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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって装着されるように構成された装置であって、
　プロセッサと、
　前記ユーザの動きデータを取得すると共に、前記ユーザの地理的位置を検出するように
構成されたセンサと、
　ユーザインタフェースと、
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体と、
を備え、
　前記コンピュータ実行命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、少なくとも
　　前記ユーザの現在位置を検出し、
　　前記ユーザに装着されている間に前記センサから、前記ユーザの動きの結果として前
記センサによって生成された動きデータを取得し、
　　前記動きデータから、前記ユーザが行った身体活動の量を示すエネルギー消費メトリ
ックを計算し、
　　前記動きデータと前記エネルギー消費メトリックを、アスレチック活動の現在の活動
セッションと関連付け、
　　前記現在の活動セッションの前記エネルギー消費メトリックと、同一のアスレチック
活動の以前の活動セッションのエネルギー消費メトリックとの差を計算し、
　　前記ユーザインタフェースを用いて、前記計算された差と前記検出されたユーザの現
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在位置とに基づいて、前記ユーザを励まして前記アスレチック活動を継続させるための動
機付けメッセージを前記ユーザに伝達し、
　前記動機付けメッセージは、前記ユーザに知られていると共に、前記ユーザの所定範囲
内に存在する一以上の個人の位置と、当該一以上の個人によって現在行われているアスレ
チック活動とを含み、
　前記動機付けメッセージは、前記一以上の個人との参加が前記以前の活動セッションの
エネルギー消費メトリックを満たすか又は超えるかの確率を含んでおり、
　当該確率は、過去に前記ユーザが行った身体活動の記録に基づくものである、
装置。
【請求項２】
　前記非一時的コンピュータ可読媒体は、コンピュータ実行命令を含み、
　前記コンピュータ実行命令が、プロセッサによって実行されたとき、少なくとも、
　前記計算された差がしきい値量より小さいことを判定し、
　前記動機付けメッセージの生成において前記計算された差が前記しきい値量より小さい
という判定を用い、
　前記ユーザに伝達される前記動機付けメッセージは、前記計算された差のパーセント値
に少なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記動機付けメッセージは、前記以前の活動セッションの前記エネルギー消費メトリッ
クを超えるように前記ユーザを励ます、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記現在の活動セッションは、スポーツ試合の期間である、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　ユーザインタフェースは、表示画面を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記動機付けメッセージは、前記表示画面に表示されたグラフィカルユーザインタフェ
ース上のテキストメッセージとして伝達される、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記動機付けメッセージは、前記表示画面上に個別図形として表示される、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記動機付けメッセージは、前記以前の活動セッションの前記エネルギー消費メトリッ
クを達成するために前記アスレチック活動に参加すべき時間量を示す、請求項１に記載の
装置。
【請求項９】
　前記現在の活動セッションのエネルギー消費メトリックと前記以前の活動セッションの
エネルギー消費メトリックは、前記ユーザが燃焼するカロリー数に基づく、請求項１に記
載の装置。
【請求項１０】
　前記現在の活動セッションのエネルギー消費メトリックと前記以前の活動セッションの
エネルギー消費メトリックは、前記ユーザが移動する距離に基づく、請求項１に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記センサは、心拍数モニタを含み、
　前記現在の活動セッションのエネルギー消費メトリックと前記以前の活動セッションの
エネルギー消費メトリックは、前記ユーザの心拍数に基づく、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記装置は、前記ユーザの外肢に装着されるように構成されている、請求項１に記載の
装置。
【請求項１３】
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　装置であって、
　プロセッサと、
　前記装置のユーザの地理的位置を検出すると共に、動きデータを取得するように構成さ
れたセンサと、
　ユーザインタフェースと、
　コンピュータ可読命令を記憶するメモリと、
を備え、
　前記コンピュータ可読命令が前記プロセッサによって実行されたときに、前記装置は、
　　前記ユーザの現在位置を検出し、
　　前記センサから動きデータを取得し、
　　前記動きデータを取得する際に前記ユーザが行っているアスレチック活動の識別を受
信し、
　　前記動きデータから前記アスレチック活動の実行中における前記ユーザの強度レベル
を計算し、
　　前記計算された強度レベルと前記識別されたアスレチック活動と同一のアスレチック
活動の前記ユーザの以前の強度レベルとの差を決定し、
　　前記検出されたユーザの現在位置に基づいて、前記差がしきい値より小さい場合に動
機付けメッセージを前記ユーザに伝達し、
　前記動機付けメッセージは、前記ユーザに知られていると共に、前記ユーザの所定範囲
内に存在する一以上の個人の位置と、当該一以上の個人によって現在行われているアスレ
チック活動とを含み、
　前記動機付けメッセージは、前記一以上の個人との参加が前記以前の強度レベルを満た
すか又は超えるかの確率を含んでおり、
　当該確率は、過去に前記ユーザが行った身体活動の記録に基づくものである、
装置。
【請求項１４】
　前記計算された強度レベルは、不連続の時間期間にわたるエネルギー消費である、請求
項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記時間期間は、１時間である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記時間期間は、１日である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記動機付けメッセージは、前記プロセッサによって生成される、前記ユーザインタフ
ェース上で表示されるグラフィカルユーザインタフェース上で前記ユーザに伝達される、
請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記動機付けメッセージは、前記以前の強度レベルに達するために前記アスレチック活
動を行なうべき時間量の推奨値を含む、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュー
タ実行命令が、プロセッサによって実行されたとき、少なくとも、
　　ユーザの動きの結果としてセンサによって生成されるセンサデータを取得し、
　　前記ユーザの現在位置を検出し、
　　前記取得されたセンサデータから、アスレチック活動を行なっている前記ユーザに対
する所定の時間量にわたるエネルギー消費としての強度レベルを計算し、
　　前記計算された強度レベルが、同一のアスレチック活動の以前に記憶された強度レベ
ルのしきい値量の範囲内にあるときに、動機付けメッセージを前記ユーザに伝達するよう
に構成され、
　前記動機付けメッセージは、前記ユーザの所定範囲内に存在する一以上の個人の位置と
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、当該一以上の個人によって現在行われているアスレチック活動とを含み、
　前記動機付けメッセージは、前記一以上の個人との参加が前記以前に記憶された強度レ
ベルを満たすか又は超えるかの確率を含んでおり、
　当該確率は、過去に前記ユーザが行った身体活動の記録に基づくものである、
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記動機付けメッセージは、前記以前に記憶された強度レベルを超えるために前記アス
レチック活動に参加すべき提案時間量を含む、請求項１９に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、「Activity Recognition with Activity Reminders」と題して２０１４年２月
２８日に出願された米国特許出願第１４／１９４，１６１号に対する優先権を主張し、ま
た「Goal Motivation」と題して２０１３年８月７日に出願された米国仮特許出願第６１
／８６３，２５９号及び「Intensity Challenge」と題して２０１３年８月２３日に出願
された米国仮特許出願第６１／８６９，６１７号に対する利益を主張する。前述の出願の
全ての内容は、あらゆる非限定的な目的のため参照によりその全体が本明細書に明示的に
組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　エクササイズとフィットネスは一般的になってきており、それらの活動による利点は周
知である。フィットネスや他のアスレチック活動には、種々の技術が取り入れられている
。例えば、フィットネス活動には、ＭＰ３や他のオーディオプレイヤ、ラジオ、ポータブ
ルテレビ、ＤＶＤプレーヤ、又は他のビデオ再生装置、時計、ＧＰＳシステム、歩数計、
携帯電話、ページャー、ビーパーなどの種々様々の携帯型電子装置が利用可能である。多
くのフィットネスファン又はスポーツ選手は、エクササイズ又はトレーニングのときにそ
のような装置の１以上を使用して、例えば、自分を楽しませ、パフォーマンスデータを提
供し、他者と連絡をとる。また、そのようなユーザは、自分のアスレチック活動及びそれ
と関連したメトリックを記録することに関心を持ってきた。したがって、アスレチックパ
フォーマンス情報を検出し、記憶しかつ／又は送信するために様々なセンサが使用される
ことがある。しかしながら、アスレチックパフォーマンス情報は、単独で提案されるかア
スレチック活動全体に基づいて提案されることが多い。運動する人たちは、自分のトレー
ニング即ち毎日の活動に関する付加情報を得ることに関心をもつことがある。
【０００３】
　本開示の態様は、そのような不備の１以上に取り組む新規なシステム及び方法を対象と
する。更に他の態様は、当技術分野における他の欠点を最小にすることに関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下に、本発明の幾つかの態様の基本理解を提供するために、本開示の単純化された要
約を示す。この要約は、本発明の広範囲な概要ではない。本発明の重要又は不可欠な要素
を示すものでもなく本発明の範囲を規定するものでもない。以下の要約は、本発明の幾つ
かの概念を、後で示されるより詳しい説明の前置きとし簡略化された形で提示するに過ぎ
ない。
【０００５】
　本明細書に記載されたシステム及び方法の態様は、装置を操作するコンピュータ実施方
法に関する。装置は、ユーザの位置を受け取り、更に、ユーザによって行なわれる活動の
レベルと目標活動レベルとの差を計算してもよい。装置は、計算された差を使用して、目
標活動レベルに達するために実行されうる、ユーザに地理的に近い１つ以上の活動タイプ
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を提案する。
【０００６】
　別の態様では、この開示は、コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒
体に関し、コンピュータ実行命令は、プロセッサによって実行されたとき、ユーザが利用
可能なアスレチック機器の決定に加えて、ユーザによって行なわれる活動のレベルと目標
活動レベルとの差を計算するように構成される。ユーザが利用可能なアスレチック機器に
関する情報に加えて、計算された差を使用して、プロセッサは、目標活動レベルに達する
ためにユーザが行うべき１つ以上の活動タイプを提案する。
【０００７】
　この要約は、詳細な説明で更に詳しく後述される概念の選択を単純化された形で紹介す
るために提供される。要約は、請求された内容の重要な特徴又は不可欠な特徴を示すもの
ではなく、請求された内容の範囲を限定するために使用されるものでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】例示的な実施形態により個人用トレーニングを提供しかつ／又はユーザの身体運
動からデータを取得するように構成されうる例示的システムを示す図である。
【図２】図１のシステムの一部でもよくそのシステムと通信してもよい例示的なコンピュ
ータ装置を示す図である。
【図３】例示的実施形態によりユーザが装着可能な例示的センサ組立体を示す図である。
【図４】例示的実施形態によりユーザが装着可能な別の例示的センサ組立体を示す図であ
る。
【図５】ユーザの衣類上／内に配置された物理センサを含みかつ／又はユーザの２つの動
く身体部分の関係の識別に基づく、知覚入力の説明的位置を示す図である。
【図６】獲得した累積活動ポイント数をユーザに通知するグラフィカルユーザインタフェ
ースの例示的表示を示す図である。
【図７】活動ポイント目標情報をユーザに伝達するためのグラフィカルユーザインタフェ
