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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】様々な試合状況において最適な表面特性を有す
る球技用シューズを提供する。
【解決手段】外面を有するアッパー１０１を含む球技用
シューズ１００が記載される。アクチュエータ１０４が
、アッパー１０１の外面の一部の少なくとも１つの表面
特性を変えるように構成され、センサ１０５が、シュー
ズ１００の動きに感応するように構成される。アクチュ
エータ１０４およびセンサ１０５には処理ユニット１０
６が接続され、処理ユニット１０６は、センサ１０５か
ら読み出されたセンサデータを処理し、センサデータ中
に既定の事象が検知された場合には、アクチュエータ１
０４がアッパー１０１の外面１０２の該当部分の少なく
とも１つの表面特性を変えるように構成される。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球技用シューズであって、
　外面を有するアッパーと、
　前記アッパーの前記外面の一部の少なくとも１つの表面特性を変えるように構成された
アクチュエータと、
　前記シューズの動きに感応するように構成されたセンサと、
　前記アクチュエータおよび前記センサに接続され、前記センサから読み出されたセンサ
データを処理し、前記センサデータ中に既定の事象が検知された場合には、前記アクチュ
エータが前記アッパーの前記外面の前記部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えるよ
うに構成された処理ユニットと
を含む球技用シューズ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの表面特性が前記外面の前記部分の表面構造である、請求項１に記
載のシューズ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの表面特性が前記外面の前記部分の摩擦である、請求項１に記載の
シューズ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの表面特性が前記外面の前記部分の表面積である、請求項１に記載
のシューズ。
【請求項５】
　前記アッパーの前記外面の少なくとも前記部分は弾性があり、前記シューズが、
　前記アッパーの前記外面の前記部分より下に配置され、前記アクチュエータに接続され
た複数のフィンであって、前記アクチュエータによって降ろされ又は起こされ、前記外面
の弾性部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えることができる複数のフィン
をさらに含む、請求項１に記載のシューズ。
【請求項６】
　前記アッパーの前記外面の少なくとも前記部分は弾性があり、前記アクチュエータが空
気圧弁であり、前記シューズが、
　前記空気圧弁に加圧空気を供給するように構成された空気ポンプと、
　前記アッパーの前記外面の弾性部分の下に配置された少なくとも１つの膨張可能な要素
と
をさらに含み、前記空気圧弁が、加圧空気を前記膨張可能な要素に供給して前記膨張可能
な要素を膨張させ、前記外面の前記部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えるように
構成される、請求項１に記載のシューズ。
【請求項７】
　前記加圧空気が前記シューズを着用する競技者の動作によって生成される、請求項６に
記載のシューズ。
【請求項８】
　前記アッパーの前記外面の少なくとも前記部分は弾性があり、前記シューズが、
　前記アッパーの前記外面の弾性部分より下に配置された複数のピンと、
　前記複数のピンより下に配置され、前記アクチュエータに接続された波状構造であって
、前記ピンに対して動かし、前記ピンを前記外面に対して降ろし又は起こし、前記外面の
前記部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えることができる波状構造と
をさらに含む、請求項１に記載のシューズ。
【請求項９】
　前記外面の前記部分が、前記アクチュエータによって降ろされ又は起こされるように構
成された複数のフラップを含む、請求項１に記載のシューズ。
【請求項１０】
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　前記アクチュエータが、形状記憶合金または電気モータに基づく、請求項１に記載のシ
ューズ。
【請求項１１】
　前記センサが、加速度計、ジャイロスコープまたは磁界センサである、請求項１に記載
のシューズ。
【請求項１２】
　前記外面が皮膚状である、請求項１に記載のシューズ。
【請求項１３】
　ソールをさらに含み、前記センサ、前記アクチュエータおよび前記処理ユニットが前記
ソールに組み込まれる、請求項１に記載のシューズ。
【請求項１４】
　前記既定の事象がキックである、請求項１に記載のシューズ。
【請求項１５】
　前記既定の事象が、ショートパス、ロングパス、シュートまたはボールのコントロール
である、請求項１に記載のシューズ。
【請求項１６】
　前記処理ユニットが、
　前記センサからセンサデータの時系列値を読み出すステップと、
　前記時系列値を前処理するステップと、
　前記時系列値を複数のウィンドウにセグメント化するステップと、
　前記複数のウィンドウのそれぞれにおいて前記センサデータから複数の特徴を抽出する
ステップと、
　前記複数のウィンドウにおいて前記センサデータから抽出された前記複数の特徴に基づ
いて、前記複数のウィンドウに関連付けられる事象クラスを推定するステップと
を実施することによって、前記既定の事象を検知するように適合される、請求項１に記載
のシューズ。
【請求項１７】
　前記時系列値が、例えば非巡回型移動平均フィルタ、カスケード積分櫛形フィルタまた
はフィルタバンクを用いたデジタルフィルタリングによって前処理される、請求項１６に
記載のシューズ。
【請求項１８】
　前記事象クラスが、少なくとも前記検知すべき事象と、特定の事象に属さない前記セン
サデータに関連付けられるＮＵＬＬクラスとを含む、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項１９】
　前記特徴が、例えばウェーブレット解析、主成分分析または高速フーリエ変換を適用す
ることによって、少なくとも時間統計、時空間統計、スペクトル統計またはアンサンブル
統計の１つに基づく、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項２０】
　前記特徴が、単純平均、正規化された信号エネルギー、運動強度、信号強度面積、軸間
の相関関係、ウィンドウ内の最大値、ウィンドウ内の最小値、ウェーブレット変換の最大
詳細係数、テンプレートとの相関関係、テンプレートの主成分に対する射影、テンプレー
トの固有空間までの距離、スペクトル中心、帯域幅または卓越振動数の１つに基づく、請
求項１６に記載のシューズ。
【請求項２１】
　前記時系列値が、スライディングウィンドウに基づいて前記複数のウィンドウにセグメ
ント化される、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項２２】
　前記時系列値が、前記時系列値中に存在する少なくとも１つの条件に基づいて前記複数
のウィンドウにセグメント化される、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項２３】
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　前記少なくとも１つの条件が、決められた閾値の前記センサデータのクロッシング、ま
たは相関関係、マッチドフィルタリング、動的タイムワーピング、もしくは最長共通部分
列およびそのスライディングウィンドウの変量、ワーピング最長共通部分列を用いたテン
プレートのマッチングである、請求項２２に記載のシューズ。
【請求項２４】
　前記事象クラスが、単純ベイズ分類器などのベイズ分類器、サポートベクトルマシンな
どの最大マージン分類器、アダブースト分類器およびランダムフォレスト分類器などのア
ンサンブル学習アルゴリズム、最近傍分類器、ニューラルネットワーク分類器、ルールベ
ース分類器、またはツリーベース分類器に基づいて推定される、請求項１６に記載のシュ
ーズ。
【請求項２５】
　前記事象クラスが、条件付き確率場または動的ベイジアンネットワークによって前記事
象およびＮＵＬＬクラスの系列行動を確率論的にモデル化することに基づいて推定される
、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項２６】
　前記事象クラスが、
　前記検知すべき事象およびＮＵＬＬクラスの異なる位相を区別するステップであって、
前記ＮＵＬＬクラスが特定の事象に属さない前記センサデータに関連付けられる、ステッ
プと、
　動的ベイジアンネットワークによって前記事象および前記ＮＵＬＬクラスの前記系列行
動をモデル化するステップと
を含むハイブリッド分類器に基づいて推定される、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項２７】
　前記推定ステップが、教師あり学習によってトレーニングされた分類器に基づく、請求
項１６に記載のシューズ。
【請求項２８】
　前記推定ステップが、オンライン学習によってトレーニングされた分類器に基づく、請
求項１６に記載のシューズ。
【請求項２９】
　前記推定ステップが、教師なし学習によってトレーニングされた動的ベイシアンネット
ワークに基づく、請求項１６に記載のシューズ。
【請求項３０】
　前記既定の事象がリアルタイムで検知される、請求項１６に記載のシューズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、球技用シューズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サッカー、フットボール、アメリカンフットボール、ラグビーなどの球技において、競
技者の足は一般に、例えば試合などの非常に様々な状況でボールと接触する。例えば、（
例えばストライカーによって、またはペナルティの間に）ゴールを狙ってシュートするこ
とを意図してボールを蹴る、他の競技者にボールをパスする、ドリブル中にコントロール
してボールをキープする、チームメートのパスの後にボールを受けるなどの可能性がある
。
【０００３】
　そうした状況すべてにおいて、競技者は自身のシューズに対して様々な要求をする。例
えば競技者は、ボールを蹴るときには、高い摩擦および最大限のエネルギーの伝達を望む
。しかしながら、競技者は、ボールをコントロールするときには、滑らかな面およびボー
ルへの直接的なタッチを望む。
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【０００４】
　周知の球技用シューズは、そうした様々な要求の間で折り合いをつけたものであること
がしばしばである。したがって、通常はシューズが最適に機能しない試合状況がある。他
のシューズは、ある特定の試合状況のために特別に作られる。例えば、アッパー上にボー
ルとの摩擦を高めることを意図したフィン状の突起部を有する構造化された表面を有し、
例えば飛んでいく間にボールをスピンさせるサッカーシューズが知られている。しかしな
がら、そうしたシューズは、構造化された表面のために、ボールをコントロールすること
になると最適ではなくなる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Martin Vetterli and Cormac Herley, “Wavelets and filter banks: 
Theory and design”, IEEE Transactions on Signal Processing, 40(9): 2207-2232, 1
992
【非特許文献２】Leo Breiman, “Random forests”, Machine learning, 45(1):5-32, 2
001
【非特許文献３】Sergios Theodoridis and Konstantinos Koutroumbas, Pattern Recogn
ition, 4th edition, Elsevier, 2008
【非特許文献４】Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork, “Pattern Cla
ssification”, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2000
【非特許文献５】Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, “The element
s of statistical learning”, volume 2, Springer 2009
【非特許文献６】Collin F. Baker, Charles J. Fillmore and John B. Lowe, “The Ber
keley fragment project”, Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Associat
ion form Computational Linguistics and 17thInternational Conference on Computati
onal Linguistics - Volume 1, 86-90, Association form Computational Linguistics, 
1998
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、様々な試合状況において最適な表面特性を有する球技用
シューズを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的、および以下の記述を読むと明らかになる他の目的は、請求項１に記載のシュ
ーズによって解決される。
【０００８】
　本特許で使用する用語「ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ（発明）」「ｔｈｅ　ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ
（本発明）」「ｔｈｉｓ　ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ（本発明）」および「ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅ
ｎｔ　ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ（本発明）」は、本特許および以下の特許請求の範囲の主題の
すべてを広く指すことを意図している。これらの用語を含む記述は、本明細書に記載され
る主題を限定するものでも、以下の特許請求の範囲の趣旨もしくは範囲を限定するもので
もないと理解すべきである。本特許に含まれる本発明の実施形態は、以下の特許請求の範
囲によって定義され、この発明の概要によって定義されるものではない。この発明の概要
は、本発明の様々な実施形態の専門的な概要であり、以下の詳細な説明の項でさらに詳し
く記載する概念の一部を紹介するものである。この発明の概要は、請求する主題の重要な
または本質的な特徴を特定することを意図したものでも、請求する主題の範囲を決めるた
めに単独で用いることを意図したものでもない。主題は、本特許の明細書全体、任意のま
たはすべての図面、および各請求項の適切な部分を参照することによって理解すべきであ
る。
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【０００９】
　本発明のある特定の実施形態によれば、球技用シューズは、外面を有するアッパーと、
アッパーの外面の一部の少なくとも１つの表面特性を変えるように構成されたアクチュエ
ータと、シューズの動きに感応するように構成されたセンサとを含む。アクチュエータお
よびセンサには処理ユニットが接続され、処理ユニットは、センサから読み出されたセン
