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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの運動パフォーマンスのモニタリングに関する較正方法であって、
　既知の距離をトラバースしているユーザーにより実施され、かつ運動パフォーマンスモ
ニタリングデバイスにより測定された運動活動に対応する運動パフォーマンスデータを、
運動パフォーマンスモニタリングデバイスから物理的に分離可能なコンピュータデバイス
により受信する工程と、
　複数の以前の運動パフォーマンスについてトラバースされた平均距離に基づいて既知の
距離を決定する工程と、
　測定値を提供するために、トラバースされた測定距離をディスプレイに表示する工程と
、
　該測定値を該既知の距離に対応するように調整する工程と
　既知の距離に対応するための測定値の調整に基づいた較正値を、コンピュータデバイス
により保存する工程と
を含む、前記較正方法。
【請求項２】
　ユーザーがウォーキングによってトラバースする、請求項1記載の方法。
【請求項３】
　ユーザーがランニングによってトラバースする、請求項1記載の方法。
【請求項４】
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　ユーザーが、レース中のランニングであるためのペースに対応するペースでランニング
する、請求項3記載の方法。
【請求項５】
　前記既知の距離が、0.25マイル～1.25マイル（0.402km～2.012km)の間である、請求項1
記載の方法。
【請求項６】
　前記トラバースされた測定距離を表示する工程が、前記運動パフォーマンスモニタリン
グデバイスから遠く離れたデバイスにおいて実施される、請求項1記載の方法。
【請求項７】
　前記測定値を調整する工程が、リモートデバイスにおいて実施される、請求項6記載の
方法。
【請求項８】
　前記測定距離をディスプレイに表示する前に、トラバースされた該測定距離をリモート
ウェブサイトサーバーに転送する、請求項1記載の方法。
【請求項９】
　前記測定距離が、前記リモートウェブサイトに接続されたコンピュータに表示される、
請求項8記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザーが、前記コンピュータを介して前記測定距離を調整する、請求項9記載の方法
。
【請求項１１】
　前記運動パフォーマンスモニタリングデバイスが、ユーザーによって装着されるように
構成されたセンサーを有する、請求項1記載の方法。
【請求項１２】
　前記センサーが複数のセンサーを備え、前記測定値を既知の距離に対応するように調整
する工程が、各センサーに対して実施される、請求項11記載の方法。
【請求項１３】
　前記測定値を調整する工程が、調整値に基づいて実施され、かつ
　前記複数のセンサーのうちの第一のセンサーが、第一の調整値に関連付けられ、かつ該
複数のセンサーのうちの第二のセンサーが、該第一の調整値とは異なる第二の調整値に関
連付けられる、
請求項12記載の方法。
【請求項１４】
　前記既知の距離が、ウェブベースのマッピングサービスによって決定される、請求項1
記載の方法。
【請求項１５】
　複数の以前の運動パフォーマンスについてトラバースされた平均距離に基づいて既知の
距離を決定する前に、複数の以前の運動パフォーマンスの少なくとも一つの特徴に基づい
て、互いに関連することを決定する工程をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１６】
　前記測定距離とは異なる第二の測定距離のトラバースに対応する運動活動データを受信
する工程と、
　較正値に基づいて、該第二の測定距離を、較正された距離に変換する工程と
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１７】
　前記変換する工程が、前記運動パフォーマンスモニタリングデバイスによって実施され
る、請求項16記載の方法。
【請求項１８】
　前記測定距離を調整する工程が調整式に基づいて実施され、かつ
　　該測定距離を調整する工程の後に、ユーザーによる既知の距離のトラバースに対応す
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る第二の測定距離を受信する工程と、
　　該第二の測定距離が該測定距離とは異なると判定する工程と、
　　前工程に応じて、該第二の測定距離に基づいて、該較正値を修正する工程と
をさらに含む、
請求項1記載の方法。
【請求項１９】
　　ユーザーによって装着されるように構成された担持体に接続され、
　　ユーザーによってトラバースされた距離の測定を含むユーザーの運動パフォーマンス
の記録のために、センサーと通信するように構成された、コントローラを有する、
　USBコネクタを有するデバイスと
　　ユーザーが、測定距離を運動パフォーマンスに関連付けられた既知の距離と比較する
ことができ、かつ該測定距離を該既知の距離に対応するように調整することができる、
　ユーザーによってトラバースされた測定距離を表示するように構成され、該デバイスに
操作可能に関連付けられた、較正モジュールと
を備える、靴ベースのセンサーを使用するユーザーのための運動パフォーマンスモニタリ
ングシステムであって、
　該較正モジュールおよび該デバイスの少なくとも一つが、複数の以前の運動パフォーマ
ンスについてトラバースされた平均距離に基づいて既知の距離を決定するように構成され
ている、前記運動パフォーマンスモニタリングシステム。
【請求項２０】
　前記デバイスが、ユーザーによるウォーキング距離を測定する、請求項19記載のシステ
ム。
【請求項２１】
　前記デバイスが、ユーザーによるランニング距離を測定する、請求項19記載のシステム
。
【請求項２２】
　ユーザーが、レース中のランニングであるためのペースに対応するペースでランニング
する、請求項21記載のシステム。
【請求項２３】
　前記既知の距離が、0.25マイル～1.25マイル（0.402km～2.012km)の間である、請求項1
9記載のシステム。
【請求項２４】
　前記較正モジュールがコンピュータ上に配置され、前記デバイスが前記USBコネクタを
介して該コンピュータに接続され、前記トラバースされた測定距離が該デバイスから該コ
ンピュータに転送され、かつ該コンピュータが該トラバースされた測定距離を表示する、
請求項19記載のシステム。
【請求項２５】
　較正モジュールが、前記トラバースされた測定距離をユーザーが前記コンピュータを介
して調整するように構成される、請求項24記載のシステム。
【請求項２６】
　前記較正モジュールがリモートウェブサイトに配置され、前記デバイスが前記USBコネ
クタを介してコンピュータに接続され、該コンピュータが該リモートウェブサイトと通信
状態にあり、前記トラバースされた測定距離が該デバイスから該コンピュータにおよび該
ウェブサイトに転送される、かつ該ウェブサイトが該トラバースされた測定距離を該コン
ピュータに表示した、請求項19記載のシステム。
【請求項２７】
　前記較正モジュールが、前記トラバースされた測定距離をユーザーが前記コンピュータ
を介して調整するように構成される、請求項26記載のシステム。
【請求項２８】
　前記デバイスの前記コンピュータへのプラグ接続に応じて、前記トラバースされた測定
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距離が、自動的に前記較正モジュールにアップロードされる、請求項26記載のシステム。
【請求項２９】
　前記既知の距離が、ウェブベースのマッピングサービスによって決定される、請求項19
記載のシステム。
【請求項３０】
　ユーザーが、運動パフォーマンスモニタリングデバイスと通信状態にある靴ベースのセ
ンサーを使用し、
　該デバイスが、ユーザーによってトラバースされた距離の測定を含むユーザーの運動パ
フォーマンスの記録のために、該センサーと通信するように構成された、コントローラを
有する、
ユーザーのための該運動パフォーマンスモニタリングデバイスとともに使用するための較
正システムであって、
　該較正システムが、該デバイスに操作可能に関連付けられるように較正された較正モジ
ュールを備え、
　該較正モジュールが、ユーザーによってトラバースされた測定距離を表示するように構
成され、
　ユーザーが、該測定距離を運動パフォーマンスに関連付けられた既知の距離と比較する
ことができ、かつ該既知の距離に対応するように該測定距離を調整することができ、
　該較正モジュールが、以前の複数の運動パフォーマンスについてトラバースされた平均
値に基づいて、既知の距離を決定するように構成される、
前記較正システム。
【請求項３１】
　前記測定距離を前記既知の距離に対応させる前記調整が、調整式に基づいて実施され、
かつ前記較正モジュールが、ユーザーの1つまたは複数のさらなる運動パフォーマンスに
基づいて該調整式を修正するようにさらに構成される、請求項30記載の較正システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、参照により本明細書に組み入れられ、本明細書の一部を成す2008年4月2日に
出願された米国特許出願第61／041,896号の恩典を主張し、並びにその一部継続出願であ
る。
【０００２】
技術分野
　本発明は、全体として、USBタイプのデバイス、より詳細には、運動用機能を有するウ
ェアラブルUSBタイプのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　エクササイズおよびフィットネスは、ますますその人気が高まっており、そのような活
動による恩恵は周知である。様々なタイプの技術が、フィットネスおよび他の運動活動に
取り入れられている。例えば、MP3または他のオーディオプレーヤー、ラジオ、携帯用テ
レビ、DVDプレーヤーまたは他のビデオ再生デバイス、腕時計、GPSシステム、歩数計、携
帯電話、ページャ、ビーパーなどの様々な携帯型電子デバイスが、フィットネス活動にお
いて使用するために使用可能である。多くのフィットネス愛好家または運動選手たちは、
エクササイズまたはトレーニングを行う際に、彼らを楽しませるための、パフォーマンス
データを得るための、または彼らと他の人々とが常に連絡を取り続けるなどのためのこれ
らのデバイスの1つまたは複数を使用する。
【０００４】
　技術の進歩により、より洗練された運動パフォーマンスモニタリングシステムも提供さ
