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(57)【要約】
ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置は
、ユーザによって着用されるように構成されたリストバ
ンドを有する。電子モジュールは、リストバンドに脱着
可能に取り付けられている。電子モジュールは、コント
ローラと、画面と、該コントローラに動作可能に関連づ
けられた複数のユーザ入力部とを有する。ユーザ入力部
は、画面に接触し且つ該画面に対して概ね垂直な方向で
ユーザによって作動されるように構成されたユーザ入力
部を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールがコントローラを有し、該電子モジュールが該コントローラに動作可
能に関連づけられた複数のユーザ入力部をさらに有し、
　該複数のユーザ入力部が、X軸方向に沿って動作可能な第1のユーザ入力部と、Y軸方向
に沿って動作可能な第2のユーザ入力部と、Z軸方向に沿って動作可能な第3のユーザ入力
部とを含む、装置。
【請求項２】
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第1のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ収納容器の側部上に配置された第1のボタンを含む、請求項1記
載の装置。
【請求項３】
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第2のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ前記収納容器の端部上に配置された第2のボタンを含む、請求
項1記載の装置。
【請求項４】
　前記電子モジュールが画面を有し、前記第3のユーザ入力部が前記コントローラに動作
可能に接続されたセンサを含み、ユーザが前記画面をタッピングすることによって該セン
サがアクティブになる、請求項1記載の装置。
【請求項５】
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第1のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ前記収納容器の側部上に配置された第1のボタンを含み、前記
第2のユーザ入力部が、前記コントローラに動作可能に接続され且つ前記収納容器の端部
上に配置された第2のボタンを含み、前記電子モジュールが画面を有し、前記第3のユーザ
入力部が、前記コントローラに動作可能に接続され且つ前記ユーザが前記画面をタッピン
グすることによってアクティブになるセンサを含む、請求項1記載の装置。
【請求項６】
　前記電子モジュールがUSBコネクタを有する、請求項1記載の装置。
【請求項７】
　前記電子モジュールが前記リストバンドから取り外されると、前記USBコネクタがコン
ピュータのUSBポートに差し込まれるように構成されて、データを前記電子モジュールか
らリモートサイトへ転送することができ、且つ前記リモートサイトからのデータを前記電
子モジュールに転送することができる、請求項6記載の装置。
【請求項８】
　第1の力で前記画面をタッピングすることにより、前記第3の入力部がアクティブになっ
て第1の信号を提供し、第1の力とは異なる第2の力で前記画面をタッピングすることによ
り、前記第3の入力部がアクティブになって第2の信号を提供する、請求項4記載の装置。
【請求項９】
　前記センサが衝撃センサである、請求項4記載の装置。
【請求項１０】
　前記センサが加速度計である、請求項4記載の装置。
【請求項１１】
　前記加速度計が3軸加速度計である、請求項10記載の装置。
【請求項１２】
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の周縁部の近傍に配置されている、請
求項4記載の装置。
【請求項１３】
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　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の中央の近傍に配置されている、請求
項4記載の装置。
【請求項１４】
　前記リストバンドおよび前記電子モジュールのうちの一方が突部を有し、前記リストバ
ンドおよび前記電子モジュールのうちのもう一方が開口部を有し、前記電子モジュールを
前記リストバンドに接続するために、前記突部が前記開口部に脱着可能に受けいれられる
、請求項1記載の装置。
【請求項１５】
　前記リストバンドが開口部を備えたスリーブを有し、前記電子モジュールが、前記開口
部を通って前記スリーブに受けいれられるUSBコネクタを有する、請求項1記載の装置。
【請求項１６】
　前記スリーブが前記USBコネクタを包み込む、請求項15記載の装置。
【請求項１７】
　前記スリーブが前記リストバンドの中央部分の近傍に配置される、請求項16記載の装置
。
【請求項１８】
　前記電子モジュールの前記コントローラが運動機能性を有する、請求項1記載の装置。
【請求項１９】
　前記運動機能性が、運動パフォーマンスデータを記録することおよびモニタすることを
含む、請求項18記載の装置。
【請求項２０】
　前記データが、時間、距離および速度のうち少なくとも1つを含む、請求項19記載の装
置。
【請求項２１】
　前記コントローラが、ユーザに動作可能に関連づけられたセンサからデータを受け取る
ように構成されている、請求項20記載の装置。
【請求項２２】
　前記電子モジュールが、コンピュータのUSBポートに差し込まれるように構成されたUSB
コネクタを有し、前記電子モジュール上に保存されたデータが、前記コンピュータ上に表
示されることができる、請求項1記載の装置。
【請求項２３】
　前記コンピュータに前記電子モジュールを差し込むことに応答して、前記電子モジュー
ル上に保存されたデータが、表示のためのリモートウェブサイトへ自動的にアップロード
される、請求項22記載の装置。
【請求項２４】
　前記コントローラがディスプレイを有し、それぞれ曜日に相当する7つの別個のセグメ
ントにおいて運動パフォーマンスデータを表示するように前記コントローラが構成されて
いる、請求項21記載の装置。
【請求項２５】
　前記電子モジュールが、ユーザの運動パフォーマンスのモニタリングに使用するための
GPS衛星からデータを受け取るように適合されたGPSレシーバを有する、請求項1記載の装
置。
【請求項２６】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関連
づけられた複数のユーザ入力部を有し、
　該ユーザ入力部が、画面に接触し且つ画面に対して概ね垂直な方向でユーザによって作
動されるように構成されたユーザ入力部を含む、
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装置。
【請求項２７】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、第1の開口部および第2の開口部を有するリストバンドと、USBコネクタ、お
よび運動パフォーマンスデータを記録するように構成されたコントローラを有する電子モ
ジュールとを含み、
　該モジュールが第1の突部および第2の突部をさらに有し、前記モジュールを前記リスト
バンドに接続するために、前記突部がそれぞれの開口部において脱着可能に受けいれられ
る、
装置。
【請求項２８】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関連
づけられた複数のユーザ入力部を有し、前記電子モジュールがUSBコネクタをさらに有し
、
　前記コントローラが、予め定められた期間にわたって実行される複数のワークアウトを
含むワークアウト概要と共に表示される時刻を含むインタフェースを生成するように構成
されている、
装置。
【請求項２９】
　前記ワークアウト概要が、予め定められた期間にわたって実行される前記ワークアウト
の一日単位での内訳を含む、請求項28記載の装置。
【請求項３０】
　前記複数のワークアウトの各々が、目標ワークアウト量および実際のワークアウト量を
示すプログレスバーによって表わされる、請求項29記載の装置。
【請求項３１】
　前記コントローラが、前記ワークアウトの前記内訳をアニメーション形式で表示するよ
うに構成されている、請求項29記載の装置。
【請求項３２】
　前記ユーザ入力部が、前記画面に接触し且つ前記画面に対して概ね垂直な方向でユーザ
によって作動されるように構成されたユーザ入力部を含む、請求項28記載の装置。
【請求項３３】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、
該リストバンドに脱着可能に取り付けられた収納容器を有する電子モジュールとを含み、
　前記電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関
連づけられた複数のユーザ入力部をさらに有し、
　前記コントローラが、前記収納容器内に配置されたプリント回路基板を有し、
　該回路基板が、その上に動作可能に接続された衝撃ボタンを有し、
　前記ユーザ入力部が、ユーザが前記画面をタッピングするのに応答して前記衝撃ボタン
をアクティブにするように構成されたユーザ入力部を含む、
装置。
【請求項３４】
　ユーザが第1の力で前記画面をタッピングするのに応答して、前記コントローラによっ
て第1のアクションが提供され、ユーザが第1の力とは異なる第2の力で前記画面をタッピ
ングするのに応答して、前記コントローラによって第2のアクションが提供される、請求
項33記載の装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、2009年4月26日に出願された米国特許出願第61/172,769号の一部継続である
とともにその恩典を主張するものであり、該出願は参照によって明らかに本明細書に組み
入れられ且つその一部分になっている。さらに、本発明の局面は、下記の同時に出願され
た米国特許出願に例として記載されているユーザインタフェース特徴、全地球測位システ
ム(「GPS」)特徴および他の時計組立物と共に使用されてもよい：
(a) 米国特許出願第　　　号「Athletic Watch」(代理人整理番号 005127.01495);
(b) 米国特許出願第　　　号「GPS Features And Functionality In An Athletic Watch 
System」(代理人整理番号 005127.01496);
(c)米国特許出願第　　　号「Athletic Watch」(代理人整理番号 005127.01497)。
これらの同時に出願された米国特許出願は、参照によって全て本明細書に組み入れられ且
つその一部分になっている。
【０００２】
技術分野
　本発明は、全般的に運動パフォーマンスモニタリング装置、特に高度の運動機能性を有
する時計に関する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　時計、特に着用者が運動パフォーマンスをモニタするのを可能にする特徴を有する時計
などの装置は公知である。例えば、ランナーは、時間、距離、ペースおよびラップ等の記
録をとるために時計を身につけることが多い。そのような時計は、しかしながら、利用す
るのには多くの場合ユーザ・フレンドリでなく扱いにくい。従って、着用者はその時計を
、その潜在能力いっぱいまで、利用出来ないこともある。そのような時計はまた運動パフ
ォーマンスモニタリング性能を限定してしまっている。従って、運動機能性を有する或る
時計は多くの便利な特徴を提供している一方で、それにもかかわらず或る限界を有してい
る。本発明は、先行技術のこれらの限界の或る部分および他の難点を克服し、そしてこれ
まで利用可能でなかった新しい特徴を提供することを追求する。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は運動パフォーマンスモニタリング装置、特に高度の運動機能性を有する時計に
関する。
【０００５】
　本発明の1つの局面によれば、ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置は
、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドを有する。電子モジュールは
該リストバンドに脱着可能に取り付けられる。該電子モジュールは、コントローラ、なら
びに該コントローラと動作可能に関連づけられた画面および複数のユーザ入力部を有する
。例示的な態様では、ユーザ入力部は高度なユーザ操作性のための3軸または3つの軸の構
成で構成されている。第1の入力はX軸に沿って行われる。第2の入力はY軸に沿って行われ
る。第3の入力はZ軸に沿って行われる。そのような操作の方法も本発明の局面として含ま
れていてもよい。
【０００６】
　本発明のさらなる局面によれば、装置はユーザの運動パフォーマンスをモニタするため
に使用される。装置は、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドを有す
る。電子モジュールは、リストバンドに脱着可能に取り付けられている。電子モジュール
は、コントローラおよび該コントローラに動作可能に関連づけられた複数のユーザ入力部
を有している。複数のユーザ入力部は、X軸方向に沿って動作可能な第1のユーザ入力部、
Y軸方向に沿って動作可能な第2のユーザ入力部、およびZ軸方向に沿って動作可能な第3の
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ユーザ入力部を含む。
【０００７】
　本発明のさらなる局面によれば、第3の入力部は、時計の画面またはクリスタルに概ね
垂直な方向にZ軸に沿って行われる。ユーザは、第3の入力部では画面をタッピングするか
力を加える。第3の入力部に関する例示的な態様において、コントローラは、時計の収納
容器内に収納された衝撃センサに動作可能に接続されている。さらなる例示的な態様にお
いて、ユーザは、ユーザが時計の画面をタッピングする第3の入力部の利用により、ラン
中にラップをマークすることができる。
【０００８】
　本発明の別の局面によれば、電子モジュールは通信コネクタを有する。電子モジュール
は電子モジュールがリストバンドから取り外された場合に、ユーザのコンピュータに差し
込まれるように構成される。例示的な態様において、通信コネクタは、USB(Universal Se
rial Bus)コネクタの形をしている。通信コネクタがコンピュータへ差し込まれた場合、
電子モジュールによって記録された運動パフォーマンスデータは、コンピュータにも、コ
ンピュータによってアクセスされたリモートサイトにもアップロードすることができる。
リモートサイトは運動パフォーマンスのトラッキング、分析、そして表示に専用のサイト
であってもよい。さらなる例示的な態様において、リモートサイトおよびユーザのコンピ
ュータからのデータは、ユーザに対する高度の操作性のために電子モジュールに転送する
ことができる。
【０００９】
　本発明のさらなる局面によれば、USBコネクタは、電子モジュールの収納容器に固定し
て取り付けられてもよい。他の態様において、USBコネクタは、収納容器にフレキシブル
に接続されてもよい。例示的な態様において、USBコネクタは複数の導線を有する。導線
は、収納容器から延在する指状突起または脚体部材に埋め込まれた第1のセグメントを有
する。導線は、指状突起に接続された底部部材に位置した第2のセグメントを有する。第2
のセグメントは、一方の端部を第1のセグメントに係合し、そして他方の端部をコントロ
ーラに動作可能に接続した、弾力的な部材の形をしていてもよい。導線の第2のセグメン
トは、圧縮可能なスプリングの形をしていてもよい。底部部材は収納容器に接続される。
【００１０】
　本発明の別の局面によれば、時計はユーザに対する高度の操作性を有するコントローラ
およびユーザインタフェースを有する。
【００１１】
　本発明の別の局面によれば、時計はGPS(Global Positioning System)レシーバおよびア
ンテナを有する。時計は高度の操作性および高度の運動機能性に対するGPS信号を受信す
るように構成される。
【００１２】
　本発明の別の局面によれば、ユーザはリモートサイト経由で第2のユーザへとやる気を
起こさせるメッセージを送ることができる。リモートサイトへ接続する際、通知メッセー
ジは第2のユーザの電子モジュールに転送される。第2のユーザが、該メッセージに関連づ
けられた或る予め決定されたメトリックに到達した時に、該第2のユーザは通知メッセー
ジを受け取る。該第2のユーザは、リモートサイトへと接続させるコンピュータに、電子
モジュールを差し込むことにより、やる気を起こさせるメッセージにアクセスすることが
できる。別の態様において、該メッセージは、第2のユーザの時計上に直接表示されても
よい。
【００１３】
　本発明の別の局面によれば、電子モジュールは、リストバンドに脱着可能に接続される
。1つの態様において、電子モジュールは、リストバンドの対応する開口部によって受け
いれられる複数の突部を有してもよい。時計は代替の接続構造を採用してもよい。該接続
構造はフレキシブルな構成、脱着可能な鍵モジュール構成および統合型コネクタ構成を有
してもよい。
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【００１４】
　さらに本発明の別の局面によれば、該装置は、ユーザによって着用されるように構成さ
れたリストバンドを有する。電子モジュールは、リストバンドに脱着可能に取り付けられ
る。該電子モジュールはコントローラ、および画面、および動作可能にコントローラに関
連づけられた複数のユーザ入力部を有する。該ユーザ入力部は、画面に接触し且つ該画面
に対して概ね垂直な方向でユーザによって作動されるように構成されたユーザ入力部を含
む。
【００１５】
　発明の別の局面によれば、前記時計はユーザのための高度な操作性を持ったコントロー
ラおよびユーザインタフェースを有する。例えば、コントローラは、様々な種類の運動活
動統計値を表示する1つまたは複数のユーザインタフェースを、運動活動のユーザパフォ
ーマンスの最中、前、または後に、生成してもよい。ユーザインタフェースは、各ライン
が異なるワークアウト統計値または他の情報(例えば時刻、時間帯、ユーザ位置など)を表
示する複数のデータラインを含んでいてもよい。一構成では、ユーザインタフェースはゴ
ール・プログレス・トラッカを含んでいてもよい。トラッカは、例えば1つまたは複数の
サブゴールを表わす1つまたは複数のプログレスバーを含んでいてもよい。サブゴールは
ゴール全体の達成に必要なタスクに相当してもよい。サブゴールはゴール全体の達成を容
易にするために定義され、スケジュールされてもよい。インディケータは現行のサブゴー
ルまたはサブゴールのための期間（例えば、当日）を識別するためにさらに表示されても
よい。ユーザがサブゴールの期間中に実行した運動活動の量に依存して、対応するプログ
レスバーは対応する量によって満たされてもよい。例えば、ユーザが水曜日に走る予定の
距離の50%を達成している場合、水曜日用のプログレスバーは半分満たされてもよい。
【００１６】
　別の局面によれば、運動活動レジメンを維持し、かつ/または、ゴールを達成する軌道
に乗り続けるようユーザを激励するために、リマインダまたは動機づけメッセージがユー
ザに対して表示されてもよい。1つまたは複数の構成において、リマインダまたは動機づ
けメッセージは、該リマインダからの所定時間内に運動活動が実行されるということを確
認するようユーザに求めるプロンプトを含んでいてもよい。加えて、運動活動が所定時間
内に実行されることをユーザが確認するや否や、確認メッセージが表示されてもよい。そ
の確認は、さらに激励または勇気付けメッセージを含んでいてもよい。さらに、ユーザは
、運動活動が所定時間内に実行されるということを特定したら直ちに、該運動活動をスケ
ジュールするように求められてもよい。
【００１７】
　さらに別の局面によれば、ユーザは運動活動モニタリング装置のインタフェースを通し
てラップを記録してもよい。1つまたは複数の構成においては、ラップ情報はユーザ・ラ
ップ・マーキング入力の受取り後の所定時間の後に更新されるのみであってもよい。付加
的に或いは代替的に、所定時間の後に、ラップインディケータは増加されるのみであって
もよく、または増加したラップインディケータが表示されるのみであってもよい。ラップ
・マーキング入力を受け取った後に、しかし所定時間の経過の前に、ラップインディケー
タを表示するインタフェース以外のインタフェースが表示されてもよい。
【００１８】
　本発明の別の局面は運動パフォーマンスをモニタするためのシステムに関する。そのよ
うなシステムは例えば次のものを受信するための入力システム(例えば、有線または無線
の入力ポート、アンテナ等)を含んでいてもよい：(a) ルートの少なくとも第1の部分にわ
たっての運動パフォーマンス中の運動者の移動距離を示す第1のタイプの入力データ(例え
ば歩数計データ、速度計データ、走行記録計データ等)；および(b) ルートの少なくとも
第1の部分にわたっての同じ運動パフォーマンス中の運動者の移動距離を示す第2のタイプ
の入力データ(例えば、GPSデータ)。そこでは、第1のタイプの入力データは、第2のタイ
プの入力データを生成する第2のセンサシステムから独立した第1のセンサシステムによっ
て生成される。運動パフォーマンスモニタリングシステムはさらに次のことのためにプロ
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グラムされかつ適合された処理システム(例えば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ)
を含む：(a)ルートの第1の部分に対して、第1のタイプの入力データまたは第2のタイプの
入力データのどちらがより正確である可能性があるかを決定すること；および(b)ルート
の第1の部分にわたって、より正確であると決定された入力データのタイプを用いて、次
に記したもののうちの少なくとも1つを決定すること：運動パフォーマンス中の全体の移
動距離；ルートの第1の部分にわたっての移動距離；運動パフォーマンス中の全体のペー
ス；ルートの第1の部分にわたってのペース；運動パフォーマンス中の全体のカロリー消
費；またはルートの第1の部分にわたってのカロリー消費。この手法において、ルートの
各部分またはセグメントに対する最も信頼できるデータが、様々な算定を行うために、全
体として最も正確で可能な移動距離情報を提供するために使用されてもよい(そして、1つ
のセンサがルートのいくつかの部分またはセグメントのためのデータを提供してもよいし
、また別のセンサがルートの他の部分またはセグメントのためのデータを提供してもよい
)。該システムは、時計などの手首に装着される装置のような、パフォーマンス中に運動
者によって携帯される携帯用電子機器の内部に収納されていてもよい。
【００１９】
　少なくとも本発明のいくつかの例に係わるシステムは、他のソースから、どのタイプの
データがより正確である可能性があるかを決定する際に役立つかもしれないデータを受信
してもよい。もう1つの特定の例として、少なくともルートの第1の部分にわたって加速度
変化を示すデータ(加速度計から)は、ユーザが方向転換したかどうか決定するのに有益か
もしれない(GPSのデータが正確なままかどうか決定することにおいて)。別の例として、
少なくともルートの第1の部分にわたって、GPS信号の強度またはGPSの信頼度を示す入力
データは、どの入力データストリームがルートの該部分に対してより正確か決定する際に
、考慮されてもよい。いくつかの実例において、より正確なデータストリームの決定は、
任意で、加速度計データ、地図データ、信号強度データ、バッテリ強度データ、足接触力
プロファイルデータ、足接触角データ、などの他のデータと共に、少なくとも部分的には
、2つのデータストリームの内容(例えば、GPSと歩数計のデータを比較して)を比較するこ
とによって、決定されてもよい。
【００２０】
　本発明のさらなる局面は、運動パフォーマンスをモニタする方法に関する。そのような
方法は、例えば、次のことを含んでもよい:(a) 第1のセンサシステム(例えば、歩数計、
速度計、走行記録計または他の距離測定センサ)から、少なくともルートの第1の部分にわ
たって運動パフォーマンス中に運動者の移動距離を示す入力データを受信すること；(b) 
第2のセンサシステム(例えば、GPSシステム)から、少なくともルートの第1の部分にわた
って同じ運動パフォーマンス中に運動者の移動距離を示す入力データを受信すること、そ
こでは、第2のセンサシステムは第1のセンサシステムから独立している;(c)ルートの第1
の部分にわたって、第1のセンサシステムからの入力データまたは第2のセンサシステムか
らの入力データのどちらがより正確である可能性があるかを決定すること；そして(d)ル
ートの第1の部分にわたって、より正確であると決定された入力データを用いて、運動パ
フォーマンス中の全体の移動距離、ルートの第1の部分にわたっての移動距離、運動パフ
ォーマンス中の全体のペース、ルートの第1の部分にわたってのペース、運動パフォーマ
ンス中の全体のカロリー消費またはルートの第1の部分にわたってのカロリー消費の、少
なくとも1つを決定すること。これらの方法は、上に記載されたシステムに対する様々な
特徴のうちのいずれかを含んでもよい。
【００２１】
　本発明のさらなる局面は、例えば、次のものを受信する入力システム(例えば、1つまた
は複数の有線または無線の入力ポート、アンテナ等)を含んでもよい運動パフォーマンス
モニタリングシステムに関する:(a) 運動者が運動パフォーマンス中にルートに沿って移
動するにつれて、ルート上の運動者の位置(例えばGPSデータ)を示す第1のタイプの入力デ
ータ；(b) メッセージトリガー位置(例えば地理座標、GPSの座標、マップ座標等)を示す
第2のタイプの入力データ；および(c) メッセージ・ペイロード(例えば、テキストデータ
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、可聴データ、グラフィックデータ、および/または映像データ；可聴メッセージ着信イ
ンディケータ; 触覚メッセージ着信インディケータ; 等)を含む第3のタイプの入力データ
。そこでは、第2のタイプの入力データおよび第3のタイプの入力データは、入力システム
に一時的に接続されたデータ交換用の演算装置を通して受信される。さらに、そのような
システムは、次のことを行うようにプログラムされかつ適合された処理システム(例えば1
つまたは複数のマイクロプロセッサ)を含んでいてもよい:(a) ルート上の運動者の位置を
示す第1のタイプの入力データとメッセージトリガー位置を示す第2のタイプの入力データ
とを比較すること；および(b)第1のタイプの入力データが、メッセージトリガー位置に運
動者が物理的に存在するか、または存在したということを示す場合に、メッセージ・ペイ
ロードを伝達すること。そこでは、演算装置が入力システムに接続されていない時に、お
よびメッセージトリガー位置に運動者がいるかまたは近くにいる場合には、比較および伝
達のステップが遂行される。このように、運動パフォーマンス中にユーザによって携帯さ
れたネットワークに接続されてない装置は、実際にネットワーク化された接続があるよう
に見えるような手法で、ユーザと対話することができる。
【００２２】
　そのようなシステムは、或る条件の下、例えば、運動者がワークアウトの結果として地
理的なトリガー位置に到着したとの条件下で該メッセージ・ペイロードが伝達されるとい
うことを確実にするために、さらにセンサを有してもよい。例えば、ルート上の運動者の
移動速度または移動距離を示す入力データを提供するために、該入力システムに動作可能
につながれた速度センサまたは距離センサを含むことによって、これは遂行されてもよい
。この入力データは、例えば、歩数計によって、GPSによって、加速度計によって、速度
計によって、走行記録計によって等で、提供されてもよい。いくつかのより特別の例とし
て、本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムは、歩数計または速度計のデータ
が、運動者が徒歩でまたは自転車で該位置に到着したことを示す場合のみ、メッセージ・
ペイロードを伝達するようにプログラムされかつ適合されてもよい(例えば、該位置に到
達する前に歩数計または走行記録計によって示されるような閾値移動距離を必要とするこ
とによって、または徒歩または自転車等での移動を示すために前もって定義した速度の範
囲の中で運動者が該位置に近づくことを必要とすることによって)。
【００２３】
　本発明のさらなる局面は、運動パフォーマンスをモニタする例えば次の方法を含んでい
てもよい:(a)データ交換用の演算装置へと携帯用電子機器を動作可能に接続すること;(b)
携帯用電子機器上のメッセージトリガー位置を示す入力データを演算装置から受信するこ
と;(c) 携帯用電子機器上のメッセージ・ペイロードを含む入力データを演算装置から受
信すること;(d) 携帯用電子機器と演算装置との間の接続を終了すること;(e) 運動者が運
動パフォーマンス中にルートに沿って移動しつつある時および携帯用電子機器と演算装置
との間に動作可能なデータ交換接続がない場合に、ルート上の運動者の位置を示す携帯用
電子機器上の入力データを受信すること；(f) 携帯用電子機器と演算装置との間に動作可
能なデータ交換接続がない場合に、ルート上の運動者の位置を示す入力データとメッセー
ジトリガー位置を示す入力データとを比較すること;および(g) 携帯用電子機器と演算装
置との間に動作可能なデータ交換接続がない場合に、メッセージトリガー位置に運動者が
物理的に存在するかまたは存在したことを入力データが示した時に、メッセージ・ペイロ
ードを伝達すること。これらの方法は、上に記載されたシステムのための様々な特徴のい
ずれかを含んでもよい。
【００２４】
　本発明の他の特徴および利点は、下記の図面に関連して得られる明細書中の下記の例か
ら明白である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　　（図１～２１）本発明の例示的な態様の時計の形をしている装置の第1の態様の図を
開示しており、該時計の或るユーザインタフェースの操作性を示す図を含んでいる。
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　　（図２２～４９）本発明の例示的な態様の時計の形をしている装置の別の態様の図を
開示している。
　　（図５０～６４）本発明の例示的な態様の時計の形をしている装置の別の態様の図を
開示している。
　　（図６５～６９）本発明の例示的な態様の時計の形をしている装置の別の態様の図を
開示している。
　　（図７０～７３）本発明の例示的な態様の時計の形をしている装置の別の態様の図を
開示している。
　　（図７４～７７）本発明の例示的な態様の時計の形をしている装置の別の態様の図を
開示している。
　　（図７８～８５）本発明の例示的な態様に従って、USBコネクタと関連づけられたリ
ストバンドの部分の図を開示している。
　　（図８６～１１７ａ）本発明の時計と動作可能に関連づけられたユーザインタフェー
スによって生成される様々な画面表示を示しており、それらはユーザが本発明の様々な態
様に従って表示のために選択してもよいものである。
　　（図１１８～１２５）本発明の時計のユーザインタフェースと関連づけられた追加の
特徴を示す。
　　（図１２６～１４０）本発明の時計に動作可能に関連づけられたユーザインタフェー
スによって生成される追加の画面表示の例を示しており、それらはユーザが本発明の様々
な態様に従って表示のために選択してもよいものである。
　　（図１４１）本発明の局面が利用および/または実行され得る、全体のシステムの例
を示す。
　　（図１４２～１６６）本発明の局面に従ったGPSの特徴を含んだ、様々な例示的な時
計および/またはコンピュータインタフェース、特徴および機能性を示す。
　　（図１６７～３０９）本発明の時計のさらなる例示的な態様についての概観を開示し
、かつリストバンドと電子モジュールまたは電子モジュールのコンポーネントとの間のさ
らなる接続構造を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
詳細な説明
　本発明は様々な形式の態様に影響され得るけれども、本開示は発明の原理の例示と考え
られるべきであり、本発明の広い局面を、図示および記載された態様に限定するようには
意図されていないとの理解を以って、本発明の好ましい態様が図面の中に示され、かつ本
明細書の中に詳細に記載される。
【００２７】
装置構造
　本発明は、装置または運動用時計の複数の態様を開示する。図1～21は、該時計の第1の
態様を開示している;図22～49は、該時計の第2の態様を開示している;図50～64は、該時
計の第3の態様を開示している;また、図65～85は、該時計の追加の代替態様を開示してい
る。図167～309は、該時計のさらなる代替態様を開示している。本明細書においてさらに
論じられるが、これらの態様の各々は、本明細書において記載されるような様々な動作上
の特徴、ユーザインタフェースおよび全地球測位システム(「GPS」)特徴を組み込むこと
ができる。各態様の構造が、より非常に詳しく下記に記載され、かつ該時計の態様のさら
なる性能および特徴の記載もまた含まれる。様々な態様の特徴が、本発明の時計において
望まれる通りに組み合わされ得ることが理解される。
【００２８】
　図1～3は全般的に、符号10で全体として指定される本発明の装置または時計を示す。時
計10は一般的な計時用クロノグラフを組み込んでいる等の従来の用途を有している一方、
より非常に詳しく下記に説明されるように、時計10は、ユーザの運動パフォーマンスをモ
ニタするなどの、運動およびフィットネス用途の固有の機能性を有する。時計10は、全般
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的に、例示的な態様の中のキャリヤ14またはリストバンド14の形をしているストラップ部
材に脱着可能に接続された携帯用電子モジュール12を含んでいる。
【００２９】
　時計10の構造が最初に記載され、続いて時計10の操作が記載される。しかしながら、よ
り非常に詳しく下記に説明されるように、ユーザの運動パフォーマンスを記録しモニタす
るためにユーザによって着用された様々なセンサ1と時計10とが無線で通信することがで
きることは注目される。該センサは様々な形式をとることができる。例えば、該センサは
、図1に示されるようにユーザのシューズに取り付けられ、加速度計を含んでいてもよい
。該センサは様々な電子部品を有していてもよく、それらには電源、磁気センサ素子、マ
イクロプロセッサ、メモリ、伝送システムおよび他の適切な電子装置が含まれる。該セン
サは、運動パフォーマンスについての他のパラメータの中でも、速度および距離を記録す
るために、システムの他のコンポーネントと共に使用されてもよい。例示的な態様では、
該センサは、参照によって本明細書に組み入れられ、その一部を構成している米国特許出
願公開第2007/0006489号；第2007/0011919号および第2007/0021269号に開示されたような
センサであり得る。加えて、該センサは、図1に示されるように、ユーザによって着用さ
れた心拍数モニタ1のコンポーネントであってもよい。このように、時計10はシューズセ
ンサ1および心拍数センサ1の両方と通信してもよい。時計10はさらに、ユーザの好みによ
り、シューズセンサおよび心拍数センサのうちの1つだけと通信してもよい。より非常に
詳しく下記に説明されるように、時計10は、同様に、シューズセンサを必要としないでユ
ーザまたはランナーの速度および距離をモニタするための3軸加速度計のようなコンポー
ネントを含んでもよい。同様に下記に説明されるように、時計10は運動パフォーマンスモ
ニタリングに関係するデータを受信し転送するために、離れた場所と通信する性能を有し
ている。
【００３０】
電子モジュール
　図2～8にさらに示されるように、携帯用電子モジュール12は収納容器16に支持された様
々なコンポーネントを含んでおり、該コンポーネントには、適切なプロセッサおよび他の
公知のコンポーネントを有するコントローラ18、入力装置アセンブリ20、出力装置アセン
ブリ22、および通信コネクタ24(これは様々な態様における入力装置アセンブリ20および/
または出力装置アセンブリ22の一部と考えられてもよい)が含まれる。通信コネクタ24は
、例えば、USBコネクタ24であってもよい。コントローラ18は、入力装置アセンブリ20、
出力装置アセンブリ22および通信コネクタ24に、動作可能に接続される。より非常に詳し
く下に説明されるように、電子モジュール12は、同様に、様々なGPS(「全地球測位システ
ム」)の特徴を組み込むために、コントローラ18に動作可能に接続されたGPSレシーバおよ
び関連するアンテナを含んでいてもよい。
【００３１】
　図2～5に示されるように、収納容器16は第1の端部30、第2の端部32、第1の側面34、第2
の側面36、前面38および裏面40を有している。前面38は同様に、コントローラ18のディス
プレイを通して見るためにガラス部材39またはクリスタル39を含んでいてもよい。収納容
器16は、コントローラ18の様々なコンポーネントの格納のためにキャビティ42の範囲を規
定する。収納容器端部、側面およびクリスタルが協調して収納容器16を囲んでいることが
理解される。図の中にさらに示されているように、通信コネクタ24は収納容器16の第1の
側面30から延在している。通信コネクタ24は収納容器16の様々な他の場所に位置し得るこ
とが理解される。通信コネクタ24は全般的に、収納容器16からリジッドに延在する。他の
態様の中でさらに示されるように、通信コネクタ24は収納容器16に対してフレキシブルで
あってもよい。本明細書において記載された他の態様において、USBコネクタ24は、他の
構成において収納容器16にリジッドに接続されてもよい。論考されたように、通信コネク
タ24はUSBコネクタであり、複数の導線を有していてもよく、そしてその場合、導線はコ
ントローラ18に動作可能に接続される。収納容器16は、金属または一般に固い高分子材料
を含む様々な異なる剛性材から作ることができる。収納容器16は同様に、2ショット射出
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成形過程で成形され得るが、その場合、通信コネクタ24は、収納容器16に対してフレキシ
ブルであるように成形され得る。USBコネクタ24は、明細書において記載された他の態様
に一貫した収納容器16に別々に固定され得ることも理解される。USBコネクタ24は全般的
に、収納容器16およびコントローラ18との耐水接続を提供する。図7に示されているよう
に、収納容器16はその裏面40から延在する1対の突部44(1つの突部44は隠れていることが
理解できる)を有する。単一の突部44か、またはより多くの突部44が用いられ得ることが
理解される。時計10はフィットネス活動で使用されることがあるので、時計10が汗のよう
な水分または湿気に晒されうるといういくらかの可能性がある。収納容器16は、コントロ
ーラ18のコンポーネントを保護するために耐水性であるように設計されている。そのよう
な構造は、さらに、一定のレベルの耐衝撃性を備えている。どんな湿気もモジュール12か
ら遠くへ導くために、通気口がリストバンド14に備えられている。
【００３２】
　図4にさらに示されているように、コントローラ18は、当業者なら理解することだが、
全般的に、入力装置アセンブリ20および出力装置アセンブリ22に動作可能に接続されるプ
ロセッサ46を有している。コントローラ18は、下記にさらに記載されるように、入力装置
アセンブリおよび出力装置アセンブリと共同でユーザインタフェース特徴を提供するソフ
トウェアを含んでいる。コントローラ18のコンポーネントは、収納容器16内に収納され、
支持されている。コントローラ18は、充電式電源装置(例えば充電式バッテリまたは他の
バッテリタイプ)およびシステムメモリを含む様々な電気的コンポーネントを含んでいる
。コントローラ18は、同様に、アンテナ48を含み、コントローラおよび携帯用電子モジュ
ールがセンサ1と通信し、運動パフォーマンスおよび他の時間情報に関するデータを記録
し、記憶することを可能にする。コントローラ18は、同様に、当技術分野において公知で
あるように、離れた場所またはサイトへパフォーマンスデータをアップロードするように
機能するが、しかし、追加情報を離れたサイトまたは場所からダウンロードし、さらなる
利用のために該コントローラ18に記憶することもできる。アンテナ48は、コントローラ18
に関連づけたチップアンテナを含む様々な形式をとることができる。あるいは、アンテナ
48はシートメタルアンテナであってもよい。GPSを特徴として組み込む他の態様で、追加
のGPSアンテナも提供されてもよい。このように、時計10は多様なアンテナを組み込んで
もよい。該コントローラは、収納容器16の通信コネクタ24に動作可能に接続される。
【００３３】
　図2～4にさらに示されるように、入力装置アセンブリ20は、押下式ボタンの形のような
複数の入力装置を含んでいる。或る例示的な態様においては、データがコネクタ24経由で
時計10に転送される場合、USBコネクタ24も入力装置と考えることができる。1つの例示的
な態様においては、入力装置アセンブリ20は、まとめて3つの軸の動作構成(例えばx-y-z
軸)を規定する3つの入力ボタンを有する。該入力ボタンは側面ボタン50、端部ボタン52お
よび衝撃センサ、衝撃ボタンまたはタップボタン54を含んでいる。
【００３４】
　側面ボタン50は収納容器16の第1の側面34に配置される。側面ボタン50は第1の入力に対
応してもよく、そして、携帯用電子モジュール12を制御するためコントローラ18に動作可
能に接続される。図1に示されているように、側面ボタン50はX軸方向に作動するように構
成されている。ユーザは、収納容器16の第1の側面34の側面ボタン50を押すことにより、
第1の入力をアクティブにしてもよい。ユーザは、収納容器16の側面ボタン50および反対
側の第2の側面36を、X軸方向(図2および11)に沿って、押し込んでもよい。側面ボタン50
は、携帯用電子モジュール12を制御するためにコントローラ18の追加入力と協調してもよ
い。例えば、ユーザは、第1の入力のために頂上部分50aのような側面ボタン50の1つのセ
グメントを押してもよいし、第1の入力と異なる第2のまたは追加の入力のために、底部分
50bのような側面ボタン50の第2のセグメントを押してもよい。時計10の操作に関してより
非常に詳しく下記に説明されるように、側面ボタン50は、第1の入力を側面ボタンの頂上
の方に位置づけし、追加の入力を側面ボタンの底の方に位置づけして、トグルボタンかス
クロールボタンとして利用してもよい。そのとき、側面ボタン50は、リストから項目を選
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ぶために、ディスプレイ上のカーソルを上または下へ移動させるために使用されてもよい
。収納容器16の対向面36に、ここは3時の位置と考えられてもよいが、側面ボタン50が位
置してもよいことも理解される。図2に示される側面ボタン50は9時の位置にあると考えら
れる。
【００３５】
　端部ボタン52は収納容器16の第2の端部32に配置されてもよい。端部ボタン52は、第2の
入力に対応し、携帯用電子モジュール12を制御するためにコントローラ18に動作可能に接
続されている。図2に示されるように、端部ボタン52はY軸方向に作動するように構成され
ている。ユーザは、収納容器16の第2の端部32上の端部ボタン52を押すことにより、第2の
入力をアクティブにしてもよい。ユーザは、端部ボタン50および収納容器16の反対側の第
1の端部30を、Y軸方向(図12)に沿って押し込んでもよい。時計10の操作に関してより非常
に詳しく下記に説明されるように、端部ボタンはOK機能または選択機能として使用されて
もよい。例示的な態様において、端部ボタン52は、ユーザの操作性を高めるために下向き
になる角度で位置させてもよい。
【００３６】
　例示的な態様においては、衝撃ボタン54またはタップボタン54は、全般的に、好ましく
は収納容器16内に配置される衝撃センサに対応しており、コントローラ18(例えば、コン
トローラ18のプリント回路基板)に動作可能に接続される。図8aは、コントローラ18のプ
リント回路基板の概略図を示す。コントローラ18はUSBコネクタ24と協調する導線インタ
フェース18aを含んでいる。該基板は、該基板の周辺部に概ね隣接している衝撃センサ54
を動作可能に支持しており、該基板はまた、収納容器16の周辺に該衝撃センサを位置付け
ている。このように、衝撃センサ54は、コントローラ18に動作可能に接続され、そしてこ
の例示的な態様において圧電式衝撃センサであってもよい。周辺に隣接して位置している
場合であっても、周辺位置で感知される加速度は、ユーザにより画面39の概ね中央がタッ
ピングされることに起因する等の中央位置での加速度に概ね非常に近似している。衝撃ボ
タン54は、コントローラ18上または収納容器16内の他の位置に配置されてもよいことが理
解される。例えば、衝撃センサ54は、図8aにおいて想像線で示されたように、基板の中央
(収納容器16の中央およびクリスタル39の中央点の真下に概ね対応する)の近傍に置いても
よい。この構成において、衝撃センサは、電子モジュール12の必要な高さを最小限に抑え
るように低背型デザインを有する。該衝撃センサは、衝撃センサ以外の他の形式をとるこ
とができ、1つの例示的な態様においては加速度計であってもよい。例えば、図8bはコン
トローラ18のプリント回路基板を示すが、その場合、衝撃ボタン54は、加速度計の形をし
ており、基板の周辺に位置している。想像線で示されるように、加速度計も基板の中央の
近傍に、且つしたがって収納容器16の中央の近傍に位置してもよい。論考されたように、
衝撃ボタン54は、その形式が何であっても、全般的に、収納容器16内およびクリスタル39
の下に位置する(図7)。図8aに示される衝撃センサ54は、図8bに示される加速度計センサ5
4より少ない電力要求を有していてもよいことが理解される。図8bの中で示される加速度
計54は3軸加速度計であってもよく、かつタップ入力または第3の入力の感知に加えて追加
機能を有することが理解される。例えば、加速度計は、モーションを感知するや否や装置
を起動させること、ならびにユーザのために速度および距離を測定することに使用され得
る。
【００３７】
　衝撃センサ54は収納容器16の前面38に位置することもできる。衝撃ボタン54は第3の入
力に対応し、携帯用電子モジュール12を制御するためのコントローラ18に動作可能に接続
される。衝撃ボタン54は、ユーザによって画面39に加えられたタップまたは力を感知する
ために必要な感度を有することが理解される。図2に示されるように、衝撃ボタン54はZ軸
方向に作動するように構成されている。ユーザは、クリスタル39または表示画面をタッピ
ングするか押すことにより、第3の入力をアクティブにしてもよい。この表示画面39をタ
ッピングするかあるいは押すことが衝撃ボタン54またはタップボタン54をアクティブにす
る。このように、クリスタル39をタッピングすることが衝撃ボタン54をアクティブにし、
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且つコントローラ18に関連づけられた或る入力を行うような感度を衝撃ボタン54は有する
。例示的な態様において、Z軸方向は画面39に概ね垂直な方向である。垂直な方向とは異
なる方向も衝撃ボタンをアクティブにするのに十分でありえることが理解される。
【００３８】
　加えて、衝撃ボタン54は携帯用電子モジュール12を制御するためのコントローラ18の第
4の入力に対応するように構成されてもよい。例えば、衝撃ボタン54は2つの異なる衝撃レ
ベルまたは力(例えば、ソフトレベルとハードレベル)を感知してもよい。センサ54のソフ
トレベルをアクティブにするためにユーザが第1の量の力(F1)で押すかまたはタッピング
すると、ソフトレベルがアクティブになる。センサ54のハードレベルをアクティブにする
ためにユーザがより大きな量の力(F2)で押すかまたはタッピングすると、ハードレベルが
アクティブになる。追加のレベルを衝撃ボタン54に組み入れることもできる。時計10に追
加の入力を提供するために、追加のタッピング・シーケンスを、ボタン54に動作可能に関
係づけることもできる。全般的に、時計10は、時計10に所望の入力を提供する複数のタッ
ピングを受けるように、および入力に応じた特定のアクションを該時計が提供するように
プログラムすることができる。例えば、速いダブルタップまたはトリプルタップは所定の
入力を提供することができる。さらに、本明細書においてさらに記載されるように、時計
10は様々な異なる動作モードを有してもよい。様々なタッピングまたはタッピング・シー
ケンスが、特定の動作モードに基づいて異なる入力に割り当てられてもよい。タッピング
関連入力を、ユーザのコンピュータの位置で該時計に割り当てることもできる。一旦ユー
ザのコンピュータで割り当てられたならば、および一旦コンピュータから時計10へデータ
転送が実行されれば、タッピング関連入力は時計10にロードされる。タッピング・センサ
も他の力関連センサと組み合わせられてもよいが、その場合、ユーザの指が画面を横切る
ようにドラッグすることと組み合わせたタッピングは、さらに追加の入力を提供し得る。
このように、時計10はさらなる入力性能用のタッチ画面と組み合わせた衝撃ボタンを提供
してもよい。さらなる例示的な態様として、もしユーザが時計10のGPS動作モードに居る
場合、タッピングかタッピング・シーケンスは他の特定の入力を提供してもよい。センサ
は、画面上の概ね垂直な力とは異なる方向で画面に加えられた力を感知するようにさらに
構成することができる。衝撃ボタンのタップシーケンスは、側面ボタン150および端部ボ
タン152などの他の入力と組み合わせることもできる。
【００３９】
　図4にさらに示されるように、出力装置アセンブリ22はディスプレイ56を含む複数の出
力装置を含んでいる。電子モジュール12からデータを転送する場合、USBコネクタ24も出
力装置と考えられてもよい。もし望まれれば、出力装置アセンブリ22は可聴式のスピーカ
を含んでいてもよいことがさらに理解される。コントローラ18は、デジタル音楽プレーヤ
または他の電子装置のような他の装置と通信するためのさらなる性能を有することができ
る。
【００４０】
　ディスプレイ56は、収納容器16の前面38の概ね近傍に配置され、クリスタル39または画
面39の下に位置する。ディスプレイ56は、コントローラ18に動作可能に接続され、そして
、以下に記載するユーザインタフェース表示画面の中で示されるように、複数の異なる表
示フィールドを含んでいる。時計10に関連づけたユーザインタフェースと共同で、より非
常に詳しく以下に説明するように、様々な表示フィールドに情報が表示される。同様に記
載されるように、どんな情報を表示するか、および該情報を表示する方法に、ユーザは変
更を加えることができる。1つの例示的な態様において、ディスプレイ56は液晶ディスプ
レイ(LCD)画面であってもよい。ディスプレイ56はネガティブ画面であってもよい。該ネ
ガティブ画面はユーザに、白色背景上の黒い数字から黒背景上の白い数字へとテキストの
外見を逆にするオプションを与えてもよい。このネガティブ画面はリバース表示またはネ
ガティブ表示と呼ばれてもよい。該ネガティブ画面は、多くのユーザのために、グレアを
低減するのに役立ってもよい。携帯用電子モジュール12は追加または代替の入力装置およ
び出力装置を有することができると理解される。
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【００４１】
　該電子モジュールは、時計10に電力を供給するために、充電式バッテリをその収納容器
内に収納している。該充電式バッテリは、図10に示されるように、ユーザが該電子モジュ
ールをコンピュータに差し込む時などに充電される。該コントローラに関連づけられたバ
ッテリは複数のバッテリまたは電源を利用することができると理解される。第1のバッテ
リは一般的な時計/クロノグラフ機能のために利用されてもよい。第2のバッテリは、例え
ばセンサと通信することを含む他のコントローラ機能のために利用されてもよい。前記第
1のバッテリは、長寿命で基本的な時計機能を支える典型的なバッテリであると考えられ
る。他方の第2のバッテリは、運動パフォーマンスをモニタすることに関連した追加のコ
ントローラ機能を支えるための従来の充電式バッテリであり得るが、該機能はより多くの
電源を必要とする場合もある。そのような構成では、充電式バッテリが運動パフォーマン
スモニタリング機能によって消耗されたとしても、あるいはユーザが暫くの間ワークアウ
トを行っておらず電子モジュールを充電していなかったとしても、時計機能は犠牲となら
ないと考えられる。
【００４２】
キャリヤ
　図1～7に示されるように、キャリヤ14は全般的に、第1の端部と第2の端部との間に中央
部分を有しているリストバンド14の形をしている。リストバンド14は、全般的にともに成
形されたかまたは接続された第1の部材と第2の部材とを含んでいてもよい。リストバンド
14はユーザの手首のまわりに適合するようにフレキシブルである。1つの例示的な態様に
おいて、リストバンド14はフレキシブルな高分子材料で射出成形されてもよい。リストバ
ンド14には携帯用電子モジュール12との接続用の受けいれ構造を有する。図6に示された
ように、キャリヤ14は、中央部分の近傍に保護スリーブ60を含み、かつ内部通路64と連通
している開口部62を有している。通信コネクタ24は、開口部62を通って内部通路64の中に
受けいれられる。保護スリーブ60は、概ねカーブのついている外側表面を有している。ス
リーブ60はコネクタ24を固定するのを助けるための内部構造(スリーブ60とコネクタ24と
の間に干渉タイプのかみ合いを提供する隆起のようなもの)を有していてもよい。図6にさ
らに示されたように、リストバンド14の中央部分は開口部62の一部の範囲を規定する挿入
物66を有してもよい。リストバンド14の底部分を通して通気孔が提供されてもよく、該通
気孔は、リストバンド14に挿入された時にコネクタ24の近傍で通路64と連通した状態にな
る。該通気孔は、いかなる湿気もリストバンド14から逃げることおよびコネクタ24から流
れ去ることを可能にする。また中央部分において、キャリヤ14は、携帯用電子モジュール
12の一対の突部44をそれぞれ受けいれるための寸法を持った1対の開口部68を有する。
【００４３】
　図の中でさらに示されているように、第1の端部は、リストバンド14をユーザの手首に
固定するために使用される脱着可能な留め具70を取り付けるために、1対の穴部を有して
いる。この目的のために、脱着可能な留め具70はリストバンド14の複数の穴部と嵌合する
。脱着可能な留め具70は、プレート部材72と、プレート部材72から概ね垂直な方向に延在
する複数のポスト74とを有する。例示的な態様において、プレート部材72は2つのポスト7
4を有する。リストバンドを着用するために、最初、脱着可能な留め具70はリストバンド
・ストラップの第1の端部に接続され、そこにおいて、対の穴部がポスト74を受けいれる
ために提供される。リストバンド14はユーザの手首のまわりに位置し、また、ポスト74は
、図2から認識できるように、リストバンド14の第2の端部に提供される穴部へ差し込まれ
る。ポスト74がリストバンド14の第1の端部の対の穴部、およびリストバンド14の第2の端
部の複数の穴部へ差し込まれた後、リストバンド14の第1の端部および第2の端部は、互い
にオーバーラップする。1対のポスト74の利用によって、脱着可能な留め具70は、接続に
おける確かな接続と、より大きな柔軟性とを可能にし、手首サイズの範囲に適応するため
、より大きな調節範囲を提供する。
【００４４】
　加えて、プレート部材72はその上にしるし76を有することができる。プレート部材72は
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、リストバンド14に取り付けられた時、リストバンド14から見て外方に向き、その場合、
しるし76は他の者達が見ることができる。脱着可能な留め具70は容易に取り外せるので、
留め具70は贈答品として使用することができるし、種々の留め具が提供されて、リストバ
ンド18と共に使用されることができる。このように、種々のしるしを有する脱着可能な留
め具70が提供され得て、記念品、贈答品あるいはゴールを遂行した、レースに参加した、
またはそうでなければフィットネスの一定レベルを達成したことに対する報奨として利用
されることができる。しるしは、記述、グラフィックス、色彩設計、テクスチャーまたは
他のデザイン等を含む様々な形式をとることができる。
【００４５】
　時計10は代替の留め具機構を利用することができる。例えば、図64に示されたように、
リストバンド14は、代替の脱着可能な留め具70aと共に従来のバックル部材を利用するこ
とができる。この態様において、脱着可能な留め具70は、単一のポスト74aを持つ、より
小さな環状プレート部材72aを有する。脱着可能な留め具70aは、リストバンド14の端部の
うちの1つの遠位端に取り付けられ、次に、リストバンド14の別の部分に挿入される。
【００４６】
　論考されたように、携帯用電子モジュール12はキャリヤ14またはリストバンド14に脱着
可能に接続される。より非常に詳しく下記に説明されるように、携帯用電子モジュール12
は通信コネクタ24経由でコンピュータに接続されてもよいが、その場合、データおよび他
の情報は、運動パフォーマンスモニタリングサイト、またはリモートサイト(図9、10、16
～20)などの、離れた場所からモジュール12にダウンロードされてもよい。電子モジュー
ル12によって記録されたデータも、コンピュータそして次にリモートサイトにアップロー
ドされてもよい。データは、図16、17、19および20に示されるように表示することができ
る。追加のデータも、リモートサイトまたはコンピュータから携帯用電子モジュール12に
ダウンロードすることができる。その後、携帯用電子モジュール12は、リストバンド14に
再度接続することができる。コネクタ24はキャリヤ14のスリーブ60の中に差し込まれ、そ
して、突部44はキャリヤ14のそれぞれの開口部68の中に入れられる。突部44および開口部
60は、もし望まれれば、入れ替わった状態で電子モジュール12およびキャリヤ14上に存在
し得ることが理解される。突部44の大きくなっているヘッド部は、リストバンド14に当接
し、リストバンド14上にモジュール12を保持する。それによって着用可能な時計10が提供
され、ユーザは、本明細書に記載された時計10の運動パフォーマンスおよびフィットネス
に関係した追加の特徴を利用することができる。論考されたように、電子モジュール12は
、リストバンド14に脱着可能に接続され、データは、図10に示されるように、コンピュー
タにモジュール12を接続することにより転送することができる。図21に示されるような別
の例示的な態様において、モジュール12は、通信コードを受け取るためにポートを持つこ
とができ、それはモジュール12とコンピュータまたはリモートサイトとの間のデータ転送
に使用される。
【００４７】
操作全般
　時計10の携帯用電子モジュール12は、時計10に関連づけられたユーザインタフェースで
機能する関連ソフトウェアを有することが理解される。図18は、時計10に関連づけた全体
システムのコンポーネントを概略的に示す。より非常に詳しく下記に説明されたように、
従来の時計のようなクロノグラフ機能を持っていることに加えて、時計10は追加の運動機
能性を有する。例えば、センサ1が搭載されたシューズまたは心拍数モニタ1を着用したユ
ーザは、センサ1と無線で通信してランを含むエクササイズ中などのパフォーマンスをモ
ニタするために、時計10を使用することができる。他のセンサ・タイプも、ユーザによる
利用および時計10との通信のために、組み込むことができる。時計10は、ユーザの運動パ
フォーマンスを記録しモニタすることができる。
【００４８】
　全般的に、ユーザは、上に記載された3つの入力部、すなわち側面ボタン50、端部ボタ
ン52および衝撃ボタン54を利用して、時計10の動作を制御する。これらの入力部は、ユー
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ザが第1、第2および第3の軸に沿って入力を実行するように構成される。例示的な態様に
おいては、その入力部は3軸構成、すなわち、軸同士が概ね垂直の様式で位置しているX-Y
-Z軸構成(図2)で構成される。これは高度のユーザ・フレンドリなユーザインタフェース
を提供し、そこではユーザは、運動活動に参加しながら時計10の動作を容易に制御するこ
とができる。図11から認識することができるように、側面ボタン50は典型的には、ユーザ
が、概ねX軸に沿って側面ボタン50および反対側の収納側面36を押し込むかまたははさむ
ことによって動かされる。端部ボタン52は典型的には、ユーザが、概ねY軸に沿って端部
ボタン52および反対側の収納端部30近傍を押し込むかまたははさむことによって動かされ
る(図12)。最後に、衝撃ボタン54は典型的には、ユーザが、概ねZ軸に沿って(図14および
15)、収納容器16の前面38、典型的にはクリスタル39をタッピングすることによって動か
される。より非常に詳しく下記に説明されるように、側面ボタン50は、項目のリストをス
クロールするために上へ押すか下へ押すことによって、ユーザインタフェース内の項目ま
たは値のリストをスクロールするか循環させるために通常利用される。端部ボタン52は、
「SELECT（選択）」および「OK」のオプションのようなユーザインタフェース内の項目を
選択するために通常利用される。衝撃ボタン54は全般的に、バックライトの点灯、および
ラップのマーキングのような他の特定の機能のために利用される。例えば、コントローラ
18およびディスプレイ56に関連づけられたバックライトを点灯するためには、ユーザは単
にクリスタル39をタッピングするだけでよい。またより非常に詳しく下記に論考されるよ
うに、ユーザは、衝撃ボタン54を動かして運動パフォーマンスの区分を「マーキング」す
るためにはクリスタル39をタッピングすればよい。1つの例示的な態様において、時計10
に関連づけられたユーザインタフェースに関してより非常に詳しく下に議論されるように
、ユーザはワークアウト中にラップをマークする。ユーザがラン中に足取りを維持できる
一方で(図15)、衝撃ボタン54をアクティブにするために画面39をタッピングすることが、
容易に行われる。図10、14および19から十分に理解することができるように、ユーザのコ
ンピュータに電子モジュール12を差し込むことに応答して、運動パフォーマンスデータは
、例えばリモートサイトへとアップロードされる。リモートサイトは、運動パフォーマン
スデータを、ユーザのパフォーマンスに対応する「ランライン」として含む固有の構成で
表示するよう構成されてもよい。そして、そこでは該ランラインは、ワークアウト中にユ
ーザによって指定されたタップまたはマークに対応する、ランライン上のドットマーキン
グのようなしるしを含む。ユーザは、時計10内のセットアップ機能、または例えば時計10
に関連づけられたデスクトップ・ユーティリティに由来する他のソフトウェア、ならびに
USBコネクタ24経由などで時計10に入力されてもよいリモートサイト機能を利用すること
によって、自分の好みに合わせてボタンをカスタマイズすることができてもよい。時計10
の追加の操作性および特徴を、より非常に詳しく下記に記載する。
【００４９】
　図22～49は、全体として符号100で規定された本発明の運動用時計に関する別の態様を
開示している。類似構造が符号100のシリーズにおける同様の符号で指定される。図1～21
の態様と同様に、運動用時計100は全般的に、例示的な態様において、電子モジュール112
およびリストバンド114の形をしているキャリヤ114を含んでいる。図1～21の時計10と同
様に、時計100は、ユーザの運動パフォーマンスをモニタするといった運動およびフィッ
トネス用途の固有の機能性に加えて、一般的な計時用クロノグラフを組み込んでいる等の
従来の用途を有する。このように、時計100は、シューズベースのセンサ1および/または
心拍数モニタ1(図22で想像線で示されている)と通信することができる。時計100は、ユー
ザインタフェース、GPSおよび他の特徴に関する本明細書において記載されたものと同様
の動作上の特徴を有することがさらに理解される。
【００５０】
電子モジュール
　図23～28に示されているように、携帯用電子モジュール112は、収納容器116で支えられ
た様々なコンポーネントを含んでおり、それらは適切なプロセッサおよび他の公知のコン
ポーネントを有するコントローラ118、入力装置アセンブリ120、出力装置アセンブリ122
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、および通信コネクタ124を含み、該通信コネクタ124は様々な態様における入力装置アセ
ンブリ120および/または出力装置アセンブリ122の一部と考えられてもよい。通信コネク
タ124は、例えば、USBコネクタ124であってもよい。コントローラ118は、入力装置アセン
ブリ120、出力装置アセンブリ122および通信コネクタ124に動作可能に接続される。論考
されるように、電子モジュール112はまた様々なGPSの特徴を組み込むためのGPSレシーバ
および関連づけられたアンテナを含んでいてもよい。
【００５１】
　図25に示されているように、収納容器116は第1の端部130、第2の端部132、第1の側面13
4、第2の側面136、前面38および裏面140を有する。前面138は、コントローラ118のディス
プレイを見透すためのガラス部材139またはクリスタル139を含んでもよい。収納容器116
は、コントローラ118の様々なコンポーネントの格納のためにキャビティ142の範囲を規定
する。収納容器端部、側面およびクリスタルは、協調して収納容器116を囲むことが理解
される。それらの図中にさらに示されているように、通信コネクタ124は収納容器116の第
1の側面130から延在する。通信コネクタ124は収納容器16の様々な他の位置に位置しても
よいことが理解される。通信コネクタ124は、時計10の他の部分、例えばキャリヤ114の様
々な部分に、動作可能に接続することができる。この態様において、通信コネクタ124は
全般的に収納容器116からリジッドに延在する。論考されるように、通信コネクタ124はUS
Bコネクタであり、そして、複数の導線をそこに有していてもよく、そして、そこでは導
線は、コントローラ118に動作可能に接続される。1つの態様において、導線は、金めっき
が施されたもの、白金、または他の耐食性材料であり得る。収納容器116は、金属または
通常は固い高分子材料を含む様々な異なる剛性材から作ることができる。この例示的な態
様においては、収納容器116は射出成形される。USBコネクタ124は、全般的に、収納容器1
6およびコントローラ18との耐水接続を提供する。図26、27～28に示されているように、
収納容器116は、該収納容器116の裏面140から延在する突部144を有する。もし望まれれば
複数の突部144を使用することができることが理解される。時計100がフィットネス活動の
中で使用されることがあるので、時計10が汗のような、水分または湿気に晒され得るとい
う可能性が幾分ある。収納容器116は、コントローラ118のコンポーネントを保護するため
に耐水であるように設計されている。そのような構造は、さらに、一定レベルの耐衝撃性
を提供する。いかなる湿気もモジュール112から遠くへ導くために、通気口がリストバン
ド114に提供されてもよい。図25にさらに示されたように、収納容器116は、収納容器117
の表面を概ねカバーし、かつ外皮として役立つよう設計されているゴムブーツ117を含ん
でもよい。ゴムブーツ117は、クリスタル139が可視になるための、および突部144が通っ
て延在するための開口部を有することが理解される。ゴムブーツ117は、いかなる湿気ま
たは屑の浸透にも耐えるよう収納容器116のまわりを包むための寸法で協調的に作られて
いる。
【００５２】
　図25にさらに示されているように、当業者によって理解されるように、コントローラ11
8は、全般的に、入力装置アセンブリ120と出力装置アセンブリ122に動作可能に接続され
るプロセッサ146を有している。コントローラ118は、以下により大きく述べられるように
、入力装置アセンブリ120および出力装置アセンブリ122と共同で、ユーザインタフェース
特徴を提供するソフトウェアを含んでいる。コントローラ118のコンポーネントは、収納
容器116内に収納され、支えられている。コントローラ118は、充電式電源装置(例えば充
電式バッテリまたは他のバッテリタイプ)　およびシステムメモリを含む様々な電気的コ
ンポーネントを含んでいる。コントローラ118は、またアンテナ148(図38)を含み、コント
ローラ118および携帯用の電子モジュール112がセンサ1と通信して運動パフォーマンスや
他の時間情報に加えてGPSの特徴のような他の動作上の特徴に関係するデータを記録し記
憶することを可能にする。アンテナ148は、チップアンテナを含んだ、コントローラ118に
関連づけられた様々な形をとることができる。あるいは、アンテナ148はシートメタルア
ンテナであってもよい。GPSを特徴として組み込む他の態様については、別のGPSアンテナ
が提供されてもよい。このように、時計110は複数のアンテナを組み込んでもよい。コン



