
JP 2010-517725 A 2010.5.27

(57)【要約】
運動情報の収集および表示のためのシステムおよび技術
を提供する。単一の個人または人々の群に関する運動デ
ータを、中心位置で収集し、続いて所望の遠隔位置で表
示し、その結果、個人または人々は、彼らの成果を概観
および批評することができる。さらに、複数の個人に関
する運動データを、中心位置で収集し、続いて所望の遠
隔位置でユーザーに対して表示することができ、その結
果、ユーザーは、彼または彼女の運動活動を他人のもの
と比較することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の期間にわたって個人が行う運動活動に対応する1セットの運動データを受け取る段
階；および
　運動データセットの第1の種類のデータの値を運動データセットの第2の種類のデータの
値に対してプロットしたグラフを表示する段階
を含む、運動データを表示する方法。
【請求項２】
　運動データセットが、時間データ、速度データ、距離データ、およびカロリーデータか
らなる群より選択される1種または複数種のデータを含む、請求項1記載の方法。
【請求項３】
　運動データセットの第1の種類のデータが速度データであり、かつ
　運動データセットの第2の種類のデータが時間データである、
請求項2記載の方法。
【請求項４】
　運動データセットの第1の種類のデータが距離データであり、かつ
　運動データセットの第2の種類のデータが時間データである、
請求項2記載の方法。
【請求項５】
　運動データセットが、歩数計、自転車モニタ、心拍数モニタ、および血中酸素量モニタ
からなる群より選択される1つまたは複数の測定装置により生成される、請求項1記載の方
法。
【請求項６】
　運動データセットが、デジタル音楽プレイヤー、電話、腕時計、携帯情報端末、歩数計
、自転車モニタ、心拍数モニタ、および血中酸素量モニタからなる群より選択される1つ
または複数の電子装置から受け取られる、請求項1記載の方法。
【請求項７】
　運動データセットがネットワーク上で受け取られる、請求項1記載の方法。
【請求項８】
　ネットワークがインターネットである、請求項7記載の方法。
【請求項９】
　グラフを表示する段階が、グラフを時間とともに増分的にレンダリングする段階を含む
、請求項1記載の方法。
【請求項１０】
　運動データセットを分析して分析結果を得る段階；および
　運動データセットとともに分析結果を表示する段階
をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１１】
　分析結果が、運動データセットの値の平均値または中央値を含む、請求項10記載の方法
。
【請求項１２】
　分析結果が、運動データセットの速度データ値の平均値を含む、請求項11記載の方法。
【請求項１３】
　分析結果が、グラフに沿って間隔をあけて表示される、請求項10記載の方法。
【請求項１４】
　グラフを表示する段階が、グラフをレンダリングするための図形データを遠隔表示装置
にネットワークを通じて伝送する段階を含む、請求項1記載の方法。
【請求項１５】
　運動データセットを遠隔記憶装置にネットワークを通じて伝送する段階をさらに含む、
請求項1記載の方法。
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【請求項１６】
　ネットワークがインターネットである、請求項15記載の方法。
【請求項１７】
　第1の期間にわたって行う運動活動に対応する第1の運動データセットを受け取る段階；
　第1の期間とは異なる第2の期間にわたって行う運動活動に対応する第2の運動データセ
ットを受け取る段階；および
　第1の運動データセットの少なくとも一部を第2の運動データセットの少なくとも一部と
同時に表示する段階
を含む、運動データを表示する方法。
【請求項１８】
　第1の運動データセットの第1の種類のデータの値を第1の運動データセットの第2の種類
のデータの値に対してプロットしたグラフを表示する段階；および
　第2の運動データセットの第1の種類のデータの値を第2の運動データセットの第2の種類
のデータの値に対してプロットしたグラフを表示する段階
をさらに含む、請求項17記載の方法。
【請求項１９】
　第1の運動データセットと第2の運動データセットの両方が、時間データ、速度データ、
距離データ、およびカロリーデータからなる群より選択される1種または複数種のデータ
を含む、請求項18記載の方法。
【請求項２０】
　第1の種類のデータが速度データであり、かつ
　第2の種類のデータが時間データである、
請求項19記載の方法。
【請求項２１】
　第1の種類のデータが距離データであり、かつ
　第2の種類のデータが時間である、
請求項19記載の方法。
【請求項２２】
　第1の運動データセットまたは第2の運動データセットが、歩数計、自転車モニタ、心拍
数モニタ、および血中酸素量モニタからなる群より選択される1つまたは複数の測定装置
により生成される、請求項18記載の方法。
【請求項２３】
　第1の運動データセットまたは第2の運動データセットが、デジタル音楽プレイヤー、電
話、腕時計、携帯情報端末、歩数計、自転車モニタ、心拍数モニタ、血中酸素量モニタ、
および遠隔記憶装置からなる群より選択される1つまたは複数の電子装置から受け取られ
る、請求項18記載の方法。
【請求項２４】
　第1の運動データセットまたは第2の運動データセットが、ネットワーク上で受け取られ
る、請求項18記載の方法。
【請求項２５】
　ネットワークがインターネットである、請求項18記載の方法。
【請求項２６】
　第1のグラフを表示する段階が、第1のグラフを時間とともに増分的にレンダリングする
段階を含む、請求項18記載の方法。
【請求項２７】
　第1の運動データセットを分析して第1の分析結果を得る段階；および
　第1の運動データセットとともに第1の分析結果を表示する段階
をさらに含む、請求項18記載の方法。
【請求項２８】
　第1の分析結果が、第1の運動データセットの1種または複数種のデータに関する値の平
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均値または中央値を含む、請求項27記載の方法。
【請求項２９】
　第1の分析結果が、速度データ値の平均値を含む、請求項28記載の方法。
【請求項３０】
　分析結果が、グラフに沿って間隔をあけて表示される、請求項27記載の方法。
【請求項３１】
　第2の運動データセットを分析して第2の分析結果を得る段階；および
　第2の運動データセットとともに第2の分析結果を表示する段階
をさらに含む、請求項27記載の方法。
【請求項３２】
　第2の分析結果が、第2の運動データセットの1種または複数種のデータに関する値の平
均値または中央値を含む、請求項31記載の方法。
【請求項３３】
　第2の分析結果が、速度データ値の平均値を含む、請求項32記載の方法。
【請求項３４】
　第2の分析結果が、第2のグラフに沿って間隔をあけて表示される、請求項32記載の方法
。
【請求項３５】
　グラフをレンダリングするための図形データを遠隔表示装置にネットワークを通じて伝
送することにより、第1および第2の運動データセットを値のグラフとして表示する段階
をさらに含む、請求項18記載の方法。
【請求項３６】
　第1および第2の運動データセットを遠隔記憶装置にネットワークを通じて伝送する段階
をさらに含む、請求項18記載の方法。
【請求項３７】
　ネットワークがインターネットである、請求項36記載の方法。
【請求項３８】
　それぞれの候補運動データセットが一期間にわたって行う運動活動に対応する、記憶媒
体中の複数の候補運動データセットを概観することにより、
　所望のデータ特徴を有する候補運動データセットを同定することにより、ならびに
　同定された候補運動データセットを第2の運動データセットとして受け取ることにより
、
第2の運動データセットを受け取る段階
をさらに含む、請求項18記載の方法。
【請求項３９】
　所望のデータ特徴が一種類のデータの最大値である、請求項38記載の方法。
【請求項４０】
　所望のデータ特徴が、速度データ、距離データ、時間データ、およびカロリーデータか
らなる群より選択される一種類のデータの最大値である、請求項39記載の方法。
【請求項４１】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの最小値である、請求項38記載の方法。
【請求項４２】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの値の平均値または中央値である、請求項38記載
の方法。
【請求項４３】
　所望のデータ特徴が、速度データの値の平均値または中央値である、請求項42記載の方
法。
【請求項４４】
　それぞれの運動データセットが一期間にわたって行う運動活動に対応する、記憶媒体中
の複数の運動データセットを概観することにより、
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　所望のデータ値を有する1つまたは複数の候補運動データセットを、複数の運動データ
セットから同定することにより、
第2の運動データセットを受け取る段階
をさらに含む、請求項38記載の方法。
【請求項４５】
　所望のデータ値が、第1の運動データセットの距離データ値に実質的に合致する距離デ
ータ値である、請求項44記載の方法。
【請求項４６】
　所望のデータ値が、第1の運動データセットの時間データ値に実質的に合致する時間デ
ータ値である、請求項44記載の方法。
【請求項４７】
　第1の運動データセットが、第1の個人が行う運動活動に対応し；かつ
　第2の運動データセットが、第1の個人とは異なる第2の個人が行う運動活動に対応する
、
請求項18記載の方法。
【請求項４８】
　名前情報を受け取ることにより、
　記憶媒体中の複数の運動データセットを概観することにより、
　受け取った名前情報に合致する名前値と所望のデータ特徴の両方を有する1つまたは複
数の候補運動データセットを、複数の運動データセットから同定することにより、ならび
に
　同定された候補運動データセットを第2の運動データセットとして受け取ることにより
、
第2の運動データセットを受け取る段階
をさらに含む、請求項47記載の方法。
【請求項４９】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの最大値である、請求項48記載の方法。
