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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザが運動活動に携わり、フィットネスを改
善するように動機付けられる環境を提供する。
【解決手段】運動活動（走行、歩行など）と非運動活動
（買物、記事を読むなど）の両方を含むユーザ活動を、
運動監視追跡装置及びサービスによって監視し、追跡す
る。ユーザ活動は、一定量の仮想通貨をユーザに与えて
、ユーザが種々の活動を続けるように励ますために使用
される。一例として、ユーザは、仮想通貨を使用して、
種々の製品、サービス、割引などを購入するか他の方法
で取得できる。ユーザは、所望の製品又はサービスを取
得するのに必要な量に対して、得られる通貨の量及び／
又は必要な通貨の量を追跡できるユーザ装置（時計又は
運動活動バンドなど）の視覚的外観を、ユーザの活動レ
ベル、得た仮想通貨の量に基づいて変更してもよい。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって行われた運動活動に対応する運動活動情報を検出及び保存するように構
成された活動監視装置と、
　前記活動監視装置に操作可能に接続された活動監視追跡システムと、
を備え、
　前記活動監視追跡システムは、
　前記活動監視装置から前記ユーザの運動活動情報を受信し、
　前記受信した運動活動情報のソースを決定し、
　前記受信した運動活動情報に基づいて、前記ユーザに与える仮想通貨の量を決定するた
めの複数の変換率から第１の変換率を選択し、
　前記決定された仮想通貨の量を前記ユーザに与える、
ように構成される、
システム。
【請求項２】
　前記決定された仮想通貨の量は、第１のタイプの通貨に対応し、
　前記活動監視追跡システムは、
　更なる運動活動情報を受信し、
　前記更なる運動活動情報に基づいて、前記ユーザに与える第２のタイプの仮想通貨の量
を決定するための第２の変換率を決定する、
ように構成され、
　前記第２の変換率は、前記第１の変換率とは異なる、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記変換率は、前記受信した運動活動情報の前記決定されたソースに基づいて選択され
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記決定されたソースは、認証装置と、非認証装置と、ユーザ手入力のうちの一つを含
む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記活動監視装置は、前記運動活動情報を推定量の仮想通貨に変換するように構成され
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記活動監視装置は、非運動活動を検出するように構成される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項７】
　前記ユーザに与える前記第１のタイプの通貨の量の決定が前記非運動活動に基づく、請
求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記活動監視追跡システムは、前記運動活動情報及び前記検出された非運動活動に基づ
いて、前記ユーザ用の表示をカスタマイズするように構成される、請求項６に記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記表示のカスタマイズは、
　前記運動活動情報と前記非運動活動のうちの一以上に基づいて一以上のユーザの関心を
決定することと、
　前記一以上のユーザの関心に基づいて、表示すべきコンテンツを選択することと、
を含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記活動監視装置は、
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　前記ユーザのために定義され、仮想通貨の目標量に対応する目標を決定し、
　前記ユーザの蓄積された仮想通貨の総量が、前記仮想通貨の目標量に対して定義された
第１のしきい値を満たすかどうかを決定し、
　前記ユーザの蓄積された仮想通貨の総量が前記第１のしきい値を満たすとの決定に応じ
て、前記監視装置の表示の少なくとも一つの視覚的態様を変更する、
ように構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記活動監視装置は、
　前記ユーザの蓄積された仮想通貨の総量が第２のしきい値を満たすかどうかを決定し、
　前記ユーザの蓄積された仮想通貨の総量が前記第２のしきい値を満たすとの決定に応じ
て、前記表示の少なくとも一つの視覚的態様を変更する、
ようにさらに構成される、
請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記表示の少なくとも一つの視覚的態様は、表示インタフェースの少なくとも一部の色
を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つの視覚的態様は、前記表示に表示されたテキストのフォントサイズ
を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　運動活動監視装置によって、前記活動監視装置から前記ユーザの運動活動情報を受信す
るステップと、
　前記運動活動監視装置によって、前記受信した運動活動情報のソースを決定するステッ
プと、
　前記運動活動監視装置によって、前記受信した運動活動情報に基づいて、前記ユーザに
与える仮想通貨の第１の量を決定するための複数の変換率から第１の変換率を決定するス
テップと、
　前記運動活動監視装置によって、前記決定された仮想通貨の第１の量を前記ユーザに与
えるステップと、
を含む、方法。
【請求項１５】
　前記決定された第１の量の仮想通貨は、第１のタイプの通貨に対応し、
　前記活動監視追跡システムは、
　更なる運動活動情報を受信し、
　前記更なる運動活動情報に基づいて、前記ユーザに与える第２のタイプの仮想通貨の量
を決定するための第２の変換率を決定する、
ように構成され、
　前記第２の変換率は、前記第１の変換率とは異なる、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記変換率は、前記受信した運動活動情報の前記決定されたソースに基づいて選択され
る、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記決定されたソースは、認証装置と、非認証装置と、ユーザ手入力のうちの一つを含
む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記活動監視装置は、前記運動活動情報を推定量の仮想通貨に変換するように構成され
る、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記ユーザが運動活動目標を達成したかどうかを決定するステップと、
　前記ユーザが前記運動活動目標を達成したとの決定に応じて、前記ユーザに第２の量の
仮想通貨を与えるステップと、
をさらに含む、請求項１４の記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザの非運動活動情報を受信するステップと、
　前記複数の変換率から第２の変換率を選択するステップと、ここで、前記第２の変換率
は、非運動活動に対応すると共に、前記第１の変換率は、運動活動に対応し、
　前記第２の変換率を用いて前記ユーザに与える第２の量の仮想通貨を決定するステップ
と、
をさらに含む、請求項１４に記載の方法。 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　大半の人は、体力の重要性を理解しているが、その多くは、定期的運動プログラムを維
持するために必要な動機を見つけることに苦労している。一部の人々は、ランニング、ウ
ォーキング、サイクリングなどの連続的な反復運動を含む運動管理の維持が特に難しいこ
とを知っている。
【０００２】
　経験を積んだスポーツ選手やトレーナは、フィードバックが多くの人々に定期的運動プ
ログラムを維持する意欲を提供することを理解している。人が、運動プログラムによって
提供された結果をすぐに経験できるとき、その人は、一般に、運動を続けるように刺激さ
れる。
【０００３】
　さらに、人は、運動を仕事又は雑用と見なし、運動を毎日の暮らしの楽しい側面から分
離することがある。運動活動と他の活動のこのはっきりした分離は、人が運動しようとす
る意欲を減退させる。運動活動に携わる人を励ますための運動活動サービス及びシステム
は、１つ又は複数の特定の活動に焦点を当てすぎることがあり、一方で人の関心は無視さ
れる。これは、さらに、運動活動に参加するか又は運動活動サービス及びシステムを使用
するユーザの関心を低下させることがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　１つ又は複数の態様によれば、活動監視環境及びシステムを使用して、運動活動に参加
しフィットネスレベルを改善するように人を励ますことができる。活動監視環境及びシス
テムは、運動活動と非運動活動を単一のエコシステムにまとめて、運動活動に携わる励み
と動機を提供することによって、ユーザの関心を高めることができる。例えば、活動及び
監視サービス上の個人サイトは、その行動、購入、運動活動及び／又はそれらの組み合わ
せに基づいて判断されるような人の関心にしたがってカスタマイズされてもよい。これに
より、人が自分の活動サイトを見たとき、その人は、関係があり興味深い情報がそこに提
示されているので、より関わりたいと感じることがある。追加又は代替例として、活動監
視システムは、ウェブサイトに含まれる案内とコンテンツを人の好みにしたがってカスタ
マイズするために解析エンジンやマーケティングエンジンなどの他のエンジンを含んでも
よい。さらに、イベントは、個人が過去に参加したイベントの解析及び／又はその結果に
基づいてカスタマイズされ自動的に生成されてもよい。
【０００５】
　活動監視サービス及びシステムは、さらに、ユーザが様々な異なる運動及び非運動活動
を行なうときにユーザに活動ポイントを与えることによって、運動するようにユーザを動
機付けてもよい。活動ポイントは、種々の報奨に使用されることがある通貨の形を含んで
もよい。例えば、活動ポイントは、製品、サービス、割引、状態アップグレードなどを購
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入するために使用されてもよい。１つ又は複数の構成として、活動ポイントは、異なる等
級で分類され報奨が与えられてもよい。例えば、第１の等級の活動ポイントは、第２の等
級の活動ポイントより価値が高くてもよい。活動ポイントが、異なるソースから得られ、
異なる活動により得られ、及び／又は、認証装置と非認証装置又は手動活動情報入力など
の異なる装置を使用して得られたときに、異なる等級が使用されることがある。そのよう
な提示方法の相違は、認識された情報源の信頼性（又は、その欠如）の差に対応すること
がある。活動ポイントは、指定された変換率に基づいて他の等級の活動ポイントに変換さ
れてもよい。さらに、幾つかの構成では、異なる等級の活動ポイントが、ユーザインタフ
ェース内に異なるふうに、例えば異なる色で、異なる計器／表現を使用して、異なるラベ
ル及び／又はこれらの組み合わせで表示されてもよい。
【０００６】
　活動ポイントが、買物などの非運動活動によって得られる例では、システムは、提携会
社で買物をして費やすドルごとに活動ポイントを与えてもよい。これにより、ポイントが
、運動活動と非運動活動の両方によって得られるので、ユーザは、活動ポイントを多くの
方法で蓄積するように刺激されることがある。幾つかの構成では、様々なタイプの活動に
対して得られる活動ポイントの量に制限が定義されてもよい。例えば、システムは、非運
動活動によって得られる活動ポイントの数を１日当たり５００ポイントに制限し、運動活
動によって得られる活動ポイントの数を１日当たり７５０ポイントに制限してもよい。
【０００７】
　別の態様によれば、非ポイント活動規準を活動ポイントに変換するために、様々な変換
率が定義され使用されてもよい。様々な活動が、様々なレベルの活動ポイントに相当して
もよい。例えば、買物は、運動活動を行なうより遅い速さ（例えば、ポイント／ドル）で
活動ポイントを蓄積することができる。変換率は、変換される活動情報を監視又は収集す
るために使用される装置のタイプに依存することがある。変換率を決定する際に考慮され
る他の因子には、例えば、ユーザの運動特徴（例えば、静止時心拍数、以前のトレーニン
グ、最良のトレーニング、好ましい運動活動）及び非運動特性（例えば、収入、年齢、性
別など）が挙げられる。
【０００８】
　業績は、活動ポイントのソースでもよい。例えば、ユーザが中間目標に達するか他のタ
イプの業績を達成した場合に、一定数の活動ポイントがユーザに与えられてもよい。他の
構成では、ユーザは、１人又は複数人の他のユーザによって挑戦され、勝者に一定数の活
動ポイントを与えられてもよい。活動ポイントのさらに他のソースは、イベントへの参加
や広告の表示でもよい。
【０００９】
　活動ポイントは、様々な方式で消費されてもよい。前述したように、活動ポイントは、
報奨に費やされてもよい。別の例として、活動ポイントは、例えば慈善団体に寄付される
か、他者に贈られてもよい。さらに別の例として、活動ポイントは、販売されてもよい。
様々なタイプの活動ポイント消費に制限が課されてもよい。
【００１０】
　本発明の以上その他の特徴は、以下の詳細な説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の様々な例を実現するために使用されることがある計算処理装置を示す図
である。
【図２】本発明の様々な例により使用されることがある運動情報監視装置の例を示す図で
ある。
【図３】本発明の様々な例により使用されることがある運動情報監視装置の例を示す図で
ある。
【図４】本発明の様々な例により運動パラメータ測定装置が使用されることがある一環境
を示す図である。
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【図５】本発明の様々な実施態様により運動データを収集及び／又は表示するために使用
されることがある運動情報収集表示装置の一例を示す図である。
【図６】本発明の様々な例により使用されることがある運動データ表示構成装置の例を示
す図である。
【図７Ａ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動活動監視装置の例を示す
図である。
【図７Ｂ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動活動監視装置の例を示す
図である。
【図８Ａ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動活動監視環境で使用され
ることがある運動活動監視システム及びエンジンを示す図である。
【図８Ｂ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動活動監視環境で使用され
ることがある運動活動監視システム及びエンジンを示す図である。
【図８Ｃ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動活動監視環境で使用され
ることがある運動活動監視システム及びエンジンを示す図である。
【図８Ｄ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動活動監視環境で使用され
ることがある運動活動監視システム及びエンジンを示す図である。
【図９】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による運動行動監視装置又はシステム
によって表示されることがある例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【図１０Ａ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様によりトリガイベントを検出した
ときの運動活動情報を表示するユーザインタフェースへの変更を示す図である。
【図１０Ｂ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様によりトリガイベントを検出した
ときの運動活動情報を表示するユーザインタフェースへの変更を示す図である。
【図１０Ｃ】本明細書に記載された１つ又は複数の態様によりトリガイベントを検出した
ときの運動活動情報を表示するユーザインタフェースへの変更を示す図である。
【図１１】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による、複数のゲージを用いて活動
ポイントが追跡される例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【図１２】本明細書に記載された１つ又は複数の態様により複数の装置にわたって活動デ
ータが同期されることがある例示的な同期環境を示す図である。
【図１３】本明細書に記載された１つ又は複数の態様により活動情報を活動行動監視シス
テムに提示し活動ポイントに変換することができる例示的な方法を示す図である。
【図１４】本明細書に記載された１つ又は複数の態様により蓄積された活動ポイント、活
動情報及び活動情報提示オプションを表示することができる例示的なインタフェースを示
す図である。
【図１５】特定のポイントタイプ又は等級ごとに得られたか又は利用可能な活動ポイント
の量を反映するために複数の活動ポイントゲージが表示された行動監視サイトの例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図１６】本明細書に記載された１つ又は複数の態様による例示的な報奨閲覧選択ユーザ
インタフェースを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（運動活動の概要）
