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(57)【要約】
【課題】運動情報の収集および表示のためのシステムお
よび技術を提供する。
【解決手段】単一の個人または人々の群に関する運動デ
ータを、中心位置で収集し、続いて所望の遠隔位置で表
示し、その結果、個人または人々は、彼らの成果を概観
および批評し、さらに、複数の個人に関する運動データ
を、中心位置で収集し、続いて所望の遠隔位置でユーザ
ーに対して表示する。その結果、ユーザーは、各自の運
動活動を他人のものと比較することができる。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレーニング目標を定義するユーザー指定を受け取るように構成された入力モジュール
と;
　ユーザー指定のトレーニング目標に到達するための複数のタスクを備えるトレーニング
プログラムを生成するように構成されたトレーニングモジュールと
を備える、システム。
【請求項２】
　複数のタスクを備えるトレーニングプログラムが、該複数のタスクを完了するためのス
ケジュールを含む、請求項1記載のシステム。
【請求項３】
　ユーザー指定がトレーニング目標としてランニングを定義し、トレーニングプログラム
が第1の指定のペースでウォーキングするための第1のタスクを含む、請求項1記載のシス
テム。
【請求項４】
　トレーニングプログラムが第2の指定のペースでウォーキングするための第2のタスクを
含む、請求項1記載のシステム。
【請求項５】
　ユーザー指定の目標が進むべき距離を含み、複数のタスクが一連の徐々に長くなる距離
目的を含む、請求項1記載のシステム。
【請求項６】
　ユーザー指定の目標が所望の目標達成日付をさらに含み、トレーニングプログラムが複
数のタスクのためのスケジュールを含み、該スケジュールが、ユーザーが前記所望の目標
達成日付までに前記ユーザー指定の目標に到達するのを助けるように構成されている、請
求項5記載のシステム。
【請求項７】
　ユーザー指定の目標が特定の場所における競技イベントを含む、請求項1記載のシステ
ム。
【請求項８】
　トレーニングモジュールが、特定の場所に基づいてトレーニングプログラムを生成する
ように構成されている、請求項7記載のシステム。
【請求項９】
　トレーニングモジュールが、特定の場所の配置に基づいてトレーニングプログラムを生
成するように構成されている、請求項8記載のシステム。
【請求項１０】
　トレーニングモジュールが、一つまたは複数のユーザー属性に基づいてトレーニングプ
ログラムを生成するように構成されている、請求項1記載のシステム。
【請求項１１】
　トレーニングモジュールが、性別に基づいてトレーニングプログラムを生成するように
構成されている、請求項10記載のシステム。
【請求項１２】
　トレーニングモジュールが、年齢に基づいてトレーニングプログラムを生成するように
構成されている、請求項10記載のシステム。
【請求項１３】
　トレーニングモジュールが、身長に基づいてトレーニングプログラムを生成するように
構成されている、請求項10記載のシステム。
【請求項１４】
　入力モジュールがさらに、所望のトレーニングプログラムを識別するパラメータを受け
取るように構成されている、請求項1記載のシステム。
【請求項１５】
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　パラメータがユーザー以外の運動者を識別する、請求項14記載のシステム。
【請求項１６】
　入力モジュールがさらに、ユーザーの運動成績データを受け取るように構成されている
、請求項1記載のシステム。
【請求項１７】
　運動成績データが装着式センサーから受け取られる、請求項16記載のシステム。
【請求項１８】
　装着式センサーが靴搭載式センサーを含む、請求項17記載のシステム。
【請求項１９】
　運動成績データがネットワークを介してリモート機器から受け取られる、請求項16記載
のシステム。
【請求項２０】
　運動成績データが短距離通信接続によって機器から受け取られる、請求項16記載のシス
テム。
【請求項２１】
　短距離通信接続がブルートゥースを含む、請求項20記載のシステム。
【請求項２２】
　運動成績データがシステムに物理的に接続された機器から受け取られる、請求項20記載
のシステム。
【請求項２３】
　入力モジュールがさらに、トレーニング目標とトレーニングプログラムのうちの少なく
とも一方に対する編集を受け取るように構成されている、請求項1記載のシステム。
【請求項２４】
　トレーニングモジュールがさらに、受け取った編集に基づいてトレーニングプログラム
を修正するように構成されている、請求項23記載のシステム。
【請求項２５】
　受け取った編集が第1のタスクの変更を含み、トレーニングモジュールが、該第1のタス
クへの該変更に基づいて第2のタスクを修正するように構成されている、請求項24記載の
システム。
【請求項２６】
　第1のタスクの変更が第1日に走るべきマイル数を減らすことを含み、第2のタスクを修
正することが第2日に走るべきマイル数を増やすことを含む、請求項25記載のシステム。
【請求項２７】
　トレーニングモジュールがさらに:
　受け取った編集が推奨されるものであるかどうか判定し;かつ
　該受け取った編集が推奨されるものではないと判定したことに応答して、ユーザーに、
該受け取った編集が推奨されるものではないことを表すメッセージを提供する
ように構成されている、請求項23記載のシステム。
【請求項２８】
　編集が、ユーザーインターフェースの一つまたは複数の表示要素とのユーザー対話によ
って受け取られる、請求項23記載のシステム。
【請求項２９】
　生成されたトレーニングプログラムを別のユーザーに送信するように構成された通信モ
ジュールをさらに備える、請求項21記載のシステム。
【請求項３０】
　ユーザーと関連付けられる運動情報を収集する運動情報センサーモジュールと;
　該運動情報を記憶する該運動情報センサーモジュールに結合された記憶モジュールと;
　該運動情報を表示する該記憶モジュールに結合された表示モジュールと;
　該運動情報を所定の運動情報と比較する該記憶モジュールに結合されたトレーニングモ
ジュールと
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を備える、運動情報システム。
【請求項３１】
　トレーニングモジュールが、ユーザーに推奨されるべきトレーニングプログラムを包含
する、請求項30記載の運動情報システム。
【請求項３２】
　トレーニングモジュールが、トレーニングプログラムを活動化する前にユーザーに該ト
レーニングプログラムのプレビューを提供するように構成されている、請求項31記載の運
動情報システム。
【請求項３３】
　生成されるトレーニングプログラムがユーザーの運動レベルに基づくものである、請求
項31記載の運動情報システム。
【請求項３４】
　表示モジュールが、行われた運動活動に対応するデータと推奨される運動活動に対応す
るデータとの比較を表示するように構成されている、請求項30記載の運動情報システム。
【請求項３５】
　表示モジュールがさらに、特定の日に対応するユーザーインターフェース要素とのユー
ザー対話を検出すると、該特定の日の推奨される運動活動スケジュールを表示するように
構成されている、請求項30記載の運動情報システム。
【請求項３６】
　ユーザー対話が、ユーザーインターフェース要素の上に制御要素を合わせることを含む
、請求項35記載の運動情報システム。
【請求項３７】
　トレーニングモジュールがさらに、ユーザー指定の目標に基づいてトレーニングプログ
ラムを生成するように構成されている、請求項30記載の運動情報システム。
【請求項３８】
　表示モジュールが、あるタイムフレーム内に行われた運動活動の量を第1の色で表示し
、該タイムフレームの推奨される活動の量を第2の色で表示するように構成されている、
請求項37記載の運動情報システム。
【請求項３９】
　表示モジュールがさらに、行われた運動活動の量を、推奨される活動の量に重ね合わせ
て表示するように構成されている、請求項38記載の運動情報システム。
【請求項４０】
　表示モジュールが、指定の運動目標に到達するための複数の目的を表示するように構成
されている、請求項30記載の運動情報システム。
【請求項４１】
　表示モジュールがさらに、複数の目的のうちの1目的とのユーザー対話時に、該目的に
関する追加情報を表示するように構成されている、請求項40記載の運動情報システム。
【請求項４２】
　機器において、運動トレーニング目標を定義するユーザー指定を受け取る段階;および
　該機器が、前記ユーザー指定のトレーニング目標に到達するための複数のタスクを備え
るトレーニングプログラムを生成する段階
を備える、方法。
【請求項４３】
　複数のタスクを備えるトレーニングプログラムが、該複数のタスクを完了するためのス
ケジュールを含む、請求項42記載の方法。
【請求項４４】
　ユーザー指定がトレーニング目標としてランニングを定義し、トレーニングプログラム
が第1の指定のペースでウォーキングするための第1のタスクを含む、請求項42記載の方法
。
【請求項４５】
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　トレーニングプログラムが第2の指定のペースでウォーキングするための第2のタスクを
含む、請求項42記載の方法。
【請求項４６】
　ユーザー指定の目標が進むべき距離を含み、複数のタスクが一連の徐々に長くなる距離
目的を含む、請求項42記載の方法。
【請求項４７】
　ユーザー指定の目標が所望の目標達成日付をさらに含み、トレーニングプログラムが複
数のタスクのためのスケジュールを含み、該スケジュールが、ユーザーが該所望の目標達
成日付までに前記ユーザー指定の目標に到達するのを助けるように構成されている、請求
項46記載の方法。
【請求項４８】
　ユーザー指定の目標が特定の場所における競技イベントを含む、請求項42記載の方法。
【請求項４９】
　トレーニングプログラムを生成する段階が特定の場所に基づいて行われる、請求項48記
載の方法。
【請求項５０】
　トレーニングプログラムを生成する段階が特定の場所の配置に基づいて行われる、請求
項49記載の方法。
【請求項５１】
　トレーニングプログラムを生成する段階が、一つまたは複数のユーザー属性に基づいて
行われる、請求項42記載の方法。
【請求項５２】
　一つまたは複数のユーザー属性が性別を含む、請求項51記載の方法。
【請求項５３】
　一つまたは複数のユーザー属性が年齢を含む、請求項51記載の方法。
【請求項５４】
　一つまたは複数のユーザー属性が身長を含む、請求項51記載の方法。
【請求項５５】
　入力モジュールがさらに、所望のトレーニングプログラムを識別するパラメータを受け
取るように構成されている、請求項42記載の方法。
【請求項５６】
　パラメータがユーザー以外の運動者を識別し、所望のトレーニングプログラムが、該ユ
ーザー以外の該運動者と関連付けられる、請求項55記載の方法。
【請求項５７】
　ユーザーの運動成績データを受け取る段階をさらに備える、請求項42記載の方法。
【請求項５８】
　運動成績データが装着式センサーから受け取られる、請求項57記載の方法。
【請求項５９】
　装着式センサーが靴搭載式センサーを含む、請求項58記載の方法。
【請求項６０】
　運動成績データがネットワークを介してリモート機器から受け取られる、請求項57記載
の方法。
【請求項６１】
　運動成績データが短距離通信接続によって機器から受け取られる、請求項57記載の方法
。
【請求項６２】
　短距離通信接続がブルートゥースを含む、請求項61記載の方法。
【請求項６３】
　運動成績データが、物理的接続機器から受け取られる、請求項61記載の方法。
【請求項６４】
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　トレーニング目標とトレーニングプログラムのうちの少なくとも一方に対する編集を受
け取る段階をさらに備える、請求項42記載の方法。
【請求項６５】
　受け取った編集に基づいてトレーニングプログラムを修正する段階をさらに備える、請
求項64記載の方法。
【請求項６６】
　受け取った編集が第1のタスクの変更を含み、該第1のタスクへの該変更に基づいて第2
のタスクを修正する段階をさらに備える、請求項65記載の方法。
【請求項６７】
　第1のタスクの変更が第1日に走るべきマイル数を減らすことを含み、第2のタスクを修
正する段階が第2日に走るべきマイル数を増やすことを含む、請求項66記載の方法。
【請求項６８】
　受け取った編集が推奨されるものであるかどうか判定する段階;および
　該受け取った編集が推奨されるものではないと判定したことに応答して、ユーザーに、
該受け取った編集が推奨されるものではないことを表すメッセージを提供する段階
をさらに備える、請求項64記載の方法。
【請求項６９】
　編集を受け取る段階が、ユーザーインターフェースの一つまたは複数の表示要素とのユ
ーザー対話を検出する段階を含む、請求項64記載の方法。
【請求項７０】
　生成されたトレーニングプログラムを別のユーザーに送信する段階をさらに備える、請
求項62記載の方法。
【請求項７１】
　複数の運動者からなるチームを作成するように構成されたチーム作成モジュールと;
　　チーム目標に到達するためのチーム・トレーニング・プログラムを決定し;
　　該チーム目標に到達する際の該チームの進捗を、該複数の運動者のそれぞれによって
行われる運動活動を追跡することによって追跡する
ように構成された目標モジュールと
を備える、システム。
【請求項７２】
　目標モジュールがさらに、チームのために設定された複数の目標を記憶するように構成
されている、請求項71記載のシステム。
【請求項７３】
　チームのために設定された複数の目標のリストを表示するユーザーインターフェースを
生成するように構成された表示モジュールをさらに備える、請求項71記載のシステム。
【請求項７４】
　複数の目標が、別の運動者と別のチームの少なくとも一方によって発布されたチームチ
ャレンジを含む、請求項73記載のシステム。
【請求項７５】
　複数の目標がレースを含み、表示モジュールはさらに、該レースのルートを表示するよ
うに構成されている、請求項73記載のシステム。
【請求項７６】
　非チームメンバーがチーム情報を表示させるのを防ぐように構成されたプライバシーモ
ジュールをさらに備える、請求項71記載のシステム。
【請求項７７】
　チーム情報がチーム目標を含む、請求項76記載のシステム。
【請求項７８】
　チーム情報がチームの運動者の識別情報を含む、請求項76記載のシステム。
【請求項７９】
　チーム目標が、チームのコーチからのユーザー入力に基づいて定義される、請求項71記
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載のシステム。
【請求項８０】
　トレーニングプログラムが、チームのコーチからのユーザー入力に基づいて定義される
、請求項71記載のシステム。
【請求項８１】
　コーチからのユーザー入力がチーム目標を達成したことに対する褒賞を含む、請求項71
記載のシステム。
【請求項８２】
　トレーニングプログラムがチームメンバー別のトレーニングプログラムを含む、請求項
80記載のシステム。
【請求項８３】
　チームのコーチから受け取られる情報を表示するように構成された表示モジュールをさ
らに備える、請求項71記載のシステム。
【請求項８４】
　情報がコーチからのコメントを含む、請求項82記載のシステム。
【請求項８５】
　コメントがチームメンバー別のものである、請求項84記載のシステム。
【請求項８６】
　パラメータに従って複数の運動者をソートするように構成されたソートモジュールをさ
らに備える、請求項71記載のシステム。
【請求項８７】
　パラメータが物理的属性を含む、請求項86記載のシステム。
【請求項８８】
　パラメータが身長を含む、請求項87記載のシステム。
【請求項８９】
　パラメータが体重を含む、請求項87記載のシステム。
【請求項９０】
　パラメータが年齢を含む、請求項86記載のシステム。
【請求項９１】
　一つまたは複数の探索パラメータに基づいて一つまたは複数のチームを識別するように
構成された探索モジュールをさらに備える、請求項71記載のシステム。
【請求項９２】
　一つまたは複数の探索パラメータが人気を含む、請求項91記載のシステム。
【請求項９３】
　一つまたは複数の探索パラメータがチーム名を含む、請求項91記載のシステム。
【請求項９４】
　機器が、複数の運動者を含むチームを作成する段階;
　該機器が、チーム目標に到達するためのチーム・トレーニング・プログラムを決定する
段階;および
　該チーム目標に到達する際の該チームの進捗を、該複数の運動者のそれぞれによって行
われる運動活動を追跡することによって追跡する段階
を備える、方法。
【請求項９５】
　チームのために設定された複数の目標を記憶する段階をさらに備える、請求項94記載の
方法。
【請求項９６】
　チームのために設定された複数の目標のリストを表示するユーザーインターフェースを
生成する段階をさらに備える、請求項94記載の方法。
【請求項９７】
　複数の目標が、別の運動者と別のチームの少なくとも一方によって発布されたチームチ
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ャレンジを含む、請求項96記載の方法。
【請求項９８】
　複数の目標がレースを含み、該レースのルートを表示する段階をさらに備える、請求項
96記載の方法。
【請求項９９】
　非チームメンバーがチーム情報を表示させるのを防ぐ、該チーム情報を非公開に設定す
る段階をさらに備える、請求項94記載の方法。
【請求項１００】
　チーム情報がチーム目標を含む、請求項99記載の方法。
【請求項１０１】
　チーム情報がチームの運動者の識別情報を含む、請求項99記載の方法。
【請求項１０２】
　チームのコーチからユーザー入力を受け取る段階;および
　該ユーザー入力に基づいてチーム目標を決定する段階
をさらに備える、請求項94記載の方法。
【請求項１０３】
　トレーニングプログラムを決定する段階がチームのコーチからのユーザー入力に基づい
て行われる、請求項94記載の方法。
【請求項１０４】
　コーチからのユーザー入力がチーム目標を達成したことに対する褒賞を含む、請求項10
3記載の方法。
【請求項１０５】
　トレーニングプログラムがチームメンバー別のトレーニングプログラムを含む、請求項
103記載の方法。
【請求項１０６】
　チームのコーチから受け取られる情報を表示する段階をさらに備える、請求項94記載の
方法。
【請求項１０７】
　情報がコーチからのコメントを含む、請求項106記載の方法。
【請求項１０８】
　コメントがチームメンバー別のものである、請求項107記載の方法。
【請求項１０９】
　パラメータに従って複数の運動者をソートする段階をさらに備える、請求項94記載の方
法。
【請求項１１０】
　パラメータが物理的属性を含む、請求項109記載の方法。
【請求項１１１】
　パラメータが身長を含む、請求項110記載の方法。
【請求項１１２】
　パラメータが体重を含む、請求項110記載の方法。
【請求項１１３】
　パラメータが年齢を含む、請求項109記載の方法。
【請求項１１４】
　一つまたは複数の探索パラメータを含む探索要求を受け取る段階;および
　該一つまたは複数の探索パラメータに基づいて一つまたは複数のチームを識別する段階
をさらに備える、請求項94記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
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　本出願は、参照により本明細書に組み入れられ、本明細書の一部となる、2008年2月27
日出願の米国特許出願第61/032,018号の一部継続出願であり、その恩典および優先権を主
張するものである。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、運動情報の収集および表示に関する。本発明のいくつかの局面は、ネットワ
ーク上での複数の異なる人々からの運動情報の収集、および比較かつトレーニング目的の
ための収集した情報の表示に特別の適用可能性を有する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　大部分の人々は身体の健康の重要性を認識しているが、規則的なエクササイズプログラ
ムの維持に必要な動機づけを見出すことが多くの人々には困難である。ランニング、ウォ
ーキング、および自転車などの、連続的な反復動作を包含するエクササイズ計画を維持す
ることは、一部の人々にとって特に困難である。
【０００４】
　経験ある運動者およびトレーナーは、フィードバックが、規則的なエクササイズプログ
ラムを維持する動機づけを多くの人々に与えることを見出した。エクササイズプログラム
が与える結果を個人が直接体験により知ることができる場合、典型的には、その個人には
エクササイズを続ける上での励みになると考えられる。残念ながら、エクササイズにより
得られる身体の改善は、多くの場合遅すぎるため、規則的なエクササイズプログラムを維
持する上で多くの人々にとって十分な動機づけを与えることができない。したがって、多
くの運動者にとっては、規則的なエクササイズの動機付けを与えるさらに直接的で可視的
な種類のフィードバックを受けることが有用であると考えられる。
【０００５】
　多くの経験ある運動者およびトレーナーは、競争が、規則的なエクササイズプログラム
を維持するいっそう強い動機づけを与え得ることも見出した。例えば、ある運動者は、一
人でエクササイズを行うよりもパートナーと競争する場合の方がエクササイズを行うよう
に動機づけられると考えられる。例えば、これらの運動者は、パートナーとエクササイズ
を行うか、レースなどの運動コンテストに参加するか、さらには彼らの現在の成果能力を
友人のそれと単に比較することがある。
【発明の概要】
【０００６】
発明の簡単な概要
　本発明の各種の局面は、運動情報の収集および表示に関する。本発明のいくつかの実施
では、単一の個人に関する運動データを収集および表示し、それにより個人が各自の成果
を全面的に批評することができる。例えば、第1の期間にわたって個人が行う運動活動に
対応する1セットの運動データをグラフとして表示することができる。運動データのセッ
トを、例えばランニングまたはウォーキングしている個人から生成する場合、個人の速度
を、活動の期間における各自の距離に対してプロットすることができる。いくつかの実施
では、運動データのセットを分析することができ、分析結果をグラフで同時に表示するこ
とができる。例えば、ランニングする個人から得られる1セットの運動データに関してデ
ータを分析することで、固定距離（第1のマイル、第2のマイルなど）間の速度の変化（す
なわち加速または減速）を確定することができる。次にこの情報をグラフで表示すること
ができ、それにより個人は、いつどの程度各自が走行中に速度を変化させたかを概観する
ことができる。
【０００７】
　本発明のさらに他の実施では、個人は、1セットの運動データを、所望の特徴を有する
運動データの別のセットと比較することができる。例えば、選択される1セットの運動デ
ータを、例えば特別の期間にわたってランニングする個人から生成する場合、個人は、そ
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の「走行」に関する各自の成果を、同様の以前の走行での各自の最高速度と比較したいと
望むことがある。したがって、走行が例えば4マイルの距離にわたった場合、運動データ
の以前のセットを分析して、どのデータセットが約4マイルの走行に対応するかを確定す
る。次に、例えば最高平均速度を有するデータを同定し、以前のそのデータセットからの
データを選択されたデータセットからのデータと同時に表示することができる。例えば、
各運動データセットからのデータをグラフとしてプロットし、ディスプレイ上にレンダリ
ングすることができる。次に個人は、運動データの選択されたセットを、各自の「最高」
速度を表す運動データのセットと詳細に比較することができる。
【０００８】
　なおさらに、いくつかの実施では、異なる期間にわたって得られる運動データのセット
を収集し、これらのセットからデータを同時的に表示することができる。したがって、個
人が数日間にわたって複数の走行を行う場合、各走行からのデータを同時に表示すること
ができる。例えば、バーまたはラインなどのアイコンを各データセットについて表示でき
る。さらに、アイコンの寸法、例えばその高さは、そのデータセットのいくつかのデータ
、例えば走行の中央速度または走行中に移動する全距離に対応し得る。いくつかの実施で
は、複数のセットからのデータを集約および表示することができる。例えば、特定の分類
の範囲内の走行（例えば同一週または同一月に生じる）を一緒に群分けすることができ、
群における各データセットの全距離データ（または全時間データ）を一緒に追加すること
ができる。次に、バーまたはラインなどのアイコンを表示することで、各群からのデータ
の合計を表すことができる。アイコンの寸法、例えばその高さは、データセットのその対
応する群から一緒に追加されるデータに対応し得る。
【０００９】
　さらに、本発明のいくつかの例は、個人が運動活動に関係する目標を特定することを可
能にすることができる。個人は、例えば、特定の期間内に特定の全距離を走行するという
目標を定めることができる。本発明のこれらの実施では、個人の運動データの複数のセッ
トからのデータを集約し、個人の特定の目標との対比で表示することができる。目標は、
例えば楕円形のような中が空いている形状で表示できる。次に、集約されたデータを中が
空いている形状内の塗りつぶしとして表示できる。したがって、集約されたデータが、個
人が各自の目標の80％以内であることを示す場合、目標を表す形状は80％塗りつぶしとし
て表示される。
【００１０】
　いくつかの実施では、運動データのセットを、複数の異なる個人から得て表示すること
ができる。例えば、複数の異なる個人のそれぞれからのデータの1つまたは複数のセット
を収集できる。次に、各個人のデータセットからのデータを集約し、各個人に対して表示
することができる。例えば、1セットの運動データを個人が行う各走行について生成でき
る。各個人について、各自のデータセットからのデータ、例えば距離データを追加するこ
とができる。次に、バーまたはラインなどのアイコンを各個人について表示することで、
各自のデータセットからのデータの合計を表すことができる。アイコンの寸法、例えばそ