(19) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

トローラ118は、収納容器116の通信コネクタ124に動作可能に接続される。
【００５３】
　入力装置アセンブリ120は、押下式ボタンの形をしたような複数の入力装置を含んでい
る。ある例示的な態様においては、USBコネクタ124は、データが該コネクタ124を介して
時計100に転送される場合は、入力装置と考えられてもよい。1つの例示的な態様において
は、入力装置アセンブリ120は、まとめて3つの軸の動作構成(例えばX-Y-Z軸)(図27)を規
定する3つの入力ボタンを有する。それらの入力ボタンは、側面ボタン150、端部ボタン15
2および衝撃またはタップボタン154を含んでいる。
【００５４】
　側面ボタン150は収納容器116の第1の側面134に配置される。側面ボタン150は第1の入力
に対応してもよく、かつ携帯用電子モジュール112を制御するためにコントローラ118に動
作可能に接続されてもよい。図1に示されるように、側面ボタン150はX軸方向に作動する
ように構成されている。ユーザは、収納容器116の第1の側面134の側面ボタン150を押すこ
とにより、第1の入力をアクティブにしてもよい。ユーザは、側面ボタン150および反対側
にある収納容器116の第2の側面136を、X軸方向に沿って(図27)押し込んでもよい。例示的
な態様において、側面ボタン150は、携帯用電子モジュール112を制御するためにコントロ
ーラ118と動作可能に対応付けられた1対のボタンを含んでいてもよい。例えば、側面ボタ
ン150は第1の側面ボタン150aおよび第2の側面ボタン150bを有する。このように、ユーザ
は第1の入力のために、第1の側面ボタン150aを押してもよいし、また、第1の入力とは異
なる第2のまたは追加の入力のために第2の側面ボタン150bを押してもよい。時計110の動
作に関してより非常に詳しく下記に説明されるように、側面ボタン150a、150bは、第1の
入力を第1の側面ボタン150aに対応づけ、かつ追加の入力を第2の側面ボタン150bに対応づ
けて、トグルボタンかスクロールボタンとして利用してもよい。そのとき、側面ボタン15
0a、150bは、リストから項目を選ぶためにディスプレイ上のカーソルを上へ移動させるか
下へ移動させるために使用されてもよい。収納容器16の対向面136に、ここは3時の位置と
考えられてもよいが、側面ボタン150が位置してもよいことも理解される。図27に示され
る側面ボタン150は9時の位置にあると考えられる。
【００５５】
　端部ボタン152は収納容器116の第2の端部132に配置される。端部ボタン152は第2の入力
に対応し、携帯用電子モジュール112を制御するためにコントローラ118に動作可能に接続
される。図27に示されるように、端部ボタン152はY軸方向に作動するように構成されてい
る。ユーザは、収納容器116の第2の端部132上の端部ボタン152を押すことにより、第2の
入力をアクティブにしてもよい。ユーザは、端部ボタン152および収納容器116の反対側の
第1の端部130を、Y軸方向(図27)に沿って押し込んでもよい。時計110の操作に関してより
非常に詳しく下記に説明されるように、端部ボタン152はOK機能または選択機能として使
用されてもよい。
【００５６】
　例示的な態様においては、衝撃ボタン154またはタップボタン154は、全般的に、好まし
くは収納容器16内に配置される衝撃センサに対応している。図1～21の衝撃ボタン54に関
する上記の論考は、等しくこの態様における衝撃ボタン154に当てはまることが理解され
る。このように、衝撃ボタン154は、コントローラ118のプリント回路基板に動作可能に接
続することができる。ボタン154は、衝撃センサ以外の他の形式をとることができ、収納
容器116内の代替の位置に配置されてもよいことが理解される。衝撃センサ154は、収納容
器116(図30～31)内に、且つクリスタル139の下に概ね位置する。図30および31に示される
ように、衝撃ボタン154は、コントローラ118と収納容器116の周辺に隣接して位置する。
図31は収納容器116に位置したバッテリに隣接している衝撃ボタン154を示す。上に論考さ
れたように、衝撃ボタン154は、収納容器コントローラ18および収納容器116の中央の概ね
近傍など他の位置に位置することがあってもよい。衝撃センサ154は、収納容器116の前面
138に位置してもよい。衝撃ボタン54は第3の入力に対応し、携帯用電子モジュール12を制
御するコントローラ118に動作可能に接続されている。図27に示されるように、衝撃ボタ
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ン154はZ軸方向に作動するように構成される。ユーザは、クリスタル39または表示画面を
タッピングするか押すことにより、第3の入力をアクティブにしてもよい。この表示画面3
9をタッピングまたは押すことにより衝撃ボタン154またはタップボタン154をアクティブ
にする。このように、衝撃センサ154は、クリスタル39上のタッピングが衝撃ボタン54を
アクティブにするような感度を有する。加えて、衝撃ボタン154は携帯用電子モジュール1
12を制御するためのコントローラ118の第4の入力に対応するように構成されてもよい。例
えば、衝撃ボタン154は2つの異なった衝撃レベルまたは力(例えばソフトレベルおよびハ
ードレベル)を感知してもよい。ユーザがセンサ154のソフトレベルをアクティブにするた
めに力F1の第1の量で押すかまたはタッピングすると、ソフトレベルがアクティブになる
。ユーザがセンサ154のハードレベルをアクティブにするためにより大きな量の力F2で押
すかまたはタッピングすると、ハードレベルがアクティブになる。追加のレベルを衝撃セ
ンサ154に組み込むこともできる。
【００５７】
　図25および27にさらに示されているように、出力装置アセンブリ122はディスプレイ156
を含む複数の出力装置を含んでいる。電子モジュール112からデータを転送する場合、USB
コネクタ124は出力装置と考えられてもよい。もし望まれれば、出力装置アセンブリ122が
可聴式スピーカ（図47）を含んでもよいことがさらに理解される。コントローラ118は、
デジタル音楽プレーヤまたは他の電子装置のような他の装置と通信するためのさらなる性
能を有することができる。
【００５８】
　ディスプレイ156は、収納容器116の前面138の概ね近傍に配置され、クリスタル139また
は画面139の下に位置する。ディスプレイ156は、コントローラ118に動作可能に接続され
、記載される予定のユーザインタフェース表示画面に示されるような複数の異なった表示
フィールドを含んでいる。時計100に関連づけられたユーザインタフェースと共同で、よ
り非常に詳しく以下に説明するように、様々な表示フィールドに情報が表示される。同様
に記載されるように、どんな情報を表示するか、および情報を表示する方法にユーザは変
更を加えることができる。1つの例示的な態様においては、ディスプレイ156は液晶ディス
プレイ(LCD)画面であってもよい。ディスプレイ156はネガティブ画面を有してもよい。ネ
ガティブ画面はユーザに、白色背景上の黒い数字から黒背景上の白い数字へとテキストの
外見を逆にするオプションを与えてもよい。このネガティブ画面はリバース表示またはネ
ガティブ表示と呼ばれてもよい。ネガティブ画面は、多くのユーザのためのグレアを低減
するのに役立ってもよい。携帯用電子モジュール112は追加または代替の入力装置および
出力装置を有し得ると理解される。
【００５９】
　電子モジュールは、時計100に電力を供給するために、充電式バッテリを収納容器内に
収納している。充電式バッテリは、図10に示されるように、ユーザがコンピュータに電子
モジュールを接続する時などに充電される。コントローラに関連づけられた該バッテリは
、複数のバッテリまたは電源を利用することができると理解される。第1のバッテリは、
一般的な時計/クロノグラフ機能のために利用されてもよい。第2のバッテリは、例えばセ
ンサと通信することを含む他のコントローラ機能のために利用されてもよい。第1のバッ
テリは、長寿命を有し、基本的な時計機能を支える典型的なバッテリであると考えられる
。他方の第2のバッテリは、運動パフォーマンスをモニタすることに関連づけられた追加
のコントローラ機能を支えるための従来の充電式バッテリであり得る。そして該機能はよ
り多くの電源を必要とする場合もある。そのような構成では、充電式バッテリが運動パフ
ォーマンスモニタリング機能によって消耗されたとしても、あるいはユーザが暫くの間ワ
ークアウトを行っておらず電子モジュールを充電していなかったとしても、時計機能は犠
牲とならないと考えられる。図31は、収納容器116に位置したバッテリを開示している。
【００６０】
キャリヤ
　図23～26に示されるように、全般的に、キャリヤ114は、第1の端部と第2の端部との間
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に中央部分を有するリストバンド114の形をしている。リストバンド114は全般的に、とも
に成形されたかまたは接続された個別の部材を含んでいてもよい。リストバンド114はユ
ーザの手首のまわりで適合するようにフレキシブルである。1つの例示的な態様において
は、リストバンド114はフレキシブルな高分子材料で射出成形されてもよい。リストバン
ド114は、携帯用電子モジュール112への接続用の受けいれ構造を有する。キャリヤ114は
、中央部分の近傍に保護スリーブ160を含み、かつ内部通路164と連通している開口部162
を有している。通信コネクタ124は、開口部162を通って内部通路164へ受けいれられる。
保護スリーブ160は概ねカーブのついている外側表面を有している。スリーブ160はコネク
タ124を固定するのを助けるための内部構造(スリーブ160とコネクタ124との間に干渉タイ
プのかみ合いを提供する隆起のようなもの)を有していてもよい。リストバンド114の底部
分を通して通気孔が提供されてもよく、そして、リストバンド114に挿入された時にコネ
クタ124の近傍で通路164と連通した状態になる。該通気孔は、いかなる湿気もリストバン
ド118から逃げることおよびコネクタ124から流れ去ることを可能にする。また中央部分に
おいて、キャリヤ14は、携帯用電子モジュール112の突部44を受けいれるための寸法を持
った開口部68を有する。
【００６１】
　図の中でさらに示されるように、第1の端部は、リストバンド114をユーザの手首に固定
するために使用される脱着可能な留め具170を取り付けるために、1対の穴部を持っている
。この目的のために、脱着可能な留め具170はリストバンド114の複数の穴部と嵌合する。
脱着可能な留め具170は、プレート部材172と、プレート部材172から概ね垂直方向に延在
する複数のポスト174とを有する。例示的な態様では、プレート部材172は2つのポスト174
を有する。リストバンドを着用するために、まず、脱着可能な留め具170がリストバンド
・ストラップ114の第1の端部に接続され、そこにおいて、対の穴部がポスト174を受けい
れるために提供されている。リストバンド114は、ユーザの手首のまわりに位置し、そし
て、ポスト174が、リストバンド114の第2の端部に提供された穴部へ差し込まれる。ポス
ト174がリストバンド114の第1の端部の対の穴部、およびリストバンド114の第2の端部の
複数の穴部へ差し込まれた後、リストバンド114の第1の端部および第2の端部は、互いに
オーバーラップする。1対のポスト174の利用によって、脱着可能な留め具170は、接続に
おいて、確かな接続とより大きな柔軟性とを可能にし、手首サイズ範囲に適応するため、
より大きな調節範囲を提供する。
【００６２】
　加えて、プレート部材172はその上にしるし176を有することができる。プレート部材17
2は、リストバンド114に取り付けられた時、リストバンド114から見て外方に向き、その
場合、しるし176は他の者達が見ることができる。脱着可能な留め具170は容易に取り外せ
るので、留め具170は贈答品として使用することができるし、種々の留め具が提供されて
、リストバンド114と共に使用されることができる。このように、種々のしるしを有する
脱着可能な留め具170が提供され得て、記念品、贈答品あるいはゴールを遂行した、レー
スに参加した、またはそうでなければフィットネスの一定レベルを達成したことに対する
報奨として利用されることができる。しるしは、記述、グラフィックス、色彩設計、テク
スチャーまたは他のデザイン等を含む様々な形式をとることができる。
【００６３】
　図33～49は、時計100の追加の図と特徴を開示しており、特に、電子モジュール112と関
連づけられたコンポーネントの追加の接続を示している。
【００６４】
　図32～34に示されているように、収納容器116は、提供されそして例示的な態様におけ
る射出成形されたコンポーネントである。USBコネクタ124は、収納容器116の一部として
一体的に成形されてもよいし、且つ、USBコネクタ124は、コネクタ124内に金属導線125を
埋め込んでもよい。導線125の端部は、収納容器116の内部キャビティへと延在して、非常
に詳しく下記に説明されるように、コントローラ118と動作可能に接続されている。側面
ボタン150および端部ボタン152は、収納容器116に適切に搭載され、そして、弾性スプリ
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ング部材を関連付けてボタンの操作性を支援している。例示的な態様において、収納容器
116は複数のコンポーネントを有しており、そこにおいて、画面139を支える上部のコンポ
ーネントは、超音波溶接などで主な収納容器コンポーネントに固定されている。シールリ
ングは、密閉構成を提供するために、接続に先立って、収納容器コンポーネントの間に位
置させてもよい。
【００６５】
　図35～43にさらに示されるように、コントローラ118は収納容器116に取り付けられるサ
ブアセンブリとして構成される。コントローラ118は、例示的な態様におけるLCDディスプ
レイであるディスプレイ156に接続されるメインプリント回路基板Bを有する。高密度接続
が提供される。コントローラ118は、メインプリント回路基板に動作可能に接続されるユ
ーザ入力部インタフェース157をさらに有する。ユーザ入力部インタフェース157はフレキ
シブルな部材であり、第1の入力/側面ボタン150a、150bに対応する第1の対の部材157a、1
57b及び、これに加えて第2の入力/端部ボタン152に対応する第2の部材157cを有する。フ
レキシブルな部材は、囲むように曲がることができるので、該フレキシブルな部材の1つ
の区分がコントローラ118の横に取り付けられ、該フレキシブルな部材の第2の区分はコン
トローラ118の端に取り付けられる。該フレキシブル部材は、中間の枠M上の釘上にまたが
った位置決め開口部を有してもよい。ユーザ入力インタフェース157は、回路基板Bに対す
る共通接続を有し、これは、接続不良が生じる可能性を最小限に抑える。フレキシブルな
部材はより扱いやすく操作しやすいので、フレキシブルなユーザ入力インタフェース157
は、時計のより効率的な製造を提供する。衝撃センサまたは加速度計の形をしている衝撃
ボタン154も、上記の図8aおよび8bに関する論考と一致したメインプリント回路基板Bに動
作可能に取り付けられる。図36に示されるように、コントローラ118は、コントローラ118
のコンポーネントを支えるための中間の枠コンポーネントMを有していてもよい。アンテ
ナ148は、図38～40に示されるように、メインプリント回路基板Bに接続される。アンテナ
148の末端部は、図40に示されるような中間の枠Mの端のまわりに構成されてもよい。図41
～42に示されるように、ディスプレイ156は適所へはめ込まれる。バッテリPSも、図43～4
4に示されるように、メインプリント回路基板Bに接続される。
【００６６】
　図44～46にさらに示されているように、サブアセンブリ・コントローラは収納容器116
の内部キャビティに位置しており、そこにおいて、USBコネクタ124の導線125は、コント
ローラ118のプリント回路基板B上のコンタクト・パッドPに動作可能に接続される。図47
に示されるように、圧電スピーカ部材は、収納容器116の裏のコンポーネントに接続され
、ユーザに可聴フィードバックを提供することができる。図48に示されるように、収納容
器116の裏のコンポーネントはコントローラ・サブアセンブリを支える別の収納容器コン
ポーネントに接続され、そこにおいて、コントローラ118は、収納容器116に適切に取り付
けられる。シール部材は所望のシールを提供するために収納容器コンポーネント間に位置
する。底部収納容器コンポーネントはその上に突部144を有する。収納容器コンポーネン
トは従来のねじによる締め付けまたは他の公知の固定手段によって接続することができる
ことが理解される。
【００６７】
　図49に示されるように、弾力性のゴムブーツの形をしたオーバーレイ部材117は、収納
容器116の一部と考えられる。オーバーレイ部材117は、端部ボタン152、USBコネクタ124
、画面139および突部144を格納するための開口部を有する。オーバーレイ部材117は側面
ボタンに対応する膨らんだ部分を有する。オーバーレイ部材117は、電子モジュール112が
形成される収納容器116を覆って位置する。オーバーレイ部材117は部材117の内部の表面
に、収納容器コンポーネントにオーバーレイ部材117を張り付けるために活性化される熱
活性化接着剤を、有してもよい。収納容器116またはオーバーレイ部材117はキャリヤ114
とは知覚的に異なる或る色で成形可能であることが理解される。収納容器116またはオー
バーレイ部材117は、側面ボタン150が収納容器116またはオーバーレイ117の他の部分と知
覚的に異なる色であり得るように、形成することもできる。図23～24にさらに示されてい
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るように、電子モジュール112は、リストバンド114に脱着可能に接続され、そこにおいて
、USBコネクタ124は開口部162経由でスリーブ160に受けいれられ、突部144は開口部168に
受けいれられる。その後、時計100はユーザの手首に着用することができる。
【００６８】
　論考されたように、携帯用電子モジュール112は、キャリヤ114またはリストバンド114
に脱着可能に接続される。より非常に詳しく下記に説明されるように、携帯用電子モジュ
ール112は、通信コネクタ124によってコンピュータに接続されてもよく、そこにおいて、
運動パフォーマンスモニタリングサイトまたはリモートサイト(図10および16～20を参照)
などの、離れた場所から、データおよび他の情報をモジュール112にダウンロードしても
よい。電子モジュール112によって記録されたデータを、コンピュータそして次にリモー
トサイトにアップロードしてもよい。次に、携帯用電子モジュール112をリストバンド114
に接続することができる。コネクタ124はキャリヤ114のスリーブ160へ差し込まれ、そし
て、突部144はキャリヤ114の開口部168に入れられる。突部144の大きくなっているヘッド
部は、リストバンド114に当接してリストバンド114にモジュール112を保持する。これに
よって着用可能な時計110が提供され、そこにおいて、ユーザは、本明細書に記載された
時計100の運動パフォーマンスおよびフィットネスに関する追加の特徴を利用することが
できる。
【００６９】
操作全般
　時計100の携帯用電子モジュール112は、時計100に関連づけられたユーザインタフェー
スで機能する関連ソフトウェアを有することが理解される。より非常に詳しく下記に説明
されるように、従来の時計のようなクロノグラフ機能を持っていることに加えて、時計10
0は追加の運動機能性を有する。例えば、センサ1が搭載されたシューズまたは心拍数モニ
タ1を着用したユーザは、センサ1と無線で通信し、そしてランを含むエクササイズ中など
のパフォーマンスをモニタするために、時計100を使用することができる。他のセンサ・
タイプも、ユーザによる利用および時計100との通信のために、組み込むことができる。 
時計100は、ユーザの運動パフォーマンスを記録しモニタすることができる。
【００７０】
　全般的に、ユーザは、上に記載された3つの入力部、すなわち側面ボタン150、端部ボタ
ン152および衝撃ボタン154を利用して、時計100の動作を制御する。これらの入力部は、
ユーザが第1、第2および第3の軸に沿って入力を実行するように構成される。例示的な態
様においては、その入力部は3軸構成、すなわち、X-Y-Z軸構成(図27)で構成される。これ
は高度のユーザ・フレンドリなユーザインタフェースを提供し、そこではユーザは、運動
活動に参加しながら時計100の動作を容易に制御することができる。図27から認識するこ
とができるように、側面ボタン150は典型的には、ユーザが、概ねX軸に沿って側面ボタン
150および反対側の収納側面136を押し込むかまたははさむことによって動かされる。端部
ボタン152は典型的には、ユーザが、概ねY軸に沿って端部ボタン152および反対側の収納
端部130近傍を押し込むかまたははさむことによって動かされる(図27)。最後に、衝撃ボ
タン54は典型的には、ユーザが、概ねZ軸に沿って(図14、15および27)、収納容器116の前
面138、典型的にはクリスタル139をタッピングすることによって動かされる。より非常に
詳しく下記に説明されるように、側面ボタン150は、項目のリストをスクロールするため
に上へ押すか下へ押すことによって、ユーザインタフェース内の項目または値のリストを
スクロールするか循環させるために通常利用される。端部ボタン152は、「SELECT」およ
び「OK」のオプションのようなユーザインタフェース内の項目を選択するために通常利用
される。衝撃ボタン154は全般的に、バックライトの点灯、およびラップのマーキングの
ような他の特定の機能のために利用される。例えば、コントローラ118およびディスプレ
イ156に関連づけられたバックライトを点灯するためには、ユーザは単にクリスタル139を
タッピングするだけでよい。またより非常に詳しく下記に論考されるように、ユーザは、
衝撃ボタン154を動かして運動パフォーマンスの区分を「マーキング」するためにはクリ
スタル139をタッピングすればよい。ユーザは、時計100内のセットアップ機能、または例
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えば時計100に関連づけられたデスクトップ・ユーティリティに由来する他のソフトウェ
ア、ならびにUSBコネクタ124経由などで時計100に入力されてもよいリモートサイト機能
を利用することによって、自分の好みに合わせてボタンをカスタマイズできてもよい。時
計10は、時計10と動作可能な通信状態にあるヘッドホンを着用しているユーザへと可聴デ
ータを介して通信するための、さらなる機能性を有することもできることがさらに理解さ
れる。
【００７１】
　図50～64は、符号400で全体として規定された本発明の時計の別の態様を開示する。こ
の態様の時計400は、図1～21の時計10および図22～49の時計100と同様の構造および機能
性を有する。上記の記載が等しくこの追加の態様に当てはまるので、同様の構造は完全に
はより非常に詳しくは記載されない。同様の構造は、符号400シリーズにおける符号で記
載される。論考されたように、この態様の時計400は、本明細書に記載されたユーザイン
タフェース特徴を利用することができ、そして、そこに記載されたGPSの機能性を有する
ことができる。図50～53に全般的に示されたように、時計400は、全般的にキャリヤ414ま
たはリストバンド414の形をしているストラップ部材に脱着可能に接続された携帯用電子
モジュール412を含んでいる。
【００７２】
　図54～60に示されているように、携帯用電子モジュール412は、収納容器416で支えられ
た様々なコンポーネントを含んでおり、それらはコントローラ418、入力装置アセンブリ4
20、出力装置アセンブリ422、および通信コネクタ424を含み、該通信コネクタ424は様々
な態様における入力装置アセンブリ420および/または出力装置アセンブリ422の一部と考
えられてもよい。通信コネクタ424は、例えば、USBコネクタ424であってもよい。コント
ローラ418は、入力装置アセンブリ420、出力装置アセンブリ422および通信コネクタ424に
動作可能に接続される。
【００７３】
　図54～55に示されたように、この態様においては、側面ボタン450は、3時の位置、収納
容器416の先の態様とは概ね反対側の側面に配置される。何人かのユーザにとって、この
位置が人間工学的により好ましい可能性があることを試験が見出した。収納容器416は、
同じく、リストバンド414の、電子モジュールを固定するための、開口部と嵌合するため
に対の突部444を有している。突部444は、ユーザの手首がより小さいことに対して、より
よく嵌まるよう配置されている。先の態様においてリストバンドに関連づけられたマウン
ティング・コアは、該デザインでは削除されている。
【００７４】
　図56～61は、同じく電子モジュール412の様々なコンポーネントの種々の分解図を示す
。メインコントローラ418は、収納容器416のキャビティに受け入れられるサブアセンブリ
中に接続されることができ、そこにおいて、ガラスまたはクリスタル439が、図22～49の
時計100と同様に、該コントローラ・サブアセンブリを覆って配置される、ということは
注目される。入力ボタンは時計の操作性を高める触覚面を有することがさらに理解される
。時計400は、さらに、可聴フィードバック(図60)のためのピエゾスピーカを含んでいる
。コントローラ・サブアセンブリのコンポーネントは、図22～49の時計100に関して上に
記載されたような同様の方法において形成される。
【００７５】
　図59～63は、通信コネクタ424をより非常に詳しく示す。この態様において、通信コネ
クタ424は、収納容器416に接続されそしてまたコントローラ418と動作可能に連通してい
る、個別の部材である。論考されたように、通信コネクタ424は、USBコネクタ424の形を
している。図61に示されるように、USBコネクタ424は全般的にベース部材480および導線
アセンブリ481を含んでいる。ベース部材480は取り付け構造482、および取り付け構造482
から延在する脚体483を有する。取り付け構造482は、床484から、および取り付け構造482
へ延在する複数の開口部485を有する床484の範囲を規定する。例示的な態様において、取
り付け構造482は4つの開口部485を有する。取り付け構造482は、垂直に上方へ延在する3
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つの突部486をさらに持っている。導線アセンブリ481は第1の導線区分487および第2の導
線区分488を有する。第1の導線区分487は、脚体483に支えられそして取り付け構造482お
よび開口部485へ延在する端部を持った、複数の導線を含んでいる。このように、例示的
な態様において、第1の導線区分487は4つの導線を含んでいる。導線487は、プラスチック
が導線487のまわりの型に注入される射出成形プロセスなどで脚体に埋め込まれている。
第2の導線区分488は、複数の導線488を、そして例示的な態様においては4つの導線を、含
んでいる。さらに例示的な態様においては、第2の導線488は、ワイヤ・スプリング488の
形をしているなどの弾力のある部材である。各第2の導線488は取り付け構造482のそれぞ
れの穴へ差し込まれる。各第2の導線488の一方の端部は、それぞれの第1の導線487(図62)
と係合している。第2の導線488の他方の端部は取り付け構造の穴から延在する。図58～63
に示されたように、取り付け構造482は収納容器416の底のくぼみへ差し込まれ、適切な締
め具489によってそこへ固定される。締め具は、ねじ、接着剤、溶接または他の固定する
部材であり得る。該くぼみは、取り付け構造482上の3つの突部486を受けいれる、さらに3
つの開口部を有する。ガスケット490も第2の導線488のまわりに含まれ、取り付け構造482
と収納容器416の一部との間にはさまれている。第2の導線488は収納容器416の底の開口部
を通して延在し、そこにおいて、第2の導線488の端部は、コントローラ418の対応する穴
と動作可能に接続されている。USBコネクタ424が収納容器416に接続されると、第2の導線
488は圧縮された状態になる。従って、動作可能な導電接続が、コントローラ418から、脚
体483に支えられた第1の導線487の端部へと提供される。USBコネクタ424は、上に記載さ
れたように(図10)、データ転送用のユーザコンピュータへ容易に差し込まれる。このUSB
コネクタ設計は、コネクタと収納容器の間の確かで強固な接続を提供する。この構造はま
た、湿気がこの接続経由で収納容器に入る機会を最小化する。この構成は、さらに、USB
導線が射出成形プロセスによって脚体に埋め込まれることを可能にする。その場合、もし
望まれれば、収納容器は様々な金属素材から選ぶことができる。
【００７６】
　論考されるように、図50～64に示される時計の態様は、すべて、本明細書においてを記
載された同じ操作性特性を有している。従って、本明細書において記載されたユーザイン
タフェース特徴およびGPS特徴は、この時計の態様に適用可能である。
【００７７】
　本明細書において記載された多くの態様は、電子モジュールとユーザコンピュータおよ
び/またはリモートサイトとの間のデータ転送用のUSBコネクタを開示する。該時計の通信
コネクタは、他の形式をとることもできる。1つの態様においては、該通信コネクタは、
図21に示されたようなプラグインコネクタであり得る。該コネクタは、電子モジュールお
よびユーザコンピュータへと差し込まれるプラグ要素とともに、コードを持っていてもよ
い。プラグ要素を固定するために電子モジュールへ差し込まれる該プラグ要素は、磁性部
材であってもよく、データ転送部材として役立ち得る。このように、もし望まれれば、デ
ータ伝送が磁気コネクタを通して起こり得る。
【００７８】
　本明細書において論考されたように、該時計は通信性能のために様々なアンテナを使用
してもよい。該アンテナは、チップアンテナまたはシートメタルアンテナを含む様々な形
式をとることができる。シートメタルアンテナは、ディスプレイ周辺のまわりに位置しデ
ィスプレイとクリスタルとの間にはさまれた、薄い平面の部材であってもよい。アンテナ
は収納容器内に、且つコントローラと動作可能に接続された状態で、収納されている。該
時計は、さらに、或る態様において、GPSアンテナを使用してもよい。該時計は、フット
・センサおよび心拍数センサと通信するために専用の第1のアンテナを、およびGPSレシー
バチップと通信するために専用の第2のアンテナを、使用することができる。
【００７９】
　図65～69は、全体として符号500で規定された本発明の時計の別の態様を開示する。前
の態様と同様に、時計500は、全般的に、電子モジュール512およびキャリヤ514を含んで
いる。モジュール12は、キャリヤ514に着脱可能に接続していても、または着脱可能には
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接続していなくてもよい。時計500は、ユーザインタフェースおよびGPSの特徴を含み本明
細書において記載された、他の態様の機能持性をすべて有することが理解される。
【００８０】
　図66にさらに示されるように、時計500は代替の構成で構成されたコネクタ524を有する
。コネクタ524は、電子モジュール512に動作可能に接続され、キャリヤ514に組み入れら
れる。キャリヤ514は、例示的な態様におけるリストバンドの形をしている。リストバン
ド514の末端部515は、USBコネクタの形をしており、コネクタ524を表わす。コネクタ524
は、USBコネクタ524の範囲を規定する末端部における導線525を有する。複数のフレキシ
ブルな導体コネクタ527は、リストバンド514に埋め込まれ、そして、一方の端部が電子モ
ジュール512のコントローラに動作可能に接続され、他方の端部がコネクタ524の導線525
に動作可能に接続されている。もし望まれれば、フレキシブルなコネクタ527は一緒に束
ねられてもよく、あるいは、リストバンド514内に個別の方法で埋め込まれてもよい。図6
6～69にさらに示されるように、リストバンド514は、また、リストバンド514の別のセグ
メントにキャップ部材580を有する。キャップ部材580は、キャップ部材580を搭載するリ
ストバンド・セグメントを格納する第1のスロット581を有する。キャップ部材580は、第1
のスロット581に概ね隣接している、キャップ部材580上に位置された第2のスロット582を
有する。ユーザが時計500を着用している時に、コネクタ524を組み込んだリストバンド51
4の末端部515が、図67～68に示されたように、第2のスロット582へ差し込まれ、且つ該ス
ロットで受けいれられる。キャップ部材580は、それにより、USBコネクタ524を保護する
。
【００８１】
　本明細書における記載と一致して、コネクタ524はデータ転送用のコンピュータのUSBポ
ートへ差し込まれる。本明細書において記載されたように、データは、電子モジュール51
2、ユーザコンピュータ、およびリモートサイトの間で転送することができる。本明細書
において記載された他の動作上の特徴は、時計500に組み入れられる。
【００８２】
　図70～73は、図65～69の態様の追加の変形を開示している。図70～73に示されるように
、リストバンド514はリストバンド514の末端部515の近傍に位置したカバー部材584を有す
る。カバー部材584は、末端部515の近傍で、リストバンド514に蝶番式に接続される。図7
1に示されるように、カバー部材584はコネクタ524を格納するへこみ部分586を有する。カ
バー部材584は第1の位置と第2の位置との間で移動可能である。図72に示されるような第1
の位置において、カバー部材584は末端部515でUSBコネクタ524をカバーする。へこみ部分
586はコネクタ524を受けいれる。従って、USBコネクタ524の導線525はカバー部材584によ
って保護される。図72に示されるように、第1の位置のカバー部材584を有する末端部515
は、キャップ部材580の第2のスロット582へ差し込むことができる。キャップ部材580のス
ロット582は、カバー部材584を有した末端部を収容できるような大きさであり得る。図70
に示されるように、カバー部材584を回転させて末端部515から遠ざけることによって、カ
バー部材584は、USBコネクタ524の導線を露出させる第2の位置へ移動可能である。次に、
USBコネクタ524の導線525を露出させ、そこにおいて、図10を参照して本明細書において
記載されたように、USBコネクタ524を、データ転送用のコンピュータのUSBポートに接続
することができる。
【００８３】
　図74～77は、図70～73の態様と同様に、本発明の時計の別の変形を開示する。また、同
様の構造は同様の符号で参照される。フレキシブルなコネクタがリストバンドに組み込ま
れ、モジュールとリストバンドの遠位端にあるUSBコネクタとの間を連通させていること
が理解される。該時計は、また、カバー部材584をリストバンド514に蝶番式に接続する。
カバー部材584はリストバンドに取り付けられた支持部材によってリストバンド514に接続
されてもよい。カバー部材584は、また、リストバンド514の末端部515でUSBコネクタ524
を格納するためにへこみ部分586を有する。カバー部材584は、内側表面に突部588を有す
る。カバー部材584は第1の位置と第2の位置との間で移動可能である。第1の位置において
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、図75に示されるように、カバー部材584は末端部515でUSBコネクタ524をカバーする。従
って、USBコネクタ524の導線525はカバー部材584によって保護される。図74に示されるよ
うに、第1の位置のカバー部材584を有する末端部515は、リストバンド514の別の部分に接
続することができる、そこにおいては、突部588はリストバンド514における開口部におい
て受けいれられる。図76に示されるように、カバー部材588を回転させて末端部515から遠
ざけることによって、カバー部材584は、USBコネクタ524の導線を露出させる第2の位置へ
移動可能である。次に、USBコネクタ524の導線を露出させ、そこにおいては、図10を参照
して本明細書において記載されたように、USBコネクタ524を、データ転送用のコンピュー
タのUSBポートに接続することができる。
【００８４】
　図78～85は、図65～77の態様におけるように、USBコネクタ524がリストバンドに組み入
れられることを特徴とする追加の構造を開示する。或る例示的な態様において、USBコネ
クタ524は、或る射出成形プロセスによってリストバンドに組み入れられる導線アセンブ
リを有する。図78～79は、射出成形プロセスによるリストバンド514の部分の形成を開示
する。図78に示されるように、USBコネクタ524は、コネクタ524の末端部でUSB導線と導電
的に連通しているケーブルアセンブリ590を含んでいる。ケーブルアセンブリ590は型に配
置され、そこへ射出成形材料の第1のショットが型におよびケーブルアセンブリのまわり
に注入されて、図79に示されるようなリストバンドの部分が成形される。図80から認識す
ることができるように、射出成形材料の第2ショットがリストバンド514を成形するために
その型に注入される。
【００８５】
　図81～83はリストバンド514を形成する際の別のプロセスを開示する。図81に示された
ように、射出成形材料592の第1のショットは、型に注入され、そして、そこに中央溝593
を含み、そして部分的アセンブリを形成する。図82に示されるように、ケーブルアセンブ
リ590は、部分的アセンブリの状態で、溝593へ配置される。図83に示されるように、射出
成形材料の第2のショットがリストバンド514を形成するために型に注入される。
【００８６】
　図84および85は、USBコネクタのプラグ・インサート594を開示する。末端部として、ケ
ーブルアセンブリ590は、そこから延在する4つのフレキシブルな導体527を有する。各導
体527は延在して、プラグアセンブリ594におけるそれぞれのUSBリード525に接続される。
ケーブルアセンブリ590は、十分な信頼度を可能にしながら、できるだけ薄くなるような
寸法に作られるが、一方で注入され成形された材料の厚さは、ケーブルアセンブリの十分
な保護を提供するように設定されるが、しかしユーザの手首のまわりの快適なフィットは
提供される。
【００８７】
　上述された運動用時計の様々な態様は、本明細書において記載されたように、動作上の
特徴、ユーザインタフェース特徴およびGPSの機能性を組み込み含むことができることが
理解される。様々な特徴の組み合わせも、本発明の運動用時計の様々な態様に含まれ得る
ことがさらに理解される。
【００８８】
動作とユーザインタフェース
　論考されるように、時計10の携帯用電子モジュール12は、時計10に関連づけられたユー
ザインタフェースで機能する関連ソフトウェアを有することが理解される。一構成におい
て、コントローラ18のプロセッサ等の1つまたは複数のプロセッサは、1つまたは複数のユ
ーザインタフェースを生成することおよび入力とその対話を処理することを含む各種機能
を実行するために、コンピュータ読取り可能なメディア(例えばコントローラ18のメモリ)
に記憶された1つまたは複数のコンピュータ読取り可能なインストラクションを実行する
ように構成されてもよい。より非常に詳しく下記に説明されるように、従来の時計のよう
なクロノグラフ機能を持っていることに加えて、時計10は追加の運動機能性を有する。例
えば、センサ1が搭載されたシューズまたは心拍数モニタを着用したユーザは、センサ1と
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無線で通信してランを含むエクササイズ中などのパフォーマンスをモニタするために、時
計10を使用することができる。他のセンサ・タイプも、ユーザによる利用および時計10と
の通信のために、組み込むことができる。時計10は、ユーザの運動パフォーマンスを記録
しモニタすることができる。符号10で指定される時計について記載しているが、本明細書
に記載のユーザインタフェース特徴は、本明細書に記載のいかなる時計の態様にも適用さ
れることが理解される。
【００８９】
　全般的に、ユーザは、上に記載された3つの入力部、すなわち側面ボタン50、端部ボタ
ン52および衝撃ボタン54を利用して、時計10の動作を制御する。これらの入力部は、ユー
ザが第1、第2および第3の軸に沿って入力を実行するように構成される。例示的な態様に
おいては、その入力部は3軸構成、すなわち、X-Y-Z軸構成(図2)で構成される。これは高
度のユーザ・フレンドリなユーザインタフェースを提供し、そこではユーザは、運動活動
に参加しながら時計10の動作を容易に制御することができる。図11から認識することがで
きるように、側面ボタン50は典型的には、ユーザが、概ねX軸に沿って側面ボタン50およ
び反対側の収納側面36を押し込むかまたははさむことによって動かされる。端部ボタン52
は典型的には、ユーザが、概ねY軸に沿って端部ボタン52および反対側の収納端部30近傍
を押し込むかまたははさむことによって動かされる(図12)。最後に、衝撃ボタン54は典型
的には、ユーザが、概ねZ軸に沿って(図14、15)、収納容器16の前面38、典型的にはクリ
スタル39をタッピングすることによって動かされる。より非常に詳しく下記に説明される
ように、側面ボタン50は、項目のリストをスクロールするために上へ押すか下へ押すこと
によって、ユーザインタフェース内の項目または値のリストをスクロールするか循環させ
るために通常利用される。端部ボタン52は、「SELECT」および「OK」のオプションのよう
なユーザインタフェース内の項目を選択するために通常利用される。衝撃ボタン54は全般
的に、バックライトの点灯、およびラップのマーキングのような他の特定の機能のために
利用される。例えば、コントローラ18およびディスプレイ56に関連づけられたバックライ
トを点灯するためには、ユーザは単にクリスタル39をタッピングするだけでよい。またよ
り非常に詳しく下記に論考されるように、ユーザは、衝撃ボタン54を動かして運動パフォ
ーマンスの区分を「マーキング」するためにはクリスタル39をタッピングすればよい。ユ
ーザは、時計10内のセットアップ機能、または例えば時計10に関連づけられたデスクトッ
プ・ユーティリティに由来する他のソフトウェア、ならびにUSBコネクタ24経由などで時
計10に入力されてもよいリモートサイト機能を利用することによって、自分の好みに合わ
せてボタンをカスタマイズできてもよい。
【００９０】
　図1～20および86～140に関して、ユーザインタフェースは2つの異なるモードを有する
。第1のモードは非ワークアウト中(「OOWO」)モードである。ユーザが運動パフォーマン
スに参加していない時に、OOWOモードは通常操作に使用される。第2のモードは、ランの
ようなユーザの運動パフォーマンスを制御し、表示し、記録するためのワークアウト中(
「IWO」)モードである。OOWOモードは、ランを始める時のようなIWOモードへとユーザを
誘導するために使用される。
【００９１】
　OOWOモードにおいて、ユーザインタフェースは複数のサブモードの動作のために複数の
メニュー選択項目を提供する。選択項目は変わり得る一方、例示的な態様において、メニ
ュー選択項目は次のものを含んでいる：Time of Day（時刻）モード、Settings（設定）
モード、Run（ラン）モード(IWOモードを含んでいる)、Last Run（ラストラン）モード、
Remote Site（リモートサイト）モードおよびExtended Feature（拡張特徴）モード(図86
a)。図86bにおいて、メニュー選択項目はさらに記録モードを含んでいてもよい。そこで
は、ユーザは、ユーザによって打ち立てられたワークアウト記録を見てもよい。例えば、
ユーザは、最も速いラン、最も長い距離のラン、最大のカロリー消費、最も速いペース、
最長時間のランなどを見てもよい。
【００９２】
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　図127および129は、インタフェースのシーケンス例を示しており、そこにおいてユーザ
は、クロックモード、ラン・モード、ラストラン・モードおよび記録モードを含むメニュ
ーリストの中をナビゲートしてもよい。メニューインタフェースのラストラン・オプショ
ンは、追加情報(例えば保存されたワークアウトの数)を表示するハイライトバーか領域を
、スクロールしてもよい。
【００９３】
　図128は、ユーザが時計10のソフト・リセットを完了すると直ちに表示され得るインタ
フェースのシーケンスを示す。
【００９４】
　図130aおよび130bは、ワークアウトをモニタリングし追跡するためのインタフェースの
シーケンスを通したナビゲーション・シーケンスを定義するマップを示す。例えば、ユー
ザはすべてトップレベル・メニューから、時計オプション、ラン・オプション、ラストラ
ン・オプションおよび記録オプションを選んでもよい。図130aおよび130bのインタフェー
スは、各オプションを選択すると直ちに表示され得る情報の例を表示している。
【００９５】
　時刻モード、すなわちT.O.D.モードにおいて、時計10に関連づけられたクロノグラフ機
能は、全般的に、図107aおよび107bにおいて示されるように、使用され表示される。本明
細書においてさらに記載されたように、T.O.D.モードにおける表示は、ユーザによってカ
スタマイズすることができる。ユーザインタフェースの異なるモードが選択されると、ユ
ーザは、側面ボタン50を使用して、メニュー選択項目をスクロールすることができ、次に
、端部ボタン52を使用して、T.O.D.モードを選択することができる。T.O.D.モードは時計
10のデフォルト設定であってもよい。論考されたように、ディスプレイ56は複数の異なる
表示フィールドを含んでいる。これらのフィールドにおいて、時刻、日付および曜日が表
示されてもよい。下記に述べられているようなSettingsモードにおいて、この情報が表示
フィールドにどのように表示されるかについての変形は、ユーザが設定することもできる
。ディスプレイ56は、週単位のラン、或る一定の期間の走行距離および/またはカロリー
消費量、この他にゴールあるいは記録、などの現行情報を、絶えず表示することができる
パフォーマンス表示フィールドを含んでいてもよい。そのようなパフォーマンス値は所望
により更新することができる。ディスプレイ56は、所定時間使われていないと消灯する、
それ自身に関係したバックライトを有しているということが理解される。ユーザは、ディ
スプレイ56を照明するバックライトを点灯するためには前面38をタッピングしてもよい。
【００９６】
　Settingsモードで、側面ボタンを使用し端部ボタンを押し下げてメニュー選択項目をス
クロールすることによって、ユーザは、時計10のある値および特徴を設定することができ
る。1つの例示的な態様において、Settingsモードのメニュー選択項目は、Time/Date（時
間/日付）機能、Calibrate（較正）機能、Sensor（センサ）機能およびSounds（音）機能
を含んでいる。
【００９７】
　時間/日付機能(図96)において、コントローラ/ユーザインタフェースはコントローラ内
に現在設定されているような日時を表示する。コントローラは、設定される表示フィール
ドにおいて、数字の上と下に1対の矢印を表示してもよい。端部ボタンを押し下げること
によって正確な値を設定する。ユーザはこのプロセスを続けて完全な時間および日付を設
定する。もし望まれれば軍用時間に時間を設定できることが理解される。月、日および年
の順序は希望通りに配置され得る。一旦適当な日時が設定されてしまうと、ユーザは、Ac
cept（承諾）またはCancel（取り消し）の選択を促される。Acceptを選択すると、ユーザ
は、Settingsモードの初期メニュー選択に戻される。次に、ユーザは、Settingsモードの
メニューから「EXIT（退出）」を選んで、T.O.D.モードのようなデフォルト設定に戻るこ
ともできる。
【００９８】
　図97aに示されたように、側面ボタン50および端部ボタン52を使用して、ユーザは、Set