サデータを処理し、センサデータ中に既定の事象が検知された場合には、アクチュエータ
がアッパーの外面の該当部分の少なくとも１つの表面特性を変えるように構成される。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つの表面特性は、外面の該当部分の表面構
造である。少なくとも１つの表面特性は、外面の該当部分の摩擦、または外面の該当部分
の表面積とすることができる。
【００１１】
　ある特定の実施形態において、少なくともアッパーの外面の該当部分は弾性があるとす
ることができ、シューズは、アッパーの外面の該当部分より下に配置され、アクチュエー
タに接続された複数のフィンであって、アクチュエータによって降ろされ又は起こされ、
外面の弾性部分の少なくとも１つの表面特性を変えることができる複数のフィンをさらに
含むことができる。
【００１２】
　他の実施形態において、少なくともアッパーの外面の該当部分は弾性があるとすること
ができ、アクチュエータは空気圧弁とすることができ、またシューズは、空気圧弁に加圧
空気を供給するように構成された空気ポンプと、アッパーの外面の弾性部分の下に配置さ
れた少なくとも１つの膨張可能な要素とをさらに含むことができ、空気圧弁は、加圧空気
を膨張可能な要素に供給して膨張可能な要素を膨張させ、外面の該当部分の少なくとも１
つの表面特性を変えるように構成される。加圧空気は、シューズを着用する競技者の動作
によって発生させることができる。
【００１３】
　さらなる実施形態において、少なくともアッパーの外面の該当部分は弾性があるとする
ことができ、シューズは、アッパーの外面の弾性部分より下に配置された複数のピンと、
複数のピンより下に配置され、アクチュエータに接続された波状構造であって、ピンに対
して動かし、ピンを外面に対して降ろし又は起こし、外面の該当部分の少なくとも１つの
表面特性を変えることができる波状構造とをさらに含むことができる。
【００１４】
　ある特定の実施形態において、外面の該当部分は、アクチュエータによって降ろされ又
は起こされるように構成された複数のフラップを含む。アクチュエータは、形状記憶合金
または電気モータに基づくことができる。
【００１５】
　センサは、加速度計、ジャイロスコープまたは磁界センサとすることができる。
【００１６】
　外面は皮膚状にすることができる。
【００１７】
　ある特定の実施形態によれば、シューズはソールをさらに含み、センサ、アクチュエー
タおよび処理ユニットは、ソールに組み込まれる。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、既定の事象はキックである。既定の事象は、ショートパ
ス、ロングパス、シュートまたはボールのコントロールとすることもできる。
【００１９】
　ある特定の実施形態において、処理ユニットは、センサから時系列値のセンサデータを
読み出し、時系列値を前処理し、時系列値を複数のウィンドウにセグメント化し、複数の
ウィンドウのそれぞれにおいてセンサデータから複数の特徴を抽出し、複数のウィンドウ
においてセンサデータから抽出された複数の特徴に基づいて、複数のウィンドウに関連付
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けられる事象クラスを推定することにより、既定の事象を検知するように適合される。
【００２０】
　時系列値は、例えば非巡回型移動平均フィルタ、カスケード積分櫛形フィルタまたはフ
ィルタバンクを用いたデジタルフィルタリングによって前処理することができる。
【００２１】
　事象クラスは、少なくとも検知すべき事象、および特定の事象に属さないセンサデータ
に関連付けられるＮＵＬＬクラスを含むことができる。
【００２２】
　ある特定の実施形態において、特徴は、例えばウェーブレット解析、主成分分析または
高速フーリエ変換を適用することによって、少なくとも時間統計、時空間統計、スペクト
ル統計またはアンサンブル統計の１つに基づく。
【００２３】
　他の実施形態において、特徴は、単純平均、正規化された信号エネルギー、運動強度、
信号強度面積（signal magnitude area）、軸間の相関関係、ウィンドウ内の最大値、ウ
ィンドウ内の最小値、ウェーブレット変換の最大詳細係数、テンプレートとの相関関係、
テンプレートの主成分に対する射影、テンプレートの固有空間までの距離、スペクトル中
心、帯域幅または卓越振動数の１つに基づく。
【００２４】
　時系列値は、スライディングウィンドウ（sliding window）に基づいて、複数のウィン
ドウにセグメント化することができる。時系列値は、時系列値中に存在する少なくとも１
つの条件に基づいて、複数のウィンドウにセグメント化することもできる。いくつかの実
施形態において、少なくとも１つの条件は、決められた閾値のセンサデータのクロッシン
グ、または相関関係、マッチドフィルタリング、動的タイムワーピング、もしくは最長共
通部分列およびそのスライディングウィンドウの変量、ワーピング最長共通部分列（warp
ing Longest Common Subsequence）を用いたテンプレートのマッチングである。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、事象クラスは、単純ベイズ分類器などのベイズ分類器、
サポートベクトルマシンなどの最大マージン分類器、アダブースト分類器およびランダム
フォレスト分類器などのアンサンブル学習アルゴリズム、最近傍分類器、ニューラルネッ
トワーク分類器、ルールベース分類器、またはツリーベース分類器に基づいて推定される
。他の実施形態において、事象クラスは、条件付き確率場または動的ベイジアンネットワ
ークによって事象およびＮＵＬＬクラスの系列行動を確率論的にモデル化することに基づ
いて推定される。さらなる実施形態において、事象クラスは、検知すべき事象およびＮＵ
ＬＬクラスの異なる位相を区別するステップであって、ＮＵＬＬクラスが特定の事象に属
さないセンサデータに関連付けられる、ステップと、動的ベイジアンネットワークによっ
て事象およびＮＵＬＬクラスの系列行動をモデル化するステップとを含むハイブリッド分
類器に基づいて推定される。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、推定ステップは、教師あり学習（unsupervised learnin
g）によってトレーニングされた分類器に基づく。他の実施形態において、推定ステップ
は、オンライン学習（online learning）によってトレーニングされた分類器に基づく。
さらなる実施形態において、推定ステップは、教師なし学習によってトレーニングされた
動的ベイジアンネットワークに基づく。
【００２７】
　既定の事象は、リアルタイムで検知することができる。
【００２８】
　本特許または出願のファイルは、ＳＹＨＯＥで実行された少なくとも１つの図面を含む
。彩色図面が付された本特許または特許出願公開の写しは、請求および所要の手数料の納
付により特許商標庁によって提供される。
【００２９】
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　以下の詳細な説明では、以下の図面を参照して本発明の実施形態について記載する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】本発明のある特定の実施形態による、受動的な状態のシューズの斜視図および
特定の部分拡大図である。
【図１Ｂ】能動的な状態の図１Ａのシューズの斜視図である。
【図２Ａ】本発明のある特定の実施形態による、フラップを用いて表面特性を変えるため
の機構を概略的に示す図である。
【図２Ｂ】本発明のある特定の実施形態による、フラップを用いて表面特性を変えるため
の機構を概略的に示す図である。
【図３Ａ】本発明のある特定の実施形態による、シューズ内の加圧空気システムの斜視図
である。
【図３Ｂ】本発明のある特定の実施形態による、シューズ内の加圧空気システムの斜視図
である。
【図４】本発明のある特定の実施形態による、シューズ内の加圧空気システムの斜視図で
ある。
【図５Ａ】本発明のある特定の実施形態による、ピンを用いて表面特性を変えるための機
構を概略的に示す図である。
【図５Ｂ】本発明のある特定の実施形態による、ピンを用いて表面特性を変えるための機
構を概略的に示す図である。
【図６】図５Ａおよび５Ｂの機構の分解図である。
【図７Ａ】本発明のある特定の実施形態による、フラップを用いて表面特性を変えるため
の機構を概略的に示す図である。
【図７Ｂ】本発明のある特定の実施形態による、フラップを用いて表面特性を変えるため
の機構を概略的に示す図である。
【図８Ａ】電気活性ポリマーの原理を示す図である。
【図８Ｂ】電気活性ポリマーの原理を示す図である。
【図９Ａ】本発明のある特定の実施形態による電気活性ポリマーを概略的に示す図である
。
【図９Ｂ】本発明のある特定の実施形態による電気活性ポリマーを概略的に示す図である
。
【図１０】本発明のある特定の実施形態による電気活性ポリマーを含むモジュールの斜視
図である。
【図１１】本発明のある特定の実施形態による、変化可能な表面特性を有するアッパーの
外面の一部の斜視図である。
【図１２】本発明のある特定の実施形態による、事象を検知する方法の図である。
【図１３】本発明のある特定の実施形態による、３軸加速度計から得られた時系列値のプ
ロットである。
【図１４】本発明のある特定の実施形態による、ウィンドウでの時系列値のセグメント化
の図である。
【図１５】本発明のある特定の実施形態によるセグメント化ステップの例示的な結果を示
す図である。
【図１６】本発明のある特定の実施形態による特徴抽出の方法ステップの図である。
【図１７】本発明のある特定の実施形態による高速ウェーブレット変換の実行を示す図で
ある。
【図１８】本発明のある特定の実施形態による１段階分類の図である。
【図１９】本発明のある特定の実施形態によるサポートベクトルマシンの図である。
【図２０】本発明のある特定の実施形態による２段階分類の図である。
【図２１】検知すべき事象の隠れマルコフモデルの図である。
【図２２】ＮＵＬＬクラスの隠れマルコフモデルの図である。
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【図２３】状態、出力およびパラメータによる検知すべき事象の隠れマルコフモデルの図
である。
【図２４】状態、出力およびパラメータによるＮＵＬＬクラスの隠れマルコフモデルの図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明によれば、球技用シューズは、（ａ．）外面を有するアッパーと、（ｂ．）アッ
パーの外面の一部の少なくとも１つの表面特性を変えるように構成されたアクチュエータ
と、（ｃ．）シューズの動きに感応するセンサと、（ｄ．）アクチュエータおよびセンサ
に接続され、センサから読み出されたセンサデータを処理し、センサデータ中に既定の事
象が検知された場合には、アクチュエータがアッパーの外面の該当部分の少なくとも１つ
の表面特性を変えるように構成された処理ユニットとを含む。
【００３２】
　この説明の文脈における動きとは、並進運動、回転運動（回転）または両方の組み合わ
せとして理解される。一般的には、動きとは、運動学的な状態の変化、すなわち加速、減
速、回転などとして理解される。運動学的な状態は、位置、速度および向きによって記述
することができる。したがって、この文脈において理解される動きとは、位置、速度、加
速度および向きの少なくとも１つを変えるものである。
【００３３】
　本発明による特徴の特定の組み合わせによって、シューズが特定の試合状況に適応する
ことが可能になる。例えば処理ユニットは、シューズを着用している競技者がまさに難し
いロングシュートを行っていることを検知することができる。この状況において、処理ユ
ニットは、アッパーの外面の該当部分の少なくとも１つの表面特性、例えば摩擦を変え、
ボールとの摩擦を高めるようにアクチュエータに指示することができる。例えば、表面構
造を、滑らかな表面から、裂けたような波形のまたはフィン状の構造に変えることができ
る。反対に、処理ユニットは、競技者がドリブルを行っていることを検知した場合、アッ
パーの表面構造を、ボールに直接タッチする滑らかな表面構成に変えるようにアクチュエ
ータに指示することができる。
【００３４】
　こうして、本発明によるシューズは、試合の各状況において最適な表面構成になる。従
来技術のシューズとは異なり、本発明のシューズは折り合いをつけたものではない。
【００３５】
　本発明によるシューズが、少なくとも１つのアクチュエータ、すなわち少なくとも１つ
のアクチュエータ、および少なくとも１つのセンサ、すなわち少なくとも１つのセンサを
含むことに留意すべきである。
【００３６】
　少なくとも１つの表面特性は、アッパーの外面の該当部分の表面構造とすることができ
る。したがって、処理ユニットは、例えば競技者がボールをコントロールしていることを
検知した場合、アクチュエータが、例えば該当部分に波状構造を与えることによってアッ
パーの外面の該当部分の表面構造を変え、ボールの最適なコントロールを可能にするよう
にすることができる。
【００３７】
　少なくとも１つの表面特性は、アッパーの外面の該当部分の摩擦とすることができる。
したがって、処理ユニットは、例えば競技者が難しいシュートを行っていることを検知し
た場合、アクチュエータがアッパーの外面の該当部分の表面摩擦を高め、競技者がたくさ
んのスピンをかけてボールをシュートできるようにすることが可能である。
【００３８】
　複数の表面特性を一度に変えることが可能であることに留意すべきである。したがって
、構造を摩擦と同時に変えることができる。摩擦を表面積と同時に変えることができる。
表面積を表面構造と同時に変えることができる。言及した３つの特性すべてを同時に変え
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ることができる。また、この特性の列挙は限定的ではなく、本発明の文脈の範囲内で他の
特性を変えることも可能である。
【００３９】
　アクチュエータは、アッパーの外面の該当部分の少なくとも１つの表面特性を直接的ま
たは間接的に変えることができる。表面特性を変えるための他の機構が含まれていない場
合、アクチュエータは表面特性を直接的に変えることができる。例えばある特定の条件下
で、体積、大きさ、形状、長さなどその状態を変えるアクチュエータ（電気活性ポリマー
、形状記憶合金、圧電性結晶など）をアッパーの外面の下に配置することができ、アクチ
ュエータは、その状態を変えるとき、表面特性（表面構造、摩擦、表面積など）を直接的
に変えることができる。
【００４０】
　アクチュエータは、体積、大きさ、形状、長さなどその状態を変える場合に表面特性を
間接的に変え、それによって、ある機構を駆動し、その機構が表面特性（表面構造、摩擦
、表面積など）の変化を生じさせることができる。
【００４１】
　以下では、両方の選択肢、すなわち、少なくとも１つの表面特性を直接的および間接的
に変えるアクチュエータについて、例および実施形態を記載する。
【００４２】
　アッパーの外面の少なくとも一部は弾性があるとすることができ、シューズは、アッパ
ーの外面の該当部分より下に配置され、アクチュエータに接続された複数のフィンであっ
て、アクチュエータによって降ろされ又は起こされ、弾性がある外面の少なくとも１つの
表面特性を変えることができる複数のフィンをさらに含むことができる。
【００４３】
　本発明の文脈における「弾性」とは、アッパーの外面が力および／または圧力を受けて
変形するが、その形状をほぼ完全に（小さい許容誤差まで）その初期状態に回復すること
であると理解される。
【００４４】
　この種の機構によって、フィンを大きく持ち上げることが可能になる。すなわち、フィ
ンが下げられた表面の滑らかな構成と、フィンが上げられた高摩擦の構成との間に大きい
差ができるようになる。
【００４５】
　アッパーの外面の少なくとも一部は弾性があるとすることができ、アクチュエータは空
気圧弁とすることができ、またシューズは、空気圧弁に加圧空気を供給するように構成さ
れた空気ポンプをさらに含み、かつアッパーの弾性がある外面の下に配置された少なくと
も１つの膨張可能な要素を含むことができ、空気圧弁は、加圧空気を膨張可能な要素に供
