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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置に伝達され
た衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データと、前記第１のセンサ
よりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセンサの検出値を含む
第２の時系列データとを取得するセンサデータ取得部と、
　前記第１の時系列データに基づいて、前記第２の時系列データにおいて前記ユーザのモ
ーションパターンを判定するための解析が実施される解析対象区間を設定する区間設定部
と
　を備え、
　前記第１のセンサ及び前記第２のセンサは互いに同一の物理量を検出し、
　前記区間設定部は、前記第１のセンサの検出値の周波数成分が前記センサ装置の被装着
物の固有振動数を含む区間を基準にして前記解析対象区間を設定する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記区間設定部は、前記第１のセンサの検出値が所定の閾値を超えた点を基準にして前
記解析対象区間を設定する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記解析対象区間における前記第２の時系列データに基づいて前記ユーザのモーション
パターンを判定する解析部をさらに備える、請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記ユーザのモーションパターンを示す情報を出力する出力部をさらに備える、請求項
３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記出力部は、前記ユーザのモーションパターンを示す画像またはテキストを表示する
、請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記解析部は、さらに前記第１の時系列データに基づいて前記ユーザのモーションパタ
ーンを判定する、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第２のセンサは、加速度センサ、ジャイロセンサ、または地磁気センサを含む、請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１のセンサは１軸加速度センサを含み、前記第２のセンサは３軸加速度センサを
含む、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置であって、
　前記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサと、
　前記第１のセンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセ
ンサと、
　前記第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データ、および前記第２のセンサの検出
値を含む第２の時系列データに基づいて、前記ユーザのモーションパターンを判定するた
めの解析に供される解析対象データを出力するセンサデータ前処理部と
　を備え、
　前記第１のセンサ及び前記第２のセンサは互いに同一の物理量を検出し、
　前記センサデータ前処理部は、前記第１のセンサの検出値の周波数成分が前記センサ装
置の被装着物の固有振動数を含む区間を基準にして、前記第２の時系列データにおいて前
記解析が実施される解析対象区間を設定する、
　センサ装置。
【請求項１０】
　前記センサデータ前処理部は、前記解析対象区間における前記第２の時系列データを前
記解析対象データとして出力する、請求項９に記載のセンサ装置。
【請求項１１】
　前記解析対象データを解析装置に送信する通信部をさらに備える、請求項９に記載のセ
ンサ装置。
【請求項１２】
　スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置と、前記セ
ンサ装置から送信された解析対象データを解析することによって前記ユーザのモーション
パターンを判定する解析装置とを含み、
　前記センサ装置は、
　　前記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサと、
　　前記第１のセンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２の
センサと、
　　前記第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データ、および前記第２のセンサの検
出値を含む第２の時系列データに基づいて前記解析対象データを生成するセンサデータ前
処理部と、
　　前記解析対象データを前記解析装置に送信する通信部と
　を有し、
　前記解析装置は、
　　前記解析対象データを受信する通信部と、
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　　前記解析対象データに基づいて前記ユーザのモーションパターンを判定する解析部と
　を有し、
　前記センサ装置または前記解析装置のいずれかが、前記解析対象データに含まれる前記
第１の時系列データに基づいて、前記第２の時系列データにおける解析対象区間を設定す
る区間設定部を有し、
　前記解析部は、前記解析対象区間における前記第２の時系列データに基づいて前記ユー
ザのモーションパターンを判定し、
　前記第１のセンサ及び前記第２のセンサは互いに同一の物理量を検出し、
　前記区間設定部は、前記第１のセンサの検出値の周波数成分が前記センサ装置の被装着
物の固有振動数を含む区間を基準にして前記解析対象区間を設定する、
　情報処理システム。
【請求項１３】
　スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置に伝達され
た衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データと、前記第１のセンサ
よりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出し、前記第１のセンサにより検出
される物理量と同一の物理量を検出する第２のセンサの検出値を含む第２の時系列データ
とを取得する機能と、
　前記第１のセンサの検出値の周波数成分が前記センサ装置の被装着物の固有振動数を含
む区間を基準にして、前記第２の時系列データにおいて前記ユーザのモーションパターン
を判定するための解析が実施される解析対象区間を設定する機能と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された記録媒体。
【請求項１４】
　スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置に含まれる
コンピュータに、
　前記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列
データ、および前記第１のセンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出
し、前記第１のセンサにより検出される物理量と同一の物理量を検出する第２のセンサの
検出値を含む第２の時系列データに基づいて、前記ユーザのモーションパターンを判定す
るための解析に供される解析対象データを出力し、前記第１のセンサの検出値の周波数成
分が前記センサ装置の被装着物の固有振動数を含む区間を基準にして前記第２の時系列デ
ータにおいて前記ユーザのモーションパターンを判定するための解析が実施される解析対
象区間を設定する機能を実現させるためのプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、センサ装置、情報処理システムおよび記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまでに、センシングや解析を利用してユーザのスポーツの上達を支援する技術が多
く開発されてきている。こうした技術では、ユーザ自身または他のユーザのプレーを統計
的に分析することが一つの手法として用いられる。プレーの統計的な分析においては、例
えば球技の場合、プレーにおけるモーションパターンの判定が有用でありうる。モーショ
ンパターンは、スポーツのプレーにおいて見られる特徴的なモーションをパターン化した
ものである。例えばテニスの場合であれば、サーブ、スマッシュ、フォアハンドストロー
ク、バックハンドストローク、・・・といったようなプレーについて、モーションパター
ンが設定されうる。プレーにおいて出現したモーションパターンを判定することによって
、例えばユーザがどのようなプレーをしたかを定量的に表現することが容易になる。
【０００３】
　このようなスポーツにおけるモーションパターンの判定は、これまでは例えばコーチや
スコアラー、マネージャといった、ユーザのプレーの支援者の手によって実施されてきた
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。支援者は、ユーザのプレーを目視で確認し、特徴的なモーションが現れた場合にはそれ
を記録する。こうした人力によるモーションの分析には多くの労力がかかり、またスポー
ツをプレーするユーザが単独で実施することは困難である。
【０００４】
　そこで、ユーザやユーザが使用する用具に加速度センサやジャイロセンサなどを搭載し
たセンサ装置を装着し、センサの出力データを解析することによってモーションを自動的
に分析する技術が提案されている。例えば、特許文献１～３には、モーションセンサの出
力データに基づいてスイングの特徴情報を抽出する技術などが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１５７６４４号公報