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れている。運動パフォーマンスモニタリングシステムは、例えばスピードおよび距離のデ
ータ、高度のデータ、GPSデータ、心拍数、脈拍数、血圧データ、体温などを含む、エク
ササイズおよびフィットネスあるいは他の運動パフォーマンスに関連する多くの物理的ま
たは生理学的特徴についての簡単で便利なモニタリングを可能にする。これらのデータは
、ユーザーによって携帯される携帯型電子デバイスを介してユーザーに提供され得る。例
えば、ある運動パフォーマンスモニタリングシステムは、オーディオプレーヤーを組み入
れることができ、データを、表示のためにまたはオーディオプレーヤーとのさらなる通信
のために組み入れ得る。先行技術による運動パフォーマンスモニタリングシステムは、多
くの有利な特徴を提供するが、それにもかかわらず、それらはある特定の制限を有する。
例えば、携帯型オーディオプレーヤーの使用を好まないまたはオーディオプレーヤーとは
別々にパフォーマンスデータを取得および表示したいユーザーもいる。他の運動パフォー
マンスモニタリングシステムは、さらに、見直しおよび考察のためにデータをパーソナル
コンピュータまたは他の場所にアップロードするための機能が限られているため、そのよ
うなデータ転送は、ユーザーにとって煩わしいものである。本発明は、先行技術における
それらのある特定の制限および他の欠点を克服すること、並びにこれまで利用可能でなか
った新しい特徴を提供することを目的とする。
【０００５】
　本発明の特徴および利点についての十分な説明は、添付の図面を参照しながら行われる
以下の詳細な説明に委ねる。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の少なくともいくつかの局面についての基本的な理解を提供するために、以下に
、本発明の局面の一般的な概要を示す。本概要は、本発明についての広範囲にわたる概説
ではない。本発明の主要もしくは重要な要素を識別すること、または本発明の範囲を正確
に説明することを意図するものではない。以下の概要は、下記において提供されるより詳
細な説明への準備段階として、単に本発明のいくつかの概念を一般的な形態で提示するも
のである。
【０００７】
　本発明は、運動用機能を有するUSBタイプのデバイスを提供する。
【０００８】
　本発明の一局面により、USBデバイスは、担持体を有するアセンブリの一部として使用
され、この場合、USBデバイスはウェアラブルである。さらに、USBデバイスは、総合的な
運動パフォーマンスモニタリングシステムとして運動パフォーマンスを記録およびモニタ
するために、センサーと通信するコントローラを有する。
【０００９】
　本発明の局面により、USBデバイスは、一例示的態様においてリストバンドである担持
体に接続される。USBデバイスおよびリストバンドは、USBデバイスをリストバンドに脱着
可能に接続するための協働構造を有する。一例示的態様において、USBデバイスは突起部
を有し、リストバンドは開口部を有する。突起部が開口部に挿入され、USBデバイスがリ
ストバンドに接続される。突起部／開口部構造は、構成部分において逆でもよいことは理
解される。
【００１０】
　本発明のさらなる局面により、リストバンドは脱着可能な締め具を有する。締め具は、
リストバンドをユーザーに固定させるために、リストバンドの開口部と協働するポストを
有する印付きプレートを有する。締め具は脱着可能であり、様々な印の付いた様々な締め
具をリストバンドに使用することができる。
【００１１】
　本発明の別の局面により、USBデバイスは、中にコントローラを支持するハウジングを
有する。ハウジングは、耐水性および耐衝撃性の構造配置を有する。
【００１２】
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　本発明の別の局面により、コントローラは、デバイスの機能を強化するために、ある特
定の特徴を有するユーザーインターフェースを使用する。USBデバイスは、パフォーマン
スデータをユーザーに表示することができるディスプレイを有する。USBデバイスは、コ
ンピュータにプラグ接続することができ、さらなる表示および見直しのためにパフォーマ
ンスデータをリモートサイトへ自動的にアップロードすることができる。
【００１３】
　本発明のさらなる局面により、コントローラは、コントローラに関連付けられたおよび
較正モジュールを有するソフトウェアを有する。較正モジュールは、デバイスに操作可能
に関連付けられるように構成され、かつ運動パフォーマンス中に、ユーザーによってトラ
バースされた（traversed）測定距離を表示するように構成される。ユーザーは、測定距
離を、運動パフォーマンスに関連付けられた既知の距離と比較することができ、測定距離
を既知の距離に対応するように調整することができる。さらなる局面において、調整され
た距離に基づいて、ソフトウェアは、そのような調整をデバイスに保存し、かつデバイス
による記録の精度を高めるために、デバイスがさらなる運動パフォーマンスに関連付けら
れたデータを記録する方法を調整する。
[本発明1001]
　ユーザーの運動パフォーマンスのモニタリングに関する較正方法であって、
　運動パフォーマンスモニタリングデバイスを提供する工程と、
　該デバイスが、トラバースされた（traversed）距離を測定することによって該運動パ
フォーマンスを記録する、既知の距離をユーザーがトラバースすることによって運動活動
を実施する工程と、
　測定値を提供するために、トラバースされた測定距離を表示する工程と、
　該測定値を該既知の距離に対応するように調整する工程と
を含む方法。
[本発明1002]
　ユーザーがウォーキングによってトラバースする、本発明1001の方法。
[本発明1003]
　ユーザーがランニングによってトラバースする、本発明1001の方法。
[本発明1004]
　ユーザーが、レース中のランニングであるためのペースに対応するペースでランニング
する、本発明1003の方法。
[本発明1005]
　前記既知の距離が、概して0.25マイル～1.25マイルの間である、本発明1001の方法。
[本発明1006]
　前記トラバースされた測定距離を表示する工程が、前記運動パフォーマンスモニタリン
グデバイスから遠く離れたデバイスにおいて実施される、本発明1001の方法。
[本発明1007]
　前記測定値を調整する工程が、リモートデバイスにおいて実施される、本発明1006の方
法。
[本発明1008]
　前記測定距離を表示する前に、トラバースされた該測定距離をリモートウェブサイトに
転送する、本発明1001の方法。
[本発明1009]
　前記測定距離が、前記リモートウェブサイトに接続されたコンピュータに表示される、
本発明1008の方法。
[本発明1010]
　ユーザーが、前記コンピュータを介して前記測定距離を調整する、本発明1009の方法。
[本発明1011]
　前記運動パフォーマンスモニタリングデバイスが、ユーザーによって装着されるように
構成されたセンサーを有する、本発明1001の方法。
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[本発明1012]
　前記センサーが複数のセンサーを備え、前記測定値を既知の距離に対応するように調整
する工程が、各センサーに対して実施される、本発明1011の方法。
[本発明1013]
　前記測定値を調整する工程が、調整値に基づいて実施され、かつ
　前記複数のセンサーのうちの第一のセンサーが、第一の調整値に関連付けられ、かつ該
複数のセンサーのうちの第二のセンサーが、該第一の調整値とは異なる第二の調整値に関
連付けられる、
本発明1012の方法。
[本発明1014]
　前記既知の距離が、ウェブベースのマッピングサービスによって決定される、本発明10
01の方法。
[本発明1015]
　前記既知の距離が、以前の複数の運動パフォーマンスの平均値から決定される、本発明
1001の方法。
[本発明1016]
　前記測定距離とは異なる第二の測定距離のトラバースに対応する運動活動データを受信
する工程と、
　前記測定値に対して行われた調整に基づいて、該第二の測定距離を、較正された距離に
変換する工程と
をさらに含む、本発明1001の方法。
[本発明1017]
　前記変換する工程が、前記運動パフォーマンスモニタリングデバイスによって実施され
る、本発明1016の方法。
[本発明1018]
　前記測定距離を調整する工程が調整式に基づいて実施され、かつ
　該測定距離を調整する工程の後に、ユーザーによる既知の距離のトラバースに対応する
第二の測定距離を受信する工程と、
　該第二の測定距離が該測定距離とは異なると判定する工程と、
　前工程に応じて、該第二の測定距離に基づいて、該調整式を修正する工程と
をさらに含む、
本発明1001の方法。
[本発明1019]
　靴ベースのセンサーを使用するユーザーのための運動パフォーマンスモニタリングシス
テムであって、
　該デバイスが以下を備える、運動パフォーマンスモニタリングシステム：
　　ユーザーによって装着されるように構成された担持体に接続され、
　　ユーザーによってトラバースされた距離の測定を含むユーザーの運動パフォーマンス
の記録のために、センサーと通信するように構成された、コントローラを有する、
　USBコネクタを有するデバイス、および
　　ユーザーが、測定距離を運動パフォーマンスに関連付けられた既知の距離と比較する
ことができ、かつ該測定距離を該既知の距離に対応するように調整することができる、
　ユーザーによってトラバースされた測定距離を表示するように構成され、該デバイスに
操作可能に関連付けられた、較正モジュール。
[本発明1020]
　前記デバイスが、ユーザーによるウォーキング距離を測定する、本発明1019のシステム
。
[本発明1021]
　前記デバイスが、ユーザーによるランニング距離を測定する、本発明1019のシステム。
[本発明1022]
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　ユーザーが、レース中のランニングであるためのペースに対応するペースでランニング
する、本発明1021のシステム。
[本発明1023]
　前記既知の距離が、概して0.25マイル～1.25マイルの間である、本発明1019のシステム
。
[本発明1024]
　前記較正モジュールがコンピュータ上に配置され、前記デバイスが前記USBコネクタを
介して該コンピュータに接続され、前記トラバースされた測定距離が該デバイスから該コ