給して膨張可能な要素を膨張させ、アッパーの外面の該当部分の少なくとも１つの表面特
性を変えるように構成される。
【００４６】
　したがって、弾性がある表面の下に配置された膨張可能な要素は、少なくとも１つの表
面特性、したがって、例えば表面の摩擦に直接的に影響を及ぼす。この構造には、少数の
可動部分、すなわち空気圧弁および膨張可能な要素のみを有するという利点がある。した
がって、これはきわめて丈夫な構造である。
【００４７】
　アクチュエータが２つ以上の空気圧弁を含むこと、およびシューズが３つ以上の空気ポ
ンプを含むことが可能であることに留意されたい。
【００４８】
　加圧空気は、シューズを着用する競技者の動作によって発生させることができる。例え
ば、一方向のみの空気の流れを許容する弁を介して、袋を空気溜めに接続することができ
る。競技者が歩く、走るまたは跳ぶと、袋が圧縮され、空気が弁を通して空気溜めに送り
込まれる。こうして、空気溜めの中の空気の圧力が高められる。したがって、アッパーの
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少なくとも１つの表面特性を変えるために必要なエネルギーは、シューズを着用する競技
者の動きによって提供され、（処理ユニット、弁およびセンサ用のバッテリの他に）バッ
テリなどの他のエネルギー源は不要である。
【００４９】
　少なくともアッパーの外面の該当部分は弾性があるとすることができ、シューズは、ア
ッパーの弾性がある外面より下に配置された複数のピンと、複数のピンより下に配置され
、アクチュエータに接続された波状構造であって、ピンに対して動かし、ピンを外面に対
して降ろし又は起こし、外面の該当部分の少なくとも１つの表面特性を変えることができ
る波状構造とをさらに含むことができる。
【００５０】
　ピンによって、アッパーの表面にきわめてきめの細かい構造を生じさせることが可能に
なる。したがって、ボールをコントロールする間、この構造によって得られる摩擦は高く
、すなわち「タッチ」を維持することができる。
【００５１】
　本発明の文脈における「ピン」は、弾性がある外面に対して動くことによって表面特性
を変えることができる任意の構造と理解される。したがって、ピンは、ニブ、球、角錐、
立方体などの形状を有することができる。
【００５２】
　外面の該当部分は、アクチュエータによって降ろされ又は起こされるように構成された
複数のフラップを含むことができる。この構造は、（例えば、リブ付きの構成またはフィ
ン状の突起部を有する）構造化された表面を備えた周知のシューズの外観および挙動を模
することができると同時に、ボールのコントロールを必要とする状況において、例えばド
リブルの間に、フラップを下げることができる。
【００５３】
　アクチュエータは、形状記憶合金（例えばワイヤ）または電気モータに基づくことがで
きる。形状記憶合金および電気モータによって、アッパーの少なくとも１つの表面特性を
調節するためにアクチュエータがかなり大きい力を及ぼすことが可能になると同時に、形
状記憶合金および電気モータが必要とする電気エネルギーはあまり高くない。形状記憶合
金は、変形および加熱を受けたとき、その元の形状に戻る合金である。例えば形状記憶合
金のワイヤは、例えばワイヤを通って流れる電流によって加熱することができる。ある特
定の温度閾値に達すると、ワイヤは収縮する。冷却してその温度閾値より低くなった後、
ワイヤは弛緩し、その元の状態に、すなわち元の長さおよび／または形状に戻る。材料は
とりわけ軽く、きわめて小さいアクチュエータを可能にする。
【００５４】
　アクチュエータは、ソレノイドに基づくことができる。ソレノイドは、電源によって動
力を供給された場合、磁界を発生させる。磁界は、強磁性材料に力を及ぼすことができる
。したがって、ソレノイドは、アッパーの外面の該当部分の表面特性を変える機構を駆動
することができる。
【００５５】
　アクチュエータは、熱アクチュエータとすることができる。熱アクチュエータは、好ま
しくは大きい熱膨張率を有する材料の温度を変える。したがって、温度が変わると材料の
長さが変わり、それを用いてアッパーの外面の該当部分の表面特性を変える機構を駆動す
ることができる。
【００５６】
　アクチュエータは、空気アクチュエータとすることができる。例えば加圧空気によって
小さいピストンを駆動して、アッパーの外面の該当部分の表面特性を変える機構を駆動す
ることが可能である。
【００５７】
　アクチュエータは、電気活性ポリマーとすることができる。そうしたポリマーは、電気
的な刺激に応答して形状変化を示す。例えばそうしたポリマーに電圧を加えた場合、ポリ
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マーは、力線の方向に収縮し、力線に垂直に膨張することができる。電気活性ポリマーは
、誘電エラストマーの薄いフィルムを、カーボンを含有する柔らかいポリマーフィルムと
前後に重ね合わせることによって作成することができる。本発明の文脈において使用可能
な電気活性ポリマーの主なタイプは、電界によって駆動される電子的な電気活性ポリマー
、イオンの移動性を必要とするイオン性電気活性ポリマー、およびナノチューブを含む。
【００５８】
　少なくともアッパーの外面の該当部分は弾性があるとすることができ、電気活性ポリマ
ーは弾性部分より下に配置することができ、したがって、電気活性ポリマーの形状変化が
アッパーの外面の弾性部分の表面特性の変化を生じさせる。こうして、他の機構を用いず
に、アクチュエータによって表面特性を直接的に変えることができる。電気活性ポリマー
の形状の変化は、長さ、体積、厚さ、幅、表面積、弾性率および／または剛性率の変化を
含むことができる。
【００５９】
　アクチュエータは電気活性ポリマーとすることができ、またアクチュエータは、電気活
性ポリマーがアッパーの外面の一部の表面特性をそれを介して変えることができるような
機構に結合することが可能である。その機構は、前述の機構、すなわちピン、フラップお
よび／またはフィンとすることができる。
【００６０】
　アクチュエータは、ラッチ式の機構を駆動することができる。ラッチ式の機構において
、アッパーの外面の該当部分の表面特性を変える機構を駆動する力は、ばね、弾性がある
ストラップ、圧縮された袋など予め圧力を加えられた要素によって与えられる。アクチュ
エータを用いて、予め圧力を加えられた要素を解放し、予め圧力を加えられた状態から圧
力を受けていない状態にする。アッパーの外面の該当部分の表面特性を変える機構は、こ
の移行によって駆動される。
【００６１】
　アクチュエータは、予め圧力を加えられた要素によって支持することができる。例えば
、予め圧力を加えられたばね、弾性があるストラップまたは圧縮された袋からの力がアク
チュエータの力に加わり、アクチュエータを支持することができる。
【００６２】
　センサは、加速度計、ジャイロスコープまたは磁界センサとすることができる。そうし
た種類のセンサは、シューズの運動学的な状態（すなわち、運動、回転および向き）の変
化を確実に検知するのに適している。シューズの運動学的な状態は、競技者が行っている
運動（例えば、キック、シュート、パス、コントロールなど）に直接的に関係付けられる
。
【００６３】
　外面は皮膚状にすることができる。皮膚状の外面は、処理ユニットがアクチュエータに
アッパーの滑らかな表面を生じさせるように指示した状態で、ボールを直接コントロール
することおよびボールにタッチことを可能にする。
【００６４】
　シューズはソールをさらに含むことができ、センサ、アクチュエータおよび処理ユニッ
トはソールに組み込まれる。この配置は省スペースであり、センサ、アクチュエータおよ
び処理ユニットの最大限の保護を実現する。あるいは、特に形状記憶合金（「ＳＭＡ」）
のワイヤを用いる場合、アクチュエータの少なくとも一部がアッパーの中に延びることが
できる。例えばＳＭＡワイヤをソールのプレートに固定し、アッパーの中に延びるように
することが可能である。
【００６５】
　処理ユニットによって検知される既定の事象は、キックとすることができる。キックは
、サッカー、フットボール、アメリカンフットボールおよびラグビーなどのスポーツでた
びたび行われる。したがって、シューズをキックに適応させることは、競技者にとって価
値が高い。
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【００６６】
　既定の事象は、ショートパス、ロングパス、シュートまたはボールのコントロールとす
ることができる。これらの事象も、サッカー、フットボール、アメリカンフットボール、
ラグビーなどのスポーツでたびたび行われる。したがって、シューズをそうした事象の１
つに適応させることは、競技者にとって価値が高い。
【００６７】
　処理ユニットは、以下のステップ、すなわち、（ａ．）センサから時系列値のセンサデ
ータを読み出すステップと、（ｂ．）フィルタおよび適当な信号処理方法を適用して時系
列値を前処理するステップと、（ｃ．）時系列値を複数のウィンドウにセグメント化する
ステップと、（ｄ．）複数のウィンドウのそれぞれにおいてセンサデータから複数の特徴
を抽出するステップと、（ｅ．）複数のウィンドウにおいてセンサデータから抽出された
複数の特徴に基づいて、複数のウィンドウに関連付けられる事象クラスを推定するステッ
プとを実施することによって、既定の事象を検知するように適合させることができる。
【００６８】
　各ステップのこの順序は、事象の確実な検知を可能にし、計算的に安価であり、リアル
タイム処理に対して可能であり、試合の間、広範囲の様々な事象に適用することができる
。特に、事象が実際に完了する前に事象を検知することができる。例えば、早い段階でシ
ュートを識別することができる。こうした利点は、ステップの特定の組み合わせによって
実現される。したがって、センサによって読み出された時系列値を複数のウィンドウにセ
グメント化することによって、データの処理を、ウィンドウの大きさによって与えられる
限られたデータ量に集中させることができる。ウィンドウのそれぞれにおいてセンサデー
タから複数の特徴を抽出することによって、問題の次元を小さくすることができる。例え
ば、各ウィンドウが数百のデータポイントを含む場合、約１２の関連する特徴を抽出する
ことによって、計算コストがかなり軽減される。さらに、複数のウィンドウに関連付けら
れた事象クラスを推定する後続のステップは、抽出された特徴に対してのみ機能すればよ
く、各ウィンドウのデータポイントの全組に対して機能する必要はない。
【００６９】
　事象クラスは、少なくとも所定の検知すべき事象を含むことができる。特定の事象のい
ずれにも属さないセンサデータには、ＮＵＬＬクラスが関連付けられる。こうして、特定
の行動に重要な事象と他のすべての事象とを区別することができる。
【００７０】
　時系列値は、スライディングウィンドウに基づき、複数のウィンドウにセグメント化す
ることができる。スライディングウィンドウは簡単に実施することができ、計算的に安価
である。
【００７１】
　時系列値は、時系列値中に存在する少なくとも１つの条件に基づき、複数のウィンドウ
にセグメント化することができる。こうして、ウィンドウのそれぞれが、所定の検知すべ
き事象と決まった時間関係にあることを保証することができる。例えば、複数のウィンド
ウのうちの第１のウィンドウの時間位置が、既定の事象の始まりと一致するようにするこ
とができる。
【００７２】
　条件は、決められた閾値のセンサデータのクロッシングとすることができる。センサデ
ータのクロッシングは、簡単に検知することができ、計算的に安価であり、検知すべき事
象の時間位置と適切な相関関係を示す。
【００７３】
　時系列値は、予め記録された事象の既知の信号を用いて決定される事象のテンプレート
とのマッチングの使用に基づき、複数のウィンドウにセグメント化することができる。マ
ッチングは、相関関係、マッチドフィルタリング、動的タイムワーピング、または最長共
通部分列（「ＬＣＳＳ」）およびそのスライディングウィンドウの変量、ワーピングＬＣ
ＳＳに基づくことができる。
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【００７４】
　特徴は、例えばウェーブレット解析、主成分分析（「ＰＣＡ」）または高速フーリエ変
換（「ＦＦＴ」）を適用することによって、少なくとも時間統計、時空間統計、スペクト
ル統計またはアンサンブル統計の１つに基づくことができる。言及した統計および変換は
、できるだけ非冗長なウィンドウのそれぞれにおいて時系列値から特徴を導き出すのに適
しており、事象の確実な検知を可能にする。
【００７５】
　特徴は、単純平均、正規化された信号エネルギー、運動強度、信号強度面積、軸間の相
関関係、ウィンドウ内の最大値、ウィンドウ内の最小値、ウェーブレット変換の最大詳細
係数、テンプレートとの相関関係、テンプレートの主成分に対する射影、テンプレートの
固有空間までの距離、スペクトル中心、帯域幅または卓越振動数の１つに基づくことがで
きる。こうした種類の特徴は、人の運動に関連付けられた事象の確実な検知を可能にする
ことが分かっている。
【００７６】
　事象クラスは、単純ベイズ分類器などのベイズ分類器、サポートベクトルマシンなどの
最大マージン分類器、アダブースト分類器およびランダムフォレスト分類器などのアンサ
ンブル学習アルゴリズム、最近傍分類器、ニューラルネットワーク分類器、ルールベース
分類器、またはツリーベース分類器に基づいて推定することができる。こうした方法は、
人の行動に関連付けられた事象の確実な分類を可能にすることが分かっている。
【００７７】
　事象クラスは、条件付き確率場、動的ベイジアンネットワークなどによって、事象およ
びＮＵＬＬクラスの系列行動を確率論的にモデル化することに基づいて推定することがで
きる。
【００７８】
　事象クラスは、（ａ．）所定の検知すべき事象とＮＵＬＬクラスの異なる位相を区別す
るステップであって、ＮＵＬＬクラスが特定の事象に属さないセンサデータに関連付けら
れる、ステップと、（ｂ．）例えば隠れマルコフ型のモデルなどの動的ベイジアンネット
ワークによって、事象およびＮＵＬＬクラスの系列行動をモデル化するステップとを含む
ハイブリッド分類器に基づいて推定することができる。そうしたハイブリッド式の分類は
応答時間を増やし、したがって、リアルタイムの事象の検知に理想的に適している。これ
は、ハイブリッド分類器が、事象が実際に完了する前に事象を分類することが可能である
ことによる。
【００７９】
　推定ステップは、教師あり学習によってトレーニングされた分類器に基づくことができ
る。教師あり学習によって、分類器を所定のクラスの事象（例えば、キック、シュート、
パスなど）、および／または所定のタイプのアスリート（例えば、プロ、アマチュア、レ
クリエーション）、または特定の人にも適応させることが可能になる。
【００８０】
　推定ステップは、教師なし学習によってトレーニングされた動的ベイジアンネットワー
クに基づくことができる。教師なし学習によって、特定のものではない事象に対処するＮ
ＵＬＬクラスをモデル化することが可能になる。
【００８１】
　推定ステップは、オンライン学習によってトレーニングされた分類器に基づくことがで
きる。オンライン学習によって、分類器を人の作用なしでシューズの着用者に適応させる
ことが可能になる。これは、ボールの接触を検知した後に分類器を更新するフィードバッ
クループによって実現することが可能である。
【００８２】
　既定の事象はリアルタイムで検知することができる。リアルタイム解析を用いて、ある
特定の事象を予測し、アクチュエータによるアッパーの外面の該当部分の少なくとも１つ
の表面特性の適応を開始することができる。
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【００８３】
詳細な説明
　本明細書では、本発明の実施形態の主題について、法的要件を満たすように具体的に説
明するが、この説明は、必ずしも特許請求の範囲の範囲を限定するものではない。請求さ
れる主題は、他の方法で具現化すること、異なる要素またはステップを含むこと、および
他の既存のまたは将来の技術と共に使用することが可能である。この説明は、個々のステ
ップまたは要素の配置の順序について明確に説明する場合を除き、様々なステップもしく
は要素の間の特定の順序または配置を意味するものと解釈すべきではない。