【請求項５０】
　所望のデータ特徴が、速度データ、距離データ、時間データ、およびカロリーデータか
らなる群より選択される一種類のデータの最大値である、請求項49記載の方法。
【請求項５１】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの最小値である、請求項48記載の方法。
【請求項５２】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの値の平均値または中央値である、請求項48記載
の方法。
【請求項５３】
　所望のデータ特徴が、速度データの値の平均値または中央値である、請求項52記載の方
法。
【請求項５４】
　名前情報を受け取ることにより、
　記憶媒体中の複数の運動データセットを概観することにより、
　受け取った名前情報に合致する名前値、所望のデータ値および所望のデータ特徴のそれ
ぞれを有する1つまたは複数の候補運動データセットを、複数の運動データセットから同
定することにより、ならびに
　同定された候補運動データセットを第2の運動データセットとして受け取ることにより
、
第2の運動データセットを受け取る段階
をさらに含む、請求項47記載の方法。
【請求項５５】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの最大値である、請求項54記載の方法。
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【請求項５６】
　所望のデータ特徴が、速度データ、距離データ、時間データ、およびカロリーデータか
らなる群より選択される一種類のデータの最大値である、請求項55記載の方法。
【請求項５７】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの最小値である、請求項54記載の方法。
【請求項５８】
　所望のデータ特徴が、一種類のデータの値の平均値または中央値である、請求項54記載
の方法。
【請求項５９】
　所望のデータ特徴が、速度データの値の平均値または中央値である、請求項58記載の方
法。
【請求項６０】
　所望のデータ値が、第1の運動データセットの距離データ値に実質的に合致する距離デ
ータ値である、請求項54記載の方法。
【請求項６１】
　所望のデータ値が、第1の運動データセットの時間データ値に実質的に合致する時間デ
ータ値である、請求項54記載の方法。
【請求項６２】
　第1の運動データセットのデータ特徴に対応する第1の特性値を有する、第1のアイコン
を表示する段階；および
　第2の運動データセットのデータ特徴に対応する第2の特性値を有する、第2のアイコン
を表示する段階
をさらに含む、請求項17記載の方法。
【請求項６３】
　特性が、サイズ、色、および陰影からなる群より選択される、請求項62記載の方法。
【請求項６４】
　データ特徴が、一種類のデータの最大値である、請求項62記載の方法。
【請求項６５】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項64記載の方法。
【請求項６６】
　データ特徴が、一種類のデータの最小値である、請求項62記載の方法。
【請求項６７】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項66記載の方法。
【請求項６８】
　データ特徴が、一種類のデータの値の平均値または中間値である、請求項62記載の方法
。
【請求項６９】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項68記載の方法。
【請求項７０】
　それぞれの運動データセットが異なる期間にわたって行う運動活動に対応する、複数の
運動データセットを受け取る段階；
　各運動データセットの少なくとも一部を同時に表示する段階
を含む、運動データを表示する方法。
【請求項７１】
　関連するアイコンが、関連する運動データセットのデータ特徴に対応する特性値を有す
るように、各運動データセットについて関連するアイコンを表示することにより、各運動
データセットの少なくとも一部を同時に表示する段階
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をさらに含む、請求項70記載の方法。
【請求項７２】
　特性が、サイズ、色、および陰影からなる群より選択される、請求項71記載の方法。
【請求項７３】
　データ特徴が、関連する運動データセットの一種類のデータの最大値である、請求項71
記載の方法。
【請求項７４】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項73記載の方法。
【請求項７５】
　データ特徴が、関連する運動データセットの一種類のデータの最小値である、請求項71
記載の方法。
【請求項７６】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項75記載の方法。
【請求項７７】
　データ特徴が、関連する運動データセットの一種類のデータの値の平均値または中央値
である、請求項71記載の方法。
【請求項７８】
　アイコンに関連する運動データセットを受け取った時間に対応する第2の特性値を有す
る、各アイコンを表示する段階をさらに含む、請求項71記載の方法。
【請求項７９】
　特性が色であり、かつ
　アイコンが特定の時間に受け取った運動データセットに関連している場合に、アイコン
が第1の色で表示され、かつ
　アイコンが特定の時間の前に受け取った運動データセットに関連している場合に、アイ
コンが第1の色とは異なる第2の色で表示される、
請求項78記載の方法。
【請求項８０】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項77記載の方法。
【請求項８１】
　複数の運動データセットを2つまたはそれ以上の群に分割する段階；
　各群に関して、群の各運動データセットの少なくとも1つのデータ特徴を集約する段階
；および
　各群に関して、集約した少なくとも1つのデータ特徴を表示することにより、各運動デ
ータセットの少なくとも一部を同時に表示する段階
をさらに含む、請求項70記載の方法。
【請求項８２】
　少なくとも1つのデータ特徴が、一種類のデータの最大値である、請求項81記載の方法
。
【請求項８３】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項82記載の方法。
【請求項８４】
　データ特徴が、一種類のデータの最小値である、請求項81記載の方法。
【請求項８５】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項84記載の方法。
【請求項８６】
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　データ特徴が、一種類のデータの値の平均値または中間値である、請求項81記載の方法
。
【請求項８７】
　データの種類が、速度データ、時間データ、距離データ、およびカロリーデータからな
る群より選択される、請求項86記載の方法。
【請求項８８】
　運動データセットに対応する運動活動を行った期間に関する暦分類に基づいて、複数の
運動データセットのそれぞれを、2つまたはそれ以上の群のうちの1つに分割する段階をさ
らに含む、請求項81記載の方法。
【請求項８９】
　暦分類が、日、週、隔週、月、四半期、および年からなる群より選択される、請求項88
記載の方法。
【請求項９０】
　第1のソースから新しい運動データセットを受け取る段階；
　第1のソースからの新しい運動データセットを運動データセットの第1の集積に集約する
段階；および
　運動データセットの第1の集積を運動データセットの第2の集積と同時に表示する段階
を含む、運動データを表示する方法。
【請求項９１】
　第2のソースから新しい運動データセットを受け取る段階；
　第2のソースからの新しい運動データセットを運動データセットの第2の集積に集約する
段階
をさらに含む、請求項17記載の方法。
【請求項９２】
　複数の異なるソースから運動データセットを受け取る段階；
　複数の異なるソースのサブセットを選択する選択情報を受け取る段階；および
　異なるソースの選択されたサブセットから受け取った運動データセットを同時に表示す
る段階
を含む、運動データセットを表示する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本出願は、本明細書に参照により組み入れられ、本明細書の一部となる、2007年2月14
日出願の米国特許仮出願第60/889,753号、2007年3月30日出願の米国特許仮出願第60/909,
298号、および2007年5月22日出願の米国特許仮出願第60/931,474号の優先権および恩典を
主張する。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、運動情報の収集および表示に関する。本発明のいくつかの局面は、ネットワ
ーク上での複数の異なる人々からの運動情報の収集、および比較のための収集した情報の
表示に特別の適用可能性を有する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　大部分の人々は身体の健康の重要性を認識しているが、規則的なエクササイズプログラ
ムの維持に必要な動機づけを見出すことが多くの人々には困難である。ランニング、ウォ
ーキング、および自転車などの、連続的な反復動作を包含するエクササイズ計画を維持す
ることは、一部の人々にとって特に困難である。
【０００４】



(9) JP 2010-517725 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

　経験ある運動者およびトレーナーは、フィードバックが、規則的なエクササイズプログ
ラムを維持する動機づけを多くの人々に与えることを見出した。エクササイズプログラム
が与える結果を個人が直接体験により知ることができる場合、典型的には、その個人には
エクササイズを続ける上での励みになると考えられる。残念ながら、エクササイズにより
得られる身体の改善は、多くの場合遅すぎるため、規則的なエクササイズプログラムを維