　本発明の態様は、運動及び非運動情報の測定、収集、表示及び管理に関する。当業者に
よって理解されるように、運動情報は、最初に、個人から得られなければならない。本発
明の様々な実施態様により、１つ又は複数の異なる運動情報監視装置を使用して、人が行
なった運動活動に対応する運動データを測定し記録し、その情報を普遍的な形に変換する
ことができる。典型的には、運動情報監視装置は、監視されている人に関するパラメータ
を測定するセンサと、そのセンサによって測定されたパラメータを処理する計算処理装置
を内蔵することになる。
【００１３】
　運動情報監視装置が、人の運動活動の運動情報を記録した後、その人は、記録された運
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動データを見るために、記録された運動情報を１つ又は複数の別個の装置に転送してもよ
い。ユーザは、例えば、記録された運動情報を運動情報監視装置から別個の収集装置にダ
ウンロードする。次に、収集装置は、運動情報監視装置から収集した運動情報を別個の表
示構成装置に転送し、そこで運動情報を、次に例えばさらに別の装置に表示させるように
編成し構成することができる。後でより詳細に述べるように、本発明の様々な実施態様は
、人が、インターネットなどのネットワークを介して通信する１群の計算処理装置を使用
して運動情報を記録し、収集し、表示することを可能にする。
【００１４】
　例えば、本明細書で述べる幾つかの態様は、人が専用計算処理装置を使用して運動情報
を測定し記録することを可能にする。次に、ユーザは、記録された運動情報を、個人のデ
スクトップコンピュータやラップトップコンピュータなどのローカル計算処理装置に転送
することができる。より詳細には、ユーザは、記録された運動情報を、運動情報監視装置
から、コンピュータネットワーク内で「クライアント」として働くローカルコンピュータ
上の収集ソフトウェアツールにダウンロードすることができる。次に、収集ソフトウェア
ツールは、ダウンロードされた運動情報をネットワークを介してリモート「サーバ」コン
ピュータに転送する。次に、リモートサーバコンピュータ上の表示構成ソフトウェアツー
ルが、転送された運動情報を保存する。その後で、人が、クライアントのコンピュータ又
は別のローカルコンピュータを使用して、記憶された運動情報をサーバコンピュータから
取得することができる。ローカルコンピュータからの表示要求に応じて、表示構成ソフト
ウェアツールは、要求された運動情報をローカルコンピュータ上に表示するように構成し
、次に構成された運動情報を表示のためにローカルコンピュータに送る。
【００１５】
（計算処理装置）
　本発明の種々の例は、１つ又は複数の機能を実行するように構成された電子回路を使用
して実現されてもよい。例えば、本発明の幾つかの実施形態により、運動情報監視装置、
収集装置、表示装置、又はこれらの任意の組み合わせが、１つ又は複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）を使用して実現されてもよい。しかしながら、より典型的には、本発
明の種々の例の構成要素は、ファームウェア又はソフトウェア命令を実行するプログラム
可能な計算処理装置を使用して、あるいは専用電子回路と、プログラム可能な計算処理装
置上で実行するファームウェア又はソフトウェア命令の組み合わせによって実施されるこ
とになる。
【００１６】
　したがって、図１は、本発明の様々な実施形態を実現するために使用することができる
コンピュータ１０１の１つの説明的実例を示す。この図で分かるように、コンピュータ１
０１は、計算処理ユニット１０３を有する。計算処理ユニット１０３は、典型的には、プ
ロセッサユニット１０５とシステムメモリ１０７を含む。プロセッサユニット１０５は、
ソフトウェア命令を実行するための任意のタイプの処理装置でよいが、慣例的にはマイク
ロプロセッサ装置になる。システムメモリ１０７は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）１０
９とランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）１１１の両方を含んでもよい。当業者によっ
て理解されるように、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）１０９とランダム・アクセス・メモ
リ（ＲＡＭ）１１１は両方とも、プロセッサユニット１０５によって実行されるソフトウ
ェア命令を記憶することができる。
【００１７】
　プロセッサユニット１０５とシステムメモリ１０７は、直接又はバス１１３又は代替通
信構造を介して間接に、１つ又は複数の周辺装置に接続される。例えば、プロセッサユニ
ット１０５又はシステムメモリ１０７は、ハードディスクドライブ１１５、取外し可能な
磁気ディスク装置１１７、光ディスクドライブ１１９、フラッシュメモリカード１２１な
どの追加のメモリ記憶機構に直接又は間接に接続される。プロセッサユニット１０５とシ
ステムメモリ１０７は、また、１つ又は複数の入力装置１２３と１つ又は複数の出力装置
１２５とに直接又は間接に接続されてもよい。入力装置１２３には、例えば、キーボード
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、タッチスクリーン、リモートコントロールパッド、ポインティング装置（マウス、タッ
チパッド、スタイラス、トラックボール、ジョイスティックなど）、スキャナ、カメラ、
又はマイクロホンが挙げられる。出力装置１２５には、例えば、モニタ表示装置、テレビ
、プリンタ、ステレオ、又はスピーカが挙げられる。
【００１８】
　さらに、計算処理ユニット１０３は、ネットワークと通信するために１つ又は複数のネ
ットワークインタフェース１２７に直接又は間接に接続される。このタイプのネットワー
クインタフェース１２７は、ネットワークアダプタ又はネットワークインタフェースカー
ド（ＮＩＣ）と呼ばれることがあり、計算処理ユニット１０３からデータと制御信号を、
伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、インターネットプロトコル（ＩＰ）、ユーザダイアグラ
ム・プロトコル（ＵＤＰ）などの１つ又は複数の通信プロトコルにしたがってネットワー
ク・メッセージに変換する。これらのプロトコルは、当該技術分野では周知であり、した
がってここでは詳細に述べない。インタフェース１２７は、例えば、無線トランシーバ、
電力線アダプタ、モデム又はイーサネット（登録商標）接続を含む、ネットワークに接続
するための任意の適切な接続エージェントを使用してもよい。
【００１９】
　前に具体的に述べた入力装置、出力装置及び記憶周辺装置に加えて、計算処理装置は、
入力機能、出力機能、記憶機能又はこれらの組み合わせを実行することができる様々な他
の周辺装置に接続されてもよいことを理解されたい。例えば、コンピュータ１０１は、カ
リフォルニア州キューパーティノのＡｐｐｌｅ，Ｉｎｃ．から入手可能なＩＰＯＤ[登録
商標]などのデジタル音楽プレーヤに接続されてもよい。当該技術分野で知られているよ
うに、このタイプのデジタル音楽プレーヤは、コンピュータの出力装置（例えば、音声フ
ァイルから音楽又は画像ファイルから写真を出力する）と記憶装置の両方として働くこと
ができる。さらに、このタイプのデジタル音楽プレーヤは、より詳細に後で述べるように
、記録された運動情報を入力する入力装置として働くこともできる。
【００２０】
　デジタル音楽プレーヤに加えて、コンピュータ１０１は、電話などの１つ又は複数の他
の周辺装置に接続されるか、他の状況ではそのような周辺装置を含んでもよい。電話は、
例えば、無線「スマートフォン」でよい。当該技術分野で知れているように、このタイプ
の電話は、高周波伝送を使用する無線ネットワークにより通信する。また、「スマートフ
ォン」は、単純な通信機能に加えて、電子メッセージ（例えば、電子メール・メッセージ
、ＳＭＳテキスト・メッセージなど）の送信、受信及び表示、音声ファイルの記録又は再
生、画像ファイル（例えば、静止画又は動画画像ファイル）の記録又は再生、テキストを
含むファイル（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ若しくはＥｘｃｅｌファイル、又
はＡｄｏｂｅ　Ａｃｒｏｂａｔファイル）の表示及び編集などの１つ又は複数のデータ管
理機能をユーザに提供することができる。このタイプの電話のデータ管理機能により、ユ
ーザは、電話をコンピュータ１０１と接続してそのデータを維持し同期することができる
。
【００２１】
　当然ながら、当該技術分野で周知のように、さらに他の周辺装置が、図１に示されたタ
イプのコンピュータ１０１と共に含まれてもよく、他の方法で接続されてもよい。一部の
例では、周辺装置が、計算処理ユニット１０３に永久的に又は半永久的に接続されてもよ
い。例えば、多くのコンピュータの場合、計算処理ユニット１０３、ハードディスクドラ
イブ１１７、取外し可能な光ディスクドライブ１１９、及び表示装置が、単一ハウジング
内に半永久的に収容される。さらに、他の周辺装置は、コンピュータ１０１に取り外し可
能に接続されてもよい。コンピュータ１０１は、例えば、１つ又は複数の通信ポートを含
んでもよく、その通信ポートを介して、周辺装置を計算処理ユニット１０３（直接又はバ
ス１１３を介して間接）に接続することができる。したがって、そのような通信ポートは
、パラレル・バス・ポート、又はユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）規格又はＩＥ
ＥＥ１３９４高速シリアル・バス規格（例えば、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ（登録商標）ポート）
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を使用するシリアル・バス・ポートなどのシリアル・バス・ポートを含んでもよい。代替
又は追加例として、コンピュータ１０１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインタフェース、Ｗｉ－
Ｆｉインタフェース、赤外線データ・ポートなどの無線データ「ポート」を含んでもよい
。
【００２２】
　本発明の様々な例により使用される計算処理装置は、図１に示されたコンピュータ１０
１より多数の構成要素、コンピュータ１０１より少数の構成要素、又はコンピュータ１０
１と異なる構成要素の組み合わせを含んでもよいことを理解されたい。本発明の幾つかの
実施態様は、例えば、デジタル音楽プレーヤやサーバコンピュータなどのきわめて特定の
機能を有するように設計された１つ又は複数の計算処理装置を使用してもよい。したがっ
て、そのような計算処理装置は、ネットワークインタフェース１１５、取外し可能な光デ
ィスクドライブ１１９、プリンタ、スキャナ、外部ハードディスクなどの不要な周辺装置
を省略してもよい。本発明の幾つかの実施態様は、追加又は代替例として、デスクトップ
パソコンやラップトップパソコンなどの種々様々な機能が可能なように設計された計算処
理装置を使用してもよい。これらの計算処理装置は、必要に応じて、周辺装置又は追加の
構成要素の如何なる組み合わせも有することができる。
【００２３】
（運動情報監視装置）
　図２は、ユーザの運動活動に対応する運動情報を測定するために、本発明の様々な例に
より使用されることがある運動情報監視装置２０１の一例を示す。この図に示されたよう
に、運動情報監視装置２０１は、デジタル音楽プレーヤ２０３、電子インタフェース装置
２０５、及び運動パラメータ測定装置２０７を含む。より詳細に説明されるように、デジ
タル音楽プレーヤ２０３は、電子インタフェース装置２０５に（取り外し可能に）接続さ
れ、この組み合わせは、ユーザがランニングやウォーキングなどの運動活動を行なってい
る間、ユーザによって装着されるか他の方法で携行される。また、運動パラメータ測定装
置２０７は、ユーザが運動活動を行なっている間、ユーザによって装着又は携行され、ユ
ーザが行なっている運動行動に関する１つ又は複数の運動パラメータを測定する。運動パ
ラメータ測定装置２０７は、測定された運動パラメータに対応する信号を電子インタフェ
ース装置２０５に送信する。電子インタフェース装置２０５は、運動パラメータ測定装置
２０７から信号を受け取り、（必要に応じて、インタフェース装置２０５内でデータ処理
した後で）受け取った情報をデジタル音楽プレーヤ２０３に提供する。
【００２４】
　図３に詳細に示されたように、運動パラメータ測定装置２０７は、運動パラメータ測定
装置２０７を装着しているか他の方法で使用している人と関連した運動パラメータを測定
するための１つ又は複数のセンサ３０１を含む。図示された実施態様の場合、例えば、セ
ンサ３０１Ａ及び３０１Ｂは、運動パラメータ測定装置２０７の２つの直交方向の加速度
を測定する加速度計（圧電加速度計など）でよい。運動パラメータ測定装置２０７は、ユ
ーザが運動中に所望の運動パラメータを測定するために、ユーザによって携行されるか又
は他の方法で装着される。例えば、図４に示されたように、運動パラメータ測定装置２０
７は、ユーザが歩いているか走っている間、ユーザの靴４０１の底に配置されてもよい。
この構成により、センサ３０１は、ユーザの脚の動きに対応する電気信号を作成する。当
該技術分野で知られているように、これらの信号を使用して、ユーザが行っている運動活
動を表す運動データ（例えば、ユーザが移動した速度及び／又は距離）を生成することが
できる。
【００２５】
　運動パラメータ測定装置２０７は、また、センサ３０１によって出力された電気信号を
処理するプロセッサ３０３を含む。本発明の幾つかの実施態様により、プロセッサ３０３
は、プログラム可能なマイクロプロセッサでよい。しかしながら、本発明のさらに他の実
施態様では、プロセッサ３０３は、ＡＳＩＣなどの専用回路装置でよい。プロセッサ３０
３は、センサ３０１から出力された信号に、カーブスムージング、ノイズフィルタリング
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、外れ値除去、増幅、加算、積分などの任意の所望の操作を実行してもよい。プロセッサ
３０３は、処理した信号をトランスミッタ３０５に提供する。また、運動パラメータ測定
装置２０７は、必要に応じてセンサ３０１、プロセッサ３０３及びトランスミッタ３０５
に電力を提供する電源３０７を含む。電源３０７は、例えば、バッテリでよい。
【００２６】
　運動パラメータ測定装置２０７は、図４で分かるように、処理済み信号を電子インタフ
ェース装置２０５に送る。次に図３に戻ると、電子インタフェース装置２０５は、運動パ
ラメータ測定装置２０７内のトランスミッタ３０５によって送られた処理済み信号を受け
取るレシーバ３０９を含む。レシーバ３０９は、処理済み信号を第２のプロセッサ３１１
に中継し、第２のプロセッサ３１１は、信号をさらに処理する。プロセッサ３０３と同様
、プロセッサ３１１は、処理済み信号に、カーブスムージング、ノイズフィルタリング、
外れ値除去、増幅、加算、積分などの任意の所望の操作を行なってもよい。あるいは、必
要に応じて、インタフェース装置２０５は、信号を、さらに処理することなくトランスミ
ッタ３０５からプレーヤ２０３に渡してもよい。
【００２７】
　プロセッサ３０３は、処理済み信号をデジタル音楽プレーヤ２０３に提供する。次に図
２に戻って参照すると、電子インタフェース装置２０５は、デジタル音楽プレーヤ２０３
上に提供された従来の入力ポート２１１に物理的に嵌り接続される接続システム２０９を
含む。電子インタフェース装置２０５の接続システム２０９が接続される入力ポート２１
１は、パラレルデータポート、シリアルデータポート、イヤホン、マイクロホンジャック
など、データを転送するための任意の所望のタイプの入力ポートでよい。接続システム２
０９は、デジタル音楽プレーヤ２０３の入力ポート２１１内に提供された対応する要素と
電気接続や他の適切な接続を行うために（例えば、インタフェース装置２０５とデジタル
音楽プレーヤ２０３間の電子通信及び／又はデータ通信を可能にするために）、電線、端
子、電気コネクタなどの任意の適切な接続装置を含んでもよい。必要又は希望に応じて、
ストラップ類、フック類、バックル類、クリップ類、クランプ類、クラスプ類、支持要素
類、機械的連結器類のような、追加の固定装置がインタフェース装置２０５をデジタル音
楽プレーヤ２０３にしっかりと接続するために提供されてもよい。
【００２８】
　次に図３に戻ると、プロセッサ３１１は、処理済み信号をデジタル音楽プレーヤ２０３
の計算処理ユニット３１３に提供する。計算処理ユニット３１３は、最初に、処理済み信
号をメモリ３１５に記憶してもよい。さらに、本発明の幾つかの実施態様によれば、計算
処理ユニット３１３は、運動情報監視装置２０１によって提供された処理済み信号を処理
して、ユーザが行った運動活動に対応する運動データの「実時間」セットを生成してもよ
い。例えば、運動情報監視装置２０１が、ユーザの脚の動きを測定する加速度計を有する
場合、計算処理ユニット３１３は、運動情報監視装置２０１からの処理済み信号を解析し
て、ユーザの運動活動中の特定の段階におけるユーザの速度と、それらの特定の段階のそ
れぞれにおいてユーザが移動した全距離を示す１組の運動データを生成してもよい。加速
度計信号からユーザの速度を決定するための種々の技術は、例えば、Blackadarらに譲渡
され「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」という発明の名称であ
る２００５年５月２４日に発行された米国特許第６，８９８，５５０号、Ohlenbuschらに
譲渡され「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」という名称である
２００５年４月１９日に発行された米国特許第６，８８２，９５５号、Darleyらに譲渡さ
れ「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」という発明の名称である
２００５年４月５日に発行された米国特許第６，８７６，９４７号、Ohlenbuschらに譲渡
され「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」という発明の名称であ