ースの例示的表示を示す図である。
【図８】活動ポイント目標を達成するために活動ポイントを取得する提案を伝達するため
のグラフィカルユーザインタフェースの例示的表示を示す図である。
【図９】活動目標動機付けプロセスのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示の態様は、スポーツ選手又はユーザに日毎身体活動に関連した情報を提供するた
めのシステム及び方法に関する。一実施形態では、このユーザ活動情報は、ユーザの累積
日毎活動、及びこの累積日毎活動と１つ以上の日毎活動目標との比較に関連した情報を含
むことがある。別の態様では、活動情報は、ユーザが日毎活動レベル目標を達成するため
に自分の日毎活動をどのように補うかに関する指示、提案又はヒントを含むことがある。
他の態様では、本明細書に記載されたシステム及び方法は、ユーザ／スポーツ選手によっ
て行なわれた活動を日毎活動以外の時間スケールで検討し、ユーザが行っている活動の時
間毎、週毎、月毎若しくは年毎の活動レベル又は他の時間スケールを含むことがある。
【００１０】
　ユーザが行っている活動を監視し、分析し、フィードバックを提供するために、ユーザ
が行っている１つ以上の活動と関連した情報を受け取る１つ以上のセンサからのアスレチ
ックデータが記録されることがある。アスレチックデータは、能動的又は受動的に検出さ
れかつ／又は１つ以上の非一時的記憶媒体に記憶され、例えば計算アスレチック属性やフ
ィードバック信号などの出力を生成して指導及び／又は他の情報を提供するために使用さ
れることがある。以上その他の態様は、個人用トレーニングシステムの以下の説明的例示
の分脈で検討される。
【００１１】
　様々な実施形態の以下の記述において、添付図面を参照し、添付図面は、本明細書の一
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部を構成し、開示が実施されうる説明的な様々な実施形態によって示される。本開示の範
囲と趣旨から逸脱することなく他の実施形態を利用できまた構造的及び機能的な修正を行
えることを理解されたい。更に、この開示内の見出しは、開示の限定的態様と見なされる
べきでなく、例示的な実施形態は、例示的な見出しに限定されない。
【００１２】
Ｉ．例示的な個人用トレーニングシステム
Ａ．説明的ネットワーク
　この開示の態様は、複数のネットワークに亘って利用されることがあるシステム及び方
法に関する。この点で、特定の実施形態は、動的ネットワーク環境に適応するように構成
されてもよい。更に他の実施形態は、異なる別個のネットワーク環境で動作可能でもよい
。図１は、例示的な実施形態による個人用トレーニングシステム１００の例を示す。例示
的なシステム１００は、説明的なボディエリアネットワーク（ＢＡＮ）１０２、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）１０４、広域ネットワーク（ＷＡＮ）１０６などの１つ以
上の相互接続されたネットワークを含んでもよい。図１に示され（本開示全体にわたって
述べられ）たように、１つ以上のネットワーク（例えば、ＢＡＮ１０２、ＬＡＮ１０４、
及び／又はＷＡＮ１０６）が、重複してもよく他の形で互いを含んでもよい。説明的なネ
ットワーク１０２～１０６が、１つ以上の異なる通信プロトコル及び／又はネットワーク
アーキテクチャをそれぞれ含むことがあり、更に互い又は他のネットワークに対するゲー
トウェイを有するように構成されることがある論理的ネットワークであることを当業者は
理解されよう。例えば、ＢＡＮ１０２、ＬＡＮ１０４及び／又はＷＡＮ１０６はそれぞれ
、セルラネットワークアーキテクチャ１０８及び／又はＷＡＮアーキテクチャ１１０など
の同じ物理ネットワークアーキテクチャに機能的に接続されてもよい。例えば、ＢＡＮ１
０２とＬＡＮ１０４両方の構成要素と考えられる携帯電子装置１１２は、アーキテクチャ
１０８及び／又は１１０の１つ以上を介して、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、インター
ネットプロトコル（ＩＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）などの１つ以上の
通信プロトコルにしたがってデータ及び制御信号をネットワークメッセージに変換しその
逆に変換するように構成された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）を含んでもよい。これらのプロトコルは、当該技術分野で周知であり、こ
こではより詳細に検討されない。
【００１３】
　ネットワークアーキテクチャ１０８及び１１０は、例えばケーブル、ファイバ、衛星、
電話、セルラ、ワイヤレスなどの、任意のタイプ又はトポロジの１つ以上の情報分配ネッ
トワークを単独又は組み合わせで含んでもよく、したがって、１つ以上の有線又は無線通
信チャネル（ＷｉＦｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、近距離無線通信
（ＮＦＣ）及び／又はＡＮＴ技術を含むがこれらに限定されない）を有するように様々に
構成されてもよい。したがって、図１のネットワーク内の任意の装置（携帯電子装置１１
２や本明細書に記載された他の装置など）は、様々な論理ネットワーク１０２～１０６の
１つ以上に含まれると見なされてもよい。以上のことを念頭におき、説明的なＢＡＮ及び
ＬＡＮ（ＷＡＮ１０６に結合されることがある）の例示的な構成要素について述べる。
【００１４】
１．例示的なローカルエリアネットワーク
　ＬＡＮ１０４は、例えばコンピュータ装置１１４などの１つ以上の電子装置を含んでも
よい。コンピュータ装置１１４又はシステム１００の他の構成要素は、電話、音楽プレー
ヤ、タブレット、ネットブック又は任意の携帯装置などの移動端末を含みうる。他の実施
形態では、コンピュータ装置１１４は、メディア・プレイヤ又はレコーダ、デスクトップ
コンピュータ、サーバ、ゲームコンソール（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｘ
ｂｏｘ、ＳＯＮＹ（登録商標）Ｐｌａｙｓｔａｉｏｎ、及び／又はＮｉｎｔｅｎｄｏ（登
録商標）Ｗｉｉゲームコンソールなど）を含みうる。以上が記述のための例示的装置にす
ぎず、本開示が、任意のコンソール又はコンピューティング装置に限定されないことを当
業者は理解されよう。
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【００１５】
　コンピュータ装置１１４の設計と構造が、その意図された目的などの幾つかの因子によ
って異なることがあることを当業者は理解されよう。コンピュータ装置１１４の１つの例
示的実施態様は図２に提供され、図２は、コンピューティング装置２００のブロック図を
示す。図２の開示が、本明細書に開示された任意の装置に適用してもよいことを当業者は
理解されよう。装置２００は、プロセッサ２０２－１や２０２－２（本明細書では一般に
「プロセッサ２０２」又は「プロセッサ２０２」と呼ばれる）などの１つ以上のプロセッ
サを含んでもよい。プロセッサ２０２は、相互接続ネットワーク又はバス２０４を介して
、互い又は他の構成要素と通信することができる。プロセッサ２０２は、コア２０６－１
や２０６－２（本明細書では「コア２０６」又はより一般に「コア２０６」と呼ばれる）
などの１つ以上の処理コアを含んでもよく、処理コアは、単一集積回路（ＩＣ）チップ上
に実装されてもよい。
【００１６】
　コア２０６は、共有キャッシュ２０８及び／又は専用キャッシュ（例えば、それぞれキ
ャッシュ２１０－１及び２１０－２）を含んでもよい。１つ以上のキャッシュ２０８／２
１０は、プロセッサ２０２の構成要素による高速アクセスのために、メモリ２１２などの
システムメモリに記憶されたデータをローカルにキャッシュしてもよい。メモリ２１２は
、チップセット２１６を介してプロセッサ２０２と通信してもよい。特定の実施形態では
、キャッシュ２０８は、システムメモリ２１２の一部でもよい。メモリ２１２は、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）を限定ではなく含んでもよ
く、またソリッドステートメモリ、光学又は磁気記憶装置、及び／又は電子情報を記憶す
るために使用できる他の媒体を含んでもよい。更に他の実施形態は、システムメモリ２１
２を省略してもよい。
【００１７】
　システム２００は、１つ以上の入出力装置（例えば、入出力装置２１４－１～２１４－
３。それぞれ一般に入出力装置２１４と呼ばれる）を含んでもよい。１つ以上の入出力装
置２１４からの入出力データは、１つ以上のキャッシュ２０８，２１０及び／又はシステ
ムメモリ２１２に記憶されてもよい。入出力装置２１４はそれぞれ、任意の物理的又は無
線通信プロトコルを使用して、システム１００の構成要素と機能的に通信するように永久
的又は一時的に構成されてもよい。
【００１８】
　図１に戻ると、４つの例示的な入出力装置（要素１１６～１２２として示された）が、
コンピュータ装置１１４と通信するように示されている。当業者は、装置１１６～１２２
の１つ以上が、独立型装置でもよく、コンピュータ装置１１４だけでなく別の装置と関連
付けられてもよいことを理解するであろう。例えば、１つ以上の入出力装置は、ＢＡＮ１
０２及び／又はＷＡＮ１０６の構成要素と関連付けられるか対話してもよい。入出力装置
１１６～１２２は、例えばセンサなどのアスレチックデータ取得ユニットを含んでもよい
がこれに限定されない。１つ以上の入出力装置は、ユーザ１２４などのユーザからアスレ
チックパラメータを感知し、検出しかつ／又は測定するように構成されてもよい。例には
、加速度計、ジャイロスコープ、位置決定装置（例えば、ＧＰＳ）、光（非可視光を含む
）センサ、温度センサ（周囲温度及び／又は体温を含む）、睡眠パターンセンサ、心拍数
モニタ、画像キャプチャセンサ、水分センサ、力センサ、コンパス、角速度センサ、及び
／又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１９】
　更に他の実施形態では、入出力装置１１６～１２２は、出力（例えば、聴覚、視覚、触
覚キュー）を提供しかつ／又はスポーツ選手１２４からユーザ入力などの入力を受け取る
ために使用されてもよい。これらの説明的な入出力装置の例示的な使用を後述するが、当
業者は、そのような考察が、単にこの開示の範囲内の多くの選択肢のうちの幾つかの描写
であることを理解するであろう。更に、任意のデータ収集ユニット、入出力装置又はセン
サの参照が、本明細書に開示されかつ／又は当該技術分野で既知の１つ以上の入出力装置
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、データ収集ユニット及び／又はセンサを（個別又は組み合わせて）有することがある実
施形態を開示すると解釈されるべきである。
【００２０】
　（１つ以上のネットワークに亘る）１つ以上の装置からの情報が、様々な異なるパラメ
ータ、メトリック又は生理特性の情報を提供するために使用されてもよく（又はその情報
に利用されてもよく）、そのようなパラメータ、メトリック又は生理特性には、速度、加
速度、距離、歩数、方向、特定の身体部分若しくは対象の他のものに対する相対運動など
の動きパラメータ又は動きデータ、角速度、直線速度若しくはそれらの組み合わせとして
表されることがある他の動きパラメータ、カロリー、心拍数、汗検出、労力、酸素消費量
、酸素反応速度及び１つ以上のカテゴリ（圧力、衝撃力など）内にあることがある他のメ
トリックなどの生理的パラメータ、スポーツ選手に関する情報（身長、体重、年齢、人口
学的情報及びこれらの組み合わせ）が含まれるが、これらに限定されない。
【００２１】
　システム１００は、システム１００内で収集されるか又は他の方法でシステム１００に
提供されるパラメータ、メトリック又は生理特性を含むアスレチックデータを送信しかつ
／又は受信するように構成されてもよい。一例として、ＷＡＮ１０６は、サーバ１１１を
含んでもよい。サーバ１１１は、図２のシステム２００の１つ以上の構成要素を有しても
よい。一実施形態では、サーバ１１１は、少なくともプロセッサとメモリ（プロセッサ２
０６とメモリ２１２など）を含む。サーバ１１１は、非一時的コンピュータ可読媒体上に
コンピュータ実行命令を記憶するように構成されてもよい。命令は、システム１００内で
収集された未処理データや処理済みデータなどのアスレチックデータを含んでもよい。シ
ステム１００は、エネルギー消費ポイント（活動ポイント又は活動レベルとも呼ばれる）
などのデータを、ソーシャルネットワークウェブサイト又はホストに送信するように構成
されてもよい。サーバ１１１は、１人以上のユーザがアスレチックデータにアクセスしか
つ／又は比較可能なように利用されてもよい。したがって、サーバ１１１は、アスレチッ
クデータや他の情報に基づいて通知を送受信するように構成されてもよい。
【００２２】
　ＬＡＮ１０４に戻ると、コンピュータ装置１１４は、例示的な実施形態に関して後述さ
れる表示装置１１６、画像キャプチャ装置１１８、センサ１２０及びエクササイズ装置１
２２と機能的に通信するように示されている。一実施形態では、表示装置１１６は、特定
のアスレチック運動を行なうようにスポーツ選手１２４に視聴覚キューを提供してもよい
。視聴覚キューは、ＢＡＮ１０２及び／又はＷＡＮの装置を含む、コンピュータ装置１１
４や他の装置上で実行されるコンピュータ実行命令に応じて提供されてもよい。表示装置
１１６は、タッチスクリーン装置でもよく、ユーザ入力を受け取るように他の方法で構成
されてもよい。
【００２３】
　一実施形態では、データは、画像キャプチャ装置１１８及び／又は他のセンサ（センサ
１２０など）から取得されてもよく、これらの装置は、アスレチックパラメータを検出す
るために（及び／又は測定するために）、単独で使用されてもよく、他の装置又は記憶情