【特許文献２】特開２０１２－１３０４１５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１２０５７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えば上記の特許文献１に記載の技術では、スイングの特徴情報を抽出するのに先立っ
て、モーションセンサの出力データに現れるスイングの区切りのタイミングを探索する処
理が実行される。しかしながら、この場合、モーションセンサの出力データの中から特徴
的なモーションに対応する区間を探索する処理が繰り返されることになるため、処理負荷
が高い。また、区間の設定が安定しないため、モーションパターンの判定の精度も高くな
い。特許文献２，３も、この点に関する改善策を提示してはいない。
【０００７】
　そこで、本開示では、センサ装置の物理的挙動を検出するセンサの検出値を解析してユ
ーザのモーションパターンを判定するにあたり、解析が実施される区間を適切に設定する
ことによって判定の精度を向上させることを可能にする、新規かつ改良された情報処理装
置、センサ装置、情報処理システムおよび記録媒体を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセン
サ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データと、
上記第１のセンサよりも高い分解能で上記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセン
サの検出値を含む第２の時系列データとを取得するセンサデータ取得部と、上記第１の時
系列データに基づいて、上記第２の時系列データにおいて上記ユーザのモーションパター
ンを判定するための解析が実施される解析対象区間を設定する区間設定部とを備える情報
処理装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着され
るセンサ装置であって、上記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサと、上
記第１のセンサよりも高い分解能で上記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセンサ
と、上記第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データ、および上記第２のセンサの検
出値を含む第２の時系列データに基づいて、上記ユーザのモーションパターンを判定する
ための解析に供される解析対象データを出力するセンサデータ前処理部とを備えるセンサ
装置が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着され
るセンサ装置と、上記センサ装置から送信された解析対象データを解析することによって
上記ユーザのモーションパターンを判定する解析装置とを含み、上記センサ装置は、上記
センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサと、上記第１のセンサよりも高い分
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解能で上記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセンサと、上記第１のセンサの検出
値を含む第１の時系列データ、および上記第２のセンサの検出値を含む第２の時系列デー
タに基づいて上記解析対象データを生成するセンサデータ前処理部と、上記解析対象デー
タを上記解析装置に送信する通信部とを有し、上記解析装置は、上記解析対象データを受
信する通信部と、上記解析対象データに基づいて上記ユーザのモーションパターンを判定
する解析部とを有し、上記センサ装置または上記解析装置のいずれかが、上記解析対象デ
ータに含まれる上記第１の時系列データに基づいて、上記第２の時系列データにおける解
析対象区間を設定する区間設定部を有し、上記解析部は、上記解析対象区間における上記
第２の時系列データに基づいて上記ユーザのモーションパターンを判定する情報処理シス
テムが提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着され
るセンサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列デー
タと、上記第１のセンサよりも高い分解能で上記センサ装置の物理的挙動を検出する第２
のセンサの検出値を含む第２の時系列データとを取得する機能と、上記第１の時系列デー
タに基づいて、上記第２の時系列データにおいて上記ユーザのモーションパターンを判定
するための解析が実施される解析対象区間を設定する機能とをコンピュータに実現させる
ためのプログラムが記録された記録媒体が提供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着され
るセンサ装置に含まれるコンピュータに、上記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第
１のセンサの検出値を含む第１の時系列データ、および上記第１のセンサよりも高い分解
能で上記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセンサの検出値を含む第２の時系列デ
ータに基づいて、上記ユーザのモーションパターンを判定するための解析に供される解析
対象データを出力する機能を実現させるためのプログラムが記録された記録媒体が提供さ
れる。
【００１３】
　モーションパターンの判定の対象になる特徴的なモーションの多くは、ユーザまたはユ
ーザが使用するスポーツ用具に発生する衝撃を伴う。センサ装置に伝達されたこのような
衝撃の検出結果に基づいて解析が実施される区間を設定することで、特徴的なモーション
が発生した区間を適切に抽出して解析を実施することができ、モーションパターンの判定
の精度が向上しうる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、センサ装置の物理的挙動を検出するセンサの検出
値を解析してユーザのモーションパターンを判定するにあたり、解析が実施される区間を
適切に設定することによって判定の精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施形態に係る情報処理システムの概要を示す図である。
【図２】本開示の一実施形態におけるモーションパターン判定処理の概要について説明す
るための図である。
【図３】本開示の一実施形態に係る情報処理システムの概略的な機能構成を示すブロック
図である。
【図４】本開示の一実施形態におけるショックセンサおよびモーションセンサについて説
明するための図である。
【図５】本開示の一実施形態における処理の例を示すフローチャートである。
【図６】図５の例に対する参考例を示すフローチャートである。
【図７】図５の例におけるモーション区間の設定について説明するための図である。
【図８】図６の例におけるモーション区間の設定について説明するための図である。
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【図９】本開示の一実施形態におけるセンサデータの具体的な例を示すグラフである。
【図１０】本開示の一実施形態におけるセンサデータの具体的な例を示すグラフである。
【図１１】本開示の一実施形態における第１の画面例を示す図である。
【図１２】本開示の一実施形態におけるモーションパターン表示の他の例を示す図である
。
【図１３】本開示の一実施形態においてインパクト位置表示がモーションパターンに応じ
て変化する例を示す図である。
【図１４】本開示の一実施形態においてインパクト位置表示を表裏反転させた場合の表示
例を示す図である。
【図１５】本開示の一実施形態におけるインパクト位置分布表示の例を示す図である。
【図１６】本開示の一実施形態における第２の画面例を示す図である。
【図１７】本開示の一実施形態における第３の画面例を示す図である。
【図１８】本開示の一実施形態における第４の画面例を示す図である。
【図１９】本開示の実施形態に係るセンサ装置のハードウェア構成の例を示す図である。
【図２０】本開示の実施形態に係る解析装置のハードウェア構成の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．概要
　２．機能構成
　３．処理フロー
　４．具体例
　５．出力される情報の例
　６．ハードウェア構成
　７．補足
【００１８】
　（１．概要）
　まず、図１および図２を参照して、本開示の一実施形態の概要について説明する。概要
の説明は、本実施形態に係る情報処理システムの概要の説明と、情報処理システムで実行
されるモーション識別処理の概要の説明とを含む。
【００１９】
　　（情報処理システムの概要）
　図１は、本開示の一実施形態に係る情報処理システムの概要を示す図である。図１を参
照すると、情報処理システム１０は、センサ装置１００と、解析装置２００とを含む。
【００２０】
　センサ装置１００は、スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着される
。センサ装置１００がユーザに直接的に装着される場合、例えば、図示しているようにセ
ンサ装置１００を腕輪状の形状にするなどして、ユーザの体に直接装着してもよい。また
、センサ装置１００がユーザに間接的に装着される場合、ユーザが把持または装着してい
るスポーツ用具（例えばテニスの場合、ラケット、ウェア、シューズ、リストバンドなど
）にセンサ装置１００を巻きつけたり、縫い付けたり、貼り付けたり、また予め用具に内
蔵したりしてもよい。
【００２１】
　ここで、センサ装置１００は、センサ装置１００自身の物理的挙動（位置、速度、加速
度など）を示すセンサ情報を取得する。このセンサ情報には、ユーザや用具の物理的挙動