る２００２年１２月１０日に発行された米国特許第６，４９３，６５２号、Blackadarら
に譲渡され「Detecting The Starting And Stopping Of Movement Of A Person On Foot
」という発明の名称である２００１年１０月２日に発行された米国特許第６，２９８，３
１４号、Gaudetらに譲渡され「Measuring Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A 
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Person In Locomotion」という発明の名称である２０００年４月１８日に発行された米国
特許第６，０５２，６５４号、及びGaudetらに譲渡され「Measuring Foot Contact Time 
And Foot Loft Time Of A Person In Locomotion」という発明の名称である２０００年１
月２５日に発行された米国特許第６，０１８，７０５号に記載されている。
【００２９】
　運動データセットは、各速度値及び／又は各距離値と関連付けられた時間値を含んでも
よい。運動情報監視装置２０１を使用して、様々なユーザから運動情報を収集できる場合
、運動データ計算処理ユニット３１３は、さらに、ユーザに何らかの方法で自分を識別す
るように促してもよい。次に、この識別情報は、運動情報監視装置２０１によって提供さ
れた情報から生成された運動データセットと共に含まれてもよい。計算処理ユニット３１
３が、運動情報監視装置２０１によって提供された情報から１組の運動データを生成した
後で、計算処理ユニット３１３は、運動データセットをメモリ３１５に記憶してもよい。
後でより詳細に述べるように、デジタル音楽プレーヤ２０３が、運動情報収集ツールを実
現する計算処理装置に後で接続されたとき、計算処理ユニット３１３は、運動データを、
リモート計算処理装置にホストされた表示ツールにダウンロードする。
【００３０】
　図２～図４に示された実施形態では、運動パラメータ測定装置２０７とインタフェース
装置２０５との間の無線通信が述べられているが、本発明から逸脱せずに、運動パラメー
タ測定装置２０７とインタフェース装置２０５との間の、有線接続を含む任意の所望の通
信方法を使用することができる。また、運動パラメータ測定装置２０７からの物理的又は
生理学的データから得られたデータを、電子装置２０３上に表示するか又は電子装置２０
３から出力するための適切な形態又は形式にする任意の所望の方法が、本発明から逸脱す
ることなく提供され得る。例えば、必要に応じて、運動パラメータ測定装置２０７は、１
つ又は複数の特定の電子装置と共に使用するように特別に設計されかつ／プログラムされ
てもよく、例えば、特定の装置と共に動作しかつそれらの装置に適した形態及び形式の出
力データを提供するようにあらかじめプログラムされ、及び／又は、配置されてもよい。
この状況では、インタフェース装置２０５は、特に、特定のモデルのデジタル音楽プレー
ヤなどの特定の電子装置と、電話、時計、携帯情報端末などのさらに他の電子装置を標的
にするように市場投入され販売されてもよい。別の代替例として、必要に応じて、インタ
フェース装置２０５は、例えば、インターネット、ディスク、別のソースなどから特定の
電子装置用の表示又は装置ドライバ及び／又は書式データをダウンロードすることによっ
て、種々様々の異なる電子装置と共に動作するように後でプログラムされてもよい。
【００３１】
　必要に応じて、本発明の少なくとも幾つかの例によれば、電子インタフェース装置２０
５及び／又は電子プレーヤ装置２０３は、さらに、１つ又は複数の回転入力装置、スイッ
チ、ボタン（図２の説明例で示されたような）、マウス若しくはトラックボール要素、タ
ッチスクリーンなど、又はこれらの何らかの組み合わせなどのディスプレイ２２０及び／
又はユーザ入力システム２２２を含んでもよい。ディスプレイ２２０は、例えば、デジタ
ル音楽プレーヤ２０３によって再生される音楽に関する情報、デジタル音楽プレーヤ２０
３が受け取る運動情報信号に関する情報、受け取った運動情報信号からデジタル音楽プレ
ーヤ２０３によって生成される運動データなどを示すために使用されてもよい。ユーザ入
力システム２２２は、例えば、インタフェース装置２０５を介して受け取った入力データ
の処理の１つ又は複数の態様の制御、入力データの受け取りの制御（例えば、タイミング
、受け取った情報のタイプ、オンデマンドデータ要求など）、電子装置２０３へのデータ
出力又は電子装置２０３によるデータ出力の制御、運動パラメータ測定装置２０７の制御
などを行うために使用されてもよい。代替又は追加例として、必要に応じて、デジタル音
楽プレーヤ２０３上の入力システム（例えば、ボタン２２２、タッチスクリーン、デジタ
イザ／スタイラス式入力、回転式入力装置、トラックボール又はロールボール、マウスな
ど）を使用して、ユーザ入力データをインタフェース装置２０５及び／又は運動パラメー
タ測定装置２０７に提供してもよい。さらに別の例として、必要に応じて、例えば音声コ
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マンドによるユーザ入力を可能にする音声入力装置が、インタフェース装置２０５及び／
又はデジタル音楽プレーヤ２０３と共に提供されてもよい。本発明から逸脱することなく
、任意のシステム要素の制御及び／又は任意の目的のために、他の所望のタイプのユーザ
入力システムが提供されてもよい。
【００３２】
　デジタル音楽プレーヤ２０３は、例えばヘッドホン（又は、他の音声出力）、電源、無
線通信、赤外線入力、マイクロホン入力や他の装置のための追加の入力及び／又は出力要
素（例えば、図２に示されたポート２２４及び２２６など）を含んでもよい。必要に応じ
て、またインタフェース装置２０５が電子装置２０３に取り付けられたときにこれらのポ
ート２２４及び／又は２２６が覆われる場合、インタフェース装置２０５は、ポート２２
４及び／又は２２６と類似の外部ポートを備えてもよく、また同じ追加の装置がデジタル
音楽プレーヤ２０３に接続されたときにユーザがその装置をインタフェース装置２０５に
差し込むことを可能にし、さらに、同じ機能を利用することを可能にする内部回路がイン
タフェース装置２０５内に提供されてもよい（例えば、それにより、必要なデータ、信号
、電力、及び／又は、情報が、インタフェース装置２０５を介して、ユーザ、別の入力及
び／又はデジタル音楽プレーヤ２０３に渡ることが可能になる）。
【００３３】
　前述の本発明の幾つかの特定の実施形態は、デジタル音楽プレーヤ２０３に関するが、
本発明の代替例が、任意の携帯電子装置を使用して実現されてもよいことを理解されたい
。例えば、本発明の幾つかの実施態様の場合、運動パラメータ測定装置２０７は、携帯電
話、時計、携帯情報端末、別のタイプの音楽プレーヤ（コンパクトディスク又は衛星ラジ
オ音楽プレーヤなど）、ポータブルコンピュータ、その他の所望の電子装置と共に使用さ
れてもよい。さらに、本発明の幾つかの実施態様は、代替又は追加例として、インタフェ
ース装置２０５の使用を省略してもよい。例えば、運動パラメータ測定装置２０７は、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線通信プロトコルを使用して通信するように構成されて
もよく、したがって、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応の携帯電話、携帯情報端末、時計又はパー
ソナルコンピュータと共に使用され得る。当然ながら、さらに他の無線又は有線通信技術
を使用し、同時にインタフェース装置２０５を省略してもよい。
【００３４】
　また、理解を容易にするために運動パラメータ測定装置２０７の特定の例について説明
してきたが、任意のタイプの所望の運動パラメータ測定装置２０７を本発明の様々な実施
形態と共に使用することができる。例えば、本発明の幾つかの実施態様の場合、運動パラ
メータ測定装置２０７は、心拍数モニタ、血液酸素モニタ、衛星位置決め装置（例えば、
全地球測位システム（ＧＰＳ）ナビゲーション装置）、ユーザの電気的活動を測定する装
置（例えば、ＥＫＧモニタ）、又はユーザの１つ又は複数の物理パラメータを測定する他
の装置でよい。さらに、運動パラメータ測定装置２０７は、自転車で移動する速度及び／
又は距離、トレッドミル、ローイング・マシン、エリプティカルマシン、ルームサイクル
などを使用して行なわれる速度及び／又は仕事量、ユーザが装着したスキー（水又は雪）
、スケート（ローラ又はアイス）又はスノーシューズを使用して移動する速度及び／又は
距離など、ユーザによって操作される装置の１つ又は複数の動作パラメータを測定しても
よい。
【００３５】
　また、運動パラメータ測定装置２０７は、運動パラメータ測定装置２０７から信号を受
け取るデジタル音楽プレーヤ２０３や他の携帯電子装置と別であるように示されたが、本
発明の幾つかの実施態様によれば、運動パラメータ測定装置２０７は、デジタル音楽プレ
ーヤ２０３や他の携帯電子装置に組み込まれてもよい。例えば、本発明の幾つかの実施態
様は、加速度計、衛星位置決め装置、又は運動活動を測定する他の所望の装置を内蔵する
音楽プレーヤ、携帯電話、時計又は携帯情報端末を使用してもよい。さらに、本発明の様
々な実施態様が、デジタル音楽プレーヤ２０３や他の携帯電子装置に組み込まれるか、デ
ジタル音楽プレーヤ２０３や他の携帯電子装置と別か、又はこれらが組み合わされた複数
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の運動パラメータ測定装置２０７を使用してもよいことを理解されたい。
【００３６】
（データ収集表示ツール）
　図５は、本発明の様々な実施態様による運動データを表示し、及び／又は、収集するた
めに使用されることがある運動情報収集表示装置５０１の一例を示す。後でより詳細に言
及するように、運動情報収集表示装置５０１は、運動データを収集し表示することができ
る。運動情報収集表示装置５０１は、前述の計算処理装置１０１の任意の適切な変形を使
用して実現されてもよい。しかしながら、状況によって、情報収集表示装置５０１は、例
えば、ワシントン州レドモンドのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手
可能なＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムの１
バージョン、カリフォルニア州キューパーティノのＡｐｐｌｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
から入手可能なＡｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈオペレーティングシステムの１バージョ
ン、又は複数のベンダーから入手可能なＵｎｉｘ（登録商標）又はＬｉｎｕｘ（登録商標
）オペレーティングシステムの１バージョンを使用するデスクトップ又はラップトップパ
ーソナルコンピュータを使用することにより商業的に実現されてもよい。
【００３７】
　図５に示されたように、運動情報収集表示装置５０１は、運動情報監視装置２０１から
データを受け取るインタフェース５０３を含む。インタフェース５０３は、例えば、電気
部品、ソフトウエアコンポーネント（アプリケーション・
プログラム・インターフェース（ＡＰＩ）など）、又はこれらの組み合わせを使用して実
現されてもよい。運動情報収集表示装置５０１は、また、運動データ収集モジュール５０
５を有する。本発明の様々な例により、運動データ収集モジュール５０５は、１つ又は複
数の運動データセットを記憶するデジタル音楽プレーヤ２０３や他の携帯電子装置が、イ
ンタフェース５０３を介して運動情報収集表示装置５０１に接続されたことを検出し、デ
ジタル音楽プレーヤ２０３や他の携帯電子装置との通信セッションを確立して運動データ
セットを取得してもよい。本発明の幾つかの実施態様では、運動データ収集モジュール５
０５は、運動データセットが取得され装置５０１に記憶された後で、デジタル音楽プレー
ヤ２０３や他の携帯電子装置から運動データセットを削除してもよい。
【００３８】
　本発明の幾つかの例によれば、運動データ収集モジュール５０５は、デジタル音楽プレ
ーヤ２０３や他の携帯電子装置から取得された運動データセットに更なる操作を行なって
もよい。例えば、運動情報監視装置２０１を使用して様々なユーザから運動情報を収集で
きる場合、運動データ収集モジュール５０５は、さらにユーザに身分を明らかにするよう
に促してもよい（この情報が、運動情報収集表示装置５０１によって事前に得られていな
い場合）。次に、この識別情報は、取得した運動データセットと共に含まれてもよい。
【００３９】
　前述したように、運動情報収集表示装置５０１は、典型的には、１つ又は複数の運動パ
ラメータ測定装置２０７によって測定された情報から運動データ群を生成する。しかしな
がら、本発明の幾つかの実施形態によれば、運動情報収集表示装置５０１は、その代りに
、運動パラメータ測定装置２０７によって提供された未処理情報を記憶してもよい。これ
らの実施形態により、運動データ収集モジュール５０５は、デジタル音楽プレーヤ２０３
や他の携帯電子装置から未処理情報を取得し、次に未処理情報自体からアスレチック運動
データセットを生成してもよい。当然ながら、本発明のさらに他の例は、運動パラメータ
測定装置２０７により測定された未処理情報からの運動データの生成に関連する機能を、
必要に応じて、運動データ収集モジュール５０５とデジタル音楽プレーヤ２０３や他の携
帯電子装置との間で分割してもよい。
【００４０】
　運動データ収集モジュール５０５は、例えば、計算処理装置１０１の計算処理ユニット
１０３によって実行されるソフトウェア命令によって実現されてもよい。本発明の幾つか
の例によれば、運動データ収集モジュール５０５は、ブラウザなどの従来のソフトウェア
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ツールによって実現されてもよい。あるいは、運動データ収集モジュール５０５は、専用
ソフトウェアツール、又は運動データ収集機能を実行するように強化された従来のソフト
ウェアツールによって実現されてもよい。例えば、運動データ収集モジュール５０５は、
様々な機能を実行するために従来のブラウザを実装するソフトウェアツールによって実現
されてもよい。そのような機能には、例えば、デジタル音楽プレーヤ２０３や他の携帯電
子装置からの運動データの収集に加えて、音楽及びビデオ・コンテンツの選択、購入、ダ
ウンロードが挙げられる。
【００４１】
　運動データ収集モジュール５０５が、運動情報監視装置２０１によって提供された処理
済み信号を収集した後で、運動データ収集モジュール５０５は、インタフェースモジュー
ル５０７を介して、運動データセットを運動データ表示構成装置６０１に伝送する。運動
情報収集表示装置５０１は、インターネットなどの従来のネットワークを介して、運動デ
ータ表示構成装置６０１と通信してもよい。そのような構成により、インタフェースモジ
ュール５０７は、ネットワークインタフェースカードなどの任意の従来のタイプのネット
ワークインタフェースを使用して実現されてもよい。当然ながら、代替例として、運動デ
ータ収集モジュール５０５は、収集した運動データを運動データ表示構成装置６０１に送
ることを可能にするために、任意のタイプの所望のハードウェア又はソフトウェアの組み
合わせを使用することができる。本発明の幾つかの実施態様では、運動データ収集モジュ
ール５０５は、収集した運動データを運動データ表示構成装置６０１に自動的に転送して
もよい。例えば、運動データ収集モジュール５０５は、収集した運動データを運動データ
表示構成装置６０１に、収集直後、事前に計画された間隔で、運動データ表示構成装置６
０１へのネットワーク接続の検出時に、又はこれらの組み合わせで転送することを試みて
もよい。代替又は追加例として、運動データ収集モジュール５０５は、収集した運動デー
タを運動データ表示構成装置６０１にいつ送信しなければならないかを指定するようにユ
ーザに促してもよい。
【００４２】
　図６は、本発明の様々な例により使用されることがある運動データ表示構成装置６０１
の例を示す。この図で分かるように、運動データ表示構成装置６０１は、運動情報収集表
示装置５０１と通信するためのインタフェースモジュール６０３を含む。前述したように
、運動情報収集表示装置５０１は、インターネットなどの従来のネットワークを介して、
運動データ表示構成装置６０１と通信してもよい。このような構成により、インタフェー
スモジュール６０３は、ネットワークインタフェースカードなどの任意の従来のタイプの
ネットワークインタフェースを使用して実現されてもよい。当然ながら、代替例として、
任意のタイプの所望のハードウェア又はソフトウェアの組み合わせを使用して、運動デー
タ表示構成装置６０１が、運動情報収集表示装置５０１と通信できるようにしてもよい。
【００４３】
　運動データ表示構成装置６０１は、また、運動データ表示構成モジュール６０５と運動
データ記憶機構６０７を含む。運動データ表示構成装置６０１のインタフェース６０３は
、運動情報収集表示装置５０１から運動データを受け取ったとき、受け取った運動データ
を運動データ表示構成モジュール６０５に提供する。次に、運動データ表示構成モジュー
ル６０５は、運動データを将来使用するために運動データ記憶機構６０７に記憶してもよ
い。後でより詳細に述べるように、運動データ表示構成モジュール６０５は、また、運動
データ記憶機構６０７から運動データを取得し、取得した運動データを１つ又は複数のユ
ーザインタフェースによって、ユーザにとって有意義な方法で表示するように構成する。
【００４４】
　次に図５に戻ると、ユーザが、自分の運動活動（又は、後でより詳細に述べるような別
の人の運動活動）に関する情報を見たいとき、ユーザは、その要求を運動情報収集表示装
置５０１に送る。より詳細には、ユーザは、キーボード、マウス、表示装置などの従来の
入出力装置を使用することができる。次に、表示要求が、従来のインタフェース入出力イ
ンタフェース５１１を介して、運動データ表示モジュール５０９に提供される。当該技術