報との組み合わせで使用されてもよい。画像キャプチャ装置１１８及び／又はセンサ１２
０は、トランシーバ装置を含んでもよい。一実施形態では、センサ１２８は、赤外線（Ｉ
Ｒ）、電磁気（ＥＭ）又は音響トランシーバを含んでもよい。例えば、画像キャプチャ装
置１１８及び／又はセンサ１２０は、波形を、スポーツ選手１２４の方向を含む環境に送
信し、「反射」を受信するかそのような放出された波形の変化を他の方法で検出してもよ
い。当業者は、様々な実施形態により、多数の異なるデータスペクトルに対応する信号が
利用されうることを容易に理解するであろう。これに関して、装置１１８及び／又は１２
０は、外部ソース（例えば、システム１００ではない）から放射された波形を検出しても
よい。例えば、装置１１８及び／又は１２０は、ユーザ１２４及び／又は周囲環境から放
射されている熱を検出してもよい。したがって、画像キャプチャ装置１１８及び／又はセ
ンサ１２８は、１つ以上のサーマルイメージング装置を含んでもよい。一実施形態では、
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画像キャプチャ装置１１８及び／又はセンサ１２８は、レンジフェノメノロジーを実行す
るように構成された赤外線装置を含みうる。
【００２４】
　一実施形態では、エクササイズ装置１２２は、スポーツ選手１２４が身体運動を行なう
ことを可能にするか容易にするように構成可能な任意の装置（例えば、トレッドミル、ス
テップマシンなど）でよい。装置が固定されていなくてもよい。この点において、無線技
術によって携帯型装置の利用が可能になり、したがって、特定の実施形態により自転車や
他の移動訓練装置に利用可能となる。当業者は、装置１２２は、コンピュータ装置１１４
からリモートで実行されるアスレチックデータを含む電子装置を受け取るためのインタフ
ェースでもよくそのようなインタフェースを含んでもよい。例えば、ユーザは、スポーツ
用装置（ＢＡＮ１０２に関して後述される）を使用し、家又は機器１２２の場所に戻った
後で、アスレチックデータを要素１２２又はシステム１００の他の装置にダウンロードし
てもよい。本明細書に開示された任意の入出力装置が、活動データを受信するように構成
されてもよい。
【００２５】
２．ボディエリアネットワーク
　ＢＡＮ１０２は、アスレチックデータを受信し、送信し、又はアスレチックデータの収
集を他の方法で容易にするように構成された２つ以上の装置（受動装置を含む）を含んで
もよい。例示的な装置には、入出力装置１１６～１２２が含むがこれに限定されない当該
技術分野で知られているか本明細書に開示された１つ以上のデータ収集ユニット、センサ
又は装置が挙げられる。ＢＡＮ１０２の２つ以上の構成要素は、直接通信してもよく、更
に他の実施形態では、通信は、ＢＡＮ１０２、ＬＡＮ１０４及び／又はＷＡＮ１０６の一
部でもよい第３の装置を介して行われてもよい。ＬＡＮ１０４又はＷＡＮ１０６の１つ以
上の構成要素は、ＢＡＮ１０２の一部を構成してもよい。特定の実施態様では、携帯装置
１１２などの装置が、ＢＡＮ１０２、ＬＡＮ１０４及び／又はＷＡＮ１０６の一部である
かどうかは、スポーツ選手のモバイルセルラーネットワークアーキテクチャ１０８及び／
又はＷＡＮアーキテクチャ１１０との通信を可能にするアクセスポイントまでの近さに依
存する。また、ユーザの活動及び／又は好みが、１つ以上の構成要素がＢＡＮ１０２の一
部として利用されるかどうかに影響を及ぼすことがある。例示的な実施形態は後述される
。
【００２６】
　ユーザ１２４は、情報を収集するために使用される物理装置又は位置を含むことがある
、携帯装置１１２、靴取付型装置１２６、手首装着型装置１２８などの任意数の装置、及
び／又は検出位置１３０などの検出位置と関連付けられてもよい（例えば、所有し、携帯
し、装着しかつ／又は対話してもよい）。１つ以上の装置１１２、１２６、１２８及び／
又は１３０は、特にフィットネス又はアスレチック用に設計されていなくてもよい。実際
には、この開示の態様は、複数の装置からのデータを利用してアスレチックデータを収集
、検出及び／又は測定することに関し、それらの装置の幾つかは、フィットネス装置では
ない。特定の実施形態では、ＢＡＮ１０２（又は、他のネットワーク）の１つ以上の装置
は、特定のスポーツ用に特別に設計されたフィットネス又はスポーツ用装置を含んでもよ
い。本明細書で使用されるとき、用語「スポーツ用装置」は、特定のスポーツ又はフィッ
トネス活動中に使用されるか関係されることがある任意の対象物を含む。例示的なスポー
ツ用装置には、ゴルフボール、バスケットボール、野球ボール、サッカーボール、フット
ボール、パワーボール、ホッケー用パック、ウェイト、バット、クラブ、スティック、パ
ドル、マット及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。更に他の
実施形態では、例示的なフィットネス装置には、ゴールネット、フープ、バックボードな
どの環境自体、中線、外部境界マーカ、ベースなどのフィールドの一部分及びこれらの組
み合わせを含む、特定のスポーツが行われるスポーツ環境内の物体が含まれうる。
【００２７】
　この点に関して、当業者は、１つ以上のスポーツ用装置は、構造の一部でもよく（又は
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、構造を構成してもよく）その逆でもよく、構造が、１つ以上のスポーツ用装置を含んで
もよく、スポーツ用装置と対話するように構成されてもよいことを理解するであろう。例
えば、第１の構造は、取り外し可能でゴールポストと置き換え可能なバスケットボールゴ
ールとバックボードを含んでもよい。この点に関して、１つ以上のスポーツ用装置は、図
１～図３に関して前述されたセンサのうちの１つ以上などの１つ以上のセンサを含んでも
よく、そのようなセンサは、単独で又は１つ以上の構造と関連付けられた１つ以上のセン
サなどの他のセンサと関連して利用される情報を提供してもよい。例えば、バックボード
が、バックボード上のバスケットボールによる力と力の方向とを測定するように構成され
た第１のセンサを含んでもよく、ゴールが、力を検出する第２のセンサを含んでもよい。
同様に、ゴルフクラブは、シャフト上のグリップ属性を検出するように構成された第１の
センサと、ゴルフボールによる衝撃を測定するように構成された第２のセンサとを含んで
もよい。
【００２８】
　説明的な携帯装置１１２を見ると、この装置は、多目的電子装置でよく、例えば、カリ
フォルニア州クパチーノのＡｐｐｌｅ，Ｉｎｃ．から入手可能なＩＰＯＤ（登録商標）、
ＩＰＡＤ（登録商標）又はｉＰｈｏｎｅ（登録商標）商標装置を含む電話又はデジタル音
楽プレーヤ、ワシントン州レッドモンドのＭｉｃｒｏｓｏｆｔから入手可能なＺｕｎｅ（
登録商標）又はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓ装置が挙げられる。当該
技術分野で知られているように、デジタルメディアプレーヤは、コンピュータ用の出力装
置、入力装置及び／又は記憶装置として働くことができる。装置１１２は、ＢＡＮ１０２
、ＬＡＮ１０４又はＷＡＮ１０６において１つ以上の装置から収集された未処理又は処理
済みデータを受け取るための入力装置として構成されてもよい。１つ以上の実施形態では
、携帯装置１１２は、コンピュータ装置１１４の１つ以上の構成要素を含んでもよい。例
えば、携帯装置１１２には、前述の入出力装置１１６～１２２のいずれかなど、ディスプ
レイ１１６、画像キャプチャ装置１１８、及び／又は１つ以上のデータ収集装置が挙げら
れ、移動端末を構成するために追加の構成要素があってもなくてもよい。
【００２９】
ａ．説明的な衣服／アクセサリセンサ
　特定の実施形態では、入出力装置は、時計、アームバンド、リストバンド、ネックレス
、シャツ、靴などを含む、ユーザ１２４の衣服又はアクセサリ内に構成されるか他の方法
で関連付けられてもよい。これらの装置は、ユーザのアスレチック運動を監視するように
構成されてもよい。これらの装置は、ユーザ１２４がコンピュータ装置１１４と対話して
いる間にアスレチック運動を検出しかつ／又はコンピュータ装置１１４（又は、本明細書
で開示された他の装置）と無関係に動作してもよいことを理解されたい。例えば、ＢＡＮ
１０２における１つ以上の装置は、ユーザの接近又はコンピュータ装置１１４との対話に
関係なく活動を測定する終日活動モニタとして機能するように構成されてもよい。更に、
図３に示された知覚システム３０２と図４に示された装置アセンブリ４００が（それぞれ
以下の段落で説明される）、単に説明的な例であることを理解されたい。
【００３０】
ｉ．靴取付型装置
　特定の実施形態では、図１に示された装置１２６は、本明細書に開示されかつ／又は当
該技術分野で知られているものを含むがこれに限定されない１つ以上のセンサを含んでも
よい履物を含みうる。図３は、１つ以上のセンサ組立体３０４を提供するセンサシステム
３０２の１つの例示的実施形態を示す。組立体３０４は、例えば、加速度計、ジャイロス
コープ、位置決定構成要素、力センサ、及び／又は本明細書に開示されているか当該技術
分野で知られている他のセンサなどの１つ以上のセンサを含んでもよい。示された実施形
態では、組立体３０４は、複数のセンサを内蔵し、このセンサは、力感応抵抗器（ＦＳＲ
）センサ３０６を含んでもよいが、他のセンサが利用されてもよい。ポート３０８は、靴
の靴底構造３０９内に位置決めされてもよいが、一般に１つ以上の電子装置と通信するよ
うに構成される。ポート３０８は、必要に応じて、電子モジュール３１０と通信するよう



(11) JP 6378336 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

に提供されてよく、靴底構造３０９は、必要に応じて、モジュール３１０を収容するハウ
ジング３１１や他の構造を含んでもよい。また、センサシステム３０２は、ＦＳＲセンサ
３０６をポート３０８に接続して、ポート３０８を介したモジュール３１０及び／又は別
の電子装置との通信を可能にする複数のリード線３１２を含んでもよい。モジュール３１
０は、靴底構造内の窪み又は空所に収容されてもよく、ハウジング３１１は、窪み又は空
所内に位置決めされてもよい。一実施形態では、少なくとも１つのジャイロスコープと少
なくとも１つの加速度計は、モジュール３１０やハウジング３１１などの単一ハウジング
内に提供される。少なくとも更に他の実施形態では、動作するときに、方向情報と角速度
データを提供するように構成された１つ以上のセンサが提供される。ポート３０８とモジ
ュール３１０は、接続と通信のための相補的インタフェース３１４，３１６を含む。
【００３１】
　特定の実施形態において、図３に示された少なくとも１つの力感応抵抗器３０６は、第
１と第２の電極又は電気接点３１８，３２０と、電極３１８，３２０間に配置されて電極
３１８，３２０を電気的に接続する力感応抵抗材料３２２とを含んでもよい。力感応材料
３２２に圧力が加わったとき、力感応材料３２２の固有抵抗及び／又は導電率が変化し、
これにより電極３１８，３２０の間の電位が変化する。センサシステム３０２が、抵抗値
の変化を検出して、センサ３１６に加わる力を検出できる。力感応抵抗材料３２２は、そ
の抵抗値を圧力下で様々に変化させうる。例えば、力感応材料３２２は、材料が圧縮され
たときに減少する内部抵抗を有してもよい。更に他の実施形態は、「体積ベース抵抗」を
利用し測定されてもよく、「体積ベース抵抗」は、「スマート材料」によって実現される
ことがある。別の例として、材料３２２は、２つの力感光材料３２２の間や力感光材料３
２２と一方又は両方の電極３１８，３２０との間など、面接触度を変化させることによっ
て抵抗を変化させてもよい。幾つかの状況では、このタイプの力感応抵抗挙動は、「接触
ベース抵抗」と示されることがある。
【００３２】
ｉｉ．手首装着型装置
　図４に示されたように、装置４００（図１に示された知覚装置１２８と類似してもよく
同一でもよい）は、手首、腕、足首、首のまわりなど、ユーザ１２４によって装着される
ように構成されうる。装置４００は、装置４００の動作中に使用されるように構成された
押下式入力ボタン４０２などの入力機構を含んでもよい。入力ボタン４０２は、図１に示
されたコンピュータ装置１１４に関して述べた要素のうちの１つ以上などのコントローラ
４０４及び／又は他の電子構成要素に機能的に接続されうる。コントローラ４０４は、ハ
ウジング４０６に埋め込まれてもよく、あるいはその一部でもよい。ハウジング４０６は
、エラストマ構成要素を含む１つ以上の材料から構成されてもよく、ディスプレイ４０８
などの１つ以上のディスプレイを含んでもよい。ディスプレイは、装置４００の照明部分
と見なされうる。表示装置４０８は、ＬＥＤランプ４１０などの一連の個別照明要素又は
ランプ部材を含んでもよい。ランプは、アレイで構成され、コントローラ４０４に機能的
に接続されてもよい。装置４００は、インジケータシステム４１２を含んでもよく、イン
ジケータシステム４１２は、また、ディスプレイ４０８全体の一部又は構成要素と見なさ
れうる。インジケータシステム４１２は、ディスプレイ４０８（複数の画素要素４１４を
有することがある）と関連して動作し点灯してもよく、ディスプレイ４０８と完全に別個
でもよい。また、インジケータシステム４１２は、複数の追加照明要素又はランプ部材を
含んでもよいが、例示的実施形態では、ＬＥＤランプの形をとってもよい。特定の実施形
態では、インジケータシステムは、１つ以上の目標の実現を表わすために、インジケータ
システム４１２の照明部材の一部分を照明することなどによって、目標の可視指示を提供
しうる。装置４００は、ディスプレイ４０８及び／又はインジケータシステム４１２によ
って、ユーザの活動に基づいてユーザが獲得した活動ポイント又は通貨によって表された
データを表示するように構成されてもよい。
【００３３】
　締結機構４１６が外されてもよく、装置４００が、ユーザ１２４の手首又は一部分のま