【００８４】
　図１Ａおよび１Ｂは、本発明による球技用のシューズ１００のある特定の実施形態の概
略図を示している。そうしたシューズ１００は、サッカー、フットボール、アメリカンフ
ットボール、ラグビーなどの球技に使用することができる。図１Ａおよび１Ｂにおいて理
解されるように、シューズ１００は、外面１０２を有するアッパー１０１を含む。アッパ
ー１０１は、革、合成皮革、ポリエステルなどのプラスチックなど、従来型の材料から製
造することができる。アッパーは、糸から製造される場合、例えば緯糸編みにすること、
経糸編みすること、または織ることなどが可能である。
【００８５】
　図１Ａおよび１Ｂに示すように、アッパー１０１はソール１０３に接続される。ソール
１０３は、エチレン酢酸ビニル（「ＥＶＡ」）、ポリウレタン（「ＰＵ」）、熱可塑性ポ
リウレタン（「ＴＰＵ」）などの従来型の材料から製造することができる。アッパー１０
１は、例えば接着、縫い付け、溶接または他の技術によってソール１０３に接続すること
ができる。
【００８６】
　シューズは、アッパー１０１の外面１０２の一部の少なくとも１つの表面特性を変える
ように構成されたアクチュエータ１０４を含む。図１Ａおよび１Ｂの実施形態では、アク
チュエータ１０４は形状記憶合金（ＳＭＡ）に基づき、すなわち、アクチュエータ１０４
は、ＳＭＡからＶ字形の構成に製造された１本のワイヤを含む。１本のＳＭＡワイヤでは
なく、複数本のワイヤを用いることができ、構成は、例えばＵ字形、Ｓ字形など異なって
もよい。また、その形状を変えることが可能なＳＭＡ以外の任意の材料を用いることがで
きる。一般に、アクチュエータ１０４として電気モータまたは空気圧弁を用いることも可
能である。
【００８７】
　アッパー１０１の外面１０２の特性を変える部分は、足前部領域、内側面のみ、外側面
のみ、両面、踵領域、（内側および／または外側の）中足領域などに配置することができ
る。該当部分は、前述の領域の任意の組み合わせに配置することもできる。したがって、
「部分」とは、アッパー１０１の面１０２上の単一の領域、または２つ以上の分かれた別
個の領域と理解される。一般に、特性を変える部分は、アッパー１０１の面１０２上の任
意の位置に配置することができる。
【００８８】
　本明細書に記載されるすべての実施形態に関して、少なくとも１つの表面特性は、アッ
パー１０１の外面１０２の該当部分の表面構造とすることができる。したがって、処理ユ
ニット１０６は、例えば競技者がボールをコントロールしていることを検知した場合、ア
クチュエータ１０４が、例えば該当部分に波状構造を与えることによってアッパー１０１
の外面１０２の該当部分の表面構造を変え、ボールの最適なコントロールを可能にするよ
うにすることができる。さらに、少なくとも１つの表面特性は、アッパーの外面の該当部
分の摩擦とすることができる。したがって、処理ユニット１０６は、例えば競技者がシュ
ートを行っていることを検知した場合、アクチュエータ１０４がアッパー１０１の外面１
０２の該当部分の表面摩擦を高め、競技者がたくさんのスピンをかけてボールをシュート
できるようにすることが可能である。少なくとも１つの表面特性は、アッパーの外面の該
当部分の摩擦とすることができる。したがって、処理ユニット１０６は、例えば競技者が
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シュートを行っていることを検知した場合、アクチュエータ１０４がアッパー１０１の外
面１０２の該当部分の表面摩擦を高め、競技者がたくさんのスピンをかけてボールをシュ
ートできるようにすることが可能である。
【００８９】
　複数の表面特性を一度に変えることが可能であることに留意すべきである。したがって
、構造を摩擦と同時に変えることができる。摩擦を表面積と同時に変えることができる。
表面積を表面構造と同時に変えることができる。言及した３つの特性すべてを同時に変え
ることができる。また、この特性の列挙は限定的ではなく、本発明の文脈の範囲内で他の
特性を変えることも可能である。
【００９０】
　シューズ１００は、シューズ１００の動きに感応する少なくとも１つのセンサ１０５を
含む。センサ１０５は、加速度計、ジャイロスコープまたは磁界センサなど、シューズ１
００の動きを測定することが可能な任意のタイプのセンサとすることができる。さらに、
異なるセンサの組み合わせを用いることができ、すなわち、センサ１０５は、精度を高め
るために、加速度、回転および磁界の組み合わせを測定できるようにすることが可能であ
る。このために、複数の別個のセンサを用いることもできる。
【００９１】
　図１Ａおよび１Ｂに示すように、シューズは処理ユニット１０６も含み、処理ユニット
１０６は、アクチュエータ１０４に接続され、この実施形態ではセンサ１０５と同じハウ
ジングの中に配置される。しかしながら、処理ユニット１０６は、別のハウジングの中に
配置することも可能である。処理ユニット１０６は、センサ１０５から読み出されたセン
サデータを処理するように構成される。処理ユニット１０６はさらに、センサデータ中に
既定の事象が検知された場合には、アクチュエータ１０４がアッパー１０１の外面１０２
の一部の少なくとも１つの表面特性を変えるように構成される。そうした事象は、例えば
キック、ショートパス、ロングパス、シュートまたはボールのコントロールとすることが
できる。以下に詳しく説明するように、処理ユニットは、事象が実際に完了する前に事象
を検知する技術を利用することができる。したがって処理ユニットは、ボールが当たる前
に、アクチュエータがアッパーの該当部分の少なくとも１つの表面特性を適応させるよう
にすることができる。
【００９２】
　図１Ａおよび１Ｂの実施形態には、必要な電力を処理ユニット１０６、センサ１０５お
よびアクチュエータ１０４に供給するバッテリ１０７も示されている。バッテリは、弱く
なったときに交換することが可能である。あるいは、バッテリは再充電可能とし、誘導充
電またはワイヤケーブル（例えばＵＳＢケーブル）の使用によって再充電することができ
る。バッテリの代わりに、圧電性結晶、磁石およびコイル、または着用者の動きによって
生じる圧力から必要な出力を発生させる任意の他のエネルギーハーベスティング技術を用
いることが可能である。
【００９３】
　図１Ａは、「受動的な」表面構造を有するアッパー１０１を示し、すなわち処理ユニッ
ト１０６は、センサデータ中の既定の事象を検知しておらず、アクチュエータ１０４がア
ッパー１０１の外面１０２の一部の表面特性を変えるようにしていない。図１Ａに示すよ
うに、アッパー１０１は滑らかな表面を含む。
【００９４】
　対照的に、図１Ｂは、「能動的な」表面構造を有するアッパー１０１を示し、すなわち
処理ユニット１０６は、センサデータ中の既定の事象を検知し、アクチュエータ１０４が
アッパー１０１の外面１０２の一部の少なくとも１つの表面特性を変えるようにした。図
１Ｂに示すように、アッパー１０１の外面１０２の一部は、その構造を滑らかな外観から
波形の外観に変え、すなわち、その波形の面によって該当部分の摩擦も表面積も増大して
いる。図１Ａおよび１Ｂには、表面構造を変えるための下にある機構２００も示されてい
るが、機構２００については、以下で図２Ａおよび２Ｂを参照して詳しく説明する。
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【００９５】
　図２Ａおよび２Ｂを参照して、アクチュエータ１０４によってアッパー１０１の表面構
造を変える例示的な機構２００について説明する。これらの実施形態では、アッパー１０
１の外面１０２の少なくとも一部は弾性がある。本発明の文脈における「弾性」とは、ア
ッパーの外面が力および／または圧力を受けて変形するが、その形状をほぼ完全に（小さ
い許容誤差まで）その初期状態に回復することであると理解される。
【００９６】
　アッパー１０１の外面の弾性部分より下に、複数のフィン２０１が配置される。フィン
２０１は、アッパー１０１の外面１０２より下の可撓性のあるヒンジ構造として配置され
る。フィン２０１より下に摺動層２０２が配置され、摺動層２０２は、２つの層が互いに
対して動くとき、フィン２０１と相互作用する複数のフィーチャ２０３を含む。フィン２
０１および摺動層２０２の相対的な動きは、フィン２０１もしくは摺動層２０２を引くま
たは押すアクチュエータ１０４によって引き起こされる。この相対的な動きがヒンジ構造
を生じさせ、すなわち、フィン２０１をフィン２０１と同一面上にある面の内外に動かす
。フィン２０１がアッパー１０１の弾性がある外面１０２より下に配置されるため、外面
１０２の波形の外観および特性が変えられる。
【００９７】
　したがって、図２Ａにおいて理解されるように、フィン２０１が低い状態では、摺動層
２０２のフィーチャ２０３がフィン２０１の端部の間に配置される。図２Ｂにおいて理解
されるように、アクチュエータ１０４（図２Ａおよび２Ｂには図示せず）がフィン２０１
もしくは摺動層２０２を押すまたは引くと、フィーチャ２０３の角をなす端部がフィン２
０１の端部を上方に押す。
【００９８】
　アッパー１０１の外面１０２の該当部分の少なくとも１つの表面特性を変える能動的な
状態への移行後、機構は移行して再び受動的な状態に戻ることができる。この移行は、ば
ねまたは材料（これは、別の材料、またはアッパー１０１自体の弾性面とすることが可能
である）の弾性特性を用いたばね機構によって生じさせることができる。また、複数のア
クチュエータシステムを用いることが可能であり、その場合、２つ以上のアクチュエータ
を異なる時間に始動させることができ、第１のアクチュエータは「能動的な」方向に引き
、一方、第２のアクチュエータは反対の「受動的な」方向に引き、機構をその初期状態に
戻す。
【００９９】
　図３Ａ、３Ｂおよび４を参照して、アクチュエータ１０４によってアッパー１０１の表
面構造を変える他の例示的な機構３００について説明するが、図３Ａはシューズ１００全
体を示し、図３Ｂおよび４は、機構３００の細部を示している。これらの実施形態でも、
アッパー１０１の外面１０２の少なくとも一部は弾性がある。アッパー１０１の外面１０
２の弾性部分より下に、ストリップの形の複数の膨張可能な要素３０１が配置される。も
ちろん、膨張可能な要素３０１の数が異なってもよく、また膨張可能な要素の形状が異な
ってもよい。例えば膨張可能な要素の数は、１から１０の間の範囲とすることができるが
、さらに多くの膨張可能な要素を用いることも可能である。さらに、ストリップではなく
、点形状または波状の膨張可能な要素を用いることもできる。
【０１００】
　アッパー１０１の外面１０２の特性を変える部分は、足前部領域、内側面のみ、外側面
のみ、両面、踵領域、（内側および／または外側の）中足領域などに配置することができ
る。該当部分は、前述の領域の任意の組み合わせに配置することもできる。したがって、
「部分」とは、アッパー１０１の面１０２上の単一の領域、または２つ以上の分かれた別
個の領域と理解される。一般に、特性を変える部分は、アッパー１０１の面１０２上の任
意の位置に配置することができる。
【０１０１】
　図３Ｂに詳しく示すように、膨張可能な要素３０１は、アクチュエータ１０４として空
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気圧弁を含むモジュール３０２に接続される。接続はホース３０３を介して行われる。図
３Ａ、３Ｂおよび４のこれらの実施形態では、モジュール３０２は空気圧弁だけではなく
、処理ユニット１０６およびセンサ１０５も収容する。もちろん、そうではなく、処理ユ
ニット１０６および／またはセンサ１０５を、空気圧弁１０４から離して配置することも
可能である。空気溜め３０４によって、加圧空気が空気圧弁に供給される。空気溜め３０
４は、他のホース３０５を介して空気圧弁に接続される。図３Ａ、３Ｂおよび４のこれら
の実施形態では、加圧空気は、シューズ１００を着用する競技者の動作によって加圧空気
を発生させる空気ポンプ３０６によって空気溜め３０４に供給される。したがって、競技
者が歩くとき、走るとき、跳ぶときなどに、空気溜め３０４が加圧空気で充填される。し
かしながら、競技者の動作によって駆動される空気ポンプの代わりに、例えば電力によっ
て駆動される小型の圧縮器を用いることも可能であることに留意されたい。
【０１０２】
　図３Ａ、３Ｂおよび４のこれらの実施形態では、モジュール３０２内の空気圧弁は、空
気溜め３０４からの加圧空気を膨張可能な要素３０１に供給するように構成される。要素
３０１を膨張させると、要素３０１は、アッパー１０１の弾性がある外面１０２を通って
現れる。こうして、外面１０２の一部の少なくとも１つの表面特性が変えられる。
【０１０３】
　加圧空気は、例えば三方弁を用いることによって、膨張可能な要素３０１から解放する
ことができる。膨張可能な要素３０１は弁の中央ポートに接続され、弁の中央ポートは、
弁が第１の状態にあるときには側方ポートの一方に接続され、弁が異なる第２の状態にあ
るときには他方の側方ポートに接続される。空気溜め３０４は一方の側方ポートに接続さ
れ、他方の側方ポートは開放されたままであり、すなわち、他方の側方のポートを通気に
用いることができる。したがって、第１の状態では膨張可能な要素３０１を弁によって加
圧することができ、他方の弁の第２の状態では膨張可能な要素３０１は通気する。
【０１０４】
　バッテリの電力を節約するために、ラッチ弁を用いることができる。したがって、弁の
異なる状態間で切り換える間だけ、弁に電力を加えなければならない。
【０１０５】
　図４は、膨張可能な要素、モジュール、ホース、空気溜め、ホースおよび空気ポンプを
含む前述の機構３００の、シューズ１００のソール１０３に対する配置を分解図として示
している。したがって、空気ポンプ３０６は、ソール１０３の踵部とシューズを着用する
競技者の踵との間に配置される。この位置では、競技者の動作のエネルギーが、ポンプ３
０６によって供給される加圧空気に最も適切に変換される。例えば踵またはつま先の下な
ど、空気ポンプ３０６の異なる位置も可能である。
【０１０６】
　図４に示すように、モジュール３０２は、競技者の足弓の下に位置するソール１０３の
空洞４０１の内側に配置される。この位置では、モジュール３０２は競技者の邪魔をせず
、衝撃から保護される。例えば踵またはつま先の下など、空気ポンプ３０６の異なる位置
も可能である。
【０１０７】
　図５Ａ、５Ｂおよび６を参照して、アクチュエータ１０４によってアッパーの外面１０
２の一部の少なくとも１つの表面特性を変える他の例示的な機構５００について説明する
。これらの実施形態でも、アッパー１０１の外面１０２の少なくとも一部は弾性がある。
アッパー１０１の外面１０２の弾性部分より下に、複数のピン５０１が配置される。複数
のピン５０１より下に、波状構造５０２が配置される。波状構造５０２は、波状構造５０
２をピン５０１に対して動かすことができるようにアクチュエータ１０４に接続される。
こうして、ピン５０１を外面１０２に対して降ろし又は起こすことが可能になる。ピン５
０１がアッパー１０１の弾性がある外面１０２より下に配置されるため、外面１０２の表
面構造を変えることができ、すなわち、ピン５０１を上げると、バックルまたは隆起部が
表面上に現れる。
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【０１０８】
　本発明の文脈における「ピン」とは、弾性がある外面に対して動くことによって表面特
性を変えることができる任意の構造と理解される。したがって、ピンは、ニブ、球、角錐
、立方体などの形状を有することができる。
【０１０９】
　アッパー１０１の外面１０２の特性を変える部分は、足前部領域、内側面のみ、外側面
のみ、両面、踵領域、（内側および／または外側の）中足領域などに配置することができ
る。該当部分は、前述の領域の任意の組み合わせに配置することもできる。したがって、
「部分」とは、アッパー１０１の面１０２上の単一の領域、または２つ以上の分かれた別
個の領域と理解される。一般に、特性を変える部分は、アッパー１０１の面１０２上の任
意の位置に配置することができる。
【０１１０】
　図５Ａでは、ピン５０１は下方位置に示されている。この位置では、ピン５０１は波状
構造５０２の窪み５０３の中に位置する。アクチュエータ１０４が波状構造５０２をピン
５０１に対して動かすと、ピン５０１が持ち上げられる。したがって図５Ｂでは、ピン５
