること、によっ
て個人１００が着用することがある。個人１００にセンサモジュール１０２を装着するた
めに利用可能な例示的技法は、その開示の全体を参照により本明細書に組み込むものとす
る同一所有者による米国特許出願第１３／０７７，５２０号（２０１１年３月３１日提出
）に記載されている。
【０１２２】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、個人１００の活動運動または動き（
「運動」と「動き」という用語は本明細書において置き換え可能に使用している）の検知
に応答して起動させる（すなわち、アクティブ状態に入る）ことが可能である。幾つかの
実施形態ではこの活動運動は、例えば、所定の高さより上までのジャンプ、所定の期間内
での所定の回数のジャンプ、所定の歩数のウォーキングとすることがある。幾つかの実施
形態ではその活動運動は、例えば、一連なりの運動（例えば、素早く連続したあるいは、
例えば３秒などのある所定の時間期間内での３回のジャンプに応答した運動）とすること
がある。センサモジュール１０２は起動された後、本明細書に記載したように検知したデ
ータを（例えば、メモリ１１４内に）記憶するかつ／またはリモートデバイスに転送する
ことを開始する。幾つかの実施形態ではアクティブ状態にあるときセンサモジュール１０
２は、データを連続して検知する（例えば、加速度データ（加速度を表すデータ）はセン
サモジュール１０２の加速度センサ１１６によって決定され、磁場データ（磁場を表すデ
ータ）はセンサモジュール１０２の磁場センサ１１８によって決定される）ことがある。
幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２によって周期的に（例えば、５０ミリ秒
（ｍｓ）ごと、１０ｍｓごと、１ｍｓごとに）データが検知される。
【０１２３】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、所定の時間期間にわたって（例えば
、３０分間）センサモジュール１０２の運動がないことの検知に応答して脱起動させるこ
と（例えば、アクティブ状態と比較して加速度の検出がより低頻度である低出力スタンバ
イ状態に入ること）が可能である。幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、脱
活動運動の個人１００の検知に応答して脱起動させることが可能である。幾つかの実施形
態ではこの脱活動運動は、例えば、活動運動として上述した運動のうちのいずれかとする
ことがある。幾つかの実施形態では脱活動運動は、活動運動と同じとすることがある。幾
つかの実施形態では、脱活動運動を活動運動と異ならせることがある。
【０１２４】
　幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２によって検知されたデータは時間相関
させること（例えば、データを検知した時点を表す時間データと関連付けして記憶するこ
と）がある。データが検知された時点はタイマ１３４によって提供することが可能である
。動作時において監視システム３０のセンサモジュール１０２は、本明細書に記載したよ
うに信号を検知しかつ処理し、個人１００の活動メトリクスに関する表現を出力する。幾
つかの実施形態では、活動メトリクスの表現は、例えば、表示デバイス（例えば、パーソ
ナルコンピュータ２０４、可搬式電子デバイス２０６またはセンサモジュール１０２のデ
ィスプレイ）に出力することが可能である。センサモジュール１０２は本明細書に記載し
たものを含む適切な任意の技法によってパワー供給を受けることが可能である。
【０１２５】
　幾つかの実施形態では、個人１００に装着されたセンサモジュール１０２を含んだ監視
システム３０は、個人１００の運動に関係する特性を含む個人１００に関する多種多様な
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活動メトリクスを決定するために使用することが可能である。例えば監視システム３０は
、個人１００の運動特性（例えば、個人１００またはその一部分の位置、個人１００また
はその一部分の向き、個人１００またはその一部分の速度の向きおよび／または大きさ、
個人１００またはその一部分の加速度の向きおよび／または大きさ、個人１００またはそ
の一部分に加えられる力の向きおよび／または大きさ、個人１００またはその一部分の動
きの持続時間、個人１００またはその一部分の姿勢、および／または個人１００またはそ
の一部分の回転）を特定するため；個人１００が行った運動を特定するため；個人１００
のジャンプ特性（例えば、最大ジャンプ高さ、ジャンプ力）を決定するため；あるいは個
人１００の反応時間（例えば、教えられた後で教えられた運動を実行する時間、目標に到
達するまでの時間（例えば、最大速度に到達するまで、しゃがんだ位置から完全に立ち上
がった位置に到達するまで、直立位置から飛び込むまでの時間））を決定するために使用
することが可能である。幾つかの実施形態では監視システム３０は運動を規定するために
使用することが可能である。例えば監視システム３０は、運動の実行中にセンサモジュー
ル１０２によって検知されたデータを基にして個人１００が行った運動を規定するために
使用することが可能である。監視システム３０は、こうした活動メトリクスを適切な任意
の構成要素を用いて決定するために本明細書に記載したような動作を実行することが可能
である。例えば記載したような検知動作は、監視システム３０のセンサモジュール１０２
のセンサ（例えば適宜、加速度センサ１１６や磁場センサ１１８）によって実行させるこ
とがある。また例えば、データに対する処理を含む動作（例えば、特定、決定、計算、記
憶）は、センサモジュール１０２のプロセッサ１１０によって、あるいは監視システム３
０の別の任意のデバイスや監視システム３０と通信するデバイス（例えば、サーバ２０２
、パーソナルコンピュータ２０４または可搬式電子デバイス２０６）のプロセッサによっ
て実行させることがある。
【０１２６】
　幾つかの実施形態では、個人１００（または、少なくともセンサモジュール１０２）が
較正状態にあるときにセンサモジュール１０２によって較正データが検知される。幾つか
の実施形態ではセンサモジュール１０２は、センサモジュール１０２が例えば座標系６０
０（図１２参照）などの外部座標系に対して（すなわち、センサモジュール１０２と独立
の座標系に対して）ある時間期間（例えば、１０ｍｓ以上の期間）にわたって静止してい
るとき較正状態にある。幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、センサモジュ
ール１０２が約１Ｇの合成加速度（すなわち、１Ｇのしきい値許容差以内（例えば、１Ｇ
の５％以内）の合成加速度）を検知したときに、静止していると見なすことが可能である
。幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、個人がある動きを行っている間の時
間において静止していると見なすことが可能である。例えばセンサモジュール１０２は、
バスケットボール運動競技者がジャンプする時間期間内にある時間期間にわたって静止し
ているとすることが可能である（例えば、ジャンプを始めるための屈曲の間における個人
１００の下向きの運動から、ジャンプの飛び出しを始めるための個人１００の上向きの運
動までの遷移にわたって持続する時間期間で、センサモジュール１０２が検知した合成加
速度が約１Ｇである場合にセンサモジュール１０２は静止していると見なすことが可能で
ある）。また例えばセンサモジュール１０２は、個人１００が運動を行っていても個人１
００の上のその場所のために静止とする可能性がある（例えば、個人１００の足に接続さ
れたセンサモジュール１０２は、センサモジュール１０２が検知した合成加速度は約１Ｇ
である場合に個人１００のランニング運動中に足が置かれるごとに静止と見なされること
がある）。
【０１２７】
　図１２では、較正状態にあるセンサモジュール１０２を示している。センサモジュール
１０２は、運動競技活動を基準とした任意の点で（例えば、運動競技活動の前、運動競技
活動中もしくは運動競技活動後に）較正状態とすることがある。幾つかの実施形態ではセ
ンサモジュール１０２が較正状態にあると決定されると共に、センサモジュール１０２が
静止状態となるごとに較正データを検知することが可能である。幾つかの実施形態では、
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センサモジュール１０２が較正状態にあると決定されると共に、あるしきい値持続時間（
例えば、１分間、１０分間、３０分間）にわたって較正データが検知されていない場合に
センサモジュール１０２があるしきい値持続時間（例えば、１秒）を超える時間にわたっ
て静止するごとに較正データを検知することが可能である。
【０１２８】
　幾つかの実施形態では、較正状態にあるときにセンサモジュール１０２の加速度センサ
１１６は加速度データを検知する。幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２の磁
場センサ１１８は磁場データ（例えば、地球の磁場に関係するデータ）を検知する。幾つ
かの実施形態では、較正データは加速度データと磁場データの両方を含む。幾つかの実施
形態では、較正データは加速度データと磁場データのうちの一方を含む。
【０１２９】
　幾つかの実施形態では、較正状態にあるときにセンサモジュール１０２の加速度センサ
１１６が検知した加速度データは重力に由来する加速度であり、これを監視システム３０
によって、センサモジュール１０２に関する重力由来の加速度の向きとセンサモジュール
１０２の重力由来の加速度の大きさ（一緒にして、重力ベクトル３０２）のうちの一方ま
たは両方を決定するために使用することが可能である。
【０１３０】
　幾つかの実施形態では、較正状態にあるときに、センサモジュール１０２の磁場センサ
１１８は、センサモジュール１０２に関する磁場の向きとセンサモジュール１０２の位置
の磁場の大きさ（一緒にして、磁場ベクトル３０４）のうちの一方または両方を検知する
。
【０１３１】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、１つまたは複数の後続の計算のため
に依拠する較正データを検知する。幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２が較
正状態にあるときに検知した較正データを外部座標系６００を確立するために使用するこ
とが可能である。幾つかの実施形態では外部座標系６００は、重力ベクトル３０２の向き
に対する参照によって確立すること（例えば、重力が下向きの加速度を生じさせることが
分かっているため「下」の方向を確立すること）が可能である。幾つかの実施形態では外
部座標系６００は、磁場ベクトル３０４の向きに対する参照によって確立すること（例え
ば、磁場が典型的にはある運動競技活動の典型的なプレイエリアのエリア全体にわたって
かなり一定であるため一定の基準方向を確立すること）が可能である。幾つかの実施形態
では外部座標系６００は、重力ベクトル３０２の向きと磁場ベクトル３０４の向きに対す
る参照によって確立することが可能である。
【０１３２】
　運動中に個人１００（および、センサモジュール１０２）は、６つの自由度、すなわち
３つの線形自由度である（１）上／下（例えば、外部座標系６００のＹ軸に沿った方向）
、（２）左／右（例えば、外部座標系６００のＸ軸に沿った方向）および（３）後／前（
例えば、外部座標系６００のＺ軸に沿った方向）；ならびに３つの回転自由度である（１
）ヨー（例えば、外部座標系６００の角α方向）、（２）ロール（例えば、外部座標系６
００の角β方向）および（３）ピッチ（例えば、外部座標系６００の角γ方向）のうちの
いずれかまたはすべてについて動くことがある。
【０１３３】
　個人１００やその他の者は、例えば個人１００の活動の効果を調べるために個人１００
の活動メトリクスを知ることを希望することがある。監視システム３０は、こうした活動
メトリクスの決定（例えば、個人１００に作用する力または個人１００により加えられる
力の特定、個人１００が行った運動の特定、個人１００のジャンプ特性の決定、個人１０
０の反応時間の決定）を行うことがある。センサモジュール１０２は、こうした活動メト
リクスを表すデータを（例えば、パーソナルコンピュータ２０４や可搬式電子デバイス２
０６の表示デバイスに）出力することがある。こうしたデータは、センサモジュール１０
２から未処理の形態で（例えば、加速度センサ１１６および／または磁場センサ１１８か
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らの未処理信号で）出力されることや、表出形態で（例えば、加速度センサ１１６および
／または磁場センサ１１８の信号の処理の結果としてのデータで）出力されることがある
。幾つかの実施形態では監視システム３０は、１つまたは複数の活動メトリクスの表現を
、個人１００および／または別の者が認知可能なように出力する。
【０１３４】
　こうした活動メトリクスを表すデータは、例えば本明細書に記載したものなど適切な任
意の方法で処理および／または出力することが可能である。
【０１３５】
　幾つかの実施形態では、１つまたは複数の動きに関する動きデータプロファイル（すな
わち、動きを規定する検知した加速度データと磁場データのうちの１つまたは幾つか）は
、監視システム３０による検知した加速度データおよび磁場データとその動きデータプロ
ファイルとの比較を可能にするように監視システム３０内に記憶される、または別の形で
監視システム３０によりアクセス可能とすることができる。
【０１３６】
　幾つかの実施形態では監視システム３０は、個人１００に関する検知した加速度データ
および磁場データを１つまたは複数の動きデータプロファイルと比較することがある。幾
つかの実施形態では監視システム３０はこうした比較を連続して実行することがある。
【０１３７】
　幾つかの実施形態では、検知した加速度データおよび磁場データと動きデータプロファ
イルもしくはその一部分の間に十分な程度の対応があると決定されると、監視システム３
０はその動きデータプロファイルに対応する運動が個人１００が行った動きであると特定
する。幾つかの実施形態では、検知した加速度データおよび磁場データと動きデータプロ
ファイルの差がある所定のしきい値未満である（このしきい値は動きデータプロファイル
が異なれば異なることがある）場合に、十分な程度の対応があると決定される。
【０１３８】
　幾つかの実施形態では動きデータプロファイルは、加速度データおよび磁場データの式
ならびにこれから導出した変数（例えば、力、加速度の大きさ、加速度の向き、磁場の大
きさ、磁場の向き）を含むことが可能であり、また監視システム３０内のあるデータ構造
として（例えば、アルゴリズムとして、グラフの曲線として、ルックアップテーブルとし
て）表しかつ／または記憶することが可能である。
【０１３９】
　幾つかの実施形態では活動メトリクスの表現は、互いについてのあるいは別の変数の関
数として提示することが可能である。例えばジャンプ高さは、胴体部の向きまたはボール
の打ち出し角度の関数として提示することが可能である。また例えば活動メトリクスは場
所（例えば、競技フィールド上の場所、運動競技者の近傍、ゴールの近傍）の関数として
、イベント（例えば、フィールドゴールによる得点があったこと、反則があったこと）の
関数として、環境条件（例えば、周囲温度、降水量）の関数として、あるいは個人の生理
学的条件（例えば、心拍数、体温）の関数として提示することが可能である。こうした変
数に関係する情報（例えば、場所情報、イベント情報、環境条件情報および生理学的条件
情報）は監視システム３０に対して、その内部に組み込まれた適切なセンサから、あるい
は監視システム３０の外部にある監視システム３０と通信する要素から提供されることが
ある。
【０１４０】
　幾つかの実施形態では、例えば図１２に示したように、外部座標系（例えば、外部座標
系６００）は、センサモジュール１０２が較正状態にある時点である第１の時点において
決定される。幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２（例えば、内部座標系６５
０）に対して固定の内部座標系向きが外部座標系を基準として決定される。説明を簡単に
するために本明細書では内部座標系６５０が第１の時点において外部座標系６００と整列
するように記載しているが、内部座標系６５０は必ずしも外部座標系６００と整列しない
こと（例えば、内部座標系６５０は外部座標系６００からある角度オフセットをもって確
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立され得ること）、ならびに内部座標系６００は必ずしも従来の座標成分によって特徴付
けする必要はないが、単に外部座標系（例えば、外部座標系６００）に関してセンサモジ
ュール１０２の相対的向きを確立するようなある基準によって特徴付けし得ること、を理
解すべきである。図面において内部座標系６５０の成分は、Ｘ’（例えば、左／右）、Ｙ
’（例えば、上／下）、Ｚ’（例えば、後／前）、α’（例えば、ヨー）、β’（例えば
、ロール）およびγ（例えば、ピッチ）で示していると共に、座標成分の変化は、ΔＸ、
ΔＹ、ΔＺ、Δα、ΔβおよびΔγのそれぞれ（例えば、図１３参照）で示している。
【０１４１】
　例えば図１２に示したように、幾つかの実施形態では加速度センサ１１６を用いて、第
１の時点におけるセンサモジュール１０２に対する（すなわち、内部座標系６５０に対す
る）重力ベクトル３０２の向きを決定しており、また幾つかの実施形態では磁場センサ１