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わりに位置決めされてもよく、次に締結機構４１６が、係合位置にされてもよい。一実施
形態では、締結機構４１６は、コンピュータ装置１１４（装置１２０及び／又は１１２な
ど）と対話するために、ＵＳＢポートを含むがこれに限定されないインタフェースを含ん
でもよい。特定の実施形態では、締結部材は、１つ以上の磁石を含んでもよい。一実施形
態では、締結部材は、可動部がなく、全く磁力に依存してもよい。
【００３４】
　特定の実施形態では、装置４００は、センサ組立体（図４に示されていない）を含んで
もよい。センサ組立体は、本明細書に開示されかつ／又は当該技術分野で既知のものを含
む複数の異なるセンサを含んでもよい。例示的実施形態では、センサ組立体は、本明細書
に開示されるか当該技術分野で既知のセンサに対する機能接続を含むか機能接続を可能に
してもよい。装置４００及び／又はそのセンサ組立体は、１つ以上の外部センサから得ら
れたデータを受け取るように構成されてもよい。
【００３５】
ｉｉｉ．衣服及び／又は身体位置検出
　図１の要素１３０は、センサ、データ収集ユニット、他の装置などの物理装置と関連付
けられることがある例示的な知覚位置を示す。更に他の実施形態では、画像キャプチャ装
置（例えば、画像キャプチャ装置１１８）などによって、本体部分又は領域の特定位置が
監視されてもよい。特定の実施形態では、要素１３０は、センサを含んでもよく、その結
果、要素１３０ａ及び１３０ｂは、運動服などの衣服に組み込まれたセンサでよい。その
ようなセンサは、ユーザ１２４の身体の任意の所望の位置に配置されてもよい。センサ１
３０ａ／ｂは、ＢＡＮ１０２、ＬＡＮ１０４及び／又はＷＡＮ１０６の１つ以上の装置（
他のセンサを含む）と（例えば、無線で）通信してもよい。特定の実施形態では、受動的
検出面が、画像キャプチャ装置１１８及び／又はセンサ１２０によって放射された赤外線
などの波形を反射してもよい。一実施形態では、ユーザ１２４の衣服に配置された受動的
センサは、波形を反射しうるガラス又は他の透明若しくは半透明面で作成されたほぼ球状
の構造物を含んでもよい。様々な種類の衣服を利用可能であり、所定の種類の衣服は、適
切に装着されたときにユーザ１２４の身体の特定部分の近くに配置されるように構成され
た特定のセンサを有する。例えば、ゴルフ用衣服は、第１の構成で衣服上に位置決めされ
た１つ以上のセンサを含みうるが、サッカー用衣服は、第２の構成で衣服上に位置決めさ
れた１つ以上のセンサを含んでもよい。
【００３６】
　図５は、知覚入力の説明的位置（例えば知覚位置１３０ａ～１３０ｏを参照）を示す。
この点について、センサは、ユーザの衣服上／内に配置された物理センサでよく、更に他
の実施形態では、センサ位置１３０ａ～１３０ｏは、２つの動く身体部分の間の関係の識
別に基づいてもよい。例えば、センサ位置１３０ａは、画像キャプチャ装置１１８などの
画像キャプチャ装置によってユーザ１２４の動きを特定することによって決定されてもよ
い。したがって、特定の実施形態では、センサは、特定の位置（センサ位置１３０ａ～１
３０６ｏなど）に物理的に配置されなくてもよく、他の位置から収集された画像キャプチ
ャ装置１１８や他のセンサデータなどによって、その位置の特性を検出するように構成さ
れてもよい。この点に関して、ユーザの身体の全体形状又は一部分が、特定の身体部分の
識別を可能にすることがある。画像キャプチャ装置が利用されるか、ユーザ１２４上に配
置された物理センサが利用されるか、他の装置（知覚システム３０２など）からのデータ
が使用されるか、装置組立体４００及び／又は本明細書に開示されたか当該技術分野で既
知の他の装置又はセンサが利用されるかに関係なく、センサは、身体部分の現在位置を検
出しかつ／又は身体部分の動きを追跡可能である。一実施形態では、位置１３０ｍに関す
る知覚データは、ユーザの重心（質量中心とも呼ばれる）の決定に利用されることがある
。例えば、位置１３０ｍ～１３０ｏのうちの１つ以上に対する位置１３０ａと位置１３０
ｆ／１３０ｌとの関係を利用して、ユーザの重心が垂直軸方向に持ち上げられたか（ジャ
ンプの際など）、ユーザが膝を曲げ縮めることによってジャンプの「ふり」をしようとし
ているかを判定可能である。一実施形態では、センサ位置１３０ｎは、ユーザ１２４の胸
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骨のまわりに配置されてもよい。同様に、センサ位置１３０ｏは、ユーザ１２４の臍（na
val）の近くに配置されてもよい。特定の実施態様では、センサ位置１３０ｍ～１３０ｏ
からのデータを（単独又は他のデータと組合せで）利用して、ユーザ１２４の重心を決定
してもよい。更に他の実施形態では、ユーザ１２４の向き及び／又はユーザ１２４の胴体
のねじれなどの回動力を決定する際に、センサ１３０ｍ～１３０ｏなどの複数のセンサ位
置の関係が利用されてもよい。更に、位置などの１つ以上の位置がモーメント中心位置と
して利用されてもよい。例えば、一実施形態では、位置１３０ｍ～１３０ｏのうちの１つ
以上が、ユーザ１２４のモーメント中心位置の点として働いてもよい。別の実施形態では
、１つ以上の位置が、特定の身体部分又は領域のモーメント中心として働いてもよい。
【００３７】
　図６は、指定された時間期間中に獲得された活動ポイント又はエネルギー消費ポイント
の累積数をユーザに通知するグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）の例示的表示
を示す。図１に関して考察されたように、システム１００は、ユーザによって実行された
１つ以上の活動と関連付けられた活動ポイントを計算する１つ以上のプロセスを実行して
もよい。一実施形態では、活動ポイントは、身体活動中にユーザによって燃焼されたカロ
リーに関連するが、システム１００は、活動の任意の定量化可能な特徴を使用して活動ポ
イントを計算してもよい。そのような特徴には、例えば、所定の活動を行なうために費や
した合計時間、活動中に移動した合計距離、活動期間中に歩いた合計歩数、又はこれらの
組み合わせが含まれうる。活動ポイントは、システム１００と関連付けられた１つ以上の
センサが受け取った活動データ情報から導出されてもよい。図１～図５に関連して考察し
たように、１つ以上のセンサは、例えば、手首装着型装置１２８／４００、靴取付型装置
１２６、身体取付型装置１３０ａ～１３０ｏ、携帯型電子装置１１２、又はこれらの組み
合わせに配置されてもよい。
【００３８】
　一実施態様では、システム１００の１つ以上の要素は、身体活動期間中にユーザが獲得
した活動ポイント合計を計算する１つ以上のプロセスを実行してもよい。例えば、ユーザ
と関連付けられた１つ以上のセンサから受け取った活動データ情報が、サーバ１１１に伝
達されて、サーバ１１１は、活動データを収集し、その活動データと関連付けられた活動
ポイント数を計算する。別の例では、装置１１２、１１４、１２６及び１２８又は１３０
ａ～１３０ｏの１つ以上が、センサデータを受け取り、受け取ったセンサデータから１つ
以上の活動ポイントを計算してもよい。別の実施態様では、累積活動ポイント数は、シス
テム１００内のリモート装置によって計算され、例えばＢＡＮ（１０２）、ＬＡＮ（１０
４）、ＷＡＮ（１０６）などのネットワークを介して、装置１１２、１１４、１２６、１
２８又は１３０ａ～１３０ｏのうちの１つ以上に伝達されてもよい。更に、一例では、１
つ又は装置１１４、１２６、１２８又は１３０ａ～１３０ｏなどの装置は、単体装置／機
器でもよく、１つ以上のプロセッサ、センサ、ユーザインタフェースなどに対応するよう
に構成された単体装置を含んでもよい。
【００３９】
　エネルギー消費の計算は、１つ以上の様々な方法を使用して行なわれうる。特定の実施
形態は、ユーザの身体運動を分類してもよい。例えば、１つ以上の活動が分類されてもよ
い。システムは、ユーザの活動を分類するために前述のセンサの１つ以上から受け取った
データを処理してもよい。例えば、システムは、センサ信号を、選択された活動に対応す
る１つ以上の信号又は活動「テンプレート」又は「シグニチャ」と比較してもよい。特定
の実施形態では、テンプレートは、センサをユーザに取り付け、ユーザが様々な活動を行
なったときに生成された信号を監視することによって作成されてもよい。特定の実施形態
によれば、活動は、ユーザ１２４に固有の活動テンプレートと関連付けられてもよい。１
つのそのような実施形態では、ユーザ１２４は、特定の活動に特定のテンプレートが割り
当てられていない限り、その活動にデフォルトテンプレートを割り当ててもよい。したが
って、ユーザ１２４は、テンプレートがユーザ及び／又は活動により固有なものになるの
で、デフォルトテンプレートよりも正確な活動テンプレートを作成するか受け取ってもよ
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い（但し、作成するか受け取ることが必須ではない）。ユーザ１２４は、１つ以上の事前
定義され又は未定義の活動のテンプレートを作成する選択肢を有することがある。特定又
は他の新しいテンプレートが、ユーザコミュニティで共有されてもよい。共有テンプレー
トは、様々なセンサに基づいてもよい。幾つかの実施形態では、テンプレートは、様々な
センサと共に使用するように改良又は調整されてもよい。例えば、靴取付型センサと共に
使用するために作成されたテンプレートは、手首装着型センサと共に使用するように改良
されてもよい。
【００４０】
　複数の様々なセンサのうちの１つ以上から得られたデータから、活動テンプレートが作
成されてもよい。例えば、第１組のセンサ（例えば、センサ１２６及び１２８）が、第１
の活動テンプレートの形成又は改良に利用されてもよく、一方、第２組のセンサ（例えば
、センサ１３８、及び携帯型電子装置１１２に含まれるセンサ）が、第２の活動テンプレ
ートの形成又は改良に利用されてもよい。更に他の実施形態では、第３組のセンサが、ユ
ーザ１２４と同じ活動テンプレートを形成するために利用されずに、第２のユーザ（例え
ば、ユーザ１２４ではない）の第１の活動テンプレートの作成に利用されてもよい。した
がって、特定の実施形態によれば、１）異なるユーザ用の同一活動テンプレート、及び／
又は２）同一ユーザ用の異なる活動テンプレートのいずれかのために特定のセンサからの
データを受け取る必要はない。
【００４１】
　一実施形態では、手首取付型加速度計（多軸加速度計でよい）が、ユーザに取り付けら
れ、例えばユーザが走り歩くときの加速度計出力に基づく信号テンプレートが作成されて
もよい。テンプレートは、使用されるセンサの機能及び／又はセンサの位置でよい。幾つ
かの実施形態では、単一信号（又は値）は、複数信号（又は値）を組み合わせることによ
って作成される。例えば、３軸加速度計の３つの出力を合算するか他の方法で組み合わせ
て、１つ以上の信号を作成してもよい。例示的な実施形態は、信号、複数信号又は信号の
組み合わせを１つ以上のテンプレートと比較することを含んでもよい。幾つかの実施形態
では、全ての活動の分類を試みる最良適合手法が実施されてもよい。他の実施形態では、
信号、複数信号又は信号の組み合わせが十分にテンプレートと適合しない場合、活動は、
分類されないままでよい。幾つかの実施形態は、ランニングとウォーキング用のテンプレ
ートだけを利用してもよく、ユーザが走っているか歩いているかを判定するために最良優
先手法が使用される。
【００４２】
　特定の実施形態は、ユーザの活動又は動きを運動カテゴリ（例えば、ランニング、ウォ
ーキング、サッカー）などに分類せず、データを分類せずにエネルギー消費量を決定する
だけでもよい。一実施態様では、トレーニングデータを使用して、例えば、ユーザの性別
、体重及び／又は身長などの１つ以上の個人固有の特徴に（少なくとも部分的に）基づい
て酸素消費量を予測するために、１つ以上のモデル（エキスパート、又はエキスパートモ
デルとも呼ばれる）を構成してもよい。したがって、装置１１２、１２６、１２８、１３
０及び／又は４００などの装置と関連付けられた１つ以上のセンサからの情報を使用して
、１つ以上の属性を計算可能である。更に、計算された属性が、１つ以上の構成モデルと
関連付けられた属性と比較され、それにより、ユーザによって消費される酸素量を予測す
ると同時に計算された属性に対応する動き信号（センサ出力値）を出力するために使用さ
れる。例えば、ユーザは、センサ装置を外肢に装着している間にサッカー試合などの活動
を行なうことがある。次に、センサ装置は、センサ値を出力し、センサ値は、１つ以上の
属性を計算するために処理されることがある。次に、１つ以上の計算された属性が、１つ
以上のモデルと関連付けられた１つ以上の属性と比較されてもよく、サッカーが行われて
いる間にユーザによって消費される酸素量の推定が行われてもよい。更に、消費されてい
る酸素量の前記推定を使用して、サッカーをしているユーザによるエネルギー消費値を推
定してもよい。
【００４３】
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　一実施態様では、携帯型電子装置１１２は、指定時間期間６０４中にユーザが獲得した
合計又は累積活動ポイント数６０２を伝達するＧＵＩ６００を表示してもよい。別の実施
態様では、ユーザは、ＧＵＩ６００と対話して獲得活動ポイント数６０２と関連した情報
を受け取ってもよく、この関連情報には、例えば、行われた活動のタイプ又は活動が行わ
れた１つ以上の場所が含まれる。ＧＵＩ６００との対話が、任意の従来の手段でよいこと
を当業者は容易に理解するであろう。例えば、携帯型電子装置１１２が、容量性スクリー
ンを備えてもよく、ユーザが、１本以上の指で容量性スクリーンの１つ以上の部分にタッ
チすることによってＧＵＩ６００と対話してもよい。他の例では、ＧＵＩ６００との対話
は、１個以上の制御ボタンによるものでもよい。更に、ＧＵＩ６００が、追加又は代替と