の高さは、個人のデータセットのそれぞれから追加されるデータの合計に対応し得る。
【００１１】
　なおさらに、本発明のいくつかの例では、個人が、1名または複数名の他の個人を「招
待」することで、彼らの運動活動に対応する運動データを共有することを可能にすること
ができる。本発明のいくつかの実施では、例えば、ユーザーは、電子メールまたは他の同
様の電子媒体を通じて1名または複数名の他の個人に招待を送ることができる。次に、そ
れらの招待された個人のみからの運動データを上記の通り同時に表示することができる。
このように準備することで、招待された各個人（本質的には彼自身または彼女自身を招待
し、したがって被招待者であるとも考えられる招待主を含む）が、各自の現在の運動デー
タを他の被招待者と比較することが可能になる。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施では、個人は、被招待者のために共通の目標を代わりにまたは
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さらに特定することができる。例えば、招待主は、被招待者（ホストを含む）が特定量の
時間内に走行しなければならない合算距離を特定することができる。各被招待者の運動デ
ータの複数のセットからのデータを集約し、個人の特定の目標との対比で表示することが
できる。また、目標を例えば楕円形のような中が空いている形状のディスプレイで表すこ
とができる。次に、各被招待者から集約したデータを、中が空いている形状内の塗りつぶ
しとして表示することができる。したがって、集約されたデータが、被招待者の集合的運
動活動が特定の目標の60％以内であることを示す場合、目標を表す形状は60％塗りつぶし
として表示される。
【００１３】
　本発明のさらに他の実施では、1名または複数のユーザーまたは運動者から収集された
データを、それらのユーザーまたは運動者が個人目標を達成するのを助けるためのトレー
ニングツールの基礎とすることができる。それらの目標は、個々のトレーナー、コーチ、
チームリーダー、または他の専門家によって設定され得る。
【００１４】
　本発明のこれらの特徴および他の特徴は、下記の詳細な説明から明らかになるであろう
。
[請求項1001]
 トレーニング目標を定義するユーザー指定を受け取るように構成された入力モジュール
と;
 前記ユーザー指定のトレーニング目標に到達するための複数のタスクを備えるトレーニ
ングプログラムを生成するように構成されたトレーニングモジュールと
を備える、システム。
[請求項1002]
 複数のタスクを備えるトレーニングプログラムが、該複数のタスクを完了するためのス
ケジュールを含む、請求項1001記載のシステム。
[請求項1003]
 ユーザー指定がトレーニング目標としてランニングを定義し、トレーニングプログラム
が第1の指定のペースでウォーキングするための第1のタスクを含む、請求項1001記載のシ
ステム。
[請求項1004]
 トレーニングプログラムが第2の指定のペースでウォーキングするための第2のタスクを
含む、請求項1001記載のシステム。
[請求項1005]
 ユーザー指定の目標が進むべき距離を含み、複数のタスクが一連の徐々に長くなる距離
目的を含む、請求項1001記載のシステム。
[請求項1006]
 ユーザー指定の目標が所望の目標達成日付をさらに含み、トレーニングプログラムが複
数のタスクのためのスケジュールを含み、該スケジュールが、ユーザーが前記所望の目標
達成日付までに前記ユーザー指定の目標に到達するのを助けるように構成されている、請
求項1005記載のシステム。
[請求項1007]
 ユーザー指定の目標が特定の場所における競技イベントを含む、請求項1001記載のシス
テム。
[請求項1008]
 トレーニングモジュールが、特定の場所に基づいてトレーニングプログラムを生成する
ように構成されている、請求項1007記載のシステム。
[請求項1009]
 トレーニングモジュールが、特定の場所の配置に基づいてトレーニングプログラムを生
成するように構成されている、請求項1008記載のシステム。
[請求項1010]
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 トレーニングモジュールが、一つまたは複数のユーザー属性に基づいてトレーニングプ
ログラムを生成するように構成されている、請求項1001記載のシステム。
[請求項1011]
 トレーニングモジュールが、性別に基づいてトレーニングプログラムを生成するように
構成されている、請求項1010記載のシステム。
[請求項1012]
 トレーニングモジュールが、年齢に基づいてトレーニングプログラムを生成するように
構成されている、請求項1010記載のシステム。
[請求項1013]
 トレーニングモジュールが、身長に基づいてトレーニングプログラムを生成するように
構成されている、請求項1010記載のシステム。
[請求項1014]
 入力モジュールがさらに、所望のトレーニングプログラムを識別するパラメータを受け
取るように構成されている、請求項1001記載のシステム。
[請求項1015]
 パラメータがユーザー以外の運動者を識別する、請求項1014記載のシステム。
[請求項1016]
 入力モジュールがさらに、ユーザーの運動成績データを受け取るように構成されている
、請求項1001記載のシステム。
[請求項1017]
 運動成績データが装着式センサーから受け取られる、請求項1016記載のシステム。
[請求項1018]
 装着式センサーが靴搭載式センサーを含む、請求項1017記載のシステム。
[請求項1019]
 運動成績データがネットワークを介してリモート機器から受け取られる、請求項1016記
載のシステム。
[請求項1020]
 運動成績データが短距離通信接続によって機器から受け取られる、請求項1016記載のシ
ステム。
[請求項1021]
 短距離通信接続がブルートゥースを含む、請求項1020記載のシステム。
[請求項1022]
 運動成績データがシステムに物理的に接続された機器から受け取られる、請求項1020記
載のシステム。
[請求項1023]
 入力モジュールがさらに、トレーニング目標とトレーニングプログラムのうちの少なく
とも一方に対する編集を受け取るように構成されている、請求項1001記載のシステム。
[請求項1024]
 トレーニングモジュールがさらに、受け取った編集に基づいてトレーニングプログラム
を修正するように構成されている、請求項1023記載のシステム。
[請求項1025]
 受け取った編集が第1のタスクの変更を含み、トレーニングモジュールが、該第1のタス
クへの該変更に基づいて第2のタスクを修正するように構成されている、請求項1024記載
のシステム。
[請求項1026]
 第1のタスクの変更が第1日に走るべきマイル数を減らすことを含み、第2のタスクを修正
することが第2日に走るべきマイル数を増やすことを含む、請求項1025記載のシステム。
[請求項1027]
 トレーニングモジュールがさらに:
 受け取った編集が推奨されるものであるかどうか判定し;かつ
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 該受け取った編集が推奨されるものではないと判定したことに応答して、ユーザーに、
該受け取った編集が推奨されるものではないことを表すメッセージを提供する
ように構成されている、請求項1023記載のシステム。
[請求項1028]
 編集が、ユーザーインターフェースの一つまたは複数の表示要素とのユーザー対話によ
って受け取られる、請求項1023記載のシステム。
[請求項1029]
 生成されたトレーニングプログラムを別のユーザーに送信するように構成された通信モ
ジュールをさらに備える、請求項1021記載のシステム。
[請求項1030]
 ユーザーと関連付けられる運動情報を収集する運動情報センサーモジュールと;
 該運動情報を記憶する該運動情報センサーモジュールに結合された記憶モジュールと;
 該運動情報を表示する該記憶モジュールに結合された表示モジュールと;
 該運動情報を所定の運動情報と比較する該記憶モジュールに結合されたトレーニングモ
ジュールと
を備える、運動情報システム。
[請求項1031]
 トレーニングモジュールが、ユーザーに推奨されるべきトレーニングプログラムを包含
する、請求項1030記載の運動情報システム。
[請求項1032]
 トレーニングモジュールが、トレーニングプログラムを活動化する前にユーザーに該ト
レーニングプログラムのプレビューを提供するように構成されている、請求項1031記載の
運動情報システム。
[請求項1033]
 生成されるトレーニングプログラムがユーザーの運動レベルに基づくものである、請求
項1031記載の運動情報システム。
[請求項1034]
 表示モジュールが、行われた運動活動に対応するデータと推奨される運動活動に対応す
るデータとの比較を表示するように構成されている、請求項1030記載の運動情報システム
。
[請求項1035]
 表示モジュールがさらに、特定の日に対応するユーザーインターフェース要素とのユー
ザー対話を検出すると、該特定の日の推奨される運動活動スケジュールを表示するように
構成されている、請求項1030記載の運動情報システム。
[請求項1036]
 ユーザー対話が、ユーザーインターフェース要素の上に制御要素を合わせることを含む
、請求項1035記載の運動情報システム。
[請求項1037]
 トレーニングモジュールがさらに、ユーザー指定の目標に基づいてトレーニングプログ
ラムを生成するように構成されている、請求項1030記載の運動情報システム。
[請求項1038]
 表示モジュールが、あるタイムフレーム内に行われた運動活動の量を第1の色で表示し、
該タイムフレームの推奨される活動の量を第2の色で表示するように構成されている、請
求項1037記載の運動情報システム。
[請求項1039]
 表示モジュールがさらに、行われた運動活動の量を、推奨される活動の量に重ね合わせ
て表示するように構成されている、請求項1038記載の運動情報システム。
[請求項1040]
 表示モジュールが、指定の運動目標に到達するための複数の目的を表示するように構成
されている、請求項1030記載の運動情報システム。
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[請求項1041]
 表示モジュールがさらに、複数の目的のうちの1目的とのユーザー対話時に、該目的に関
する追加情報を表示するように構成されている、請求項1040記載の運動情報システム。
[請求項1042]
 機器において、運動トレーニング目標を定義するユーザー指定を受け取る段階;および
 該機器が、前記ユーザー指定のトレーニング目標に到達するための複数のタスクを備え
るトレーニングプログラムを生成する段階
を備える、方法。
[請求項1043]
 複数のタスクを備えるトレーニングプログラムが、該複数のタスクを完了するためのス
ケジュールを含む、請求項1042記載の方法。
[請求項1044]
 ユーザー指定がトレーニング目標としてランニングを定義し、トレーニングプログラム
が第1の指定のペースでウォーキングするための第1のタスクを含む、請求項1042記載の方
法。
[請求項1045]
 トレーニングプログラムが第2の指定のペースでウォーキングするための第2のタスクを
含む、請求項1042記載の方法。
[請求項1046]
 ユーザー指定の目標が進むべき距離を含み、複数のタスクが一連の徐々に長くなる距離
目的を含む、請求項1042記載の方法。
[請求項1047]
 ユーザー指定の目標が所望の目標達成日付をさらに含み、トレーニングプログラムが複
数のタスクのためのスケジュールを含み、該スケジュールが、ユーザーが該所望の目標達
成日付までに前記ユーザー指定の目標に到達するのを助けるように構成されている、請求
項1046記載の方法。
[請求項1048]
 ユーザー指定の目標が特定の場所における競技イベントを含む、請求項1042記載の方法
。
[請求項1049]
 トレーニングプログラムを生成する段階が特定の場所に基づいて行われる、請求項1048
記載の方法。
[請求項1050]
 トレーニングプログラムを生成する段階が特定の場所の配置に基づいて行われる、請求
項1049記載の方法。
[請求項1051]
 トレーニングプログラムを生成する段階が、一つまたは複数のユーザー属性に基づいて
行われる、請求項1042記載の方法。
[請求項1052]
 一つまたは複数のユーザー属性が性別を含む、請求項1051記載の方法。
[請求項1053]
 一つまたは複数のユーザー属性が年齢を含む、請求項1051記載の方法。
[請求項1054]
 一つまたは複数のユーザー属性が身長を含む、請求項1051記載の方法。
[請求項1055]
 入力モジュールがさらに、所望のトレーニングプログラムを識別するパラメータを受け
取るように構成されている、請求項1042記載の方法。
[請求項1056]
 パラメータがユーザー以外の運動者を識別し、所望のトレーニングプログラムが、該ユ
ーザー以外の該運動者と関連付けられる、請求項1055記載の方法。
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[請求項1057]
 ユーザーの運動成績データを受け取る段階をさらに備える、請求項1042記載の方法。
[請求項1058]
 運動成績データが装着式センサーから受け取られる、請求項1057記載の方法。
[請求項1059]
 装着式センサーが靴搭載式センサーを含む、請求項1058記載の方法。
[請求項1060]
 運動成績データがネットワークを介してリモート機器から受け取られる、請求項1057記
載の方法。
[請求項1061]
 運動成績データが短距離通信接続によって機器から受け取られる、請求項1057記載の方
法。
[請求項1062]
 短距離通信接続がブルートゥースを含む、請求項1061記載の方法。
[請求項1063]
 運動成績データが、物理的接続機器から受け取られる、請求項1061記載の方法。
[請求項1064]
 トレーニング目標とトレーニングプログラムのうちの少なくとも一方に対する編集を受
け取る段階をさらに備える、請求項1042記載の方法。
[請求項1065]
 受け取った編集に基づいてトレーニングプログラムを修正する段階をさらに備える、請
求項1064記載の方法。
[請求項1066]
 受け取った編集が第1のタスクの変更を含み、該第1のタスクへの該変更に基づいて第2の
タスクを修正する段階をさらに備える、請求項1065記載の方法。
[請求項1067]
 第1のタスクの変更が第1日に走るべきマイル数を減らすことを含み、第2のタスクを修正
する段階が第2日に走るべきマイル数を増やすことを含む、請求項1066記載の方法。
[請求項1068]
 受け取った編集が推奨されるものであるかどうか判定する段階;および
 該受け取った編集が推奨されるものではないと判定したことに応答して、ユーザーに、
該受け取った編集が推奨されるものではないことを表すメッセージを提供する段階
をさらに備える、請求項1064記載の方法。
[請求項1069]
 編集を受け取る段階が、ユーザーインターフェースの一つまたは複数の表示要素とのユ
ーザー対話を検出する段階を含む、請求項1064記載の方法。
[請求項1070]
 生成されたトレーニングプログラムを別のユーザーに送信する段階をさらに備える、請
求項1062記載の方法。
[請求項1071]
 複数の運動者からなるチームを作成するように構成されたチーム作成モジュールと;
  チーム目標に到達するためのチーム・トレーニング・プログラムを決定し;
  該チーム目標に到達する際の該チームの進捗を、該複数の運動者のそれぞれによって行
われる運動活動を追跡することによって追跡する
ように構成された目標モジュールと
を備える、システム。
[請求項1072]
 目標モジュールがさらに、チームのために設定された複数の目標を記憶するように構成
されている、請求項1071記載のシステム。
[請求項1073]
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 チームのために設定された複数の目標のリストを表示するユーザーインターフェースを
生成するように構成された表示モジュールをさらに備える、請求項1071記載のシステム。
[請求項1074]
 複数の目標が、別の運動者と別のチームの少なくとも一方によって発布されたチームチ
ャレンジを含む、請求項1073記載のシステム。
[請求項1075]
 複数の目標がレースを含み、表示モジュールはさらに、該レースのルートを表示するよ
うに構成されている、請求項1073記載のシステム。
[請求項1076]
 非チームメンバーがチーム情報を表示させるのを防ぐように構成されたプライバシーモ
ジュールをさらに備える、請求項1071記載のシステム。
[請求項1077]
 チーム情報がチーム目標を含む、請求項1076記載のシステム。
[請求項1078]
 チーム情報がチームの運動者の識別情報を含む、請求項1076記載のシステム。
[請求項1079]
 チーム目標が、チームのコーチからのユーザー入力に基づいて定義される、請求項1071
記載のシステム。
[請求項1080]
 トレーニングプログラムが、チームのコーチからのユーザー入力に基づいて定義される
、請求項1071記載のシステム。
[請求項1081]
 コーチからのユーザー入力がチーム目標を達成したことに対する褒賞を含む、請求項107
1記載のシステム。
[請求項1082]
 トレーニングプログラムがチームメンバー別のトレーニングプログラムを含む、請求項1
080記載のシステム。
[請求項1083]
 チームのコーチから受け取られる情報を表示するように構成された表示モジュールをさ
らに備える、請求項1071記載のシステム。
[請求項1084]
 情報がコーチからのコメントを含む、請求項1082記載のシステム。
[請求項1085]
 コメントがチームメンバー別のものである、請求項1084記載のシステム。
[請求項1086]
 パラメータに従って複数の運動者をソートするように構成されたソートモジュールをさ
らに備える、請求項1071記載のシステム。
[請求項1087]
 パラメータが物理的属性を含む、請求項1086記載のシステム。
[請求項1088]
 パラメータが身長を含む、請求項1087記載のシステム。
[請求項1089]
 パラメータが体重を含む、請求項1087記載のシステム。
[請求項1090]
 パラメータが年齢を含む、請求項1086記載のシステム。
[請求項1091]
 一つまたは複数の探索パラメータに基づいて一つまたは複数のチームを識別するように
構成された探索モジュールをさらに備える、請求項1071記載のシステム。
[請求項1092]
 一つまたは複数の探索パラメータが人気を含む、請求項1091記載のシステム。
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[請求項1093]
 一つまたは複数の探索パラメータがチーム名を含む、請求項1091記載のシステム。
[請求項1094]
 機器が、複数の運動者を含むチームを作成する段階;
 該機器が、チーム目標に到達するためのチーム・トレーニング・プログラムを決定する
段階;および
 該チーム目標に到達する際の該チームの進捗を、該複数の運動者のそれぞれによって行
われる運動活動を追跡することによって追跡する段階
を備える、方法。
[請求項1095]
 チームのために設定された複数の目標を記憶する段階をさらに備える、請求項1094記載
の方法。
[請求項1096]
 チームのために設定された複数の目標のリストを表示するユーザーインターフェースを
生成する段階をさらに備える、請求項1094記載の方法。
[請求項1097]
 複数の目標が、別の運動者と別のチームの少なくとも一方によって発布されたチームチ
ャレンジを含む、請求項1096記載の方法。
[請求項1098]
 複数の目標がレースを含み、該レースのルートを表示する段階をさらに備える、請求項1
096記載の方法。
[請求項1099]
 非チームメンバーがチーム情報を表示させるのを防ぐ、該チーム情報を非公開に設定す
る段階をさらに備える、請求項1094記載の方法。
[請求項1100]
 チーム情報がチーム目標を含む、請求項1099記載の方法。
[請求項1101]
 チーム情報がチームの運動者の識別情報を含む、請求項1099記載の方法。
[請求項1102]
 チームのコーチからユーザー入力を受け取る段階;および
 該ユーザー入力に基づいてチーム目標を決定する段階
をさらに備える、請求項1094記載の方法。
[請求項1103]
 トレーニングプログラムを決定する段階がチームのコーチからのユーザー入力に基づい
て行われる、請求項1094記載の方法。
[請求項1104]
 コーチからのユーザー入力がチーム目標を達成したことに対する褒賞を含む、請求項110
3記載の方法。
[請求項1105]
 トレーニングプログラムがチームメンバー別のトレーニングプログラムを含む、請求項1
103記載の方法。
[請求項1106]
 チームのコーチから受け取られる情報を表示する段階をさらに備える、請求項1094記載
の方法。
[請求項1107]
 情報がコーチからのコメントを含む、請求項1106記載の方法。
[請求項1108]
 コメントがチームメンバー別のものである、請求項1107記載の方法。
[請求項1109]
 パラメータに従って複数の運動者をソートする段階をさらに備える、請求項1094記載の
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方法。
[請求項1110]
 パラメータが物理的属性を含む、請求項1109記載の方法。
[請求項1111]
 パラメータが身長を含む、請求項1110記載の方法。
[請求項1112]
 パラメータが体重を含む、請求項1110記載の方法。
[請求項1113]
 パラメータが年齢を含む、請求項1109記載の方法。
[請求項1114]
 一つまたは複数の探索パラメータを含む探索要求を受け取る段階;および
 該一つまたは複数の探索パラメータに基づいて一つまたは複数のチームを識別する段階
をさらに備える、請求項1094記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の各種の例を実施するために使用可能である演算装置を示す。
【図２】本発明の各種の例に従って使用可能である運動情報モニタリング装置の例を示す
。
【図３】本発明の各種の例に従って使用可能である運動情報モニタリング装置の例を示す
。
【図４】本発明の各種の例に係る運動パラメータ測定装置が使用可能である1つの環境を
示す。
【図５】本発明の各種実施に従って運動データを収集および／または表示するために使用
可能である運動情報収集および表示装置の例を示す。
【図６】本発明の各種の例に従って使用可能である運動データ表示構成装置の例を示す。
【図７】本発明の各種の例に従って使用可能である種類の、運動データ表示構成装置およ
び複数のクライアント装置を含むネットワークを示す。
【図８Ａ】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示す
るために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図８Ｂ】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示す
るために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図８Ｃ】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示す
るために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図８Ｄ】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示す
るために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図８Ｅ】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示す
るために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図８Ｆ】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示す
るために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図９Ａ】図9Aおよび9Bは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表
示するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図９Ｂ】図9Aおよび9Bは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表
示するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１０】本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択するために提供可能な
ユーザーインターフェースの例を示す。
【図１１Ａ】図11A～11Eは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択する
ために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１１Ｂ】図11A～11Eは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択する
ために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１１Ｃ】図11A～11Eは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択する
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ために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１１Ｄ】図11A～11Eは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択する
ために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１１Ｅ】図11A～11Eは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択する