(30) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

tingsモードにおいてCalibrate機能をスクロールし選択することができる。これにより、
ユーザは、シューズベースのセンサ等のセンサを較正することが可能になり、運動パフォ
ーマンスのための正確な所要時間算定を確実に行うことができる。図97aにおいて示され
たように、端部ボタン52を押すことにより一旦Calibrateが選択されると、コントローラ
は、次に、「RUN」または「WALK（歩行）」または「EXIT（退出）」の選択肢と共に、メ
ッセージ「WORKOUT TYPE（ワークアウト・タイプ）」を表示する。その時、ユーザは「RU
N」を選択してもよく、そうすると、コントローラは、ユーザの過去のランのリストを表
示する。強調されたワークアウトは、各々を切り替えながら日付と距離を表示するので、
ユーザは、そのワークアウトに対する日付および距離がどうだったかがわかる。ユーザは
、その時、ユーザが較正のために利用したいと思うランの日付を選択してもよい。コント
ローラは、その時、「ADJUST DISTANCE（距離調節）」画面を表示する。ユーザは、その
時、適当な距離がコントローラに入力されることを確実にするために、距離を調節するこ
とができる。コントローラは、距離の調節対象の数字の上と下に1対の矢印を表示しても
よい。ユーザは、数字をインクリメントするかデクリメントするために側面ボタン50をし
ばらくの間使用することができる。ユーザは、その後、次の数字に移るために端部ボタン
52を押してもよい。ユーザは、図97aに示されたように、正確な距離を設定しつつ、この
プロセスを継続してもよい。ユーザが距離の値の調節を終えた後、コントローラは「ACCE
PT/CANCEL（承諾/取り消し）」選択画面を表示する。一旦ユーザが端部ボタン52を押して
「ACCEPT」を選択すると、コントローラは「CALIBRATE COMPLETE（較正完了）」画面を表
示して、Settings選択画面に戻る。もし距離が所定の規定範囲を超過した場合は、コント
ローラは「CALIBRATE FAILED（較正失敗）」画面を表示する。上に記載されたように、ユ
ーザは、その時、適当な距離を再入力するように促される。較正はユーザによって取り消
されてもよい。ユーザの股下丈および/または身長を、歩幅と一緒に取り入れるなど、追
加のパラメータを校正プロセスに加えることができることが理解される。
【００９９】
　図97bは、センサとワークアウトの較正のための一連のインタフェースの別の例を示す
。較正方法は、ワークアウトのタイプに依存してもよいし、また、このように、インタフ
ェースは、ユーザがワークアウトのタイプを選択することを可能にしてもよい。
【０１００】
　Settingsモードにおいて、ユーザは、新しいセンサを時計10にリンクさせることができ
る。図98に示されるように、いくつかのメニューオプションがSettings モードにおいて
表示される。すなわち、TIME:DATE（時間:日付）、CALIBRATE、SENSORS、およびSOUNDSで
ある。ユーザは、上記の記載と一致して、側面ボタン50および端部ボタン52を使用して、
「SENSORS」オプションを選択する。コントローラは、その時、メッセージ「WALK TO LIN
K（リンクするために歩く）」を表示する。ユーザが歩く一定時間の後に、時計10はセン
サを検出し、そしてコントローラは、一定時間の間、「OK」画面を表示する。ユーザは、
その後、ユーザインタフェースの他の機能を利用することができる。図99にさらに示され
たように、上記の記載と一致して、ユーザは、ボタン50、52を使用して、マイルかキロメ
ートルのいずれかにおいて、距離の単位を設定することができる。
【０１０１】
　ユーザインタフェースは、Settingsメニュー(図100)の一部として、Sounds選択を有し
ていることがさらに理解される。ユーザは、Sounds をオンにするかオフにするかのオプ
ション、加えて、IWOモードにおいてランの間のみ音をオンにするオプションを有してい
る、Settingsメニューは、Weight（体重）メニュー選択項目(図102)を持っていてもよい
。そこでは、ユーザは、さらに時計10のパフォーマンス特徴を向上させるために体重情報
を入力することができる。図101を示されるように、ユーザはまたSettingsメニューからC
OACH（コーチ）モードを選ぶことができる。コーチモードに関する追加の特徴は、より非
常に詳しく下に記載される。
【０１０２】
　図103にさらに示されるように、Settingsモードは「Laps（ラップ）」用のメニュー選
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択項目を含んでいる。下記にさらに記載されるように、ラップ機能によりユーザはパフォ
ーマンスデータに或る境界値を、ユーザに表示されるよう手動でまたは自動的に、適用す
ることができる。全般的に、上に記載されるように、ラップ機能は、時計10の前面38をタ
ッピングことにより利用され、そして、通常は、衝撃ボタン54をアクティブにするクリス
タル39である。論考されたように、ユーザはメニュー選択項目をスクロールして、「Laps
」を選択することができる。図103に示されるように、複数のラップタイプが「Laps」機
能に関して利用可能である。最初に、ユーザは、ラップ機能をオフにすることを、選択す
ることができる。他の設定において、ラップ機能は、Manual（手動）, Auto（自動）また
は Interval（インターバル）を含む他のタイプに設定することができる。もしユーザが
ラップ機能のために手動設定を選ぶと、その後、コントローラは全体的な設定メニューを
表示する。そこでは、ユーザはさらに行動を続けることができる。この設定において、ユ
ーザはクリスタル39をタッピングすることによりラップをマークすることができる。例え
ば、図14および15に示されるように、ユーザは、ラップをマークするために時計10をタッ
ピングしてもよい。ユーザがリモートサイトにモジュール12を接続すると、ラップは、図
16～20に示されたようなラン・カーブについたしるしマークでマークされる。もしユーザ
が自動設定を選択すると、ユーザインタフェースは「Auto Lap Every（自動ラップ間隔）
」画面を表示する。そのとき、ユーザは、ラップは一定時間、例えば10分ごとにマークす
るか、あるいはマイルごとまたはキロメートルごとにマークするかを選択することができ
る。ユーザはまた、複数の自動マーキング間隔の、例えば、1マイルそしてその後1分ごと
にマーキング、等のオプションを有する。一旦選択されたならば、レビュー画面が表示さ
れ、そこではユーザは選択を承諾することができる。もしユーザがインターバルのラップ
タイプを選択すれば、追加の画面が表示され、ユーザからの追加の入力を促す。これらの
入力は、ラン・モードに関してさらに詳細に下に記載される。1つの「Run For（ラン用）
」画面が表示され、そこではユーザがランを行う距離を入力する。一旦距離が入力される
と、Rest For（休憩用）画面が表示され、そこでは、ユーザは、入力された距離のランを
行った後にユーザが休憩する時間を入力する。図103にさらに示されるように、ユーザは
入力された値をAcceptするよう促される。ユーザはまた、入力された値をCancelすること
を選ぶこともできる。そこでは、最初のLaps Interval（ラップ・インターバル）画面が
ユーザのために表示される。
【０１０３】
　もしユーザが「LAPS」を選択すると、コントローラは、過去のランに対する個々のラッ
プの回数を表示してもよい。スクロール機能において、カーソルがその或るラップ上にあ
る時に、コントローラはまた、番号が付けられたラップを、ラップタイムに対する時間と
共に表示する。もし、カーソルが或るラップ上にある間に、ユーザがOKを選択すると、コ
ントローラは、ペース、合計のワークアウト時間および合計の距離などの、そのラップ用
の特定のデータを表示する。
【０１０４】
　一旦様々な値およびパラメータがSettingsモードにおいて設定されると、ユーザは、側
面ボタン50および端部ボタン52を使用して、図86bにおいて示されたように、ラン・モー
ドを選択することができる。上に記載されたように、該ラン・モードは、ワークアウト内
(IWO)へユーザを入れる。一旦選択されたならば、ユーザは、ユーザが着用したセンサに
リンクするように促される。例示的な態様において、センサは、加速度計等のシューズベ
ースのセンサおよび/または心拍数モニタである。
【０１０５】
　もしユーザが以前に心拍数センサを時計10にリンクさせていない場合、ユーザインタフ
ェースは、図86aにおいて示されるように、シューズベースのセンサを検出することを試
みる。このように、ラン・モードを入力した後、コントローラ18はシューズ形のアイコン
を持った「Walk To Connect（接続するために歩く）」画面を表示する。該シューズ形ア
イコンは、輪郭の状態および明滅モードにあり、センサがまだ検出されていないことを示
している。ランを始めるために或るショートカットを提供することができ、それは、入力
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ボタンの1つを所定時間押すなど、例えば端部ボタンを2秒間押して保持する等であること
が理解される。時計10がセンサを検出するように、ユーザは歩く。コントローラは、事前
に設定した時間、例えば15秒の、タイムアウト・タイマーのカウントダウンを始める。セ
ンサが事前に設定した時間内に検出されない場合、コントローラは「Sensor Not Found（
センサが見つかりません）」を示す画面を表示する。そこでは、ユーザは再度検出処理を
始めることができる。一旦適切に検出されたら、「Ready（準備完了）」画面が表示され
る。そこでは、シューズ形アイコンは暗くなり明滅しなくなり、センサが適切に検出され
たことを示す。「Start/End（開始/終了）」選択も表示される。一旦ユーザが「Start（
開始）」オプションを選択すると、時計10は、速度、距離、およびカロリー消費量のよう
な他のパラメータを含む運動パフォーマンスを記録し始める。
【０１０６】
　図86dは、シューズベースのセンサだけでランを始める別の例を示す。図86cに関して上
に議論されたように、時計10にシューズベースのセンサを接続するために、ユーザはラン
・オプションを選択してもよく、そして、続いて、歩くか移動するインストラクションを
受けてもよい。ランの間中に、ユーザのペースおよび距離が表示されてもよい。もしユー
ザがインタフェースと(例えば、OKボタンを選択し、タッチ画面をタッピングすることに
よって)対話する場合、ラン・モニタは一時中止するかあるいは休止してもよい。ユーザ
は、続いて、ランを継続するかまたは終了するかを選んでもよい。ランが終了される時に
、「RUN ENDED（ランの終了）」を表示するインタフェースが表示されてもよく、そして
、予め定められた量の時間の後に、ランの概要が表示されてもよい。
【０１０７】
　図86eは、シューズベースのセンサおよび心拍数センサ等の複数のセンサを使用するラ
ンを開始しそして行なうための一連のユーザインタフェースの別の例を示す。 所望のタ
イプのランまたは好ましい表示情報によって、該インタフェースは、距離情報、ペース情
報、経過時間情報、カロリー、時計、心拍数、ラップ・スプリットなどを、表示してもよ
い。情報の組み合わせは、2または3段階の表示構成を使用して表示されてもよい。例えば
、距離および/またはペース情報は経過時間と共に表示されてもよい。
【０１０８】
　そのとき、コントローラは、図86cにおいて示されたようなラン・レイアウト画面を表
示する。該表示画面は、図86cにおいて示されたような3層表示の形をしていてもよい。該
ラン・レイアウト画面は、運動パフォーマンス中に絶えず更新される1マイル当たりのペ
ース、合計のワークアウト時間、および合計の距離を含んでいてもよい。ユーザはラン・
レイアウト画面に変更を加えることもできる。そこでは、パフォーマンスデータは2層表
示において表示される。さらに詳細に下に説明されるように、ユーザインタフェースに関
連づけられたデスクトップ・ユーティリティ・ソフトウェア・アプリケーションはユーザ
のためにこれらのオプションを提供する。2層表示は、合計のワークアウト時間およびカ
ロリーのみを表示するように、より大きなフォントでの表示が望まれるデータをユーザは
選択することが可能になる。ユーザは、カロリー消費量、心拍数（拍/分）または時刻の
ような追加情報を含むよう、該レイアウトを構成することもできる。
【０１０９】
　図87は、ユーザが心拍数モニタを時計10に以前にリンクさせていた場合の、コントロー
ラ18が表示する画面を開示する。一旦ラン・モードが選択されると、コントローラは上記
の論考と同様に「Walk to Connect」画面を表示するが、しかし今回は、心拍数モニタに
対応してシューズ形アイコンおよび心臓形アイコンを伴っている。シューズ形アイコンお
よび心臓形アイコンは、両方とも輪郭の状態および明滅モードにあり、センサがまだ検出
されていないことを示す。時計10がセンサを検出するように、ユーザは歩く。コントロー
ラは事前に設定した時間、例えば15秒の、タイムアウト・タイマーのカウントダウンを始
める。センサが事前に設定した時間内に検出されない場合、コントローラは「Sensor Not
 Found」を示す画面を表示する。そこでは、ユーザは再度検出処理を始めることができる
。一旦適切に検出されたら、「Ready」画面が表示される。そこでは、シューズ形アイコ
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ンおよび心臓形アイコンは暗くなり明滅しなくなり、センサが適切に検出されたことを示
す。図86eにおいてさらに示されたように、時計10によって最初に検出されたセンサに応
じて、シューズ形アイコンまたは心臓形アイコンは、一方がまだ時計10の検出中であるこ
とを示す輪郭の状態でありながら、一方は暗くなってよい。「Start/End」選択も「Ready
」画面で表示される。一旦ユーザが「Start」オプションを選択すると、時計10は、速度
、距離、心拍数、およびカロリー消費量のような他のパラメータを含む運動パフォーマン
スを記録し始める。
【０１１０】
　図92aおよび92bはさらに、使用されているセンサのバッテリ電源が少ない場合に表示さ
れる画面を示す。バッテリが空のアイコンは、そのようなケースのセンサ・アイコン内に
示される。このように、バッテリが空のアイコンはシューズ形アイコンまたは心臓形アイ
コン内に示される。メモリ不足またはフルメモリの場合にアラームが表示され得る。
【０１１１】
　ユーザが運動パフォーマンスを継続しているときは、時計10は、それに関連したデータ
を絶えず記録し記憶する。パフォーマンスデータも時計10上に絶えず表示される。議論さ
れるように、ディスプレイ56は3層モードまたは2層モードに設定されてもよい。図86eお
よび87において示されるように、例えば、コントローラはデータに関連づけられたラベル
を利用してもよい。例えば、ラベル「PACE（ペース）」は表示の最上部にわたってスクロ
ール表示してもよい。また、そのとき、ペース値(6'58"/mi)は絶えず表示される。ユーザ
が表示するように設定した他のメトリックのために、そのようなスクロールラベルが使用
され得る。例えば、図87は、スクロールラベルならびに値、例えば心拍数、カロリー、時
間およびクロノグラフ等を示すよう表示画面を設定することができることを示す。該ラベ
ルは、運動パフォーマンス中に、オフにされてもよく、あるいは周期的にスクロールする
ように構成されてもよい。もしラップ機能が、運動パフォーマンス中に、オフにされるか
利用されない場合、ユーザは入力ボタンを押すことによりパフォーマンスを休止すること
ができる。図87に示されるように一旦休止した場合、コントローラは、ユーザがワークア
ウトを継続するかまたは終了するためにメニュー選択項目を提供する。もしEnd（終了）
が選択されると、図87に示されるように、Run Ended画面が表示される。コントローラは
、また、端部ボタン52を押して保持することによってワークアウトを終了するためのショ
ートカットを提供するように構成される。このショートカットは、ユーザがラン中のよう
なIWOモードにいる時に、提供される。
【０１１２】
　上記に論考されたように、ユーザは、前面38または時計10のクリスタル39をタッピング
して衝撃ボタン54をアクティブにすることによって、ラップ機能を利用するオプションを
有する。それは時計10の追加機能性を提供するラップをマークするものである。図14、15
および87に示されたように、一旦ユーザがクリスタル39をタッピングすると、衝撃ボタン
54がラップをマークするようアクティブにされ、そこで「Lap」画面が表示される。「Lap
 2」画面が表示され、そしてユーザによってマークされたラップの数に基づいて、Lap1、
Lap2、Lap3画面などが表示されることが理解される。ラップ画面は、背景を暗くした逆の
構成で表示され、そして、そのしるしは「白」の構成で示される。(図90aおよび90bにお
ける「Personal Record（個人記録）」画面を参照)。ラップをマークすると、バックライ
トが点灯され、また、6秒などの設定時間の間、コントローラはそれ以上のラップがマー
クされるのを防ぐように構成されることが理解される。この時間的な予防が偶発的なタッ
ピングを防ぐ。一旦ラップがマークされると、コントローラは、該現行ラップに対するパ
フォーマンスデータを示すラン情報画面を表示する。バックライトは引き続き点灯してお
り、また、画面は、しるしを「白」の絵図で示した逆の暗い構成のままである。さらに示
されているように、ペース、時間(クロノグラフ)および距離は、5秒間などの設定時間の
間、表示される。時間および距離は、マークされていた該ラップに対してのみの値として
示され、そして表示されるペースはラップのインターバルを通しての平均ペースである。
【０１１３】
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　ラップ・パフォーマンスデータを表示した所定時間の後に、コントローラは進行中のラ
ン・データ表示画面を表示する。このように、ペース、時間および距離が再び表示される
。コントローラは、もし望まれれば、全体のワークアウトに関するパフォーマンスデータ
を表示するように構成することができ、そこでは、ユーザが運動パフォーマンスを継続す
る間、全体の平均ペース、合計時間および合計距離が表示されることが理解される。コン
トローラは現行のラップ・パフォーマンスデータを表示するように構成することができ、
そこでは、現行のラップに対する平均ペース、現行のラップ時間および現行のラップ距離
が表示されることも理解される。合計のデータおよびラップ・データの組み合わせはユー
ザの好みに基づいて表示することもできる。心拍数、カロリー、時刻および時間(クロノ
グラフ)などの他のパフォーマンスデータは、ラン・データ表示画面の一部として、表示
することもできる。コントローラは、合計のデータまたはラップ・データに加えて、様々
な位置におけるこれらのデータ・メトリックのいかなる組み合わせをも表示するように構
成することができる。ユーザは、クリスタル39をタッピングし、衝撃ボタン54をアクティ
ブにすることによって、追加のラップをマークし続けることができることがさらに理解さ
れる。上に論考されたように、データは表示され続ける。1つの例示的な態様において、
図87に示される表示は、ラップ機能が手動モードにおいて設定される時に特に利用される
。そのような場合、最初のラップがクリスタル39をタッピングことによりマークされた後
、クロノグラフがディスプレイの最上部の行で表示される。それ以降、より大きな中央行
はデルタタイム、つまり現行のラップに対して経過したラップ時間を表示する。さらに、
ラップ機能において、複数のセンサ(フット・センサおよび心拍数センサ)を使用する場合
、時計10は、クロノグラフ、ラップ時間、距離デルタ、該ラップに対する平均ペース、該
ラップに対する平均心拍数、およびカロリー・デルタに関するデータを捕らえるが、しか
し、ペース・デルタ、ラップ時間および距離デルタのみを表示する。
【０１１４】
　ユーザは、端部ボタン52を押すことにより運動パフォーマンスデータを記録することを
休止することができる。示されるように、Paused（休止）画面は、Continue（継続）とEn
dのメニュー選択項目と一緒に表示される。休止している場合は、タイトルバーは、ユー
ザが選んだメトリックを通して循環するティッカ；(PAUSED - CHRONO（クロノ） - DISTA
NCE（距離） - PACE - HEART RATE（心拍数） - CALORIE（カロリー） - TIME OF DAY)　
として働く。このように、PAUSEDタイトルが表示され、その後、ディスプレイ上を右から
左へまで動く。そこでは、クロノグラフの数値はディスプレイ上に右から左へとスクロー
ルし、その次に、距離の数値など、他の選択されたメトリックに対する値が続く。ユーザ
がContinueを選択すると、時計10は、上に論考されたように、パフォーマンスデータを記
録することを再開する。ユーザがEndを選択すれば、Run Ended画面が表示される。ランを
終了させるショートカットが提供され得るが、そこでは、ユーザはIWOモードにいる間に
端部ボタン52を押し保持することができ、これによっても、データの記録が停止され且つ
Run Ended画面が表示されるということが理解される。より非常に詳しく下記(図90aおよ
び90b)に記載されるように、もし或るゴールに到達するか、他のメッセージが時計によっ
て提供される場合、そのような情報はユーザに表示されてもよい。2秒などの所定時間の
後に、パフォーマンスデータの概要がユーザによるレビューのために表示される。例示的
な態様において、パフォーマンス・メトリックのラベルは画面にわたって、右から左へと
スクロールし、それにデータの数値が続く。5つの行のデータを表示することができるが
、或るデータを加えるかまたは引くように、これを変更することができる。このように1
つの例示的な態様において、Time（時間）ラベルは横切ってスクロールして合計の時間が
表示される。Distanceラベルは横切ってスクロールして合計の距離が表示される。Paceラ
ベルは画面を横切ってスクロールして、ワークアウトに対する平均ペースが表示される。
Heart Rateラベルは画面を横切ってスクロールして、拍/分(BPM)での平均心拍数が表示さ
れる。最後に、Caloriesは画面を横切ってスクロールして、カロリー消費量の総数が表示
される。もし時計10が或る一定時間(例えば25分)の間、センサを検出しない場合、時計10
は、休止状態に自動的に入り、可聴警報がスピーカによって送られ得ることが理解される
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。もし追加の所定期間の間、例えば5分間、休止した場合は、自動休止状態の後、そのラ
ンは自動的に終了される。もしユーザが休止状態を手動で入力した場合、そのランは30分
などの所定時間の後に終了される。
【０１１５】
　図88aにおいて示されたように、ユーザは、心臓センサのみ装着してシューズベースの
センサは装着せずに、運動パフォーマンスまたはワークアウトを行ってもよい。ユーザイ
ンタフェースは、上に記載されたように、シューズベースのセンサと心拍数センサの両方
を利用している同様の画面を表示する。ユーザはラン・モードを開始し、そこで、時計は
、上に記載されたように、以前にリンクした心拍数センサを検出する。図88aにおいて示
されたように、一旦心拍数センサが検出されれば、ユーザインタフェースはReady画面を
表示する。そこでは、シューズベースのセンサが輪郭の状態のままであるのに対し、心臓
アイコンは塗りつぶされており明滅していない。一旦ユーザがStartメニュー選択を選択
すると直ちに、時計10は、ワークアウトに関連づけられたパフォーマンスデータを記録し
始める。この実例においては、ユーザインタフェースはラン・レイアウト画面を表示する
が、それはデスクトップ・ユーティリティ・アプリケーションを使用して、ユーザによっ
て設定されたユーザ定義のものであってもよい。例えば、図88aにおいて示されるように
、コントローラは、3層モードにおいて、カロリー、ワークアウト時間および心拍数(拍/
分 - BPM)を表示することができる。上に記載されたように、ラベルは右から左までディ
スプレイを横切ってスクロールし、その時、該値は表示され続ける。別の例において、ユ
ーザは、時刻、ワークアウト時間および心拍数を示すためにラン・レイアウト画面を設定
してもよい。また、関連したデスクトップ・ユーティリティ・ソフトウェアを使用して、
他の画面レイアウトが可能である。心拍数のみのワークアウトを実行するユーザはまた、
上に記載されたのと同様に、ラップ機能を利用することもできる。図88aにおいて示され
るように、ユーザはクリスタル39をタッピングことにより手動でラップをマークすること
ができる。そこでは、ラップ1がマークされ、バックライトが照明される。ユーザが現在
、運動活動を実行しており、かつ/または、特定のインタフェース(例えばワークアウトモ
ニタリングインタフェース)が表示されている時は、ただユーザ入力(例えば、タッチ感知
ディスプレイをタッピングする)だけが、ラップ・マーキングとして解釈され得る。所定
時間(例えば1秒)の後に、図88aにおいて示されたように、ラン・レイアウト画面上のデー
タが再び表示される。バックライトは一定時間の間照明されたままであってもよい。この
動作モードにおいて、ラップ機能は平均心拍数、クロノグラフ時間およびカロリーを捕ら
えて表示する。ユーザは、 所望の他のデータを捕らえて表示することを選ぶことができ
る。ユーザは、ワークアウトを休止するかまたは終了することができ、そして休止および
ラン終了機能は上記の記載と同様であることが理解される。このように、休止中は、ユー
ザインタフェースは、ティッカ様式でデータを表示する。ここでは、ラベルPausedはディ
スプレイを横切ってスクロールし、クロノグラフ、心拍数およびカロリーに対する数値が
それに続いてディスプレイを横切ってスクロールする。一旦ワークアウトが終了すると、
パフォーマンスデータが、すでに説明したように表示される。ここでは、ラベルがディス
プレイを横切ってスクロールし、数値が後続する。これは、ユーザによって表示するよう
選ばれた様々なパフォーマンス・メトリックに対して行われ得る。それらはワークアウト
時間、心拍数およびカロリーなどである。パフォーマンスデータが所定時間の間、表示さ
れた後、ユーザインタフェースは時刻画面に戻る。
【０１１６】
　図88bは、ワークアウトを始めるおよび記録するための、およびユーザがラン中に手動
でラップをマークすることを可能にするための、一連のインタフェースの別の例を示す。
例えば、ラップをマークするために、ユーザは画面または画面の特定の部分をタッピング
してもよい。加えて、ユーザがラップをマークした後は、該インタフェースは、別のラッ
プをマークしないよう、予め定められた量の時間の間、ロックされてもよい。そのような
ロックアウト機能性は、ラップの偶発的なマーキング(例えば、偶然にインタフェースを
ダブルタッピングする)を防ぐ可能性がある。図88cおよび88dは、インタフェースを示す
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。そこでは、ディスプレイの、例えば、時計10の、それぞれ底部の位置および最上部の位
置にラップ時間情報が表示されてもよい。例えば、ラップをマークするユーザ入力を受け
てから、閾値時間(例えば5秒、2秒、10秒、1分、5分)が経過するまで、ラップインディケ
ータがインクリメントされないこともあり、または、インクリメントされたラップインデ
ィケータが表示されないこともある。これは短い時間内の偶発的なダブルタッピングを複
数のラップ・マーキングとして解釈しないことを保証するために使用され得る。加えて、
ラップ・マーキング(例えばタッチ感知ディスプレイによるユーザ入力)を受けることに応
じて、直前のラップのペースを表示するインタフェースが表示されてもよい。ペース・デ
ィスプレイは、閾値時間が経過するまで、表示されてもよい。該時間においては、ペース
以外の統計値(例えば現行ラップの距離)を含むワークアウトモニタリングインタフェース
が表示されてもよい。あるいは、インタフェースは、最新のラップインディケータを例外
として、同じ情報を表示してもよい。
【０１１７】
　上記に論考されたように、ラップ機能により、ユーザは、IWOモードにおいてインター
バルに基づいた運動パフォーマンスを実行するインターバル・オプションを選択すること
ができる。図89aにおいて示されたように、ユーザは、時計10がシューズセンサおよび/ま
たは心拍数センサとリンクするように、歩く。もしインターバル・プログラムが、プログ
ラムにおいて距離設定を有する場合、それはシューズセンサなどのエンペッド（emped）
に基づいたワークアウトに単に該当する。図89aにおいてさらに示されたように、もしイ
ンターバル・プログラムが距離設定を有し、ユーザが心拍数のみのワークアウトを実行し
ているならば、その時、ラップ/インターバルは、該ワークアウトのみに対して、一時的
に無効になる。しかしながら、もしインターバル・プログラムが時刻設定しか有さない場
合であれば、その時、ユーザは、心拍数のみのワークアウトを持ったインターバルトレー
ニングを実行することができることは理解される。それとは関係なく、時計10は使用され
ているセンサへリンクし、Ready画面が表示される。
【０１１８】
　図89aは、ユーザインタフェースがインターバルワークアウトに対して表示する画面ビ
ューをさらに示す。例えば、一旦ユーザがインターバルワークアウトを始めると、選択ま
たは端部ボタン52を押すことによって、インターバル設定が表示される。このように、図
89aにおいて示されるように、該表示はユーザが20分間走るということを示す。その時、
該表示は、ユーザが1分30秒間休むということを示す。その時、ユーザは端部ボタン52を
押すことによりワークアウトを始める。図89aにおいて示されるように、ユーザはデスク
トップ・ユーティリティで3層表示を選択した。このように、当初は、Runラベルは最上部
の行で表示され、経過時間はより大きな中間列において表示され、そして、距離は底行に
おいて表示される。図89aにおいて示されたように、所定時間の後に、Run ラベルは上方
へスクロールする。そこでは、インターバル・カウントダウンタイマーが表示される。そ
こでは、20分のラン・インターバルがカウントダウンされる。インターバルワークアウト
において、経過したデルタタイムは、後に続くラップ/インターバル期間においてより大
きな中間列で表示されることがさらに理解される。デスクトップ・ユーティリティを使用
して、ユーザは、クロノグラフ時間を最上部の行に、またはループの終わりにおける切り
替えループにおいて、表示することができることを規定することができる。
【０１１９】
　図89aにおいてさらに示されたように、休憩インターバルに到達した時に、バックライ
トが照明される。そこでは、ユーザインタフェースは、規定された時間と共に、Rest画面
を表示する。所定時間に対するカウントダウン時間が表示される。そこでは、ユーザイン
タフェースはラン・レイアウト画面を表示する。このように、Restラベルは最上部の行で
表示され、さらなる経過時間はより大きな中間列において表示され、そして、ユーザの好
みに基づいて、時刻が表示される。Restラベルは上方へスクロールする。そこでは、休憩
間隔時間をカウントダウンしながら表示する。一旦次のラン・インターバルに到達すると
、ユーザインタフェースは、図89aにおいて示されるように、指定時間と共に、ラン画面
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を表示し、そしてバックライトを照明して示す。規定されたラン・タイムをカウントダウ
ンし始める。所定時間の後、ラン・レイアウト画面が再び表示される。ラン・ラベルは最
上部の行において表示される。そこでは、ラベルは上方へスクロールする。そこでは、次
の指定のラン・タイムのカウントダウンを継続する。さらなる経過時間はより大きな中間
列中で示される。時刻もユーザによって指定される通りに底行において表示される。
【０１２０】
　図89bは、一連のインターバルトレーニングインタフェースの別の例を示す。ランイン
タフェースは、ユーザのランの予定かまたは休止の予定かを示すインストラクションを、
表示してもよい。さらに、その表示のランの行はメッセージの全体を表示するためにスク
ロールしてもよい(例えば水平に)。例えば、テキスト「RUN 19:56」が表示エリア内に同
時に入らない場合、該テキストは左か、右へ(または垂直に)スクロールしてもよい。図89
cはインターバルトレーニングインタフェースの追加の例を示す。例示されているように
、ユーザが休憩からラン・モードに移行しようとしている(または逆の)時、インタフェー
スは、当初は異なる方法(例えば最初の3秒または他の予め定められた量の時間)で表示さ
れてもよい。例えば、背景がバックライトで照らされていてもよく、あるいは第1の色で
表示されていてもよい。予め定められた量の時間の後は、背景はもはやバックライトで照
らされていなくてもよく、あるいは、第1と異なる第2の色で表示されていてもよい。
【０１２１】
　ユーザは、上に記載されるような運動パフォーマンスまたはランを終了することができ
る。そこでは、ユーザインタフェースは、Run Ended 画面を表示する。さらにユーザイン
タフェースは、合計のワークアウト時間、合計の距離、ペース、心拍数およびカロリーな
どの概要情報を表示する。図中で示されたように、ユーザインタフェースは、ユーザへの
追加情報を表示する性能を有している。この情報は、ユーザへのワークアウト中アラーム
または他のメッセージの形であり得る。アラームに関しては、5秒などの所定時間の間、
可聴音が発せられ、かつバックライトが照明される。例示的な態様においては、タイムア
ウトの影響を受けないアラームの場合は、ユーザはアラームをとめるために端部ボタンを
押さなければならない。
【０１２２】
　図90a、90c、92aおよび92bにおいて示されたように、ランが終了した後、もし記録され
たパフォーマンスデータのレベルが電子モジュールの記憶容量に接近している場合、ユー
ザインタフェースは図90aにおいて示されるような画面Low Memory（メモリ不足）を表示
する。論考されたように、ユーザは、アラームをとめるために端部ボタンを押すことによ
り、OKオプションを選択しなければならない。この実例において、論考されたように、ユ
ーザは、記録されたパフォーマンスデータをリモートサイトにアップロードするように促
される。ユーザがワークアウトを始めようとする時に、このアラームを表示させることも
できる。
【０１２３】
　図90aにおいて示されたように、ユーザインタフェースは、或る実例において、MEMORY 
FULL（フルメモリ）アラームを表示してもよい。例えば、このアラームは、ユーザが、メ
モリが残っていないのにランを始めようとする時に、表示させてもよい。その場合、ユー
ザインタフェースは、Run/Enter（ラン/入る）画面、時刻画面またはユーザインタフェー
スの他の或る画面を表示してもよい。フルメモリアラームは、運動パフォーマンス中に生
じることもある。そのような場合、アラーム画面は、その瞬間に直ちに表示されなくても
よい。(ユーザは、ワークアウトを始めるときに、メモリ不足の警告を見ていただろうし
、それを無視したのだろうことは理解される。)システムは、ランの全体の距離および継
続時間を除いてデータを記録することを停止してもよい。ランが完了した時に、ユーザは
この警報をラン・シーケンスの終わりの部分と見なしてもよい。
【０１２４】
　図90aにおいて示されるように、ユーザインタフェースはLow Battery（バッテリ不足）
アラームを表してもよい。ユーザが、予備閾値に対して同じか下回っているバッテリレベ
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ルでランを始めそして終了した時に、このアラームが表示されてもよい。例示的な態様に
おいては、予備閾値は、ユーザが少なくとも1時間ランを行うことを可能にするはずであ
る。図90cはlow batteryおよびlow memoryまたはfull memoryのアラームメッセージの他
の例を示す。
【０１２５】
　図90aは、ユーザインタフェースがユーザに表示し得る追加のメッセージを開示する。
先に論考されたように、運動パフォーマンスデータは電子モジュールと運動パフォーマン
スデータの記憶および表示に専用のリモートサイトとの間で転送される。このように、ユ
ーザへの追加のメッセージを表示するのを助けるために、或るデータは比較され、電子モ
ジュールに保存されることができる。例えば、図90aにおいて示されるように、ユーザイ
ンタフェースはユーザに関する個人記録を表示することができる。先に記載されたように
、表示は逆にすることができる。そこでは、表示画面の背景は暗くなり、しるしが白いレ
タリングまたは知覚できる異なるテキストで示される。このように、電子モジュールは、
あるカテゴリーに対してユーザの最高の個人タイムを記憶することができ、そして、それ
から、ユーザが運動パフォーマンスまたはランを終了したときに、現行の運動パフォーマ
ンスデータを比較することができる。もしユーザが以前のタイムを凌駕したら、ユーザイ
ンタフェースは所定時間の間「PERSONAL RECORD」のようなユーザへのメッセージを表示
するように構成することができる。ユーザインタフェースは、次に、時間データ(図90a)
付き最速マイル、時間データ付きの最速5k、時間データ付きの最速10k、あるいは時間デ
ータ付きの最長ランなどのユーザの個人データを示す様々な異なる画面を表示してもよい
。他の個人記録カテゴリーも表示することができる。図90bは、達成されたゴールについ
てユーザを祝うための達成メッセージの例(例えば最高のタイム、最長のラン、最良のペ
ースなど)を示す。例えば、インタフェースは、「RECORD SMASHED!（記録打破!）」また
は「CROWD GOES WILD!（観客の熱狂!）」のようなメッセージを表示してもよい。
【０１２６】
　加えて、図90aにおいてさらに示されるように、ワークアウト後アラームがあってもよ
い。RUN ENDED画面中に、アラームを表示する必要がある場合、黒いポップ・アップが中
央から増大して画面全体に拡がってもよい。ワークアウト中にゴールに到達した場合は、
タイトル画面「GOAL REACHED（ゴールに到達）」が示される。ワークアウト中にいくつか
のゴールに到達した場合、タイトル画面「GOALS REACHED」は複数形を使用し、そして、
一回だけ示される(表示される各ゴールの前にではない)。合計の距離、合計のワークアウ
ト回数、ペースおよびカロリー消費量などのゴール値が、到達したときに、および目標の
前に、表示されてもよい。例えば、図90aにおいて示されるように、ゴール・メッセージ
は、以下のような表示であってもよい：RUN 120 M IN 12 WKS（12週間に120マイルを走る
）; RUN 15 TIMES IN 4 WKS（4週間で15回走る）; BURN 1800 CAL IN 8 WKS（8週間で180
0カロリーを消費する）; 5 RUNS UNDER 7'35" IN 1 MONTH（1か月に7分35秒の目標下で5
回走る）;または、500 M REACHED（5000マイルに到達した）。ユーザインタフェースは、
別のユーザが該ユーザにメッセージを残したとのユーザへのメッセージを表示することも
できる。その場合、ユーザはリモートサイトでメッセージをレビューすることができる。
アラームがすべて表示された後、黒いポップ・アップ画面は引っ込んで消えてもよい。ポ
ップ・アップ画面が消えるとすぐに、ユーザはラン用の概要画面へ導かれる。図90bはゴ
ール・メッセージの追加の例を示す。
【０１２７】
　図91aにおいて示されるように、ユーザインタフェースはユーザへの追加のメッセージ
を表示してもよい。ユーザが運動パフォーマンスを始める準備をする時に上記で論考され
たように、ユーザはユーザインタフェースをナビゲーションする。そこにおいてユーザは
、時計10が適切なセンサを検出し、それに接続することができることを知らされる。時計
がセンサを検出しないことが生じる可能性がある。図91aにおいて示されたように、時計1
0が、事前に設定した時間、たとえば15秒間、センサを探索するかまたはセンサを検出す
るよう試みた後、時計10がセンサを検出し損ねると、ユーザインタフェースはNO SENSOR 
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FOUND（センサが見つかりません）メッセージを表示する。ユーザは、LINK NEW（新しい
リンク）オプションの選択により新しいセンサにリンクするか、あるいはEXITオプション
の選択により退出するか、どちらかのオプションを有する。ユーザがLINK NEWコマンドを
選択する場合、ユーザは、リンクするために歩き回るように指示され、そして所定時間の
後に、センサは検出されてもよく、そして、次に、ＯＫ画面が2秒間、表示される。次に
、コントローラはREADY画面を表示し、そして、ユーザは、先に記載されたように、ワー
クアウトを始めることができる。ユーザがEXITコマンドを選択すれば、ユーザインタフェ
ースは時刻画面のような他の何らかの画面を表示する。
【０１２８】
　センサの検出および接続プロセス中に、センサを着用している他の運動者に隣接してい
る場合に(例えば、5k、10kまたはマラソンレースなどのレース競技会のスタートにおいて
)、センサにリンクしようとする時などには、時計が多数のセンサを感知することがあり
得る。このように、図91aにおいて示されるように、ユーザの時計10はあまりにも多くの
センサを検出することがある。この状況において、ユーザインタフェースは、所定時間の
間、「TOO MANY SENSORS（センサが多すぎる）」メッセージを表示する。そこでは、ユー
ザインタフェースは、センサ検出問題を解決するために、「WALK AWAY（遠ざかれ）」の
メッセージを表示する。もし15秒のような事前に設定した時間の後に、該問題が解決しな
い場合、コントローラは、退出してラン画面に戻る。問題が15秒のような事前に設定した
時間内に解決した場合、コントローラは問題のアイコンの明滅を停止し、READY画面に行
く。
【０１２９】
　図91bおよび91cは、新しいセンサにリンクするためのインタフェースの追加の例を示す
。例えば、図91bはセンサが当初は接続されなかった時に、新しいセンサにリンクするた
めのインタフェースを示し、また、図91cは多数のセンサが検出された時に、新しいセン
サにリンクするためのインタフェースを示す。
【０１３０】
　ユーザインタフェースは、ユーザが過去の運動パフォーマンスまたはランをレビューす
ることを可能にする。論考されたように、ユーザは、モジュール12によって記録されたラ
ン・データをリモートサイトへアップロードすると共にリモートサイトに維持されている
ラン・データまたは他のデータをダウンロードすることができる。図93aにおいて示され
たように、非ワークアウトモード(OOWO)において、ユーザは、側面ボタンを使用して、LA
ST RUNSオプションを選択する。次に、ユーザインタフェースは、ユーザの最新のランの
日付を表示する。次に、ユーザは、レビューするべきランの特定の日付を選択することが
できる。次に、ユーザインタフェースはユーザが「SUMMARY（概要）」または「LAPS」を
選択することを可能にする1組のオプションを表示する。ユーザが端部ボタンを押すこと
により「SUMMARY」を選択した場合、ユーザインタフェースは、次の情報のうちのいずれ
かまたはすべてを表示する：合計のワークアウト時間、合計の距離、ペース、平均心拍数
、および/または、合計のカロリー消費量。所定時間の後に、ユーザインタフェースは前
のSummary/Laps/Exit（概要/ラップ/退出）画面に戻ってもよい。ユーザがラップ・オプ
ションを選択した場合、ユーザインタフェースは、以前に選択されたランの各ラップに対
する全体の経過時間を表示する。次に、ユーザは、側面ボタンを使用して、ラップ・デー
タをスクロールし、かつ特定のラップを選択することができる。図93aにおいて示される
ように、選択されたラップに対するペース、選択されたラップに対する経過時間、および
ラップの距離などの追加情報が表示される。図93bは、一連のインタフェースの別の例を
示すが、ユーザは、それらを通じて、ラストランに関連づけられた情報をレビューしても
よい。
【０１３１】
　一旦ユーザが離れた場所へ運動パフォーマンスデータをアップロードし、ラストラン・
オプションを選択すると、ユーザインタフェースは、図94および95に示されたように、メ
ッセージ「All Runs Uploaded（すべてのランがアップロード済）」を表示する。所定時
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間の後、ユーザインタフェースは、ユーザのラストランの日付を表示する。さらなる所定
時間の後、ユーザインタフェースは、すでに説明したように、ラストランの概要データを
表示する。このように、図94に示されるように、ユーザインタフェースはラストランに関
する次の情報を表示する：合計時間、合計の距離、ペース、平均心拍数およびカロリー消
費量。
【０１３２】
　論考されたように、時計10はまたリモートサイト・モード(図86b)を有する。先に論考
されたように、電子モジュール12はリストバンド14から脱着可能であり、ユーザのパソコ
ンまたはジムの装置などの他の装置に接続される。ランの間に時計10によって記録された
運動パフォーマンスデータは、その後、運動パフォーマンスデータの記憶装置およびディ
スプレイ専用のサイトなどのリモートサイトへアップロードすることができる。図16～20
は、リモートサイトとの通信に関する追加の特徴を開示する。リモートサイトは、ユーザ
にとって有用な或るフォーマットで運動パフォーマンスデータを表示してもよい。例えば
、リモートサイトは、棒グラフフォーマットでユーザに対する複数のラン・データを表示
してもよい。さらに、リモートサイトは、折れ線グラフフォーマット(図9、13および19)
でラン・データを表示してもよい。時計のリモートサイト・モードは、時計10にユーザが
リモートサイトの或る特徴をダウンロードすることを可能にする。このように、時計10は
或る一定の量の運動パフォーマンスデータをユーザにとって有用なフォーマットで表示す
ることができる。
【０１３３】
　図114に示されるように、ユーザは側面ボタンを使用して、主メニューをスクロールし
、端部ボタン52を使用して、リモートサイト・オプションを選択することができる。ユー
ザインタフェースはRemote Site画面を表示し、そして、ユーザは端部ボタン52を使用し
て、ENTERを選択することができる。リモートサイト・モードはユーザに複数のメニュー
オプションを提供する。図114に示されるように、例示的な態様において、ユーザインタ
フェースは次のメニューオプションを提供する：週単位のラン (ディスプレイ上に略記の
「WK RUNS」); Goals（ゴール）, Totals（合計）, Records（記録）およびExit（退出）
。電子モジュールがユーザのパソコンに接続され、例えばデスクトップ・ユーティリティ
によってリモートサイトに接続された時に、以前に電子モジュールによって記録されリモ
ートサイトへアップロードされた、ユーザの運動データは、本明細書で論考されるように
、電子モジュールにダウンロードされユーザに表示されることができることが理解される
。
【０１３４】
　ユーザは週単位のラン・オプションを選択することができる。図114に示されるように
、週単位のラン・メニューオプションは過去の週に対するラン・データ、例えば、日曜日
から土曜日に対する7つのデータ入力を表わす棒グラフの形をしたチャートを表示する。
該表示はカスタマイズすることができ、その場合、7つの表示は異なる日で始まることが
できるということが理解される。該表示に対して、月曜日から金曜日のようにより少ない
日数に対するデータを表示するように変更を加えることができる。図114にさらに示され
るように、最も高いバーは現行の週のここまでで最長のランを表わす。他のすべてのバー
は、最も高いバーと相対的な高さを持っている。その週のある日のラン・データがない場
合は、対応するバーは、たとえそのバーが今日を表していても、シングルピクセルの高さ
になる。データ表示は左から右へとアニメーション化されたビルディングであることがで
き、そこには、日曜日データ、続いて月曜日データなどの第1のバー・ラインが表示され
ることが理解される。データは、ユーザが一日ごとのデータをそれが表示されるのに応じ
て読むことが可能な速さで、表示される。データは一日ごとに表示されるので、下線は一
日ごとに追随する。一旦データが現行の日について表示されると、下線がデータの現行の
日の下に残る。そのとき「WK TOTAL（週合計）」標題は、ディスプレイ上を左から右にス
クロールする。ユーザは、側面ボタンを押して上下にスクロールしながら週単位表示のア
ニメーションを制御することができる。このように、ユーザは1週間のランに対応するデ
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ータをレビューすることができる。ユーザがリモートサイトへデータをアップロードする
とともにリモートサイトからデータをダウンロードすると、この週単位のデータは絶えず
更新されることが理解される。ユーザがその週を通じて1ランずつ進めるのに従って、時
計10にデータが記録され保存されることから、データの週単位表示が組み立てられるとい
うことが理解される。より非常に詳しく下記に説明されるように、週単位のデータは、よ
り非常に詳しく以下に説明するように、時刻表示の部分として表示されることもできる。
【０１３５】
　図115に示されるように、ユーザはリモートサイト・モードのためのメニュー選択項目
でGoalsを選んでもよい。一旦ユーザがゴールを選択すると、ユーザインタフェースは、
別のゴールのさらなるメニューを表示するが、それは次のものを含む：Times, Distance,
 Faster（より速い）, CaloriesおよびExit。ユーザは、リモートサイトで、例えば、こ
れらのメトリックに関係するそのようなゴールを設定することができる。そこでは、その
ようなゴールと関係するデータは、電子モジュールがユーザコンピュータに接続され、リ
モートサイトに接続された時にリモートサイトから該モジュールにダウンロードされる。
図115に関連して、ユーザは、リモートサイト上に、或る一定の日数の間で或る一定のカ
ロリーを消費するようにゴールを前もって設定していた。このゴールと関するデータが、
前の記載と一致した前の操作において、電子モジュールにダウンロードされる。このデー
タは、リモートサイトに係わる情報の連続のアップロードおよびダウンロードと同時に更
新されることが理解される。図115に示されるように、ユーザはメニュー選択項目からCal
oriesを選ぶ。この選択に応じて、ユーザインタフェースは、このゴールに関する情報を
表示するが、それらはカロリー消費量の現状の数字、ゲージ要素のしるしおよびゴールに
到着までに残された時間の量などである。このように、選択されたゴールに対する特定の
値はディスプレイの上方部に、「15640 CAL」(カロリー・ゴール)のように表示される。
述べられたゴールに続いて、ユーザがゴールに対して「進んでいる」か「遅れている」か
を示すために、ゲージ要素が、棒グラフ型フォーマットで示される。2つの矢印またはカ
リパーを持った水平バー、下部のカリパーおよび最上部のカリパーを用いた、ゲージ要素
が表示されてもよい。下部のカリパーは、上方へ延在して水平バーの中へ延在する線を有
してもよい。下部のカリパーは、現行の日時点でのゴールの目標レベルを示す。目標レベ
ルは、ユーザが時間通りにゴールを達成するために今日いるべき場所である。最上部のカ
リパー(およびバーの塗りつぶされた部分)は今日の時点でのユーザの実際のレベルを示す
。ユーザインタフェースは、またどれだけの時間がゴールを達成するために残っているか
に関する示度、例えば「28 DAYS LEFT（残り28日）」を表示する。ユーザインタフェース
はアニメーション形式においてこのゴール情報を表示するようにさらに構成されるが、そ
れは、ユーザに気がかりの感情をもたらし、かつゴールへ到着するためにさらにユーザを
動機づけるための現状達成感を提供する。従って、CALORIES選択ゴールを選択することに
応じて、ゴール情報はアニメーションの形でユーザに表示されることが理解される。最初
に、ゴールは「何週/何日中に何カロリーを消費する」のようにユーザに表示される。こ
のメッセージはディスプレイからスクロールして消え、そして、カロリー・データがディ
スプレイの上方部に表示され、0から、例えば、15640カロリーまでカウントアップする。
同時に、ゲージ要素の輪郭が表示される。下部のカリパーおよび最上部のカリパーは左か
ら右に動く、一方、ゲージ要素は左から右に暗くなって行き、最終的に下部のカリパーと
最上部のカリパーがそれらの最終位置に到着する。「# Ahead/Behind Target（目標より
いくつ上回る/下回る）」のような追加のメッセージがディスプレイの下部部分に表示さ
れる。このメッセージは、ディスプレイからスクロールして消え、追加のメッセージ「28
 DAYS LEFT」が表示される。図115に示されるデータは、3秒のような所定時間の間表示さ
れるが、その場合、該表示はリモートサイト・メニューに戻る。ユーザは再びこの追加情
報を見るためにこのアニメーションシーケンスを繰り返すことができる。もしゴールがユ
ーザによって設定されておらず、ユーザが、図54、図115に示されるRemote Siteメニュー
選択項目でのGOAL選択を選択する場合、ユーザインタフェースはユーザへの、「SET GOAL
S AT REMOTE SITE.COM（REMOTE SITE.COMにてゴールを設定する）」のような、メッセー
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ジを表示するように構成される。さらに、もしユーザが、一つだけのゴールを設定してい
たのなら、GOALメニュー選択項目を選択した後、ユーザインタフェースは、示された追加
のゴール・メニューをこのようにとばして、アニメーション形式のゴール・データ表示に
直接進む。ゴール情報は、より非常に詳しく以下に説明するように、時刻画面において表
示することもできる。1つまたは複数の例において、ユーザが運動活動を実行していない
時には、ゴール情報は時刻画面において表示されてもよい。
【０１３６】
　リモートサイト・モードはさらに時計10の活動メータまたはランニングの走行記録計と
して働く合計機能を有している。図116aにおいて示されるように、合計機能はユーザが選
択した時間にわたって様々なメトリックを表示してもよい。例示的な態様において、メト
リックは下記を非限定的に含んでいてもよい：合計の距離(マイル数で)、例えば、これま
でのラン合計マイル数、合計のワークアウト時間(時間数で)、例えばラン合計時間、平均
ペース、また合計のカロリー消費量。合計データは、REMOTE SITEメニュー上のTOTALS選
択を選択することに応じて表示される。合計データはリモートサイトに保存された現存の
合計と同期している。従って、最新の合計データは、電子モジュールがコンピュータによ
ってリモートサイトに接続された時に時計10にダウンロードされる。例示的な態様におい
て、データはアニメーション様式において表示される。このように、表示構成は、ディス
プレイの中央の位置の走行記録計型バー、ディスプレイの最上部の部分のメトリック値、
そしてディスプレイの底部分のユニット値を含む。このように、TOTALSメニュー選択項目
の選択に応じて、そして図116aにおいて示されたように、コントローラは、上方へとスク
ロールする「TOTAL DISTANCE（合計距離）」および「MILES（マイル）」を表示する。そ
こでは、走行記録計要素が、現在の合計の距離値まで、例えば1234.5マイルまで、様々な
数字をスクロールする。このデータは所定時間の間表示されるが、そこで、「TOTAL DIST
ANCE」および「MILES」が、上方へディスプレイ外までスクロールすると、図55、図116a
において示されるように、コントローラは、上方へとスクロールする「TOTAL TIME（合計
時間）」および「HOURS（時間）」を表示する。そこでは、走行記録計要素が、現在の合
計の時間値まで、例えば123.4時間まで、様々な数字をスクロールする。このデータは所
定時間の間表示されるが、そこで、「TOTAL TIME」および「HOURS」が、上方へディスプ
レイ外までスクロールすると、コントローラは、上方へとスクロールする「TOTAL AVG.PA
CE（総平均ペース）」および「PER MILE（/マイル）」を表示する。そこでは、走行記録
計要素が、現在の平均値ペース値まで、例えば1マイル当たり8分07秒まで、様々な数字を
スクロールする。このデータは所定時間の間表示されるが、そこで、「TOTAL AVG.PACE」
および「PER MILE」が、上方へディスプレイ外までスクロールすると、コントローラは、
上方へとスクロールする「TOTAL CALORIES（合計カロリー）」および「BURNED（消費）」
を表示する。そこでは、走行記録計要素が、カロリー消費量の現行の数字まで、例えば18
0043まで、様々な数字をスクロールする。このデータは所定時間の間表示されるが、そこ
では、コントローラは、合計距離の概要画面、合計時間、総平均ペース、および合計のカ
ロリー消費量を表示する。概要画面は所定時間の間表示されるが、そこで、コントローラ
はRemote Siteメニュー選択項目を表示して、その後時刻画面に進む。記載されたアニメ
ーション形式におけるデータの表示は、自己の経験を向上させるユーザのために気がかり
の感情の増大をもたらす。コントローラは、アニメーションシーケンス中に端部ボタンを
押してアニメーションを停止し、そして、データの概要画面を表示するように構成される
ことが理解される。側面ボタンを押すことは、図116aにおいて示される個々の画面にユー
ザが直接進むことを可能にする。ユーザは、またこの追加情報のアニメーションに続く表
示上に、選択されたメトリックを連続的に表示するように、コントローラを構成してもよ
い。
【０１３７】
　リモートサイト・モードはさらに記録機能を有しているが、そこでは、コントローラは
ユーザの個人記録に対応する或るメトリックを表示する。このデータは、合計データが図
116aにおいて示すものと同様の様式で表示される。例示的な態様において、表示された記
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録データは次のユーザデータを含んでいてもよいが、これらに限定されなくてもよい：最
速マイル、最速5k、最速10k、および最長ラン。記録データはワークアウト後アラームと
ランの終了後にユーザに表示されたやる気を起こさせるメッセージに同様である。記録デ
ータは、REMOTE SITEメニュー上のRECORDS選択の選択に応じて表示される。記録データは
リモートサイトで保存された現存データと同期している。従って、最新の記録データは、
電子モジュールがコンピュータによってリモートサイトに接続される時に、時計10にダウ
ンロードされる。例示的な態様において、データは、合計機能に関して上に記載されたア
ニメーションと同様のアニメーション様式において表示される。このように、コントロー
ラは所定時間の間、「FASTEST MILE（最速マイル）」標題を値(例えば6:52)と共に表示し
てもよい。次に、コントローラは、ディスプレイからこのデータをスクロールし、そして
、「FASTEST、5K（最速、5K）」標題を、各記録メトリックに対する値などと共に表示す
る。記録データの終了において、図116aにおいて示されたように、ユーザの最速マイル、
最速5k、最速10kおよび最長ランに対する各記録データをリストした記録概要画面が表示
される。このアニメーションは、またユーザのために気がかりの感情の増大をもたらす。
図116bはインタフェースの他の例を示し、それを通じて、ユーザは現行の打ち立てたワー
クアウト記録を見てもよい。1つまたは複数の構成において、もし最長距離、最速マイル
または最長ランの記録が定義されていない場合、インタフェースは最長距離または最長の
ランに対して0.0を表示してもよい。加えて、最速マイルはペース情報なしで表示されて
もよい。
【０１３８】
　先に論考されたように、時計10は、運動パフォーマンスモニタリング専用のリモートサ
イトと通信することができる。リモートサイトは、或るゴールを達成するようにユーザを
支援するために、ユーザに対するトレーニングプログラムを提供するトレーニング補助を
含んでいてもよい。例えば、図117において示されるように、ユーザは10kのレースに備え
て練習する際に支援を求めてもよい。リモートサイトは、ユーザから入力された或るデー
タを受け取るが、そこでは、トレーニング補助はユーザが毎日どれくらい遠くに走るべき
か、およびどの日に休むべきかなどに対するトレーニングプログラムの推奨セットを提供
する。典型的にはトレーニングプログラムは或る一定の持続期間、例えば或る一定の日数
を有している。
【０１３９】
　もしユーザがリモートサイト上でトレーニングプログラムを設定した場合、上記の記載
と一致して、プログラム・パラメータが時計10にダウンロードされる。ユーザは、Remote
 Siteメニューによって、および「WK RUNS」の下で時計上のトレーニングプログラムにア
クセスすることができる。図117においてさらに示されたように、コントローラは現行の
週に対するトレーニングプログラム・パラメータを表示するように構成される。例示的な
態様において、週単位のランの記載に関して、パラメータは、いくつかの違いがあるもの
の、上の記載と同様のアニメーション様式において表示される。トレーニングプログラム
データはバー要素によって表わされるが、そこでは、空のバーは、達成すべきランを表わ
し、また、塗りつぶされたバーは、既に達成されたランを表わす。最も高いバーが、現行
の週のここまでで最長のユーザのラン、またはユーザの最長の目標ランを、どちらがより
高いにせよ、表わす。他のすべてのバーは、最も高いバーに相対的な高さを持っている。
もしその週のある日のラン・データがない場合、たとえそのバーが現行の日を表わしてい
ても、対応するバーはシングルピクセルの高さになる。さらに、週単位の表示は、現行の
日が常にセンター位置にあるように配置される。したがって、週単位の表示は、現行の日
の前に3日間の、および現行の日の後に3日間のトレーニング計画を示す。
【０１４０】
　ユーザがリモートサイト・メニュー上の「WK RUNS」を選択するのに応じて、データの
アニメーション表示は始まる。図117において示されるように、第1の画面は、タイトルの
、例えば「10K COACH（10Kコーチ）」と共に、空のバーを持ったトレーニング週間全体を
瞬間的に(アニメーションはない)示す。図117において示されるように、アニメーション