して、システム１００と関連した他の装置の中でも１つ以上の装置１１４、１２６、１２
８又は１３０ａ～１３０ｏに表示されてもよいことを当業者は理解するであろう。更に、
ＧＵＩ６００が、活動ポイント情報をユーザに伝えるためのグラフィカルユーザインタフ
ェースの例示的実施形態であり、本明細書に記載された開示の範囲から逸脱しないＧＵＩ
６００の他の代替実施形態が使用されうることを理解するであろう。
【００４４】
　図７は、活動ポイント目標情報（活動レベル目標情報とも呼ばれる）をユーザに伝える
ためのＧＵＩ７００の例示的表示である。したがって、ＧＵＩ７００は、１つ以上の所定
の目標ポイントを達成するために、指定された時間期間中の身体活動総量を増やすように
ユーザを動機付けるために使用されうる。１つの実施態様では、ＧＵＩ７００が、携帯型
電子装置１１２に表示されてもよいが、図６によりＧＵＩ６００に関して述べたように、
ＧＵＩ７００は、システム１００から１つ以上の代替又は補助装置に表示されてもよい。
詳細には、ＧＵＩ７００は、目標状況インジケータ７０２を含む。一実施形態では、目標
状況インジケータ７０２は、ユーザが獲得した活動ポイント数が増えるにつれて動的に埋
まる棒グラフである。図７の例示的な実施形態では、目標状況インジケータ７０２は、現
在活動ポイント数インジケータ７０６と、目標活動ポイント数インジケータ７０４とを有
する。しかしながら、目標状況インジケータ７０２が、現在累積身体活動ポイント数と目
標身体活動ポイント数との関係を表わすために任意の適切な図、記号又は文字を使用して
実施されてもよいことは当業者に明らかであろう。ＧＵＩ７００は、更に、目標活動ポイ
ント数に対する現在累積活動ポイント数に関連した１つ以上の情報ポイントをユーザに伝
えるメッセージフィールド７１０を有する。このように、メッセージフィールド７１０を
使用して、所定の目標活動ポイント数を達成するために１つ以上の身体活動に参加し続け
るようにユーザを励ます１つ以上の動機付けメッセージ／リマインダをユーザに伝えるこ
とが可能である。メッセージフィールド７１０（リマインダフィールド７１０とも呼ばれ
る）によって伝えられる動機付けメッセージは、例えば、パーセント値が例えば８０％よ
り大きいときの現在累積活動ポイント数と目標活動ポイント数との比率に対応するパーセ
ント値を含んでもよい。別の実施態様では、メッセージフィールド７１０によって伝えら
れる動機付けメッセージは、身体活動分数がしきい値（例えば、３０分でもよい）より低
いときに、目標活動ポイント数を達成するために活動ポイント数を獲得可能な身体活動分
数を含んでもよい。更に、メッセージフィールド７１０は、所定の時間期間に目標活動ポ
イント数を達成するためにユーザが１つ以上の身体活動に参加し続ける可能性を高める種
々様々な代替動機付けメッセージを伝えてもよい。更に、メッセージフィールド７１０は
、目標状況インジケータ７０２などのＧＵＩ７００の他の要素と別にユーザに伝えられて
もよい。
【００４５】
　ＧＵＩ７００は、対話フィールド７０８を含んでもよく、ユーザが対話フィールド７０
８を選択したとき、ユーザには、目標活動ポイント数７０４を達成する活動ポイントを獲
得するための１つ以上の提案が提示される。そのような１つ以上の提案について、図８を
参照して更に詳細に述べられる。
【００４６】
　図８は、活動ポイント目標を達成する活動ポイントを獲得するための１つ以上の提案を
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伝えるＧＵＩ８００の例示的表示を概略的に示す。ＧＵＩ８００は、１つの例示的実施態
様では、携帯型電子装置１１２に表示されてもよいが、代替として、ＧＵＩ８００は、例
えばシステム１００と関連付けられた１つ以上の装置１１４、１２６、１２８又は１３０
ａ～１３０ｏに表示されてもよい。ＧＵＩ８００は、ローカル活動マップ８０２を含んで
もよく、マップ８０２は、携帯型電子装置１１２と関連付けられたＧＰＳセンサから受け
取った位置データに基づいて生成されてもよい。マップ８０２は、マップの中心に現在位
置８０４に表示し、１つ以上の活動が行なわれることがある１つ以上の近傍位置を表示し
てもよい。図８の例示的実施形態では、マップ８０２は、ユーザの現在位置から０．３マ
イルのテニスコースと、ユーザの現在位置から０．５マイルのバスケットボールコートを
表示す。
【００４７】
　一実施態様では、マップ８０２に表示される活動は、ＧＵＩ８００のユーザが既知の関
係を有する１人以上の他の個人と関連付けられてもよい。そのような既知の関係は、シス
テム１００によって、ユーザと関連付けられた１つ以上のオンラインソーシャルネットワ
ークを検索する１つ以上のプロセスを実行することによって構築されてもよい。このよう
にして、ユーザの１人以上の「友人」がその位置と現在活動を、システム１００を介して
ＧＵＩ８００のユーザと共有してもよい。別の実施態様では、マップ８０２は、１つ以上
の特定のスポーツに参加するユーザの好みに基づいて、ユーザの現在位置から所定の距離
の範囲内の１つ以上の活動を提案してもよい。更に別の実施態様では、マップ８０２は、
ユーザが知らない参加者数に基づいて１つ以上の活動を提案してもよい。このようにして
、マップ８０２は、例えば「ピックアップ」ゲーム（ユーザが知らない参加者に参加させ
るゲーム）に参加するための１つ以上の位置を提案してもよい。別の実施形態では、マッ
プ８０２は、ユーザの所有するアスレチック機器に基づいて、１つ以上の活動と関連付け
られた１つ以上の位置を表示してもよい。このようにして、例えば、ユーザがバスケット
ボールスニーカを履いているとき、システム１００は、例えば、ＧＵＩ８００によってバ
スケットボールに関連した活動を提案してもよい。ユーザが所有するスポーツ用品のタイ
プに関する情報は、図１に関して述べたように、１つ以上の靴装着型装置１２６などのシ
ステム１００と関連付けられた１つ以上のセンサによって伝達されてもよい。このように
して、１つ以上のセンサ対応スポーツ用品／装置が、１つ以上のスポーツ／アスレチック
活動と関連付けられた用品をユーザが所有することを示す信号を携帯型電子装置１１２に
伝達してもよい。あるいは、ユーザと関連付けられたスポーツ用品が、システム１００に
よってメモリ２０２などのメモリに記録されてもよく、その結果、ユーザによってデータ
ベースに入力されたデータに基づいて、ユーザと関連付けられたスポーツ用品のデータベ
ースが保持され、スポーツ用品は、センサ対応でなくてもよい。
【００４８】
　ＧＵＩ８００は、更に、活動ポイント目標を達成する活動ポイントを獲得するためにユ
ーザによって行なわれることがある１つ以上の活動を提案するための情報フィールド８０
６を含んでもよく、情報フィールド８０６に提案された活動は、ユーザの現在位置に対す
る１人以上の他の個人又はスポーツ施設の近さに基づかなくてもよい。このようにして、
情報フィールド８０６は、ユーザの所有するスポーツ用品に基づいて１つ以上の活動を提
案してもよい。情報フィールド８０６、及び、マップ８０２は、過去にユーザによって行
なわれ、メモリ２０２などのメモリに記録された１つ以上の活動に基づいて１つ以上の活
動を提案してもよい。更に、情報フィールド８０６とマップ８０２が、位置データに加え
て、例えば、参加者数及びスポーツ施設の利用可能性と関連したデータ並びにユーザが利
用可能なスポーツ用品に関連したデータを含むことがある複数のデータタイプ、とりわけ
ユーザ閲覧習慣に基づく提案に基づいて、１つ以上の活動をユーザに提案してもよく、Ｇ
ＵＩ８００が、例えば、ユーザがテレビで見ているかユーザがインターネットで探してい
るスポーツと関連付けられた１つ以上の身体活動を提案できることは、当業者に容易に理
解されるであろう。
【００４９】
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　更に、情報フィールド８０６とマップ８０２は、１つ以上の活動タイプ提案と関連した
１つ以上の身体活動持続時間に基づいて獲得できる推定活動ポイント数を示してもよい。
１つ以上の身体活動持続時間と関連付けられた１つ以上の推定活動ポイント数は、活動ポ
イント目標を達成するためにユーザと関連付けられた不足活動ポイント数に基づいてもよ
い。例えば、ユーザが、日毎活動ポイント目標を達成するために５０活動ポイントを必要
とする場合、マップ８０２又は情報フィールド８０６に表示される推定活動ポイント数が
、約５０活動ポイントに対応する身体活動持続時間と関連付けられてもよい。
【００５０】
　図９は、活動目標動機付けプロセス９００のフローチャートである。プロセス９００は
、所定の時間期間に目標ポイント数を達成する活動ポイント又はエネルギー消費ポイント
を獲得するためにユーザによって行なわれるべき１つ以上の身体活動を提案するために実
行されることがある。この時間期間は、例えば、時間毎、日毎、週毎、月毎、又は年毎の
活動ポイント目標でよい。更に、プロセス９００は、図１に関して述べたように、システ
ム１００と関連付けられた１つ以上の装置によって実行されてもよい。以下の開示では、
プロセス９００は、携帯型電子装置１１２に関して述べるが、当業者は、プロセス９００
が、システム１００と関連付けられた装置１１４、１２６、１２８又は１３０ａ～１３０
ｏなどの複数の様々な装置によって実行されうることを理解するであろう。
【００５１】
　プロセス９００は、ブロック９０２で、ユーザの現在位置を特定する位置情報を受け取
る。図６と図７に関して述べたように、この位置情報は、携帯型電子装置１１２と関連付
けられたＧＰＳセンサから受け取ってもよい。しかしながら、他の実施態様では、位置情
報を、例えば、携帯型電子装置１１２へのインターネット接続と関連付けられたＩＰアド
レス、携帯型電子装置１１２へのセルラ通信と関連付けられた無線信号、又は地理的位置
を指定する携帯型電子装置１１２へのユーザ入力に基づいて受け取ってもよい。ブロック
９０４では、プロセス９００は、指定時間期間中にユーザが獲得した累積活動ポイント数
と関連したデータを受け取り、獲得した活動ポイント数は、ユーザが行なった総身体活動
量に対応する。あるいは、ブロック９０４で、プロセス９００は、１つ以上のセンサから
受け取った活動データに基づいてユーザが獲得した１つ以上の活動ポイントを計算又は決
定してもよく、１つ以上のセンサは、図１からの１つ以上の装置１１２、１１４、１２６
、１２８又は１３０ａ～１３０ｏと関連付けられてもよい。更に、ブロック９０４で、プ
ロセス９００は、活動ポイント目標と関連付けられたデータを受け取ってもよく、活動ポ
イント目標は、指定時間期間中にユーザが行なった目標身体活動量に対応する。ブロック
９０４は、活動ポイント目標とユーザが獲得した現在累積活動ポイント数との数値差に対
応する不足活動ポイント数の計算を含んでもよい。
【００５２】
　したがって、一例では、活動ポイント数は、第１の時間期間にユーザの身体運動の結果
として生成されたセンサデータに基づいて決定／計算されてもよい。この決定は、一例で
は、プロセス９００のブロック９０４で実行されてもよい。更に、この活動ポイントのこ
の活動数が、開始時点からユーザによって収集された累積活動ポイント数に追加されても
よい。更に、第１の時間期間に獲得／得られた活動ポイント数が、目標活動ポイント合計
と比較されてもよく、目標活動ポイント合計が、第２の時間期間と関連付けられてもよい
。したがって、１つの特定の例では、開始時間は、ｔ＝０秒でよい。第１の時間期間は、
１０秒でよい。第２の時間期間は、ｔ＝０秒からｔ＝３０秒の３０秒間でよく、１０秒の
第１の期間が、第２の期間（例えば、ｔ＝８からｔ＝１８秒など）の範囲内に含まれても
よい。当業者は、特定の時間期間の持続時間が、この開示を制限せず、第１の期間、第２
の期間及び開始時点が、任意の時間長、任意の時刻などでよいことを理解するであろう。
【００５３】
　プロセス９００のブロック９０６は、アスレチック活動と関連付けられた１つ以上のユ
ーザ好みを特定する。これらのユーザ好みは、１つ以上のアスレチック活動に参加するユ
ーザが知る他の個人と関連した情報を含んでもよい。例えば、ユーザが知る１人以上の個
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人が、自分の場所と現在行われているアスレチック活動を伝えてもよく、その結果、ユー
ザは、例えば、特定スポーツと関連付けられた組織ゲームに参加する機会を得る。ユーザ
好みは、更に、過去にユーザによって行なわれたアスレチック活動と関連した情報を含ん
でもよい。このようにして、システム１００は、ユーザが関心のあるスポーツのデータベ
ースをメモリ２１２に保持してもよい。更に、ユーザ好みは、ユーザが所有、装着又は所
持するアスレチック機器に基づいてもよい。このようにして、システム１００は、ユーザ
が所有／所持する製品に基づいてユーザが関心のある活動のデータベースをメモリ２１２
に保持してもよい。
【００５４】
　ブロック９０８は、活動ポイント目標を達成するためにユーザによって行なわれること
がある１つ以上の活動を特定する。この特定は、確立されたユーザ位置及びユーザと関連
付けられた特定の活動好みに加えて、活動ポイント目標とユーザが獲得した現在累積活動
ポイント数との活動ポイント差に基づいてもよい。このようにして、ブロック９０８は、
ユーザの現在位置の所定の範囲／近傍内でユーザによって行なわれることがある１つ以上
のアスレチック活動を特定してもよい。しかしながら、代替実施形態では、ブロック９０
８は、活動ポイント目標を達成するためにユーザによって行なわれることがある１つ以上
の活動を特定してもよく、特定された活動は、ユーザの現在位置に対する近さに基づかな
い。
【００５５】
　一例では、ブロック９０８は、活動セッションの活動ポイント目標を達成するためにユ
ーザによって行なわれうる１つ以上の活動を特定する。したがって、ブロック９０８は、
例えば、現在活動セッションのエネルギー消費メトリックと、同じアスレチック活動の以