が反映されうる。本実施形態において、センサ装置１００は、こうしたセンサ情報を取得
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するために、少なくとも２つのセンサを有する。第１のセンサは、センサ装置１００がユ
ーザまたは用具から伝達された衝撃を検出する。第１のセンサは、例えばショックセンサ
として用いられる１軸の加速度センサを含みうる。一方、第２のセンサは、センサ装置１
００の挙動を第１のセンサよりも高い分解能で検出する。第２のセンサは、例えばモーシ
ョンセンサとして用いられる３軸の加速度センサや、ジャイロセンサ、地磁気センサなど
を含みうる。センサ装置１００は、第１および第２のセンサ以外にも、例えば加速度、角
速度、振動、温度、時刻、または位置（例えば緯度経度によって表される地表上の位置、
またはコートなどに対する相対的な位置）などを検出する１または複数のセンサを有して
もよい。センサ装置１００は、これらのセンサから得られる時系列データを解析装置２０
０に送信する。
【００２２】
　解析装置２００は、センサ装置１００から送信された時系列データを解析することによ
って、少なくともユーザのモーションパターンを判定する。解析装置２００は、ネットワ
ーク上のサーバとして図示されているが、例えばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）
などのプロセッサを用いた演算によってデータを解析する機能を有する情報処理装置であ
ればどのようなものであってもよい。他の例において、解析装置２００は、例えばスマー
トフォン、タブレット端末、または各種のＰＣ（Personal　Computer）のような端末装置
でありうる。解析装置２００が端末装置として実現される場合、解析装置２００は、判定
されたユーザのモーションパターンを示す情報を出力してもよい。あるいは、解析装置２
００がサーバとして実現される場合、解析装置２００は、判定されたユーザのモーション
パターンを示す情報を、例えばユーザが自宅で使用する端末装置などのクライアント３０
０に送信してもよい。さらに、解析装置２００は、モーションパターンの判定結果に基づ
いて、例えばユーザがどのモーションを何回実行したかといったような統計情報を出力し
てもよいし、それぞれのモーションにおけるユーザの傾向（例えば球技の場合、用具にボ
ールが当たる位置や、ボールに与えられたパワーまたは回転など）を示す情報を出力して
もよい。
【００２３】
　なお、図示された例のように解析装置２００がサーバとして実現される場合、サーバの
機能は単一のサーバ装置によって実現されてもよく、ネットワークを介して接続された複
数のサーバ装置に分散して実現されてもよい。また、解析装置２００の機能は、ネットワ
ークを介して接続されたサーバと端末装置とに分散して実現されてもよい。
【００２４】
　　（モーションパターン判定処理の概要）
　図２は、本開示の一実施形態におけるモーションパターン判定処理の概要について説明
するための図である。図２に示されるように、モーションパターン判定処理では、センサ
装置１００が有する２つのセンサから出力される時系列データ１００１，１００３が入力
として用いられる。
【００２５】
　図示された例において、時系列データ１００１は、第１の加速度センサ（１軸）から出
力されるデータを含む。第１の加速度センサは、いわゆるショックセンサであり、ダイナ
ミックレンジが広く、衝撃によって発生する比較的高い周波数の加速度を検出可能である
一方で、加速度の分解能はあまり高くない。一方、時系列データ１００３は、第２の加速
度センサ（３軸）から出力されるデータを含む。第２の加速度センサは、いわゆるモーシ
ョンセンサであり、重力のような定常成分を含む比較的低い周波数の加速度を検出可能で
あり、加速度の分解能が高い一方で、ダイナミックレンジは比較的狭い（衝撃によって発
生する加速度は検出可能範囲を超える可能性がある）。
【００２６】
　モーションパターンの判定のための識別演算には、基本的に、分解能が高い時系列デー
タ１００３が用いられる。それに加えて、本実施形態では、前処理として時系列データ１
００１を用いたモーション区間設定処理（インパクト検出処理）が実行される。この処理
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設定される。つまり、この前処理によって、時系列データ１００３における識別演算の対
象が、時系列データ１００１に基づいて設定された解析対象区間に限られる。
【００２７】
　多くのスポーツにおいて、モーションパターン判定の対象になるような特徴的なモーシ
ョンは、例えば用具またはユーザの体でボールを打つことであったり、ユーザが地面を蹴
ったり、他のユーザにぶつかったりすることでありうる。こうしたモーションはユーザま
たは用具に加えられる衝撃とそれによって生じる振動を伴うため、ショックセンサの時系
列データ１００１において振動が検出された点の前後をモーションに対応する区間（モー
ション区間）として特定することが可能である。
【００２８】
　モーション区間設定処理の後、設定された解析対象区間において、時系列データ１００
３の特徴が抽出される。ここでは、例えば時系列データ１００３について信号処理を実行
することによって、信号波形の周波数特性や、平均、分散、最小値および最大値といった
ような時間波形の統計的な特徴が抽出される。例として図１０にフォアハンドストローク
とサーブ時のセンサ出力波形を示す。両者を比較すると、特にω－Ｘ，ω－Ｚなどの時間
波形の振幅に異なる特徴が現れている。なお、特徴の抽出に先立って、信号波形の欠落部
分を補間されてもよい。また、抽出された特徴には、正規化などの統計的な処理が施され
てもよい。
【００２９】
　続いて、抽出された特徴に対して識別演算が実行される。識別演算は、予め用意された
識別辞書（スポーツモデル）を参照して、抽出された特徴に対応するモーションパターン
を特定することで、モーションを識別するための演算である。識別辞書は、例えばスポー
ツの種目ごとに生成され、ユーザ設定によって種目が切り替えられてもよい。識別演算に
は、例えばニューラルネットワークやＳＶＭ（Support　Vector　Machine）、ｋ近傍識別
器、ベイズ分類など、機械学習によってデータから識別パラメータを構成する非ルールベ
ースの手法が用いられうる。
【００３０】
　なお、時系列データ１００３と同様に、時系列データ１００１についても特徴が抽出さ
れ、その特徴が識別演算に利用されてもよい。つまり、ショックセンサの時系列データ１
００１は、モーション区間の設定に利用されるだけではなく、モーションセンサの時系列
データ１００３とともに識別演算に利用されてもよい。
【００３１】
　識別演算の結果、モーションパターンの判定に成功した場合には、モーションパターン
情報２００１が出力される。モーションパターン情報２００１は、例えば図示されている
ようにモーションパターン（図示された例ではテニスのショットタイプ＝フォアハンドス
トロークとして示されている）をユーザに通知する情報でありえ、上述のように統計情報
やユーザの傾向を示す情報などをさらに含みうる。
【００３２】
　モーションパターンの定義の一例を以下の表１に示す。このように、モーションパター
ンはスポーツの種目ごとに定義されてもよく、また種類ごとに定義されてもよい。上記の
識別辞書は、こうした種目や種類ごとに生成され、ユーザ設定によって種目や種類が切り
替えられてもよい。なお、ここで示されたモーションパターンは一例であり、他にもさま
ざまなスポーツで、さまざまな種類のモーションパターンが定義されうる。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　（２．機能構成）
　次に、図３および図４を参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理システムに含ま
れる装置の機能構成について説明する。
【００３５】
　図３は、本開示の一実施形態に係る情報処理システムの概略的な機能構成を示すブロッ
ク図である。以下、図３を参照して、それぞれの装置の機能構成について説明する。なお
、これらの機能を実現するためのハードウェア構成については後述する。
【００３６】
　　（センサ装置）
　センサ装置１００は、センサ１０１と、前処理部１０７と、通信部１０９とを含む。
【００３７】
　センサ１０１は、ショックセンサ１０３とモーションセンサ１０５とを含む。ショック
センサ１０３は、センサ装置１００がユーザまたは用具から伝達された衝撃を検出する第
１のセンサであり、本実施形態では１軸の加速度センサを含みうる。モーションセンサ１
０５は、センサ装置１００の挙動を第１のセンサよりも高い分解能で検出する第２のセン
サであり、本実施形態では３軸の加速度センサ、ジャイロセンサ、または地磁気センサな
どを含みうる。センサ１０１は、ショックセンサ１０３およびモーションセンサ１０５に
加えて、例えば温度センサ、時計、またはＧＰＳ（Global　Positioning　System）受信
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機などの他のセンサを含んでもよい。
【００３８】
　ここで、図４を参照して、センサ１０１に含まれるショックセンサ１０３とモーション
センサ１０５との相違についてさらに説明する。図４は、本開示の一実施形態におけるシ
ョックセンサおよびモーションセンサについて説明するための図である。なお、以下の説
明では、ショックセンサ１０３とモーションセンサ１０５とがいずれも加速度センサであ
る場合について説明するが、それ以外の種類のセンサの場合も同様でありうる。
【００３９】
　図４を参照すると、ショックセンサ１０３は、加速度の値について、モーションセンサ
１０５よりも大きなダイナミックレンジを有する。例えば、ショックセンサ１０３は、ユ
ーザまたは用具に加えられた衝撃によって瞬間的に発生する大きな加速度を検出すること
