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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】利用者の活動レベルを追跡するフィットネスモ
ニター（フィットネス監視装置）の提供。
【解決手段】フィットネスモニター１０は、ハウジング
１２と、リストバンド１４と、モーションセンサーと、
ディスプレイ１６と、非一時的な記憶素子と、処理要素
とを有する。リストバンドはハウジングに連結され、利
用者の手首に装着される。モーションセンサーは利用者
の動きを感知して動作データを生成する。ディスプレイ
はハウジングに連結され、利用者の活動に関連付けられ
た情報を提示する。記憶素子はハウジング内に配置され
、活動データおよび日次活動目標を格納する。処理要素
はハウジング内に配置され、且つ記憶素子に動作可能に
連結されており、活動データ、利用者の所定の活動レベ
ルに対応する日次活動目標を決定し、活動カウントダウ
ンおよび不活発度レベルを計算し、活動カウントダウン
と不活発度レベルを示す不活発度指標をディスプレイに
提示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィットネスモニターであって、
　時計の盤面を含むハウジングと、
　前記時計の盤面に配置され、時刻を示すように構成されたアナログ時計の針と、
　前記時計の盤面に提供された第１の連続表示要素と、
　前記ハウジング内に配置され、利用者の動きを感知して動作データを生成するように構
成されたモーションセンサーと、
　前記ハウジング内に配置され、前記動作データを格納するように構成された非一時的な
記憶素子と、
　前記ハウジング内に配置され、前記記憶素子に動作可能に連結された処理要素であって
、
　　前記動作データに基づいて、前記利用者の１日における現在までの歩数を決定し、
　　前記決定された前記利用者の１日における現在までの歩数に基づいて、前記第１の連
続表示要素を制御して視覚的表示を提供するように構成されているものである、
　前記処理要素と
　を有するフィットネスモニター。
【請求項２】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記視覚的表示は日次目標に関するス
テータスを示すものであるフィットネスモニター。
【請求項３】
　請求項２記載のフィットネスモニターにおいて、前記処理要素は、前記決定された前記
利用者の１日における現在までの歩数に基づいて前記日次目標に関するステータスを算出
するように動作可能なものであるフィットネスモニター。
【請求項４】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、さらに、
　前記時計の盤面に提供された第２の連続表示要素を有し、
　前記処理要素は、さらに、前記第２の連続表示要素を制御して前記利用者が非活動的で
あることを示すように動作可能であるフィットネスモニター。
【請求項５】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記第１の連続表示要素は前記時計の
盤面において前記アナログ時計の針の背後に提供されるものであるフィットネスモニター
。
【請求項６】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記処理要素は、前記決定された前記
利用者の１日における現在までの歩数に基づいて、前記第１の連続表示要素の連続表示を
増加させるように構成されているものであるフィットネスモニター。
【請求項７】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記第１の連続表示要素は曲線形状を
有するものであるフィットネスモニター。
【請求項８】
　フィットネスモニターであって、
　時計の盤面を含むハウジングと、
　前記時計の盤面に配置され、時刻を示すように構成されたアナログ時計の針と、
　前記時計の盤面に提供された第１の曲線形状連続表示要素と、
　前記時計の盤面に提供された第２の曲線形状連続表示要素と、
　前記ハウジング内に配置され、利用者の動きを感知して動作データを生成するように構
成されたモーションセンサーと、
　前記ハウジング内に配置され、活動データを格納するように構成された非一時的な記憶
素子と、
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　前記ハウジング内に配置され、前記記憶素子に動作可能に連結された処理要素であって
、
　　前記活動データに基づいて、前記利用者の１日における現在までの歩数含む日次活動
データを決定し、
　　前記決定された前記利用者の１日における現在までの歩数に基づいて、前記第１の曲
線形状連続表示要素を制御して視覚的表示を提供し、
　　前記第２の曲線形状連続表示要素を制御して前記利用者が非活動的であることを示す
ように構成されているものである、
　前記処理要素と
　を有するフィットネスモニター。
【請求項９】
　請求項８記載のフィットネスモニターにおいて、前記処理要素は、さらに、前記第１の
曲線形状連続表示要素を制御して日次目標に関するステータスを表示するように動作可能
なものであるフィットネスモニター。
【請求項１０】
　請求項９記載のフィットネスモニターにおいて、前記処理要素は、前記決定された前記
利用者の１日における現在までの歩数に基づいて前記日次目標に関するステータスを算出
するように動作可能なものであるフィットネスモニター。
【請求項１１】
　請求項８記載のフィットネスモニターにおいて、前記第１の曲線形状連続表示要素は前
記時計の盤面において前記アナログ時計の針の背後に提供されるものであるフィットネス
モニター。
【請求項１２】
　請求項８記載のフィットネスモニターにおいて、前記処理要素は、前記決定された前記
利用者の１日における現在までの歩数に基づいて、前記第１の曲線形状連続表示要素の連
続表示を増加させるように構成されているものであるフィットネスモニター。
【請求項１３】
　請求項８記載のフィットネスモニターにおいて、前記処理要素は、さらに、
　前記利用者の非活動度を計算により決定し、前記決定された前記利用者の非活動度に基
づいて、前記第２の曲線形状連続表示要素の連続表示を増加させるように構成されている
ものであるフィットネスモニター。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　フィットネスモニター（フィットネス監視装置）は、利用者の活動を追跡する電子装置
であり、前記追跡は、通常、利用者の歩数を決定するなど、利用者の動きを検出すること
により行う。一部のフィットネスモニターは、利用者の手首、腕部、胴部、脚部などに装
着される。他のフィットネスモニターは、携帯され、または衣服に取り付けられる。一部
のフィットネスモニターは、付加的な特徴、例えば時刻の提示および他の電子装置との無
線通信を含む。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本技術の諸実施形態は、利用者の活動レベルを追跡するフィットネスモニター（フィッ
トネス監視装置）を提供する。このフィットネスモニターは、ハウジングと、リストバン
ドと、モーションセンサーと、ディスプレイと、非一時的な記憶素子と、処理要素とを広