(44) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

は左から右へと形成され、その週の毎日に対するデータを提供する。図117は第1の日、例
えば土曜日のアニメーションを示す。そこでは、塗りつぶされたカーソルが土曜日標題の
下に位置する。日と目標のマイル数は最初にスクロールアップし、そしてディスプレイ上
で空の目標バーがフラッシュ(オン/オフ)する。或る練習日はトレーニングプログラムか
らの注記を持っていてもよく、そこでは、注記は画面を横切って判読可能なペースでスク
ロールされる。例えば、図117は、土曜日の3.5マイルのランは「ON A HILLY ROUTE（丘陵
ルートで）」完了すべきだったことを示す。次に、標題「YOU（あなた）」はその日に対
するユーザの実際のラン・マイル数(例えば4.0マイル)と共に表示される。その後、ラン
・バーは暗くなる。図117は、トレーニングプログラム用の残りの日数を示す。翌日に対
するデータが表示される。そこでは、カーソルは日曜日の標題に移る。そこでは、ユーザ
は、日曜日に4.0マイルを走る予定だった。標題「YOU」はユーザが日曜日に走らなかった
ことを示して、0.0マイルと共に表示される。目標棒は空のままである。その後、月曜日
のラン・データが表示される。そこでは、ユーザは、2.5マイルを走る予定だった。ユー
ザは月曜日に走らなかった。また、目標バーは空のままである。現行の日、例えば、火曜
日に対するラン・データが次に表示される。そこでは、ユーザは、5.0マイルを走る予定
だった。記録されたデータは、ユーザが1.3マイル走ったことを示し、目標バーは、比例
の様式で部分的に暗くなる。将来の日に対する目標バーは定義によって空のままであり、
そして標題「YOU」を必要としない。図117に示されるように、トレーニングプログラムは
、ユーザは水曜日に休み、木曜日に3.0マイルを走り、金曜日に休む予定であることを示
す。その後、図117において示されるように、現行の日は120日のトレーニングプログラム
のDay 119（119日目）を表わすとの示度と共に、暗いまたは空の目標バーをもって最終の
トレーニングプログラムデータが表示される。アニメーション中に端部ボタンを押すこと
によって、ユーザは図117において示される最終画面へ運ばれる。ユーザはまた側面ボタ
ンを使用して、アニメーションを制御することができる。そこでは、ユーザは、任意の所
望の日に対して明滅するカーソルを相互に移動させることができる。ラン/目標のバーは
、その場合、アニメーション化されない。しかし、タイトルテキストは、所定時間の間上
下にローリングし、適宜目標マイル数および実際のマイル数を示す。
【０１４１】
　図117aはユーザインタフェースの追加の特徴を開示する。これらの特徴は、特にユーザ
がリモートサイト経由で上に記載されたようにトレーニング計画を実行した時に組み込ま
れ得るが、操作全般においてユーザが利用することもできる。1つまたは複数の構成にお
いて、上記トレーニング計画は定義されたゴールに基づくかまたは対応して定義されても
よい。例えば、ユーザが1週間当たり10マイル走るゴールを設定する場合、トレーニング
計画は、1週間のうちの5日間で1日当たり2マイルを走るサブゴールを含んでいてもよい。
1つの機能は、ユーザからの入力を利用する、2部のメッセージの形をしていてもよい。例
えば、ユーザインタフェース(または「コーチ」)は、毎日ある任意の時間において、ユー
ザが最後にランまたはエクササイズを行って以来どれだけの日が過ぎたかを決定するため
に時計データをチェックしてもよい。もしユーザインタフェースによって設定された或る
一定の日数をすぎても、ユーザによる活動が何もなかった場合、ユーザインタフェースは
、ユーザへのメッセージを提供してもよい。異なる数字を設定することができるが、設定
された日は3日かもしれない。別の例において、ユーザインタフェースまたは装置(例えば
、時計10)は、ユーザが一日単位のゴールを達成したかどうかまたは全体のゴールを達成
することに向けて予定通りに進んでいるかどうかを決定してもよい。したがってユーザが
単にランを4マイル有し、第1のランからの一週間が終了するまで、3日間しか残されてい
ない場合、ユーザインタフェースまたはコーチは、全体のゴールを達成させるために割り
当てられたユーザのサブゴールおよび残存時間について、ユーザを激励するかまたはユー
ザに思い出させるメッセージをユーザに提供してもよい。代わりにまたは付加的に、ユー
ザが、ゴールの達成に向けて予定通りに進んでいない(例えば、もしユーザは過去4日間で
1日当たり平均わずか1マイルであり、そして、ユーザの全体のゴールが、一週間で10マイ
ルのランであるならば)と決定すると同時に、リマインダまたは勇気付けるメッセージが



(45) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

表示されてもよい。
【０１４２】
　図117aに示されるように、時計は時刻表示をしていてもよい。ユーザインタフェースが
、ユーザが3日間走っていないことを検出した場合、ポップアップメッセージ「Are we ru
nning soon?（すぐに走りますか?）」が表示されてもよい。同様に、「Yes（はい）」の
ような所望の答えが表示される。端部ボタン52を使用して、ユーザが「Yes」を選択する
時に、「Looking Forward To It（楽しみにしています）」のような応答メッセージがユ
ーザに表示される。所定時間の後、表示はユーザによって設定された時刻表示に戻る。ユ
ーザがその日の真夜中のようなある一定の時間が過ぎてもファーストメッセージに答えな
い場合、メッセージは消える。他の2部のメッセージは、「I feel like running today（
今日は走りたい気分です）」のように表示することができる。もしユーザが「Yes」を選
択することにより同意すると、ユーザインタフェースは、「Can't Wait（待ちきれません
）」というメッセージを表示することができる。他のメッセージも表示することができる
。これらのメッセージはリモートサイトで設定することができ、かつ、時間が経つにつれ
て規則的に新しいメッセージを提供するようにさらに変更する/変更を加えることができ
る。そのようなメッセージは、エクササイズを行うさらなるモチベーションをユーザに提
供し、かつ活動モニタリング装置がユーザの答えに直接的かつ個人的に応答しているとい
う印象を提示する。これらのメッセージは同様に、該装置は、単に電子的な機械フィード
バックであるのではなく、より人間的な応答を提示することができるという印象を提供し
てもよい。メッセージの頻度はリモートサイトまたはユーザインタフェースなどを経由し
て設定することもできる。1セットのメッセージは毎月提供することができる。そこでは
、異なるメッセージがその月の間に或る一定の回数で提供される。メッセージは次月に変
えることができる。図117aはさらに、ユーザがトレーニングプログラムを遂行する時に特
に用いることができる2部のメッセージを示す。時刻画面は、本明細書において記載され
たように、コーチ情報を表示して、表示されてもよい。ユーザインタフェースは、ユーザ
のトレーニングプログラムに対応するメッセージを提供してもよい。例えば、ユーザイン
タフェースは、「Let's Run 3.5 MI (miles) today（今日は3.5 MI (マイル)走りましょ
う）」というメッセージを表示してもよい。ユーザが「Yes」オプションに同意すると、
ユーザインタフェースは「Looking Forward To It」メッセージの第2の部分で答える。所
定時間の後、ユーザインタフェースは時刻画面に戻る。トレーニングプログラムが休日を
有する場合、ポップアップメッセージは表示されない。トレーニングプログラムの或る日
に付けられた注記がある場合、該注記は2部のメッセージに組み入れることができる。再
び、リモートサイトでメッセージに変更を加えるかまたはメッセージを変更することがで
きる。そのようなメッセージはユーザにさらなるモチベーションを提供し、かつリモート
サイトとリアル・タイムに動作する時計の感覚を提供する。図113は、別のワークアウト
を実行するようにユーザに促すための、コーチング・ポップアップインタフェースの他の
例を示す。
【０１４３】
　先に論考されたように、時計10は、デスクトップ・ユーティリティ・ソフトウェアを利
用するユーザによって設定され得る時刻(T.O.D.)画面を有する。図107aにおいて示される
ような1つの例示的な態様において、時刻画面は、ディスプレイの底部分の近傍に日付お
よび曜日に加えて、ディスプレイの最上部の部分の近傍に時刻をより顕著に示すように構
成される。ユーザは、週単位のラン、ゴール、合計、記録およびコーチング情報などの運
動パフォーマンスデータの変形を示すために異なる「ダッシュボード」構成における時刻
画面を設定することもできる。これらの様々な時刻画面はユーザの要望に応じてデスクト
ップ・ユーティリティ・ソフトウェアを使用して設定することができる。
【０１４４】
　図108aおよび108bにおいて示されたように、時刻画面は、日の現在時間をディスプレイ
の最上部の部分に、加えて日付および曜日をディスプレイの中央の部分に示すために、設
定されることができる。最後に、ユーザの週単位のラン・データを表わすしるしは、ディ
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スプレイの底部分で表示することができる。例示的な態様において、しるしは、垂直のバ
ーの形をしている。最も高いバーが、現行の週のここまでで最長のあなたのランを表わす
。他のすべてのバーは、最も高いバーに相対的な高さを持っている。その週間のある日の
ラン・データがない場合、たとえそのバーが現行の日を表わしていても、対応するバーは
シングルピクセルの高さになる。
【０１４５】
　週単位のランを利用する時刻画面は同様にすでに説明したようにアニメーションを利用
することができる。例示的な態様において、この構成においてユーザは端部ボタンを押し
て左から右へと形成されるアニメーションを始めることができる。アニメーションは、ユ
ーザの好ましい週の始まりの日(例えばリモートサイトで設定されるような日曜日または
月曜日)で始まる。このように、第1のバーがディスプレイの左で上方へ延在するときに、
その日、例えば月曜日なら「MO」が、マイルの数値をそれに隣接させて、表示される。こ
のデータはユーザが容易にデータを読むことを可能にする所定時間の間表示される。カー
ソルは第1のバーの下に位置する。一旦適切な時間の間表示されると、カーソルは右に移
動し、そこで、次のバーが上方へ延在し、その日、例えば火曜日なら「TU」が、その日に
ついてのマイルの数値をそれに隣接させて、表示される。このシーケンスは、その週の各
日に対して継続する。7日間の終了において、週単位の合計の標題(「WK TOTAL」)がディ
スプレイの中央の部分で右から左にスクロールし、ランの週間の合計マイル値がそれに続
く。この標題および週単位の合計値がディスプレイからスクロールして消え、そして、曜
日および日付が再び表示される。バーはディスプレイに残る。そこでは、週単位のラン・
ディスプレイを伴った時刻 が、図107aおよび107bにおいて示されたように、時計10に示
される。付加的にまたは代替的に、ラン情報表示行(例えば、時刻の下に配置される)は、
日合計、週合計、日付などを、図107bにおいて示されたように表示してもよい。例えば、
該インタフェースは、自動的に諸情報をスクロールしてもよい。代わりに、ユーザは、希
望情報を選択するためにワークアウト情報行を切り替えてもよい。ユーザが週全体にわた
ってランを記録しなければ、週単位のランを伴った時刻画面はわずかに変わる(図108aお
よび108b)。すでに説明したようなアニメーションはまだ生じる。そこでは、カーソルは
その表示に沿って左から右に動く。そこでは、単一のバーが各日に対して示される。一方
、各日のマイル数合計は、一週間の合計を含めて「0」として示される。7本の単一のバー
に対するブランクスペースを示し続けるのではなく、図108aおよび108bにおいて示される
ように、月、日、年および曜日が表示される。
【０１４６】
　図109は、ゴール情報を持った時刻画面を有するダッシュボード構成を開示する。上記
に論考されたように、ユーザはリモートサイトを使用して、ゴールを設定することができ
る。そこでは、ゴール・データは、時刻画面上にアニメーション形式において示すことが
できる。ゴールが、デスクトップ・ユーティリティを利用する選択されたダッシュボード
・ビューである場合に、ゴールは、図109に示されるようなアニメーション形式でディス
プレイ上に表示される。例えば、ゴールは12週間において18000カロリーを消費するよう
に表示される。すでに説明したように、ゲージ要素は、動いているカリパーと共に示され
暗くなる。「Ahead/Behind（上回る/下回る）」テキスト、例えば、「2032 Ahead Of Tar
get（目標より2032上回る）」も、ディスプレイを横切ってスクロールされる。一旦ゴー
ル情報が表示されれば、曜日、日、および月は時刻の下に表示される。ユーザはリモート
サイトで複数のゴールを設定してもよい。このダッシュボード構成において、ユーザ・ゴ
ールはすべて順に表示される。すぐに期限切れになるゴールは最後に示される(例えば、
順番は、最も急を要するゴールがアニメーションの最後で示され続けるように、あまり急
を要さないものから最も急を要するものの順である)。各ゴール・アニメーションの最後
に、現行の日付が適所へロールダウンし、次のゴール・シーケンスが始まる前に3秒など
の所定時間の間表示されることで終了する。他のダッシュボード・ビューと同じように、
端部ボタンを押すと、現行のアニメーションシーケンスの終わりにジャンプする。複数の
ゴール、例えば3つのアクティブゴールの場合には、もしあるゴール・アニメーションが
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既にアニメーションシーケンス中であったなら、端部ボタンを押すと次のゴール・アニメ
ーションにジャンプすると考えられる。もし該シーケンスが最後のゴールにある場合、そ
の表示は図109に示されるような最終画面に進む。具体的には、該アニメーションは、曜
日、日、および月がロールダウンする直前の瞬間へジャンプする。アニメーションシーケ
ンスがすべて完了した後、ユーザが端部ボタンを押せば、全ゴール・アニメーションが再
開される。(例えば、あたかもちょうど、ユーザが時刻画面を離れ、そして該画面に戻っ
たかのように)。
【０１４７】
　1つの例示的な態様において、ユーザは、リモートサイト上に4つの異なるゴールを設定
することができる。ユーザは、すでに説明したように、1つのタイプ当たり1つのゴールを
設定することができる。例えば、ユーザは、1つのカロリー消費ゴール、1つのより頻繁な
ランのゴール、1つのより速いランのゴール、および1つのより長い距離のランのゴールを
設定することができる。ゴールはそれぞれ期限が切れる日を有している。ゴールが設定さ
れていないか、またはゴールがすべて期限切れになった場合、デフォルトの時刻画面を示
すことができる。ユーザがリモートサイトで続いて新しいゴールを設定した場合、時刻お
よびゴール・ダッシュボード表示はユーザの好みによってまだ維持されている。
【０１４８】
　図110は、合計情報を持った時刻画面を有するダッシュボード構成を開示する。上記に
論考されたように、ユーザはリモートサイト・メニューで合計情報を示すことができる。
図110に示されるように、走行記録計要素が表示される。そこでは、合計値が、合計時間
、平均ペース、合計カロリー、合計マイルに対して示されるまで数字がそこにスクロール
する。図110に示されるように、表示された最後の合計メトリックが時刻画面に表示され
て残る。このように、合計メトリックは、走行記録計要素における走行記録計のように次
々とローリングすることによって、アニメーション化される。このアニメーションは、リ
モートサイト・メニューに関して上に記載されたようなアニメーションと同様である。こ
のダッシュボード構成においては、しかしながら、この距離メトリックは、この距離メト
リックが可視のままであるメトリックであるように表示される最後のメトリックである。
アニメーション中に端部ボタンを押すと、時刻、日付および合計の距離メトリックを示す
最終画面にアニメーションをジャンプさせる。アニメーションが完了すると、アニメーシ
ョンが再び行われる。
【０１４９】
　ユーザは、図111に示されるような記録情報を持った時刻画面を有するダッシュボード
構成を選択することができることがさらに理解される。このデータは、メトリックとして
ユーザの個人記録を示す以外は、上に記載された合計情報と同様のアニメーション形式に
おいて表示される。次の4つの記録がユーザの最良のランから記録され保存される：Faste
st Mile, Fastest 5k, Fastest 10k（最速10k）およびLongest Run（最長ラン）。最終画
面をよい最終状態で残すために、標題「LONGEST（最長）」は、走行記録計要素(「RUN」
に置き換わり)の下に、日付がディスプレイの中へとロールダウンすると同時にさらにス
クロールダウンする。
【０１５０】
　図112は、上に記載されたようにリモートサイト上に設定されたアクティブなトレーニ
ングプログラムを持っているユーザによって引き起こされる週単位のランの変形例を持っ
た、時刻画面を有するダッシュボード構成を開示する。全般的に、この表示は、すでに説
明したように、トレーニングプログラムビュー、または「コーチ」モードと同じであるが
、しかし、より小型で、Days of Week（週間）ラベルがない。従って、データ表示および
アニメーションの追加の特定の記載は、先の記載がこの特有の時刻ダッシュボード構成に
当てはまるので、繰り返されない。図112に示されたように、コーチング/トレーニング情
報を持った時刻は、ラン/目標のラン・バーを利用した週単位のラン・データに加えて現
在時間、曜日、日、月を含む。一旦ユーザがアニメーションを始めると、「10Kコーチ」
は、ラン・バーを有するディスプレイ上をスクロールアップする。図112に示されたよう
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に、トレーニングプログラムは、ユーザは金曜日に4.0マイル走る予定だったが、そこで
は、ユーザは5.3マイル走ったことを示した。ラン・バー全体は暗くなり、追加のバー部
分は金曜日のラン・バーを覆って配置される。ユーザは土曜日と日曜日に走らなかったが
、現行の日、月曜日には或る一定の距離を走った。データはさらに、ユーザは火曜日に休
み(シングルピクセルのラン・バー)、水曜日に4.2マイル走り、そして木曜日に休む(シン
グルピクセルのラン・バー)予定であることを示す。達成したラン・バーを示し、かつユ
ーザが90日のトレーニングプログラムの78日目にいることを示す追加の画面が表示される
。一旦所定時間の間表示されると、時刻画面は現在時間、日、日、月およびラン/目標の
ラン・バーを示す。
【０１５１】
　図86aから認識されるように、コントローラおよびユーザインタフェースは、追加的ま
たは拡張可能な特徴が利用可能になるよう時計に追加され得るように、構成される。この
ように、時計10上のメニュー選択項目は、新しい特徴に対して追加の標題および機能性を
提供するように拡張することができる。例えば、追加の特徴をリモートサイトまたはデス
クトップ・ユーティリティへ提供することができる。一旦、電子モジュール12を、ユーザ
コンピュータに、あるいは該ユーザコンピュータ経由でリモートサイトに、接続すれば、
追加の特徴を電子モジュール12にダウンロードすることができる。
【０１５２】
　追加の特徴はまた、時計10のユーザインタフェースを備えることができる。そのような
特徴は、一定期間にわたって時計10に追加される拡張可能な特徴であると考えられてもよ
い。
【０１５３】
　図104a～104cは、時計10用の「デモ・モード」を開示する。このモードは、実際のシュ
ーズ搭載センサ、心拍数モニタまたは他のセンサにリンクする必要なく、購入を考えてい
る人に対して、時計10の全エクスペリエンスを示すために利用することができる。例示的
な態様において、ユーザは、示されるようなラン画面で、端部ボタンを押して、延長され
た所定期間保持する。デモ・モードにいる間、ラン画面上の標題「DEMO（デモ）」が現れ
、そして、可視の方法で「DEMO OFF（デモ・オフ）」が可能になるように、項目が設定メ
ニューの最上部に追加される。さらに、ラン画面上で所定の期間、端部ボタンを押して保
持することでデモ・モードがオフに切り替えられる。そこでは、任意のダッシュボード構
成を持った時刻データがディスプレイ上でアニメーション化される。デモ・モードにおい
て、ユーザは異なるメニュー項目によって切り替えができる。そこでは、時計10は、ユー
ザに対して時計10の操作性を示すフェイクデータを表示する。図104bおよび104cは、祝辞
、およその時刻モード、ラストランインタフェースおよび記録モードを含んだ、ランに対
するデモンストレーションインタフェースを示す。
【０１５４】
　図105は、ユーザインタフェースがストップウォッチ・モードを組み込むことができる
ことを示す。時計10への各種入力を使用すると、時計10はストップウォッチとして機能す
ることができる。ラップをマークすることができ、かつ、該ストップウォッチは所望に応
じて止めることができる。
【０１５５】
　時計10のユーザインタフェースは、このようにいくつかのメニュー項目を必要とする時
に、ユーザに重要な機能性を提供する。或る状況においては、メニュー項目の数は、表示
容量より大きくなり得る。そこでは、ユーザは、画面に沿った複数のメニュー項目をスク
ロールするために、側面ボタンの利用を必要とする。コントローラは、メニューが最初の
メニュー項目へと進む前の、最後のメニュー項目が表示されるときに、メニュー選択項目
のスクロールを遅くするように構成することができる。可聴信号をこの時に提供すること
もできる。そのような機能は、ユーザに対してメニューの始まりかまたは終わりが接近し
ていることを示す触覚感触または速度バンプを提供する。この機能で、 ユーザが図らず
も所望のメニュー項目を過ぎてスクロールするという可能性が最小化される。例えば、触
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覚感触は、装置の振動を含んでいてもよい。振動は、ユーザまたはインタフェースがメニ
ューの始まりかまたは終わりにより近くなるにつれて、より強くまたはより速くなっても
よい。他の例において、可聴フィードバックおよび触覚フィードバックの組み合わせが提
供されてもよい。ラップ、マイルまたは他の距離マーカー、ペース閾値、心拍数閾値、時
間閾値などを識別するようなインディケータも提供されてもよい。従って振動のような触
覚フィードバックは、ユーザがマイル・マーカーに接近していることをそのユーザに示し
てもよい。別の例において、ユーザは、そのユーザのペースが予め定められたポイントに
到着しつつあることを示す、可聴警告を受けるか、あるいは触覚フィードバックを提供さ
れてもよい。
【０１５６】
　本発明の時計10はデスクトップ・ユーティリティ・ソフトウェア・アプリケーションを
備えている。デスクトップ・ユーティリティは、典型的に、ユーザのコンピュータに常駐
し、電子モジュール12とリモートサイトとの間を連携させる。ユーザは、デスクトップ・
ユーティリティによって時計10の機能をカスタマイズすることができることが理解される
。例えば個人最高データ、マラソントレーニングプログラムまたはインターバルトレーニ
ングプログラムのようなプログラムはデスクトップ・ユーティリティに常駐してもよい。
これらのプログラムは時計10に常駐するように移動させることができる。同様に、時計10
に常駐するプログラムをデスクトップ・ユーティリティに移動させることもできる。デス
クトップ・ユーティリティを利用するユーザは、時計10上の機能の表示の順序に変更を加
えることができる。一旦ユーザが電子モジュール12をデスクトップ・ユーティリティが常
駐するユーザのコンピュータに接続すると、そのような変更の追加が実行される。
【０１５７】
　図106に示されるように、ユーザインタフェースはユーザが選択可能なローテーション
向けに構成することができる。それによりデータは概して上下様式において表示すること
ができる。データは右回りまたは左回りに90度回転した構成で表示することができる。例
示的な態様において、ユーザインタフェースは、ユーザが選択可能なローテーションがラ
ン/タイミング画面でのみアクティブになるように構成することができる。図106は、2層
フォーマットのラン画面におけるローテーションを示しているが、該ローテーション機能
は、上に記載された3層フォーマットにも当てはまり得る。ユーザはデスクトップ・ユー
ティリティ・ソフトウェアを使用して、この機能を設定することができる。
【０１５８】
　ユーザインタフェースは図118～125に示されるような追加の特徴で構成することもでき
る。ユーザインタフェースは、時計を着用しているユーザが時計を着用している別のユー
ザと通信することができるように構成することができる。例えば、両方のランナーが同じ
ルートを同じ時間に頻繁に走るので、第1のランナーは別の第2のランナーを何回も見てい
る可能性がある。ランナーがそれぞれこの時計を着用している場合、ランナーは、握手す
る(図118)時のように、時計を非常に隣接して置くことがありうる。そこでは、ユーザイ
ンタフェースは、「Add Buddy（仲間に入れる）」のメッセージを提供する(図119)。別の
ユーザはランナーが今リンクされていることを受け取ることができる。図120は、ランナ
ーの装置がリンクされ得る方法の別の例を示す。例えば、ユーザは、互いに近接して自ら
の腕(装置が着用されている)を置いてもよい。そのとき友達または仲間リクエスト(図121
に示されたような)を承諾すべきかどうか各ユーザに尋ねるプロンプトが表示されてもよ
い。図122において示されるように、友達と仲間は、演算装置または時計10を使用して、
リモート・ネットワーク・サイトを通じてさらに追加されてもよい。従って、ユーザの装
置および仲間の装置は、友達を追加するために互いに近接している必要はない場合もある
。
【０１５９】
　ランナーはそれぞれ、他の人がリンクしているそのリストを持っていてもよい。さらな
るメッセージ性能はリモートサイトの使用などによって可能である。例えば、1人のラン
ナーはリモートサイト経由などで別のランナーに対してメッセージを残すことができる。
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メッセージは、メッセージを受け取るランナーがメッセージを通知される前に或るメトリ
ックを満たさなければならないというような条件を付けられてもよい。例えば、第1のラ
ンナーは、第2のランナーへ、一旦第2のランナーが或る一定の量のマイルを走ったなどの
ゴールを達成したら、やる気を起こさせるメッセージが形となるメッセージを送ってもよ
い。そのようなメッセージはリモートサイト経由で第2のランナーのもとへ送られ、そし
て、第2のランナーがリモートサイトに接続した時に、第2のランナーの時計にダウンロー
ドされる。しかしながら、メッセージは時計上では隠されており、該時計が、データを記
録し、そのメトリックが満たされたと感知するまでは、現われない。このように、一旦第
2のランナーが一定の距離を走ると、「You Just Got A Carrot From Jill（ジルさんから
ニンジンをもらいました）」などのメッセージが、第2のランナーに着用された時計の表
示に現われる(図123)。メッセージはニンジンと呼ばれてもよいし、そして、対応するニ
ンジン・アイコンは時計表示上、またはリモートサイト表示上で利用することができる。
ユーザは、さらにメッセージを見るためにサイトに接続するインストラクションを備えて
もよい(図124)。さらなるメッセージが時計上で第2のユーザに対して表示され得る。第2
のユーザが時計をコンピュータに接続し、そしてリモートサイトへ接続した時に、メッセ
ージが図125に示されるように現われる。前に論考されたように、ユーザインタフェース
はリモートサイトからトレーニングプログラムを受け取ることができる。そのようなトレ
ーニングプログラムはマラソン、10K、5K等などの実際のレース当日のプログラムを含む
ことができる。レース当日のプログラムは、ユーザによって設定されたフィニッシュ・タ
イムを達成するために、ユーザにレースの間に維持するべき適切なペース・レベルを伝え
ることができる。ユーザインタフェースは、或る機能用のショートカットを提供するよう
に構成することができる。例えば、ボタンの1つまたはボタンの組み合わせを押し下げて
保持すると、自動的に現行のメニューから退出し、ユーザを時刻画面または他のメニュー
画面に戻すことができる。別のボタンまたは組み合わせは、ユーザを、ランを始める画面
へ自動的に連れて行くことができる。
【０１６０】
　論考されたように、或るショートカットは、或る機能を提供するために所定時間の間或
るボタンを押すなどのユーザインタフェースを備えることができる。所定時間の間或るボ
タンを押すことは、ユーザインタフェースの様々なメニューにおけるメニュー選択項目か
らの速やかな退出を提供することもできる。同様に、ユーザインタフェースは例えばゴー
ル情報に関して情報をモニタすることができる。ユーザがゴールに接近していることをユ
ーザインタフェースが決定した場合、ユーザインタフェースは、ユーザへの追加のメッセ
ージを提供してもよい。そのようなメッセージは、ゴールに到着した際にユーザにさらに
モチベーションを与えるように設計されてもよい。そのような情報はリモートサイトにお
いて維持され、ユーザがモジュール12をコンピュータ経由でリモートサイトに接続した時
に、該時計に周期的にダウンロードされてもよいので、そのような機能は、ユーザに対し
て、時計10がリアル・タイムに機能している感覚を与える。
【０１６１】
　リモートサイトに接続された(コンピュータ経由で)時、ユーザが時計に関連する何かを
変更したかどうか (つまり、ユーザは、論じた様々なメトリック、パラメータおよび特徴
などの、リモートサイトを通じて時計10にダウンロードする必要のある何かの変更をした
かどうか) を決定するために、時計10は、周期的にリモートサイトをポーリングする。変
更が行なわれたことをリモートサイトが示した場合、その後、時計10はリモートサイトに
それらの変更を要求し、その後、リモートサイトは時計10へ更新事項または変更事項を送
る。ユーザがプロセスからログオフを始めるか、またはリモートサイトに時計を接続した
コンピュータから該時計を切断しようと求める時に、少なくとも本発明のいくつかの例に
係わるシステムおよび方法は、ユーザに更新事項がすべて受信されるまで待つよう、また
は時計が更新をチェックする最終機会を獲得するまで待つよう(いかなる最後の瞬間の変
更も失われないように)、促してもよい。あるいは、ユーザが時計のリモートサイトとの
接続を突然に終了した(または、該接続が他のある方法で失われた)場合、時計で更新され
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なかったいかなる最後の瞬間の変更も、次の接続セッションのために、もし所望ならば、
保存され得る。リモートサイトへ接続する際に、リモートサイトは、デスクトップ・ユー
ティリティによるなどでユーザによってカスタマイズされるように、時計表示画面の例を
示すように構成することができる。それにより、ユーザは、時計表示がどのように見える
かコンピュータ上で見ることができる。リモートサイトは、時計10または競争相手先によ
って製造された他の運動パフォーマンスモニタリング装置または音楽装置のような、複数
の装置から接続およびデータを受け取ることができるということはさらに理解される。リ
モートサイトはそのような装置を見分けるための能力を持って構成される。時計10が、運
動パフォーマンスデータ（例示的な態様にはラン・データが含まれる）を、モニタするた
めに使用されることはさらに理解される。他のデータも時計10によって記録しモニタする
ことができる。それらはトレッドミルまたはステアクライマー、エリプティカルマシーン
、ローイングマシーン、バイクマシーンを含む他のジム装置のようなジム設定において生
成されたデータを含んでいる。心拍数、自転車に乗るデータまたは他の生理学的データな
どの他のタイプのデータも含むことができる。時計10とコンピュータおよび/またはリモ
ートサイト(または他のネットワーク接続)との通信は他のUSB接続、無線通信、セルラー
、3G、他の無線接続または他の一般的な接続システムなどの他の形式をとることができる
。様々なユーザインタフェース特徴が、本明細書において記載された任意のタイプの携帯
機器上で実施することができる。
【０１６２】
　図126は、ラン・リマインダ・インタフェースを示す。そこでは、ユーザは来るべきワ
ークアウトを思い出し得る。または、もし何も計画されていない場合はワークアウトをス
ケジュールする。例えば、ユーザは、ユーザがすぐにワークアウトを実行する予定である
ことを確認するように促されてもよい。ユーザが来るべきワークアウトを確認した場合、
インタフェースは、「Looking Forward To It」のような激励メッセージを表示してもよ
い。その後、インタフェースは時刻表示に戻ってもよい。
【０１６３】
　図131および132は、時計10のディスプレイなどのディスプレイ上に情報を表示する方法
を定義するためのゾーン分け原則を示す。例えば、もし時間が3桁ではなくて4桁である場
合、図131において、情報の位置およびサイズは異なっていてもよい。図132において、レ
イアウトは表示される項目の数に基づいて定義されてもよい。例えば、4項目レイアウト
において、経過時間、距離、平均ペースおよびカロリーは、行間5ピクセルで表示されて
もよい。別の例において、5項目レイアウトは、経過時間、距離、平均ペース、カロリー
較正、平均心拍数および/またはラップ時間を含んでいてもよい。4項目レイアウトにおけ
るような各行間が5ピクセルではなく、行間が3ピクセルしかなくてもよい。図133は5項目
レイアウトのインタフェースの例を示す。
【０１６４】
　図134～138は、ペース情報、経過時間、心拍数、カロリー消費量および距離を含む異な
るタイプの情報に対する表示構成を示す。図134において、ペース情報はペースに依存す
る異なるフォントサイズにおいて表示されてもよい。例えば、ペースがそのとき10分より
短い場合、フォントは第1のフォントサイズにおいて表示されてもよい。ペースが10分と1
9分59秒の間にある場合、ペースは第2のフォントサイズ(例えばコンデンス体のフォント
サイズ)において表示されてもよい。
【０１６５】
　図139aおよび139bは時刻の表示のためのインタフェースの例を示す。時刻のサイズおよ
び位置は、時刻が最上部の部分または底部分において表示されるかどうかに依存して異な
ってもよい。
【０１６６】
　図140は、ゴールに加えて時刻を表示するユーザインタフェースの例を示す。ゴールは
、幾らかのカロリーを消費すること、前回の距離よりもっと長く走ること、より速く走る
こと、またはより頻繁に走ることを含んでいてもよい。その表示は、必要とされるスペー
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スの量(例えば表示する必要のあるテキストの量)に依存して、異なるフォント、位置およ
びフォントサイズを使用して、体系づけてもよいし構成してもよい。
【０１６７】
GPSシステム機能性
　本明細書において開示される時計の全ての態様は全地球測位衛星システム(「GPS」)シ
ステムの機能性を有し得ることが理解される。この目的のために、該時計は、コントロー
ラの部分として、またはそれと動作可能に接続して、GPSアセンブリを組込んでもよい。
該GPSアセンブリは時計の収納容器内に収納され、通常、GPSレシーバチップおよび関連す
るGPSアンテナを含んでいてもよい。該GPSレシーバチップは一定レベルの信号処理ができ
、時計のメインコントローラと動作可能に通信することができる。該GPSアンテナはGPSレ
シーバに接続され、例示的な態様においてシートメタルアンテナの形式をとってもよい。
1つの例示的な態様において、時計10は別のアンテナを組込んでもよく、GPSアンテナはGP
Sレシーバおよび外部のGPS信号と通信し、既に記載したチップアンテナは、シューズセン
サおよび心拍数センサ等の外部センサ1と通信する。
【０１６８】
　図141は、本発明の局面が使用されかつ/または実行されてもよい全体システム600の概
略ブロック図を提供する。ここで、時計の電子モジュールを含む或るコンポーネントは、
概略的に参照される。同様の構造は時計の態様の同様の符号で参照され、動作可能に時計
に関連づけられたさらなるコンポーネントはさらなる符号で指定される。参照されたコン
ポーネントのいずれも、本明細書において開示された態様のいずれかに由来し得ることが
理解される。そして、本明細書において開示された時計の態様のいずれもここで論考され
たGPS機能性を有し得ることがさらに理解される。システム600は、ユーザの動きまたは運
動パフォーマンスの或る身体的または生理学的な態様をモニタする様々なセンサを含んで
もよい。図141に示されたように、この例示的なシステム600は電子モジュール112を含ん
でおり、それは、上に注記されたように、X、YおよびZ軸方向のユーザ入力を受けるため
の1つまたは複数の入力ボタン120およびディスプレイ装置156を含んでいてもよい(例えば
、ユーザインタフェース156aを含む情報を着用者へ表示するために)。電子モジュール112
(または運動パフォーマンス中にユーザによって携帯された他の或る装置)は、例えば、GP
Sとナビゲーションの技術(図141の通信アイコン620によって示される)において公知のよ
うな従来の手法において、GPS衛星618と対話するためにGPSレシーバ616を含んでいてもよ
い。
【０１６９】
　電子モジュール112は、他のソースからも入力データを受信してもよい。例えば、図141
に示されるように、電子モジュール112は、(例えば、1軸、2軸または3軸の加速度計を含
む加速度計などの歩数計タイプの速度および/または距離の情報を受信するための)(例え
ば、図1ではシューズセンサ1に対応する)シューズベースのセンサ622から入力データを受
信してもよい。これは、シューズセンサ622に関連づけられた伝送装置626から電子モジュ
ール112と動作可能に接続されたレシーバ装置628へのデータ伝送アイコン624によって、
図141に示される。リモート心拍数モニタ630からのデータも、伝送装置632から電子モジ
ュール112用の入力レシーバ装置628へ送られて受信されてもよい(伝送アイコン634によっ
て図141に示される)。本発明から逸脱しない範囲で、センサのいかなる所望のタイプおよ
び/または数も、任意の所望の手法(例えば、有線、無線等)により、任意の所望のタイプ
の通信プロトコルを使用して、電子モジュール112に接続されてもよい。本発明から逸脱
しない範囲で、様々なセンサおよび他の入力部からのデータは、電子モジュール112(トラ
ンシーバ628のような)上の1つまたは複数の入力装置において受信されてもよい。いくつ
かの例示的なシステムにおいて、GPSレシーバ616は、シューズセンサ622のための入力装
置628、および/または心拍数モニタ630(例えば、図1では心拍数モニタ1に対応する)のた
めの入力装置628のように、他のセンサのための入力装置とは別になる。様々な通信装置
、例えば装置616、626、628および632は、1つまたは複数のソース(例えばトランシーバ)
からデータ送受信をすることができる。
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【０１７０】
　本発明のこの明示された例に係わる電子モジュール112は、さらに、処理システム、メ
モリ、電源、およびディスプレイ装置156を含んでおり、該ディスプレイ装置には、ユー
ザインタフェース156aが表示され、そしてユーザとモジュール112(またはシステム600の
他のコンポーネント)との対話が表示され、かつ/または受信されてもよい。計時および表
示機能、暦表示能力、(例えば、スプリットタイム等を提供するストップウォッチの測定
および表示のための)クロノグラフの能力、アラーム能力、などの他の特徴および機能性
が電子モジュール112(または全体のシステムの他の部分)において提供されてもよい。
【０１７１】
　電子モジュール112のトランシーバ628(または他のハードウェア)は、例えばパソコン65
0に含まれているトランシーバモジュール652を使用して、例えば有線または無線接続(伝
送アイコン636によって図141に示される)を介して、別の計算機装置650(例えば、図10の
コンピュータのような、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、パームトップ、携帯電
話、携帯情報端末など)とデータを交換することができる。この接続は、電子モジュール
の態様の先の図において示されたように、所望の場合、USBタイプ接続124などのハードコ
ネクタによって遂行されてもよい。図141に示されるように、コンピュータ650は、通信ア
イコン656によって示されたネットワーク654(インターネットなど)と係わり合い、全体の
システムのためにさらなるデータ、情報および機能性へのアクセスを提供してもよい。よ
り特殊な例として、コンピュータ650は、リモートネットワーク化されたサイト660(例え
ば、本明細書において「リモートサイト」と呼ばれるウェブベースアプリケーション)へ
、コミュニティ設定(そこでは、数人のユーザからのデータが受け入れられ、共有され、
保存されるなど、および、ユーザグループが定義されてもよく、共通に興味のある情報は
保存され共有されてもよく、チャレンジが発せられてもよいなど)で使用されてもよい通
信接続655および656を介して、データを転送してもよい。さらにより特殊な例として、少
なくとも本発明のいくつかの例に従ったシステムおよび方法は、該システムおよび方法に
おいて使用されるような、NIKE, Inc. of Beaverton, ORから商標NIKE+（商標）の下で商
業的に入手可能なハードウェアおよびソフトウェアと共に、使用されてもよい。少なくと
も本発明に係わるシステムおよび方法のうちのいくつかは、例えばより詳細に下に記載さ
れたように、GPSの特徴および機能性を含む。
【０１７２】
　コンピュータ650はさらに、データ処理システム(例えば1つまたは複数のマイクロプロ
セッサ)、他の入力装置(例えばキーボード、マウス、トラックボール、タッチパッド、タ
ッチスクリーン、マイク、ジョイスティックなど)、電源および記憶装置を含んでいても
よい。ディスプレイ装置662が提供されるが、該ディスプレイ装置662上には、ユーザイン
タフェース662aが表示され、かつ例えば当技術分野において公知で使用されている従来の
方法により、ユーザによって使用されてもよい。ユーザインタフェース156aおよび662aの
GPSベースの特徴の例および本発明の例に係わるGPS使用のシステムおよび方法とのユーザ
経験の例はより詳細に下に記載される。
【０１７３】
　上記に注記されたように、本明細書において開示された時計100(および本明細書におい
て開示された他の時計の態様)は「GPS」システムの特徴および機能性を有している。この
目的のために、時計100は、電子モジュール112の一部として、または電子モジュール112
と動作可能に接続された状態で、GPSアセンブリを組込んでいてもよい。該GPSアセンブリ
は、少なくとも時計100の収納容器116内に実質的に収納されることになり、そして、通常
GPSレシーバチップ616および関連するGPSアンテナ616aを含む。GPSレシーバチップ616は
一定レベルの信号処理が可能であり、時計100のメイン処理システムと動作可能に通信し
ている。GPSアンテナ616aはGPSレシーバ616に接続され、例示的な態様においてシートメ
タルアンテナの形式をとってもよい。図141の明示された例において示されたように、時
計100は別のアンテナを組込んでもよく、そこでは、GPSアンテナ616aはGPSレシーバ616お
よび外部のGPS信号と通信し、そして、トランシーバ628のアンテナ628aは、シューズセン
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サ622および心拍数センサ630などの他の外部センサと通信する。
【０１７４】
　上記に言及されたように、本発明の局面は、「GPS」システム616、618からのデータを
使用して実行されて、運動パフォーマンスデータの提供とユーザの経験の向上とを支援し
てもよい。GPSのデータおよび情報を集めて使用するためのハードウェアは、すでに説明
したように時計構造100へ、および上記で認証された他の関連出願に、組込まれてもよい
。(本明細書において使用されているように、また特に別段の特別な注記がないかぎり、
「時計」という用語は、例えば、MP3、および/または他のポータブルオーディオまたは映
像再生装置、携帯電話、自立型の且つ携帯用の運動パフォーマンスモニタリング装置など
を含むいかなる携帯用電子機器をも、そのような装置がユーザの手首に固定するという特
徴を含んでいようがいまいが、含めるように総称的に使用される)。GPSデータ、情報、制
御および機能性は時計100に表示することができるユーザインタフェース156aに組み入れ
られてもよい。さらに、GPSデータ、情報、制御および機能性は、コンピュータ、ウェブ
サイトまたは長期的なデータ保存および分析のための他の演算装置上で、ユーザに入手可
能なユーザインタフェース662aに組み入れられてもよい。さらに、より詳細に以下に説明
するGPS関連の特徴の多くは、次に記載されるGPSベースのシステムおよび機能性に関係す
るか、またはそれらをさらに詳しく説明する：(a) U.S. Patent No. 7,254,516 issued A
ugust 7, 2007 in the name of Charles W. Case, Jr., et al； (b) U.S. Patent No. 7
,603,255 issued October 13, 2009 in the name of Charles W. Case, Jr., et al.； a
nd (c) U.S. Patent Appln. No. 12/552,958 filed September 2, 2009 in the name of 
Charles W. Case, Jr., et al.。これらの先の米国特許およびこの係争中の米国特許出願
は、各々、参照によって全体が本明細書に組込まれる。
【０１７５】
　すでに説明したハードウェアおよび/またはファームウェアの様々な特徴に加えて、ハ
ードウェアおよび/またはファームウェアのさらなる特徴は、システム300へのGPSの特徴
の取り込みと利用に関係するので、以下に説明する。好都合に、少なくとも本発明のいく