ために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１２】本発明の各種実施に従って運動活動の目標の達成に向けたユーザーの進捗を知
らせるために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３Ａ】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジ
を生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３Ｂ】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジ
を生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３Ｃ】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジ
を生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３Ｄ】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジ
を生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３Ｅ】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジ
を生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３Ｆ】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジ
を生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１４Ａ】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加
ユーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す
。
【図１４Ｂ】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加
ユーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す
。
【図１４Ｃ】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加
ユーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す
。
【図１４Ｄ】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加
ユーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す
。
【図１４Ｅ】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加
ユーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す
。
【図１４Ｆ】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加
ユーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す
。
【図１５】本発明の各種実施に従ってユーザーの運動達成を記念するために提供可能なユ
ーザーインターフェースの例を示す。
【図１６】本発明の各種実施に従って運動達成を行う決意を生み出すために提供可能なユ
ーザーインターフェースの例を示す。
【図１７】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図１８】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図１９】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２０】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２１】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
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ェースの別の例を示す図である。
【図２２】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２３】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２４】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２５】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２６】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２７】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２８】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図２９】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３０】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３１】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３２】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３３】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３４】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３５】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３６】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３７】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３８】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図３９】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図４０】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフ
ェースの別の例を示す図である。
【図４１】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である。
【図４２】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である。
【図４３】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である。
【図４４】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図４５】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図４６】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
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インターフェースの別の例を示す図である
【図４７】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図４８】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図４９】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５０】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５１】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５２】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５３】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５４】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５５】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５６】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５７】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５８】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図５９】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図６０】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図６１】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図６２】ユーザーのためのトレーニングツールとして提供され得る図17～40のユーザー
インターフェースの別の例を示す図である
【図６３】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図６４】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図６５】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図６６】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図６７】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図６８】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図６９】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７０】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７１】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
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ースの一例を示す図である。
【図７２】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７３】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７４】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７５】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７６】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７７】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７８】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図７９】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８０】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８１】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８２】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８３】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８４】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８５】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８６】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８７】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【図８８】チームのためのトレーニングツールとして提供され得るユーザーインターフェ
ースの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
発明の詳細な説明
操作環境
概要
　本発明の局面は、運動情報の測定、収集、および表示に関する。当業者によって理解さ
れるように、運動情報はまずは各個人から得なければならない。本発明の各種実施では、
1つまたは複数の異なる運動情報モニタリング装置を使用して、個人が行う運動活動に対
応する運動データを測定および記録することができる。典型的には、運動情報モニタリン
グ装置は、モニタリングされる個人に関するパラメータを測定するためのセンサ、および
センサにより測定されるパラメータを処理するための演算装置を組み入れる。
【００１７】
　いったん運動情報モニタリング装置が個人の運動活動に関する運動情報を記録すると、
個人は、記録された運動データを閲覧するために、記録された運動情報を1つまたは複数
の別個の装置に転送することができる。例えば、ユーザーは、記録された運動情報を運動
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情報モニタリング装置から別個の収集装置にダウンロードすることができる。一方、収集
装置は、運動情報モニタリング装置から収集される運動情報を別個の表示構成装置に転送
することができ、運動情報の組織化および構成を続いてさらに別の装置で閲覧するために
行うことができる。下記でさらに詳細に論じるように、本発明の各種実施により、個人が
インターネットなどのネットワーク上で通信を行う演算装置の群を用いて運動情報を記録
、収集、および表示することが可能になる。
【００１８】
　例えば、本発明のいくつかの実施は、個人が、特殊目的の演算装置を用いて運動情報を
測定および記録することを可能にすることができる。次に使用者は、記録された運動情報
を個人用デスクトップまたはラップトップコンピュータなどのローカル演算装置に転送す
ることができる。より詳しくは、ユーザーは、記録された運動情報を、運動情報モニタリ
ング装置から、コンピュータネットワークの「クライアント」として働くローカルコンピ
ュータ上の収集ソフトウェアツールにダウンロードすることができる。次に、収集ソフト
ウェアツールは、ダウンロードされた運動情報を、ネットワークを通じてリモート「サー
バ」コンピュータに転送する。次に、リモートサーバコンピュータ上の表示構成ソフトウ
ェアツールは、転送された運動情報を保存する。その後、個人は、クライアントコンピュ
ータまたは別のローカルコンピュータを用いて、記憶された運動情報をサーバコンピュー
タから検索することができる。ローカルコンピュータからの表示要求に対応して、表示構
成ソフトウェアツールは、ローカルコンピュータ上での表示用に要求された運動情報を構
成し、その後、構成された運動情報を表示用にローカルコンピュータに伝送する。
【００１９】
演算装置
　1つまたは複数の機能を行うように構成される電子回路を用いて本発明の各種の例を実
施することができる。例えば、本発明のいくつかの態様では、運動情報モニタリング装置
、収集装置、表示装置、またはその任意の組み合わせを、1つまたは複数の特定用途の集
積回路（ASIC）を用いて実施することができる。しかしながら、本発明の各種の例の構成
要素は、ファームウェアもしくはソフトウェアの命令を実行するプログラム可能な演算装
置を使用して、または特定目的の電子回路とプログラム可能な演算装置上で実行されるフ
ァームウェアもしくはソフトウェアの命令との何らかの組み合わせにより、実施される。
【００２０】
　したがって、図1は、本発明の各種態様を実施するために使用可能であるコンピュータ1
01の1つの説明に役立つ実例を示す。この図でわかるように、コンピュータ101は、演算ユ
ニット103を有する。演算ユニット103は、典型的には処理ユニット105およびシステムメ
モリ107を含む。処理ユニット105は、ソフトウェアの命令を実行するための任意の種類の
処理装置であり得るが、通常はマイクロプロセッサ装置である。システムメモリ107は、
読み出し専用メモリ（ROM）109とランダムアクセスメモリ（RAM）111の両方を含み得る。
当業者によって理解されるように、読み出し専用メモリ（ROM）109とランダムアクセスメ
モリ（RAM）111の両方が、処理ユニット105による実行用のソフトウェアの命令を記憶で
きる。
【００２１】
　処理ユニット105およびシステムメモリ107は、1つまたは複数の周辺装置に、直接的に
またはバス113もしくは代わりの通信構造を通じて間接的に接続される。例えば、処理ユ
ニット105またはシステムメモリ107は、ハードディスクドライブ115、リムーバブル磁気
ディスクドライブ117、光ディスクドライブ119、およびフラッシュメモリカード121など
のさらなるメモリストレージに直接的または間接的に接続可能である。処理ユニット105
またはシステムメモリ107は、1つまたは複数の入力装置123および1つまたは複数の出力装
置125にも直接的または間接的に接続可能である。入力装置123は、例えばキーボード、タ
ッチスクリーン、リモートコントロールパッド、ポインティング装置（例えばマウス、タ
ッチパッド、スタイラス、トラックボール、もしくはジョイスティック）、スキャナ、カ
メラ、またはマイクロホンを含み得る。出力装置125は、例えばモニタディスプレイ、テ
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レビ、プリンタ、ステレオ、またはスピーカを含み得る。
【００２２】
　なおさらに、計算ユニット103は、ネットワークとの通信用の1つまたは複数のネットワ
ークインターフェース127と直接的または間接的に接続される。ネットワークアダプタま
たはネットワークインターフェースカード（NIC）とも時々呼ばれる、この種類のネット
ワークインターフェース127は、伝送制御プロトコル（TCP）、インターネットプロトコル
（IP）、およびユーザーデータグラムプロトコル（UDP）などの1つまたは複数の通信プロ
トコルに従って、計算ユニット103からのデータ信号および制御信号をネットワークメッ
セージに変換する。これらのプロトコルは当技術分野で周知であり、したがって本明細書
ではさらに詳細には論じない。インターフェース127は、ワイヤレストランシーバ、電力
線アダプタ、モデム、またはイーサネット（登録商標）接続を例えば含む、ネットワーク
に対する接続用の任意の好適な接続エージェントを使用できる。
【００２３】
　計算装置を、上記で具体的に列挙した入力装置、出力装置、および記憶周辺装置に加え
て、入力機能、出力機能、および記憶機能、またはその何らかの組み合わせを行い得るい
くつかを含む様々な他の周辺装置に接続可能であるということを理解すべきである。例え
ば、コンピュータ101は、カリフォルニア州クパチーノのApple, Inc.から入手可能なIPOD
（登録商標）ブランドのデジタル音楽プレイヤーなどのデジタル音楽プレイヤーに接続可
能である。当技術分野で公知のように、この種類のデジタル音楽プレイヤーは、コンピュ
ータ用出力装置（例えばサウンドファイルから音楽を、またはイメージファイルから画像
を出力する）と記憶装置の両方として役立つことができる。さらに、この種類のデジタル
音楽プレイは、下記でさらに詳細に論じるように、記録された運動情報の出力用の出力装
置としても役立つことができる。
【００２４】
　コンピュータ101は、デジタル音楽プレイヤーに加えて、電話などの1つまたは複数の他
の周辺装置に接続可能であるか、そうでなければそれを含むことができる。電話は、例え
ばワイヤレス「スマートフォン」であり得る。当技術分野で公知のように、この種類の電
話は高周波伝送を用いてワイヤレスネットワークを通じて通信を行う。「スマートフォン
」は、単純な通信機能性に加えて、電子メッセージ（例えば電子メールメッセージ、SMS
テキストメッセージなど）の送信、受信、および閲覧、サウンドファイルの記録または再
生、イメージファイル（例えば静止画像または動画イメージファイル）の記録または再生
、テキスト付きファイル（例えばMicrosoft WordもしくはExcelファイルまたはAdobe Acr
obatファイルなど）の閲覧および編集などの1つまたは複数のデータ管理機能もユーザー
に提供することができる。この種類の電話のデータ管理能力を理由として、ユーザーは電
話をコンピュータ101と接続でき、それにより、それらの維持されたデータを同期させる
ことができる。
【００２５】
　無論、当技術分野で周知のように、さらに他の周辺装置は、図1で示す種類のコンピュ
ータ101に付属していることができるか、またはそうでなければこのコンピュータ101に接
続させることができる。いくつかの場合では、周辺装置を演算ユニット103に永久または
半永久に接続できる。例えば、多くのコンピュータでは、演算ユニット103、ハードディ
スクドライブ117、リムーバブル光ディスクドライブ119、およびディスプレイが、単一の
ハウジング内に半永久に収納されている。しかしながら、さらに他の周辺装置を取り外し
可能にコンピュータ101に接続できる。コンピュータ101は、そこを通じて周辺装置が演算
ユニット103に（直接的にまたはバス113を通じて間接的に）接続可能な、1つまたは複数
の通信ポートを含み得る。したがって、これらの通信ポートは、ユニバーサルシリアルバ
ス（USB）規格またはIEEE 1394高速シリアルバス規格を用いるシリアルバスポート（例え
ばファイヤーワイヤーポート）などのパラレルバスポートまたはシリアルバスポートを含
み得る。コンピュータ101は、ブルートゥースインターフェース、Wi-Fiインターフェース
、赤外線データポートなどのワイヤレスデータ「ポート」を代わりにまたはさらに含み得
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る。
【００２６】
　本発明の各種の例に従って使用される計算装置が、図1に示すコンピュータ101よりも多
い構成要素、コンピュータ101よりも少ない構成要素、またはコンピュータ101とは異なる
組み合わせの構成要素を含み得ることを理解すべきである。例えば、本発明のいくつかの
実施では、デジタル音楽プレイヤーまたはサーバコンピュータなどの、極めて特定の機能
性を有するように意図されている1つまたは複数の演算装置を使用することができる。し
たがって、これらの演算装置は、ネットワークインターフェース115、リムーバブル光デ
ィスクドライブ119、プリンタ、スキャナ、外付けハードドライブなどの不要な周辺機器
を省くことができる。本発明のいくつかの実施では、デスクトップまたはラップトップパ
ーソナルコンピュータなどの広範な機能が可能なように意図されている演算装置を、代わ
りにまたはさらに使用することができる。これらの演算装置は、所望に応じて周辺装置ま
たは追加構成要素の任意の組み合わせを有し得る。
【００２７】
運動情報モニタリング装置
　図2は、本発明の各種の例に従って、ユーザーの運動活動に対応する運動情報の測定に
使用可能である運動情報モニタリング装置201の1つの例を示す。この図に示すように、運
動情報モニタリング装置201は、デジタル音楽プレイヤー203、電子インターフェース装置
205、および運動パラメータ測定装置207を含む。さらに詳細に説明するように、デジタル
音楽プレイヤー203は、電子インターフェース装置205に（解放可能に）接続されており、
この組み合わせは、ユーザーにより、各自がランニングまたはウォーキングなどの運動活
動を行っている間、着用されているか、そうでなければ携行されている。運動パラメータ
測定装置207はまた、ユーザーにより、各自が運動活動を行っている間、着用または携行
されており、ユーザーが行っている運動の成果に関する1つまたは複数の運動パラメータ
を測定する。運動パラメータ測定装置207は、電子インターフェース装置205に、測定され
た運動パラメータに対応する信号を伝送する。電子インターフェース装置205は、運動パ
ラメータ測定装置207から信号を受け取り、デジタル音楽プレイヤー203に受け取った情報
を与える。
【００２８】
　図3でさらに詳細に示すように、運動パラメータ測定装置207は、運動パラメータ測定装
置207を着用しているか、そうでなければ使用している個人に関連する運動パラメータを
測定するための1つまたは複数のセンサ301を含む。例えば、図示される実施では、センサ
301Aおよび301Bは、2つの直交する方向の運動パラメータ測定装置207の加速を測定する加
速度計（例えば圧電型加速度計）であり得る。運動パラメータ測定装置207は、ユーザー
がエクササイズを行っている間、所望の運動パラメータを測定するために、ユーザーによ
り携行されているか、そうでなければ着用されている。例えば、図4に示すように、ユー
ザーがウォーキングまたはランニングしている間、ユーザーの靴401の足底に運動パラメ
ータ測定装置207を位置づけることができる。このように準備することで、センサ301は、
使用者の足の動きに対応する電気信号を発生する。当技術分野で公知のように、次にこれ
らの信号を、ユーザーが行う運動活動を代表する運動データを生成するために使用できる
。
【００２９】