持する上で多くの人々にとって十分な動機づけを与えることができない。したがって、多
くの運動者にとっては、規則的なエクササイズの動機付けを与えるさらに直接的で可視的
な種類のフィードバックを受けることが有用であると考えられる。
【０００５】
　多くの経験ある運動者およびトレーナーは、競争が、規則的なエクササイズプログラム
を維持するいっそう強い動機づけを与え得ることも見出した。例えば、ある運動者は、一
人でエクササイズを行うよりもパートナーと競争する場合の方がエクササイズを行うよう
に動機づけられると考えられる。例えば、これらの運動者は、パートナーとエクササイズ
を行うか、レースなどの運動コンテストに参加するか、さらには彼らの現在の成果能力を
友人のそれと単に比較することがある。
【発明の概要】
【０００６】
発明の簡単な概要
　本発明の各種の局面は、運動情報の収集および表示に関する。本発明のいくつかの実施
では、単一の個人に関する運動データを収集および表示し、それにより個人が彼または彼
女の成果を全面的に批評することができる。例えば、第1の期間にわたって個人が行う運
動活動に対応する1セットの運動データをグラフとして表示することができる。運動デー
タのセットを、例えばランニングまたはウォーキングしている個人から生成する場合、個
人の速度を、活動の期間における彼または彼女の距離に対してプロットすることができる
。いくつかの実施では、運動データのセットを分析することができ、分析結果をグラフで
同時に表示することができる。例えば、ランニングする個人から得られる1セットの運動
データに関してデータを分析することで、固定距離（第1のマイル、第2のマイルなど）間
の速度の変化（すなわち加速または減速）を確定することができる。次にこの情報をグラ
フで表示することができ、それにより個人は、いつどの程度彼または彼女が走行中に速度
を変化させたかを概観することができる。
【０００７】
　本発明のさらに他の実施では、個人は、1セットの運動データを、所望の特徴を有する
運動データの別のセットと比較することができる。例えば、選択される1セットの運動デ
ータを、例えば特別の期間にわたってランニングする個人から生成する場合、個人は、そ
の「走行」に関する彼または彼女の成果を、同様の以前の走行での彼または彼女の最高速
度と比較したいと望むことがある。したがって、走行が例えば4マイルの距離にわたった
場合、運動データの以前のセットを分析して、どのデータセットが約4マイルの走行に対
応するかを確定する。次に、例えば最高平均速度を有するデータを同定し、以前のそのデ
ータセットからのデータを選択されたデータセットからのデータと同時に表示することが
できる。例えば、各運動データセットからのデータをグラフとしてプロットし、ディスプ
レイ上にレンダリングすることができる。次に個人は、運動データの選択されたセットを
、彼または彼女の「最高」速度を表す運動データのセットと詳細に比較することができる
。
【０００８】
　なおさらに、いくつかの実施では、異なる期間にわたって得られる運動データのセット
を収集し、これらのセットからデータを同時的に表示することができる。したがって、個
人が数日間にわたって複数の走行を行う場合、各走行からのデータを同時に表示すること
ができる。例えば、バーまたはラインなどのアイコンを各データセットについて表示でき
る。さらに、アイコンの寸法、例えばその高さは、そのデータセットのいくつかのデータ
、例えば走行の中央速度または走行中に移動する全距離に対応し得る。いくつかの実施で
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は、複数のセットからのデータを集約および表示することができる。例えば、特定の分類
の範囲内の走行（例えば同一週または同一月に生じる）を一緒に群分けすることができ、
群における各データセットの全距離データ（または全時間データ）を一緒に追加すること
ができる。次に、バーまたはラインなどのアイコンを表示することで、各群からのデータ
の合計を表すことができる。アイコンの寸法、例えばその高さは、データセットのその対
応する群から一緒に追加されるデータに対応し得る。
【０００９】
　さらに、本発明のいくつかの例は、個人が運動活動に関係する目標を特定することを可
能にすることができる。個人は、例えば、特定の期間内に特定の全距離を走行するという
目標を定めることができる。本発明のこれらの実施では、個人の運動データの複数のセッ
トからのデータを集約し、個人の特定の目標との対比で表示することができる。目標は、
例えば楕円形のような中が空いている形状で表示できる。次に、集約されたデータを中が
空いている形状内の塗りつぶしとして表示できる。したがって、集約されたデータが、個
人が彼または彼女の目標の80％以内であることを示す場合、目標を表す形状は80％塗りつ
ぶしとして表示される。
【００１０】
　いくつかの実施では、運動データのセットを、複数の異なる個人から得て表示すること
ができる。例えば、複数の異なる個人のそれぞれからのデータの1つまたは複数のセット
を収集できる。次に、各個人のデータセットからのデータを集約し、各個人に対して表示
することができる。例えば、1セットの運動データを個人が行う各走行について生成でき
る。各個人について、彼または彼女のデータセットからのデータ、例えば距離データを追
加することができる。次に、バーまたはラインなどのアイコンを各個人について表示する
ことで、彼または彼女のデータセットからのデータの合計を表すことができる。アイコン
の寸法、例えばその高さは、個人のデータセットのそれぞれから追加されるデータの合計
に対応し得る。
【００１１】
　なおさらに、本発明のいくつかの例では、個人が、1名または複数名の他の個人を「招
待」することで、彼らの運動活動に対応する運動データを共有することを可能にすること
ができる。本発明のいくつかの実施では、例えば、ユーザーは、電子メールまたは他の同
様の電子媒体を通じて1名または複数名の他の個人に招待を送ることができる。次に、そ
れらの招待された個人のみからの運動データを上記の通り同時に表示することができる。
このように準備することで、招待された各個人（本質的には彼自身または彼女自身を招待
し、したがって被招待者であるとも考えられる招待主を含む）が、彼または彼女の現在の
運動データを他の被招待者と比較することが可能になる。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施では、個人は、被招待者のために共通の目標を代わりにまたは
さらに特定することができる。例えば、招待主は、被招待者（ホストを含む）が特定量の
時間内に走行しなければならない合算距離を特定することができる。各被招待者の運動デ
ータの複数のセットからのデータを集約し、個人の特定の目標との対比で表示することが
できる。また、目標を例えば楕円形のような中が空いている形状のディスプレイで表すこ
とができる。次に、各被招待者から集約したデータを、中が空いている形状内の塗りつぶ
しとして表示することができる。したがって、集約されたデータが、被招待者の集合的運
動活動が特定の目標の60％以内であることを示す場合、目標を表す形状は60％塗りつぶし
として表示される。
【００１３】
　本発明のこれらの特徴および他の特徴は、下記の詳細な説明から明らかになるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の各種の例を実施するために使用可能である演算装置を示す。
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【図２】本発明の各種の例に従って使用可能である運動情報モニタリング装置の例を示す
。
【図３】本発明の各種の例に従って使用可能である運動情報モニタリング装置の例を示す
。
【図４】本発明の各種の例に係る運動パラメータ測定装置が使用可能である1つの環境を
示す。
【図５】本発明の各種実施に従って運動データを収集および／または表示するために使用
可能である運動情報収集および表示装置の例を示す。
【図６】本発明の各種の例に従って使用可能である運動データ表示構成装置の例を示す。
【図７】本発明の各種の例に従って使用可能である種類の、運動データ表示構成装置およ
び複数のクライアント装置を含むネットワークを示す。
【図８】図8A～8Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示する
ために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図９】図9Aおよび9Bは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して運動データを表示
するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１０】本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択するために提供可能な
ユーザーインターフェースの例を示す。
【図１１】図11A～11Eは、本発明の各種実施に従ってユーザーに対して目標を選択するた
めに提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１２】本発明の各種実施に従って運動活動の目標の達成に向けたユーザーの進捗を知
らせるために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１３】図13A～13Fは、本発明の各種実施に従って他のユーザーに対するチャレンジを
生み出すために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１４】図14A～14Fは、本発明の各種実施に従ってユーザーの運動データを他の参加ユ
ーザーの運動データと比較するために提供可能なユーザーインターフェースの例を示す。
【図１５】本発明の各種実施に従ってユーザーの運動達成を記念するために提供可能なユ
ーザーインターフェースの例を示す。
【図１６】本発明の各種実施に従って運動達成を行う決意を生み出すために提供可能なユ
ーザーインターフェースの例を示す。
【図１７】一態様のユーザーインターフェースの別の例を示す。
【図１８】運動者がルートを生成または発見するためのマッピングユーティリティを含む
ユーザーインターフェースの例を示す。