ンピュータに転送され、かつ該コンピュータが該トラバースされた測定距離を表示する、
本発明1019のシステム。
[本発明1025]
　較正モジュールが、前記トラバースされた測定距離をユーザーが前記コンピュータを介
して調整するように構成される、本発明1024のシステム。
[本発明1026]
　前記較正モジュールがリモートウェブサイトに配置され、前記デバイスが前記USBコネ
クタを介してコンピュータに接続され、該コンピュータが該リモートウェブサイトと通信
状態にあり、前記トラバースされた測定距離が該デバイスから該コンピュータにおよび該
ウェブサイトに転送される、かつ該ウェブサイトが該トラバースされた測定距離を該コン
ピュータに表示した、本発明1019のシステム。
[本発明1027]
　前記較正モジュールが、前記トラバースされた測定距離をユーザーが前記コンピュータ
を介して調整するように構成される、本発明1026のシステム。
[本発明1028]
　前記デバイスの前記コンピュータへのプラグ接続に応じて、前記トラバースされた測定
距離が、自動的に前記較正モジュールにアップロードされる、本発明1026のシステム。
[本発明1029]
　前記既知の距離が、ウェブベースのマッピングサービスによって決定される、本発明10
19のシステム。
[本発明1030]
　前記既知の距離が、以前の複数の運動パフォーマンスの平均値から決定される、本発明
1019のシステム。
[本発明1031]
　ユーザーが、運動パフォーマンスモニタリングデバイスと通信状態にある靴ベースのセ
ンサーを使用し、
　該デバイスが、ユーザーによってトラバースされた距離の測定を含むユーザーの運動パ
フォーマンスの記録のために、該センサーと通信するように構成された、コントローラを
有する、
ユーザーのための該運動パフォーマンスモニタリングデバイスとともに使用するための較
正システムであって、
　該較正システムが、該デバイスに操作可能に関連付けられるように較正された較正モジ
ュールを備え、
　該較正モジュールが、ユーザーによってトラバースされた測定距離を表示するように構
成され、
　ユーザーが、該測定距離を運動パフォーマンスに関連付けられた既知の距離と比較する
ことができ、かつ該既知の距離に対応するように該測定距離を調整することができる、
較正システム。
[本発明1032]
　前記測定距離を前記既知の距離に対応させる前記調整が、調整式に基づいて実施され、
かつ前記較正モジュールが、ユーザーの1つまたは複数のさらなる運動パフォーマンスに
基づいて該調整式を修正するようにさらに構成される、本発明1031の較正システム。
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【００１４】
　本発明の他の特徴および利点は、下記の図面と併せて用いられる下記の詳述から明らか
となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本発明を理解するために、一例として以下の添付の図面を参照しながら説明する。
【図１】運動パフォーマンスモニタリングシステムにおいて使用される本発明のデバイス
アセンブリを装着しているランナーの斜視図。
【図２】図1に示されたウェアラブルデバイスアセンブリの斜視図。
【図３】デバイスのリストバンドがはずされた状態の、図1に示されたウェアラブルデバ
イスアセンブリの斜視図。
【図４】図3に示されたデバイスアセンブリの側面図。
【図５】図3に示されたデバイスアセンブリの平面図。
【図６】ウェアラブルデバイスアセンブリのUSBタイプのデバイスの斜視図。
【図７】図6に示されたデバイスの側面図。
【図８】図6に示されたデバイスの上面図。
【図９】図6に示されたデバイスの底面図。
【図１０】図6に示されたデバイスの端面の図。
【図１１】図6に示されたデバイスの反対側の端面の図。
【図１２】図5の線12－12に沿って切り取られた、デバイスの部分断面図。
【図１３】図6のデバイスが取り外された状態の、図3のデバイスアセンブリの担持体もし
くはリストバンドの斜視図。
【図１４】図3のデバイスアセンブリの断面図。
【図１５】リストバンドに使用されている脱着可能な締め具の斜視図。
【図１６】図15に示された脱着可能な締め具の概略断面図。
【図１７】デバイスを設定しているランナーの部分斜視図。
【図１８】デバイスを設定しているランナーの概略図と、デバイスの開始準備ができてい
ることを示すデバイスの平面図。
【図１９】デバイスを開始させているランナーの概略図と、経過時間を示すデバイスの平
面図。
【図２０】ランナーの概略図と、デバイスがデータ記録モードであることを示すデバイス
の平面図。
【図２１】デバイスを停止させているランナーの概略図と、デバイスが停止していること
を示すデバイスの平面図。
【図２２】パフォーマンスデータを見直しているランナーの概略図と、ランニングしたマ
イルを示す準備ができているデバイスの平面図。
【図２３】パフォーマンスデータを見直しているランナーの概略図と、1週間でランニン
グしたマイルを示す準備ができているデバイスの平面図。
【図２４】パフォーマンスデータを見直しているランナーの概略図と、ランニングした総
マイルを示す準備ができているデバイスの平面図。
【図２５】パフォーマンスデータを見直しているランナーの概略図と、時間を示す準備が
できているデバイスの平面図。
【図２６】コンピュータの前に座り、コンピュータにデバイスをプラグ接続しているラン
ナーの斜視図。
【図２７】デバイスによって記録されたパフォーマンスデータを表示しているコンピュー
タ画面の正面図。
【図２８】デバイスおよび担持体の端部を示す部分断面図。
【図２９】デバイスのコネクタ端部を示す部分断面図。
【図３０】デバイスの別の部分断面図。
【図３１】入力デバイスを示すデバイスの部分断面図。
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【図３２】図6に示されたデバイスのハウジングの底部部材の斜視図。
【図３３】図32に示されたハウジングの底部部材の平面図。
【図３４】図32に示されたハウジングの底部部材の部分斜視図。
【図３５】一部が想像線で示されているハウジングの底部部材の部分斜視図。
【図３６】図32に示されたハウジングの底部部材の部分断面図。
【図３７】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図３８】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図３９】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４０】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４１】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４２】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４３】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４４】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４５】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４６】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４７】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４８】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図４９】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図５０】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、ソフ
トウェアのスクリーンショットの図。
【図５１】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールの図。
【図５２】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールの図。
【図５３】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールの図。
【図５４】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、スク
リーンショットのさらなる図を示す。
【図５５】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリの操作上の特徴を示している、スク
リーンショットのさらなる図を示す。
【図５６】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図５７】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図５８】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図５９】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６０】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６１】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６２】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
