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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのワークアウトルーチンのコンテンツに関する情報を含むワークアウト情報をユ
ーザに提示する、表示システムと、
　該ワークアウトルーチンに関する所望のワークアウト強度パラメータに関する入力を該
ユーザに促すユーザインタフェースシステムであって、該ワークアウトルーチンのアスレ
チック活動の実行中、およびユーザがワークアウトルーチンに困難性を有するとの決定に
応答して、該入力を該ユーザに促す、ユーザインタフェースシステムと、
　該入力を受けるための入力システムと、
　少なくともいくつかの状況下で、少なくとも部分的に該入力に基づいて、修正または変
更されたワークアウトルーチンを提供し、かつ、
　ユーザがワークアウトルーチンに困難性を有するか否かを決定する
ように、プログラムされ、かつ適合された処理システムと、
を含み、ここで、
　前記ユーザインタフェースシステムが、
　　複数のタイプのアスレチック活動を含むワークアウトルーチンの完了に基づいて該ワ
ークアウトルーチンの主観的評価に関する別の入力をユーザに促し、かつ、
　　該別の入力および以前のワークアウトデータの比較に基づいて決定されるワークアウ
トコメントをユーザに提供する、
アスレチックパフォーマンス制御システム。
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【請求項２】
　ワークアウトルーチンへのユーザ参加に関する身体的または生理学的特性を感知するセ
ンサをさらに含む、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御システムであって、
ワークアウト情報がセンサからの出力に基づく情報を含む、アスレチックパフォーマンス
制御システム。
【請求項３】
　前記センサが、速度情報、距離情報またはタイミング情報の少なくとも一つを感知する
、請求項２記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項４】
　表示システムが表示スクリーンを含む、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制
御システム。
【請求項５】
　表示システムがオーディオ出力システムを含む、請求項1記載のアスレチックパフォー
マンス制御システム。
【請求項６】
　表示システムおよび入力システムがポータブルであり、かつワークアウトルーチン中に
ユーザによって携行される、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項７】
　ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチンの初期ワークアウト活動中に
入力をユーザに促す、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項８】
　ユーザインタフェースシステムが、初期ウォームアップ期間中に入力をユーザに促す、
請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項９】
　ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチン期間の最初の10％内に入力を
ユーザに促す、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項１０】
　ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチン期間の最初の5％内に入力を
ユーザに促す、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項１１】
　ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチンに含まれるワークアウト活動
の終了近くに入力をユーザに促す、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御シス
テム。
【請求項１２】
　ユーザインタフェースシステムが、ワークアウト活動を延長すべきであるかどうかを示
すようユーザに促す、請求項11記載のアスレチックパフォーマンス制御システム。
【請求項１３】
　前記ユーザインタフェースシステムが、ワークアウト活動またはワークアウトルーチン
におけるユーザのパフォーマンスが自己ベストを達成するまたはそれを超えると予測され
るとの決定に応答して、ワークアウトルーチンのために要求されるワークアウト強度パラ
メータに関するもう一つの入力をユーザに促す、請求項1記載のアスレチックパフォーマ
ンス制御システム。
【請求項１４】
　曲またはメディアコンテンツをワークアウトルーチンに加えるべきであるかどうかをユ
ーザが示すことを、ユーザインタフェースシステムが要求する、請求項1記載のアスレチ
ックパフォーマンス制御システム。
【請求項１５】
　修正または変更されたワークアウトルーチンが、下記の群より選択される少なくとも一
つの手法で修正または変更される、請求項1記載のアスレチックパフォーマンス制御シス
テム：該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する期間を
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増すこと；該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する期
間を減らすこと；該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のため
の一つのエクササイズ機器の使用に関連する抵抗レベルを上げること；該ワークアウトル
ーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に
関連する抵抗レベルを下げること；該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワーク
アウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関連するワークアウト速度を上げる
こと；該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエ
クササイズ機器の使用に関連するワークアウト速度を下げること；該ワークアウトルーチ
ン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関連
するヒルクライム、歩数目標または高度変化パラメータを上げること；該ワークアウトル
ーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に
関連するヒルクライム、歩数目標または高度変化パラメータを下げること；該ワークアウ
トルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する距離パラメータを上げるこ
と；および該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する距
離パラメータを下げること。
【請求項１６】
　ポータブル表示システムを介してアスレチックパフォーマンスのフィードバックおよび
制御を提供するための方法であって、
　ユーザのワークアウトルーチンのコンテンツに関連する情報を含むワークアウト情報を
ポータブル表示システムの表示ユニットによりユーザに提示する段階、
　ユーザがワークアウトルーチンのアスレチック活動の実行中にワークアウトルーチンに
困難性を有するか否かをポータブル表示システムの決定ユニットにより決定する段階であ
って、
　ここで、ポータブル表示システムは、ワークアウトルーチンのための所望のワークアウ
ト強度パラメータに関する入力をユーザに促し、該促しが、ユーザがワークアウトルーチ
ンに困難性を有するとの決定に応答して起こる段階、
　該入力をポータブル表示システムの入力ユニットを介して受ける段階、
　少なくともいくつかの状況下で、少なくとも部分的に該入力に基づいて、修正または変
更されたワークアウトルーチンを提供する段階、
　複数のタイプのアスレチック活動を含むワークアウトルーチンの完了に基づいて該ワー
クアウトルーチンの主観的評価に関する別の入力をユーザに促す段階、
　該別の入力および以前のワークアウトデータの比較に基づいてユーザに提供するための
ワークアウトコメントを決定する段階、および
　該ワークアウトコメントをユーザに提供する段階
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願データ
　本出願は、2006年9月7日出願の米国特許仮出願第60/824,822号に基づく優先権を主張す
る。この特許仮出願は参照により本明細書に全体として組み入れられる。
【０００２】
　本発明の局面は、たとえば(a) 2005年6月27日に米国特許庁に出願された米国特許出願
第11/166,351号、(b) 2005年7月11日に出願された米国特許出願第11/177,489号、および(
c) 2005年7月25日に出願された米国特許出願第11/188,112号に記載されているタイプのシ
ステムおよび方法に関する、および／または、それらとともに使用することができる。こ
れらの出願それぞれが参照により本明細書に全体として組み入れられる。
【０００３】
発明の分野
　本発明は一般に、アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システムならび
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に方法に関する。このようなシステムは、アスレチックパフォーマンスデータを感知する
ための、および／または所望の情報(たとえばアスレチックパフォーマンス情報)を記憶し
、ユーザに表示するためのコンポーネントを含むことができる。本発明の少なくともいく
つかの局面のシステムは、たとえば、公知であり、市販されている従来の電子表示装置(
たとえば、典型的にはアスレチックパフォーマンスデータを表示するように設計、適合さ
れていない装置、たとえばポータブル音楽および／または他のオーディオ／ビデオ表示も
しくは再生装置を含む)をはじめとする電子表示装置上での、またはそれによるデータ入
力、記憶、分析および／または表示を可能にするために、パフォーマンス感知システムか
ら処理システムおよび／または表示装置へのアスレチックパフォーマンスデータの転送を
容易にする。本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、アスレチックパ
フォーマンス中に電子装置を介してユーザに提供される娯楽、モチベーションおよび他の
オーディオ／ビデオコンテンツの多大なユーザ制御および／またはそれらの変更を可能に
する。
【背景技術】
【０００４】
背景
　現代技術は、ユーザが互いに連絡し、娯楽を得、情報提供を受ける状態に維持する多様
な電子および／または通信装置を生み出した。これらの目的には、多様なポータブル電子
装置、たとえば：携帯電話；パーソナルデジタルアシスタント(「PDA」)；ページャ；ビ
ーパ；MP3または他のオーディオ再生装置；ラジオ；ポータブルテレビ、DVDプレーヤまた
は他のビデオ再生装置；時計；GPSシステム等が利用可能である。多くの人たちは、エク
ササイズする場合、および／またはアスレチックイベントに参加する場合、たとえば他者
との接触を維持する(たとえば悪天候、怪我；または緊急事態の場合；コーチまたはトレ
ーナーと接触するため等)、娯楽を得る、情報(たとえば時間、方向、場所等)を提供する
などのために、これらのタイプの装置の一つまたは複数を携行することを好む。
【０００５】
　アスレチックパフォーマンスモニタリングシステムはまた、電子装置およびデジタル技
術における近年の進歩から恩恵をこうむった。電子的パフォーマンスモニタリング装置は
、エクササイズまたは他のアスレチックパフォーマンスに関連する多くの身体的または生
理学的特性、たとえば速度および距離データ、高度データ、GPSデータ、心拍数、血圧デ
ータ、体温等の容易で簡便なモニタリングを可能にする。しかし、このようなシステムは
、たとえばポータビリティ、簡便さ、カスタマイズ性および／または使いやすさに欠点が
ある。
【発明の概要】
【０００６】
概要
　本発明の局面は、アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システムならび
に／または方法に関する。このようなシステムおよび方法は、アスレチックパフォーマン
スデータを計測もしくは感知するための、および／またはアスレチックパフォーマンスに
関連する所望の情報を記憶し、かつ／またはこの情報をユーザ(または他者)に表示するた
めのコンポーネントを含むことができる。本発明の少なくともいくつかの例のシステムお
よび方法のより具体的な例は、以下の機能の一つまたは複数を実行することができる：ア
スレチックパフォーマンスに関連する一つまたは複数の身体的または生理学的パラメータ
を感知する機能；アスレチックパフォーマンスに関する情報を記憶する機能；アスレチッ
クパフォーマンス中に音楽または他のメディアコンテンツをユーザに提供する機能；ユー
ザがワークアウトルーチンを、任意でワークアウトルーチン中に提供するための音楽また
は他の媒体コンテンツを含め、作成および／またはダウンロードすることを許す機能；ユ
ーザが個々のワークアウトルーチンおよび／または個々のワークアウト活動の内容に関す
る情報を記憶することを許す機能；ワークアウト難易度または強度を順位付けするユーザ
入力を受ける機能；ワークアウトルーチンに含まれる、またはそれと関連する音楽または



(5) JP 5653038 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

他のメディアコンテンツを順位付けするユーザ入力を受ける機能；音楽または他のメディ
アコンテンツに関連するユーザ順位付け情報を、ワークアウトルーチン中に、コンテンツ
が提供された時点でのユーザパフォーマンスに関連する客観的データに相関させる機能；
特定のメディアコンテンツの提供中にメディアコンテンツおよび／またはユーザパフォー
マンスに関するユーザの主観的入力および／または客観的データに基づいてワークアウト
ルーチンを変更する機能；限られた数の特定のユーザまたは指定ユーザに関して褒美およ
び／または強化された機能セットを提供する機能；様々なワークアウト活動に関連するユ
ーザパフォーマンスのリズムを決定する機能；ユーザのワークアウト特性を他のユーザ、
著名人、アスリート等に比較する機能；仮想レース、競技および／またはイベント(たと
えば、チャリティーのため、友人との競争等で)に参加する機能；ワークアウト中および
／または所定のイベント中の事前に選択された時点(たとえば、ユーザが目標、自己ベス
ト等に近づいた、または到達した時点)でモチベーションおよび／または褒美コンテンツ
、任意でメディアコンテンツを提供する機能；ユーザ選択イベント、性質、ゴール等に基
づいて特化されたワークアウトルーチンを提供する機能；ならびに一つまたは複数の曲ま
たはさらなるメディアコンテンツをワークアウトルーチンに加えることによってワークア
ウトルーチンを変更および延長する機能。本発明のシステムおよび方法は、さらなる機能
を実行し、かつ/または上記機能のいずれかまたはすべてを所望の組み合わせもしくは小
組み合わせで使用することができる。
【０００７】
　本発明のさらなる局面は、アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システ
ムを作動させ、アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡方法を実行する(た
とえば、上記タイプのシステムを作動させる、および／または方法を実行する)ためのユ
ーザインタフェースに関する。このようなユーザインタフェースは、表示装置、たとえば
コンピュータの表示装置および／またはポータブル電子装置、たとえばアスレチックパフ
ォーマンス中にユーザによって携行される装置の表示装置に提示されることができる。本
発明の少なくともいくつかの例のユーザインタフェースは、一般的なインタフェース対話
要素、機構および／または機能、たとえばコンピュータおよび／または電子装置用の市販
のユーザインタフェースで見られる要素、機構および／または機能、たとえばWINDOWS(登
録商標)ベースのコンピュータシステム(Microsoft Corporation, Redmond, Washingtonか
ら市販)、MACINTOSH(登録商標)ベースのコンピュータシステム(Apple Computer, Inc., C
upertino, Californiaから市販)等のグラフィカルユーザインタフェースで見られる要素
、機構および／または機能；市販の携帯電話、パーソナルデジタルアシスタンスおよび／
または電子オーディオ／ビデオ再生装置、たとえばIPOD(登録商標)システム(Apple Compu
ter, Inc., Cupertino, Californiaから市販)のグラフィカルユーザインタフェースで見
られる要素、機構および／または機能を使用することができる。
[本発明101]
 ユーザのワークアウトルーチンのコンテンツに関する情報を含むワークアウト情報をユ
ーザに提示する、表示システムと、
 該ワークアウトルーチンに関する所望のワークアウト強度パラメータに関する最初の入
力を該ユーザに促し、該ワークアウトルーチンが開始したのち該最初の入力を該ユーザに
促す、ユーザインタフェースシステムと、
 該最初の入力を受けるための入力システムと
 少なくともいくつかの状況下で、少なくとも部分的に該最初の入力に基づいて、修正ま
たは変更されたワークアウトルーチンを提供するように、プログラムされ、かつ適合され
た処理システムと
を含む、アスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明102]
 センサがワークアウトルーチンへのユーザ参加に関する身体的または生理学的特性を感
知し、ワークアウト情報がセンサからの出力に基づく情報を含むセンサをさらに含む、本
発明101のアスレチックパフォーマンス制御システム。
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[本発明103]
 センサが、速度情報、距離情報またはタイミング情報の少なくとも一つを感知する、本
発明102のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明104]
 表示システムが表示スクリーンを含む、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御シ
ステム。
[本発明105]
 表示システムがオーディオ出力システムを含む、本発明101のアスレチックパフォーマン
ス制御システム。
[本発明106]
 表示システムおよび入力システムがポータブルであり、かつワークアウトルーチン中に
ユーザによって携行される、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明107]
 ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチンの初期ワークアウト活動中に
最初の入力をユーザに促す、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明108]
 ユーザインタフェースシステムが、初期ウォームアップ期間中に最初の入力をユーザに
促す、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明109]
 ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチン期間の最初の10%内に最初の入
力をユーザに促す、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明110]
 ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチン期間の最初の5%内に最初の入
力をユーザに促す、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明111]
 ユーザインタフェースシステムが、ワークアウトルーチンに含まれるワークアウト活動
の終了近くに最初の入力をユーザに促す、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御
システム。
[本発明112]
 ユーザインタフェースシステムが、ワークアウト活動を延長すべきであるかどうかを示
すようユーザに促す、本発明111のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明113]
 ワークアウト活動またはワークアウトルーチンにおけるユーザのパフォーマンスが自己
ベストもしくはワークアウト目標を達成するまたはそれを超える場合があることを示すデ
ータに応答して、ユーザインタフェースシステムが最初の入力をユーザに促す、本発明10
1のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明114]
 さらなる曲または他のメディアコンテンツをワークアウトルーチンに加えるべきである
かどうかをユーザが示すことを、ユーザインタフェースシステムが要求する、本発明101
のアスレチックパフォーマンス制御システム。
[本発明115]
 修正または変更されたワークアウトルーチンが、下記の群より選択される少なくとも一
つの手法で修正または変更される、本発明101のアスレチックパフォーマンス制御システ
ム:該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する期間を増
すこと;該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する期間
を減らすこと;該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための
一つのエクササイズ機器の使用に関連する抵抗レベルを上げること;該ワークアウトルー
チン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関
連する抵抗レベルを下げること;該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークア
ウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関連するワークアウト速度を上げるこ
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と;該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエク
ササイズ機器の使用に関連するワークアウト速度を下げること;該ワークアウトルーチン
中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関連す
るヒルクライム、歩数目標または高度変化パラメータを上げること;該ワークアウトルー
チン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関
連するヒルクライム、歩数目標または高度変化パラメータを下げること;該ワークアウト
ルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する距離パラメータを上げること
;および該ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する距離
パラメータを下げること。
[本発明116]
 ワークアウトルーチン中のユーザのパフォーマンスに関連する第一のパラメータを少な
くとも示す入力を受けるようにプログラムされ、かつ適合された処理システムであって、
該第一のパラメータが該ワークアウトルーチンに関連する身体的または生理学的データを
含む、処理システムと
 該ワークアウトルーチンの強度または難易度を順位付けまたは特性決定するユーザ入力
を受ける、入力システムと
を含む、アスレチックパフォーマンス追跡システム。
[本発明117]
 ユーザによって実行される複数のワークアウトルーチンに関するデータを記憶し、該ワ
ークアウトルーチンそれぞれの強度または難易度を順位付けまたは特性決定するユーザ入
力を記憶する、記憶システム
をさらに含む、本発明116のアスレチックパフォーマンス追跡システム。
[本発明118]
 少なくとも一部ではワークアウトルーチンの強度または難易度を順位付けまたは特性決
定するユーザ入力に基づいて、将来のワークアウトルーチンを設計するためのワークアウ
トルーチン設計システム
をさらに含む、本発明116のアスレチックパフォーマンス追跡システム。
[本発明119]
 第一のパラメータが、速度情報、距離情報またはタイミング情報の少なくとも一つを含
む、本発明116のアスレチックパフォーマンス追跡システム。
[本発明120]
 ワークアウトルーチン中のユーザのパフォーマンスに関連する第一のパラメータを少な
くとも示す入力を受けるようにプログラムされ、かつ適合された処理システムであって、
該第一のパラメータが該ワークアウトルーチンに関連する身体的または生理学的データを
含む、処理システムと、
 該ワークアウトルーチン中にメディアコンテンツをユーザに提示するためのメディアコ
ンテンツ提示システムと
 該メディアコンテンツを順位付けする、または該提示されたメディアコンテンツに対す
るユーザの主観的反応を特性決定するユーザ入力を受ける、入力システムと
を含む、アスレチックパフォーマンス感知システム。
[本発明121]
 ワークアウトルーチン中のユーザのパフォーマンスに関連する少なくとも第一のパラメ
ータを、提示されたメディアコンテンツまたは提示されたメディアコンテンツの少なくと
も一つの特徴と相関させるように、処理システムがさらにプログラムされ、かつ適合され
ている、本発明120のアスレチックパフォーマンス感知システム。
[本発明122]
 提示されたメディアコンテンツと相関したワークアウトルーチン中の第一のパラメータ
に関連する情報を含む客観的データを表示するように、処理システムがさらにプログラム
され、かつ適合されている、本発明120のアスレチックパフォーマンス感知システム。
[本発明123]