１８を用いて、第１の時点におけるセンサモジュール１０２に対する磁場ベクトル３０４
の向きを決定している。幾つかの実施形態では、外部座標系６００に対する内部座標系６
５０の向きを重力ベクトル３０２と磁場ベクトル３０４のうちの一方または両方に基づい
て決定することが可能である。この方法では個人１００の最初の向きを、外部座標系６０
０内における（内部座標系６５０を含む）センサモジュール１０２の最初の向きに基づい
て決定することが可能である。
【０１４２】
　幾つかの実施形態では監視デバイス３０は、例えば個人１００またはその一部分の位置
、個人１００またはその一部分の向き、個人１００またはその一部分の速度の向きおよび
／または大きさ、個人１００またはその一部分の加速度の向きおよび／または大きさ、個
人１００またはその一部分に加えられる力の向きおよび／または大きさ、個人１００また
はその一部分の動きの持続時間、個人１００またはその一部分の姿勢、個人１００または
その一部分の回転、および／または動きデータプロファイルの対応の程度、あるいはこれ
らの変化などの個人１００に関する検知した１つまたは複数の運動特性を決定および／ま
たは出力する。
【０１４３】
　幾つかの実施形態（例えば、図１３参照）では、個人１００の回転（例えば、３次元回
転）（例えば、個人１００の一部分が互いを基準として動くことが分かっているときの個
人１００全体の回転あるいは個人１００の１つまたは複数の監視を受ける部分の回転を含
む）は、第１の時点と第２の時点（個人は第２の時点において運動しているとする）の間
で決定することが可能である。幾つかの実施形態ではこうした回転は、監視システム３０
によって出力されるかつ／または追加の動作のために監視システム３０によって使用され
る可能性がある。
【０１４４】
　例えば幾つかの実施形態では第１の時点と第２の時点の間での個人１００の向きの変化
が、第１の時点から第２の時点までの磁場センサ１１８が検知した磁場データに基づいて
決定される。例えば第１の時点と第２の時点の間での個人１００の向きの変化は、第１の
時点と第２の時点の間における外部座標系６００に対する軸Ｘ’、Ｙ’およびＺ’の角度
差（Δα、ΔβおよびΔγで示す）によって表すことがある。
【０１４５】
　幾つかの実施形態（図１３参照）では、例えば、第１の時点と第２の時点の間での個人
１００の向きの変化は、第１の時点から第２の時点までの加速度センサ１１６によって検
知された加速度データに基づいて決定される。幾つかの実施形態ではこうした位置の変化
は監視システム３０によって出力されるかつ／または追加の動作のために監視システム３
０によって使用される可能性がある。
【０１４６】
　例えば第１の時点と第２の時点の間での個人１００の位置の変化は、第１の時点と第２
の時点の間における軸Ｘ、ＹおよびＺに沿った外部座標系６００に対するセンサモジュー
ル１０２の位置の線形差（ΔＸ、ΔＹおよびΔＺで示す）によって表すことがある。
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【０１４７】
　記載したように、２つの時点の間での個人１００の運動は、この２つの時点の間におけ
るセンサモジュール１０２の位置の変化および向きの変化によって特徴付けすることが可
能である。幾つかの実施形態では、個人１００の運動に関するより完全な表現は、連続す
る複数の時点間でセンサモジュール１０２の位置変化および向き変化を監視することによ
って特徴付けすることが可能である。換言すると、２つの時点間の個人１００の運動を特
徴付けるための上述した技法は、第２の時点から第３の時点まで反復させることが可能で
ある。位置の変化および向きの変化は、絶対的に（例えば、第１の時点（較正状態とし得
る）におけるセンサモジュールの位置および向きに対する連続した参照によるなどして）
計測すること、あるいは相対的に（例えば、直ぐ前の位置および向きもしくは別の任意の
検知位置および向きを参照するなどして）計測することが可能である。位置および向きの
サンプリング速度が大きい程、個人１００の運動に関する表現がそれだけより完全となる
ことが理解されよう。位置の変化および向きの変化が相対的に計測されている幾つかの実
施形態では、センサモジュール１０２は外部座標系に対して較正されないことがある。
【０１４８】
　幾つかの実施形態では上で指摘したように、監視システム１０のセンサモジュール１０
２を例えばボール５００などの運動競技器具１０８とすることが可能な対象物１０４に装
着させることが可能である。幾つかの実施形態では、ボール５００内に複数のセンサモジ
ュール１０２を（例えば、１つのセンサモジュールが別のセンサモジュールに対して１つ
または複数の斜方角度にある軸を有するようにして）装着させることが可能である。ボー
ル５００は、例えば運動競技活動において一般的に使用されるボールである、例えばサッ
カーボール、バスケットボール、野球ボール、アメリカンフットボール、ラグビーボール
、テニスボール、卓球のボール、ボーリングボール、ゴルフボール、ビリヤード球、クロ
ーケー（ｃｒｏｑｕｅｔ）ボール、マーブル球（ｍａｒｂｌｅ）、テザーボール（ｔｅｔ
ｈｅｒｂａｌｌ）またはビーチボールなどの任意のボールとすることがある。ボール５０
０に装着したセンサモジュール１０２を含んだ監視システム１０のことを監視システム２
０と呼ぶ。センサモジュール１０２はボール５００に対して適切な任意の技法を用いて装
着させることが可能である。例えばセンサモジュール１０２は、ボール５００の外部また
は内部表面に対して固定されること、ハーネスシステムを用いてボール５００内に装着さ
れる（例えば、ボール５００の内壁から離し、例えばボール５００の中心位置に懸架させ
る）こと、あるいはボール５００の材料内に埋め込まれることがある。ボール５００にセ
ンサモジュール１０２を装着するために利用可能な例示的技法は、その開示の全体を参照
により本明細書に組み込むものとする同一所有者による米国特許出願第７，７４０，５５
１号（２００９年１１月１８日提出）に開示されている。
【０１４９】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、ボール５００の活動運動の検知に応
答して起動させる（すなわち、アクティブ状態に入る）ことが可能である。幾つかの実施
形態ではその活動運動は、例えば、ボール５００のキックに応答した運動（例えば、しき
い値を超えて検知された加速度インパルスあるいは、検知加速度のほぼゼロまでの低下）
とすることがある。幾つかの実施形態ではその活動運動は、例えば、ボール５００による
少なくとも１つのしきい値距離または高さ（例えば、２メートル）の移動を生じさせるよ
うなキックまたは投球（例えば、こうした運動に対応して検知される加速度）とすること
がある。幾つかの実施形態ではその活動運動は、例えば、一連なりの運動（例えば、ボー
ル５００のキックに応答した運動に続くボール５００の少なくとも１つのしきい値距離ま
たは高さの移動）とすることがある。センサモジュール１０２は起動された後、本明細書
に記載したように検知したデータを（例えば、メモリ１１４内に）記憶するかつ／または
リモートデバイスに転送することを開始する。幾つかの実施形態ではアクティブ状態にあ
るときセンサモジュール１０２は、データを連続して検知する（例えば、加速度データ（
加速度を表すデータ）はセンサモジュール１０２の加速度センサ１１６によって決定され
、磁場データ（磁場を表すデータ）はセンサモジュール１０２の磁場センサ１１８によっ
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て決定される）ことがある。幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２によって周
期的に（例えば、５０ミリ秒（ｍｓ）ごと、１０ｍｓごと、１ｍｓごとに）データが検知
される。
【０１５０】
　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、所定の時間期間にわたって（例えば
、３０分間）センサモジュール１０２の運動がないことの検知に応答して脱起動させるこ
と（例えば、アクティブ状態と比較して加速度の検出をより低頻度とする低出力スタンバ
イ状態に入ること）が可能である。幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、ボ
ール５００の脱活動運動の検知に応答して脱起動させることが可能である。幾つかの実施
形態ではこの脱活動運動は、例えば、活動運動として上述した運動のうちのいずれかとす
ることがある。幾つかの実施形態では脱活動運動は、活動運動と同じとすることがある。
幾つかの実施形態では、脱活動運動を活動運動と異ならせることがある。
【０１５１】
　幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２によって検知されたデータは時間相関
させること（例えば、データを検知した時点を表す時間データと関連付けして記憶するこ
と）がある。データが検知された時点はタイマ１３４によって提供することが可能である
。動作時において監視システム２０のセンサモジュール１０２は、本明細書に記載したよ
うに信号を検知しかつ処理し、ボール５００の活動メトリクスに関する表現を出力する。
幾つかの実施形態では、活動メトリクスの表現は、例えば、表示デバイス（例えば、パー
ソナルコンピュータ２０４、可搬式電子デバイス２０６またはセンサモジュール１０２の
ディスプレイ）に出力することが可能である。
【０１５２】
　センサモジュール１０２は本明細書に記載したものを含む適切な任意の技法によってパ
ワー供給を受けることが可能である。例えばセンサモジュール１０２は、充電用ベース５
０２（例えば、図１４参照）を介する充電によってパワー供給することが可能である。例
えばセンサモジュール１０２の電源１１２は、誘導式充電によってパワー供給することが
可能であり、この場合に誘導コイルはボール５００内に装着されると共にセンサモジュー
ル１０２の電源１１２と結合されてもよい。幾つかの実施形態では誘導コイルは、誘導コ
イル充電デバイスの十分近くに誘導コイルが来るようにしてボール５００を配置させたと
きに、誘導式充電デバイス（例えば、充電用ベース５０２）からパワーを受け取ることが
できる。幾つかの実施形態ではボール５００は、ボール５００の最適な向き（すなわち、
誘導コイル充電デバイスの最も近くに誘導コイルを有するような向き）を容易にするため
に誘導コイルの場所を示すための外部マーキング（例えば、マーキング５０４）を有する
。幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、ボール５００の最適向きを容易にす
るために誘導コイルを介して受け取っているチャージの強度に関する指示（例えば、ＬＥ
Ｄが光を発し、ＬＥＤが発した光が色相を変化させ、ＬＥＤのブリンク速度が変化する）
を提供する、例えば外部から見ることができる発光ダイオード（ＬＥＤ）などの視覚的イ
ンジケータと結合される。
【０１５３】
　幾つかの実施形態では、ボール５００内に装着されたセンサモジュール１０２を含んだ
監視システム２０は、ボール５００の運動に関係する特性を含むボール５００（および／
または、ボール５００を扱う個人１００の）多種多様な活動メトリクスを決定するために
使用することが可能である。例えば監視システム２０は、ボール５００の場所、ボール５
００の軌道、ボール５００の打ち出し角度、ボール５００の回転数、ボール５００の回転
面の向き、ボール５００の回転軸の向き、ボール５００の移動速度、ボール５００の打ち
出し速度、ボール５００に対するキックやその他の衝撃の力、ボール５００の移動距離、
ボール５００の最大加速度を決定するために使用することが可能である。監視システム２
０は、適切な任意の構成要素を用いてこうした活動メトリクスを決定するために本明細書
に記載したような動作を実行することが可能である。例えば記載したような検知動作は、
監視システム２０のセンサモジュール１０２のセンサ（例えば適宜、加速度センサ１１６
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や磁場センサ１１８）によって実行させることがある。また例えば、データに対する処理
を含む動作（例えば、特定、決定、計算、記憶）は、センサモジュール１０２のプロセッ
サ１１０によって、あるいは監視システム２０の別の任意のデバイスや監視システム２０
と通信するデバイス（例えば、サーバ２０２、パーソナルコンピュータ２０４または可搬
式電子デバイス２０６）のプロセッサによって実行させることがある。
【０１５４】
　幾つかの実施形態では較正データは、ボール５００が較正状態にあるときにセンサモジ
ュール１０２によって検知されている。幾つかの実施形態では、ボール５００が例えば座
標系６００（図１５参照）などの外部座標系に対して（すなわち、センサモジュール１０
２と独立の座標系に対して）ある時間期間（例えば、１０ｍｓ以上の期間）にわたって静
止しているとき、ボール５００は較正状態にある。幾つかの実施形態ではボール５００は
、ボール５００のセンサモジュール１０２が約１Ｇの合成加速度（すなわち、１Ｇのしき
い値許容差以内（例えば、１Ｇの５％以内）の合成加速度）を検知したときに、静止して
いると見なすことが可能である。幾つかの実施形態ではボール５００は、個人によって扱
われている間の時間は静止していると見なすことが可能である。例えばボール５００は、
バスケットボール運動競技者がボール５００をジャンプシュートする時間期間内にある時
間期間にわたって静止しているとすることが可能である（例えば、個人の手からボール５
００が離れる前はセンサモジュール１０２により検知される合成加速度が約１Ｇであり、
ボール５００は静止していると見なすことが可能である）。また例えばボール５００は、
野球運動競技者がボール５００の投球を実行する時間期間内にある時間期間（例えば、セ
ンサモジュール１０２により検知される合成加速度が約１Ｇであるような個人のスローイ
ング動作に関する後方運動から前方運度までの遷移にわたる時間期間）にわたって静止し
ているとすることが可能である。
【０１５５】
　図１６には、時点ｔ００における較正状態にあるボール５００（センサモジュール１０
２を含む）を図示している。ボール５００は、運動競技活動を基準とした任意の点で（例
えば、運動競技活動の前、運動競技活動中もしくは運動競技活動後に）較正状態とするこ
とがある。幾つかの実施形態では、ボール５００が較正状態にあると決定されると共に、
ボール５００があるしきい値持続時間（例えば、１秒）を超える間にわたって静止状態と
なるごとに較正データを検知することが可能である。幾つかの実施形態ではボール５００
が較正状態にあると決定されると共に、ボール５００が静止状態となるごとに較正データ
を検知することが可能である。
【０１５６】
　幾つかの実施形態では、較正状態にあるときにセンサモジュール１０２の加速度センサ
１１６は加速度データを検知する。幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２の磁場
センサ１１８は磁場データ（例えば、地球の磁場に関係するデータ）を検知する。幾つか
の実施形態では較正データは加速度データと磁場データの両方を含む。幾つかの実施形態
では較正データは加速度データと磁場データのうちの一方を含む。
【０１５７】
　幾つかの実施形態では較正状態にあるときに、センサモジュール１０２の加速度センサ
１１６によって検知された加速度データは重力に由来する加速度であり、これを監視シス
テム２０によって、センサモジュール１０２に関する重力由来の加速度の向きとセンサモ
ジュール１０２の重力由来の加速度の大きさ（一緒にして、重力ベクトル３０２）のうち
の一方または両方を決定するために使用することが可能である。
【０１５８】
　幾つかの実施形態では、較正状態にあるときに、センサモジュール１０２の磁場センサ
１１８は、センサモジュール１０２に関する磁場の向きとセンサモジュール１０２の位置
の磁場の大きさ（一緒にして、磁場ベクトル３０４）のうちの一方または両方を検知する
。
【０１５９】
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　幾つかの実施形態ではセンサモジュール１０２は、１つまたは複数の後続の計算のため
に依拠する較正データを検知する。幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２が較
正状態にあるときに検知した較正データを外部座標系６００を確立するために使用するこ
とが可能である。幾つかの実施形態では外部座標系６００は、重力ベクトル３０２の向き
に対する参照によって確立すること（例えば、重力が下向きの加速度を生じさせることが
分かっているため「下」の方向を確立すること）が可能である。幾つかの実施形態では外
部座標系６００は、磁場ベクトル３０４の向きに対する参照によって確立すること（例え
ば、磁場が典型的にはある運動競技活動の典型的なプレイエリアのエリア全体にわたって
かなり一定であるため一定の基準方向を確立すること）が可能である。幾つかの実施形態
では外部座標系６００は、重力ベクトル３０２の向きと磁場ベクトル３０４の向きに対す
る参照によって確立することが可能である。
【０１６０】
　ボール５００の運動中（例えば、ボール５００が蹴られるか打たれた後）にボール５０
０は、６つの自由度、すなわち３つの線形自由度である（１）上／下（例えば、外部座標
系６００のＹ軸に沿った方向）、（２）左／右（例えば、外部座標系６００のＸ軸に沿っ
た方向）および（３）後／前（例えば、外部座標系６００のＺ軸に沿った方向）；ならび