ができる。その一方で、ショックセンサ１０３の加速度分解能はモーションセンサ１０５
よりも低い。また、ショックセンサ１０３は低い周波数の加速度変化を検出しない。例え
ば、ユーザがセンサ装置１００の装着された体の部分や用具をスイングしたことによって
生じる加速度変化は、周波数が低いためにショックセンサ１０３によっては検出されない
。また、地球の重力による加速度も、振動しない定常成分であるためにショックセンサ１
０３には検出されない。逆に、周波数が高い加速度変化については、ショックセンサ１０
３はモーションセンサ１０５よりも高い周波数まで検出可能であり、例えばユーザや用具
の固有振動数の周波数成分を検出することも可能でありうる。
【００４０】
　他方、モーションセンサ１０５は、加速度の値について、ショックセンサ１０３に比べ
るとダイナミックレンジが小さい。従って、例えばユーザまたは用具に加えられた衝撃に
よって瞬間的に発生する大きな加速度は、モーションセンサ１０５の検出可能範囲を超え
る可能性がある。また、モーションセンサ１０５は、加速度変化の周波数についても、シ
ョックセンサ１０３よりも低い周波数までしか検出しない。その一方で、モーションセン
サ１０５の加速度分解能はショックセンサ１０３よりも高く、モーションパターン判定に
十分な精度で加速度データを出力することができる。また、モーションセンサ１０５は、
ショックセンサ１０３が検出しない低い周波数の加速度変化を検出することができる。例
えば、モーションセンサ１０５は、ユーザがセンサ装置１００の装着された体の部分や用
具をスイングしたことによって生じる加速度変化を検出可能である。また、モーションセ
ンサ１０５は、地球の重力による加速度をも検出することができる。従って、例えば３軸
の加速度センサをモーションセンサ１０５として用いることによって、重力の方向を基準
にして発生した加速度の向きを特定することができる。
【００４１】
　ショックセンサ１０３とモーションセンサ１０５とは、例えば同様の原理で動作する加
速度センサの感度や軸の数を変更することによって実現することができる。これらのセン
サは、例えばピエゾ抵抗型または静電容量型などの加速度センサを用いて実現されうる。
ショックセンサ１０３として用いられる加速度センサの感度は、モーションセンサ１０５
として用いられる加速度センサの感度よりも低く設定されうる。もちろん、ショックセン
サ１０３とモーションセンサ１０５とを異なる原理で動作する加速度センサによって実現
してもよい。また、上述のように、モーションセンサ１０５は、ジャイロセンサまたは地
磁気センサなどをさらに含みうる。
【００４２】
　再び図３を参照して、前処理部１０７は、センサ１０１によって検出されたデータの前
処理を実行する。前処理は、例えば、検出されたデータの増幅や、閾値以下のデータのフ
ィルタリングなどを含みうる。このような処理を経て、前処理部１０７は、ショックセン
サ１０３の検出値を含む第１の時系列データと、モーションセンサ１０５の検出値を含む
第２の時系列データとに基づいて、解析装置２００に送信するための解析対象データを生
成する。
【００４３】
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　本実施形態では、センサ装置１００の前処理部１０７、または解析装置２００の前処理
部２０３のいずれかが、区間設定部として機能する。区間設定部は、ショックセンサ１０
３の検出値を含む第１の時系列データに基づいて、モーションセンサ１０５の検出値を含
む第２の時系列データにおける解析対象区間を設定する。この処理は、上述したモーショ
ン区間設定の処理にあたる（解析対象区間がモーション区間にあたる）。
【００４４】
　ここで、前処理部１０７が区間設定部として機能する場合、前処理部１０７は、設定さ
れた解析対象区間での第２の時系列データだけを、解析対象データとして通信部１０９に
提供してもよい。通信部１０９による送信の対象が解析対象区間のデータに限定されれば
、通信量の削減によって電力消費の削減効果が期待できる。あるいは、前処理部１０７は
、検出された解析対象区間を時系列データのタイムスタンプなどで示す別途のデータを生
成し、これを第２の時系列データとともに解析対象データとして通信部１０９に提供して
もよい。
【００４５】
　一方、前処理部１０７ではなく解析装置２００の前処理部２０３が区間設定部として機
能する場合、前処理部１０７は、上記のような前処理を経た第１の時系列データと第２の
時系列データとを、例えばタイムスタンプなどを用いて互いに関連付けたものを、解析対
象データとして通信部１０９に提供する。
【００４６】
　通信部１０９は、前処理部１０７から提供された解析対象データを解析装置２００に送
信する。解析対象データの送信には、例えば無線通信が用いられてもよい。通信方式は特
に限定されないが、例えば解析装置２００がネットワーク上のサーバである場合には、イ
ンターネットなどが用いられうる。また、解析装置２００がセンサ装置１００の近くにあ
る場合には、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や無線ＬＡＮ（Local　Area　Netwo
rk）などが用いられてもよい。なお、解析対象データは必ずしもリアルタイムで解析装置
２００に送信されなくてもよいため、例えばプレー終了後に有線通信によって解析装置２
００に送信されてもよい。
【００４７】
　　（解析装置）
　解析装置２００は、通信部２０１と、前処理部２０３と、解析部２０５とを含む。解析
装置２００は、さらに、記憶部２０９と、出力部２１１とを含んでもよい。なお、これら
の機能を実現するためのハードウェア構成については後述する。
【００４８】
　通信部２０１は、センサ装置１００から送信された解析対象データを受信する。センサ
装置１００について説明したように、解析対象データの送信には、例えばインターネット
などのネットワーク通信、もしくはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や無線ＬＡＮなどの
無線通信、または有線通信が用いられうる。通信部２０１は、受信したセンサ情報を前処
理部２０３に提供する。後述するように前処理部２０３が設けられない場合には、センサ
情報は直接的に解析部２０５に提供されてもよい。
【００４９】
　前処理部２０３は、通信部２０１が受信したデータの前処理を実行する。前処理部２０
３は、例えば上述した区間設定部として機能しうる。前処理部２０３が区間設定部として
機能する場合、前処理部２０３は、通信部２０１が受信した第１の時系列データ（センサ
装置１００においてショックセンサ１０３から得られたデータ）に基づいて、同じく通信
部２０１が受信した第２の時系列データ（センサ装置１００においてモーションセンサ１
０５から得られたデータ）における解析対象区間（モーション区間）を設定する。前処理
部２０３は、設定された解析対象区間での第２の時系列データだけを解析部２０５に提供
してもよい。あるいは、前処理部２０３は、設定された解析対象区間を時系列データのタ
イムスタンプなどで示す別途のデータを生成し、これを第２の時系列データとともに解析
部２０５に提供してもよい。
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【００５０】
　なお、センサ装置１００の前処理部１０７が区間設定部として機能する場合、解析装置
２００での前処理は必要なくなり、前処理部２０３が設けられない場合もありうる。ある
いは、前処理部２０３は、区間設定部として機能するのに加えて、センサ装置１００の前
処理部１０７に代わってデータの増幅や閾値以下のデータのフィルタリングなどの処理を
実行してもよい。
【００５１】
　解析部２０５は、区間設定部（前処理部１０７または前処理部２０３）によって設定さ
れた解析対象区間における第２の時系列データ（センサ装置１００においてモーションセ
ンサ１０５から得られたデータ）に基づいて解析を実行し、ユーザのモーションパターン
を判定するモーションパターン判定部２０７を含む。モーションパターン判定部２０７は
、第２の時系列データに加えて、第１の時系列データ（センサ装置１００においてショッ
クセンサ１０３から得られたデータ）をモーションパターンの判定に利用してもよい。な
お、解析部２０５は、モーション判定部２０７の他にも、センサ装置１００から提供され
たデータに基づいてユーザのプレーを解析する機能を含んでもよい。また、解析部２０５
は、解析結果を、記憶部２０９に格納してもよい。
【００５２】
　出力部２１１は、必要に応じて設けられる。図１に示した例では、解析装置２００がサ
ーバとして実現されるため、ユーザのモーションパターンを示す情報を含む解析部２０５
の解析結果は、例えば通信部２０１から端末装置に送信され、端末装置において出力され
る。一方、解析装置２００の少なくとも一部の機能が例えばスマートフォン、タブレット
端末、または各種のＰＣのような端末装置によって実現されるような場合には、解析装置
２００には解析結果を出力するための出力部２１１が設けられ、解析結果が画像や音声と
して出力されうる。解析結果が画像として表示される場合、画像にはユーザのモーション
パターンを示す画像またはテキストが含まれてもよい。なお、出力部２１１から出力され
る情報の例については後述する。
【００５３】
　（３．処理フロー）
　次に、図５～図８を参照して、本開示の一実施形態における処理の例について、参考例
と比較しながら説明する。
【００５４】
　図５は、本開示の一実施形態における処理の例を示すフローチャートである。図５を参
照すると、解析装置２００の前処理部２０３（または、センサ装置１００の前処理部１０
７。以下では、代表として前処理部２０３のみ記載する場合があるが、前処理部１０７と
読み替えることも可能である）は、第１の時系列データからショックセンサ１０３の検出
値を取得する（ステップＳ１０１）。
【００５５】
　次に、前処理部２０３は、ステップＳ１０１で取得された検出値が所定の閾値を超える
か否かを判定する（ステップＳ１０３）。ここで検出値が閾値を超えていた場合（ＹＥＳ