義に有する。前記リストバンドは、前記ハウジングに連結され、利用者の手首に装着され
るように構成される。前記モーションセンサーは、利用者の動きを感知して動作データを
生成するように構成される。前記ディスプレイは、前記ハウジングに連結され、利用者の
活動に関連付けられた情報を提示するように構成される。前記記憶素子は、前記ハウジン
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グ内に配置され、前記活動データおよび日次活動目標を格納するように構成される。当該
フィットネスモニターの前記処理要素は、日次活動データに基づいて、前記利用者の１日
の所定の活動レベルに対応する前記日次活動目標を決定し、第１の期間において利用者に
関連付けられた現在の活動と所定の不活発度値との数学的な差に対応する不活発度レベル
を計算することができる。諸実施形態において、前記処理要素は、前記記憶素子に動作可
能に連結され、前記活動データに基づいて、前記利用者の１日における現在までの歩数を
含む日次活動データを決定し、前記日次活動データに基づいて、前記利用者の１日に歩く
べき所定の歩数に対応する前記日次活動目標を決定し、前記日次活動目標と前記利用者の
前記現在までの歩数との数学的な差に対応する活動カウントダウンを計算し、第１の期間
における前記利用者の前記現在までの歩数と所定の不活発度値との数学的な差に対応する
不活発度レベルを計算し、前記活動カウントダウンおよび前記不活発度レベルを示す不活
発度指標を前記ディスプレイに表示するように構成される。
【０００３】
　この要約は代表的な概念を単純化した形態で紹介するためのもので、それらの概念につ
いては、以下の詳細な説明でさらに詳しく説明する。この要約は、請求項の主題の主要な
特徴または本質的な特徴を特定することを目的としたものではなく、また請求項の主題の
範囲を限定するため使用されることを目的としたものでもない。本技術の他の態様および
利点は、以下の実施形態に関する詳細な説明と、添付の図面とから明確に理解されるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　以下、本技術の諸実施形態について、添付の図面を参照し詳述する。
【図１】図１は、本技術の種々の実施形態に従って構成されたフィットネスモニター（フ
ィットネス監視装置）の正面斜視図である。
【図２】図２は、図１の前記フィットネスモニターの構成要素の概略ブロック図である。
【図３Ａ】図３Ａは、図１の前記フィットネスモニターのディスプレイを示したものであ
り、活動カウントダウンの第１の歩数を例示している。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図１の前記フィットネスモニターのディスプレイを示したものであ
り、前記活動カウントダウンの第２の歩数を例示している。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図１の前記フィットネスモニターのディスプレイを示したものであ
り、前記活動カウントダウンの第３の歩数を例示している。
【図３Ｄ】図３Ｄは、図１の前記フィットネスモニターのディスプレイを示したものであ
り、活動カウントダウンの第１の目標超過歩数を例示している。
【図４】図４は、図１の前記フィットネスモニターの前記ディスプレイを示したものであ
り、時刻を例示している。
【図５】図５は、図１の前記フィットネスモニターの前記ディスプレイを示したものであ
り、現在までの歩数を例示している。
【図６】図６は、図１の前記フィットネスモニターの前記ディスプレイを示したものであ
り、利用者の歩行距離を例示している。
【図７】図７は、図１の前記フィットネスモニターの前記ディスプレイを示したものであ
り、利用者の燃焼カロリー数を例示している。
【図８】図８は、本技術の種々の実施形態に従って構成されたフィットネスモニターの正
面図である。
【０００５】
　以上の図面は、本明細書で開示および説明する特定の実施形態だけに本技術を限定する
ものではない。これらの図面は必ずしも縮尺どおりではなく、むしろ本技術の原理を明確
に例示することを重視したものである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本技術に関する以下の詳細な説明では、本技術を実施できる具体的な実施形態を例示し
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た添付の図面を参照している。これらの実施形態は、当業者が本技術を実施できるよう、
本技術の態様を十分詳しく説明することを目的としたものである。本技術の要旨を変更し
ない範囲で、他の実施形態および変更形態も可能である。したがって、以下の説明は限定
的に解釈すべきではない。本技術の範囲は、添付の請求項と、これら請求項が包含する均
等物（等価物）の全範囲とにのみ定義される。
【０００７】
　本説明において、「一実施形態」（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）、「（単数の）実
施形態」（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）、または「（複数の）実施形態」（ｅｍｂｏｄ
ｉｍｅｎｔｓ）という場合は、言及されている１つまたは複数の特徴が、本技術の少なく
とも１つの実施形態に含まれることを意味する。本説明において別個に「一実施形態」、
「（単数の）実施形態」、または「（複数の）実施形態」という場合は、別段の断りがな
い限り、および／または当業者にとって本説明から容易かつ明確に理解される場合を除き
、必ずしも同じ実施形態に言及しているわけではなく、また相互に排他的なわけでもない
。例えば、一実施形態において説明される特徴、構造、作用などは、他の諸実施形態に含
めることもできるが、必ずしも含まれるわけではない。そのため、本技術には、本明細書
で説明する諸実施形態の種々の組み合わせおよび／または統合物を含めることができる。
【０００８】
　以下、本技術の実施形態について、図面を参照し、さらに詳しく説明する。まず図１お
よび２を参照すると、フィットネスモニター１０が例示されている。このフィットネスモ
ニター１０は、一般に、良好な健康状態およびフィットネスを促進するため、利用者の活
動レベルを追跡する。このフィットネスモニター１０は、広義に、ハウジング１２と、リ
ストバンド１４と、ディスプレイ１６と、ユーザーインターフェース１８と、通信ポート
２０と、モーションセンサー２２と、記憶素子２４と、処理要素２４とを有する。
【０００９】
　前記ハウジング１２は、図１に見られるように、一般に他の構成要素の少なくとも一部
を収容する。一部の実施形態において、このハウジング１２には、ネジまたは他の固定部
材と一体的に連結された上部および下部を含めることができる。このハウジング１２には
、付加的な構成要素、例えば電池が設置される内部チャンバーを含めることもできる。一
部の実施形態において、当該ハウジング１２は、水深５０メートルまで防水性を有するよ
うにしてもよい。
【００１０】
　図１に見られるように、一般に、前記リストバンド１４により当該フィットネスモニタ
ー１０が利用者の手首に装着可能となる。諸実施形態において、リストバンド１４をクリ
ップとなるように変更してフィットネスモニター１０を利用者の他の身体部分（腕部、胴