前の活動セッションのエネルギー消費メトリックとの差（不足）を計算することを含んで
もよい。
【００５６】
　ブロック９１０で、システム１００は、活動提案を特定するデータをユーザに送信して
もよい。一実施形態では、そのような提案は、図８によるＧＵＩ８００などのグラフィカ
ルユーザインタフェースによってユーザに伝達されてもよい。ユーザに伝達される情報は
、順序付け又は格付けされてもよく、その結果、例えば、ユーザの関心が高いことが分か
っている身体活動が優先的にユーザに表示される。例えば、プロセス９００は、ユーザが
バスケットボール試合に参加した回数に基づいて、ユーザがバスケットボールのスポーツ
を好むことを決定してもよい。これに応じて、プロセス９００は、ブロック９１０で、バ
スケットボールに関連した活動提案を優先的に表示してもよい。このようにして、プロセ
ス９００は、所定の活動ポイント目標を達成するために更に他の身体活動に参加するよう
にユーザに動機付けする可能性が高くなる。別の実施態様では、プロセス９００は、活動
ポイント目標に対するユーザの累積活動ポイント数を達成するために、推定活動持続時間
に基づいて活動提案を格付けしてもよい。したがって、ユーザに対する動機付けメッセー
ジは、活動期間に活動目標を達成するのに十分な活動ポイントを獲得するだけの時間が活
動期間内にある可能性に基づいて、１つ以上の身体活動を格付けしてもよい。一例では、
活動期間は、半時間、１時間、１日、１週間、１か月又は任意の他の時間期間でよい。一
例では、１つ以上の身体活動の格付けは、装置１１４、１２６、１２８又は１３０ａ～１
３０ｏなどの一体装置内のプロセッサによって実行されてもよい。したがって、一例では
、ランキングは、ユーザが所定の身体活動に参加し、活動ポイント目標を達成する活動ポ
イント数が取得された（例えば、計算された／ユーザに与えられた）確率（可能性）を決
定してもよい。この確率は、例えば、１つ以上の身体活動を行なうスポーツ施設に対する
ユーザの近さ、活動ポイント目標を達成するために活動期間中に残された時間長、及び過
去にユーザが行なった身体活動の記録に基づいてもよい。このようにして、以前の時間期
間にユーザが行なった身体活動記録に基づいて、ユーザが第１の活動ポイント量を一貫し
て得る第１の活動を、ユーザが第２のきわめて変化しやすい活動ポイント量を獲得する第
２の活動よりも偏重する（より高位に格付けする）可能性がある。１つの特定の例では、
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格付けは、例えば、ユーザが１時間当たり１００＋／－１０活動ポイントを一貫して獲得
する第１の活動を、ユーザがユーザ活動記録から１時間当たり１１０＋／－９０活動ポイ
ントを獲得する第２の活動より高く格付けすることがある。
【００５７】
　更に、ブロック９１０は、活動ポイント目標を達成するために身体活動を続けるように
ユーザを動機付ける１つ以上の情報ポイントを伝達してもよい。そのような情報ポイント
は、例えば、目標活動ポイント数に対するユーザの現在累積活動ポイント数の説明、又は
現在累積活動ポイント数と活動ポイント目標との差を達成するのに十分な１つ以上の推定
持続時間を含むことがある。
【００５８】
　プロセス９００は、活動監視装置で実施されてもよい。そのような活動監視装置は、活
動監視装置として動作するように構成された汎用コンピュータ又はモバイル装置でもよく
、この機能のために特別に設計された装置でもよい。
【００５９】
　活動監視装置は、ユーザの位置（ブロック９０２）及び／又は例えばユーザの所有する
アスレチック機器に基づくユーザのアスレチック活動好み（ブロック９０６）に関する情
報を決定又は受け取るように構成されたコンテキスト識別モジュールを有してもよい。
【００６０】
　ブロック９０４で、活動監視装置は、更に、不足活動ポイント数を計算する不足決定モ
ジュールを含んでもよい。
【００６１】
　活動提案モジュールは、ブロック９１０で、不足決定モジュールによって決定された差
と、ユーザの位置及び／又はアスレチック活動の好みに関するコンテキスト識別モジュー
ルによって提供された情報とに基づいて、活動提案を特定するデータをユーザに送信して
もよい。
【００６２】
　コンテキスト情報は、ユーザの状況（即ち、位置、好み、機器資源などに関する）に基
づいて導出されてもよい。コンテキスト情報を使用して、ユーザが自分の活動ポイント目
標を達成するのに適した活動を提案できる。これは、自動又は半自動で行なわれ、したが
ってユーザが適切な活動を広範囲に調べる必要がなくなる。したがって、ユーザは、ユー
ザによる最小入力により、適切な活動をより素早く特定できる。したがって、関連装置の
データ処理量と消費電力を削減できる。更に、データ入力要件が低下したとき、装置は、
そのような複雑な入力システムを備えなくてもよい。これにより、装置の複雑さ、コスト
、信頼性、耐久性及び／又は電力消費が減少することがある。
【００６３】
　上記の態様のいずれにおいても、様々な特徴は、ハードウェアで実施されてもよく、１
つ以上のプロセッサ上で動作するソフトウェアモジュールとして実施されてもよい。１つ
の態様の特徴は、他の態様のいずれに適用されてもよい。
【００６４】
　本明細書に記載された方法のいずれかを実行するためのコンピュータプログラム又はコ
ンピュータプログラム製品、及び本明細書に記載された方法のいずれかを実行するための
プログラムが記憶されたコンピュータ可読媒体が提供されてもよい。コンピュータプログ
ラムは、コンピュータ可読媒体上に記憶されてもよく、例えば、インターネットウェブサ
イトから提供されるダウンロード可能なデータ信号などの信号の形で提供されてもよく、
任意の他の形態でもよい。
【００６５】
セッション
　本発明の代替実施形態は、ポイント値及び／又は他の量を計算するための代替又は追加
の式を使用することがある。式は、測定値及び／又は計算値の導関数を含むことがある。
時間期間を含む導関数は、割合と変化率を示すために使用されることがある。例えば、あ
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る式が、蓄積活動ポイント又はエネルギー消費ポイントの割合を決定するために使用され
る。別の式が、所定の時間期間に蓄積された活動ポイント又はエネルギー消費ポイントの
量を決定するために使用されることがある。
【００６６】
　幾つかの式は、時間以外の変数を使用することがある。例えば、幾つかの式は、活動ポ
イント又はエネルギー消費ポイント及びステップの関数として値を計算するために使用さ
れる。活動ポイント又はエネルギー消費ポイント及び他の変数の関数の値の計算を使用し
て、様々な活動の効率を比較することができる。例えば、歩くペースが早くなると１歩当
たりに蓄積される活動ポイント又はエネルギー消費ポイントのペースが速くなることを決
定するために式が使用される。別の例示的な式は、所定の距離又は距離単位当たりの活動
ポイント又はエネルギー消費ポイントを決定することがある。
【００６７】
　測定値又は計算値の第一及び／又は第二導関数を計算して割合及び変化率を示すために
幾つかの式が使用されることがある。例えば、所定時間における活動ポイント又はエネル
ギー消費ポイントの蓄積率を計算又は推定するために式が使用されることがある。幾つか
の実施形態では、活動ポイント又はエネルギー消費ポイントの瞬間蓄積率が、ディスプレ
イ２３５又はモバイル装置の一部のディスプレイによってユーザに表示される。
【００６８】
　エネルギー消費ポイントが計算された後、計算されたポイントが、ステップ６１２で合
計に合算され（例えば、加算され）てもよい。合計は、ユーザ１２４（及び／又はユーザ
１２４が承認した特定の個人又はグループ）が、様々な時間期間（日、週、月など）に獲
得したポイント数を見ることを可能にすることがある。合計は、複数の時間期間に計算さ
れてもよい。例えば、ユーザは、２４時間、１週間、１ヶ月及び１年を含む期間の合計を
受け取る。幾つかの実施形態では、ユーザは、他の時間期間を選択してもよく、時間期間
を選択解除してもよい。ユーザは、複数の時間期間を同時に追跡し、装置の使用開始又は
プログラムの始まりからのポイント付与を追跡してもよい。所定の時間期間にわたる合計
は、幾つかの活動に関して獲得されたポイントを表すことがある。例えば、ユーザが、一
日に様々な時間期間にわたるウォーキング、ジョギング及び疾走のポイントを受け取るこ
とがある。前述のように、各活動に関して獲得されたポイントは、対応する活動因子の関
数でもよい。
【００６９】
　前に示されたように、ユーザが活動ポイント又はエネルギー消費ポイントを蓄積する割
合を決定するためにシステム及び方法が様々に実施されてもよい。一実施形態では、エネ
ルギー消費強度値は、１つ以上の時間期間にわたって計算されてもよい。複数の時間期間
は、１分、５分、１０分、１時間、１日などの単位時間枠内でもよい。当業者は、これら
が単なる例であることを容易に理解するであろう。特定の実施形態では、ユーザは、時間
期間及び／又は時間枠の時間長及び／又は量を指定又は変更してもよい。
【００７０】
　特定の実施形態は、様々な時間期間に収集されたデータをコレクションに編成してもよ
い。一例として、時間枠内の時間期間中に収集されたデータは、「セッション」と示され
ることがある。例えば、ユーザが過去の活動データを、特定の活動、スポーツ、イベント
又は運動と関連付けられるように指定することを可能にするようにＵＩが構成されてもよ
い。一実施形態では、ユーザが、過去の活動（例えば、エネルギー消費ポイント又は値を
未処理データ及び／又は処理データとして記憶されることがある）がサッカー試合又はラ
ンニングセッション中に収集されたことを示してもよい。別の例として、入力が、予定さ
れたサッカー試合やランニング競技などの将来の活動が、「セッション」又は関連データ
のコレクションであることを指定してもよい。１つ以上の指定が、電子装置上のカレンダ
アプリケーションに関して記憶された情報などの電子データから提案されてもよく、自動
的に生成されてもよい。電子データは、センサを含む同じ装置に記憶されてもよく、動き
データの少なくとも一部分が、センサの少なくとも１つから収集されかつ／又はそのセン
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サからデータを受け取るように構成される。
【００７１】
　別の実施形態では、地理的領域内で収集された動きデータが、そのデータを特定のスポ
ーツ又は活動と関連付けるために使用されてもよい。例えば、ＧＰＳデータ（動きデータ
の少なくとも一部分を取得する同じ又は異なる装置から得られてもよい）を利用して、ユ
ーザがその地理的領域内にいる又はいたことを決定する。したがって、その領域内で収集
されたデータは、セッション又は他のコレクションとして一緒に関連付けられてもよい。
更に別の実施形態では、情報の組み合わせが、セッションなどの動きデータのコレクショ
ンを指定するために使用されてもよい。一実施形態では、１つ以上の時間枠内で地理的位
置又は領域近く又はその領域内で得られた動きデータ（例えば、土曜日の午後２～４時に
サッカー場の５００フィート以内で収集されたデータ）が、サッカーセッションとして分
類されるように関連付けられてもよい。地理的データは、ＧＰＳ、通信信号の三角測量、
特定センサの検出などの他の信号の存在、及び／又はユーザ入力による手動指示によって
得られてもよい。
【００７２】
　以上又は本開示全体の任意の場所で記述されたデータなどの動きデータは、データの少
なくとも一部分が基準を満たす場合だけセッションとして分類されることがある。例えば
、活動の少なくとも一部分のエネルギー消費強度値が、しきい値を満たさない場合は、そ
のデータの一部分又は全てがセッション内で分類されないことがある。ユーザは、データ
の収集中又は収集後に、セッションを特定の活動範囲内にあるようにタグ付け可能である
。
【００７３】
　エネルギー消費強度値を含むエネルギー消費値は、携帯型電子装置などに、時間の関数
として表示されてもよい。一実施態様では、セッションのデータが表示されてもよい。第
１の時間期間中に収集された第１の値は、第１のしきい値超えに基づいて表示特性の第１
の変形として表示されてもよく、第２の値（同じセッション内の第２の時間期間中に収集
されてもよい）は、第２のしきい値超えに基づいて表示特徴の第２の変形として表示され
てもよい。表示特徴は、例えば、色、サイズ又は形状のうちの少なくとも１つに関連する
ことがある。
【００７４】
　更に他の実施形態は、セッションデータなどのデータの類似コレクションを一緒に編成
してもよい。例えば、「サッカーセッション」は、ユーザが、様々な時間及び／又は位置
の動きデータから収集される様々なセッションから傾向を確認しやすいように編成されて
もよい。更に、第１のセッションは、別のセッション中に動きデータの取得に利用されな
かった１つ以上のセンサによって収集されてもよい。１つ以上のセッションは、マップ上
にマーカによって指定されてもよい。
【００７５】
　一実施形態では、動きデータの１つ以上の計算は、実時間で行われてもよく、データが
収集されているときに行われてもよい。一実施形態では、エネルギー消費値は、電子装置
の出力に表示されてもよい。一実施形態では、蓄積エネルギー消費値が表示されてもよく
、また色変化などの他の情報が、ユーザのエネルギー消費量などに基づく強度レベルを時
間の関数として示してもよい。
【００７６】
　エネルギー消費値、強度値及び／又は他の値を計算する１つ以上のプロセスが、データ
の指定に少なくとも部分的に基づいてもよい。例えば、セッションが、ヨガセッションと
して指定された場合、最初のプロセスは、エネルギー消費を計算するために使用され、サ
ッカー試合が指定された場合は、エネルギー消費を計算するために異なるプロセスが使用
されてもよい。指定は、ユーザ入力、センサデータ、位置及び／又は１つ以上の他の因子
に基づいてもよい。更に、指定により、１つ以上のセンサが利用される（又は、利用され