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【図６３】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６４】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６５】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６６】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６７】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６８】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図６９】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７０】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７１】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７２】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７３】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７４】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７５】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７６】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７７】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７８】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図７９】本発明のウェアラブルデバイスアセンブリのさらなる操作上の特徴を示す図。
【図８０】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールのさらなる図の開示。
【図８１】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールのさらなる図の開示。
【図８２】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールのさらなる図の開示。
【図８３】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールのさらなる図の開示。
【図８４】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールのさらなる図の開示。
【図８５】本発明のソフトウェアおよびウェアラブルデバイスアセンブリに関連付けられ
た較正モジュールのさらなる図の開示。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
詳細な説明
　下記における本発明の様々な例示的態様の説明において、その一部を形成し、並びに本
発明の局面を実施することができる様々なデバイス例、システム、および環境を例として
示す添付の図面を参照する。部品、デバイス例、システム、および環境の他の特定の構成
が使用可能であり、並びに本発明の範囲を逸脱することなく、構造上および機能上の修正
を実施することができることは理解されるべきである。さらに、本発明の様々な例示的特
徴および要素を説明するために、「頂部」、「底部」、「前面」、「背面」、「側面」な
どの用語が本明細書において使用される場合があるが、これらの用語は、本明細書におい
て、便宜上、例えば、図に示された例示的方向付けに基づいて使用される。本明細書にお
けるいかなるものも、本発明の範囲を逸脱しないために構造の特定の三次元的方向付けを
必要とするとは解釈されるべきではない。
【００１７】
本発明の局面の概説
　本発明は、運動用機能を有するUSBデバイスを提供する。一例示的態様において、USBデ
バイスは、担持体を有するアセンブリの一部であり、USBデバイスはウェアラブルである
。さらに、USBデバイスは、運動パフォーマンスモニタリングシステム全体として、運動
パフォーマンスを記録およびモニタするために、センサーと通信するコントローラを有す
る。
【００１８】
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　USBデバイスは、一例示的態様においてリストバンドである担持体に接続される。USBデ
バイスおよびリストバンドは、USBデバイスをリストバンドに脱着可能に接続するための
協働構造を有する。一例示的態様において、USBデバイスは突起部を有し、リストバンド
は開口部を有する。突起部が開口部に挿入され、USBデバイスがリストバンドに接続され
る。リストバンドは、脱着可能な締め具を有する。締め具は、リストバンドをユーザーに
固定するために、リストバンドの開口部と協働するポストを有する印付きプレートを有す
る。締め具は脱着可能であり、様々な印の付いた様々な締め具をリストバンドに使用する
ことができる。
【００１９】
　USBデバイスは、中にコントローラを支持するハウジングを有する。ハウジングは、耐
水性および耐衝撃性の構造配置を有する。
【００２０】
　コントローラは、デバイスの機能を強化するために、ある特定の特徴を有するユーザー
インターフェースを使用する。USBデバイスは、パフォーマンスデータをユーザーに表示
することができるディスプレイを有する。USBデバイスは、コンピュータにプラグ接続す
ることができ、さらなる表示および見直しのためにパフォーマンスデータをリモートサイ
トへ自動的にアップロードすることができる。
【００２１】
　さらに、担持体は、ユーザーがUSBデバイスを様々な異なる部位に装着することができ
る他の形態を取り得る。
【００２２】
本発明の具体例
　本発明の局面について、全体として上記において説明したが、以下における詳細な説明
では、図と併せて、本発明の実施例による運動パフォーマンスモニタリングシステムおよ
び方法のより詳細な例を提供する。当然のことながら、当業者であれば、以下の説明が本
発明の例の説明を成し、並びにいかなる点においても本発明を制限するものとして解釈さ
れるべきではないことを理解するであろう。
【００２３】
　図1は、全体として、本発明の一例示的態様において運動用機能を有するウェアラブル
デバイスを備える運動パフォーマンスモニタリングシステム10を開示する。図1に示され
ているように、運動パフォーマンスモニタリングシステム10は、概して、モジュールもし
くはセンサー12およびウェアラブルデバイスアセンブリ14を備える。下記においてより詳
細に説明しているように、センサー12およびウェアラブルデバイスアセンブリ14は、運動
パフォーマンスを記録およびモニタするために、お互いに無線によって通信する。
【００２４】
　センサー12は、電源、磁気センサー素子、マイクロプロセッサ、メモリ、転送システム
、および他の好適な電子デバイスなどの様々な電子部品を有し得る。センサー12は、一例
示的態様において、図1に示されたようにユーザーの靴に取り付けられる。センサー12は
、運動パフォーマンスの他のパラメータの中から速度および距離を記録するために、シス
テムの他の構成部分と組み合わせて使用される。センサー12は、米国特許公開第2007／00
06489号、同第2007／0011919号、および同第2007／0021269号において開示されているよ
うなセンサーであり得る。
【００２５】
　ウェアラブルデバイスアセンブリ14は、概して、一例示的態様においてUSB（Universal
 Serial Bus）タイプのデバイス16であるウェアラブルデバイス16と、一例示的態様にお
いてリストバンド18の形態を取る担持体18とを備える。デバイス16は、USBフラッシュド
ライブと同様の多くの特徴を有するが、下記においてより詳細に説明するようなさらなる
機能も有する。さらに、デバイス16は、脱着可能にリストバンド18に接続される。
【００２６】
　図6～12に表されているように、ウェアラブルデバイス16は、概して、ハウジング20お
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よびハウジング20に収容されているコントローラ21を備える。コントローラ21の一般構成
部分および機能については、下記においてより詳細に説明する。ハウジング20は、第一端
部22、第二端部24、第一側面26、第二側面28、前面30、背面32を有する。
【００２７】
　図6～12にさらに示されているように、第一端部22は、概して、リード線または接触子
を内蔵する標準USBコネクタであるコネクタ23を備える。コネクタ23は、下記において詳
細に説明するように、ハウジング20と共に一体成形される。コネクタ23は、コンピュータ
のUSBハブに接続するように適合される。前面30は、下記においてより詳細に説明してい
るように、ウェアラブルデバイス16を制御するために、コントローラ21の第一入力部32と
協動する押しボタン33を有する。第一側面26は、ウェアラブルデバイス16を制御するため
のコントローラ21の第二入力部34を収容するための側面開口部を備える。前面30には、コ
ントローラ21の表示部36も収容される。ハウジング20の前面30は開口部を有し得、その中
に表示部の画面が配置されることは理解される。ハウジング20は堅い薄層を有するように
、ハウジング20が形成されることができ、前面30の該薄層を通してコントローラ21の表示
部36が視認可能であることも理解される。
【００２８】
　図6～12に表されているように、ハウジング20の背面31は、第二端部24の近くに突起部3
8を有する。突起部38は、概して、円形断面を有する。突起部38は、拡大した丸い頭頂部
と、ハウジング20の内部に適合する挿入部を有する（図12）。下記においてより詳細に説
明されるように、突起部38は、担持体18の受け入れ部もしくは開口部40の中に挿入される
ように適合される。
【００２９】
　図6～12にさらに示されているように、コントローラ21の構成部分は、ハウジング20内
に収容され、ハウジング20によって支持される。コントローラ21は、コントローラ21およ
びデバイス16がインターフェースデバイスとして働くことを可能にする様々な電気部品を
備え、この場合、デバイス16は、センサー12と通信して、運動パフォーマンスに関連する
データ、他の時間情報を記録および保存することができ、並びにパフォーマンスデータを
遠隔場所または下記においてより詳細に説明されるようなサイトにアップロードすること
もできる。コントローラ21は、第一入力部32および第二入力部34をさらに備える。コント
ローラ21は、ハウジング20の前面30に配置された表示部36をさらに備える。さらに、コン
トローラ21は、ハウジングのコネクタ23に、操作可能に接続されることも理解される。
【００３０】