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分野で周知のように、インタフェース入出力インタフェース５１１は、入力装置からの入
力を検出し処理し、データを出力装置に送りかつ他の方法で制御するために使用される従
来のアプリケーション・プログラミング・インタフェース（ＡＰＩ）などのハードウェア
構成要素とソフトウェア構成要素の任意の所望の組み合わせを使用して実現されてもよい
。
【００４５】
　本発明の幾つかの例によれば、運動データ表示モジュール５０９は、データの表示を要
求し制御する入力を受け取り、次にデータを要求された様式で表示するための従来のツー
ルを使用して実現されてもよい。例えば、運動データ表示モジュール５０９は、計算処理
ユニット１０３上で実行されるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅ
ｒ、Ｍｏｚｉｌｌａ　Ｆｉｒｅｆｏｘ又はＯｐｅｒａなどの従来のブラウザプログラムを
使用して実現されてもよい。本発明のさらに他の実施形態により、運動データ表示モジュ
ール５０９は、ＡｃｔｉｖｅＸプラグイン、Ｊａｖａ（登録商標）スクリプト、Ｍａｃｒ
ｏｍｅｄｉａ　Ｆｌａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒの一バージョン、又はカリフォルニア州サンノ
ゼのＡｄｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄから入手可能なＡｄｏｂｅ
　Ｆｌａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒなどの１つ又は複数の表示ツールによって強化された従来の
ブラウザプログラムを使用して実現されてもよい。本発明のさらに他の実施形態では、運
動データ表示モジュール５０９は、例えば、運動データを表示するための専用ソフトウェ
アツールによって実現されてもよい。
【００４６】
　後でより詳細に述べるように、ユーザが、運動データ表示モジュール５０９を作動させ
たとき、見たい収集運動データ、収集運動データを表示させたいフォーマットなどを選択
するようにユーザを促すユーザインタフェースがユーザに提供される。このユーザインタ
フェースは、運動データ表示モジュール５０９、運動データ表示構成モジュール６０５、
又はこれらの組み合わせによって生成されてもよい。ユーザが、提供されたユーザインタ
フェースを使用して運動データを表示する要求を送ったとき、運動データ表示モジュール
５０９は、その要求を運動データ表示構成モジュール６０５に中継する。これに応じて、
運動データ表示構成モジュール６０５は、要求された運動データを、運動データ表示モジ
ュール５０９によって表示するように構成する。例えば、後でより詳細に述べるように、
ユーザは、１週間の各日にユーザが走った総距離を表示させるように要求してもよい。こ
れに応じて、運動データ表示構成モジュール６０５は、運動データ記憶機構６０７から関
連距離データを取得する。次に、取得した距離データが所望の画像（例えば、棒グラフ）
で表示されるように構成し、構成された運動データを、ユーザに表示するために運動デー
タ表示モジュール５０９に提供する。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施形態により、データ表示構成機能は、運動データ表示モジュール
５０９と運動データ表示構成モジュール６０５との間で分割されてもよいことに注意され
たい。例えば、運動データ表示モジュール５０９が、単純なブラウザによって実現される
場合、運動データ表示モジュール５０９は、運動データ表示構成モジュール６０５の「シ
ンクライアント」として働くことができる。即ち、全てのデータ表示構成機能が、運動デ
ータ表示構成モジュール６０５によって実行されることがある。次に、運動データ表示モ
ジュール５０９は、提供された情報だけを表示する。あるいは、運動データ表示モジュー
ル５０９が、専用ソフトウェアツールによって実現される場合、ほとんど又は全てのデー
タ表示構成機能が、運動データ表示モジュール５０９によって実行されてもよい。そのよ
うな例では、運動データ表示構成モジュール６０５は、運動データ記憶機構６０７に運動
データを記憶しそこから取得するためだけに使用されてもよい。
【００４８】
（ユーザ活動監視装置）
　図７Ａと図７Ｂは、ユーザの運動活動又は非運動活動及び／又は活動ポイント蓄積を追
跡するために使用することができる運動活動監視装置又は時計を概略的に示す。装置は、
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全体が参照数字１０で示される。後でより詳細に説明されるように、時計１０は、一般的
な計時のためのクロノグラフを内蔵するなどの従来の用途を有するが、時計１０は、ユー
ザの運動行動を監視するなどの運動とフィットネスのための独特な機能を有する。時計１
０は、一般に、支持体１４又は例示的な実施形態ではバンド１４の形でストラップ部材に
取り外し可能に接続された携帯型電子モジュール１２を含む。
【００４９】
　最初に時計１０の構造を説明し、その後で時計１０の動作を説明する。しかしながら、
後でより詳細に説明されるように、時計１０が、ユーザによって装着された様々なセンサ
と無線通信してユーザの運動行動を記録し監視できることに注意されたい。センサは、様
々な形態をとることができる。例えば、センサは、ユーザの靴に取り付けられ、加速度計
を含んでもよい。センサは、電源、磁気センサ素子、マイクロプロセッサ、メモリ、送信
システム及び他の適切な電子装置を含む様々な電子部品を有してもよい。センサは、運動
行動の他のパラメータ中のでも特に速度と距離を記録するためにシステムの他の構成要素
と関連して使用されてもよい。例示的な実施形態では、センサは、米国公開第２００７／
０００６４８９号、第２００７／００１１９１９号及び第２００７／００２１２６９号に
開示されたようなセンサでよく、これらの公開は、参照により本明細書に組み込まれ、そ
の一部を構成する。さらに、センサは、ユーザによって装着された心拍数モニタの構成要
素（例えば、ユーザの胸のまわりに装着された心拍数ストラップ）でよい。これにより、
様々な機構において、時計１０は、他のタイプのセンサの中でも特に靴センサ及び心拍数
センサと通信することがある。さらに、時計１０は、ユーザの好みにより靴センサと心拍
数センサの一方だけと通信することもできる。また、時計１０は、靴センサを必要とせず
にユーザ／走者の速度と距離を監視するために三軸加速度計などの構成要素を含んでもよ
い。時計１０は、運動行動監視に関するデータを受信し転送するために遠隔位置との通信
能力を有する。代替又は追加例として、加速度計、歩数計、心拍数センサなどの活動セン
サが、時計１０内に含まれてもよい。したがって、時計１０と別のセンサは不要になるこ
とがある。また、そのようなセンサは、外部センサの必要性を減らすかなくすために図２
の装置２０１などの他の装置内に含まれてもよいが、そのようなセンサは、監視装置と共
に動作可能でもよい。
【００５０】
　図７Ａと図７Ｂにさらに示されたように、携帯型電子モジュール１２は、ハウジング１
６によって支持された様々な構成要素を含み、この構成要素には、適切なプロセッサや他
の既知の構成要素を有するコントローラ１８、入力装置組立体２０、出力装置組立体２２
、及び通信コネクタ２４が挙げられ、様々な実施形態において入力装置組立体２０及び／
又は出力装置組立体２２の一部と見なされることがある。通信コネクタ２４は、例えば、
ＵＳＢコネクタ２４でよい。コントローラ１８は、入力装置組立体２０、出力装置組立体
２２及び通信コネクタ２４に動作可能に接続される。後でより詳細に説明されるように、
電子モジュール１２は、様々なＧＰＳ機能を実現するためにコントローラ１８に動作可能
に接続されたＧＰＳ（「全地球測位システム」）レシーバ及び関連アンテナを含んでもよ
い。
【００５１】
　支持体１４は、一般に、第１の端部と第２の端部の間の中心部分を有するバンド１４の
形である。バンド１４は、全体的にモールド成型又は接続された第１の部材と第２の部材
を含んでもよい。バンド１４は、ユーザの手首のまわりに適合するように柔軟である。１
つの例示的実施形態では、バンド１４は、柔軟な重合体材料で射出成型されてもよい。バ
ンド１４は、携帯型電子モジュール１２に接続するための収容構造を有する。
【００５２】
　１つ又は複数の態様によれば、第１の端部は、バンド１４をユーザの手首に固定するた
めに使用される取外し式締め具７０を収容する１対の孔を有する。このために、取外し式
締め具７０は、バンド１４の複数の孔と協力する。取外し式締め具７０は、板部材７２と
、板部材７２からほぼ垂直方向に延在する複数の柱状部材７４とを有する。例示的な実施
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形態では、板部材７２は、２本の柱状部材７４を有する。バンドを装着するには、最初に
、取外し式締め具７０を、柱状部材７４を受ける１対の孔が設けられたバンドストラップ
の第１の端部に接続する。バンド１４は、ユーザの手首のまわりに位置決めされ、柱状部
材７４は、図７Ａから分かるようにバンド１４の第２の端部に設けられた孔に挿入される
。柱状部材７４が、バンド１４の第１の端部の１対の孔とバンド１４の第２の端部の複数
の孔とに挿入された後、バンド１４の第１の端部と第２の端部が、互いに重なる。１対の
柱状部材７４を使用することにより、取外し式締め具７０は、確実な接続と、様々な手首
サイズに対応するためのより大きい調整を提供するより大きい接続柔軟性とを可能にする
。
【００５３】
　さらに、板部材７２は、上部にマーク７６を有することができる。板部材７２は、バン
ド１４に取り付けられたとき、バンド１４と反対側を向き、他の人が、マーク７６を見る
ことができる。取外し式締め具７０が、容易に取外しできるので、締め具７０を記念品と
して使用することができ、様々な締め具をバンド１８に提供し一緒に使用することができ
る。したがって、異なるマークを有する取外し式締め具７０を、贈答品、記念品、又は目
標の達成、レースへの参加、若しくは特定レベルのフィットネスを達成するための報奨と
して提供し使用することができる。マークは、言葉、図形、配色、テクスチャ、又は他の
デザインなどを含む様々な形を採用することができる。そのような装着可能なユーザ活動
監視装置に関する更なる詳細は、「Athletic Watch」という名称である2010年4月26日に
出願された米国特許出願第12/767,288号（代理人整理番号005127.01487）に見ることがで
きる。
【００５４】
　１つの構成によれば、時計１０は、１つ又は複数のイベント監視装置からデータを受信
するように構成された選手権大会用の装置でよい。例えば、時計１０は、１つ又は複数の
イベント装置内の対応するＲＦＩＤタグ又はセンサと相互作用するように構成されたＲＦ
ＩＤタグ又はＲＦＩＤセンサを含んでもよい。例えば、走行競技では、トラックは、ユー
ザの装置（例えば、時計１０）をトリガして時間を記録し始める電磁界を生成するように
構成されたマットを含む。別の例として、１つ又は複数のイベント監視装置は、ユーザが
レースコースに沿って進行するときにユーザのＲＦＩＤタグを追跡してもよい。レースの
終わりに、ユーザのレース統計が、ユーザの装置に送信されてもよい。次に、ユーザは、
装置によって情報を見ることができる。
【００５５】
（ユーザ活動環境）
　運動活動の監視に加えて、ユーザの非運動活動を監視し使用して、ユーザの体験をその
関心及び意欲を改善するサービスでカスタマイズすることもできる。そのようなシステム
及び方法を使用することにより、ユーザの生活の他の側面をフィットネス重視環境に組み
込むことによって、運動活動に携わるようにユーザにさらに刺激を与えることができる。
図８Ａ～図８Ｄは、本開示の様々な態様により運動活動と非運動活動の両方を監視し、収
集し、記憶し、解析し、報奨を与えることができる計算処理環境を示す。例えば、図８Ａ
は、運動行動監視システム８０１が、ユーザアカウント情報を維持し、ユーザ行動及び行
動を解析し、ユーザが参加するイベントを管理し、情報を他のシステム、アプリケーショ
ン及び装置に報告し、ユーザ活動を測定し、記憶された情報へのアクセスを制御するプラ
ットフォームを含む様々なサービス及び機能を提供できることを示す。例えば、システム
８０１はユーザの運動行動とその他の種類の活動を追跡し監視するためのシステム８０１
にユーザが登録する可能性がある。これにより、ユーザは、システム８０１が、トレーニ
ングデータ、オンライン統計閲覧、買物の好みなどのユーザ情報及び活動情報を収集して
、ユーザのデジタルポートレートを明確にすることを可能にすることができる。さらに、
この情報を解析して、関心、傾向及び行動を識別して、ユーザの経験をシステム８０１及
び／又はシステム８０１によって提供されたサービスでよりよくカスタマイズすることが
できる。
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【００５６】
　１つ又は複数の態様によれば、システム８０１は、さらに、リモート装置（例えば、図
７Ａと図７Ｂの時計１０）が情報を提供し受け取ることを可能にするインタフェース８０
３を含んでもよい。例えば、ユーザのバンドは、運動活動監視センサ及び表示装置を装備
してもよい。その結果、ユーザの運動活動が、運動活動監視センサによって決定され、表
示装置に表示されて、ユーザが自分の進捗状況を追跡することができる。次に、検出され
た運動活動が、解析と記憶のためにシステム８０１に送られてもよい。システム８０１は
、さらに、システム８０１によって提供されるサービスの認識を高めかつより幅広い受け
手に届くようにするため、様々な情報源と接続してもよい。例えば、システム８０１は、
システム８０１によって提供される種々のサービスでブランド化される物品、フォーラム
内のポスト、娯楽コンテンツ及び／又はソーシャルネットワークコンテンツなどのコンテ
ンツを、インタフェース８０５を介して他のサイト又はシステムに提供してもよい。さら
に、システム８０１は、消費者が製品及びサービスを購入するための販路を提供するデジ
タル商取引インタフェース８０７を含んでもよい。これらの製品及びサービスは、システ
ム８０１によって提供されるサービスをスポンサ提供する会社又は組織によって作成され
るか、提供されるか、他の方法で関連付けられてもよい。追加又は代替例として、そのよ
うなデジタル商取引販路により販売された製品又はサービスは、提携されてもよく、シス
テム８０１のサービスへのアクセス権を提供してもよい。例えば、靴は、システム８０１
と通信するプロトコルで構成された送信装置と共に販売されてもよい。
【００５７】
　システム８０１は、さらに、パートナ及び第三者がシステム８０１と接続して、インタ
フェース８０９を介してシステム８０１によって提供された特徴を活用し及び／又は相互
運用する追加の製品又はサービスを提供することを可能にしてもよい。例えば、パートナ
又は第三者は、システム８０１によって提示されるサービスと適合するセンサ又は装着可
能な運動行動監視装置を作成することがある。詳細には、装着可能な監視装置又はセンサ
は、ユーザのトレーニング情報を、（例えば、競争者のトレーニング情報は、装着可能な
装置又はセンサを介してシステム８０１からリモートで取得される）競争者のトレーニン
グ情報と共に表示することなど、システム８０１によって提供される１つ又は複数の機能
又はサービスを実装してもよい。適合性は、システム８０１によって理解され及び／又は
必要とされる保護プロトコル下の操作を含んでもよい。別の例として、テニスボール、バ
スケットボール、テニスラケット、ラクロススティック、ゴールドクラブ、ゴルフボール
、サッカーボール、野球、フットボールパッドなどの運動活動器具が、システム８０１と
の接続を可能にする技術を有する第三者又はパートナによって作成されてもよい。例えば
、テニスボールは、ユーザのストロークの力を検出するセンサを含む。そのような情報は
、解析、記憶及び／又は監視のために、テニスボールから別の装置又はシステム８０１に
送信されてもよい。別の例として、フットボールパッドは、フットボール選手が叩かれる
力又はその選手が及ぼす力の大きさを示す圧力センサを含んでもよい。
【００５８】
　システム８０１は、１つ又は複数の構成において、ユーザから収集した活動情報を活用
して消費者の関心、活動パターン及び傾向を識別するマーケティングエンジンを含んでも
よい。この情報を使用して、ユーザにどんな情報を表示するか、またどんな製品又はサー
ビスを広告するかを決定することできる。例えば、ユーザが、頻繁にバスケットボールを
し、バスケットボールに関連した器具を購入する場合、サービスは、バスケットボールの
競技、販売及び製品に関する広告でユーザを標的にしやすい。別の例として、ユーザが、
（例えば、マイル又は速さと対照的に）頻繁にカロリーを追跡する場合、サービスは、減
量サービス及び／又は製品でユーザを標的にすることができる。活動解析及び販売促進の
顧客対応は、さらに、「Intelligent Display of Information in a User Interface」と
いう名称であって、２０１０年８月１１日に出願され、代理人整理番号２１５１２７．０
１４８５を有する同時係属米国出願第１２／８５４，２８３号に記載されている。
【００５９】
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　システム８０１は、提供された運動活動情報（又は、消費行動や閲覧傾向などの他のタ
イプの情報）を処理するように構成された様々な解析エンジンを使用してユーザ経験をカ
スタマイズしてもよい。一例として、システムは、ユーザの関心やユーザプロフィールの
他の態様に基づいて内容をカスタマイズするように構成された消費者プロファイリングエ
ンジンを含んでもよい。図８Ｂは、消費者プロファイリングエンジン８１０がユーザ情報
を収集することができる、その情報を使用してユーザの経験を個別化することができる例
示的な環境を示す。例えば、消費者プロファイリングエンジン８１０は、電子商取引デー
タ、イベント参加データ、トレーニング情報、音楽選択情報などを収集して、ユーザの様
々な態様を洞察してもよい。そのような洞察には、スポーツにおける関心、個人的スタイ
ルと強さ、イベント又はイベント場所のユーザの好み、買物及び／又は閲覧の関心、コミ