　運動パラメータ測定装置207は、センサ301が出力する電気信号を処理するためのプロセ
ッサ303も含む。本発明のいくつかの実施では、プロセッサ303は、プログラム可能なマイ
クロプロセッサであり得る。しかしながら、本発明のさらに他の実施では、プロセッサ30
3は、ASICなどの特定目的の回路装置であり得る。プロセッサ303は、曲線平滑化、ノイズ
フィルタリング、異常値除去、増幅、総和、積分などの、センサ301から出力される信号
に対する任意の所望の操作を行うことができる。プロセッサ303は、処理された信号を伝
送器307に与える。運動パラメータ測定装置207は、センサ301、プロセッサ303、および伝
送器305に必要に応じて電力を与えるための電源307も含む。電源307は、例えば電池であ
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り得る。
【００３０】
　図4でわかるように、運動パラメータ測定装置207は、電子インターフェース装置205に
処理された信号を伝送する。ここで図3に戻ると、電子インターフェース装置205は、運動
パラメータ測定装置207内の伝送器305が伝送する処理された信号を受け取るレシーバ309
を含む。レシーバ309は、処理された信号を、さらに信号を処理する第2のプロセッサ311
に中継する。プロセッサ303のように、プロセッサ311は、曲線平滑化、ノイズフィルタリ
ング、異常値除去、増幅、総和、積分などの、加工された信号に対する任意の所望の操作
を行うことができる。
【００３１】
　プロセッサ303は、処理された信号をデジタル音楽プレイヤー203に与える。ここで図2
を再度参照すると、電子インターフェース装置205は、デジタル音楽プレイヤー203上に設
けられる通常の入力ポート211を物理的に塞ぎ、該入力ポート211と接続するコネクタシス
テム209を含む。電子インターフェース装置205のコネクタシステム209がその中に接続さ
れる、入力ポート211は、パラレルデータポート、シリアルデータポート、イアホン、ま
たはマイクロホンジャックなどの、データ転送用の任意の所望種類の入力ポートであり得
る。デジタル音楽プレイヤー203の入力ポート211に設けられる対応する要素との電気接続
または他の好適な接続を形成するために（例えばインターフェース装置205と電子インタ
ーフェース装置205との間の電子通信および／またはデータ通信を可能にするために）、
コネクタシステム209は、ワイヤ、ピン、電気コネクタなどの任意の好適な接続装置を含
み得る。必要または所望に応じて、ストラップ、フック、バックル、クリップ、クランプ
、クラスプ、保持要素、機械的コネクタなどのさらなる固定用要素を、デジタル音楽プレ
イヤー203にインターフェース装置205をしっかり接続するために、設けることができる。
【００３２】
　ここで図3に戻ると、プロセッサ311は、処理された信号を演算ユニット313に与える。
演算ユニット313は、処理された信号をメモリ315に最初に記憶させることができる。さら
に、本発明のいくつかの実施では、演算ユニット313は、運動情報モニタリング装置201が
与える処理された信号に対して操作を行うことで、ユーザーが行う運動活動に対応する1
セットの運動データを生成することができる。例えば、運動情報モニタリング装置201が
ユーザーの足の動きを測定するための加速度計を含む場合、演算ユニット313は、運動情
報モニタリング装置201からの処理された信号を分析することで、ユーザーの運動活動中
の特定の場合でのユーザーの速度、およびそれら特定の場合のそれぞれにおいてユーザー
が移動する全距離を表す、1セットの運動データを生成することができる。加速度計信号
からユーザーの速度を確定するための各種技術は、例えば、「Monitoring Activity Of A
 User In Locomotion On Foot」と題された、2005年5月24日発行の、Blackadarらに対す
る米国特許第6,898,550号、「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」
と題された、2005年4月19日発行の、Ohlenbuschらに対する米国特許第6,882,955号、「Mo
nitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」と題された、2005年4月5日発行
の、Darleyらに対する米国特許第6,876,947号、「Monitoring Activity Of A User In Lo
comotion On Foot」と題された、2002年12月10日発行の、Ohlenbuschらに対する米国特許
第6,493,652号、「Detecting The Starting And Stopping Of Movement Of A Person On 
Foot」と題された、2001年10月2日発行の、Blackadarらに対する米国特許第6,298,314号
、「Measuring Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A Person In Locomotion」と
題された、2000年4月18日発行の、Gaudetらに対する米国特許第6,052,654号、「Measurin
g Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A Person In Locomotion」と題された、20
00年1月25日発行の、Gaudetらに対する米国特許第6,018,705号に記載されており、いずれ
も参照により本明細書に完全に組み入れられる。
【００３３】
　運動データセットは、各速度値および／または各距離値と関連する時間値も含み得る。
異なるユーザーから運動情報を収集するために運動情報モニタリング装置201を使用でき
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る場合、運動データ演算ユニット313はさらに、ユーザーが彼自身または彼女自身を何ら
かの方法で同定するように促すことができる。次に、この同定情報を、運動情報モニタリ
ング装置201が与える情報から生成される運動データセットに包含させることができる。
いったん演算ユニット313が、運動情報モニタリング装置201が与える情報から1セットの
運動データを生成すると、演算ユニット313は、運動データセットをメモリ315に記憶させ
ることができる。下記でさらに詳細に論じるように、続いて運動情報収集ツールを実施す
る演算装置にデジタル音楽プレイヤー203を接続すると、演算ユニット313は、遠隔演算装
置をホストとする表示構成ツールに対して運動データをダウンロードする。
【００３４】
　運動パラメータ測定装置207とインターフェース装置205との間のワイヤレス通信を図2
～4に示す態様に関して説明しているが、ワイヤ接続を含む、運動パラメータ測定装置207
とインターフェース装置205との間の任意の所望の通信様式を、本発明から逸脱すること
なく使用できる。また、運動パラメータ測定装置207からの身体データまたは心理データ
から得られたデータを、電子装置210上での表示またはそこからの出力のための適切な形
式またはフォーマットで配置する任意の望ましい方法を、本発明から逸脱することなく与
えることができる。例えば、所望であれば、運動パラメータ測定装置207を、1つまたは複
数の特定の電子装置での使用のために特別に設計および／またはプログラムすることがで
き、例えば、特定の1つまたは複数の装置で動作し、かつそれらの装置に好適な形式およ
びフォーマットで出力データを与えるように、予備プログラムおよび／または配線するこ
とができる。この状況で、ある種の電子装置、例えばデジタル音楽プレイヤーの特定モデ
ル、およびさらに他の電子装置、例えば電話、腕時計、携帯情報端末などを具体的にター
ゲットとして、インターフェース装置205を市販および販売することができる。別の代替
案として、所望であれば、例えばインターネット、ディスク、他のソースなどから特定の
電子装置用にディスプレイドライバもしくはデバイスドライバおよび／またはフォーマッ
トデータをダウンロードすることで、後の時間に、様々な異なる電子装置で動作するよう
にインターフェース装置205をプログラムすることができる。
【００３５】
　所望であれば、本発明の少なくともいくつかの例に従って、電子インターフェース装置
205は、ディスプレイ220および／またはユーザー入力システム222、例えば1つまたは複数
の回転入力装置、スイッチ、ボタン（図2における図解例で示す）、マウス要素もしくは
トラックボール要素、タッチスクリーンなど、またはその何らかの組み合わせをさらに含
み得る。ディスプレイ220は、例えばデジタル音楽プレイヤー203で再生される音楽に関す
る情報、デジタル音楽プレイヤー203が受け取る運動情報信号に関する情報、受け取った
運動情報信号からデジタル音楽プレイヤー203が生成する、運動データなどを示すために
使用できる。ユーザー入力システム222は、例えば、インターフェース装置205を通じて受
け取った入力データの処理の1つまたは複数の局面の制御、入力データ受領（例えばタイ
ミング、受け取った情報の種類、オンデマンドのデータ要求など）の制御、電子装置203
に対するかまたはそれによるデータ出力の制御、運動パラメータ測定装置207の制御など
に使用できる。所望であれば、デジタル音楽プレイヤー203上の入力システム（例えばボ
タン222、タッチスクリーン、ディジタイザ／スタイラスに基づく入力、回転入力装置、
トラックボールまたはローラボール、マウスなど）を代わりにまたはさらに使用すること
で、インターフェース装置205および／または運動パラメータ測定装置207に対してユーザ
ー入力データを与えることができる。所望であれば、さらに別の例として、音声入力シス
テムをインターフェース装置205および／またはデジタル音楽プレイヤー203に設けること
で、例えば音声コマンドを通じたユーザー入力を可能にすることができる。任意のシステ
ム要素の制御および／または任意の目的のために、任意の他の所望の種類のユーザー入力
システムを、本発明から逸脱することなく設けることができる。
【００３６】
　デジタル音楽プレイヤー203は、例えばヘッドホン（または他の音声出力）、電源、ワ
イヤレス通信、赤外線入力、マイクロホン入力、または他の装置のための、例えば図2に
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示すポート224および226などのさらなる入力および／または出力要素を含み得る。所望で
あれば、また、インターフェース装置205が電子装置203に取り付けられている場合にこれ
らのポート224および／または226が覆われているならば、インターフェース装置205は、
ポート224および／または226と同様の外部ポートを備えることができ、またインターフェ
ース装置205に内部回路を設けることができ、それによりユーザーは、デジタル音楽プレ
イヤー203に差し込まれる可能性があるものと同一の追加装置をインターフェース装置205
に差し込み、それでもなお同一機能を活用する（例えば、それにより必要なデータ、信号
、電力、および／または情報を、インターフェース装置205を通じてユーザー、別の出力
、および／またはデジタル音楽プレイヤー203に送る）ことが可能になる。
【００３７】
　上記の本発明のいくつかの特定の態様は、デジタル音楽プレイヤー203に関するもので
あるが、任意の携帯電子装置を用いて本発明の代替例を実施できることを理解すべきであ
る。例えば、本発明のいくつかの実施では、運動パラメータ測定装置207を、携帯電話、
腕時計、携帯情報端末、別の種類の音楽プレイヤー（例えばコンパクトディスクもしくは
衛星ラジオ音楽プレイヤー）、携帯用コンピュータ、または任意の他の所望の電子装置と
組み合わせて使用することができる。さらには、本発明のいくつかの実施では、インター
フェース装置205の使用を代わりにまたはさらに省くことができる。例えば、運動パラメ
ータ測定装置207を、ブルートゥースワイヤレス通信プロトコルを用いる通信用に構成す
ることができ、それにより、それをブルートゥース対応携帯電話、携帯情報端末、腕時計
、またはパーソナルコンピュータで使用することができる。無論、インターフェース装置
205を省いていながらも、さらに他のワイヤレスまたはワイヤ通信技術を使用することも
可能である。
【００３８】
　理解を容易にするために運動パラメータ測定装置207の特定の例を上記で説明したが、
任意の種類の所望の運動パラメータ測定装置207を本発明の各種態様で使用できることも
理解すべきである。例えば、本発明のいくつかの実施では、運動パラメータ測定装置207
は、心拍数モニタ、血中酸素モニタ、衛星ポジショニング装置（例えばグローバルポジシ
ョニング衛星（GPS）ナビゲーション装置）、ユーザーの電気的活動を測定するための装
置（例えばEGKモニタ）、またはユーザーの1つもしくは複数の身体パラメータを測定する
任意の他の装置であり得る。さらに、運動パラメータ測定装置207は、ユーザーが操縦す
る何らかの装置の1つまたは複数の操作パラメータ、例えば自転車の速度および／または
距離、トレッドミル、ローイングマシン、エリプティカルマシン、または固定自転車が行
う速度および／またはワーク、ユーザーが着用するスキー（水中もしくは雪中）、スケー
ト（ローラーもしくはアイス）、またはスノーシューズなどにより移動する速度および／
または距離などを測定することができる。
【００３９】
　また、運動パラメータ測定装置207を、運動パラメータ測定装置207から信号を受け取る
デジタル音楽プレイヤー203または他の携帯電子装置とは別個のものとして記載してきた
が、本発明のいくつかの実施では、運動パラメータ測定装置207を、デジタル音楽プレイ
ヤー203または他の携帯電子装置に組み入れることができる。例えば、本発明のいくつか
の実施では、加速度計を組み入れる音楽プレイヤー、携帯電話、腕時計、もしくは携帯情
報端末、衛星ポジショニング装置、または運動活動を測定するための任意の他の所望の装
置を使用できる。さらに、本発明の各種実施では、デジタル音楽プレイヤー203もしくは
他の携帯電子装置に組み入れられているか、デジタル音楽プレイヤー203もしくは他の携
帯電子装置とは別であるか、またはその何らかの組み合わせである、複数の運動パラメー
タ測定装置207を使用できることを理解すべきである。
【００４０】
運動収集および表示ツール
　図5は、本発明の各種実施に従って運動データを収集および／または表示するために使
用可能である運動情報収集および表示装置501の例を示す。下記でさらに詳細に論じるよ
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うに、運動情報収集および表示装置501は、運動情報の収集と表示の両方を行うことがで
きる。運動情報収集および表示装置501は、既に記載の演算装置101の任意の好適な変形を
用いて実施できる。しかしながら、いくつかの状況では、例えばワシントン州レドモンド
のMicrosoft Corporationから入手可能なMicrosoft Windowsオペレーティングシステムの
1バージョン、カリフォルニア州クパチーノのApple Corporationから入手可能なApple Ma
cintoshオペレーティングシステムの1バージョン、または複数のベンダーから入手可能な
Unix（登録商標）もしくはLinuxオペレーティングシステムの1バージョンを用いるデスク
トップまたはラップトップパーソナルコンピュータを用いて、運動情報収集および表示装
置501を商業的に実施することができる。
【００４１】
　図5に示すように、運動情報収集および表示装置501は、運動情報モニタリング装置201
からデータを受け取るためのインターフェース503を含む。インターフェース503は、例え
ば電気構成要素、ソフトウェア構成要素（例えばアプリケーションプログラムインターフ
ェース（API））、またはその何らかの組み合わせを用いて実施できる。運動情報収集お
よび表示装置501は、運動データ収集モジュール505も有する。本発明の各種の例では、運
動データ収集モジュール505は、1つまたは複数の運動データセットを記憶するデジタル音
楽プレイヤー203または他の携帯電子装置がインターフェース503を通じて運動情報収集お
よび表示装置501にいつ接続されるかを検出し、デジタル音楽プレイヤー203または他の携
帯電子装置との通信セッションを確立することで1つまたは複数の運動データセットを検
索することができる。本発明のいくつかの実施では、運動データ収集モジュール505は、
運動データセットを検索した後、デジタル音楽プレイヤー203または他の携帯電子装置か
ら運動データセットを削除することができる。
【００４２】
　本発明のいくつかの例では、運動データ収集モジュール505は、デジタル音楽プレイヤ
ー203または他の携帯電子装置から検索した運動データセットに対していくつかのさらな
る操作を行うことができる。例えば、異なるユーザーから運動情報を収集するために運動
情報モニタリング装置201を使用できる場合、運動データ収集モジュール505はさらに、ユ
ーザーが彼自身または彼女自身を同定するように促すことができる（この情報を運動情報
収集および表示装置501により事前に得なかった場合）。次にこの同定情報を運動データ
セットに包含させることができる。
【００４３】
　既に記したように、運動情報収集および表示装置501は、典型的には、1つまたは複数の
運動パラメータ測定装置207が測定する情報から運動データのセットを生成する。しかし
ながら、本発明のいくつかの態様では、運動情報収集および表示装置501は、その代わり
に、運動パラメータ測定装置207が与える生情報を記憶することができる。これらの態様
では、運動データ収集モジュール505は、デジタル音楽プレイヤー203または他の携帯電子
装置から生情報を検索した後、生情報自体から運動データセットを生成することができる
。無論、本発明のさらに他の例では、運動パラメータ測定装置207が測定する生情報から
の運動データの生成に関する機能を、運動データ収集モジュール505とデジタル音楽プレ
イヤー203または他の携帯電子装置との間で所望に応じて分けることができる。
【００４４】
　運動データ収集モジュール505は、例えば演算装置101の演算ユニット113が実行するソ
フトウェアの命令により実施可能である。本発明のいくつかの例では、運動データ収集モ
ジュール505は、ブラウザなどの通常のソフトウェアツールで実施可能である。あるいは
、運動データ収集モジュール505は、特定目的のソフトウェアツール、または運動データ
収集機能を行うように拡張された通常のソフトウェアツールで実施可能である。例えば、
運動データ収集モジュール505は、様々な機能を行う通常のブラウザを組み入れるソフト
ウェアツールで実施可能である。これらの機能は、デジタル音楽プレイヤー203または他
の携帯電子装置からの運動データの収集に加えて、例えば音楽および映像コンテンツの選
択、購入、およびダウンロードを含み得る。
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【００４５】
　いったん運動データ収集モジュール505が、運動情報モニタリング装置201が与える処理
された信号を収集すると、運動データ収集モジュール505は、インターフェースモジュー
ル507を通じて運動データ表示構成装置601に運動データセットを伝送する。運動情報収集
および表示装置501は、インターネットなどの通常のネットワークを通じて運動データ表
示構成装置601と通信を行うことができる。これらの構成では、ネットワークインターフ
ェースカードなどの任意の通常の種類のネットワークインターフェースを用いてインター
フェースモジュール507を実施可能である。無論、任意の種類の所望のハードウェアまた
はソフトウェアの組み合わせを代わりに使用することで、運動データ収集モジュール505
が運動データ表示構成装置601に収集した運動データを送ることを可能にすることができ
る。本発明のいくつかの実施では、運動データ収集モジュール505は、収集した運動デー
タを運動データ表示構成装置601に自動転送することができる。例えば、運動データ収集
モジュール505は、運動データ表示構成装置601に対する収集した運動データの転送を、収
集後直ちに試みるか、所定の間隔で試みるか、運動データ表示構成装置601に対するネッ
トワーク接続の検出時に試みるか、またはその何らかの組み合わせの場合で試みることが
できる。運動データ収集モジュール505は、代わりにまたはさらに、収集した運動データ
をいつ運動データ表示構成装置601に送るかを特定するようにユーザーに促すことができ
る。
【００４６】
　図6は、本発明の各種の例に従って使用可能である運動データ表示構成装置601の例を示
す。この図でわかるように、運動データ表示構成装置601は、運動情報収集および表示装
置501と通信を行うためのインターフェースモジュール603を含む。既に記したように、運
動情報収集および表示装置501は、インターネットなどの通常のネットワークを通じて運
動データ表示構成装置601と通信を行うことができる。これらの構成では、ネットワーク
インターフェースカードなどの任意の通常の種類のネットワークインターフェースを用い
てインターフェースモジュール603を実施可能である。無論、任意の種類の所望のハード
ウェアまたはソフトウェアの組み合わせを代わりに使用することで、運動データ表示構成
装置601が運動情報収集および表示装置501と通信を行うことを可能にすることができる。
【００４７】
　運動データ表示構成装置601は、運動データ表示構成モジュール605および運動データス
トレージ607も含む。運動データ表示構成装置601のインターフェース603が運動情報収集
および表示装置501から運動データを受け取ると、それは、受け取った運動データを運動
データ表示構成モジュール605に与える。次に、運動データ表示構成モジュール603は、運
動データを今後の使用のために運動データストレージ607に記憶させることができる。下
記でさらに詳細に論じるように、運動データ表示構成モジュール605はまた、運動データ
ストレージ607からデータを検索し、かつ検索した運動データをユーザーにとって意味の
ある様式で1つまたは複数のユーザーインターフェースを通じて表示するために構成する
。
【００４８】
　図5に戻ると、ユーザーが彼もしくは彼女の運動活動（または下記でさらに詳細に論じ
るように互いの運動活動）に関する情報を閲覧したいと望む場合に、ユーザーは、この要
求を運動情報収集および表示装置501に提出する。より詳しくは、ユーザーは、キーボー
ド、マウス、ディスプレイなどの通常の入力および出力装置を使用できる。次に表示要求
が、通常のインターフェース入力／出力インターフェース511を通じて運動データ表示モ
ジュール509に与えられる。当技術分野で周知のように、入力装置からの入力を検出およ
び処理し、かつ出力装置にデータを送り、そうでなければそれを制御するために使用され
る、通常のアプリケーションプログラミングインターフェース（API）などのハードウェ
アおよびソフトウェア構成要素の任意の所望の組み合わせを用いて、インターフェース入
力／出力インターフェース511を実施することができる。
【００４９】
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　本発明のいくつかの例では、運動データ表示モジュール509は、データの表示を要求お
よび制御するための入力を受け取った後、続いてデータを要求された様式で表示するため
の任意の通常のツールを用いて実施可能である。例えば、運動データ表示モジュール509
は、演算ユニット113上で実行するMicrosoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、ま
たはOperaなどの通常のブラウザプログラムを用いて実施可能である。本発明のさらに他
の態様では、運動データ表示モジュール509は、ActiveXプラグイン、Java（登録商標） s
cript、またはカリフォルニア州サンノゼのAdobe Systems Incorporatedから入手可能なM
acromedia Flash PlayerもしくはAdobe Flash Playerの1バージョンなどの1つもしくは複
数の表示ツールで拡張された通常のブラウザプログラムを用いて実施可能である。本発明
のさらに他の態様では、運動データ表示モジュール509は、例えば運動データ表示用の特
定目的のソフトウェアツールで実施可能である。
【００５０】
　下記でさらに詳細に論じるように、ユーザーが運動データ表示モジュール509を作動さ
せると、各自がどの収集した運動データを閲覧したいと望むかを、ユーザーが収集した運
動データを閲覧したいと望むフォーマットなどを選択するようにユーザーに促す、ユーザ
ーインターフェースが、各自に与えられる。このユーザーインターフェースは、運動デー
タ表示モジュール509、運動データ表示構成モジュール605、またはその何らかの組み合わ
せにより生成可能である。ユーザーが提供されたユーザーインターフェースを使用して、
運動データを閲覧したいという要求を提出すると、運動データ表示モジュール509は、要
求を運動データ表示構成モジュール605に中継する。これに応答して、運動データ表示構
成モジュール605は、要求された運動データを運動データ表示モジュール509による表示用
に構成する。例えば、下記でさらに詳細に論じるように、ユーザーは、1週間の毎日につ
いてのユーザーによる全走行距離を閲覧したいと要求することができる。これに応答して
、運動データ表示構成モジュール605は、運動データストレージ607から関連性のある距離
データを検索する。次にそれは、所望の画像（例えば棒グラフ）を通じて検索した距離デ
ータを表示されるように構成し、ユーザーに対する表示のために、構成した距離データを
運動データ表示モジュール509に与える。
【００５１】
　本発明のいくつかの態様では、データ表示構成機能を、運動データ表示モジュール509
と運動データ表示構成モジュール605との間で分けることができることに留意すべきであ
る。例えば、運動データ表示モジュール509を単純なブラウザで実施する場合、運動デー
タ表示モジュール509は運動データ表示構成モジュール605用の「シンクライアント」とし
て役立ち得る。すなわち、すべてのデータ表示構成機能を運動データ表示構成モジュール
605により行うことができる。次に、運動データ表示モジュール509は、それに提供される