）、前処理部２０３はこの時点をインパクト点であると推定し（ステップＳ１０５）、以
下のモーション識別の処理に移行する。一方、ステップＳ１０３において検出値が閾値を
超えていなかった場合（ＮＯ）、前処理部２０３はそれ以上のモーション識別の処理を実
行することなく、次のタイムウインドウでショックセンサ１０３の検出値を取得する（ス
テップＳ１０１）。
【００５６】
　ステップＳ１０５でインパクト点が推定された場合、前処理部２０３は、インパクト点
を中心にしてモーション区間を設定する。モーション区間のインパクト点前後の長さは、
例えば、識別されうる各モーションパターンのうち、最も長いものを基準にして設定され
うる。例えば、テニスの例で、インパクト点からみて最も早くから特徴的なモーションが
現れるモーションパターンがバックハンドボレーであれば、バックハンドボレーの特徴的
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なモーションの始点（例えばインパクト点の０．５秒前、など）を始点としてモーション
区間が設定される。同様に、インパクト点から見てもっと遅くまで特徴的なモーションが
続くモーションパターンがフォアハンドスライスであれば、フォアハンドスライスの特徴
的なモーションの終点（例えばインパクト点の１秒後、など）を終点としてモーション区
間が設定される。つまり、モーション区間の長さは、各モーションパターンの特徴的なモ
ーションが含まれるように設定される。
【００５７】
　次に、解析部２０５が、設定されたモーション区間から特徴量を抽出する（ステップＳ
１０９）。なお、ステップＳ１０１～ステップＳ１０７の処理がセンサ装置１００の前処
理部１０７で実行される場合、ステップＳ１０７とステップＳ１０９との間で、少なくと
もモーション区間のデータがセンサ装置１００から解析装置２００に送信される。ステッ
プＳ１０９において抽出される特徴は、上述のように、信号波形の周波数特性や、平均、
分散、最小値および最大値といったような時間波形の統計的な特徴でありうる。例として
図１０にフォアハンドストロークとサーブ時のセンサ出力波形を示す。両者を比較すると
、特にω－Ｘ，ω－Ｚなどの時間波形の振幅に異なる特徴が現れている。また、特徴の抽
出に先立って、信号波形の欠落部分が補間されてもよい。また、抽出された特徴に、正規
化などの統計的な処理が施されてもよい。
【００５８】
　次に、解析部２０５は、ステップＳ１０９で抽出された特徴量をもとに、識別演算を実
行する（ステップＳ１１１）。識別演算は、上述のように、予め用意された識別辞書を参
照して、例えばニューラルネットワークやＳＶＭ、ｋ近傍識別器、ベイズ分類など、機械
学習によってデータから識別パラメータを構成する非ルールベースの手法を用いて実行さ
れうる。その後、解析部２０５は、識別演算の結果を出力する（ステップＳ１１３）。識
別演算の結果は、記憶部２０９に格納されうる。その後、解析結果は、通信部を介してユ
ーザが使用する端末装置に送信されてもよく、解析装置２００自身の出力部２１１から出
力されてもよい。
【００５９】
　なお、本実施形態の変形例において、上記のステップＳ１０３およびステップＳ１０５
のインパクト点の推定は、別のステップによって代替されてもよい。例えば、ショックセ
ンサの検出値の時系列データをフーリエ変換し、センサ装置１００が装着されたユーザま
たは用具の固有振動数を含む周波数特性が検出された場合に、その区間にインパクト点が
存在すると推定し、この区間を中心にしてモーション区間を設定してもよい。
【００６０】
　　（参考例）
　図６は、図５の例に対する参考例を示すフローチャートである。図６に示された例では
、ショックセンサ１０３の検出値が処理に用いられず（センサ装置１００はショックセン
サ１０３を有さない）、前処理部２０３（または前処理部１０７）におけるモーション区
間の設定が実行されない。
【００６１】
　図示された例では、解析部が、モーションセンサの検出値を取得する（ステップＳ２０
１）。なお、この参考例では、モーションセンサの検出値が唯一の時系列データとして提
供されている。次に、解析部は、モーション区間を設定する（ステップＳ２０３）。ここ
で、図５の例とは異なり、ショックセンサの検出値が提供されていないため、解析部は、
手がかりなしでモーション区間を設定する。例えば、解析部は、モーションセンサから得
られる時系列データの始点から順にモーション区間を設定する。モーション区間の長さに
ついては、例えば図５の例と同様に設定されうる。
【００６２】
　次に、図５の例と同様に、解析部はモーション区間から特徴量を抽出し（ステップＳ１
０９）、さらに識別演算を実行する（ステップＳ１１１）。ところが、ステップＳ２０３
でのモーション区間が手がかりなしで設定されているため、ステップＳ１１１の識別演算
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によってモーションパターンが識別されない場合がある。むしろ、モーション区間が実際
の特徴的なモーションに対応しておらず、識別演算ではモーションパターンが識別不能で
ある場合の方が多い。
【００６３】
　そこで、解析部は、識別演算においてモーションが識別されたか否かを判定する（ステ
ップＳ２０５）。モーションが識別された場合（ＹＥＳ）、解析部は図５の例と同様に識
別演算の結果を出力する（ステップＳ１１３）。一方、ステップＳ２０５においてモーシ
ョンが識別されなかった場合（ＮＯ）、解析部はモーション区間を再設定する（ステップ
Ｓ２０７）。モーション区間は、例えば、ステップＳ２０３（または前回のステップＳ２
０７）で設定された区間を、所定の時間だけオフセットさせることによって再設定される
。再設定されたモーション区間について、再びステップＳ１０９およびステップＳ１１１
の解析処理が実行される。
【００６４】
　図７および図８は、上記の図５および図６の例におけるモーション区間の設定について
説明するための図である。以下、これらの図を参照して、参考例に対する本実施形態の処
理の利点について説明する。
【００６５】
　図７に示されるように、本実施形態では、モーションセンサの時系列データ１００３に
おけるモーション区間１００５が、ショックセンサの時系列データ１００１に基づいて設
定される。従って、例えば用具またはユーザの体でボールを打ったり、ユーザが地面を蹴
ったり他のユーザにぶつかったりといった特徴的なモーションが発生した可能性が高い区
間を最初からモーション区間１００５に設定することができる。
【００６６】
　その一方で、図８に示される参考例では、モーションセンサの時系列データ１００３に
おいてモーション区間１００５を設定するための手がかりがないため、例えば図６にステ
ップＳ２０３として示したようにいわば当て推量で設定されたモーション区間を、ステッ
プＳ２０７として示したように再設定することを繰り返して適切なモーション区間に行き
当たる。図８に示された例では、モーション区間１００５ａ，１００５ｂ，１００５ｃが
順次設定されている。いずれかのモーション区間において特徴量が「モーションらしい」
特徴を示し、モーションが識別された場合に、そのモーション区間が適切なモーション区
間であったことが事後的に判明する。
【００６７】
　上記の図７および図８のいずれの例でも、モーションパターンの判定自体は可能であり
うる。しかしながら、図８に示した参考例では、統計的に考えると、１つのモーション区
間を適切に設定するために、当て推量で設定されたモーション区間での識別演算を何度も
繰り返す必要がある。従って、モーションパターンを判定するための計算コストが高くな
ってしまう。また、計算コストを抑制するためにモーション区間を更新する際のオフセッ
ト幅（図８の例に示す区間１００５ａ→区間１００５ｂおよび区間１００５ｂ→区間１０
０５ｃのオフセット幅）を大きくすると、例えば設定されたモーション区間が適切なモー
ション区間を時間的に通り過ぎてしまう可能性があり、結果としてモーションパターン判
定の精度が低下してしまう。
【００６８】
　一方、図７に示した本実施形態の例では、最初から適切なモーション区間を設定するこ
とが可能であるために、モーションパターン判定の精度を低下させることなく、計算コス
トを抑制することができる。ただし、本実施形態の例では、図７に示したようにショック
センサの時系列データ１００３に基づいてモーション区間が設定されるため、ショックセ
ンサに検出される衝撃を伴わないモーション、例えば空スイングには適用することが困難
である。このようなモーションを識別する必要がある場合には、図８に示した参考例のよ
うな処理が用いられうる。
【００６９】
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　なお、上述のように、モーションセンサは加速度の値についてのダイナミックレンジが
比較的小さいため、ユーザまたは用具に衝撃が加えられた場合は、発生する加速度がダイ
ナミックレンジを超え、正確に検出されないことが多い。それゆえ、同じセンサをショッ
クセンサおよびモーションセンサの両方として用いることは難しい。従って、本実施形態
では、別途のセンサであるショックセンサを用いて衝撃を検出し、検出された衝撃をモー
ション区間の設定に利用している。スポーツの性質上、またはセンサの性能上、衝撃によ
って発生する加速度がモーションセンサのダイナミックレンジ内であるような場合には、
同じセンサをショックセンサおよびモーションセンサの両方として用いてもよい。
【００７０】
　（４．具体例）
　次に、図９および図１０を参照して、本開示の一実施形態におけるセンサデータの具体
的な例について説明する。
【００７１】
　図９は、本開示の一実施形態におけるセンサデータの具体的な例を示すグラフである。
図９では、ショックセンサの加速度データ（ＳＨＯＣＫ）、モーションセンサである３軸
加速度センサの加速度データ（ａ－Ｘ，ａ－Ｙ，ａ－Ｚ）、および同じくモーションセン
サである３軸ジャイロセンサの角速度データ（ω－Ｘ，ω－Ｙ，ω－Ｚ）が、それぞれ時
系列で示されている。