ュニティ参加（例えば、ソーシャルネットワーク会員）などが挙げられる。そのような決
定された洞察に基づいて、システム８０１（図８Ａ）などのシステムは、ユーザのために
様々な製品（又は、その色彩設計）、サービス、イベントなどを提案することを含む、シ
ステム８０１を使用するユーザの経験の様々な態様をカスタマイズしてもよい。例えば、
ユーザの運動行動監視サイト上のホームページは、ユーザが特定の関心をもつと決定され
た製品、広告、メッセージなどを含む情報でカスタマイズされてもよい。別の例として、
ユーザプロフィールに基づいてユーザに表示するように情報が優先されてもよい。１つの
構成によれば、メタデータは、製品と関連して記憶され、ユーザにより決定されユーザと
関連した関心、洞察又は優先に対応するキーワードを比較し照合するために使用されても
よい。そのような照合とカスタマイズ化は、例えば、人口統計、場所、好きなスポーツな
どに基づいて、グループレベルで行なわれてもよい。したがって、製品、イベント及びサ
ービスは、人々の特定のカテゴリ又はグループに関して、共有された関心又は特徴に基づ
き、それらの関心又は特徴を決定された洞察と照合することによって、識別されてもよい
。
【００６０】
　システム８０１は、さらに、消費者行動エンジンを含んでもよい。図８Ｃは、ユーザ行
動に関する情報を収集し、そのような行動を使用して、ユーザに提供される消費者サービ
スを最適化し、様々なインタラクティブサイト及びサービスのナビゲーションフローをカ
スタマイズし、かつ消費者行動知識データベースを大きくするために使用されることがあ
る例示的な消費者行動エンジン８２０を示す。一例として、システム８０１は、ユーザが
メインページに表示されない特定の機能を頻繁に使用することを消費者行動エンジン８２
０が識別した場合に、サイトコンテンツ又はナビゲーションフローを修正することがある
。即ち、システム８０１は、頻繁及び／又は最近使用された機能を追加することによりユ
ーザのメインページをカスタマイズすることができる。追加又は代替例として、製品又は
サービス提供者は、消費者行動エンジン８２０の結果に基づいてそれらの生産ライン又は
生産能力をカスタマイズしてもよい。これは、サービス又は製品提供者が需要に応えかつ
利益を最大にするに役立つことがある。さらに、幾つかの構成では、製品、サービス又は
イベントが、消費者行動解析に基づいて小売店などの様々な会場で披露されてもよい。一
例として、小売店の電子掲示板が、収集されたユーザ行動情報に基づいて人気があると決
定されたものに基づいて、広告を表示してもよい。他の構成では、電子掲示板は、その表
示を個別に更新してもよい。人は、掲示板によって検出される何らかの電子識別子を装着
又は携行してもよい。掲示板は、人を検出すると、掲示板で広告する製品、サービス及び
／又はイベントを識別するためにユーザの好み又は特徴情報を取得してもよい。
【００６１】
　１つ又は複数の構成として、システム８０１は、また、ユーザから収集された情報、ユ
ーザの行動及び経験に基づいてイベントを作成するように構成されたイベントサービスエ
ンジンを含んでもよい。図８Ｄは、イベント登録情報、運動行動測定規準、運動行動履歴
、資金調達情報、イベントと関連した購入履歴などを含む様々なタイプの情報を収集して
、過去のイベントの有効性と呼び物を評価する例示的なイベントサービスエンジン８３０
を示す。（収集した情報の解析により識別された）成功と失敗に基づいて、イベントサー
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ビスエンジン８３０は、明確に種々のタイプの出席者と参加者を標的にするか又は特定の
目的を達成するイベントを作成してもよい。一例として、イベントサービスエンジン８３
０は、資金調達を最大にするように設計されたイベントを作成してもよい。さらに別の例
として、イベントサービスエンジン８３０は、出席者を最大にしようとするイベントを作
成してもよい。
【００６２】
　上記の解析エンジンを使用すると、フィットネス重視サービス又はシステム（例えば、
図８Ａのシステム８０１）によるユーザの経験が改善されることがある。詳細には、サー
ビスページ又はインタフェースがユーザの特定の関心にカスタマイズされるので、運動し
たくないユーザが、フィットネス重視サービス又はシステムを利用するように強く思うか
又は動機付けられることがある。幾つかの例では、ユーザの経験のカスタイム化は、ユー
ザの非運動活動の関心と関連したコンテンツ（例えば、娯楽ニュース、音楽、映画など）
を識別することを含むことがある。
【００６３】
（活動ポイント）
　前述のように、図８Ａのシステム８０１などのシステムを使用して収集された情報は、
ユーザ間の運動活動を動機付けるとともに励ます様々な方法を提供するために使用されて
もよい。１つ又は複数の態様によれば、運動活動の量は、製品を購入し、全体的な運動活
動レベルを測定し、報奨を受け取り、目標を達成し、割引を取得し、ビデオゲームや他の
アプリケーションなどで使用するために使用できる通貨の形に変換されてもよい。例えば
、８対１のカロリー対活動ポイントの交換率に基づいて、走行トレーニング中に燃焼され
た４００カロリーが、５０活動ポイントに変換される。別の例として、活動ポイントは、
消費カロリー数ではなく又は消費カロリー数に加えて、走行距離に基づく走行活動に対し
て与えられてもよい。別の例として、歩行トレーニング中に歩いた歩数が、２００歩に対
して１活動ポイントの変換率に基づいて、運動活動ポイントに変換されてもよい。さらに
別の例として、活動ポイントは、重量挙げ運動の場合、持ち上げた重量とその重りを使用
して行われた反復数に基づいて計算されてもよい。他の例として、所定の激しい活動レベ
ルで携わった時間及び／又は自己最高記録の改善により、活動ポイントが与えられてもよ
い。
【００６４】
　様々なタイプの運動活動によって異なる換算係数、比率及びアルゴリズムが適用されて
もよい。１つ又は複数の構成として、変換率又はアルゴリズムは、体重、性別、身長、年
齢、安静時心拍数、活動レベル及び／又はこれらの組み合わせなどのユーザ特徴に基づい
て選択されてもよい。また、変換率は、様々なタイプの運動用具内に記憶され実装されて
もよい。それにより、運動用具が、得た活動ポイント数を計算し、その情報をユーザの監
視装置に送信してもよい。代替又は追加例として、運動用具は、変換率と運動量を監視装
置に提供し、それにより、監視装置がそれ自体の計算／変換を行なうことができる。幾つ
かの例では、ユーザが目標を達成できないか又は目的に到達できない場合は、ポイントが
ユーザから差し引かれる。
【００６５】
　１つ又は複数の追加の態様によれば、変換率又はアルゴリズムは、ＳＰＡＲＱ定格など
のユーザの運動スコアに基づいて決定されてもよい。代替又は追加例として、ＳＰＡＲＱ
定格を導出する際に使用されるデータは、ユーザに与えるか差し引くポイント数を決定す
る際に評価されてもよい。
【００６６】
　運動活動は、本明細書で述べたように、図２の行動監視装置２０１や図７Ａ及び図７Ｂ
の時計１０などの運動活動行動監視装置を使用して監視され追跡されてもよい。運動活動
が、監視装置２０１によって記録された後で、装置２０１は、記録された運動活動を活動
ポイントに変換してもよい。例えば、トレーニングが完了したとき、ユーザは、トレーニ
ングによって得た活動ポイント数を表示するオプションを選択してもよい。代替又は追加
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例として、運動活動は、進行中に活動ポイントに変換されてもよい。例えば、マイル数又
は歩数が蓄積されたとき、又はトレーニング中にカロリーが消費されたとき、運動活動行
動監視装置２０１は、活動ポイントの相当数を決定することができる。そのような活動ポ
イントは、例えばデジタル音楽プレーヤ２０３のディスプレイに表示されてもよく、それ
により、ユーザに、努力を維持する更なる動機が提供されることがある。即ち、運動活動
ポイントを通貨の形で使用できるので、特定の活動ポイント数を要する製品又はサービス
を購入できるように努力を続けるようにユーザを動機づけることができる。
【００６７】
　幾つかの構成では、活動ポイントは、運動活動以外の活動によって得られてもよい。例
えば、ユーザ購入、広告主のウェブサイトの訪問、イベントの入会又は参加などで、ユー
ザ活動ポイントを得ることができる。ポイントは、種々の活動のためにユーザから差し引
かれることもある。例えば、ユーザが食べる食品の種類が、ユーザのポイント残高に影響
を及ぼす。それにより、ある特定の例として、ユーザが、ドーナツなどの不健康と考えら
れるものを食べた場合は、特定の活動ポイント数が、ユーザのアカウントから差し引かれ
ることがある。差し引かれるポイントは、１つ又は複数の構成として、その食品と関連し
たカロリー数に対応してもよい。その一方、ユーザが、健康的及び／又は栄養分が多いと
考えられる食品を消費した場合、ユーザは、その活動に基づいてポイントを得てもよい。
これにより、ある特定の例として、ユーザは、２人分の野菜を消費することがある。した
がって、ユーザは、そのような２人分の野菜を消費するために特定のポイント数を得ても
よい。食品と関連したカロリー数を、得るか又は失う活動ポイント数に変換する式が使用
されてもよい（例えば、１０カロリー＝１活動ポイント）。不健康食品（即ち、差し引か
れるポイント）と健康食品（即ち、得られるポイント）の関係には、様々な変換式が使用
されることがある。一例として、ポイントは、得られるポイントよりも早い割合で失われ
ることがある（例えば、消費１カロリー当たりに失われるポイントが多い）。別の例とし
て、ポイントは、失うポイントより早い割合で得られることがある。
【００６８】
（活動ポイントと行動情報の表示）
　運動活動量、非運動活動量、及び得られた活動ポイントを含む活動情報は、ユーザの確
認と管理のために様々な手法で表示されてもよい。図９は、トレーニング前、トレーニン
グ中及び／又はトレーニング後の運動行動情報を伝えるように構成されたインタフェース
９００（例えば、図２の運動行動監視装置２０１及び／又は図７Ａと図７Ｂの時計１０の
表示）を示す。例えば、インタフェース９００では、例えば、走行マイル数、消費カロリ
ー、心拍数、時間の長さ、（例えば、重量挙げ運動又はステップ運動で）使った力の量、
歩数、及び／又はこれらの組み合わせを含む運動活動量が、第１の部分９０３に表示され
てもよい。他の情報が、運動活動量９０３と同時に又は連続して表示されてもよい。例え
ば、現在時刻が、インタフェース９００の第２の部分９０５に表示されてもよい。インタ
フェース９００の第３の部分９０７は、ユーザの最良トレーニング及び／又は目標情報に
関する情報を表示してもよい。部分９０７に表示される情報は、ユーザが現在携わってい
るトレーニングのタイプ及び／又はユーザが運動活動手段９０３として表示するように選
択した情報に依存してもよい。例えば、ユーザが、走った時間の長さ又は運動した時間の
長さを表示することに決定した場合、部分９０７は、ユーザがこれまでに運動した最大時
間長（即ち、先月、全記録データの中から、昨年、先週、最近１０回のトレーニングなど
の既定の時間長の範囲内）、あるいはユーザが達成又は到達しようとしている現在の目標
を表示してもよい。また、トレーニングのタイプが、インタフェース９００の部分９０９
に識別されてもよい。
【００６９】
　ユーザは、インタフェース９００を、そこに表示される情報のタイプの選択を含む様々
な方法で構成してもよい。一例として、ユーザは、対応するか又は推定した活動ポイント
数９１１を表示するように決定してもよい。インタフェース９００内の活動ポイント９１
１は、スポンサ組織によって与えられる活動ポイント数が最終的な検証及び承認を必要と
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する場合があるので、単なる推定である可能性がある。例えば、スポンサ組織は、ユーザ
のトレーニング情報の確認時に与えるポイント数の最終決定を行なってもよい。活動ポイ
ント９１１は、特定のタイプ又は等級の活動ポイント総数、ユーザが利用可能な活動ポイ
ント総数（例えば、以前のトレーニングに加えて現在のトレーニングから蓄積され使って
いない活動ポイント）、又は現在のトレーニング期間中に蓄積された活動ポイント総数に
対応してもよい。インタフェース９００の１つ又は複数の態様は、ユーザの好みにより修
正され構成されてもよい。例えば、ユーザは、活動ポイントトラッカ９１１をオフにする
ように選択してもよい。別の例として、ユーザは、現在時刻９０５を表示したくないこと
がある。他の例として、ユーザは、ユーザの表示の好みに合わせるように様々な情報部分
の配置、サイズ及び外観を再調整してもよい。
【００７０】
　図９のインタフェース９００などのユーザインタフェースに表示された情報の外観は、
トレーニングの１つ又は複数の変数により変化してもよい。例えば、ユーザが、ユーザの
静止時心拍数の９０％以上の心拍数範囲に入った場合、表示された心拍数は、色、フォン
トサイズ及び／又はこれらの組み合わせを変更してもよい。別の例として、トレーニング
測定規準が、様々な目標（例えば、マイル、カロリー、歩数）に到達するか近づいたとき
・BR>A自己最高記録を超えたとき、目標ペースを超えるか又はそれより下がったときなど
に色を変更してもよい。インタフェースの他の部分（例えば、トレーニング測定規準を超
える）の外観を変えてもよい。一例として、トリガイベントを検出したとき、インタフェ
ース全体が、点滅してもよく、２つの色を素早く交互に繰り返してもよい。
【００７１】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、トリガイベントを検出したときに運動活動行動監視インタフェ
ースの一部分が変化する様子の様々な例を示す。図１０Ａでは、例えば、ユーザの心拍数
が既定の制限を超えたとき、ユーザの心拍数１００１が、代替色かつ大きいフォントサイ
ズで表示される。詳細には、ユーザの心拍数１００１は、赤の１２ポイント・フォントで
表示される。一方、ユーザの心拍数１００１が、既定の制限より低いとき、ユーザの心拍
数は、緑又は黒の９ポイント・フォントで表示されてもよい。代替又は追加例として、心
拍数１００１は、明滅又は点滅して、検出された状態をユーザにさらに警報してもよい。
ユーザの心拍数１００１が、第２のしきい値より下がった場合、ユーザは、同様に、色、
フォントサイズ、フォントなどの変化を使用して警告されてもよい。これは、ユーザが好
ましい運動心拍数範囲から外れたことをユーザに警報するのに役立つことがある。フォン
トスタイル（例えば、ボールド体、イタリック体、強調）、大文字化（全て大文字、スモ
ールキャピタル）、背景色、テキスト及び／又は図形位置などを含む他の外観の特徴が修
正されてもよい。
【００７２】
　図１０Ｂは、トリガイベントの発生時にインタフェース１０１０の活動ポイント部分１
０１１の外観が変化することがある別の例を示す。ユーザは、例えば、標的活動ポイント
を設定する。この標的活動ポイントは、１つ又は複数の例として、特定の報奨を得るか他
の目標（例えば、ビデオゲーム内の）を達成するのに必要な活動ポイント数に対応するこ
とがある。１つ又は複数の例として、ユーザが達成しようとしている目標又は報奨（図示
せず）は、インタフェース１０１０内に表示又は表現されてもよい。あるいは、標的活動
ポイントレベルは、既定の時間期間にわたって（例えば、１回当たり、１日当たり、１週
当たり、１当たり、１トレーニング当たり）入手又は獲得されることがある最大活動ポイ
ント量でよい。示された例では、ユーザが、目標の５０％又は活動ポイントのしきい値に
達したとき、活動ポイント部分１０１１の表示に使用される色が、第１の色に変化しても
よい。活動ポイント部分１０１１は、さらに、活動ポイント数が、目標レベルの７５％に
達したときに第２の色に変化し、目標レベルの１００％に達したときにさらに別の色に変
化してもよい。活動ポイント部分１０１１の外観を修正するための種々のしきい値が、ユ
ーザの好み、システムデフォルト設定、活動ポイント提供者／スポンサの仕様、及び／又
はこれらの組み合わせにより定義されてもよい。
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【００７３】
　図１０Ｃは、活動ポイントを表示するインタフェースの別の例を示す。インタフェース
１０２０において、活動ポイントは、示された例ではバッテリゲージに似た図形アイコン
１０２１を使用して監視されてもよい。ユーザが活動ポイントを得るとき、バッテリゲー
ジは、満ち始めることがある。バッテリゲージ内容の色は、バッテリゲージの現在の充填
レベルにより変化してもよい。例えば、バッテリゲージ内容は、充填レベルが２５％以下
のときは赤、充填レベルが２５％を超え７５％未満のときは黄、７５％以上のときは緑で
表示されてもよい。バッテリゲージが、完全に充填されたとき、ゲージ内容は、青や黒な
どのさらに別の色に変化してもよい。あるいは、バッテリゲージの区分が、異なる色で表
示されてもよい。即ち、２５％～５０％の部分が黄で表示され、０％～２５％の部分が赤
で表示されてもよい。達成又は獲得された活動ポイントのレベルを表示するために、他の
タイプの表現が使用されてもよい。例えば、ユーザの活動ポイントの現在のレベルは、燃
料計（例えば、空と満杯の間を指す燃料針）、温度計型ゲージ、円グラフなどを使用して
表わされてもよい。
【００７４】
　様々な等級又はタイプの燃料が、異なる活動ポイントプールに蓄積されてもよい。これ
により、ユーザが、得た活動ポイントの量を確認したいとき、複数の活動ポイントゲージ
が表示されるインタフェースが生成されてもよい。例えば、図１１は、ゲージ１１０１が
、認証装置によって得られた活動ポイントを追跡するように構成され、ゲージ１１０３が
、非認証装置によって得られた活動ポイントを追跡し表示するように構成され、ゲージ１
１０５が、（例えば、手入力された情報から）他の全てのソースにより得られた活動ポイ
ントを追跡し表示するように構成された、ユーザインタフェース１１００を示す。ゲージ
１１０１～１１０５は、同じタイプのゲージを使用して図１１に示されているが、ゲージ
１１０１～１１０５は、複数の異なるタイプのゲージを含んでもよい。追加又は代替例と
して、ゲージ１１０１～１１０５の内容は、異なる等級の活動ポイントを得たことを表す