部、脚部、足首など）または利用者の衣服（例えば、シャツ、ベルト、靴）に固定するこ
とができる。前記リストバンド１４は、利用者が長時間当該フィットネスモニター１０を
装着できるよう、柔軟でしなやかな材料から形成できる。当該リストバンド１４には、当
該リストバンド１４の長さを調節できるように複数の穴とそれに対応する連結機構を含め
ることができる。当該リストバンド１４は、前記ハウジング１２の対向しあう端部に連結
させることができる。利用者がこのリストバンド１４を手首に装着すると、当該フィット
ネスモニター１０は腕時計のように見える。
【００１１】
　前記ディスプレイ１６は、図１および３～７に見られるように、一般に、利用者の活動
に関連付けられた情報を示す。例えば、ディスプレイ１６は、利用者の日次活動目標およ
び活動データを表示することができる。このディスプレイ１６は、プラズマ、発光ダイオ
ード（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ）、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）
、発光ポリマー（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒ：ＬＥＰ）、またはポ
リマーＬＥＤ（ＰＬＥＤ）、液晶ディスプレイ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓ
ｐｌａｙ：ＬＣＤ）、薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：
ＴＦＴ）ＬＣＤ、電子ペーパー、電子インクなど、またはこれらを組み合わせた技術で形
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成でき、またはこれを含むことができる。前記ディスプレイ１６は、前記ハウジング１２
の上面または外面に連結でき、表示する情報を前記処理要素２４から受信することができ
る。
【００１２】
　前記ディスプレイ１６は、文字、数字、言葉、アイコン、記号、指標などを表示できる
。種々の実施形態において、前記ディスプレイ１６は、情報、例えば時刻２８、現在まで
の歩数３０、日次活動目標に達するまでの活動カウントダウン３２、目標超過歩数３４、
歩行または移動距離３６、燃焼カロリー数３８などを表示することができる。明瞭性のた
め、フィットネスモニター１０のディスプレイ１６は、いかなる身体的活動に関連付けら
れた情報も表示することができる。例えば、フィットネスモニター１０のモーションセン
サー２２は、当該フィットネスモニター１０を装着している利用者の水泳（例えば、スト
ローク数、ストローク長）、スケート（例えば、アイススケート、インラインスケート）
、スキー、ローイング、サイクリング、エアロビクス、または他の任意の身体的活動に伴
う動きを感知することができる。
【００１３】
　フィットネスモニター１０は、利用者の心拍数を決定し、心拍数情報に基づいて利用者
の活動を決定することができる。諸実施形態において、通信ポート２０は、利用者の心拍
数に関連付けられたデータを受信できる。その心拍数データは、処理要素２６により受信
され、利用者の活動と、日次活動目標に達するまでの活動カウントダウン３２と、燃焼カ
ロリー数３８とを決定することができる。フィットネスモニター１０のディスプレイ１６
は、利用者に関連付けられた心拍数情報に基づき決定される利用者の活動情報、モーショ
ンセンサー２２により感知された動き、またはこれらの組み合わせを表示するように構成
できる。また、処理要素２４は、前記心拍数情報を使って心拍数の変動を決定できる。フ
ィットネスモニター１０は、心拍数情報、例えば心拍数の変動、ならびに利用者固有の情
報、例えば年齢、性別、体重、身長、およびフィットネスクラス（すなわち、全体的な身
体的フィットネスレベル）に基づいて、エネルギー消費量を決定することができる。
【００１４】
　前記ディスプレイ１６は、活動カウントダウン３２の表示に伴うステータス指標（例え
ば、カウントダウン指標４４）および目標超過歩数３４の表示に伴うステータス指標（正
の指標４６）を表示することができる。諸実施形態において、現在までの歩数３０および
活動カウントダウン３２には、ディスプレイ１６に表示された数値または日次活動目標に
達するまでの現在の活動およびステータスを示す連続的な要素を含めることができる。そ
の連続的な要素では、切り替えの入る単一の構成要素または個別の構成要素を使用するこ
とができる。例えば、図８に示すように、フィットネスモニター１０は、日次活動目標に
達するまでの現在のステータスを示す連続的な要素（例えば、利用者の活動レベルは、そ
の利用者について決定された日次活動目標の約７０％であるなど）を含んだ活動カウント
ダウン３２を図で示すディスプレイ１６を有したハウジング１２を含むことができる。ま
た、当該フィットネスモニター１０は、個別の発光素子（例えば、ＬＥＤ）を使った活動
カウントダウン３２を図示するディスプレイ１６を有したハウジング１２を含むこともで
き、前記個別の発光素子は、点灯して、日次活動目標に達するまでのステータスを示す（
例えば、利用者の活動レベル約６０％は、連続したＬＥＤ５つのうち３つが点灯すること
により示される）。諸実施形態において、フィットネスモニター１０のディスプレイ１６
は、現在までの歩数３０を、活動カウントダウンの代わりに、または活動カウントダウン
３２と組み合わせて表示することができる。例えば、図８に示すように、ディスプレイ１
６は、活動カウントダウン３２の代わりに、現在までの歩数３０を連続的な要素として提
示できる。活動カウントダウン３２に伴う内容（例えば、日次活動目標に関連したステー
タスを示すもの）は、現在までの歩数３０を伝えるように修正される。
【００１５】
　フィットネスモニター１０は、現在の活動レベル情報（例えば、現在までの歩数３０、
活動カウントダウン３２、不活発度指標４０）を、種々の色を使ってディスプレイ１６上



(7) JP 2018-83067 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

に表示することにより、前記活動レベル情報をディスプレイ１６上に表示することに加え
、またはその代わりに、利用者の進歩状況を表示することができる。ディスプレイ１６に
区別しやすい色を使うと、利用者は、現在のパフォーマンスレベルをすばやく確認できる
（例えば、日次活動目標、不活発度レベル、および他のフィットネス情報を満たす上での
進歩状況）。諸実施形態において、ディスプレイ１６は、複数の色の出力情報およびバッ
クライトを含むよう動作可能にできる。例えば、高レベルの不活発度は、赤色（または複
数の不活発度指標４０）を使ったフィットネス情報またはバックライトを提示して示すこ
とができ、低レベルの不活発度は、緑色を使った（または不活発度指標４０を提示しない
）フィットネス情報またはバックライトを提示して示すことができる。ディスプレイ１６
は、黄色を使ったフィットネス情報またはバックライトを提示することにより、現在まで
の歩数３０または活動カウントダウン３２の指標を提供できる。ディスプレイ１６は、緑
色を使ったフィットネス情報またはバックライトを提示することにより、目標超過歩数３
４の指標を提供できる。進歩状況は、一定の活動レベルに関連付けられた色の濃淡を変え