０１は、波状構造５０２の窪み５０３がピン５０１から離れるように移動した上方位置に
示されている。
【０１１１】
　この機構のある特定の実施形態を図６に示す。ピン５０１のための開口６０３を含む中
間層６０２の頂部に、アッパー１０１の外面１０２の弾性部分６０１が配置される。中間
層６０２より下に、案内層６０４が配置される。案内層６０４は、ピン５０１を垂直方向
に案内する。しかしながら、案内層６０４は任意選択であり、ピン５０１を適所に保持す
るには中間層６０２で十分であろう。ピン５０１より下に、窪み５０３を有する波状構造
５０２が配置される。波状構造５０２は、基層６０５によって囲まれる。図６に示す機構
の動作は、図５Ａおよび５Ｂを参照して既に説明している。
【０１１２】
　図７Ａおよび７Ｂを参照して、アクチュエータ１０４によってアッパーの外面１０２の
一部の少なくとも１つの表面特性を変える、他の例示的な機構７００について説明する。
これらの実施形態では、アッパー１０１の外面１０２は複数のフラップ７０１を含む。フ
ラップ７０１は、アクチュエータ１０４（図７Ａおよび７Ｂには図示せず）によって降ろ
され又は起こされるように適合される。図７Ａおよび７Ｂにおいて理解されるように、フ
ラップ７０１より下に、波状の表面構造を有する層７０２が配置される。層７０２の波状
の表面構造は、フラップ７０１の構造と相補的である。アクチュエータ１０４が層７０２
を引くまたは押すと、フラップ７０１は下げられるまたは持ち上げられる。１つの選択肢
として、外面１０２より上にカバー層を配置することができる。
【０１１３】
　アッパー１０１の外面１０２の特性を変える部分は、足前部領域、内側面のみ、外側面
のみ、両面、踵領域、（内側および／または外側の）中足領域などに配置することができ
る。該当部分は、前述の領域の任意の組み合わせに配置することもできる。したがって、
「部分」とは、アッパー１０１の面１０２上の単一の領域、または２つ以上の分かれた別
個の領域と理解される。一般に、特性を変える部分は、アッパー１０１の面１０２上の任
意の位置に配置することができる。
【０１１４】
　図７Ａでは、フラップ７０１は下方位置にあり、下方位置では、フラップ７０１の頭部
７０３が、フラップ７０１より下に配置された層７０２の対応する陥凹部７０４の中に位
置する。図７Ｂでは、アクチュエータ１０４は、層７０２をフラップ７０１に対して移動
させている。ここでは、層７０２の波状構造によって、フラップ７０１は持ち上げられた
位置にある。こうして、アッパー１０１の外面１０２の表面構造を変えることができる。
【０１１５】
　アクチュエータ１０４は、電気活性ポリマーとすることができる。そうしたポリマーは
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、電気的な刺激に応答して形状変化を示す。例えばそうしたポリマーに電圧を加えた場合
、ポリマーは、力線の方向に収縮し、力線に垂直に膨張することができる。電気活性ポリ
マーは、誘電エラストマーの薄いフィルムを、カーボンを含有する柔らかいポリマーフィ
ルムと前後に重ね合わせることによって作成することができる。
【０１１６】
　図８Ａおよび８Ｂは、電気活性ポリマーの原理を示している。この例における電気活性
ポリマーは、上側および下側でそれぞれコンプライアント電極８２ａおよび８２ｂによっ
て覆われた誘電エラストマーフィルム８１である。電極８２ａおよび８２ｂは、誘電エラ
ストマーフィルム８１への電圧の印加を可能にする。このために、ワイヤ８３ａおよび８
３ｂがそれぞれ、電極８２ａおよび８２ｂに接続される。図８Ａは、電圧が加えられてい
ない状態の電気活性ポリマーを示している。
【０１１７】
　図８Ｂでは、誘電エラストマーフィルム８１の両端に、ワイヤ８３ａおよび８３ｂ、な
らびに電極８２ａおよび８２ｂを介して電圧Ｖが加えられている。図８Ｂに示すように、
誘電エラストマーフィルム８１の厚さは、それぞれ矢印８４ａおよび８４ｂによって示す
ように減少している。同時に、誘電エラストマーフィルム８１の幅および深さは、矢印８
５ａ、８５ｂ、８５ｃおよび８５ｄによって示すように増大している。形状の変化は、加
えられた電圧によって引き起こされる。
【０１１８】
　本発明の文脈において使用可能な電気活性ポリマーの主なタイプは、電界によって駆動
される電子的な電気活性ポリマー、イオンの移動性を必要とするイオン性電気活性ポリマ
ー、およびナノチューブを含む。
【０１１９】
　電子的な電気活性ポリマーは、強誘電ポリマー、誘電エラストマー、電歪ポリマーおよ
び液晶材料など、複数のサブタイプに分けることができる。電子的な電気活性ポリマーの
活性原理は、ポリマー内の電荷に直接作用することによって形状変化をもたらす加えられ
た電界に基づく。電子的な電気活性ポリマーは、迅速な応答を示し、能率的であり（１．
５ｍＷまで）、かつ温度および湿度の変動に比較的鈍感である。電子的な電気活性ポリマ
ーは、高電圧および低電流で動作する。
【０１２０】
　優れたイオン性電気活性ポリマーは、イオノマーポリマー－金属複合物、イオン性ポリ
マーゲル、導電性ポリマーおよび電気粘性流体を含む。イオン性電気活性ポリマーの活性
原理は、イオンまたは荷電種の電気的に駆動される質量輸送に基づき、それによって形状
変化が引き起こされる。イオン性電気活性ポリマーは、比較的高い圧力を及ぼすことがで
き、かつ低い電圧によって駆動することができる。
【０１２１】
　図９Ａおよび９Ｂは、本発明の文脈において使用可能な電気活性ポリマーのある特定の
実施形態を示し、図９Ａは電気活性ポリマーの非活性（すなわち、電圧が加えられていな
い）状態を示し、図９Ｂは活性（すなわち、電圧が加えられた）状態を示す。電気活性ポ
リマーは、それぞれ電極９２ａおよび９２ｂによって被覆された薄いフィルム９１である
。図９Ａに示すように、非活性状態では、フィルム９１は平坦な構成になる。図８Ａおよ
び８Ｂに関連して説明したように、電極を介してフィルム９１の両端に電圧Ｖを加えると
、フィルム９１は平坦化され、その幅および深さ、すなわちその表面積を増大させる。表
面積が増大することによって、フィルム９１が反り、半球状の構成を得る。示されていな
いが、フィルム９１が異なる形状（例えば、立方形、長方形、・・・）を有することも可
能であろう。電圧が遮断された場合、フィルム９１は、図９Ａに示す平坦な構成に戻る。
【０１２２】
　本発明の文脈では、そうした電気活性ポリマー８１および９１を以下のように用いるこ
とができる。すなわち、アッパー１０１の外面１０２の少なくとも一部は弾性があるとす
ることができ、電気活性ポリマー８１、９１は弾性部分より下に配置することができ、し
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たがって、電気活性ポリマー８１、９１の形状の変化が、アッパー１０１の外面１０２の
弾性部分の表面特性の変化を生じさせる。こうして、他の機構を用いずに、アクチュエー
タ８１、９１によって表面特性を直接的に変えることができる。電気活性ポリマー８１、
９１の形状の変化は、長さ、体積、厚さ、幅、表面積、弾性率および／または剛性率の変
化を含むことができる。
【０１２３】
　図１０は、図９Ａおよび９Ｂに関連して説明したエラストマー性ポリマーを含むモジュ
ール１０００を示している。エラストマー性ポリマーがモジュール１０００の上側に隆起
部（すなわち、小さい半球体）として現れる、（電圧が加えられた）活性状態のモジュー
ルが示してある。そうした隆起部のうちの３つが、参照番号１００１によって例示的に示
されている。非活性状態では、隆起部は見えなくなる。モジュール１０００は、それぞれ
モジュール１０００に電圧を加えるワイヤ１００２ａおよび１００２ｂも含む。
【０１２４】
　モジュール１０００は、例えばアッパー１０１の外面１０２の弾性部分の下に取り付け
ることが可能である。したがって、モジュール上に形成される隆起部は、外面１０２の弾
性部分に現れることになる。こうして、モジュール１０００、およびその内部でアクチュ
エータとして作用するエラストマー性ポリマーによって、摩擦、表面積および表面構造な
どの表面特性を簡単に変えることができる。
【０１２５】
　電気活性ポリマーは、アッパー１０１の外面１０２の該当部分の表面特性を間接的に変
えることもできる。このために、図８Ａ、８Ｂ、および９Ａ、９Ｂにそれぞれ示すポリマ
ー８１および９１などの電気活性ポリマーは、電気活性ポリマーがアッパー１０１の外面
１０２の一部の表面特性をそれを介して変えることができるような機構に結合することが
可能である。機構は、本明細書において詳しく説明する機構、すなわちピン、フラップお
よび／またはフィンなどとすることができる。
【０１２６】
　図１１は、アッパー１０１の外面１０２の、本発明に従って少なくとも１つの特性を変
える部分１１０１の例示的な配置を示している。図１１に示すように、該当部分１１０１
は、甲の上のつま先に近いシューズの外側面から、足弓に近い内側面へ延びる。この配置
は、サッカー、アメリカンフットボールおよびラグビーなどの球技において最も重要であ
るインステップのフルキックおよびハーフキックに望ましい場合がある。図１１に示す該
当部分１１０１より下に、前述の例示的な機構の１つを配置することができる。
【０１２７】
　しかしながら、アッパー１０１の外面１０２の特性を変える部分は、足前部領域、内側
面のみ、外側面のみ、両面、踵領域、（内側および／または外側の）中足領域などに配置
することもできる。該当部分は、前述の領域の任意の組み合わせに配置することもできる
。したがって、「部分」とは、アッパー１０１の面１０２上の単一の領域、または２つ以
上の分かれた別個の領域と理解される。一般に、特性を変える部分は、アッパー１０１の
面１０２上の任意の位置に配置することができる。
【０１２８】
　以下では、センサ１０５によって提供されるデータ中の既定の事象をどのように検知し
、それによって処理ユニット１０６が、アクチュエータ１０４にアッパー１０１の外面１
０２の一部の少なくとも１つの表面特性を変えるように指示するかについて例示的な方法
を説明する。
【０１２９】
　そうした方法１２０の全体的な概要を図１２に示す。第１の方法ステップ１２１では、
ノイズの低減および計算効率のために生のセンサデータを前処理する、すなわち、低域フ
ィルタおよびデシメーションのような信号処理方法を適用する。第２の方法ステップ１２
２では、時系列値をセグメントに分割する。第３の方法ステップ１２３では、セグメント
化された時系列値から特徴を抽出する。第４の方法ステップ１２４では、抽出された特徴
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を分類して事象を検知する。
【０１３０】
　時系列値は、例えば非巡回型移動平均フィルタ、カスケード積分櫛形（「ＣＩＣ」）フ
ィルタまたはフィルタバンクを用いたデジタルフィルタリングによって前処理することが
できる。
【０１３１】
　センサデータを時系列値Ｔ＝（ｓ［０］，．．．，ｓ［ｋ－１］，ｓ［ｋ］）（式中、
ｓは過去のサンプリングポイントにおける１つのセンサ軸の信号振幅を表し、ｋは最新の
サンプリングポイントを示す）と書くことができる。
【０１３２】
　３軸加速度計から得られる例示的な時系列値を図１３に示す。このプロットでは、横座
標は秒単位の時間を示し、縦座標は地球の重力加速度ｇの単位で測定した加速度を示す。
プロットは、３次元（３軸）すべてにおいて加速度の時間発展を示している。この例示的
な時系列値は、シューズを着用しているサッカーの競技者がインステップキックを行って
いる間に、サッカーシューズの内側に配置した加速度計によって得られた。
【０１３３】
　時系列値のセンサデータを読み出し、方法ステップ１２１で前処理した後、図１４に示
すように、方法ステップ１２２において時系列値をウィンドウにセグメント化する。ウィ
ンドウは、Ｗ＝（ｓ［ｋ１］，．．．，ｓ［ｋ２］）（式中、ｋ１およびｋ２はその境界
を決める）と定義される。時系列値Ｔからセグメント化されたウィンドウを、図１４に示
すように、１，．．．，ｎ，｛Ｗ（１），．．．，Ｗ（ｎ－１），Ｗ（ｎ）｝によって表
す。
【０１３４】
　セグメント化ステップ１２２の例示的な結果を図１５に示す。セグメント化ステップ１
２２によって得られた２つの例示的なウィンドウ１５１および１５２が図示されている。
例示的なウィンドウ１５１および１５２は、約２１０ｍｓの持続時間を有する。一般に、
時系列値のセグメント化されたウィンドウは、目下の用途に適した任意の持続時間、例え
ば１０～１０００ｍｓ、サッカーの用途では好ましくは２１０ｍｓを有することができる
。しかしながら、選択されたウィンドウのサイズが小さすぎた場合、重要な全体的な特徴
の計算はほぼ不可能になる。対照的に、ウィンドウのサイズが大きすぎた場合、ある特定
のタイムスタンプまでのリアルタイムの計算がより困難になる。
【０１３５】
　図１５の例示的なウィンドウ１５１および１５２は、５０％だけ重複している。重複す
る領域を参照番号１５３で示す。図１５に示す時系列値のセグメント化１２２は、一定の
大きさおよび重複率を有するスライディングウィンドウに基づく。そうしたスライディン
グウィンドウのセグメント化の代わりに、時系列値中に存在するある特定の条件に基づく
セグメント化を用いることができる。例えば条件は、決められた閾値のセンサデータのク
ロッシングとすることができる。どちらかの方向で閾値を超えた場合にウィンドウが始ま
り、ウィンドウは次のクロッシングで終わる。最小および最大のウィンドウの長さは、関
連性のないデータを省き、計算の労力を軽減するように設定することができる。例示的な
最小のウィンドウの長さは５０ｍｓであり、例示的な最大のウィンドウの長さは３００ｍ
ｓである。さらに、最小加速度の閾値によって、検知すべき事象に属さない関連性のない
ウィンドウの数を減らすことができる。したがって、閾値に基づくウィンドウの制限は、
身体または身体の一部、例えばキックしている足の前後への加速度によって決まる。時系
列値は、予め記録された事象の既知の信号を用いて決定される事象のテンプレートとのマ
ッチングの使用に基づき、複数のウィンドウにセグメント化することもできる。マッチン
グは、相関関係、マッチドフィルタリング、動的タイムワーピングまたは最長共通部分列
（「ＬＣＳＳ」）およびそのスライディングウィンドウの変量、ワーピングＬＣＳＳに基
づくことができる。
【０１３６】
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　図１２に示す次のステップは、特徴の抽出１２３である。このステップ９３０では、ウ
ィンドウのそれぞれにおいてセンサデータから複数の特徴を抽出する。特徴（特性変数と
も表す）を抽出し、図１６に示すように、特定のウィンドウをより低い次元で表現する。
したがって、すべてのウィンドウ１，．．．，ｎから、Ｆ次元の特徴値を含む特徴ベクト
ルｘを計算する：ｘ（ｎ）＝ｆ（Ｗ（ｎ））（式中、ｆ（．）は多次元関数である）。
【０１３７】
　抽出される特徴は、例えばウェーブレット変換、主成分分析（ＰＣＡ）、線形予測コー
ダ（「ＬＰＣ」）の係数、高速フーリエ変換（「ＦＦＴ」）の係数（例えば、スペクトル
中心および帯域幅）を適用することによって、時間統計、時空間統計、スペクトル統計ま
たはアンサンブル統計の少なくとも１つに基づくことができる。他の特徴を用いることも
できる。以下では、選択された特徴について説明する。
【０１３８】
　人の運動は、人の関節に似た限られた自由度を有し、そのため、複数のセンサ軸による
冗長な観測結果になる。例えばキックを開始するために後方へ動く間、身体の軸が関係付
けられる。センサ軸の間、すなわち観測結果の異なる次元の間の線形の関係を、標本相関
によって測定することができる。２つのセンサ軸の間の相関係数は、ピアソン相関係数に
よって推定することができる。
【０１３９】
　ウィンドウの標本平均は、１次元のデータ標本、すなわち、１つのセンサ軸に関連付け
られたデータを平均することによって決まる。さらに信号エネルギーは、運動強度のエビ
デンスを与える。したがって、人の事象は強度を反映することによって解析することがで
き、例えばサッカーでは、キックをする事象は、ショートパスまたはドリブルをする動作
のような他の事象より大きい力を有すると考えられる。次元ｄ（すなわち、センサ軸ｄ）
の１つの観測ウィンドウにおける信号エネルギーを、
【数１】