に３つの回転自由度である（１）ヨー（例えば、外部座標系６００の角α方向）、（２）
ロール（例えば、外部座標系６００の角β方向）および（３）ピッチ（例えば、外部座標
系６００の角γ方向）のうちのいずれかまたはすべてについて動くことがある。
【０１６１】
　個人１００やその他の者は、例えば個人１００の活動（例えば、個人１００によるボー
ル５００のキックや投球）がボール５００に及ぼす効果を調べるためにボール５００の活
動メトリクスを知ることを希望することがある。監視システム２０は、こうした活動メト
リクス（例えば、ボール５００の場所、ボール５００の軌道、ボール５００の打ち出し角
度、ボール５００の回転数、ボール５００の回転面の向き、ボール５００の回転軸の向き
、ボール５００の移動速度、ボール５００の打ち上げ速度、ボール５００に加わるキック
やその他の衝撃の力、ボール５００の移動距離およびボール５００の最大加速度）を決定
することがある。センサモジュール１０２は、こうした活動メトリクスを表すデータを（
例えば、パーソナルコンピュータ２０４や可搬式電子デバイス２０６の表示デバイスに）
出力することがある。こうしたデータは、センサモジュール１０２から未処理の形態で（
例えば、加速度センサ１１６および／または磁場センサ１１８からの未処理信号で）出力
されることや、表出形態で（例えば、加速度センサ１１６および／または磁場センサ１１
８の信号の処理の結果としてのデータで）出力されることがある。幾つかの実施形態では
監視システム２０は、１つまたは複数の活動メトリクスの表現を、個人１００および／ま
たは別の者が認知可能な方式で出力する。
【０１６２】
　こうした活動メトリクスを表すデータは、例えば本明細書に記載したものなど適切な任
意の方法で処理および／または出力することが可能である。
【０１６３】
　本明細書で指摘しているように幾つかの実施形態では監視システム２０は、ある時間期
間にわたるあるいは特定の時間時点におけるボール５００の瞬時的軌道６０６の表現（瞬
時的軌道とは、運動状態にあるボール５００の運動方向に関する表現）を決定および／ま
たは出力することが可能である。幾つかの実施形態では監視システム２０は、ボール５０
０の場所に関する表現を決定および／または出力することが可能である。幾つかの実施形
態では監視システム２０は、ボール５００の打ち出し角度６０４に関する表現を決定およ
び／または出力することが可能である。幾つかの実施形態では打ち出し角度６０４は、ボ
ール５００の運動開始に十分に近い時点（例えば、ボール５００が蹴られるか打たれた直
ぐ後）におけるボール５００の瞬時的軌道６０６に対応するように決定することが可能で
ある。幾つかの実施形態ではボール５００の運動の開始は、検知したしきい値を超えるイ
ンパルス加速度に基づいて決定される。幾つかの実施形態では打ち出し角度６０４は、ボ
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ール５００の運動開始後１５０ｍｓ未満（例えば、１００ｍｓ～１５０ｍｓ）のボール５
００の瞬時的軌道６０６に対応するように決定することが可能である。幾つかの実施形態
では打ち出し角度６０４は、ボール５００の運動開始後で加速度大きさの検知が可能とな
る最も早い時点におけるボール５００の瞬時的軌道６０６に対応するように決定すること
が可能である。幾つかの実施形態ではこの時点は、加速度センサ１１６が出力した信頼性
がより低いデータの期間（別の時点で加速度センサ１１６が出力したデータに比べて信頼
性がより低いデータ出力となる期間）の直ぐ後に続くことがある。こうした信頼性がより
低いデータ出力は、例えば、検知した加速度データの（例えば、衝撃などに起因する加速
度の突然の変化による）外乱（例えば、レーリング（ｒａｉｌｉｎｇ））の結果として、
あるいは（例えば、加速度センサがその最大加速度信号を出力するような期間で、加速度
が検知可能な最大加速度より大きくなるための）加速度センサ信号のゲイン飽和の結果と
して生じることがあり、これらは、例えば、衝撃（例えば、キック、投球、シュート）に
対する反応におけるボール５００に対する大きな初期加速度に起因することがある。幾つ
かの実施形態では、こうした信頼性がより低い加速度データ出力は、キックの衝撃後のあ
る時間（例えば、１００～１５０ｍｓ）にわたって（例えば、キック衝撃の持続時間の約
１０ｍｓと衝撃後の約９０ｍｓ～１４０ｍｓにわたって）見られることがある。
【０１６４】
　打ち出し角度６０４は、自由飛行しているボール５００の移動方向の垂直成分の角度が
ボール５００の運動の開始と十分に近いときの瞬時的軌道６０６に対応する可能性がある
。幾つかの実施形態では、自由飛行が加速度データに基づいて決定される。自由飛行に入
った直後（例えば、ボール５００が投げられるかキックされた直後）は、加速度センサ１
１６により検知される加速度データは１Ｇ未満（すなわち、重力に由来する加速度未満）
の合成加速度を示す。例えば合成加速度は、１Ｇ（例えば、静止状態または非自由飛行状
態）から０．５Ｇ（例えば、自由飛行）まで低下することがある。この低下が生じる時点
を自由飛行の開始と決定することが可能である。合成加速度が１Ｇ未満に維持されている
間は、自由飛行の継続と決定することが可能である。幾つかの実施形態では重力由来の加
速度の大きさは、事前に定義することが可能であるか、あるいはボール５００が静止中（
例えば、較正状態にあるとき）に検知された加速度データに基づいて決定することが可能
である。
【０１６５】
　自由飛行にあるボール５００の移動方向の垂直成分の角度を決定するための運動開始に
より近いほど、打ち出し角度に関するより良好な代表値となり得る。運動の開始を過ぎる
と、自由飛行にあるボール５００の移動方向の垂直成分の角度は変化する（例えば、低下
する）ことがある。幾つかの実施形態ではこの変化は、打ち出し角度決定の精度を向上さ
せるために瞬時的軌道、速度（以下を参照）および時間（運動開始後）に基づいた式を用
いることによって補償することが可能である。幾つかの実施形態では、ゲイン飽和の期間
（すなわち、加速度センサのレーリング中）におけるボール５００の経路は、その時間中
に検知された磁場データに基づいて決定することが可能である。幾つかの実施形態では、
衝撃の瞬間における打ち出し角度をこの経路に基づいて決定することが可能である。
【０１６６】
　幾つかの実施形態では、ボール５００の瞬時的軌道６０６（および／または、打ち出し
角度６０４）は、これより前の第１の時点で（例えば、加速度センサ１１６および／また
は磁場センサ１１８により検知された）加速度データおよび磁場データのうちの１つまた
は幾つか、ならびにこれより後の第２の時点で（例えば、加速度センサ１１６および／ま
たは磁場センサ１１８により検知された）加速度データおよび磁場データのうちの１つま
たは幾つかに基づいて決定することが可能である。幾つかの実施形態では、第１の時点に
おいてボール５００は静止しており（例えば、較正状態にあり）、また第２の時点におい
てボール５００は運動している（例えば、ボール５００の運動が第１の時点と第２の時点
の間に開始されている）。
【０１６７】
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　幾つかの実施形態では、例えば図１５に示したように、外部座標系（例えば、外部座標
系６００）は、ボール５００が較正状態にある時点である第１の時点において決定される
。幾つかの実施形態では、センサモジュール１０２（例えば、内部座標系６５０）に対し
て固定の内部座標系向きが外部座標系６００を基準として決定される。説明を簡単にする
ために本明細書では内部座標系６５０が第１の時点において外部座標系６００と整列する
ように記載しているが、内部座標系６５０は必ずしも外部座標系６００と整列しないこと
（例えば、内部座標系６５０は外部座標系６００からある角度オフセットをもって確立さ
れ得ること）、ならびに内部座標系６００は必ずしも従来の座標成分によって特徴付けす
る必要はないが、単に外部座標系（例えば、外部座標系６００）に関してセンサモジュー
ル１０２の相対的向きを確立するようなある基準によって特徴付けし得ること、を理解す
べきである。図面において内部座標系６５０の成分は、Ｘ’（例えば、左／右）、Ｙ’（
例えば、上／下）、Ｚ’（例えば、後／前）、α’（例えば、ヨー）、β’（例えば、ロ
ール）およびγ（例えば、ピッチ）で示していると共に、座標成分の変化は、ΔＸ、ΔＹ
、ΔＺ、Δα、ΔβおよびΔγのそれぞれ（例えば、図１６参照）で示している。
【０１６８】
　例えば図１５に示したように、幾つかの実施形態では加速度センサ１１６を用いて、第
１の時点におけるセンサモジュール１０２に対する（すなわち、内部座標系６５０に対す
る）重力ベクトル３０２の向きを決定しており、また幾つかの実施形態では磁場センサ１
１８を用いて、第１の時点におけるセンサモジュール１０２に対する磁場ベクトル３０４
の向きを決定している。幾つかの実施形態では、外部座標系６００に対する内部座標系６
５０の向きを重力ベクトル３０２と磁場ベクトル３０４のうちの一方または両方に基づい
て決定することが可能である。この方法ではボール５００の最初の向きを、外部座標系６
００内における（内部座標系６５０を含む）センサモジュール１０２の最初の向きに基づ
いて決定することが可能である。
【０１６９】
　幾つかの実施形態（例えば、図１６参照）では、ボール５００の回転（例えば、３次元
回転）は第１の時点と第２の時点の間で検知されかつ計測されており、第２の時点（例え
ば、運動開始の直ぐ後（例えば運動検出後１００ｍｓ）など）においてボール５００は運
動している。幾つかの実施形態ではこうした回転は、監視システム２０によって出力され
るかつ／または追加の動作のために監視システム２０によって使用される可能性がある。
【０１７０】
　例えば幾つかの実施形態では第１の時点と第２の時点の間でのボール５００の向きの変
化が、第１の時点から第２の時点までの磁場センサ１１８が検知した磁場データに基づい
て決定される。例えば第１の時点と第２の時点の間でのボール５００の向きの変化は、第
１の時点と第２の時点の間における外部座標系６００に対する軸Ｘ’、Ｙ’およびＺ’の
角度差（Δα、ΔβおよびΔγで示す）によって表すことがある。
【０１７１】
　また例えば幾つかの実施形態では、第１の時点と第２の時点の間でのボール５００の向
きの変化は、第１の時点から第２の時点までの加速度センサ１１６によって検知された加
速度データおよび／または磁場センサ１１８によって検知された磁場データに基づいて決
定することが可能である。幾つかの実施形態ではこうした位置の変化は監視システム２０
によって出力されるかつ／または追加の動作のために監視システム２０によって使用され
る可能性がある。
【０１７２】
　例えば第１の時点と第２の時点の間でのボール５００の位置の変化は、第１の時点と第
２の時点の間における軸Ｘ、ＹおよびＺに沿った外部座標系６００に対するセンサモジュ
ール１０２の位置の線形差（ΔＸ、ΔＹおよびΔＺで示す）によって表すことがある。
【０１７３】
　幾つかの実施形態では第２の時点においてセンサモジュール１０２の加速度センサ１１
６は、センサモジュール１０２（またしたがって、ボール５００）の加速度のセンサ１０
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２に対する向き（すなわち、加速度方向）とセンサモジュール１０２の加速度の大きさ（
一緒にして、合成加速度ベクトル６０２）のうちの一方または両方を検知する。幾つかの
実施形態では、センサモジュール１０２によって検知される加速度は、実質的にその全体
がボール５００にかかる抗力の影響（すなわち、抗力に由来する減速）に起因する。（幾
つかの実施形態では加速度センサ１１６は慣性システムであり、したがって自由飛行にあ
るときに重力由来の加速度を検知しない。）
【０１７４】
　幾つかの実施形態では、複数の個人１００が監視を受けることがある。例えば、複数の
個人１００が複数の監視システム３０によって複数のセンサモジュール１０２を介して監
視を受けることがあり、あるいは複数の個人１００は同じ監視システム３０によって複数
のセンサモジュール１０２を介して監視を受けることがある。こうした個人１００は、例
えば同時に、異なる時点で、異なる運動競技活動への参加中に、同じ運動競技活動への参
加中など所望の任意の方法で監視を受けることがある。複数の個人の各々から導き出され
た活動メトリクスと活動メトリクスは、上述の場合と同様にして比較、合成および／また
は表現することが可能である。こうした比較、合成および／または表現は、各個人を別々
であると見なすこと、一緒のグループ（例えば、チーム、チームの中盤選手）として個人
を部分集団とすること、あるいは監視を受ける個人全体とすることに基づいて実行するこ
とが可能である。ゲーム設定ではこうした比較、合成および／または表現を、ゴール、ボ
ールがコート外に出た、ペナルティキック、ジャンプボールなどのゲームイベントと相関
させることが可能であり、これによって記載したような個人（複数可）１００の同時性の
（ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｎｅｏｕｓ）活動メトリクスと関連させて出力することが可能で
ある。
【０１７５】
　個人（複数可）１００および／または監視される対象物に対する監視から導き出された
データに対するこうした比較、合成および／または表現によって、例えば運動競技活動に
参加している個人、コーチ、観客、医師およびゲームのオフィシャルに対して恩恵を提供
することができる。こうした人々は、多種多様な理由から運動競技活動セッションの間に
互いにやり取りしたり、協働することがある。
【０１７６】
　例えば、個人（複数可）１００のフィットネスレベルを最大化するためにコーチが監視
対象の個人（複数可）１００のパフォーマンスを監視してアドバイスを与え、または別の
形でそのパフォーマンスに影響を及ぼすことが望ましいことがある。別法としてまたは追
加として、運動競技活動内における個人（複数可）１００の有効性の最大化に役立つよう
にコーチが個人（複数可）１００を監視し影響を及ぼすことが望ましいことがある。さら
に、運動競技活動で成功する確率の最大化に役立つように（この成功とは、例えば、サッ
カーなどのゲームで相手チームを負かすこと、あるいは運動競技活動に参加している１人
または複数の個人１００に関する所望のフィットネスレベルを達成／維持することとし得
る）コーチが個人（複数可）１００を監視し影響を及ぼすことが望ましいことがある。運
動競技活動のセッションには、例えば、トレーニングセッション（例えば、フィールドセ
ッション、ジムセッション、トラックセッション）または運動競技セッション（例えば、
サッカー試合やバスケットボールゲーム）を含むことがある。
【０１７７】
　幾つかの例示的実施形態では、コーチが１人または複数の個人１００および／または監
視対象物を監視することがあり、また個人（複数可）１００の健康、安全および／または
パフォーマンスに関する追跡と維持または改善のためのフィードバックを個人（複数可）
１００に提供することがある。
【０１７８】
　コーチは、これらの目的や別の目的を考慮し、個人（複数可）１００および／または監
視対象物の活動を監視し、個人（複数可）１００のパフォーマンスに個人的に、またグル
ープとして影響を及ぼす判断を行わねばならない。これを行う際にコーチは、個人（複数
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可）１００に関する情報および運動競技活動セッションに参加している間のそのパフォー
マンスに依拠する。個人（複数可）１００（および／または、個人がやり取りする監視対
象物）に関するデータを提供する監視システム（例えば、監視システム３０）はコーチに
対して直接に観察可能なものを超えるその運動競技活動に参加している個人に関する理解
しやすい情報を提供することが可能であり、これにより運動競技活動において成功を収め
る確率を最大化させるようなコーチによる迅速かつ有効な意思決定が容易になる。
【０１７９】
　上で指摘したように、例えばセンサモジュール１０２、パーソナルコンピュータ２０４
、可搬式電子デバイス２０６、ネットワーク２００およびサーバ２０２を含む監視システ
ム３０の要素のうちのいずれかの間で多種多様な情報が伝送されることがある。こうした
情報は、例えば、活動メトリクス、デバイス設定値（センサモジュール１０２の設定値を
含む）、ソフトウェアおよびファームウェアを含むことがある。
【０１８０】
　本発明の様々な要素間での通信は、運動競技活動の完了後にあるいは運動競技活動中に
リアルタイムで行われることがある。さらに例えばセンサモジュール１０２とパーソナル
コンピュータ２０４の間のやり取りと、例えばパーソナルコンピュータ２０４とサーバ２
０２の間のやり取りとが異なる時点で生じることがある。
【０１８１】
　監視を受ける個人１００および／または監視対象物が複数の場合には、幾つかの実施形
態では監視を受ける各個人１００および／または対象物と関連付けされたセンサデバイス
（例えば、センサモジュール（複数可）１０２）はそれぞれ、関連する異なるリモートデ
バイス（例えば、パーソナルコンピュータ２０４および／または可搬式電子デバイス２０
６）にデータを送信することがある。幾つかの実施形態では、監視を受ける個人（複数可
）１００および／または対象物と関連付けされた複数のセンサデバイス（例えば、センサ
モジュール（複数可）１０２）は関連する同じリモートデバイスにデータを送信すること
がある。幾つかの実施形態では、監視を受ける個人（複数可）１００および／または対象
物と関連付けされた複数のセンサデバイス（例えば、センサモジュール（複数可）１０２