つかの例に従ったシステムおよび方法において、時計100は、多数のソースから運動パフ
ォーマンスデータを受信することができるだろうし、そして、入ってくるデータおよびパ
フォーマンス結果に関する情報は時計ディスプレイ156上に表示することができる。図142
aから図142dは、時計ディスプレイ156の様々な例、およびディスプレイ156に含まれてい
てもよい情報を、示す。例えば、図142aにおいて示されたように、時計100は、GPSベース
のシステム616、618によってモニタされるような、および歩数計タイプの速度および/ま
たは距離センサ(例えば、NIKE, Inc. of Beaverton, ORから商標NIKE+（商標）の下で商
業的に入手可能なシステムに提供されるような、シューズ搭載の歩数計に基づいた速度お
よび距離モニタ622)によってモニタされるような運動パフォーマンスデータを受信しても
よい。入手可能なセンサシステムに関する情報は、例えば、アイコン670および672をそれ
ぞれ使用して、時計ディスプレイ156に提供されているシステムバー668に、表示されても
よい。このシステムバー668は、心拍数モニタステータス(心拍数モニタ「HR」アイコン67
4を介して)、バッテリステータス(バッテリステータス・アイコン676を介して)およびGPS
(または他のもの)の信号強度(信号強度アイコン678を介して)のような、他の潜在的に入
手可能なモニタリングシステムに関する情報およびステータスなどの、さらなる情報を含
んでもよい。図142aにおいて示されるように、アクティブなシステムのためのアイコンは
ハイライトされて示され(図142aのアイコン670および672のように)、アクティブではない
かまたは発見されないシステムのアイコンはハイライトされない(アイコン674のように)
。或いは、もし望まれれば、本発明の例に係わるシステムおよび方法は、アクティブでは
ないかまたは未使用のパフォーマンス計測システムに関するシステムバー668の情報は全
く表示しなくてもよい(例えば、心拍数モニタが検出されなければ、システムバー668から
アイコン674を省略することができるかもしれない)。任意の所望の数、配置および/また
は異なるシステムステータスアイコン(具体的にすでに説明したもの以外のシステムに対
するアイコンを含む)の組み合わせは、本発明から逸脱しない範囲で、システムバー668に
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提供されてもよい。
【０１７６】
　このインタフェース156aのメインディスプレイ部分680は様々なパフォーマンス・メト
リックおよび他の情報を含んでいてもよい。例えば、図142aにおいて示されるように、こ
の例示的なインタフェース156aは瞬間のペース表示エリア682、経過時間表示エリア684、
全体距離表示エリア686、現在時間表示エリア688および現在の日/日付表示エリア690を含
む。いかなる所望の数および表示エリアのタイプも、任意の所望の配置、構成または配向
において、本発明から逸脱しない範囲で、ディスプレイ156に提供されてもよい。
【０１７７】
　少なくとも本発明のいくつかの例に係わるシステムおよび方法は、ジム装置のような他
のソースから運動パフォーマンスデータを受信するようにプログラムされかつ適合されて
もよい：自転車速度計;スキー、スノーボード、登山装置または他の運動用器材に組み込
まれたセンサ;心拍数または脈拍計630(または他の生理学的センサ);等。いくつかのより
特殊な例として、図142bのインタフェース表示156aは、アイコン672が自転車に基づいた
速度計データに対応し、かつ心拍数モニタがアクティブである(アクティブにしたアイコ
ン674によって示されるように)という点で、図142aのそれと異なる。心拍数モニタをアク
ティブにすることおよびこのデータを検出することによって、同様にこの例において心拍
数表示エリア692の瞬間の心拍数データの表示が誘発される。図142cのインタフェース表
示156aは、アイコン672が、ジム装置(例えばトレッドミル、ローイングマシーン、エリプ
ティカルマシーン、スキーシミュレータ、ルームサイクル等)に関係のあるセンサが時計1
00で検出されていて、それに関係のあるデータが表示されていることを示すという点で、
図142bのそれと異なる。図142cはさらに、GPS検出システムがアクティブではないことを
示す(アイコン670のハイライトされてない状態に注意)が、これは屋内のジム設定では典
型的かもしれない。
【０１７８】
　単一のユーザの携帯用運動パフォーマンスモニタリングシステムを使用して、多数の運
動パフォーマンスモニタリング装置からデータを集める能力は、多数の利点を提供するこ
とができる。例えば、GPSデータがある理由により入手可能でない時に、ワークアウトま
たは他の運動パフォーマンス中に、歩数計タイプの速度および距離センサ622(または他の
速度センサまたは距離センサ)に何回も依存することができる。樹木がうっそうと茂った
地帯において、大建築物の近くで、非常に曇りの条件において、屋内で等のようにGPSデ
ータが妥協的であり信頼性が低い時には、歩数計に基づいたデータだけは信頼することが
できる。GPS衛星618データが何らかの理由で信頼性が低いと分かる時は何時も、本発明の
これらの例に係わるシステムおよび方法は、歩数計に基づいたデータ(およびコンパスデ
ータ、高度計データ、速度計データ等のような任意の他のセンサデータ)に頼って、運動
パフォーマンスモニタリングデータを提供し、そしてGPSベースのデータのいかなる穴ま
たは途切れをも満たすのを助けることができる。GPSデータが利用不可能か、一時的に失
われる(または、他のあるセンサシグナルが失われた)時に、少なくとも本発明のいくつか
の例に係わるシステムおよび方法は、インタフェース表示156a上にインディケータを提供
して、ユーザに失われたセンサデータについて助言をしてもよい。例えば、GPS衛星618へ
の接続が失われた時には、図142dにおいて示されるように、GPSアイコン670は明滅(図142
dにおいて破線のアイコンによって示されている)し始めてもよく、かつ/またはメインデ
ィスプレイ部分680は、図142dにおいて示された「衛星検索中」メッセージ694のような、
適切なメッセージを提供してもよい。本発明に係わるシステムおよび方法は、どのデータ
が所定のパフォーマンスに対してもっとも正確か(またはパフォーマンスの部分またはセ
グメントのためにさえ)決定し、そして、その時、入手可能な(任意の入手可能なセンサか
ら)最も正確なデータをつなぎ合わせて、所定のパフォーマンスのために最も正確な全体
の速度および/または距離情報を提供することができてもよい。知覚された不正確性また
は不信頼度が大きすぎる場合、疑わしいデータは自動的に削除されてもよい。
【０１７９】
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　いくつかのより特別な例として、少なくとも本発明のいくつかの例に係わるシステムお
よび方法は、様々なソース(例えば歩数計、GPS等)からのデータの信頼度または精度がパ
フォーマンスの全体にわたって繰り返されると見なしてもよく、そして、次に示されるよ
うな最終データ決定を行うために、該パフォーマンスのすべての部分または部分にわたっ
て、最も可能性が高く信頼できるか正確なデータ、例えばパフォーマンスのセグメントに
対する移動距離；パフォーマンスに対する全体の移動距離；パフォーマンスのセグメント
に対するペース；パフォーマンスに対する全体のペース；パフォーマンスのセグメントに
対するカロリー消費量；パフォーマンスに対する全体のカロリー消費量を選択してもよい
。任意の望ましいアルゴリズムおよび/または情報が、どのデータソース(例えば歩数計、
GPS等)が確からしく最も信頼できるかを決定する際に考慮され得る。例えば、もし望まれ
れば、本発明に係わるシステムおよび方法は、様々な衛星(パフォーマンスの全体にわた
って保存されかつ地理的にタグ取り付けできるデータ)への該ユニットの露出または接続
性を考慮することによって、GPSの信頼度を評価してもよい。その時、距離またはペース
の決定をなす際に、本発明に係わるシステムおよび方法は以下のことをしてもよい:(a)信
頼度が第1の閾値より上にある時には、(歩数計または速度計のデータよりも)GPSデータに
依存すること；(b)信頼度が第2の閾値未満である時には、歩数計または速度計のデータに
依存すること；そして(任意で)、(c)信頼度がこれらの閾値(第1の閾値が第2の閾値と異な
る場合)の間にある場合は、データの他の特徴を考えること。考慮され得るデータの他の
特徴は、例えば、関心の対象となる時間の幾ぶん前または後でのGPSの座標の急な変化の
有無(それはGPSデータに関して問題を示している可能性がある)、歩数計のバッテリ電源(
それは歩数計データに関して問題を示している可能性がある)、天候状況(それは衛星に対
する露出に悪影響を与える可能性がある)、ルート条件などを含んでいてもよい。
【０１８０】
　別の例として、もし望まれれば、別のセンサからの入力は、どのデータソース(例えば
歩数計、GPS等)が確からしく最も正確かを評価するよう考慮されてもよい。例えば、ユー
ザが、歩数計とGPSセンサのシステムと共に加速度計を携帯(例えば携帯用電子機器内で、
身体に搭載する等)する場合、方向転換は、加速度計によって容易に検出され得るが、一
方、ユーザが携帯するGPSアンテナ装置を再び位置づけし、そして、方向転換がなされた
後再びそれを追跡するためにGPSシステムに或る時間をとることがある。その時、方向転
換がなされた状況において、(1軸、2軸、または3軸でもよい加速度計によって感知された
時)、本発明に係わるシステムおよび方法は、特にGPSデータが、該パフォーマンスにおい
て、持続的な直線の経路および/または該同じ期間に接続の損失を示す場合、歩数計デー
タが一時的に、より正確であると決定してもよい。
【０１８１】
　別の例として、本発明に係わるシステムおよび方法は、2つのセンサ(例えば歩数計およ
びGPS)の出力を比較し、どちらが確からしく最も正確かの決定をし得る。より特定の例と
して、トレッドミルの上でワークアウトしている、たとえ屋内でも(ジムにおいてのよう
に)、ユーザのGPSシステムは、まだGPS衛星への露出を有してもよい。したがって、この
ワークアウト中、GPS衛星が移動をほとんどまたはまったく示していない一方で、歩数計
は多くの活動を登録し得る。例えば、ユーザが立ち止まっている時(例えば信号で止めら
れた時、誰かに話しかけている時、など)、同様の状況が発生してもよい。本発明の例に
係わるシステムおよび方法は、どのセンサの出力を使用するか(少なくともパフォーマン
スの部分のために)決定するために出力を比較することがある。例えば、ワークアウトが
トレッドミルにおいてであれば、GPSセンサは長い期間にわたって有意な緯度および/また
は経度の移動を登録しないが、一方、コーナーで止められた場合および立ち止まっている
場合、緯度経度の移動における一時的な(かつ比較的短い)停止の前後にGPSの移動が明白
になる。さらに、立ち止まっていることは、路上またはトレッドミルでの実際のランニン
グと比較して、足の表面のエリアを通じて異なる、地面との接触力プロファイルおよび/
または接触角度を有する。そして、足接触力は足のエリアにわたって変化する。または、
他の足接触データを見て、立ち止まっていることと比較して、ユーザが実際に走っている
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かどうか(トレッドミルの上であっても)決定してもよい。別の例として、もし望まれれば
、地図データを調べて例えばユーザが室内にいるかまたは室外にいるかを決定するのに役
立ててもよい。そのような状況において、適切なデータソースは、ランの様々な部分また
はセグメントのために選ぶことができ、そして、計算は、ランの各セグメントのために入
手可能な最も正確なデータを使用して行うことができる(例えば距離、ペース、カロリー
消費等)。
【０１８２】
　すでに説明したタイプの計算(例えばランの様々なセグメントのために入手可能な最も
正確なデータを決定すること)は、時計100上で、パフォーマンスデータがダウンロードさ
れるパーソナルコンピュータ650上で、ならびに/またはパフォーマンスデータが記憶およ
び/または分析のために送信されるリモートコンピュータサイト660上で、行なわれてもよ
い。本発明に係わる或る例示的なシステムおよび方法において、パフォーマンス中に時計
ディスプレイ156に提供されるパフォーマンスデータは、1つ(または複数のソース)からで
あってもよく、そして、データ補正は後で、パフォーマンスデータがパーソナルコンピュ
ータ650および/またはリモートコンピュータサイト660へダウンロードされた後に、行な
われてもよい。
【０１８３】
　単一の運動パフォーマンスモニタリングシステム600での多数の速度および/または距離
センサの利用は、同様に他の有用な利点を有してもよい。例えば、ワークアウトの第1の
フェーズの間中に、GPSシステム616および618が、衛星618に関する運動者の位置をまだ固
定していないので、GPSデータは入手可能ではない場合がある。衛星618にロックするには
、いくつかの実例において、数分かかることがある。何人かのユーザは、ワークアウトの
前に(例えば準備する、ストレッチングするなど後に)パフォーマンスモニタリングシステ
ムが完全に立ち上がるのを待つ(具体的には、GPS信号が入手可能になるのを待つ)ために
、大量の「中断時間」を費やしたくない場合がある。典型的には、しかしながら、歩数計
に基づいたセンサ622は容易に検出され、直ちに利用可能になる。したがって、全体のシ
ステムで歩数計に基づいた速度および距離センサ622を取り込むことにより、GPSシステム
が初期化しアクティブになる間、歩数計に基づいたデータを使用して、「クイックスター
ト」機能が可能になる。図143aおよび143bは、本発明のこの態様に係わるシステムおよび
方法において、時計ディスプレイ156を介してユーザに伝えられる情報の1つの例を示す。
図143aにおいて示されたように、歩数計に基づいたセンサが検出される(図143aにおいて
ハイライトされたアイコン672によって示される)とすぐに、システムは、ユーザが他のセ
ンサ(この明示された例における、心拍数モニタおよびGPS)の検出を待つことを好むかど
うか、または、「クイックスタート」機能を利用したいかどうかを尋ねるメッセージを、
ユーザへ表示する。ユーザが待つことを好めば、所望のセンサが検出されるまで、待つこ
とができる。これはこの明示されたシステムにおいて、アイコン670および674の変化によ
って、ならびに/または「探索する」とのメッセージまたは他のメッセージにおいての変
化によって、示され得る。或いは、ユーザがワークアウトを始めることを好む場合、ユー
ザは、「開始」ボタン(示されるように、インタフェース表示156aはどのボタンが「開始
」ボタンであるかユーザに「思い出させ」てもよい)で対話するか、または、歩数計セン
サ出力(または他のセンサ出力)における変化によって検出されるランニング(または他の
ワークアウト活動)を単に始めるかのどちらかを行うことができる。図143bは、クイック
スタートオプションが選択された場合、表示画面156が変化し得る方法の例を示す(例えば
、インディケータ696が、受信中のセンサデータおよびまだ検出を追求中のセンサを示し
ている間に、ペース、時間、距離、および/または他の情報の表示が始まってもよい)。
【０１８４】
　GPSデータは、すでに説明した時計100の較正により集められたデータを修正することに
おいて広汎に使用することもできる。それは、GPSベースの運動パフォーマンスモニタリ
ングシステムを持った共通のシステムにおいて使用される歩数計に基づいた速度および/
または距離モニタ622(および/または他の速度または距離モニタ)の較正を含む。例えば、
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GPSシステム616/618を使用して決定される実際の運動者の移動距離は、歩数計ベースの速
度および/または距離モニタ622のための較正データを提供するために、および/または複
数の異なる使用条件の下でそのようなセンサによって集められたデータを修正するために
使用することができる。いくつかのより特定の例として、異なる較正条件および/または
較正データまたは修正データは、異なるペースの条件(ランニングペース 対 ジョギング
ペース 対 歩くペース)、異なる温度条件、異なる風条件、異なる高度変化条件(上り坂 
対 下り坂 対 平面、険しい傾斜 対 適度な傾斜等) の下で、および/またはユーザのステ
ップサイズが変化すると予想され得るあらゆる異なる条件の下で、使用されてもよい。種
々の異なるパフォーマンス条件の下での利用のためのマップまたは他の地形データ、速度
と距離の較正または修正データと共に、ＧＰＳ生成データを利用することは、ユーザ入力
および/または特徴の認識がないかまたはほとんどないバックグラウンドにおいて、自動
的に展開されてもよい。より特定の例として、本発明に係わるシステムおよび方法は、広
範囲のペース、高度変化、または他の条件にわたってGPSシステムによって測定された実
距離か、歩数計から記録された距離のログかを維持してもよい。それから、将来のパフォ
ーマンスのために、注記されたペース(そして、高度変化、ルートに沿った特定位置、ワ
ークアウトの範囲内の位置、ワークアウトに入る時間などの、任意の他の条件等)は、様
々な較正データセットのために分類整理された条件と比較することができ、そして、実際
のＧＰＳ測定距離データが該パフォーマンスに利用可能でなくても、較正または修正デー
タに対する最良の適合を記録された歩数計距離を調節するために選択し使用することがで
きる。GPS情報は、単一の時計装置100と通信することができる多数のタイプのセンサを含
む任意の所望のタイプのセンサ(例えばバイク速度計、ローイング、速度・距離モニタ等)
を較正するのに使用することができる。
【０１８５】
　本発明に係わるいくつかの例示的なシステムおよび方法において、歩数計ベースのデー
タおよびGPSベースのデータは高度変化を見積もるために共に使用されてもよく、それは
ユーザが丘の上に移動している時に、より正確な距離測定およびまたはカロリー消費測定
を提供するために使用されてもよい。GPSシステム616、618は、本質的に、頭上にある位
置の変化(例えばGPSレシーバ/送信機616の緯度経度の位置の変化)を検出し測定し、一方
、歩数計ベースの速度および距離センサ622は、典型的には、地面との足の接触の特徴を
検出し測定する(例えばステップカウント、足が空中にある時間、足衝撃力、 等)。GPSデ
ータだけに依存することは、傾斜に沿って移動した実際の地面上の距離と比較して、丘の
上では不正確な距離情報を提供しかねない (例えば比較的小さな頭上にある緯度経度の位
置変化による)。および、歩数計データだけに依存することは、丘の上の不正確な高低距
離情報を提供しかねない(例えば傾斜を上下に移動する時に、変化するステップカウント
およびステップサイズによる)。しかし、歩数計ステップデータおよびGPSデータの両方(
および任意で地形図データ)を使用すると、丘陵性のエリアに対する高度変化および傾斜
は、一層よく決定されるかまたは見積もられ、それは丘の上の利用に対して、よりよい実
距離データ(つまり傾斜方向に沿った)を提供することができよう。例えば数ステップと結
び付けられた比較的小さなGPSの緯度または経度のデータ変化(任意で、ステップ接触力、
足表面エリアにわたるステップ加力プロファイル、ステップ角度、 などのステップの他
の特性)は、少なくとも本発明のいくつかの例に係わるシステムおよび方法によって、上
り坂のエリアを構成すると決定されてもよい。別の例として、少数のしかし比較的大きい
力と結び取り付けられた比較的小さなGPSの緯度または経度データ変化、または足が空中
にある時間が長いステップ(任意で、足表面エリアにわたるステップ加力プロファイル、
ステップ接触角度、などのステップの他の特性)は、少なくとも本発明のいくつかの例に
係わるシステムおよび方法によって、下り坂のエリアを構成するとして決定されてもよい
。この種の情報は丘の急峻度を見積り、最後に決定した様々なメトリック、例えば、移動
した実距離、カロリー消費量、ペースなどに対して補正係数を提供するために使用するこ
とができる。さらに、このデータは将来の状況で使用される較正データを展開するために
使用することができる(例えばGPSの位置変化とステップ特性との、同様の組み合わせに遭
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遇した時に)。別の潜在的なオプションとして、この種のデータは本発明の例に係わるシ
ステムおよび方法をトリガーし、位置(GPSの座標によって注記された)に対する地形上の
マップデータを調べ、そして注記された位置に対する高度変更情報をソースから得るため
に使用されてもよい。
【０１８６】
　本発明に従った少なくともいくつかのシステムおよび方法における別の潜在的な機能と
して、データは、コンパスまたは高度計などのさらなるソースから時計100に入力されて
もよい。そのようなさらなるデータは本発明から逸脱しない範囲で、様々な方法において
使用することができる。例えば、コンパス機能性が提供される(例えば、時計構造100に組
み込まれた)場合、たとえGPSデータが、該運動パフォーマンス中に暫くの間利用できなく
ても、歩数計に基づいた速度および距離データに加えたコンパスデータは、運動者の位置
(緯度および経度の座標)を絶えず決定するのに役立つように使用され得る。同様に高度計
データは、様々な方法において使用することができ、例えば、すでに説明したように上り
坂および/または下り坂の条件において使用するために、任意で様々な異なるペースにお
いて、歩数計ベースの速度および距離のデータに対する較正データを展開するのに役立つ
。高度計データはより正確なカロリー消費計算アルゴリズムを提供するために使用されて
もよい。
【０１８７】
(時計100などの)携帯機器に関するユーザ経験
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法におけるGPSベースの特
徴の取りこみは、結果として、該システムおよび方法、例えば、携帯用時計装置100自体
に、および/または必要ならば(例えば、データを交換するためには、ファームウェアアッ
プデート等を受信する)、携帯機器100が結局接続され得る演算装置650の両方に関連づけ
られた様々なユーザインタフェース156a、662aへの様々な特徴の取りこみになる。下記の
記載は、それが時計装置100(またはワークアウト中にユーザによって携帯された他の携帯
用電子機器)の表示および機能に関係するので、ユーザ経験の特徴の例に関していてもよ
いが、一方、当業者は、これらの様々な機能(または同様の特徴)が、ユーザインタフェー
ス662aを通して提供され、使用され、かつ/または制御され、時計100がワークアウトデー
タをアップロードするために最終的に接続され得る演算装置650での利用に提供されても
よいことを認識する。
【０１８８】
　本発明に係わるいくつかの例示的なシステムおよび方法において、時計ディスプレイ15
6は、運動パフォーマンス中にカバーされる(または、カバーされている)ルート(例えば、
ルートのマップ上または衛星写真上のサーキットまたは運動者の経路の他の表示)の映像
、画像、地形、または他のグラフィック形式の表示の少なくともいくつかを含んでいても
よい。そのようなディスプレイ156の1つの例は図144に示される。GPSの特徴を利用して、
運動者のルート(図144に星アイコン698として示される)に沿った位置は、該パフォーマン
スが行われるのに伴ってリアルタイムに時計100の表示画面156上に表示されてもよく、特
に、この明示された例示的な表示画面156において、カバーされたルートの部分は、近づ
いている(これは要求ではないが)ルートの部分から異なる手法(例えば異なる色)において
示される。図144は、表示画面156がさらなる情報を含むことをさらに示すが、該情報は、
時間表示エリア700の現在時間、ルートバー702(「次の方向転換の識別子」のような)の近
づくルート情報、およびパフォーマンス・バー704の様々なパフォーマンス・メトリック(
ペース、経過時間、距離、心拍数、および/または他の身体的および/または生理学的なデ
ータなど)などである。任意の所望のタイプの情報および配向または情報の配置は、本発
明から逸脱しない範囲で、インタフェース表示156aにおいて表示されてもよい。
【０１８９】
　さらにまたは或いは、もし望まれれば、インタフェース表示156a(または他の所望情報)
からの情報は、運動パフォーマンス中に別の方法において、可聴出力(例えばヘッドホン
またはスピーカによる)を介してのように、ユーザに提示されてもよい。
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【０１９０】
　同じサーキットまたは経路(例えばラップ)を回る多数のトリップを含むルートについて
は、運動者のラップ内の位置は時計100の画面156上に、該パフォーマンスが行われている
のにともなってリアルタイムに、(任意で、聴覚ベース、視覚ベース、または触覚ベース
のラップカウンターと共に)、表示されてもよい。そのようなインタフェース表示156aの1
つの例は図145に示される。この図において示されるように、そのようなインタフェース
表示156aは、ルート706(この例における楕円形の軌跡)、パフォーマンス・バー704、およ
び現行のラップ(または他の情報)に関係のある様々なメトリック、例えば現行のラップ数
、ラップ内の現在時間、最後のラップタイム、完了したラップのパーセンテージなど、を
提供するための現行のラップバー708の表示を含んでいてもよい。インタフェース156aは
、ユーザのラップ内の現在の位置を示すインディケータ710をさらに含んでいてもよい。
より多いか、より少ないか、または異なる情報が、本発明から逸脱しない範囲で、異なる
配向および相対的な位置づけでディスプレイ156に提供されてもよい。
【０１９１】
　さらなる潜在的なオプションとして、もし望まれれば、GPSの特徴を使用して、本発明
の例に係わるシステムおよび方法は、特定の地理的な位置を通過する運動者に基づいたラ
ップタイムおよび/またはスプリットタイム(または他の時間サブセット特徴)を自動的に
記録してもよい。例えば、図145に示されるように、ルート706の表示は、ラップ開始/停
止位置のインディケータ712を含んでいてもよい。それは、システムによって(例えば、GP
Sの使用、そしてランニングが始まった位置の検出によって)またはユーザ入力によって(
例えば、開始/終了ラインをマークするために手動で時計ボタン120と対話するユーザによ
って)自動的に決定されてもよい。この自動ラップまたはスプリットタイミング機能(これ
はワークアウト前にユーザによって、例えば、もし望まれれば、演算装置インタフェース
662aを使用して、プリセットすることができる)は、運動者が手動でラップをマークする(
これによりユーザは速度を落とすことがある)ためにイベント中に時計との多数の対話を
回避するのを助けることができ、かつ/または誤り(複数のスプリットタイムを手動でマー
クし損ねることによる)を回避する。
【０１９２】
　また本発明に係わる少なくともいくつかの例示的なシステムおよび方法における時計イ
ンタフェース156aは、様々なワークアウト・メトリックをレビューするために、例えば、
ワークアウト中に、またはワークアウトの完了後に、使用することができる。例えば、図
146aと146bを参照。図146aの例において、時計表示画面156は、他のランに関係のあるヒ
ストリカル情報をユーザが選択する(例えばタッチスクリーン方式等によって、ボタン120
と対話することによる)のを許可するインタフェース156aと同様に、様々なメトリックお
よび/またはそのランの他の特徴に対するデータを示す。図146aのインタフェース表示156
aの例示的な情報は、「自由形式の」ランに対するデータに関する。図146bは、他方では
、遠回りのパターンを回る多数のラップのランに関係のある例示的なインタフェース表示
156aを提供する。特に、図146bの例示的なインタフェース156aは、ユーザが、所定のラン
内の特定のラップに関する情報に加えて、他のラン(自由形式のランも、遠回りのラップ
式のランも)に関係のあるヒストリカル情報をも見ることを可能にする。
【０１９３】
　GPSデータを使用すると、ペース、心拍数、距離などのような所定のワークアウトに対
するメトリックは、ラップに沿った、ルートに沿った、または該メトリックが測定された
または決定されたルートの部分に沿った特定位置に、関連づけることができる。GPSデー
タタグ取り付けは、本発明に従ったシステムおよび方法によって自動的に遂行されてもよ
く、かつ/またはルートに沿った特定位置でユーザによって選択的にアクティブにされて
もよい。これらの機能は、ワークアウトが完了した後に、時計100上、および/または (例
えば、時計100がデータアップロードのために接続され得る) 別のコンピュータデバイス6
50上のワークアウト・メトリックをレビューする時に、例えば、(現在のNIKE+のウェブサ
イトと同種のウェブサイト上およびコンピュータインタフェース上などで)ユーザが所定
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の位置についてのより多くの情報の要請を入力する方法を提供することによって、使用す
ることができる(場合によっては拡大される) 。この機能は、図161aおよび163aの記載と
共に、より詳細に以下に説明する。
【０１９４】
　さらなる潜在的な特徴として、本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよ
び方法は、運動者がルートに沿って移動し、かつ/または運動パフォーマンスに参加して
いる時に、地理的に結び取り付けられた特定のメッセージを該運動者へ提供するようにプ
ログラムされかつ適合されてもよい。本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステム
および方法においては、任意の所望のタイプの情報は、任意の所望の形式またはフォーマ
ット(例えば可聴式、映像形式、テキスト形式、触覚式等)において提供されていてもよい
が、該メッセージはユーザによって予め定められた次のメッセージを含んでいてもよい：
運動者の友人または同僚、コーチ、またはトレーナなどの第三者により、該システムに提
供されるメッセージ;または、システムが生成する自動メッセージ。任意で、所望の場合
、ユーザは、任意の注記されたソースから、例えば、システムの「設定」または「構成」
性能を使用して、受信されるそのようなメッセージを「止める」ことができる。
【０１９５】
　図147は、この種の地理的に結び取り付けられたメッセージのもう1つの特定の例を示す
。この例において、地理的情報バー712が提供される(例えば、常時または一時的な方法で
、図144のルートバー702および/またはパフォーマンス・バー704を一時的に置換するなど
)。この例において、いかなる所望のメッセージ内容も提供することができるが、地理的
情報バー712は「look left for a spectacular view of Mt. Hood（Mt. Hoodの壮観な眺
めのために左を見よ）」のようにユーザに助言する。別の代案として、所望の場合、地理
的に結び取り付けられたメッセージはメイン表示のマップ部分714に幾分かまたは全てに
重ね合わせてもよい(任意で、部分的に透明な方法において)、または、それは、マップ部
分714の全てまたは幾分かを置き換えてもよい。地理的に結び取り付けられたメッセージ
を表示するかそうでなければ提供するいかなる所望の方法も本発明から逸脱しない範囲で
使用されてもよい。さらに、所望の場合、新しいメッセージが時計ディスプレイ156上に
表示されているとユーザに助言するために、「警報」を提供することができる(例えば信
号音、他の可聴出力(時計スピーカから、ヘッドホンを通じて等)、または触覚出力)。
【０１９６】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法のこれら地理的に結び取
り付けられたメッセージ特徴は、例えばオンラインまたはネットワーク化された環境を使
用して、ワークアウトデータ、ルート、および友達、同僚、コーチ、トレーナなどとのワ
ークアウトプログラムに関係のある他の情報を共有する能力などの本発明の「コミュニテ
ィ」局面に関係があってもよい。それは、である。そのようなコミュニティ配置において
、第三者(友達、コーチ、トレーナ、有名人などのような)は、自身の演算装置接続を使用
して、別の運動者の典型的なワークアウトルートに沿った(または任意の所望の地理的位
置に)所在の「クッキー」を差し込んてもよい。例えば、Friend（友人）Aは、「言葉の報
奨」または「テキスト形式の報奨」または他の報奨情報を、地域の大きな丘の頂上のよう
な或る地理的位置において、Athlete（運動者）Aに対して残してもよい。図148は、部分
的に透明に配置されたメッセージ表示ボックス716でそのような情報の表示を含む表示画
面156を示す。特に、このメッセージ716は、該クッキーを発信したユーザを示す(所望の
場合、匿名のクッキーを送ることもあるが)。ユーザが、702のルートバーまたはパフォー
マンス・バー704の情報などの、時計100によって提供される別の情報を、一時的にでさえ
見失わないので、部分的に透明なタイプのオーバーレイメッセージボックス716は便利で
ある。所望の場合、当初は或る透明度レベル(例えば透明度0%以上の)でオーバーレイメッ
セージボックス716を表示することができるが、最後に消えるまで、徐々に、より低いレ
ベルに薄くすることができる。さらにまたは或いは、所望の場合、時計100は、運動パフ
ォーマンス中に受信された様々なクッキーメッセージを再表示するおよび/またはスクロ
ールするのを許可するために、ユーザが入力(例えばタッチスクリーン等を介して、ボタ
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ン120を介して)を提供することを可能にしてもよい。
【０１９７】
　図148は、本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムおよび方法のGPSの特徴を
使用して提供されてもよい別の機能を示す。示されるように、この例における「Bob（ボ
ブ）」からのメッセージ716はユーザに「大急ぎの」パフォーマンス「チャレンジ」を含
んでおり、システム(例えば、この例においては、時計ディスプレイ156のガラスをタッピ
ングすることによって)に入力を提供することにより、チャレンジを「受け入れる」よう
にユーザに促す。このメッセージのトリガーは、地理的な位置タグによって上記に(かつ
下記により詳細に)記載されたように始められてもよい。一旦ユーザはGPSの特徴を使用し
て、チャレンジを受け入れると(または任意で、自動的に)、システムは、チャレンジエリ
アにわたる(この明示された例において「橋への」)ユーザの時間を記録し、ユーザの時間
をBobのチャレンジタイムと比較してもよい。チャレンジのコースにわたって(例えば時計
ディスプレイ156上で)、および/またはチャレンジが終わった後に(時計ディスプレイ156
上で、および/または、1つまたは両方のユーザのコンピュータインタフェース662a上で)
、フィードバック情報がユーザと挑戦者の両方に与えられてもよい。必要ならば、時計10
0のGPSの機能性は、ユーザのルートを再プログラムして、(例えばユーザの初期ルートが
挑戦者のルートと異なる場合は)チャレンジを示すのに使用されたルートと同じルートを
カバーし、かつ/または該同じルートが各ユーザによってカバーされることを確実にする
。このように、挑戦者は、ユーザが自身のワークアウトのために選んだルートを前もって
知る必要はない。
【０１９８】
　図149a～149cは、それを通して位置クッキーが当初入力されてもよいコンピュータ・デ
ィスプレイ662(図149a)上、および時計ディスプレイ156上の、両方のユーザインタフェー
スの例を示す。図149aにおいて示されるように、「コミュニティ」のいかなるメンバーも
他のメンバー(それら自身を含んで)のために地理的なおよび/またはパフォーマンスベー
スのメッセージを残してもよい。また、インタフェース662aはそうするためにインタフェ
ース要素を提供する。図149aにおいて示されるように、この例示的なインタフェース662a
は、ユーザが選択することを可能にするインタフェース要素およびアイコンを提供する:(
a) メッセージのタイプ(例えば、パフォーマンスまたは地理ベースの、インタフェース要
素718を参照)；(b) メッセージの受取人(インタフェース要素720を参照)；(c) メッセー
ジをトリガーする位置(インタフェースポインタ要素722を参照)；および(d)メッセージの
様々な特徴(インタフェース要素724を参照)。ユーザは、本発明から逸脱しない範囲で、
任意の所望の方法において、様々なインタフェース要素と対話してもよい。それらは、次
のものの利用を含む：マウス、キーボード、タッチスクリーン、タッチパッド、ロールボ
ール、スタイラス、ジョイスティックなど。さらに、様々なインタフェース要素は該入力
装置を介してアクティブにされ対話されてよい。その方法は、従来公知であり、コンピュ
ータ技術において使用されるものである。インタフェース662aは、入力パネル726をさら
に含む。それを通して、メッセージが入力されてもよい(例えば、キーボード(ハードまた
はソフト)または他の入力装置を介して)このメッセージ(または運動者の時計に送られた
他のデータ)は、本明細書において、「メッセージ・ペイロード」とも呼ばれる。所望の
場合、インタフェース662aはメッセージ・ペイロードの他の特徴の選択を可能にしてもよ
い：例えばタイプ(例えばメッセージが到着したと合図する可聴特徴または触覚特徴)、持
続期間、グラフィックスなど。
【０１９９】
　図149aは、メッセージまたは「クッキー」を作成し残すための例示的なインタフェース
表示662aを示しているが、図149bおよび149cは、クッキーの位置に近づいた時に、受取人
ユーザによって受信された時計100上の例示的なインタフェース表示156aを示す。ユーザ
がクッキーの位置に着く直前に、図149bはインタフェース表示156bを示す。これは、「Su
mmit Point（頂上地点）」に近づいているユーザ位置アイコン710によって図149bに示さ
れる。その地点は地理的にタグ付けメッセージが残された場所(特に、図149aは、ポイン
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タ要素722がポインタ・トラック矢印728によってSummit Point位置に移動させられたこと
を示す)である。地理的なクッキーが、受取人(「Surprise（サプライズ）」アイコンに対
するものとして「Show Indicator（インディケータを示す）」アイコンのハイライト表示
によって図149aに示されたように)に表示されるような方法において作成されたので、ユ
ーザのインタフェース表示156aはクッキーの位置でジオタグ・アイコン730を含む。ジオ
タグの存在および位置を表示するいかなる所望の方法も、本発明から逸脱しない範囲で、
色変化、他のアイコンなどを含んで使用されてもよい。運動者のインタフェース表示156a
上へのジオタグ・アイコンの取りこみは、「クッキー」を集めるために該注記された位置
へ到着するモチベーションを運動者に提供することができる。或いは、「Surprise」アイ
コンが入力エリア724で選択されている場合、ジオタグ・アイコン730は表示された情報か
ら省略することができる。
【０２００】
　図149cは、ジオタグ位置に到達した時の、運動者のインタフェース表示156aを示す。こ
の例によって示されるように、ジオタグはインタフェース662aの位置726にメッセージ入
力を表示する(つまり、メッセージ・ペイロードを伝達する)ためにユーザのディスプレイ
156上のテキスト形式表示732をアクティブにした。メッセージを表示するいかなる所望の
方法も、本発明から逸脱しない範囲で、使用されてもよい。その方法は、すでに説明した
次の様々な方法を含む：例えば、可聴式、テキスト形式、オーバーレイ(薄れていく)とし
て、他の「バー」の1つで、など。この例において、メッセージ表示732は、メッセージが
特定ユーザ(この例における「Bob」)からであることを示す。特に、図149aにおいて示さ
れるように、該メッセージを作成するのに使用される入力は、該メッセージが「匿名」で
はなく「署名」されているべきであることを示した。任意で、所望の場合、メッセージ発
生装置が任意の所望の方法(例えば「Your Secret Admirer（あなたの密かなファン）」等
)でメッセージに署名する能力、または識別「署名」を含まない能力を、インタフェース6
62aが含んでもよい。
【０２０１】
　特に、このダウンロードされたメッセージ構成を使用して、時計100は、パフォーマン
ス中に、接続されたネットワーク(例えばWiFi、WAN、セル等)であるべく、ユーザに対し
て現われる(例えば現行の位置に基づいて第三者からメッセージを得ることによる)。しか
し、運動パフォーマンス中のネットワーク接続がこれらの地理的タグ付けメッセージを提
供する必要はない。
【０２０２】
　上記に注記されたように、本発明に係わるシステムおよび方法は、少なくともいくつか
のこれらのタイプの所在クッキー(例えば該地理的な位置に到着する励みを提供するか、
または該位置に到達したら「サプライズ」の報奨を提供するかの何れか)の存在について
運動者Aに助言してもよいし、しなくてもよい。しかし、必要な情報(例えば地理的位置お
よび所望の報奨データ)は、コミュニティシステムに接続する(例えば演算装置を通して)
時に、該運動者の時計100にダウンロードされてもよい。それから、該運動者がワークア
ウトしている時、予め定められた地理的位置(GPSによって決定されたように)に到達した
場合は常に、あらかじめ確立されたメッセージが示される(例えば、激励メッセージ; 祝
辞; さらなるチャレンジメッセージ; 可聴式か、映像形式か、テキスト形式のメッセージ
; 等)。所望ならば、メッセージのプレゼンテーションは、該運動者に関連づけられた他
のモニタリングシステム(例えば、歩数計ベースの速度と距離モニタリングシステム622、
自転車速度計、シューズの力センサ、ペダル、またはオールロック等)が、該運動者がワ
ークアウトの結果該地理的な位置に到達したことを示す場合のみ(「不正」または不注意
なメッセージのトリガーを防ぐために)、トリガーされ、そして自動車を運転した、また
はそうでなければ該位置に到達した結果としてではない。「クッキー」は、メッセージが
ワークアウト(例えば、ランワークアウトによる、サイクリングワークアウトによる等)の
複数の特定のタイプの結果としてのみトリガーされるように構成され得る。
【０２０３】
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　図149cは、本発明の例に係わるシステムおよび方法に含まれていてもよい別の特徴を示
し、この種のジオタグ(またはパフォーマンスタグまたは他のものの)メッセージ性能を含
む。メッセージ732の表示は、メッセージ受取人が、このメッセージを受信したことを「
思い出させる」入力を入力する(例えば時計表面ガラスをタッピングすることにより、身
振りをすることにより、ハードボタンを押すことにより等)ことを可能にする特徴をアク
ティブにする。ワークアウトのコースにわたって、ユーザは、そのようなメッセージを受
信したことを忘れてもよいし、かつ適切な処置(例えば、「ありがとう」を送る、他の者
に対するチャレンジを発する、「無駄な話」を話す等)を行うことができるように、この
種のリマインダ(例えば、時計ディスプレイ156上、それらのコンピュータ・ディスプレイ
662上等)を望んでもよい。このインタフェース156aは、さらに、ユーザに対して、リマイ
ンダのためのデーを入力するために自身のワークアウトを著しく中断することなく、その
ような「リマインダ」を生成し受信する容易な機会を提供する。
【０２０４】
　本発明によるシステムおよび方法は、例えば、時計装置100の「設定」機能内にGPS情報
を提供してもよい。例えば、特定の位置では、衛星への露出(例えば、該装置を見る衛星
の数、信号強度、信号の信頼度等)に関する情報は、時計装置によって提供され、ワーク
アウトが実行されている間、任意で、保存されてもよい。この情報は、運動パフォーマン
スのコースにわたって周期的に収集されてもよい。そのような情報は、どのデータセット
(例えばGPSデータ、歩数計データ、コンパスまたは高度計データなどの他のデータと任意
で結び付けられた歩数計データ、等)を、所定の日付でおよび/または所定の位置で、より
信頼してもよいか決定するために、ワークアウトの前、最中、またはその後で、有用であ
り得る。このように、本発明に従ったシステムおよび方法は、任意の所定の運動パフォー
マンス(またはそれの部分)中に、利用可能な最も正確な速度および距離情報を(自動的に
および/またはユーザ入力により)決定することができる。
【０２０５】
　上記に注記されたように、いくつかの動作モードにおいて、本発明の少なくともいくつ
かの例に従ったシステムおよび方法は、ライブの、リアルタイムの、「方向転換毎の」、
指示または命令を時計ディスプレイ156上に提供して、パフォーマンス中に該運動者を所
望のルート上に維持するのを手助けしてもよい。そのようなインタフェース表示156aの1
つの例は図150に示される。これらの指示および命令は、運動パフォーマンス中に利用可
能なGPSデータに、少なくとも一部分は、基づいてもよい。該指示または命令は、本発明
から逸脱しない範囲で、任意の所望の方法または方法の組み合わせにおいて、例えば、時
計ディスプレイ156上に提供されるグラフィック形式またはテキスト形式の情報を介して
；可聴情報または映像情報を介して(例えば、ヘッドホンでの再生で、時計のスピーカで
、時計ディスプレイ上で等)；触覚情報を介して(例えば、震動インディケータ等)、ユー
ザに提供されてもよい。様々なさらなる特徴も提供されてもよく、それらは、方向転換ま
でのカウントダウン、左への方向転換または右への方向転換に近づくことに対する異なる
可聴音、左への方向転換または右への方向転換に近づくことに対する異なる振動応答等で
ある。
【０２０６】
　また、所望の場合、図150に示されるように、本発明に係わるシステムおよび方法は、
運動パフォーマンス中、ランナーを所望のルート上に帰す(あらかじめ計画されたルート
からそれているなら)ために、または万一提案されたルートが、ある理由(例えば道路工事
、フラッディング等)で利用不可能または使用されないならば、「迂回ルート」決定能力
を提供するために、急いで最新の指示を提供してもよい(例えば時計ディスプレイ156によ
る)。図150に示されたように、ユーザが最初のルート上の方向転換を逃した時(所望の3rd