【図１９】マッピングユーティリティおよび選択されたルートを含む、ユーザーインター
フェースの例を示す。
【図２０】マッピングユーティリティ、および選択されたルートの詳細を含むユーザーイ
ンターフェースの例を示す。
【図２１】目標またはマイルストーンの達成に対する運動者への報奨を含むユーザーイン
ターフェースの例を示す。
【図２２】目標またはマイルストーンを達成した複数の運動者のクラブを含むユーザーイ
ンターフェースの例を示す。
【図２３】目標またはマイルストーンを達成した複数の運動者のクラブを含むユーザーイ
ンターフェースの例を示す。
【図２４】複数の運動者間でのチャレンジを含むユーザーインターフェースの例を示す。
【図２５】運動者が挑むチャレンジを含むユーザーインターフェースの例を示す。
【図２６】グループチャレンジおよび組織チャレンジを含むユーザーインターフェースの
例を示す。
【図２７】チャレンジの詳細を含むユーザーインターフェースの例を示す。
【図２８】チャレンジに参加する運動者の進捗を含むユーザーインターフェースの例を示
す。
【図２９】各運動者のウェブページの一部として含まれ得るユーザーインターフェースの
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例を示す。
【図３０】決意を含むユーザーインターフェースの例を示す。
【図３１】本発明の別のユーザーインターフェースの例を示す。
【図３２】マッピングユーティリティおよびユーザー注釈を含むユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図３３】マッピングユーティリティおよび天候注釈を含むユーザーインターフェースの
例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
発明の詳細な説明
操作環境
概要
　本発明の局面は、運動情報の測定、収集、および表示に関する。当業者によって理解さ
れるように、運動情報はまずは各個人から得なければならない。本発明の各種実施では、
1つまたは複数の異なる運動情報モニタリング装置を使用して、個人が行う運動活動に対
応する運動データを測定および記録することができる。典型的には、運動情報モニタリン
グ装置は、モニタリングされる個人に関するパラメータを測定するためのセンサ、および
センサにより測定されるパラメータを処理するための演算装置を組み入れる。
【００１６】
　いったん運動情報モニタリング装置が個人の運動活動に関する運動情報を記録すると、
個人は、記録された運動データを閲覧するために、記録された運動情報を1つまたは複数
の別個の装置に転送することができる。例えば、ユーザーは、記録された運動情報を運動
情報モニタリング装置から別個の収集装置にダウンロードすることができる。一方、収集
装置は、運動情報モニタリング装置から収集される運動情報を別個の表示構成装置に転送
することができ、運動情報の組織化および構成を続いてさらに別の装置で閲覧するために
行うことができる。下記でさらに詳細に論じるように、本発明の各種実施により、個人が
インターネットなどのネットワーク上で通信を行う演算装置の群を用いて運動情報を記録
、収集、および表示することが可能になる。
【００１７】
　例えば、本発明のいくつかの実施は、個人が、特殊目的の演算装置を用いて運動情報を
測定および記録することを可能にすることができる。次に使用者は、記録された運動情報
を個人用デスクトップまたはラップトップコンピュータなどのローカル演算装置に転送す
ることができる。より詳しくは、ユーザーは、記録された運動情報を、運動情報モニタリ
ング装置から、コンピュータネットワークの「クライアント」として働くローカルコンピ
ュータ上の収集ソフトウェアツールにダウンロードすることができる。次に、収集ソフト
ウェアツールは、ダウンロードされた運動情報を、ネットワークを通じてリモート「サー
バ」コンピュータに転送する。次に、リモートサーバコンピュータ上の表示構成ソフトウ
ェアツールは、転送された運動情報を保存する。その後、個人は、クライアントコンピュ
ータまたは別のローカルコンピュータを用いて、記憶された運動情報をサーバコンピュー
タから検索することができる。ローカルコンピュータからの表示要求に対応して、表示構
成ソフトウェアツールは、ローカルコンピュータ上での表示用に要求された運動情報を構
成し、その後、構成された運動情報を表示用にローカルコンピュータに伝送する。
【００１８】
演算装置
　1つまたは複数の機能を行うように構成される電子回路を用いて本発明の各種の例を実
施することができる。例えば、本発明のいくつかの態様では、運動情報モニタリング装置
、収集装置、表示装置、またはその任意の組み合わせを、1つまたは複数の特定用途の集
積回路（ASIC）を用いて実施することができる。しかしながら、本発明の各種の例の構成
要素は、ファームウェアもしくはソフトウェアの命令を実行するプログラム可能な演算装
置を使用して、または特定目的の電子回路とプログラム可能な演算装置上で実行されるフ
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ァームウェアもしくはソフトウェアの命令との何らかの組み合わせにより、実施される。
【００１９】
　したがって、図1は、本発明の各種態様を実施するために使用可能であるコンピュータ1
01の1つの説明に役立つ実例を示す。この図でわかるように、コンピュータ101は、演算ユ
ニット103を有する。演算ユニット103は、典型的には処理ユニット105およびシステムメ
モリ107を含む。処理ユニット105は、ソフトウェアの命令を実行するための任意の種類の
処理装置であり得るが、通常はマイクロプロセッサ装置である。システムメモリ107は、
読み出し専用メモリ（ROM）109とランダムアクセスメモリ（RAM）111の両方を含み得る。
当業者によって理解されるように、読み出し専用メモリ（ROM）109とランダムアクセスメ
モリ（RAM）111の両方が、処理ユニット105による実行用のソフトウェアの命令を記憶で
きる。
【００２０】
　処理ユニット105およびシステムメモリ107は、1つまたは複数の周辺装置に、直接的に
またはバス113もしくは代わりの通信構造を通じて間接的に接続される。例えば、処理ユ
ニット105またはシステムメモリ107は、ハードディスクドライブ115、リムーバブル磁気
ディスクドライブ117、光ディスクドライブ119、およびフラッシュメモリカード121など
のさらなるメモリストレージに直接的または間接的に接続可能である。処理ユニット105
またはシステムメモリ107は、1つまたは複数の入力装置123および1つまたは複数の出力装
置125にも直接的または間接的に接続可能である。入力装置123は、例えばキーボード、タ
ッチスクリーン、リモートコントロールパッド、ポインティング装置（例えばマウス、タ
ッチパッド、スタイラス、トラックボール、もしくはジョイスティック）、スキャナ、カ
メラ、またはマイクロホンを含み得る。出力装置125は、例えばモニタディスプレイ、テ
レビ、プリンタ、ステレオ、またはスピーカを含み得る。
【００２１】
　なおさらに、計算ユニット103は、ネットワークとの通信用の1つまたは複数のネットワ
ークインターフェース127と直接的または間接的に接続される。ネットワークアダプタま
たはネットワークインターフェースカード（NIC）とも時々呼ばれる、この種類のネット
ワークインターフェース127は、伝送制御プロトコル（TCP）、インターネットプロトコル
（IP）、およびユーザーデータグラムプロトコル（UDP）などの1つまたは複数の通信プロ
トコルに従って、計算ユニット103からのデータ信号および制御信号をネットワークメッ
セージに変換する。これらのプロトコルは当技術分野で周知であり、したがって本明細書
ではさらに詳細には論じない。インターフェース127は、ワイヤレストランシーバ、電力
線アダプタ、モデム、またはイーサネット接続を例えば含む、ネットワークに対する接続
用の任意の好適な接続エージェントを使用できる。
【００２２】
　計算装置を、上記で具体的に列挙した入力装置、出力装置、および記憶周辺装置に加え
て、入力機能、出力機能、および記憶機能、またはその何らかの組み合わせを行い得るい
くつかを含む様々な他の周辺装置に接続可能であるということを理解すべきである。例え
ば、コンピュータ101は、カリフォルニア州クパチーノのApple, Inc.から入手可能なIPOD
（登録商標）ブランドのデジタル音楽プレイヤーなどのデジタル音楽プレイヤーに接続可
能である。当技術分野で公知のように、この種類のデジタル音楽プレイヤーは、コンピュ
ータ用出力装置（例えばサウンドファイルから音楽を、またはイメージファイルから画像
を出力する）と記憶装置の両方として役立つことができる。さらに、この種類のデジタル
音楽プレイは、下記でさらに詳細に論じるように、記録された運動情報の出力用の出力装
置としても役立つことができる。
【００２３】
　コンピュータ101は、デジタル音楽プレイヤーに加えて、電話などの1つまたは複数の他
の周辺装置に接続可能であるか、そうでなければそれを含むことができる。電話は、例え
ばワイヤレス「スマートフォン」であり得る。当技術分野で公知のように、この種類の電
話は高周波伝送を用いてワイヤレスネットワークを通じて通信を行う。「スマートフォン
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」は、単純な通信機能性に加えて、電子メッセージ（例えば電子メールメッセージ、SMS
テキストメッセージなど）の送信、受信、および閲覧、サウンドファイルの記録または再
生、イメージファイル（例えば静止画像または動画イメージファイル）の記録または再生
、テキスト付きファイル（例えばMicrosoft WordもしくはExcelファイルまたはAdobe Acr
obatファイルなど）の閲覧および編集などの1つまたは複数のデータ管理機能もユーザー
に提供することができる。この種類の電話のデータ管理能力を理由として、ユーザーは電
話をコンピュータ101と接続でき、それにより、それらの維持されたデータを同期させる
ことができる。
【００２４】
　無論、当技術分野で周知のように、さらに他の周辺装置は、図1で示す種類のコンピュ
ータ101に付属していることができるか、またはそうでなければこのコンピュータ101に接