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 ユーザ入力に応答してメディアコンテンツの再生特性の特徴を変化させるように、処理
システムがさらにプログラムされ、かつ適合されている、本発明120のアスレチックパフ
ォーマンス感知システム。
[本発明124]
 ユーザのワークアウトルーチンのコンテンツに関連する情報を含むワークアウト情報を
ポータブル表示システムを介してユーザに提示する段階、
 該ワークアウトルーチンのための所望のワークアウト強度パラメータに関する最初の入
力をユーザに促し、該促しが該ワークアウトルーチンが開始したのちに起こる段階、
 該最初の入力を受ける段階、および
 少なくともいくつかの状況下で、少なくとも部分的に該最初の入力に基づいて、修正ま
たは変更されたワークアウトルーチンを提供する段階
を含む、アスレチックパフォーマンス制御方法。
[本発明125]
 ワークアウトルーチン中のユーザのパフォーマンスに関する第一のパラメータを少なく
とも示す電子入力を処理システムで受ける段階であって、該第一のパラメータが該ワーク
アウトルーチンに関連する身体的または生理学的データを含む段階、および
 該ワークアウトルーチンの強度または難易度を順位付けまたは特性決定するユーザ入力
を受ける段階
を含む、アスレチックパフォーマンス追跡方法。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　以下の詳細な説明および添付図面を参照することにより、本発明ならびにその少なくと
もいくつかの特徴および利点のより完全な理解を得ることができる。全図を通じて同じ参
照番号が同種の特徴を示す。
【０００９】
【図１】本発明の様々な局面および特徴を実施または使用することができる例示的システ
ムおよび例示的環境を示す。
【図２】本発明の少なくともいくつかの例の、例示的電子インタフェース／出力または表
示装置の組み合わせを示す。
【図３】本発明の電子インタフェース装置の一例で提供されるコンポーネントを示す略図
を示す。
【図４】本発明のアスレチックパフォーマンス感知システムの一例で提供されるコンポー
ネントを示す略図を示す。
【図５】アスレチックパフォーマンスデータセンサまたは収集装置がフットウェア製品に
取り付けられている本発明のアスレチックパフォーマンス感知システムの例を示す。
【図６】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システムと
外部機器との間の電子通信の例を示す。
【図７】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システムと
、遠隔システム、たとえばパフォーマンスデータを記憶、追跡および／または分析するた
めのシステムおよび／またはワークアウトルーチンおよび／または他のデータを提供する
ためのシステムとの間の電子通信の例を示す。
【図８】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システムの
ユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制御
することができる例示的機能を示す。
【図９】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システムの
ユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制御
することができる例示的機能を示す。
【図１０】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
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【図１１】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１２】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１３】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１４】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１５】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１６】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１７】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１８】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【図１９】本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知システム
のユーザインタフェースによって提供することができる、および／またはそれによって制
御することができる例示的機能を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
詳細な説明
　本発明の様々な例の以下の説明では、本明細書の一部を形成し、本発明の局面を使用し
、実施することができる様々な構造、態様および例が実例として示されている添付図面を
参照する。本発明の範囲を逸することなく、他の態様を使用し、例示され、記載される様
々な要素または段階に対して構造的および機能的変更を加えることができることが理解さ
れよう。本発明の局面は、以下のシステム、方法およびユーザインタフェースの一部とし
て記載されるコンポーネント、特徴、要素または段階ならびにそのようなコンポーネント
、特徴、要素または段階の所望の組み合わせもしくは小組み合わせに関する。
【００１１】
I. 本発明の局面を実施するのに有用なシステムの概説
　本発明の局面は一般に、たとえば、アスレチックイベント、エクササイスルーチンまた
は他の身体的もしくはアスレチックパフォーマンスに関連する身体的および／または生理
学的データを計測、処理、記憶および／または出力するためのアスレチックパフォーマン
ス感知のために使用されるシステムおよび装置に関する(本明細書中、用語「アスレチッ
クパフォーマンス」および「ワークアウトルーチン」は、トレーニングエクササイズとし
て実施されるイベント、実際の競技の一部として実施されるイベント等を含む任意のタイ
プのアスレチックイベント、エクササイズ、トレーニング、ルーチン等を総称していうた
めに使用される)。本発明のいくつかのより具体的な局面は、アスレチックパフォーマン
スデータを電子装置に提供してアスレチックパフォーマンス情報および／またはデータの
表示、さらなる処理、出力および／または記憶を可能にするためのシステムおよび方法に
関する。本発明の少なくともいくつかの例にしたがって、電子出力装置は、従来の市販さ
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れている電子オーディオ、ビデオおよび／または英数字表示もしくは出力装置(たとえば
携帯電話、時計、PDA、ページャ、MP3プレーヤ、オーディオプレーヤ、ラジオ、ポータブ
ルテレビ、ポータブルDVDプレーヤ、ビデオ再生装置等)であることができる(および／ま
たは、それらの少なくともいくつかの機能を含むことができる)。本発明のシステムおよ
び方法の少なくともいくつかの例は、(a)アスレチックパフォーマンス感知システムから
データを受けるための、および(b)データを、たとえば、出力装置での速やかな出力、記
憶、再送信等のために、任意でデータを所望の形態またはフォーマットに配するために介
在する何らのデータ処理とともに、出力装置に送信するための、「アダプタ」または他の
インタフェースシステムもしくは装置を含む、または使用することができる。インタフェ
ースシステムまたは装置は、存在する場合および／または必要である場合、出力装置に設
けられた既存のポートまたはジャック(たとえばユニバーサルシリアルバスポート、シリ
アルポート、パラレルポートまたは他のデータもしくはパワー／充電入力ポート)、たと
えば公知であり、市販の電子装置で使用されている従来のポートに物理的に差し込むこと
ができる。この任意の特徴は、従来の電子装置(たとえば上記タイプの装置)の所有者に対
し、アスレチックパフォーマンス中に収集された身体的または生理学的データを表示、記
憶、出力および／または再送信する能力を提供するという利点を有する(たとえばウォー
キング、ランニング、自転車こぎ、ボート漕ぎ等の間、ユーザは、MP3オーディオ再生装
置表示装置または他の電子装置表示装置でパフォーマンスデータ(たとえば速度、距離、
心拍数等)を見ること、および／またはオーディオ能力等を備えたMP3プレーヤもしくは他
の装置に接続されたヘッドフォンを介してオーディオ情報を受けることができる)。望む
ならば、電子装置は、パフォーマンスデータを直接受信および／または処理することがで
き、その場合、インタフェース装置を省くこともできる。
【００１２】
　本発明のいくつかの局面のより具体的な例を以下に記す。
【００１３】
A. ワークアウトパラメータを制御するための主観的ユーザ入力の受け入れ
　本発明の局面は、アスレチックパフォーマンス追跡および／または制御システム、方法
およびコンピュータインタフェースに関する。このようなシステムは、たとえば、(a) ユ
ーザのワークアウトルーチンのコンテンツに関する情報を含むワークアウト情報をユーザ
に提示する表示システム(たとえば表示スクリーン、オーディオ／ビデオ出力システム等)
と；(b) ワークアウトルーチンが開始したのちワークアウトルーチンのための所望のワー
クアウト強度パラメータに関連する最初の入力をユーザに促すユーザインタフェースシス
テムと；(c) 最初の入力を受けるための入力システムと；(d) (i)最初の入力を考慮して
ワークアウトルーチンを評価すること、(ii)少なくとも部分的に最初の入力に基づいて修
正されたワークアウトルーチンを提供すること、および／または(iii)最初の入力に基づ
いてワークアウトルーチンの少なくとも一つのパラメータを変更することの群より選択さ
れる少なくとも一つの機能を実行するようにプログラムされ、かつ適合された処理システ
ムとを含むことができる。望むならば、これらの機能の一部または全部を、小さな手持ち
式または他のポータブル電子装置、たとえば、ワークアウトルーチンの過程でユーザによ
って携行されることができる装置の中で実行することができる、および／またはそれによ
って提供することができる。
【００１４】
　本発明の少なくともいくつかの例の追跡および／または制御システムはさらに、ワーク
アウトルーチンへのユーザ参加に関する身体的または生理学的特性を感知する一つまたは
複数のセンサを含むことができる。センサは、アスレチックパフォーマンスに関連する一
つまたは複数の身体的または生理学的特性、たとえば以下さらに詳細に記載するタイプの
特性を感知することができる。表示システムによって提示されるアスレチックパフォーマ
ンスデータは、センサからの出力に基づく情報(たとえば速度情報、距離情報、タイミン
グ情報、心拍数、脈拍等)を含むことができる。
【００１５】
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　ユーザインタフェースシステムは、アスレチックパフォーマンス中の任意の所望の時点
に最初の入力をユーザに促すことができる。たとえば、ユーザインタフェースシステムは
、全体のワークアウトルーチンの初期ワークアウト活動中に(たとえば初期ウォームアッ
プ期間中、全ワークアウトルーチン期間の最初の5～10％内、全ワークアウトルーチン内
の個々のワークアウト活動の最初の5～10％内等に)最初の入力をユーザに促すことができ
る(たとえば所望のワークアウト強度レベルの指示を要求する)。もう一つの例として、ユ
ーザインタフェースシステムは、ワークアウトルーチンに含まれるワークアウト活動の終
了近くおよび／または全ワークアウトルーチンの終了近く(たとえば、その時点までのユ
ーザのワークアウト結果が、自己ベストを達成する、目標またはマイルストーンレベル等
を達成することができる位置にユーザを配した場合には、ウォームアップ期間の終了近く
、ワークアウトルーチンの新たな活動を開始する直前等)に最初の入力をユーザに促すこ
ともできる。場合によっては、または状況によっては、ユーザインタフェースシステムは
、ワークアウト活動(または全ワークアウトルーチン)を延長すべきかどうか(たとえば、
既存のワークアウトルーチンまたは活動等に一つまたは複数の曲を加えること等により、
特定の期間だけ)を示すユーザ入力を求めることができる。
【００１６】
　処理システムは、適切な場合(たとえばユーザ入力に応答して)、修正されたワークアウ
トルーチンを提供する、または既存のワークアウトルーチンの少なくとも一つのパラメー
タを多様な方法で変更することができる。たとえば、ユーザの入力に基づいて、ワークア
ウトルーチンは、以下により、修正または変更することができる：ワークアウトルーチン
中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する期間を増すこと；ワークアウトルーチ
ン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連する期間を減らすこと；ワークアウトル
ーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に
関連する抵抗レベルを上げること；ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークア
ウト活動のための一つのエクササイズ機器の使用に関連する抵抗レベルを下げること；ワ
ークアウトルーチンで使用される少なくとも一つのエクササイズ機器の使用に関連するワ
ークアウト速度を上げること；ワークアウトルーチンで使用される少なくとも一つのエク
ササイズ機器の使用に関連するワークアウト速度を下げること；ワークアウトルーチンで
使用される少なくとも一つのエクササイズ機器の使用に関連するヒルクライム、歩数目標
または高度変化パラメータを上げること；ワークアウトルーチンで使用される少なくとも
一つのエクササイズ機器の使用に関連するヒルクライム、歩数目標または高度変化パラメ
ータを下げること；ワークアウトルーチン中の少なくとも一つのワークアウト活動に関連
する距離パラメータまたは目標を上げること；ワークアウトルーチン中の少なくとも一つ
のワークアウト活動に関連する距離パラメータまたは目標を下げること；一つまたは複数
のワークアウト活動をワークアウトルーチンに加えること；一つまたは複数のワークアウ
ト活動をワークアウトルーチンから削除すること；および／あるいはワークアウトルーチ
ンの活動または目標を変更すること。本発明を逸脱することなく、ワークアウトルーチン
を変更または修正する他の方法が可能である。
【００１７】
　本発明のさらなる局面は、アスレチックパフォーマンスに含まれるワークアウトルーチ
ンまたは活動を追跡および／または制御する方法(たとえば、上記様々なシステムによっ
て実行される方法、たとえば、ユーザのポータブル機器(たとえばワークアウトルーチン
中に携行される)の一つまたは複数および／またはユーザのポータブル機器をそれに接続
し、それにデータを送ることができる、および／または、ユーザのポータブル機器がそれ
からデータを受けることができる一つまたは複数のパーソナルコンピュータおよび／また
はリモートコンピュータの中でまたはそれによって実行される方法)に関する。そのよう
な方法およびそれに含まれる段階の例は、上記例示的システムを作動させる場合に関して
先に記載されているが、以下さらに詳細に説明する。
【００１８】
　本発明のさらなる局面は、たとえば上記のシステムおよび方法をはじめとして、アスレ
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チックパフォーマンス追跡および／または制御システムを作動させるために、ユーザ入力
を受けるために、および／またはアスレチックパフォーマン追跡および／または制御方法
を実行するために使用されるユーザインタフェースに関する。本発明の少なくともいくつ
かの例のユーザインタフェースは、ユーザのポータブル機器(たとえばワークアウトルー
チン中に携行される)の一つまたは複数および／またはユーザのポータブル機器をそれに
接続し、それにデータを送ることができる、および／または、ユーザのポータブル機器が
それからデータを受けることができる一つまたは複数のパーソナルコンピュータおよび／
またはリモートコンピュータで提供されることができる。このようなユーザインタフェー
スならびにその例示的コンポーネントおよび特徴は、一般に、システムを作動させ、上記
方法を実行する場合に関して先に記載されているが、以下さらに詳細に説明する。
【００１９】
B. 主観的ユーザ入力を使用するアスレチックパフォーマンス追跡システム、方法および
ユーザインタフェース
　本発明のもう一つの局面は、アスレチックパフォーマンス追跡システム、方法およびコ
ンピュータ提示ユーザインタフェースに関する。このようなシステムは、(a) ワークアウ
トルーチン中のユーザのアスレチックパフォーマンスに関連する少なくとも第一のパラメ
ータを示す入力(たとえば、ワークアウトルーチンに関連する身体的または生理学的デー
タ、たとえば速度情報、距離情報、タイミング情報、心拍数情報、脈拍情報等)を受ける
ようにプログラムされ、かつ適合された処理システム、および(b) ワークアウトルーチン
の強度または難易度を順位付けまたは特性決定するユーザ入力を受ける、入力システムを
含むことができる。処理システムは、ワークアウトルーチンに関連する客観的データ(た
とえば速度情報、距離情報、タイミング情報、心拍数情報、脈拍情報等)をユーザに提示
するように、さらにプログラムされ、かつ適合されることができる。本発明の少なくとも
いくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザの主観的入力(および、存在する場合、任
意で客観的データ)を使用して、たとえば、ユーザがより良く興味を維持するのに役立つ
ために、自らのフィットネスを向上し、かつ/または自らのフィットネス目標に達するの
に役立つために、および／または痛み、過度なトレーニング等を防止するのに役立つため
に、将来のワークアウトルーチンまたはパラメータをより良く設計することができる。
【００２０】
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムはさらに、ユーザによって実行される複数
のワークアウトルーチンに関するデータを記憶し、かつ/またはそれぞれのワークアウト
ルーチンの強度または難易度を順位付けまたは特性決定するユーザ入力を記憶する記憶シ
ステムを含むことができる。このような記憶システムは、ユーザのポータブル機器(たと
えば、ユーザによって携行される、および／またはワークアウトルーチンの過程で使用さ
れる機器)の一部を構成することもできるし、あるいは遠隔システム、たとえばユーザの
パーソナルコンピュータおよび／または遠隔ネットワーク接続コンピュータ(任意で、ユ
ーザのポータブル機器の少なくとも何らかの部分をそれに接続することができる、または
ユーザのポータブル機器の少なくとも何らかの部分がそれから最終的にデータを送受信す
るコンピュータ)の一部として提供されることもできる。
【００２１】
　本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス追跡システムはさらに
、少なくとも一部ではワークアウトルーチンの強度または難易度を順位付けまたは特性決
定するユーザ入力に基づいて、将来のワークアウトルーチンを設計するためのワークアウ
トルーチン設計システムを含むことができる。たとえば「きつすぎる」または「強すぎる
」と順位付けされたワークアウト場合、本発明の少なくともいくつかの例のシステムは、
将来のワークアウトをいくぶん低めの難易度または強度で設計することができる(たとえ
ば痛み、過度なトレーニング、落胆等を防ぐのに役立つため)。他方、「易しすぎる」と
順位付けされたワークアウトの場合、本発明の少なくともいくつかの例のシステムは、た
とえば、ユーザがより良く、またはより速やかにフィットネスを向上する、および/また
はフィットネス目標を達成するのに役立つために、将来のワークアウトをいくらか高めの
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難易度で設計することができる。
【００２２】
　本発明のさらなる局面は、アスレチックパフォーマンスを追跡する方法(たとえば、上
記様々なシステムによって実行される方法、たとえばユーザのポータブル機器(たとえば
ワークアウトルーチン中に携行される)の一つまたは複数の中で、またはそれらによって
実行される方法)および／またはユーザのポータブル機器をそれに接続し、それにデータ
を送ることができる、および／または、ユーザのポータブル機器がそれからデータを受け
ることができる一つまたは複数のパーソナルコンピュータおよび／またはリモートコンピ
ュータに関する。そのような方法およびその中に含まれる段階の例は、上記例示的システ
ムを作動させる場合に関して先に記載されているが、以下さらに詳細に説明する。
【００２３】
　本発明のなおさらなる局面は、たとえば上記のシステムおよび方法をはじめとして、ア
スレチックパフォーマンス追跡システムを作動させるために、ユーザ入力を受けるために
、および/またはアスレチックパフォーマンス追跡方法を実行するために使用されるユー
ザインタフェースに関する。本発明の少なくともいくつかの例のユーザインタフェースは
、ユーザのポータブル機器(たとえばワークアウトルーチン中に携行される)の一つまたは
複数および／またはユーザのポータブル機器をそれに接続し、それにデータを送ることが
できる、および／または、ユーザのポータブル機器がそれからデータを受けることができ
る一つまたは複数のパーソナルコンピュータおよび／またはリモートコンピュータに提供
されることができる。このようなユーザインタフェースならびにその例示的コンポーネン
トおよび特徴は、一般に、システムを作動させ、上記方法を実行する場合に関して先に記
載されているが、以下さらに詳細に説明する。
【００２４】
C. 主観的ユーザ入力の使用を含むメディアコンテンツ制御を備えたアスレチックパフォ
ーマンス感知システム
　本発明のもう一つの局面は、たとえば、ワークアウトルーチンの一部としてメディアコ
ンテンツ提示を含むアスレチックパフォーマンス感知システム(任意で、メディアコンテ
ンツデータまたは所望のメディアコンテンツを特定するデータが、所望のワークアウトル
ーチンを提供または開始するデータの必須部分として含まれる)に関する。ユーザは、自
らのワークアウトルーチンを作成する、または既存のルーチンをダウンロードすることが
でき、さらに、ワークアウトルーチンの過程で演奏または提示されるメディアコンテンツ
を制御(または「ミックス」)することができる。ワークアウトルーチン情報を提供または
開始するデータはさらに、メモリ場所を指摘する(任意で外部ソースから)所望のメディア
コンテンツまたはデータを提示するための、および／または所望のメディアコンテンツの
検索もしくは提示を可能にするためのデータを含むことができる。しかし、加えて、本発
明の少なくともいくつかの例のシステム、方法およびコンピュータインタフェースは、ユ
ーザが、ワークアウトルーチン中に提示されるメディアコンテンツに対して自らの主観的
反応を入力することを可能にする。そのようなシステムは、たとえば、以下を含むことが
できる：(a)ワークアウトルーチン中のユーザのパフォーマンスに関連する第一のパラメ
ータを少なくとも示す入力を受けるようにプログラムされ、かつ適合され、該第一のパラ
メータがワークアウトルーチンに関連する身体的または生理学的データ(たとえば速度、
距離、タイミング、脈拍および／または心拍数情報等)を含む、処理システム；(b)ワーク
アウトルーチン中にメディアコンテンツを検索および／またはユーザに提示するためのメ
ディアコンテンツ提示システム(たとえばビデオ表示装置、オーディオ表示装置(たとえば
MP3または他の音楽再生装置等)等)；ならびに(c)提示されたメディアコンテンツに対する
ユーザの主観的反応を順位付けまたは特性決定するユーザ入力を受ける、入力システム。
ユーザ入力は、少なくとも一部では、メディアコンテンツの将来の傾向を制御する(たと
えば、その再生頻度を増す、その再生頻度を減らす、それを演奏ライブラリから削除する
、それを「モチベーション曲」または「最高モチベーション曲」まで高める等)ために使
用することができる。
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【００２５】
　本発明のこの局面の少なくともいくつかの例における処理システムはさらに、以下のよ
うにプログラムされ、かつ適合されることができる：(a)提示されたメディアコンテンツ
の特徴を、ワークアウトルーチン中のユーザのパフォーマンスに関連する少なくとも一つ
の身体的または生理学的パラメータと相関させる；および／あるいは(b)このパラメータ
に関する情報を含む客観的データを表示する。このようにして、望むならば、ユーザは、
メディアコンテンツの状態および／または将来の傾向を変更する前に、自らのワークアウ
トに関連する客観的データを見て、メディアコンテンツが自らのパフォーマンスに影響し
たとしたらどのように影響したのか(たとえば、そのメディアコンテンツの演奏中にパフ
ォーマンスが向上したか等)を知ることができる。
【００２６】
　本発明のさらなる局面は、アスレチックパフォーマンスデータを感知する方法(たとえ
ば、上記の様々なシステムによって実行される方法、たとえば、ユーザのポータブル機器
(たとえばワークアウトルーチン中に携行される)の一つまたは複数および／またはユーザ
のポータブル機器をそれに接続し、それにデータを送ることができる、および／または、
ユーザのポータブル機器がそれからデータを受けることができる一つまたは複数のパーソ
ナルコンピュータおよび／またはリモートコンピュータの中で、またはそれらによって実
行される方法)に関する。そのような方法およびその中に含まれる段階の例は、上記例示
的システムを作動させる場合に関して先に記載されているが、以下さらに詳細に説明する
。
【００２７】
　本発明のなおさらなる局面は、たとえば、上記システムおよび方法をはじめとして、ア
スレチックパフォーマンス感知システムを作動させるために、ユーザ入力を受けるために
、および/またはアスレチックパフォーマンス感知方法を実行するために使用されるユー
ザインタフェースに関する。本発明の少なくともいくつかの例のユーザインタフェースは
、ユーザのポータブル機器(たとえばワークアウトルーチン中に携行される)の一つまたは