　図2～4および図12～14に示されているように、担持体18は、概して、第一端部と第二端
部との間に中心部を有するようなリストバンド18の形態である。リストバンド18は、概し
て一緒に成形されるかもしくは接続される第一部材18aおよび第二部材18bを備え得る。リ
ストバンド18は、ユーザーの手首の周りに適合するように柔軟である。リストバンド18は
、デバイス16に接続するための受け入れ構造を有する。担持体18は、ハウジング20のコネ
クタ23を受け入れるために、中心部近くに保護スリーブ60を備える。保護スリーブ60は、
概して、輪郭表面を有する。図13に示されているように、スリーブ60は、コネクタ23の確
保を支援するための内部構造を有していてもよい。さらに、中央部において、担持体18は
、ウェアラブルデバイス16の突起部38を受け入れる寸法の開口部40を有する。
【００３１】
　図4および図13～16にさらに示されているように、リストバンド18は、リストバンド18
をユーザーの手首にしっかりと固定するために使用される脱着可能な締め具70を伴う。こ
のために、脱着可能な締め具70は、リストバンド18の複数の穴と協働する。脱着可能な締
め具70は、プレート部材72と、概してプレート部材72から垂直方向に伸びている複数のポ
スト74とを有する。図15に表されている例示的態様において、プレート部材72は2つのポ
スト74を有する。各ポスト74は、ポスト74に圧着されるかもしくはスナップ止め式に嵌め
込まれた挿入部76を有する。各挿入部76は、プレート部材72にスポット溶接される。他の
接続方法も可能である。プレート部材72の内側表面とポスト74の底面との間にはギャップ
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が維持される。さらに、各ポスト74は、ポスト74の外周の周りに環状チャネル78を有する
。
【００３２】
　リストバンドを装着するには、最初に、脱着可能な締め具70を、ポスト74を受け入れる
ための対の穴を提供するリストバンドストラップ18の一端に接続する。ギャップが、リス
トバンド18によって埋められる。リストバンド18がユーザーの手首の周りに配置され、図
2から理解できるように、ポスト74が、リストバンド18のもう一方の端部において提供さ
れる穴に挿入される。穴に近い側のリストバンド18の一部が、ポスト74の環状チャネル78
内に適合する。対のポスト74の使用により、脱着可能な締め具70は、手首のサイズの範囲
に適応するための、確実な接続およびより良好な適合を提供する接続におけるより優れた
柔軟性を可能にする。
【００３３】
　さらに、プレート部材72は、その上に印73を有し得る。リストバンド18に取り付けられ
た場合、プレート部材72は、印73が他の人から見えるようにリストバンド18と反対の方を
向く。脱着可能な締め具70は、容易に脱着可能であるため、締め具70は記念品として使用
することができ、異なる締め具をリストバンド18に提供しかつリストバンド18とともに使
用することができる。したがって、異なる印を有する脱着可能な締め具70を、目標の達成
、レースへの参加、あるいは別の一定水準のフィットネスの達成に対する思い出の品、記
念品、または報奨として提供し使用することができる。印は、語句、図形、配色、テクス
チャ、または他のデザインなどの様々な形態を取ることができる。
【００３４】
　説明したように、ウェアラブルデバイス16は、脱着可能に担持体18に接続される。コネ
クタ23は、担持体18のスリーブ60中に挿入され、突起部38は、担持体18の開口部40中に配
置される。突起部における拡大した頭頂部は、デバイス16をリストバンド18上に維持する
ように、リストバンド18に接する。これにより、下記においてより詳細に説明するように
、所望の場合およびコンピュータにプラグ接続する場合に担持体18から取り外すことがで
きるウェアラブルデバイス16が提供される。もどり止め構造が、本明細書において開示さ
れた様々な態様のコネクタ23とスリーブ60との間に提供され得ることは理解される。
【００３５】
　デバイス16は、従来の腕時計デバイスのように時刻を維持するなどの一般的な機能を有
することが理解される。しかしながら、デバイス16は、運動パフォーマンスモニタリング
システム10の一部として使用することができるということもさらに理解される。例えば、
センサー12の取り付けられた靴を着用したユーザーは、デバイス16を使用してセンサー12
と無線で通信し、ランニングなどに対するパフォーマンスをモニタすることができる。
【００３６】
　図17～27から理解できるように、ユーザーは、ランニングを開始したい場合、最初にセ
ンサー12をウェアラブルデバイス16と通信できるようにしなければならない。これを行う
ために、ユーザーは、ハウジング20の前面30上の押しボタン33を介して第一入力部32を押
し、それを維持する。ユーザーが第一入力部32を押した状態に保持している間、表示部36
には、ウェアラブルデバイス16がセンサー12をサーチしている間、スクロールするゼロが
表示される。センサー12が探知されると、図18に示されているように、表示部36は、左上
隅に靴の記号62を表示し、下線64を点滅させることによって、ウェアラブルデバイス16が
開始への準備ができていることを示す。次いで、ユーザーは、再び第一入力部32を押して
、ランニングの記録を開始する。ウェアラブルデバイス16は、図19および図20に示されて
いるように、ランニング中の様々な情報、例えば経過時間などを記録する。デバイス16が
記録モードにあることを示すために、表示部36の一番下の線が往復するようにアニメーシ
ョン表示される。ランニング中、ユーザーは、第二入力部34を押すことにより、ランニン
グ距離、現在のペース、経過時間、および消費カロリーを順番に切り替えることができる
。記録を停止するには、ユーザーは第一入力部32を押す。デバイス16が停止した後、ユー
ザーは、第二入力部34を押すことにより、最新のランニングした距離（図22）、平均ペー
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ス、燃焼カロリー、1分間あたりの平均燃焼カロリー、1週間あたりのランニングしたマイ
ル（図23）、総マイル（図24）、ランニング時刻（図25）の値を順番に切り替えて表示さ
せて見直すことができる。
【００３７】
　デバイス16は、さらに記録されたデータを表示するか、見直すか、またはモニタするた
めに、例えばパーソナルコンピュータまたはリモートウェブサイトに局所的に存在するよ
うな他の遠隔場所にアップロードするためのさらなる機能を有する。このために、ユーザ
ーが適切なソフトウェアを遠隔場所からコンピュータを介してダウンロードすることがで
きるような適切なユーザーインターフェースをデバイスのコントローラ21が有することは
理解される。デバイス16が担持体18から取り外され、突起部38が開口部40から抜脱されて
、コネクタ23がスリーブ60から取り外される。図26および図27に示されているように、コ
ネクタ23は、コンピュータCの標準USBハブ／ポートにプラグ接続される。適切なソフトウ
ェアがインストールされていれば、デバイス16がコンピュータにプラグ接続されている間
、アプリケーションが実行される。ソフトウェアアプリケーションは、デバイスのセット
アップ手順を通じてユーザーに入力を促し得る（時間、較正など）。この時点で、所望で
あれば、ユーザーは、ランニングからのパフォーマンスデータを、リモートウェブサイト
の場所、例えば運動パフォーマンスをモニタするための場所など、にアップロードするこ
とができる。ユーザーは、標準的なウェブブラウザを介して特定のウェブサイトにログオ
ンし、デバイス16からのパフォーマンスデータを該ウェブサイトにアップロードすること
ができる。図27に示されているように、ユーザーは、ランニングに関するデータを見直す
ことができる。ウェブサイトは、グラフ形態においてデータを表示し得る。デバイスによ
って記録されたデータの使用において、ユーザーを支援するための他の特徴も提供され得
る。ウェブサイトにより、さらなる登録機能が提供され得、デバイス16とともに使用する
ためにユーザーにさらなる機能が提供され得る。
【００３８】
　デバイス16のコントローラ21に関連付けられたユーザーインターフェースは、ユーザー
にさらなる機能を提供することができる。ソフトウェアは、ソフトウェアがインストール
されているコンピュータにウェアラブルデバイス16が接続されると自動的にソフトウェア
を起動する自己起動機能を備え得る。プログラムが起動されると、ソフトウェアは、自動
的に、デバイス16からコンピュータへデータをダウンロードし、データをウェブサーバー
および上記において説明したウェブサイトに転送する。ソフトウェアは、ポートに接続さ
れたデバイスの種類も検出することができ、その特定のデバイスに対して正しいアプリケ
ーションを構成することができる。例えば、異なる構成または技術機能を有し、したがっ
て異なるデバイスとして分類され得る、ウェアラブルデバイス16が存在する場合がある。
ソフトウェアは、コンピュータのポートに接続されたウェアラブルデバイス16の、フィッ
トネス活動を記録する機能セットを変更することができる。ウェアラブルデバイス16がコ
ンピュータから取り外された後、ソフトウェアは自動的に終了する。ユーザーインターフ
ェースは、ユーザーが、自分の好みに合わせて機能を選択的にアクティブ化および非アク
ティブ化できるように構成することもできる。ユーザーは、デバイスに関連付けられたソ
フトウェアを修正することもでき得る。
【００３９】
　ソフトウェアは、非常に簡素な較正メソッドとユーザーインターフェースを有する。例
えば、デバイスへの距離測定値の較正は非常に簡単である。ソフトウェアに関連付けられ
た、ならびにデバイスアセンブリ14およびセンサー12に操作可能に関連付けられるように
構成された、較正モジュールについては、下記においてより詳細に説明する。ソフトウェ
アはさらに、いくつかの種類のフィットネス活動記録デバイスの中から動機付けの情報を
追跡することができる。例えば、ユーザーは、1週間の目標を設定することができ、ソフ
トウェアは、これらの目標に対するユーザーの進捗を追跡することができる。ユーザーは
また、複数のデバイス、例えば、好適なインターフェースデバイスをさらにオーディオプ
レーヤー、他のタイプのスポーツ腕時計などを本発明のデバイスと一緒に使用することも
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でき、ソフトウェアは、すべてのデバイスによって記録された週ごとの距離および総距離