（式中、ウィンドウの長さはＫによって表される）によって評価する。
【０１４０】
　人の運動の全体的な強度を表現するために、全次元Ｄにわたる正規化されたエネルギー
の累計として、運動強度ＭＩを導入する：
【数２】

。さらに、正規化された信号強度面積ＳＭＡを、絶対値｜ｓｄ［ｋ］｜を合計することに
よって、
【数３】

と定義する。尖度および非対称度のようなより高次の統計値を用いることも可能である。
【０１４１】
　追加としてまたは別法として、ウィンドウＷの寸法に沿った最小値および最大値などの
時空間的特徴は、信号中の強いピークに関する情報を捉えることができる。したがって、
例示的な時間統計および時空間統計は、標本平均、正規化された信号エネルギー、運動強
度、信号強度面積、軸間の相関関係、ウィンドウ内の最大値およびウィンドウ内の最小値
を含む。
【０１４２】
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　時間統計もしくは時空間統計の追加としてまたは別法として、特徴の抽出１２３にウェ
ーブレット解析を用いることができる。ウェーブレット解析は、スペクトル統計が経時的
に変化する、非定常信号を特徴付けることができる。さらに、ウェーブレット解析は、信
号の時間的な特徴とスペクトル的な特徴を同時に捉えるため、過渡的な事象を反映すると
いう特性を有する。ウェーブレット変換は、帯域フィルタと同等であるウェーブレットと
呼ばれるただ１つのプロトタイプ関数を用いて行われる。ウェーブレットを多重化したも
のを信号と共に畳み込み、ウェーブレットを縮約／消去したものによって信号の高／低周
波数成分を抽出する。センサデータの観測結果のウィンドウが与えられると、基底ウェー
ブレットを拡張することによって、時間－周波数ドメインにおける多重解像度解析が実行
される。ウェーブレット変換は、高周波数成分の優れた時間解像度、および低周波数成分
の優れた周波数解像度をもたらす。ウェーブレット解析の詳細は、Martin Vetterli and 
Cormac Herley, “Wavelets and filter banks: Theory and design”, IEEE Transactio
ns on Signal Processing, 40(9): 2207-2232, 1992に見出される。
【０１４３】
　離散ウェーブレット変換を用いて、人の運動の特徴を捉えることができる。離散ウェー
ブレット変換は、高速のウェーブレット変換として効率的に実施することができる。離散
ウェーブレット変換は、図１７に示す一連の低域フィルタおよび高域フィルタによって信
号を分解するフィルタバンクによって表される。各レベルｉにおいて、入力信号ｓ［ｋ］
が、低域フィルタｇｉ［ｋ］および高域フィルタｈｉ［ｋ］によってフィルタにかけられ
る。後続のレベルにおいて、低域フィルタにかけられた信号は、半分にダウンサンプリン
グすることによってより低い解像度に連続的に分解され、一方、高域フィルタにかけられ
た信号から詳細係数ｑｉを抽出することができ、詳細係数ｑｉはそれぞれのウィンドウの
特徴として用いることができる。高域信号が均等に分解された場合、その変換をウェーブ
レットパケット分解と呼ぶ。人の運動の細部を捉える離散ウェーブレット変換の詳細は、
Martin Vetterli and Cormac Herley, “Wavelets and filter banks: Theory and desig
n”, IEEE Transactions on Signal Processing, 40(9): 2207-2232, 1992に見出される
。
【０１４４】
　本発明の文脈では、ドベシィ（Daubechies）ウェーブレットを用いることが可能であり
、その理由は、ドベシィウェーブレットが計算上効率的に実施することができることにあ
る。例えば、特徴の抽出に７次のドベシィウェーブレットを用いることができる。
【０１４５】
　時間的、時空間的およびスペクトル的な解析に加えて、人の事象の観測結果のアンサン
ブル統計により、記録されるデータをより単純に表現することができる。特定の動きに属
する取得されたウィンドウは、テンプレートの生成に役立つことができる。第ｄ次元にお
いて、観測されるウィンドウＷ（ｎ）のベクトルは、
【数４】

に従って構築される。この後、読みやすくするために次元のインデックスｄを省略する。
１つの事象についてすべてのウィンドウＷ（ｎ）（ｎ∈｛１，．．．，Ｎ｝）を集約する
と、すべての観測結果Ｎに対する平均は、テンプレートτ：

【数５】

として役立つことができる。
【０１４６】
　テンプレートマッチング法は、例えばピアソン相関係数を計算することによって、観測
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のウィンドウとテンプレートとの間の類似性を測るものである。各観測結果ｎは、ベクト
ルφ（ｎ）＝ｗ（ｎ）－τだけテンプレートと異なる。τを減算した後、同じ事象に属す
るすべての観測結果の標本共分散行列ＣＯＶを計算することによって、２次統計を適用す
ることができる：
【数６】

（式中、行列Φは中央の観測結果によって張られ、Φ＝［φ（１），φ（２），．．．，
φ（Ｎ）］）。行列Φの主成分（ＰＣ）は、ΦΦＴνｍ＝μｍνｍ（式中、μｍは、ΦΦ
Ｔの固有ベクトルνｍに属するｍ番目の固有値を指し、ｍ∈｛１，．．．，Ｎ｝（フルラ
ンク））を解くことによって、すべての現実値に対するＷの偏差の主方向のエビデンスを
与える。
【０１４７】
　これは、中央の共分散行列ＣＯＶの固有ベクトルを計算することと等価である。Ｍ個の
最大固有値μ１＞μｍ＞μＭに属する主成分を、特徴の抽出に用いることができる。特定
の事象に属するウィンドウＷのすべての次元は、前の観測結果から計算された同じ事象の
対応する主成分の線形結合として表すことができる：
【数７】

（式中、係数ωｍは、主成分への射影によって計算される：
【数８】

）。係数ωｍは、図１２の後続の分類ステップ１２４のための特徴とみなすことができる
。
【０１４８】
　さらに、ウィンドウＷでは、縮約された固有空間｛ν１，．．．，νｍ｝までのユーク
リッド距離εが、

【数９】

によって与えられる。計算された主成分と同じ事象から得られたウィンドウの場合、ユー
クリッド距離は、異なる事象のウィンドウの場合より大きいと考えられる。したがって、
縮約された固有空間までの距離εも特徴として用いることできる。
【０１４９】
　したがって、ウェーブレット解析、主成分分析などを適用することにより、時間統計、
時空間統計、スペクトル統計またはアンサンブル統計に基づいて、複数の特徴を抽出する
ことができる。例示的な特徴は、標本平均、正規化された信号エネルギーＥｄ、運動強度
（ＭＩ）、信号強度面積（ＳＭＡ）、軸間の相関関係、ウィンドウ内の最大値、ウィンド
ウ内の最小値、ウェーブレット変換によって得られたレベルｌにおける最大詳細係数ｑｉ

、テンプレートτとの相関関係、テンプレートτの第ｍ主成分に対する射影ωｍ、テンプ
レートτの固有区間までの距離εを含む。
【０１５０】
　抽出されたすべての特徴の特徴セットが与えられたとき、最も関連性がある非冗長の特
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徴を選択して、方法実施の複雑さを軽減すべきである。特徴間の冗長性によって、無駄に
計算コストが増大する可能性がある。同時に、この特徴のサブセットは、最適な分類のパ
フォーマンスをもたらすべきである。異なる選択技術、すなわちラッパー法、選択フィル
タおよび埋め込み型の手法を区別することができる。
【０１５１】
　ラッパー法は、異なる特徴のサブセットを用いて、本発明による方法のパフォーマンス
を評価する。例えば逐次前進選択（sequential forward selection）は、最適に機能する
特徴を繰り返し付加する。
【０１５２】
　選択フィルタは、選択手順に分類器を必要としないため、最も重要な特徴を見出すため
の高速な方法である。相互情報量は、特徴のサブセットの関連性を示し、異なるフィルタ
技術によって推定することができる。
【０１５３】
　最後に、埋め込み型の選択は、ラッパー法による網羅的な検索、および選択フィルタに
よる確率密度関数の推定を避けるために用いることができる。方法ステップ１２４で用い
る一部の分類器は特徴の重要性の評価を既に含むため、埋め込み型の選択は合理的である
。
【０１５４】
　例えば、特徴の選択にランダムフォレスト分類器を用いることができる。ランダムフォ
レストは、デシジョンツリー分類器のアンサンブルと表現することができ、トレーニング
データの特徴をランダムに選択することによって成長する。ツリーごとに、トレーニング
セット全体から置換によってトレーニングデータのサブセットが取り出される（ブートス
トラッピング）。このサブセットの中で特徴がランダムに選択され、それらの値を用いて
、デシジョンツリーの各分岐ノードで閾値が確立される。分類の間、各ツリーによって、
観測された特徴ベクトルの最も蓋然的なクラスが判定され、すべてのツリーの出力がマー
ジされる。最多票を有するクラスが分類器の最終的な出力になる（多数決）。ランダムフ
ォレスト分類器の詳細は、Leo Breiman, “Random forests”, Machine learning, 45(1)
:5-32, 2001に見出される。
【０１５５】
　図１２に示すように、本発明による方法の次のステップ１２４では、それぞれのウィン
ドウでセンサデータから抽出された複数の特徴に基づいて、ウィンドウのそれぞれに関連
付けられた事象クラスが推定される。このステップは分類とも称する。
【０１５６】
　分類は、１段階または複数段階で実施することができる。以下では、１段階分類および
２段階分類の手法について説明する。図１８は、特徴ベクトルｘが与えられたときの、時
間インスタンスｎにおける例示的な１段階分類を示している。分類ステップ１２４は、時
間インスタンスｎで、特徴ベクトル｛ｘ（１），．．．，ｘ（ｎ－１），ｘ（ｎ）｝を推
定される事象クラス
【数１０】

にマップする。事象クラスを示すラベルのセットは、例えばＹ＝｛０，１｝によって与え
ることができ、ここで、ｙ＝１は（例示的なサッカーの用途における）キック事象を指し
、ｙ＝０はＮＵＬＬクラス、すなわちキック事象ではないすべての事象を指す。事象クラ
スを示すラベルの他の例示的なセットは、Ｙ＝｛ＳＰ、ＣＯ、ＬＰ、ＳＴ、ＮＵＬＬ｝に
よって与えることができ、ここで、「ＳＰ」はショートパスを指し、「ＣＯ」はコントロ
ールを指し、「ＬＰ」はロングパスを指し、「ＳＴ」はシュートを指し、ＮＵＬＬは、例
えばジョギング、ランニングまたはタックルなどのインスタンスを含むＮＵＬＬクラスを
指す。したがって、後者の例では事象の分類はよりきめが細かく、キックを識別するだけ
ではなく、キックの種類、すなわち、ショートパス、コントロール、ロングパス、シュー
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トも識別することを可能にする。
【０１５７】
　したがって、方法ステップ１２４は、それぞれのウィンドウ｛Ｗ（１），．．．，Ｗ（

ｎ－１），Ｗ（ｎ）｝の特徴ベクトル｛ｘ（１），．．．，ｘ（ｎ－１），ｘ（ｎ）｝と
関連付けられたラベルを推定する。最適なセグメント化、すなわち、すべてのウィンドウ
Ｗが１つの事象クラスのみに属することを想定すると、事象クラスは、条件付き確率密度
関数の最大値
【数１１】

によって推定することができる。
【０１５８】
　事象ｙ（ｎ）がν個のウィンドウの有限時間を有し、前の特徴ベクトル｛ｘ（１），．
．．，ｘ（ｎ－ν）｝から統計的に独立していると想定する。この制約が与えられると、
前の式における条件付き確率密度関数は、ｐ（ｙ（ｎ）｜ｘ（１），．．．，ｘ（ｎ－１