）は、リモートデバイスへの（例えば、ネットワーク２００および／またはサーバ２０２
を介した）再伝送のために中間デバイスに（例えば、データをローカルに受け取りこのデ
ータを１つまたは複数の外部デバイスに送信する（例えば本明細書に記載したようにこう
したデータの処理を伴うことも伴わないこともある）ための「基地局」の役割をするコン
ピュータに）データを送信することがある。記載したようなこうしたデータ伝送は（例え
ば、運動競技活動中のリアルタイム解析のために）実質的にリアルタイムで行うことが可
能であり、あるいは運動競技活動が終了した後で（例えば、ゲーム後解析のために）行う
ことが可能である。送信されるデータは、センサ（例えば、センサモジュール１０２の加
速度センサ１１６および磁場センサ１１８）により検知された生データから、任意の処理
動作（例えば、本明細書に記載したようなこうした特定、決定、計算または記憶）から生
じたデータまでの任意の形態とすることが可能である。本明細書に記載したようなデータ
に対する任意の処理は記載したようにデータ伝送を受け取る任意のデバイスにおいて行う
ことが可能である。
【０１８２】
　運動競技活動に参加している個人およびトレーナ（例えば、コーチ、医師または別の個
人）は、多種多様な理由から運動競技活動セッションの間に互いに協働することがある。
例えば、個人のフィットネスレベルを最大化するためにトレーナが個人のパフォーマンス
を監視してアドバイスを与え、または別の形でそのパフォーマンスに影響を及ぼすことが
望ましいことがある。別法としてまたは追加として、運動競技活動内における個人の有効
性の最大化に役立つようにトレーナが個人を監視し影響を及ぼすことが望ましいことがあ
る。さらに、運動競技活動で成功する確率の最大化に役立つように（この成功とは、例え
ば、サッカーなどのゲームで相手チームを負かすこと、あるいは運動競技活動に参加して
いる１人または複数の個人に関する所望のフィットネスレベルを達成／維持することとし
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得る）トレーナが個人を監視し影響を及ぼすことが望ましいことがある。運動競技活動の
セッションには、例えば、トレーニングセッション（例えば、フィールドセッション、ジ
ムセッション、トラックセッション）または運動競技セッション（例えば、サッカー試合
やバスケットボールゲーム）を含むことがある。
【０１８３】
　幾つかの例示的実施形態ではトレーナが、個人の健康および安全に関する追跡および維
持のために個人を監視しかつ影響を及ぼすことがある。こうした実施形態では、トレーナ
が例えば怪我、病気および危険な条件などの健康および安全に関係する情報を提供される
と有益となり得る。
【０１８４】
　トレーナは個人のパフォーマンスに個人的に、またグループとして影響を及ぼすために
、これらの目的や別の目的を考慮し、個人を監視しかつ判断を行わねばならない。これを
行う際にトレーナは、個人に関する情報および運動競技活動セッションに参加している間
のそのパフォーマンスに依拠する。トレーナは、トレーナが直接観察可能なもの以外の情
報を受け取ることが有益となり得る。本発明の例示的な一実施形態によるグループ監視シ
ステムは、トレーナに対して直接に観察可能なものを超えるその運動競技活動に参加して
いる個人に関する理解しやすい情報を提供することが可能であり、これにより運動競技活
動において成功を収める確率を最大化させるようなトレーナによる迅速かつ有効な意思決
定が容易になる。時間経過に従ったパフォーマンスメトリクスを伴った詳細な運動競技者
プロファイルを作成し維持することが可能である。トレーナは、グループ監視システムが
提供する情報を使用することによって、例えば運動不足の運動選手、トレーニング過剰な
運動選手ならびに怪我のリスクが比較的高い運動選手の発見に役立てることが可能である
ような時間経過に従ったトレンドの検討が可能となる。ピークのパフォーマンス（例えば
、ゲーム時点で）を可能にするようなこれらの条件に対処するように特別トレーニングプ
ログラムを立案することが可能である。
【０１８５】
　従来では、トレーナはチームや具体的な個人またはその部分組に対して（例えば、１つ
または複数のメトリクスに関する目標値によって示される）ある作業負荷を与えることを
期待してある運動競技活動セッションを企画するが、実際に意図した作業負荷が与えられ
たか否かを計測するための信頼性が高い方法を有していなかった。本発明の実施形態によ
るグループ監視システムによればトレーナはここで、意図した作業負荷が実際に与えられ
たか否かを（例えば、総作業負荷を決定するための基礎を示すまたは提供する１つまたは
複数のメトリクスに関する直接計測によって）決定することが可能である。これによって
トレーナは、立案および適応について個人やチームのパフォーマンスを表す計測値に基づ
くことによって運動競技活動セッションをより精密に立案し適合されることが可能となる
。こうしたグループ監視システムは、必要に応じてトレーニングを改善するためにトレー
ナが従うことが可能なフィードバックを提供することがある。例示的な一実施形態ではそ
のグループ監視システムは、臨界のまたは重要な条件の目印となる警報をトレーナに提供
することができ、これがないとトレーナは、例えば個人の疲労や個人の心拍数がしきい値
を超えたことを直接観測することは不可能である。
【０１８６】
　例示的な一実施形態では、例えば図１７に示したようなグループ監視システム７００は
、個人監視器７１２（図１８Ａ参照）、対象物監視器７５０、基地局７０５および少なく
とも１つのグループ監視デバイス７６０（図１９参照）を含む。個人監視器７１２は、図
１８Ａに示したように個人７１０と結合されてもよい。対象物監視器７５０は、図１８Ｂ
に示したようにスポーツ対象物７４０と結合されてもよい。個人７１０は、例えば、運動
競技活動の参加者（例えば、運動競技者、レフェリーまたはボールボーイ、ゴルフのキャ
ディもしくは線審などの支援員）とすることがある。例えばスポーツ対象物７４０は、個
人（例えば、個人７１０）が運動競技活動中に使用する、任意のタイプのスポーツ用ボー
ル、任意のタイプのスポーツ「スティック」（例えば、野球バット、ホッケースティック
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、ゴルフクラブ、卓球ラケットもしくはテニスラケット）、スポーツ用グラブ（例えば、
ボクシングのグラブ）、自転車、オール、靴、ブーツ、スキー、帽子、ヘルメット、バン
ド、スケートボード、サーフボードもしくは１対の眼鏡もしくはゴーグル）などのスポー
ツ対象物とすることがある。ある種の実施形態では、１人または複数の個人７１０および
／または１つまたは複数のスポーツ対象物７４０を監視することが可能である。個人監視
器７１２および／または対象物監視器７５０は、加速度計、歩数計、心拍数監視器、位置
センサ、衝撃センサ、カメラ、磁力計、ジャイロスコープ、マイクロフォン、温度センサ
、圧力センサ、呼吸センサ、姿勢センサ、乳酸センサおよび風センサ（ただし、これらに
限らない）を含むような多種多様なセンサ７０２を含むことあるいはこれと通信してもよ
い。グループ監視システム７００は、異なる特性の監視のために個別のシステムが不要と
なるようにこれらのセンサや別のセンサのいずれかまたは全部を含むことが可能である。
さらに、複数の異なるセンサからのデータストリームを統合し処理することによって、グ
ループ監視システム７００はメトリクスを異なる監視を受ける特性を表したデータに基づ
いて決定し提供することが可能である。これによって、複数のデータストリームに基づい
たメトリクスの決定（例えば、高レベルのトレーニング見通しの決定）のためにデータス
トリームを手作業で組み合わせることが不要となる。
【０１８７】
　例示的な一実施形態では個人監視器７１２は、センサ衣服７０４、心拍数監視器７０６
、位置センサ７０８、加速度センサ７１０または別の任意のセンサ（例えば、磁力計）を
含むことがある。例示的な一実施形態では対象物監視器７５０は、位置センサ７０８、加
速度センサ７１０および磁力計を含むことがある。位置センサ７０８は、例えば、衛星測
位システム（例えば、ＧＰＳ（全地球測位システム））と一緒に用いられる位置センサ、
ビーコンシステム（例えば、三角測量および／またはフィールドまたは活動エリアの周り
にある既知の位置でアンテナが受信した信号の時間差を用いる位置決定）と一緒に用いら
れる位置センサ、あるいは適切な別の任意の位置決定システムと一緒に用いられる位置セ
ンサを含むことがある。ある種の実施形態では位置センサ７０８は磁力計と同じデバイス
とすることが可能である。
【０１８８】
　幾つかの例示的実施形態では、グループ監視デバイス７６０は、図１９に示したように
トレーナ７２０によって用いられてもよい。例示的な一実施形態では、グループ監視シス
テム７００および／またはその構成要素（例えば、個人監視器７１２、対象物監視器７５
０）は、例えば、その開示全体を参照により本明細書に組み込むものとする米国特許出願
第１２／４６７，９４４号（２００９年５月１８日提出）、米国特許出願第１２／４６７
，９４８号（２００９年５月１８日提出）、米国特許出願第１３／０７７，４９４号（２
０１１年３月３１日提出）、米国特許出願第１３／０７７，５２０号（２０１１年３月３
１日提出）、米国特許出願第１３／０７７，５１０号（２０１１年３月３１日提出）、米
国特許出願第１３／４４６，９３７号（２０１２年４月１３日提出）、米国特許出願第１
３／４４６，９８２号（２０１２年４月１３日提出）および米国特許出願第１３／４４６
，９８６号（２０１２年４月１３日提出）内で開示されたものなど別の監視システムの要
素を含むことまたはこれと一緒に使用されることがある。
【０１８９】
　一般的にはセンサ７０２は、運動競技活動のセッションへの個人７１０による参加の準
備として個人７１０に装着させている。特定の個人７１０に装着させるセンサ７０２は、
有線か無線かのいずれかによって個人監視器７１２に結合させ、さらにその個人７１０上
に装着させている。個人７１０の個人監視器７１２と通信するセンサ７０２は、個人７１
０が運動競技活動のセッションに参加している間に個人７１０に関する特性を検知するこ
とがあり、また特性を表したデータを個人監視器７１２に送信することがある。個人監視
器７１２は一方、運動競技活動のセッション中またはセッション後にこのデータを基地局
７０５に送信することがある。
【０１９０】
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　対象物７４０の対象物監視器７５０と通信するセンサ７０２は、例えば運動競技活動セ
ッションの間の対象物７４０が（例えば、個人７１０によって）使用中のときに対象物７
４０に関する特性を検知することがあり、また特性を表したデータを対象物監視器７５０
に送信することがある。対象物監視器７５０は一方、運動競技活動のセッション中または
セッション後にこのデータを基地局７０５に送信することがある。
【０１９１】
　幾つかの実施形態では第１の個人監視器７１２は、監視を受ける個人７１０に関する特
性を表したデータを第２の監視器（例えば、異なる個人７１０を監視する個人監視器７１
２もしくはスポーツ対象物７４０を監視する対象物監視器７５０）に送信することがある
。幾つかの実施形態では第１の対象物監視器７５０は、監視対象物７４０に関する特性を
表したデータを第２の監視器（例えば、個人７１０を監視する個人監視器７１２もしくは
異なるスポーツ対象物７４０を監視する第２の対象物監視器７５０）に送信することがあ
る。監視器７１２、７５０の間でのこうした通信は、適切な任意のプロトコルに従った無
線とすることがある。例えばこうした通信は、ＲＦＩＤ（無線周波数識別）信号、磁気信
号、ＷＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク）信号、ＩＳＭ（工業用、科学用
、医用）バンドの信号、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬＥ））信号または携帯電話信号に基づくこと
がある。
【０１９２】
　監視器７１２、７５０の間でのこうした通信は、複数の発生元からのデータに基づいた
決定および計算を容易にすることがある。例えば、２人の監視を受ける個人７１０がスポ
ーツ対象物７４０（例えば、ボール）をキックした場合、スポーツ対象物７４０の対象物
監視器７５０は個人７１０の個人監視器７１２の各々からデータを受け取る可能性がある
。こうしたデータはスポーツ対象物７４０の対象物監視器７５０からのデータと比較する
ことが可能でありまたこれを用いて２人の個人のうちのどちらが先にスポーツ対象物７４
０をキックしたのかを（例えば、スポーツ対象物７４０、基地局７０５もしくはアクセス
デバイスの位置において）決定することが可能である。また例えば、監視を受ける個人７
１０がスポーツ対象物７４０（例えば、ボール）をキックした場合、個人７１０の個人監
視器７１２はスポーツ対象物７４０の対象物監視器７５０から、スポーツ対象物７４０が
蹴られた際の力または速度を示すデータ、あるいはキックに由来してスポーツ対象物７４
０に生じた速度、運動方向もしくは予想着地場所を示すデータを受け取ることが可能であ
る。こうしたデータは、スポーツ対象物７４０の圧力センサによって検知されると共に、
監視を受ける個人７１０の個人監視器７１２に無線で送信されることがある。こうしたデ
ータは、個人監視器７１２からのデータと比較することが可能であり、またこれを用いて
個人７１０のキックの特性を決定することが可能である。幾つかの実施形態では、こうし
たデータに基づいてグループ監視システム７００は、個人７１０が自身のキックをどのよ
うに改善させ得るか（例えば、より優れた距離、速度、高さを達成し得るか）に関するア
ドバイスを提供することができる。
【０１９３】
　幾つかの例示的実施形態では、グループ監視システム７００のシステム構成要素の間の
伝送の一部または全部をリアルタイムで行うことがある。本明細書で使用する場合におい
て「リアルタイム」とは、伝送技術に固有の遅延、リソースを最適化するように設計され
た遅延、ならびに当業者に明らかであるような別の固有のまたは望ましい遅延を含むこと
がある。幾つかの例示的実施形態では、これらの伝送の一部または全部をリアルタイムか
ら遅延させることがあり、あるいは活動が終了した後に行われることがある。基地局７０
５がデータを受け取ると共にこのデータからメトリクスを決定している（ここでこのメト
リクスとは、センサ７０２によって計測された特性の表現とすることがあり、あるいはア
ルゴリズムや別のデータ取扱い技法を用いることを通じてデータから導き出されたまた別
の特性の表現とすることがある）。メトリクスは、個人監視器７１２からのデータだけに
基づくこと、対象物監視器７５０からのデータだけに基づくこと、あるいは個人監視器７
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１２と対象物監視器７５０の両方からのデータに基づくことがある。一方、基地局７０５
はこのメトリクスを運動競技活動セッションの間にグループ監視デバイス７６０に伝送し
ており、またこのグループ監視デバイス７６０はこのメトリクスを受け取ってメトリクス
の表現を表示している。
【０１９４】
　グループ監視デバイス７６０は複数の個人７１０および／または１つまたは複数の対象
物７４０と関連付けされたメトリクスを受け取ることがあり、また受け取ったメトリクス
を個人７１０および／またはこれに関連する対象物７４０に対応させて表示することがあ
る。この際に、運動競技活動セッションの間にグループ監視デバイス７６０を観察するト
レーナ７２０は複数の個人７１０および／または対象物（複数可）７４０に関する詳細な
情報を受け取り、またその情報が必要であるまたは好都合であると判定されるとこの情報
に則って行動し、これにより運動競技活動セッションの間に個人７１０を効率よく監視し
かつ監督することが可能である。
【０１９５】
　メトリクスの表示は個人７１０またはそのグループに関するリアルタイムの概況を表す
ことが可能であり、また１人または複数の個人７１０またはそのグループを１つまたは複
数の別の個人７１０またはそのグループとの比較、あるいは第１の時点における１人また
は複数の個人７１０またはそのグループと第２の時点における１人または複数の個人７１
０またはそのグループとの比較を容易にすることが可能である。
【０１９６】
　幾つかの例示的実施形態では個人監視器７１２および／または対象物監視器７５０は、
データ（例えば、センサ７０２が作成するデータ）に基づいてメトリクスを計算すると共
に、これらのメトリクスをデータと一緒にあるいはデータに代えて基地局７０５に転送す
る。幾つかの例示的実施形態では基地局７０５は、グループ監視デバイス７６０に対して
このデータをメトリクスと一緒にあるいはメトリクスに代えて送信する。幾つかの例示的
実施形態ではグループ監視デバイス７６０がこのデータに基づいてメトリクスを計算する
。
【０１９７】
　個人監視器７１２（または、対象物監視器７５０）の要素は、例えば、配線、プリント
回路基板、導電性糸、導電性織物、織物上のプリント導電層、プリント（配線）ハーネス
、ワイヤレス通信技術、シリアルポート、シリアル周辺機器インタフェース、その他の接
続技法、あるいはこれらの組み合わせなどの多種多様な技法を用いて互いに相互接続する
ことがある。各監視器７１２、７５０は基地局７０５に対して持ち運び可能である。幾つ
かの実施形態では各個人監視器７１２は、運動競技活動に参加している個人７１０によっ
て持ち運び可能である。各監視器７１２、７５０は、それ自身がセンサ７０２を含むこと