【００７２】
　上述のように、本実施形態では、ショックセンサの時系列データに基づいてモーション
センサの時系列データにモーション区間１００５が設定される。この例において、ショッ
クセンサはユーザまたは用具に加えられた衝撃によって発生する周波数の高い加速度を検
出する一方で、それ以外の低い周波数や定常成分の加速度を検出しない。従って、例えば
、ショックセンサの時系列データに何らかの変化が見られた際には、そこが衝撃の発生時
点、すなわちインパクト点であるとみなすことが可能である。図示された例では、ショッ
クセンサの時系列データに変化が見られた点の前後が自動的にモーション区間１００５に
設定されている。
【００７３】
　一方、モーション区間１００５以外の区間においても、モーションセンサの加速度デー
タや角速度データには変動が見られる。例えば、図示された区間１００７ａ，１００７ｂ
，１００７ｃは、モーション区間ではないものの、加速度または角速度にモーション区間
と同程度の振幅の変化が現れている。例えば上記の図６および図８に示したような、ショ
ックセンサのデータを用いない参考例のモーションパターン判定処理では、これらの区間
が特徴的なモーションが発生したか否かが疑わしい区間となりうる。つまり、実際に特徴
的なモーションが発生したのはモーション区間１００５であるにも関わらず、区間１００
７でもモーションが発生したと誤認識される可能性がある。本実施形態の処理では、特徴
的なモーションが衝撃を伴うという条件のもとで、こうした疑わしい区間を識別演算の対
象から除外することができ、計算コストを抑制するとともにモーションパターン判定の精
度を向上させることができる。
【００７４】
　図１０も、本開示の一実施形態におけるセンサデータの具体的な例を示すグラフである
。図１０では、図９と同様に、ショックセンサの加速度データ（ＳＨＯＣＫ）、モーショ
ンセンサである３軸加速度センサの加速度データ（ａ－Ｘ，ａ－Ｙ，ａ－Ｚ）、および同
じくモーションセンサである３軸ジャイロセンサの角速度データ（ω－Ｘ，ω－Ｙ，ω－
Ｚ）が、それぞれ時系列で示されている。
【００７５】
　図１０では、モーションパターンに対応するセンサデータの例として（Ａ）テニスのフ
ォアハンドストロークの場合、および（Ｂ）テニスのサーブの場合が示されている。いず
れの例でも、モーションセンサの時系列データに特徴的な波形が現れているが、ショック
センサの時系列データに基づいて設定されたモーション区間１００５がこの特徴的な波形
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をカバーしている。この例からも、本実施形態におけるショックセンサのデータに基づく
モーション区間の設定が、モーションパターン判定の精度向上と計算コストの抑制に有効
であることがわかる。
【００７６】
　（５．出力される情報の例）
　次に、図１１～図１８を参照して、本開示の一実施形態において出力される情報の例に
ついて説明する。本実施形態において出力される情報は、例えば解析装置２００の解析部
２０５の解析結果であるモーションパターンを示す情報を含みうるが、その他にもさまざ
まな情報が付加されうる。こうした付加的な情報は、例えば公知の技術を適宜利用するこ
とによって生成可能であるため、以下の説明では出力される情報について説明することと
し、その生成方法についての詳細な説明は省略する。
【００７７】
　なお、以下の説明では、主にディスプレイに表示される画面について説明するが、本開
示の実施形態において出力される情報は画面に表示される画像やテキストには限られない
。例えば、情報はスピーカから音声として出力されてもよく、ランプなどによって画像以
外の視覚的な情報として出力されてもよく、あるいはバイブレーションによって出力され
てもよい。上述のように、情報は、例えば解析装置２００が端末装置である場合には解析
装置２００自身の出力部から出力されてもよいし、解析装置２００がネットワーク上のサ
ーバである場合にはネットワークでサーバに接続されたクライアントの端末装置の出力部
から出力されてもよい。
【００７８】
　図１１は、本開示の一実施形態における第１の画面例を示す図である。図１１を参照す
ると、画面２１００は、モーションパターン表示２１０１と、波形表示２１０３と、イン
パクト位置表示２１０５と、ショットバリュー表示２１０７とを含む。
【００７９】
　モーションパターン表示２１０１は、解析装置２００において判定されたモーションパ
ターン（この画面ではショットタイプと表現されている）を表示する。図示された例では
、判定されたモーションパターンが「フォアハンドストローク」であることが表示されて
いる。モーションパターン表示２１０１は、例えばそのモーションを表すアイコン２１０
２ａとテキスト２１０２ｂとを含んでもよい。
【００８０】
　図１２は、モーションパターン表示２１０１の他の例を示す。図１２には、「スマッシ
ュ」のモーションパターン表示２１０１ａと、「バックハンドストローク」のモーション
パターン表示２１０１ｂと、「フォアハンドストローク」のモーションパターン表示２１
０１ｃが示されている。もちろん、モーションパターン表示２１０１はこれらの例には限
られない。例えば上記の表１に例示されるように、種目「テニス」の中でも他に数多くの
モーションパターンが定義され、さらには他の種目「野球」「サッカー」などについても
同様にモーションパターンが定義されうる。モーションパターン表示２１０１は、このよ
うにして定義されたモーションパターンのそれぞれについて設定されうる。
【００８１】
　再び図１１を参照して、波形表示２１０３は、例えばセンサ装置１００のセンサ１０１
で検出された時系列データの波形を表示する。波形表示２１０３は、例えば視覚的なエフ
ェクトの１つとして表示されてもよい。図示された例では、波形表示２１０３としてショ
ックセンサによる時系列データの波形が表示されているが、同様にしてモーションセンサ
による時系列データの波形が表示されてもよく、またこれらが両方とも表示されてもよい
。
【００８２】
　インパクト位置表示２１０５は、モーションパターン判定とは別途の処理によって特定
された、ラケット上でボールが当たった位置（インパクト位置）を表示している。図示さ
れた例のように、モーションパターンがボールを打つ動作（ショット）である場合、イン
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パクト位置表示２１０５が表示されることによって、ユーザはインパクト位置を知り、例
えばそれが意図通りであったか否か、模範的な位置から外れているか否かといった情報を
得ることができる。
【００８３】
　図１３は、インパクト位置表示２１０５がモーションパターンに応じて変化する例を示
す。図１３には、モーションパターンが「スマッシュ」の場合のインパクト位置表示２１
０５ａと、モーションパターンが「バックハンドストローク」の場合のインパクト位置表
示２１０５ｂと、モーションパターンが「フォアハンドストローク」の場合のインパクト
位置表示２１０５ｃとが示されている。この例のように、インパクト位置表示２１０５に
表示されるラケットの向き（面方向の回転角度）は、モーションパターンに応じて異なっ
てもよい。それぞれのモーションパターンの場合の実際のラケットの向きに近い向きでイ
ンパクト位置表示２１０５のラケットを表示させることによって、ユーザはボールのイン
パクト位置をより直感的に把握することができる。また、スライダー２１０６を操作する
ことによって、ユーザがラケットの向きを自由に変更することが可能であってもよい。
【００８４】
　図１４は、インパクト位置表示２１０５に含まれる「Ｔｕｒｎ　Ｏｖｅｒ」とラベルさ
れたチェックボックスをチェックした場合の表示例を示す。この場合、インパクト位置表
示２１０５では、ラケットの裏表が反転して表示される。図示された例では、モーション
パターンが「スマッシュ」の場合のインパクト位置表示２１０５ｄと、モーションパター
ンが「バックハンドストローク」の場合のインパクト位置表示２１０５ｅと、モーション
パターンが「フォアハンドストローク」の場合のインパクト位置表示２１０５ｆとが示さ
れている。いずれの表示でも、図１３の示されたそれぞれのインパクト位置表示２１０５
と比較して、ラケットがシャフトを軸にして１８０°回転することによって裏表が逆にな
っている。
【００８５】
　再び図１１を参照して、ショットバリュー表示２１０７は、モーションパターン判定と
は別途の処理によって特定された、モーションパターン（ここではショット）に関する様
々な指標値を表示している。図示された例では、スウィートスポット命中率、ショットパ
ワー、スピンタイプ、およびスイングスピードが表示されているが、他の指標値が表示さ
れてもよい。
【００８６】
　図１５は、他の表示例として、インパクト位置分布表示２１１１の例を示す図である。
インパクト位置分布表示２１１１は、ショットのモーションパターン（上記の例ではスマ
ッシュ、バックハンドストローク、フォアハンドストローク、など）とともに特定された
インパクト位置の統計的な分布を示している。集計の対象は、ショットタイプ選択２１１
２で変更可能でありうる。例えば、インパクト位置分布表示２１１１ａでは、ショットタ
イプ選択２１１２において「すべて」が選択されており、すべてのショットタイプについ
て集計されたインパクト位置の分布が表示されている。なお、インパクト位置の分布は、
例えば図示されているように頻度ごとの色分けによって表示されてもよい。
【００８７】
　一方、インパクト位置分布表示２１１１ｂでは、ショットタイプ選択２１１２において
「フォアハンドストローク」が選択されており、ショットタイプ（モーションパターンと
して判定されうる）が「フォアハンドストローク」である場合について集計されたインパ
クト位置の分布が表示されている。また、インパクト位置分布表示２１１１ｃでは、ショ
ットタイプ選択２１１２において「バックハンドストローク」が選択されており、ショッ
トタイプが「バックハンドストローク」である場合について集計されたインパクト位置の