情報のみを表示する。あるいは、運動データ表示モジュール509を特定目的のソフトウェ
アツールで実施する場合、データ表示構成機能の大部分または全部を、運動データ表示モ
ジュール509で行うことができる。これらの例では、運動データ表示構成モジュール605は
、運動データストレージ607からの運動データを記憶および検索するためにのみ使用でき
る。
【００５２】
　典型的には、運動データ表示構成装置601は、運動情報収集および表示装置501から遠隔
の位置で実施される。次に、運動情報収集および表示装置501を、既に記した電子通信ネ
ットワークを通じて運動データ表示構成装置601に接続することができる。電子通信ネッ
トワークは、インターネットなどのパブリックネットワーク、プライベートネットワーク
であり得るか、または両者の何らかの組み合わせを含み得る。例えば図7は、運動データ
表示構成装置601、および運動データを収集および／または表示するための複数のクライ
アント装置705を含むネットワーク701を示す。これらのクライアント装置705は、ワシン
トン州レドモンドのMicrosoft Corporationから入手可能なMicrosoft Windows（登録商標
）オペレーティングシステムのあるバージョンを用いるパーソナルコンピュータ705A、Ap
pleオペレーティングシステムのあるバージョンを用いるパーソナルコンピュータ705B、
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携帯情報端末705C、および電話705Dを含み得る。無論、本発明の各種の例は、上記で論じ
た、運動データを収集および／または表示するように構成可能な任意の他の所望の電子装
置を代わりにまたはさらに含み得る。
【００５３】
　クライアント装置705が運動データ収集機能、運動データ表示機能、またはその両方を
行い得ることを理解すべきである。すなわち、上記の運動情報収集および表示装置501の
例は、運動データの収集と表示の両方が可能であるが、いくつかのクライアント装置705
は、運動データの収集しか行わないことがある。さらに、いくつかのクライアント装置は
、運動データの表示しか行わないことがある。例えばユーザーは、運動データを収集し、
収集した運動データを運動データ表示構成装置601に伝送するために、GPSを備えたスマー
ト電話を使用できる。次にユーザーは、収集した運動データを続いてダウンロードおよび
表示するために、通常のブラウザのみを備えたパーソナルコンピュータ使用できる。
【００５４】
ユーザーの運動情報の表示
運動活動値の表示
　運動データ表示モジュール509を通じて運動情報を概観したいというユーザーからの要
求を受け取ることに応答して、運動データ表示構成モジュール605はユーザーの身元を確
定する。次に運動データ表示構成モジュール605は、運動データストレージ607からユーザ
ーに関連する運動データを検索する。次に運動データ表示構成モジュール605は、要求さ
れた運動データの表示用にユーザーインターフェースを用意し、ユーザーに対する表示用
に、運動データを有するユーザーインターフェースを運動データ表示モジュール509に伝
送する。
【００５５】
　図8Aは、本発明の各種実施に従ってユーザーに提供可能な最初のユーザーインターフェ
ースの例を示す。この図でわかるように、ユーザーインターフェース801は複数のアイコ
ン803を含む。各アイコン803は、特定の期間にわたってユーザーが行う運動活動に対応す
る運動データ値を表す。より詳しくは、各アイコン803は、ユーザーが行う運動活動に対
応する距離値を表す。図8に示すように、各アイコン803に関連する暦日付フィールド805
が、各アイコン803の底部に、対応する運動活動を行った日付を知らせるために示される
。ユーザーインターフェース801は、いくつかの制御ボタン807～819も示し、これらの制
御ボタンは、ユーザーインターフェースに表示される運動データ値ならびに運動データ値
が表示される対象の期間を、ユーザーが選択することを可能にする。さらに、インターフ
ェース801は、下記でさらに詳細に論じるタブ821～825を含む。
【００５６】
　図8Aに示すように、ユーザーは、「Distance」ボタン809および「Run」ボタン813を作
動させた。これに応答して、ディスプレイ801は、ユーザーに対応するサーバが収集した
運動データの一番最近の例えば12セットのそれぞれについてアイコン803を最初に示す。
既に記したように、各データセットは、特別の期間にわたって個人が行う単一の非連続的
な運動活動中に測定した運動情報から生成される運動データ値を含む。さらに、各アイコ
ン803の高さは、アイコン803が表す運動データのセットに含まれる全距離値に対応する。
例えば、10月22日にユーザーは走行中に4.05マイルの全距離を移動し、一方、12月23日に
は、1回目の走行中にわずか1.59マイルの全距離しか移動しなかった。したがって、この
図に示すように、10月22日の運動活動に対応するアイコン803Aは、12月23日のユーザーの
1回目の走行について収集した運動データを表すアイコン803Bよりも比例的に大きい。表
示されたアイコン803に対応する運動活動の前後に行った運動活動についてのアイコン803
を閲覧したいとユーザーが望む場合、ユーザーは、これらのさらなるアイコン803を、所
望の矢印ボタン807を作動させることで閲覧することができる。
【００５７】
　続いてユーザーが「Time」ボタン811を選択する場合、運動データ表示構成モジュール6
05は、ユーザーインターフェース801を新しいアイコン827を表示するように再構成し、そ
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れにより、各アイコン827は、データセットのそれぞれについて全時間値を表す。例えば
、図8Bに示すように、各アイコン827の高さは、表される各データセットの全時間値に対
応する。例えば、10月22日のユーザーの走行時間が54分2秒であったのに対して、12月23
日のユーザーの1回目の走行時間が18分11秒しかなかった場合、10月22日の運動データセ
ットに対応するアイコン827Aは、12月23日のユーザーの走行について収集した運動データ
セットを表すアイコン827Bよりも比例的に高い。
【００５８】
　距離および時間の情報のみを表示することに加えて、ユーザーインターフェース801は
、さらなる情報を任意で表示してもよい。例えば、本発明のいくつかの実施では、ユーザ
ーは、特定のアイコン803または827を選択するためにポインティング装置を使用できる。
例えばアイコン上にカーソルを位置づけることによる選択に応答して、ユーザーインター
フェース801は、選択されたアイコンが表す運動データセットからさらなる情報を表示で
きる。例えば、ユーザーインターフェース801は、例えばポップアップディスプレイ（図
示せず）を使用することで、選択されたアイコン803または827が表す運動活動に関する全
距離、全時間、全速度、および全燃焼カロリーについてデータ値を表示することができる
。さらに、ユーザーインターフェースは、例えば色情報を使用することで、運動データの
一番最近収集したセットと、それ以前の時間に収集した運動データセットとを区別するこ
とができる。したがって、運動情報モニタリング装置201からの一番最近のダウンロード
中に収集したデータセットを表すアイコン803または827を、例えば淡緑色で示すことがで
き、一方、以前収集した運動データセットを表すアイコン803または827を、濃緑色で表示
することができる。
【００５９】
　本発明のいくつかの実施では、運動データセットを表すアイコン803または827を「作動
させる」ことで、運動データセットに関するさらに詳細な情報を得ることができる。例え
ば、ユーザーは、ポインティング装置を用いて所望のアイコン803または827の上にカーソ
ルを位置づけた後、選択ボタンを押し下げてアイコン803または827を作動させることがで
きる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、対応する運動データセッ
トのデータ値をさらに詳細に図形として示すユーザーインターフェースを構成および提供
する。例えば、図9Aに示すように、本発明の各種実施では、データセットの第1の種類の
データをデータセットの第2の種類のデータに対してプロットすることで視覚グラフ903を
与える、ユーザーインターフェース901を表示することができる。より詳しくは、この図
に示すように、運動データ表示構成モジュール605は、運動データセットの速度値を運動
データセットの距離値データに対してプロットすることで、グラフ903を与える。このよ
うにして、ユーザーは、走行中の様々な時点での各自の瞬間速度を閲覧することができる
。さらに、グラフ903は、例えば運動活動の種類（例えばランニング）を示すアイコンお
よび全移動距離に関する指標のような、他の関連性のある情報を含み得る。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施では、グラフ903は特定の距離通過点905を含み得るものであり
、これは、通過点905の位置が表す運動活動中の距離において測定される特別の速度値を
示す。例えば、通過点905A上にカーソルを動かすためにユーザーがポインティング装置を
使用する場合、ユーザーインターフェース901は、ユーザーが第1のマイルで12分12秒の平
均速度を有していたことを知らせるポップアップウィンドウ（図示せず）を表示する。同
様に、通過点905B上にカーソルを動かすためにユーザーがポインティング装置を使用する
場合、ユーザーインターフェース901は、ユーザーが第2のマイルで12分17秒の平均速度を
有していたことを知らせるポップアップウィンドウ（図示せず）を表示する。次に通過点
905C上にカーソルを動かすためにユーザーがポインティング装置を使用する場合、ユーザ
ーインターフェース901は、ユーザーが第3のマイルで12分3秒の平均速度を有していたこ
とを知らせるポップアップウィンドウ（図示せず）を表示する。
【００６１】
　ユーザーインターフェース901は、表される運動活動に対応する全距離値、全時間値、
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全平均ペース値、全燃焼カロリー値、および運動活動種類値を知らせる値フィールド907
も含み得る。それは「Options」ボタン909も含み得る。ユーザーが「Options」ボタン909
を作動させる場合、インターフェース901は、ユーザーが選択された運動データセットを
指名することまたは運動データセットを削除することを可能にする、さらなるコマンドボ
タン（図示せず）を表示させることができる。さらに、インターフェースは、「Comparis
on」ボタン911を含み得る。
【００６２】
　ユーザーが「Comparison」ボタン911を選択する場合、運動データ表示構成モジュール6
05は、選択された運動活動について時間または距離の分類を確定する。例えば、選択され
た運動活動について収集した全距離値が約6キロメートルである場合、運動データ表示構
成モジュール605は、選択された運動活動に対応する運動データセットを「6キロメートル
」運動データセットとして分類する。同様に、選択された運動活動について収集した全距
離値が別の特定の距離カテゴリー（例えば1マイル、10キロメートル、15キロメートル、1
0マイル、26マイルなど）に近い場合、運動データ表示構成モジュール605は、関連性のあ
るカテゴリーに基づいて運動データセットを分類する。
【００６３】
　運動データ表示構成モジュール605は、運動データセットを分類した後、その分類に属
する他の運動データセットを調査することで、どの運動データセットが最高全距離値（あ
るいは、分類が時間または速度に基づく場合、最低全時間値または最高平均速度値）を有
するかを確定する。いったん運動データ表示構成モジュール605が確定した分類について
運動データの「best」セットを同定すると、それはユーザーインターフェース901を再構
成して、図9Bに示す通りこの「best」運動データセットのグラフが含まれるようにする。
この図でわかるように、グラフ915は、選択された運動活動セッションを表すグラフ905と
同一の特徴および特色を有することができる。
【００６４】
　図8Aおよび8Bに示すように、ユーザーが「See My Runs」ボタン913を選択する場合、運
動データ表示構成モジュール605は表示用にインターフェース801を構成および提供する。
ここでこれらの図に戻ると、ユーザーが「Week」ボタン815または「Month」ボタン817を
選択する場合、運動データ表示構成モジュール605は、運動データの複数のセットの集約
を表す1つまたは複数のアイコンを表示するようにユーザーインターフェース801を修正す
る。より詳しくは、運動データ表示構成モジュール605は、指定の期間に基づいて各運動
データセットからデータ値を集約する。
【００６５】
　例えば、ユーザーが「Week」ボタン815に加えて「Distance」ボタン809を選択する場合
、運動データ表示構成モジュール605は、特別の暦週内に生じる運動活動セッションに対
応する運動データの各セットの全距離データ値を追加する。次に運動データ表示構成モジ
ュール605は、ユーザーインターフェース801をアイコン829が含まれるように修正し、各
アイコン829は、特別の週間に生成される運動データセットの全距離値の合計を図形とし
て表す。また、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース801を、
各アイコン829が関連する暦週を特定する暦週フィールド831が含まれるように修正する。
図8Cに示すように、各アイコンの高さは、特定の週間の各運動データセットの全距離値の
合計を表す。例えば、ユーザーが10月22日から10月28日までの1週間に合計4.05マイルを
走ったとする。他方、ユーザーが12月3日から12月9日までの1週間に合計距離20.25マイル
を走ったとする。その結果、12月3日から12月9日までの1週間に集約した運動データを表
すアイコン829Bは、10月22日から10月28日までの1週間に得た運動データセットから集約
した運動データを表すアイコン829Aよりも、比例的に大きくなる。
【００６６】
　同様に、ユーザーが「Time」ボタン811を選択する場合、運動データ表示構成モジュー
ル605は、ユーザーインターフェース801を、運動データの集約されたセットの全時間値の
合計を表すアイコン833を表示するように修正する。より詳しくは、図8Dに示すように、
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各アイコン833の高さは、対応する週間中に得た各運動データセットの全時間値の合計を
表す。例えば、ユーザーが10月22日から10月28日までの1週間に合計時間54分2秒走ったが
、12月3日から12月9日までの1週間に合計時間4時間7分24秒走った場合、12月3日から12月
9日までの1週間の運動データの集約を表すアイコン833Bは、10月22日から10月28日までの
1週間の運動データの集約を表すアイコン833Aよりも比例的に大きい。
【００６７】
　同様に、ユーザーが「Month」ボタン817を選択する場合、運動データ表示構成モジュー
ル605は、ユーザーインターフェース801を、各月間について得る運動データセットからの
データ値の集約を表すアイコンを表示するように修正する。例えば、図8Eに示すように、
「Distance」ボタン809を同様に選択した場合、ユーザーインターフェース801は、各暦月
に行う運動活動セッションについて得るデータセットからの全距離値の集約を表すアイコ
ン835を表示することができる。ユーザーインターフェース801は、各アイコン835が関連
する暦月を特定する暦月フィールド837も含み得る。したがって、この図に示すように、
ユーザーインターフェース801は、8月中に行った運動活動セッションについて得たデータ
セットからの全距離値の集約を表すアイコン835A、および1月中に行った運動活動セッシ
ョンについて得たデータセットからの全距離値の集約を表す別のアイコン835Bを含む。ア
イコン835Aの高さは、8月に行った運動活動セッションについて得た各運動データセット
の全距離値の合計（すなわち18.84マイル）を表し、一方、アイコン835Bの高さは、1月に
行った運動活動セッションについて得た各運動データセットの全距離データ値のそれぞれ
の合計（すなわち58.84マイル）に対応する。
【００６８】
　他方、図8Fに示すように、「Time」ボタン811を選択した場合、ユーザーインターフェ
ース811は、各暦月に行う運動活動セッションについて得るデータセットからの全時間値
の集約を表すアイコン839を表示することができる。したがって、この図に示すように、
ユーザーインターフェース801は、8月中に行った運動活動セッションについて得たデータ
セットからの全距離値の集約を表すアイコン839A、および1月中に行った運動活動セッシ
ョンについて得たデータセットからの全時間値の集約を表す別のアイコン839Bを含む。ア
イコン839Aの高さは、8月に行った運動活動セッションについて得た各運動データセット
の全時間値の合計（すなわち4時間6分1秒）を表し、一方、アイコン839Bの高さは、1月に
行った運動活動セッションについて得た各運動データセットの全距離データ値のそれぞれ
の合計（すなわち10時間47分27秒）に対応する。
【００６９】
　距離および時間の情報のみを表示することに加えて、ユーザーインターフェース801は
、運動データの複数のセットから集約したさらなる情報を任意で表示してもよい。例えば
、本発明のいくつかの実施では、ユーザーは、特定のアイコン829、833、835、または839
を選択するためにポインティング装置を使用できる。例えばアイコン上にカーソルを位置
づけることによる選択に応答して、ユーザーインターフェース801は、選択されたアイコ
ンが表す運動データセットの集約からさらなる情報を表示することができる。例えば、ユ
ーザーインターフェース801は、選択されるアイコンが表す運動活動情報の集約に対応す
る全距離データ値の合計、選択されるアイコンが表す運動活動情報の集約に対応する全時
間データ値のいくつか、選択されるアイコン速度が表す運動活動情報の集約に対応する平
均速度データ値の平均、および選択されるアイコンが表す運動活動情報の集約に対応する
燃焼カロリーデータ値の合計を表示する、例えばポップアップディスプレイ（図示せず）
を与えることができる。
【００７０】
　運動データ表示構成モジュール605（または、本発明のいくつかの実施では運動データ
表示モジュール509）は、複数の運動データセットからのデータの集約を、集約された運
動データを表示したいという要求をユーザーから受け取る前に行うことができることに留
意すべきである。あるいは、運動データ表示構成モジュール605（または、本発明のいく
つかの実施では運動データ表示モジュール509）は、複数の運動データセットからのデー
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タの集約を、集約されたデータを閲覧するためのユーザーからの特定の要求にのみ応答し
て行うことができる。
【００７１】
目標の表示
　特定の運動データ値または運動データ値の集約の表示に加えて、本発明の各種態様では
、代わりにまたはさらに、ユーザーが各自の運動活動に関する目標を設定することを可能
にした後、それらの目標の完遂に向けてのユーザーの進捗を図形として示す1つまたは複
数の画像を閲覧することができる。例えば、図8A～9Bに示す態様では、ユーザーは、これ
らの図に示す「Goals」タブ823を選択できる。これに応答して、運動データ表示構成モジ
ュール605は、図10に示すユーザーインターフェース1001を構成および提供することがで
きる。この図でわかるように、ユーザーインターフェース1001は、ユーザーが各自の運動
活動に関する所望の目標を選択することを促す「Set A Goal」ボタン1003を含む。
【００７２】
　ユーザーが「Set A Goal」ボタン1003を作動させると、運動データ表示構成モジュール
605は、図11に示すユーザーインターフェース1101を構成および提供する。この図でわか
るように、ユーザーインターフェース1101は、「More Often」ボタン1103、「Distance」
ボタン1105、「Burn More Calories」ボタン1107、「Faster」ボタン1109、および「Back
」ボタン1111を含む。当技術分野で公知のように、「Back」ボタン1111を作動させること
により、運動データ表示構成モジュール605（または本発明のいくつかの例では運動デー
タ表示モジュール509）は、ユーザーインターフェース1101の以前表示の構成を、または
ユーザーインターフェース1101の現在表示の構成がその初期構成である場合は以前に示さ
れたユーザーインターフェースを、構成および表示する。
【００７３】
　ユーザーがより頻繁に運動活動を行いたいと望む場合、ユーザーは「More Often」ボタ
ン1103を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザー
インターフェース1101をサブインターフェース1113が含まれるように再構成する。図11B
でわかるように、サブインターフェース1113は、「Number Of Runs」コントロール部1115
、「Number Of Weeks」コントロール部1117、および「Set Goal」ボタン1119を含む。「N
umber Of Runs」コントロール部1115を使用することで、ユーザーは、所望の期間内に各
自が行いたいと望む走行の回数（または適切であれば何らかの他の運動活動を行う回数）
を特定することができる。同様に、「Number Of Weeks」コントロール部1117を使用する
ことで、ユーザーは、所望の目標への到達を可能にする所望の期間を形成する週の数を特
定することができる。図解例では、「Number Of Runs」コントロール部1115がフィールド
制御である（すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する）一方、「Number Of Week
s」コントロール部1117は、無線制御であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わ
りの種類のコントロール部を使用できる。いったんユーザーが、所望の目標を果たすため
に、行わなければならない走行の数を特定し、かつそれらを行わなければならない期間を
特定すると、ユーザーは、「Set Goal」ボタン1119を作動させることで目標パラメータを
最終決定することができる。
【００７４】
　同様に、ユーザーがより長い距離を所与の期間に走りたいと望む場合、ユーザーは「Di
stance」ボタン1105を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605
は、ユーザーインターフェース1101を、サブインターフェース1121が含まれるように再構
成する。図11Cでわかるように、サブインターフェース1121は、「Total Distance」コン
トロール部1123、「Number Of Weeks」コントロール部1125、および「Set Goal」ボタン1
127を含む。「Total Distance」コントロール部1123を使用することで、ユーザーは、各
自が所望の期間内に走りたいと望む全距離を特定することができる。同様に、「Number O
f Weeks」コントロール部1125を使用することで、ユーザーは、所望の目標への到達を可
能にする所望の期間を形成する週の数を特定することができる。図解例では、「Total Di
stance」コントロール部1123は、フィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィール
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ド）とドロップダウンメニュー制御（すなわち、距離測定の単位をユーザーが選択するこ
とを可能にする）の両方を有する組み合わせ制御である。さらに、図11Cに示す「Number 
Of Weeks」コントロール部1125は無線制御である。しかしながら、本発明の各種の例では
、所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できる。いったんユーザーが、所望
の目標を果たすために、行わなければならない走行の数を特定し、かつそれらを行わなけ
ればならない期間を特定すると、ユーザーは、「Set Goal」ボタン1127を作動させること
で目標パラメータを最終決定することができる。
【００７５】
　ユーザーがより多くのカロリーを特別の期間に燃焼させたいと望む場合、ユーザーは「
Burn More Calories」ボタン1107を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モ
ジュール605は、ユーザーインターフェース1101をサブインターフェース1129が含まれる
ように再構成する。図11Dでわかるように、サブインターフェース1129は、「Number Of C
alories」コントロール部1131、「Number Of Weeks」コントロール部1133、および「Set 
Goal」ボタン1135を含む。「Number Of Calories」コントロール部1131を使用することで
、ユーザーは、各自が所望の期間内に燃焼させたいと望むカロリー数を特定することがで
きる。同様に、「Number Of Weeks」コントロール部1133を使用することで、所望の数の
カロリーの燃焼を可能にする所望の期間を形成する週の数を特定することができる。図解
例では、「Number Of Calories」コントロール部1131がフィールド制御である（すなわち
、値をタイプ可能なフィールドを有する）一方、「Number Of Weeks」コントロール部113
3は無線制御であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロール
部を使用できる。いったんユーザーが、所望の目標を果たすために、行わなければならな
い走行の数を特定し、かつそれらを行わなければならない期間を特定すると、ユーザーは