があり、かつ／または個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０により運ばれかつ
監視器７１２、７５０からリモートに配置されるセンサ７０２と通信してもよい。各監視
器７１２、７５０は、基地局７０５とで対を形成すると共に、個人７１０および／または
スポーツ対象物７４０と関連付けさせることが可能である。各監視器７１２、７５０は、
一意の識別子を含むことがある。この一意の識別子は、例えば、個人監視器７１２および
／または対象物監視器７５０の観察可能表面の上（または、例えば衣服やスポーツ対象物
などのこれに関連付けされた物品）に付けられた数字によって、あるいは個人監視器７１
２および／または対象物監視器７５０と関連付けされたボタンが押されたときまたは基地
局７０５からのリクエスト信号を受信したときに伝達されるまたは表示されるデータによ
って表されることがある。
【０１９８】
　例示的な一実施形態では個人監視器７１２は、ポッドのような（ｐｏｄ－ｌｉｋｅ）デ
バイスであり、また個人監視器７１２の場所（またしたがって、個人監視器７１２を携え
た個人７１０の場所）を表したデータを決定するための位置モジュールと、個人７１０の
心拍数を表したデータを決定するための心拍数監視器モジュールと、個人７１０の加速度
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を表したデータを決定するための３軸加速度センサモジュールと、例えば競技フィールド
および／または基地局３０５に対する個人７１０の向きを表したデータを決定するための
ジャイロスコープモジュールと、局所磁場データを計測しジャイロスコープモジュールお
よび加速度センサモジュールにより決定された身体運動データを較正するための磁力計モ
ジュールと、を含む。こうしたポッドのようなデバイスは個人７１０が例えばシャツ、靴
または個人７１０が装着している別の衣服や器具に付けて持ち運ぶことが可能である。幾
つかの実施形態では個人監視器７１２は、近距離通信（ＮＦＣ）デバイス（例えば、無線
周波識別（ＲＦＩＤ）タグ）またはアクティブ型もしくはパッシブ型の通信デバイスとす
ることがある。
【０１９９】
　同様に例示的な一実施形態では対象物監視器７５０は、対象物監視器７５０の場所（ま
たしたがって、対象物監視器７５０を備えたスポーツ対象物７４０の場所）を表したデー
タを決定するための位置モジュールと、スポーツ対象物７４０を扱う個人（例えば、個人
７１０）の心拍数を表したデータを決定する（例えば、スポーツ対象物７４０を握るある
いは保持することによって対象物監視器７５０の心拍数センサによる個人のパルスの検知
が可能となる）ための心拍数監視器モジュールと、スポーツ対象物７４０の加速度を表し
たデータを決定するための３軸加速度センサモジュールと、例えば競技フィールドおよび
／または基地局７０５に対するスポーツ対象物７４０の向きを表したデータを決定するた
めのジャイロスコープモジュールと、局所磁場データを計測しジャイロスコープモジュー
ルおよび加速度センサモジュールにより決定された運動データを較正するための磁力計モ
ジュールと、を含むデバイスである。幾つかの実施形態では対象物監視器７５０は、スポ
ーツ対象物７４０に取り付けるような（例えば、ラケットまたはバットに対してその外部
表面上で結合させるような）構成とし得るポッドのようなデバイスである。幾つかの実施
形態では対象物監視器７５０は、スポーツ対象物７４０内に組み込まれた（例えば、ボー
ルに対してその外部表面の下で結合された）チップである。幾つかの実施形態では対象物
監視器７５０は、近距離通信（ＮＦＣ）デバイス（例えば、無線周波識別（ＲＦＩＤ）タ
グ）またはアクティブ型もしくはパッシブ型の通信デバイスとすることがある。
【０２００】
　追加として加速度センサモジュールは、運動および位置の決定を較正するために磁力計
モジュールおよびジャイロスコープモジュールと協働して使用することが可能である。例
えば、衝撃を示す情報、運動の変化、重力および方向の変化を加速度センサモジュールを
用いて取得することが可能である。角度性の移動はジャイロスコープモジュールを用いて
取得することが可能であり、また絶対「北」方向や磁場の強度および／または方向などの
局所磁場データは磁力計モジュールを用いて取得することが可能である。これらのセンサ
読み値は、例えば個人７１０の姿勢、重力、個人７１０および／または対象物７４０の空
間的な位置および向き、ならびに個人７１０および／または対象物７４０の進行方向を決
定するために使用することが可能である。
【０２０１】
　基地局７０５は、本明細書に記載した基地局７０５の機能を実行するのに必要または望
ましいすべてのハードウェアを含む自立型で可搬式のシステムとすることがある。幾つか
の例示的実施形態ではその基地局７０５は重さが２５キログラム未満である。幾つかの例
示的実施形態では基地局７０５は、自動車の車体部や旅客機の頭上格納エリアに容易には
め込めるようにサイズ設定されている。幾つかの例示的実施形態では基地局７０５は、そ
の一方の端部に１対の車輪をまたもう一方の端部にハンドルを含み、これにより基地局７
０５の可動性を容易にしている。幾つかの例示的実施形態では基地局７０５は防水性であ
ると共に、通常の使用や運搬に関連する衝撃に耐えることが可能である。幾つかの例示的
実施形態では基地局７０５は、シェル形のハードケース内に含まれる。幾つかの例示的実
施形態では基地局７０５は、カバンのようなソフトケース内に含まれる。
【０２０２】
　幾つかの例示的実施形態では基地局７０５は、可搬式とするように構成されている。幾
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つかの例示的実施形態では基地局７０５は、活動現場に位置させるように構成されている
。幾つかの例示的実施形態では基地局７０５は、様々な活動現場に配置させることができ
るように活動現場間で移動可能とするように構成されている。幾つかの例示的実施形態で
は基地局７０５は、個人監視器７１２、対象物監視器７５０およびグループ監視デバイス
７６０のうちの少なくとも１つに対して可搬式とするように構成されている。幾つかの例
示的実施形態では基地局７０５は、個人監視器７１２、対象物監視器７５０およびグルー
プ監視デバイス７６０の各々に対して可搬式とするように構成されている。
【０２０３】
　幾つかの例示的実施形態では基地局７０５はそれ自体が、例えばＧＰＳセンサ（または
、別の位置センサ）などのセンサ、ジャイロスコープ、磁力計、温度センサ、湿度センサ
および／または風センサを含む。こうしたセンサは、以下で説明するような個人７１０お
よび／またはスポーツ対象物７４０に関連するメトリクスを決定するためにアルゴリズム
内で使用できる貴重なデータを提供することが可能である。
【０２０４】
　幾つかの例示的実施形態では基地局７０５は基準センサ（例えば、ＧＰＳ基準センサ）
を含み、これを基地局７０５内に物理的に含ませることや、基地局７０５から独立としか
つこれを基準とした既知の位置にリモートに配置させることができる。この基準センサは
、配線を介するまたは無線で基地局７０５に接続することが可能である。この基準センサ
は、偏差信号を検出すると共にこれを用いて受け取った位置信号（例えば、ＧＰＳデータ
）に関する補正信号を計算するために使用することが可能である。この補正信号は、（例
えば、基地局７０５を介して）監視器７１２、７５０に送ることが可能である。この補正
信号は、監視器７１２、７５０の位置決定を補正し、これによりその精度を高めるために
使用することが可能である。監視器７１２、７５０が補正信号自体の決定には関わってお
らず、単に基地局７０５または基準センサが決定した補正信号を受け取りかつ使用するの
みであるため、こうした補正信号決定および続く監視器７１２、７５０へのその送信によ
り処理能力の効率的利用が実施される。
【０２０５】
　基地局７０５は監視器７１２、７５０とで、ＲＦ通信、ＷＬＡＮ通信、ＩＳＭ通信、携
帯電話（例えば、ＧＳＭ（登録商標）ブロードバンド２．５Ｇまたは３Ｇ）通信、適切な
別の通信、あるいはこれらの組み合わせのうちの１つまたは幾つかを行うように構成され
たアンテナを介してデータを送信および受信することがある。基地局７０５と監視器７１
２、７５０の間の通信は双方向式であっても、単一方向式であってもよい。このアンテナ
は高利得アンテナとすることがあり、また幾つかの例示的実施形態では基地局７０５はこ
うしたアンテナを複数（例えば、２つ）含んでいる。幾つかの例示的実施形態では基地局
７０５は、衛星測位システム（例えば、ＧＰＳ）の信号など測位用信号を送信および／ま
たは受信するように構成されたアンテナを含む。基地局７０５は次いで、受け取ったデー
タからメトリクスを決定することが可能である。基地局７０５は、データ受信モジュール
、データ処理モジュール、中央同期（ｓｙｎｃ）モジュール、論理モジュール、ウェブサ
ーバモジュールおよび基地局データベースを含むことが可能である。
【０２０６】
　上述したように基地局７０５は、監視器７１２、７５０からデータを受信する。基地局
７０５のデータ受信モジュールは、アクティブ状態の各監視器７１２、７５０と通信する
ことができる。幾つかの例示的実施形態ではデータ受信モジュールは、上述したＲＦリン
クを通じて監視器７１２、７５０と通信するアンテナを介して監視器７１２、７５０から
のデータを受信する。データ受信モジュールは受け取ったデータを、例えばコンマ区切り
値ファイルやタブ区切りファイルとし得るデータファイルに書き込む。このファイルは、
例えば、データの書き込み先として用いられる単一ファイルとすることや、例えば時間、
エントリ数またはサイズに基づくローリングファイル（ファイルロール）とすることがあ
る。このデータファイルは、適切な任意の間隔およびパラメータを用いて更新されること
がある。例えば３０個の監視器７１２、７５０がアクティブ状態にあり、かつほぼリアル
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タイムでデータファイルを更新するために５つのデータ点を２Ｈｚで更新していることが
ある。
【０２０７】
　このデータ受信モジュールは、受け取ったデータに対してデータ整合性チェックを実行
することがある。幾つかの例示的実施形態ではデータ受信モジュールは、受け取ったデー
タを復号化する。幾つかの例示的実施形態ではデータ受信モジュールは、受け取ったデー
タに対して不可知であると共に、受け取ったデータを復号化していない。幾つかの例示的
実施形態ではデータ受信モジュールは、必要に応じて内容をバッファリングする。
【０２０８】
　データ受信モジュールは、データファイルからのデータを読み取ると共にこれをデータ
処理モジュールに送っているデータ読取りモジュールを含むことがある。データ読取りモ
ジュールは、データファイルに書き込まれるデータの変化を読み取るために、例えば５０
０ｍｓ（ミリ秒）など適切な任意の間隔で実行されることがある。
【０２０９】
　監視器７１２、７５０を運動競技活動のセッション中で使用する前に、各監視器７１２
、７５０は（例えば、ドッキングポート内のドッキングによるもしくは無線によって）基
地局７０５に接続されることがあり、またデータ処理モジュールによって暗号化キーの割
り当てを受けることがある。監視器７１２、７５０はこの暗号化キーを用いて、データ受
信モジュールにデータを安全に送信することが可能となる。データ処理モジュールは、上
述のようにデータ受信モジュールからデータを受け取ると共に、暗号化されていれば特定
の監視器７１２、７５０に割り当てられた一意の暗号化キーを用いることによってデータ
を復号化する。データ処理モジュールは、復号化したこのデータを記憶のために基地局デ
ータベースに送信する。
【０２１０】
　基地局データベースは、運動競技活動セッションの間に作成されるデータを短期記憶す
るように構成されることが好ましく、一方長期記憶はウェブサーバシステムによって実施
している。基地局データベースは、運動競技活動の１セッション内に作成されると予測さ
れる少なくともすべてのデータに相当する十分な記憶空間を含むことがある。幾つかの例
示的実施形態では基地局データベースは、運動競技活動の３セッション内に作成されると
予測される少なくともすべてのデータに相当する十分な記憶空間（例えば、概ね２ギガバ
イトを超える記憶空間）を含む。幾つかの例示的実施形態ではその基地局データベースは
、長期記憶とするように構成されると共に、例えば運動競技活動の監視の１０年利用にお
いて作成されると予測される少なくともすべてのデータに相当する十分な記憶空間十分な
記憶空間（例えば、概ね６００ギガバイトを超える記憶空間）を含む。
【０２１１】
　幾つかの例示的実施形態ではグループ監視デバイス７６０は、例えば図２０に示したよ
うにディスプレイ７６２および入力７６４を含む。好ましい一実施形態ではグループ監視
デバイス７６０は、タブレットコンピュータ処理型デバイス（タブレット型パーソナルコ
ンピュータやＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．（登録商標）により販売されているｉＰａｄ（登録商
標）など）である。しかしグループ監視デバイス７６０は、例えば、ラップトップコンピ
ュータ、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、移動電話、電子書籍リーダ、ＰＤＡ
（パーソナルディジタルアシスタント）、スマートフォン、腕時計デバイス、衣服内（例
えば、袖やアームバンド内）に組み入れられたディスプレイ、あるいは情報の受信および
表示と入力の受け容れが可能な同様のデバイスなどの適切な別の任意のデバイスとするこ
とができる。幾つかの実施形態ではグループ監視システム７００は、（例えば、監視対象
の運動競技活動への参加中に）個人７１０が持ち運び得る複数のグループ監視デバイス７
６０を含む。簡略とすると共に説明を明瞭にするために、本明細書ではグループ監視デバ
イス７６０が主にトレーナ７２０によって用いられるものとして説明している。しかしグ
ループ監視デバイスは、同様に個人７１０を含む任意に者によって用いられてもよい。
【０２１２】
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　幾つかの例示的実施形態では、運動競技活動セッションの間にトレーナ７２０は、個人
７１０および／またはスポーツ対象物７４０に関するリアルタイム情報を受け取るために
グループ監視デバイス７６０を用いてもよい。この情報は、トレーナ７２０による多種多
様な目的のより容易な実施を可能とすることができる。その運動競技活動がフィットネス
エクササイズである場合にはトレーナ７２０は、その個人７１０や個人７１０のグループ
の疲労に関して受け取ったリアルタイムデータを活用し、例えば個人７１０のパフォーマ
ンスを最適化させまた怪我の危険性を低下させるようなデータ主導型のリアルタイム判断
を伝達することが可能である。例えばトレーナ７２０は、グループ監視デバイス７６０か
ら受け取った情報に基づいて目下の運動競技活動セッションの修正（例えば、そのセッシ
ョンに関する活動の短縮、拡大、中断、終了またはスケジュール変更）を行うことができ
る。トレーナ７２０は、その個人７１０や個人７１０のグループに関するセッションを修
正することがある。現在の運動競技活動のセッションが監視デバイス７６０の立案モジュ
ールを用いてスケジュール設定済みである場合（本明細書に追加で記載したように）、立
案済みのスケジュールをトレーナ７２０の判断に対応するようにリアルタイムで変更する
ことが可能である。同様にその運動競技活動が運動競技会（例えば、サッカーゲーム）で
ある場合にトレーナ７２０は、その個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０ある
いは個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０のグループのパフォーマンスに関し
て受け取ったリアルタイムデータを活用し、例えば運動競技会での成功の可能性を最適化
するようなデータ主導型のリアルタイム判断を伝達することが可能である。例示的な一実
施形態ではグループ監視デバイス７６０は、単一の個人７１０および／またはスポーツ対
象物７４０だけを監視するため、ならびに個人７１０および／またはスポーツ対象物７４
０から成るグループを監視するために使用することが可能である。
【０２１３】
　幾つかの例示的実施形態ではグループ監視デバイス７６０は、例えばその運動競技活動
に参加している個人７１０および／または運動競技活動で用いられているスポーツ対象物
７４０に関する視聴者情報を決定し中継するために運動競技活動の放送事業者によって用
いられてもよい。
【０２１４】
　ディスプレイ７６２は、個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０による運動競
技活動のセッションへの参加の間に個人監視器７１２、個人７１０、対象物監視器７５０
および／またはスポーツ対象物７４０の表現（例えば、識別情報、属性、メトリクスおよ
び警報を含む）を表示するように機能する。この表現は、例えば、チャート、ダッシュボ
ード、グラフ、マップ、色相、記号、テキスト、画像およびアイコンを含む多くの形態を
とることが可能である。
【０２１５】
　ディスプレイ７６２によって表示させることが可能な様々な表現について本明細書の以
下に記載する。簡略とすると共に説明を明瞭にするために、表現の多くを個人７１０に関
連して説明しており、スポーツ対象物７４０に言及しないことがある。１つまたは複数の
スポーツ対象物７４０に関係する情報は、これらの表現のうちのいずれかで表示されても
、個人７１０に関して記載したのと同様にこれらの表現のうちのいずれかと同様のフォー