分布が表示されている。このような表示によって、ユーザは、ショットタイプごとのイン
パクト位置の分布を直感的に認識することができ、例えばインパクト位置が意図した位置
や模範的な位置からずれる傾向が示される場合には、インパクト位置の修正を意識しなが
らプレーする、といったようなことができる。
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【００８８】
　図１６は、本開示の一実施形態における第２の画面例を示す図である。図１６を参照す
ると、画面２２００は、ショットタイプ割合表示２２０１を含む。本実施形態では、モー
ションパターン判定によってショットタイプ（スイングの種類）が判定できるため、単純
なインパクトカウンタ（ショットまたはスイングの回数をカウントする）だけではなく、
ショットまたはスイングの内訳をショットタイプ割合表示２２０１によって表示すること
ができる。スライダー２２０３を操作することで、ショットタイプ割合表示２２０１の対
象期間を日、週、月、年、過去すべてなどの中から選択可能であってもよい。
【００８９】
　図１７は、本開示の一実施形態における第３の画面例を示す図である。図１７を参照す
ると、画面２３００は、スコアチャート表示２３０１を含む。本実施形態ではモーション
パターン判定によってショットタイプ（スイングの種類）を判定可能であり、また、図１
１の例などに示したようにショットごとにインパクト位置などの情報を取得することも可
能でありうるため、ショットタイプごとにスコアを算出してスコアチャート表示２３０１
として表示させることが可能である。上記の図１６の例と同様に、スライダー２３０３を
操作することで、スコアチャート表示２３０１の対象期間を日、週、月、年、過去すべて
などの中から選択可能であってもよい。
【００９０】
　また、図示された例では、スコア種類選択２３０５も表示されている。スコア種類選択
２３０５は、スウィートスポット、スイングスピード、混合の３つのスコア種類の中から
スコアチャート表示２３０１として表示されるスコア種類を選択するための表示である。
なお、スウィートスポットスコアは、各ショットにおいて、インパクト位置がいわゆるス
ウィートスポットにどの程度近かったかを示すスコアである。スコアが高いほど、ユーザ
はショット時により正確にスウィートスポットにボールを当てられていることになる。
【００９１】
　図１８は、本開示の一実施形態における第４の画面例を示す図である。図１８を参照す
ると、画面２４００は、スイングスピードグラフ表示２４０１を含む。本実施形態ではモ
ーションパターン判定によってショットタイプ（スイングの種類）を判定可能であり、ま
た、図１１の例などに示したようにショットごとにスイングスピードの情報を取得するこ
とも可能でありうるため、ショットタイプごとにスイングスピードを集計して平均値や最
大値とともにグラフとして表示させることが可能である。上記の図１６および図１７の例
と同様に、スライダー２４０３を操作することで、スイングスピードグラフ表示２４０１
の対象期間を日、週、月、年、過去すべてなどの中から選択可能であってもよい。
【００９２】
　（６．ハードウェア構成）
　次に、図１９および図２０を参照して、本開示の実施形態に係るセンサ装置および解析
装置を実現するためのハードウェア構成の例について説明する。
【００９３】
　　（センサ装置）
　図１９は、本開示の実施形態に係るセンサ装置のハードウェア構成の例を示す図である
。センサ装置８００は、例えば上記の一実施形態に係るセンサ装置１００を実現しうる。
【００９４】
　センサ装置８００は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）８０１と、ＲＯＭ（Read
　Only　Memory）８０２と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）８０３と、センサ８０４
と、ユーザインターフェース８０５と、外部記憶装置８０６と、通信装置８０７と、出力
装置８０８とを含みうる。これらの要素は、例えばバス８０９によって相互に接続される
。
【００９５】
　ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０２、およびＲＡＭ８０３は、例えば外部記憶装置８０６に記
録されたプログラム命令を読み込んで実行することによって、様々な機能をソフトウェア
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的に実現する。本開示の実施形態では、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０２、およびＲＡＭ８０
３によって、例えば、センサ装置８００全体の制御や、上記の例でいう前処理部１０７の
機能が実現されうる。
【００９６】
　センサ８０４は、上記の実施形態の機能構成ではセンサ１０１に対応する。なお、セン
サ８０４は、例えば加速度センサ、角速度センサ、振動センサ、温度センサ、またはＧＰ
Ｓ受信機などを含みうる。
【００９７】
　ユーザインターフェース８０５は、センサ装置８００へのユーザの操作を受け付ける、
例えばボタンやタッチパネルなどの入力装置でありうる。ユーザの操作は、例えば、セン
サ装置からのセンサ情報の送信の開始や終了を指示するものでありうる。
【００９８】
　外部記憶装置８０６は、センサ装置８００に関する各種の情報を記憶する。外部記憶装
置８０６には、例えば、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０２、およびＲＡＭ８０３にソフトウェ
ア的に機能を実現させるためのプログラム命令が格納されてもよく、またセンサ８０４に
よって取得されたデータが一時的にキャッシュされてもよい。センサ装置８００がユーザ
自身やスポーツ用具に装着されることを考慮すると、外部記憶装置８０６としては、例え
ば半導体メモリなどの衝撃に強いものを使用することが望ましい。
【００９９】
　通信装置８０７は、上記の実施形態の機能構成では通信部１０９に対応する。通信装置
８０７は、有線または無線の各種通信方式によって後述する解析装置９００と通信する。
また、通信装置８０７は、機器間通信によって直接的に解析装置９００と通信してもよい
し、インターネットなどのネットワークを介して解析装置９００と通信してもよい。
【０１００】
　出力装置８０８は、取得した情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知すること
が可能な装置で構成される。出力装置８０８は、例えば、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Dis
play）などの表示装置、またはスピーカやヘッドホンなどの音声出力装置などでありうる
。上記の実施形態では示されていないが、例えば他の実施形態において解析装置からセン
サ装置に向けてモーションパターンなどの解析結果を示す情報がフィードバックされるよ
うな場合には、出力装置８０８から情報が出力されうる。なお、センサ装置８００は、Ｌ
ＥＤランプなどの点灯部や、ユーザ自身や用具に振動を与えるバイブレータなどを出力部
としてさらに有してもよい。
【０１０１】
　　（解析装置）
　図２０は、本開示の実施形態に係る解析装置のハードウェア構成の例を示す図である。
解析装置９００は、例えば上記の一実施形態に係る解析装置２００を実現しうる。
【０１０２】
　解析装置９００は、ＣＰＵ９０１と、ＲＯＭ９０２と、ＲＡＭ９０３と、ユーザインタ
ーフェース９０５と、外部記憶装置９０６と、通信装置９０７と、出力装置９０８とを含
みうる。これらの要素は、例えばバス９０９によって相互に接続される。
【０１０３】
　ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０２、およびＲＡＭ９０３は、例えば外部記憶装置９０６に記
録されたプログラム命令を読み込んで実行することによって、様々な機能をソフトウェア
的に実現する。本開示の実施形態では、ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０２、およびＲＡＭ９０
３によって、例えば、解析装置９００全体の制御や、上記の例でいう前処理部２０３およ
び解析部２０５の機能などが実現されうる。
【０１０４】
　ユーザインターフェース９０５は、解析装置９００へのユーザの操作を受け付ける、例
えばボタンやタッチパネルなどの入力装置である。
【０１０５】
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　外部記憶装置９０６は、解析装置９００に関する各種の情報を記憶する。外部記憶装置
９０６には、例えば、ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０２、およびＲＡＭ９０３にソフトウェア
的に機能を実現させるためのプログラム命令が格納されてもよく、また通信装置９０７が
受信したセンサ情報が一時的にキャッシュされてもよい。また、外部記憶装置９０６は上
記の例でいう記憶部２０９として機能し、センサ情報やモーションパターン判定結果など
のログを蓄積してもよい。
【０１０６】
　出力装置９０８は、情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知することが可能な
装置で構成される。出力装置９０８は、例えば、ＬＣＤなどの表示装置、またはスピーカ
やヘッドホンなどの音声出力装置などでありうる。解析装置９００がユーザによって使用
される端末装置である場合、出力装置９０８は、解析装置９００の処理により得られた結
果を、テキストまたは画像として表示装置に表示させたり、音声としてスピーカなどから
出力したりする。
【０１０７】
　（７．補足）
　上記の実施形態では、センサ装置および解析装置（いずれも情報処理装置でありうる）
を含む情報処理システムについて説明したが、本開示の実施形態は、例えば、解析装置の