 Avenue（3番通り）での方向転換を逃すアイコン698によって示されたように)、システム
は、「新しいルート」が決定されているユーザにインディケータを提供していた(ルート
バー702における情報を参照)。可聴式インディケータも提供されてもよい。本発明に係わ
るシステムおよび方法は任意の所望の方法において新しい「ルート」、例えば、もともと
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計画されていた第1のルートへユーザを戻す最短ルート；同じ(または類似した)全体距離
で同じ最終目的地へユーザを案内するルート；または当初計画されたルートと同じ(また
は類似した)全体距離を行く新しいルート、を決定することができる。
【０２０７】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法に含まれていてもよい別
の有用な機能は、「位置まで」のタイプのナビゲーションに対するGPSの利用に関する。
図151aおよび151bは、この機能によって有用であり得る時計ディスプレイ156上の例示的
なインタフェース156aを示す。一例において、図151aにおいて示されるように、人は特定
のランドマークまで(例えば、4番街の丘の頂上まで；特定の交差点まで；自宅まで；第1
の出発点まで；最近使用した場所まで；特定のビジネス現場まで等)走りたいと望むこと
を決定してもよい。この場所の目標の入力を可能にするシステムを設定することによって
、(例えば、コンピュータ650によるウェブサイト特徴および/または時計100で利用可能な
特徴を用いて)、本発明に従ったシステムおよび方法は、所望の位置まで案内する、ユー
ザのためのルートを展開するGPS性能およびマッピング性能を使用してもよい。このルー
ト決定機能は、例えば、本発明に係わるシステムおよび方法が、様々な特徴を含んでもよ
い所望の位置までのルート、例えば全体の目標とされた距離をカバーするルート；最もま
っすぐなルートを提供するルート；一方通行または両面通行のルート；同じまたは異なる
帰路を有するルート等を決定することによって、様々な特徴でさらに高度化されてもよい
。例えば、図151bのインタフェース表示156aにおいて提供された様々なオプションに注目
のこと。別の例として、本発明に係わるシステムおよび方法は、全体のランルート内の特
定の時間(例えば、2時間続き得るランが始まって約1/2時間、またはおよそ中間点)で、ま
たは全体のランルート内の特定の距離で、所望の位置に到達するルートを展開してもよい
。ルートは、次のようなランの様々な特徴を最小限にするか最大限にするように、例えば
、交差点の横断を最小限にする；トレイルの時間を最大限にする(または最小限にする)；
眺めのよい「風景」を持ったエリアを最大限にする；高度変化を最小限にする(または最
大限にする)；都市のエリアを最小限にするように、展開され得る。本発明によるこれら
のシステムおよび方法は、より詳細に以下に説明するように、或る特性、例えば、眺めの
よい風景、水または洗面所設備等、を持ったルートをよりよく識別するために、ルートに
関するより広域のコミュニティからの入力を利用してもよい：。再び、図150と関連して
すでに説明したように、時計100は、ユーザに対して、万一迷っているなら、所望のルー
トへ戻す指示、または、迂回指示を与えることができるようにプログラムされかつ適合さ
れてもよい。
【０２０８】
　「位置まで」のナビゲーションは、他の方法においても同様に働くことができる。例え
ば、不慣れな都市(例えば休暇またはビジネス出張の)でのユーザは、例えば衝撃ボタンで
の時計のタッピングにより、(または、他の方法で入力をいれて)時計100に収納されたメ
モリに「マーカー」または「ウェイポイント」を保存して(例えば、この位置またはマー
カポイントに関連づけられたGPS座標を保存する)ランを始める(例えばホテル正面玄関で)
ことができる。或いは、(または他の入力が無い場合は)、ワークアウトの出発点は、「ホ
ーム」または「開始」点として、本発明に係わるシステムおよび方法によって、自動的に
識別されてもよい。その後、ランの間のある程度の時に、ユーザは、「私を家へ連れて行
く」ために時計へコマンドを入力する(例えば、ボタンを押すことによって、前もって定
義した身振りによって、タッチ画面入力などによって)ことができる。そして、GPSシステ
ムは、時計を通して、当初注記された(または自動的に検出された)ホームマーカまたはウ
ェイポイント位置に連れて戻す指示をユーザに与えることができる。所望の場合、本発明
の例に係わるシステムおよび方法は、任意の位置がワークアウト中に可能性のある戻りの
ためにマークされる(単なるホームベースでない)ことを可能にしてもよい。システムは、
所望の場合、他のオプションが利用可能になってもよいが、家へ戻るために最短ルートを
デフォルトで提供することができる(例えば出発のルートを逆にする、道路横断を最小限
にするなど)。
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【０２０９】
　GPS性能を使用して、ユーザが急いで、最も近い公衆便所、水飲み場等のような様々な
施設を位置付けるのを助けるために「位置まで」のナビゲーションのタイプを使用するこ
とができる。パフォーマンスが行なわれている時に、リアルタイムにおいて、このように
このタイプのいかなる所望の情報も伝えることができるかもしれない。
【０２１０】
　本発明の局面によるシステムおよび方法のいくつかの例において、ユーザは、時計装置
100を使用して、運動パフォーマンスの間に通過した任意の位置のGPS座標をマークしても
よい。例えば、図152に示されるように、ラン中に、ユーザは、(後ほど、ランのコースの
間に、ランに対するフィニッシュラインとして、またはほんの少ししてから(例えば、ラ
ンニングしていない時にさえ)の何れかに)彼らが戻りたいと願ってもよい興味ある店また
は他のランドマークを通過してもよい。ユーザは、その位置(本明細書においては「ウェ
イポイント」とも呼ばれる)に対するGPS座標を記録するために、ある方法(例えば、画面
またはクリスタルをタッピングする、ハードボタンを押す、予め定められた身振りをする
等)で時計100と対話してもよい。これは、GPSウェイポイント座標が保存されていること
を示すダイアログボックス734の表示によって、図152に例えば示される。その後、本発明
の例に従ったシステムおよび方法は、ユーザがその位置へ戻るのを支援するために情報を
提供してもよい。例えば、時計装置自体においては、選択された位置にユーザを戻すため
に、方向転換毎の指示を提供するように、および/またはその位置のための住所情報を提
供するように、いかなる希望時間でもGPSを使用することができる。さらにまたは或いは
、演算装置650(例えば、これは本発明のウェブサイトまたはコミュニティの特徴にアクセ
スし、そしてこれに時計装置100またはモジュール112がデータ交換のために接続される等
)から、システムおよび方法は、例えば、選択された位置にマップまたは案内を提供する
ように；選択された位置のまたはその近くのビジネスアイテムまたは他の興味のあるアイ
テムについての情報を提供するように；選択された位置における注目されるビジネスアイ
テムまたは他の関心のあるアイテムのウェブサイトにユーザを案内するように、プログラ
ムされかつ適合されてもよい。
【０２１１】
　すでに説明したタイプの「マーカー」および「ウェイポイント」は、他の目的のために
も同様に使用されてもよい。例えば、ラン中に、ユーザは、ルートに沿ってランルートま
たは位置の1つまたは複数のセグメントを「マークする」ように、予め定められた方法(例
えばすでに説明したように)において時計装置100と対話することがあってもよい。例えば
、ラップ(例えば、湖のまわりのランまたは一区画のまわりのランのようなパフォーマン
スの間の複数回の遠回りのルートランに対する)の始まりおよび終了点をマークするため
に、単一のマーカーまたはウェイポイントが適切な位置に入力されてもよい。その後、本
発明に係わるシステムおよび方法は、ラップタイム(またはスプリットタイム)に関係のあ
るデータを自動的に保存し、ユーザにこの情報を提供することがあってもよい。一旦入力
されると、同じラップの開始/停止のポイントマーカは、同じサーキットのまわりの将来
のランのために使用することができる(或いは、所望の場合は常に、異なる開始/停止のポ
イントを入力することができる)。ラップタイミングデータも保存され、チャレンジを提
供する(例えば、べストラップタイムを刻むように、サードパーティなど(例えば友達、コ
ミュニティメンバー、他)のべストラップタイムを刻むように、ユーザに促す)ために使用
されてもよい。特定のルートを走る時に、「ベストタイム」データがユーザまたは別の誰
かによって(例えばコミュニティ内に、またはウェブサイト上に、ウェブサイトへデータ
をアップロードする時に、時計などにデータをダウンロードする時に)保存され、利用の
ために時計100にダウンロードされてもよい。または、それは、時計100に単に保存されて
もよい(例えば時計ユーザのベストタイムについて)。
【０２１２】
　別の例として、ルートのセグメント(例えばルートの部分)を定義するために多数のマー
カーを入力することができ、そしてすでに説明したようなチャレンジおよび/または他の
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特徴はこれらのセグメントに同様に適用されてもよい。図153aおよび153bは、そのような
マーキングの例を示している。図153aにおいて示されるように、GPS Segment Start Poin
t（GPSセグメント開始ポイント）がマークされており、図153bにおいては、GPS Segment 
End Point（GPSセグメント終了ポイント）がマークされている(例えばランの間の時計100
への適切なユーザ入力によって)。所望の場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、
ユーザが、ルートの特定のセグメントに対して(例えば「死ぬほど大変な丘」)、および/
またはルート全体に対して(例えば「湖ラン」)自前の名前を作成することを可能にしても
よい。或いは、ランに先立ってコンピュータ650上に、これらのセグメント・マーカー位
置を、例えばマップまたはコンピュータインタフェース662aを通して利用可能な他の特徴
を使用して、作ることができ、その後それを、データ交換中の時計100にダウンロードす
ることができる。ユーザのこの選択されたセグメント上のタイミングデータは、多くのラ
ンのコースにわたって、および/または同じルートセグメント上の他のユーザからのデー
タと、比較することができる。
【０２１３】
　保存されたマーカー位置およびランセグメントは、他の方法においても使用されてもよ
い。例えば、位置およびセグメントは、公のチャレンジまたは個人のチャレンジを生成す
るために使用されてもよい。該チャレンジは、オンラインまたはネットワーク化されたコ
ミュニティ(例えばウェブサイト経由の)と対話する時に、本発明に係わるシステムおよび
方法のその他のユーザが受け取ってもよい。ユーザが正規ルート(または少数の正規ルー
ト)を走るならば、本発明の例に係わるシステムおよび方法は、コミュニティ内の他の者
が走っているルートに沿ったセグメントを捜してもよく、かつ/またはルートまたはセグ
メントに対する何かチャレンジまたはベストタイムがウェブサイト上に存在するかどうか
決定してもよい。GPSデータを使用すると、そのようなセグメントは、ユーザがセグメン
トのために特に開始終了ポイントを登録するかマークする必要なしに、本発明に係わるシ
ステムおよび方法によって決定され得る。セグメントおよびチャレンジのデータは、任意
でユーザが知ることなしに、ユーザの時計100にダウンロードすることができ、その後、
ユーザが運動パフォーマンスに関係している時に、時計ディスプレイ156を通してユーザ
にそのチャレンジを提示することができる。例えば、ユーザが1番通りに近づいているこ
とをGPSのデータが示す時に、時計100内のコントローラは、チャレンジ(例えば、「あな
たの友達ボブの1番通りから20番通りまでのベストタイムは、13:32です。あなたがそのタ
イムを刻むことができるかどうか確かめますか？」)に対してユーザを促すようにプログ
ラムされかつ適合されてもよい。チャレンジが受け入れられた(または任意で、自動的に
、承諾の必要なしで)場合、そのセグメントに対してユーザのタイムを記録することがで
きる。また、任意で、コミュニティ内またはユーザの予め定められたグループ内の他のパ
ーティに、ベストタイムマークを破るユーザの試みおよびその結果を通知することができ
る(例えば、ランが終わり、時計データがコミュニティ・ウェブサイト・システムにアッ
プロードされた後に)。ユーザ、その友達、一般的なオンラインまたはネットワーク化さ
れたコミュニティ、コーチ、トレーナ、システムオペレータ、および/または他の人達が
チャレンジを構成し保存してもよい。
【０２１４】
　上記に注記されたように、「マーカー」または「ウェイポイント」(マークされた位置
に関連づけられたGPS位置データを保存する)を生成する1つの方法は、所望の地理的な位
置でユーザが時計と対話する(例えば、ディスプレイをタッピングし、ボタンを押し、身
振りをすることなどによって)ことを含む。所望の場合、マーカーまたはウェイポイント
はまた、オンラインまたはネットワーク化されたセッション(例えば、ウェブサイトを使
用して)中に演算装置を使用して生成されてもよい。一方の事例においても、本発明の少
なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法は、さらに、ユーザがマーカーまたは
ウェイポイントに関連づけられた情報を挿入するか、またはそうでなければ、修正するこ
とを可能にする(例えば、ワークアウトが完了した後にネットワーク化されたリソースを
使用する)。例えば、ユーザは、様々なマーカーまたはウェイポイントに関連づけられた
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、注記、タグ、絵、可聴音、映像、テキストなどを追加することがあってもよい。これら
の追加分は、例えば、もとは情報を入力したユーザにリマインダを提供するために、また
は、同じルートまたはその部分を使用することを考え得る他の人達に(例えば、その時ル
ートを選択するのを助ける、または所定のルートが適切かどうか決定するのを助ける)、
ルートまたはセグメント上などの他のユーザに、情報を提供するために、 様々な目的の
ために使用されてもよい。一例として、ユーザはランのコースの中で込み入った交差点に
近づくことがあり、そして、所望のルート上にとどまるために、または、所望の位置へ向
けて進み続けるために、どの道を行くべきかは、ユーザにとって完全には明らかではない
ことがある。このルートの前のユーザがこの位置またはマーカーに関連づけられたいくつ
かの情報、例えば、絵(ハイライトまたはポインタ)、録音メッセージ(「遠い左の道をと
れ」)、テキスト形式のメッセージなどを保存していたら、これは、後で、該ルートの他
のユーザと同様に、そのユーザが、所望のルート経路上に、よりよくとどまることの助け
になり得る。いかなる所望の情報も、保存され、本発明から逸脱しない範囲でウェイポイ
ントまたはマーカーと関連付けることができる。それらは例えばルート条件情報、買い物
または他の立ち寄りお勧め情報のように、地域の施設情報、旅行情報などである。保存し
た情報はまた、ルートの近づく部分に沿って走るために戦略(例えば、「容易な下り坂の
部分がまもなく近づいて来るので、次の半マイルは本当に頑張れ」)を提供することがで
きる。
【０２１５】
　様々な注目されるマーカー、ウェイポイントまたはセグメントを保存する(例えば衝撃
ボタンまたは別のユーザの対話をアクティブにするために画面をタッピングすることによ
って)ように時計100はプログラムすることができるので、時計100はまた、次回ユーザが
その位置に近づく時に、アクションをとるようにプログラムすることができる。例えば、
少なくとも本発明のいくつかの例に係わるシステムおよび方法は、ユーザが以前にマーク
した (ユーザまたは別の者によってマークされた)セグメントに近づく時に、前の「ベス
トタイム」を刻むかまたはそのセグメント上の予め定められた「ゴール」に到着する(例
えば実際のユーザのベストタイムまたは別のユーザのベストタイムを刻む)ようにユーザ
にチャレンジを提供してもよい。そのような特徴は、データがコミュニティウェブサイト
へアップロードされた後、本発明に係わるシステムおよび方法が、公のチャレンジ、ラン
仮想レース(例えば異なる時間にルートまたはセグメントを走った複数のランナーからの
データを使用する)を生成および受け取ること、かつ/またはチャレンジの試みが成功する
時に、報奨または正のフィードバックを提供することを可能にする。
【０２１６】
　所望の場合、異なるタイプの身振りまたは時計装置との対話は異なるタイプのマーカー
またはウェイポイントをマークするために使用されてもよい。例えば、ウェイポイントの
タイプは、次を生成することにより、互いに区別されてもよい：1回タッピングを使用し
た1つのウェイポイント；2回タッピングを使用した別のもの；3回タッピングを使用した
別のもの；腕動き・身振りを使用した別のもの；タップおよび/または身振りの組み合わ
せを使用した別のもの；そして、クリスタル上でプレス・アンド・ホールド・アクション
を使用した別のもの等。これらの異なるタイプの入力は、ユーザ(本発明に係わるシステ
ムおよび方法に加えて)が後で1つのマーカーまたはウェイポイントを別のものから区別す
る(例えばウェイポイントに関するデータを入力したい時に、ユーザにリマインダを提供
する)ことを可能にしてもよく、その結果、異なるそして正確なタイプのデータが所定の
マーカーまたはウェイポイントに関連づけられ得る。例えば、ルート上に入られたウェイ
ポイントがすべて1つ(それは2回タッピングタイプだった)を除いて1回タッピングタイプ
だった場合、表示された時のそのウェイポイントの外見または他の機能の違いが、ユーザ
の記憶を引き起こし、なぜそのウェイポイントは入力されたのかを思い出させてもよい(
例えば、「おお、そうだ、私は通りの向う側にこのこじんまりした素敵なコーヒーショッ
プを見た」など)。そのような情報は、すでに説明したように、ユーザが後で位置を見つ
ける(または、他の場合には、特にマークされたウェイポイントに適正情報を関連付ける)
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ことの助けになってもよい。
【０２１７】
　図154は、GPSベースのマーカーまたはウェイポイントに関連づけられていてもよい別の
例示的な機能を示す。ユーザがGPSマーカーを作成するために時計100と対話する時に示さ
れるように、システムはユーザに、直ちに入力情報を、例えば、ボイスまたは可聴式入力
を使用して、入力する機会を提供してもよい。この明示された例において、GPSウェイポ
イントマーキング手順がアクティブになった時に、表示画面は音声記録または入力システ
ムをアクティブにしたいかどうかユーザに尋ねることができる(ダイアログボックス736を
参照)。この質問に対する適切な応答は、電子モジュール112に動作可能に組み入れられた
マイクをアクティブにし、ユーザが情報を記録しそしてそのウェイポイントに記録された
情報を関連付けることを可能にし得る。ユーザが、コンピュータ650を介してコミュニテ
ィ・ウェブサイト・システムと対話する時に、および/または、後で再びこの同じウェイ
ポイント位置(GPSによって決定された)を通過する時に、この情報がユーザに再生され得
る。
【０２１８】
　上記に注記されたように、時計100(またはパフォーマンス中にユーザによって携帯され
た他の携帯機器)は、ルート(例えばマップ、衛星(または他のもの)イメージなど)の特徴
を示すインタフェース表示156aを含んでいてもよい。インタフェース表示108aは、またユ
ーザによって(または他の者によって)残されたマーカーの位置を示すためにグラフィック
スを、特にそれらに関連づけられたルートに関するいくつかの所望の情報を含むマーカー
を、含んでいてもよい。この機能は、アイコン738により図155に、例えば示される。ユー
ザが地理的なマーカー(例えばGPSによって決定されたような)に関連づけられた位置に近
づいた時、自動的に、または時計100がパフォーマンス中にユーザに提示されたプロンプ
トへの返事を受け取った後の何れかにおいて、マーカーに関する情報をユーザに提供する
ことができる。例えば、図155に示されたように、ユーザがウェイポイントマーカー738の
位置に近づく時、時計はビープ音を鳴らすか振動し、そして「ウェイポイント情報を望み
ますか?」のようなプロンプトをダイアログボックス740に表示することができる。答えが
肯定の場合(または自動的に)、ウェイポイント情報(それは誰によってでもコミュニティ
に置かれ得る)は、ディスプレイ・バー742(例えば、一時的にルート・バー702と置き換わ
って)に、例えば少なくとも一時的に表示されてもよい。
【０２１９】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法は、ユーザに、例えばパ
フォーマンスの達成と同時に、時計へ情報を入力する機会を与えるようにプログラムされ
かつ適合されてもよい。例えば、図156に示されるように、システムおよび方法は、ちょ
うど完了されたルートの様々な特徴を評価する入力を受け入れる(または、ディスプレイ
インタフェース156aを介して入力を入力するようにユーザに促す)ようにプログラムされ
かつ適合されてもよい。評価された特徴は、例えば、ルートの様々な特徴、例えば困難さ
、眺め(美的価値観)、顕著な高度変化、施設(例えば飲用のステーション、公衆便所、育
児、公共輸送など)の利用可能性、道路事情、照明条件、疎遠などについての、ユーザの
主観的なランク付けを含んでいてもよい。もう1つの特定の例として、ユーザがパフォー
マンスの達成で評価情報を入力することを決定すれば、時計100は、上記に注記された様
々なカテゴリーをランク付け(例えば1と5の間で)するようユーザを促してもよく、例えば
、個々の特定のカテゴリーを通してユーザをステップさせ、該カテゴリーのためのランク
付けを尋ねる。ユーザは、ボタン120、タッチ画面などを使用して、データを入力しても
よい。この情報は、時計100上にローカルに保存し、他の者が該ルートにかかわるこのユ
ーザの経験、意見、知識を利用することができるように、後ほど、ウェブサイトまたは他
のコミュニティインタフェースへ(所望の場合)アップロードすることができる。任意で、
ランク付け情報がアップロードされた後、所望の場合、より多くの情報またはコメントを
追加するようにユーザに促すことができ、それはコミュニティ全体または少なくともその
一部分(例えば、ユーザが予め定められたグループ)に利用可能になってもよい。ユーザの
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ランク付けは、走った時刻、天候状況、走った方向などのような他の情報と共に保存され
てもよい。
【０２２０】
　運動パフォーマンス中にユーザによって携帯された実際の携帯機器(例えば時計100)は
、任意で、同様に他のハードウェアおよび特徴を含んでいてもよい。例えば、図157にお
いて明示されたように、所望の場合、2つの時計100(または他の携帯機器)は、ウェブサイ
ト、ネットワークおよび/または任意の介在する装置(例えばIRビーム送信器および受信機
、インスタントメッセージング性能などのような、ピアツーピア通信型システム等)の必
要なしに、互いにそれらが直接通信することを可能にするハードウェアおよびソフトウェ
アを含んでいてもよい。これは通信間接続アイコン744によって図157に例示されている。
このように、本発明に係わるシステムおよび方法の二人のユーザが、例えば、ルート、GP
Sベースの位置マーカーまたはウェイポイント、GPSベースのチャレンジ、GPSトリガール
ート情報などを交換するために互いに直接通信してもよい。所望の場合、ルートがこのよ
うに伝えられる時に、ビーム送出を行っているパーティのそのルート(またはそれの複数
のセグメント)上のベストタイムが同様にビーム送出され、自動的に、受け手のパーティ
に対するチャレンジを設定するために使用すことができる。所望の場合、有線接続がまた
、このデータ転送を容易にするために使用されてもよい。
【０２２１】
　図157に示されるような直接の時計 対 時計の通信は、他の状況において同様に使用さ
れてもよい。例えば、レースが完了した後、または二人の(もしくはより多くの)ユーザが
同じルートを完了した後、1人のユーザはもう1人のユーザの時計100に自身のパフォーマ
ンスデータを送信することができる。その時、受け時計100は、2つのパーティのパフォー
マンスデータのあるタイプの比較を提供するようにプログラムされかつ適合されてもよい
。この比較は、本発明から逸脱しない範囲で、いかなる所望の形式を呈してもよい。例え
ば、図158において明示されたように、表示画面108は、2つのパーティの様々なレースメ
トリック(例えば全体のタイム、平均ペース、トップペース、ベストマイル、ラップタイ
ム、スプリットタイム、マーカーまたはウェイポイントの間のタイムなど)の比較を、例
えば、並んだ関係で、表で、スクロールまたはロール様式で、グラフで、「結果ボード」
で、表示してもよい。別の例として、所望の場合、装置100上に表示されたルートのグラ
フィック形式の表示のまわりに、異なるアイコン(異なる競技者を表わして)を移動させる
ことにより、2つのユーザ間の仮想レースを例えば表示するように受け時計100をプログラ
ムし、適合させてもよい。そのようなシステムおよび方法は、それらのスタート時間がず
らされているとしても、または、ユーザが完全に異なった時間にルートを走ったとしても
、任意でまだ該競技を行っている間に、競技者が結果の直接の比較をすることを可能にす
るために、非常に有益であり得る。図158が2つのユーザの結果の比較を示している間に、
結果のいかなる数字も、本発明から逸脱しない範囲で、比較することができる。
【０２２２】
　他の考えられる特徴として、図159aから159cで示されているように、少なくとも本発明
のいくつかの例に従って時計装置100は、イベントにおいて、該イベントの当日に該イベ
ントの登録手続きをする時、時計100に直接送信されたレースコースに関するデータなど
のデータを、受信するように備え、プログラムされ、適合されられてもよい。これは、時
計100へ情報を送る登録キオスク748で伝送アイコン(有線または無線通信)746によって図1
59aに例示されている。一旦受信されると、該イベントのために目標時間を入力するよう
にユーザを促すように(図159bのインタフェース要素750を参照。それはレース前の時間に
おける時計インタフェース156aを表わす)時計100をプログラムし、適合させ得る。または
、時計入力120またはウェブサイトシステムから時計100にダウンロードされたユーザ入力
を通じてのように、時計100に目標時間をあらかじめ保存することができる。その時、例
えば、その所望のゴールタイムを達成するために、ゴールに到着するために、所望のスプ
リットタイムを設定するために、現在と過去のペースに基づいてレースまたはセグメント
を完了するための見積時間を提供するために、ユーザペースまたはユーザ自身を助けるよ
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うに時計100をプログラムし適合させてもよい。例えば、レース中の時計インタフェース1
59cを表わしている図159cの、ダイアログボックス752に提供された情報を参照。任意で、
所望の場合、下記についての保存した情報を考慮に入れて、ペース配分データおよび/ま
たはタイミングデータを決定することができる：ユーザの最近のトレーニングの成績；レ
ースルートの地理的な特性；およびユーザのトレーニング成績、(例え、レース当日のコ
ースの丘陵性または平坦の部分を走ることに対して、または、イベントにおける早い時間
か遅い時間かに対して、より正確にペースと見積時間を予測するために、時計のコントロ
ーラによって生成されたペースと目標のスプリットタイムは、練習の時と同様の地形また
は同様のレース長さを走る時ユーザによって生成された、保存データを考慮に入れてもよ
い)。
【０２２３】
　上記に注記されたように、本発明の少なくともいくつかの例に従った時計100(または運
動パフォーマンス中に携帯される他の携帯機器)は、さらに該時計が様々な形式(例えば、
ボタン、タッチ画面、身振り認識、スタイラス入力、ロールボール入力、など)のユーザ
入力を受信することを可能にするようにハードウェアおよび機能性を含んでいてもよい。
所望の場合、これらの携帯機器100はまた、言葉入力または可聴入力を受け入れるよう装
備されていてもよい。運動パフォーマンス中に、ユーザはマイク(例えば、時計100上の入
力ポートに係合されて、時計100に動作可能に接続されるような時計のハードウェアの部
分として提供される等)へ話し、そして時計100は可聴メッセージを保存することがあって
もよい。また、上記に注記されたように、この種の可聴式入力は、それが入力された(GPS
データを使用して決定される)特定の地理的な位置にタグ付けされてもよい。ユーザは、
パフォーマンスデータ(例えばウェブサイト上で)の後ほどのレビューまたはアップロード
中に、記録されたメッセージを使用することがあり、例えば、ルートの ヒント(例えば「
大きな犬を回避するためジェファーソンロードの北側を走れ」)を提供する、リマインダ
または激励(レース関連または他のもの)を提供する、ルート上に沿って関心の対象となる
ポイントを識別する、などである。別の例示的なオプションとして、記録された可聴音は
時計上に保存され、次回、同じ地理的な位置に近づいた時に、ユーザに対して再生され得
る。
【０２２４】
　前記時計または本発明に従った他の携帯機器は、いかなる機能、機能の組み合わせ、ま
たはすでに説明した機能のすべてに加えて、下記に述べられる特徴および機能性を含む他
の特徴および機能性を含んでいてもよい。
【０２２５】
ネットワークに接続されたコンピュータ(例えば、コンピュータ650)上のユーザ経験
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法へのGPSベースの特徴の
取りこみは、結果として、すでに説明したリモートサイト660、または、運動パフォーマ
ンスデータがレビューされ、処理され得て且つ高度のまたは他の機能性がアクセスされ得
る他の演算環境(例えば、www.nikeplus.comにおいて公に利用可能なものと同様のウェブ
サイト機能)、などのウェブサイトのための、ユーザインタフェース662a上の様々なさら
なる特徴の取りこみになる。これらの特徴および機能性のいくつかのより特別の例は、よ
り詳細に以下に説明する。また、所望の場合、これらの特徴および機能性(またはこれら
の特徴および機能性が多少修正されるか縮小されたバージョン)のいくつかまたはすべて
は、本発明から逸脱しない範囲で、時計装置100、およびそのインタフェース156a、およ
びディスプレイ156上で直接利用可能になってもよい。
【０２２６】
　もう1つの特別の例として、本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび
方法は、ユーザに利用可能な様々な較正特徴を含んでいてもよい。上記に注記されたよう
に、GPS性能(616/618)、および、圧力および衝撃を感知する歩数計タイプ機能性(例えば
センサ622)または他の速度/距離測定機能性を含む運動パフォーマンスモニタリングシス
テムは、歩数計に基づいたセンサ622(または他のセンサ)のための較正または修正データ
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を生成し提供するためにGPSデータおよび情報を使用するようにプログラムされかつ適合
されてもよい。
【０２２７】
　さらなる較正または修正機能性は本発明の例に従ったシステムおよび方法で可能である
。例えば、本発明の例に従ったシステムおよび方法は、ユーザが新しく書き込まれたラン
からのデータを前のランの較正または修正のために使用することを可能にしてもよい。運
動パフォーマンスの所定の時間においては、ユーザはランの正確な距離を知らないことも
ある(例えば、ランがGPSの利用可能性なしでなされた場合)。その距離は、ある方法(例え
ば、それを測定することにより、それを思い出すことにより、別のソースからそれを得る
ことにより、同じルート上の後ほどGPSの表示度数からそれを得ることにより等)において
後でユーザが知ることができる。所望の場合、インタフェース662aを通して、図160aおよ
び160bで示されるように、ユーザはそのランに関するデータに戻り、そのランに対する今
知った距離を挿入することがあってもよい。図160aの例示的なインタフェース662aで示さ
れるように、ユーザは較正または修正のために3/18のラン(4.9マイル; 時間: 36:11.13)
を選んだ。この選択は、ユーザがそのランに対する距離を調節することができるインタフ
ェースボックス754を提供する。図160aおよび160bの比較によって示されるように、この
例において、ユーザは、3/18のランの距離を、4.9マイルから5.0マイルに変更した。その
時、この例示的な配置において、ユーザは、再較正または修正目的のためにこのランに対
するデータをどの程度使用するか決定しなければならない。例えば、入力インタフェース
ボックス754に示されたように、ユーザは、距離および他のメトリックを、次の理由で再
計算するためにこのデータを使用することがあってもよい：このランだけのために；任意
の既存の較正されていないランのために；任意の既存のラン(較正されていようがいまい
が)のために；「最大の再較正」目的(つまり、このデータを過去のランのために加えて将
来のランのためにも使用する)のために；この同じルートなどを含んでいたデータの修正
のみのために；等。さらに、必要または所望なら、この再較正または補正コマンドからの
情報は、時計100および/またはセンサ622へ、再度それらの出力を較正するために、ダウ
ンロードされてもよい。一旦この再較正データの使用の所望のレベルが選択されていれば
、その時、本発明のこの例によるシステムおよび方法は、そのランに対して、および他の
適用可能なラン(例えば、少なくとも同一または同様のパフォーマンス条件等の下で、同
様または同様のルート上でなされたラン)に対して、データの修正をし、ペース、速度、
および/または適用可能なランのための距離データを、調節することがあってもよい。
【０２２８】
　「事後の」歩数計データのこの種の較正または修正のためのデータは、該ルートのもと
のランナー以外(つまり、ラン・データが関連付けられ、且つそのデータが修正されてい
る人以外)のソースから受信されてもよい。例えば、ランナーAが、ルート(例えばGPSの恩
恵なしで)を走り、そしてGPSを持った別のランナー(ランナーB)が同じルートを(同じか異
なる時間に)走ったことを知ると、その時、GPSを介してのランナーBの距離情報は、ラン
ナーAのデータの距離を修正するために、および/または将来の利用のためにランナーAの
歩数計データを較正するために、使用されてもよい。所望の場合、本発明の少なくともい
くつかの例に係わるシステムおよび方法は、特定のルートに関連づけられた複数ユーザか
ら距離のデータを集めて、データ(例えば平均値、メジアンなど)のこの集合を、該ルート
のためとその同じルートの多数の将来のユーザのための較正目的の基準またはデフォルト
距離として使用してもよい。較正のためにデータは、事後に、ヒストリカルデータに、お
よび/または多数のユーザのために将来の利用に、適用することができる。
【０２２９】
　GPSを使用すると、本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムおよび方法は、
トラックのような遠回りのルートのまわりのラップに関するデータを自動的に記録し表示
することができる。そのようなディスプレイインタフェース662aの1つの例は図161aで示
される。そのような表示において、運動パフォーマンスに関連づけられた、瞬時速度、距
離、ペースまたは他のデータは、地理的におよび日付順に(GPSおよびクロノグラフのデー
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タを使用して)タグ付けされてもよい。その結果、ラップのまわりの様々な異なる位置で
のデータは保存され、比較されるなどができる。さらに、複数のラップにわたる特定の位
置でのデータは、例えば、インタフェース要素756によって示されるように保存され、比
較されることなどができて、パフォーマンスのコースにわたって、様々な異なる位置でユ
ーザに自身のパフォーマンスの変化についてよりよい考えを与えることができる(例えば
、全体のランニング時間が同じ「丘の頂上」位置で増加したので、距離がより長くなった
、などのように)。そのようなデータは、トレーニング、コーチングなどのために役立っ
てもよい。同じ方法で、様々なユーザ作成マーカーまたはウェイポイントに関連づけられ
た情報(マーカー間などのペースデータのような)も見られ、そうでなければウェブサイト
を通して対話もされる(例えばデータ、画像、写真、可聴音、映像、テキスト、グラフィ
ックス、アニメーションなどを追加する)。
【０２３０】
　マーカーまたはウェイポイントの間の多数のトリップは、本発明に係わるシステムおよ
び方法の1人または複数のユーザによって、見られ、比較され、かつ/またはそうでなけれ
ば、例えば、それらの時計上の、またはウェブサイトを通しての他のユーザによって処理
されてもよい。多数のユーザに対する多数のラップにわたるそのような情報の1つの例示
的な表示662は、図161bで示される。図161bにおける情報は、図161aで示される1つまたは
複数の比較アイコン758を持ったユーザの対話によって例えば始められてもよい(任意の所
望の数のランナーに対するデータは、本発明から逸脱しない範囲で、比較されてもよい)
。さらにまたは或いは、所望の場合、ユーザは、任意の選択されたタイムセットの間に仮
想レース(例えば、多数のユーザのレースタイミングデータ、同じユーザによる2つの異な
るパフォーマンスに対するレースタイミングデータ、など)を表示するために、図161aお
よび161bで示される「仮想レース」アイコン760と対話してもよい。様々な仮想レース参
加者を表わす異なるアイコンまたはアバターは、その参加者の運動パフォーマンスデータ
によって制御された仮想レース参加者(そして所望の数の参加者)の位置を持ったレースル
ート(例えばマップまたはルートの他の表示)上に表示されてもよい。3人のランナー間の
そのような仮想レースの一例は、図161cに示される。そのような仮想レースデータは、レ
ースが異なる時間に走り終わった時でさえ(または、任意で、異なる位置においてでさえ)
、ユーザがパフォーマンスを、いかなる所望の時間でも他の者に対して比較することを可
能にしてもよい。
【０２３１】
　GPSの機能性はまたユーザ(時計100を使用して)に「インターバル」または他のコーチン
グまたはトレーニングのプログラムを(例えばインタフェース662a経由のウェブサイト上
に)設定し自動的に提供するのに有用であり得る。それは、ユーザに、何時ランを始める
べきか、何時ハードなランを始めるべきか、何時ハードなランを止めるべきか、何時別の
ハードなランを始めるべきか等に関するプロンプトを(時計100を介して)提供する。一例
が図162aおよび162bに示される。図162aで示されるように、ユーザが1つの予め定められ
た位置(アイコン762によって示される)に近づくと、時計ディスプレイ156は、コーチング
またはトレーニングのインストラクション(この情報は、例えばヘッドホンを通じて聞き
取れるように伝えることができる)を提供するためのダイアログボックス764を含む。この
明示された例においては、ダイアログボックス764は、1.1マイル続くG Streetでハードな
ランを始めるようユーザを促す。このセグメントの終わりに、時計ディスプレイ108は、
ユーザに異なるインストラクションを提供するためのダイアログボックス766を含む。こ
の明示された例において、ダイアログボックス766は、ペースを遅くするように、および
心拍数を遅くして125 bpmの目標にするようにユーザを促す。特に、この例で、少なくと
もハイペースセグメントの終わりに向けては、パフォーマンス・バー768は、瞬間のペー
ス、全体のタイムおよび全体の距離情報(図162a)の提供から、セグメントベースの情報(
図162bおよび表示されたセグメントペース、セグメント時間、セグメント距離、このセグ
メント情報上の前ベストタイムを参照)の提供へと変化する。任意の所望のタイプの情報
および表示された情報への変化は、本発明から逸脱しない範囲で、提供されてもよい(表
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示された情報に変更がない場合を含む)。さらにまたは或いは、所望の場合、この情報の
うちのどれについても別の方法で、例えば、聞き取れるように(例えばスピーカまたはヘ
ッドホン等を通じて)提供されてもよい。インターバルの様々なステップまたはコーチン
グプログラムはユーザによって、ユーザのコーチ、トレーナ、および/または医師によっ
て、および/またはコンピュータアルゴリズムによって、設定されてもよい。
【０２３２】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法は、GPSシステムの様々
な設定および特徴、時計を介したGPSデータの収集、ならびに時計またはウェブサイトな
どを通して利用可能なデータ処理におけるデータの利用をユーザが制御することを可能に
してもよい。例えば、適切なインタフェースおよびデータは、ユーザに対してウェブサイ
ト経由で提示されてもよく、これにより、本発明に係わるシステムおよび方法のGPS関連
の特徴を制御することが可能になるが、これには、すでに説明した様々な特徴が含まれる
。ウェブサイト経由で制御されてもよいGPSの特徴のいくつかのより特定の例は、次のも
のを含む:GPSデータポーリング頻度(例えばバッテリ使用法を制御すること);時計上のGPS
特徴のアクティブ化または非アクティブ化(「方向転換毎の」ルートインストラクション
、自動的なマーカー配置等をつけることなど);GPS援助の較正特徴；マーカーまたはウェ
イポイントの挿入、編集または制御;GPS援助のチャレンジまたは報奨(例えば、地理的な
タグを持ったサードパーティに対するメッセージ、地理的なタグ持った自分自身に対する
メッセージ等)、等。
【０２３３】
　ランルートに関するGPSデータの取りこみはまた、時計(または他の携帯機器)上のラン
・データの表示を様々な方法で向上させることを可能にする。例えば、ランに関するデー
タおよび視覚的なインディケータは重ねられてもよいし、またはそうでなければマップ、
衛星写真(例えば グーグル・アース（Google Earth）のストリートビュー型の画像など)
、または他のルートの外観のグラフィック形式または絵入りの表示のレンダリングに組み
入れらてもよい。これは、図163aの例示的な表示画面662に、例えば示される。ディスプ
レイ662上(例えば、任意で、時計ディスプレイ156a上)でのルートのプレゼンテーション
を含むこの例示的なユーザインタフェース662aは、マップまたはルートの他の視覚的な表
示を含んでいてもよい。そこでは、特定の位置で対話するおよび/または「掘り下げ」る
「ノード」または他の方法がユーザに提示され、その位置に関する運動パフォーマンスデ
ータが得られる(例えば瞬間のペース、心拍数、脈拍数、その位置までのペース、レース
に入る時間、残りの時間、目標ペースなどからの偏差等)。図163aは、インタフェースボ
ックス772に表示されたその位置に関連づけられたデータ(例えばタイミング的、身体的、
および/または生理学的なデータ )を持つ、これらの「ノード」770のうちの1つを示す。
【０２３４】
　上記に注記されたように、本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方
法のウェブサイト特徴は、多数のユーザが、タイミングデータ、ルートデータ、チャレン
ジなどの情報を共有することを可能にする。システムおよび方法は、ユーザがルートのル
ートまたは部分に関する主観的な情報を共有することをさらに可能にし、それらの情報は
例えば次のようなものである：経路タイプ(トレイル、道路、アスファルト、コンクリー
ト、石だらけ、狭いなど )；経路タイプにおける変化；経路状況情報(例えば、「道路工
事はこの一区画を閉じており、迂回せよ」)；ルート困難情報(および、ルートのまわりの
1つの道か、ルートのまわりの別のまたは他の道に対する、おそらくは異なるルート困難
情報)；景観情報；ランニングヒント情報(例えば「このブロックは北側の道を走れ」など
)；施設情報など。いかなる所望の情報もユーザによって入力され、そして本発明から逸
脱しない範囲で、ルート、マーカー、ウェイポイント、ルートセグメントなどに関連づけ
られてもよい。例えば、図163aで示されるように、ウェブサイトインタフェース662aは、
図163aで示されたWay-Point（ウェイポイント） No. 4のような様々なマークされたウェ
イポイントのためにユーザが情報を入力することを可能にしてもよい。この地理的なタグ
付けウェイポイントに関連づけられるべき情報は、インプットボックス774での適切なユ
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ーザの対話を介して、例えば入力されてもよい。この明示された例において、ルート提案
情報はインプットボックス774によって提供される。その時、このユーザ(または他のユー
ザ)がこのタグ付けウェイポイント位置(同じランルート上またはジオタグ付け情報を入力
した第1のユーザによって使用されたランルートとは異なるランルート上の何れかの)に近
づく時、図163bで示されるように、それらの時計ディスプレイ156は、提案されたルート
情報をボックス776に表示する。
【０２３５】
　ユーザによって入力された情報(例えばマーカー、ウェイポイント、マークされたルー
トセグメント、ルートなどに関連づけられた、情報)は、一般的な特徴のルートおよび/ま
たは該ルートに関連づけられた他の情報をよりよく可能性のあるユーザに知らせるのを援
助するために、他の者によって検索可能であってもよい(例えばキーワード検索可能) 。
所望の場合、ユーザは、私的にまたは選択された他のユーザ(例えば「友達」として指定
された人等)のみに利用可能なシステムに、彼らの個人情報を入力しておくことができる
。
【０２３６】
　上記に注記されたように、数人のパーティが本発明に係わる運動パフォーマンスモニタ
リングのシステムおよび方法を使用する時に、ユーザのコミュニティおよび集合的な知識
および情報データベースはアップロードされ、保存され、そして維持されることができる
(例えば、NIKE, Inc. of Beaverton, OR から 商標NIKE+のもとで提供される運動パフォ
ーマンスモニタリングのシステムおよび方法のコミュニティ局面と同族の、複数の個別サ
ーバにおいて)。ユーザが該システムに情報を入力するために時間をかければ、1人のユー
ザからの知識および情報は他のユーザに役立つ場合がある。例えば、本発明の例に係わる
システムおよび方法は、ルートの様々な特徴および該ルートを走ったユーザに関するデー
タを、自動的にまたは目的のあるユーザの入力を通して、集めてもよい。それらは次のよ
うなものである：様々な個人がルートを走った時間；彼らがルートを走った日；ランナー
の性別；ランナーのコンディショニングレベル；彼らがルートのまわりを走った方向；特
定の位置からのそのルートの距離；ルート困難情報；ルート高度変化情報；そして主観的
な情報(風景美、施設情報、ランナーの快適情報、など)。この種の情報は、次のような様
々な方法でデータシステムに入力されてもよい：ランク付けによって；予め定められた色
またはコードワード(「黒色の菱形」等)を使用して；または単にテキスト形式の言葉また
は情報として。そのような情報(それは検索可能であってもよい)は、その場所を旅行中ま
たは新人(またはランニング新人)のユーザにとって有用になりえる。
【０２３７】
　他の興味ある特徴、および本発明に従ったシステムおよび方法のコミュニティ局面の利
点は、グループの友達またはトレーニング相手を定義する人の能力に関する。それは、互
いのパフォーマンスデータへの少なくともあるレベルのアクセスにおいて与えられてもよ
い。本発明のコミュニティとデータ共有の局面は、友達間およびパートナーとの種々のチ
ャレンジおよび他の対話につながり得る。それらはウェブサイトまたは他のネットワーク
化されたユーザインタフェース(例えば、携帯用時計がデータアップロードおよびダウン
ロードのために接続される演算装置を通して利用可能な)経由で本発明の例に係わるシス
テムおよび方法に入力されてもよい。いくつかのより特定の例として、ユーザは、ワーク
アウトプログラム(例えば、今月の最長マイル、特定のトレーニングプログラムにとどま
る最長の連続日数、特定のルートへのチャレンジ、特定の位置への高度登坂、またはラン
を行なうというチャレンジ等 )において興味を動機づけて維持するのに役立ち得る、互い
の間のチャレンジを展開することができる。また上に注記されたように、本発明の少なく
ともいくつかの例に従ったシステムおよび方法を通して、ユーザは、ユーザの時計100上
にダウンロードされる激励または祝辞の言葉でのメッセージのような、地理ベースの「報
奨」または「ニンジン」を残すことができる(ユーザがこのダウンロードのことを知って
いる場合(やる気を起こさせるツールとして)も知らない場合(そして、報奨がアクティブ
にされた時に驚く) の何れでも)。その時、GPSによって決定されるような、予め決定され
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た位置にユーザが到達した時に、報奨またはニンジンメッセージがアクティブになる(例
えば、時計は「おめでとう- あの丘へ登る道!」と表示してもよい)。上記に注記されたよ
うに、そのような報奨をトリガーするためには、ユーザが「不正に」報奨を得るかまたは
不注意に報奨を得ることができないように、或る閾値のワークアウトパフォーマンスを少
なくとも必要とするように(例えば予め決定されたワークアウト時間または距離等を示す
歩数計センサデータの出力などを必要とすることによって)制御されてもよい。
【０２３８】
　ユーザはまた、GPSの位置情報に依存する、やる気を起こさせるゲームを構成すること
があってもよい。例えば、本発明に係わるシステムおよび方法は、グループ(例えば友達
のグループ)内の個人がそれぞれ、6マイルのランが完了する丘の頂上へ走る(任意で予め
定められたタイミングおよび/または距離パラメータ内で)などのゴールに到着する回数を
追跡し得る。そして、該システムおよび方法は、ゴールを遂行しグループの他のメンバー
にこの情報を提供する者を識別することがあってもよい(例えば、グループ内のユーザが
ネットワーク上などにログインした時に、ディスプレイ、可聴/映像出力などによって)。
別のゲームとして、ユーザは「ジオタグ」を行うことがある。そこでは、地理的な目的地
のゴール(例えば、丘の頂上、「丘のキング」など)に到着するグループ内の直近のユーザ
が、該グループに対して識別される。種々のGPS、地理ベースのやる気を起こさせるゲー
ムおよびチャレンジは、個人、選択されたまたは予め決定されたグループ、またはユーザ
のすべてのコミュニティ全体のために本発明から逸脱しない範囲で展開されてもよい。再
び、他のセンサ出力が、偶然または他のある方法ではなく実際のワークアウトによってゴ
ールに到達することを確実にするためにモニタされてもよい。
【０２３９】
　ランルートに関するGPSデータの取りこみはまた、ウェブサイト上のラン・データの表
示を様々な方法で向上させることを可能にする。例えば、上記に注記されたように、マッ
プ、衛星写真(例えばグーグル・アースのストリートビュー型の写真など)、またはルート
の外観の他のグラフィック形式または図形での表示に、ランに関するデータおよび視覚的
なインディケータが重ね合わせられるか、または、そうでなければ組み入れられてもよい
。該システムおよび方法は、例えばマップ上のルートの「フライスルー」プレビュー(ス
トリートレベル、地形などの)を衛星または他の写真上で提供するようにプログラムされ
かつ適合されてもよい。さらなる例として、システムおよび方法はまた、例えばマップ(
ストリートレベル、地形等)上のルートに沿った実際のランの「フライスルー」レビュー
を、例えば任意でアバター、写真、アニメーションまたはルート上のランナーの他のグラ
フィック形式の表示を持った衛星または他の写真等上で提供するようにプログラムされか
つ適合されてもよい。所望の場合、ユーザは、ルートの描写を向上させる自分の写真また
は他のデータを追加する(例えば自身の写真または他の画像、光景(例えば、道無しの眺め
、トレイルなど等)の写真または他の画像をアップロードすることにより)ことが可能とな
り得る。
【０２４０】
　本発明のウェブサイトおよびネットワーク化された局面はまた、パフォーマンスデータ
をアップロードするためにネットワークと時計装置とを繰り返し接続することに加えて、
利点を有する。それはユーザが演算装置と該演算装置に接続する時計とに対するユーザイ
ンタフェースのためのソフトウェアとファームウェアの更新(例えば、時計を接続する演
算装置に対しておよびそれを通してダウンロード可能)を容易に受信することをこれらの
特徴が可能にしてくれるからである。これらの特徴は、ユーザを最新状態に保ち、かつ該
インタフェースと時計の両方のために最も新しい利点および特徴を提供するのに役立ち得
る。
【０２４１】
　演算装置650からウェブサイトおよびユーザインタフェース特徴662aを使用して、ユー
ザはまた、自身の関心の対象となるルート上の様々な位置ベースのマーカー、ウェイポイ
ントまたはセグメントをあらかじめ定めることができる。例えば、ウェブサイト特徴を使
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用して、本発明の例に係わるシステムおよび方法は、常に1つの位置的場所から別の場所
まで(例えば「その橋の端から私の家まで」)セグメントをマークし、そして自動的にその
セグメントに対するタイミング情報をとるよう指示されてもよい。ラン中に、所望の場合
、この予め定められたセグメントに近づく時にユーザは促され、かつ/または任意で該セ
グメントに対してベストタイム(または該セグメント走った別の人のベストタイム)を刻む
ようにチャレンジを受けることがあってもよい。ウェブサイト上にそのようなセグメント
をマークする性能およびこれらのセグメントに近づいた時の所望の機能性の自動的アクテ
ィブ化を提供することは、時計装置100を使用してセグメントをマークする、および/また
はルートを走る時に繰り返し同じセグメントをマークする、そうでなければ何度も時計10
0と対話するといった不便をユーザが回避するための助けとなる。同じ開始および終了の
ポイントが常に使用されるので、この性能はまた、セグメントに対するデータの比較をよ
り有意義に且つより正確にする。
【０２４２】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法に提供されてもよい別の
便利な機能は、「一方向のルート」を展開する能力である。いくつかの事例において、ユ
ーザは、通常の一方向の走行距離を超えている位置またはラウンドトリップワークアウト
で到達できる能力を超えている位置まで走ることを欲することがある。言いかえれば、ユ
ーザが該所望の位置まで一方向に走ったならば、例えば距離、高度変化、利用可能な時間
などが原因で(帰路は歩いたりすれば長い時間がかかるだろうから)、ユーザの能力または
帰路も走って帰りたいという望みを超えているかもしれない。これは、ランナーの、自身
にチャレンジする能力の妨げになり得、かつ/または外出することの楽しみに悪影響を与
えるかもしれない(例えば、眺めのよい景観がルートのより終わりの方に在るならば)。本
発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムおよび方法は、ユーザが開始位置および
終了位置を含むインタフェース662aによってルートを作ることを可能にし、そしてその時
システムに開始位置まで(または別の所望の位置まで)の帰路のための適切な公的な交通機
関の案内または情報(例えばバスルートおよびスケジュール、地下鉄ルート、タクシー呼
び出しなど)を決定させることを可能にしてもよい。
【０２４３】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法はまた、ワークアウトの
「タイプ」に関する情報の挿入および保存(自動的にまたはユーザ入力を通しての何れか)
を可能にするようにプログラムされかつ適合されてもよい。上記の論考の多くは、行なわ
れたワークアウトのタイプの例としてランニングを利用する。本発明の例に係わるシステ
ムおよび方法は、本明細書において記載されたように、様々なGPSの特徴および機能性を
含んでおり、他のタイプのワークアウトのために使用されてもよい。それらは、サイクリ
ング、スイミング、ハイキング、ウォーキング、登山、ローイング、スキー、ドライブ、
ヨットなどである。所望の場合、個々のワークアウトについては、ワークアウトのタイプ
を規定するかまたはシステムへと入力してもよい(例えば、ワークアウトが始まる前か終
わった後に時計100上に、ワークアウトのデータがアップロードされた後にウェブサイト
上に等)。これは、例えば、ユーザに対して、ワークアウトのタイプが選ばれ得るリスト
または「ドロップダウン」タイプのメニューを提供することにより、遂行されてもよい。
別の例として、例えば、ワークアウトのタイプは、イベントのGPS位置を考えることによ
って自動的に検出されてもよい(例えば、もし水上ならば、それはGPSまたは他のものによ
って決定されるような移動速度に依存して、スイミング、ローイングまたはヨットレース
として規定される;もし地上ならば、GPSによって決定されるような移動速度に依存して、
ランニングまたはサイクリングとして規定される;そして、もし冬ならば、山地などの場
合、スキーとして規定される)。少なくともいくつかの事例においては、経路のタイプは
また、GPSおよびマップデータを使用して、自動的に検出されてもよい(例えば道、歩道、
トレイル、水、スキー場、公園など)。ワークアウトのタイプはまた、様々な特徴、例え
ば、速度および/または距離を測定するために生成された非GPSセンサ出力のタイプまたは
特性(例えば、ランニングステップを示すセンサ出力は、エリプティカルマシーン、自転
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車、ローイングマシーンなどでの移動を示すセンサ出力とは異なって見える)などに基づ
いて、自動的に検出されてもよい。ワークアウトのタイプの自動検出は、またワークアウ
ト中に使用されている時計100と装置との間の対話またはデータ交換によって可能になっ
てもよい。そこでは、時計は、時計に送信されたID情報(例えば自転車か、オールロック
か、スキーか、エリプティカルマシーンか、歩数計か、などの異なったID情報)によって
使用されている装置のタイプの同一性を識別することができる。ワークアウトのタイプ決
定における間違いが自動検出システムによって起きた場合、ユーザは、データを無効にし
且つ修正する能力を与えられてもよい。
【０２４４】
　本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムおよび方法はまた、コミュニティ設
定内 (例えば友達のグループ中)のユーザが、すべてのコミュニティまたはグループ内の
他の人によって走られたルートまたはルートのセグメントを、自動的に発見することを可
能にしてもよい。より特定の例として、ユーザのコミュニティまたはグループのうちの何
人かによって走られたルートは、ネットワーク化されたセッションの間にユーザの時計に
ダウンロードされてもよい。そのユーザが友達のルート(またはルートのセグメント)の位
置に近い位置を後で走っている場合、該ランの間にGPSデータによって決定されたように
、該時計は、友達のルート(またはセグメント)に近いことをユーザに助言し、そして該友
達のルート(またはセグメント)を走りたいかどうか尋ねる(例えば、「あなたは友人Aが走
っているルートに近いです。そこを走りたいですか？」と時計は表示してもよい)ように
プログラムされかつ適合されてもよい。さらに、友達のそのルートまたはセグメント上の
ベストタイムが「チャレンジ」としてユーザに提供されてもよい。本発明の少なくともい
くつかの例で、ユーザはこれらのルートを時計にダウンロードさせるためのいかなるアク
ションもとる必要はない(例えば、ユーザが時計からウェブサイトへワークアウトのデー
タをアップロードしている間、データ交換中に自動的に生じることがあってもよい)。別
の例として、本発明に係わるシステムおよび方法は、例えば、時計からまたはワークアウ
ト後のオンライン分析期間中に、現在または最近走られたルートに基づいておよび/また
は以前に保存された複数のルートに基づいて、ユーザに自動的に他のルート(任意で、同
様の特性を有する)を提案するようにプログラムされかつ適合されてもよい。異なるルー
トの提案および利用は、ユーザを定型化したワークアウトで退屈しないようにするのに役
立つことができる。
【０２４５】
　本発明の例に従ったシステムおよび方法の可能性のある1つの機能は、ユーザインタフ
ェース上のワークアウトのデータの表示(例えば、任意ですでに説明したようにマップま
たは写真データの上に配置される)に関する。所望の場合、表示されたランラインの特性
はワークアウトに関してユーザに情報を提供するためにコード化されてもよい。図164は
もう1つの特定の例を示す。この図で示されるように、該ルートおよび/または該運動パフ
ォーマンスの異なる身体的または生理学的特徴または特性を示すために、ルート778のラ
ンの色(または他の外見特性)は、表示されたランルートのコース上で変更されてもよい。
さらに、凡例780は、この例における心拍数範囲のように、ユーザが、表示された色を該
ランの1つまたは複数の特定の特徴に対応させることを可能にする情報を提供する。図164
は、ルートの色がルートに沿って様々な位置で決定した心拍数に基づいて変更されること
を示しているが、他のデータおよび情報が提供されてもよい。例えば、インタフェース66
2a上のルートの色の変更は、ペースの変更、高度の変更等に対応してもよい。所望の場合
、ユーザは、異なるモニタされたメトリックの間で切り替えを行う能力を有し得る(また
は経時的なパラメータ間の周期的なスイッチによるように、これが自動的に遂行されても
よい)、そして最初はルート778の表示は1つのメトリック(例えばペース)に対してコード
化された色であってもよく、そしてその後は、ルート778は別のメトリック(例えば心拍数
または高度)に対してコード化された色であってもよい。この機能の例は、ユーザが1つの
パラメータと別のパラメータとの間で、表示されたルート778を選択的に変更することを
可能にするインタフェース要素782によって図164に例示されている。別の代案として、所
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望の場合、1つを超えるパラメータに関する情報を同時に提供するようにルート778の表示
を分割することができる。ルート2600の表示と共にユーザにこの情報を提供することは、
ユーザがパフォーマンスを改善するのを助ける有益なトレーニングまたはコーチング情報
を提供するのに役立ち得る。
【０２４６】
本発明の例に係わるシステムおよび方法の、可能性のあるさらなる特徴
　本発明に係わるシステムおよび方法へのGPSまたは他の運動パフォーマンスモニタリン
グ特徴の取りこみは、他の特徴および機能性をさらに含む性能を提供する。そのような特
徴および機能性の様々な例をより詳細に以下に説明する。
【０２４７】
　或る活動(例えばゴルフ)を実行するか、都市またはもっと人口の密なエリア内を走る人
々にとって、パフォーマンスの間の「アクティブ時間」は、該活動で費やされたすべての
合計の時間よりももっと関心のあるものであってもよい。より具体的には、どの所定のワ
ークアウト(ランを含む)の間も、ワークアウト時間は少なくとも2つの関心の対象となる
異なる時間フレーム、すなわち「合計時間」(例えば、ワークアウトモードをアクティブ
にする時間から終了するまで)、およびその合計時間内の「アクティブ時間」を含んでい
てもよい。これらの2つの期間は、次の様々な理由のどれに関しても異なり得る：横断歩
道または赤信号で止まること；ルートに沿って誰かに話しかけるために止まること；案内
をチェックするか得るために止まること；ルートに沿って何かを見るために止まること；
ゴルフショットを打つために止まること；プレーまたはタイムアウトの期間(例えば、フ
ットボール、野球、バスケットボール、ホッケーなどにおいて)の間待つこと；ベンチに
座っていること；休んでいること等。これらの遅れは記録されたデータにおける望まれな
い不正確さを引き起こすことがあり得る(例えば、意図しないまたは避けられない遅れの
間中で時間カウンタを止めないことは、実質的にペース決定を低下させることがあり得る
)。従って、GPSシステム616/618および歩数計タイプセンサ622(または他のタイプの運動
活動に対する他のセンサ)を使用して、本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステ
ムおよび方法は、何時ユーザが移動をやめて「アクティブ時間」の時計を止めてしまうか
決定してもよい。しかし「合計時間」の時計は稼働続けさせてもよい。このように、より
正確な「ペース」の決定は「アクティブ時間」の時計上においてのみ行われ得る。そのよ
うなシステムは、ユーザにアクティブ時間と合計時間の両方を報告してもよく、そして、
どの時間を様々な計算(例えば、「あなたのワークアウトは2時間続きましたが、1.75時間
しか走っていません。どちらの時間がペースの計算に対してより正確でしょうか？」)の
ために使用するべきかの選択をユーザに与える。
【０２４８】
　いくつかの事例で、ランナーは止まった場合(例えば、ストップライトで、話をするた
め等)、その場で走るかまたはジョギングするだろう。本発明の少なくともいくつかの例
に係わるシステムおよび方法はまた、自動的に、例えば、GPSの位置が実質的に変化して
いないが、歩数計センサからの出力が地面との足の接触を示して生成され続けていること
に注目することによって、そのようなアクションを検出することができる。任意で、地面
と足の接触の特性の変化(足の動的な圧力プロファイルまたは地面との足の衝撃の角度の
変化等)は、実際にランニングすることと、その場でランニングすることとの間の差異を
示すために検出されてもよい。そのような事例において、より正確なデータを維持するた
めに、「アクティブ時間」の時計は停止される(より正確な「ペース」計算を維持するよ
うに)ことがあってもよい。しかし、全体のカロリー消費カウントは継続され(恐らく異な
るカロリー消費の速さで)てもよい。また、合計時間は累積し続けてもよい。
【０２４９】
　しかしながら、「アクティブ時間」の時計特徴のこの「自動休止」は、すべての状況で
所望とはされない可能性がある。例えば、レースまたは他の競技(一般的なトレーニング
またはワークアウトに対立するものとして)に対しては、「合計時間」の時計が「アクテ
ィブ時間」の時計と異なることは望まれない。従って、本発明の少なくともいくつかの例
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に係わるシステムおよび方法は、ユーザが「自動休止」特徴のオンとオフとを選択的に切
り替えることを可能にしてもよい。或いは、所望の場合、本発明の少なくともいくつかの
例に係わるシステムおよび方法は、少なくともいくつかの事例で、この特徴のオンとオフ
とを自動的に切り替えてもよい。例えば、レースが或る時間フレームにおいておよび或る
位置において開催されていて、そして、この情報が該時計にダウンロードされた場合、時
計は、ユーザが、注記された時間フレーム内に特定のルート(GPSを使用して)に沿って移
動して、特定の位置(GPSを使用して)にいるかどうかを自動的に検出し得る。パフォーマ
ンスのこれらの特徴が検出され、かつ予期されたパフォーマンス・メトリックが測定され
るか、所定の時間に存在する場合、時計は、自動的に「自動休止」機能をオフにし、ユー
ザが参加する「合計時間」を単に追跡するようにプログラムされかつ適合されてもよい。
ユーザの運動パフォーマンスが、異なる時間に、異なる位置で、かつ/または異なるルー
トに沿って行なわれる場合、「自動休止」機能性は維持されてもよい(ユーザがそれを望
む場合)。トライアスロンのような複合イベントのワークアウトにおいては、すべての時
間が、複数のイベントへの積極的な参加の間の時間さえも数えられるように自動休止機能
は無効にされてもよい。また、所望の場合、時計が、スイミングタイプのデータ、サイク
リングタイプのデータ、およびランニングタイプのデータ(またはイベントの特定の組合
せに対する他のデータタイプ)を自動的に捜し且つそれらのデータ収集を切り替えるよう
に「トライアスロンモード」は提供されてもよい。
【０２５０】
　様々な較正特徴および機能性は上記に記載されている。しかし、GPSシステム616/618ま
たは歩数計システム622によって測定された全体の距離は、所定のルートまたはルートセ
グメントに対してさえ、例えば、何処で通りを横断するか、カーブの内側または外側を走
るかどうか、GPSの利用可能性等により、次から次へと変化してもよい。該特定のルート
またはセグメントに対する平均値または中央値の「距離」を規定するために(任意で、異
なる平均または中央値の距離は、ルートまたはセグメントを走り得る各方向に対して維持
されてもよい)、本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法は、所定
のルートまたはルートセグメントに対するGPSおよび/または歩数計ワークアウトデータの
複数のセット(例えば、1人または数人の人々から集められた)を使用してもよい。一旦所
望のレベルのデータが所定のルートまたはセグメントに対して集められると、最終的に決
定された平均または中央値の距離は、将来の計算のための(本発明に係わるシステムおよ
び方法の任意のユーザに対して、GPSデータを持っておらず、歩数計を使用して、単にル
ートを走った(採られたルートについてシステムおよび方法に助言すると仮定して)ユーザ
のためにさえ)該ルートまたはセグメントの「確証された距離」とし、本発明に係わるシ
ステムおよび方法によって使用されてもよい。図165は、そのような特徴を含む例示的な
ユーザインタフェース662aを示す。歩数計622および/またはGPS 616/618によって集めら
れたデータは、より正確なデータがランに対して報告され得るように、かつ/または例え
ば予め決定されたルートがとられていない時におよび/またはGPSデータが信頼性が低いか
利用されない時によりよいデータを提供するためにより正確な歩数計測定が今後なされ得
るように、この「確証された距離」(上に注記されたように、GPSデータを使用せずに走っ
たユーザに対してさえ)に対してチェックされ較正されてもよい。
【０２５１】
　別の可能性のある特徴として、本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムおよ
び方法は、複数の潜在的に利用可能なソースのうちの1つから、特定のランまたはルート(
事後の)に対してユーザが距離を選ぶことを可能にしてもよい。所定のランまたはルート
については、距離データのいくつかの異なるソースは利用可能でもよく、例えばランの間
中ユーザに対して生成されたGPSシステム616/618データ、ランの間中ユーザに対して生成
された歩数計622データ、コミュニティGPS、またはそのルート(すでに説明したように)に
沿って先に測定されたデータに関する他のデータ、そのルートに関するマップデータ、す
でに説明した「確証された距離」、など。ラン・データがアップロードされた後、ユーザ
は、ルート上でどのデータソースを距離の測定に対して使用するべきか(そして、任意で