続させることができる。いくつかの場合では、周辺装置を演算ユニット103に永久または
半永久に接続できる。例えば、多くのコンピュータでは、演算ユニット103、ハードディ
スクドライブ117、リムーバブル光ディスクドライブ119、およびディスプレイが、単一の
ハウジング内に半永久に収納されている。しかしながら、さらに他の周辺装置を取り外し
可能にコンピュータ101に接続できる。コンピュータ101は、そこを通じて周辺装置が演算
ユニット103に（直接的にまたはバス113を通じて間接的に）接続可能な、1つまたは複数
の通信ポートを含み得る。したがって、これらの通信ポートは、ユニバーサルシリアルバ
ス（USB）規格またはIEEE 1394高速シリアルバス規格を用いるシリアルバスポート（例え
ばファイヤーワイヤーポート）などのパラレルバスポートまたはシリアルバスポートを含
み得る。コンピュータ101は、ブルートゥースインターフェース、Wi-Fiインターフェース
、赤外線データポートなどのワイヤレスデータ「ポート」を代わりにまたはさらに含み得
る。
【００２５】
　本発明の各種の例に従って使用される計算装置が、図1に示すコンピュータ101よりも多
い構成要素、コンピュータ101よりも少ない構成要素、またはコンピュータ101とは異なる
組み合わせの構成要素を含み得ることを理解すべきである。例えば、本発明のいくつかの
実施では、デジタル音楽プレイヤーまたはサーバコンピュータなどの、極めて特定の機能
性を有するように意図されている1つまたは複数の演算装置を使用することができる。し
たがって、これらの演算装置は、ネットワークインターフェース115、リムーバブル光デ
ィスクドライブ119、プリンタ、スキャナ、外付けハードドライブなどの不要な周辺機器
を省くことができる。本発明のいくつかの実施では、デスクトップまたはラップトップパ
ーソナルコンピュータなどの広範な機能が可能なように意図されている演算装置を、代わ
りにまたはさらに使用することができる。これらの演算装置は、所望に応じて周辺装置ま
たは追加構成要素の任意の組み合わせを有し得る。
【００２６】
運動情報モニタリング装置
　図2は、本発明の各種の例に従って、ユーザーの運動活動に対応する運動情報の測定に
使用可能である運動情報モニタリング装置201の1つの例を示す。この図に示すように、運
動情報モニタリング装置201は、デジタル音楽プレイヤー203、電子インターフェース装置
205、および運動パラメータ測定装置207を含む。さらに詳細に説明するように、デジタル
音楽プレイヤー203は、電子インターフェース装置205に（解放可能に）接続されており、
この組み合わせは、ユーザーにより、彼または彼女がランニングまたはウォーキングなど
の運動活動を行っている間、着用されているか、そうでなければ携行されている。運動パ
ラメータ測定装置207はまた、ユーザーにより、彼または彼女が運動活動を行っている間
、着用または携行されており、ユーザーが行っている運動の成果に関する1つまたは複数
の運動パラメータを測定する。運動パラメータ測定装置207は、電子インターフェース装
置205に、測定された運動パラメータに対応する信号を伝送する。電子インターフェース
装置205は、運動パラメータ測定装置207から信号を受け取り、デジタル音楽プレイヤー20
3に受け取った情報を与える。
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【００２７】
　図3でさらに詳細に示すように、運動パラメータ測定装置207は、運動パラメータ測定装
置207を着用しているか、そうでなければ使用している個人に関連する運動パラメータを
測定するための1つまたは複数のセンサ301を含む。例えば、図示される実施では、センサ
301Aおよび301Bは、2つの直交する方向の運動パラメータ測定装置207の加速を測定する加
速度計（例えば圧電型加速度計）であり得る。運動パラメータ測定装置207は、ユーザー
がエクササイズを行っている間、所望の運動パラメータを測定するために、ユーザーによ
り携行されているか、そうでなければ着用されている。例えば、図4に示すように、ユー
ザーがウォーキングまたはランニングしている間、ユーザーの靴401の足底に運動パラメ
ータ測定装置207を位置づけることができる。このように準備することで、センサ301は、
使用者の足の動きに対応する電気信号を発生する。当技術分野で公知のように、次にこれ
らの信号を、ユーザーが行う運動活動を代表する運動データを生成するために使用できる
。
【００２８】
　運動パラメータ測定装置207は、センサ301が出力する電気信号を処理するためのプロセ
ッサ303も含む。本発明のいくつかの実施では、プロセッサ303は、プログラム可能なマイ
クロプロセッサであり得る。しかしながら、本発明のさらに他の実施では、プロセッサ30
3は、ASICなどの特定目的の回路装置であり得る。プロセッサ303は、曲線平滑化、ノイズ
フィルタリング、異常値除去、増幅、総和、積分などの、センサ301から出力される信号
に対する任意の所望の操作を行うことができる。プロセッサ303は、処理された信号を伝
送器307に与える。運動パラメータ測定装置207は、センサ301、プロセッサ303、および伝
送器305に必要に応じて電力を与えるための電源307も含む。電源307は、例えば電池であ
り得る。
【００２９】
　図4でわかるように、運動パラメータ測定装置207は、電子インターフェース装置205に
処理された信号を伝送する。ここで図3に戻ると、電子インターフェース装置205は、運動
パラメータ測定装置207内の伝送器305が伝送する処理された信号を受け取るレシーバ309
を含む。レシーバ309は、処理された信号を、さらに信号を処理する第2のプロセッサ311
に中継する。プロセッサ303のように、プロセッサ311は、曲線平滑化、ノイズフィルタリ
ング、異常値除去、増幅、総和、積分などの、加工された信号に対する任意の所望の操作
を行うことができる。
【００３０】
　プロセッサ303は、処理された信号をデジタル音楽プレイヤー203に与える。ここで図2
を再度参照すると、電子インターフェース装置205は、デジタル音楽プレイヤー203上に設
けられる通常の入力ポート211を物理的に塞ぎ、該入力ポート211と接続するコネクタシス
テム209を含む。電子インターフェース装置205のコネクタシステム209がその中に接続さ
れる、入力ポート211は、パラレルデータポート、シリアルデータポート、イアホン、ま
たはマイクロホンジャックなどの、データ転送用の任意の所望種類の入力ポートであり得
る。デジタル音楽プレイヤー203の入力ポート211に設けられる対応する要素との電気接続
または他の好適な接続を形成するために（例えばインターフェース装置205と電子インタ
ーフェース装置205との間の電子通信および／またはデータ通信を可能にするために）、
コネクタシステム209は、ワイヤ、ピン、電気コネクタなどの任意の好適な接続装置を含
み得る。必要または所望に応じて、ストラップ、フック、バックル、クリップ、クランプ
、クラスプ、保持要素、機械的コネクタなどのさらなる固定用要素を、デジタル音楽プレ
イヤー203にインターフェース装置205をしっかり接続するために、設けることができる。
【００３１】
　ここで図3に戻ると、プロセッサ311は、処理された信号を演算ユニット313に与える。
演算ユニット313は、処理された信号をメモリ315に最初に記憶させることができる。さら
に、本発明のいくつかの実施では、演算ユニット313は、運動情報モニタリング装置201が
与える処理された信号に対して操作を行うことで、ユーザーが行う運動活動に対応する1



(16) JP 2010-517725 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

セットの運動データを生成することができる。例えば、運動情報モニタリング装置201が
ユーザーの足の動きを測定するための加速度計を含む場合、演算ユニット313は、運動情
報モニタリング装置201からの処理された信号を分析することで、ユーザーの運動活動中
の特定の場合でのユーザーの速度、およびそれら特定の場合のそれぞれにおいてユーザー
が移動する全距離を表す、1セットの運動データを生成することができる。加速度計信号
からユーザーの速度を確定するための各種技術は、例えば、「Monitoring Activity Of A
 User In Locomotion On Foot」と題された、2005年5月24日発行の、Blackadarらに対す
る米国特許第6,898,550号、「Monitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」
と題された、2005年4月19日発行の、Ohlenbuschらに対する米国特許第6,882,955号、「Mo
nitoring Activity Of A User In Locomotion On Foot」と題された、2005年4月5日発行
の、Darleyらに対する米国特許第6,876,947号、「Monitoring Activity Of A User In Lo
comotion On Foot」と題された、2002年12月10日発行の、Ohlenbuschらに対する米国特許
第6,493,652号、「Detecting The Starting And Stopping Of Movement Of A Person On 
Foot」と題された、2001年10月2日発行の、Blackadarらに対する米国特許第6,298,314号
、「Measuring Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A Person In Locomotion」と
題された、2000年4月18日発行の、Gaudetらに対する米国特許第6,052,654号、「Measurin
g Foot Contact Time And Foot Loft Time Of A Person In Locomotion」と題された、20
00年1月25日発行の、Gaudetらに対する米国特許第6,018,705号に記載されており、いずれ
も参照により本明細書に完全に組み入れられる。
【００３２】
　運動データセットは、各速度値および／または各距離値と関連する時間値も含み得る。
異なるユーザーから運動情報を収集するために運動情報モニタリング装置201を使用でき