全体を累積計算することができる。したがって、データは、複数のデバイスにわたって同
期を維持される。
【００４０】
　ウェブサイトは、さらにゲストログインを有することも可能であり、これにより、ユー
ザーは、ユーザー登録を必要とせずに、データをデバイスから自動的にアップロードする
ことが可能となる。この機能は、ユーザーが個人情報を与えることなくウェブサイトを使
用することを可能にする。後に、ユーザーがデバイスを登録することを決めた場合、各ウ
ェアラブルデバイスに関連付けられた一意のPIN番号が、自動的に登録情報に合致される
。
【００４１】
　説明したように、ウェアラブルデバイスアセンブリ14は、コントローラ21およびその関
連構成部分を支持するために、ハウジング20を使用する。一例示的態様において、ハウジ
ング20は、その機能を強化するような独特な構造を有する。デバイス16はフィットネス活
動において使用されるため、デバイス16は水もしくは湿気、例えば汗などに晒される場合
がある。ハウジング20は、コントローラ21の構成部分を保護するために、耐水性であるよ
うに設計される。
【００４２】
　図28～36に示されているように、ハウジング20は、第一部材20aおよび第二部材20bを有
する。第一部材20aは、ハウジング20を形成するために第二部材20bと接合される。部材20
a、20bは、概して、射出成型法によってプラスチックから形成される。ハウジング20は、
他の好適な素材から構築することも可能であることは理解される。
【００４３】
　説明したように、ハウジング20の前面30は、柔軟な、コントローラ21の第一入力部34と
協動する第一押しボタン33を有する。一例示的態様において、第一押しボタン33は、第一
部材20aと共成形される。共成形法は、硬いプラスチック部分と柔軟な弾性ポリマー部分
との組み合わせを可能にする。硬いポリマー部分は、コントローラ21に対して衝撃または
他の力からの適切な保護を提供し、押しボタン33の柔軟な弾性ポリマー部分は、ユーザー
が、第一入力部32を作動させるために第一押しボタン33を押し下げることを可能にする。
共成形法により、第一押しボタン33は、ハウジング20と一体化される。硬いポリマー部分
と柔軟な弾性ポリマー部分は一緒に、ハウジング20の第一押しボタン33の周りに、ハウジ
ング20の適切な密封構造を提供する。
【００４４】
　図32～36に表されているように、ハウジング20の第二部材20bは、コネクタ23およびU字
溝80を有するように、射出成形法で形成される。コネクタ20は、USB接続を構成する、コ
ネクタ20に関連付けられた複数のリードまたは接続子81を有する。コネクタ23は、別個の
接続とコネクタ23の周りの密閉の必要性を排除するために、第二部材20bの残りの部分と
一体成形される。リード81は、成形法に役立つブレークオフ（break-off）部分を有し得
る。図27～36においてさらに示されているように、U字溝80は、第二部材20b中に成形され
、第二部材20bの外周全部に延びる。第二部材20bは、第一部材20aと第二部材20bとの間の
正確な適合を提供するのを支援するための位置決めリブも備える。
【００４５】
　第一部材20aと第二部材20bを接合するために、コントローラ21の必要な構成部分が、第
二部材20bに好適に取り付けられ接続される。次いで、U字溝80が、エポキシ樹脂84で満た
される（図28に図式的に示される）。射出成形された部品の接着に好適な柔軟なエポキシ
樹脂が使用される。次いで、位置決めリブを用いて、第一部材20aが第二部材20bの上に取
り付けられ、エポキシ樹脂が硬化される。エポキシ樹脂が硬化すると、第一部材20aと第
二部材20bの間に柔軟で耐水性の密封が形成される。
【００４６】
　図31にさらに示されているように、第二入力部32は、それに関連付けられた第二押しボ
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タン37を有する。第二押しボタン37は、そこからハウジング20の側面開口部を通って延び
るアクチュエータ柱39を有する。ハウジング20の第一部材20aおよび第二部材20bが、側面
開口部を形成するように成形されることは理解される。側面開口部は、第二入力部34のさ
らなる構成部分との伝達のためにハウジング20の内部に隣接する柱状開口部41において狭
まる。アクチュエータ柱39は、該柱39の外周の周りに環状溝43を有する。さらに、Oリン
グ88などの密封部材が、環状溝43においてアクチュエータ柱39を囲む。Oリング88は、柱
状開口部41によって形成された内側表面に対して、密封するようなサイズである。Oリン
グ88は、異物、水、または他の湿気がハウジング20の側面開口部を通ってハウジング20に
侵入できないように、適切な密封を提供する。
【００４７】
　この配置全体は、堅牢なウェアラブルデバイスを提供する。ウェアラブルデバイスのハ
ウジング構造は、コントローラがスムーズに作動できるように、ランニングによる衝撃お
よび影響を吸収することができる。さらに、ウェアラブルデバイスのハウジング構造は、
コントローラ21を汚染して操作性に悪影響を及ぼしかねない異物、水、または他の湿気が
、ハウジング内部へ侵入するのを防ぐ。一例示的態様において、ウェアラブルデバイス16
は、約5気圧まで耐水性である。
【００４８】
　図37～85は、ウェアラブルデバイスアセンブリ14の一般的な操作上の特徴を開示する。
これらの特徴に含まれるのは、ソフトウェアに関連付けられた較正モジュール並びにウェ
アラブルデバイスアセンブリ14およびセンサー12である。
【００４９】
　図は、ウェアラブルデバイスアセンブリ14の最初のセットアップ並びに、ランニングま
たはウォーキングデータなどの運動パフォーマンスデータの記録開始におけるユーザーの
手順を開示している。これは、アセンブリ14の使用開始においてユーザーが行う手順を包
含する。設定ウィンドウ、ユーザータブ、および時間タブを使用する手順も開示される。
【００５０】
　図51～53は、アセンブリ14のためのさらなる較正手順を開示する。ウェアラブルデバイ
スアセンブリ14は、概して、較正を行わなくてもほとんどのユーザーにとって正確である
が、使用可能な較正手順を使用することにより、ユーザーの特定のランニングスタイルも
しくはウォーキングスタイルに対してアセンブリ14の正確性を向上させることができる。
較正手順は、ランニングまたはウォーキングに対して別々に実施される。上記において説
明したように、システムは、運動パフォーマンスデータをリモートサイトにアップロード
する場合などに、関連付けられたソフトウェアを使用する。そのため、ウェアラブルデバ
イスアセンブリ14およびソフトウェアは、ユーザーが較正手順を実施するためにそれらに
関連付けられた較正モジュールを有し得る。較正モジュールは、操作可能にアセンブリ14
に関連付けられ、ユーザーのコンピュータCに関連付けられたデスクトップユーティリテ
ィまたは上記において説明したようなリモートサイトのような他の遠隔場所などを含む様
々な場所に配置させることができる。
【００５１】
　最初に、ユーザーは、上記において説明したようなデータをアセンブリ14に記録させる
ことができ、既知の距離を一定の自然なペースでランニングまたはウォーキングすること
によって、較正のためのランニングまたはウォーキングを確立する。本明細書において、
ユーザーによるランニングについて言及する場合、これは、ユーザーによるランニングま
たはウォーキングのいずれかであり得ることは理解される。距離を正確に測定することが
重要であり、したがって、そのような較正には、通常、距離が表示され正確であるランニ
ングコースが有用であり得る。一例示的態様において、ランニングおよびウォーキングは
、0.25～1.25マイルの間である。アセンブリ14は、センサー12に関連付けられた工場出荷
時設定パラメータに基づいてセンサーからのデータを記録することは理解される。アセン
ブリ14は、ランニングまたはウォーキングの形態におけるユーザーの運動パフォーマンス
を記録し、ユーザーがトラバースした距離の測定距離を記録する。測定距離は、測定値に
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対応し、マイルまたはキロメーターなどの様々な単位で記録され得る。デバイス16はアセ
ンブリ14から取り外され、USBプラグがユーザーのコンピュータCのUSBポートに挿入され
る。コンピュータは、ダウンロードなど上記において説明したような操作のために必要な
すべてのソフトウェアを有することは理解される。コンピュータのユーザーインターフェ
ースを使用して、ユーザーは、メインウィンドウの「i」ボタンをクリックする。設定ウ
ィンドウが表示され、ユーザーは、図52に示されているようなcalibrationタブをクリッ
クする。有効なランニングまたはウォーキングが、図53に示されているように、距離およ
びデータと共にウィンドウに表示される。ランニングまたはウォーキングの距離が正しく
ない場合、またはユーザーがランニングとウォーキングを混合した場合など、有効なラン
ニングまたはウォーキングが存在しない場合には、ランニングまたはウォーキングが表示
されないことは理解される。この場合、ユーザーインターフェースは、メッセージ「no w
alks or runs were useful」を表示し、ユーザーは、成功するまでランニングまたはウォ
ーキングを繰り返さなければならない。
【００５２】
　図53に示されているように、ランニングまたはウォーキングは、容易に較正することが
できる。例えば、ユーザーが、既知の距離を表すものとしてランニングまたはウォーキン
グが正確に1マイルであることを知っているが、Calibrationタブの設定では、測定距離／
センサー12と通信するアセンブリ14によって記録された値を表すものとして1マイルを若
干超えるか下回るユーザーのランニングまたはウォーキングが表示される場合、ユーザー
は、測定距離／測定値に対して調整を行うことができる。図53に示されているように、ユ
ーザーは、「上」および「下」ボタンを使用して、1マイルが表示されるように手動で測
定値を調整することができる。したがって、較正モジュールにより、ユーザーは、測定距
離を既知の距離に対応するように調整することができる。表示されている距離が1マイル
の場合、ユーザーは表示を変更する必要はない。ユーザーは、「Done」ボタンをクリック