、「Set Goal」ボタン1135を作動させることで目標パラメータを最終決定することができ
る。
【００７６】
　最後に、所望の数の走行においてユーザーがより速く走りたいと望む場合、ユーザーは
「Faster」ボタン1109を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール60
5は、ユーザーインターフェース1101を、サブインターフェース1137が含まれるように再
構成する。図11Eでわかるように、サブインターフェース1137は、「Average Pace」コン
トロール部1139、「Number Of Runs」コントロール部1141、および「Set Goal」ボタン11
43を含む。「Average Pace」コントロール部1139を使用することで、ユーザーは、各自が
所望の数の走行において移動したいと望む最小ペースを特定することができる。同様に、
「Number Of Runs」コントロール部1141を使用することで、ユーザーは、所望の目標に到
達するためにユーザーがより速く走りたいと望む走行の数を特定することができる。図解
例では、「Average Pace」コントロール部1139がフィールド制御である（すなわち、値を
タイプ可能なフィールドを有する）一方、「Number Of Runs」コントロール部1141は、無
線制御であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使
用できる。いったんユーザーが、所望の目標を果たすために、平均ペース、およびその特
定の平均ペースまたはそれ以上の速さで各自が走らなければならない走行数を特定すると
、ユーザーは、「Set Goal」ボタン1143を作動させることで目標パラメータを最終決定す
ることができる。
【００７７】
　ユーザーが所望の目標を特定した後、運動データ表示構成モジュール605は、運動デー
タ収集モジュール505が収集した運動データをモニタリングする。続いてユーザーが（例
えば「Goals」タブの選択により）特定の目標の完遂に向けての各自の進捗を閲覧したい
と望む場合、運動データ表示構成モジュール605は、収集した運動データセットから関連
性のあるデータを集約し、特定の目標に向けてのユーザーの進捗を図形として表示するユ
ーザーインターフェースを構成する。例えば、本発明のいくつかの実施では、運動データ
表示構成モジュール605は、図12に示す棒グラフ1201などの棒グラフを表示するユーザー
インターフェースを構成することができる。ユーザーの進捗に対応する棒グラフの部分は
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フィル1203で印をつける。したがって、図解例において、棒グラフ1203のフィル1203は、
ユーザーが各自の目標の完了に必要な運動活動のうち50％超を完遂したことを知らせるも
のである。いくつかの実施では、ユーザーが設定する各目標の棒グラフまたは他の進捗イ
ンジケータを同時に表示することができる。本発明のさらに他の実施では、ユーザーがユ
ーザーインターフェースでの表示用の単一の棒グラフまたは他の進捗インジケータを選択
することを可能にするコントロール部を与えることができる。
【００７８】
他のユーザーの運動データの表示
チャレンジ
　本発明の各種の例では、ユーザーが運動活動に関する競争に関して1名または複数名の
他のユーザー（すなわち本発明の態様を使用する運動者）に「チャレンジする」ことを可
能にすることができる。本発明のいくつかの実施では、例えばユーザーは、図13Aに示す
ユーザーインターフェース1301を要求することで、1名または複数名の他の運動者に対す
るチャレンジに挑むことができる。この図でわかるように、インターフェース1301は、「
Distance Race」ボタン1303、「Most Miles」ボタン1305、「Fastest Run」ボタン1307、
「Distance Goal」ボタン1309、および「Back」ボタン1311を含む。当技術分野で公知の
ように、「Back」ボタン1311を作動させることにより、運動データ表示構成モジュール60
5（または本発明のいくつかの例では運動データ表示モジュール509）は、ユーザーインタ
ーフェース1301の以前表示の構成を、またはユーザーインターフェース1301の現在表示の
構成がその初期構成である場合は以前に示されたユーザーインターフェースを構成および
表示する。
【００７９】
　特定の距離を誰が1位で走ることができるかに関するチャレンジをユーザーが立ち上げ
たいと望む場合、ユーザーは「Distance Race」ボタン1303を作動させる。これに応答し
て、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース1301をサブインタ
ーフェース1313が含まれるように再構成する。図13Bでわかるように、サブインターフェ
ース1313は、「Total Distance」コントロール部1315、「Challenge Name」コントロール
部1317、「Start Date」コントロール部1319、および「Next Step」ボタン1321を含む。
「Total Distance」コントロール部1315を使用することで、ユーザーは、チャレンジに勝
つためにチャレンジ参加者が1位で走らなければならない全距離を特定することができる
。次にユーザーは、「Challenge Name」コントロール部1317を用いてチャレンジに特定の
名前を与えることができる。各チャレンジを名付けることで、運動者が、各自が同時的に
参加可能な複数の異なるチャレンジを同定および追跡することが可能になる。次にユーザ
ーは、「Start Date」コントロール部1319を用いてチャレンジの開始日を特定することが
できる。図解例では、「Total Distance」コントロール部1315および「Challenge Name」
コントロール部1317はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィールド
を有する制御）であり、一方、「Start Date」コントロール部1319はいくつかのドロップ
ダウンメニューで形成される。しかしながら、本発明の各種の例では、所望に応じて代わ
りの種類のコントロール部を使用できることを理解すべきである。いったんユーザーがチ
ャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step」ボタン1321を作動させ
ることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロセスを始めることができ
る。
【００８０】
　図13Cに示すように、ユーザーが「Next Step」ボタン1321を作動させると、運動データ
表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース1301を、サブインターフェース132
3が「Distance Race」ボタン1303の代わりとして含まれるように再構成する。この図でわ
かるように、サブインターフェース1323は、「Personal Message」コントロール部1325、
「Email Address」コントロール部1327、および「Set Challenge」ボタン1329を含む。ユ
ーザーは、「Personal Message」コントロール部1325を使用することで、チャレンジに参
加するように誘いたいとユーザーが望む各運動者に対する個人メッセージを作成すること
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ができる。次にユーザーは、「Email Address」コントロール部1327を用いて、チャレン
ジに参加するように誘いたいと各自が望む各個人の電子メールアドレスを特定することが
できる。図解例では、「Personal Message」コントロール部1325および「Challenge Name
」コントロール部1317はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィール
ドを有する制御）であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロ
ール部を使用することができる。
【００８１】
　いったんユーザーが所望の各参加者の電子メールアドレスを与えると、ユーザーは、「
Set Challenge」ボタン1329を作動させることでチャレンジを開始することができる。「S
et Challenge」ボタン1329を作動させるユーザーに応答して、運動データ表示構成装置60
1（または本発明のいくつかの実施ではユーザーの運動情報収集および表示装置501）は、
特定の被招待者のそれぞれに電子メールを送る。電子メールは、個人メッセージ、および
例えばチャレンジに参加するための対話型のプロンプトを含む。被招待者がプロンプトに
応答することでチャレンジに対する参加を承諾する場合、運動データ表示構成装置601に
は、被招待者がチャレンジに対する参加を承諾したことが通知される。これらの種類の電
子メールの対話型のプロンプト（例えばワシントン州レドモンドのMicrosoft Corporatio
nから入手可能なOutlookソフトウェアツールの複数バージョンに設けられる「voting」ボ
タン）は当技術分野で周知であり、本明細書では詳細には論じない。
【００８２】
　運動データ表示構成装置601は、チャレンジの参加者を同定した後で、参加者のそれぞ
れについて収集した運動データをモニタリングし、収集した運動データの関連性のあるデ
ータ値を集約する。例えば、チャレンジが100マイルを誰が1位で走ることができるかを確
定するレースである場合、各参加者について、運動データ表示構成装置601は、開始日後
にその参加者について収集した各運動データセットの全距離値の合計を出す。参加者が、
特定のチャレンジ距離と合致するかまたはそれを超える各自の全距離値の合計を得る（か
つそれを満たす最初の被招待者である）場合に、運動データ表示構成装置601はその参加
者をチャレンジの勝者に同定する。これに応答して、運動データ表示構成装置601は各参
加者に勝者を通知する。運動データ表示構成装置601は、任意の所望の技術を用いて、例
えば電子メールメッセージを送付することによって、各参加者が運動データ表示構成装置
601に接続すると特殊目的のインターフェースを表示することなどによって、参加者に通
知することができる。様々なそのような通知技術は、当技術分野で周知であり、したがっ
て詳細には論じない。
【００８３】
　本発明の様々な例では、運動データ表示構成装置601は、他の参加者に対する参加者の
相対位置に関する更新をさらに与えることができる。例えば電子メールメッセージを送付
することによるなどの任意の所望の技術を用いて、各参加者が運動データ表示構成装置60
1に接続すると特殊目的のインターフェースを表示することなどによって、これらの更新
を与えることもできる。例えば、運動データ表示構成装置601は、個々の目標のモニタリ
ングに関して既に記載した種類の各参加者の棒グラフを例えば使用してチャレンジの目標
に向けての各参加者の進捗を示すユーザーインターフェースを構成および提供することが
できる。
【００８４】
　ここで図13Aを参照すると、所与の期間に誰が最長マイルを走ることができるかに関す
るチャレンジをユーザーが立ち上げたいと望む場合、ユーザーは「Most Miles」ボタン13
05を作動させる。これに応答して、図13Dでわかるように、運動データ表示構成モジュー
ル605は、ユーザーインターフェース1301をサブインターフェース1331が含まれるように
再構成する。サブインターフェース1331は、「Challenge Duration」コントロール部1333
、「Challenge Name」コントロール部1335、「Start Date」コントロール部1337、および
「Next Step」ボタン1339を含む。「Challenge Duration」コントロール部1333を使用す
ることで、ユーザーは、チャレンジに勝つためにチャレンジ参加者がその間に最長の全距
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離を走らなければならない全時間量を特定することができる。次にユーザーは、「Challe
nge Name」コントロール部1335を用いてチャレンジに特定の名前を与えることができる。
次にユーザーは、「Start Date」コントロール部1337を用いてチャレンジの開始日を特定
することができる。図解例では、「Challenge Duration」コントロール部1333および「Ch
allenge Name」コントロール部1335はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可
能なフィールドを有する制御）であり、一方、「Start Date」コントロール部1337はいく
つかのドロップダウンメニューで形成される。しかしながら、本発明の各種の例では、所
望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できることを理解すべきである。
【００８５】
　いったんユーザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step
」ボタン1339を作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロ
セスを始めることができる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユ
ーザーインターフェース1301をサブインターフェース1323が「Most Miles」ボタン1305の
代わりとして含まれるように再構成する。（サブインターフェース1323の例を図13Cに示
す。）上記で詳細に論じたように、ユーザーはサブインターフェース1323を使用すること
で、他者をチャレンジに参加するように誘うこと、および運動データ表示構成装置601に
チャレンジ参加者を確実に通知することができる。また既に論じたように、運動データ表
示構成装置601は、各参加者について収集した運動データをモニタリングし、かつ収集し
た運動データから関連性のあるデータ値を集約することでチャレンジの勝者を確定する。
さらに、運動データ表示構成装置601は、チャレンジの勝者、および、本発明の各種の例
では上記のチャレンジ中の各参加者の相対位置を参加者に通知することができる。
【００８６】
　所与の期間に誰が最も速く走ることができるかに関するチャレンジをユーザーが立ち上
げたいと望む場合、ユーザーは「Fastest Run」ボタン1307を作動させる。これに応答し
て、図13Eでわかるように、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェ
ース1301をサブインターフェース1341が含まれるように再構成する。サブインターフェー
ス1341は、「Total Distance」コントロール部1343、「Challenge Name」コントロール部
1345、「Start Date」コントロール部1347、および「Next Step」ボタン1349を含む。「T
otal Distance」コントロール部1343を使用することで、ユーザーは、ユーザーがチャレ
ンジに勝つ資格を有する各自の走行時間を有するために走らなければならない全距離を特
定することができる。次にユーザーは、「Challenge Name」コントロール部1345を用いて
チャレンジに特定の名前を与えることができる。次にユーザーは、「Start Date」コント
ロール部1347を用いてチャレンジの開始日を特定することができる。図解例では、「Tota
l Distance」コントロール部1343および「Challenge Name」コントロール部1345はそれぞ
れフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する制御）であり、一方
、「Start Date」コントロール部1347はいくつかのドロップダウンメニューで形成される
が、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できる。
【００８７】
　いったんユーザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step
」ボタン1349を作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロ
セスを始めることができる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユ
ーザーインターフェース1301を、サブインターフェース1323が「Fastest Run」ボタン130
7の代わりとして含まれるように再構成する。（サブインターフェース1323の例を図13Cに
示す。）上記で詳細に論じたように、ユーザーは、サブインターフェース1323を使用する
ことで、他者をチャレンジに参加するように誘うこと、および運動データ表示構成装置60
1にチャレンジ参加者を確実に通知することができる。また既に論じたように、運動デー
タ表示構成装置601は、各参加者について収集した運動データをモニタリングし、かつ収
集した運動データから関連性のあるデータ値を集約することでチャレンジの勝者を確定す
る。さらに、運動データ表示構成装置601は、チャレンジの勝者、および、本発明の各種
の例では上記のチャレンジ中の各参加者の相対位置を参加者に通知することができる。
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【００８８】
　最後に、所与の期間に誰が特定の距離を走ることができるかに関するチャレンジをユー
ザーが立ち上げたいと望む場合、ユーザーは「Distance Goal」ボタン1309を作動させる
。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース130
1を、サブインターフェース1351が含まれるように再構成する。図13Fでわかるように、サ
ブインターフェース1351は、「Total Distance」コントロール部1353、「Challenge Name
」コントロール部1355、「Start Date」コントロール部1357、および「Next Step」ボタ
ン1359を含む。「Total Distance」コントロール部1353を使用することで、ユーザーは、
チャレンジを果たすためにユーザーが特定の期間にわたって走らなければならない全距離
を特定することができる。次にユーザーは、「Challenge Name」コントロール部1355を用
いてチャレンジに特定の名前を与えることができる。次にユーザーは、「Start Date」コ
ントロール部1357を用いてチャレンジの開始日を特定することができる。図解例では、「
Total Distance」コントロール部1353および「Challenge Name」コントロール部1355はそ
れぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する制御）であり、
一方、「Start Date」コントロール部1357はいくつかのドロップダウンメニューで形成さ
れるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できる
。
【００８９】
　いったんユーザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step
」ボタン1359を作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロ
セスを始めることができる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユ
ーザーインターフェース1301をサブインターフェース1323が「Distance Goal」ボタン130
9の代わりとして含まれるように再構成する。（サブインターフェース1323の例を図13Cに
示す。）上記で詳細に論じたように、ユーザーは、サブインターフェース1323を使用する
ことで、他者をチャレンジに参加するように誘うこと、および運動データ表示構成装置60
1にチャレンジ参加者を確実に通知することができる。また既に論じたように、運動デー
タ表示構成装置601は、各参加者について収集した運動データをモニタリングし、かつ収
集した運動データから関連性のあるデータ値を集約することでチャレンジの勝者を確定す
る。さらに、運動データ表示構成装置601は、チャレンジの勝者、および、本発明の各種
の例では上記のチャレンジ中の各参加者の相対位置を参加者に通知することができる。
【００９０】
リスト
　本発明のいくつかの実施では、上記で詳細に説明した目標およびチャレンジなどのユー
ザーの運動データと他のユーザーのそれとの対話型の比較と同様に、ユーザーが各自の運
動データと他のユーザーのそれとを受動的に比較することを代わりにまたはさらに可能に
することができる。例えば、本発明のいくつかの実施では、他のユーザーに対してユーザ
ーが位置しているランキングを与えることができる。ランキングは、単純比較に基づき得
るか、または特定の人口統計学的な群、特別の地理的領域、もしくはその何らかの組み合
わせに限定され得る。
【００９１】
　例えば、本発明のいくつかの実施では、ユーザーは、運動データ表示構成モジュール60
5が図14Aに示すユーザーインターフェース1401を生成および表示するように要求すること
ができる。この図でわかるように、ユーザーインターフェース1401は比較判定基準領域14
03、フィルター領域1405、および表示領域1407を含む。比較判定基準領域1403は複数の「
無線」型コントロール部1409を含み、一方、フィルター領域1405は複数の「ドロップダウ
ン」コントロール部1411～1413を含む。次に、表示領域1407は、比較を用いて選択する運
動データに基づくユーザー情報、およびコントロール部1409～1413を用いて選択するフィ
ルター情報を表示する。
【００９２】
　より詳しくは、ユーザーは「無線」型コントロール部1409を使用することで、それに従
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って運動データ表示構成モジュール605が複数のユーザーについて運動データを比較する
基本的判定基準を特定する。これらのコントロール部1409を本明細書では「無線」型のコ
ントロール部と呼ぶ。なぜなら、コントロール部のうちの1つ（例えばコントロール部140
9C）を選択することで以前選択されたコントロール部が自動的に選択から外れ、1つのコ
ントロール部のみが任意の所与の時間において選択可能であるためである。無論、他の種
類のコントロール部を含む他の種類の選択ツールを、本発明の他の実施で代わりにまたは
さらに使用することができると理解すべきである。各コントロール部1409は、測定した運
動データをソートするためのソート判定基準と、比較対象の運動データを測定する必要が
あった期間を特定する時間判定基準の両方に関連している。例えば、コントロール部1409
A～1409Cのそれぞれがソート判定基準としての全距離と関連しており、一方、コントロー
ル部1409Aは週単位の期間に関連し、コントロール部1409Bは月単位の期間に関連し、コン
トロール部1409Cは無制限の期間に関連している。このように、コントロール部1409Dは継
続期間をソートする判定基準および週単位の期間に関連している。
【００９３】
　下記でより詳細に論じるように、図14Aに示すインターフェース1401の例では、フィル
ターコントロール部1411～1415のそれぞれは「ALL」に選択されている。さらに、コント
ロール部1409Aが選択される。コントロール部1409Aが「distance」ソート判定基準および
「week」時間判定基準に関連しているため、運動データ表示構成モジュール605は、前週
に測定された参加ユーザーについて集約した距離データをソートする。次にそれは、フィ
ルター領域1405内にある高い順から10個の集約された距離データ値を有する参加ユーザー
の名前をリスト化する。さらに、運動データ表示構成モジュール605は、同定した参加ユ
ーザーのそれぞれについて前週に測定した、集約された距離データ値を表示する。さらに
、運動データ表示構成モジュール605は、前週に測定したユーザーの対応する集約された
距離を表示する。本発明のいくつかの実施では、運動データ表示構成モジュール605は、
前週に測定したユーザーの対応する集約された距離情報の、前週に測定したより大きい集
約された距離を有する参加ユーザーに対するランキングも表示することができる。したが
って、図解例では、ユーザー「Rauchholz」は他の参加ユーザーに対してランキング2932
位にある。
【００９４】
　本発明のいくつかの実施では、参加ユーザーは、運動データストレージ607（または関
連の運動データストレージ）に運動データを与える任意のユーザーであり得る。しかしな
がら、本発明のさらに他の実施では、参加ユーザーは、運動データストレージ607または
関連の運動データストレージに運動データを与えるユーザーのすべてについてのサブセッ
トであり得る。例えば、参加ユーザーは、そのデータを他のユーザーと共有することを事
前に承諾するユーザー限定か、またはその運動データを非公開にしたいと望んでいると特
に知らせているわけではないユーザーであり得る。無論、どのユーザーを参加ユーザーと
して取り扱うかを確定するさらに他の判定基準が使用可能である。
【００９５】
　図14Bは、インターフェース1401の別の例を示す。再び、フィルターコントロール部141
1～1415のそれぞれを「ALL」に選択する。さらに、「duration」ソート判定基準および「
month」時間判定基準に関連しているコントロール部1409Eを選択する。したがって、運動
データ表示構成モジュール605は、前月に測定した参加ユーザーの集積されたランニング
（またはウォーキング）継続期間データをソートする。次にそれは、フィルター領域1405
内にある高い順から10個の集約された継続期間データ値を有する参加ユーザーの名前をリ
スト化する。さらに、運動データ表示構成モジュール605は、同定した参加ユーザーのそ
れぞれについて前月に測定した、集約された継続期間データ値を表示する。さらに、運動
データ表示構成モジュール605は、前月に測定したユーザーの対応する集約された継続期