複数および／またはユーザのポータブル機器をそれに接続し、それにデータを送ることが
できる、および／または、ユーザのポータブル機器がそれからデータを受けることができ
る一つまたは複数のパーソナルコンピュータおよび／またはリモートコンピュータに提供
されることができる。このようなユーザインタフェースならびにその例示的コンポーネン
トおよび特徴は、一般に、システムを作動させ、上記方法を実行する場合に関して先に記
載されているが、以下さらに詳細に説明する。
【００２８】
II. 本発明の具体例
　本発明の例示的局面および特徴を一般に、上記で概説したが、以下の詳細な説明が、図
1～19とともに、本発明の例の電子装置ならびにアスレチックパフォーマンス感知システ
ムおよび方法ならびにそのようなシステムを作動させ、そのような方法を実行するための
例示的ユーザインタフェースのさらにより詳細な例を提供する。当業者は、当然、以下の
記載は本発明の例の説明を構成するものであり、本発明を限定するものと解釈されるべき
ではないことを理解するはずである。
【００２９】
A. 本発明の例示的感知システムの様々なコンポーネントの説明
　図1は、本発明の様々な局面を使用することができる例示的システムおよび環境を示す
。図1に示すように、アスレチックパフォーマンスまたはワークアウト活動に従事する人
物100は、自身、衣服、フットウェア、装備品等に含まれる一つまたは複数の感知装置102
(a)、102(b)、102(c)および102(d)を有することができる。これらの感知装置は、アスレ
チックパフォーマンスに関連するデータ、たとえばアスレチックパフォーマンスに関連す
る身体的または生理学的データを感知することができる。より具体的な例として、図1に
示す環境では、センサ102(a)および／または102(b)は、そのような活動に関連する歩数お
よびデータ(たとえば歩数計タイプ速度および／または距離計測のため)、GPSデータ(たと
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えば場所および／または高度データ、時間データ等)、ステップ衝撃力データ(たとえばア
クティブ衝撃減衰制御のため)、ジャンプ高さデータ等を感知することができる。センサ1
02(c)は、脈拍、体温、血圧、水分補給レベル等を感知することができ、センサ102(d)は
、心拍数、EKGデータなどを感知することができる。当然、本発明を逸脱することなく、
いかなる数のセンサを設けてもよく、そのようなセンサは、所望のタイプのアスレチック
パフォーマンス情報(たとえば一つまたは複数の身体的または生理学的データ)を感知する
ことができる。感知および／または収集することができるアスレチックパフォーマンスに
関連する、考えられるタイプのデータのさらなる例は、以下を含むがこれらに限定されな
い：ルートデータ；周囲温度データ；周囲湿度データ；気圧データ；ソール部材圧縮デー
タ；吸気速度または容積データ；排気速度または容積データ；EEGデータ；血中ガス含量
データなど。
【００３０】
　以下さらに詳細に説明するように、本発明の例のシステムおよび方法のユーザ100は、
多様なアスレチックパフォーマンスおよび／またはワークアウト活動、たとえば、トレー
ニングマシン(たとえばジムにあるもの)、たとえばトレッドミル、スピニングマシン、エ
リプティカルトレーニングマシーン、エアロバイク、ステアステッパ、クロスカントリー
スキーシミュレーションマシン、ウエイトリフティングマシン、ローイングマシン等を使
用する様々な活動；ならびにトレーニングマシンもしくは他の機器の使用を含むまたは直
接的には含まない場合がある様々なアスレチック活動、たとえばランニング、ウォーキン
グ、ヨガ、ダンス、ピラティス、ストレッチ、ウエイトリフティング(フリーウエイト使
用)、武術トレーニング、タエボー、ボクシング、レスリング、クルー、ボート、カヤッ
ク、チーム競技(たとえば野球、ソフトボール、バスケットボール、フットボール、サッ
カー等)、陸上競技イベント等に従事することができる。本発明の少なくともいくつかの
局面のシステムおよび方法は、以下さらに詳細に説明するように、ユーザが従事するタイ
プの活動を示す入力データを、たとえば、手作業によるユーザ入力によって、本発明のシ
ステムの何らかの部分との電子通信を介して自動的に、ユーザのコマンドに応答して半自
動的に等で受けることができる。
【００３１】
　様々なセンサ、たとえば102(a)～102(d)はまた、ポータブルであり、かつ本発明を逸脱
することなく所望の手法で人物100によって携行されることができる。たとえば望むなら
ば、一つまたは複数のセンサを、フットウェア製品104に取り付けること(たとえば、この
図示される例のセンサ102(a)および102(b)のような)、アスレチックアパレル製品(たとえ
ば、センサ102(c)を含むこの例のアームバンド106、シャツ、ショーツ、パンツ、ソック
ス、ヘッドバンド等)に設けること、および/またはアスレチック機器(たとえば自転車、
バット、ラケット、クラブ、乗り物、ボール等のような)とともに携行することができる
。なおさらなる例として、図1に示すように、感知装置102(d)を、たとえば接着剤、バン
ド、フック、他の機械的コネクタなどによってアスリート100の体に直接取り付けること
もできる。
【００３２】
　感知システムおよび／または装置102(a)～102(d)ならびにそれに関連する任意のデータ
転送システム(たとえば、図1に示し、以下さらに説明するワイヤレス送信またはトランシ
ーバ装置108 (たとえばRFID要素、無線トランシーバ等))は、所望の手法で、たとえばク
リップ、クランプ、接着剤、縫合によって、ポケットの中、適当な受け部の中、フック＆
ループファスナによって、他のファスナまたは機械的構造によって等、フットウェア製品
、衣服、アスレチック機器、接着性支持体等の上および／または中に取り付けることがで
きる。または、所望により、本発明を逸脱することなく、感知システムまたは装置102(a)
～102(d)は、フットウェア製品、衣服製品、アスレチック機器等とで一体に形成されるこ
ともできるし、それらの一部として含められることもできる(たとえば、任意で永久的ま
たは脱着自在にその中に取り付けられる等)。望むならば、一つまたは複数の感知装置お
よびその関連するデータ転送システム108は、本発明を逸脱することなく、単一構造の一
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部として含める、たとえば、共通のハウジングの中および／または共通のプリント回路板
の上に取り付ける、互いに接続する等ができる。さらには、望むならば、ハウジング(あ
るならば)は、ON/OFFスイッチ、たとえば、パワー状態(たとえばオン／オフ)、電源状態(
たとえば充電対バッテリ作動)、バッテリ寿命、データ受信および／または処理状態(たと
えば待機状態対受信対送信対処理等)、電荷または充電レベル状態等を示すための作動ラ
ンプ(たとえばLED等)または他のインジケータ等を備えていることができる。
【００３３】
　本発明の少なくともいくつかの例にしたがって、アスレチックパフォーマンスに関連す
る身体的または生理学的データは、様々な感知装置(たとえば装置102(a)～102(d))によっ
て収集し、表示または他の出力(および、任意で記憶、さらなる処理等)のために出力装置
110に送信することができる。本発明を逸脱することなく、たとえば、従来のまたは既製
品の出力装置110をはじめとして、任意のタイプの出力装置110を使用することができる。
適当な出力装置110のより具体的な例は：表示スクリーン、たとえばLED、LCDまたはプラ
ズマ表示スクリーンを備えた電子装置；時計；オーディオ出力、視覚表示装置もしくは他
の出力を備えたポータブルオーディオもしくは他のメディアコンテンツ記憶および／また
は再生装置、たとえばラジオ、テーププレーヤ、CDプレーヤ、MP3プレーヤ、手持ちコン
ピューティング装置など；英数字表示装置、たとえばビーパ、ページャなど；ポータブル
ビデオまたはオーディオ／ビデオ表示装置、たとえばポータブルテレビ、DVDプレーヤな
ど；ポータブル通信装置、たとえば携帯電話、ラジオなど；ポータブルコンピューティン
グ装置、たとえばPDA、ハンドトップもしくはパームトップコンピューティングシステム
などを含む。図示される例では、出力装置110は、アスレチックパフォーマンス中に容易
に携行し、使用することができるようにユーザ100がベルトまたは衣服と係合させて有す
るオーディオまたは他のメディアコンテンツ再生装置(たとえばIPOD(登録商標)(Apple Co
mputer, Inc., Cupertino, Californiaから市販))を含む。このタイプの構成の使用は、
アスレチックパフォーマンスデータを装置110の表示システム上に表示すること、および/
またはヘッドホン140または他のオーディオ出力装置を介してユーザ100に送信することが
でき、そのため、ユーザが、アスレチックパフォーマンスデータの表示または送信を可能
にするために独立した表示装置を取得および／または携行する必要がない(それによって
重さ、費用および取り扱いにくさを軽減する)ため、少なくともいくつかの状況で有利で
ある。
【００３４】
　感知装置102(a)～102(d)から従来の電子装置110へとアスレチックパフォーマンスデー
タを単に送信し始め、装置110が作動してそのデータを受信し、それを所望のフォーマッ
ト(および／またはユーザ制御可能な形態もしくはフォーマット)で表示することを期待す
ることはできない。したがって、図1に示し、図2にさらに詳細に示すように、本発明の少
なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、電子装置110に物理的にプラグインし(た
とえば解放可能な手法で)、アスレチックパフォーマンス中に電子装置110とともに携行さ
れる電子インタフェース装置112を含むことができる。図2にさらに詳細に示すように、本
例の電子インタフェース装置112は、この電子装置110モデルに設けられた従来の入力ポー
ト116に物理的にプラグインし、それと接続するコネクタシステム114を含む。インタフェ
ース装置112のコネクタシステム114が接続する入力ポート116は、電子装置110に設けられ
た任意のタイプの入力ポート、たとえばデータ入力ポート(たとえばパラレルポート、シ
リアルポート、USBポート、イヤホンまたは他のジャックもしくはポート等)、たとえばデ
ータ入力、同期化、充電、AC電源等のために従来の電子装置で使用される入力ポートであ
ってもよい。コネクタシステム114は、電子装置110の入力ポート116に設けられた対応す
る要素とで電気接続または他の適当な接続を形成するために、適当な接続装置、たとえば
ワイヤ、ピン、電気コネクタなどを含むことができる(たとえば、インタフェース装置112
と電子装置110との間の電子および／またはデータ通信を可能にするため)。必要に応じて
または望むならば、さらなる固定要素、たとえばストラップ、フック、バックル、クリッ
プ、クランプ、クラスプ、保定要素、機械的コネクタなどを設けて、インタフェース装置
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112を電子装置110とともに確実に保持してもよい。
【００３５】
　動作中、電子インタフェース装置112は、一つまたは複数の外部ソース、たとえば様々
な感知装置102(a)～102(d)から、たとえば感知装置102(a)～102(d)とともに含まれるデー
タ転送システム108を介して、インタフェース112中に、またはそれとともに設けられたデ
ータ受信装置またはシステム118(たとえばワイヤレスレシーバまたはトランシーバ装置、
無線トランシーバ、赤外線レシーバ、光源レシーバ等)に送信される信号を受信すること
ができる。望むならば、本発明を逸脱することなく、データ転送システム108およびデー
タ受信システム118は、それぞれ、入力データを受信し、出力データを送信する能力を含
むことができる(当然、必要である、および／または望むならば、感知装置102(a)～102(d
)およびインタフェース装置112それぞれに別々の受信装置および送信装置またはシステム
が設けられてもよい)。ワイヤレス通信プロトコルが図1および2に示されているが、本発
明を逸脱することなく、望むならば、有線接続をはじめとして、感知装置102(a)～102(d)
とインタフェース装置112との間で任意の所望の手法の通信を使用することができる。セ
ンサ102(a)～102(d)からの信号は、任意でインタフェース装置112中でデータ処理されて
、表示装置110による表示および／または使用のための形態またはフォーマットに配され
たのち、コネクタシステム114(この図示される例では電子装置110の入力ポート116に物理
的にプラグインされる)を介してインタフェース装置112から電子装置110に転送される。
ひとたび電子装置110に入力されると、入力されたデータを、必要に応じてまたは望むな
らば、さらに処理したのち、表示パネル120上で所望の形態でユーザに表示することがで
きる。
【００３６】
　本発明を逸脱することなく、感知装置102(a)～102(d)からの身体的または生理学的デー
タから導出されるデータを電子装置110上での表示または電子装置110からの出力にとって
正しい形態またはフォーマットに配する任意の所望の方法を提供することができる。例と
して、望むならば、インタフェース装置112は、一つまたは複数の特定の電子装置110とで
の使用のために特別に設計および／またはプログラムされることができる(たとえば、特
定の装置(たとえば特定のモデル等)とで動作するように事前にプログラムおよび／または
ワイヤリングされ、そのような装置に適した形態およびフォーマットで出力データを提供
する)。この状況では、インタフェース装置112は、特定の電子装置110を具体的に標的に
した状態で市場に出して販売することができる。もう一つの代替方法として、望むならば
、インタフェース装置112は、多様な異なる電子装置110とで作動するよう、たとえば、特
定の電子装置110のための表示装置もしくは装置ドライバおよび／またはフォーマットデ
ータをインタネット、ディスクまたは別のソースからダウンロードすること等により、後
でプログラムすることもできる。より具体的な例として、ユーザがインタフェース装置11
2を電子装置110にプラグインすると(たとえば初めて)、たとえばパーソナルコンピュータ
装置が新たに取り付けられたハードウェア(たとえばマウス、プリンタ、スキャナ等)を認
識する、かつ／または新たに追加されたハードウェアまたはソフトウェアに関連する様々
なセットアップ動作を実行する手法と同様に、インタフェース装置112と電子装置110との
間で交換される信号が、装置を互いに特定すること、および／または装置のうちの一つの
処理システムがドライバもしくはセットアップ情報をたとえば遠隔もしくは外部ソース、
たとえばインタネット、ディスク、インタフェース装置112に含まれるメモリ等からアク
ティブ化またはダウンロードすることを他の手法で可能にすることができる。当然、本発
明を逸脱することなく、データが表示、オーディオ出力または他の出力にとって正しい形
態またはフォーマットに配されていることを保証する他の方法を使用することもできる。
本発明を逸脱することなく、データを表示または他の出力ための形態および／またはフォ
ーマットに配するための処理は、インタフェース装置112、電子装置110、センサ装置102(
a)～102(d)および／または任意の他の所望のコンポーネントもしくはシステム中で実施さ
れることができる。
【００３７】
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　望むならば、本発明の少なくともいくつかの例にしたがって、電子インタフェース装置
112はさらに、ユーザ入力システム122、たとえば一つまたは複数のロータリー入力装置、
スイッチ、ボタン(図2に示す例の場合)、マウスもしくはトラックボール要素、タッチス
クリーンなどを含むことができる。このユーザ入力システム122は、たとえば、データ受
信装置118を介して受信される入力データの処理の一つまたは複数の局面を制御し、入力
データ受信(たとえばタイミング、受信される情報のタイプ、オンデマンドデータ要求等)
を制御し、電子装置110に対し、または電子装置110によって出力されるデータを制御し、
感知装置102(a)～102(d)を制御する(たとえば、それらをアクティブ化または非アクティ
ブ化する等)等のために使用されることができる。代替的または追加的に、望むならば、
電子装置110の入力システム(たとえばボタン124、タッチスクリーン、デジタイザ／スタ
イラスベースの入力、ロータリー入力装置、トラックボールもしくはローラボール、マウ
ス等)を使用して、ユーザ入力データをインタフェース装置112および／または感知装置10
2(a)～102(d)もしくは感知システムに提供することもできる(たとえば、インタフェース
装置112のコネクタシステム114または他の部分が電子装置110からの入力を受けるように
設計されている場合)。さらにもう一つの例として、望むならば、音声入力システムをイ
ンタフェース装置112および／または電子装置110とともに設けて、たとえば、音声コマン
ドを介するユーザ入力を可能にすることもできる。本発明を逸脱することなく、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タイプのユーザ入
力システムを設けてもよい。
【００３８】
　電子装置110は、さらなる入力および／または出力要素、たとえば図2に示す、たとえば
ヘッドホン(または他のオーディオ出力)、電源、ワイヤレス通信、赤外線入力、マイク入
力または他の装置のためのポート126および128を含むことができる。望むならば、また、
インタフェース装置112が電子装置110に取り付けられた場合これらのポート126および／
または128が覆われる場合には、インタフェース装置112は、ポート126および／または128
への同様な外部ポートを備えることができ、インタフェース装置112に内部回路を設けて
、ユーザが同じ追加装置を、電子装置110にプラグインするかのようにインタフェース装
置112にプラグインし、同じ機能をうまく利用する(たとえば、それにより、必要なデータ
、信号、パワーおよび／または情報をインタフェース装置112を介してユーザ、別の出力
および／または電子装置110に送る)ことを可能にする。
【００３９】
　図3は、本発明の少なくともいくつかの例の電子インタフェース装置112に含めることが
できる様々な例示的コンポーネントの略図を含む。図3に示し、図1および2に関連して先
に記したように、インタフェース装置112は、電子装置に物理的に接続するための接続シ
ステム114ならびに外部ソース、たとえばアスレチックパフォーマンスデータを感知する
ためのセンサ、コンピュータ、ネットワークまたは他の処理システム等から入力データを
受信するためのデータ送信および／または受信システム118(たとえばワイヤレスデータレ
シーバまたはトランシーバ、赤外線レシーバ、RFIDレシーバ等)を含むことができる。さ
らには、図3でさらに示すように、インタフェース装置112は、たとえばキー、ボタン、タ
ッチスクリーン、デジタイザ、音声入力、スタイラス入力、ロータリーダイヤル入力、ト
ラックボールもしくはローラボール入力、マウス入力、スイッチ等を介してユーザ入力を
受けるための入力システム122を含むことができる。
【００４０】
　本発明の少なくともいくつかの例にしたがって、電子インタフェース装置112はさらに
、様々な動作を実行する、たとえば、電子インタフェース112を作動させる、外部データ
ソースと対話する、一つまたは複数のソースからユーザ入力を受ける(たとえば、入力シ
ステム122を介して、コンピュータまたはネットワーク接続を介して、トランシーバ118を
介して等)、電子装置110と対話する(たとえば、接続システム114とともに含まれるワイヤ
またはピンコネクタ302を介して電子装置110に供給される出力を介して) 等のための処理
システム、たとえばマイクロプロセッサ300を含むことができる。接続システム114を介し
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て任意の数のワイヤ、ピンまたは他の接続を設けて、インタフェース装置112と外部電子
装置110との間に適当な電子／データ通信を提供することができる(たとえば、携帯電話、
MP3プレーヤ、オーディオ／ビデオ再生装置、PDAまたは公知であり、市販されている従来
の電子装置をはじめとする他のポータブル電子装置に設けられた接続システムのように)
。コネクタシステム114は、インタフェース装置112と電子装置110との間に電子／データ
通信のための経路を提供するために、それがプラグインする電子装置110に適合するよう
に設計されることができる。そのうえ、望むならば、本発明の少なくともいくつかの例に
したがって、マイクロプロセッサ300は、オペレーティングシステムソフトウェアを含む
、および／または、感知装置102(a)～102(d)からの入力データを処理して、そのデータを
、電子装置による受信、それにおける使用、それによる表示および／またはそれによる出
力にとって適当な形態に変換する、データ形態またはフォーマットを変更する、未処理入
力データに基づいて計算を行う等をすることができる。
【００４１】
　図3はさらに、電子インタフェース装置112の一部として含まれる電源装置304を示す。
この電源装置304は、エレクトロニクス技術で一般に公知であり、使用されているような
従来のバッテリ、たとえば充電式または長寿命のバッテリを含むことができる。代替的ま
たは追加的に、望むならば、電源装置304は、それが取り付けられている電子装置110から
パワー入力を受け(たとえば、入力ピン、ワイヤまたはライン306もしくは他の接続システ
ムを介して)、電子装置110からの電源を使用して、インタフェース装置112中の様々な要
素およびコンポーネント(たとえばマイクロプロセッサ300、データ受信システム118、入
力システム122、作動ランプまたは表示装置など)を作動させることができる。さらに別の
例として、望むならば、電源304は、任意で充電式バッテリを充電するために、外部電源
、たとえばAC電源、外部バッテリ電源等に接続することができる。
【００４２】
　望むならば、図3に示す様々な部品の一部または全部を、共通のプリント回路板の中ま
たは上に形成された、または従来のモジュールもしくはパッケージとして他の手法で形成
されたハウジングシステム308の中または上に取り付ける、収容する、または含めること
もできる。接続システム114は、少なくとも部分的にハウジング308の外に延びることもで
きるし、ハウジング308の一部として一体に形成されることもできるし、ハウジング308に
固定された(たとえば接着剤またはコネクタによって等)別個の要素であることもできるし
、ハウジング内に少なくとも部分的に凹設されることもできるし、あるいは他の手法で利
用可能にされる、および／またはハウジングシステム308とともに含められることもでき
る。
【００４３】
　図4は、本発明の少なくともいくつかの例のアスレチックパフォーマンス感知または追
跡システム400全体の略図を示す。このシステム400では、電子インタフェース装置402が
、二つの装置をたとえば確実かつ解放自在な手法で合わせて保持する機械的接続システム
406を介して(たとえば、摩擦嵌めを介して、戻り止めまたは保定要素を介して、ばね要素
を介して等)ポータブル電子装置404に物理的にプラグインされる。任意で、望むならば、
他の独立した固定要素を設けて、インタフェース装置402をポータブル電子装置404ととも
に保持するのに少なくとも部分的に役立つこともできる(たとえばフック、ストラップ、
スナップ、クリップ、クランプ、クラスプ、保定要素等)。
【００４４】
　この例示的システム400はさらに、何らかのタイプのアスレチックパフォーマンスデー
タを感知し、伝達するための感知システム408を含む。より具体的には、この例示的構造
では、アスレチックパフォーマンスデータ(たとえば、アスレチックパフォーマンスに関
連する身体的または生理学的データ)がセンサAおよび／またはBによって感知され、これ
らのセンサからのデータが感知システムの処理システム、たとえばマイクロプロセッサに
送られ、このマイクロプロセッサが、任意で、そのデータを記憶する(たとえば記憶シス
テムまたはメモリ(図4には示さず)中に)、さらに処理する等をすることができる。感知シ
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ステム408の様々なコンポーネント、たとえばセンサ、マイクロプロセッサ、データ転送
システム410、メモリおよび／または任意の他の必要なまたは所望のコンポーネントを作
動させるための電源を設けることもできる(システム408モジュール内またはその外部に)
。望むならば、感知システム408に搭載されたマイクロプロセッサがある場合には、それ
が、センサデータをシステム400の他の部品に送る前に、そのセンサデータを処理する、
その形態またはフォーマットを変更する、または他の手法でデータを操作することができ
る。感知システム408は、図1に示すモジュール102(a)～102(d)のようなセンサモジュール
を構成することができる。
【００４５】
　適切な時点または所望の時点で(たとえば、データ要求が受けられた場合、定期的、自
動的、ユーザ要求時等)、感知システム408は、そのデータ(たとえば、センサの一つまた
は複数から直接の未処理データ、少なくとも部分的に未処理データから導出されたデータ
等)の少なくともいくらかの部分を、たとえば最終的には電子装置404を介してユーザに出
力するために、電子インタフェース装置402に送ることができる。これは、本発明を逸脱
することなく、たとえば、図4に示すように、ワイヤレスデータ送信システムを介して(た
とえば、感知システム408中のワイヤレスデータ転送または送信要素410から電子インタフ
ェース装置402中のワイヤレスデータ受信要素412まで)または他の所望の手法で達成する
ことができる。本発明を逸脱することなく、任意の所望のワイヤレスプロトコル、同時通
信プロトコルまたは他のデータ転送プロトコルを使用することができる。
【００４６】
　アスレチックパフォーマンスデータは、ひとたび電子インタフェース装置402で受けら
れると、必要に応じてまたは望むならば、さらに処理されたのち、電子装置404の処理シ
ステム(たとえばマイクロプロセッサ)に供給されることができる。これは、本発明を逸脱
することなく、所望の時点または時機(たとえば、データ要求を受けた場合、自動的に、