して、距離を保存し、設定ウィンドウが閉じられて、ユーザーは、メインのUtility Wind
owに戻る。この較正調整は、アセンブリ14に保存され、アセンブリ14が、その後の運動パ
フォーマンスにおいて、関連付けられたセンサー12によってデータを記録する場合、アセ
ンブリ14は、ユーザーによって記録され保存された較正調整に基づいてデータを記録する
。したがって、アセンブリ14は、実施されたユーザー較正に基づく強化されたデータ記録
機能を有する。説明したように、センサー12および／またはアセンブリ14は、最初は、工
場出荷時設定パラメータと呼ばれる場合もある特定の設定パラメータに基づいてデータを
記録する。ユーザーは、較正モジュールを用いて、較正ランニングにおいて測定距離を調
整することができ、すなわち、修正されたパラメータを形成することができる。この修正
されたパラメータはアセンブリ14に保存され、アセンブリ14は、その後の運動パフォーマ
ンスを記録する場合に、修正されたパラメータに基づいてセンサー12からのデータを記録
する。アセンブリ14およびセンサー12は、ランニング用の較正値と、それとは別のウォー
キング用の較正値を有し、したがってユーザーは、別々にランニングとウォーキングの較
正を行わなければならないことは理解される。一例示的態様において、アセンブリ14は、
センサー12と通信してランニング／ウォーキングデータを記録するが、この場合、足接地
時間をY軸値として見なし、ペースをX軸値と見なした場合に、ユーザーの足接地時間とペ
ースとの間に直線関係が存在すことが理解される。ランニングまたはウォーキングは、直
線アルゴリズム、y=mx＋bを用いた直線によって表すことができ、この場合、mは傾きに等
しく、bはY軸切片に等しい。したがって、直線アルゴリズムに基づき、データは、特定の
傾きを有する直線に従って記録される。ユーザーが測定距離を既知の距離に対応するよう
に調整または修正すると、ユーザーの調整に従って傾きも修正される。この新しい傾きは
保存され、その後のパフォーマンスデータの記録に対して、アセンブリ14はセンサー12と
通信して、修正されたパラメータまたは傾きに基づいてデータを記録する。そのような較
正調整により、強化されたデータ記録機能が提供される。
【００５３】
　ユーザーがいくつかの異なる靴でランニングまたはウォーキングを行う場合など、デバ
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イス16は、複数のセンサーに対する較正情報を保存することができる。一例示的態様にお
いて、デバイス16は、最大8つまでのセンサーの情報に対処することができる。ユーザー
は、新しいセンサーを入手する度に、上記において説明した較正手順を実施する必要があ
る。ユーザーは、2回目のデバイス16の較正を所望する場合、Calibrationタブ設定におい
てランニングまたはウォーキングをリセットしなければならない。ユーザーは、Resetボ
タンを押してデバイス16を元の工場出荷時較正設定に戻す。これは、その後の較正の正確
さを向上させる。さらに、較正の後でも、距離測定の正確さは、歩調、走行表面、傾斜、
または温度に応じて変わり得ることが知られている。さらに、「レース用のペース」を目
的とした較正では、レースでのランニングの場合にユーザーにより正確さを提供すると考
えられる。
【００５４】
　アセンブリ14は、操作全体を強化するさらなる較正機能も有する。説明したように、ユ
ーザーは、以前のランニングまたはウォーキングに関するパフォーマンスデータにアクセ
スして追跡することができる。そのようなデータは、そのようなデータのためのウェブサ
イトなどの遠隔場所に保存される。一例示的態様において、ユーザーインターフェース全
体により、ユーザーは、記録されたランニングをマッピングされたプロファイルに関係付
けることができる。マッピングされたプロファイルは、既知の距離を意味するランニング
の総距離を示す。ユーザーがこの関係付けを行った場合、ランニングの距離を、測定され
たランニングの距離と比較することができる。これらの値が異なる場合、ユーザーは、デ
バイス16を較正するために、マッピングされた距離を使用することが求められ得る。その
ような変更を実施するために、さらなるウィンドウおよびボタンが提供され得る。
【００５５】
　別の代替の較正手順では、ユーザーインターフェース全体により、ユーザーは「ランニ
ングを命名する」ためのオプションを選択することができる。複数のランニング（例えば
、一例示的態様における3つのランニング）が、同じランニング名にリンクされている場
合、ユーザーインターフェースは、複数のランニングの平均値を使用し、この値と最新の
ランニングした距離を比較することができる。これらの値が異なる場合、ユーザーインタ
ーフェースは、ユーザーに複数のランニングの平均値を使用してデバイス16を較正するこ
とを求め得る。したがって、以前のランニングまたはウォーキングの複数ランニングの平
均値は、較正のために既知の距離として使用され得る。そのような変更を実施するために
、さらなるウィンドウまたはボタンが提供される。
【００５６】
　図80～85は、アセンブリ14およびセンサー12によって記録されたランニングおよび／ま
たはウォーキングを較正することができる、本発明の較正モジュールに関連付けられたユ
ーザーインターフェースからのさらなるスクリーンショットを開示する。前記において説
明したように、アセンブリ14は、それらに操作可能に関連付けられた、較正モジュールを
備えるソフトウェアを有する。図81に示されているように、ユーザーは、コンピュータC
において、較正モジュールのCalibrationタブをクリックして、Recent Runsドロップダウ
ンメニューとRecent Walksドロップダウンメニューを表示させることができる。ドロップ
ダウンメニューには、上記において説明したようにアセンブリ14からアップロードされた
、最近の較正適格ランニングまたはウォーキングが登録されている。図82に示されている
ように、ドロップダウンメニューは、必要に応じて上／下矢印により拡張することができ
、ユーザーはメニュー内をスクロールして、較正のためのランニングまたはウォーキング
を選択することができることは理解される。一例示的態様において、ランニングまたはウ
ォーキングの日付は、日付に隣接する測定距離を伴って一覧表示される。図83から理解で
きるように、ユーザーがランニングまたはウォーキングフィールドを選択すると、他のフ
ィールドは自動的に非アクティブになる。したがって、図83に示されているように、例え
ば、ユーザーが8.23.08ランニングを選択すると、選択が強調表示され、Recent Walksフ
ィールドは非アクティブとなる。さらに、Actual Distanceフィールドが、上／下矢印お
よび標準測定値と共に表示される。したがって、ユーザーは、所望の場合、マイルとキロ
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メーターの間で変更することができる。上／下矢印により、ユーザーはActual Distance
の値を100分の1刻みで変更することができる。また、8.23.08ランニングを選択すると、
関連付けられた測定距離の2.10マイルが、Actual Distanceフィールドに表示される。図8
4に示されているように、ユーザーは、上／下矢印をクリックして、測定距離を、ユーザ
ーによってトラバースされた既知の距離に対応するように変更することができる。図84に
示されているように、ユーザーは、8.23.08ランニングの既知の距離が2.5マイルであるこ
とを知っている。したがって、ユーザーは、Actual Distanceフィールドが2.5マイルに調
整されるまで、上矢印をクリックする。Actual Distanceフィールドが調整されると、Sav
eおよびCancelボタンがアクティブになり、目立つように、赤色などの異なる色に変化す
る。Cancelを押すと、ユーザーは、図80に示される画面に戻る。Applyボタンを押すと、
較正モジュールに関連付けられたメモリに情報が入れられ、したがって、較正が保存され
る。図85に示されているように、Applyボタンを押すことに応じて、8.23.08ランニングが
、元の測定距離（2.10マイル）とその隣に新しく較正された距離（2.50マイル）とを伴っ
てRecent Runsフィールドに表示される。ここでは、この特定のランニングが較正された
ことをユーザーに知らせる表示も提供される。
【００５７】
　上記における説明において一貫しているように、図80～85に示されているこの較正調整
は、アセンブリ14に保存され、アセンブリ14が、その後の運動パフォーマンスにおいて、
関連付けられたセンサー12によってデータを記録する場合、アセンブリ14は、ユーザーに
よって記録され保存された較正調整に基づいてデータを記録すると考えられる。したがっ
て、アセンブリ14は、実施されたユーザー較正に基づく強化されたデータ記録機能を有す
ると考えられる。説明したように、センサー12および／またはアセンブリ14は、最初、工
場出荷時設定パラメータと呼ばれる場合もある特定の設定パラメータに基づいてデータを
記録する。較正モジュールを用いて、ユーザーは、較正ランニングにおいて測定された距
離を調整し、それによって、修正されたパラメータを形成することができる。この修正さ
れたパラメータはアセンブリ14に保存され、アセンブリ14がその後のパフォーマンスを記
録する場合、アセンブリ14は修正されたパラメータに基づいてデータを記録する。アセン
ブリ14およびセンサーは、ランニング用の較正値と、それとは別個のウォーキング用の較
正値とを有することは理解される。一例示的態様において、アセンブリ14はセンサー12と
通信して、ランニング／ウォーキングデータを記録するが、この場合、足接地時間をY軸
値として見なし、ペースをX軸値と見なした場合に、ユーザーの足接地時間とペースとの
間に直線関係が存在することが理解される。ランニングまたはウォーキングは、直線アル
ゴリズム、y=mx＋bを用いた直線によって表すことができ、この場合、mは傾きに等しく、
bはY軸切片に等しい。したがって、直線アルゴリズムに基づき、データは、特定の傾きを
有する直線に従って記録される。ユーザーが測定距離を既知の距離に対応するように調整
または修正すると、ユーザーの修正に従って傾きも修正される。この新しい傾きは保存さ
れ、その後のパフォーマンスデータの記録に対して、アセンブリ14はセンサー12と通信し
て、修正されたパラメータまたは傾きに基づいてデータを記録する。上記において説明し