ることにより示せる。例えば、ディスプレイ１６は、目標超過歩数３４が低い利用者には
、薄い緑色を使ったフィットネス情報またはバックライト表示１６を提示でき、目標超過
歩数３４が高い利用者には、濃い緑色を使ったフィットネス情報またはバックライト表示
１６を提示できる。
【００１６】
　諸実施形態において、利用者は、どの活動レベル情報（例えば、現在までの歩数３０、
活動カウントダウン３２、不活発度指標４０）を複数の色でディスプレイ１６に表示する
か、ユーザーインターフェース１８を使って選択肢を入力することにより指定できる。諸
実施形態では、カラーバックライトを使うと、ディスプレイ１６に表示する情報を減らす
ことができる。例えば、利用者は、種々の色を適用してディスプレイ１６に不活発度指標
４０を表示、また数値を使って現在までの歩数３０を表示するように選択できる。利用可
能な複数の色を使って活動レベル情報を表示するディスプレイ１６には、その他多数の組
み合わせが可能である。
【００１７】
　また、前記ディスプレイ１６は、利用者に示される指標数に基づいて種々の不活発度レ
ベルを示す不活発度指標を表示することもできる。前記不活発度指標４０には、種々の不
活発度レベルを連続的に若しくはセグメント化して示す単一の不活発度指標または複数の
不活発度指標を含めることができる。また、前記ディスプレイ１６は、活動カウントダウ
ン３２（または目標超過歩数３４）の決定に使用される活動データのタイプに関連付けら
れた活動タイプ指標と、ディスプレイ１６に表示できる任意の不活発度指標とを提示でき
る。例えば、歩数指標４２は、図１および８に示したように、現在までの歩数３０の表示
を伴うことができ、距離指標４８は、歩行距離３６の表示を伴うことができ、カロリー指
標５０は、燃焼カロリー数３８の表示を伴うことができる。
【００１８】
　前記ユーザーインターフェース１８は、一般に、利用者が、前記ディスプレイ１６に表
示される情報を選択できるようにし、１若しくはそれ以上の押しボタン、またはタッチ領
域、例えばタッチスクリーンを含むことができる。例えば、利用者は、ボタンを押すなど
により前記ユーザーインターフェース１８をアクティブにして複数のデータ画面を繰り返
し表示させることができ、その場合、各データ画面は、上記に掲げたものなどの情報項目
を含むことができる。前記ユーザーインターフェース１８は、前記ハウジング１２上、ま
たは前記ディスプレイ１６上、またはリストバンド１４上のいずれかに設置できる。
【００１９】
　前記通信ポート２０は、一般に、利用者が、前記フィットネスモニター１０にデータを
アップロードし、当該フィットネスモニター１０からデータをダウンロードし、または当
該フィットネスモニター１０の設定を調整できるようにする。この通信ポート２０は、有
線または無線であってよく、アンテナと、信号またはデータを受信する回路と、信号また
はデータを送信する回路とを含むことができる。当該通信ポート２０は、高周波（ｒａｄ



(8) JP 2018-83067 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

ｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）信号および／またはデータを送受信でき、通信規格、
例えばＡＮＴ、ＡＮＴ＋、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｙ：ＢＬＥ）、近距離無線通信（Ｎｅａｒ　Ｆ
ｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ：ＮＦＣ）などを利用して動作できる。種々の
実施形態において、前記通信ポート２０は、２．４ギガヘルツ（ＧＨｚ）の産業科学医療
用（ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ，　ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，　ａｎｄ　ｍｅｄｉｃａｌ：ＩＳ
Ｍ）バンドを使ってデータを送受信できる。さらに、一部の実施形態において、当該通信
ポート２０は、デスクトップ、ラップトップ、ノートブック、またはタブレットコンピュ
ータ、あるいは他の電子装置のＵＳＢポートに接続する無線ドングルと通信できる。例示
的な通信ポート２０としては、Ｎｏｒｄｉｃ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ社（ノルウェ
ー、Ｔｒｏｎｄｈｅｉｍ）のｎＲＦ５１９２２　ＲＦ集積回路（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
ｃｉｒｃｕｉｔ：ＩＣ）などがある。
【００２０】
　フィットネスモニター１０には、フィットネスモニター１０と、二次電子装置（例えば
、スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータに伴う）に伴う外部のディスプ
レイ、処理要素、記憶素子、および／またはユーザーインターフェースとのインタラクシ
ョンを可能にする入出力インターフェースを含めることができる。諸実施形態では、外部
のディスプレイおよびユーザーインターフェースをフィットネスモニター１０により利用
して、フィットネス情報を表示し、またユーザーインターフェース機能を提供することが
できる。フィットネス装置１０には、ディスプレイ１６を含めず、外部ディスプレイを利
用してフィットネス情報を表示し、ユーザーインターフェース機能を提供するようにもで
きる。フィットネス装置１０は、フィットネス装置１０に含まれるディスプレイ１６およ
びユーザーインターフェースの機能を、二次電子装置に伴う外部のディスプレイ、処理要
素、記憶素子、および／またはユーザーインターフェースにより補足することができる。
例えば、フィットネス装置１０は、通信ポート２０を使ってフィットネスデータ（未処理
の、一部処理された、または完全に処理された）を送信によることにより、二次電子装置
が、ユーザーインターフェースおよび／または視覚的または聴覚的出力機能（当該二次電
子装置に伴うディスプレイまたはスピーカーを使って）、処理機能（当該二次電子装置に
伴う処理要素を使って）、またはデータ格納機能（当該二次電子装置に伴う記憶素子を使
って）を提供できるようにすることができる。諸実施形態において、外部構成要素は、本
明細書で説明する前記ディスプレイ１６、ユーザーインターフェース１８、記憶素子２４
、モーションセンサー２２、または処理要素２６に伴う任意の機能を実行するよう動作可
能にできる。
【００２１】
　諸実施形態において、フィットネス装置１０は、前記ハウジング１２の現在の位置を決
定する位置決定構成要素を含むことができる。前記位置決定構成要素には、グローバルポ
ジショニングシステム（ｇｌｏｂａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ：ＧＰＳ
）受信機、衛星航法受信機（例えば、ＧＬＯＮＡＳＳ）、携帯電話信号受信機、ＲＦ三角
測量プロセッサ、拡張測位システム、例えばリアルタイムキネマティック（ｒｅａｌ　ｔ
ｉｍｅ　ｋｉｎｅｍａｔｉｃ：ＲＴＫ）、またはこれらの組み合わせを含めることができ
る。前記位置決定構成要素は、前記ハウジング１２の現在位置を処理要素２６に供給する
ことができる。
【００２２】