ために異なる色で表示されてもよい。例えば、ゲージ１１０１のポインタ／針は、緑で表
示されてもよく、ゲージ１１０３のポインタ／針は、黄で表示されてもよい。ゲージ１１
０５内のポインタ／針は、赤などの第３の色で表示されてもよい。別の例として、ゲージ
１１０１のポインタ／針の左側のゲージ部分が、ある色で表示され、ポインタ／針の右側
のゲージ部分が、第２の色で表示されてもよい。左側の部分と第１の色は、蓄積された活
動ポイントを表してもよい。ゲージ１１０３及び１１０５において、それぞれのポインタ
／針の左側の部分は、異なる等級を表わすために異なる（例えば、ゲージ１１０１内で使
用されている色と異なる）色で表示されてもよい。
【００７５】
　幾つかの構成では、異なる等級又は価値の活動ポイントが追跡され、単一の活動ポイン
トゲージ内に視覚的に表わされてもよい。しかしながら、ユーザが等級（及び／又は活動
ポイントが得られたモード）を区別できるようにするため、活動ポイントゲージの内容は
、活動ポイント等級の比率により異なる色で表示されてもよい。特定の等級の蓄積された
活動ポイントが、ゲージの単一の連続部分に合成されてもよく、ポイントが得られた時間
によりゲージ内に割り当てられてもよい。ゲージ（例えば、図１１のゲージ１１０５）の
静止、クリック、又は他の相互作用により、活動ポイント及び／又は行われる運動活動に
関する情報及び詳細が表示される。例えば、図１１を再び参照すると、詳細な情報バブル
１１０７が、行われるトレーニングの数とタイプに関する情報を提供してもよい。さらに
、全運動又はトレーニング時間が表示されてもよい。
【００７６】
　活動ポイント及び活動関連情報が、１つ又は複数のウィジェット又はアプリケーション
に表示されてもよい。例えば、ユーザは、自分のＦＡＣＥＢＯＯＫ（登録商標）ウィジェ
ットに、運動活動行動監視サービスから運動活動情報を受け取るウィジットを表示しても
よい。ウィジェットは、そのような情報のライブフィードを提供してもよく、既定のスケ
ジュールの活動データを取得してもよい。あるいは、ユーザは、活動データの更新を手動
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で要求してもよい。追加又は代替例の構成として、アプリケーション又はウィジェットは
、（例えば、運動活動行動監視装置ではない）ユーザ装置にダウンロードされてもよく、
その結果、ユーザは、リモートネットワークサイトにアクセスしたり運動行動監視装置を
使用したりすることなく、自分の運動活動や他の活動情報を見ることができる。本明細書
で述べるように、ウィジェット又はアプリケーションは、第三者の開発者によって開発さ
れてもよく、独自のプロトコル又はインタフェースにアクセスしなければならないことが
ある。
【００７７】
（活動データの追跡、変換及び記憶）
　運動行動監視装置２０１（図２）や時計１０（図７Ａ及び７Ｂ）などの装着式及び非装
着式の携帯機器は、様々な運動活動タイプの運動行動情報を測定し、それらの活動タイプ
によって得られた活動ポイントの量を決定するように構成されてもよい。例えば、運動行
動監視装置２０１は、歩行又は走行運動中の歩数を測定する歩数計と、そのようなトレー
ニング中の速度を測定する加速度計とを含んでもよい。別の例として、前述したように、
時計１０などの装置が、（無線又は有線で）心拍数センサや加速度計などの様々な装着式
及び非装着式センサに接続されてもよい。複数の活動タイプごとに記録された運動測定値
が、活動ポイントに変換され合算されて、ユーザが、複数のタイプの活動にわたる自分の
運動行動を測定することを可能にする。携帯機器は、各タイプの運動活動の変換率を記憶
してもよい。特定の活動タイプの変換率が分かっていない場合は、代わりにデフォルト変
換率が使用されてもよい。携帯機器は、時計、運動バンド、位置決定装置、デジタル音楽
プレーヤなどの民生電子装置を含んでもよい。
【００７８】
　運動行動監視装置は、特に、１つ又は複数の運動活動タイプ用に構成されてもよく、様
々な異なる運動活動タイプ用に一般的な追跡と監視を提供してもよい。後者の例において
、汎用の行動監視装置の一例は、（例えば、歩数計を使用して）全ての運動を歩数に変換
するものである。したがって、ユーザが走っているか、サッカーをしているか、テニスを
しているか、繩跳びをしているかにかかわらず、運動活動量は、歩数で登録されることが
ある。したがって、そのような汎用の監視装置の使用によって得られた運動活動ポイント
の数は、歩数を基準にした変換率を使用してもよい。別の例として、運動行動監視装置は
、特定のスポーツ又は運動活動に固有の運動活動量を検出するように構成されてもよい。
例えば、特に走行用に構成された監視装置は、ユーザが走っている走行ペース検出並びに
走行距離を提供するセンサ及び／又はソフトウェアを含む。走行専用の監視装置は、さら
に、走行トレーニングに対応する活動ポイント数を決定する際にペース及び距離情報を使
用するように構成されてもよい。別の例として、監視装置は、サッカーに関連した活動を
監視し追跡するように構成されてもよい。したがって、監視装置は、例えばユーザとボー
ルと間の接触及び／又はユーザの脚とボールとの間の衝撃力を検出するセンサを含んでも
よい。次に、サッカートレーニングで得た活動ポイント数を決定する際に、そのようなサ
ッカー固有の情報を取り入れる変換アルゴリズムが使用されてもよい。バスケットボール
、フットボール、サイクリング、運動用具の使用などの運動活動の他のタイプのスポーツ
も活動固有の量を有することがある。活動固有の構成要素及び／又は検出アルゴリズムに
加えて、運動行動監視装置は、装置が様々な活動で使用されるように汎用検出システムを
含んでもよい。例えば、前述のサッカー運動行動監視装置と走行行動監視装置がそれぞれ
、非サッカー型活動と非走行型活動の際の活動を検出するための一般的な歩数計を含んで
もよい。
【００７９】
　装置は、また、監視される運動活動量の一部を定義することによって、スポーツ固有に
なるように構成されてもよい。例えば、フットボール構成において、装置は、心拍数と歩
調だけを測定するように構成されてもよい。監視装置がサッカー用に構成されている別の
例として、装置は、速度とフットボール衝撃力だけを監視するように構成されてもよい。
追加又は代替例として、意欲を高めるメッセージとユーザに提供される指導を含むフィー
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ドバックのタイプと内容は、スポーツ固有でもよく、監視装置が構成されたスポーツに基
づいて選択されてもよい。したがって、装置が構成されるスポーツによって異なるメッセ
ージがユーザに提供されてもよい。一例として、装置は、サッカー用に構成され、「ベッ
カムのように曲げろ！」などのメッセージが表示されるとよく、一方、装置が水泳用に構
成された場合は、そのようなメッセージは、ユーザに提供されないとよい。その代わりに
、水泳では、「水を切って進め！」などのメッセージが提供されてもよい。
【００８０】
　さらに、装置を特定のスポーツ用に構成することによって、トレーナ又はコーチは、そ
のスポーツに基づいてユーザに情報を投げかけることができる。これにより、トレーナは
、特定のスポーツにおいてスポーツ選手用に意図されたトレーニングを開発し提供するこ
とができる。そのような例では、トレーナは、関連したスポーツ用に構成された装置だけ
にトレーニングデータを送信してもよい。別の例として、コーチは、特定のスポーツのチ
ームの各メンバーにトレーニングプロフィールを送信してもよい。同様に、課題、目標及
び他の目的が、スポーツ固有の方式で定義され送信されてもよい。幾つかの構成では、特
定のスポーツ用に構成された装置は、特定のスポーツに意図されていないデータを無視又
は廃棄してもよい。
【００８１】
　代替又は追加例として、装置は、認証装置や非認証装置などの多数のカテゴリに分類さ
れてもよい。そのような分類は、ユーザ運動活動行動監視サービスを提供し、及び／又は
、活動ポイント報奨をスポンサ提供する事業体又は組織によって定義されてもよい。分類
は、さらに、得られる活動ポイントの量又は等級に影響を及ぼすことがある。例えば、認
証装置によって記録されたデータは、非認証装置によって記録されたデータと違うように
処理されてもよい。より具体的な例として、認証装置により得られた活動ポイントは、手
入力又は非認証装置により得られた活動ポイントより価値があるか又は信頼できると見な
されることがある。したがって、ユーザは、非認証装置を使用して記録されたトレーニン
グでは走行１０分間ごとの１ポイントに対して、認証装置によって測定されたときは走行
１０分間ごとに１．５ポイントを得てもよい。装置の認証は、交換される製品及び／又は
サービスに対する運動活動ポイント通貨及びアクセスを提供する事業体など、１つ又は複
数の認可された事業体によって行なわれてもよい。
【００８２】
　認証は、装置が運動活動情報（例えば、消費カロリー、走行マイル、歩数）及びそれに
対応する活動ポイントの改竄を防ぐ適切なセキュリティ構成要素又はソフトウェアを含む
ことの保証を含んでもよい。１つ又は複数の態様によれば、認証は、認証装置のモデル及
び／又はシリアル番号を認証データベースに記憶することによって強化されてもよい。装
置が認証装置かどうかをシステムが判断したいとき、システムは、認証データベースに装
置のモデル又はシリアル番号を尋ねてもよい。代替又は追加例として、認証装置は、別の
システム又は装置が認識可能な特定のハードウェア及び／又はソフトウェア構成要素を含
んでもよい。例えば、携帯機器上で動作する活動ポイント変換プログラムは、証明機関に
よってデジタル署名されてもよい。したがって、ユーザが、データを別の装置とやりとり
したいときは、証明機関のデジタル署名が、認証の確認のために別の装置に送られてもよ
い。
【００８３】
　１つ又は複数の構成として、ソフトウェア、アルゴリズム、製品ラベル及び／又はサー
ビスは、認証装置、ソフトウェア及び／又はハードウェアを作成する他の会社にライセン
ス供与されてもよい。したがって、第三者の会社又は開発者が、運動活動行動監視追跡サ
ービスによって提供された活動行動監視機能を利用するアプリケーション又はアドオンハ
ードウェアを作成してもよい。例えば、第三者の開発者は、装置のアプリケーション・プ
ロトコル・インタフェース（ＡＰＩ）を使用して活動追跡機能及び情報にアクセスしても
よい。この場合、情報は、進捗状況がユーザの運動行動によって測定されるビデオゲーム
などの第三者のソフトウェアに組み込まれてもよい。別の例として、開発者は、ユーザが
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走っているか歩いている現在のペース、かかった歩数、消費カロリー数、ユーザがカロリ
ーを燃焼している割合などに基づいて音楽の選択を容易にするモバイルアプリケーション
を作成してもよい。したがって、モバイルアプリケーションは、装置又はアプリケーショ
ン固有のインタフェースを使用して必要な運動活動情報にアクセスしてもよい。第三者の
開発者によって使用されるＡＰＩ及び／又は他のツールは、運動活動情報への無許可アク
セスを防ぐセキュリティ機構を含むことがある。
【００８４】
　代替又は追加例として、例えば走行マイル、消費カロリー、得た活動ポイントなどを含
む運動行動データが、装置２０１及び／又はリモート運動行動監視システムなどの運動行
動監視装置間で送られてもよい。装置間のデータの転送は、赤外線接続、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ接続、有線及び無線ローカルエリアネットワーク、セルラーネットワーク、インター
ネットのような広域ネットワークなどを含む有線又は無線接続及びネットワークを介して
行われてもよい。行動監視装置、運動活動データ監視追跡システム、非運動活動監視装置
及びその他のシステムの間の活動ポイントを含む運動情報の送信は、無許可の割り込み、
アクセス及び／又はそのようなデータの改竄を防ぐために、セキュア又は独自のプロトコ
ルを使用して暗号化され及び／又は送信されてもよい。例えば、プリティー・グッド・プ
ライバシー（ＰＧＰ）暗号化を使用して運動活動情報を暗号化してもよい。別の例として
、データは、セキュリティを保証するためにセキュア・ソケット・レイヤ（ＳＳＬ）プロ
トコルを使用して送信されてもよい。データが、取り決められた暗号アルゴリズムにした
がって暗号化されておらず、又は指定された伝送プロトコルを使用して送信されない場合
、データは拒否されるか、一般に通信が否定されることがある。
【００８５】
　活動ポイントを含む運動活動情報の送信と共有は、ユーザが、複数の異なる運動活動行
動監視装置及び／又は他の装置（例えば、パーソナルコンピュータ、ネットブック、携帯
電話）を使用できるようにすることがある。例えば、ユーザが、様々なタイプの運動活動
に異なるタイプの監視装置を使用する場合、ユーザは、全てのトレーニングと装置にわた
る全体の運動活動レベルを追跡したいことがある。これにより、複数の装置のそれぞれに
よって収集され及び／又は決定された情報が、共有され同期されてもよい。しかしながら
、幾つかの構成では、活動ポイントの同期は、活動ポイントが偽造されたり複製されたり
無許可に修正されたりしないように、活動ポイントサービスによる許可を必要とすること
がある。例えば、ユーザは、活動データを第１の装置から活動ポイントサービスにアップ
ロードし、次にそのデータを、活動ポイントサービスを介して、ユーザが所有する１つ又
は複数の他の装置のそれぞれに同期させなければならないことがある。活動ポイントサー
ビスは、そのような構成を使用して装置間の同期の妥当性を保証することがある。
【００８６】
　図１２は、行動データと活動ポイントを含む運動活動情報が、装置１２０１間で、活動
監視サーバ１２０３を介して同期されることがある例示的な同期環境を示す。装置１２０
１には、パーソナルコンピュータ１２０１ａ、ラップトップコンピュータ１２０１ｂ、移
動体通信装置１２０１ｃ、及び運動行動監視装置１２０１ｄが挙げられる。詳細には、装
置１２０１のそれぞれからの運動活動データは、監視サーバ１２０３にアップロードされ
、その後でダウンロードされ、装置１２０１のそれぞれと同期されてもよい。代替又は追
加例として、装置１２０１は、サーバ１２０３の関与なしに、互いに、例えば装置１２０
１ａと１２０１ｂとの間又は装置１２０１ｃと１２０１ｄとの間で同期してもよい。しか
しながら、サーバ１２０３が関与しない同期の結果は、非公式と見なされることがある。
監視サーバ１２０３との同期は、得た活動ポイントを使用するため、又は記録された運動
活動行動データの他のタイプの報賞（例えば、仮想トロフィーの取得、競争又は挑戦、資
金調達）を実現するために必要とされることがある。
【００８７】
　運動活動に加えて、行動監視装置などの携帯機器は、ユーザの読書習慣、買物傾向、閲
覧行動、ゲームへの関心、イベント参加履歴などの他のタイプの活動を監視し追跡しても
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よい。例えば、携帯機器は、ユーザがインターネットなどのネットワークにアクセスする
ことを可能にするネットワーク通信機能を有してもよい。したがって、ユーザは、携帯機
器を使用して、運動活動データを追跡し記憶するだけでなく、例えば、オンラインショッ
ピングを行ない、記事を読み、イベントに参加し、ゲームをし、他のユーザとチャットし
てもよい。したがって、携帯機器は、買物履歴、閲覧履歴、ゲーム履歴、友人リスト、イ
ベント参加履歴などのユーザの行動の履歴を記録するように構成されてもよい。この情報
は、本明細書で述べたようにユーザに追加の活動ポイントを与え、及び／又は、ユーザの
経験をカスタマイズするために使用されてもよい。例えば、ユーザが靴を購入した場合、
靴会社は、消費１ドルごとに１０ポイントの報奨をスポンサ提供してもよい。別の例とし
て、ユーザが、スポンサ付きイベントに参加した場合、スポンサが、１００活動ポイント
を提供してもよい。さらに別の例として、広告を選択し表示させることにより、広告１つ
当たり２０活動ポイントをユーザに与えてもよい。これにより、ユーザが行なう非運動活
動の多くでユーザが活動ポイントを得ることができる。
【００８８】
　現在のユーザのために他のユーザのデータを収集してもよい。例えば、ユーザが、友人
の運動行動を追跡したい場合、そのユーザは、自分の監視装置を使用して、友人のデータ
をダウンロード又は受信してもよい。そのようなプロセスは、他のユーザによる承認を必
要とすることがある。この情報、例えばユーザが表示させる友人の情報のタイプは、ユー
ザの好み、推薦、提案を決定し、及び／又は、ユーザ経験をカスタマイズする際に使用さ
れてもよい。例えば、ユーザは、友人のサッカー活動の詳細を頻繁に見るが、友人の走行
トレーニングを頻繁に見ないことがある。そのような例では、監視システムは、ユーザが
サッカーに興味を持っておりランニングにはあまり興味がないと判断する。
【００８９】
　他の態様によれば、装置２０１（図２）や時計１０（図７Ａと図７Ｂ）などのデータ収
集及び／又は監視装置のユーザの操作が監視され追跡されてもよい。例えば、ユーザがボ
タンを押すか装置の機能を活動化した回数が追跡される。そのような情報を運動活動監視
追跡サービスが使用して、活動の好み、データ表示の好み（例えば、ユーザは、消費カロ
リーよりも時間全体に対するスプリットタイム又は心拍数を表示することを好む場合があ
る）、記憶の好み（例えば、ユーザは、１週間より前のトレーニングデータを一貫して、
及び／又は、頻繁に削除することがある）などを含むユーザによる好みを決定することが
ある。この情報に基づいて、サービス又はシステムは、活動監視追跡サービスの様々な態
様をカスタマイズしてもよい。一例として、ユーザが、１週間より前のトレーニングデー
タを監視装置から頻繁に削除することをサービスが決定した場合、サービスは、履歴トレ
ーニングデータの表示を先週に制限することがある。別の例として、サービスは、ユーザ
が図７Ａと図７Ｂの時計１０などの装置の歩数計機能を頻繁に使用することをサービスが
検出した場合に、歩行活動に対応する製品、サービス、イベントなどの提案を提供しても
よい。装置の使用法に基づいて追跡されることがある他の情報には、活動の好ましい時刻
又は週、好ましい表示設定（例えば、分割表示対全体表示）、追跡する好ましい情報（例