る場合、運動データ演算ユニット313はさらに、ユーザーが彼自身または彼女自身を何ら
かの方法で同定するように促すことができる。次に、この同定情報を、運動情報モニタリ
ング装置201が与える情報から生成される運動データセットに包含させることができる。
いったん演算ユニット313が、運動情報モニタリング装置201が与える情報から1セットの
運動データを生成すると、演算ユニット313は、運動データセットをメモリ315に記憶させ
ることができる。下記でさらに詳細に論じるように、続いて運動情報収集ツールを実施す
る演算装置にデジタル音楽プレイヤー203を接続すると、演算ユニット313は、遠隔演算装
置をホストとする表示構成ツールに対して運動データをダウンロードする。
【００３３】
　運動パラメータ測定装置207とインターフェース装置205との間のワイヤレス通信を図2
～4に示す態様に関して説明しているが、ワイヤ接続を含む、運動パラメータ測定装置207
とインターフェース装置205との間の任意の所望の通信様式を、本発明から逸脱すること
なく使用できる。また、運動パラメータ測定装置207からの身体データまたは心理データ
から得られたデータを、電子装置210上での表示またはそこからの出力のための適切な形
式またはフォーマットで配置する任意の望ましい方法を、本発明から逸脱することなく与
えることができる。例えば、所望であれば、運動パラメータ測定装置207を、1つまたは複
数の特定の電子装置での使用のために特別に設計および／またはプログラムすることがで
き、例えば、特定の1つまたは複数の装置で動作し、かつそれらの装置に好適な形式およ
びフォーマットで出力データを与えるように、予備プログラムおよび／または配線するこ
とができる。この状況で、ある種の電子装置、例えばデジタル音楽プレイヤーの特定モデ
ル、およびさらに他の電子装置、例えば電話、腕時計、携帯情報端末などを具体的にター
ゲットとして、インターフェース装置205を市販および販売することができる。別の代替
案として、所望であれば、例えばインターネット、ディスク、他のソースなどから特定の
電子装置用にディスプレイドライバもしくはデバイスドライバおよび／またはフォーマッ
トデータをダウンロードすることで、後の時間に、様々な異なる電子装置で動作するよう
にインターフェース装置205をプログラムすることができる。
【００３４】
　所望であれば、本発明の少なくともいくつかの例に従って、電子インターフェース装置
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205は、ディスプレイ220および／またはユーザー入力システム222、例えば1つまたは複数
の回転入力装置、スイッチ、ボタン（図2における図解例で示す）、マウス要素もしくは
トラックボール要素、タッチスクリーンなど、またはその何らかの組み合わせをさらに含
み得る。ディスプレイ220は、例えばデジタル音楽プレイヤー203で再生される音楽に関す
る情報、デジタル音楽プレイヤー203が受け取る運動情報信号に関する情報、受け取った
運動情報信号からデジタル音楽プレイヤー203が生成する、運動データなどを示すために
使用できる。ユーザー入力システム222は、例えば、インターフェース装置205を通じて受
け取った入力データの処理の1つまたは複数の局面の制御、入力データ受領（例えばタイ
ミング、受け取った情報の種類、オンデマンドのデータ要求など）の制御、電子装置203
に対するかまたはそれによるデータ出力の制御、運動パラメータ測定装置207の制御など
に使用できる。所望であれば、デジタル音楽プレイヤー203上の入力システム（例えばボ
タン222、タッチスクリーン、ディジタイザ／スタイラスに基づく入力、回転入力装置、
トラックボールまたはローラボール、マウスなど）を代わりにまたはさらに使用すること
で、インターフェース装置205および／または運動パラメータ測定装置207に対してユーザ
ー入力データを与えることができる。所望であれば、さらに別の例として、音声入力シス
テムをインターフェース装置205および／またはデジタル音楽プレイヤー203に設けること
で、例えば音声コマンドを通じたユーザー入力を可能にすることができる。任意のシステ
ム要素の制御および／または任意の目的のために、任意の他の所望の種類のユーザー入力
システムを、本発明から逸脱することなく設けることができる。
【００３５】
　デジタル音楽プレイヤー203は、例えばヘッドホン（または他の音声出力）、電源、ワ
イヤレス通信、赤外線入力、マイクロホン入力、または他の装置のための、例えば図2に
示すポート224および226などのさらなる入力および／または出力要素を含み得る。所望で
あれば、また、インターフェース装置205が電子装置203に取り付けられている場合にこれ
らのポート224および／または226が覆われているならば、インターフェース装置205は、
ポート224および／または226と同様の外部ポートを備えることができ、またインターフェ
ース装置205に内部回路を設けることができ、それによりユーザーは、デジタル音楽プレ
イヤー203に差し込まれる可能性があるものと同一の追加装置をインターフェース装置205
に差し込み、それでもなお同一機能を活用する（例えば、それにより必要なデータ、信号
、電力、および／または情報を、インターフェース装置205を通じてユーザー、別の出力
、および／またはデジタル音楽プレイヤー203に送る）ことが可能になる。
【００３６】
　上記の本発明のいくつかの特定の態様は、デジタル音楽プレイヤー203に関するもので
あるが、任意の携帯電子装置を用いて本発明の代替例を実施できることを理解すべきであ
る。例えば、本発明のいくつかの実施では、運動パラメータ測定装置207を、携帯電話、
腕時計、携帯情報端末、別の種類の音楽プレイヤー（例えばコンパクトディスクもしくは
衛星ラジオ音楽プレイヤー）、携帯用コンピュータ、または任意の他の所望の電子装置と
組み合わせて使用することができる。さらには、本発明のいくつかの実施では、インター
フェース装置205の使用を代わりにまたはさらに省くことができる。例えば、運動パラメ
ータ測定装置207を、ブルートゥースワイヤレス通信プロトコルを用いる通信用に構成す
ることができ、それにより、それをブルートゥース対応携帯電話、携帯情報端末、腕時計
、またはパーソナルコンピュータで使用することができる。無論、インターフェース装置
205を省いていながらも、さらに他のワイヤレスまたはワイヤ通信技術を使用することも
可能である。
【００３７】
　理解を容易にするために運動パラメータ測定装置207の特定の例を上記で説明したが、
任意の種類の所望の運動パラメータ測定装置207を本発明の各種態様で使用できることも
理解すべきである。例えば、本発明のいくつかの実施では、運動パラメータ測定装置207
は、心拍数モニタ、血中酸素モニタ、衛星ポジショニング装置（例えばグローバルポジシ
ョニング衛星（GPS）ナビゲーション装置）、ユーザーの電気的活動を測定するための装
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置（例えばEGKモニタ）、またはユーザーの1つもしくは複数の身体パラメータを測定する
任意の他の装置であり得る。さらに、運動パラメータ測定装置207は、ユーザーが操縦す
る何らかの装置の1つまたは複数の操作パラメータ、例えば自転車の速度および／または
距離、トレッドミル、ローイングマシン、エリプティカルマシン、または固定自転車が行
う速度および／またはワーク、ユーザーが着用するスキー（水中もしくは雪中）、スケー
ト（ローラーもしくはアイス）、またはスノーシューズなどにより移動する速度および／
または距離などを測定することができる。
【００３８】
　また、運動パラメータ測定装置207を、運動パラメータ測定装置207から信号を受け取る
デジタル音楽プレイヤー203または他の携帯電子装置とは別個のものとして記載してきた
が、本発明のいくつかの実施では、運動パラメータ測定装置207を、デジタル音楽プレイ
ヤー203または他の携帯電子装置に組み入れることができる。例えば、本発明のいくつか
の実施では、加速度計を組み入れる音楽プレイヤー、携帯電話、腕時計、もしくは携帯情
報端末、衛星ポジショニング装置、または運動活動を測定するための任意の他の所望の装
置を使用できる。さらに、本発明の各種実施では、デジタル音楽プレイヤー203もしくは
他の携帯電子装置に組み入れられているか、デジタル音楽プレイヤー203もしくは他の携
帯電子装置とは別であるか、またはその何らかの組み合わせである、複数の運動パラメー
タ測定装置207を使用できることを理解すべきである。
【００３９】
運動収集および表示ツール
　図5は、本発明の各種実施に従って運動データを収集および／または表示するために使
用可能である運動情報収集および表示装置501の例を示す。下記でさらに詳細に論じるよ
うに、運動情報収集および表示装置501は、運動情報の収集と表示の両方を行うことがで
きる。運動情報収集および表示装置501は、既に記載の演算装置101の任意の好適な変形を
用いて実施できる。しかしながら、いくつかの状況では、例えばワシントン州レドモンド
のMicrosoft Corporationから入手可能なMicrosoft Windowsオペレーティングシステムの
1バージョン、カリフォルニア州クパチーノのApple Corporationから入手可能なApple Ma
cintoshオペレーティングシステムの1バージョン、または複数のベンダーから入手可能な
UnixもしくはLinuxオペレーティングシステムの1バージョンを用いるデスクトップまたは
ラップトップパーソナルコンピュータを用いて、運動情報収集および表示装置501を商業
的に実施することができる。
【００４０】
　図5に示すように、運動情報収集および表示装置501は、運動情報モニタリング装置201
からデータを受け取るためのインターフェース503を含む。インターフェース503は、例え
ば電気構成要素、ソフトウェア構成要素（例えばアプリケーションプログラムインターフ
ェース（API））、またはその何らかの組み合わせを用いて実施できる。運動情報収集お
よび表示装置501は、運動データ収集モジュール505も有する。本発明の各種の例では、運
動データ収集モジュール505は、1つまたは複数の運動データセットを記憶するデジタル音