(81) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

、どのソースが最も正確なものであると考えられるか)に関して尋ねられてもよい。この
特徴の例は図165のユーザインタフェースボックス784によって示される。雲による覆い、
樹木または高層建築により、与えられたランに対する実際に測定されたGPSデータの精度
が落ち得る場合、ユーザは、自身の歩数計データまたは独自のマップデータがその日のラ
ンに対してより正確であると決定してもよい。ユーザが、あるポイントで、割り当てられ
たルートから幾分それているかもしれないと考える場合、またはそれらのランがいくつか
の非線形のセグメント(例えば、ジグザグ等)を含んでいた場合は、ユーザは、それらの実
際に生成された歩数計および/またはGPSのデータはその日のランに対してとても正確であ
ると決定してもよい。いくつかの異なる距離測定ソースからの測定結果のユーザに対する
プレゼンテーションは、該データおよび全体のシステムに対するユーザの信頼を高めても
よい。GPSまたは歩数計、ルート案内、またはルートの他の特徴によって定められるよう
なルート距離の精度についてコメントするか評価するよう、ユーザにポーリングすること
があってもよい(例えばウェブサイトを使用する時に)。この情報は、精度を高めるために
再考されるか再度測定される必要があり得る部分に関連づけられる、それらのルートおよ
び距離の部分を識別するために、システムオペレータによって使用されてもよい。
【０２５２】
　いくつかの事例において、システムは、GPSデータ等の各種データの感知された精度レ
ベルを追跡し(例えば、途中の様々な地理的にタグ付けされたポイントに「信頼水準」ま
たはGPS信号強度レベルをマークすることによって)、そして、GPSデータが或る閾値より
下に落ちた時に自動的に他のデータ(または最も「信頼できるデータ」 )を使用してもよ
い。このタイプの信頼水準は任意のタイプのセンサに対して決定されてもよく、そして、
他のデータは、可能な限り正確な結果が得られていることを確実にするために適切な回数
において使用されてもよい。
【０２５３】
　較正特徴の利用を促進しデータの精度を改善するために、本発明の少なくともいくつか
の例に係わるシステムおよび方法は、例えば本明細書において記載された様々な修正また
は較正技術によってその精度を改善したデータとは異なる、未較正または未修正のデータ
を、ウェブサイトディスプレイ上にマークしてもまたは表示してもよい。図28はそのよう
な特徴の例を提供する。この図で示されるように、較正されたデータまたは訂正されたデ
ータとは異なる色(または他の外見特徴)で未較正または未修正のデータを示すことができ
る、データが未較正であると助言する、および較正手順を提案するポップアップが現われ
得る、可聴音または映像表示が提供され得る、など。すでに説明したように、様々な手順
は、ワークアウトが完了した後でさえ、データを較正するかまたは修正するために本発明
に係わるシステムおよび方法において利用可能になってもよく、そして、本発明に係わる
システムおよび方法は、任意のユーザのデータ精度を高めるために、実際のワークアウト
以外で生成されたデータおよび/または他のパーティによって生成されたデータを使用し
てもよい。したがって未較正または未修正のデータがウェブサイトへアップロードされる
と、インタフェース662aは、データを修正するようにユーザを促す(例えば、「あなたの
測定データを自動修正したいですか？」のようなメッセージの表示によって)ことがあっ
てもよく、ユーザは、自動修正または較正システムによって行なわれた変化を受け入れる
かまたは拒絶するかの最終機会を与えられてもよい。
【０２５４】
　図166は、様々なランの較正または修正の程度が表示された(例えば、凡例786に示され
るように、データは較正されていなくてもよく、個人ユーザの較正技術を使用して較正さ
れていてもよく、広域のコミュニティ情報などを使用して較正されていてもよい)例示的
なインタフェース662aを示す。インタフェース662aは、インタフェース・エリア788に示
されたように、データを較正するためにユーザにさらに様々なオプションを提供してもよ
く、次のようなオプションを提供し得る:グローバルデータを使用したすべての較正また
は修正；以前に較正されていないすべてのデータの較正または修正；および1つまたは複
数の個々に選択されたランの較正または修正等。いかなる所望のインタフェースおよび対
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話オプションも、本発明から逸脱しない範囲で、データ較正・修正特徴のこれらのタイプ
に対して提供され得る。
【０２５５】
　さらに、そのような自動修正または自動較正特徴は、本発明に係わるシステムおよび方
法が、ランの諸特性に基づいて測定された距離データ(例えば、歩数計622または他のセン
サで測定されたような)に対する修正係数のプロファイルを組み立てることを可能にして
もよい。より特定の例として、較正または修正情報は、様々な異なるペース、高地、高度
変化、ランの早い 対 遅い、ユーザの身長(歩幅に関連する)、ユーザ股下丈測定結果(歩
幅に関連する)、ユーザの体重などに対して保存されてもよい。その時、新しいランにつ
いては、そのラン(または該ランの様々な部分)の状況は、様々な保存された較正または修
正係数に対して注記された状況と対照して考慮され得、そして、ラン(または該ランの一
部分)に対する、最も適切な較正または修正係数が、該修正手順の中で使用されてもよい
。したがって、複数の修正または較正係数が、単一の全体のランに関するデータを修正す
るために適用されてもよく(例えば、1つの修正係数は平らな部分に関して使用され、別の
修正係数は上り坂の部分に関して使用され、別の修正係数は下り坂の部分に関して使用さ
れる、など)、異なる較正または修正係数が、同じ位置で異なるユーザに適用されてもよ
い。
【０２５６】
　本発明の少なくともいくつかの例に従ったシステムおよび方法上で利用可能であり得る
別の機能は、ダウンロード可能なイベントパッケージに関する。より具体的には、マラソ
ン、トライアスロンまたは他のレースのような公的(または他の)イベントについては、該
イベントに対するコースはユーザのシステム(例えば、ウェブサイトまたはネットワーク
化された演算装置経由で)にダウンロードされてもよい。これらのイベントは世界中のど
こに位置されてもよい。GPS、マップまたは他のデータを使用して、本発明に係わるシス
テムおよび方法は、イベントに対してユーザを訓練するのに役立つユーザの地理的なエリ
ア(またはユーザがいつか旅行するような他のエリア)内のコースまたはルートを走ること
を予期するようにプログラムされかつ適合されてもよい。いくつかのより特定の例として
、実際のイベントコースの特定セグメントは、ユーザの地域内の特定の位置に一致しても
よい。高度変化に対するより特定の例として、実際のイベントが高さ125フィートを登る0
.5マイルの丘を有する場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、任意でレースプロセ
ス(例えば、トレーニングランで早い、トレーニングランで並みの、トレーニングランで
遅い等)における同様の全体時間で同様の特性を有する複数の地域ルートをユーザに提示
してもよい。実際のイベントに対するルート経路タイプおよび経路タイプの変化はまた、
地域ルートの適当な選択によって考慮され且つ模擬され得る。そのような地域トレーニン
グルートは、ユーザが実際のレースに対する準備を行うのをより良好に助け得る。
【０２５７】
　このタイプのトレーニング(例えば、模擬されたルート情報を将来のイベントに対して
使用すること)は、他の方法においてもランナーにとって有用であり得る。これらの特定
の模擬のセグメントにおけるトレーニングに関するデータは、実際のイベントの間に使用
されて、実際のイベントで走る時に、ユーザのフィニッシュタイムをよりよく見積もるの
に役立つ。イベント時間および日付が到来した時、(例えば、時間、カレンダーおよびGPS
データから)時計100はユーザがイベントにいるかどうかを自動的に知り、かつ、それによ
り該イベントに対する「レース」モードを入力することができる。例えば、時計100は、
コース案内データまたはイベントに関する他の以前に保存された情報を、ユーザに提供す
るようにプログラムされかつ適合されてもよい。また、上記の注記される模擬のトレーニ
ングランからのデータは、ユーザが予め定めた目標時間内にレースを終えることが可能に
なる様々な位置およびセグメントに対するレースでのよりよいペース目標および/または
スプリットタイムを、本発明に係わるシステムおよび方法が自動的に決定するのを助ける
のに有用であり得る。時計100は、レースが進行するにつれて(任意で、少なくとも一部分
は模擬の訓練データに基づいて、レースの間のこれまでのペースおよび接近中のセグメン
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ト上の予測ペースを考慮する)見積フィニッシュタイム(絶対時間またはレースタイミング
情報)を表示するようにプログラムされかつ適合されてもよい。これらのペース目標およ
び/または所望のスプリットタイムは、 時計100に提供されるかまたはそれにより計算さ
れて、そして、イベントのコースの間でランナーにフィードバックを与える(例えば、ゴ
ールタイムを達成するためのペース変更の必要性に関してリアルタイムフィードバックを
提供すること)ために使用されてもよい。
【０２５８】
　イベントルート(またはその部分)を模擬する地域ルートを決定するのではなく(または
決定するのに加えて)、このタイプのダウンロード可能なイベントパックは、ユーザに適
切なトレーニングランまたはプログラムを提供するトレッドミルをプログラムするために
使用されてもよい。例えば、トレッドミルの傾斜プロファイルはランナーを実際のイベン
トに対してマッチさせるか訓練するために変更されてもよく、かつ/またはトレッドミル
の速度は、実際のイベントに対する所望または目標のペースに調節されてもよい(例えば
、予め決定されたゴールタイムを達成するために)。さらなる特徴として、所望の場合、
トレッドミルは、ランナーがトレッドミル上で「コースを走る」につれて、実際のイベン
ト位置を通した移動を示す映像ディスプレイを装備していてもよい。
【０２５９】
　上記に注記されたように、所望の場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、ユーザ
または他の者に対して、様々なルートまたはルートの部分に関する情報を評価し、ランク
付けし、提供するよう促してもよい。様々な評価、ランク付けまたは他のルート上の高度
変化、ルート上の移動の方向、ルートの長さ、ルート上の表面、施設の利用可能性、環境
要因(例えば、風が強い、風景がよい、湿気が多い等)、工事情報、ルート迂回情報等、な
どの情報が集められてもよい。共通ランク付けまたは評価システムは、異なるルートの容
易な比較を可能にしかつ/またはユーザがその能力に対して適切な新しいルートをよりよ
く選択することを可能にするように提供されてもよい。どんな所望のランク付けまたは評
価システム、例えば、「星」評価(例えば3つ星の困難性)、数的な評価(例えば高度変化に
対するクラス4ルート)、色で分類された評価(例えば黒色菱形評価)等も使用されてもよい
。所定のルート上の複数の個人からのデータが集められてもよく、そして最終的に割り当
てられた評価またはランク付けは、評価またはランク付け(例えば、平均、中央値など)の
全体のサンプルから決定されてもよい。コミュニティシステムはまた、ユーザのコンディ
ショニングに対する評価システムを提供することがあってもよく、その結果、ユーザが同
様のコンディショニング特性を有する他のユーザの視点から、ルートランク付け情報を見
ることがあってもよい。個々のユーザのコンディショニングはまた、様々なルートに対す
るシステムのランク付けを決定する際に考慮に入れられてもよい(または、異なるランク
付けレートは、異なるレベルのコンディショニングに対して、システムによって提供され
てもよい)。
【０２６０】
　多数の個人からのデータを考慮に入れる共通のランク付けシステムが展開されていなく
ても、個人からの評価およびランク付けは他の人にとって有用であり得る。可能性のある
別の特徴として、本発明の例に係わるシステムおよび方法は、1人のユーザが自身のルー
トに関するランク付けまたは考えを、同じルートに関する別のパーティのランク付けまた
は考えと比較することを可能にしてもよい。この他のパーティが、ユーザにとって公知の
ルートをどのように評価したか確かめることによって、ユーザは、この同一パーティによ
ってランク付けられた他のルートの特性についてのよりよい考えを有することができる(
例えば、それは、ユーザが自身のルートの特徴づけを、他の者による該ルートの特徴づけ
と比較して、他の者がルートの困難性について同様のランク付けを有しているかどうかを
確かめることを可能にしてもよい)。所望の場合、ルートランク付け情報はまた、検索可
能であってもよい。
【０２６１】
　すでに説明したように、本発明の例に係わるシステムおよび方法のコミュニティ環境特
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徴を使用して、様々なワークアウトのルートに関する多くのデータが生成され集められて
もよい。何人かのユーザは、彼らが走るルートに関する情報にコミュニティ全体がアクセ
スすることを、少なくとも個人レベルでは、欲しないことがある。従って、本発明の例に
係わるシステムおよび方法は、ユーザにそのルートデータが集められ共有されることから
「脱退する」機会、または匿名および/または統制を少なくとも提供する機会、そしてデ
ータ量および/またはデータが共有されるユーザの数を制限する機会を与えてもよい。
【０２６２】
　さらなる可能性のある例として、所望の場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、
様々なユーザに、或る成績に対する報奨としておよび/またはワークアウトの励みとして
、ルートを提供することがあってもよい。例えば、或るマイル数または距離に(任意で特
定された期間内に)及んだ人は、地理的なエリアに「報奨ルート」を送られ、そして、該
ルートに対する時間を公表するよう招かれてもよい。贈り物などの他の特徴が該報奨とと
もに含まれていてもよい。そのようなルートは、直接に、または上に記載されたコミュニ
ティネットワークの接続を通しての何れかで、時計100へ送られ得る。
【０２６３】
　ユーザによって携帯された(時計100のような)携帯機器が直接の通信性能(例えば、携帯
電話、WiFi、WANまたは他の通信技術によって)を有している場合、所望の場合、ユーザは
、例えば、GPSによって決定されるような現在の位置に基づいた様々なルートに関するリ
アルタイムの更新事項を受信することがあってもよい。そのような情報は、天気情報、緊
急情報(ユーザの配偶者または別の人によって送信される情報のような、地域のまたは個
人の何れかの緊急事態)、地域の警察活動情報などを含むことがあってもよい。
【０２６４】
　本発明の例に係わるシステムおよび方法は、ユーザが、異なるルート上の活動を比較す
ることを可能にする「努力」メトリックをさらに提供してもよい。例えば、1人のユーザ
のラン・データは、18分で完了した200フットの高さの増加を有する2マイルのアスファル
トルートを示してもよい。一方、別のユーザのデータが、21分で完了した252フットの高
さの増加と1.9マイルのトレイルルートとを示してもよい。どのユーザがそれぞれのワー
クアウトにおいてより多くの「努力」を費やしたか決定するために、メトリックは展開さ
れ得る。距離、タイミング、経路タイプ、高度および高さの増加に加えて、様々なユーザ
の体重および身長、コンディショニング履歴等のような他の要因は、これらの異なるルー
トおよび活動を比較できる共通のメトリックを得るために、努力メトリックを決定する際
に考慮に入れられてもよい。そのような努力メトリックを使用して、チャレンジが展開さ
れることができるかもしれない。それは例えば、誰が所定の期間内に最多の「努力メトリ
ック」ポイントを 獲得することができるか等に関するチャレンジなどである。ゴルフ(ま
たは他の活動)でハンディキャップをつけることと同種の手法において、例えば、公平な
立場、または異なる能力の他の人と直接比較するための共通のスコアリングシステムなど
を提供する試みにおいて、このタイプの努力メトリックを使用することができる。
【０２６５】
　上記に注記されたように、本発明の例示的な保存されたルートおよびコミュニティ局面
はまた、ユーザが新しいルートを選択し、およびデータベース内の既存ルートに関する情
報を獲得する(例えば、人気のあるルートを見つける)のを助けるために有用になり得る。
特定のルートまたはその部分に関して保存されてもよい、およびユーザに利用可能になっ
てもよい情報のうちのいくつかは、次を含み得るが、これらに限定されない：該ルートを
走った人々の数；該ルートを走る1日のうち最も人気のある時間帯；該ルートを走る最も
人気のある日；該ルート上の活動のタイプまたは活動種目(例えば、サイクリング、ラン
ニング、ウォーキング、スイミング、ボート、ローイング、ドライブなど)、該ルートに
関するナビゲーション情報；該ルートを走る最も人気のある方向(例えば、右回り、左回
り)；該ルート上の各方向を走る人々のパーセンテージ等。この情報は、ユーザが何時特
定のルートを走るのを好み得るか、および/またはどの程度そこを走りたいと欲し得るか
を決定するのを助けることができる。
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【０２６６】
　ランニングしているまたは他の運動パフォーマンスに参加している時に、多くのユーザ
は、パフォーマンスの間の娯楽に役立てるため、ラジオまたは記録した音楽を聞くおよび
映像を見るなどを好む。本発明の例に係わるシステムおよび方法へのGPSの取りこみは、
様々なオプションおよび機能を提供するために、この可聴情報または映像情報と共に使用
されてもよい。例えば、運動パフォーマンスの間、ラン中にユーザに提供される歌または
他の情報は、GPSデータからの位置情報にタグ付けされていてもよい。後のワークアウト
中に、ユーザは、歌(または提供された他の情報)をスキップし、「次の」歌(または他の
情報)が提供されるよう要求することを望んでもよい。本発明の少なくともいくつかの例
に係わるシステムおよび方法は、以前にこの同じ地理的な位置でユーザに提供された歌(
または他の情報)から「次の」歌(または他の情報)を選ぶようにプログラムされかつ適合
されてもよい。また、所望の場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、スキップされ
た歌が再びユーザに提供されないように、少なくともその特定の位置(またはその近くで)
では提供されないように、または少なくとも同様のワークアウト状況の間は提供されない
ように、スキップされた歌(または他の情報)をマークしてもよい。
【０２６７】
　本発明の例に係わるシステムおよび方法のユーザは、特定のルートおよび/または特定
のペースにマッチさせるために、歌(または他のメディア)の再生リストを作成してもよい
。これらの再生リストは、例えば、ユーザの認可された「友達」の特定のグループに、全
体としてはコミュニティ等に、利用可能にしてもよく、そして、該システムのユーザは利
用可能な再生リスト(任意で、特定のルートを目標としたおよび/または特定のペースを目
標とした)を検索するかブラウズすることができる。所望の場合、他の者は再生リストを
ダウンロードし、かつ/または任意で、コンピュータ200によってアクセスされるコミュニ
ティインタフェースを通して再生リスト、または再生リストを構成する歌を購入すること
があってもよい。GPSシステムは、適切な歌がルートに沿って適切な場所で流れているこ
とを確実にする(例えば、もとの再生リスト作成者が走ったのと同じ一般的なペースで新
規のユーザが走ると仮定して)ことがあってもよい。
【０２６８】
　別の機能として、本発明の少なくともいくつかの例に係わるシステムおよび方法は、ユ
ーザにラン・リマインダ(例えば、時計ディスプレイ上に現われる; 可聴式、映像形式、
テキスト形式;電子メールまたはインスタントメッセージ経由;等)を送るようにプログラ
ムされかつ適合されてもよい。ユーザがしばらくの間(例えば2日間)ランニングをしなけ
れば、時計(または他の装置)がその時、リマインダを送るようにプログラムされかつ適合
されてもよい。リマインダは、GPSデータに基づいて立地的に(例えば、「あなたはビーコ
ン丘ルートに近づいています。それに登りましょう!」)、季節的に(例えば、「春が来ま
した。川に沿ってランしましょう!」)、ユーモア的に、叱咤的に、駆り立てるように、有
名人またはコーチから、配偶者またはユーザが知る他の人から等、であってもよい。任意
の所望のタイプのリマインダは本発明から逸脱しない範囲で提供されてもよい。
【０２６９】
　また別の特徴として、本発明に係わるシステムおよび方法は、ユーザが、公表されたル
ートから決まってそれるのがいつかを指摘することがあってもよい。公表されたルートか
らの繰り返しのずれが指摘される場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、最も共通
して指摘されるずれに対応するために、または新しいルートを開発するために、保存され
たルートを少なくとも一時的に変更してもよい。そのような繰り返しのずれは、道路工事
などのように、もとの公表されたルートにはある種の問題があるなどのインディケータを
構成してもよく、そして、この情報はシステム管理者を動かして、このルートまたはその
セグメントの現状を調査させるように使用されてもよい(そして、任意で、更新を提供し
かつ/またはコミュニティウェブサイト経由でルートを更新してもよい)。
【０２７０】
　本発明の他の特徴は、集められたGPSデータの結果として、ならびに様々な個人の「ル
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ート」を知るおよび/またはそれを決定するシステムの結果として、開発されてもよい。
例えば、システムは、個人が使用するルートを知ることになるので、システムは、他の人
による同じルート(またはそれの部分)の利用について、誰がそれを走るか、どのくらい多
くの人々それを走るか等を、その個人に伝えることができる。システムは、人にルートの
「追加」または「代案」を提供する(リアルタイムにおいて、またはネットワーク接続の
部分としてのいずれか)、例えば、それらのルートを追加するようにチャレンジを提供す
る(ルートにさらなる半マイルを追加したいかどうかユーザに尋ね、そして、該チャレン
ジが受け入れられた場合、GPSシステムを使用して今のルートにそれを自動的に追加する
など)ことがあってもよい。これはリアルタイムに遂行されることができる(例えば、運動
者がよい個人のペースでランニングしていることがシステムに分かる場合、それは距離を
追加するようまたは個人のベストを刻むためにペースを上げるよう提案し得る)。GPSの特
徴を使用して、ルートがすでに説明した方法で「急いで」の決定として変更される時でさ
え、システムは、なお、運動者を、自身のホームベースまたは出発点に戻すことがあり得
る。
【０２７１】
　複数のソースからのルートについてのより広域の知識のために、本発明の少なくともい
くつかの例に係わるシステムおよび方法は、既存ルートのセグメントの組合せに基づいて
、新しいルートを作ることができてもよい(例えば、1つのルートの部分を別のルートと組
み合わせることによって、ルートをともに加えることによって、あるルートから別のルー
トへ交差することによって等)。交差するルートまたは接近して位置している個々のルー
ト(トレイルルートを含む)は、全部または一部分において連結されて、ユーザに対して異
なるオプションおよび異なるルートを構成することができる。これらのタイプの代案をユ
ーザに利用可能にすることは、風景を新鮮に、そしてワークアウトをより楽しくするのに
役立ち得る。所望の場合、これらの代案は、例えば、様々な地理的なポイントに接近して
いる時に、GPSを使用して決定されたように、ユーザに急いで提供することができる。
【０２７２】
　所望の場合、本発明に係わるシステムおよび方法は「タイミング」機能を提供すること
ができる。ユーザがワークアウトへ時間制限(例えば、「私は今日45分間しか行うことが
できない」)を入力した場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、ユーザが所望の時
間フレーム内に彼らのホームベースまたは出発点に戻るルートを開発することができる。
ランナーの典型的またはヒストリカルなペースを使用して、例えば、このルートを開発す
ることができ、そして、更に、経過時間およびユーザの現在のパフォーマンス(例えば、
これまでのペースを含んで)に依存して、ルートはそれを延長するか短くするために必要
な場合急いで変更することができる。別のオプションとして、所望の場合、時計100は、
ワークアウトを延長させてくれるようまたはワークアウトを短くさせてくれるよう依頼す
るユーザからの入力を、急いで受け入れることがあってもよい(例えば、任意で、5分また
は10分のインターバルでユーザがワークアウトに対して時間を加えるか引くことを可能に
するボタン106)。この種のボタンがアクティブになると、ルートは、新しく入力された時
間フレームに適応するために自動的に変更され得る(したがって、示されたルートは修正
され得る)。
【０２７３】
　他の「リアルタイム」または「急いで」の特徴は、本発明のコミュニティおよびネット
ワーク化された特徴を包含する本発明に係わるシステムおよび方法によって提供されても
よい。例えば、所望の場合、時計100は、個人が現在走っている(または、他の活動に取り
掛かっている)コミュニティの他の人に助言するために使用されてもよい信号を生成する
ことがあってもよい。所望の場合、本発明に係わるシステムおよび方法は、GPSデータを
使用して、ユーザがラン、ワークアウトまたはレース中に地理的に友達の1人の近くにい
る時に(例えば、GPSまたは別の人に関連づけられた他のセンサによって決定されるように
)、任意で、その別の人もワークアウトを行っている間だけ、ユーザに助言する(例えば、
「友達に近づいてきています;友達に追いついてください!」)ことがあってもよい。該シ
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ステムは、コミュニティの他の人と共にランをスケジュールするために、または他の人に
、典型的なランニングのスケジュールを知らせるために、使用され得る。別のオプション
として、時計装置100自体に通信性能を有するシステムに対して、同時にワークアウトし
ている2人の地理的に離れているユーザは互いに通信する(例えば、「押して話す」タイプ
の機能、または可聴メッセージを送る送受信兼用の無線タイプの通信を利用する)ことが
可能にされ得る。
【０２７４】
　用語「ラン」、「ワークアウト」、「パフォーマンス」、「運動パフォーマンス」、「
イベント」などは、本明細書において様々な異なる場所で用いられている。これらの用語
は交換可能に使用され、そしていかなる特定のタイプの活動、いかなる特定のタイプのワ
ークアウト、および/またはいかなる特定のタイプの利用の環境にも限定するようには考
えられるべきではない。例えば、これらの用語はワークアウトセッション、トレーニング
セッション、実際のレースまたはイベント、練習セッション、個人のトレーニングセッシ
ョン、コーチまたはトレーナにモニタされたトレーニングセッション、および/または屋
内の活動、屋外活動、ジム活動、遊び場活動などを含む任意の所望のタイプの身体的活動
を説明するために使用されてもよい。
【０２７５】
発明のさらなる態様
　図167～309は典型的に本発明の装置の様々な代替態様を前の態様と同様の時計の形で開
示する。該時計の態様は全般的に携帯用電子モジュールおよびキャリヤまたはリストバン
ドを含む。様々な電子モジュールは、図1～85の態様と同様のUSBタイプ装置の形をしてい
てもしていなくてもよい通信部材を組み込んでもよい。図1～85の態様の特徴および全般
的な動作の多くが、図167～309の態様に概ね適用可能であることが理解されるべきである
。さらに、本明細書において論じられたユーザインタフェースおよびGPSの機能性は、図1
67～309のこれらの態様のうちのどれにも等しく適用可能であり、かつ運動パフォーマン
スモニタリングシステムにおいて使用することができる。以下の記載では該態様のさらな
る機械的構造に注目する。
【０２７６】
　図167～193は、符号1010で全体として指定された本発明の時計の態様を開示する。時計
1010の構造は、図1～21の時計10に非常に類似している。電子モジュール1012は電子モジ
ュール1012の収納容器1016に対してフレキシブルなUSBコネクタの形をしたデータ転送部
材1024を有している。収納容器1016は、その底部部材1022における中央開口部1026を有す
る。底部部材1022はさらに、中央開口部1026の概ね周囲にへこみ部分1028を有する。USB
コネクタ1024は基部1030、および基部1030から延在する脚体1032を有する。基部1030は、
基部1030から概ね上へ垂直に延在するポスト1034を有する。基部1030は、へこみ部分1028
に形において対応するように、大きさを合わせられる。例示的な態様において、脚体1032
は基部1030と一体である。脚体1032は、USBコネクタ1024を形成するために脚体1032に組
み込まれた導線を有する。脚体1032はさらに可撓性材料から作られる。USBコネクタ1024
は、コントローラに動作可能に接続される。
【０２７７】
　接続された時、ポスト1034は中央開口部1026内に受けいれられ、一方、基部1030はへこ
み部分1028に受けいれられる。脚体1032は、USB導線を有する脚体1032の遠位端が電子モ
ジュール1012の外側周縁部を通り越して延在するような長さを有する。上に記載された態
様と同じように、電子モジュール1012はリストバンド1014に接続され、収納容器1016上の
突部はリストバンド1014の開口部に受けいれられる。リストバンド1014は、USBコネクタ1
024を受け入れるためにさらに開口部1026を有する。図169に示されるように、脚体1032の
フレキシブルな特性は、脚体1032がリストバンド1014の曲がった状態に適合することを可
能にする。この柔軟性は、ユーザにデータを転送する時にパーソナルコンピュータに接続
するための高度の能力を提供する。パーソナルコンピュータはUSBポートがどこに取り付
けられるかに関して多様である。従って、フレキシブルなUSBコネクタ1024であれば、ポ
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ートに対する接続はより簡単になる。
【０２７８】
　図174～176は、符号1110で全体として指定された時計のさらなる態様を開示する。時計
は、リストバンド1114に接続された電子モジュール1112を有する。リストバンド1114は第
1のへこみ部分1115および第2のへこみ部分1117を有する。へこみ部分1115、1117はそれぞ
れ立体的なカーブを有している。電子モジュール1112は、モジュール1112の周縁部から延
在するUSBコネクタ1124を有する。USBコネクタ1124は第1のへこみ部分1115または第2のへ
こみ部分1117のいずれかの内部に嵌合するように構成される。図175に示されるように、
電子モジュール1112はリストバンド1114に沿って回転させられてもよく、第1の構成にお
いて、USBコネクタ1124は第1のへこみ部分1115へ嵌合してもよい。電子モジュール1112が
第2の構成へ回転する場合は、USBコネクタ1124は第2のへこみ部分1117へ嵌合してもよい
。
【０２７９】
　図177～201は、全般的により構造的に統合されたUSBタイプのデータ転送部材を開示す
る本発明の時計の代替態様を開示する。
【０２８０】
　図177～179は、符号1210で全体として指定された時計の別の態様を開示する。時計1210
は、リストバンド1214に接続された電子モジュール1212を有する。電子モジュール1212は
永続的にリストバンド1214に接続されるか、または、前の態様と同じように、脱着可能に
リストバンド1214に接続されることができることが理解される。この態様は、電子モジュ
ール1212の収納容器1216に統合されたUSBコネクタ1224を有する。電子モジュール1212は
、収納容器1216の底部分に位置したスロット1280を有する。スロット1280は、収納容器12
16の側面部で開口部1282を有し、かつ収納容器1216内へと延在する。電子モジュール1212
は、モジュール1212の電気的コンポーネントに動作可能に接続されたUSBコネクタ1224を
有する。USBコネクタ1224は、電子モジュール1212の収納容器1216に枢動可能にまたは蝶
番式に接続される基部1284を有する。USBコネクタ1224は、USB接続1224を構成する導線を
支持する基部1284から延在する遠位端1286を有する。基部1284は、基部1284と遠位端1286
の間の拡張部材1288を含んでいてもよい。論考されたように、電子モジュール1212はすで
に説明したように同じユーザインタフェースを有し、すでに説明したものと同様の様式で
動作する。データを転送するために、ユーザはUSBコネクタ1212を旋回心軸の接続部のま
わりで旋回させ、その場合、USBコネクタ1224の遠位端1286は電子モジュール1212から概
ね横に延在する。その時、USBコネクタ1224は、コンピュータのUSBポートにすでに説明し
たように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ1224はコン
ピュータから取り外され、コネクタ1224は、図178に示されるように収納容器1216のスロ
ット1280へと旋回して戻る。その場合、USBコネクタ1224は、収納容器1216内に完全に収
納される。USBコネクタ1224の遠位端1286がつかみ部材をその上に有してもよいことが理
解される。その場合、ユーザはUSBコネクタ1224を指でつかんで旋回させてもよい。つか
み部材は、小突起またはテクスチャー表面のような様々な形式をとってもよい。次のこと
がさらに企図される：収納容器1216とUSBコネクタ1224との間に磁気接続が使用されても
よく、その場合、USBコネクタ1224は収納容器1216内にさらに押し込まれてもよく、その
結果、コネクタ1224が収納容器1216の外側へと部分的に戻されるような力が働くと考えら
れ、コネクタ1224がさらに旋回させられて収納容器1216の外側に出されてもよい。
【０２８１】
　図180～182は、符号1310で全体として指定された時計の別の態様を開示する。時計1310
は、リストバンド1314に接続された電子モジュール1312を有する。時計1310のこの態様は
、図177～179の時計1210の態様と同様である。時計1310は同様に、一体型のUSBコネクタ1
324を有する。上記の態様に同じように、収納容器1316はスロット1380を有する。USBコネ
クタ1324は、収納容器1316に枢動可能に接続される基部1384を有する。USBコネクタ1324
はより短い構成を持っており、上に記載されたコネクタ1324の脚体をなくしている。デー
タ転送のためには、ユーザは、図182に示されるように、USBコネクタ1324を収納容器1316
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から旋回させる。その場合、USBコネクタ1324はコンピュータに差し込むことができる。
一旦データ転送が完了すると、図181に示されるようにUSBコネクタ1324のプラグは抜かれ
て、収納容器1316へと旋回して戻る。
【０２８２】
　図183～185は、符号1410で全体として指定された時計のもう一つの態様を開示する。時
計1410は、リストバンド1414に接続された電子モジュール1412を有する。図183～185の時
計1410の態様は統合されたUSBコネクタ1424を有する。USBコネクタ1424は、電子モジュー
ル1412の電気機器回路に動作可能に接続される。USBコネクタ1424は、基部1482、遠位端1
484、および基部1482と遠位端1484との間に延在する長方形の中間の部分1486を有する長
方形の部材1480を含んでいてもよい。遠位端1484は、USBコネクタ1424の導線を支えても
よい。長方形の中間の部分1486はフレキシブルであってもよい。
【０２８３】
　図183および184にさらに示されるように、リストバンド1414はリストバンド1414の内部
表面1490上に長方形のスロット1488を有する。スロット1488はUSBコネクタ1424または長
方形の部材1480の形に概ね対応するための寸法になっていてもよい。USBコネクタ1424の
基部1482はリストバンド1414の下側中央部分1492に接続されてもよい。図185に示される
ように、USBコネクタ1424の基部1482は電子モジュール1412の直下のリストバンド1414の
下側中央部分1492に配置してもよい。さらに、USBコネクタ1424の基部1482は、例えば電
子モジュール1412の片側でリストバンド1414に沿った位置のような、様々な他の位置に配
置してもよい。論考されたように、USBコネクタ1424は、電子モジュール1412に電気的に
接続されるUSBコネクタ1424に支えられたフレキシブルな電気的部材を有する。フレキシ
ブルな部材はUSBコネクタ1424を通して遠位端1484における導線まで延在する。USBコネク
タ1424はリストバンド1414のスロット1488に嵌合する。例示的な態様において、USBコネ
クタ1424とリストバンド1414のスロット1488との間に締まりばめがあってもよい。USBコ
ネクタ1424がスロット1488に位置する時に、ユーザは手首に直交するように時計1410を身
につけることができる。データ転送のために、USBコネクタ1424の遠位端はスロット1488
から取り外されてもよい。その場合、遠位端1484は、コンピュータ上のUSBポートに差し
込むことができる。USBコネクタ1424の中間の部分1486のフレキシブルな性質はコンピュ
ータへの接続の容易さを向上させる。他の例示的な態様において、本発明から逸脱しない
範囲で、押しコネクタ、ボタン・コネクタ、嵌合的な戻り止め、バネコネクタ、またはUS
Bコネクタ1424とリストバンド1414のスロット1488との間の他のタイプの機械的コネクタ
があってもよい。
【０２８４】
　図185～187は、符号1510で全体として指定された時計の別の態様を開示する。時計1510
は、リストバンド1514に接続された電子モジュール1512を有し、かつ統合されたUSBコネ
クタ1524をさらに有する。この態様において、USBコネクタ1524は、リストバンド1514の
一部に完全に組み込まれる。従って、フレキシブルな電気的コネクタが電子モジュール15
12に接続され、そしてリストバンド1514の1つのセクション内に延在する。フレキシブル
な電気的コネクタはリストバンド1514の遠位端1582へ延在する。図186に示されるように
、リストバンド1514の他の端部1584はレシーバ1580を有する。図187に示されるように、U
SBコネクタ1524の導線を支える遠位端1582は、ユーザの手首のまわりのリストバンド1514
の固定のためのレシーバ1580内に嵌合する。データ転送のために、USBコネクタ1524の導
線を有する遠位端1582は、レシーバから取り外される。その場合、USBコネクタ1524は、
すでに説明したようにコンピュータに差し込まれる。
【０２８５】
　図188～189は、符号1610で全体として指定された時計の別の態様を開示する。この態様
は図186～187の態様と同様である。USBコネクタ1624の導線を支えるリストバンド1614の
遠位端1682を受け入れるために開口部1684を有するキャップ部材1680が提供される。バッ
クルのような他の公知の構造はユーザの手首のまわりのリストバンド1614を固定するため
に使用することができる。
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【０２８６】
　図190～192は、符号1710で全体として指定された時計の別の態様を開示する。時計1710
は、リストバンド1714に接続された電子モジュール1712を有する。図183～185の態様に同
じように、この態様は、リストバンド1714の一部における対応するスロット1780内に嵌合
する長方形の中間部分1782を有する統合されたUSBコネクタ1724を有する。USBコネクタ17
24の基部は、底つまりリストバンド1714の中央の部分に接続され、かつ電子モジュール17
12に動作可能に接続される。データ転送のために、USBコネクタ1724はスロット1780から
取り外される。その場合、遠位端はコンピュータのUSBポートに差し込まれる。
【０２８７】
　図193～197は、符号1810で全体として指定された時計の別の態様を開示する。時計1810
は、リストバンド1814に大部分が組み込まれる電子モジュール1812を有する。USBコネク
タ1824は、リストバンド1814に完全に組み込まれる。そこでは、USBコネクタ1824の導線
はリストバンド1814の遠位端1880で支えられる。本発明から逸脱しない範囲で、USBコネ
クタ1824は、USBコネクタ1824の導線をカバーするキャップ構造(リストバンド1814の遠位
端1880上に嵌合する)(図示せず)を含んでいてもよい。図196および197に示されるように
、リストバンド1814はフレキシブルであり、そこでは該バンドはユーザの手首のまわりに
巻かれ、そこでは、リストバンド1814の遠位端1880はリストバンド1814の下側に接続され
る。1つの例示的な態様において、図193、194および195に具体的に示されているように、
上記に記載されそして図2および3に示された構造と同様のポスト1874接続システムの利用
によって、リストバンド1814の遠位端1880はリストバンド1814の下側に接続されてもよい
。さらに、本発明から逸脱しない範囲で、別の例示的な態様において、および、図196お
よび197に示されたように、リストバンド1814の遠位端1880は、ベルクロ（商標）のよう
な面ファスナ1882の利用によって、リストバンド1814の下側に接続されてもよい。例えば
、リストバンド1814の遠位端1880は1つの面ファスナパッド1882を含んでいてもよく、か
つリストバンド1814の下側、電子モジュール1812の近くに別の面ファスナパッド1882を含
んでいてもよい。データ転送のために、リストバンド1814およびUSBコネクタ1824の遠位
端1880は、コンピュータ上のUSBポートに差し込まれてもよい。リストバンド1814およびU
SBコネクタ1824のフレキシブルな性質は、コンピュータへの接続の容易さを高める。
【０２８８】
　図198～201は、符号1910で全体として指定された時計の別の態様を開示する。時計1910
は、リストバンド1914に接続された電子モジュール1912を有し、かつ統合されたUSBコネ
クタ1924をさらに有する。図198および199にさらに示されるように、電子モジュール1912
の収納容器1916は収納容器1916の周縁部の概ねまわりに位置する溝1980を有する。収納容
器1916は、外面開口部を有するスロット1981をさらに有する。そこでは、スロット1981は
収納容器1916内へ延在する。USBコネクタは、基部1984、遠位端1986および中間部分1988
をその間に有する長方形のフレキシブルな部材1982を有する。USBコネクタ1924が電子モ
ジュール1912に動作可能に接続されることが理解される。USBコネクタ1924の基部1984は
収納容器1916の一端に接続される。中間部分1988は収納容器1916上の周溝1980内に嵌合す
る。そして、USBコネクタ1924の遠位端1986は外面開口部を通してスロット1981へ受けい
れられる。データ転送のために、遠位端1986はスロット1981から取り外され、コンピュー
タ上のUSBポートに差し込まれる。
【０２８９】
　図202～257は、キータイプのUSBタイプデータ転送部材を全般的に明らかにする本発明
の時計の代替態様を開示する。図202～257に示される次の態様において、キー部材は、全
般的に、データメモリをUSBコネクタに接続したUSB装置である。USBコネクタは時計また
はリストバンド上の開口部によって受けいれられる。また、時計はすでに説明したように
動作する。一旦運動パフォーマンスデータがUSB装置に記録されれば、USB装置またはキー
部材はリストバンドまたは時計から取り外される。その時、USB装置は、コンピュータのU
SBポートへ差し込むことができる。そこでは、運動パフォーマンスデータはコンピュータ
およびすでに説明した運動パフォーマンスモニタリングサイトのような離れた位置にアッ
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プロードすることができる。さらに上で論議されたように、リモートサイトからUSB装置
に他のデータおよび特徴が転送され、かつ電子モジュールに転送されることは理解される
。
【０２９０】
　図202～204は、全体として符号2010で指定された時計の別の態様を開示する。時計2010
は、リストバンド2014に接続された電子モジュール2012を有する。電子モジュール2012は
、第2の部分2015に動作可能に接続された第1の部分2013を有する。第1の部分2013は、上
記の態様に記載されたように全般的に、ディスプレイ、押しボタン式の入力部、センサ、
そして時計2010の動作のための様々な他のコンポーネントを含む。第2の部分2015は、USB
タイプ装置2025およびコネクタ部材2027を含むキー2024の形式をとる。コネクタ部材2027
は、開口部を有するボディ2028、およびボディ2028から延在する1対の弾力のある脚部203
0を有する。USB装置2025は、USBコネクタに接続されたデータメモリを有する。USBコネク
タ2025はボディ2028の開口部によって受けいれられる。脚部2030はリストバンド2014の一
部に接続する。一旦リストバンド2014に接続されると、リストバンド2014内に収納されて
いるフレキシブルな電子回路のリード線を介して、第2の部分2015が電子モジュールの第1
の部分2013に動作可能に接続されることが理解される。時計2010はすでに説明したように
動作する。一旦運動パフォーマンスデータが第2の部分2015のUSB装置2025に記録されると
、USB装置2025はリストバンド2014から取り外される。弾力のある脚部2030はリストバン
ド2014から取り外され、USB装置2025はボディ2028から取り外される。その場合、USB装置
2025はコンピュータのUSBポートへ差し込むことができる。その場合、コンピュータおよ
びすでに説明した運動パフォーマンスモニタリングサイトのような離れた位置に、運動パ
フォーマンスデータをアップロードすることができる。さらに上で論議されたように、リ
モートサイトからUSB装置2025に他のデータおよび特徴を転送することができ、かつ電子
モジュール2012に転送することができることが理解される。
【０２９１】
　図205～206は、全体として符号2110で指定された時計の別の態様を開示する。時計2110
は、リストバンド2114に接続された電子モジュール2112を有する。電子モジュール2112は
、図202～204の態様と同じように、第2の部分に動作可能に接続された第1の部分を有する
。第2の部分は、リストバンド2114のための折り畳み式の留め具機構2126の一部として機
能するキー部材2124を含む。そのような折り畳み式の留め具機構は当技術分野において公
知である。キー部材2124はUSB装置を含み、それは留め具機構2126から取り外され、すで
に説明したように、コンピュータのUSBポートに挿入されることができる。USB装置は本明
細書において示されるような異なる形式をとることができ、例えば装置は底にあって旋回
することがあってもよく、または装置は側面をスライドさせるキー形式の態様であっても
よい。
【０２９２】
　図207～208は、全体として符号2210で指定された時計の別の態様を開示する。時計2210
は、リストバンド2214に接続された電子モジュール2212を有する。電子モジュール2212は
、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。電子モジュー
ル2212は、電子モジュール2212の側壁から横に延在するUSBコネクタ2224を有する。リス
トバンド2214は、全般的に、リストバンド2214の中央の部分にへこみ部分2280を有する。
開口部2282は、さらに、へこみ部分2280でリストバンド2214に含まれている。電子モジュ
ール2212のUSBコネクタ2224はリストバンド2214の穴2282によって受けいれられる。時計2
210の動作はすでに説明したものと同一である。図211～212に示されたように、電子モジ
ュール2212およびリストバンド2214は、USBコネクタ2224が対辺表面上に配置されるよう
に、そして、リストバンド2214の反対の側の開口部2282へ嵌合するように、構成すること
ができることが理解される。
【０２９３】
　図209～212は、全体として符号2310で指定された時計の別の態様を開示する。時計2310
は、リストバンド2314に接続された電子モジュール2312を有する。電子モジュール2312は
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、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。この特有の態
様において、電子モジュール2312は、全般的に、リストバンド2314に一体的に接続される
か、またはそうでなければ、より永続的なタイプの接続をリストバンド2314に組み込む。
電子モジュール2312は脱着可能なキー部材2324を含む。例示的な態様において、キー部材
2324は、USBコネクタ2325およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。リストバンド2314
は概ね電子モジュール2312に隣接している側面上に開口部2380を有する。図210に示され
るように、開口部2380を通してUSBコネクタ2325を挿入することによって、キー部材2324
はリストバンド2314に脱着可能に接続される。そこでは、キー部材2324は、電子モジュー
ル2312に動作可能に接続される。時計2310の動作はすでに説明したものと同一である。
【０２９４】
　図213～219は、図209および210の時計と同じようなキー部材を有する時計のさらなる態
様を開示する。論考されたように、時計の全体の動作はすでに説明したものと同じである
。これらの態様において、キー部材は電子モジュールまたはリストバンドの異なる位置で
接続される。
【０２９５】
図213～214は、符号2410として指定された時計の態様を開示する。時計2410は、リストバ
ンド2414に接続された電子モジュール2412を有する。電子モジュール2412は、図1～21に
おいてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。電子モジュール2412は、永
続的にリストバンド2414に接続されるか、または前の態様と同様に、脱着可能にリストバ
ンド2414に接続されることができることが理解される。電子モジュール2412は脱着可能な
キー部材2424を含む。例示的な態様において、キー部材2424は、USBコネクタ2425および
メモリを有するUSB装置の形式をとる。図213～214に示されるキー部材2424は概ねコンパ
クトな設計を有する。キー部材2424は、コンパクトな長さを有する基部2480を有してもよ
い。そして、そこではUSBコネクタ2425はコンパクトな基部2480から延在する。コンパク
トな基部2480の外形寸法は所望のように多様になりえる。キー部材2424は、電子モジュー
ル2412における側面開口部2482を通して電子モジュール2412に動作可能に接続されてもよ
い。データ転送のために、キー部材2424は側面開口部2482から取り外されてもよい。そこ
ではUSBコネクタ2425は、コンピュータ上のUSBポートに差し込まれることができる。時計
2410の動作はすでに説明したものと同一である。
【０２９６】
　図215は、本発明から逸脱しない範囲で、図213および214と同様の時計の別の態様を開
示する。時計2410は、リストバンド2414に接続された電子モジュール2412を有する。電子
モジュール2412は、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様であ
る。電子モジュール2412は、永続的にリストバンド2414に接続されるか、または前の態様
と同じようにリストバンド2414に脱着可能に接続されることができることが理解される。
電子モジュール2412は脱着可能なキー部材2424Aを含む。例示的な態様において、キー部
材2424Aは、USBコネクタ2425Aおよびメモリを有するUSB装置の形式をとる。図215の電子
モジュール2412は、モジュール2412の頂上部分2484Aの近傍に、およびモジュール2412の
幅の概ね中間点に、開口部2482Aを有してもよい。キー部材2424A(図213のキー部材2424に
サイズにおいて類似している)は、電子モジュール2412と動作可能に接続するために開口
部2482Aへ差し込まれる。キー部材2424Aの長さおよび開口部2482Aの横位置は、キー部材2
424Aが開口部2482Aへ完全に差し込まれる時に、キー部材2424Aの遠位端2480Aが電子モジ
ュール2412の外縁部と概ね同じ高さにあるような寸法を有する。キー部材2424Aは、該外
縁部内にあるかもしれないし、この態様において、電子モジュール2412またはリストバン
ド2414の外縁部を過ぎて先へは延在しない。データ転送のために、キー部材2424Aは側面
開口部2482Aから取り外されてもよい。そこではUSBコネクタ2425Aは、コンピュータ上のU
SBポートに差し込まれることができる。時計2410の動作はすでに説明したものと同一であ
る。
【０２９７】
　図216～219は、符号2510として指定された時計の別の態様を開示する。時計2510は、リ
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ストバンド2514に接続された電子モジュール2512を有する。電子モジュール2512は、図1
～21においてすでに説明したような電子モジュール2512と同様である。リストバンド2514
に永続的に電子モジュール2512を接続することができるか、または前の態様と同じように
脱着可能にリストバンド2514に接続することができることが理解される。図216～219にお
いて、時計2510は、USBコネクタ2525およびコンパクトな収納容器2526の両方を含むキー
部材2524を含む。収納容器2526は、もし望まれれば、しるしを表示するためにパネルを含
んでいてもよい。さらに、リストバンド2514の遠位端2580は開口部2582を有する。キー部
材2524のUSBコネクタ2525はリストバンド2514上の開口部2582へ差し込まれてもよい。リ
ストバンド2514は、リストバンド2514内に延在するフレキシブルなコネクタを有し、開口
部2582に一旦挿入されたキー部材2524は、電子モジュール2512に動作可能に接続されるこ
とが理解される。USBコネクタ2525およびリストバンド2514は、リストバンド2514にキー
部材2524が所望のように接続され続けることを確実にするために嵌合的な構造を有しても
よい。この構造は締まりばめ、嵌合的な戻り止めまたは他の適切な保持構造を含んでいて
もよい。データ転送のために、キー部材2524はリストバンド2514上の開口部2582から取り
外されてもよい。その場合、USBコネクタ2525はコンピュータ上のUSBポートに差し込むこ
とができる。時計2510の動作はすでに説明したものと同一である。
【０２９８】
　図220～226は、全体として符号2610で指定された時計の別の態様を開示する。時計2610
は、リストバンド2614に接続された電子モジュール2612を有する。電子モジュール2612は
、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。この態様にお
いて、電子モジュール2612は、リストバンド2614に永続的に接続されてもよい。電子モジ
ュール2612は脱着可能なキー部材2624を含む。例示的な態様において、キー部材2624は、
USBコネクタ2625およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。図220～226において、電子
モジュール2612は、電子モジュール2612の側壁から横に延在するスリーブ2680を有する。
電子モジュール2612のUSBコネクタ2625は電子モジュール2612上のスリーブ2680によって
受けいれられる。キー部材2624の長さおよび幅ならびにスリーブ2680の横位置は、キー部
材2624がスリーブ2680へ完全に差し込まれる時に、キー部材2624が図220、222および223
に示されるような電子モジュール2612の外縁部と概ね同じ高さになるような寸法を有して
もよい。USBコネクタ2624およびスリーブ2680は、電子モジュール2612にキー部材2624が
所望のように接続され続けることを確実にするために嵌合的な構造を有してもよい。この
嵌合的な構造は締まりばめ、嵌合的な戻り止めまたは他の適切な保持構造を含んでいても
よい。時計2610の動作はすでに説明したものと同一である。
【０２９９】
　図227～230は、全体として符号2710で指定された時計の別の態様を開示する。時計2710
は、リストバンド2714に接続された電子モジュール2712を有する。電子モジュール2712は
、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。この態様にお
いて、電子モジュール2712は、リストバンド2714に脱着可能に接続されてもよい。図227
～230に示されるように、時計2710のこの態様は、電子モジュール2712がリストバンド271
4に脱着可能に接続されてもよい以外は、図220～226に対してすでに説明したような態様
と非常に類似している。電子モジュール2712は、モジュール2712の頂部端および底部端か
ら延在する2対の弾力のある脚部2730、2732を有する。脚部2730、2732の各対はリストバ
ンドの端部のうちの1つに接続し、それによって、リストバンド2714に電子モジュール271
2を接続する。この態様において、電子モジュール2712は、USBコネクタ2725およびメモリ
を有するUSB装置の形式をとる脱着可能なキー部材2724を含む。電子モジュール2712は、
電子モジュール2712の側壁から横に延在するスリーブ2780を有する。電子モジュール2712
のUSBコネクタ2725は電子モジュール2712上のスリーブ2780によって受けいれられる。キ
ー部材2724の長さおよび幅ならびにスリーブ2780の横位置は、キー部材2724がスリーブ27
80へ完全に差し込まれる時に、キー部材2724が図227および229に示されるような電子モジ
ュール2712の外縁部と概ね同じ高さにあるような寸法を有してもよい。USBコネクタ2725
およびスリーブ2780は、電子モジュール2712にキー部材2724が所望のように接続され続け
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ることを確実にするために嵌合的な構造を有してもよい。この嵌合的な構造は締まりばめ
、嵌合的な戻り止めまたは他の適切な保持構造を含んでいてもよい。時計2710の動作はす
でに説明したものと同一である。
【０３００】
　図231～234は、全体として符号2810で指定された時計の別の態様を開示する。時計2810
は、リストバンド2814に大部分が組み入れられる電子モジュール2812を有する。電子モジ
ュール2812は脱着可能なキー部材2824を含む。例示的な態様において、キー部材2824は、
USBコネクタ2825およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。図231～234に示されるキー
部材2824は、電子モジュール2812の頂部または底部に配置された電子モジュール2812の開
口部2880を通して電子モジュール2812に動作可能に接続される。キー部材2824の長さおよ
び開口部2880の横位置は、キー部材2824が開口部2880へ完全に差し込まれる時に、キー部
材2824が図232に示されるような電子モジュール2812の側壁と概ね同じ高さにあるような
寸法を有してもよい。USBコネクタ2825および開口部2880は、電子モジュール2812にキー
部材2824が所望のように接続され続けることを確実にするために嵌合的な構造を有しても
よい。この嵌合的な構造は締まりばめ、嵌合的な戻り止めまたは他の適切な保持構造を含
んでいてもよい。時計2810の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３０１】
　図235～237は、全体として符号2910で指定された時計の別の態様を開示する。時計2910
は、リストバンド2914に接続された電子モジュール2912を有する。電子モジュール2912は
、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。リストバンド2
914に永続的に電子モジュール2912を接続することができるか、または前の態様と同じよ
うに脱着可能にリストバンド2914に接続することができることが理解される。図235～237
において、キー部材2924は、リストバンド2914におけるキャビティ2980を通して電子モジ
ュール2912に動作可能に接続されるチップの形式をとる。チップ2924は、動作可能に電子
モジュール2912に接続するための導線をチップに組み込んでいてもよい。一旦運動パフォ
ーマンスデータがチップ2924上に記録されれば、チップ2924またはキー部材はリストバン
ド2914から取り外される。その時、チップ2924はチップ2924を受け入れるように構成され
たUSB装置へ差し込むことができる。その場合、USB装置は、コンピュータのUSBポートへ
差し込むことができる。その場合、運動パフォーマンスデータは、コンピュータおよびす
でに説明した運動パフォーマンスモニタリングサイトのような離れた位置にアップロード
することができる。チップ2924上の導線は、運動パフォーマンスデータを、チップ2924か
らUSB装置を通じてコンピュータに転送するために電気接続を提供する。時計2910の動作
はすでに説明したものと同一である。
【０３０２】
　図238～241は、全体として符号3010で指定された時計の別の態様を開示する。時計3010
は、リストバンド3014に大部分が組み入れられる電子モジュール3012を有する。電子モジ
ュール3012は脱着可能なキー部材3024を含む。例示的な態様において、キー部材3024は、
USBコネクタ3025およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。図239～241に示されるよう
に、リストバンド3014と電子モジュール3012との間にスロット3080が形成される。スロッ
ト3080は電子モジュール3012の下に配置される。そこではスロット3080は、USBコネクタ3
025に対する開口部3082を有する。図239に示されるように、キー部材3024は、スロット30
80の内部に、開口部3082の中へキー部材3024をスライドさせることにより、電子モジュー
ル3012に動作可能に接続されてもよい。キー部材3024の長さ、幅、および高さ、ならびに
スロット3080のサイズは、キー部材3024が開口部3082へ完全に差し込まれる時に、キー部
材3024が図240に示されるような電子モジュール3012の外縁部と概ね同じ高さになるよう
な寸法を有してもよい。USBコネクタ3025および開口部3082は、電子モジュール3012にキ
ー部材3024が所望のように接続され続けることを確実にするために嵌合的な構造を有して
もよい。さらに、スロット3080およびキー部材3024は、電子モジュール3012にキー部材30
24が所望のように接続され続けることを確実にするために第2の嵌合的な構造を有しても
よい。これらの嵌合的な構造は、締まりばめ、嵌合的な戻り止めまたは他の適切な保持構
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造、または任意のその他の組合せを含んでいてもよい。時計3010の動作はすでに説明した
ものと同一である。
【０３０３】
　図242～249は、符号3110として指定された時計の別の態様を開示する。時計3110は、リ
ストバンド3114に大部分が組み入れられる電子モジュール3112を有してもよい。電子モジ
ュール3112は脱着可能なキー部材3124を含んでいてもよい。例示的な態様において、キー
部材3124は、USBコネクタ3125およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。図242～249に
示されるキー部材3124は本発明の2つの異なる例示的な態様である。本発明から逸脱しな
い範囲で、キー部材3124の形およびサイズは図242～249と同様に変更されてもよい。
【０３０４】
　図242～249に示されるキー部材3124は、電子モジュール3112の下に隣接して位置するリ
ストバンド3114の開口部3180を通して電子モジュールに動作可能に接続される。キー部材
3124の寸法および開口部3180の位置は、キー部材3124が開口部3180へ完全に差し込まれる
時に、キー部材3124が電子モジュール3124の外縁部と概ね同じ高さにあるような寸法を有
してもよい。USBコネクタ3125および開口部3180は、電子モジュール3114にキー部材3124
が所望のように接続され続けることを確実にするために嵌合的な構造を有してもよい。こ
の構造は、締まりばめ、嵌合的な戻り止め、または他の適切な保持構造を含んでいてもよ
い。データ転送のために、キー部材3124はリストバンド3114上の開口部3180から取り外さ
れてもよい。その場合、USBコネクタ3125は、コンピュータ上のUSBポートに差し込むこと
ができる。時計3110の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３０５】
　図250～252は、全体として符号3210で指定された時計の別の態様を開示する。電子モジ
ュール3212は、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。
リストバンド3214に永続的に電子モジュール3212を接続することができるか、または前の
態様と同じように脱着可能にリストバンド3214に接続することができることが理解される
。電子モジュール3212は脱着可能なキー部材3224を含む。図250～252に示されるキー部材
3224は一方の端部にフランジ3225を有してもよく、その場合、導線はフランジ3225内に統
合される。キー部材3224は、電子モジュール3212上の溝3280を通してキー部材3224のフラ
ンジ3225をスライドさせることによって、電子モジュール3212の頂部または底部のいずれ
かにある溝3280またはスロットを通して電子モジュール3212に動作可能に接続される。一
旦運動パフォーマンスデータがキー部材3224上に記録されると、キー部材3224は電子モジ
ュール3212から取り外される。その場合、キー部材3224は、キー部材3224を受け入れるよ
うに構成されたUSB装置へ差し込むことができる。その場合、USB装置は、コンピュータの
USBポートへ差し込むことができる。その場合、運動パフォーマンスデータは、コンピュ
ータおよびすでに説明した運動パフォーマンスモニタリングサイトのような離れた位置に
アップロードすることができる。キー部材3234の導線は、運動パフォーマンスデータを、
キー部材3224からUSB装置を通してコンピュータへ転送するための電気接続を提供する。
時計3210の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３０６】
　図253～257は、全体として図220～226における態様と同様の符号3310で指定された時計
の別の態様を開示する。時計3310は、リストバンドに接続された電子モジュール3312を有
する。電子モジュール3312は、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12
と同様である。電子モジュール3312はリストバンド3314に永続的に接続することができる
か、または前の態様と同じように脱着可能にリストバンド3314に接続することができるこ
とが理解される。電子モジュール3312は脱着可能なキー部材3324を含む。例示的な態様に
おいて、キー部材3324は、USBコネクタ3325およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。
図253～257において、電子モジュール3312は、電子モジュール3312の底部または頂部から
横に延在するスリーブ3380を有する。電子モジュール3312のUSBコネクタ3325は電子モジ
ュール3312上のスリーブ3380によって受けいれられる。キー部材3324の長さおよび幅なら
びにスリーブ3380の横位置は、キー部材3324がスリーブ3380へ完全に差し込まれる時に、
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キー部材3324が図253に示されるような電子モジュール3312の外縁部と概ね同じ高さにあ
るような寸法を有してもよい。USBコネクタ3325およびスリーブ3380は、電子モジュール3
312にキー部材3324が所望のように接続され続けることを確実にするために嵌合的な構造
を有してもよい。この嵌合的な構造は、締まりばめ、嵌合的な戻り止め、または他の適切
な保持構造を含んでいてもよい。
【０３０７】
　図258～299は、全般的に統合型USBタイプデータ転送部材を開示する本発明の時計の代
替態様を開示する。
【０３０８】
　図258～262は、全体として符号3410で指定された時計の態様を開示する。図258～262に
おいて明示された時計3410は統合型USBタイプデータ転送部材3424を有してもよい。時計3
410は、リストバンド3414に接続された電子モジュール3412を有する。電子モジュール341
2は、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。電子モジュ
ール3412をリストバンド3414に永続的に接続することができるか、または前の態様と同じ
ように脱着可能にリストバンド3414に接続することができることが理解される。電子モジ
ュール3412は脱着可能な統合型USBタイプデータ転送部材3424を含む。例示的な態様にお
いて、統合型部材3424は、USBコネクタ3425およびメモリを有するUSB装置の形式をとる。
【０３０９】
　図259～260に示されるように、統合型部材3424は基部3426、および基部3426に枢動可能
にまたは蝶番式に接続されたUSBコネクタ3425を有する。統合型部材3424は、統合型部材3
424および電子モジュール3412を接続することを助けるために旋回心軸の接続部から延在
する複数の支持物または指状突起3428を有してもよい。支持物3428が、統合型部材3424の
基部3426上に位置する時に、統合型部材3424は、電子モジュール3412に動作可能に接続さ
れる。統合型部材3424は、電子モジュール3412の下に位置した対応するスロット3480を通
して、支持物3428をスライドさせることにより、電子モジュール3412に動作可能に接続さ
れる。支持物または指状突起3428、通常、中央の指状突起は、USBコネクタ3425を構成す
る導線を有する。論考されたように、電子モジュール3412はすでに説明したものと同じユ
ーザインタフェースを有し、すでに説明したものと同様の様式で動作する。データを転送
するために、ユーザは、旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネクタ3425を旋回させる。そ
の場合、全般的に、図179および181に示されるように、USBコネクタ3425は回転して統合
型部材3424の基部3426から離れる。その場合、USBコネクタ3425は、コンピュータのUSBポ
ートにすでに説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USB
コネクタ3425はコンピュータから取り外される。そして、図259および261に示されるよう
に、USBコネクタ3425は回転して統合型部材3424の基部3426の上へと戻る。時計3410の動
作はすでに説明したものと同一である。
【０３１０】
　図263～265は、全体として符号3510で指定された時計の別の態様を開示する。時計3510
は、リストバンド3514に脱着可能に接続された電子モジュール3512を有する。電子モジュ
ール3512は、電子モジュール3512をリストバンド3514の頂部に置くことによって、リスト
バンド3514に脱着可能に接続されてもよく、さらに、リストバンド3514と電子モジュール
3512との間に締まりばめまたは嵌合的な構造を使用して、リストバンド3514に接続されて
もよい。この態様は、電子モジュール3512の収納容器3516に統合されたUSBコネクタ3524
を有する。電子モジュール3512は、USBコネクタ3524に接続された電子モジュール3512の
収納容器3516の両側に1対のレバー3580を有してもよい。データを転送するために、ユー
ザは電子モジュール3512を取り外し、電子モジュール3512の両側のレバー3580を前にスラ
イドさせて、それによって、収納容器3516からUSBコネクタ3524をスライドさせる。さら
に、別の態様において、ユーザは、USBコネクタ3524を延ばすために収納容器3516内の旋
回心軸の接続部のまわりでUSBコネクタ3512を旋回させてもよい。その時、USBコネクタ35
24は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一旦デ
ータ転送が完了すると、USBコネクタ3524はコンピュータから取り外される。そして、ユ
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ーザはレバー3580をスライドさせて戻し、それによって、USBコネクタ3524を引っ込めて
収納容器3516内へと戻す。また、USBコネクタ3524は、収納容器3516のスロットへと旋回
させられて戻ってもよい。その場合、USBコネクタ3524は、収納容器3516内に完全に収納
される。USBコネクタ3524が収納容器3516内に戻された後、電子モジュール3512は、締ま
りばめまたは嵌合的な構造接続を使用して、リストバンド3514に再度取り付けることがで
きる。電子モジュール3512はつかみ部材(図示せず)をその上に有してもよく、その場合、
ユーザは、より容易に電子モジュール3512を取り外して交換するために、電子モジュール
3512をつかむことがあってもよいことが理解される。つかみ部材は、小突起またはテクス
チャー表面のような様々な形式をとってもよい。リストバンド3514と電子モジュール3512
との間で磁気接続を使用することができるかもしれないことがさらに企図される。時計35
10の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３１１】
　図266～268は、全体として符号3612で指定された電子モジュールの別の態様を開示する
。前の態様と同様に、時計(時計およびリストバンドはこの態様においては示されない)を
構成するために、電子モジュール3612はリストバンドに接続されてもよい。電子モジュー
ル3612をリストバンドに永続的に接続することができるか、または前の態様と同じように
脱着可能にリストバンドに接続することができることが理解される。この態様は、電子モ
ジュール3612の収納容器3616に統合されたUSBコネクタ3624を有する。電子モジュール361
2は、収納容器3616の底部分に位置するスロット3680を有する。スロット3680は開口部368
2を有し、2つの突部3684が開口部3682の両側から延在する。USBコネクタ3624は、USBコネ
クタ3624の両側の2つの穴3628に接続される突部3684を持った電子モジュール3612の収納
容器3616に枢動可能にまたは蝶番式に接続される基部3626を有する。さらに、別の態様に
おいて、収納容器3616は、開口部3682の両側に2つの穴3628を含んでいてもよく、そして
、USBコネクタ3624は、電子モジュール3612の収納容器3616上の2つの穴3628へ接続する突
部3684を含んでいてもよいことは理解されるべきである。USBコネクタ3624は、USB接続36
24を構成する導線を支える基部3626から延在する遠位端3630を有する。データを転送する
ために、ユーザは、旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネクタ3624を旋回させる。その場
合、USBコネクタ3624の遠位端3630は、電子モジュール3612から概ね横に延在する。その
場合、USBコネクタ3624は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続するこ
とができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ3524はコンピュータから取り外
され、そして、USBコネクタ3624は、図267に示されるように、収納容器3516のスロット35
80へと旋回させられて戻る。そこでは、USBコネクタ3624は、収納容器3516内に完全に収
納される。USBコネクタ3624の遠位端3620はつかみ部材をその上に有してもよく、そこで
は、ユーザはUSBコネクタ3624を指でつかんで旋回させてもよいことが理解される。つか
み部材は、小突起またはテクスチャー表面のような様々な形式をとってもよい。次のこと
がさらに企図される：収納容器3616とUSBコネクタ3624との間に磁気接続が使用されもよ
く、その場合、USBコネクタ3624は収納容器3616内にさらに押し込まれてもよく、その結
果、USBコネクタ3624が収納容器3616の外側へと部分的に戻されるような力が働くと考え
られ、その場合、USBコネクタ3624がさらに旋回させられて収納容器3616の外側に出され
てもよい。時計の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３１２】
　図269～271は、全体として符号3710で指定された時計の別の態様を開示する。時計3710
は、リストバンド3714に接続された電子モジュール3712を有する。電子モジュール3712は
リストバンド3714に永続的に接続することができるか、または前の態様と同じように脱着
可能にリストバンド3714に接続することができることが理解される。この態様は、電子モ
ジュール3712の収納容器3716に統合されたUSBコネクタ3724を有する。電子モジュール371
2は、収納容器3716の底部分に位置したスロット3580を有する。スロット3780は収納容器3
716の側面部に開口部3780を有し、収納容器3716内に延在する。USBコネクタ3724は、電子
モジュール3712の収納容器3716に枢動可能にまたは蝶番式に接続される基部3726を有する
。USBコネクタ3724は、USB接続3724を構成する導線を支える基部3726から延在する遠位端