機能の少なくとも一部を実現するネットワーク上のサーバ（複数の装置の機能の集合とし
て実現されるものを含む）、コンピュータにこれらの装置の機能を実現させるためのプロ
グラム、およびかかるプログラムが記録された一時的でない有形の記録媒体などをも含む
。
【０１０８】
　また、上記の実施形態では、センサ装置が単一である例について説明したが、本開示の
他の実施形態において、センサ装置は複数であってもよい。例えばテニスの場合であれば
、ユーザが把持しているラケットにセンサ装置を装着するとともに、ユーザが履いている
シューズにも別のセンサ装置を装着し、これらのセンサ装置によって提供されたデータを
組み合わせて解析することによって、ダッシュ、ジャンプ、前進しながらスイング、後退
しながらスイングなど、より高度なモーションパターンの判定が可能になりうる。なお、
この場合においても、各センサ装置から提供されるモーションセンサの時系列データにお
けるモーション区間を特定するために、各センサ装置のショックセンサの時系列データが
利用されうる。各センサ装置のモーションセンサの時系列データが同期されていれば、い
ずれかの装置のショックセンサの時系列データを利用して、すべてのセンサ装置のモーシ
ョンセンサの時系列データにおけるモーション区間を特定してもよい。あるいは、各セン
サ装置がショックセンサを有する場合には、ショックセンサの時系列データを利用して、
各センサ装置のモーションセンサの時系列データが同期されてもよい。
【０１０９】
　また、上記の実施形態では、単一のユーザのモーションパターンが判定される例につい
て説明したが、本開示の他の実施形態において、モーションパターンを判定する対象にな
るユーザは複数であってもよい。例えば、解析装置は、複数のユーザのセンサ装置からそ
れぞれセンサ情報を受信して、それぞれのユーザについてモーションパターンの判定を実
施してもよい。また、複数のユーザについてそれぞれ別の解析装置において判定されたモ
ーションパターンを含む情報がネットワークを介して共有され、例えば上記の画面の例に
示したような情報について各ユーザを比較するような情報が提供されてもよい。
【０１１０】
　また、上記の実施形態では、センサ装置と解析装置とが別体である例について説明した
が、本開示の他の実施形態において、センサ装置と解析装置とが一体であってもよい。こ
の場合、センサ装置は、センサからの時系列データを取得するとともに、時系列データに
おいてモーション区間を設定し、モーション区間の解析によってモーションパターンを判
定し、判定結果を自ら出力するか、ネットワーク上のサーバまたは端末装置に送信しうる
。
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【０１１１】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１１２】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置に伝達
された衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データと、前記第１のセ
ンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセンサの検出値を
含む第２の時系列データとを取得するセンサデータ取得部と、
　前記第１の時系列データに基づいて、前記第２の時系列データにおいて前記ユーザのモ
ーションパターンを判定するための解析が実施される解析対象区間を設定する区間設定部
と
　を備える情報処理装置。
（２）前記区間設定部は、前記第１のセンサの検出値が所定の閾値を超えた点を基準にし
て前記解析対象区間を設定する、前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）前記区間設定部は、前記第１のセンサの検出値の周波数成分が前記センサ装置の被
装着物の固有振動数を含む区間を基準にして前記解析対象区間を設定する、前記（１）ま
たは（２）に記載の情報処理装置。
（４）前記解析対象区間における前記第２の時系列データに基づいて前記ユーザのモーシ
ョンパターンを判定する解析部をさらに備える、前記（１）～（３）のいずれか１項に記
載の情報処理装置。
（５）前記ユーザのモーションパターンを示す情報を出力する出力部をさらに備える、前
記（４）に記載の情報処理装置。
（６）前記出力部は、前記ユーザのモーションパターンを示す画像またはテキストを表示
する、前記（５）に記載の情報処理装置。
（７）前記解析部は、さらに前記第１の時系列データに基づいて前記ユーザのモーション
パターンを判定する、前記（４）～（６）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（８）前記第２のセンサは、加速度センサ、ジャイロセンサ、または地磁気センサを含む
、前記（１）～（７）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（９）前記第１のセンサは１軸加速度センサを含み、前記第２のセンサは３軸加速度セン
サを含む、前記（１）～（８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１０）スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置であ
って、
　前記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサと、
　前記第１のセンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセ
ンサと、
　前記第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データ、および前記第２のセンサの検出
値を含む第２の時系列データに基づいて、前記ユーザのモーションパターンを判定するた
めの解析に供される解析対象データを出力するセンサデータ前処理部と
　を備えるセンサ装置。
（１１）前記センサデータ前処理部は、前記第１の時系列データに基づいて、前記第２の
時系列データにおいて前記解析が実施される解析対象区間を設定し、前記解析対象区間に
おける前記第２の時系列データを前記解析対象データとして出力する、前記（１０）に記
載のセンサ装置。
（１２）前記解析対象データを解析装置に送信する通信部をさらに備える、前記（１０）
または（１１）に記載のセンサ装置。
（１３）スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置と、
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前記センサ装置から送信された解析対象データを解析することによって前記ユーザのモー
ションパターンを判定する解析装置とを含み、
　前記センサ装置は、
　　前記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサと、
　　前記第１のセンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２の
センサと、
　　前記第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データ、および前記第２のセンサの検
出値を含む第２の時系列データに基づいて前記解析対象データを生成するセンサデータ前
処理部と、
　　前記解析対象データを前記解析装置に送信する通信部と
　を有し、
　前記解析装置は、
　　前記解析対象データを受信する通信部と、
　　前記解析対象データに基づいて前記ユーザのモーションパターンを判定する解析部と
　を有し、
　前記センサ装置または前記解析装置のいずれかが、前記解析対象データに含まれる前記
第１の時系列データに基づいて、前記第２の時系列データにおける解析対象区間を設定す
る区間設定部を有し、
　前記解析部は、前記解析対象区間における前記第２の時系列データに基づいて前記ユー
ザのモーションパターンを判定する情報処理システム。
（１４）スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置に伝
達された衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列データと、前記第１の
センサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出する第２のセンサの検出値
を含む第２の時系列データとを取得する機能と、
　前記第１の時系列データに基づいて、前記第２の時系列データにおいて前記ユーザのモ
ーションパターンを判定するための解析が実施される解析対象区間を設定する機能と
　をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された記録媒体。
（１５）スポーツをプレーするユーザに直接的または間接的に装着されるセンサ装置に含
まれるコンピュータに、
　前記センサ装置に伝達された衝撃を検出する第１のセンサの検出値を含む第１の時系列
データ、および前記第１のセンサよりも高い分解能で前記センサ装置の物理的挙動を検出
する第２のセンサの検出値を含む第２の時系列データに基づいて、前記ユーザのモーショ
ンパターンを判定するための解析に供される解析対象データを出力する機能を実現させる
ためのプログラムが記録された記録媒体。
【符号の説明】
【０１１３】
　１０　　情報処理システム
　１００　　センサ装置
　１０１　　センサ
　１０３　　ショックセンサ
　１０５　　モーションセンサ
　１０７　　前処理部
　１０９　　通信部
　２００　　解析装置
　２０１　　通信部
　２０３　　前処理部
　２０５　　解析部
　２０７　　モーションパターン判定部
　２０９　　記憶部
　２１１　　出力部
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