楽プレイヤー203または他の携帯電子装置がインターフェース503を通じて運動情報収集お
よび表示装置501にいつ接続されるかを検出し、デジタル音楽プレイヤー203または他の携
帯電子装置との通信セッションを確立することで1つまたは複数の運動データセットを検
索することができる。本発明のいくつかの実施では、運動データ収集モジュール505は、
運動データセットを検索した後、デジタル音楽プレイヤー203または他の携帯電子装置か
ら運動データセットを削除することができる。
【００４１】
　本発明のいくつかの例では、運動データ収集モジュール505は、デジタル音楽プレイヤ
ー203または他の携帯電子装置から検索した運動データセットに対していくつかのさらな
る操作を行うことができる。例えば、異なるユーザーから運動情報を収集するために運動
情報モニタリング装置201を使用できる場合、運動データ収集モジュール505はさらに、ユ
ーザーが彼自身または彼女自身を同定するように促すことができる（この情報を運動情報
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収集および表示装置501により事前に得なかった場合）。次にこの同定情報を運動データ
セットに包含させることができる。
【００４２】
　既に記したように、運動情報収集および表示装置501は、典型的には、1つまたは複数の
運動パラメータ測定装置207が測定する情報から運動データのセットを生成する。しかし
ながら、本発明のいくつかの態様では、運動情報収集および表示装置501は、その代わり
に、運動パラメータ測定装置207が与える生情報を記憶することができる。これらの態様
では、運動データ収集モジュール505は、デジタル音楽プレイヤー203または他の携帯電子
装置から生情報を検索した後、生情報自体から運動データセットを生成することができる
。無論、本発明のさらに他の例では、運動パラメータ測定装置207が測定する生情報から
の運動データの生成に関する機能を、運動データ収集モジュール505とデジタル音楽プレ
イヤー203または他の携帯電子装置との間で所望に応じて分けることができる。
【００４３】
　運動データ収集モジュール505は、例えば演算装置101の演算ユニット113が実行するソ
フトウェアの命令により実施可能である。本発明のいくつかの例では、運動データ収集モ
ジュール505は、ブラウザなどの通常のソフトウェアツールで実施可能である。あるいは
、運動データ収集モジュール505は、特定目的のソフトウェアツール、または運動データ
収集機能を行うように拡張された通常のソフトウェアツールで実施可能である。例えば、
運動データ収集モジュール505は、様々な機能を行う通常のブラウザを組み入れるソフト
ウェアツールで実施可能である。これらの機能は、デジタル音楽プレイヤー203または他
の携帯電子装置からの運動データの収集に加えて、例えば音楽および映像コンテンツの選
択、購入、およびダウンロードを含み得る。
【００４４】
　いったん運動データ収集モジュール505が、運動情報モニタリング装置201が与える処理
された信号を収集すると、運動データ収集モジュール505は、インターフェースモジュー
ル507を通じて運動データ表示構成装置601に運動データセットを伝送する。運動情報収集
および表示装置501は、インターネットなどの通常のネットワークを通じて運動データ表
示構成装置601と通信を行うことができる。これらの構成では、ネットワークインターフ
ェースカードなどの任意の通常の種類のネットワークインターフェースを用いてインター
フェースモジュール507を実施可能である。無論、任意の種類の所望のハードウェアまた
はソフトウェアの組み合わせを代わりに使用することで、運動データ収集モジュール505
が運動データ表示構成装置601に収集した運動データを送ることを可能にすることができ
る。本発明のいくつかの実施では、運動データ収集モジュール505は、収集した運動デー
タを運動データ表示構成装置601に自動転送することができる。例えば、運動データ収集
モジュール505は、運動データ表示構成装置601に対する収集した運動データの転送を、収
集後直ちに試みるか、所定の間隔で試みるか、運動データ表示構成装置601に対するネッ
トワーク接続の検出時に試みるか、またはその何らかの組み合わせの場合で試みることが
できる。運動データ収集モジュール505は、代わりにまたはさらに、収集した運動データ
をいつ運動データ表示構成装置601に送るかを特定するようにユーザーに促すことができ
る。
【００４５】
　図6は、本発明の各種の例に従って使用可能である運動データ表示構成装置601の例を示
す。この図でわかるように、運動データ表示構成装置601は、運動情報収集および表示装
置501と通信を行うためのインターフェースモジュール603を含む。既に記したように、運
動情報収集および表示装置501は、インターネットなどの通常のネットワークを通じて運
動データ表示構成装置601と通信を行うことができる。これらの構成では、ネットワーク
インターフェースカードなどの任意の通常の種類のネットワークインターフェースを用い
てインターフェースモジュール603を実施可能である。無論、任意の種類の所望のハード
ウェアまたはソフトウェアの組み合わせを代わりに使用することで、運動データ表示構成
装置601が運動情報収集および表示装置501と通信を行うことを可能にすることができる。
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【００４６】
　運動データ表示構成装置601は、運動データ表示構成モジュール605および運動データス
トレージ607も含む。運動データ表示構成装置601のインターフェース603が運動情報収集
および表示装置501から運動データを受け取ると、それは、受け取った運動データを運動
データ表示構成モジュール605に与える。次に、運動データ表示構成モジュール603は、運
動データを今後の使用のために運動データストレージ607に記憶させることができる。下
記でさらに詳細に論じるように、運動データ表示構成モジュール605はまた、運動データ
ストレージ607からデータを検索し、かつ検索した運動データをユーザーにとって意味の
ある様式で1つまたは複数のユーザーインターフェースを通じて表示するために構成する
。
【００４７】
　図5に戻ると、ユーザーが彼もしくは彼女の運動活動（または下記でさらに詳細に論じ
るように互いの運動活動）に関する情報を閲覧したいと望む場合に、ユーザーは、この要
求を運動情報収集および表示装置501に提出する。より詳しくは、ユーザーは、キーボー
ド、マウス、ディスプレイなどの通常の入力および出力装置を使用できる。次に表示要求
が、通常のインターフェース入力／出力インターフェース511を通じて運動データ表示モ
ジュール509に与えられる。当技術分野で周知のように、入力装置からの入力を検出およ
び処理し、かつ出力装置にデータを送り、そうでなければそれを制御するために使用され
る、通常のアプリケーションプログラミングインターフェース（API）などのハードウェ
アおよびソフトウェア構成要素の任意の所望の組み合わせを用いて、インターフェース入
力／出力インターフェース511を実施することができる。
【００４８】
　本発明のいくつかの例では、運動データ表示モジュール509は、データの表示を要求お
よび制御するための入力を受け取った後、続いてデータを要求された様式で表示するため
の任意の通常のツールを用いて実施可能である。例えば、運動データ表示モジュール509
は、演算ユニット113上で実行するMicrosoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、ま
たはOperaなどの通常のブラウザプログラムを用いて実施可能である。本発明のさらに他
の態様では、運動データ表示モジュール509は、ActiveXプラグイン、Java script、また
はカリフォルニア州サンノゼのAdobe Systems Incorporatedから入手可能なMacromedia F
lash PlayerもしくはAdobe Flash Playerの1バージョンなどの1つもしくは複数の表示ツ
ールで拡張された通常のブラウザプログラムを用いて実施可能である。本発明のさらに他
の態様では、運動データ表示モジュール509は、例えば運動データ表示用の特定目的のソ
フトウェアツールで実施可能である。
【００４９】
　下記でさらに詳細に論じるように、ユーザーが運動データ表示モジュール509を作動さ
せると、彼または彼女がどの収集した運動データを閲覧したいと望むかを、ユーザーが収
集した運動データを閲覧したいと望むフォーマットなどを選択するようにユーザーに促す
、ユーザーインターフェースが、彼または彼女に与えられる。このユーザーインターフェ
ースは、運動データ表示モジュール509、運動データ表示構成モジュール605、またはその
何らかの組み合わせにより生成可能である。ユーザーが提供されたユーザーインターフェ
ースを使用して、運動データを閲覧したいという要求を提出すると、運動データ表示モジ
ュール509は、要求を運動データ表示構成モジュール605に中継する。これに応答して、運
動データ表示構成モジュール605は、要求された運動データを運動データ表示モジュール5
09による表示用に構成する。例えば、下記でさらに詳細に論じるように、ユーザーは、1
週間の毎日についてのユーザーによる全走行距離を閲覧したいと要求することができる。
これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、運動データストレージ607から関
連性のある距離データを検索する。次にそれは、所望の画像（例えば棒グラフ）を通じて
検索した距離データを表示されるように構成し、ユーザーに対する表示のために、構成し
た距離データを運動データ表示モジュール509に与える。
【００５０】
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　本発明のいくつかの態様では、データ表示構成機能を、運動データ表示モジュール509
と運動データ表示構成モジュール605との間で分けることができることに留意すべきであ
る。例えば、運動データ表示モジュール509を単純なブラウザで実施する場合、運動デー
タ表示モジュール509は運動データ表示構成モジュール605用の「シンクライアント」とし