　前記モーションセンサー２２は、一般に当該フィットネスモニター１０の動きを感知し
、ひいては当該フィットネスモニター１０を体肢（例えば、手首、腕部、胴部、脚部、足
首）に装着し、当該フィットネスモニター１０を携帯し、または当該フィットネスモニタ
ー１０を衣服または一般に利用者が身体上に所持する付属品（例えば、鍵、職場のセキュ
リティバッジ）に取り付けて有している利用者の動きを感知する。当該モーションセンサ
ー２２には、加速度計、傾斜センサー、傾斜計（インクリノメーター）、ジャイロスコー
プ、これらの組み合わせ、あるいは圧電型、ピエゾ抵抗型、静電容量型の検出構成要素ま
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たはマイクロ電子機械（ＭＥＭＳ）構成要素を含む他の装置を含めることができる。当該
モーションセンサー２２は、１つの運動軸上の動きまたは複数の運動軸上、例えば３つの
直交軸Ｘ、Ｙ、Ｚ上の動きを感知できる。例示的なモーションセンサー２２は、Ａｎａｌ
ｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ社（米国マサチューセッツ州Ｎｏｒｗｏｏｄ）のＡＤＸＬ３６２　
３軸加速度計である。前記モーションセンサー２２は、一般に、動作データ（運動データ
）を前記処理要素２４に通信する。当該モーションセンサー２２が動作データを通信する
率は、約５０ヘルツ（Ｈｚ）から約１００Ｈｚまでと異なる。
【００２３】
　前記記憶素子２４は、一般に、日次活動目標および活動データに関する情報を格納し、
非一時的な構成要素、例えば読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ、消
去可能プログラマブルＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、キャッシュメモリな
ど、またはこれらの組み合わせを含むことができる。この記憶素子２４は、命令、コード
、コードセグメント、ソフトウェア、ファームウェア、プログラム、アプリケーション、
アプリ、サービス、デーモンなどを格納することができる。
【００２４】
　前記処理要素２４は、一般に、不活発度レベルを決定し、日次活動目標が満たされたか
どうかを決定する。当該処理要素２４には、プロセッサ、マイクロプロセッサ、マイクロ
コントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールド・プログラマブル・ゲー
ト・アレイ（ＦＰＧＡ）、アナログおよび／またはデジタル式の特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）など、またはこれらの組み合わせを含めることができる。例示的な処理要素２
４としては、ＡＲＭ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（イギリスＣａｍｂｒｉｄｇｅ）がライセンス供
与する３２ビットＣｏｒｔｅｘ　Ｍ０プロセッサなどがある。種々の実施形態において、
前記Ｃｏｒｔｅｘ　Ｍ０プロセッサは、前記通信ポート２０のｎＲＦ５１９２２　ＲＦＩ
Ｃとともにパッケージ化される。前記処理要素２４は、振動子または周期信号発生器をさ
らに含み、またはこれと通信可能にでき、これにより時刻を導出することができる。当該
処理要素２４は、一般に、命令、コード、コードセグメント、ソフトウェア、ファームウ
ェア、プログラム、アプリケーション、アプリ、工程、サービス、デーモンなどを実行し
、処理し、または動作させることができる。当該処理要素２４は、アドレスバス、データ
バス、制御線などを通じて前記記憶素子２４と通信することができる。さらに、当該処理
要素２４は、前記ディスプレイ１６にデータを送信し、前記モーションセンサー２２およ
び前記ユーザーインターフェース１８からデータを受信し、前記通信ポート２０との間で
データを送受信することができる。
【００２５】
　前記処理要素２４は、次の機能を実行するように構成またはプログラムすることができ
る。当該処理要素２４は、前記モーションセンサー２２から動作データを受信し、その動
作データを処理して活動データを決定できる。種々の実施形態において、前記活動データ
は、利用者の前記現在までの歩数３０、歩行または移動距離３６、燃焼カロリー数３８、
またはこれらの組み合わせを含むことができる。前記活動データは、モーションセンサー
２２により提供される動作データから識別可能な他種の動きを含むこともできる。前記処
理要素２４は、利用可能な動作データを処理して、利用者の総歩数を所与の期間について
決定することができる。例えば、当該処理要素２４は、２４時間（すなわち、１日）ごと
の利用者の総歩数を決定することができる。明瞭性のため、活動データを決定するため分
析する期間は、いかなる期間であってもよい（例えば、１５分、１時間、６時間、１日、
１週間、１か月）。諸実施形態において、活動データを分析するため使用される期間は、
利用者が、当該利用者の活動履歴データ、記憶素子２４に格納されたトレーニング計画、
または利用者プロファイルに基づき、ユーザーインターフェース１８を使ってフィットネ
スモニター１０に入力する。記憶素子２４は、所与の期間を超える長期間の活動データを
格納できるため、活動履歴データを提供し、長期にわたる活動データの変化を識別するこ
とが可能になる（例えば、格納された活動データにおける履歴上の増加傾向、格納された
活動データにおける履歴上の減少傾向）。前記処理要素２４は、図５に示すように利用者
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に提示するため、前記現在までの歩数３０を前記ディスプレイ１６に通信することができ
る。
【００２６】
　当該フィットネスモニター１０は、初期、所与の期間（例えば、１日）中に利用者が歩
くべき所定の歩数に対応した日次活動目標を格納することができる。特定の実施形態では
、他の期間、例えば１時間または１週間ごとの活動目標を提供することもできる。諸実施
形態では、１日に歩くべき総歩数について日次活動目標と、利用者の現在までの歩数３０
とが与えられると、前記処理要素２４は、前記日次活動目標と前記現在までの歩数３０と
の数学的な差である活動カウントダウン３２を決定することができる。この活動カウント
ダウン３２は、日次活動目標に達するまでに利用者が歩くべき残りの歩数を表す。前記処
理要素２４は、前記モーションセンサー２２の動作データから利用者が一歩歩いたことが
決定されるたび、前記活動カウントダウン３２から歩数を減算処理（デクリメント）して
、前記活動カウントダウン３２を更新することができる。
【００２７】
　図３Ａおよび３Ｂに示したように、ディスプレイ１６は、カウントダウン指標４４と、
１０００活動データ単位から５００活動データ単位まで低減される（例えば、日次活動目
標に達するまでの歩数を１０００歩から５００歩まで低減する）活動カウントダウン３２
とを提示できる。利用者の歩数を監視する諸実施形態において、前記活動カウントダウン
３２は、図３Ｃの前記ディスプレイ１６に示すように現在までの歩数３０が前記日次活動
目標に等しくなったときゼロに等しくなり、現在までの歩数３０が前記日次活動目標を超
えると、前記処理要素２４が、図３Ｄの前記ディスプレイ１６に示すように、前記日次活