ない）ことがある。データの１つ以上のコレクションが、再指定されてもよい。特定の実
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施形態では、再指定によって、異なるセンサデータを使用しかつ／又は値を計算するため
の異なる式を使用することなどによって、データの少なくとも一部分が再計算されること
がある。
【００７７】
　更に他の態様は、例えば他のユーザのセッションデータへのアクセスを含む他のユーザ
のエネルギー消費の少なくとも一部分に複数ユーザがアクセス可能なシステム及び方法に
関する。例えば、バスケットボール又はサッカーリーグの選手は、自分のエネルギー消費
レベルを、チームメイト及び／又は１人以上の相手選手の中で比較したいことがある。動
きデータのコレクション（セッションデータなどの）が、１つ以上のグループ内で共有さ
れてもよい。グループは、セッションデータの一部分（例えば、特定領域で行われ、特定
時間中に特定のセンサによって収集されたデータ）だけが、１人以上のユーザと共有され
てもよい。当業者は、１つ以上の基準が共有特性を指定してもよいことを理解するであろ
う。ユーザは、グループを作成してもよく、その結果、特定の情報にアクセスするために
は特定の個人又は個人グループからの招待が必要とされる。ユーザは、複数のグループに
属してもよく、したがって、その活動データ（又は、その派生物）の同じ又は異なる部分
が、異なる人々と共有されてもよい。グループは、例えば、セッション内の合計時間、総
エネルギー消費量、特定の基準（例えば、立地基準）、強度、距離を満たすエネルギー消
費量などに基づいて格付けを提供してもよい。更に、グループの１人以上のメンバが、例
えば、特定のしきい値を満たす活動の時間期間又は合計時間中に特定のエネルギー消費量
を獲得するなどのグループ目標を設定してもよい。目標は、メンバが目標を達成するため
に互いに競争することを許可してもよく、かつ／又は少なくとも２人のメンバが１つ以上
の目標を協力して達成することを許可してもよい。
【００７８】
　前述のように、本明細書に開示された特定の実施形態は、エネルギー消費強度値の計算
に関する。一例として、この値は、特定の時間期間のユーザのエネルギー消費値を定量化
することによって決定されてもよい。例えば、ある時間期間にわたるエネルギー消費値（
又は、その派生物）を使用して、その時間期間のエネルギー消費強度値を決定してもよい
。時間枠内の複数の様々な時間期間から動きデータが取得されてもよい。例えば、第１の
センサ（例えば、加速度計でもよい）からのデータが、１秒毎又は１秒に複数回取得され
てもよく、第２のセンサ（力センサなど）からのデータが、同じ時間期間、異なる時間期
間、又は部分的に重複する時間期間に取得されてもよい。例えば、第２のセンサからのデ
ータは、第１のセンサの２分の１の割合で収集されてもよい。これらの時点で収集された
データを使用して、時間枠内の特定の時間期間のエネルギー消費値を決定してもよい。時
間枠は、静的である必要はない。例えば、時間期間は、連続時間期間でもよい。しかし、
他の実施形態では、時間枠は、静的でもよい。
【００７９】
　特定の実施形態は、１つ以上のエネルギー消費強度値が時間枠中にしきい値を満たすか
どうか決定してもよい。更に他の実施形態は、１人以上のユーザが、１つ以上の期間中に
どのユーザ又はユーザグループがより多くのエネルギー消費量を取得するかを競争できる
ようにしてもよい。一実施形態では、第１のユーザがある持続時間に強度しきい値レベル
を満たし、第２のユーザが、その持続時間にその強度しきい値レベルを満たさない場合、
第１のユーザは、その持続時間の勝者と見なされることがある。両方のユーザがしきい値
レベルを満たした場合は、引き分けが宣言されることがある。別の実施形態では、両方の
ユーザがしきい値レベルを満たした持続時間を含むより長い時間期間の総エネルギー消費
量を使用して勝者を決定してもよい。更に他の実施形態では、どちらのユーザが、持続時
間中又はより長い時間期間中により高い強度レベルを取得したかを使用して勝者を決定し
てもよい。特定の実施形態は、他の実際のユーザからのデータを利用しなくてもよい。特
定の実施態様では、仮想ＡＩユーザが利用されてもよい。更に他の実施形態は、他のユー
ザからの仮想又は実際のデータを利用しなくてもよく、目標の達成や仮想報酬の取得など
のユーザの行動が、他のユーザのデータが示すものに関係なくかつ／又は比較する他のユ
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ーザデータがない場合に、設定しきい値を達成するかどうかだけに基づいてもよい。この
点において、本明細書で述べた競争及び／又はグループ活動に単一ユーザが「勝利」する
か少なくとも競合することがある。例えば、ユーザは、しきい値強度レベルを満たすしき
い値時間量又は時間枠を取得することによって「勝利を収める」ことができる。したがっ
て、第１のユーザのデータを第２のユーザのデータと比較することに関連した本明細書の
全ての開示は、第１のユーザのデータを、別のユーザの実際の活動データから収集されな
かった可能性がある電子記憶データと比較することを開示する。
【００８０】
　一実施形態では、ユーザが時間枠（１時間や１日など）のしきい値強度レベルを満たす
回数が定量化されてもよい。複数のユーザがそれぞれ１日内などの設定時間内にしきい値
を満たす回数を定量化するシステム及び方法が実施されてもよい。特定の方法は、ユーザ
が、１日又は他の長さの時間内にしきい値強度レベルを満たす回数を競争できるように構
成されてもよい。１つの例示的な実施形態として、複数のユーザの誰かが設定時間長に強
度しきい値レベルを取得したかどうかが判定されてもよい。ユーザが、複数の連続消費値
を有することを保証することによって測定される任意の設定持続時間にしきい値レベルを
満たす場合は、連続消費値が、より長い時間期間に信用されることがある。指定持続時間
にしきい値強度レベルが満たす量が定量化されてもよく、１人以上のユーザが、格付けさ
れるか他の方法で比較されてもよい。例えば、ユーザは、そのユーザが別のユーザより高
いしきい値レベルを満たすか又はしきい値量を超える場合に、「勝利を収める」ことがで
きる。前述のように、１つ以上の同点決勝戦が使用されてもよい。更に、この開示全体に
わたって考察されたように、特定の基準を使用して、センサデータが検討されるかどうか
及び／又はどのように処理されるかを決定できる。更に、例示的なしきい値レベルを考察
したが、当業者は、複数のしきい値レベルを使用できることを理解するであろう。一実施
形態では、勝者を格付けしかつ／又は決定する際に、より高いしきい値強度レベルが適用
されてもよい。
【００８１】
　更に他の態様は、しきい値レベルを満たすか満たさないときにユーザに通知することに
関する。例えば、装置は、ある持続時間にしきい値レベルに達しない場合にユーザに活動
させるように構成されてもよい。同様に、ユーザが通知を受けたい現在時間を含む持続時
間中などに、しきい値レベルを満たす可能性が低いことを示す通知が提供されてもよい。
第２のリマインダ（第１のリマインダと同じでも異なってもよい）が、残り時間が少なく
なったときに再び提供されてもよい。一実施形態では、通知は、ユーザの動きデータの少
なくとも一部分を作成した少なくとも１つのセンサを含む装置で生成されるように構成さ
れてもよい。一実施形態では、装置は、例えば、ユーザの腕、手首、脚などの外肢に装着
されるように構成されてもよい。装置は、動きデータを取得するために少なくとも１つの
加速度計を含んでもよい。更に他の実施形態では、装置は、通知を生成するだけでなく、
表示、音響、触覚フィードバック（例えば、振動）及びこれらの組み合わせなどによる通
知を提供するように構成されてもよい。他の実施形態では、通知は、コンピュータや携帯
型電子装置などの第１の装置で生成され、データを収集するために使用されるセンサの少
なくとも１つを有する装置に送られてもよい。
【００８２】
　更に他の態様は、強い動きレベルに達するようにユーザを動機付けることに関する。例
えば、特定の実施形態は、ユーザがきわめて強力な活動に何時間関わったかを決定する。
一例として、特定の実施形態は、エネルギー消費強度の少なくとも１つのしきい値を満た
す時間期間又は時間枠を定量化することによって総強度を定量化するだけでもよい。例え
ば、第１のしきい値より低いエネルギー消費強度値を提供する活動を行なう指導時間が利
用されなくてもよい。他の実施形態は、複数のしきい値を満たすデータを利用してもよい
。一実施形態では、ユーザが、少なくともしきい値量のエネルギー消費ポイント（カロリ
ーから直接又は間接に得られる場合も得られない場合もある）を蓄積している時間は、強
力時間期間としてマークされる。
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【００８３】
　一実施形態では、ユーザが、少なくともしきい値量のエネルギー消費ポイント（カロリ
ーから直接又は間接に得られる場合も得られない場合もある）を蓄積している時間は、強
力時間期間としてマークされる。一例として、ユーザが少なくとも１分間当たり１８　Ｎ
ｉｋｅ　ＦＵＥＬポイントを獲得した（又は、獲得している）分数が合計されてもよい。
分数がしきい値量（例えば、１日又は１週間当たり３０分）に達した場合、ユーザに仮想
報酬が提供されてもよい。一実施形態によれば、合計強度＝中間（毎分１８－２７　Ｎｉ
ｋｅ　ＦＵＥＬポイント）＋高（毎分２８＋Ｎｉｋｅ　ＦＵＥＬポイント）である。特定
の実施形態は、１つ以上の例に関して少なくともしきい値レベルのエネルギー消費強度を
少なくとも３０分間提供する活動をユーザが行う課題を有してもよい。一実施形態では、
例は、１週間当たり少なくとも３０分の３つ以上の例でよい。
【００８４】
　更に、本出願は、以下の番号付けされた項に記載された内容に及ぶ。
【００８５】
　項１：
　活動監視装置であって、ユーザの位置及び／又はユーザの所有するアスレチック機器に
関する情報を取得するように構成されたコンテキスト識別モジュールと、ユーザによって
行なわれた活動レベルと目標活動レベルとの差を決定するように構成された差決定モジュ
ールと、前記決定された差と前記コンテキスト識別モジュールによって得られた情報とに
基づいて、目標活動レベルに達するためにユーザが実行すべき１以上の活動タイプを提案
するように構成された活動提案モジュールとを含む装置。
【００８６】
　項２：
　活動提案モジュールが、更に、ユーザの活動好みに基づいて１以上の活動タイプを格付
けするように構成された、項１に記載の活動監視装置。
【００８７】
　項３：
　活動好みが、ユーザが１以上の活動に参加した以前の回数に基づく、項２に記載の活動
監視装置。
【００８８】
　項４：
　活動好みが、ユーザが知っており活動に参加している個人の数に基づく、項２又は３に
記載の活動監視装置。
【００８９】
　項５：
　活動提案モジュールは、更に、活動タイプごとの目標レベルに達する推定持続時間を計
算するように構成され、活動提案ユニットは、計算された持続時間に基づいて活動タイプ
を格付けする、項２～４のいずれかに記載の活動監視装置。
【００９０】
　項６：
　活動提案モジュールは、ユーザの位置に近い活動タイプを提案するように構成された、
項１～５のいずれかに記載の活動監視装置。
【００９１】
　項７：
　コンテキスト識別モジュールは、センサ対応アスレチック機器から受け取った１以上の
信号に基づいて、ユーザの所有するアスレチック機器を決定するように構成された、項１
～６のいずれかに記載の活動監視装置。
【００９２】
　項８：
　コンテキスト識別モジュールは、ユーザの所有するアスレチック機器の記憶データベー
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スに基づいてユーザの所有するアスレチック機器を決定するように構成された、項１～７
のいずれかに記載の活動監視装置。
【００９３】
　項９：
　装置を操作するコンピュータ実施方法であって、ユーザの位置及び／又はユーザの所有
するアスレチック機器に関するコンテキスト情報を取得する段階と、ユーザが行なってい
る活動レベルと目標活動レベルとの差を決定する段階と、決定された差とコンテキスト情
報とに基づいて目標活動レベルを達成するために実行されるべき１つ以上の活動タイプを
提案する段階とを含む方法。
【００９４】
　項１０：
　ユーザの活動好みに基づいて１つ以上の活動タイプを格付けする段階を更に含む、項９
に記載のコンピュータ実施方法。
【００９５】
　項１１：
　活動好みが、ユーザが１つ以上の活動に参加した以前の回数に基づく、項１０に記載の
コンピュータ実施方法。
【００９６】
　項１２：
　活動好みが、ユーザが知っており活動に参加している個人の数に基づく、項１１に記載
のコンピュータ実施方法。
【００９７】
　項１３：
　活動タイプが、目標活動レベルを達成するために１つ以上の推定持続時間に基づいて格
付けされる、項９～１２のいずれに記載のコンピュータ実施方法。
【００９８】
　項１４：
　ユーザの所有するアスレチック機器が、センサ対応アスレチック機器から受け取った１
つ以上の信号に基づいて決定される、項１～１３のいずれかに記載のコンピュータ実施方
法。
【００９９】
　項１５：
　ユーザの所有するアスレチック機器が、ユーザの所有するアスレチック機器の記憶デー
タベースに基づいて決定される、項１４に記載のコンピュータ実施方法。
【０１００】
　項１６：
　実行されたときに、コンピュータ装置を、項１～８のいずれかに記載された活動監視装
置として機能させるか、項９～１５のいずれかに記載された方法を実行させる実行可能命
令を含む非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１０１】
　更に他の実施形態が、以下に例示的な項として提供される。
【０１０２】
　項１７：
　装置を操作するコンピュータ実施方法であって、装置に含まれるプロセッサに、ユーザ