），ｘ（ｎ））＝ｐ（ｙ（ｎ）｜ｘ（ｎ－ν＋１），．．．，ｘ（ｎ））に等しい。した
がって、推定には最後のν個の特徴ベクトル
【数１２】

のみが必要である。したがって、特徴ベクトルは、結合した特徴ベクトル
【数１３】

（式中、ｖｅｃ（．）演算子は、列ベクトルを互いの下に組み込むことによって行列から
列ベクトルを生成する）としてマージされる。事象ｙ（ｎ）のラベル付けは変更され、

【数１４】

となる。複数の事象を推定する場合（例えば、事象の例示的なセットＹ＝｛ＳＰ、ＣＯ、
ＬＰ、ＳＴ、ＮＵＬＬ｝）、このラベル付けはそれに応じて変更される。
【０１５９】
　これは、推定すべき事象（例えば、キック事象）の最後のセグメント（ｎ）のみが、

【数１５】

によって示されることを意味する。推定すべき事象が完全に観測されない場合、
【数１６】

はＮＵＬＬクラス
【数１７】

に割り当てられる。したがって、時間のインデックス（ｎ）を下げることにより、推定値
は
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【数１８】

によって与えられる。
【０１６０】
　以下では、１段階分類器とも呼ばれる、

【数１９】

を推定する３つの分類器について説明する。考察する分類器は、単純ベイズ、サポートベ
クトルマシンおよびランダムフォレストである。しかしながら、この目的のために、アダ
ブースト分類器、最近傍分類器、ニューラルネットワーク分類器、パーセプトロン分類器
、ルールベース分類器、ツリーベース分類器など他の分類器を用いることもできる。
【０１６１】
　単純ベイズ手法では、ベイズの式を適用して、事後確率密度関数を

【数２０】

と書くことができる。事後確率密度関数を最大化するのではなく、クラス条件付き確率密
度関数

【数２１】

を最大化して、クラス
【数２２】

を推定することができる：
【数２３】

。単純ベイズ分類は、特徴ベクトル
【数２４】

のすべての成分が互いに独立であるという想定の下に、この方程式を解く。これによって
簡易化され、
【数２５】

となる。
【０１６２】
　クラス
【数２６】
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【数２７】

を観測するクラス条件付き確率密度関数は、ガウス確率密度関数
【数２８】

であると想定される。したがって、確率密度関数は、それらの平均μｆと分散
【数２９】

のみによって定義される。
【０１６３】
　トレーニングデータセット

【数３０】

が与えられると、確率密度関数
【数３１】

が決まる。これは、平均値μｆと
【数３２】

の最尤推定法によって行われる。さらに、誤分類のコストに対して事前確率密度関数

【数３３】

が定義される。例えば、キック事象を見落とすことに対するコストは、ＮＵＬＬクラスの
代わりにキック事象を分類することに対するコストより高いはずであり、そのため、（キ
ック事象のようなただ１つの事象を推定する前述の例を想定したとき）確率
【数３４】

は、
【数３５】

より大きいと想定することができる。もちろん、前述の手法は、スチューデントのｔ分布
、レイリー分布、指数分布など、確率密度関数に対する様々な分布に適用することができ
る。さらに、基本的な確率密度関数のパラメータの最尤推定法の代わりに、異なる手法を
用いることもできる。
【０１６４】
　次に、方法ステップ１２４において、時間インスタンスｎでラベル付けされていない特
徴ベクトル
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【数３６】

が与えられると、
【数３７】

の各特徴値における各クラス
【数３８】

について、ガウス分布
【数３９】

が評価される。次いで、これまでに得られた方程式
【数４０】

によってクラスが推定され、

【数４１】

を得る。こうして、方法ステップ１２４では、単純ベイズ分類器に基づいて事象クラスを
推定することができる。分類のための単純ベイズ手法の概説は、Sergios Theodoridis an
d Konstantinos Koutroumbas, Pattern Recognition, 4th edition, Elsevier, 2008に見
出される。
【０１６５】
　方法ステップ１２４に用いることが可能な他の分類器は、サポートベクトルマシン（「
ＳＶＭ」）に基づくものである。ＳＶＭは、直接的にクラス境界に注目する、すなわち、
線形ＳＶＭの場合には元の特徴空間内のクラス境界に注目する。特徴空間は、多次元系の
特徴ベクトルのマッピングとして定義され、特徴ベクトルの各次元は１つの座標軸に対応
する。その概念は、図１９に示すように、２つのクラスの特徴ベクトル間の最大の直線マ
ージンを求めることである。この場合、２次元の特徴セットを直線的に分離することがで
きる。サポートベクトルと呼ばれる、マージン１９４および１９５上にある特徴ベクトル
１９１、１９２および１９３は、最適な超平面を画定する。
【０１６６】
　トレーニングデータセットＤが与えられると、推定すべき１つまたは複数の事象および
ＮＵＬＬクラスの特徴ベクトルが、特徴空間において解析される。ＳＶＭによって、クラ
スを最大距離で分離する最大マージンが求められる。この距離は、特徴セットの凸包間の
最大距離に等しい。線形カーネルを用いる他に、例えば他項関数またはラジアル基底関数
（「ＲＢＦ」）などの他のカーネルタイプを適用することもできる。詳細な説明は、例え
ばRichard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork, “Pattern Classification”,
 2ndedition, John Wiley & Sons, 2000に見出される。
【０１６７】
　ＳＶＭでは、トレーニングエラー、すなわちマージンの反対側にある外れ値を許容する
、ソフトマージンモデルを用いることができる。こうしたエラーは、非線形に分離可能な
特徴セットによって引き起こされる。最適化問題の範囲内では、クラスｙの外れ値にはコ
ストによって対処する（punish）。例えば、推定すべき１つまたは複数の事象のコストを
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ＮＵＬＬクラスのコストより高く設定して、検知されない事象の数を減らすことができる
。最適な超平面をより低いコストを有するクラスｙの特徴セットの方へ移動させる。超平
面を画定するサポートベクトルは、分類手順ために記憶される。
【０１６８】
　次に、方法ステップ１２４において、時間インスタンスｎでラベル付けされていない特
徴ベクトル
【数４２】

が与えられると、それについて特徴空間内で解析が行われる。分離のための超平面に対す
る距離および位置は、事後確率についてのエビデンスを与える。しかしながら、距離しか
測定されないと、確率は直接的に与えられない。線形決定境界に対する位置は、最も蓋然
的なクラスに対応し、推定値
【数４３】

として用いられる。２つ以上の事象を決定する場合には、特徴空間を分離する複数の超平
面への距離ベクトルを考慮しなければならない。
【０１６９】
　方法ステップ１２４に用いることが可能な他の手法は、ランダムフォレストに基づくも
のである。既に言及したように、ランダムフォレストは、トレーニングデータセットから
特徴をランダムに選択することによって成長する、デシジョンツリー分類器のアンサンブ
ルを含む。
【０１７０】
　トレーニングデータＤが与えられると、例えばTrevor Hastie, Robert Tibshirani, Je
rome Friedman, “The elements of statistical learning”, volume 2, Springer 2009
に記載されるようにツリーを構築することができる。すべてのツリーについて、トレーニ
ングデータから置換によってデータのサブセットが取り出される（ブートストラップデー
タ）。次いで、最小ノードサイズに達するまで以下のステップを帰納的に繰り返すことに
よって、ブートストラップデータから各ツリーを成長させる。すなわち、第１に、特徴の
サブセットがランダムに選択される。第２に、そのサブセットの中で、クラス間の最適な
分岐を可能にする特徴が選ばれ、現在のノードにおける閾値が確立される。選択された特
徴は、次の繰り返しでは省かれる。第３に、このノードが娘ノードに分岐される。
【０１７１】
　次に、方法ステップ１２４において、時間インスタンスｎでラベル付けされていない特
徴ベクトル

【数４４】

が与えられると、推定されるクラスのすべてのツリーに従って、クラス
【数４５】

が推定される。大多数の票を有するクラスが、ランダムフォレストの推定値
【数４６】

に相当する。
【０１７２】
　前述の１段階分類器の代わりに、
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【数４７】

を推定する２段階分類器を用いることもでき、それについて以下に説明する。この２段階
の手法は、事象が完了する前にその事象を推定することを可能にし、ν個のウィンドウす
べてが観測される。したがって、リアルタイムの用途（オンライン処理）での使用に望ま
しい場合がある。図２０に示すように、この手法の２つの段階は、位相分類、およびその
後の隠れマルコフモデル（「ＨＭＭ」）による逐次的なモデル化である。本質的には、検
知すべき事象およびＮＵＬＬクラスの系列行動を、早い事象検知を維持するようにモデル
化する必要がある。
【０１７３】
　まず、検知すべき事象は、
位相
【数４８】

（式中、ランダム変数

【数４９】

は、時間インスタンスｎにおける検知すべき事象の現在の位相を示す）によって特徴付け
られる。この逐次的な過程は、図２１に示すように、状態ｚＫを伴うマルコフ連鎖として
記述することができる。１次マルコフ連鎖は、次の状態
【数５０】

が現在の状態
【数５１】

にのみ依存する、確率論的な過程として定義される。分類の間、検知すべき事象の位相、
すなわち状態ｚＫは、分かっていないかまたは「隠されている」。状態の出力γ（例えば
、特徴ベクトル）のみを観測することができる。これによってＨＭＭが導出されるが、以
下ではＨＭＭについて説明する。
【０１７４】
　図２２に示すように、検知すべき事象の状態に加えて、ＮＵＬＬクラスも有限数の状態
ｚＮ∈｛１，２｝によってモデル化される。これらの状態間の遷移は演繹的に特定されず
、ＨＭＭのトレーニングの間に特定される。ＨＭＭは、ＮＵＬＬクラスのモデルを改善す
るために、さらに多くの状態に拡張することができる。
【０１７５】
　計算された特徴ベクトルが与えられたとき、問題は基本的なモデルを求めること、すな
わち、特徴ベクトルが、検知すべき事象またはＮＵＬＬクラスのＨＭＭによって除外され
たかどうかである。したがって、所与の状態において出力γを観測する確率ｐ（γ｜ｚＫ

）およびｐ（γ｜ｚＮ）を決定しなければならない。観測された特徴ベクトルは、ＨＭＭ
の出力として直接用いられない。
【０１７６】
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　第１段階の分類器は、検知すべき事象（そのＨＭＭの状態）とＮＵＬＬクラスの異なる
位相を区別する。各ウィンドウは独立に分類される。特徴ベクトルｘが与えられると、事
後確率密度関数
【数５２】

の状態

【数５３】

が計算される。すべての状態
【数５４】

の個々の確率が、ベクトル
【数５５】

に挿入される。
【０１７７】
　第２段階の分類器は、図２１および２２に示すＨＭＭによって、検知すべき事象および
ＮＵＬＬクラスの系列行動をモデル化する。時間インスタンスｎで第１段階の分類器によ
って計算された出力（γ（ｎ－ν＋１），．．．，γ（ｎ））が与えられると、観測結果
が検知すべき事象またはＮＵＬＬクラスのＨＭＭによって除外されたかどうかが判定され
る。その前に、それぞれ図２３および２４に示すように、ＨＭＭを記述するパラメータを
決めなければならない。
【０１７８】
　ＨＭＭは、状態間の遷移確率によって記述される。検知すべき事象のＨＭＭに関して、
状態

【数５６】

から状態
【数５７】

（式中、ｉ，ｊ∈｛１，．．．，ν｝）への遷移確率は、
【数５８】

によって与えられる。遷移行列ＡＫ＝｛αＫ，ｉｊ｝（式中、ａＫ，ｉｊは、第ｉ行およ
び第ｊ列の要素に対応する）は、これらの確率を含む。図２３から理解することができる
ように、すべての状態ｚＫで１つの遷移のみが可能であるため、遷移行列は疎である。
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【数５９】

対照的に、ＮＵＬＬクラスの遷移行列ＡＮ∈［０，１］２×２は、トレーニング中に決定
される（以下に記載する）。
【０１７９】
　遷移確率の他に、放出確率密度関数（emission probability density function）がＨ
ＭＭを特徴付けている。検知すべき事象のＨＭＭの場合、状態ｚＫ＝ｉに関する放出確率
密度関数は、ｂＫ，ｉ＝ｐ（γ（ｉ）｜ｚＫ＝ｉ）によって与えられる。
【０１８０】
　放出確率密度関数は、行列ＢＫ＝｛ｂＫ，ｉ｝（式中、ｂＫ，ｉは第ｉ行の要素に対応
する）としてまとめられる。放出確率密度関数は、
【数６０】

次元の平均ベクトルμＫ，ｉ、および
【数６１】

の共分散行列ΣＫ，ｉ（ここで、
【数６２】

は、マルコフ連鎖の可能な状態の数を示す）を伴うガウス分布型ｐ（γ｜ｚＫ＝ｉ）～Ｎ
（γ；μＫ，ｉ，ΣＫ，ｉ）であると想定することができる。共分散行列が対角行列であ
る場合、γの各成分は統計学的に独立である。もちろん、ガウス分布型の放出確率密度関
数の代わりに、他の多変量分布を考慮することも可能である。
【０１８１】
　ＢＮ（図２４参照）は、ＮＵＬＬクラスの放出確率密度関数を含む。各状態について、
放出確率密度関数は、
【数６３】

次元の平均ベクトルμＮ，ｉ、および
【数６４】

の共分散行列ΣＮ，ｉ（ここで、
【数６５】

は、マルコフ連鎖の可能な状態の数を示す）を伴うｐ（γ（ｉ）｜ｚＮ＝ｉ）～Ｎ（γ（

ｉ）；μＮ，ｉ，ΣＮ，ｉ）である。
【０１８２】
　さらに、初期状態の確率πＫ，ｉ＝Ｐ（ｚＫ＝ｉ）およびπＮ，ｉ＝Ｐ（ｚＮ＝ｉ）は
、パラメータセットΘＫ＝（ＡＫ，ＢＫ，πＫ）およびΘＮ＝（ＡＮ，ＢＮ，πＮ）によ
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ΘＮは、以下のパラグラフに記載するように、ＨＭＭをトレーニングする間に学習される
。
【０１８３】
　第１段階の分類器の出力としてラベル付けされた数列Ｄ＊＝（（ｚ（１），γ（１））
，．．．，（ｚ（Ｎ），γ（Ｎ）））が与えられると、検知すべき事象のＨＭＭは、教師
あり学習によってトレーニングされる。教師ありとは、決定すべき事象の状態ｚＫが分か
っていることを意味する。これは、
【数６６】