間データを表示する。再び、運動データ表示構成モジュール605は、前月に測定したユー
ザーの対応する集約された継続期間データの、前月に測定したより大きい集約された継続
期間値を有する参加ユーザーに対するランキングも表示する。したがって、図解例では、
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ユーザー「Rauchholz」は他の参加ユーザーに対してランキング28636位にある。
【００９６】
　図14Cは、インターフェース1401のさらに別の例を示す。再び、フィルターコントロー
ル部1411～1415のそれぞれを「ALL」に選択する。さらに、「fastest 5k」ソート判定基
準および「ever」時間判定基準に関連しているコントロール部1409Iを選択する。したが
って、運動データ表示構成モジュール605は、コントロール部1409Iをユーザーが選択する
前の任意の時間に測定した5k走行について速い順から10個の移動時間を有する参加ユーザ
ーを同定および表示する。さらに、運動データ表示構成モジュール605は、同定した参加
ユーザーのそれぞれの最速5k時間値を表示する。さらに、運動データ表示構成モジュール
605は、5k走行について測定したユーザーの最速時間を、5k走行について測定した最速時
間を有する参加ユーザーに対するその時間のランキングとともに表示する。したがって、
図解例では、ユーザー「Rauchholz」は他の参加ユーザーに対してランキング40822位にあ
る。
【００９７】
　いくつかの状況では、ユーザーは、ユーザーが比較対象とする参加ユーザーのプールを
限定したいと望むことがある。既に記したように、フィルター領域1405は、フィルターコ
ントロール部1411～1415を含む。これらのフィルターコントロール部を使用することで、
所望の比較のために考慮される参加ユーザーを限定することができる。例えば、図14Dに
示すように、ユーザーは、フィルターコントロール部1411を使用して比較用の全参加ユー
ザー、比較用の男性参加ユーザーのみ、または比較用の女性参加ユーザーのみを含むもの
のから選択することができる。同様に、図14Eに示すように、ユーザーは、フィルターコ
ントロール部1413を使用することで、所望の年齢群内の参加ユーザーのみに比較を限定す
ることができる。さらに、図14Fに示すように、ユーザーは、フィルターコントロール部1
415を使用することで、ある地理的領域内の参加ユーザーに比較を限定することができる
。
【００９８】
　本発明のいくつかの実施で、ユーザーがフィルター1411～1415のそれぞれを同時に使用
できるということを理解すべきである。例えば、ユーザーは、フィルターコントロール部
1411～1415を使用することで、ユーザーの運動データとの比較用に考慮される参加ユーザ
ーを、米国に居住する40～44歳の男性のみに限定することができる。参加ユーザーのフィ
ルタリングに必要な情報は任意の入手可能なソースから得ることができる。しかしながら
、最初の登録プロセス中にユーザープロファイル用としてこの情報を提出することをユー
ザーに要求することで、その情報を好都合に得ることができる。3つの特定のフィルタリ
ング判定基準が開示されているが、無論、任意の所望の種類および／または組み合わせの
特徴をフィルターとして使用できるということを理解すべきである。
【００９９】
他の特色
達成の記録
　上記で詳細に論じたように、本発明の各種実施では運動者に対する肯定的な強化を与え
ることができる。例えば、上記で論じたように、ユーザーは、本発明の各種態様を使用す
ることで、彼または彼女の目標を設定し、次いでそれらの目標の獲得に向けての各自の進
捗を追跡することができる。同様に、ユーザーは本発明の各種態様を使用してチャレンジ
に参加することもできる。しかしながら、いったん目標が完了するか、またはチャレンジ
に勝利すると、これらの達成は忘れられ、したがってユーザーに任意のさらなる肯定的な
強化を与えないことがある。
【０１００】
　したがって、本発明のいくつかの実施は、ユーザーの各種の運動達成を記念するための
特色を与えることができる。例えば、本発明のいくつかの態様では、運動データ表示構成
モジュール605は、ユーザーについて記録した運動達成を表示するための、図15に示すユ
ーザーインターフェース1501などのユーザーインターフェースを与えることができる。こ
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の図でわかるように、ユーザーインターフェース1501は、「goal」領域1503、「challeng
es」領域1505、「events」領域1507、および「milestones」領域1509を含む。これらの領
域のそれぞれは、ユーザーの以前の達成を表すアイコンを表示するために使用できる。
【０１０１】
　例えば、ユーザーが目標を設定し、続いてそれを果たす場合、この目標の達成は、運動
データ表示構成モジュール605により記録される。これに応答して、運動データ表示構成
モジュール605は、その達成を図画的に記念するメダルの描写などのアイコンを表示する
。同様に、ユーザーがチャレンジに勝利する場合、その達成も運動データ表示構成モジュ
ール605により記録される。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、その
達成を図形的に記念するトロフィーの描写などのアイコンを表示する。
【０１０２】
　なおさらに、ユーザーは、本発明の1つまたは複数の実施に関連するイベントに参加で
きる。例えば、マラソンレーススポンサーなどのレーススポンサーを本発明の態様に入れ
ることができる。ユーザーがレースを走るか、レースを完了するか、またはレースで3位
以内に入る場合、運動データ表示構成モジュール605はその達成を記録することができる
。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、その達成を図形的に記念する
レース用胸当ての描写などのアイコンを表示する。運動データ表示構成モジュール605は
、ユーザーのレース参加を記録する任意の所望の技術を使用できる。例えば、レーススポ
ンサーは、ユーザーの参加を物理的にモニタリングし、続いて運動データストレージ607
を直接更新することができる。あるいは、ユーザーは自己申告システムに基づいて運動デ
ータストレージ607を更新できる。
【０１０３】
　無論、運動データ表示構成モジュール605にユーザーの達成の記録を行わせるために、
さらに洗練された技術を使用できる。例えば、レーススポンサーまたは第三者は、レース
中のユーザーの進捗を記録する電子記録装置をユーザーに与えることができる。次に、ユ
ーザーは、電子記録装置から運動データストレージ607または運動データ表示構成モジュ
ール605にデータをダウンロードすることができる。本発明のいくつかの実施では、電子
インターフェース装置205または運動パラメータ測定装置207でさえ、レース中のユーザー
の進捗を記録し、続いて電子記録装置から運動データストレージ607または運動データ表
示構成モジュール605にデータをダウンロードするために使用できる。
【０１０４】
　なおさらにユーザーは、各自の運動成果に関連するさらに他のマイルストーンを得るこ
とがある。例えば、ユーザーは、比較的長い全距離、例えば100キロメートル、100マイル
、250キロメートル、250マイルなどの走行を実現することがあるか、特に速い速度、例え
ば1マイル当たり5分未満で走行することがあるか、または比較的長い全継続期間、例えば
1000時間走行することがある。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、
そのマイルストーンの達成を記録した後、その達成を図形的に記念する表彰リボンの描写
などのアイコンを表示する。
【０１０５】
　このようにして、本発明の各種実施では、ユーザーの過去の達成を記念することで、将
来の運動成果を促す肯定的なフィードバックをユーザーに与えることができる。無論、本
発明のいくつかの実施では、代わりのまたはさらなる達成を記念することができる。
【０１０６】
決意
　本発明のいくつかの実施では、ユーザーが特定の運動達成を成し遂げるように決意する
ことを支援し、次いでその決意を守ることができる。例えば、本発明の各種態様では、図
16に示すユーザーインターフェース1601のようなユーザーインターフェースを与えること
ができる。この図でわかるように、インターフェース1601は、達成フィールド1605および
結果フィールド1607を有する決意表明1603を与える。ユーザーインターフェースは提出ボ
タン1609も含む。ユーザーが決意を行いたいと望む場合、各自、所望の達成目的（距離な
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ど）を達成フィールド1605に挿入することができ、ユーザーが表明された達成を果たさな
い場合に生じる何らかのタスクまたは他のアクションを結果フィールド1607に挿入するこ
とができる。いったんユーザーが達成フィールド1605および結果フィールド1607における
情報を全部揃えると、ユーザーは、提出ボタン1609を作動することで、運動データ表示構
成モジュール605に決意情報を提出する。
【０１０７】
　決意情報を受け取った後、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーが各自の決
意に従ったかどうかを確定するためにユーザーの運動活動をモニタリングする。ユーザー
が表明された決意を果たしたと運動データ表示構成モジュール605が確定する場合、運動
データ表示構成モジュール605は、何らかの種類の肯定的フィードバックをユーザーに与
えることができる。例えば、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーが各自の決
意を守ったことを祝福する電子メールメッセージをユーザーに送ることができる。運動デ
ータ表示構成モジュール605は、上記の達成を代わりにまたはさらに記念することができ
る。しかしながら、表明された決意をユーザーが果たさない場合は、運動データ表示構成
モジュール605は、特定のタスクまたはアクションを行うようにユーザーを励ます。例え
ば、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーに各自の決意を思い出させる電子メ
ールメッセージをユーザーに送ることができる。無論、本発明の各種実施では、特定のタ
スクまたはアクションを行うようにユーザーを励ます、代わりのまたはさらなるアクショ
ンを行うことができる。
【０１０８】
個人トレーニング
　ランナーなどのユーザーまたは運動者が本発明の態様のシステムを使用することで情報
を収集する場合、一態様のユーザーインターフェースは、運動者が彼らの身体活動に関す
る情報を使用および共有するための追加の特色および機能性を与えることができる。本発
明、および図１７によって説明されるような、例示的一形態では、運動情報は、図18～88
に関して下記でより詳細に説明するようにユーザーインターフェース1700上に表示される
。
【０１０９】
　例えば、図18～62には、ユーザーインターフェース1700をユーザーまたは運動者のトレ
ーニング支援ツールとすることのできる態様が示されている。一態様では、図18および図
19で示すように、ユーザーまたは運動者がいくつかの所定のトレーニング目標の中から選
択することができる。例えば、ユーザーまたは運動者がランニングを始めたばかりであれ
ば、そのユーザーまたは運動者は、ウォーキングからランニングへのトレーニングを支援
するトレーニングプログラムを選択することができる。すでにランナーであるユーザーは
、1マイル、5キロメートル、10キロメートルなどの一般的な走行距離における持久力およ
び/または速度を助長するように設計されたトレーニングプログラムを選択することがで
きる。またランナーは、例えば、ハーフマラソンやフルマラソンなど、トレーニングの目
標とするイベントを選択することもできる。既定のトレーニングプログラムは、他のユー
ザー、スポンサー、イベント主催者などを含む様々な提供元から提供され得る。一例にお
いて、マラソンの参加者らは、各自のトレーニングプログラムを他のユーザーと共有する
ことができる。
【０１１０】
　図20には、ユーザーまたは運動者が、トレーニングプログラムを指し示すアイコンなど
を選択し、またはその上にマウスカーソルを置いたときに、そのトレーニングプログラム
の概要を表示させることができることが示されている。一態様では、概要は、プログラム
の距離（例えば、マイル単位、またはキロメートル単位）、トレーニングプログラムの持
続期間（例えば、週数、月数）、プログラムを開始する前のユーザーまたは運動者の推奨
運動レベル（例えば、未経験者、初心者、中級者、上級者など）を含み得る。図21には、
トレーニングプログラムの概要として利用できる別の詳細が示されている。概略は、トレ
ーニングプログラムの特徴を説話形式で説明すると共に、開始日付および終了日付を表す
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ことができる。ユーザーまたは運動者は、その説明を読んでやる気になった場合、ユーザ
ーインターフェース1700を介してトレーニングプログラムを追加することもできる。また
ユーザーまたは運動者は、特定の日に必要とされるマイル数を含むより詳細なスケジュー
ルを表示させることもできる。詳細なスケジュールは、例えば図22～24に示すように、1
日当たりに必要とされるマイル数や、もしあれば、トレーニングプログラムがランニング
を全く必要としない日をグラフで示す。さらに、ユーザーまたは運動者は、望み通りに、
または目標達成日付（例えば、そのユーザーまたは運動者がトレーニングの目標とするレ
ースや他のイベント）に基づいてプログラムの開始日付を変更することもできる。一つま
たは複数の構成において、トレーニングプログラムは、携帯用運動トレーニング機器（例
えば、運動成績を検出するように構成された音楽機器）にダウンロードすることもできる
。
【０１１１】
　ユーザーまたは運動者はまた、プログラムによっては、例えば、未経験者、初心者、中
級者、上級者など、プログラムの技能レベルを選択することもできる。プログラムによっ
ては、技能レベルの選択により、1日当たりの必要マイル数が変更される場合もあり、ラ
ンニングを必要としない日数が変更される場合もあり、かつ/またはユーザーまたは運動
者の目標に適応するためのプログラムの長さ（日数、週数、月数など）が変更される場合
もある。例えば、マラソン・トレーニング・プログラムに参加している初心者のユーザー
または運動者は、マラソン・トレーニング・プログラムに参加している上級者のユーザー
または運動者よりも長いプログラム期間を有する場合がある。あるいは、またはこれに加
えて、ユーザーに提示される動機づけのためのメッセージまたはコメントは、初心者には
、より上級のまたはより訓練を積んだ運動者のものとは異なる（例えば、より強い動機づ
けや励ましを与える）ものとすることもできる。
【０１１２】
　加えて、ユーザーまたは運動者は、目標ペースまたは目標時間に基づいてトレーニング
プログラム全体を変更することもできる。例えば、ユーザーまたは運動者は、1マイルを5
分で走ろうとしてもよく、または1マイル当たり8分でマラソンを走ろうとしてもよい。ユ
ーザーインターフェース1700は、ユーザーの、または運動者の目標ペースまたは目標時間
に応答して、例えば、1日当たりの必要マイル数を変更する、ランニングを必要としない
日数を変更する、および/またはプログラムの長さ（日数、週数、月数など）を変更する
ことによってトレーニングスケジュールを変更することができる。
【０１１３】
　全体的変更に加えて、ユーザーまたは運動者は、図25～27で示すように、特定の日に編
集を加えることもできる。例えば、ユーザーまたは運動者は、特定の日の走行距離を表す
バーの一部分をクリック・アンド・ドラッグして、その日の距離を増減させてもよく、ま
たはその日のランニングを完全に削除してもよい。あるいは、ユーザーまたは運動者は、
特定の日の距離を数値で入力してもよい。一態様では、編集は、そのユーザーまたは運動
者が編集を入力している日だけに影響を及ぼすことができる。代替の態様では、ユーザー
インターフェース1700は、ユーザーまたは運動者によって入力された特定の日の編集に応
答して、トレーニングプログラム全体を調整することができる。例えば、ユーザーが第1
日の走行マイル数を調整する場合、トレーニング・プログラム・システムは、減らされた
第1日のマイル数を埋め合わせるために後日について提示するマイル数を調整することが
できる。別の例では、トレーニング・プログラム・システムは、編集を埋め合わせるため
にトレーニングプログラムを延長または短縮することもできる。一つまたは複数の局面に
よれば、トレーニング・プログラム・システムはさらに、指定の目標と比べた予想される
終点を提供することもできる。言い換えると、ユーザーがトレーニングプログラムに変更
を加える場合、トレーニングプログラムは、ユーザーが設定目標に達しないまたは設定目
標を超えると予想されることを示すことができる。そのような情報を使用して、ユーザー
は、望む場合には、他の日々を調整して、予想される不足分を埋め合わせ、またはユーザ
ーが自分の目標を超えることになる量を制御するのを調整することができる。トレーニン



(47) JP 2015-186593 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

グ・プログラム・システムはさらに、ユーザー指定の編集を考慮して、設定目標に到達す
るようにトレーニングプログラムを調整するための提言を与えることもできる。図28に、
前述の選択に基づいて最終決定されたトレーニングプログラムの一例を示す。
【０１１４】
　ユーザーまたは運動者が目標を設定し、ユーザーインターフェース1700がその目標（一
態様では、前述の技能レベル選択、日ごとの編集などを含む）に適応するためのトレーニ
ングプログラムを生成した後で、ユーザーまたは運動者は、トレーニングプログラムの指
示でランニングを開始することができる。ユーザーまたは運動者の成績を表すデータが図
1～16を参照して説明したように収集され得る。図29には、ユーザーまたは運動者の実績
が、日々トレーニングプログラムの目標とグラフで比較され得ることが示されている。一
態様では、実績の棒グラフは、トレーニングプログラムの棒グラフ上に重ね合わされかつ
/またはユーザーもしくは運動者が一方を他方と比較することを可能にする透明性または
色差を有するものとすることができる。一態様では、ユーザーまたは運動者が特定の日に
トレーニング目標を達成したか、上回ったか、または目標に達しなかったかに応じて、実
績の棒グラフオーバーレイを、異なる外観、配色などを有するものとすることができる。
【０１１５】
　図30には、後日のトレーニングプログラムのために、ユーザーまたは運動者が、（例え
ば、マウスやキーボードを用いて）その特定の日の数値による走行目標詳細を表示させる
ために日を選択することができることが示されている。そのような情報は、走行距離、走
行の目標時間、および/または目標ペースを含むことができる。その場合ユーザーまたは
運動者は、後日の1日付または複数日付のトレーニングプログラムについての具体的なト
レーニングプログラム目標をより適切に特定することができる。図31には、ユーザーまた
は運動者が、トレーニングプログラムの表示日付範囲も調整することができることが示さ
れている。さらに、図32に示すように、ユーザーまたは運動者が、その実際の走行成績を
記録している日付を選択した場合、ユーザーインターフェース1700は、トレーニングプロ
グラム目標とその特定の日付の実績の両方の数値詳細を表示することもできる。さらに、
表示は、その日付の目標が達成されているか否かも表すことができる。図33および図34に
は、図30～32で示すユーザーインターフェース1700の別の態様が示されている。例えば、
トレーニングプログラムと実績は、前月比で表示されてもよい。さらに、個々の日が、ラ
ンニングが必要でない日と、ランニングが必要な日として色分けされ、または別の方法で
識別されてもよい。その実績データが記録されている日については、別の色分けまたは他
の識別方法で、ユーザーまたは運動者がトレーニングプログラム目標を達成したか否かを
表してもよい。図35および図36に、ユーザーまたは運動者の特定の走行における、または
トレーニングプログラム内における進捗がグラフで表示され、ユーザーまたは運動者が、
トレーニングプログラム目標および/または実績を表す数値情報を獲得することのできる
ユーザーインターフェース1700の別の態様を示す。さらに、図37には、ユーザーインター
フェース1700が、達成した日数、達成しなかった日数、合計走行マイル数および平均ペー
ス（例えば、分/マイル）を含む、トレーニングプログラムにおけるユーザーまたは運動
者の進捗の全般的な数値概要を表示し得ることが示されている。
【０１１６】
　また、一態様のユーザーインターフェース1700は、ユーザーまたは運動者に、トレーニ
ングプログラムを視覚化する様々な方法、およびトレーニングプログラム内でのユーザー
または運動者の進捗を視覚化する様々な方法を提供することに加えて、ユーザーまたは運
動者に自分のトレーニングプログラムに関するメモを投稿させることもできる。例えば、
ユーザーまたは運動者は、自分が購入した新しいシューズや、自分が走った特定のランニ
ングルートや、単にランニング一般についての考えなどに関するメモを投稿することがで
きる。メモは、非公開とすることもでき、選択のユーザーグループ（例えば、家族、同じ
トレーニングプログラムに参加しているユーザーまたは運動者、同じ地域のユーザーまた
は運動者、チームまたは組織内のユーザーまたは運動者など）に配信することもでき、公
開することもできる。加えて、家族、同じトレーニングプログラムに参加しているユーザ
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ーまたは運動者、一般大衆を含む同じ地域のユーザーまたは運動者などが、ユーザーまた
は運動者についてのメモを投稿することもできる。そのようなメモは、例えば、ユーザー
または運動者がトレーニングプログラムを行う際に、ユーザーまたは運動者を支援したり
、動機づけたり、励ましたりするのに使用され得る。
【０１１７】
　前述の各図は、例えばユーザーインターフェース1700で提供されるような、既存のまた
は所定のプログラムの選択および変更を示すものであるが、図41～46には、ユーザーもし
くは運動者による自分自身のための、または1名もしくは複数名のユーザーもしくは運動
者と共有するための新しいトレーニングプログラムの作成が示されている。例えば、コー
チまたはトレーナーは、自分の経験に従ってトレーニングプログラムを設計することがで
きる。その後、コーチまたはトレーナーは、作成したプログラムを自分の1名または複数
の生徒または訓練生と共有することができる。態様はこの状況だけに限定されるものでは
ない。例えば、図41には、すでに説明している完成したトレーニングプログラムが示され
ている。
【０１１８】
　図42には、新しいトレーニングプログラムの作成が示されている。ユーザーまたは運動
者は、走行パラメータを設定する前に、自分のトレーニングプログラムに、タイトル、説
明、およびそのトレーニングプログラムを表す画像、写真、アイコン、またはロゴを添付
することもできる。図43に、個々の日が、トレーニングプログラムの走行距離に関して調
整され得ることが示されている。さらに、ユーザーまたは運動者は、自分のトレーニング
プログラムを分類することができるようにかつ/または他のユーザーまたは運動者が、ト
レーニングプログラムが各自の個人目標に適しているか否か判定することができるように
、そのトレーニングプログラムについての、イベントの種類、技能レベル、開始日付を指
定することもできる。さらに、図43には、トレーニングプログラムの作成および/または
編集時に、ユーザーまたは運動者が自分のトレーニングプログラムを保存し、自分のトレ
ーニングプログラムを自動的に保存させ、プログラムを削除し、またはトレーニングプロ
グラムを開始する（例えば、トレーニングを開始する）こともできることが示されている
。一構成では、ユーザーは、トレーニングを1回で完了しなくても済むように、完了して
いないトレーニングプログラムを保存することができる。
【０１１９】
　図44～46には、作成されたトレーニングプログラムの管理および配布が示されている。
例えば、図44には、「Marathon Madness」というタイトルのプログラムが示されている。
前述のように、タイトルには、画像、写真、アイコン、またはロゴ（この場合には、トレ
ーニングプログラムの目的または目標に適したマラソンランナーの写真）が添付されてい
てもよい。また図44には、トレーニングプログラムの推奨技能レベル、トレーニングプロ
グラムの開始日付および終了日付（すなわち、持続期間）、ならびにトレーニングプログ
ラムの説明も示されている。ユーザーまたは運動者は、興味があればさらに、トレーニン
グプログラムと関連付けられる具体的なスケジュールを表示させてもよい。図45には、ユ
ーザーもしくは運動者が、トレーニングプログラムを選択した後で、プログラムを自分の
プログラムリストから除外し、プログラムを編集し、またはプログラムを他のユーザーも
しくは運動者に推奨することができることが示されている。推奨は、個々のユーザーまた
は運動者、チームのメンバー、組織のメンバーなどに向けることができる。例えば、図46
には、ユーザーまたは運動者が、チームまたは組織を選択し、次いで、トレーニングプロ
グラム推奨を受け取るべきそのチームまたは組織と関連付けられた1名または複数の個々
のユーザーまたは運動者を選択することができることが示されている。
【０１２０】
　図47～62に、ユーザーまたは運動者のトレーニングを円滑に行わせるためのユーザーイ
ンターフェース1700の別の態様を示す。トレーニングプログラムの間いつでも、ユーザー
または運動者は、自分の進捗概要を見直すことができる。例えば、ユーザーインターフェ
ース1700は、達成した日数、達成しなかった日数、合計走行マイル数、および平均ペース
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（例えば、分/マイル）を含む、トレーニングプログラムにおけるユーザーまたは運動者
の進捗の全般的な数値概要を表示することができる。さらに、ユーザーインターフェース