マットで表示されてもよい。こうしたスポーツ対象物７４０に関係する情報（メトリクス
を含む）は、個人７１０に関係する情報とは別に表示されても、個人７１０に関係する情
報と一緒に表示されてもよい。スポーツ対象物７４０に関係する表示情報は、その表示が
別々であるか一緒であるかによらず、個人７１０に関する表示のものと同じタイプとする
ことも異なるタイプ（例えば、異なるメトリクス）であってもよい。
【０２１６】
　入力７６４は、トレーナ７２０などのユーザによるディスプレイ７６２が表示させた表
現の取扱いを可能とするインタフェースである。好ましい一実施形態では入力７６４がタ
ッチ画面入力である。しかし入力７６４は、例えばキーボード、音声認識音響入力もしく
はプッシュボタン入力などの適切な別の任意の入力とすることができる。入力７６４はさ
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らに、様々なタイプの入力を組み合わせて含むことがある。入力７６４は、ディスプレイ
７６２に所望の表現を表示させるようにトレーナ７２０によって取扱われることがある。
この表現は、グループ監視デバイス７６０の基地局７０５との通信を通じて、運動競技活
動中にリアルタイムで更新することが可能である（これが次いで上述のようにその運動競
技活動に参加している個人７１０が身に着けた個人監視器７１２および／または運動競技
活動で用いられるスポーツ対象物７４０が備えた対象物監視器７５０と通信する）。
【０２１７】
　リモートデバイス（解析デバイス７７０）を図２１に示しており、これにはディスプレ
イ７７２および入力７７４を含む。例示的な一実施形態では解析デバイス７７０は、タブ
レットコンピュータ処理型デバイス（タブレットパーソナルコンピュータやＡｐｐｌｅ　
Ｉｎｃ．（登録商標）により販売されているｉＰａｄ（登録商標）など）である。しかし
解析デバイス７７０は、例えば、ラップトップコンピュータ、スマートフォンまたはパー
ソナルコンピュータなどの適切な別の任意のデバイスとすることができる。解析デバイス
７７０は、ウェブサーバデータベース内のデータにアクセスすると共に、この情報を解析
デバイス７７０のユーザ（例えば、トレーナ７２０）に対して表示することが可能である
。幾つかの実施形態ではこの情報は、専用または汎用のソフトウェア（例えば、専用のソ
フトウェアインタフェース、ウェブブラウザー）を用いて表示されてもよい。本明細書で
は解析デバイス７７０とグループ監視デバイス７６０を別々に記載しているが、幾つかの
例示的実施形態ではグループ監視デバイス７６０と解析デバイス７７０が同じデバイスで
ある。
【０２１８】
　幾つかの例示的実施形態では解析デバイス７７０は、基地局７０５または関連する運動
競技活動に対するリモート場所に配置させることが可能であり、かつデータおよびメトリ
クスに関するリアルタイムでのアクセスおよび表示のために使用することが可能である。
こうした実施形態では基地局７０５は、データおよびメトリクスをウェブサーバにリアル
タイムで転送することができ、これによりこれらのデータおよびメトリクスに対して上述
のように解析デバイス７７０が表示のためにアクセスすることが可能である。こうした実
施形態は、進行中の運動競技活動セッションをリモート場所から監視するためにユーザに
とって（例えば、試合時にいることが不可能なトレーナ７２０や、トレーニングセッショ
ンの監視を希望するセッションに物理的に出ることがないチームのオーナー）にとって有
用となり得る。
【０２１９】
　幾つかの実施形態では、個人監視器７１２および／または対象物監視器７５０のそれぞ
れが、個人監視器７１２および／または対象物監視器７５０の場所（またしたがって、個
人監視器７１２を持ち運んでいる個人７１０および／または対象物監視器７５０を備えて
いるスポーツ対象物７４０の場所）を表したデータを決定するための位置モジュールを含
む。幾つかの実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、個人監
視器７１２および／または対象物監視器７５０の場所を表したデータに基づいて個人７１
０および／またはスポーツ対象物７４０の場所を表している。
【０２２０】
　幾つかの実施形態では、個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０の場所に関す
るこうした指示は、例えばマップ（例えば、個人７１０および／または対象物７４０がそ
の上に位置する競技フィールドについて、例えば境界線やゴールなど競技フィールドの特
徴物に関連させて個人７１０および／または対象物７４０の場所を示しているマップ）な
どのグラフ表現の形態とすることがある。例えば、競技フィールド上の個人７１０および
スポーツ対象物７４０は、個人７１０がその識別番号で表されるようにして示すことが可
能である。競技フィールドの特徴物を基準とした個人７１０および／またはスポーツ対象
物７４０の指示は、ディスプレイ７６２の観察者（例えば、運動競技活動を見届ける役割
のレフェリーやオフィシャル）が活動を監視する（例えば、個人７１０が境界線の外に出
たか否かの決定あるいは、ボールがゴールゾーンに入ったか否かの決定を行う）のに役立
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てることが可能である。
【０２２１】
　幾つかの実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、個人７１
０および／またはスポーツ対象物７４０の現在の場所を指示する。幾つかの実施形態では
グループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、個人７１０および／またはスポー
ツ対象物７４０の過去の場所を指示（例えば、場所の表示をリプレイ）する。幾つかの実
施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は運動競技活動中に過去の
場所を指示している。幾つかの実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ
７６２は、運動競技活動後に過去の場所を指示している。
【０２２２】
　幾つかの例示的実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、個
人７１０および／またはスポーツ対象物７４０の場所を個人７１０および／またはスポー
ツ対象物７４０の向きと同時に指示している。
【０２２３】
　幾つかの例示的実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、メ
トリクスに基づいてアドバイスを指示している。例えばディスプレイ７６２は、１人また
は複数の個人７１０の場所情報に基づいてアドバイスを表示することがある（例えば、あ
るエリアへの個人７１０の集中を表した場所情報に基づいて、ディスプレイ７６２は個人
７１０が競技フィールド全体に広がるというアドバイスを表示することがある）。こうし
たアドバイスは、希望に従って（例えば、ある相手チームや運動競技者に対抗してプレイ
をする特定の状況（ゲームの種別）に合わせて、特定の状況に合わせて）調整することが
可能である。
【０２２４】
　幾つかの例示的実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、１
人または複数の個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０の場所情報に基づいて１
つまたは複数の警報を表示することが可能である。警報のトリガは、１人または複数の個
人７１０および／またはスポーツ対象物７４０の場所が警報条件を満たすとの決定に基づ
くことがある。例えば警報のトリガは、個人の場所が目標位置よりしきい値距離だけ外れ
ていることに応答することがあり、この場合に目標位置は、例えば競技フィールドやその
特徴物、別の個人７１０またはスポーツ対象物７４０を基準として規定されることがある
。また例えば警報のトリガは、ゴールからしきい値距離の範囲内に個人７１０がいない（
例えば、ゴールエリアが守られていない）との決定に基づくことがある。また例えば警報
のトリガは、個人７１０が境界線を跨いだ（例えば、アウトオブバウンズに踏み出した）
との決定に基づくことがある。また例えば警報のトリガは、スポーツ対象物７４０がゴー
ルエリア内にある（例えば、ゴールが決まった）との決定に基づくことがある。また例え
ば警報のトリガは、個人７１０の場所の動きの性質に基づくことがある（例えば、個人７
１０による高速と低速の動きの素早い交替によって、個人７１０が足を引きずっており、
怪我をしているかもしれないことを示す警報をトリガすることがあり；個人７１０がうつ
伏せまたは仰向けであることを示す向きデータと動きが最小であることが組み合わされる
ことによって、個人７１０が倒れており怪我をしているかもしれないことを示す警報をト
リガすることがある）。ディスプレイ７６２は、本明細書に記載したようにこうした警報
の表現を表示することがある。幾つかの実施形態では、有効な警報を与える個人７１０に
関する表現は、警報を出したときと警報を出さないときとで異なる色相で表示されてもよ
い。幾つかの実施形態ではこうした警報はそれ自体が、警報に基づいたコーチ指導を含む
ことがある。例えば、個人７１０が目標位置からしきい値距離を超えて外れていることを
示す警報に、個人７１０を目標位置のより近くに移動させるアドバイスを付随させること
がある。また例えば、特定のエリアからしきい値距離の域内に個人７１０がいないこと（
すなわち、フィールドのカバー域に「ギャップ」が存在すること）を示す警報に、１人ま
たは複数の個人７１０をそのエリアのより近くまで移動させる（例えば、ギャップをなく
すかそのサイズを小さくさせる）アドバイスを付随させることがある。
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【０２２５】
　また例えば警報のトリガは、複数の個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０の
場所に基づくことがある。例えば、スポーツ対象物７４０からしきい値距離以内に第１の
個人７１０（例えば、第１の個人はボールを扱っていることがある）が存在しており、か
つ第２の個人７１０が任意の相手個人７１０からあるしきい値距離を超えて離れている場
合に警報がトリガされることがある。この警報は（例えば、トレーナ７２０に対して、第
１の個人７１０に対して）、第１の個人７１０が第２の個人７１０にボールをパスすべき
か否かの検討を迅速化させるのに（例えば、トレーナ７２０にとって、第１の個人７１０
にとって）有用となり得るように第２の個人７１０に守備がついていないとの通知を提供
することがある。幾つかの実施形態ではこうした警報はそれ自体が、戦略的プレイに関す
るアドバイス、あるいは目下の戦略に対する修正（例えば、場所情報を含む周知のメトリ
クスが与えられたときに計算される「最適プレイ」や１人または複数の個人７１０に対す
る新たな目標場所）に関するアドバイスを含むことがある。例えばこの警報は、ボールを
第１の個人７１０から第２の個人７１０にパスすべきとのアドバイスを提供することがあ
る。こうした警報は、運動競技活動中における解析および迅速な意思決定を容易にするた
めに所望の任意のゲーム状況に合わせて規定し修正することが可能である。
【０２２６】
　幾つかの実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、１人また
は複数の個人７１０あるいは１つまたは複数のスポーツ対象物７４０に関する経路を表し
ている。この経路は、競技フィールドのマップ上で１人または複数の個人７１０またはス
ポーツ対象物７４０の過去場所を追跡した曲線とすることがある。表示させる経路は、静
的とすること（すなわち、開始と終了が規定されたある時間期間にわたって曲線を表示す
ること）、あるいは動的とすること（例えば、開始と終了のいずれかまたは両方が例えば
目下の時刻と独立であるようなある時間期間にわたって曲線を表示すること）がある。１
人または複数の個人７１０またはスポーツ対象物７４０の経路の指示においてディスプレ
イ７６２は、１人または複数の個人７１０またはスポーツ対象物７４０の位置を時間の関
数として示すことがある。
【０２２７】
　例えば図２２に示したようにグループ監視システム７００は、上述した構成要素の組み
合わせを含むことが可能である。複数の個人監視器７１２および対象物監視器７５０に取
り付けられセンサ７０２は基地局７０５にデータを提供することが可能である。ある種の
実施形態では、基地局７０５に対して例えばカメラシステム７８０からのビデオや画像な
どの別の情報を提供することが可能である。カメラ監視システム７８０により作成された
データは、関心対象の個人７１０および／またはその他の対象物／エリア（例えば、スポ
ーツ対象物７４０）の位置を決定するために基地局７０５が受け取って解析することが可
能である。基地局７０５は、ディスプレイ７６２上に表示させるようにグループ監視デバ
イス７６０に対してこの情報の全部を提供することが可能である。
【０２２８】
　例えば図２３～２７に示したような幾つかの例示的実施形態ではディスプレイ７６２は
、競技フィールドのエリア内で１人または複数の個人７１０が費やした時間に関する視覚
的指示を提供し得るヒートマップ４１５を含む。こうした視覚的指示は、個人７１０がよ
り多くの時間を費やしたエリアに対応する競技フィールドの表現に関する色相のエリアを
、個人７１０が費やした時間がより少ないエリアに対応する競技フィールドの表現に関す
る色相のエリアと色相を異ならせて含むことがある。幾つかの実施形態（例えば、図２３
参照）では、ヒートマップ４１５が単一の個人７１０を表すことがある。幾つかの実施形
態（例えば、図２４～２７参照）では、ヒートマップ４１５が複数の個人７１０を表すこ
とがあり、この際に異なる個人７１０が費やした時間の視覚的指示が異なる色相で表され
るか、あるいはあるチームの個人７１０を同じ色相で表す一方、相手チームの個人７１０
を別の色相で表す。幾つかの実施形態ではヒートマップ４１５は、個人７１０に関して記
載したのと同様に１つまたは複数のスポーツ対象物７４０を表すことがある。個人７１０
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が発光可能部位を有する衣服を着ているような幾つかの実施形態では、その発光可能部位
は、ディスプレイ７６２上（例えば、ヒートマップ４１５上）で個人７１０を表す色相に
対応する色相で光を発することがある。
【０２２９】
　別法としてあるいは追加としてヒートマップ４１５は、例えば、運動競技者７１０があ
るタイプの活動（例えば、ランニング、ジャンプ）を実行している競技フィールドのエリ
ア、運動競技者７１０がしきい値を超えるまたはしきい値未満のメトリクス値を有してい
た競技フィールドのエリア、あるいは運動競技者７１０がスポーツ対象物（例えば、ボー
ル）をポゼッションしていたあるいはこれに触れていた競技フィールドのエリアに関する
視覚的指示を提供することがある。幾つかの実施形態ではヒートマップ４１５は、例えば
、競技フィールド内の１人または複数の運動競技者７１０の最適な測位に関する視覚的指
示を提供することがある。
【０２３０】
　幾つかの実施形態ではグループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は、何か別の
特徴物（例えば、別の個人７１０またはスポーツ対象物７４０、競技フィールド上のある
点とし得る）に対する個人７１０またはスポーツ対象物７４０の場所を指示する。こうし
た指示は、例えば離間の履歴（例えば、時間対離間を表したグラフ）として、あるいは設
定された期間にわたる離間の一括マップ（例えば、ヒストグラム）として表し得る個人７
１０またはスポーツ対象物７４０と別の特徴物の間の距離計測値（すなわち、その離間の
大きさ）の形態をとることが可能である。
【０２３１】
　個人７１０および／またはスポーツ対象物７４０の場所に関する様々な指示は、観察者
（例えば、トレーナ７２０、個人７１０）が運動競技活動セッションの間に行われたプレ
イを解析するために役立てることが可能である。例えばその指示は、設計を容易にするこ
とや事前立案のプレイを監視することあるいはうまくいったプレイとうまくいかなかった
プレイを解析して改善するエリアを見出すことによって、戦術的トレーニングや戦略発達
を容易にすることに有用となり得る。また例えばその指示は、あるチーム内で役割が同じ
２人の個人７１０（例えば、２人のフルバック）の間の離間の範囲を決定し、競技フィー
ルドのカバー域を最適化するために（例えば、フィールドのそのエリアが守備されないま
ま放置されないようにゲーム中に２人のフルバックが確実に少なくともあるしきい値の離
間を維持したことを保証するために）有用となり得る。また例えばその指示は、ゲームの
結果を含むゲームイベントに関する個人７１０の配置の効果を解析するために有用となり
得る（例えば、ペナルティエリアのコーナーからフルバックが外れた距離と頻度、あるい
は２人のフルバックとゴールキーパーの間の距離を、失点を与えてしまった場合であって
も、最適でない配置の特定および改善に役立てかつこれからの失点の防止に役立てるよう
に、主要な点において解析することが可能である）。また例えばその指示は（例えば、個
人７１０とスポーツ対象物７４０の間の離間があるしきい値時間期間にわたってあるしき
い値距離未満であったと特定することによって）個人７１０によるスポーツ対象物７４０
（例えば、ボール）のポゼッションやその変化（例えば、パスの成功）を決定するために