動目標を超える歩数を表す前記目標超過歩数３４を前記ディスプレイ１６に送信する。前
記ディスプレイ１６が前記目標超過歩数３４を表示している場合、前記処理要素２４は、
利用者が前記日次活動目標を超えて歩いた歩数を前記目標超過歩数３４に追加できる。活
動カウントダウン３２から目標超過歩数３４への表示の移行は、前記ディスプレイに表示
されるステータス指標の変化を伴うようにできる。例えば、図３Ａ～３Ｄに示したように
、利用者の現在までの歩数が、利用者が歩くべき所定の歩数より少ない場合に提示可能で
ある活動カウントダウン３２の表示に伴うカウントダウン指標４４のステータス指標は、
利用者の現在までの歩数が、利用者が歩くべき所定の歩数を超えたとき、目標超過歩数３
４の表示に伴う正の指標４６のステータス指標で置き換えられるようにできる。前記活動
カウントダウン３２は、利用者が前記ユーザーインターフェース１８を使って当該活動カ
ウントダウン３２を選択した場合、前記ディスプレイ１６に表示されるようにできる。ま
た、前記処理要素２４は、前記現在までの歩数３０が前記日次活動目標を超えた場合、前
記活動カウントダウン３２から前記目標超過歩数３４に自動的に表示を切り替えるように
、前記ディスプレイ１６に通信することができる。諸実施形態において、ディスプレイ１
６は、前記目標超過歩数３４を連続的な要素とともに伝達することができる。例えば、図
８に示すように、ディスプレイ１６は、活動カウントダウン３２の代わりに、目標超過歩
数３４を連続的な要素として示すことができる。活動カウントダウン３２に伴う内容（例
えば、日次活動目標に関連したステータスを示すもの）は、目標超過歩数３４を伝えるよ
うに修正される。
【００２８】
　前記処理要素２４は、各所与の期間（例えば、毎日）の最後に、その期間（例えば、毎
日）の総歩数として、日次活動データ、例えば現在までの歩数３０を、前記記憶素子２４
に格納することができる。また、当該処理要素２４は、各所与の期間の最後に、前記現在
までの歩数３０をゼロにリセットして、次の期間、利用者が踏み出した第一歩が歩数番号
１になるようにすることもできる（例えば、１日ごとに追跡を行っている場合は２４時間
の期間）。
【００２９】
　前記処理要素２４は、さらに、前記日次活動データ、例えば総歩数の履歴、ならびにこ
れまで利用者がどの程度日次活動目標を超過してきたかに基づいて、１日ごとに日次活動



(11) JP 2018-83067 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

目標を調整することができる。諸実施形態において、フィットネスモニター１０は、日次
活動目標を利用者に提案して利用者がその提案を承諾または修正できるようにし、あるい
は利用者が日次活動目標を入力できるようにする。例えば、利用者は、前日の日次活動目
標より高く提案された日次活動目標を承諾し、または利用者のトレーニングの詳細設定（
プリファレンス）および目標に基づいて提案された日次活動目標を修正できる。
【００３０】
　フィットネスモニター１０は、利用者が選択するトレーニングレベルに基づき、日次活
動目標および所定の不活発度値を決定するように構成することができる。諸実施形態では
、低、中、および高トレーニングレベルを処理要素２４により使って、日次活動目標およ
び所定の不活発度値を決定することができる。例えば、前記低トレーニングレベルを選択
すると、処理要素２４は、前記中および高トレーニングレベルより低い率でインクリメン
トする日次活動目標および所定の不活発度値を決定し、これにより利用者は、快適な率で
自らの活動レベルを高めて不活発度レベルを下げるように促される。前記高トレーニング
レベルを選択すると、処理要素２４は、前記低および中トレーニングレベルより高い率で
インクリメントする日次活動目標および所定の不活発度値を決定し、これにより利用者は
、快適な率で自らの活動レベルを最大限に伸ばして不活発度レベルを最小限に抑えるよう
に促される。
【００３１】
　種々の実施形態において、前記処理要素２４は、一定期間に関する総歩数に数学的演算
を実行して、日次活動目標を決定できる。例えば、前記処理要素２４は、その日より前の
、いくつかの２４時間期間またはカレンダー日に記録された総歩数に移動平均またはウィ
ンドウ平均を実行することができる。前記日次活動目標は、格納されたすべての活動デー
タまたはそのサブセットについて計算される平均歩数であってよい。あるいは、前記処理
要素２４は、一定日数についての総歩数に関する他の統計関数、例えば中央値、最高値、
最低値などを、所与の日に関する日次活動目標を決定する際に実行することができる。記
憶素子２４に格納された活動データは、利用者、第三者、またはコンピュータにより生成
されたシミュレーションデータ（例えば、理論的プロファイル）の以前の活動データであ
ってよい。視覚的および／または聴覚的フィードバック情報を利用者に提供すると、日次
活動目標に関する利用者の現在のステータスおよび達成数値を伝えることができる（例え
ば、ディスプレイ１６に表示されるグラフィック）。
【００３２】
　諸実施形態において、フィットネスモニター１０は、利用者の活動履歴データを分析し
て、利用者が時とともに日次活動目標を徐々に高めるように促して利用者の身体的能力を
改善するように日次活動目標を決定することができる。諸実施形態において、フィットネ
スモニター１０の処理要素２６は、利用者の活動履歴データを評価したのち、格納された
トレーニング計画または適応型動的システムを適用して、その利用者の日次活動目標を決
定できる。諸実施形態において、処理要素２６は、新しい日次活動目標を決定する際、こ
れまで利用者がどの程度日次活動目標を超過してきたかを考慮することができる。例えば
、最近の日次活動目標を著しく超過している利用者に対しては、利用者の意欲を高めるた
め、より積極的に日次活動目標が高められる。
【００３３】
　フィットネスモニター１０は、初期の日次活動目標から、それより著しく高い日次活動
目標へと、利用者に関連付けて格納された活動データに基づく、または利用者プロファイ
ルに基づく一連の中間的な増加を経て、日次活動目標をインテリジェントに高めることが
できる（例えば、格納された活動データの５０パーセンタイルから、格納された日次活動
目標の２倍へと、日次活動目標を高めるなど）。フィットネスモニター１０の処理要素２
６は、格納されたトレーニング計画を適用して、複数の期間について格納された活動デー
タ（例えば、総歩数）に基づき初期の日次活動目標を決定したのち、著しく高い日次活動
目標へと、１日ごとに所定の数量ずつ日次活動目標を調節していくことができる。例えば
、処理要素２６は、格納された活動データを使って、初期、複数の期間について格納され
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た活動データ（例えば、総歩数）の中央値（５０パーセンタイル）である日次活動目標を
決定したのち、ピーク利用者パフォーマンスが満たされるまで、２％ずつ日次活動目標を
高めることができる。諸実施形態において、処理要素２６は、利用者プロファイルを適用
して、利用者の健康特性（例えば、年齢、体重、健康度（ｈｅａｌｔｈｉｎｅｓｓ）など
）に基づいて初期の活動目標を決定したのち、著しく高い日次活動目標へと日次活動目標
を高めていくことができる。諸実施形態において、日次活動目標は、記憶素子２４に格納