を伴う観測結果γ（ｎ）が与えられると、放出確率密度関数ｐ（γ｜ｚＫ）をμＫおよび
ΣＫの最尤推定法によって直接計算することが可能であることを意味する。したがって、
Ｂｋが得られる。ＡＫが演繹的に分かり、初期状態の確率πＫがすべての状態について等
しいと想定すると、これによって、検知すべき事象の完全に定義されたＨＭＭ、ΘＫが導
出される。
【０１８４】
　第１段階の分類器の出力としてラベル付けされた数列Ｄ＊が与えられると、ＮＵＬＬク
ラスのＨＭＭは、教師なし学習によってトレーニングされる。教師なしとは、ＮＵＬＬク
ラスの状態ｚＮが分かっていないことを意味する。これは、対応する状態ｚＮが分からな
い状態でパラメータセットΘＮを推定する必要があることを意味する。これは、第１に、
Ｄ＊（ここで、ｚ（ｎ）＝０のままである）の部分列を求めることによって行われる。こ
うした部分列は、調節されたトレーニングデータとして役立つ。第２に、期待値最大化ア
ルゴリズムが、パラメータＡＮ、ＢＮおよびπＮの最尤推定を見出す。このアルゴリズム
は、バウム－ウェルチ（Baum-Welch）アルゴリズムとしても知られており、Collin F. Ba
ker, Charles J. Fillmore and John B. Lowe, “The Berkeley fragment project”, Pr
oceedings of the 36th Annual Meeting of the Association form Computational Lingu
istics and 17thInternational Conference on Computational Linguistics - Volume 1,
 86-90, Association form Computational Linguistics, 1998に記載されている。
【０１８５】
　最後に、分類、すなわち方法ステップ１２４における事象クラスの推定は、以下のよう
に行われる。すなわち、時間インスタンスｎで第１段階の分類器の出力としてラベル付け
されていない数列（γ（ｎ－ν＋１），．．．，γ（ｎ））が与えられると、事象クラス
γ（ｎ）は、ＬＫ＝Ｐ（Ｄ＊｜ΘＫ）およびＬＮ＝Ｐ（Ｄ＊｜ΘＮ）、すなわち数列Ｄ＊

を放出する検知すべき事象およびＮＵＬＬクラスのＨＭＭの尤度を評価することによって
推定される。これは、ＨＭＭを通る可能性あるすべての経路の確率を再帰的に評価する後
ろ向きアルゴリズムによって行われる。後ろ向きアルゴリズムは、Richard O. Duda, Pet
er E. Hart and David G. Stork, “Pattern Classification”, 2ndedition, John Wile
y & Sons, 2000に記載されている。後ろ向きアルゴリズムの代わりに、後ろ向きアルゴリ
ズムの時間反転バージョンとして前向きアルゴリズムを用いることもできる。
【０１８６】
　後ろ向きアルゴリズムは、以下の（擬似コードの）ステップを実行する。
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【数６７】

【０１８７】
　インデックスη≦νは、後方伝搬の長さを示す。したがって、確率ｂＫ，ｊ（γ）＝ｐ
（γ｜ｚＫ＝ｊ）およびｂＮ，ｊ（γ）＝ｐ（γ｜ｚＮ＝ｊ）は、すべての状態ｚＫおよ
びｚＮについて、γ（ｎ－η＋１），．．．，γ（ｎ）における放出確率密度関数を評価
することによって計算される。得られた方程式はどちらの場合にも当てはまるため、検知
すべき事象またはＮＵＬＬクラスを示すインデックスＫおよびＮは、上記の後ろ向きアル
ゴリズムの擬似コードでは省かれている。検知すべき事象の場合、ＡＫが疎であり、すべ
ての状態ｚＫ∈｛１，．．．，ν｝で１つの遷移のみが可能であるため、アルゴリズムは
簡単になり、
【数６８】

となる。尤度ＬＫおよびＬＮを計算した後、
【数６９】

を評価することによって、
【数７０】

が求められる。閾値δは設計パラメータである。δを超えた場合、検知すべき事象（
【数７１】

）と判定される。そうでなければ、観測結果は、ＮＵＬＬクラス（
【数７２】

）に属する可能性がある。
【０１８８】
　以下では、本発明の理解を容易にするために他の例について記載する。
１．球技用シューズ（１００）であって、
　ａ．外面（１０２）を有するアッパー（１０１）と、
　ｂ．前記アッパー（１０１）の前記外面（１０２）の一部の少なくとも１つの表面特性
を変えるように構成されたアクチュエータ（１０４）と、
　ｃ．前記シューズ（１００）の動きに感応するセンサ（１０５）と、
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　ｄ．前記アクチュエータ（１０４）および前記センサ（１０５）に接続され、前記セン
サ（１０５）から読み出されたセンサデータを処理し、前記センサデータ中に既定の事象
が検知された場合には、前記アクチュエータ（１０４）が前記アッパー（１０１）の前記
外面（１０２）の前記部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えるように構成された処
理ユニット（１０６）と
を含む球技用シューズ（１００）。
２．前記少なくとも１つの表面特性が前記外面の前記部分の表面構造である、例１に記載
のシューズ。
３．前記少なくとも１つの表面特性が前記外面の前記部分の摩擦である、例１または２に
記載のシューズ。
４．前記少なくとも１つの表面特性が前記外面の前記部分の表面積である、例１から３の
１つに記載のシューズ。
５．前記アッパーの前記外面の少なくとも前記部分は弾性があり、前記シューズが、
　前記アッパーの前記外面の前記部分より下に配置され、前記アクチュエータに接続され
た複数のフィンであって、前記アクチュエータによって降ろされ又は起こされ、前記弾性
がある外面の前記少なくとも１つの表面特性を変えることができる複数のフィン
をさらに含む、例１から４の１つに記載のシューズ。
６．前記アッパーの前記外面の少なくとも前記部分は弾性があり、前記アクチュエータが
空気圧弁であり、前記シューズが、
　前記空気圧弁に加圧空気を供給するように構成された空気ポンプと、
　前記アッパーの前記弾性がある外面の下に配置された少なくとも１つの膨張可能な要素
と
をさらに含み、前記空気圧弁が、加圧空気を前記膨張可能な要素に供給して前記膨張可能
な要素を膨張させ、前記外面の前記部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えるように
構成される、例１に記載のシューズ。
７．前記加圧空気が前記シューズを着用する競技者の動作によって生成される、例６に記
載のシューズ。
８．前記アッパーの前記外面の少なくとも前記部分は弾性があり、前記シューズが、
　前記アッパーの前記弾性がある外面より下に配置された複数のピンと、
　前記複数のピンより下に配置され、前記アクチュエータに接続された波状構造であって
、前記ピンに対して動かし、前記ピンを前記外面に対して降ろし又は起こし、前記外面の
前記部分の前記少なくとも１つの表面特性を変えることができる波状構造と
をさらに含む、例１に記載のシューズ。
９．前記外面の前記部分が、前記アクチュエータによって降ろされ又は起こされるように
構成された複数のフラップを含む、例１に記載のシューズ。
１０．前記アクチュエータが、形状記憶合金または電気モータに基づく、例１から９の１
つに記載のシューズ。
１１．前記センサが、加速度計、ジャイロスコープまたは磁界センサである、例１から１
０の１つに記載のシューズ。
１２．外前記面が皮膚状である、例１から１１の１つに記載のシューズ。
１３．ソールをさらに含み、前記センサ、前記アクチュエータおよび前記処理ユニットが
前記ソールに組み込まれる、例１から１２の１つに記載のシューズ。
１４．前記既定の事象がキックである、例１３に記載のシューズ。
１５．前記既定の事象が、ショートパス、ロングパス、シュートまたはボールのコントロ
ールである、例１から１４の１つに記載のシューズ。
１６．前記処理ユニットが、
　ａ．前記センサから時系列値のセンサデータを読み出すステップと、
　ｂ．前記時系列値を前処理するステップ（１２１）と、
　ｃ．前記時系列値を複数のウィンドウにセグメント化するステップ（１２２）と、
　ｄ．前記複数のウィンドウのそれぞれにおいて前記センサデータから複数の特徴を抽出
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するステップ（１２３）と、
　ｅ．前記複数のウィンドウにおいて前記センサデータから抽出された前記複数の特徴に
基づいて、前記複数のウィンドウに関連付けられる事象クラスを推定するステップ（１２
４）と
を実施することによって、前記既定の事象を検知するように適合される、例１から１５の
１つに記載のシューズ。
１７．前記時系列値が、例えば非巡回型移動平均フィルタ、カスケード積分櫛形（ＣＩＣ
）フィルタまたはフィルタバンクを用いたデジタルフィルタリングによって前処理される
、例１６に記載のシューズ。
１８．前記事象クラスが、少なくとも前記検知すべき事象と、特定の事象に属さないセン
サデータに関連付けられるＮＵＬＬクラスとを含む、例１６または１７に記載のシューズ
。
１９．前記特徴が、例えばウェーブレット解析、主成分分析ＰＣＡまたは高速フーリエ変
換ＦＦＴを適用することによって、少なくとも時間統計、時空間統計、スペクトル統計ま
たはアンサンブル統計の１つに基づく、例１６から１８の１つに記載のシューズ。
２０．前記特徴が、単純平均、正規化された信号エネルギー、運動強度、信号強度面積、
軸間の相関関係、ウィンドウ内の最大値、ウィンドウ内の最小値、ウェーブレット変換の
最大詳細係数、テンプレートとの相関関係、テンプレートの主成分に対する射影、テンプ
レートの固有空間までの距離、スペクトル中心、帯域幅または卓越振動数の１つに基づく
、例１６から１９の１つに記載のシューズ。
２１．前記時系列値が、スライディングウィンドウに基づいて複数のウィンドウにセグメ
ント化される、例１６から２０の１つに記載のシューズ。
２２．前記時系列値が、前記時系列値中に存在する少なくとも１つの条件に基づいて複数
のウィンドウにセグメント化される、例１６から２１の１つに記載のシューズ。
２３．前記条件が、決められた閾値の前記センサデータのクロッシング、または相関関係
、マッチドフィルタリング、動的タイムワーピング、もしくは最長共通部分列（ＬＣＳＳ
）およびそのスライディングウィンドウの変量、ワーピングＬＣＳＳを用いたテンプレー
トのマッチングである、例２２に記載のシューズ。
２４．前記事象クラスが、単純ベイズ分類器などのベイズ分類器、サポートベクトルマシ
ンなどの最大マージン分類器、アダブースト分類器およびランダムフォレスト分類器など
のアンサンブル学習アルゴリズム、最近傍分類器、ニューラルネットワーク分類器、ルー
ルベース分類器、またはツリーベース分類器に基づいて推定される、例１６から２３の１
つに記載のシューズ。
２５．前記事象クラスが、条件付き確率場または動的ベイジアンネットワークなどによっ
て前記事象およびＮＵＬＬクラスの系列行動を確率論的にモデル化することに基づいて推
定される、例１６から２４の１つに記載のシューズ。
２６．前記事象クラスが、
　ａ．前記検知すべき事象およびＮＵＬＬクラスの異なる位相を区別するステップであっ
て、前記ＮＵＬＬクラスが特定の事象に属さないセンサデータに関連付けられる、ステッ
プと、
　ｂ．動的ベイジアンネットワークによって前記事象および前記ＮＵＬＬクラスの前記系
列行動をモデル化するステップと
を含むハイブリッド分類器に基づいて推定される、例１６から２５の１つに記載のシュー
ズ。
２７．前記推定ステップが、教師あり学習によってトレーニングされた分類器に基づく、
例１６から２６の１つに記載のシューズ。
２８．前記推定ステップが、オンライン学習によってトレーニングされた分類器に基づく
、例１６から２７の１つに記載のシューズ。
２９．前記推定ステップが、教師なし学習によってトレーニングされた動的ベイシアンネ
ットワークに基づく、例１６から２８の１つに記載のシューズ。
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３０．前記既定の事象がリアルタイムで検知される、例１から２９の１つに記載のシュー
ズ。
【０１８９】
　これまでに図面に示したまたは記載した構成要素の異なる配置、ならびに図示または記
載していない構成要素およびステップも可能である。同様に、いくつかの特徴および部分
的組み合わせが有用であり、他の特徴および部分的組み合わせに関係なく使用することが
できる。本発明の実施形態を、例示的かつ非限定的な目的のために記載してきたが、本特
許の読者には代替的実施形態が明らかになるであろう。したがって、本発明は、これまで
に記載したまたは図面に示した実施形態に限定されず、以下の特許請求の範囲の範囲から
逸脱することなく、様々な実施形態および修正形態を作成することが可能である。
【符号の説明】
【０１９０】
　１００　シューズ
　１０１　アッパー
　１０２　外面、面
　１０３　ソール
　１０４　アクチュエータ、空気圧弁
　１０５　センサ
　１０６　処理ユニット
　１０７　バッテリ
　２００　機構
　２０１　フィン
　２０２　摺動層
　２０３　フィーチャ
　３００　機構
　３０１　膨張可能な要素、要素
　３０２　モジュール
　３０３　ホース
　３０４　空気溜め
　３０５　ホース
　３０６　空気ポンプ、ポンプ
　４０１　空洞
　５００　機構
　５０１　ピン
　５０２　波状構造
　５０３　窪み
　６０１　弾性部分
　６０２　中間層
　６０３　開口
　６０４　案内層
　６０５　基層
　７００　機構
　７０１　フラップ
　７０２　層
　７０３　頭部
　７０４　陥凹部
　８１　誘電エラストマーフィルム、電気活性ポリマー、アクチュエータ、ポリマー
　８２ａ、８２ｂ　電極
　８３ａ、８３ｂ　ワイヤ
　８４ａ、８４ｂ　矢印
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　８５ａ、８５ｂ、８５ｃ、８５ｄ　矢印
　９１　フィルム、電気活性ポリマー、アクチュエータ、ポリマー
　９２ａ、９２ｂ　電極
　１０００　モジュール
　１００１　隆起部
　１００２ａ、１００２ｂ　ワイヤ
　１１０１　特性を変える部分
　１２０　方法
　１２１　第１の方法ステップ
　１２２　第２の方法ステップ、セグメント化ステップ、セグメント化
　１２３　第３の方法ステップ、特徴の抽出
　１２４　第４の方法ステップ、分類ステップ
　１５１、１５２　例示的なウィンドウ
　１５３　重複する領域
　１９１、１９２、１９３　特徴ベクトル
　１９４、１９５　マージン

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図５Ｂ】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(43) JP 2016-221251 A 2016.12.28

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】
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