有用となり得る。
【０２３２】
　幾つかの実施形態では、カメラ監視システムにより作成された画像データを本明細書に
記載したデータやメトリクスに重ね合わせる、またはこれと関連付けることが可能である
。こうした実施形態ではその画像データは、データおよびメトリクスと同期させるように
、表示デバイス（例えば、グループ監視デバイス７６０または解析デバイス７７０）によ
るかこれと協働して表示されてもよい。このことは、データおよびメトリクスを個人７１
０および／またはスポーツ対象物７４０の実際の画像と相関させるのに役立てることが可
能である。
【０２３３】
　幾つかの実施形態では上述のように、１つまたは複数のメトリクスが競技フィールドや
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その特徴物に対する個人７１０のおよび／またはスポーツ対象物７４０の位置の決定に基
づくことがある。例えば幾つかの実施形態では、場所信号（例えば、位置モジュールが発
生させた信号）が、競技フィールド４３０上の位置について以前にマッピングした磁場デ
ータを用いて相関される（競技フィールドの磁場データがグループ監視システム７００に
既知である場合）。また例えば、幾つかの実施形態では場所信号が競技フィールド上の位
置に関する相対場所データ（例えば、基準（例えば、基地局７０５やこれに接続された何
か別の静止ビーコンとし得る）に対する相対場所を表したデータ）を用いて相関される（
競技フィールドの相対位置がグループ監視システム７００に既知である場合）。幾つかの
実施形態では、競技フィールドの位置はユーザによる規定を受けることによってグループ
監視システムに対して既知となる。
【０２３４】
　幾つかの実施形態では、競技フィールド（例えば、サッカー場、レース用トラックまた
はその他のエリアであってよい）を規定するために、可搬式システム構成要素（例えば、
個人監視器７１２、対象物監視器７５０またはグループ監視デバイス７６０）を使用する
ことが可能である。例えばフィールド規定モードにおいて、グループ監視デバイス７６０
のディスプレイ７６２やその他の管理デバイスは位置センサを競技フィールド上の第１の
場所に配置させる指示を表示することがある。例えば図２８に示したように、ディスプレ
イ７６２はユーザに対して、位置センサ（磁場センサとすることが可能）を、サッカー場
のセンターライン場所に配置するように指示することがある。ディスプレイ７６２は、競
技フィールド４３０のグラフ表現をセンサが位置決めされる場所をユーザに示している指
示マーカー４３２と一緒に表示することがある。ユーザは、グループ監視デバイス７６０
を競技フィールド上の表示場所に対応する場所に位置決めすることがあり、また任意選択
ではグループ監視デバイス７６０の入力７６４を通じてグループ監視デバイス７６０が指
示された場所に位置決めされたことを示す入力を提供することがある。別法としてあるい
は追加として幾つかの実施形態では、グループ監視デバイス７６０のユーザは、グループ
監視デバイスと通信可能に接続された関連する他の可搬式デバイス（例えば、別の者がも
っている個人監視器７１２や対象物監視器７５０）を、競技フィールド上の表示場所に対
応する場所に向けることがあり、また任意選択ではグループ監視デバイス７６０の入力７
６４を通じて関連する他の可搬式デバイスが指示された場所に位置決めされたことを示す
入力を提供することがある。グループ監視デバイス７６０は次いで、位置センサの場所を
特定する位置データを受け取ることがあり、また支持された場所に対応するようにこの位
置データを規定することがある。指摘したようにこうした位置データは、以前にマッピン
グした磁場データと計測された磁場データまたはある基準に対する相対場所を表したデー
タとの比較に基づいて決定されることがある。
【０２３５】
　グループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２は次いで、位置センサ（磁場センサ
とすることが可能）を、先の場合の記載と同様にして規定することが可能な競技フィール
ド４３０上の追加の場所に配置させる指示を表示することがある。例えば図２９に示した
ようにディスプレイ７６２は、第１の点が規定済みであることを示す確認マーカー４３４
を示すことがあり、またユーザに規定すべき第２の場所（例えば、サッカー場の第１のコ
ーナー）を示す指示マーカー４３２を表示することがある。グループ監視デバイス７６０
のディスプレイ７６２は、競技フィールド４３０の追加の場所を規定させる追加の指示の
表示を継続することがある（例えば、４つの規定済み位置を示している４つの確認マーカ
ー４３４と規定すべき最後の位置を示す１つの指示マーカー４３２が表示されている図３
０を参照されたい）。規定した様々な場所の位置は一体になって競技フィールドを規定す
ることがある。
【０２３６】
　グループ監視システム７００は、形状が整っているか不整であるかによらず任意の競技
フィールドやその他のエリアを規定するために記載したように適用することができる。例
えばグループ監視システム７００は、サッカー場、テニスコート、ランニングトラック、



(51) JP 6504746 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

フットボール場、バスケットボールコート、野球場、ゴルフコース、スキー斜面またはマ
ウンテンバイクトラックを規定するために使用することが可能である。競技フィールド４
３０を完全に規定するのに必要な位置の数は様々となることがあり、また規定しようとす
る競技フィールドの幾何学形状に依存することがある。例えば典型的なサッカー場（また
は、その他の対称性の矩形フィールド）は、最小限３つの位置が規定されれば（例えば、
３つのコーナーとし、４番目のコーナーは規定済みの３つのコーナーの場所に基づいて決
定することが可能）完全に規定されたものと見なすことが可能である。競技フィールド４
３０を完全に規定するのに必要な最小の位置数は、フィールド形状の幾何学的複雑性なら
びに規定しようとするフィールド特徴物の幾何学的複雑性が高くなるに従って多くなるこ
とがある。幾つかの場合では、幾つかのフィールド特徴物の規定を任意選択とすることが
あり、あるいは規定された位置との既知の関係に基づいてグループ監視システムによって
決定されることがある。
【０２３７】
　例えば野球場やゴルフコースを規定するには、サッカー場やテニスコートの規定の場合
に比べてより多くの位置の規定が必要となることがある。例えば野球場の規定の場合は、
その競技フィールド（多くの場合に不整形でありフィールドごとに様々である可能性があ
る）、そのファウルライン、そのベースの位置、そのウォーニングトラック、およびその
内野と外野の境界を規定することが望ましいことがある。サッカー場やテニスコートの規
定の場合、単にフィールドまたはコートの３つのコーナーを規定するだけで、グループ監
視システムが残りのフィールド特徴物を決定できるので十分となることがある。グループ
監視システム７００は、必要な最小位置数の規定、あるいは必要な最小数を超える数の位
置（任意選択の位置を含む）の規定を指令することがある。必要な最小数を超える数の位
置を規定するとフィールド規定の精度を高めることができる。さらにグループ監視システ
ム７００は、同じ位置について１回の規定を指令することも、複数回の規定を指令するこ
ともある。同じ位置を複数回規定すると、その位置の規定の精度が高まり、これによりフ
ィールド規定の精度を高めることができる。
【０２３８】
　規定する、または別の形で取得が済むと競技フィールドは、任意のシステム構成要素（
例えば、グループ監視デバイス７６０、基地局３０５、ウェブサーバシステム）の記憶媒
体内にセーブされることがある。規定したフィールドの属性をこれに関連付けしてセーブ
することがある。例えば図３１では、グループ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２
上にフィールドセーブ画面が示されている。フィールドセーブ画面は、ユーザに対してフ
ィールド名称、フィールド寸法、フィールド場所、フィールドのプレイ表面、およびフィ
ールドに関する所望の任意の注記を入力させるためのフィールドを含む。幾つかの実施形
態ではある種のフィールド属性が、グループ監視システム７００によって（例えば、シス
テム構成要素（例えば、グループ監視デバイス７６０）を介して）決定されることがある
。例えばフィールドの規定を終えると、グループ監視システム７００はその寸法または場
所を（例えば、磁場データを用いて）計算することがある。
【０２３９】
　上述したようにグループ監視システム７００を可搬式とし、これにより異なる運動競技
活動セッション中に異なるエリアの間での運搬およびそのエリアでの使用が可能となる。
グループ監視システム７００により新たな競技フィールドを規定しそこでの活動を監視す
ることができるためこの可搬性が容易となる。例えばチームのトレーニング施設において
、チームのホームの競技フィールドにおいて、またチームがロードで訪問する相手チーム
の競技フィールドにおいてトレーニングセッションを監視するために同じグループ監視シ
ステム７００を使用することが可能である。異なるフィールドのそれぞれは上述のように
して規定することが可能である。このことによって、異なる競技フィールドにまたがった
グループ監視システム７００の使用が容易となると共に、運動競技活動のセッションが（
例えば、あるシーズンのコース全体にわたって）異なる場所で行われる場合であってもト
レーナ７２０に対して一貫した反復可能な計測値組を保持する能力が提供される。従来の
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多くの監視技術では固定した据え付けが必要であり、このためトレーナは運動競技活動セ
ッションの間にその据え付けを離れて（例えば、移動中に）データ収集ができないか、異
なる技術を用いる必要があった。
【０２４０】
　幾つかの実施形態では、規定した競技フィールドで運動している個人７１０またはスポ
ーツ対象物７４０を監視している個人監視器７１２または対象物監視器７５０からグルー
プ監視システム７００が信号を受け取ると、グループ監視システム７００は規定フィール
ドのプレイ表面の種別を、個人監視器７１２または対象物監視器７５０から受け取った運
動信号の性質に基づいて決定することができる。例えばグラウンドに向かって所与の速度
で移動しているスポーツ対象物７４０を監視している対象物監視器７５０が、スポーツ対
象物７４０に関してグラウンドにそれが当たるときの異なる衝撃特性をフィールド種別に
応じて検知することがあり、またこれらの特性に基づいてフィールド種別を決定すること
がある。例えば表面が柔らかい競技フィールド（例えば、芝生、砂地）の場合に比べて表
面が硬い競技フィールド（例えば、クレイ、堅木またはアスファルト）では衝撃の持続時
間がより短いことがあり、またバウンドの高さがより高いことがある。また例えば、グラ
ウンド上をランニング中の個人７１０を監視している個人監視器７１２はフィールド種別
に応じて個人７１０の足の着地に関して異なる衝撃特性を検知することがあり、またこれ
らの特性に基づいてフィールド種別を決定することがある。
【０２４１】
　幾つかの実施形態では、複数の位置に基づくフィールドの規定に代えてあるいはこれに
加えて、競技フィールドの境界に沿って可搬式システム構成要素を移動させた経路に対応
するラインによってその競技フィールドを規定することが可能である。こうしたラインの
規定は、競技フィールドを基準とした位置の規定に関して上述したのと同様にして有効と
することが可能である。ライン方式の規定技法は、例えば、複雑な形状や非標準の形状を
有するフィールドの規定において有益となり得る。
【０２４２】
　セーブしたフィールドは記憶しておいて再使用されることがあり、また（例えば、本明
細書の別の場所に記載したようなウェブサイトやソーシャルネットワークサービスを介し
て）共有または販売されることがある。幾つかの実施形態ではグループ監視システム７０
０は、事前既定のフィールドを表したデータを（例えば、システム構成要素（例えば、グ
ループ監視デバイス７６０）を介して）ダウンロードすることが可能である。事前既定の
フィールドを規定するデータは、例えばデータベースからダウンロードするか、別のユー
ザやウェブサイトから直接ダウンロードするなどして利用可能とすることができる。こう
した事前既定のフィールドは、例えば同じまたは異なるグループ監視システム７００のユ
ーザ、あるいは適切な別の任意のシステム（例えば、位置記録システムまたは探索システ
ム）のユーザによって事前に規定済みであることがある。幾つかの実施形態ではグループ
監視システム７００は、特定の事前既定のフィールドを表したデータを（例えば、グルー
プ監視デバイス７６０を介して）検索するためのインタフェースを提供することが可能で
あり、あるいは１つまたは複数のシステム構成要素の位置に基づいた具体的な事前既定の
フィールドを表したデータのダウンロードを提案することがある。例えば基地局７０５が
その表すデータが事前既定されておりかつグループ監視システム７００によるダウンロー
ドが利用可能であるような競技フィールドＡの座標の近傍の座標を有すると決定された場
合、グループ監視システム７００はこうしたダウンロードを（例えば、インタフェース（
例えば、グループ監視デバイス７６０）を介して）提案し、これにより運動競技活動のセ
ッションを催す前に競技フィールドＡの再規定を不要にすることがある。
【０２４３】
　例えばグループ監視システム７００は、心拍数、パワー、速度、距離、加速度および競
技フィールド上の位置を表したデータストリームを監視することがある。これらのデータ
ストリームの組み合わせならびに計算において１つだけでなく複数のデータストリームに
基づくことによってグループ監視システムは、例えば個人７１０やそのグループについて
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の強さや効率などの新たな見通しに関する表現を決定し出力することが可能である。グル
ープ監視デバイス７６０のディスプレイ７６２はこうした表現をリアルタイムで表示する
ことが可能であり、これによりトレーナは自身のトレーニング目標が確実に満たされるよ
うにトレーニングセッションの間にこれらの見通しに従うことが可能となる。
【０２４４】
　また例えば、速度は強さの尺として用いられるのが典型的である。速度は多くの運動競
技活動の重要な部分の１つである。トレーナは、個人の速度を監視することによって個人
が目標レベル（例えば、ゲームでの成功に対応すると考えられるレベル）でトレーニング
しているか否かを確認することが可能である。トレーナが速度トレーニングセッションを
立案する際に、ピーク速度、平均速度、高強度スプリントの回数を含む速度関係のデータ
を検討するようにライブダッシュボード（例えば、ディスプレイ７６２上に表示される）
をカスタマイズすることが可能である。速度トレーニングを慎重に管理できる能力は、過
剰トレーニングの防止に役立てることが可能であり、また怪我のリスクを低減させること
が可能である。
【０２４５】
　また例えば、カバー距離は長い間トレーニング量の基準となってきた。運動競技活動の
セッション（例えば、ゲームまたはスクリメージ）の間に個人がカバーする距離（例えば
、走る距離）は様々となる可能性がある。カバー距離のリアルタイム計測によってトレー
ナは、距離に関する個人またはチーム目標を設定すると共にすべての個人がこの目標に確
実に到達したことを確認することが可能となる。運動競技活動セッションの終了時点でト
レーナは、カバー距離をチェックするためにライブダッシュボードを参照することが可能
である。目標に満たない個人はランニングを継続するように指令されることがある。
【０２４６】
　また例えば加速度（減速度を含む）はパフォーマンスに関する重要な尺度の１つとなる
可能性がある。加速度は、方向を急激に変化させることが必要なスポーツで重要となる可
能性がある。加速の率および頻度は全体的なトレーニング負荷の決定に影響を及ぼす可能
性がある。
【０２４７】
　また例えば、フィールド上における位置を知ることでトレーナは、監視を受ける個人が
フィールド上のどこにいるかまたはいたかを確認することを可能にし得る。これによって
、運動競技者の戦術的動きにつながる見通しを促進することが可能である。上述したよう
にこうした配置は、例えばヒートマップなどのマップ上に表示させることが可能であり、
この際に以前にマッピングした磁場データと計測された磁場データとの比較を用いて位置
が決定される。
【０２４８】
　上述した原理、構成要素およびシステムは、あるエリア内に配置させた対象物に関する
パフォーマンス情報（例えば、運動競技活動を主催するように指定されたあるエリア内に
位置させた運動競技者やスポーツ用ボールの位置）を決定するために使用することが可能
である。ある種の実施形態ではエリア内の対象物の位置を決定するために、局所磁場デー
タを計測して以前に計測されかつ記録されたそのエリアに関する磁場情報と比較すること
が可能である。
【０２４９】
　例えば図３２は、一実施形態のよるあるエリア内に配置された対象物に関するパフォー
マンス情報を決定するための方法を表している。ある種の実施形態ではそのエリアを、例
えば運動競技活動を主催するように指定されたエリアなどの屋内エリアとすることが可能
である。ステップ９１０において、そのエリアに関する磁場情報を取得することが可能で
ある。ある種の実施形態では、そのエリアに関する磁場情報は磁場の強度および／または
方向を含むことが可能である。
【０２５０】
　ある種の実施形態では、磁場データマップを作成するために磁場情報を収集することが