の位置を特定する位置情報を受け取る段階と、プロセッサによって、ユーザによって行わ
れる活動のレベルと目標活動レベルとの差を決定する段階と、決定された差に基づいて、
目標活動レベルを達成するために行われるべきユーザに近い１つ以上の活動タイプを提案
する段階とを含む方法。
【０１０３】
　項１８：
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　プロセッサによって、ユーザの活動好みに基づいて１つ以上の活動タイプを格付けする
段階を更に含む、項１７のコンピュータ実施方法。
【０１０４】
　項１９：
　活動好みが、ユーザが１つ以上の活動に参加した以前の回数に基づく、項１８のコンピ
ュータ実施方法。
【０１０５】
　項２０：
　活動好みが、ユーザが知っており活動に参加している個人の数に基づく、項１８のコン
ピュータ実施方法。
【０１０６】
　項２１：
　活動タイプが、目標活動レベルを達成するための１つ以上の推定持続時間に基づいて格
付けされる、請求項１８に記載のコンピュータ実施方法。
【０１０７】
　項２２：
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ実
行命令が、プロセッサによって実行されたとき、少なくとも、プロセッサによって、ユー
ザが行う活動のレベルと目標活動レベルとの差を決定し、プロセッサによって、ユーザの
所有するアスレチック機器を決定し、決定された差とユーザが所有するアスレチック機器
とに基づいて、プロセッサによって、目標活動レベルを達成するためにユーザによって実
行されるべき１つ以上の活動タイプを提案するように構成された非一時的コンピュータ可
読媒体。
【０１０８】
　項２３：
　プロセッサが、センサ対応アスレチック機器から受け取った１つ以上の信号に基づいて
ユーザの所有するアスレチック機器を決定する、項２２の非一時的コンピュータ可読媒体
。
【０１０９】
　項２４：
　プロセッサが、ユーザの所有するアスレチック機器を、ユーザの所有するアスレチック
機器の記憶データベースに基づいて決定する、項２２の非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１１０】
　項２５：
　プロセッサに、ユーザの位置を特定する位置情報を受け取り、提案された活動タイプが
、更に、ユーザへの近さに基づいて格付けされる、項２２の非一時的コンピュータ可読媒
体。
【０１１１】
　項２６：
　ユーザが装着するように構成された単体装置であって、
　プロセッサと、
　ユーザの動きデータを取得するように構成されたセンサと、
　ユーザインタフェースと、
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体と、を備え、
　前記コンピュータ実行命令が、プロセッサによって実行されたときに、少なくとも、
　　ユーザに装着されている間にセンサから、ユーザの動きの結果としてセンサによって
生成された動きデータを取得し、
　　当該動きデータから、第１の時間期間にユーザによって行なわれた身体活動の量を示
す活動ポイントメトリックを計算し、
　　計算された活動ポイントメトリックを、第１の時間期間を含む第２の時間期間の目標
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活動ポイント合計と比較する目標状態を計算し、
　　ユーザインタフェースを用いて、参加すべき１以上の身体活動を提案する動機付けメ
ッセージをユーザに伝達し、
　ユーザが第２の時間期間の残りの範囲内で参加した場合に、１以上の身体活動は、計算
された目標状態に基づいてユーザに目標活動ポイント合計を達成させる、
単体装置。
【０１１２】
　項２７：
　センサが、位置決定センサを含む、項２６の単体装置。
【０１１３】
　項２８：
　１以上の身体活動が、ユーザの現在位置の近傍内の１つ以上のスポーツの設備に基づい
て提案される、項２７の単体装置。
【０１１４】
　項２９：
　１つ以上の身体活動が、ユーザが以前に参加したことがある非一時的コンピュータ可読
媒体に記憶された１つ以上の身体活動に基づいて提案される、項２６の単体装置。
【０１１５】
　項３０：
　データネットワークの単体装置を接続するように構成されたネットワークアダプタを更
に含む、項２６の単体装置。
【０１１６】
　項３１：
　提案された１つ以上の身体活動は、オンラインソーシャルネットワークを介してユーザ
が知っている１以上の個人が参加している、項３０の単体装置。
【０１１７】
　項３２：
　動機付けメッセージで提案された１つ以上の身体活動に参加することによって目標活動
ポイント合計を達成するために第２の時間期間に十分な時間が残っている可能性に基づい
て、当該１つ以上の身体活動が格付け順位とともにユーザに伝達される、項２６の単体装
置。
【０１１８】
　項３３：
　提案された１つ以上の身体活動が送信され、マップ上の宛先としてユーザに伝達にされ
る、項２６の単体装置。
【０１１９】
　項３４：
　装置であって、
　プロセッサと、
　センサと、
　ユーザインタフェースと、
　コンピュータ可読命令を記憶するメモリと、を備え、
　前記コンピュータ可読命令がプロセッサによって実行されたときに、装置は、
　　センサからの動きデータを取得し、
　　所定の時間期間にユーザによって行なわれる身体活動の量を示す動きデータから活動
ポイントメトリックを計算し、
　　活動ポイントメトリックと目標活動ポイント合計との差として不足活動ポイント数を
計算し、
　　ユーザインタフェースを介して、不足活動ポイント数を達成するために参加すべき１
つ以上の身体活動を提案する動機付けメッセージをユーザに伝達する、装置。
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【０１２０】
　項３５：
　装置が、ユーザの所有するアスレチック機器を検出するように構成され、提案された１
つ以上の身体活動が、検出されたアスレチック機器に少なくとも部分的に基づく、項３４
の装置。
【０１２１】
　項３６：
　装置は、ユーザの外肢に装着されるように構成された単体装置である、項３４の装置。
【０１２２】
　項３７：
　活動ポイントメトリックが、ユーザによって燃焼されたカロリー数に基づく、項３４の
装置。
【０１２３】
　項３８：
　非一時的コンピュータ可読媒体は、ユーザの所有するアスレチック機器の情報の電子コ
レクションを記憶し、アスレチック機器情報に基づいて１つ以上の身体活動が提案される
、項３４の装置。
【０１２４】
　項３９：
　センサが、位置決定センサを含む、項３４の装置。
【０１２５】
　項４０：
　提案された１つ以上の身体活動が送信され、デジタルマップ上の宛先としてユーザに伝
達される、項３９の装置。
【０１２６】
　項４１：
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ実
行命令が、プロセッサによって実行されたとき、少なくとも、
　　ユーザの動きの結果としてセンサによって生成されるセンサデータを取得し、
　　第１の時間期間にユーザによって行われる活動の量を示す活動ポイントメトリックを
計算し、
　　活動ポイントメトリックが、第１の時間期間を含む第２の時間期間の目標活動ポイン
ト合計のしきい値量の範囲内にあるときに、ユーザに動機付けメッセージを伝達する、
ように構成され、
　動機付けメッセージが、目標活動ポイント合計を達成するために参加すべき身体活動の
提案を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１２７】
　項４２：
　センサが、位置決定センサを含む、項４１の非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１２８】
　項４３：
　提案された身体活動が、アスレチック設備までのユーザの近さに基づく、項４２の非一
時的コンピュータ可読媒体。
【０１２９】
　項４４：
　提案された身体活動が、非一時的コンピュータ可読媒体内の以前の活動の情報の電子コ
レクションとして記憶されたユーザが以前に参加した１つ以上の活動に基づく、項４１の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１３０】
　項４５：
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　活動ポイントメトリックが、ユーザがアスレチック活動に参加した合計時間に基づく、
項４１の非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１３１】
　項４６：
　ユーザによって装着されるように構成された単体装置において、
　単一体であって、さらに、
　プロセッサと、
　プロセッサと機能的に通信し、ユーザの動きデータを取得するように構成されたセンサ
と、
　ユーザにメッセージを表示するように構成されたユーザインタフェースと、
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体と、を備え、
　コンピュータ実行命令が、プロセッサによって実行されたときに、少なくとも、
　　ユーザに装着されている間にセンサから、ユーザの動きの結果としてセンサによって
生成された動きデータを取得し、
　　動きデータから、第１の時間期間にユーザが行なった身体活動の量を示す活動ポイン
トメトリックを計算し、
　　計算された活動ポイントメトリックと、第１の時間期間を含む第２の時間期間での目
標活動ポイント合計との比較に基づいて目標状態を計算し、
　　ユーザインタフェースを用いて、しきい値レベルに達する目標状態に応じて、選択さ
れた身体活動に参加するようにユーザを激励する動機付けメッセージをユーザに伝達する
、単体装置。
【０１３２】
　項４７：
　動機付けメッセージは、計算された活動ポイントメトリックが目標活動ポイント合計の
しきい値レベルの範囲内にあるときのパーセント値に基づく目標状態を含む、項４６の単
体装置。
【０１３３】
　項４８：
　ユーザインタフェースは、表示画面を含む、項４６の単体装置。
【０１３４】
　項４９：
　動機付けメッセージは、表示画面に表示されたグラフィカルユーザインタフェース上の
テキストメッセージとして伝達される、項４８の単体装置。
【０１３５】
　項５０：
　グラフィカルユーザインタフェースは、計算された目標状態の図形表示として目標状況
インジケータを含む、項４９の単体装置。
【０１３６】
　項５１：
　動機付けメッセージは、表示画面に個別の図形として表示される、項４９の単体装置。
【０１３７】
　項５２：
　動機付けメッセージは、目標活動ポイント合計を達成するのに必要とされる、選択され
た身体活動に参加する時間量を示す、項４６の単体装置。
【０１３８】
　項５３：
　活動ポイントメトリックは、ユーザが燃焼するカロリー数に基づく、項４６の単体装置
。
【０１３９】
　項５４：
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　活動ポイントメトリックは、ユーザが移動する距離に基づく、項４６の単体装置。
【０１４０】
　項５５：
　装置は、ユーザの外肢に装着されるように構成された、項４６の単体装置。
【０１４１】
　項５６：
　しきい値量は、２０％である、項４７の単体装置。
【０１４２】
　項５７：
　装置であって、
　プロセッサと、
　センサと、
　ユーザにメッセージを表示するように構成されたユーザインタフェースと、
　コンピュータ可読命令を記憶するメモリと、
を備え、
　前記コンピュータ可読命令がプロセッサによって実行されたときに、装置は、
　センサから動きデータを取得し、
　第１の時間期間にユーザによって行なわれた身体活動の量を示す動きデータから活動ポ
イントメトリックを計算し、
　活動ポイントメトリックと、第１の時間期間を含む第２の時間期間の目標活動ポイント
合計との差として不足活動ポイント数を計算し、
　不足活動ポイント数がしきい値より小さい場合に、ユーザにメッセージを伝達する、装
置。
【０１４３】
　項５８：
　メッセージは、ユーザインタフェース上に表示するプロセッサによって生成されたグラ
フィカルユーザインタフェース上でユーザに伝達される、項５７の装置。
【０１４４】
　項５９：
　所定の時間期間が２４時間である、項５７の装置。
【０１４５】
　項６０：
　所定の時間期間が１時間である、項５８の装置。
【０１４６】
　項６１：
　メッセージは、目標活動ポイント合計を達成するために身体活動を行なう時間量の推奨
を含む、項５７の装置。
【０１４７】
　項６２：
　センサが加速度計を含む、項５７の装置。
【０１４８】
　項６３：
　センサが位置決定センサを含む、項５７の装置。
【０１４９】
　項６４：
　コンピュータ実行命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ実
行命令が、プロセッサによって実行されたとき、少なくとも、
　ユーザの動きの結果としてセンサによって生成されるセンサデータを取得し、
　第１の時間期間にユーザによって行われる活動の量を示す活動ポイントメトリックを計
算し、
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　活動ポイントメトリックが、第１の時間期間を含む第２の時間期間に目標活動ポイント
合計のしきい値量の範囲内にあるとき、動機付けメッセージをユーザに伝達するように構
成された非一時的コンピュータ可読媒体。
【０１５０】
　項６５：
　動機付けメッセージが、身体活動に参加する提案時間量を含む、項６４の非一時的コン
ピュータ可読媒体。
【符号の説明】
【０１５１】
　１０８　セルラネットワークアーキテクチャ
　１１０　ＷＡＮアーキテクチャ
　１１４　コンピュータ装置
　１１６　表示装置
　１２２　エクササイズ機器

【図１】 【図２】
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