えば、活動ポイント対消費カロリー）などが挙げられる。
【００９０】
　サービスによって監視され収集された運動活動データと非運動活動データは、活動ポイ
ントの付与と差し引きを含む様々な目的に使用されてもよい。一例として、データは、製
品、サービス、イベント、コミュニティ、物品などの推奨及び／又は提案を行うために使
用されてもよい。一例として、装置は、ユーザが６か月を超えて同じ靴で練習していたこ
とを決定してもよい。これにより、システムは、現在の靴の古さから新しい靴を購入する
ことを推奨してもよい。システムは、さらに、ユーザの必要性及び／又は好みに基づいて
特定の靴又は靴のタイプを推奨してもよい。例えば、ユーザが回内位置を有することをユ
ーザの靴内のセンサが示す場合、システムは、そのような状態を矯正するように設計され
た靴を推奨することがある。別の例として、ユーザの現在の装置の強化版である新しい装
置が利用可能な場合、システムは、ユーザが現在使用している装置のタイプの知識に基づ
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いて新しい装置を購入することを推奨又は示唆してもよい。代替又は追加例として、新し
い装置の推薦は、ユーザによって最も頻繁に又は最近使用された機能に基づいて行われて
もよい。
【００９１】
　ユーザの健康状態を含む収集データから追加の情報が収集されてもよい。例えば、心拍
数測定、ペース情報、消費カロリー、走行距離などに基づいて、心臓の病気、高血圧、低
血圧、ストレスレベル、全体的な健康状態などが決定されてもよい。追加又は代替例とし
て、収集データの１つ又は複数の部分を使用して、全体の運動スコア（例えば、ＳＰＡＲ
Ｑスコア）を決定してもよい。
【００９２】
　１つ又は複数の構成として、活動監視追跡サービスシステムが、監視装置２０１（図２
）や時計１０（図７Ａと図７Ｂ）などの監視装置を構成するために使用されてもよい。例
えば、ユーザは、監視装置に表示されるユーザインタフェースのルック・アンド・フィー
ル、監視、追跡及び／又は記憶される情報のタイプ、好みを含むユーザ情報をユーザがカ
スタマイズできるウェブサイトにログオンするか又はアプリケーションを活動化してもよ
い。１つ又は複数の構成として、情報は、装置プロフィールとして記憶され、他の装置に
複製されてもよい。これにより、ユーザは、プロフィールを伝搬又は複製することによっ
て複数の装置を構成してもよい（例えば、ユーザが、様々なスポーツ用に異なる装置を有
する場合、又はユーザが第１の装置から第２の装置にアップグレードすることを決めた場
合）。監視装置のインタフェースをカスタマイズするために、アプリケーション又はウェ
ブサイトは、装置のインタフェースを複製して、行われる選択と変更の目に見える指示を
ユーザに提供してもよい。アプリケーション又はウェブサイトは、さらに、ユーザが装置
の様々なモード（例えば、時計モード対ストップウォッチモード）に異なるインタフェー
スオプションを定義できるようにしてもよい。別の態様によれば、ユーザは、また、様々
なボタンの行動及び装置の機能をカスタマイズしてもよい。これにより、ユーザは、アプ
リケーション又はウェブサイトを使用して、特定の装置ボタンを押すことで装置が行なう
操作をカスタマイズしてもよい。
【００９３】
　図２の運動行動監視装置２０１や図７Ａと図７Ｂの時計１０などの装置は、本明細書で
述べる機能を提供するための様々な構成要素を含んでもよい。例えば、発光ダイオード（
ＬＥＤ）、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、電子インク、又は他
のエレクトロウェッティング技術、エレクトロルミネセンスなどを含む様々なタイプの照
明技術を使用して色と照明の変更が行われてもよい。さらに、有線及び無線通信構成要素
を使用して、装置の（例えば、別の装置からの）構成及び個人化を可能にし、ファームウ
ェアを更新し、複数のセンサ（例えば、生物測定センサ又は環境センサ）からデータを受
け取り、情報の存在を検出し他の装置との間で共有してもよい。
【００９４】
（活動情報の提出）
　本明細書で述べたように、活動ポイントは、事業体によってスポンサ提供されてもよい
。例えば、運動製品会社は、ユーザが自分の運動活動を追跡し監視することを可能にする
ウェブサイト又はサービスをスポンサ提供する。さらに、運動活動は、活動ポイントを、
様々なイベント、サービス、特権（例えば、ＶＩＰアクセス）及び製品に費やされること
がある一種の通貨として得るために使用されてもよい。したがって、ユーザは、運動活動
情報を運動活動監視サービスに提出した後でないと、対応する活動ポイント数が与えられ
ず、そのポイントを報奨に使用することを許可されないことがある。得たか又は溜まった
活動ポイントの評価が、携帯運動行動監視装置のユーザに実時間で提供されてもよいが、
運動行動情報や他の活動情報が、最終確認及び検証のために監視サービスに提出されてな
ければならないことがある。
【００９５】
　図１３は、活動情報を活動監視サービスに提示し活動ポイント数に変換することができ
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る方法の例を示す。運動活動行動データ、買物履歴、閲覧履歴などの活動情報の提示は、
ステップ１３００で示されたようにユーザの識別の初期検証を必要とすることがある。例
えば、ユーザは、ユーザ名やパスワードなどのログイン資格情報を入力するように求めら
れることがある。ユーザが検証された後で、システムは、ステップ１３０５において、活
動情報が提示された装置で利用可能な（例えば、記憶された）活動情報のタイプを決定し
てもよい。例えば、システムは、記憶された様々なタイプの情報の識別を要求するクエリ
を装置に提示してもよい。ステップ１３１０において、システムは、ユーザ選択のために
装置に記憶された利用可能なタイプの活動情報を表示してもよい。場合によっては、ユー
ザは、装置に記憶された全ての活動情報をアップロード又は提示したくないことがある。
したがって、システムは、運動トレーニング情報や買物履歴データなどの特定のタイプの
活動情報だけを提示することによって、ユーザが情報の一部を選択する機会を提供しても
よい。活動情報は、活動タイプ、特定の運動又は非運動活動（例えば、特定のスポーツ、
買物、広告など）、日付、及び／又は、これらの組み合わせによって分類されてもよい。
【００９６】
　ステップ１３１５において、システムは、装置に記憶された活動情報のタイプのうちの
１つ又は複数のユーザ選択を受け取ってもよい。ステップ１３２０において、システムは
、選択された情報を装置から取得してもよい。データは、各トレーニング又は活動セッシ
ョンが単一レコードを含むようにレコード形式で記憶されてもよい。レコードは、活動タ
イプ、活動継続時間、運動活動量、消費などの他の活動量、情報源（例えば、ユーザ入力
、認証装置、非認証装置）などの情報を含んでもよい。さらに、データの取得は、ＳＳＬ
などのセキュア通信プロトコルを使用して行なわれてもよい。追加又は代替例として、デ
ータは、取得システムに送信する前に暗号化されてもよい。
【００９７】
　ステップ１３２５において、システムは、装置から取得された各活動情報レコードのソ
ースを決定してもよい。例えば、システムは、第１の活動情報レコードの情報が、認証装
置によって収集されたか非認証装置によって収集されたかを判定する。代替又は追加例と
して、システムは、情報がユーザによって手作業で入力されたかどうかを判定してもよい
。このソース識別情報は、各活動情報レコードに指定され、例えばステップ１３２５の判
定の際にそこから抽出されてもよい。別の例として、情報源の識別は、情報レコードに記
憶された情報が、認証装置を示すデジタル署名によって暗号化されているかどうかの判定
を含んでもよい。さらに別の例として、システムは、各活動情報レコードに記憶された収
集装置のモデル及び／又はシリアル番号に基づいて活動情報のソースを決定してもよい。
【００９８】
　ステップ１３３０において、システムは、各レコードに記憶された活動情報の識別され
たソースに基づいて、各活動情報レコードの活動ポイント変換率を選択してもよい。前述
のように、認証装置によって収集された活動情報用に第１の変換率が提供されてもよく、
非認証装置によって収集された活動情報用に第２の変換率が使用されてもよく、手入力さ
れた活動情報用に第３の変換率が使用されてもよい。例えば、認証装置によって収集され
た活動情報用の変換率は、非認証装置によって収集された活動情報用の変換率より高い。
変換率は、また、取り出された活動情報に対応する活動のタイプに基づいて選択されても
よい。変換率又はアルゴリズムの選択は、収集された活動情報のタイプに依存してもよい
。例えば、情報レコードは、収集情報が走行活動に対応することを指定してもよい。しか
しながら、ペース情報が収集されない場合は、ペースを考慮する変換率は使用されないこ
とがある。代わりに、走行活動成果データを活動ポイントに変換するために、距離、時間
及び／又は心拍数を使用する変換率が選択されてもよい。変換率が選択された後、ステッ
プ１３３５において、得られる活動ポイント数が、選択された変換率及び関連した取得活
動情報を使用して決定されてもよい。変換アルゴリズムは、変換により生じる活動ポイン
トの等級又はタイプを指定してもよい。例えば、認証装置を使用して得た活動ポイントの
等級が、ユーザが入力した活動情報に基づいて得た活動ポイントの等級より高いことがあ
る。ステップ１３４０において、システムは、決定された活動ポイント数を、例えばユー
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ザが得て消費していない全ての活動ポイントを含むユーザ利用可能な全ポイント数に追加
してもよい。さらに、異なる等級の活動ポイントが、異なる活動ポイントプールに追加さ
れてもよい。
【００９９】
　１つ又は複数の構成として、ユーザは、活動情報を活動監視サービス又はサイトに直接
手作業で入力し提示してもよい。例えば、ユーザは、購入で消費する金額、走行マイル数
、歩行又は走行ペース、平均心拍数、消費カロリー数、持ち上げた重量、行った反復数な
どを指定してもよい。運動監視サービスは、ユーザが手動で提示することがある活動エン
トリ数及び／又はそれらの活動エントリの規模を制限してもよい。そのような制限により
、システムは、自己入力機能の誤用を防ぐことができる。一例として、システムは、ユー
ザが１日又は１週間に２つの活動レコードしか入力できないようにしてもよい。追加又は
代替例として、システムは、ユーザが、所定の活動量しきい値より小さい活動レコードし
か入力できないようにしてもよい。例えば、ユーザは、２００ドル以上の購入を反映する
活動レコードを入力できないようにされてもよい。別の例として、ユーザは、５マイルを
超える走行及び／又は６００カロリーの燃焼を含むトレーニングセッションの情報を手入
力できないようにされてもよい。さらに、システムは、手入力が１つ又は複数の他のユー
ザによって検証されることを必要とすることがある。
【０１００】
　１つ又は複数の構成として、活動ポイント、時間の経過による活動データ、装置解析、
生体認証などを含む運動活動情報の提示が、フィルタリング又は正規化プロセスを伴うこ
とがある。例えば、監視又は追跡サービスは、特定の測定単位を用いて提示される情報を
必要とすることがある。別の例として、サービスは、特定のタイプ又は量の情報だけを提
示できるようにされてもよく、その場合、他のタイプ又は残りの量の情報は、提示装置又
はサービスシステムによってフィルタリングされてもよい。提供される情報の量に制限が
ある場合、フィルタリングは、最新の情報を保持すると同時に昔のデータを廃棄してもよ
い。あるいは、場合によってはユーザの好みを考慮することがある他のアルゴリズムにし
たがってフィルタリングが行われてもよい。
【０１０１】
　図１４は、ユーザの蓄積された活動ポイント、活動情報及び活動情報提示オプションが
表示されアクセスされる例示的なインタフェースを示す。インタフェース１４００は、複
数の部分１４０１、１４０３、１４０５及び１４０７に分割されてもよく、それぞれの部
分が、種々の活動情報及び活動情報オプションを表示する。例えば、部分１４０１は、ユ
ーザが蓄積した利用可能な全活動ポイント数の表示を含んでもよい。図示されたように、
部分１４０１は、異なる等級の活動ポイントに対応するゲージ１４０９ａ及び１４０９ｂ
を含んでもよい。通貨の違いと同様に、ゲージ１４０９ａに表わされた活動ポイントは、
ゲージ１４０９ｂに表わされた活動ポイントより価値が高くてもよい。１つ又は複数の態
様によれば、インタフェース１４００の部分１４０１は、さらに、目標１４１１と、目標
１４１１を達成するために必要なポイント数１４１３を表示してもよい。ユーザは、オプ
ション１４１５を選択し、また目標を手作業で指定するかメニュー（図示せず）から新し
い目標を選択することによって、目標１４１１を修正してもよい。部分１４０３で、イン
タフェース１４００は、ユーザによって行なわれ提示された活動の最新活動リスト１４１
７を表示してもよい。活動レコード１４１７は、走行入力１４１９などのトレーニング情
報を含んでもよい。あるいは、活動レコード１４１７は、最新買物イベント１４２０、レ
ビューした広告数（図示せず）、記事読み（図示せず）などの他の活動情報を含んでもよ
い。さらに、活動レコード１４１７は、リストされた活動のそれぞれから得た活動ポイン
ト数１４２１を表示してもよい。さらに、追加の履歴オプション１４２３が、部分１４０
３に提供されてもよく、ユーザは、提示されたが、部分１４０３に現在示されていない他
の活動を見ることができる。さらに、各活動エントリは、ユーザがその活動に関する詳細
情報を見ることを可能にするオプション１４２４を含んでもよい。例えば、詳細情報は、
活動ポイント計算の明細、走行の心拍数情報、小売店で行われた購入の明細などを含んで
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もよい。
【０１０２】
　部分１４０５は、報奨情報を表示し、ユーザが活動ポイントの使用により達成できる種
々の報奨を閲覧できるようにしてもよい。例えば、部分１４０５は、購入できる報奨のス
クロール式リスト１４２５を有してもよい。ユーザの利用できるポイント範囲内にある報
奨が、第１の様式（例えば、色及び／又は視覚的詳細）で表示されてもよく、ユーザが現
在利用できるポイント数に基づいて得ることができない報奨が、第２の様式（例えば、輪
郭形態、白黒、グレイアウト、薄い色など）で表示されてもよい。部分１４０５に表示さ
れた報奨１４２５は、ユーザの関心に基づくことを含む様々な方法で選択されてもよい。
ユーザの関心は、トレーニングのタイプ、購入された製品又はサービス、参加したイベン
ト、加入／購入したサービスなどを含むユーザ活動の履歴に基づいて決定されてもよい。
リスト１４２５にある報奨の内の１つを選択する際、ユーザには、（ユーザが十分なポイ
ントを有する場合）報奨に関する追加情報を表示する詳細オプション並びに購入オプショ
ンが提供されてもよい。
【０１０３】
　部分１４０７は、活動情報提示領域を含んでもよい。ユーザは、手入力１４２７と自動
同期１４２９のいずれかを選択することができる。前述のように、手入力１４２７は、ユ
ーザが行う活動のタイプを指定し、それと関連した様々な規準を定義することができるイ
ンタフェースを介して行なわれてもよい。１つ又は複数の構成として、入力される規準は
、ユーザによって指定された活動のタイプに基づいて自動的に選択されてもよい。あるい
は、ユーザは、自動同期オプション１４２９を選択してもよく、その場合、システムは、
１つ又は複数の監視装置に記憶された活動情報を検出し、その情報をアップロードしても
よい。ユーザは、監視装置上で利用できる全ての情報より少ない一部を選択することがで
きる。活動情報が提示された後で、部分１４０１～１４０５の内の１つ又は複数が、新し
い情報に基づいて自動的に更新されてもよい。
【０１０４】
（活動ポイントの管理）
　ユーザは、活動ポイントを様々な様式で表示させ管理することができる。例えば、複数
の等級又はタイプの活動ポイントが存在する場合、本明細書に記載されたような複数の等
級又はタイプごとに異なるゲージが表示されてもよい。図１５は、特定のポイントタイプ
又は等級ごとに得るか又は利用できる活動ポイント量を反映する複数の活動ポイントゲー
ジ１５０１が表示される行動監視サイトの例示的なユーザインタフェース１５００を示す
。各ゲージ１５０１内には、利用可能な活動ポイント量に対応する数値１５０３が表示さ
れてもよい。１つ又は複数の構成として、数値は、ユーザがゲージ１５０１の上で静止す
るか他の方法でゲージ１５０１と相互作用するときだけ表示されてもよい。他の構成では
、数値は、常に表示されてもよい。追加又は代替例として、ゲージ１５０１は、ポイント
数が蓄積されたことをユーザが視覚的に識別できるようにするポイントしきい値インジケ
ータ１５０５を含んでもよい。ポイントしきい値インジケータ１５０５は、報奨に必要な
ポイント数、達成に必要なポイントの数、ビデオゲームに必要なポイントなどに対応する
ことがある。一例として、しきい値インジケータ１５０５は、ユーザによって現在選択さ
れている報奨に必要なポイント数に対応する位置に表示されてもよい（例えば、報奨１５
０７）。
【０１０５】
　さらに、ゲージ１５０１のうちの１つを選択するか他の方法で相互作用することにより
、ポップアップウィンドウ又は他のタイプの表示が表示されてもよい。ポップアップウィ
ンドウは、選択されたゲージに関する詳細情報を含んでもよい。例えば、表示装置は、等
級情報、様々なタイプの活動の変換率、取引履歴（例えば、使ったポイント、得たポイン
ト、ポイントがどのように使われたか、ポイントがどのように得られたか、など）を含ん
でもよい。取引履歴は、活動提示の生涯リスト、活動ポイント蓄積イベント、活動ポイン
ト消費イベントなどを提供してもよい。あるいは、ユーザは、情報の生涯の価値を表示す
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るのではなく、取引履歴の時間期間を選択してもよい。ポップアップウィンドウは、さら
に、選択されたゲージの外観をユーザが再構成できるようにしてもよい。例えば、ユーザ
は、使用する新しいタイプのゲージ（例えば、温度計、燃料計、バッテリ計）、ゲージの