定期的に、ユーザコマンド時等)に達成することができる。そこから、必要に応じてまた
は望むならば、データをさらに処理したのち、ユーザへの出力に適した形態(たとえばオ
ーディオ、ビデオおよび／または英数字形態等)で出力装置に送ることができる。
【００４７】
　この図示される例示的システム400では、電子インタフェース装置402のためのパワーは
、電源416と「パワー」要素424との間の、接続システム406を介する接続418によって示す
ように、電子装置404を作動させるために使用される電源416(たとえば、携帯電話、オー
ディオ再生装置または他のポータブル電子装置の充電式バッテリであってもよい)を介し
て供給される。この例におけるインタフェース装置402中の「パワー」要素424は、外部電
源(たとえば、この例では電子装置404の電源416)からのパワーをインタフェース装置402
の様々なコンポーネントに分配するためだけに使用されるコンポーネントであることもで
きる。または、たとえばインタフェース装置402の内部ワイヤリングが電源416からインタ
フェース装置402のすべての必要コンポーネントへのパワー伝達を可能にする場合には、
パワー要素424を省いてもよい。さらに別の例として、望むならば、パワー要素424は、独
立して、および／または、電源416から供給されるパワーによって充電することができる
充電式バッテリを構成することもできる。
【００４８】
　さらには、この例示的システム400では、ユーザ入力は、ポータブル電子装置404に設け
られた入力システム420を介して電子インタフェース装置402を制御するための備えを有す
ることもできる。たとえば、望むならば、ユーザは、電子装置404に提供される入力を介
して、電子インタフェース装置402の様々な機構、機能または特性が制御されることがで
きる特定の作動モードに入ることができる。追加的または代替的に、望むならば、電子イ
ンタフェース装置402は、本発明を逸脱することなく、たとえば図3に関連して先に記した
ような、それ自体の入力システム(および／またはそれ自体の電源)を含むこともできる(
しかし、電子装置404からのこれらのコンポーネントおよびリソースの使用は、インタフ
ェース装置402およびシステム400の全体サイズ、重さおよびコストを減らすのに役立つ)
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。
【００４９】
　当然、本発明を逸脱することなく、図4に示す要素またはコンポーネントの一部または
全部を含む様々な要素またはコンポーネントの多くの異なる構成を使用することができる
。そのうえ、本発明を逸脱することなく、さらなるコンポーネントまたは要素をそのよう
なシステムに含めてもよいし、例示するコンポーネントまたは要素の一つまたは複数を省
いてもよい。さらには、望むならば、たとえば、参照番号408で示すタイプの多数の独立
した感知システムから入力されるデータを受信するために、一つの電子インタフェース装
置402および電子装置404を同時に動作的に接続することもできる(たとえば、図1の構成を
参照)。もう一つの例として、望むならば、一つの感知システム408が複数のインタフェー
ス装置402および／または電子装置404と別々または同時に通信することもできる。本発明
を逸脱することなく、様々なシステムの全体構造、コンポーネントおよびアーキテクチャ
の多くの変形が可能である。
【００５０】
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法の一つの潜在的な利点は、別の
電子装置を取得し、携行することをユーザに求めることなく、既存の電子装置がアスレチ
ックパフォーマンスデータをさらにユーザに表示、出力および／または提供することを可
能にするために、この既存のポータブル電子装置(たとえば携帯電話、MP3プレーヤ、PDA
等)のコンポーネントおよびインフラストラクチャを強化し、それに接続し、それと電子
通信する電子インタフェース装置と組み合わせて使用することができるという事実にある
。上記のように、その表示のために使用される既存の電子装置の入力システムおよび／ま
たは電源の強化は、インタフェース装置のサイズ、重さ、コストおよび複雑さをさらに減
らし、それにより、さらなる利点を提供することができる。当然、望むならば、別々のイ
ンタフェース装置(たとえば112または402)を省き、アスレチックパフォーマンスデータを
受け、表示する(任意で他の所望の機能を実行する)ために別個の専用電子装置404を設け
てもよい。さらに別の例として、望むならば、電子装置404は、感知システム408から入力
を直接受けるように構成して、それにより、インタフェース装置402を不要にすることも
できる。
【００５１】
　アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システムは、本発明を逸脱するこ
となく、多様な異なる環境で提供することができる。たとえば、図4に示すように、望む
ならば、アスレチックパフォーマンスに関連するデータ(たとえば身体的または生理学的
データ)を感知するための一つまたは複数のセンサを、ハウジング422中に、任意でデータ
転送システム(たとえばワイヤレス送信またはトランシーバ装置410)および／または他の
処理もしくは電子コンポーネントの少なくとも一部分とともに設けて、たとえば、アスレ
チックパフォーマンスデータ感知モジュールまたはシステム408を提供することができる
。モジュールとして設けられる、またはそうでなければ別々の要素として設けられる場合
、アスレチックパフォーマンス感知システム(たとえば408)のこれらの部分は、本発明を
逸脱することなく、たとえば、それらのデータ感知、処理および／または送信能力がその
配置によって損なわれないと仮定する場合には、任意の所望の場所に設けることができる
。図5は、アスレチックパフォーマンス感知モジュール502がアスレチックフットウェア製
品504に取り付けられている例示的システムおよび環境500を示す。モジュール502は、た
とえば、一つまたは複数のアスレチックパフォーマンスデータセンサ、データ転送システ
ム、処理能力、電源および／または同様なもの(たとえば、図4に示すシステム408のよう
なもの)を含むことができる。本発明を逸脱することなく、モジュール502をフットウェア
製品504の中または上に取り付ける任意の所望の手法、たとえば、ミッドソール中(たとえ
ばヒールまたは土踏まず部)に形成されたスロット、チャンバまたは受け部を介する手法
；取り付けポケットまたは要素を介する手法；ストラップ、接着剤、機械的コネクタ、フ
ック＆ループファスナ、保定要素等を介する手法；ユーザ脱着可能な接続を介する手法等
を提供することができる。または、望むならば、モジュール502は、たとえば、フットウ
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ェア製造中にフットウェア製品504に埋め込む、またはその一部として一体に形成する、
および／または、それに永久的に固定することができる。一つのより具体的な例として、
モジュール502は、NIKE, Inc., Beaverton, Oregonから市販されている「PLUS(商標)read
y」フットウェアで提供されている受け部と同様な手法で、フットウェア製品のヒールま
たは土踏まず部分の、フットウェアインソール部材の下に形成(たとえば、ミッドソール
部材に形成)された受け部の中に取り付けることができる。
【００５２】
　さらに図5に示すように、モジュール502は、インタフェース装置506とでワイヤレス(ま
たは他の)通信状態にあってもよく、インタフェース装置は、他方、図5に示すように電子
装置508、たとえば音楽再生装置または携帯電話に物理的に接続されている。この電子装
置508は、たとえばアスレチックパフォーマンス中に容易に携行、移動および／または視
認されるよう、ユーザの体、衣服または装備に取り付けることができる。一般に、本発明
を逸脱することなく、図1～4に関連して先に記したタイプの様々なアスレチックパフォー
マンス感知システム、電子インタフェース装置および／またはポータブル電子装置のいず
れをも使用することができる。より具体的な例として、望むならば、モジュール502に搭
載された感知システムが歩数、タイミングおよび他のデータを提供し、電子インタフェー
ス装置506がそのデータを処理して、電子装置508によって出力するための歩数計タイプの
速度および／または距離データを提供することができる。当然、本発明を逸脱することな
く、いかなるタイプのデータをモジュール502によって提供してもよく、任意の所望のタ
イプの情報を表示または他の手法で電子装置508上に出力してもよい。
【００５３】
　本発明の少なくともいくつかの例の基本的なアスレチックパフォーマンスデータ収集シ
ステムを概説したところで、以下、本発明の例の例示的特徴、内容ならびにシステムおよ
び方法の使用のより詳細な説明を以下に記す。
【００５４】
B. 本発明の例示的アスレチックパフォーマンス感知および追跡システムの説明
　図6および7は、本発明の例示的パフォーマンス感知ならびに追跡システムおよび方法の
さらなる特徴およびその使用環境を示す。本発明の少なくともいくつかの例のシステムお
よび方法は、図1に示すように歩数計ベースの速度および距離情報(または他の感知情報)
を使用しながらのオープンコースでランニングまたはウォーキングに加えて、他の場所、
たとえばジムまたはスパ、ワークアウトクラス、家などでアスレチックパフォーマン特性
を感知および／または追跡するのにも有用であることができる。図6のシステム600は、た
とえば、図5に示すようなインタフェース装置506を介してポータブル電子装置508と連絡
した状態にあるパフォーマンスモジュール502 (たとえば、パフォーマンス中にアスリー
トによって、たとえばフットウェア製品504の中で、アスリートの衣服の一部として、ア
スリートによって着用される製品として等で携行される)を示す。図6の送信インジケータ
602を見ること。この通信に加えて、図6に示すように、モジュール502、インタフェース
装置506および／または電子装置508のいずれかまたは全部が、一つまたは複数のエクササ
イズ機器604または他の物、たとえば、ジム、スパまたは他のアスレチックパフォーマン
ス設定に含まれる機器またはトランシーバ装置とでデータを交換するように構成されるこ
とができる。
【００５５】
　図6の参照番号604は、任意のタイプのエクササイズ機器および／またはジム、スパ、家
もしくは他のアスレチックパフォーマンス設定を示すことができる。たとえば、参照番号
604は、多様な異なるタイプのアスレチックおよび／またはトレーニング機器、たとえば
、ジムでよく見かけるトレーニングマシン、たとえばトレッドミル、スピニングマシン、
エリプティカルトレーニングマシーン、エアロバイク、ステアステッパ、クロスカントリ
スキーシミュレーションマシン、ウエイトリフティングマシン、ローイングマシン等を表
すことができる。追加的または代替的に、参照番号604は、トレーニングマシンの使用を
含むまたは直接的には含まない場合がある様々なパフォーマンス場所、たとえばヨガ、ダ
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ンス、ピラティス、武術トレーニング、ストレッチ、ウエイトリフティング、タエボー、
ボクシング、レスリング等に使用される施設(たとえばトレーニングルーム)を表すことが
できる。さらに別の例または代替として、参照番号604は、ユーザが自ら実施した、また
は実施する予定であるアスレチックまたはトレーニング活動、たとえば陸上競技トレーニ
ングまたはイベント、チームスポーツイベント、フリーウエイトリフティング等に関する
情報を入力することができる入力装置を表す、または含むことができる。参照番号604は
また、身体的または生理学的パラメータ計測システム、たとえば体重計、心拍数モニタ、
血圧計測システム、体温計測システム等に関することができる。図6に示すようなシステ
ムを使用して、ユーザは、要素604を使用して、自らが従事する任意の所望のタイプのア
スレチックもしくはトレーニング活動および／または自らのトレーニングに関する身体的
もしくは生理学的パラメータを追跡するための入力を生成することができる。
【００５６】
　エクササイズ機器604 (または他のワークアウトもしくはアスレチックパフォーマンス
設定もしくは機器)と、ユーザによって保持されるポータブル機器(たとえばモジュール50
2、インタフェース装置506および／または電子装置508)との間で多様な異なるタイプのデ
ータおよび情報を交換することができる。たとえば、望むならば、機器604は、個人のワ
ークアウトまたはトレーニングエクササイズのワークアウトパラメータに関する情報、た
とえばジムまたはワークアウト機器によって検出可能または感知されるデータ、たとえば
移動距離、速度、高度変化、歩数、昇ったフロア数、総時間、速度または時間の関数とし
ての他のデータ、消費カロリー、毎分回転数、回転回数、抵抗設定、登りまたは下り傾斜
度情報、持ち上げたウエイトの量、繰返し回数、使用したウエイトマシン等をユーザの機
器に送る(たとえば送受信システム606を介して)ように設計されることもできる。また、
計測された任意の生理学的特性、たとえば心拍数、脈拍、血圧、血中酸素レベル、EEGデ
ータ、EKGデータ、体温、吸排気速度等をユーザのポータブル機器に送ることもできる。
送受信システム606はまた、識別情報、たとえばエクササイズマシン識別、ルーム識別、
場所識別、他の機器識別情報等を送ることもできる。所望のデータを任意の所望の時点で
、たとえばリアルタイムに(機器604で収集されると同時に)、定期的に、エクササイズが
終了したのち、ユーザがジム施設を去る場合等にユーザのポータブル機器に送ることがで
きる。
【００５７】
　歩数計ベースの情報を使用するシステムの場合、速度および／または距離情報を検出す
ることに加えて、本発明の少なくともいくつかの例示的システムおよび方法において、感
知システムが、アスレチックパフォーマンス活動(たとえば時間に対する歩数、回転、足
の移動方向変化、腕の移動方向変化等、たとえば毎秒歩数、毎分回転数、毎秒ステアステ
ッパ歩数、毎分ローイングストローク数等)に関連するユーザの調子、リズムまたは「ビ
ート」に関するデータおよび情報を計測または検出することが有用である。リズムを決定
する場合には加速度計および／または方向変化センサを使用することができる。モジュー
ル502および／またはポータブル機器の他の部分(たとえばインタフェース装置506および
／または電子装置508)および／または機器604は、ユーザリズムに関連するデータおよび
情報を提供するために使用することができる。エクササイズ機器を使用してジムで実施さ
れる多くの活動、たとえばトレッドミルでのランニングまたはウォーキング、スピニング
、エリプティカルトレーニング、エアロバイクトレーニング、ステアステッパトレーニン
グ、クロスカントリースキーシミュレーション、ローイングシミュレーション等をはじめ
とする多様なアスレチックパフォーマンス活動に関してリズム情報を収集することができ
る。アスレチックパフォーマンスに関するデータを提供することに加えて、リズム情報は
また、以下さらに詳細に説明するように、本発明の少なくともいくつかの例のシステムお
よび方法で、アスレチックパフォーマンス中のモチベーション、インスピレーション、パ
フォーマンス向上または他のメディアコンテンツの選択(たとえば選曲など)に有用である
場合がある。
【００５８】
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　参照番号604が施設または場所を表す場合、それは、場所を識別する情報および／また
はタイミング情報(たとえばその場所で費やした時間)を単に送ることができる。たとえば
、参照番号604は、RFIDまたはユーザのポータブル機器と通信してユーザが特定の部屋ま
たは区域(たとえばウエイトリフティングルーム、エアロビクス、ヨガまたはピラティス
スタジオ、武術トレーニング施設等)に入った、またはそこを出た場合に示す、かつ/また
はユーザがその場所で費やした時間の量(たとえば実際の入室および／または退出時間、
日付情報、総滞在時間等)を示す他のデータ送信装置606を含むことができる。また、ある
特定の場所が数多くの活動のために使用されることがある場合には、スケジューリングお
よび／または他の情報を提供および／または送信して、送信装置606が、ユーザがその場
所または施設にいた場合に従事した活動のタイプを自動的に送信することができるように
することもできる。このようなデータは、たとえば、センサによって身体的または生理学
的データを提供することができない状況でさえ、ユーザが自らのワークアウト活動の詳細
な追跡および／または完全な記録を作成および／または維持するのに役立つことができる
。任意で、望むならば、ユーザは、たとえば追跡目的のために、さらなる情報、たとえば
：ユーザ場所データ；フライトまたはホテル滞在情報；月経周期データ；アスレチックイ
ベントカレンダ情報；標的または目標日付情報；および任意の所望の履歴、予定、カレン
ダまたは目標情報を、自らのワークアウトカレンダまたは記録に含めることができる。
【００５９】
　データはまた、ユーザのポータブル機器(たとえばモジュール502、インタフェース装置
506および／または電子装置508)からエクササイズ機器または他のワークアウトもしくは
アスレチックパフォーマンス設定604に転送することもできる。たとえば、ユーザID情報
を転送して、エクササイズ機器または他のワークアウトもしくはアスレチックパフォーマ
ンス設定604がその特定のユーザに関連するワークアウトデータを記憶することができる
ようにしてもよい。もう一つの例として、望むならば、ユーザのポータブル機器(たとえ
ばモジュール502、インタフェース装置506および／または電子装置508)を使用して、エク
ササイズ機器または他のワークアウトもしくはアスレチックパフォーマンス設定604を少
なくとも部分的に制御して、たとえば、ワークアウトマシン設定を、ユーザのポータブル
機器中に事前にプログラムされた、またはそれにダウンロードされたワークアウトに対応
させることもできる。たとえば、ポータブル機器に記憶された、またはそれを介して利用
可能であるワークアウトルーチンからダウンロードされたワークアウト情報を使用して、
様々なワークアウト特徴、たとえばウエイトマシン設定、抵抗設定、傾斜度(または登り
勾配レベル)設定、標的距離(または他の合計時間または期間)設定、標的カロリー消費量(
または他の生理学的パラメータ)設定、トレッドミル速度または傾斜度設定等を制御する
ことができる。さらに別の例として、望むならば、ユーザのポータブル機器がワークアウ
ト識別情報(たとえばワークアウト12)をエクササイズ機器または他のワークアウトもしく
はアスレチックパフォーマンス設定604に送ると、それがこの識別情報を使用して、メモ
リに記憶された情報から識別されたワークアウトのための所望の設定を提供することがで
きる。また、望むならば、ワークアウトが進行すると同時に収集される(たとえば、モジ
ュール502等を介して)データを使用して、エクササイズ機器または他のワークアウトもし
くはアスレチックパフォーマンス装置を制御する(たとえば、強度または抵抗レベルを設
定または変更する、ワークアウト時間を短縮または延長する等)こともできる。当然、他
の情報をユーザのポータブル機器から要素604に転送することもできる。
【００６０】
　もう一つの潜在的オプションまたは代替として、望むならば、ユーザのポータブル機器
(たとえばモジュール502、インタフェース装置506および／または電子装置508)を、たと
えば、エクササイズ機器604による表示、遠隔ソースへの転送(たとえば、ジムまたはスパ
で維持されるネットワークを介して等) 等のためにエクササイズ機器604に情報を送るよ
うにプログラムし、適合させることもできる。より具体的な例として、以下さらに詳細に
説明するように、電子装置508は、オーディオおよび／またはビデオ情報、たとえば音楽
、ビデオおよび／または他の娯楽コンテンツをユーザに提示する再生装置であってもよい
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。望むならば、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、このコンテン
ツを電子装置508 (または他のユーザ携行ポータブル機器)から、またはそれを介してエク
ササイズ機器604 (または別の装置)に送って、メディア(または他の)コンテンツを、エク
ササイズ機器604とともに設けられたスクリーンまたは他の出力装置(たとえば入力パネル
、タッチパネル、テレビスクリーン、オーディオ出力システム等)上に表示または提示す
ることができるように構成され、適合されることができる。さらには、望むならば、その
ようなシステムにおいて、エクササイズ機器604の入力パネルまたは他の部分を、メディ
アコンテンツの再生機能を制御するユーザ入力を受ける(たとえば、曲または他のコンテ
ンツを飛ばす、曲または他のコンテンツを繰り返す、曲または他のコンテンツを提示のた
めに選択する等のために)ようにプログラムし、適合させることもできる。
【００６１】
　図7は、本発明の例示的アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システム
ならびに方法に存在することができるさらなる特徴を示す。図7に示す構成700は、ユーザ
が、データおよび情報を一つまたは複数の遠隔ソースに送信すること、および/または一
つまたは複数の遠隔ソースから受信すること、たとえば、ポータブル装置(たとえばモジ
ュール502、インタフェース装置506および／または電子装置508)の一つからパーソナルコ
ンピュータ(たとえば、ユーザの家またはオフィスにある)または他のコンピュータステー
ション702 (ワークアウト機器そのもの、および／またはジムもしくは他の施設で維持さ
れるコンピュータを含むことができる)および／またはユーザ、フィットネスセンタ、ジ
ムまたは別の第三者によって維持され、操作されることができる遠隔システム704(任意で
、ネットワーク接続を介して、たとえばインタネットで)に送ることを可能にする。この
構成700は、収集されたアスレチックパフォーマンスデータのより簡便な記憶、維持、検
索および将来の処理を可能にする(たとえば、システム全体のユーザインタフェース、デ
ータ処理および／または計算能力を、電子装置508および／またはインタフェース506によ
って実行される処理に限定する場合に比較して)。
【００６２】
　履歴データおよび情報を記憶することに加え、この構成700は、一つまたは複数の遠隔
システム704からユーザ、たとえばPCもしくは他の機器702および／またはポータブル装置
508へのデータおよび情報のダウンロードを可能にする(任意でインタフェース装置506を
介する)。データはまた、PCまたは他の機器702から生成し(リモートコンピュータ704を使
用せずに)、ユーザのポータブル機器506および／または508に送ることもできる。場合に
よっては、遠隔システム704 (またはシステム702)は、多数のユーザによってアクセスさ
れることもでき(たとえば、ネットワーク、たとえばインタネットまたはジムベースのネ
ットワークを介して)、そのようなシステムは、多様なデータおよび情報をユーザに提供
することができる(たとえば、各個人ユーザが自らのウェブページ、ユーザID、パスワー
ド等を有することができる)。この交換されるデータおよび情報の考えられるコンテンツ
は、例として、図8～19に関連して以下さらに詳細に説明するが、このダウンロードされ
るデータおよび情報は、事前にプログラムされたワークアウト、音楽または他のオーディ
オ／ビデオコンテンツ、事前にプログラムされたワークアウトを、音楽または他のオーデ
ィオ／ビデオコンテンツ、たとえば指導および／またはモチベーションコンテンツとミッ
クスしたもの、比較データ、指導、安全および／またはモチベーションコンテンツなどを
含むことができる。
【００６３】
C. 本発明のシステムおよび方法の例示的特徴の説明
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法の一つの特徴は、多様なタイプ
のアスレチックパフォーマンス活動に関する情報を感知し、追跡する能力に関する。アス
レチックパフォーマンスに関するデータは、自動的、半自動的および／または手作業で本
発明のシステムおよび方法に入力することができる。より具体的な例を以下に記す。
【００６４】
　エクササイズマシン(たとえば、ジム、スパ、家等にあるようなもの)を使用してアスレ
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チック活動を実施する場合、ユーザは、自らの活動に関する速やかなフィードバック、デ
ータおよび情報を、モジュール502によって生成されるデータおよび情報および／または
エクササイズもしくは他の機器604によって収集もしくは計測されるデータおよび情報を
はじめとして、自らのポータブル電子装置508上に得ることができる。これは、たとえば
、図6に示すようなシステム600を使用して達成することができる。望むならば、機器604
は、何らかのタイプの識別データまたは情報を送信して(自動的に、ユーザ入力に応答し
て、RFID送信システムのアクティブ化に応答して、等)、ユーザ携行ポータブル機器の電
子装置508または他の部分が情報を記憶して、ワークアウト活動のタイプ(たとえばマシン
のタイプ等)、ワークアウトの長さ、ワークアウトに関連する一つまたは複数のパラメー
タ等の一つまたは複数を追跡することができるようにすることもできる。
【００６５】
　一部のアスレチックパフォーマンス活動はマシンを使用しないが、そのような活動は、
建物または施設の特別に指定された部屋または区域で実施されることがある。上記のよう
に、送信装置(たとえば装置606)をその場所に設けて、ユーザが存在していた場所または
部屋を、任意でそこに居る間に実施された活動のタイプとともに示す(たとえば、スケジ
ュールまたは他の情報に基づいて、たとえば、ユーザがダンスクラス、ピラティスクラス
、エアロビクスクラス、武術トレーニングに参加した、ウエイトリフティングを実施した
等を示す)データを自動的、半自動的または手作業で送信することができる。部屋は、た
とえば部屋識別情報、その場合に部屋の中で実施される活動のタイプ(たとえば空手クラ
ス等)、ユーザ入室時間、ユーザ退室時間等示すデータを送るワイヤレス送信システム(任
意で、個人ユーザにより、たとえばボタンを押す、点灯する、サインインする、サインア
ウトする、ドアを開ける等によってアクティブ化される)を含むことができる。この送信
されるデータは、たとえば、モジュール502、インタフェース506および／または電子装置