(98) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

3728を有する。論考されたように、電子モジュール3712はすでに説明したものと同じユー
ザインタフェースを有し、すでに説明したものと同様の様式で動作する。データを転送す
るために、ユーザは、旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネクタ3724を旋回させる。その
場合、USBコネクタ3724の遠位端3728は、電子モジュール3712から概ね横に延在する。そ
の場合、USBコネクタ3724は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続する
ことができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ3724はコンピュータから取り
外される。また、USBコネクタ3724は、図169に示されるような収納容器3716のスロット37
80へと旋回させられて戻る。その場合、USBコネクタ3724は、収納容器3716内に完全に収
納される。USBコネクタ3724の遠位端はつかみ部材をその上に有してもよく、その場合、
ユーザは、USBコネクタ3724を指でつかみ旋回させられてもよいことが理解される。つか
み部材は、小突起またはテクスチャー表面のような様々な形式をとってもよい。次のこと
がさらに企図される：収納容器3716とUSBコネクタ3724との間に磁気接続が使用されても
よく、その場合、USBコネクタ3724は収納容器3716内にさらに押し込まれてもよく、その
結果、USBコネクタ3724が収納容器3716の外側へと部分的に戻されるような力が働くと考
えられ、その場合、USBコネクタ3724がさらに旋回させられて収納容器3716の外側に出さ
れてもよい。時計3710の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３１３】
　図272～273は、全体として符号3810で指定された時計の別の態様を開示する。時計3810
は、リストバンド3814に接続された電子モジュール3812を有する。この態様は、リストバ
ンド3814に脱着可能に接続される電子モジュール3812のための代替構造を論じる。すでに
説明したような方法および本出願全体を通しての様々な方法のうちのいずれかにおいて、
この態様は、全般的に、電子モジュール3812の収納容器3816に統合されたUSBコネクタ382
4を有する。電子モジュール3812は、収納容器3816の底部側に突部3880を有する。突部388
0は概ね丸形の断面および大きくなっているヘッド部を有する。突部3880はリストバンド3
814における突部3880を受け入れるための寸法を有する受け口または開口部3815へ差し込
まれるのに適合している。電子モジュール3812の回転式接続および取り外しのための構造
が提供される。
【０３１４】
　さらに、図272～273に示されるように、電子モジュール3812は、リストバンド3814上の
受けいれ部分3884にフランジ部分3882を接続するための、収納容器3816から延在するフラ
ンジ部分3882を有する。リストバンド3884の受けいれ部分は長方形のスロット3886を有す
る。受けいれ部分3884の前面は、触覚感触を提供するためのガイドホール(図示せず)を有
することができる。長方形のスロット3886は、電子モジュール3812のフランジ部分3882を
受け入れる。受けいれ部分3884の下側は第1の係止溝および第2の係止溝を有してもよい。
第1の係止溝および第2の係止溝は、フランジ部分3882上の関連する構造との触覚感触を提
供するための位置決め穴を含むことができる。これらの溝は、電子モジュール3812のフラ
ンジ部分3882を受け入れる。電子モジュール3812をリストバンド3814に固定するために、
フランジ部分3882は、リストバンド3814の受けいれ部分3884にある長方形のスロット3886
と位置合わせされる。一旦フランジ部分3882が長方形のスロット3886と位置合わせされる
と、フランジ部分3882はスロット3886を通して差し込まれる。その場合、ユーザは、フラ
ンジ部分3882の第1の端部および第2の端部が第1の係止溝および第2の係止溝とそれぞれ位
置合わせされるように、電子モジュール3812を90度または180度回転させる。したがって
、電子モジュール3812は図191に示されたように取り付けられる。さらに、位置決め突部3
880は位置決め穴と位置合わせされてもよい。そうすることでユーザは電子モジュール381
2がリストバンド3814に適切に固定されていることがわかる。こうして、回転移動を使用
して、電子モジュール3812はリストバンド3814に対して連結可能でありかつ脱着可能であ
る。時計3810の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３１５】
　図274～276は、全体として符号3910で指定された時計の別の態様を開示する。時計3910
は、リストバンド3914に接続された電子モジュール3912を有する。電子モジュール3912を



(99) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

リストバンド3914に永続的に接続することができるか、または前の態様と同じようにリス
トバンド3914に脱着可能に接続することができることが理解される。この態様は、電子モ
ジュール3912の収納容器3916に統合されたUSBコネクタ3924を有する。電子モジュール391
2は、収納容器3916の底部分に位置したスロット3980を有してもよい。USBコネクタ3924は
、電子モジュール3912の収納容器3916に枢動可能にまたは蝶番式に接続される基部3926を
有する。USBコネクタ3924は、USB接続3924を構成する導線を支える、基部3926から延在す
る遠位端3928を有する。データを転送するために、ユーザは、旋回心軸の接続部のまわり
でUSBコネクタ3924を旋回させる。その場合、USBコネクタ3924の遠位端3926は、電子モジ
ュール3912から概ね横に延在する。その場合、USBコネクタ3924は、コンピュータのUSBポ
ートにすでに説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USB
コネクタ3924はコンピュータから取り外される。また、USBコネクタ3924は、収納容器391
6のスロット3980へと旋回させられて戻る。その場合、USBコネクタ3924は、収納容器3916
内に完全に収納される。USBコネクタ3924の遠位端3928がつかみ部材をその上に有しても
よく、その場合、ユーザは指でUSBコネクタ3924をつかんで旋回させてもよいことが理解
される。つかみ部材は、小突起またはテクスチャー表面のような様々な形式をとってもよ
い。次のことがさらに企図される：収納容器3916とUSBコネクタ3924との間で磁気接続が
使用されてもよく、その場合、USBコネクタ3924は収納容器3916内にさらに押し込まれて
もよく、その場合、USBコネクタ3924が収納容器3916の外側へと部分的に戻されるような
力が働くと考えられ、その場合、USBコネクタ3924がさらに旋回させられて収納容器3916
の外側に出されてもよい。さらに、スロット3980は、電子モジュール3912の収納容器3916
の頂部に配置されてもよい。その場合、USBコネクタ3924は、図275に示されたような収納
容器3916の下側および外側へと回転し旋回するのとは対照的に、図195に示されたように
収納容器3916の上側およびと外側へと回転し旋回するだろう。時計3910の動作はすでに説
明したものと同一である。
【０３１６】
　図277～279は、全体として符号4010で指定された時計の別の態様を開示する。時計4010
は、リストバンド4014に接続された電子モジュール4012を有する。電子モジュール4012は
、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。電子モジュー
ル4012は、電子モジュール4012の側壁から横に延在するUSBコネクタ4024を有する。リス
トバンド4014はリストバンド4014の概ね中央の部分にへこみ部分4015を有する。へこみ部
分4015において、リストバンド4014は開口部4080をさらに含む。さらに、電子モジュール
4012は、図278に示されるように、電子モジュール4012の頂部側および底部側に配置され
たレール4026を有する。電子モジュール4012がへこみ部分4015へ差し込まれるのに際して
、レール4026は、溝4017内へとスライドして電子モジュール4012を適所へとガイドするの
に役立ち、かつ、へこみ部分4015の内部で電子モジュール4012を維持する。電子モジュー
ル4012のUSBコネクタ4024はリストバンド4014の開口部4080によって受けいれられる。時
計4010の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３１７】
　図280～288は、全体として符号4110で指定された時計の別の態様を開示する。時計4110
は、リストバンド4114に接続された電子モジュール4112を有する。電子モジュール4112は
、図1～21においてすでに説明したような電子モジュール12と同様である。電子モジュー
ル4112は基部4115および収納容器4116を有する。基部4115は収納容器4116の下に配置され
てもよい。さらに、収納容器4116は、すでに説明されかつ図281に示されたように、USBコ
ネクタ4024に加えて、ディスプレイと制御手段とを収納していてもよい。基部4115は、基
部4115の外側縁のうちの1つにスロット4184を収納していてもよい。スロット4184内では
、基部4115はスライド可能なレバー4186を収納していてもよい。その場合、スライド可能
なレバー4186は収納容器4116内のUSBコネクタ4124に接続される。データを転送するため
に、ユーザは、基部4115上の延ばされた位置へとレバー4186をスライドさせる。その場合
、USBコネクタ4124は、収納容器4116から外側へと延在する。その場合、USBコネクタ4124
は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一旦デー
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タ転送が完了すると、USBコネクタ4124はコンピュータから取り外される。そして、ユー
ザはレバー4186をスライドさせて収納位置へと戻す。その場合、USBコネクタ4124は収納
容器4116の中へ引っ込み戻る。図200～207に示される態様において、レバー4186はUSBコ
ネクタ4124がスライドするのと同じ道をスライドする。例えば、レバー4186が基部4115の
後部から前部へとスライドする場合、USBコネクタ4124も後部から前部へとスライドして
基部4115の外側へと延在する。時計4110の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３１８】
　さらに、図284～285に示されるような別の態様において、レバー4186とUSBコネクタ412
4とは反対の方向へスライドする。例えば、レバー4186が前部から後部へとスライドする
場合、USBコネクタ4124は基部4115の後部から前部へとスライドする。特に、レバー4186
が収納位置にある場合、USB接続4124も収納位置にある。しかしながら、図280～283にお
ける上記とは異なるが、レバー4186はUSB接続部4124に直接は接続されない。図284～285
に示されるように、レバー4186はUSB接続部4124のためのロック装置を務め、その結果、
レバー4186が延ばされた位置に移動した時に、レバー4186はUSBコネクタ4124を解放し、U
SBコネクタ4124はレバー4186が移動したのと反対側の方向に延在する。データを転送する
ために、ユーザはレバー4186を基部4115上の延ばされた位置へスライドさせる。その場合
、USBコネクタ4124は反対方向に、収納容器4116から外側方向に延在する。その場合、USB
コネクタ4124は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができ
る。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ4124はコンピュータから取り外される。
また、ユーザは収納容器4116内へUSBコネクタ4124を押し戻し、レバー4186を収納位置へ
スライドさせて戻して、USBコネクタ4124を収納容器4116に戻してロックする。
【０３１９】
　図286～288は、図280～283に記載された態様と同様の態様を示す。図286～288において
、電子モジュール4112は基部4115および収納容器4116を有する。基部4115は収納容器4116
の下に配置してもよい。さらに、すでに記載されかつ図281に示されたように、収納容器4
116は、基部4115の外側縁のうちの1つにあるスロット4184およびスライド可能なレバー41
86に加えて、ディスプレイと制御手段とを収納していてもよい。基部4115は、収納容器41
16におけるスライド可能なレバー4186に接続されるUSBコネクタ4124を収納していてもよ
い。データを転送するために、ユーザは、収納容器4116上の延ばされた位置へレバー4186
をスライドさせる。その場合、USBコネクタ4124は、基部4115から外側へと延在する。そ
の場合、USBコネクタ4124は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続する
ことができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ4124はコンピュータから取り
外される。また、ユーザは収納位置へレバー4186をスライドさせる。その場合、USBコネ
クタ4124は基部4115の中へ引っ込み戻る。時計4110の動作はすでに説明したものと同一で
ある。
【０３２０】
　図289～291は、全体として符号4210で指定された時計の別の態様を開示する。時計4120
は、リストバンド4214に脱着可能に接続された電子モジュール4212を有する。この態様に
おいて、電子モジュール4212は、形において概ね円形で、リストバンド4214に回転可能に
接続される。この態様は、電子モジュール4212の収納容器4216の底に統合されたUSBコネ
クタ4224を有する。データを転送するために、ユーザは電子モジュール4212を回転させて
リストバンド4214から電子モジュール4212をロック解除することによって電子モジュール
4212を取り外す。その時、ユーザは、収納容器4216上に延在する位置へUSBコネクタ4224
をスライドさせる。そこでは、USBコネクタ4224は、図291に示されるように電子モジュー
ル4212から外へ延在する。その時、USBコネクタ4224は、コンピュータのUSBポートにすで
に説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ422
4はコンピュータから取り外される。また、ユーザは収納位置へUSBコネクタ4224をスライ
ドさせる。そこでは、USBコネクタ4224は、図291に示されるように電子モジュール4212の
収納容器4216の中へ引っ込み戻る。時計4210の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３２１】
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　図292～294は、全体として符号4310で指定された時計の別の態様を開示する。時計4310
は、リストバンド4314に接続された電子モジュール4312を有する。電子モジュール4312を
リストバンド4314に永続的に接続してもよく、または、前の態様と同じように、リストバ
ンド4314に脱着可能に接続してもよいことが理解される。この態様は、電子モジュール43
12の収納容器4316に統合されたUSBコネクタ4324を有する。電子モジュール4312は、収納
容器4316の底部分に位置したスロット4313を有してもよい。USBコネクタ4324は、電子モ
ジュール4312の収納容器4316に枢動可能にまたは蝶番式に接続される基部4326を有する。
USBコネクタ4324は、USB接続4324を構成する導線を支える基部4326から延在する遠位端43
28を有する。データを転送するために、ユーザは、旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネ
クタ4324を旋回させる。そこでは、USBコネクタ4324の遠位端4328は、図294に示されるよ
うに電子モジュール4312から概ね横に延在する。その時、USBコネクタ4324は、コンピュ
ータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了
すると、USBコネクタ4324はコンピュータから取り外される。また、コネクタは、収納容
器4316のスロット4313へと旋回させられて戻る。そこでは、図293に示されるように、USB
コネクタ4324は収納容器4316内に完全に収納される。USBコネクタ4324の遠位端4328はつ
かみ部材をその上に有してもよく、そこでは、ユーザは、USBコネクタ4324を指でつかん
で旋回させてもよいことが理解される。つかみ部材は、小突起またはテクスチャー表面の
ような様々な形式をとってもよい。次のことがさらに企図される：収納容器4316とUSBコ
ネクタ4324との間に磁気接続が使用されてもよく、その場合、USBコネクタ4324は収納容
器4316内にさらに押し込まれてもよく、その結果、USBコネクタ4324が収納容器4316の外
側へと部分的に戻されるような力が働くと考えられ、その場合、USBコネクタ4324がさら
に旋回させられて収納容器4316の外側に出されてもよい。時計4310の動作はすでに説明し
たものと同一である。
【０３２２】
　図295～299は、全体として符号4410で指定された時計の別の態様を開示する。時計4410
は、リストバンド4414に脱着可能に接続された電子モジュール4412を有する。この態様は
、電子モジュール4412の収納容器4416に統合されたUSBコネクタ4412を有する。電子モジ
ュール4412は、収納容器4416の底部分に位置したスロット4480を有してもよい。スロット
4480は収納容器4416の側面部で開口部を有し、収納容器4416へ延在する。電子モジュール
4412は、モジュール4412の電気的コンポーネントに動作可能に接続されたUSBコネクタ442
4を有する。USBコネクタ4424は、電子モジュール4412の収納容器4416に枢動可能にまたは
蝶番式に接続される基部4426を有する。USBコネクタ4424は、USB接続を構成する導線を支
える基部4426から延在する遠位端4428を有する。論考されたように、電子モジュール4412
はすでに説明したように同じユーザインタフェースを有し、同様の様式ですでに説明した
ように動作する。データを転送するために、ユーザは、最初にリストバンド4414から電子
モジュール4412を取り外さなければならない。電子モジュール4412は、締まりばめまたは
嵌合的な構造接続の利用を通じて、以前に記載されたようなリストバンド4414に接続され
てもよい。一旦電子モジュール4412が取り外されると、ユーザは、旋回心軸の接続部のま
わりでUSBコネクタ4412を旋回させる。そこでは、USBコネクタ4428の遠位端4428は、図29
9に示されるように電子モジュール4412から概ね横に延在する。その時、USBコネクタ4424
は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一旦デー
タ転送が完了すると、USBコネクタ4424はコンピュータから取り外される。また、USBコネ
クタ4424は、収納容器4416のスロット4480へと旋回させられて戻る。そこでは、USBコネ
クタ4424は、収納容器4416内に完全に収納される。その時、ユーザは、リストバンド4414
に再度電子モジュール4412を取り付けてもよい。USBコネクタ4424の遠位端4428がつかみ
部材をその上に有してもよいし、そこでは、ユーザは、USBコネクタ4424を指でつかんで
旋回させてもよいことが理解される。つかみ部材は、小突起またはテクスチャー表面のよ
うな様々な形式をとってもよい。次のことがさらに企図される：収納容器4416とUSBコネ
クタ4424との間に磁気接続が使用されてもよく、その場合、USBコネクタ4424は収納容器4
416内にさらに押し込まれてもよく、その結果、USBコネクタ4424が収納容器4416の外側へ
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と部分的に戻されるような力が働くと考えられ、その場合、USBコネクタ4424がさらに旋
回させられて収納容器4416の外側に出されてもよい。時計4410の動作はすでに説明したも
のと同一である。
【０３２３】
　図300は、全体として符号4510で指定された時計の別の態様を開示する。時計4510は、
電子モジュール4512とキャリヤ4580との間の締まりばめまたは嵌合的な構造接続によって
キャリヤ4580に脱着可能に接続される電子モジュール4512を有する。図300に示されるよ
うに、電子モジュール4512はキャリヤ4580上のタブと相互に連結するタブを有してもよい
。さらに、キャリヤ4580は、キャリヤ4580の端部の各々の上のスロット4515を通してリス
トバンドに接続されてもよい。この態様は、電子モジュール4512の収納容器4516に統合さ
れたUSBコネクタ4524を有する。電子モジュール4512は、収納容器4516の底部分に位置し
たスロットを有してもよい。USBコネクタ4524は、電子モジュール4512の収納容器4516に
枢動可能にまたは蝶番式に接続される基部を有してもよい。USBコネクタ4524は、USB接続
を構成する導線を支える基部から延在する遠位端を有してもよい。論考されたように、電
子モジュール4512はすでに説明したように同じユーザインタフェースを有し、すでに説明
したように同様の様式で動作する。
【０３２４】
　データを転送するために、ユーザは、最初にキャリヤ4580から電子モジュール4512を取
り外さなければならない。キャリヤ4580から電子モジュール4512を取り外すために、ユー
ザは、電子モジュール4512を解放するように電子モジュール4512を左回りにねじってもよ
いし回転させてもよい。一旦電子モジュール4512が取り外されると、ユーザは、旋回心軸
の接続部のまわりでUSBコネクタ4524を旋回させる。そこでは、USBコネクタ4524の遠位端
は電子モジュール4512から概ね垂直に延在する。その時、USBコネクタ4524は、コンピュ
ータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了
すると、USBコネクタ4524はコンピュータから取り外される。また、USBコネクタ4524は、
収納容器4516のスロットへ旋回させられて戻る。そこでは、USBコネクタ4524は、収納容
器4516内に完全に収納される。その時、ユーザは、電子モジュール4512およびキャリヤ45
80の両方にあるタブが、電子モジュール4512をキャリヤ4580の上に連結させてロックする
までキャリヤ4580の上に電子モジュール4512を右回りにねじるか回転させることによって
、キャリヤに再度電子モジュール4512を取り付けてもよい。USBコネクタ4524の遠位端が
つかみ部材をその上に有してもよいことが理解される。そこでは、ユーザは、USBコネク
タ4524を指でつかんで旋回させてもよい。つかみ部材は、小突起またはテクスチャー表面
のような様々な形式をとってもよい。次のことがさらに企図される：収納容器4516とUSB
コネクタ4524との間に磁気接続が使用されてもよく、その場合、USBコネクタ4524は収納
容器4516内にさらに押し込まれてもよく、その結果、USBコネクタ4524が収納容器4516の
外側へと部分的に戻されるような力が働くと考えられ、その場合、USBコネクタ4524がさ
らに旋回させられて収納容器4516の外側に出されてもよい。電子モジュール4512をキャリ
ヤ4580から取り外すことなくUSBコネクタ4524が延ばされ得るので、電子モジュール4512
をキャリヤ4580に依然取り付けた状態でUSB動作が完了し得ることはまた、注目できる。
時計の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３２５】
　図300に対する同様の態様において、図301は、全体として符号4610で指定された時計の
別の態様を開示する。時計4610は、締まりばめまたは電子モジュール4612とキャリヤ4680
の間の嵌合的な構造接続によって、キャリヤ4680に脱着可能に接続される電子モジュール
4612を有する。図301に示されるように、キャリヤ4680はキャリヤ4680の底に垂直に延在
するアーム4682を有してもよい。さらに、電子モジュール4612の収納容器4616は、キャリ
ヤ4680内に接続している電子モジュール4612を維持するのに役立つようにキャリヤ4680の
アーム4682の端部は相互に連結するスロット4617を有してもよい。さらに、キャリヤ4680
は、キャリヤ4680の端部の各々にあるスロット4615を通してリストバンドに接続されても
よい。この態様は、電子モジュール4612の収納容器4616に統合されたUSBコネクタ4624を
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有する。電子モジュール4612は、収納容器4616の底部分に位置したスロットを有してもよ
い。USBコネクタ4624は、電子モジュール4624の収納容器4612に枢動可能にまたは蝶番式
に接続される基部を有する。USBコネクタ4624は、USB接続4624を構成する導線を支える基
部から延在する遠位端を有する。論考されたように、電子モジュール4612はすでに説明し
たように同じユーザインタフェースを有し、すでに説明したように同様の様式で動作する
。
【０３２６】
　データを転送するために、ユーザは、最初にキャリヤ4680から電子モジュール4612を取
り外さなければならない。キャリヤ4680から電子モジュール4612を取り外すために、ユー
ザは電子モジュール4612の側面のうちの1つを押して、電子モジュール4612をキャリヤ468
0からはがし取り、本質的には電子モジュール4612からアーム4682を解放してもよい。一
旦電子モジュール4612が取り外されると、ユーザは旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネ
クタ4624を旋回させる。そこでは、USBコネクタ4624の遠位端は、電子モジュール4612か
ら概ね垂直に延在する。その時、USBコネクタ4624は、コンピュータのUSBポートにすでに
説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ4624
はコンピュータから取り外される。また、USBコネクタ4624は、収納容器4616のスロット
へ旋回させられて戻る。そこでは、USBコネクタ4624は、収納容器4616内に完全に収納さ
れる。その時、ユーザは、キャリヤ4680上に電子モジュール4612を置き、電子モジュール
4612をキャリヤ4680のアーム4682の中へそれをはめることで適所の中へ押し込むことによ
り、電子モジュール4612をキャリヤ4680に再度取り付けてもよい。USBコネクタ4624の遠
位端が、つかみ部材をその上に有してもよいことが理解される。そこでは、ユーザは、US
Bコネクタ4624を指でつかんで旋回させてもよい。つかみ部材は、小突起またはテクスチ
ャー表面のような様々な形式をとってもよい。次のことがさらに企図される：収納容器46
16とUSBコネクタ4624との間で磁気接続が使用されてもよく、その場合、USBコネクタ4624
は収納容器4616内にさらに押し込まれてもよく、その結果、USBコネクタ4624が収納容器4
616の外側へと部分的に戻されるような力が働くと考えられ、その場合、USBコネクタ4624
がさらに旋回させられて収納容器4616の外側に出されてもよい。電子モジュール4612をキ
ャリヤ4680から取り外すことなくUSBコネクタ4624が延ばされ得るので、電子モジュール4
612を該キャリヤに依然取り付けた状態でUSB動作が完了し得ることはまた、注目できる。
時計の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３２７】
　図302～303は、全体として符号4710で指定された時計の態様を開示する。時計の構造は
、図1の時計10に非常に類似している。図302の態様について、電子モジュール4712は、電
子モジュール4724の収納容器4716に対してリジッドなUSBコネクタ4725の形をしているデ
ータ転送部材4724を有する。図222の態様について、電子モジュール4712は、電子モジュ
ール4712の収納容器4716に対してフレキシブルなUSBコネクタ4725の形をしているデータ
転送部材4724を有する。図302～303に示されるように、電子モジュール4712は、嵌合的な
構造接続によってリストバンドに脱着可能に接続される。データを転送するために、ユー
ザは、リストバンドから電子モジュール4712を引き出し、嵌合的な構造接続を解放するこ
とにより、リストバンドから電子モジュール4712を取り外す。一旦電子モジュール4712が
取り外されると、USBコネクタ4725は、その後コンピュータのUSBポートにすでに説明した
ように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ4725はコンピ
ュータから取り外される。その時、ユーザは、キャリヤ4780上に電子モジュール4712を置
き、リストバンドへそれをはめることで適所へ電子モジュール4712を押し込むことにより
、電子モジュール4712をリストバンドに再度取り付けてもよい。時計の動作はすでに説明
したものと同一である。
【０３２８】
　図304～305は、全体として符号4810で指定された時計の別の態様を開示する。図304に
おいて、時計は、締まりばめまたは電子モジュール4812とキャリヤ4880との間の嵌合的な
構造接続によってキャリヤ4880に脱着可能に接続される電子モジュール4812を有する。さ



(104) JP 2012-524640 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

らに、キャリヤ4880は、キャリヤ4880の各端部上のスロット4815を通してリストバンドに
接続されてもよい。図224において、時計は、リストバンド4814に脱着可能に接続される
電子モジュール4812を有する。両方の図304および305については、電子モジュール4812の
収納容器4816は、収納容器4816の底から延在する2つのアームを有してもよい。アームは
わずかに内側へ曲がるように十分にフレキシブルである。アームは、キャリヤ4880(図304
に関して)またはリストバンド4814(図305に関して)のいずれかの開口部の端で嵌合的に係
合するウィングを有する。この態様は、電子モジュール4812の収納容器4816に統合された
USBコネクタ4824を有する。電子モジュール4812は、収納容器の底部分に位置したスロッ
ト4826を有してもよい。USBコネクタ4824は、電子モジュール4824の収納容器4816に枢動
可能にまたは蝶番式に接続される基部を有する。USBコネクタ4824は、USB接続を構成する
導線を支える基部から延在する遠位端を有する。論考されたように、電子モジュール4812
はすでに説明したように同じユーザインタフェースを有し、すでに説明したように同様の
様式で動作する。
【０３２９】
　データを転送するために、ユーザは、最初にキャリヤ4880またはリストバンド4814から
電子モジュール4812を取り外さなければならない。キャリヤ4880またはリストバンド4814
から電子モジュール4812を取り外すために、ユーザは開口部の端からウィングを解放する
ためにアームの各々を内へ押し、そしてキャリヤ4880またはリストバンド4814から電子モ
ジュール4812を引き離してもよい。一旦電子モジュール4812が取り外されると、ユーザは
、旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネクタ4824を旋回させる。そこでは、USBコネクタ48
24の遠位端は電子モジュール4812から概ね垂直に延在する。その時、USBコネクタ4824は
、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一旦データ
転送が完了すると、USBコネクタ4824はコンピュータから取り外される。また、USBコネク
タ4824は、収納容器4816のスロットへ旋回させられて戻る。そこでは、USBコネクタ4824
は、収納容器4816内に完全に収納される。その後、ユーザは、キャリヤ4880またはリスト
バンド4814上に電子モジュール4812を置き、そしてキャリヤ4880またはリストバンド4814
の開口部へそれをはめるこで適所へ電子モジュール4812を押し込むことにより、電子モジ
ュール4812をキャリヤ4880に再度取り付けてもよい。USBコネクタ4824の遠位端が、つか
み部材をその上に有してもよいし、そこでは、ユーザはUSBコネクタ4824を指でつかんで
旋回させてもよいことが理解される。つかみ部材は、小突起またはテクスチャー表面のよ
うな様々な形式をとってもよい。次のことがさらに企図される：収納容器4816とUSBコネ
クタ4824との間で磁気接続が使用されてもよく、その場合、USBコネクタ4824は収納容器4
816内にさらに押し込まれてもよく、その結果、USBコネクタ4824が収納容器4816の外側へ
と部分的に戻されるような力が働くと考えられ、その場合、USBコネクタ4824がさらに旋
回させられて収納容器4816の外側に出されてもよい。電子モジュール4812をキャリヤ4880
から取り外すことなくUSBコネクタ4824が延ばされ得るので、電子モジュール4812を該キ
ャリヤまたはリストバンド4814に依然取り付けた状態でUSB動作が完了し得ることはまた
、注目できる。時計の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３３０】
　図306は、全体として符号4910で指定された時計の別の態様を開示する。時計は、電子
モジュール4912とキャリヤ4980との間のスライドする嵌合的な構造接続によってキャリヤ
4980に脱着可能に接続される電子モジュール4912を有する。さらに、キャリヤ4980は、キ
ャリヤ4980の各端部上のスロット4915を通してリストバンドに接続されてもよい。この態
様は、電子モジュール4912の収納容器4916と接続したUSBコネクタ4924を有する。キャリ
ヤ4980は、キャリヤ4980の頂上部分に位置したスロットを有してもよい。論考されたよう
に、電子モジュール4912はすでに説明したように同じユーザインタフェースを有し、すで
に説明したように同様の様式で動作する。
【０３３１】
　データを転送するために、ユーザは、最初にキャリヤ4980から電子モジュール4912を取
り外さなければならない。キャリヤ4980から電子モジュール4912を取り外すために、ユー
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ザは、キャリヤ4980上のスライドする嵌合的な構造からそれを解放して、電子モジュール
4912を横に引きスライドさせてもよい。このスライドするアクションによりUSBコネクタ4
924が現れる。ユーザは、その後、キャリヤ4980から電子モジュール4912を引き離すこと
により、キャリヤ4980からそれを取り外してもよい。一旦電子モジュール4912が取り外さ
れると、USBコネクタ4924はコンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続するこ
とができる。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ4924はコンピュータから取り外
される。また、USBコネクタ4924は、キャリヤ4980のスロットに戻し入れられる。そこで
は、USBコネクタ4924は、キャリヤ4980内に完全に収納される。ユーザは、その後、電子
モジュール4912を前後に適所へスライドさせることにより、電子モジュール4912をキャリ
ヤ4980に再度取り付けてもよい。時計の動作はすでに説明したものと同一である。
【０３３２】
　図307は、全体として符号5010で指定された時計の別の態様を開示する。時計は、電子
モジュール5012とキャリヤ5080との間の嵌合的な構造スプリング解放接続によってキャリ
ヤ5080に脱着可能に接続される電子モジュール5012を有する。電子モジュール5012は、ス
プリング解放接続を係合するか解放する最上部または底のいずれかに配置された押しボタ
ンを有する。さらに、キャリヤ5080は、キャリヤ5080の各端部上のスロット5015を通して
リストバンドに接続されてもよい。この態様は電子モジュール5012の収納容器5016内と統
合されたUSBコネクタ(図示せず)を有する。収納容器5016は、収納容器5016の底部分に位
置したスロットを有してもよい。論考されたように、電子モジュール5012はすでに説明し
たように同じユーザインタフェースを有し、すでに説明したように同様の様式で動作する
。
【０３３３】
　データを転送するために、ユーザはキャリヤ5080から電子モジュール5012を取り外さな
ければならない。キャリヤ5080から電子モジュール5012を取り外すために、ユーザは押し
ボタンを押してもよい。そうするとそれが電子モジュール5012を解放し、自動的にUSB接
続(図示せず)をフリップアウトする。一旦電子モジュール5012が取り外されると、USBコ
ネクタは、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる。一
旦データ転送が完了すると、USBコネクタはコンピュータから取り外される。また、USBコ
ネクタは、収納容器5016のスロットに戻し入れられる。そこでは、USBコネクタは、キャ
リヤ5080内に完全に収納される。ユーザは、その後、電子モジュール5012の最上部をキャ
リヤ5080に置き、そして、その下端をキャリヤ5080の中へ押し下げてもよい。そして、該
電子モジュール5012を嵌合的なスプリング解放接続で適所にはめる。時計の動作はすでに
説明したものと同一である。
【０３３４】
　図308は、全体として符号5110で指定された時計の別の態様を開示する。時計は、電子
モジュール5112とキャリヤ5180との間の嵌合的な構造によってキャリヤ5180に脱着可能に
接続される電子モジュール5112を有する。嵌合的な構造は、電子モジュール5112の両側面
上の第1のセットのタブ5130、およびキャリヤ5180上のキャビティの側面上の第2のセッの
タブ5132を含んでいてもよい。電子モジュール5112は、USBコネクタ5124に対してスプリ
ング解放を係合するかまたは解放する、電子モジュール5112の側面の1つの上に配置され
た押しボタン式の5134を有する。さらに、キャリヤ5180は、キャリヤ5180の各端部上のス
ロット5115を通してリストバンドに接続されてもよい。この態様は電子モジュール5112の
収納容器5116内と統合されたUSBコネクタ5124を有する。収納容器5116は、収納容器5116
の底部分に位置したエリアを有してもよい。USBコネクタ5124は、電子モジュールの収納
容器に枢動可能にまたは蝶番式に接続される基部5126を有する。USBコネクタは、USB接続
を構成する導線を支える基部5126から延在する遠位端5128を有する。論考されたように、
電子モジュール5112はすでに説明したように同じユーザインタフェースを有し、すでに説
明したように同様の様式で動作する。
【０３３５】
　データを転送するために、ユーザはキャリヤ5180から電子モジュール5112を取り外さな
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ければならない。キャリヤ5180から電子モジュール5112を取り外すために、ユーザは、キ
ャリヤ5180から電子モジュール5112をスライドさせなければならず、それによって、キャ
リヤ5180から、電子モジュール5112からタブを解放する。一旦電子モジュール5112が取り
外されれば、その時、ユーザは押しボタン5134を押してもよい。それはUSBコネクタ5124
を解除し、旋回心軸の接続部のまわりでUSBコネクタ5124を旋回させる。そこでは、USBコ
ネクタ5124の遠位端5128は、電子モジュール5112から概ね横に延在する。そして、USBコ
ネクタ5124は、コンピュータのUSBポートにすでに説明したように接続することができる
。一旦データ転送が完了すると、USBコネクタ5124はコンピュータから取り外される。ま
た、USBコネクタ5124は、収納容器5116のスロットへ旋回させられて戻る。そこでは、USB
コネクタ5124は、収納容器5116内に完全に収納される。時計の動作はすでに説明したもの
と同一である。
【０３３６】
　図309は、全体として符号5210で指定された時計の別の態様を開示する。該時計は、電
子モジュール5210とキャリヤ5280との間の回転可能な嵌合的な構造によってキャリヤ5280
に脱着可能に接続される電子モジュール5210を有する。回転可能な嵌合的な構造は、キャ
リヤ5280上の円形平面上のタブ5230の第1のセット、および電子モジュール5212上の円形
平面上のタブ5232の第2のセットを含んでいてもよい。さらに、キャリヤ5280は、キャリ
ヤ5280の各端部上のスロット5215を通してリストバンドに接続されてもよい。この態様は
、電子モジュール5212の収納容器5216に取り付けられたUSBコネクタ5224を有する。キャ
リヤ5280は、USBコネクタ5224に対してキャリヤ5280の上方部に位置したスロットを有し
てもよい。USBコネクタ5224は、キャリヤ5228に枢動可能にまたは蝶番式に接続される基
部5226を有する。収納容器5216も、同じ場所でキャリヤ5280に枢動可能にまたは蝶番式に
接続される。USBコネクタ5224は、USB接続を構成する導線を支える、基部5226から延在す
る遠位端5228を有する。論考されたように、電子モジュール5212はすでに説明したように
同じユーザインタフェースを有し、すでに説明したように同様の様式で動作する。
【０３３７】
　データを転送するために、ユーザはキャリヤ5280から電子モジュール5212を取り外さな
ければならない。キャリヤ5280から電子モジュール5212を取り外すために、ユーザは、該
側面を回転させて、蝶番のある接続点から90度以上離す。この回転は、電子モジュール52
12およびキャリヤ5280上の円形平面からタブ5230 5232を解放するが、一方、USBコネクタ
5224は同じ位置において保持する。そして、ユーザはキャリヤ5280から電子モジュール52
12を取り外すことができる。そこでは、USBコネクタ5224の遠位端5228は、電子モジュー
ル5212から概ね横に既に延在している。そして、USBコネクタ5224はコンピュータのUSBポ
ートにすでに説明したように接続することができる。一旦データ転送が完了すると、USB
コネクタ5224はコンピュータから取り外され、そして、該USBコネクタ5224はキャリヤ528
0のスロットに配置される。そして、電子モジュール5212は回転して戻る。時計の動作は
すでに説明したものと同一である。
【０３３８】
　本発明の装置の様々な態様は、運動パフォーマンスデータを記録しモニタすることにお
いて、高められた機能性を提供する。本明細書において記載されたように、データは、規
則的にリモートサイトに加えてコンピュータにもアップロードすることができる。さらに
、リモートサイトからのデータは、ユーザがリモートサイトを利用できる装置にユーザに
よりダウンロードすることができる。収納容器は頑丈で着用可能な時計を提供する。収納
容器構造は、コントローラが滑らかに動作することができるように、ランニングの衝撃お
よびインパクトを吸収することができる。さらに、収納容器構造は、コントローラを汚染
し、操作性に悪影響を及ぼすおそれのある屑、水、汗または他の湿気が収納容器の内部に
進入することを防ぐ。1つの例示的な態様において、収納容器はおよそ5気圧下でも耐水で
ある。ユーザインタフェースの構成は、時計の特に3つの軸の構成の単純で容易な操作を
提供する。装置の正面かクリスタルをタッピングことによって、衝撃センサを使用し、特
に、ラップをマーキングするようにユーザは容易に機能を実行することができる。時計に
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特有のユーザ入力部を置くのではなく、そのような容易な操作により、ユーザは運動パフ
ォーマンスに集中することができる。本明細書において記載されたように、ユーザインタ
フェースは、装置の高度の操作性を提供するために多くの特徴を提供する。
【０３３９】
　態様が具体的に示され記載されたが、本発明の精神から著しく逸脱することなく数多く
の修正が可能である。また、保護される範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ規定
される。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月26日(2011.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールが、時間、距離、および速度のうちの少なくとも1つを含む運動デー
タを記録およびモニタすることを含む運動機能性を有するコントローラを有し、且つ
　該リストバンドの第1の端部が、該第1の端部の遠位端に配置された複数の導線を有する
USBコネクタを形成する、装置。
【請求項２】
　前記電子モジュールが、コントローラに動作可能に関連づけられた複数のユーザ入力部
を有し、該複数のユーザ入力部が、X軸方向に沿って動作可能な第1のユーザ入力部と、Y
軸方向に沿って動作可能な第2のユーザ入力部と、Z軸方向に沿って動作可能な第3のユー
ザ入力部とを含む、請求項1記載の装置。
【請求項３】
　前記リストバンドの第1の端部が、該第1の端部の遠位端の近傍に位置するカバー部材を
含み、且つ前記遠位端で該カバー部材によってUSBコネクタがカバーされるように、前記
遠位端の近傍で前記カバー部材が前記リストバンドに蝶番式に接続されている、請求項2
記載の装置。
【請求項４】
　前記カバー部材が、前記遠位端でUSBコネクタを受けいれるように構成されたくぼみ部
分を有する、請求項3記載の装置。
【請求項５】
　前記カバー部材が、前記カバー部材の内側表面に配置された少なくとも1つの突部を有
する、請求項4記載の装置。
【請求項６】
　前記リストバンドの第2の端部が複数の穴部を有する、請求項5記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも1つの突部が、第1の端部と第2の端部とを固定するように前記リストバ
ンドの第2の端部の複数の穴部の各々の穴部に受けいれられる、請求項6記載の装置。
【請求項８】
　前記カバー部材が、第1の位置と第2の位置との間で移動可能である、請求項3記載の装
置。
【請求項９】
　前記第1の位置では、前記カバー部材が前記遠位端でUSBコネクタをカバーする、請求項
8記載の装置。
【請求項１０】
　前記第2の位置では、前記カバー部材を回転させて前記遠位端から遠ざけることによっ
て、前記カバー部材がUSBコネクタの導線を露出させる、請求項9記載の装置。
【請求項１１】
　前記第2の位置では、USBコネクタがコンピュータのUSBポートに差し込まれるように構
成されており、前記電子モジュールに保存されたデータが該コンピュータに表示されるこ
とができる、請求項10記載の装置。
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【請求項１２】
　前記コンピュータに前記電子モジュールを差し込むことに応答して、前記電子モジュー
ル上に保存されたデータが、表示のためのリモートウェブサイトへ自動的にアップロード
される、請求項11記載の装置。
【請求項１３】
　前記コントローラがディスプレイを有し、それぞれ曜日に相当する7つの別個のセグメ
ントにおいて運動パフォーマンスデータを表示するように前記コントローラが構成されて
いる、請求項1記載の装置。
【請求項１４】
　前記電子モジュールが収納容器と画面とを有し、前記コントローラに動作可能に接続さ
れたセンサを前記第3のユーザ入力部が含み、ユーザが前記画面をタッピングすることに
よって該センサがアクティブになる、請求項2記載の装置。
【請求項１５】
　第1の力で前記画面をタッピングすることにより、前記第3の入力部がアクティブになっ
て第1の信号を提供し、第1の力とは異なる第2の力で前記画面をタッピングすることによ
り、前記第3の入力部がアクティブになって第2の信号を提供する、請求項14記載の装置。
【請求項１６】
　前記センサが衝撃センサである、請求項14記載の装置。
【請求項１７】
　前記センサが加速度計である、請求項14記載の装置。
【請求項１８】
　前記加速度計が3軸加速度計である、請求項17記載の装置。
【請求項１９】
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の周縁部の近傍に配置されている、請
求項14記載の装置。
【請求項２０】
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の中央の近傍に配置されている、請求
項14記載の装置。
【請求項２１】
　前記コントローラが、ユーザに動作可能に関連づけられたセンサからデータを受け取る
ように構成されている、請求項1記載の装置。
【請求項２２】
　前記電子モジュールが、ユーザの運動パフォーマンスのモニタリングに使用するための
GPS衛星からデータを受け取るように適合されたGPSレシーバを有する、請求項1記載の装
置。
【請求項２３】
　前記電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関
連づけられた複数のユーザ入力部を有し、且つ
　前記コントローラが、予め定められた期間にわたって実行される複数のワークアウトを
含むワークアウト概要と共に表示される時刻を含むインタフェースを生成するように構成
されている、請求項1記載の装置。
【請求項２４】
　前記ワークアウト概要が、予め定められた期間にわたって実行される前記ワークアウト
の一日単位での内訳を含む、請求項23記載の装置。
【請求項２５】
　前記複数のワークアウトの各々が、目標ワークアウト量および実際のワークアウト量を
示すプログレスバーによって表わされる、請求項24記載の装置。
【請求項２６】
　前記コントローラが、前記ワークアウトの前記内訳をアニメーション形式で表示するよ
うに構成されている、請求項24記載の装置。
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【請求項２７】
　前記ユーザ入力部が、前記画面に接触し且つ前記画面に対して概ね垂直な方向でユーザ
によって作動されるように構成されたユーザ入力部を含む、請求項23記載の装置。
【請求項２８】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該リストバンドの第1の端部が、該第1の端部の遠位端に配置された複数の導線を有する
USBコネクタを形成し、且つ該リストバンドの第2の端部が複数の穴部を有し、該リストバ
ンドの第1の端部が、該第1の端部の遠位端の近傍に位置するカバー部材を含み、且つ該カ
バー部材が、第1の端部と第2の端部とを固定するように該リストバンドの第2の端部の複
数の穴部の各々の穴部に受けいれられる、該カバー部材の内側表面に配置された少なくと
も1つの突部を有する、装置。
【請求項２９】
　前記電子モジュールがコントローラを有し、前記電子モジュールが、該コントローラに
動作可能に関連づけられた複数のユーザ入力部をさらに有し、該複数のユーザ入力部が、
X軸方向に沿って動作可能な第1のユーザ入力部と、Y軸方向に沿って動作可能な第2のユー
ザ入力部と、Z軸方向に沿って動作可能な第3のユーザ入力部とを含む、請求項28記載の装
置。
【請求項３０】
　前記遠位端で前記カバー部材によってUSBコネクタがカバーされるように、前記遠位端
の近傍で前記カバー部材が前記リストバンドに蝶番式に接続され、且つ前記カバー部材が
第1の位置と第2の位置との間で移動可能である、請求項28記載の装置。
【請求項３１】
　前記第1の位置では、前記カバー部材が前記遠位端でUSBコネクタをカバーする、請求項
30記載の装置。
【請求項３２】
　前記第2の位置では、前記カバー部材を回転させて前記遠位端から遠ざけることによっ
て、前記カバー部材がUSBコネクタの導線を露出させる、請求項30記載の装置。
【請求項３３】
　前記第2の位置では、USBコネクタがコンピュータのUSBポートに差し込まれるように構
成されており、データが前記電子モジュールからリモートサイトへ転送されることができ
、且つ前記リモートサイトからのデータが前記電子モジュールに転送されることができる
、請求項32記載の装置。
【請求項３４】
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールがコントローラを有し、該電子モジュールが該コントローラに動作可
能に関連づけられた複数のユーザ入力部をさらに有し、
　該複数のユーザ入力部が、X軸方向に沿って動作可能な第1のユーザ入力部と、Y軸方向
に沿って動作可能な第2のユーザ入力部と、Z軸方向に沿って動作可能な第3のユーザ入力
部とを含む、装置。
【請求項３５】
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第1のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ収納容器の側部上に配置された第1のボタンを含む、請求項34
記載の装置。
【請求項３６】
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第2のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ前記収納容器の端部上に配置された第2のボタンを含む、請求
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項34記載の装置。
【請求項３７】
　前記電子モジュールが画面を有し、前記第3のユーザ入力部が前記コントローラに動作
可能に接続されたセンサを含み、ユーザが前記画面をタッピングすることによって該セン
サがアクティブになる、請求項34記載の装置。
【請求項３８】
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第1のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ前記収納容器の側部上に配置された第1のボタンを含み、前記
第2のユーザ入力部が、前記コントローラに動作可能に接続され且つ前記収納容器の端部
上に配置された第2のボタンを含み、前記電子モジュールが画面を有し、前記第3のユーザ
入力部が、前記コントローラに動作可能に接続され且つ前記ユーザが前記画面をタッピン
グすることによってアクティブになるセンサを含む、請求項34記載の装置。
【請求項３９】
　前記電子モジュールがUSBコネクタを有する、請求項34記載の装置。
【請求項４０】
　前記電子モジュールが前記リストバンドから取り外されると、前記USBコネクタがコン
ピュータのUSBポートに差し込まれるように構成されており、データを前記電子モジュー
ルからリモートサイトへ転送することができ、且つ前記リモートサイトからのデータを前
記電子モジュールに転送することができる、請求項39記載の装置。
【請求項４１】
　第1の力で前記画面をタッピングすることにより、前記第3の入力部がアクティブになっ
て第1の信号を提供し、第1の力とは異なる第2の力で前記画面をタッピングすることによ
り、前記第3の入力部がアクティブになって第2の信号を提供する、請求項37記載の装置。
【請求項４２】
　前記センサが衝撃センサである、請求項37記載の装置。
【請求項４３】
　前記センサが加速度計である、請求項37記載の装置。
【請求項４４】
　前記加速度計が3軸加速度計である、請求項43記載の装置。
【請求項４５】
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の周縁部の近傍に配置されている、請
求項37記載の装置。
【請求項４６】
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の中央の近傍に配置されている、請求
項37記載の装置。
【請求項４７】
　前記リストバンドおよび前記電子モジュールのうちの一方が突部を有し、前記リストバ
ンドおよび前記電子モジュールのうちのもう一方が開口部を有し、前記電子モジュールを
前記リストバンドに接続するために、前記突部が前記開口部に脱着可能に受けいれられる
、請求項34記載の装置。
【請求項４８】
　前記リストバンドが開口部を備えたスリーブを有し、前記電子モジュールが、前記開口
部を通って前記スリーブに受けいれられるUSBコネクタを有する、請求項34記載の装置。
【請求項４９】
　前記スリーブが前記USBコネクタを包み込む、請求項48記載の装置。
【請求項５０】
　前記スリーブが前記リストバンドの中央部分の近傍に配置される、請求項49記載の装置
。
【請求項５１】
　前記電子モジュールの前記コントローラが運動機能性を有する、請求項34記載の装置。
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【請求項５２】
　前記運動機能性が、運動パフォーマンスデータを記録することおよびモニタすることを
含む、請求項51記載の装置。
【請求項５３】
　前記データが、時間、距離および速度のうち少なくとも1つを含む、請求項52記載の装
置。
【請求項５４】
　前記コントローラが、ユーザに動作可能に関連づけられたセンサからデータを受け取る
ように構成されている、請求項53記載の装置。
【請求項５５】
　前記電子モジュールが、コンピュータのUSBポートに差し込まれるように構成されたUSB
コネクタを有し、前記電子モジュール上に保存されたデータが、前記コンピュータ上に表
示されることができる、請求項33記載の装置。
【請求項５６】
　前記コンピュータに前記電子モジュールを差し込むことに応答して、前記電子モジュー
ル上に保存されたデータが、表示のためのリモートウェブサイトへ自動的にアップロード
される、請求項55記載の装置。
【請求項５７】
　前記コントローラがディスプレイを有し、それぞれ曜日に相当する7つの別個のセグメ
ントにおいて運動パフォーマンスデータを表示するように前記コントローラが構成されて
いる、請求項54記載の装置。
【請求項５８】
　前記電子モジュールが、ユーザの運動パフォーマンスのモニタリングに使用するための
GPS衛星からデータを受け取るように適合されたGPSレシーバを有する、請求項34記載の装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の他の特徴および利点は、下記の図面に関連して得られる明細書中の下記の例か
ら明白である。
[本発明1001]
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールがコントローラを有し、該電子モジュールが該コントローラに動作可
能に関連づけられた複数のユーザ入力部をさらに有し、
　該複数のユーザ入力部が、X軸方向に沿って動作可能な第1のユーザ入力部と、Y軸方向
に沿って動作可能な第2のユーザ入力部と、Z軸方向に沿って動作可能な第3のユーザ入力
部とを含む、装置。
[本発明1002]
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第1のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ収納容器の側部上に配置された第1のボタンを含む、本発明100
1の装置。
[本発明1003]
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第2のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ前記収納容器の端部上に配置された第2のボタンを含む、本発
明1001の装置。
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[本発明1004]
　前記電子モジュールが画面を有し、前記第3のユーザ入力部が前記コントローラに動作
可能に接続されたセンサを含み、ユーザが前記画面をタッピングすることによって該セン
サがアクティブになる、本発明1001の装置。
[本発明1005]
　前記電子モジュールが収納容器を有し、前記第1のユーザ入力部が、前記コントローラ
に動作可能に接続され且つ前記収納容器の側部上に配置された第1のボタンを含み、前記
第2のユーザ入力部が、前記コントローラに動作可能に接続され且つ前記収納容器の端部
上に配置された第2のボタンを含み、前記電子モジュールが画面を有し、前記第3のユーザ
入力部が、前記コントローラに動作可能に接続され且つ前記ユーザが前記画面をタッピン
グすることによってアクティブになるセンサを含む、本発明1001の装置。
[本発明1006]
　前記電子モジュールがUSBコネクタを有する、本発明1001の装置。
[本発明1007]
　前記電子モジュールが前記リストバンドから取り外されると、前記USBコネクタがコン
ピュータのUSBポートに差し込まれるように構成されて、データを前記電子モジュールか
らリモートサイトへ転送することができ、且つ前記リモートサイトからのデータを前記電
子モジュールに転送することができる、本発明1006の装置。
[本発明1008]
　第1の力で前記画面をタッピングすることにより、前記第3の入力部がアクティブになっ
て第1の信号を提供し、第1の力とは異なる第2の力で前記画面をタッピングすることによ
り、前記第3の入力部がアクティブになって第2の信号を提供する、本発明1004の装置。
[本発明1009]
　前記センサが衝撃センサである、本発明1004の装置。
[本発明1010]
　前記センサが加速度計である、本発明1004の装置。
[本発明1011]
　前記加速度計が3軸加速度計である、本発明1010の装置。
[本発明1012]
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の周縁部の近傍に配置されている、本
発明1004の装置。
[本発明1013]
　前記センサが、前記収納容器内で、前記収納容器の中央の近傍に配置されている、本発
明1004の装置。
[本発明1014]
　前記リストバンドおよび前記電子モジュールのうちの一方が突部を有し、前記リストバ
ンドおよび前記電子モジュールのうちのもう一方が開口部を有し、前記電子モジュールを
前記リストバンドに接続するために、前記突部が前記開口部に脱着可能に受けいれられる
、本発明1001の装置。
[本発明1015]
　前記リストバンドが開口部を備えたスリーブを有し、前記電子モジュールが、前記開口
部を通って前記スリーブに受けいれられるUSBコネクタを有する、本発明1001の装置。
[本発明1016]
　前記スリーブが前記USBコネクタを包み込む、本発明1015の装置。
[本発明1017]
　前記スリーブが前記リストバンドの中央部分の近傍に配置される、本発明1016の装置。
[本発明1018]
　前記電子モジュールの前記コントローラが運動機能性を有する、本発明1001の装置。
[本発明1019]
　前記運動機能性が、運動パフォーマンスデータを記録することおよびモニタすることを
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含む、本発明1018の装置。
[本発明1020]
　前記データが、時間、距離および速度のうち少なくとも1つを含む、本発明1019の装置
。
[本発明1021]
　前記コントローラが、ユーザに動作可能に関連づけられたセンサからデータを受け取る
ように構成されている、本発明1020の装置。
[本発明1022]
　前記電子モジュールが、コンピュータのUSBポートに差し込まれるように構成されたUSB
コネクタを有し、前記電子モジュール上に保存されたデータが、前記コンピュータ上に表
示されることができる、本発明1001の装置。
[本発明1023]
　前記コンピュータに前記電子モジュールを差し込むことに応答して、前記電子モジュー
ル上に保存されたデータが、表示のためのリモートウェブサイトへ自動的にアップロード
される、本発明1022の装置。
[本発明1024]
　前記コントローラがディスプレイを有し、それぞれ曜日に相当する7つの別個のセグメ
ントにおいて運動パフォーマンスデータを表示するように前記コントローラが構成されて
いる、本発明1021の装置。
[本発明1025]
　前記電子モジュールが、ユーザの運動パフォーマンスのモニタリングに使用するための
GPS衛星からデータを受け取るように適合されたGPSレシーバを有する、本発明1001の装置
。
[本発明1026]
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関連
づけられた複数のユーザ入力部を有し、
　該ユーザ入力部が、画面に接触し且つ画面に対して概ね垂直な方向でユーザによって作
動されるように構成されたユーザ入力部を含む、
装置。
[本発明1027]
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、第1の開口部および第2の開口部を有するリストバンドと、USBコネクタ、お
よび運動パフォーマンスデータを記録するように構成されたコントローラを有する電子モ
ジュールとを含み、
　該モジュールが第1の突部および第2の突部をさらに有し、前記モジュールを前記リスト
バンドに接続するために、前記突部がそれぞれの開口部において脱着可能に受けいれられ
る、
装置。
[本発明1028]
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、該リストバン
ドに脱着可能に取り付けられた電子モジュールとを含み、
　該電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関連
づけられた複数のユーザ入力部を有し、前記電子モジュールがUSBコネクタをさらに有し
、
　前記コントローラが、予め定められた期間にわたって実行される複数のワークアウトを
含むワークアウト概要と共に表示される時刻を含むインタフェースを生成するように構成
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されている、
装置。
[本発明1029]
　前記ワークアウト概要が、予め定められた期間にわたって実行される前記ワークアウト
の一日単位での内訳を含む、本発明1028の装置。
[本発明1030]
　前記複数のワークアウトの各々が、目標ワークアウト量および実際のワークアウト量を
示すプログレスバーによって表わされる、本発明1029の装置。
[本発明1031]
　前記コントローラが、前記ワークアウトの前記内訳をアニメーション形式で表示するよ
うに構成されている、本発明1029の装置。
[本発明1032]
　前記ユーザ入力部が、前記画面に接触し且つ前記画面に対して概ね垂直な方向でユーザ
によって作動されるように構成されたユーザ入力部を含む、本発明1028の装置。
[本発明1033]
　ユーザの運動パフォーマンスをモニタするための装置であって、
　該装置が、ユーザによって着用されるように構成されたリストバンドと、
該リストバンドに脱着可能に取り付けられた収納容器を有する電子モジュールとを含み、
　前記電子モジュールが、コントローラ、画面、ならびに該コントローラに動作可能に関
連づけられた複数のユーザ入力部をさらに有し、
　前記コントローラが、前記収納容器内に配置されたプリント回路基板を有し、
　該回路基板が、その上に動作可能に接続された衝撃ボタンを有し、
　前記ユーザ入力部が、ユーザが前記画面をタッピングするのに応答して前記衝撃ボタン
をアクティブにするように構成されたユーザ入力部を含む、
装置。
[本発明1034]
　ユーザが第1の力で前記画面をタッピングするのに応答して、前記コントローラによっ
て第1のアクションが提供され、ユーザが第1の力とは異なる第2の力で前記画面をタッピ
ングするのに応答して、前記コントローラによって第2のアクションが提供される、本発
明1033の装置。
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