色及び／又はその内容の選択、ゲージのサイズの変更、ゲージの最大量の修正などを行っ
てもよい。例えば、ユーザは、新しい活動ポイント目標を設定するか新しい報奨目標を選
択することによって、ゲージの容量を修正してもよい。追加又は代替例として、ユーザは
、識別を容易にするためにゲージに名前を付けることが許可されてもよい。さらに、ゲー
ジ１５０１の詳細な図は、各ゲージ内の蓄積ポイントに寄与する活動のタイプの明細を含
んでもよい。明細は、数値リストとして（例えば、パーセント又はポイントによって）表
示されてもよく、ゲージの異なる色付け部分によって視覚的に表わされてもよい。例えば
、ゲージの赤部分は、買物により得られた活動ポイントの量を表わしてもよく、ゲージの
黄部分は、走行トレーニングによって得られた活動ポイントの量を表わしてもよく、ゲー
ジの青部分は、歩行によって得られた活動ポイントの量を表わしてもよい。
【０１０６】
　インタフェース１５００は、さらに、ユーザがある等級の活動ポイントを別の等級の活
動ポイントと交換することを可能にする変換オプション１５０９を含んでもよい。例えば
、ユーザは、フィールド１５１１にポイント数を入力し、メニュー１５１３で変換するポ
イント等級を選択してもよい。次に、ユーザは、メニュー１５１５でポイントの宛先等級
又は所望の等級を選択してもよい。変換により得られる所望の等級のポイント数の指示を
提供するために、情報表示１５１７が提供されてもよい。さらに、情報表示１５１７には
変換率が表示されてもよい。さらに、指定された時間期間（例えば、一日、一週間、一ヶ
月）にわたって１つの等級の交換されるポイント数に制限が設定されてもよい。システム
は、また、許可される変換のタイプを制限してもよい。例えば、等級１のポイントは、そ
れより高い等級のポイントでなくそれより低い等級のポイントにしか変換できないことが
ある。特定の等級のポイントが、特定タイプの活動によってしか得られない別の例として
、ある等級のポイントが、同じ活動又は類似の活動によって得られる別の等級のポイント
にしか変換できないことがある。様々なタイプのポイント等級のための種々の変換率が定
められてもよい。
【０１０７】
　別の態様によれば、活動ポイントは、運動活動の量を決定するために変換又は使用され
てもよい。例えば、トレーニング情報が、運動行動監視装置又は他のデータ収集システム
から、カロリーやマイルではなく活動ポイントで伝えられる場合、システムは、活動ポイ
ントを、カロリー又は運動行動の他の量に変換してもよい。変換された情報は、ユーザの
活動レベルを決定するため、例えば、ユーザが、運動活動目標を達成したか、目的を達成
したか、又は課題を完了又は克服したかを判断するために使用されてもよい。他の例とし
て、活動ポイントは、歩数、平均心拍数、走行距離、平均走行又は歩行ペース、競技での
最終位置などに変換されてもよい。
【０１０８】
　インタフェース１５００は、さらに、ユーザが活動ポイントを購入又は販売することに
よって活動ポイントを管理できるようにしてもよい。例えば、オプションバー１５１９は
、ユーザが報奨をすぐに購入したいが、十分なポイント数（又は、特定の等級の十分な数
のポイント）を持っていない場合に、ユーザが追加の活動ポイントを購入できるようにし
てもよい。ユーザは、メニュー１５２１を使用して所望のポイント等級を選択し、ドロッ
プダウンメニュー１５２３から所望のポイント数を選択してもよい。メニュー１５２３に
提供されたオプションは、メニュー１５２１を使用して選択されたポイント等級により変
化してもよい。例えば、サービスは、高いポイント等級で購入できる最大ポイント数が、
低いポイント等級で購入できる最大ポイント数より低くなるように、異なるポイント等級
に異なる制限を実施してもよい。制限は、１日当たり、１週間当たり、１月当たり、１年
当たりなどでよい。追加又は代替例として、ポイントのコストは、ポイント等級により異
なってもよい。したがって、より高い値のポイント等級は、より低い値のポイント等級よ
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りコストが高いことがある。さらに、活動ポイントの１つ又は複数の等級のコストは、ユ
ーザの運動活動レベルが改善した場合に低くなることがある。これと反対に、ユーザの運
動活動が減少するか低い場合には、活動ポイントのコストが高くなるか増大することがあ
る。また、ユーザの他の属性及び／又は特性は、ユーザが参加した運動・イベントの数、
サービスを使用するために募った友人の数、運動活動レベルの傾向などの活動ポイントの
コストに影響を及ぼすこともある。
【０１０９】
（活動ポイントの消費）
　活動ポイントは、様々な方式で消費又は認識され得る。前述のように、ユーザは、店舗
、イベント、フライト、ホテル及び他の現場でのＶＩＰ扱い、製品及び／又はサービスの
割引（例えば、クーポン又は無料製品）、ゲームクレジット（例えば、追加の武器又はレ
ベルの購入）、ゲーム内のパワー若しくはスキル、あるいはプレーヤ（例えば、有名なス
ポーツ選手をロック解除）を含むビデオゲーム関連アイテムなどの様々なアイテムを含む
サービスに活動ポイントを使用してもよい。これらのアイテムの活動ポイントコストは、
運動行動監視サービスによって定義され、人気により変動してもよい。例えば、活動ポイ
ントは、フライト又はコンサートチケットを購入するために使用されてもよい。１つ又は
複数の構成として、ユーザは、１つ又は複数の特定の利権を選択してもよい。次に、その
ような利権は、そのような利権に関連するアイテムの活動ポイントコストを修正するため
に使用されてもよい。例えば、ユーザが温泉療養施設を楽しむ場合、ユーザは、温泉療養
施設から割引サービスを提供されてもよい。ユーザは、報奨の価格で反映された所定数の
利権に制限されてもよい。代替又は追加例として、ユーザが、自分の運動行動監視サイト
に広告を表示させることを許可した場合、及び／又は、ユーザが特定の数の広告を指定さ
れた時間期間にわたって見た場合に、種々のサービス、製品、又は他の報奨が、割引され
てもよい。例えば、ユーザは、ユーザのサイトの様々な場所に広告を配置するのを許可し
てもよい。したがって、そのような広告のスポンサは、そのユーザに、運動行動監視サー
ビスを介して提供する報奨の割引を提示することができる。あるいは、運動行動監視サー
ビスは、ユーザが指定数の広告を訪れたときにスポンサから受け取った広告収入に基づい
て割引を提供してもよい。
【０１１０】
　図１６は、ユーザに提供されることがある複数の報奨を表示するように構成された例示
的なユーザインタフェース１６００を示す。報奨は、ユーザが報奨を得るのに十分な数の
活動ポイントを有するかどうかにより様々な様式で表示され得る。例えば、ユーザは、靴
報奨１６０１ａを購入するのに十分な活動ポイントを持たないことがある。したがって、
靴報奨１６０１ａとコンピュータ報奨１６０１ｃは、輪郭（例えば、詳細なし）として表
示されることがある。別の例として、ユーザは、レストランの２５ドル・クーポンを購入
するのに十分なポイントを有することがあり、その場合、クーポン報奨１６０１ｂは、詳
細付き及び／又はカラーで表示されることがある。さらに、インタフェース１６００は、
報奨１６０１のそれぞれの下にポイントトラッカを表示してもよい。ポイントトラッカ１
６０３ｂは、例えば、ユーザが、対応する報奨１６０１ｂを購入するのに必要な活動ポイ
ント数を得ようとしている進捗状況を視覚的に表わしてもよい。同様に、ポイントトラッ
カ１６０３ａは、ユーザが報奨１６０１ａを購入できるのになるためにあと何ポイント必
要かを視覚的に表すことがある。ユーザが、報奨（例えば、報奨１６０１ｂ）に十分なポ
イントを得た場合、その製品を購入し易くするために報奨の下に購入オプション１６０５
が表示されてもよい。さらに、ユーザが、報奨１６０１及びその活動ポイントコストを、
ユーザの運動行動監視サイト上、モバイル・運動行動監視装置上、及び／又は、他の携帯
機器又は計算処理システム上の目標として使用できるようにするために、トラックオプシ
ョン１６０７が、報奨１６０１などの１つ又は複数の報奨の下に提供されてもよい。例え
ば、トラックオプション１６０７を選択する際、（例えば、燃料計などの異なるタイプの
トラッカを使用する）ポイントトラッカ１６０３ａ又はその変形物が、ユーザの主な運動
行動監視ページに表示されてもよい。
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【０１１１】
　活動ポイントは、追加又は代替の方法で消費又は使用されてもよい。例えば、ユーザは
、１つ又は複数のチャリティや他の組織、イベント、サービスなどにポイントを寄付した
いことがある。寄付は、同等の金銭価値に基づいて所得控除できることがある。追加又は
代替例として、ユーザが、活動ポイントを他のユーザに譲渡又は販売することがある。例
えば、ユーザは、特定の数のポイントを別のユーザに贈ることができる。ユーザは、ポイ
ントを別のユーザに譲渡するために割増金や他のコストを払わなければならないことがあ
るが、慈善団体への寄付と関連した割増金やコストは少ないか又はないことがある。ユー
ザが、自分の活動ポイントを販売することにした場合、サービスは、さらに、販売価格の
一定割合、掲載手数料や他の取引手数料、売上税及び／又は取引の他の付加費用をユーザ
に課すことがある。また、ユーザ間で譲渡され、販売され及び／又は寄付されるポイント
数に、サービスによって制限が設定されてもよい。制限は、ドル数又は活動ポイント数で
定義されてもよい。制限は、また、譲渡のタイプにより異なってもよい。例えば、ユーザ
間の譲渡は、第１のしきい値（例えば、１ヶ月当たり５００ポイント）に制限されてもよ
く、一方慈善団体への寄付は無制限でよい。一方、販売用のポイントは、１週間当たり１
０００ポイントに上限を設けられることがある。制限は、ユーザにより異なってもよい。
例えば、ユーザは、他のユーザに無料で販売又は譲渡されるポイントの上限をより高くで
きるか無制限にできるプレミアム・サービスに加入してもよい。別の例として、より高い
活動レベルを有するユーザのそのような取引の制限を高くしてもよい。
【０１１２】
（業績と報賞）
　１つ又は複数の構成によれば、活動ポイントは、所定の目標を達成し、イベントを完了
し、目的を達成し、他から贈物を受け取ることなどによって得られる。目標は、限られた
長さの時間で定義された目的に対応してもよい。例えば、ユーザは、４５分未満で５マイ
ルを完了した最初の人が３００活動ポイントの賞品を受け取る課題に参加するように招待
されてもよい。１５０ポイントの準優勝の賞品が与えられてもよい。そのような競技又は
課題は、運動行動監視サービスなどの組織によってスポンサ提供されてもよく、スポンサ
提供するユーザ自身のポイントを使用するユーザ定義イベントでもよい。別の例として、
第１のユーザが、第２のユーザの目標又は目的を設定し、第２のユーザを活動ポイントの
賞品で動機付けしてもよい。さらに別の例として、運動行動監視サービスは、特定の中間
目標を提供し、その中間目標に達したと分かったときにユーザに活動ポイントを提供して
もよい。中間目標又は業績は、（中間目標又は業績を達成するための）時間制限なしにし
きい値又は条件を満たすこと又は達成することを含んでもよい。中間目標には、最初の５
Ｋレースを走ること、１マイルを７分未満で走り終えること、５つの異なるルートを走る
こと、レースで優勝することなどがある。非運動活動の業績に報奨が与えられてもよい。
例えば、ユーザが、特定の小売り業者からの１００ドルの価値の商品を購入する場合、そ
の小売り業者は、ユーザに５活動ポイントの報奨を与えてもよい。
【０１１３】
　ユーザの活動に基づいて、非活動ポイントの報賞が与えられてもよい。例えば、ユーザ
は、ユーザの公の運動行動監視ページに表示されることがあるバッジを得る。ある特定の
例として、ユーザは、ユーザが指定されたレベルのフィットネスを一年間又は他の所定の
時間期間維持したことを示す仮想バッジを得てもよい。別の例として、バッジは、特定数
の連続した日、月、週などのトレーニングに対して与えられてもよい。さらに別の例とし
て、業績に対してトロフィー、腕輪、メダルなどの物理的報奨が与えられてもよい。報賞
は、また、限られた時間ユーザに与えられる称号又は特別な色を含んでもよい。称号には
、「スーパースター」又は「最高スポーツ選手」があり、特別な色には、カスタマイズさ
れたホームページで使用するかユーザのアバタに着せるための通常は入手できない色が挙
げられる。ポイントと同じように、報賞は、ユーザの行動がフィジカルフィットネス又は
運動活動に有害と考えられる場合にはユーザから除去されることがある。例えば、ユーザ
は、１週間で消費されるカロリーより５００％多いカロリーを摂取した場合に「スーパー



(35) JP 2017-123191 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

スター」の称号が剥奪されることがある。別の例として、ユーザが目的、課題又は目標を
達成できなかった場合もユーザは報賞を失うことがある。
【０１１４】
　本明細書で述べた報奨を含む他の報奨が、活動ポイントの消費を必要とせずにユーザに
与えられてもよい。例えば、ユーザが、重要な中間目標に到達するか又は目標を達成した
場合に、賞品又は報奨は、イベントでのＶＩＰ扱いでもよい。したがって、ユーザの活動
に対して、対応する活動ポイント数によってだけでなく、指定された活動ポイント数が他
の形でかかる製品によって報奨が与えられてもよい。一例として、ユーザが自己最高記録
（例えば、１マイルを走る時間）を超えた場合に、ユーザに、活動ポイント及び／又は他
のタイプの報賞が与えられてもよい。
【０１１５】
（課題、目的及び目標）
　活動ポイントは、課題、目的及び目標に基づいて与えられ差し引かれてもよい。例えば
、ユーザが目的又は目標を完了した場合に、一定数の活動ポイントが与えられてもよい。
別の例として、ユーザが課題を完了したことに応じて課題に対して異なる数の活動ポイン
トが与えられてもよい。本明細書で述べたように、ユーザが課題、目的又は目標を完了で
きない場合は、ポイントが差し引かれることがある。課題、目的及び目標は、ユーザによ
って作成されてもよく、他のスポーツ選手又はコーチを含む他者によって出されてもよい
。１つ又は複数の構成として、ユーザは、課題の市場又はコミュニティを閲覧することに
よって様々な課題を調べそれに参加してもよい。招待は、ＦＡＣＥＢＯＯＫなどのソーシ
ャルネットワークサイトを介して、またＴＷＩＴＴＥＲ（登録商標）などの情報フィード
サービスを使用して送られてもよい。ユーザは、課題の各参加者の現在の進捗状況を示す
ライブスコアボ－ドを見ることによって課題の状態を確認することができる。幾つかの構
成では、ユーザは、監視装置又はパーソナルコンピュータなどの別の装置によって状況又
はスコアボ－ドを見ることができる。代替又は追加例として、課題の進捗状況又は状態に
対する更新が、ユーザの装置に自動的にプッシュされてもよい。
【０１１６】
　課題、目的及び目標は、運動活動監視システムによってユーザに提案又は推奨されても
よい。例えば、システムは、１つのトレーニングで最大走行距離の１０％達成したことを
ユーザにプッシュするように構成された課題を識別又は作成してもよい。これにより、課
題は、ユーザから収集された活動データ（詳細には、単一トレーニングでの最大走行距離
）を使用して定義されてもよい。課題は、また、ユーザの既知の関心、特徴及び好みに基
づいて選択又は作成されてもよい。一例として、ユーザに適切な課題を選択又は作成する
ために、ユーザの運動定格（例えば、ＳＰＡＲＱ定格）が使用されてもよい。
【０１１７】
　１つ又は複数の態様によれば、装置２０１（図２）や時計１０（図７Ａと図７Ｂ）など
の運動活動監視装置は、課題、目標又は目的に関するユーザの進捗の状態を視覚的に反映
させる表示を含んでもよい。一例として、表示は、課題におけるユーザの現在の位置によ
り色を変更してもよい。例えば、ユーザが第１の場所にいる場合、表示は、緑の背景を有
してもよい。しかしながら、ユーザが第２の場所にいる場合、表示は、黒又は黄の背景を
有してもよい。代替又は追加例として、様々なレベルの進捗状況を表わすために、テキス
ト、画像又は背景の明滅又は点滅、テキスト又は画像の移動、様々なアイコンなどを含む
他の視覚的特徴が修正されてもよい。課題におけるユーザの状態の更新は、課題監視サー
ビスシステムから自動的に受け取られてもよい。ユーザは、状態を手動でリフレッシュし
てもよい。ユーザは、さらに、友人や他のユーザが自分の進捗状況を追跡するためにソー
シャルネットワーク又はコミュニティサイト上に状況情報を広告又は公表するようにして
もよい。
【０１１８】
（まとめ）
　本明細書に記載された特徴の１つ又は複数を有する活動環境を提供することにより、ユ
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付けられる没入型の体験がユーザに提供される。フィットネス又は運動活動と関連がない
実世界のアイテムを購入するために使用される通貨をユーザに提供することによって、ユ
ーザは、さらに、追加の通貨を報奨として与える活動に携わるように動機付けされる。ユ
ーザは、さらに、様々なレベルのフィットネスを達成するように、ソーシャルコミュニテ
ィを介して交流し互いに挑戦してもよい。従来の運動活動の量に加えて、活動通貨を使用
することにより、ユーザは、そのフィットネスレベルと活動をより実際的な様式で見るこ
とができる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１０３　計算処理装置
　１０５　プロセッサユニット
　１０７　システムメモリ
　１１５　ネットワークインタフェース
　１１７　ハードディスクドライブ
　１１９　取り外し式光ディスクドライブ
　１２１　入力装置
　１２３　出力装置
　２０３　デジタル音楽プレーヤ
　２０５　インタフェース装置
　２０７　運動パラメータ測定装置
　２１１　入力ポート
　３０１Ａ，３０１Ｂ　センサ
　３０３　プロセッサ
　３０５　トランスミッタ
　３０７　電源
　３０９　レシーバ
　３１１　プロセッサ
　３１３　計算処理ユニット
　３１５　メモリ
　３１７　インタフェース装置
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