508によって受信され、記憶されることができる。場合によっては、直接的に関与するマ
シンがないとしても、モジュール502とともに含まれるセンサ(ある場合)が、それらのワ
ークアウトのタイプに関連する少なくとも何らかのデータ、たとえば歩数、心拍数、脈拍
、リズム、加速度計データまたは他のデータに関連する情報を検出することができる。こ
のデータから、ワークアウトの何らかの特徴またはワークアウトに関するパラメータ、た
とえばカロリー消費量、MET、速度、距離等を、たとえば電子装置508、インタフェース装
置506および／またはモジュール502によって導出することができ、このデータおよび情報
を記憶することができる。ワークアウトに関する具体的なデータ(たとえば歩数、心拍数
等)をモジュール502によって検出することができないとしても、電子装置508への部屋ま
たは場所識別データの送信(任意でモジュール502を介する)は、たとえば、ワークアウト
が実施されたという指示および何らかの記録ならびに任意でワークアウトのタイプを示す
少なくとも何らかのデータを提供する場合に、ユーザにとって有用であることができる(
そのデータおよび情報は、ユーザのワークアウト履歴に入力し、含めることができる)。
【００６６】
　ワークアウト情報は、データを送信する送信元のマシン、部屋または他の場所604がな
い状況および／またはモジュール502(またはインタフェース装置506もしくは電子装置508
)がワークアウトに関連するデータを感知することができない状況(たとえば、屋外でのラ
ンニング、ジョッギングまたはウォーキング時；ダンス、エアロビクスまたは他のクラス
；武術トレーニング中；フリーウエイトリフティング中；チームスポーツ(たとえば野球
、ソフトボール、バスケットボール、フットボール、サッカー等)に参加時等)でさえ、電
子装置508に入力することができる。データは、たとえば、ワークアウト情報を手作業で
電子装置508に入力することによって提供することができる。図8は、この状況におけるワ
ークアウトまたは活動に関する情報のユーザ入力を許す例示的ユーザインタフェース810
を有する表示スクリーン800を備えた電子装置508の例を示す。多様な情報および異なるタ
イプの情報の組み合わせを入力することができるが、この例示的インタフェース810は、
実施される活動のタイプを一覧から選択することができるパネル802および活動のタイプ(
たとえば、任意で、パネル802にはない活動)を入力することができるもう一つのパネル80



(27) JP 5653038 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

4を含む。加えて、このユーザインタフェース810は、所望により、ユーザがワークアウト
または活動に関連する時間および／またはタイミング情報を記録することを可能にする「
開始」、「停止」、「一時停止」ボタンを含む。ここでもまた、モジュール502とともに
含まれるセンサが、これらのタイプのワークアウトに関連する少なくとも何らかのデータ
、たとえば歩数、心拍数、脈拍または他のデータを検出することができる場合には、その
データを収集すること、電子装置508に送ること、記憶すること、表示スクリーン800上で
提示すること、および/または特定のワークアウトと関連させることができる。このよう
なデータ収集は、利用可能なセンサから実際のワークアウトデータを生成すること、また
は利用可能にすることがほとんどまたは全くできない場合でさえ、ユーザの完全なワーク
アウト履歴を示す少なくとも何らかの情報(たとえばワークアウト日付、参加回数、ワー
クアウト長さ等)をユーザに提供する場合に有用であることができる。
【００６７】
　また、本発明を逸脱することなく、データをインタフェーススクリーン800に入力する
任意の所望の手法、たとえばキーボード、マウス、トラックボール、ローラボール、スタ
イラス、ペン、タッチスクリーン、タッチパッド、ロータリー入力装置等を提供すること
もできる。このようなインタフェースシステムおよび入力装置は従来から公知であり、電
子装置技術で使用されている。
【００６８】
　当然、本発明を逸脱することなく、ユーザインタフェース810を介して任意の所望のデ
ータ情報またはコンテンツを要求および／または入力することができる。より具体的な例
として、データ入力は、図8に関連して先に記したレベルよりも細分性のレベルで要求お
よび／または提供することができる。たとえば、たとえば活動タイプ、ユーザ設定等に依
存しながら、活動のタイミング、期間、強度または他の特徴に関するより詳細な情報をイ
ンタフェース810を介して要求することができる。たとえば、選択された活動が「フリー
ウエイト」または「ウエイトトレーニング」である場合には、本発明の少なくともいくつ
かの例のユーザインタフェース810は、さらなる情報、たとえば実施したリフティングの
タイプ(たとえばスクワット、デッドリフト、ベンチプレス、ミリタリープレス、カール
等)；実施したセット数；1セットあたりの繰返し回数；1セットあたり持ち上げた重量等
の入力を要求することができる。追加的または代替的に、望むならば、ウエイトマシンお
よび／または個々のウエイトが、特定の情報、たとえば回数カウンタ(ウエイトの各上下
動)、1セットあたりのウエイト情報、セット数等を電子装置508に自動送信(任意でモジュ
ール502および／またはインタフェース装置506を介する)することを可能にする電子モジ
ュール(たとえば、方向変化を感知するための加速度計等および送信システム(たとえばRF
IDトランスミッタ)を含むこともできる。送信システムは、自動的、手動的または半自動
的にアクティブ化することができる。
【００６９】
　本発明の例のシステムおよび方法は、ユーザにとって有用な多様な情報、特徴および／
またはデータを提供することができる。たとえば、本発明の例のシステムおよび方法は、
ユーザが、たとえば、ローカルコンピュータ702、遠隔システム704、ポータブル装置502
、506および／または508等に記憶されていることができる一つまたは複数のワークアウト
に関するデータを記憶し、検索することを可能にする。感知されたデータ、タイミング情
報などは、いずれも、ユーザによって記憶され、検索され、さらに処理され、分析される
ことができる。本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法はさらに、ユーザ
が自らのワークアウトルーチン、データおよび／またはフィットネスレベルを他の情報、
たとえば：自身の記憶されたワークアウト；遠隔システム704の他のユーザの記憶された
ワークアウト(任意で特定の個人、たとえば友人、ワークアウトパートナー等；同じまた
は同程度の体格、体重、年齢、性別、フィットネスレベル等のユーザのワークアウト等)
；有名なアスリートまたは著名人の同様なワークアウトなどと比較することを可能にする
。さらなる例として、望むならば、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方
法はさらに、ユーザが自らのワークアウトルーチン、データおよび／またはフィットネス
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レベルを、ユーザが参加したまたは参加していない場合があるアスレチックイベント、た
とえばロードレース、自転車イベント、トライアスロン等に関する情報に比較することを
可能にする(たとえば「今日のタイムならば昨年の海兵隊マラソンで何着だっただろう」
、「昨年のツール・ド・フランス優勝者のスピードと比べてどうだろう」等)。
【００７０】
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法はまた、ユーザのためのワーク
アウト(たとえば、任意で様々な要因、たとえばユーザの年齢、身長、体重、フィットネ
スレベル、性別、過去のパフォーマンス、目標等を考慮しながら事前にプログラムされた
ワークアウト)を提供および／または提案するために使用することもできる。そのような
ワークアウトは、フィットネス専門家によって、たとえば個人ユーザ、ユーザの一般的カ
テゴリーまたはグループ等のために設計されることができる。ワークアウトまたはワーク
アウトに関する情報は、ポータブル電子装置508にダウンロードすることができ(たとえば
、コンピュータ702を介して、遠隔システム704から等)、ワークアウトが始まる前および
／またはワークアウトが進むと同時に、任意でリアルタイムで情報をユーザに提供するよ
うに設計されることができる。たとえば、ダウンロードされたワークアウトは、多様な情
報、たとえばリアルタイムワークアウトパラメータフィードバック(たとえば速度、走破
距離、ステアステッピング、エリプティカルまたは他の速度情報、消費カロリー、経過時
間等)；ワークアウト活動またはマシン変更情報(たとえば、いつ新しいマシンまたは活動
に移動すべきか：「トレッドミルは終了です。エアロバイクに移動して20分間やってくだ
さい」；マシン設定変更情報(たとえば、手作業的または自動的に実施される)等)；以前
のワークアウトまたはユーザの「自己ベスト」とのリアルタイム比較情報等)をユーザに
提供することができる。
【００７１】
　そのうえ、電子装置508にダウンロードおよび／または提示される情報はワークアウト
情報に限定されない。電子装置508はまた、警告または注意喚起(たとえば、特に活動にお
ける急激な変化が感知された(たとえばモジュール502によって)場合の正しいウォームア
ップまたはクールダウンの注意喚起等；オーバートレーニング警告(たとえば、連日また
は最近の日付のワークアウトを比較することによる)；栄養に関する注意喚起等)を提供す
ることができる。また、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユー
ザによって実施されたワークアウトに関する情報を時間とともに記憶することができるた
め、ユーザの好みを認識することができ、ユーザのワークアウトルーチンが変化し(退屈
を防ぐのに役立つよう)、ユーザの目標をより良く達成するのに役立つよう、カスタマイ
ズされたワークアウトを提供する、または、特定のワークアウトまたはその部分を提案す
ることができる。本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、継続使用、
事前に設定した目標の達成等に基づいて、時間とともにユーザに褒美を提供するようにプ
ログラムされ、かつ適合されることができる。以下さらに詳細に説明するように、プレゼ
ント、賞、クーポン、割引、モチベーションオーディオまたはビデオコンテンツ等のよう
な任意のタイプの褒美を提供することができる。
【００７２】
　本発明の例のシステムおよび方法の少なくともいくつかの部分は多数のユーザからデー
タを受信することができるため、ユーザは、物理的に同じ区域にいない、および／または
同時に競技していないとしても、互いに競い合うこと、および／または他の手法で自分た
ちのアスレチックパフォーマンスを比較することができる(たとえば仮想レースまたは競
技)。これらの特徴は、ユーザをモチベートし、ユーザのワークアウトルーチンを面白い
ものにしておくのに役立つことができる。そのうえ、本発明の少なくともいくつかの例の
システムおよび方法は、他のユーザによって踏襲されたワークアウトプログラム、任意で
よく似た体格、体重もしくは年齢；同じ性別；同じ一般的フィットネスレベル等の他のユ
ーザ(「他のユーザ」を元のユーザが知っているかどうかは問わない」)によって踏襲また
は実施されるプログラムに基づいて新たなワークアウトプログラムをユーザに提案するこ
とができる。このような特徴は、ユーザをモチベートして、多様な異なるワークアウトル
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ーチンで友人または他のユーザと競い合わせ、および/または友人または他のユーザを打
ち負かさせることができる。また、ワークアウトルーチンの変更が、ユーザが、速やかに
向上すること、自らの目標に達すること、「現状維持状態」を打破すること等に役立つこ
とができる。
【００７３】
　このサブセクションで記載した本発明の様々な局面は、ポータブル電子装置508との間
でデータおよび情報をやりとりするものとして説明したが、当業者は、本発明を逸脱する
ことなく、データおよび情報を他の装置、たとえばモジュール502、インタフェース装置5
06、ユーザのPCもしくは他の入力装置またはエクササイズ機器604もしくは702等との間で
送受信することもできることを認識するであろう。
【００７４】
D. 本発明の例のシステムおよび方法における主観的ユーザ入力および／またはフィード
バックの使用
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザフィードバックまた
はユーザ入力を様々な方法で使用して、たとえば、ワークアウトをより良くカスタマイズ
する；ワークアウト娯楽および／またはモチベーションコンテンツを変更または改良する
；ワークアウトの「新鮮さ」を維持する等をする。図9は、ユーザフィードバックを使用
して、ワークアウトが始まる前および／またはワークアウトルーチンの早期段階でワーク
アウトの一つまたは複数の特徴を選択する本発明のシステムおよび方法の一例を示す。図
示するように、この例では、電子装置508のスクリーン800は、パネル900中のワークアウ
トセッションに関する選択されたワークアウトの一般的特徴(たとえば個々のワークアウ
ト活動)を表示する。ワークアウトの開始時に近い時点(たとえば、実際に開始する前、初
期ウォームアップ期間中またはその後等)で、ユーザは、その日の「感じ」を示す情報を
入力するように促される。より具体的には、この図示される例では、ウォームアップ期間
が始まる、または進行するにつれ(表示パネル900に示すワークアウトスケジュール中の濃
くなった時間スロットで示される)、本例のシステムおよび方法は、ユーザに対し、その
日の所望のワークアウトレベルに関する情報を入力するよう求める(たとえば、ユーザが
、その日、「軽い」ワークアウトを望むのか、「普通」のワークアウトを望むのか、「き
つい」ワークアウトを望むのかを示すことを可能にする入力ボタン902a、902bおよび902c
が提供される)。本発明を逸脱することなく、任意の数のワークアウトレベルの考えられ
る選択を提供することができる。任意で、以下さらに詳細に説明するように、このユーザ
インタフェースをモチベーション、指導および／または警告メディアコンテンツとともに
ユーザに表示することもできる(たとえば、きついワークアウトレベルを選択するようユ
ーザを励ますオーディオコンテンツ、過去のワークアウトを思い出させるコンテンツ等)
。
【００７５】
　ワークアウトの特性またはパラメータは、少なくとも一部では選択されるワークアウト
レベルに依存して、広く異なることができる。たとえば、望むならば、選択されるワーク
アウトレベルに依存して、ワークアウトの一部として含まれる活動のタイプを変更するこ
とができる。もう一つの例として、選択されるワークアウトレベルに依存して、活動の一
つまたは複数の期間を変更することもできる。さらに別の例として、望むならば、一つま
たは複数の抵抗の量、タイミング／ペース／距離目標、カロリー消費量目標、全ワークア
ウト時間、傾斜度レベル、フリーウエイトリフティングのセット回数、1セットあたりの
繰返し回数、フリーウエイトリフティングウエイトレベルなどを変更して「ワークアウト
レベル」を増減することもできる。また、上記の考えられる変更(および他の考えられる
変更)の様々な組み合わせを使用して、少なくとも部分的に所望のワークアウトレベルに
関するユーザの入力に基づいてユーザの「ワークアウトレベル」を変更することもできる
。また、本発明を逸脱することなく、ワークアウトレベルに所望の量の増減を加えること
もできる。望むならば、本発明のこの例のシステムおよび方法は、ワークアウトレベルパ
ラメータを示すより詳細なユーザ入力を、個々の活動および／またはワークアウト全体に
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関する様々なパラメータまたは目標を選択するユーザ入力をはじめとして、許すことがで
きる。
【００７６】
　望むならば、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザが、特
定のワークアウトまたは活動に関するより多くの情報を見る(そして潜在的に変更する)た
めに「ドリルダウン」分析することを許す。たとえば、望むならば、ユーザは、特定され
たワークアウト活動の一つ(たとえばトレッドミル)をドリルダウン分析することができ、
その行為が、その活動に関するさらなる情報(たとえばトレッドミル速度、トレッドミル
傾斜度、トレッドミル事前設定プログラム情報等)を特定する別のユーザインタフェース
／入力パネルを開くことができる。望むならば、たとえばユーザは、そのようなさらなる
ユーザインタフェース／入力パネルを介して、または他の手法で、個々のワークアウトま
たは活動のより詳細な局面を変更することができる場合がある。本発明を逸脱することな
く、ユーザ入力を受けるために所望の数の「ドリルダウン」パネルおよび／またはレベル
を提供することができる。
【００７７】
　主観的ユーザ入力に基づくユーザワークアウトの選択および／または変更は、ワークア
ウト前段階、ウォームアップ前段階および／または早期ワークアウト段階に限定されない
。それどころか、本発明のいくつかの例のシステムおよび方法は、どのように「感じる」
のかを示す、および／またはワークアウトパラメータを何らかの手法で変更すべきである
かどうかを示すよう、定期的にユーザに促すことができる。このような促しは、ワークア
ウトまたは活動中の様々な異なる時点で；たとえば、所定のインターバルで；ワークアウ
トまたは活動に入ってから所定の時間で；システムが、ワークアウトがきつすぎてユーザ
がついて行けないことを感知した場合；システムが、ワークアウトが易しすぎてユーザが
楽について行けることを感知した場合(たとえば、脈拍または心拍数データ等に基づく)；
ユーザが自己ベストを超える、目標またはマイルストーンに達する等の可能性がある場合
等、自動的に起こることができる。このような特徴は、ユーザをモチベートするのに役立
ち、ユーザが、痛みおよび過度なトレーニング(および潜在的にやる気をなくさせること)
を避けるのに役立ちながらも、フィットネスレベルをより速やかに高める、かつ/または
フィットネス目標に達するのに役立つことができる。
【００７８】
　図10は、ユーザがワークアウト活動の過程でフィードバックを提供するよう促される例
示的ユーザインタフェースを提供する電子装置508の表示スクリーン800の例を示す。図示
するように、進捗状況パネル1000が、現在のワークアウト活動(この例ではエリプティカ
ルトレーニング)およびその活動の進捗状況(この例では12％終了)をユーザに示す。この
場合、この例示的ワークアウトでは、システムは、主観的なフィードバックをユーザに促
して(エリア1002)、ワークアウトを変化すべきであるかどうかをユーザに質問している。
この図示される例では、ユーザインタフェース区域1002は、以下のユーザのためのいくつ
かのオプションを示す入力ボタンを提供する、すなわち：当初のワークアウト活動パラメ
ータを維持する1002a；ワークアウト活動時間目標を高める1002b；ワークアウト活動時間
目標を下げる1002c；ワークアウト活動距離目標を高める1002d；ワークアウト活動距離目
標を下げる1002e；ワークアウト活動強度を高める1002f；ワークアウト活動強度を下げる
1002g；選択されたワークアウトルーチンの次の活動を変更する1002h (次のタイプの活動
はインタフェース区域1004中で「トレッドミル」ワークアウト活動と示されている)；ワ
ークアウトを一時停止する1002i；またはワークアウトを停止する1002j。本発明を逸脱す
ることなく、所望の情報、変更オプションなどをユーザインタフェース区域1002に含める
ことができ、かつ／または上記のような情報を、複数の入力スクリーンを介して利用可能
にしたりすることができる。また、望むならば、このユーザインタフェーススクリーンを
適切なモチベーション、指導および／または警告情報(たとえば、レベルを高めるようユ
ーザを励ますオーディオまたはビデオクリップ等)とともに提示することもできる。
【００７９】
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　また、ワークアウトが終了したのち、主観的なユーザ入力を本発明の少なくともいくつ
かの例のシステムおよび方法によって受け、使用することもできる。図11および12は、ワ
ークアウト後分析状況で使用することができるユーザインタフェーススクリーンの例を示
す。たとえば、図11に示すように、ひとたびワークアウトが終了すると、本発明の少なく
ともいくつかの例のシステムおよび方法は、ワークアウト情報を表示スクリーン800上で
ユーザに提供するようにプログラムされ、かつ適合されることができる。この図示される
例では、ワークアウトの様々な特徴、たとえば以下を示すワークアウト概要区域1100が提
供されている：ワークアウト識別コード(この例では「ワークアウト221」)；「走破距離
」データ；「経過時間」データ；および「平均ペース」データ。本発明を逸脱することな
く、ユーザの身体的または生理学的データ等をはじめとして、任意のタイプのデータまた
は情報をワークアウト概要区域1100に提供することができる。さらには、望むならば、ワ
ークアウトに含まれる個々の活動またはセグメント(たとえばトレッドミル、エリプティ
カルトレーニング、ウエイトリフティング等)ごとにワークアウト概要データを提供する
ことができ、様々な異なる活動のために提供されるデータのタイプは同じであっても異な
ってもよい(たとえば、ワークアウト概要データは、トレッドミルワークアウトの場合、
他のワークアウト、たとえばエアロバイク、エリプティカルトレーニング、ステアステッ
パ、屋外ランニング、ローイング等と比べて異なってもよい)。電子装置508の区域1100の
中に収まる以上の情報の包含および／または提示を可能にするために、スクロールバー、
さらなる表示スクリーンおよび／またはワークアウト概要区域1100にさらなる情報を提供
する他の方法を提供することもできる。
【００８０】
　図11はさらに、このワークアウト後分析に関連する表示スクリーン800上の主観的ユー
ザ入力区域1102を示す。より具体的には、本発明のこの例のシステムおよび方法は、ユー
ザが、主観的ユーザ入力区域1102を使用して「このワークアウトを順位付け」することを
要求する。本発明を逸脱することなく、主観的ユーザ順位付けのために所望の順位付けお
よび／または潜在的オプションが利用可能であるが、この図示される例では、ワークアウ
トを順位付けするための以下の6個の選択肢を有する、すなわち：「易しすぎる」1102a；
「易しい」1102b；「普通」1102c；「きつい」1102d；「きつすぎる」1102e；および「こ
れまでで一番きつい」1102f。有利には、本発明のシステムおよび方法の少なくともいく
つかの例では、この主観的順位付け能力(たとえば順位付け区域1102)は、ワークアウトの
真の主観的感覚および効果がただちにユーザの心の中で鮮明になるよう、ワークアウトが
終了するとただちにポータブルなユーザ携行電子装置508上でユーザに提供される。
【００８１】
　主観的データは、本発明の例のシステムおよび方法によって多様な方法で使用されるこ
とができる。たとえば、ひとたび主観的なユーザ順位付けが図11の順位付け区域1102で受
けられると、さらなるワークアウト後分析スクリーン1200(たとえば、図12に示すような
もの)を提供することができる。このワークアウト後分析スクリーン1200は、主観的順位
付け情報を使用し、現在のワークアウトの実際のパラメータを、同じまたはよく似たワー
クアウトに関する客観的な履歴データと比較して、このワークアウト、ユーザのフィット
ネスレベルおよび／または既定の目標への到達における進捗状況に関するフィードバック
をユーザに提供する。図12に示すように、この例では、ユーザはワークアウトを「易しい
」と順位付けしている(区域1202)。本発明のこの例のシステムおよび方法のワークアウト
後分析は、このワークアウトを他のワークアウトと比較する。任意の所望のパラメータを
比較することができるが、この図示される例では、本ワークアウトの客観的な全走破距離
および平均ペースデータを、以前のワークアウトから(任意で、同じ活動を少なくともい
くつか含む同じ、またはよく似た条件および／またはパラメータを有するワークアウト等
から)の客観的データと比較し、順位付けしている。さらには、この例では、主観的ユー
ザデータを使用して、このワークアウトの主観的順位付けが以前のワークアウトと比べて
どうかを示すフィードバック(区域1204の「コメント」の形態)を提供している。任意のタ
イプのコメントおよび／または他の情報、たとえば指導フィードバック、モチベーション
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またはお祝いフィードバック、褒美情報(たとえば、アスレチック機器または衣服の割引
を受けるためのクーポンまたはコード等)等を区域1204に提供する(または、他の手法、た
とえばオーディオ、Eメール等で)ことができる。主観的フィードバックはまた、ユーザの
ための将来のワークアウトを自動的に変更するために、たとえば、「易しい」または「易
しすぎる」と示されたワークアウトに関して一つまたは複数のワークアウトパラメータ(
たとえば距離目標、時間目標、強度または抵抗レベル設定等)を高めるために、「きつす
ぎる」または「これまでで一番きつい」と示されたワークアウトに関して一つまたは複数
のワークアウトパラメータを下げるために、および/または過度なトレーニング、痛み、
落胆等を防ぎながらもユーザを挑発し、モチベートするように他の手法でワークアウトを
変更するために、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法によって使用さ
れることができる。
【００８２】
　主観的および／または客観的ワークアウトデータの比較は、個人ユーザによって成され
た努力および／または個人ユーザによって生成された履歴データとの比較に限定されない
。図7に関連して先に記したように、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび
方法は、遠隔システムと通信することができ(たとえば、インタネットまたは他のネット
ワーク接続を介して)、多数のユーザが自らのワークアウトデータを同じ遠隔システムに
送ることができる。したがって、ユーザのワークアウトに関するユーザ入力主観的データ