された特定の曜日に対応する活動データに基づくものであってよい。フィットネスモニタ
ー１０は、利用者の活動レベルの傾向を明らかにして、他の曜日より活動レベルを改善し
やすい曜日を特定できる。例えば、処理要素２６は、記憶素子２４に格納されたすべての
若しくは所定の数の活動データにアクセスして、現在の日に関する日次活動目標を決定す
ることができる（例えば、最近の水曜日について格納された活動データを評価して、今週
の水曜日の日次活動目標を決定するなど）。処理要素２６は、該当する曜日について格納
された全活動データの単純な平均または中央値を計算して日次活動目標を決定し、および
／または一定の曜日に関連付けてより最近格納された活動データに加重を適用することが
できる。例えば、一定の曜日（すなわち、先週の同じ曜日）に関するより最近の活動デー
タには付加的な加重を適用して、利用者のパフォーマンスを改善することもできる。
【００３４】
　また、フィットネスモニター１０の処理要素２６は、初期の日次活動目標を決定し、利
用者のトレーニングの詳細設定および目標に基づいて（例えば、利用者の活動を高める、
利用者の活動を維持するなど）、それ以降の当該日次活動目標を修正する適応型動的シス
テムを適用できる。例えば、利用者の活動を積極的に高めることを希望する利用者に対し
、処理要素２６は、初期、複数の期間について格納された活動データの７５パーセンタイ
ルを決定し、その後は、利用者のトレーニングの詳細設定および目標に適合するパーセン
テージ（例えば、５～２０％）だけ日次活動目標を可変に増加させることができる。
【００３５】
　フィットネスモニター１０の記憶素子２４は、日次活動目標の決定に利用できる複数の
トレーニング計画を格納できる。例えば、記憶素子２４は、最も容易なものから最も困難
なものまで、日次活動目標の決定に選択できる１０のトレーニング計画を格納できる。最
も容易なトレーニング計画は、一連の中間的増加により格納された活動データの２５パー
センタイルから７５パーセンタイルへとインテリジェントに高められた日次活動目標を決
定するものであってよい。最も困難なトレーニング計画は、一連の中間的増加により格納
された活動データの７５パーセンタイルから格納された最大活動データの３倍へとインテ
リジェントに高められた日次活動目標を決定するものであってよい。
【００３６】
　諸実施形態において、格納されたトレーニング計画は、利用者が使用するため選択でき
（ユーザーインターフェース１８を使って入力される）、または利用者の活動データに基
づいてフィットネスモニター１０により自動的に特定される。例えば、処理要素２６は、
利用者の現在のパフォーマンスレベル、トレーニングの詳細設定、およびパフォーマンス
の目標に合ったトレーニング計画を識別するため、格納されたトレーニング計画に伴うデ
ータに対して格納された利用者活動データの曲線フィッティングを適用することにより、
格納されたトレーニング計画の中から使用すべきものを識別することができる。
【００３７】
　諸実施形態において、利用者は、フィットネスモニター１０の記憶素子２４に格納され
た活動データを、通信ポート２０を使って、インターネット経由でオンラインコミュニテ
ィ（例えば、ソーシャルウェブサイト）に送信できる。他の利用者は、比較および課題設
定を目的として、各々の活動データ（例えば、利用者プロファイルに関連付けられた活動
データ）を共有することができる。例えば、利用者は、別の利用者の活動データを記憶素
子２４にロードして処理要素２６で使用することにより、日次活動目標、所定の不活発度
値、および他のフィットネス情報を決定できる。諸実施形態において、活動データは利用
者間で共有でき、これによりオンラインコミュニティ内で、各利用者の他利用者に対する
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活動レベルを決定することができる（例えば、グループリーダー、グループ平均と比較す
るなど）。
【００３８】
　また、前記処理要素２４は、現在の活動データを監視して不活発度レベルを決定できる
。所定の期間に関する現在までの歩数３０が所定の不活発度値より少ない場合（例えば、
１時間あたり２５歩）、前記処理要素２４は、図１に見られるように、少なくとも１つの
不活発度指標４０を表示するようにディスプレイ１６と通信することにより、利用者が不
活発である旨のアラートを利用者に発することができる。一部の実施形態において、期間
および不活発度値（歩数）は、当該フィットネスモニター１０の製造元により設定され、
当該フィットネスモニター１０により自動的に決定され、またはユーザーインターフェー
ス１８への利用者の入力により調整される。さらに、前記処理要素２４は前記ディスプレ
イ１６と通信して、現在までの歩数３０が不活発度値未満である期間ごとに不活発度指標
４０を１つ表示することができる。例えば、当該処理要素２４は前記ディスプレイ１６と
通信して、現在までの歩数３０が所定の不活発度値未満である１時間の期間ごとに不活発
度指標４０を１つ表示することができる。例えば、現在までの歩数３０が３時間の期間の
不活発度値より少ない場合は、ディスプレイ１６に３つの不活発度指標４０を表示するこ
とができる。
【００３９】
　諸実施形態において、処理要素２４は、第１の期間において利用者に関連付けられた現
在の活動と、所定の不活発度値との数学的な差に対応する不活発度レベルを計算すること
ができる。諸実施形態において、処理要素２４は、次に、現在の活動が前記所定の不活発
度値より少ない各第１の期間ごとに不活発度指標を増やすようにディスプレイ１６と通信
し、活動データのレベルが高まった各第２の期間ごとに不活発度指標を減らすようにディ
スプレイ１６と通信できる。
【００４０】
　上記のように、前記不活発度指標４０は、単一の不活発度指標または複数の不活発度指
標を使って、連続的な若しくはセグメント化した態様で、種々の不活発度レベルを示すこ
とができる。例えば、図１に示したように、ディスプレイ１６に表示された前記不活発度
指標４０は、４つのセグメント化した要素を含むことができる（例えば、１つのセグメン
ト化した要素は、不活発度が低レベルであることを伝え、４つすべてのセグメント化した
要素は、不活発度が最高レベルであることを伝えるように示される）。他の実施形態にお
いて、ディスプレイ１６に表示される前記不活発度指標は、種々の不活発度レベルを反映
するように満たされる連続的な要素を含むことができる（例えば、提示された連続的な要
素の２５％が満たされている場合は、不活発度が低レベルであることが伝達され、提示さ
れた連続的な要素の１００％が満たされている場合は、不活発度が最高レベルであること
が伝達される）。例えば、図８に示すように、フィットネスモニター１０は、種々の不活
発度レベル（例えば、第１の不活発度レベルへ向かって高まる）を示す連続的な要素を含
んだ不活発度指標４０を図示するディスプレイ１６を有したハウジング１２を含むことが
できる。
【００４１】
　利用者が活動を再開するに伴い、前記処理要素２４は、現在の活動データを監視して、
現在までの歩数３０、または前記モーションセンサー２２からの動作データに基づいて活
動（例えば、歩行）が検出された期間に基づき、現在ディスプレイ１６に表示されている
不活発度指標４０を１若しくはそれ以上除去するように前記ディスプレイ１６と通信でき
る。例えば、前記処理要素２４は、所定の期間に関する現在までの歩数３０が所定の不活