たのと同じ手順をウォーキングに対しても行うことができることは理解される。そのよう
な較正調整により、強化されたデータ記録機能が提供される。
【００５８】
　一例示的態様において、ユーザーがランニング／ウォーキングを2回目に較正する場合
、最初の較正は、次の較正によって上書きされる。較正モジュールは、同じセンサーによ
るランニング／ウォーキングを使用するその後の較正が、それまでの較正と組み合わされ
るように構成することもできる。そのような場合には、データが組み合わされて、その後
の較正が、較正をさらに強化する。
【００５９】
　1つまたは複数の構成において、足接地時間とペースとを相関させる直線アルゴリズム
もしくは式は、新しい情報および運動パフォーマンスデータが使用可能になった場合に修
正され得る。例えば、本明細書において説明したように、最初の直線アルゴリズムは、既
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知の距離に対するランニングもしくは他の運動活動に基づいて修正され得る。運動選手が
、その後に、同じ距離または異なる距離をトラバースするさらなる運動活動を実施する場
合、そのさらなる運動活動に対する接地対ペースの距離が、直線アルゴリズムの修正のた
めに使用され得る。直線アルゴリズムの構築は、より優れた正確性を提供し得る（例えば
、最初の運動活動のためのイベントデータでは、外れ値である）。一例において、さらな
る運動活動の運動パフォーマンスデータは、直線アルゴリズムへと平均化され得る。
【００６０】
　さらにまたは代替的に、直線アルゴリズムは、距離変換を内挿または外挿するために使
用され得る。すなわち、直線アルゴリズムは、初めに、既知の距離（例えば、1マイル）
での第一の運動活動に基づいて発生され得る。その後に、運動選手が、第二の測定距離で
の第二の運動活動を実施する場合、第二の運動活動に関連付けられた接地情報またはペー
スデータは、直線アルゴリズムに適合するように調整され得、（例えば、外挿または内挿
により）較正された距離が決定される。
【００６１】
　上記において説明した較正手順により、ユーザーは、較正のためのランニングまたはウ
ォーキングであるが較正モードで完了された特定のランニングではない、任意のランニン
グまたはウォーキングを使用することができる。手順は、ユーザーフレンドリーなプロン
プトによりユーザーのパーソナルコンピュータを使用して完了するので、ユーザーは、非
常により容易に、アセンブリ14の正確さを理解し信頼することができる。
【００６２】
　図54～55は、Utility Menuウィンドウを開示する。これらのウィンドウは、オペレーテ
ィングシステムに応じて、設定、バッテリーステータスなどを開始するための代替方法と
して使用することができる。
【００６３】
　図56～79は、ランニング中並びにランニング終了時の手順におけるトグル形式のボタン
の使用など、ウェアラブルデバイスアセンブリ14の使用におけるさらなる操作上の特徴を
開示する。例えば、ランニングの終了時に、ユーザーは、トグル形式のボタンを使用して
、ランニングについての記録されたばかりのデータを見直すことができる。ウェアラブル
デバイスアセンブリ14は、最初、1つのセンサーとリンクされ得るが、該アセンブリ14は
、複数のセンサーとリンクすることができる。一例示的態様において、アセンブリ14は、
8つのセンサーとリンクすることができる。これは、ユーザーが複数の靴において運動活
動を実施する場合に非常に役立つ。図76および図77は、ウェアラブルデバイスアセンブリ
14に関連付けられたメモリおよびバッテリーに関するさらなる情報を提供する。図45～49
は、記録されたランニングデータを、運動パフォーマンスを追跡するためのウェブサイト
にアップロードすることに関するさらなる情報を開示する。
【００６４】
　本発明の較正モジュールは、デバイスアセンブリ14の強化のために様々なさらなる特徴
を提供するように構成することができる。
【００６５】
　一例示的態様において、較正モジュールは、ユーザーのための複数セットの較正値を保
存することができる。各較正値は、特定のペース範囲に適用可能なように設計される。較
正モジュールは、ユーザーのウォーキングまたはランニングのペースに応じて、適切な較
正値を使用するように構成することができる。したがって、ユーザーが足接地時間を変更
すると、測定された足接地時間からペースを計算するために、較正値の適切なセットが適
用される。例えば、較正情報は、遅いペース、中程度のペース、および速いペースに対す
る情報を含み得る。センサー12によって読み取られた値に基づいて、較正モジュールは、
較正のために適切な値を使用する。したがって、ランニングが速いペースで実施された場
合、較正モジュールは、速いペースに対応する情報を使用して較正する。
【００６６】
　上記において説明したように、較正モジュールは、複数の靴センサーのそれぞれに対し
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て一意の較正値を保存するように構成され得る。これは、異なる靴に対して異なる較正を
可能にする。例えば、ユーザーは、異なるトレーニング計画またはスタイルに対して異な
る靴を着用し得る。較正モジュールに関連付けられたユーザーインターフェースは、実施
されるトレーニングのタイプおよびそれに応じて実施される較正を指定するために、ユー
ザーにさらなる照会を提供することができる。ユーザーは、どのランニング／ウォーキン
グにどのセンサーが使用されるかに基づいて、どのランニング／ウォーキングを較正する
かを決定することができる。ソフトウェアは、センサーを識別するためのフィールドを提
供するように構成することができることは理解される。アセンブリ14が、複数のセンサー
に対しても、アセンブリ14がどの特定のセンサーと通信しているかを把握していることは
、さらに理解される。
【００６７】
　較正モジュールは、特定の自動較正を提供するようにも構成され得る。例えば、ユーザ
ーは、既知の距離を有するレース、例えば5キロまたは10キロレースなどのパフォーマン
スに参加し得る。較正モジュールは、イベントの終了時にセンサー12を自動的に較正する
ように構成することができる。したがって、実際に記録された一連の足接地時間は、イベ
ント全体の既知の距離と相関し得る。
【００６８】
　足接地時間をY軸値として見なし、ペースをX軸値と見なした場合、較正モジュールは、
足接地時間とペースとの間の直線関係に関連し得る。ランニングまたはウォーキングは、
直線アルゴリズム、y=mx＋bを用いた直線によって表すことができ、この場合、mは傾きに
等しく、bはY軸切片に等しい。較正モジュールは、較正方法が、各ユーザーの各ウォーキ
ングまたはランニング較正値に対して傾きとy切片値の両方を変更するように構成され得
る。較正モジュールは、各ウォーキングまたはランニング較正値に対してy軸値だけが変
更されるようにも構成され得る。
【００６９】
　較正モジュールは、ユーザーのさらなる生理的特徴も考慮し得る。例えば、ユーザーの
靴のサイズ、身長、股下、性別、または他の特徴が、最適な較正設定に影響を及ぼし得る
。したがって、ユーザーインターフェースに関連付けられたユーザーインターフェースは
、較正手順時に、特定の生理的特徴を入力するようにユーザーに問い合わせ得る。生理的
特徴に関連付けられたさらなる較正設定を使用することもできる。較正プロセスにおいて
、そのような特徴の組み合わせを使用することができることは理解される。この特徴は、
上記において説明した他の特徴と組み合わせて、強化された初期較正（例えば、工場出荷
時設定または「すぐに使用できる」較正）並びに強化されたその後の較正を与えることも
できる。
【００７０】
　上記において説明したように、較正ウォーキングまたはランニングに関する既知の距離
を決定するために、ウェブベースの地図設定を使用することができる。全地球測位システ
ム（GPS）データが使用可能で、正確であることが確信される場合、自動的にセンサーを
較正するように較正モジュールを構成することができる。そのような方法において、セン
サー12は、インドア活動中または濃い木陰の下など、GPSが使用可能でない場合により正
確であり得る。
【００７１】
　較正モジュールは、このモジュールが、複数の運動パフォーマンスモニタリングデバイ
スとリンクされたセンサー12によって操作可能であるように構成することもできる。例え
ば、ユーザーは、センサー12を伴うデバイスアセンブリ14、並びにセンサー12ともリンク
されているさらなるモニタリングデバイスを使用してもよい。さらなるモニタリングデバ
イスは、例えば、本明細書において説明したような適切な運動用機能を有する一般的な腕
時計、携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、または他のタイプの携帯デバイスな
ど、様々な形態を取り得る。較正モジュールは、このモジュールが、異なるモニタリング
デバイスを区別できるように構成することができる。したがって、ユーザーがセンサー12
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およびデバイスアセンブリ14によって、実施されたランニングを較正し、その後、異なる
タイプの運動パフォーマンスモニタリングデバイスを伴うセンサー12を使用してランニン
グを実施する場合、モジュールは、センサー12およびデバイスアセンブリ14に対してなさ
れた較正に基づいてデータを記録するように異なるモニタリングデバイスに命令する。
【００７２】
結論
　本発明は、本発明の実施の現時点での好ましい形態を含む具体例に関連して説明してき
たが、当業者であれば、上記において説明されたシステムおよび方法の数多くの変形およ
び置換が存在することは理解するであろう。例えば、本発明から逸脱することなく、様々
な組み合わせにおいて本発明の様々な局面を使用してもよく、並びに単一のシステムまた
は方法において、本発明の局面の様々な異なる下位の組み合わせを一緒に使用してもよい
。さらに、本発明から逸脱することなく、上記において説明した様々な要素、構成部分、
および／または工程を、変更、並べ換え、省略することができ、並びに／あるいはさらな
る要素、構成部分、および／または工程を追加することができる。したがって、本発明は
、添付の特許請求の範囲において言及されるように幅広く解釈されるべきである。
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