および客観的データを、他者によって生成されたワークアウトデータおよび／または主観
的入力と比較することができる。このようにして、システム、方法および／またはユーザ
は、自らのワークアウトおよびフィットネスを他のユーザ、たとえば特定の個人(たとえ
ば友人、親戚等)；有名なアスリートまたは著名人；よく似た体型または他の特徴(たとえ
ば同じ性別；同じまたは近い年齢、身長、体重；同じ全般的フィットネスレベル等)の他
のユーザ等とで比較することができる。また、本発明のいくつかの例のシステムおよび方
法は、たとえばユーザの主観的なワークアウトフィードバックに基づいて；システム中に
保存された他人(たとえば、よく似たワークアウトを実践している人、近い年齢、身長、
体重、フィットネスレベル等の人)等のワークアウトを「借用」して、個人のための全く
新しいワークアウトを提供することもできる。多数のユーザが、ユーザをモチベートし、
ユーザのフィットネスレベルを向上するのに役立つことができる仮想レースまたは他のフ
ィットネス競争(たとえば、だれが最初に100マイルを走りきるか、誰が最初に5000ポンド
を持ち上げるか等)に参加することができる。このような仮想レースまたは競争はまた、
慈善行為受益者を有するように設計することもでき、たとえば、その場合、ユーザは、慈
善事業の資金を集めるために使用される現実(非仮想)のロードレースの場合と同じく、走
ったマイルごとに金銭寄付の約束を得る。
【００８３】
E. 本発明の例のシステムおよび方法における音楽および他のコンテンツの使用
　本発明の局面はさらに、アスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システム
における音楽および／または他のオーディオおよび／またはビデオコンテンツの使用に関
する。そのようなコンテンツは、本発明の例のシステムおよび方法で、たとえば、娯楽、
情報、指導アドバイスまたは注意喚起、モチベーションコンテンツ等を提供するために多
様な方法で有用であることができる。有利には、本発明の少なくともいくつかの例にした
がって、電子装置508は、上記のようにワークアウトルーチンおよび／またはデータをダ
ウンロードすることができることに加え、ユーザが、ワークアウトの過程で提示するため
に音楽、ビデオまたは他のオーディオ／ビデオデータを演奏および／またはダウンロード
することを許すオーディオおよび／またはビデオ提示装置(たとえばラジオ、テーププレ
ーヤ、MP3プレーヤ、IPOD(登録商標)装置(Apple Computer, Inc., Cupertino, Californi
aから市販)等)を構成または包含する。
【００８４】
　オーディオまたはビデオ提示装置は、ワークアウトの過程でたとえばユーザ制御コンテ
ンツおよび／または出力によって従来の手法で使用することができるが、本発明の少なく
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ともいくつかの例のシステムおよび方法は、ワークアウト中に提供されるコンテンツ提示
に対し、より多くのユーザ対話および制御を許す。たとえば、本発明の少なくともいくつ
かの例のシステムおよび方法は、ユーザが自らのワークアウトをオーディオ／ビデオおよ
び／または他のコンテンツとで事前にプログラムおよび／または「ミックス」して、たと
えば、所望のオーディオ／ビデオコンテンツ(たとえば音楽再生、ビデオ再生、指導また
はモチベーションコンテンツ等)を、所望の時点で、ワークアウトルーチンまたはエクサ
サイズプログラムの様々な異なる段階に対する所望のタイミングまたは関係で含めること
を可能にする。複数のワークアウトルーチン、任意でユーザミックスワークアウトルーチ
ン、記憶され、ダウンロードされたワークアウトルーチン(任意で、事前に選択されたま
たはユーザ選択された音楽を含む)、購入されたワークアウトルーチン(任意で、事前に選
択されたまたはユーザ選択された音楽を含む)などを電子装置508に記憶またはダウンロー
ドすることができる。また、出力装置、ネットワーク接続または他のコンピュータベース
ステーションもしくは遠隔ステーションを使用するシステムおよび方法においても、ユー
ザは、事前にプログラムされた自らのワークアウトを、他者が、たとえば、ネットワーク
を介してダウンロードする、または他の手法で別のユーザの電子装置508に送信するため
に利用可能にする(たとえば、システム上の一人または複数の他の個人に対して「公に利
用可能」または他の手法で選択的に利用可能にする)ことができる。
【００８５】
　図13および14は、ユーザ(または他者、たとえばコーチ、トレーナー等)が自らのカスタ
マイズされたワークアウトルーチン(たとえば、自らで使用するため、他者が使用するた
め等)を作成することを可能にするために使用することができるユーザインタフェースの
例示的特徴を示す。これらの図面は、ユーザ入力のための電子装置508を使用してユーザ
インタフェースを提供し、ワークアウトルーチンを作成することを説明するが、当業者は
、本発明を逸脱することなく、システム全体と通信する(たとえば、インタネットを介し
て、配線接続を介して等)任意のコンピュータ、たとえば図7の電子装置508および／また
は遠隔システム704と通信するパーソナルコンピュータ702および／または別のコンピュー
タを使用して、ワークアウトルーチンを作成することもできることを理解するであろう。
また、図13および14に関しては特定のユーザインタフェース要素が示され、説明されてい
るが(たとえばスクロールバー、入力領域等)、本発明を逸脱することなく、他のユーザイ
ンタフェース要素、ユーザ入力ハードウェアおよび／またはユーザ入力を受けてワークア
ウトルーチンの特徴を作成および／または変更する方法を使用することもできる。
【００８６】
　本発明の例のユーザ作成ワークアウトルーチンは一つまたは複数の「パート」を含むこ
とができ、各「パート」が特定のタイプのワークアウト活動、たとえばウォームアップ、
ウォーキング、ランニング、自転車こぎ、ボートこぎ、エクササイズ機器またはジムマシ
ン(たとえばトレッドミル、ステアステッパ、エリプティカルマシーン、エクササイズバ
イク、ローイングマシン、クロスカントリースキーシミュレータ等)の使用、ウエイトリ
フティング(フリーウエイトまたはジムマシン)、ヨガ、ダンス、エアロビクス、武術、チ
ームスポーツ、クールダウン等を構成する。この例示的システムおよびユーザインタフェ
ースでは、本発明を逸脱することなく、たとえばジムまたはスパベースの活動、屋外また
はフリーレンジ活動、マシンまたはフリー(非マシン)ベースの活動、チームスポーツまた
は個人活動等をはじめとする活動の任意の組み合わせをワークアウトルーチンに含めるこ
ともできる。
【００８７】
　図13に示すような本発明の例にしたがって、ユーザは、ユーザインタフェース1300上の
「パートを追加」ボタン1302を選択して別個の「パート」または活動をワークアウトルー
チンに加えることによってワークアウトを作成し始めることができる。この例示的システ
ムおよびユーザインタフェースでは、「パート」または活動をワークアウトルーチンに加
えると、「パート」または活動ブロック1304a、1304bおよび1304cが作成される。図13に
は三つの活動ブロック1304a、1304bおよび1304cが示されているが、任意の数の活動ブロ
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ックをワークアウトルーチンに含めることができ、たとえば、スクロールバー1306で対話
する、またはワークアウトルーチンの他の部分を見たいという要望を他の手法で示すこと
により、ワークアウトルーチンに関する他のブロックを閲覧することもできる。
【００８８】
　ひとたびパートまたは活動ブロックが作成された場合には、それはまず、空白として示
されるか、提供される「活動タイプ」のためのラインとして示される(図13の活動ブロッ
ク1304cの「パートC」を参照)。すると、ユーザは、所望の活動タイプを選択することが
できる。たとえば、図13に示すように、パートまたは活動ブロック1304cを加えたのち、
この例示的インタフェース1300で、ユーザは、パートC「活動タイプ」ラインに関連する
「変更」ブロック1308を選択することにより、「活動タイプ」を追加または変更する要望
を示すことができる。この操作は、可能な「活動」のリストを出現させることができ(た
とえば、「ポップアップ」として、別のスクリーンとして、オーバレイとして等)、ユー
ザは、たとえば、当技術分野で公知であり、使用されているような多様なユーザインタフ
ェース要素ならびに対話機構および方法のいずれかを使用して、ワークアウトのための所
望の活動をリストから選択することができる。
【００８９】
　活動タイプが選択されたのち、活動ブロックの他のラインを任意でユーザ変更可能な手
法で埋めることができる。選択された活動タイプは、「パート」または活動のための入力
ラインの残り部分に記入および／または包含されるデータまたは情報に影響する場合があ
る。たとえば、エクササイズマシンを使用する活動タイプの選択は、パート1304a、1304b
および／または1304cの他のラインを、そのマシンに関連する情報、たとえば所望の速度
、所望の傾斜度レベル、所望のウエイトまたは他の抵抗レベル、他の所望のワークアウト
強度特徴、所望の距離、所望のカロリー消費量、所望の移動距離、所望の合計経過時間、
所望のマシン設定(たとえばヒル、ランダム等) 等で埋める場合がある。望むならば、本
発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザが、たとえば、ワークア
ウトの所望のパラメータを所与の活動中の時間とともに制御および／または変更する(た
とえば、マシンの傾斜度、抵抗または強度レベルを時間とともに変更する、走行速度を時
間とともに変化させる等)能力を提供することにより、ワークアウトルーチンをより綿密
にカスタマイズすることを許すことさえできる。所与の「パート」1304a、1304bおよび／
または1304cのさらなるラインは、たとえば、パートおよび／または活動タイプがはじめ
に選択される場合、デフォルト設定で埋めることもできるが、本発明の少なくともいくつ
かの例のシステムおよび方法は、ユーザまたは他者がこれらのラインの内容を、たとえば
、望むならば「活動タイプ」を変更する場合に関して先に記した一般的な手法を含む任意
の所望の手法で、自由にカスタマイズおよび／または変更することを可能にする。任意で
、望むならば、たとえば、ユーザの記録されたワークアウト履歴一般に関連する履歴デー
タ、特定の活動タイプに関するユーザのワークアウト履歴またはユーザの好みもしくは履
歴の他の特徴(たとえば、典型的合計ワークアウト経過時間、経過距離、典型的速度、典
型的傾斜度または抵抗設定、体重、年齢、体重増減等)を含む所望の情報に基づいてデフ
ォルト設定を決定することもできる。
【００９０】
　図13に示すように、様々なワークアウトパート1304a、1304bおよび1304cを生成し、そ
れらに関するデータ入力は、ワークアウトのそのパートの過程でユーザに提示することが
できる「曲」(または任意で他のメディアもしくは他のコンテンツ)を含む。電子装置508
がメディア再生装置(たとえばMP3プレーヤ、IPOD(登録商標)装置(Apple Computer, Inc.,
 Cupertino, Californiaから市販) 等)である場合、本発明の少なくともいくつかの例の
システムおよび方法は、ワークアウトルーチンのそのパート中にユーザ指示リストの曲を
演奏することができる。望むならば、曲または他のコンテンツ提示は、ワークアウト活動
の特定の時間または部分に対してより具体的に標的化することさえできる。このようにし
て、ユーザは、ワークアウトの過程で装置508の設定または出力を調節する必要なしに、
ワークアウトルーチンおよび活動の様々な部分中に提示されるメディアコンテンツを選択
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的かつ容易に制御することができる。
【００９１】
　本発明を逸脱することなく、メディアコンテンツを提示する多様な方法を提供すること
ができる。たとえば、望むならば、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方
法は、ユーザ指示曲をユーザ指定の順序、ランダムまたはシャッフルされた順序、連続的
にループする順序等で再生することができる。追加的または代替的に、望むならば、ユー
ザは、活動に割り当てられた時間または期間よりも長く続くメディアコンテンツをそのパ
ート1304a、1304bまたは1304cのためのリストまたはラインに含めることができ、本発明
のシステムおよび方法は、この状況を所望の手法で扱うように適合させることができる(
たとえば、活動が終了または変更した場合再生を停止し、任意で、次にそのワークアウト
活動、ワークアウトパート1304a、1304bもしくは1304cまたはメディアコンテンツリスト
が使用される場合、停止した位置または中断された曲から再生を再開する等による)。さ
らに別の考えられるオプションとして、望むならば、次のワークアウト活動に取りかかる
まで(たとえば、モジュール502、ユーザ入力等によって指示または感知される)再生を続
けて、ワークアウト活動とワークアウト活動との合間に娯楽および／または他のコンテン
ツをユーザに提供し続けることもできる。本発明を逸脱することなく、これらの状況を扱
う他の所望の方法を使用することもできる。また、望むならば、ユーザは、ワークアウト
の過程で、事前に選択されたコンテンツを新たなメディア選択で無効にする能力を提供さ
れることもできる。
【００９２】
　活動の期間に不十分なメディアコンテンツが指定される場合には、本発明の例によるシ
ステムおよび方法はまた、本発明を逸脱することなく、この状況を任意の所望の手法で扱
うことができる。たとえば、指定された曲またはコンテンツを繰り返すこともできるし、
新たな曲またはコンテンツを自動的に選択することもできる(任意で、他のユーザ入力ま
たは履歴に基づいて、たとえばユーザ登録「お気に入り」から、もっとも頻繁に演奏され
るコンテンツから、ユーザ特定コンテンツに似た特徴を有するコンテンツ(たとえば、よ
く似たビート、リズム等を有するコンテンツ；同じアーティストまたは同じジャンルのコ
ンテンツ；同じ活動を含む他のユーザのワークアウトから「借用」されるコンテンツ；同
じワークアウト内の他のワークアウト活動から「借用」されるコンテンツ等から)。本発
明を逸脱することなく、これらの状況を扱う他の所望の方法を使用してもよい。
【００９３】
　この図示される例のワークアウトパート1304a、1304bまたは1304cは、もう一つの特徴
、すなわち「モチベーション曲」ラインを含む。望むならば、本発明の少なくともいくつ
かの例のシステムおよび方法のユーザは、一つまたは複数の「モチベーション曲」を選択
することができる。モチベーション曲(または他のオーディオ／ビデオメディアコンテン
ツ)は、たとえばユーザをより良いまたは継続したパフォーマンスへとモチベートするの
に役立つことを目指して、ワークアウトルーチン中の様々な時点で演奏することができる
。たとえば、ジムマシンのユーザが、高い強度(たとえば高い傾斜度、高い抵抗レベル、
増大した速度等)を有するワークアウトの部分に近づく場合、本発明の少なくともいくつ
かの例のシステムおよび方法は、さらに増大した難易度に挑むためにさらなる努力を払う
ようユーザをモチベートしようとして、モチベーション曲(または他のメディアコンテン
ツ)の一つを自動的に出力することができる。さらなる例として、モチベーション曲は、
たとえば、ユーザが自己ベスト(たとえばベストスプリットタイム、ベストマイルタイム
、最長合計距離等)に近づいた場合；ユーザがワークアウト中の所定の時間、距離または
場所に近づいた場合；ユーザが所定のペースよりも遅れた場合；ユーザが事前に選択され
た目標またはマイルストーンに近づいた場合等に自動的に発動させることもできる。本発
明を逸脱することなく、モチベーションコンテンツの提示を発動するために所望の時間、
タイミングまたは他のパラメータを使用することができる(その例を以下さらに詳細に説
明する)。モチベーションコンテンツはまた、英数字またはテキスト情報を含むことがで
きる(たとえば、オーディオおよび／またはビデオコンテンツに加えて、またはその代わ
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りに)。
【００９４】
　さらに別の例として、望むならば、ユーザがモチベーション曲または他のコンテンツの
提示を意のままに容易に発動することができるよう、装置508(または506)が「モチベート
」ハードボタンを含むこともできるし、ユーザインタフェースが「モチベート」アイコン
を含むこともできるし、システム全体が他の手法でモチベーションコンテンツの提示をユ
ーザがワークアウトルーチン中に手動で容易に発動することができるようにすることもで
きる(たとえば、ユーザが、無気力であると感じる、または、そうでなければ、モチベー
ションを欠いている、または所望の出力もしくはペースに遅れていると感じる場合、単に
ペースを上げたい、またはモチベーションが欲しい場合等)。
【００９５】
　図14は、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法のユーザにとってワー
クアウトをカスタマイズまたはミックスするために利用可能であるさらなる考えられる特
徴を示す。本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、上記モチベーショ
ン曲の特徴に加えて、またはその代わりに、望むならば、ワークアウトの前、ワークアウ
トの進行中および／またはワークアウト後にユーザに励みを提供するために、ユーザ(ま
たは他者)がオーディオ／ビデオ「コーチ」または他の「モチベータ」を選択することを
可能にする。このコンテンツソースは、たとえば、図14に示すインタフェース1400のユー
ザインタフェース区域1402を使用して選択することができる(「追加」ボタン1410aにより
、ユーザは、コーチ／モチベータ音声、ビデオ等として利用可能なオプションの一つまた
は複数を選択することができる)。本発明を逸脱することなく、たとえばユーザのコーチ
またはトレーナー；有名なアスリートまたは著名人(たとえば、任意で外部ソース、たと
えば図7に関して先に記した遠隔ソース704からユーザによって選択される；電子装置508
のメモリに記憶されている等)；ユーザの配偶者；ユーザの子供；ユーザ等の音声または
画像をはじめとする任意の所望のオーディオ／ビデオコンテンツを使用することができる
。望むならば、ユーザインタフェース1400はまた、ユーザが、コーチまたはモチベータコ
ンテンツとして使用される所望のオーディオおよび／またはビデオコンテンツ(たとえば
、力強いフィニッシュに向けてがんばるよう親を激励するユーザの子供の声等)を記録ま
たはインポートする(外部ソース、たとえば遠隔ソース704から図7のネットワークを介し
て)ことを可能にするユーザ対話および／または入力要素、たとえばアイコンまたはボタ
ン1404aおよび1404bを含むことができる。
【００９６】
　図14のユーザインタフェース1400の区域1406によって例示されるように、コーチ／モチ
ベータコンテンツを自動的に発動またはアクティブ化するために多様なオプションおよび
／または状況を利用可能にすることができる。本発明を逸脱することなく、任意の数の異
なる発動イベントまたは状況をユーザが選択し、所与のワークアウトルーチンまたは活動
で使用することができる(任意で、たとえば、直前のコーチ／モチベータコンテンツに応
答してさらに努力する機会をユーザに与える、コンテンツの過剰演奏を防ぐ等のためにコ
ーチ／モチベータコンテンツの連続アクティブ化の間にいくらか遅延をはさみながら)。
ユーザが所望する発動誘因の一つまたは複数は、たとえば、「追加」ボタン1410bを使用
して選択することができる。また、異なるワークアウトまたはその部分が、異なる発動ま
たはアクティブ化イベント、任意でユーザによって選択され、決定されるイベントを含み
、使用することもできる。コーチ／モチベータコンテンツのための考えられる発動誘因の
例は：所定のペースからの遅れ(たとえば、実際の発動ペースレベル未満へのスローダウ
ン、ベースまたは平均ペース未満の特定の割合のスローダウン等)；自己ベスト(または自
己ワースト)への接近；所定のワークアウト時間の経過；所定の距離または場所への到達
；所定のセットまたは繰返し数の到達；ワークアウトの困難な部分または強い部分への接
近；脈発または心拍数の低下等を含む。また、望むならば、本発明の少なくともいくつか
の例のシステムおよび方法は、自動またはデフォルト発動誘因、任意で、ユーザ選択アク
ティブ化発動誘因に加えてアクティブ化する発動誘因を有することができる。システムは
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、たとえば、各発動イベント経験中にコーチまたはモチベータコンテンツを発動すること
がコーチ／モチベータコンテンツへの過剰暴露を生じさせる場合には、そのように設計さ
れる必要はない。
【００９７】
　望むならば、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、追加的または
代替的に「褒美コンテンツ」を含み、ユーザに提示することができる。ユーザは、この例
示的ユーザインタフェース1400の区域1408を介して褒美コンテンツに入ること、および/
または褒美コンテンツを制御することができる。褒美コンテンツは、本発明を逸脱するこ
となく、多様な異なる形態、たとえば、著名人、有名なアスリート、配偶者、子供、コー
チ、トレーナー等からのオーディオおよび／またはビデオのお祝いの言葉の形態をとるこ
とができる(たとえば、上記の指導／モチベーションコンテンツのソースと同様)。追加的
または代替的に、望むならば、褒美コンテンツは、たとえばユーザによって選択される、
ユーザによって作成された所定のリストから選択される等の褒美の曲を構成することがで
きる。インタフェース区域1402の使用によって選択されるコーチ／モチベータコンテンツ
と同様に、褒美コンテンツのためのコンテンツソースは、任意の所望のユーザインタフェ
ースシステムまたは要素、たとえば、褒美コンテンツのために利用可能な一つまたは複数
のオプションの一覧からの選択を許す「追加」ボタン1410cを使用して選択することがで
きる。褒美コンテンツは、外部ソースのような任意の所望のソース、たとえば、図7に関
連して先に記した、電子装置508のメモリに記憶されている遠隔ソース704等から生成する
ことができる。また、望むならば、ユーザ対話要素、たとえばアイコンまたはボタン1404
aおよび1404bを使用して、褒美コンテンツとして使用される任意の所望のオーディオおよ
び／またはビデオ(または他の)コンテンツを記録またはインポートする(外部ソース、た
とえば遠隔ソース704から図7のネットワークを介して)こともできる。図14には示さない
が、ユーザインタフェース1400はまた、たとえば何らかの目標の達成(たとえば、一定の
ペース以上でラップもしくスプリットタイムまたは距離を走る；ウエイトリフティング中
にウエイト、セットまたは繰返しの数を増す；エクササイズマシンの傾斜度または抵抗レ
ベルを増す；活動中の合計経過時間または距離を増す；コーチまたはモチベータによって
示された目標達成に成功する等)のために褒美コンテンツをアクティブ化するための時間
および／または発動誘因を示すためのユーザ入力を受けることもできる。たとえば、コー
チ／モチベータコンテンツを発動するための区域1406と同様な区域を、ユーザ選択褒美発
動誘因を指定するために使用することができる。
【００９８】
　褒美コンテンツは、ワークアウトまたは活動の最後に提示することができるが、必ずし
もそうでなくてもよい。それどころか、望むならば、褒美コンテンツは、アスレチックパ
フォーマンス中の妥当な時点で、たとえば何らかの目標またはマイルストーンの達成(た
とえば、一定のペース以上でラップもしくスプリットタイムまたは距離を走る；ウエイト
リフティング中にウエイト、セットまたは繰返しの数を増す；エクササイズマシンの傾斜
度または抵抗レベルを増す；活動中の合計経過時間または距離を増す等)のために提示す
ることができる。様々な途中期間での褒美コンテンツの提示は、さらにモチベーションコ
ンテンツをユーザに提供する二重の目的に役立つことができる。褒美コンテンツはまた、
英数字またはテキストコンテンツを構成することもできる(たとえば、オーディオおよび
／またはビデオコンテンツに加えて、またはその代わりに)。
【００９９】
　図15は、たとえば、ユーザが自らのワークアウトを延長するための、自らのパフォーマ
ンスを向上させるための、および／または、自らの所望のフィットネス目標もしくは自己
ベストを達成するか、もしくはそれを超えるのに役立つためのモチベーションコンテンツ
を含むユーザインタフェース1500を提供するための電子装置508の表示スクリーン800の使
用例を示す。この例示的システムおよび方法でワークアウトルーチンが進むにつれ、電子
装置508は、速度、距離およびタイミング情報を受け、その情報を、ユーザの自己ベスト
に関するユーザの過去のワークアウトデータに比較する。この図示される例では、合計距
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離、経過時間および現在速度データが区域1502でユーザに表示される。加えて、この例で
既存のワークアウトに関して収集されたデータは、合計走破距離においてユーザが自己ベ
ストに近づきつつあることを示している。このタイプのモチベーションコンテンツを発動
するためには、任意の関連するデータ(たとえば、合計時間、合計カロリー消費量、現在
のペース等)を使用することができる。
【０１００】
　そのような状況で、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、所定の
目標もしくはマイルストーンに達する、および／または、自己ベストを達成することを目
指して、努力を増す、および／または、ワークアウトを延長するよう、ユーザに促すこと
ができる。ユーザは、望むならば、オーディオおよび／またはビジュアルインジケータ、
たとえば電子音、閃光またはアイコン等を使用して、スクリーン上のこの促しの存在を知
らされることもできる。図14に関連して、様々なタイプの考えられるモチベーションコン
テンツが先に記されている。追加的または代替的に、望むならば、音楽(または他のオー
ディオ、ビデオ、テキストまたは英数字コンテンツ)をモチベータとして使用することが
できる。図示される例では、インタフェース1500の区域1504は、ユーザに対し、ユーザが