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可能である。エリア内の複数の場所において磁場データを計測することが可能である。あ
る種の実施形態ではそのエリアに関する磁場情報はマッピングセッションの間に記録する
ことが可能である。このマッピングセッションは、例えば、人がエリア内を歩き、エリア
内のある場所にあるハンドヘルド型デバイスによって磁場データ計測値を採取することに
よって、手作業で実行することが可能である。このマッピングセッションはまた例えば、
エリア内を動いて所定の時間および／または距離間隔で磁場データを記録するように設計
されたロボットによって、自動的に実行することが可能である。ある種の実施形態では磁
場マップデータは、磁場センサ１１８を含むことが可能なセンサモジュール１０２をエリ
ア内の離散的な位置を通るように移動させることによって収集することが可能である。例
えばセンサモジュール１０２は、格子状のパターンで競技フィールドに沿った位置を通過
させることが可能であり、また磁場データは、例えば各１メートルごとに記録することが
可能である。例えば各２分の１メートルごとや各１０ｃｍごとなど別の任意の距離や計測
増分も使用可能である。磁場情報を記録する際に既知の点（例えば、境界線やゴール）を
注記することができる。ある種の実施形態ではその磁場情報は、例えば、コンピュータ処
理デバイスのメモリ内またはデータベース内に記憶することが可能である。この磁場情報
は、エリア内の対象物の計測された磁場データと比較するために後の時点でアクセスを受
けることが可能である。
【０２５１】
　ある種の実施形態では、磁場情報のマッピングをビデオカメラを用いたマッピングセッ
ションの記録によって強化することが可能である。例えば頭上カメラを用いると共にセン
サモジュール１０２に配置させたストロボ光を間欠的にフラッシュさせることによって、
ビデオデータはセンサモジュール１０２により記録された磁場データと比較し、エリアの
仮想ビューを規定することが可能である。
【０２５２】
　図３２の参照を続けるとステップ９１２では、エリア内の対象物の位置において磁場デ
ータを計測することが可能である。上述したようにこの対象物は、例えば、個人１００ま
たは運動競技器具１０８（例えば、ボール）とすることが可能であり、また磁場データは
、例えば、磁場センサ１１８（例えば、磁力計）とすることが可能なセンサモジュール１
０２によって計測しかつ記録することが可能である。ある種の実施形態ではセンサモジュ
ール１０２は、対象物と結合させることが可能である。磁場強度データおよび／または磁
場方向データは、センサモジュール１０２によって計測しかつ記録することが可能である
。
【０２５３】
　ステップ９１４では、対象物に関するパフォーマンス情報をそのエリアに関する磁場情
報および計測された磁場データに基づいて決定することが可能である。例えばエリア内の
対象物の位置は、計測された磁場データとそのエリアに関する磁場情報との比較およびマ
ッチング場所の決定によって決定することが可能である。
【０２５４】
　図示したようにある種の実施形態では、例えば図３３のステップ９２４において、計測
された磁場データに対して対象物に関するパフォーマンス情報の決定の精度を向上させる
ようにフィルタ処理を行うことが可能である。図３３は、ある運動競技場エリアに関する
磁場マップデータを取得すること（ステップ９２０）ならびにこの運動競技場エリア内に
ある対象物に関する磁場データを計測すること（ステップ９２２）によって、運動競技場
エリア内に配置された対象物に関するパフォーマンス情報を決定するための方法を表して
いる。計測された磁場データは、フィルタ処理し（ステップ９２４）磁場マップデータお
よびフィルタ処理された計測磁場データに基づいて対象物に関するパフォーマンス情報を
決定する（ステップ９２６）ことが可能である。
【０２５５】
　図３４を参照するとある種の実施形態では、対象物の位置などの対象物に関するパフォ
ーマンス情報を、反復処理を通じて決定することが可能である。そのエリアに関する磁場
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情報を取得（ステップ９３０）した後で、第１の位置において対象物に関する第１の磁場
データを計測することが可能である（ステップ９３１）。この第１の磁場データは、マッ
ピングセッションの間にそのエリアに関して記録された磁場情報と比較することが可能で
ある（ステップ９３２）。この比較によって、エリア内の対象物の可能な場所が幾つか決
定されることもある（ステップ９３３）。したがって、第２の位置において対象物に関す
る磁場データの第２の計測値をすることができ（ステップ９３４）、またこのデータもそ
のエリアに関する磁場情報と比較することができる（ステップ９３５）。
【０２５６】
　図３４のステップ９３６に示すように、計測された磁場データは次いで、対象物の位置
を決定するために考慮するデータを少なくするように制約の適用によって（例えば、コン
ピュータアルゴリズムを用いることによって）フィルタ処理することが可能である。この
フィルタは、物理的な空間制約（例えば、フィールド）などの制約を含むことが可能であ
る。フィルタはまた、人の動きの制約（例えば、運動力学的極限）を含むことが可能であ
る。運動競技器具（例えば、ボール）に関する運動力学的極限について同様の制約を適用
することが可能である。これらの制約は、対象物に関する起こりそうもない位置を排除す
るために適用することが可能である。例えば、何分の１秒かの間をあけて２組の磁場デー
タを取得する場合に、５０メートル離れた第２の地点を含めることは、人が所与の時間で
その距離をカバーすることは不可能である場合に非論理的となる。さらに、対象物の位置
の決定がほぼ確実のところまでエリア内の対象物に関する可能性のある位置をさらに削減
するために、必要に応じて磁場データ計測とフィルタ処理を反復して実行することが可能
である。この反復処理の全体にわたって、対象物の可能な場所の各々に対して、可能な各
場所が各反復ステップにおける制約を満たす程度に基づいた確率値を割り当てることが可
能である。マッチングの確率が低い場所を各反復で排除し、対象物の可能性のある場所の
数を削減することが可能である。
【０２５７】
　対象物の位置が上記のステップを用いて決定されると、対象物の動きは物理的な空間お
よび対象物動き制約の域内に来なければならないため対象物の位置の推定および決定が容
易になる。対象物の可能な場所の数はしたがって、エリア内の対象物の位置を最初に決定
したときに比べて少ない。ある種の実施形態では、対象物の位置を決定する精度をさらに
改善するために、磁場データ計測値と協働して追加のセンサデータを利用することが可能
である。例えば対象物が移動する方向の近似に役立てるように、加速度計、ジャイロスコ
ープ、赤外線（ＩＲ）デバイス、撮像デバイス（例えば、カメラ）または適切な別の任意
のセンサからのデータを利用することが可能である。対象物の可能な位置はしたがって、
方向の制約が狭められるため、エリア内の対象物の位置の決定精度がさらに上昇する。
【０２５８】
　上述の方法と同様に、図３５はある時点で対象物に関するパフォーマンス情報を決定す
る方法を表している。ステップ９４０および９４２では、第１の時点において第１の磁場
データを計測し、第１の時点における対象物の第１の位置を決定することが可能である。
ステップ９４４および９４６では、第２の時点において第２の磁場データを計測し、第２
の時点における対象物の第２の位置を決定することが可能である。第１および第２の位置
を決定し終えた後、ステップ９４８においてパフォーマンスデータ（例えば、移動距離や
速度）を決定することが可能である。
【０２５９】
　図３６に示したように、上述した方法はチームスポーツのコンテキストに使用すること
が可能である。ステップ９５０では、例えば運動競技者などの第１の対象物に関する磁場
データを、運動競技者が競技フィールド内を動くのに従って（例えば、センサモジュール
１０２を用いて）取得することが可能である。ステップ９５２では、例えばチームメイト
、対戦相手またはスポーツ用ボールなどの第２の対象物に関する磁場データを、第２の対
象物がエリア内を動くのに従って取得することが可能である。ある種の実施形態では複数
の対象物を、これらがそのエリアを動き回る際に監視することが可能である。ステップ９
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５４では、第１と第２の対象物の両方の位置について、エリア内の計測された磁場データ
に基づいて追跡することが可能である。ある種の実施形態ではその第１および第２の対象
物を、これらがそのエリアを動き回るに従って実質的にリアルタイムで追跡することが可
能である。別の実施形態では第１および第２の対象物を、これらがエリアの動き回りを止
めた後のある時点で（例えば、チームスポーツイベントの経過時間の後に）追跡すること
が可能である。この位置情報は、上述したシステムおよび方法を用いて解析し表示するこ
とが可能である。例えば、運動競技者がフィールド上のある種の場所において費やす時間
の量を示す「ヒートマップ」を監視デバイス上に表示させることが可能である。
【０２６０】
　図３７は、運動競技場エリアの磁場をマッピングするための方法を表している。運動競
技場エリアは、屋外と屋内の両方に位置させることが可能である。運動競技場エリアの例
には、フットボール場、サッカー場、野球場、陸上運動競技場、バスケットボールコート
、テニスコート、水泳プールおよび道路（ランニングやサイクリングイベントのためのも
のなど）（ただし、これらに限らない）を含めることが可能である。従来にはない運動競
技場エリア（例えば、屋内ランニングイベントのためのものなど階段を含む建物内）も、
運動競技場エリアに関する広範な意味範囲内にあるものと企図される。ステップ９６０で
は、マッピングセッションの間に運動競技場内の複数の場所において磁場データを計測す
ることによって磁場情報を収集することが可能である。ある種の実施形態では、計測場所
を格子パターンによるなど互いに均等に離間させることが可能である。ある種の実施形態
では、エリア内の計測場所を境界やゴールなどの競技フィールド構造体と関連付けするこ
とが可能である。ある種の実施形態では、磁場データと相関させることができる運動競技
場についてのビデオデータをビデオカメラを用いて作成することによってマッピングセッ
ションを記録することが可能である。ステップ９６２では、計測された磁場データに基づ
いて（例えば、コンピュータ処理デバイスによって）運動競技場エリアに関する計測され
た磁場データのマップを作成することが可能である。上述したようにこの磁場マップは引
き続いて、エリア内の対象物の位置を決定するためにエリア内に位置する対象物に関する
計測磁場データと比較することが可能である。ある種の実施形態では計測された磁場デー
タは、磁場マップの更新のために記録し使用することが可能である。
【０２６１】
　例えば図３８に示したようにある種の実施形態では、あるエリア内に位置する対象物に
関して、移動した速度や距離などのパフォーマンス情報を決定することが可能である。上
述の方法と同様に、そのエリアに関する磁場情報は、例えば、マッピングセッション（ス
テップ９７０）において取得することが可能である。ある種の状況（例えば、狭いバスケ
ットボールジム）では磁場情報は、そのエリアがマッピングを要しないが、以前にマッピ
ング済みの同様のエリアとの関連付けは必要であるほど十分に同様であることがある。次
いで、そのエリアに関する磁場情報の変動の統計解析を実行することができる（ステップ
９７２）。例えば、隣接する点間の所与の距離にわたる磁場の強度および／または方向の
変動を決定することが可能である。ある種の実施形態では、そのエリアに関して磁場強度
および／または方向の変動の統計分布を決定することが可能である。磁場データの変動は
次いで、対象物がエリア内を動く際に計測することが可能であり（ステップ９７４）、磁
場データの変動に基づいて対象物に関するパフォーマンス情報を決定することができる（
ステップ９７６）。
【０２６２】
　図３９～４２は、上で説明した方法に関して作成し使用可能なデータおよびグラフ表現
の例を表している。図３９は、磁場強度マップの一例を表している。ある種の実施形態で
は各画素は、マッピングされるエリア（例えば、バスケットボールコート）内の指定の座
標において取得した離散的な磁場強度計測値に対応させることが可能である。磁場強度の
変動は、例えば、色相や影付けによって表示することが可能である。例えば、白色のエリ
アによって最小磁場強度を示すことができ、また黒色のエリアによって最大磁場強度を示
すことができ、この際に様々なグレーの影付けにより最小と最大の磁場強度の間の磁場強
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度を示している。
【０２６３】
　図３９の実線によって、エリア内におけるサンプルの単位距離の動き（例えば、１メー
トル）を示すことが可能である。センサは、これらの単位距離のうちの１つに沿って移動
しながら、図４０のグラフ表現によって示したように極大値（ピーク）によって特徴付け
可能な磁場強度のゆらぎを記録することが可能である。そのエリアに関する磁場強度の平
均分布（および／または、磁場強度のゆらぎ）を決定するために、図４１のグラフ表現に
よって示したように複数のサンプルを記録することが可能である。次いで平均分布に対す
る比較を用いて、エリア内の未知の距離にわたる対象物の動きを決定することが可能であ
る。例えば図４２のグラフ表現によって示したようにセンサは対象物がエリア内を動く際
に磁場強度（および／または、磁場強度のゆらぎ）を記録し分布を決定することが可能で
ある。図４２に示した例では、様々な磁場強度計測値の発生のうち分布を構成するカウン
ト値が図４１に示した平均分布に関するカウント値の概ね半分である。したがって、対象
物が単位距離の概ね半分（すなわち、０．５メートル）だけ移動したと決定することが可
能である。タイミング情報を組み合わせると、対象物がエリア内を動く際の速度も決定す
ることが可能である。
【０２６４】
　図面を参照しながら記載した本発明の具体的な実施形態に関する上の説明は本発明の一
般的性質を完全に明らかにしているため、当技術分野の域内の知見を適用することによっ
て他の者は過度な実験を行うことなく本発明の全体的考えを逸脱せずに様々な用途に関し
てこうした具体的な実施形態を容易に修正かつ／または適合されることが可能である。
【０２６５】
　本発明の様々な実施形態について上で記載してきたが、これらは単に一例として提示し
たものであり、限定として提示したものではない。適応形態および修正形態は本明細書に
提示した教示および案内に基づいて開示した実施形態と等価な意味および範囲の域内にあ
るように意図していることは明瞭であろう。したがって本発明の精神および趣旨を逸脱す
ることなく本明細書に開示した実施形態に対して形態および詳細の様々な変形が可能であ
ることは当業者には明瞭であろう。上に提示した実施形態の要素は必ずしも相互に排他的
とするものではなく、当業者により理解されるような様々なニーズを満たすように相互変
換されることがあり得る。
【０２６６】
　本明細書で用いている表現および用語は本記載の目的のためであり限定のためではない
ことを理解すべきである。本発明の範囲および趣旨は上述の例示的実施形態のいずれによ
っても限定を受けるべきではなく、添付の特許請求の範囲およびその等価物に従ってのみ
規定されるべきである。
【符号の説明】
【０２６７】
　１０　運動競技活動監視システム
　２０　監視システム
　３０　監視システム
　１００　個人
　１０２　センサモジュール
　１０４　対象物
　１０６　身体
　１０８　運動競技器具
　１１０　プロセッサ
　１１２　電源
　１１４　メモリ
　１１６　加速度センサ
　１１８　磁場センサ
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　１２０　ユーザインタフェース
　１２２　送受信器
　１２４　角運動量センサ
　１２５　心拍数センサ
　１２６　心拍数センサ
　１２８　温度センサ
　１３０　位置受信器
　１３２　データポート
　１３４　タイマ
　１３６　ハウジング
　１４２　外側層
　２００　ネットワーク
　２０２　リモートサーバ
　２０４　パーソナルコンピュータ
　２０６　可搬式電子デバイス
　２５０　グループ監視システム
　２６０　基地局
　２７０　グループ監視デバイス
　３００　３次元デカルト座標軸系
　３０２　重力ベクトル、Ｇベクトル
　３０４　地球磁場ベクトル、Ｂベクトル
　３５０　３次元デカルト座標軸系
　４１５　ヒートマップ
　４３０　競技フィールド
　４３２　指示マーカー
　４３４　確認マーカー
　５００　ボール
　５０２　充電用ベース
　５０４　マーキング
　６００　外部座標系
　６０２　合成加速度ベクトル
　６０４　打ち出し角度
　６０６　瞬時的軌道
　６５０　内部座標系
　７００　グループ監視システム
　７０４　センサ衣服
　７０５　基地局
　７０６　心拍数監視器
　７０８　位置センサ
　７１０　加速度センサ
　７１０　個人
　７１２　個人監視器
　７２０　トレーナ
　７４０　スポーツ対象物
　７５０　対象物監視器
　７６０　グループ監視デバイス
　７６２　ディスプレイ
　７６４　入力
　７７０　解析デバイス
　７７２　ディスプレイ
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　７７４　入力
　７８０　カメラ監視システム
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