1700は、トレーニングプログラムが作成され、または開始された日付、ユーザーまたは運
動者の推奨レベル（例えば、未経験者、初心者、中級者、上級者など）、およびトレーニ
ングプログラム距離（例えば、1マイル、5キロメートル、10キロメートル、ハーフマラソ
ン、マラソンなど）の目標時間を表示することもできる。
【０１２１】
　図48に、実際の結果を含む一態様のトレーニングプログラムの詳細を示す。各日ごとに
、ランニング目標を、グラフと数値とで示すことができる。より具体的には、ランニング
目標は、特定の色、配色、または形状を有するバーとして示され得る。同様に、実績も、
特定の色、配色、または形状を有するバーとして示され得る。一態様では、実績バーはさ
らに、一部透明なランニング目標に重ね合わさったものとすることができる。別の態様で
は、実績バーは、実績が重ね合わされていてもランニング目標が見えるように、例えば、
より狭い幅のものなどとすることもできる。さらに、ランニング目標なしのトレーニング
プログラム日数に休息日とラベル付けすることもでき、ランニング目標ありの日を表すも
のとは異なる色、配色、および/または形状のバーで示すこともできる。一態様では、ユ
ーザーまたは運動者の実績がトレーニングプログラム目標を達成し、またはこれを上回っ
た日については、例えばチェックマークなどの追加表示を示すことができる。ユーザーま
たは運動者の実績がトレーニングプログラム目標を達成しなかった日については、例えば
×など、別の表示を選択することができる。
【０１２２】
　図49には、ユーザーまたは運動者が、トレーニングプログラム目標の数値詳細を見直す
ために特定の日を選択し得ることが示されている。例えば、特定の日を選択すると、ユー
ザーインターフェース1700は、目標距離、目標時間、目標ペース、および目標カロリー使
用量を表示することができる。また、ユーザーまたは運動者が走った日については、ユー
ザーインターフェース1700は、実績距離、実績時間、実績ペース、および実績使用カロリ
ーも表示することができる。また、一態様では、ユーザーインターフェースは、実績がト
レーニング目標を達成したか、達成しなかったかのグラフィック表示も表示する。
【０１２３】
　図50には、追加詳細を、特定のトレーニング目標、実績、またはトレーニング日と関連
づけることができることが示されている。例えば、トレーニング目標詳細は、その特定の
日のランニングルートが上り下りの多いものであったことおよび目標ペースが、ルートの
ある部分が他の部分より難しいものになる（例えば、より遅いペースになる）ことを反映
していたことなどを示すことができる。さらに、図51には、ユーザーまたは運動者が、特
定のトレーニング目標、実績、またはトレーニング日と関連付けられたメモを提供し得る
ことが示されている。ユーザーまたは運動者はさらに、メモに自分の気分などを反映する
感情アイコン（すなわち、エモーティコン）を選択することもできる。図52～54には、図
48～51で示すトレーニングプログラムの日付範囲が、より少ない、またはより多い日数を
含むように変更され得る（例えば、週別ビューに対する月別ビュー）ことが示されている
。
【０１２４】
　図55には、ユーザーまたは運動者が、トレーニングプログラムに関して様々なオプショ
ンを利用できることが示されている。例えば、ユーザーまたは運動者は、自分のプログラ
ムを1名もしくは複数の他のユーザーまたは運動者と共有することができる。ユーザーま
たは運動者は、（例えば、図47で示すような）自分のトレーニングプログラムの概要を表
示させることも、現在のトレーニングプログラムを編集することも、トレーニングを終了
することもできる。加えて、ユーザーもしくは運動者は、利用可能なその他のトレーニン
グプログラムを、全体の中から、またはユーザーもしくは運動者と関連付けられる一部の
トレーニングプログラムの中から探索し、または見直すこともできる。
【０１２５】
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　図56には、ユーザーまたは運動者が、トレーニングプログラムにおける各自の進捗に関
する情報を配信しまたは投稿し得ることが示されている。より具体的には、ユーザーまた
は運動者は、1名または複数の受け手に（例えば、電子メールで）リンクを送ることがで
きる。さらに、ユーザーまたは運動者は、その情報を（例えば、HTMLコードなどとして）
個人用ウェブページまたはソーシャル・ネットワーク・ページに含めることもできる。い
ずれの場合も、各自の実績に加えて、ユーザーまたは運動者はさらに、各自の全トレーニ
ング・プログラム・スケジュールおよび/または特定のトレーニング目標、実績、または
トレーニング日と関連付けられた各自のメモを配信しまたは投稿することもできる。
【０１２６】
　図57～60に、トレーニングプログラムを編集するためのユーザーインターフェース1700
の別の態様を示す。図57には、トレーニングプログラムの例と、ユーザーまたは運動者が
トレーニングプログラムの一部分を完了していることが示されている。ユーザーまたは運
動者は、図58で示すように、オプションメニューの下で、プログラムを編集するオプショ
ンを選択することができる。前述の編集機能に加えて、図59には、特定の日のトレーニン
グプログラムが別の日にドラッグ・アンド・ドロップされ得ることが示されている。例え
ば、ユーザーまたは運動者が別の日に走ることができない場合などに、別の日に休息日を
ドラッグ・アンド・ドロップすることもできる。一態様では、1日または複数日分のトレ
ーニングプログラムをより前または後の日付に移動させることによって、トレーニングプ
ログラムの残りの部分で振替えに対処する。別の態様では、例えば、追加の休息日の挿入
などに基づいて、トレーニングプログラムの終了日付を移動させることもできる。さらに
、一態様では、終了日付はそのままとされるが、所望の終了日付までに所望のトレーニン
グ目標を達成するために、（例えば、走行距離、走行時間、および/または走行ペースを
変更することにより）トレーニングプログラムを修正することもできる。一態様のユーザ
ーインターフェースはさらに、そのような修正が、（例えば、ユーザーまたは運動者の技
能レベルに基づく）トレーニングプログラムの制約条件と一致するか否かの表示を提供す
ることもできる。さらに、図60で示すように、編集された日は、その日が編集されている
という表示を含むこともできる。他にも理由はあるが特に、ユーザーまたは運動者は、特
定のトレーニング日が編集されているという表示を受け取った場合には、そのトレーニン
グ日の詳細またはメモを編集することができる。
【０１２７】
　図61および図62には、ユーザーインターフェース1700の別の態様が示されている。各図
には、1日のトレーニングプログラムおよび実績が、その日の走行距離の関数として示さ
れている。特定の合計距離および平均ペースに加えて、1日のトレーニングプログラムは
、距離または時間の関数としてペースを変更することもできる。そのようなインターバル
トレーニングは、ユーザーまたは運動者が各自の成績目標を達成するのを支援する上でト
レーニングプログラムの効果を高めることができる。さらに、ユーザーまたは運動者の特
定の長さの走行での最高成績を、所与のトレーニング日の実績と比較するために重ね合わ
せることもできる。実績、トレーニングプログラム目標、および/または最高成績をグラ
フで表示することに加えて、ユーザーインターフェースはさらに、そのトレーニング日の
ルート名および/または（例えば、MP3プレーヤーなどの）音楽プレイリストを表示するこ
ともできる。それらはそれぞれ、ユーザーまたは運動者が事前に決定することもでき、ユ
ーザーインターフェース1700が供給してもよい。例えばルートは、参照によりその全体が
本明細書に組み入れられる、2008年2月14日に出願された米国特許出願第12/031,380号に
記載されているマッピングユーティリティによって選択され、提供されてもよい。図62に
は、ユーザーインターフェース1700が、そのトレーニング日の目標距離、目標時間、目標
ペース、目標カロリー使用量、実績距離、実績時間、実績ペース、および実績使用カロリ
ーを表示し得ることが示されている。
【０１２８】
チームトレーニング
　図63～88に、ユーザーインターフェース1700がさらに、チーム・トレーニング・ツール
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として利用され得ることを示す。図18～62を参照して前述した様々なトレーニングプログ
ラムに加えて、ユーザーインターフェース1700はさらに、チームメイト、組織、クラブな
どの間でのトレーニングを管理し、調整するためのツールを提供することもできる。例え
ば、図63には、ユーザーインターフェース1700のチーム部分が示されている。ユーザーま
たは運動者は、選択されたチーム、組織、またはクラブについて、チームの説明、チーム
の統計、現在のチームのチャレンジ、およびイベントカレンダーを表示させることができ
る。さらに、ユーザーまたは運動者は、チーム、組織、またはクラブの他のメンバーとチ
ャットすることもできる。チーム、組織、またはクラブの個々のメンバーについて追加情
報を提供することもできる。例えば、各個別メンバーごとに、ユーザーインターフェース
1700は、メンバーの走行、トレーニングプログラム、メンバーが参加しているチャレンジ
、メンバーが走るルート、メンバーが獲得したトロフィー、および/またはメンバーが達
成したマイルストーンを表示することができる。チャレンジ、ルート、トロフィー/賞、
およびマイルストーンについては、2008年2月14日に出願された米国特許出願第12/031,38
0号に記載されている。
【０１２９】
　図64には、新しいチームを作成するためのプロセスフローが示されている。例えば、ユ
ーザーまたは運動者は、チームのランディングページから自分のチームを作成し、その後
、チーム設定を調整し、1名または複数のチームメンバーを追加し、次いでチームを公開
することができる。例えば、図65には、以前に作成されたチームのリストが示されている
。各チームは、画像（例えば、アイコン、写真、アバターなど）、コーチの名前、チーム
メンバーの数、チームが作成された日付と共に記載することができる。ユーザーまたは運
動者が利用できるチーム（例えば、公開されているチームまたはユーザーもしくは運動者
が関連付けられているチーム）のリストはさらに、人気によって、かつ/またはタイトル
もしくはチーム名によってフィルタリングすることができる。また、チームのリストは、
ユーザーまたは運動者がそのメンバーであるチームだけを表すこともできる。
【０１３０】
　図66には、新しいチームの作成が示されている。ユーザーまたは運動者は、チームに名
前を付け、チームの説明、および/またはチームを表す画像を提供することができる。こ
の時点において、ユーザーまたは運動者は、チームアクセス権限（例えば、公開、チーム
メンバーのみ、または他の選択のグループもしくは個人）を決定することができる。さら
に、ユーザーまたは運動者は、自分が新しく作成したチームをチームギャラリーに表示す
るか否かも決定することができる。そのようなオプションは、例えば、チームアクセス権
限が公開に設定されている場合に限って利用できる。図67には、各メンバーの電子メール
アドレス、ユーザーインターフェース1700内での各メンバーのユーザー名などを入力する
ことによって、チームメンバーをチームに加えることができることが示されている。一態
様では、電子メールアドレス、ユーザー名などは、（例えば、以前に作成されたチームか
らの電子メールアドレス、ユーザー名などが読み込まれている）アドレス帳から利用する
ことができる。図68には、ユーザーまたは運動者がチーム名、説明、画像、アクセス権限
、ならびにチームおよび/またはチームメンバーを入力した後で、チームを公開すること
ができることが示されている。
【０１３１】
　その後チームを、図69で示すように表示させることができる。例えば、ユーザーインタ
ーフェース1700は、チーム名、画像、および説明に加えて、チームコーチ、チームが作成
された日付、チーム（またはチームの説明）が最後に更新された日付、チームのメンバー
数を表示することもできる。さらに、ユーザーインターフェースは、チームチャットが設
定されている場合には、チームチャットの少なくとも一部分を含めることもできる。一態
様では、ユーザーインターフェース1700は、チャットに書き加えられた最新の投稿、なら
びにチャット内のその他の投稿の数に関する表示を表示することができる。
【０１３２】
　図70～77に、コーチが、チーム、組織、クラブなどのトレーニングプログラムを作成す
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ることができることを示す。一態様では、特に周知のまたは有名なコーチもしくは運動者
については、コーチまたは運動者はさらに、自分のトレーニングプログラムを一般に公開
することができる。例えば、図70には、コーチによるトレーニングプログラム作成のプロ
セスフローが示されている。コーチは、チームのランディングページから、トレーニング
目標（例えば、前述の1日の目標距離、時間、ペースなど）を作成し、調整することがで
きる。その後コーチは、自分のトレーニングプログラムに表紙（例えば、トレーニングプ
ログラムのタイトル、説明、画像など）を追加することができる。完成すると、コーチは
、自分のトレーニングプログラムを公開して、ユーザーおよび運動者に提供することがで
きる。一態様では、コーチは、自分のトレーニングプログラムを（例えば、電子メールで
送信することによって）特定の個人またはチームメンバーに推奨することができる。その
ような態様では、コーチのトレーニングプログラムが一般に公表される場合も、公表され
ない場合もある。言い換えると、一態様では、コーチは、自分のトレーニングプログラム
へのアクセス権限を、チームメンバーだけがアクセスできるように制御することができる
。
【０１３３】
　図71には、コーチまたは周知の運動者が自分のトレーニングプログラムをユーザーイン
ターフェース1700を介して一般に（すなわち、ユーザーインターフェース1700のサービス
を利用しているすべてのユーザーまたは運動者に）提供している一態様が示されている。
一態様では、ユーザーインターフェース1700は、定期的に、または特定のイベント（例え
ば、ニューヨークマラソンまたはボストンマラソン）に付随して、イベントまたは周知の
もしくは有名なコーチもしくは運動者に基づく一つまたは複数の呼び物のトレーニングプ
ログラムを提供することができる。図71でさらに示すように、ユーザーまたは運動者は、
この時点において、自分自身のトレーニングプログラムを設計または作成することもでき
、またはチーム（例えば、一般に公開されているチーム）に参加し、一緒にトレーニング
することもできる。
【０１３４】
　図72には、例えば、コーチによるトレーニングプログラムの作成が示されている。前の
各図に関連して述べたように、コーチは、トレーニングプログラムのタイトル、トレーニ
ングプログラムの開始日付、プログラムの持続期間、1日の走行距離、1日の走行の目標ペ
ースまたは目標時間、推奨技能レベル、およびトレーニングプログラムと関連付けられる
任意のその他の詳細を決定することができる。例えば、図73には、コーチがプログラムタ
イトル、説明、および/またはトレーニングプログラムを表す画像を作成し得ることが示
されている。図74には、コーチが、トレーニングプログラムの詳細を編集し、完成したト
レーニングプログラムを保存することができることが示されている。図75には、トレーニ
ングプログラムが完成した後で、コーチがプログラムを、チーム、組織、またはクラブの
1名または複数のメンバーに推奨し得ることが示されている。例えば、図76には、コーチ
が、自分と関連付けられる一つまたは複数のチーム、組織、またはクラブを選択し得るこ
とが示されている。その場合コーチは、そのコーチによるチーム、組織、またはクラブの
選択に基づいて読み込まれたリストの中から、1名または複数の個々のチーム、組織、ま
たはクラブのメンバーを選択することができる。図77には、チーム、組織、またはクラブ
メンバーによって受け取られるコーチからの推薦状が示されている。
【０１３５】
　図78～86に、ユーザーまたは運動者が、一態様のユーザーインターフェース1700を利用
してチームを探し、チームに参加することができることを示す。例えば、図78には、ユー
ザーまたは運動者が、全チームギャラリーを表示させ、ギャラリー内のチームを探し出し
、チームに参加し、次いでそのチームと対話する（例えば、チームメンバーと関連付けら
れた詳細を検討する、チームチャットに参加するなど）ことができることが示されている
。図79には、ユーザーまたは運動者が参加すべき一つまたは複数のチームをそこから選択
することのできる全チームギャラリーが示されている。一態様では、ユーザーまたは運動
者は、チームタイトルおよび/またはチームの人気に基づいて全チームギャラリーをフィ
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ルタリングすることができる。図80には、ユーザーまたは運動者が、例えばマラソンに備
えるなど、トレーニングプログラムの目標に基づいて全チームギャラリーをフィルタリン
グし得ることが示されている。図81には、ユーザーまたは運動者がチームを選択して、そ
のチームのタイトル、コーチ、作成の日付、最終更新の日付、チームメンバーの数、説明
、トレーニングプログラムと関連付けられた画像、および/またはもしあれば、チームメ
ンバーの間のチャットの少なくとも一部分を表示させることができることが示されている
。図82には、ユーザーまたは運動者がさらに、個々のチームメンバーと関連付けられたチ
ームの統計および詳細を表示させることもできることが示されている。ユーザーは、自分
が参加したいチームを見つけた場合、チームのメンバー資格を要求することができる。ユ
ーザは、所望のチームのチームメンバー、コーチ、チームメンバーの過半数またはチーム
リーダーによる承認を得て初めてチームに加わることができる場合もある。
【０１３６】
　より具体的には、図83には、特定のチーム、組織、またはクラブについて、ユーザーま
たは運動者が、チーム、組織、またはクラブの合計マイル数、当日の合計距離、および1
マイル当たりの平均ペースを表示させることができることが示されている。加えて、ユー
ザーまたは運動者は、チームメンバーが参加している一つまたは複数のトレーニングプロ
グラム、および各トレーニングプログラムに何名のチームメンバーが参加しているかを表
示させることもできる。ユーザーまたは運動者はさらに、すべてのチームメンバーのリス
トを、例えばユーザー名で表示させることもできる。すべてのチームメンバーのリストは
、アルファベット順にソートすることもでき、または例えば、特定の距離（例えば、1マ
イル、5キロメートル、10キロメートル、ハーフマラソン、マラソンなど）での各メンバ
ーの最速走行などでソートすることもできる。したがって、ユーザーまたは運動者は、平
均チーム成績のみならず、チームの個々のメンバーの成績も把握することができる。図84
には、ユーザーインターフェース1700がさらに、チームメンバーの間のチャットを表示し
得ることが示されている。
【０１３７】
　図85には、チームメンバーの別のビューが示されている。例えば、チームメンバーは、
ユーザー名、アバター、各メンバーの最新走行の距離で表示することができる。図86には
、各チームメンバーが参加しているトレーニングプログラム、各チームメンバーの最新走
行の目標距離、各チームメンバーの実績が目標距離を達成したか否か、各チームメンバー
が達成したトレーニングプログラム日数、各チームメンバーが達成しなかったトレーニン
グプログラム日数、合計走行マイル数、1マイル当たりの平均ペースなど、各チームメン
バーと関連付けられる追加詳細を表示することができることが示されている。さらに、ユ
ーザーインターフェース1700は、各チームメンバーが、トレーニングプログラムを完了し
たこと、目標またはマイルストーンに到達したことなどに対して受け取っている一つもし
くは複数の報奨または景品を表示することもできる。一態様では、ユーザーインターフェ
ース1700は、チーム全体を表示することができる。別の態様では、コーチ、トレーナー、
またはチームリーダーは、一つまたは複数の基準に基づいてチームのメンバーをソートす
ることができる。例えば、コーチ、トレーナー、またはチームリーダーは、特定の1日の
トレーニングプログラム目標に到達していないまたはトレーニングプログラムのスケジュ
ールもしくはペースより遅れているチームメンバーをソートして、それらのチームメンバ
ーに追加支援を提供することができる。
【０１３８】
　図87および図88には、コーチングおよびチーム関連のユーザーインターフェース1700態
様のいずれにおいても、コーチ、トレーナー、チームリーダー、またはチームメンバーが
、別のチームメンバーへのコメントまたは支持を表明することができることが示されてい
る。例えば、コーチ、トレーナー、チームリーダー、またはチームメンバーは、別のチー
ムメンバーのトレーニングプログラムおよび実績を表示させることができ、1日または複
数日に対するコメントまたは支持を、リンク、吹き出し、オーバーレイなどの形で加える
ことができる。一態様では、コーチ、トレーナー、チームリーダー、またはチームメンバ



(54) JP 2015-186593 A 2015.10.29

10

20

ーは、特定の日の目標に到達しなかったことについてのコメントまたはそれと同様のもの
ではなく、建設的でポジティブな支持を提供するためのさらなる動機づけとして、後日に
対してのコメントまたは支持のみを加えることができる。一構成によれば、コメントを受
け取るユーザーには、電子メールまたは他の何らかの通知方法によって知らせることがで
きる。一例では、第1のユーザーが第2のユーザーのトレーニングプログラムまたは進捗に
対してコメントを加えると、トレーニングシステムは第2のユーザーに、第1のユーザーに
よってコメントが投稿されまたは第1のユーザーからコメントが受け取られているという
通知メッセージを送ることができる。
【０１３９】
　コメントまたは支持に加えて、コーチ、トレーナー、またはチームリーダーはさらに、
チームメンバーが特定の目標達成時に受け取ることのできる「ニンジン」または景品を提
供することもできる。例えば、コーチ、トレーナー、チームリーダーまたは他のチームメ
ンバーは、別のチームメンバーに対して（例えば、コメントなどで）、特定の目標、ベン
チマーク、マイルストーンなどを達成すると景品が提供され得ることを示すことができる
。一態様では、この景品は、チームメンバーの詳細に添付し得る仮想景品とすることがで
きる。例えば、仮想景品は、ユーザーインターフェース1700が、（チームメンバー自身を
含む）チームメンバーの詳細を見る人すべてに、チームメンバーが達成したことが示され
るように、チームメンバーのアバターなどの横に表示することのできるアイコン、写真、
または他のグラフィックオブジェクトとすることができる。さらに、ニンジンまたは景品
は、提供される景品の数が限られている場合には、競争を促すこともできる。例えば、コ
ーチ、トレーナー、またはチームリーダーは、目標、ベンチマーク、マイルストーンなど
を達成した最初のチームメンバーに景品を提供することもできる。1人のチームメンバー
が複数の景品を集めることもできる。
【０１４０】
結論
　本発明を実施する本発明において好ましい形態を含む特定の例に関して本発明を説明し
てきたが、添付の特許請求の範囲に開示されている本発明の精神および範囲内にある上記
のシステムおよび技術について多くの変形および置換が存在することを、当業者は理解す
ると考えられる。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月10日(2015.6.10)
【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】
　ユーザーと関連付けられる運動情報を収集する運動情報センサーモジュールと;
　該運動情報を記憶する該運動情報センサーモジュールに結合された記憶モジュールと;
　該運動情報を表示する該記憶モジュールに結合された表示モジュールと;
　該運動情報を所定の運動情報と比較する該記憶モジュールに結合されたトレーニングモ
ジュールと
を備える、運動情報システム。
【請求項２】
　トレーニングモジュールが、ユーザーに推奨されるべきトレーニングプログラムを包含
する、請求項1記載の運動情報システム。
【請求項３】
　トレーニングモジュールが、トレーニングプログラムを活動化する前にユーザーに該ト
レーニングプログラムのプレビューを提供するように構成されている、請求項2記載の運
動情報システム。
【請求項４】
　生成されるトレーニングプログラムがユーザーの運動レベルに基づくものである、請求
項2記載の運動情報システム。
【請求項５】
　表示モジュールが、行われた運動活動に対応するデータと推奨される運動活動に対応す
るデータとの比較を表示するように構成されている、請求項1記載の運動情報システム。
【請求項６】
　表示モジュールがさらに、特定の日に対応するユーザーインターフェース要素とのユー
ザー対話を検出すると、該特定の日の推奨される運動活動スケジュールを表示するように
構成されている、請求項1記載の運動情報システム。
【請求項７】
　ユーザー対話が、ユーザーインターフェース要素の上に制御要素を合わせることを含む
、請求項6記載の運動情報システム。
【請求項８】
　トレーニングモジュールがさらに、ユーザー指定の目標に基づいてトレーニングプログ
ラムを生成するように構成されている、請求項1記載の運動情報システム。
【請求項９】
　表示モジュールが、あるタイムフレーム内に行われた運動活動の量を第1の色で表示し
、該タイムフレームの推奨される活動の量を第2の色で表示するように構成されている、
請求項8記載の運動情報システム。
【請求項１０】
　表示モジュールがさらに、行われた運動活動の量を、推奨される活動の量に重ね合わせ
て表示するように構成されている、請求項9記載の運動情報システム。
【請求項１１】
　表示モジュールが、指定の運動目標に到達するための複数の目的を表示するように構成
されている、請求項1記載の運動情報システム。
【請求項１２】
　表示モジュールがさらに、複数の目的のうちの1目的とのユーザー対話時に、該目的に
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