何らかの目標またはマイルストーンに近づきつつあることをアドバイスする。そして、イ
ンタフェース1500は、ワークアウトを、たとえば少なくともさらに1曲分の時間の長さだ
け延長するようユーザを励ます。ユーザがこの促しに対して「はい」と意思表示する場合
には、一つまたは複数のさらなる曲が演奏され、ワークアウトが延長されることができる
(「いいえ」と意思表示される場合には、ワークアウトは継続し、元々指定された時間／
距離等で終了することができる)。図15に示すタイプのインタフェースは、特定された目
標、マイルストーンまたは自己ベストの達成がワークアウトを先にユーザによって設定さ
れたワークアウトパラメータよりも何らかの手法で延長する(たとえば、合計時間、距離
等を延長する)状況で、たとえば、望むならば元々のスケジュールを維持する機会をユー
ザに与えるために特に有用であることができる。
【０１０１】
　図15は、このような状況で利用可能であるさらなる考えられるオプションを示す。本発
明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、単に一覧から次の曲を演奏する、
または、電子装置508に記憶された、またはそれを介して利用可能な曲から1曲をランダム
に選択するのではなく、ユーザが、この延長されたワークアウト期間中に、特別に特定さ
れたモチベーション曲の一つの使用を指定する、および／または、その曲を選択すること
を可能にする。これは、たとえば、「モチベーション曲」アイコン1506を選択することに
よって達成することができる。この動作は、ユーザの事前に指定されたモチベーション曲
の一覧(たとえば図13を参照)から曲を自動的に選択することができ、任意で、モチベーシ
ョン曲一覧が多数の曲を含む場合には、その一覧からのランダムな選択である。または、
望むならば、アイコン1506との対話が、ユーザが、その場合に望まれる特定のモチベーシ
ョン曲を選択することを可能にする一覧をアクティブ化することができる。本発明を逸脱
することなく、モチベーション曲をユーザに提供する他のインタフェースおよび方法を使
用してもよい。
【０１０２】
　望むならば、モチベーション曲アイコンまたはボタン(または他のインタフェース要素)
 1506は、本発明の例の全システム、方法およびユーザインタフェースのいくつかまたは
すべてのスクリーンに出現させることもできる。この特徴は、ユーザが、モチベーション
コンテンツへの容易なアクセスおよびそのアクティブ化を有することを可能にする。追加
的または代替的に、望むならば、ハードボタンまたは他のハードウェア要素を電子装置50
8 (またはインタフェース506もしくは他の装置)とともに設けて、ユーザのモチベーショ
ンコンテンツへの容易なアクセスおよび／またはそのアクティブ化を可能にすることもで
きる。
【０１０３】
　以下、図16～19に関連して、モチベーション曲およびモチベーション曲ライブラリの特
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徴およびそれらの使用に関連するユーザインタフェースのさらなる例をさらに詳細に説明
する。
【０１０４】
F.本発明の例のシステムおよび方法における音楽および／または他のコンテンツに関連す
る主観的ユーザ入力の使用
　たとえば図13～15に関連して先に記したように、本発明の少なくともいくつかの例のシ
ステムおよび方法の一つの局面は、たとえばユーザが飽きないようにする、および／また
は、ユーザを刺激して自らのフィットネスを向上させ、自らの目標を達成させる等のため
に、娯楽、モチベーションおよび／または褒美コンテンツ(たとえばオーディオ、ビデオ
または他のメディアコンテンツ、英数字またはテキストコンテンツ等)をユーザに提供す
ることに関する。モチベーション曲(または他のメディアコンテンツ)は、ワークアウト中
の多様な異なる時点、たとえば、ユーザが事前に選択された目標またはマイルストーンに
到達する機会を有する時点；ユーザが自己ベストに達する機会を有する時点；ユーザが実
際に目標を達成する、マイルストーンに達するまたは自己ベストを設定する時点；ユーザ
が事前に選択されたペースまたは目標から遅れた時点；ユーザがモチベーション曲を要求
する時点等で使用することができる。
【０１０５】
　図16は、ユーザが自らの個人的好みに基づいてモチベーション曲を選択することができ
るユーザインタフェース1600を示す。ユーザインタフェース1600は、任意の所望の場所で
ユーザに利用可能にする、たとえば、電子装置508上に提供する、ユーザのパーソナルコ
ンピュータ702上に提供する、遠隔システムまたはソース704からダウンロードする等がで
きる。この図示される例のユーザインタフェース1600では、インタフェース1600のアクテ
ィブ化が曲ライブラリ一覧1602を生成し、この一覧を介してユーザは一つまたは複数の曲
(たとえば、この例ではハイライト表示された「曲C」)を選択し、それ／それらを、「追
加」ボタンアイコン1606を使用して「モチベーション曲ライブラリ」1604に「追加」する
ことができる。任意で、必要に応じてかつ望むならば、「追加」アイコン1606の選択がシ
ステム、方法および／またはユーザインタフェースをアクティブ化して、ユーザが、たと
えば遠隔、市販、オンラインソース等からメディアコンテンツをダウンロードし、購入す
ることを可能にする。曲は、「削除」アイコン1608を使用してモチベーション曲ライブラ
リ1604から削除することもできる。本発明を逸脱することなく、モチベーション曲を特定
し、選択し、モチベーション曲ライブラリのコンテンツを制御するためのユーザインタフ
ェースとの内容、提示およびユーザ対話における多くの変形が可能である。また、上記説
明(および以下の説明の多く)は、「モチベーション曲」に関してモチベーションコンテン
ツを説明するが、当業者は、本発明を逸脱することなく、モチベーションコンテンツが曲
以外の形態、たとえば所望のオーディオ、ビデオおよび／またはメディアコンテンツ、英
数字またはテキストコンテンツ、たとえばユーザ携行ポータブル再生装置によって提示す
ることができる形態をとることもできることを理解するであろう。
【０１０６】
　図16は、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法で利用可能であるもう
一つの特徴を示す。この例のユーザインタフェース1600は、「最高のモチベーション曲」
を選択するようユーザに要求する(区域1610を参照)。最高のモチベーション曲は、モチベ
ーション曲ライブラリ1604に含まれる曲の一つであってもよいし、そうでなくてもよいし
、多様な方法で使用されることができる。この図示される例では、最高のモチベーション
曲は、「変更」ボタンまたはアイコン1612の選択および次に異なる曲の選択(たとえば、
全曲一覧1602またはモチベーション曲ライブラリ1604から)またはその逆の手順によって
変更することができる。本発明を逸脱することなく、最高のモチベーション曲が存在する
場合、それを選択し、変更する他の方法を使用してもよい。
【０１０７】
　上記のように、「最高のモチベーション曲」は、潜在的に、本発明の例のシステムおよ
び方法で多様な方法で使用することができる。たとえば、「最高のモチベーション曲」が
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ユーザのお気に入りワークアウト曲の一つである場合には、「最高のモチベーション曲」
としてのその指定は、その曲が、本発明のいくつかの例のシステムおよび方法によって、
他の特定された「モチベーション曲」よりも頻繁に使用されるようにすることができる。
このような状況および構成で、ユーザは、お気に入りの曲をより頻繁に聴くことになるが
、ライブラリ1604中の他のモチベーション曲の存在のせいで、最高のモチベーション曲は
、モチベーション曲が提示されるたびに演奏されるわけではない。もう一つの例として、
「最高のモチベーション曲」を「特別な」ワークアウトの機会、たとえば、ユーザの目標
またはマイルストーンが潜在的に到達可能な範囲にきた場合、自己ベストを超えることが
できる場合等のためにとっておき、一方、他のモチベーション曲を、他の時機、たとえば
気合いを入れなければならない場合、事前に設定されたペースよりも落ちた場合等で使用
することもできる。さらに別の例として、望むならば、最高のモチベーション曲を、モチ
ベーション曲を要求するユーザ入力に応答して使用するためにとっておき(たとえば、図1
5に関連して説明したように、ボタンまたはアイコン1506が選択された場合)、一方、ライ
ブラリ1604中の他のモチベーション曲を、本発明のシステムおよび方法によって、たとえ
ばユーザのパフォーマンスに応答して(および／またはそれを高めるために)自動的に(任
意でランダムに)選択することもできる。本発明の例のシステムおよび方法は、本発明を
逸脱することなく、最高のモチベーション曲(あるならば)をさらに他の方法で使用するこ
ともできる。
【０１０８】
　任意で、望むならば、本発明のいくつかの例のシステムおよび方法で、モチベーション
曲ライブラリを省くこともできる。望むならば、一つのモチベーション曲(曲の集合では
なく)が、たとえばモチベーションおよび／または褒美コンテンツを提供するために、ユ
ーザによって特定されることもできる。
【０１０９】
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、モチベーション曲および／
またはモチベーション曲ライブラリに関するさらなる機能を提供することができる。上記
のように、本発明の少なくともいくつかのシステムおよび方法は、たとえばインタネット
または別のネットワーク接続を介して遠隔システム(たとえば図7のシステム704)に接続す
ることができる。遠隔システムはまた、他のユーザからデータを受けることができるため
、本発明の例のシステムおよび方法は、他のユーザによって供給されるモチベーション曲
情報に基づいてメディアコンテンツ(たとえばモチベーション曲コンテンツ)を一人のユー
ザに提案または推奨することもできる。たとえば、一人のモチベーション曲ライブラリの
ためのモチベーション曲が選択されると(図16に示すように)、本発明の少なくともいくつ
かの例のシステムおよび方法は、ユーザのライブラリのためのさらなるモチベーション曲
の提案または推奨を提供することができる。図17は、この機能を実行するためのユーザイ
ンタフェース1700の一例を示す。図17に示すように、ユーザのモチベーション曲ライブラ
リのための特定の曲が選択されると、本発明のこの例のシステムおよび方法は、その曲の
選択履歴および／またはシステムの他のユーザのモチベーション曲ライブラリを閲覧し(
たとえば遠隔システム704を使用して)、その同じ曲をモチベーション曲ライブラリに選択
した他のユーザのモチベーション曲ライブラリに基づいて他の提案されるモチベーション
曲の一覧1702を提供することができる。ひとたび一覧1702が生成され、ユーザに提示され
た場合には、ユーザは、自らのモチベーション曲ライブラリに含めるための曲の一つまた
は複数を一覧1702から選択することができる。必要に応じて、ユーザが所望の曲のいずれ
かをたとえば市販および／またはオンラインソースからダウンロードおよび／または購入
することを可能にするために適切なインタフェースが提供されてもよい。「無料サンプル
」アイコン1704が、ユーザが提案された曲またはメディアコンテンツの少なくともいくら
かの部分、たとえば動画クリップを視聴することを可能にして(たとえば、内容がよくわ
からない場合には)、選択決定のために基になるさらなる情報を提供する。
【０１１０】
　さらなる曲(モチベーション曲を含む)または他のメディアコンテンツのための提案は、
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ユーザによって選択される特定の曲(または他のコンテンツ)に基づく提案に限定されず、
その同じ曲(またはコンテンツ)を使用した他のユーザによって下された選択に基づく提案
に限定されない。本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザの曲
ライブラリの全コンテンツ、お気に入り一覧、もっとも頻繁に演奏される一覧、モチベー
ション曲ライブラリ等の全コンテンツに基づき、他の要因、たとえば、ユーザのライブラ
リまたは一覧の一つまたは複数に含まれる曲と同じアーティストまたはグループからの曲
；ユーザのライブラリまたは一覧の一つまたは複数に含まれる曲と同じジャンルの曲；ユ
ーザのライブラリまたは一覧に含まれる曲と同じまたはよく似たビートまたはリズムを有
する曲等に基づいてさらなる曲を提案することができる。また、他の類似性要因、たとえ
ば年齢、性別、趣味一覧等の類似性がこれらの提案を行うのに役割を演じることができる
。提案される曲の一覧またはタイトルをユーザに示し；必要に応じてユーザが所望の曲を
たとえば市販および／またはオンラインソースからダウンロードおよび／または購入する
ことを可能にし；ユーザが「サンプル視聴」することを可能にする等のために、たとえば
図17に関連して先に記したような適当なインタフェースを提供することができる。
【０１１１】
　また、ユーザによって入力される主観的データを本発明の少なくともいくつかの例のシ
ステムおよび方法で使用して、たとえばメディアコンテンツ(たとえば曲、ビデオ等)の使
用および／または状態を少なくとも部分的に制御することもできる。図18が一例を示す。
ワークアウトが進行し、曲(または他のメディアコンテンツ)の提示が完了すると、本発明
の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、曲または他のコンテンツに関する主
観的ユーザフィードバックを要求することができる。図18に示すように、この例のユーザ
インタフェース1800は、ユーザが先のコンテンツをどれほど気に入ったかを示すことを要
求する区域1802を含む。この図示される例では、ユーザは、この問いに対し、以下の六つ
の考えられる応答を提供することができる、すなわち：(a)曲をその現在の状態(たとえば
その現在のプレイリスト中に、同じ演奏頻度等)に維持する；(b)その演奏頻度を増す、(c
)「モチベーション曲ライブラリ」(たとえば、上記のようなモチベーション曲)に追加す
る；(d)「最高のモチベーション曲」(たとえば、上記のような最高のモチベーション曲)
にする；(e)その演奏頻度を下げる；および(f)それをワークアウトから削除する。当然、
これらは、区域1802に含めることができる、考えられるオプションの単なる例である。望
むならば、本発明を逸脱することなく、さらなるオプションを含める、リストされたオプ
ションの一つまたは複数を省く、オプションを提示する他の方法を提供する等ができる。
【０１１２】
　図18は、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法で利用可能にすること
ができるもう一つの機能を示す。上記のように、本発明の少なくともいくつかの例のシス
テムおよび方法は、ユーザのアスレチックパフォーマンスの特性を感知、追跡および／ま
たは記憶するための電子モジュール502および／または他の装置(たとえば速度および／ま
たは距離モニタリングシステム、リズム検出またはモニタリングシステム、身体的または
生理学的パラメータ計測システム等)を含むことができる。ユーザのアスレチックパフォ
ーマンスに関する客観的データは、ワークアウト中に電子装置508を介してユーザに提示
される音楽または他のメディアコンテンツについて追跡することができる。このようにし
て、ユーザのアスレチックパフォーマンスに対するメディアコンテンツの客観的効果(あ
るならば)を追跡することができ、ユーザは、コンテンツの提示とユーザの実際のパフォ
ーマンスとを相関させる客観的データに少なくとも部分的に基づいて、特定のメディアコ
ンテンツの状態(たとえば、プレイリストへのその包含、その演奏頻度、モチベーション
曲としてのその状態、最高のモチベーション曲としてのその状態等)に関する決定を下す
ことができる。換言する場合には、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方
法は、任意で異なる活動タイプ(たとえば、ランニング中、エリプティカルマシーンの使
用中、ウエイトリフティング中等)に関してユーザのアスレチックパフォーマンスにプラ
スまたはマイナスに影響する曲および／または他のメディアコンテンツを特定するために
使用することができる。
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【０１１３】
　より具体的な例として、少なくとも一部のユーザにとって、ワークアウト活動中にユー
ザのリズムに密接に対応または合致するビート(たとえば音楽のビートまたはテンポ)を有
するコンテンツの提示(たとえば、ランニング中の着地、エアロバイクまたはエリプティ
カルトレーニングマシーンの足踏みまたはプッシュオフ、ローリングプル等、たとえば、
ステップまたは力の奮発1回あたり二つの音楽ビートなど)は、ユーザのパフォーマンスに
プラスの影響を与えることができる。換言する場合には、一部のユーザは、意識的または
下意識的に自らのステップまたは他の奮発のリズムを音楽のビートと同調させようとする
場合がある。この動作は、これらのユーザがより長期間ペースアップを維持するのに役立
つことができる(すなわち、ユーザは、疲れ、通常ならばスローダウンしてしまう場合で
も、リズムを音楽と同調させて維持しようとすることができる)。反対の効果もまた可能
である(たとえば、より遅いビートを有する音楽コンテンツが提供される場合、ユーザは
、ステップまたは奮発のペースまたはリズムをスローダウンすることもできる)。したが
って、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法(たとえば、ユーザのパフ
ォーマンス特性をオーディオ／ビデオコンテンツ提示と相関させることができるシステム
および方法)はまた、パフォーマンスを高めることができる、および／またはパフォーマ
ンスを高めると実証されている、ユーザのための音楽および他のコンテンツを特定するた
めに使用することもできる。さらには、ユーザパフォーマンスに対してプラスの効果を有
する音楽または他のコンテンツに関するデータを使用することにより、本発明のこの例の
システムおよび方法は、類似した特徴(たとえばよく似たジャンル、ビート等)を有する他
のコンテンツを特定することができ、システムおよび方法は、このコンテンツ(たとえば
曲)をユーザに自動的に提案または提示することができる。なおさらなる例として、望む
ならば、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザのパフォーマ
ンスにプラスの影響を与えたと実証されているコンテンツの特徴により良く合致するよう
に音楽または他のコンテンツの再生特性を変化させることができる(たとえば、音楽また
は他のコンテンツの音楽ビートまたは再生をスピードアップおよび／またはスローダウン
させて、他のプラスの影響を与えるコンテンツのビートにより良く合致させる、ユーザの
リズムもしくはステップのペースにより良く合致させる、および／または、ユーザのリズ
ムを変化させやすくする等)。
【０１１４】
　図18に示すように、ユーザインタフェース1800は、ユーザが、特定された曲(または他
のメディアコンテンツ)の提示中の自らのパフォーマンスに関する客観的データを要求す
ることを可能にするアイコン1804を含む。この図示される例では、このアイコン1804の選
択が、図19に示すようなインタフェーススクリーン1800を変化させて、曲(または他のメ
ディアコンテンツ)の提示中のユーザのアスレチックパフォーマンスに関する客観的デー
タが利用可能である場合にはそれを提示させる。この図示される例では、インタフェース
1800の区域1806は、特定された曲(または他のメディアコンテンツ)の提示中に感知された
パフォーマンス変更データ(あるならば)を示す。そして、望むならば、ユーザは、たとえ
ば区域1802で、上記の手法で、このさらなる客観的データに基づき、その曲の状態に変更
を加えることができる。望むならば、少なくともいくつかの場合(たとえば、強いプラス
またはマイナスのパフォーマンス影響が感知される場合)、ユーザ対話または選択の必要
なしに(たとえばインタフェース1800および／またはアイコン1804等を使用して)客観的デ
ータを自動的にユーザに提示することができる。
【０１１５】
　ユーザのアスレチックパフォーマンスに対する音楽または他のメディアコンテンツの客
観的影響に関する情報の記憶は、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法
によって他の方法で使用することもできる。たとえば、本発明の少なくともいくつかの例
のシステムおよび方法は、ユーザのパフォーマンスにプラスの影響を与えると思われる曲
(または他のメディアコンテンツ)を特定することにより、ワークアウト中の所望の時点(
たとえば、ワークアウトの強い部分の間、スローダウンが感じられる場合、所定の目標ま
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たはマイルストーンが到達されそうな場合、新たな自己ベストが達成されそうな場合等)
でこれらの曲を自動的に提示するために使用することができる。実質的に、本発明の少な
くともいくつかの例のシステムおよび方法は、客観的パフォーマンスデータを使用して、
先に概説したように、「モチベーション曲ライブラリ」を自動的に生成しすること、およ
び／または「最高モチベーション曲」を特定することができる。そのような自動的に生成
または特定されるコンテンツは、上記の主観的なユーザ特定ライブラリおよび／またはコ
ンテンツに加えて、および／またはその代わりに使用することができる。自動的に生成さ
れる「モチベーション曲ライブラリ」および／または「最高のモチベーション曲」に含め
るための曲または他のメディアコンテンツを特定する際には、任意の所望の条件またはパ
ラメータ(たとえば、速度または他のパフォーマンスパラメータの1％、2％。3％またはそ
れ以上の増加等)を使用することができる。
【０１１６】
　自動的に生成される「モチベーション曲ライブラリ」および／または「最高モチベーシ
ョン曲」を提供するためにメディアコンテンツ出力と相関させる客観的データの使用に加
えて、客観的データは、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法により、
少なくとも部分的に、ユーザのためのワークアウトルーチン全体(ミックスされた音楽を
含む)を作成するために使用されることもできる。たとえば、客観的データは、ワークア
ウトルーチン中に含め、提示する(たとえば、ユーザのパフォーマンスを高めようとして)
ための音楽および／または他のコンテンツが、過去にユーザのパフォーマンスにプラスの
影響を与えた(任意で活動タイプごとに)曲または他のコンテンツを示す客観的データに基
づいて自動的に選択される、一つまたは複数の活動タイプを含むワークアウトルーチンを
作成するために使用することができる。
【０１１７】
　ある特定の個人のために提案されるワークアウトルーチンに含めるためにその個人から
の客観的データを使用することに加えて、特定のメディアコンテンツおよびパフォーマン
スに対するその効果に関連する客観的データは、たとえば、遠隔ソース704により、ネッ
トワーク(たとえばインタネット) 等を介して他者とで共有することができる。より具体
的な例として、一人のユーザからのワークアウトルーチンまたはその部分(メディアコン
テンツを含む)を、本発明のシステムおよび方法によって使用して、一人または複数の他
のユーザのためのワークアウトルーチンまたはその部分を作成すること、および/または
特定のメディアコンテンツ(少なくとも一人のユーザのパフォーマンスにプラスの影響を
与えることがわかっている)を特定の時点で一人または複数の他のユーザに提示すことが
できる。任意で、本発明の例のシステムおよび方法はまた、客観的データおよびメディア
コンテンツを少なくとも部分的に使用して、一人のユーザからのワークアウトルーチン(
メディアコンテンツを含む)を、そのユーザと同じ一般的特徴、たとえばよく似た身長、
体重、フィットネスレベル、ワークアウト長さ、活動タイプ、活動タイプの組み合わせ、
同じ性別、同じ趣味等の一つまたは複数を有する複数のユーザに提示することができる。
【０１１８】
G. 本発明の例のシステムおよび方法の様々な考えられる機能
　本発明を逸脱することなく、システム、方法およびそのためのインタフェースの上記機
能に対し、当技術分野で一般に知られ、使用されている機能、たとえば市販のコンピュー
タおよび／または電子装置オペレーティングシステムの機能を含めるためのユーザインタ
フェースに対する変更をはじめとする多様な変更を提供することができる。以下の部分は
、システム、方法およびそのためのユーザインタフェースの機能に対する特定の考えられ
る具体的な変更を記載するが、当業者は、本発明を逸脱することなく、これらの機能に対
する他の変更および／または他の機能の使用もしくは包含が可能であることを認識するで
あろう。これらの具体的な機能の以下の記載は、本発明のシステム、方法およびユーザイ
ンタフェースを限定する、または、それらがこれらの具体的機能を含むことを要求するも
のとして、および／または、本発明のシステム、方法およびユーザインタフェースがさら
なる機能または異なる機能を含んではならないことを示すものとして解釈されるべきでは
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ない。
【０１１９】
1. 特定のユーザのための褒美プログラムおよび／または強化された機能セット
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、電子モジュール(たとえば
モジュール502、歩数計タイプ速度および／または距離計測電子モジュール、身体的およ
び／または生理学的パラメータ計測モジュール等)がフットウェア製品の一部として含ま
れる、またはフットウェア製品に設けられた受け部に取り付けられる状況および／または
構成に限定されない。それどころか、電子モジュールは、多様な異なる製品、たとえば服
装(たとえば、図1に示すようにシャツまたはジャージー)に含められる；ユーザによって
携行または装用される別個の要素として設けられる；ユーザの体、衣服、靴、機器等(た
とえば、図1に示すリストバンド要素または接着適用されたモジュール)に取り付けられる
等ができる。本発明の少なくともいくつかの例にしたがって、電子モジュールを取り付け
または携行する所望の手法を使用することができる。