発度値を超えることを検出すると（例えば、過去１時間に利用者が２５歩を超えて歩いた
など）、現在利用者に表示されている不活発度指標４０を１つ除去するように前記ディス
プレイ１６と通信できる。さらに、当該処理要素２４は、所定の不活発度値を超えた所定
の期間ごとに１つずつ不活発度指標４０を追加で除去するように、前記ディスプレイ１６
と通信することができる。
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【００４２】
　また、前記処理要素２４は、利用者の身長または歩幅に関する利用者からのデータ入力
を利用して、図６のディスプレイ１６に示されているように、利用者の歩行距離３６を決
定することができる。利用者は、ユーザーインターフェース１８を使って個人データを入
力できる。また、前記処理要素２４は、利用者の体重に関する利用者からのデータ入力を
利用して、図７のディスプレイ１６に示されているように、燃焼カロリー数３８を決定す
ることができる。上述のように、ディスプレイ１６に表示される日次活動目標は、歩行ま
たは移動距離３６、燃焼カロリー数３８、またはこれらの組み合わせに基づくものであっ
てもよい。
【００４３】
　前記フィットネスモニター１０は、次のように動作可能である。このフィットネスモニ
ター１０には、利用者が、個人データ、例えば活動目標の設定に関連する利用者の身長、
体重、性別、年齢などを入力できるようにするソフトウェアプログラムまたはアプリケー
ションを付属させることができる。当該フィットネスモニター１０を使用する前に、利用
者は、外部電子装置、例えば前記プログラムまたはアプリケーションを実行するコンピュ
ータ、タブレット、またはスマートフォンを利用して、前記個人データを入力できる。次
いで利用者は、前記通信ポート２０を介して当該フィットネスモニター１０に前記データ
をダウンロードできる。また、当該フィットネスモニター１０は、前記電子装置から時刻
の初期設定を受信することができる。
【００４４】
　前記ディスプレイ１６は、図４に見られるように、デフォルトで時刻を表示することが
できる。利用者は、例えばボタンを押すことにより、前記ユーザーインターフェース１８
をアクティブにして、前記ディスプレイ１６に表示される情報を変更できる。例えば、図
３～７に見られるように、当該ディスプレイ１６は、次の情報、すなわち、時刻２８、活
動カウントダウン３２、現在までの歩数３０、目標超過歩数３４、歩行距離３６、および
燃焼カロリー数３８を順番に表示することができる。また、当該ディスプレイ１６は、各
情報項目に伴う指標を表示することもできる。さらに、当該ディスプレイ１６は、図１に
見られるように、適切な場合、１若しくはそれ以上の不活発度指標４０を適宜表示するこ
とができる。
【００４５】
　前記フィットネスモニター１０は、利用者が前記モーションセンサー２２を体肢（例え
ば、手首、腕部、胴部、脚部など）に装着し、携帯し、または衣服に取り付けているとき
、当該モーションセンサー２２により絶えず利用者の動きを感知することができる。前記
処理要素２４は、前記モーションセンサー２２からデータを受信し、現在までの歩数３０
を含む活動データを決定することができる。利用者は、日次活動目標に向けた自らの進歩
状況をいつでも確認することができ、これは前記ユーザーインターフェース１８をアクテ
ィブにして、現在までの歩数３０、活動カウントダウン３２、または現在までの歩数３０
が日次活動目標を超えた場合は目標超過歩数３４を見ることにより行う。
【００４６】
　前記フィットネスモニター１０が利用者の１日ごとの歩数に基づいて活動目標を決定す
る諸実施形態において、当該フィットネスモニター１０は、利用者の１日ごとの総歩数を
追跡し、それに合わせて日次活動目標をインテリジェントに調節することができる。これ
により、総歩数が時とともに増加している利用者は、各々の身体的パフォーマンスを改善
し続けることができる一方、他の利用者には、より達成しやすい目標が示される。上記の
ように統計分析を使うと、前記処理要素２４は、利用者の１日あたりの総歩数が全般的な
傾向として上向きであれば日次活動目標を高め、利用者の１日あたりの総歩数が全般的な
傾向として下向きであれば日次活動目標を下げることができる。
【００４７】
　また、前記フィットネスモニター１０は、前記活動データを追跡して、不活発な期間に
ついて利用者にアラートを発することができる。視覚的および／または聴覚的フィードバ
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ディスプレイ１６に表示されるグラフィック）。利用者がそれまで長時間座っていた場合
（すなわち、もっぱら座った姿勢でいた場合）、その期間の歩数は不活発度値より少ない
可能性が高い。歩数が不活発度値より少ない各期間について、前記ディスプレイ１６は、
不活発度指標４０を追加して表示することができる。利用者は、ディスプレイ１６に表示
される前記不活発度指標４０を見て、身体的活動、例えば歩行を再開する可能性がある。
利用者がより高い活動データレベルで第２の期間、例えば１分間または１時間、歩き続け
ると、不活発度指標４０は、前記ディスプレイ１６から除去される。諸実施形態では、例
えば、
　前記処理要素２６は、第１の期間について低レベルの活動データに対応する不活発度レ
ベルを決定でき、第２の期間についてより高レベルの活動データに対応する活動レベルを
決定できる。前記フィットネス装置１０は、活動データのレベルが所定の不活発度値に満
たない場合（例えば、第１の期間につき２５歩）、不活発度を示す指標を提示し、活動デ
ータのレベルが所定の不活発度値を満たし若しくは超えた場合（例えば、第１の期間につ
き２５歩）、不活発度を示す任意の指標を除去できる。前記第１の期間および第２の期間
は、等しくても（例えば、どちらも１５分間）、異なっても（例えば、第１の期間は１５
分間で、第２の期間は２分間）よい。例えば、前記第２の期間は、前記第１の期間より短
時間であってよい。これにより、前記第１の期間についてディスプレイ１６に表示された
複数の不活発度指標４０を除去するため、複数の第２の期間にわたり活動レベルが高まる
可能性がある。例えば、１５分の間隔にわたり不活発度レベルが決定された結果として、
ディスプレイ１６に表示された複数の不活発度指標４０の１つは、活動レベルが高められ
た２分期間ごとに順次除去される可能性がある（例えば、利用者が２５歩を超えて歩くな
ど）。諸実施形態において、フィットネス装置１０の前記ディスプレイ１６は、日次活動
目標および複数の不活発度指標を表示することにより、利用者が、望ましい目標および最
近の不活発度の指標に関連付けて現在の活動レベルを決定できるようにする。利用者の活
動に関連付けて情報を提示すると、健康的なライフスタイルを享受または維持するように
、利用者の意欲を高めることができる。
【００４８】
　以上、添付の図面に例示した諸実施形態を参照して本技術を説明してきたが、請求項に
記載した本技術の範囲を逸脱しない範囲で、本技術の均等物（等価物）を使用でき、また
本技術の置換形態を作成できることに注意すべきである。
【００４９】
　以上説明した本技術の種々の実施形態を鑑み、特許証により保護されることが望ましい
新規性のある特許請求の範囲には以下が含まれる。
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