【０１２０】
　ユーザの体などの様々な異なる場所または位置に取り付け、効果的に使用することがで
きるモジュールの場合でさえ、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は
、モジュールの取り付け方、モジュールが取り付けられる機器、モジュールの使用され方
、モジュールとともに購入または入手される物品または装置等に基づいて、モジュールお
よび／またはアスレチックパフォーマンス感知および／または追跡システム全体に異なる
機能性を提供することができる。例として、望むならば、本発明の少なくともいくつかの
例のシステムおよび方法のユーザは、特定の製造者によって提供される機器とともにモジ
ュールが購入および／または使用される(たとえば、所定の製造者の衣服、フットウェア
および／または他の機器等で購入、取り付けおよび／または使用される)場合、様々な「
褒美」および／または「強化された機能セット」を受けることができる。
【０１２１】
　本発明を逸脱することなく、「褒美」および／または「強化された機能セット」を提供
および／またはアクティブ化する任意の所望の方法を提供することができる。たとえば、
モジュールとともに使用するための衣服、フットウェアおよび／または他の機器は、電子
モジュールと何らかの手法で対話して「褒美」および／または「強化された機能セット」
の利用可能性を提供および／または発動するアクティブ化および／または認証システムの
少なくともいくらかの部分を含むことができる。このようなアクティブ化および／または
認証システムの例は、たとえば、2005年6月27日出願の米国特許出願第11/166,351号、200
6年4月20日出願の米国特許出願第11/407,328号および2006年5月3日出願の米国特許出願第
11/416,458号に記載されている。これらの特許出願それぞれが参照により本明細書に全体
として組み入れられる。もう一つの例として、望むならば、ユーザがモジュール「使用可
能」または「作動可能」の衣料品、フットウェア製品および／またはアスレチック機器を
購入すると、ユーザは、「褒美」または「強化された機能セット」を直接提供する、アク
ティブ化する、および／または、それらへのアクセスを提供するクーポン、インタネット
コード、パスワード、他のアクセスコードまたは他の情報を与えられることができる。本
発明を逸脱することなく、「褒美」および／または「強化された機能セット」をアクティ
ブ化および／または取得する、および／または、特定の衣料品、フットウェア製品および
／またはアスレチック機器との電子モジュールの使用を認証する他の方法を使用すること
もできる。
【０１２２】
　「褒美」および／または「強化された機能セット」はまた、本発明を逸脱することなく
、所望の形態をとることができる。たとえば、上記のように、「褒美」は、下記のための
クーポン(紙または電子)を構成することができる：無料または割引商品(たとえば、参加
企業からフットウェア、衣服または機器とともに購入した場合の、将来の購入に対する割
引、電子モジュール(または他の機器)に対する割引等)；キャッシュバックオファー；参
加企業からモジュールおよびフットウェア、衣服または機器を購入した場合の無料の追加
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商品等。さらなる例として、望むならば、遠隔システム(たとえば、図7に示すシステム70
4、たとえばウェブサイト、サーバ等)またはアスレチックパフォーマンスデータを受信、
記憶、処理および／または管理するための他のシステム(たとえば、図7のコンピュータ70
2上またはそれを通して稼働)が、同じく参加企業からフットウェア、衣服または機器を購
入したモジュールユーザのために強化された機能性(たとえば、より長いデータ記憶期間
、さらなるインタフェース機能、さらなるデータ処理および／または表示機能等)を提供
することができる。なおさらなる例として、望むならば、「褒美」または「強化された機
能セット」は、同じく参加企業からフットウェア、衣服または機器を購入したモジュール
ユーザのアスレチックパフォーマンスデータを記憶し、処理するためにウェブサイトまた
は他のコンピュータプログラムへの無料アクセス(任意で、期間限定の無料アクセスまた
はお試し期間)を構成することができる(他方、参加企業からフットウェア、衣服または機
器を購入していないモジュールユーザは、ウェブサイトまたはコンピュータプログラムへ
のアクセスのために料金またはより高い料金、任意で月額または他の会費タイプ料金を支
払うことを求められる等)。本発明を逸脱することなく、多様な他のタイプの「褒美」お
よび／または「強化された機能セット」が可能である。
【０１２３】
2. アスレチックパフォーマンスデータ提示
　公知であるように、従来のアスレチックパフォーマンスおよびエクササイズ機器は、ユ
ーザのパフォーマンスまたはワークアウトに関するデータおよび情報(たとえば、距離、
時間、速度、消費カロリー、代謝当量(「MET」)等)をユーザに提示することができる。本
発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、たとえば、より娯楽的、モチベ
ーション的、目標指向等にするために、パフォーマンスデータおよび／または情報を他の
形態またはフォーマットでユーザに提供するようにプログラムされ、かつ適合させること
もできる。たとえば、距離に関して、移動したマイル数またはキロ数を単に示すのではな
く、距離データ(たとえば、所与のワークアウトに関する移動距離、二つまたはそれ以上
のワークアウトの過程で移動した距離、合計移動距離等)を、「現実世界」で移動した距
離の指示として提供することもできる。より具体的な例として、移動距離データは、ユー
ザが移動した距離を示す該当区域の地図(たとえばユーザの地元区域、州地図、米国地図
、世界地図等)として提示することができる。このような提示ツールは、モチベーション
を提供する、および／または、ユーザが目標をより良く定め、視覚化することに役立つこ
とができる。たとえば、ユーザは、指定時間(たとえば1ヶ月)内に「地元州を横断する」
または指定時間(たとえば1年)内に「米国を横断する」距離をトレッドミル上で走る、ま
たはエアロバイクでこぐ「目標」を有することができる。地図上のそのようなユーザの進
捗状況の提示は、ユーザが、自らの目標および現在の進捗状況を容易に視覚化する、およ
び／または、将来の目標に向けて努力を続けるためのモチベーションを提供するのに役立
つことができる。たとえばさらなるモチベーションの目的のために、多数のユーザ、任意
で仮想レースに参加する、互いに競い合う、および／または、共通の目標を達成するため
に努力するユーザを、一つの地図上に示すこともできる。
【０１２４】
　本発明を逸脱することなく、ユーザの進捗状況および／または目標を任意の所望の区域
の地図(たとえば、場所的に該当する地図、ユーザがよく知る、および／または、ユーザ
によって選択された区域の地図等)上に提示することができる。追加的または代替的に、
地図は、本発明のシステムおよび／または方法により、時間とともに、任意で自動的に変
化させることもできる。たとえば、長距離ランニングまたは自転車走行の目標を有するユ
ーザの場合、表示される地図は、特定のマイルストーンが近づく、および／または、それ
が達成されるにつれて変化することができる。たとえば、「米国を横断する」ランニング
または自転車走行の目標を有するトレッドミルまたはエクササイズバイクユーザの進捗状
況は、ユーザの距離が時間とともに累積するにつれ、様々な方法で表示することができる
。ユーザの累積距離が350マイルを過ぎる、またはそれに近づくワークアウト中、本発明
の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、カリフォルニア州サンディエゴおよ
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びアリゾナ州フェニックスを含む地図を表示することができ、ユーザに対し、たとえば「
おめでとう。今日、目標に向けて350マイルマークを通過しました。この地図に示すよう
に、サンディエゴから走り始め、今日中にフェニックスに到達するでしょう！」とアドバ
イスすることができる。のちに、この同じユーザは700マイルマークに到達することがで
きる。その日、本発明のこの例のシステムおよび方法は、ワシントンD.C.およびイリノイ
州シカゴを含む地図を表示することができ、ユーザに対し、たとえば「おめでとう。今日
、目標に向けて700マイルマークを通過しました。この地図に示すように、これは、ワシ
ントンD.C.とイリノイ州シカゴとの間に等しい距離です。この調子でがんばってください
！」とアドバイスすることができる。当然、本発明を逸脱することなく、多様なメッセー
ジ、地図、スタート／ゴール地点などを使用することができ、少なくとも部分的にそれら
の特徴を指示または画定するためのユーザ入力を提供することができる。
【０１２５】
　他のワークアウト活動タイプの場合の「現実世界」の目標は、たとえば、ブルックリン
橋を持ち上げるのに十分な合計重量の目標(たとえばポンド×セット数×繰返し回数／セ
ット等)；エベレストに登るのに十分な合計フロア数またはヒルクライムの目標；ミシガ
ン湖をボートで渡るのに十分なボートこぎ合計マイル数の目標；北極点までスキーで行く
のに十分な合計マイル数の目標等を含むことができる。ユーザを楽しませ、モチベートし
、ワークアウトルーチンを長く継続することを面白くさせるために、任意の所望の「現実
世界」目標を視覚的または他の手法で提示することができる。
【０１２６】
　たとえば、娯楽、モチベーションおよび／または目標指向の目的のために、他の計測さ
れるワークアウトパラメータを「現実世界」の言葉で有用に表すこともできる。さらなる
例として、ワークアウト強度データに関する情報(たとえば消費カロリー、MET等)をより
「現実世界」的な形態またはフォーマットで提示または表示することもできる。より具体
的な例として、「カロリー」データおよび情報を、特定の食品または飲料に等しいものと
しての現実世界の言葉で提示することができる(たとえば、目標としてワークアウト前に
、ワークアウト中に、および／またはワークアウト後分析中に)。当然、本発明を逸脱す
ることなく、表示は、所望の食品または飲料をユーザに提示することができる。例として
、ワークアウトを開始する前にユーザが「カロリー消費量」目標を選択する場合には、本
発明の例のシステムおよび方法は、そのカロリー消費目標に対応する食品または飲料のア
イコンまたは画像を表示することができる(たとえば、エクササイズ機器の表示装置上、
ポータブル電子装置508上等に表示される、たとえばハンバーガー3個、ワイン2杯、完全
な食事1回分等)。そして、ワークアウトが進行するとともに、これらのアイコンまたは画
像が消滅する、および／または、外観を変化させて、ワークアウトが完了した程度を示す
ことができる。本発明を逸脱することなく、画像またはアイコンを提示および／または変
化させる任意の所望の方法、たとえば以下の方法を使用することができる：アイコンまた
は画像の色を変化させる(任意で、ワークアウトが進行するとともに部分的に)方法；アイ
コンまたは画像の部分を漸増的に退色、グレー化または消滅させる等の方法；アイコンま
たは画像の部分を漸増的にカラー化または出現させる方法；アイコンまたは画像を「×」
印で消してゆく(たとえば、「×」もしく「No」記号または類似した文字もしくはアイコ
ンを食品または飲料のアイコンまたは画像の上に徐々に重ねてゆく等)方法等。追加的ま
たは代替的に、ワークアウト後の(または他の時点での)カロリー消費データおよび情報は
、同等な食品、飲料および／または食事の画像またはアイコンとして表示することもでき
る(たとえば、エクササイズ機器上、電子装置508上、ワークアウト後分析コンピュータ(
たとえば図7のコンピュータ702)上等に)。
【０１２７】
3. 特殊なまたは標的化されたワークアウト目標
　上記のように、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザのた
めの事前にプログラムされたワークアウト(任意で、ユーザ指定ワークアウトルーチン、
第三者設計ワークアウトルーチン、購入されたワークアウトルーチン、ダウンロードされ
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たワークアウトルーチン、それらの組み合わせ等)を提供するために使用することができ
る。このようなワークアウトは、多様な活動タイプ、および任意で、ワークアウトごとに
変化する活動(たとえば、日によって異なるタイプの活動、日によって異なるワークアウ
トパラメータ等)を含むことができる。
【０１２８】
　本発明のいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザが、自らのワークアウトおよび
／または目標を他の方法で決定することを可能にする。たとえば、ユーザは、自らの目標
をより「現実世界」的な言葉として述べることができる、たとえば：「結婚式前(卒業記
念ダンスパーティー前、同窓会前または他のイベント)減量ワークアウトプログラム」；
「水着用」ワークアウトプログラム；「二の腕引き締め」ワークアウトプログラム；「血
圧低下」ワークアウトプログラム；「コレステロール抑制」ワークアウトプログラム等。
これらの「現実世界目標」を、任意でユーザまたは目標に関する他のデータ(たとえば性
別、身長、体重、現在のフィットネスレベル、ワークアウト履歴、イベントの日時等)と
組み合わせて与えられると、本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、
ユーザが所望の目標をより良く達成するのに役立つように設計されたワークアウトプログ
ラムを提供することができる(任意で、専門家からの入力を受けながら)。
【０１２９】
　ワークアウトプログラムは、第三者(たとえばコーチ、栄養士、トレーナー、医師等)に
よって設計され、任意で要求のある特定の個人のために特別に設計されることもできるし
、ユーザに対して利用可能な、以前に設計され、記憶されているプログラムから本発明の
システムおよび方法によって自動的に選択されることもできる。個々の日のためのワーク
アウトルーチンは、たとえば、別のソースから(たとえば、図7のリモートコンピュータ70
4またはローカルコンピュータ702、ディスクまたは他のメモリ装置から等)、任意で上記
のようにエクササイズ機器および／またはワークアウトの他の局面を制御するために使用
することができる電子装置508、電子モジュール502、インタフェース装置506等にダウン
ロードすることができる。
【０１３０】
4. 他のデータまたは情報提示技術
　ワークアウト中またはアスレチックイベントもしくはパフォーマンスに参加している場
合のユーザの動きまたは活動が、少なくともいくつかの場合に(たとえば、ワークアウト
またはイベントの特に強い部分の間等に)、小さな電子装置508のスクリーン800に提供さ
れる詳細な情報を読むことを困難にすることがある(たとえば、特に情報が小さなフォン
トで提示される場合等)。本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、少
なくとも何らかの情報を、速やかに識別可能な手法で、たとえば小さな活字を読むことを
要しない手法で、ユーザに提供するように設計されることができる。
【０１３１】
　速やかに識別可能な手法で情報をユーザに提供する一つの方法は、表示スクリーン800
上に存在する背景色に関する。たとえば、望むならば、本発明の少なくともいくつかの例
のシステムおよび方法は、特定の背景色を、ワークアウトに関連する身体的または生理学
的パラメータに対応させることができる。より具体的な例として、背景色は、身体的また
は生理学的パラメータ、たとえば現在の心拍数、総消費カロリー、総移動距離、現在のペ
ース、終了したワークアウトの割合等に相関させることができる。本発明を逸脱すること
なく、背景色と身体的または生理学的パラメータとの間の任意の所望の相関関係を使用す
ることができるが、本発明のいくつかの例では、色は、可視スペクトル範囲で変化するこ
とができる(たとえば、紫(軽度／休息／開始時の身体的または生理学的パラメータ、たと
えば休息中の心拍数の場合)が、任意で、身体的または生理学的パラメータの中間レベル
を示すための青、緑、黄、オレンジ等の一つまたは複数を介する中間的変化をはさみなが
ら、赤(重度／強い／終了時の身体的または生理学的パラメータ、たとえば危険レベルま
たは所望の最高レベルに近づく心拍数の場合)に変化する。当然、本発明を逸脱すること
なく、任意の数の色、色の組み合わせ、色変化スキームなど(グレースケール化、クロス
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ハッチングまたはシェーディング、線またはフォントタイプ／特徴等を含む)を使用する
ことができる。色分けキー(たとえば、どの色が使用されるか、それらの色が身体的また
は生理学的パラメータのレベルに相関する手法)は、ユーザによって選択されること；シ
ステムおよび／または方法によって事前に設定されること；少なくとも部分的にユーザの
個人特性(たとえば、年齢、性別、身長、体重、フィットネスレベル、履歴等)に基づいて
決定されること；および/または他の所望の手法で、および／または他の所望の情報を使
用して設定されることができる。
【０１３２】
　本発明のこれらの例示的局面を利用するために、スクリーン800の背景全体を変化させ
る、または色分けする必要はない。もう一つの例として、望むならば、スクリーン800の
境界線が、これらのタイプの色変化および／または色分け機能を含むことができる(望む
ならば、一つより多いパラメータに関する情報を提供するために、一つより多い境界を設
けてもよいし、一つの(潜在的に多色の)境界線を使用して一つより多い色分けされたパラ
メータを提供してもよい)。もう一つの例として、スクリーンの一部分(たとえば、左上隅
の「強度ブロック」等)を、これらのタイプの色変化および／または色分け機能の一つま
たは複数を含めるために設けてもよい。なおさらなる例として、所望の身体的または生理
学的データを図解的または絵画的に、たとえば棒グラフ、「進捗状況」チャート(たとえ
ば、市販のコンピュータオペレーティングシステムでダウンロード残り時間を示すために
使用されるようなチャート)、アナログタイプ表示(たとえば、アナログ速度計または回転
速度計タイプ表示等)、跳ねるボールまたは他のアイコン要素(たとえば、従来のサウンド
エコライザ装置および／またはアプリケーションで提供される図形要素に似たもの) 等に
よって提示することもできる。さらに別の例として、たとえば上記タイプの情報を速やか
かつ容易にユーザに提供するために、フォント色(背景色ではなく)を変化させてもよい(
たとえば、上記カラースキームを使用する)。
【０１３３】
5. フィットネス／ワークアウト／強度指数
　本発明の少なくともいくつかの例のシステムおよび方法は、ユーザ、機器製造者、コー
チ、トレーナーまたは他の人が、フィットネス、ワークアウト難易度、ワークアウト強度
および／または他のワークアウト特性を追跡するための自らのパラメータまたは指数を設
計することを可能にする。これらの指数を公式化するためには、任意の所望のデータおよ
び／または情報、たとえば以下を使用することができる：年齢；性別；身長；体重；ワー
クアウト強度データ(たとえば速度、設定抵抗レベル、設定傾斜度レベル、セット数、繰
返し回数等)；ワークアウト時間／期間；経過時間；経過距離；ユーザのワークアウト履
歴；カロリー消費量；MET等。本発明を逸脱することなく、これらのデータ項目の一つま
たは複数に関する情報を合わせるための任意の所望の数式、アルゴリズムまたはスキーム
を使用して、一人または複数の個人のフィットネスおよび／またはワークアウト特性を計
測、追跡および／または比較するための所望の「指数」に到達することができる。
【０１３４】
III. 結び
　本発明を実施する好ましい形態をはじめとする具体例を参照して本発明を説明したが、
当業者は、上記システムおよび方法の数多くの変形および改変があることを理解するであ
ろう。たとえば、本発明を逸脱することなく、本発明の様々な局面を異なる組み合わせで
使用することができ、本発明の局面の様々な異なる組み合わせを一つのシステムまたは方
法でいっしょに使用することができる。また、本発明を逸脱することなく、上記様々な要
素、コンポーネントおよび／または段階を変更する、順序変更する、省略する、および／
またはさらなる要素、コンポーネントおよび／または段階を追加することもできる。さら
には、例示された例では特定のユーザインタフェース要素およびフォーマットが示されて
いるが、当業者は、本発明を逸脱することなく、情報をユーザに提示する任意の所望の手
法かつ/またはユーザの入力を受ける任意の所望の手法を使用することができることを理
解するであろう。また、上記説明の多くは、パフォーマンス中にユーザによって携行され
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ることができるポータブル電子装置(たとえば装置508)上に提供されるユーザインタフェ
ースに関するが、必ずしもそうでなくてもよい。代替的または追加的に、望むならば、他
のコンピュータ、たとえばパーソナルコンピュータ(たとえばPC702)、エクササイズ機器
表示スクリーンまたは入力パネル、リモートコンピュータ(たとえば、ジムの中央コンピ
ュータ、ネットワーク接続コンピュータ等)等を介して上記システム、方法および／また
はユーザインタフェースの機能のいずれをもアクセス、操作および／または制御すること
ができる。したがって、本発明は、請求の範囲で述べられるように広く解釈されるべきで
ある。
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(50) JP 5653038 B2 2015.1.14

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(51) JP 5653038 B2 2015.1.14

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(52) JP 5653038 B2 2015.1.14

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(53) JP 5653038 B2 2015.1.14

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(54) JP 5653038 B2 2015.1.14

【図１９】



(55) JP 5653038 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100148699
            弁理士　佐藤　利光
(74)代理人  100128048
            弁理士　新見　浩一
(74)代理人  100129506
            弁理士　小林　智彦
(74)代理人  100130845
            弁理士　渡邉　伸一
(74)代理人  100114340
            弁理士　大関　雅人
(74)代理人  100114889
            弁理士　五十嵐　義弘
(74)代理人  100121072
            弁理士　川本　和弥
(72)発明者  リレイ　レイモンド　ダブリュ．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　ビーバートン　ワン　バウアーマン　ドライブ　ナイキ　インコー
            ポレイティッド内
(72)発明者  ホファー　ケビン　ダブリュ．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　ビーバートン　ワン　バウアーマン　ドライブ　ナイキ　インコー
            ポレイティッド内
(72)発明者  バーナー　ウィリアム　イー．　ジュニア
            アメリカ合衆国　オレゴン州　ビーバートン　ワン　バウアーマン　ドライブ　ナイキ　インコー
            ポレイティッド内
(72)発明者  スクロック　アラン　エム．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　ビーバートン　ワン　バウアーマン　ドライブ　ナイキ　インコー
            ポレイティッド内
(72)発明者  ニエゴウスキ　ジェイムス　エー．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　ビーバートン　ワン　バウアーマン　ドライブ　ナイキ　インコー
            ポレイティッド内
(72)発明者  ラウチホルズ　ウィリアム　エフ．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　ビーバートン　ワン　バウアーマン　ドライブ　ナイキ　インコー
            ポレイティッド内

    審査官  岡崎　彦哉

(56)参考文献  米国特許第０６０５０９２４（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２００２－１６５７６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１２６３３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３６７１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０８５２３６（ＷＯ，Ａ２）　　
              米国特許第０６７０２７１９（ＵＳ，Ｂ１）　　
              国際公開第０２／０６７４４９（ＷＯ，Ａ２）　　
              国際公開第２００６／０６５６７９（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開平１０－２９０８５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２１３９６７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｂ　　７１／０６　　　　



(56) JP 5653038 B2 2015.1.14

              Ａ６３Ｂ　　６９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