て役立ち得る。すなわち、すべてのデータ表示構成機能を運動データ表示構成モジュール
605により行うことができる。次に、運動データ表示モジュール509は、それに提供される
情報のみを表示する。あるいは、運動データ表示モジュール509を特定目的のソフトウェ
アツールで実施する場合、データ表示構成機能の大部分または全部を、運動データ表示モ
ジュール509で行うことができる。これらの例では、運動データ表示構成モジュール605は
、運動データストレージ607からの運動データを記憶および検索するためにのみ使用でき
る。
【００５１】
　典型的には、運動データ表示構成装置601は、運動情報収集および表示装置501から遠隔
の位置で実施される。次に、運動情報収集および表示装置501を、既に記した電子通信ネ
ットワークを通じて運動データ表示構成装置601に接続することができる。電子通信ネッ
トワークは、インターネットなどのパブリックネットワーク、プライベートネットワーク
であり得るか、または両者の何らかの組み合わせを含み得る。例えば図7は、運動データ
表示構成装置601、および運動データを収集および／または表示するための複数のクライ
アント装置705を含むネットワーク701を示す。これらのクライアント装置705は、ワシン
トン州レドモンドのMicrosoft Corporationから入手可能なMicrosoft Windowsオペレーテ
ィングシステムのあるバージョンを用いるパーソナルコンピュータ705A、Appleオペレー
ティングシステムのあるバージョンを用いるパーソナルコンピュータ705B、携帯情報端末
705C、および電話705Dを含み得る。無論、本発明の各種の例は、上記で論じた、運動デー
タを収集および／または表示するように構成可能な任意の他の所望の電子装置を代わりに
またはさらに含み得る。
【００５２】
　クライアント装置705が運動データ収集機能、運動データ表示機能、またはその両方を
行い得ることを理解すべきである。すなわち、上記の運動情報収集および表示装置501の
例は、運動データの収集と表示の両方が可能であるが、いくつかのクライアント装置705
は、運動データの収集しか行わないことがある。さらに、いくつかのクライアント装置は
、運動データの表示しか行わないことがある。例えばユーザーは、運動データを収集し、
収集した運動データを運動データ表示構成装置601に伝送するために、GPSを備えたスマー
ト電話を使用できる。次にユーザーは、収集した運動データを続いてダウンロードおよび
表示するために、通常のブラウザのみを備えたパーソナルコンピュータ使用できる。
【００５３】
ユーザーの運動情報の表示
運動活動値の表示
　運動データ表示モジュール509を通じて運動情報を概観したいというユーザーからの要
求を受け取ることに応答して、運動データ表示構成モジュール605はユーザーの身元を確
定する。次に運動データ表示構成モジュール605は、運動データストレージ607からユーザ
ーに関連する運動データを検索する。次に運動データ表示構成モジュール605は、要求さ
れた運動データの表示用にユーザーインターフェースを用意し、ユーザーに対する表示用
に、運動データを有するユーザーインターフェースを運動データ表示モジュール509に伝
送する。
【００５４】
　図8Aは、本発明の各種実施に従ってユーザーに提供可能な最初のユーザーインターフェ
ースの例を示す。この図でわかるように、ユーザーインターフェース801は複数のアイコ
ン803を含む。各アイコン803は、特定の期間にわたってユーザーが行う運動活動に対応す
る運動データ値を表す。より詳しくは、各アイコン803は、ユーザーが行う運動活動に対
応する距離値を表す。図8に示すように、各アイコン803に関連する暦日付フィールド805
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が、各アイコン803の底部に、対応する運動活動を行った日付を知らせるために示される
。ユーザーインターフェース801は、いくつかの制御ボタン807～819も示し、これらの制
御ボタンは、ユーザーインターフェースに表示される運動データ値ならびに運動データ値
が表示される対象の期間を、ユーザーが選択することを可能にする。さらに、インターフ
ェース801は、下記でさらに詳細に論じるタブ821～825を含む。
【００５５】
　図8Aに示すように、ユーザーは、「Distance」ボタン809および「Run」ボタン813を作
動させた。これに応答して、ディスプレイ801は、ユーザーに対応するサーバが収集した
運動データの一番最近の例えば12セットのそれぞれについてアイコン803を最初に示す。
既に記したように、各データセットは、特別の期間にわたって個人が行う単一の非連続的
な運動活動中に測定した運動情報から生成される運動データ値を含む。さらに、各アイコ
ン803の高さは、アイコン803が表す運動データのセットに含まれる全距離値に対応する。
例えば、10月22日にユーザーは走行中に4.05マイルの全距離を移動し、一方、12月23日に
は、1回目の走行中にわずか1.59マイルの全距離しか移動しなかった。したがって、この
図に示すように、10月22日の運動活動に対応するアイコン803Aは、12月23日のユーザーの
1回目の走行について収集した運動データを表すアイコン803Bよりも比例的に大きい。表
示されたアイコン803に対応する運動活動の前後に行った運動活動についてのアイコン803
を閲覧したいとユーザーが望む場合、ユーザーは、これらのさらなるアイコン803を、所
望の矢印ボタン807を作動させることで閲覧することができる。
【００５６】
　続いてユーザーが「Time」ボタン811を選択する場合、運動データ表示構成モジュール6
05は、ユーザーインターフェース801を新しいアイコン827を表示するように再構成し、そ
れにより、各アイコン827は、データセットのそれぞれについて全時間値を表す。例えば
、図8Bに示すように、各アイコン827の高さは、表される各データセットの全時間値に対
応する。例えば、10月22日のユーザーの走行時間が54分2秒であったのに対して、12月23
日のユーザーの1回目の走行時間が18分11秒しかなかった場合、10月22日の運動データセ
ットに対応するアイコン827Aは、12月23日のユーザーの走行について収集した運動データ
セットを表すアイコン827Bよりも比例的に高い。
【００５７】
　距離および時間の情報のみを表示することに加えて、ユーザーインターフェース801は
、さらなる情報を任意で表示してもよい。例えば、本発明のいくつかの実施では、ユーザ
ーは、特定のアイコン803または827を選択するためにポインティング装置を使用できる。
例えばアイコン上にカーソルを位置づけることによる選択に応答して、ユーザーインター
フェース801は、選択されたアイコンが表す運動データセットからさらなる情報を表示で
きる。例えば、ユーザーインターフェース801は、例えばポップアップディスプレイ（図
示せず）を使用することで、選択されたアイコン803または827が表す運動活動に関する全
距離、全時間、全速度、および全燃焼カロリーについてデータ値を表示することができる
。さらに、ユーザーインターフェースは、例えば色情報を使用することで、運動データの
一番最近収集したセットと、それ以前の時間に収集した運動データセットとを区別するこ
とができる。したがって、運動情報モニタリング装置201からの一番最近のダウンロード
中に収集したデータセットを表すアイコン803または827を、例えば淡緑色で示すことがで
き、一方、以前収集した運動データセットを表すアイコン803または827を、濃緑色で表示
することができる。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施では、運動データセットを表すアイコン803または827を「作動
させる」ことで、運動データセットに関するさらに詳細な情報を得ることができる。例え
ば、ユーザーは、ポインティング装置を用いて所望のアイコン803または827の上にカーソ
ルを位置づけた後、選択ボタンを押し下げてアイコン803または827を作動させることがで
きる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、対応する運動データセッ
トのデータ値をさらに詳細に図形として示すユーザーインターフェースを構成および提供
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する。例えば、図9Aに示すように、本発明の各種実施では、データセットの第1の種類の
データをデータセットの第2の種類のデータに対してプロットすることで視覚グラフ903を
与える、ユーザーインターフェース901を表示することができる。より詳しくは、この図
に示すように、運動データ表示構成モジュール605は、運動データセットの速度値を運動
データセットの距離値データに対してプロットすることで、グラフ903を与える。このよ
うにして、ユーザーは、走行中の様々な時点での彼または彼女の瞬間速度を閲覧すること
ができる。さらに、グラフ903は、例えば運動活動の種類（例えばランニング）を示すア
イコンおよび全移動距離に関する指標のような、他の関連性のある情報を含み得る。
【００５９】
　本発明のいくつかの実施では、グラフ903は特定の距離通過点905を含み得るものであり
、これは、通過点905の位置が表す運動活動中の距離において測定される特別の速度値を
示す。例えば、通過点905A上にカーソルを動かすためにユーザーがポインティング装置を
使用する場合、ユーザーインターフェース901は、ユーザーが第1のマイルで12分12秒の平
均速度を有していたことを知らせるポップアップウィンドウ（図示せず）を表示する。同
様に、通過点905B上にカーソルを動かすためにユーザーがポインティング装置を使用する
場合、ユーザーインターフェース901は、ユーザーが第2のマイルで12分17秒の平均速度を
有していたことを知らせるポップアップウィンドウ（図示せず）を表示する。次に通過点
905C上にカーソルを動かすためにユーザーがポインティング装置を使用する場合、ユーザ
ーインターフェース901は、ユーザーが第3のマイルで12分3秒の平均速度を有していたこ
とを知らせるポップアップウィンドウ（図示せず）を表示する。
【００６０】
　ユーザーインターフェース901は、表される運動活動に対応する全距離値、全時間値、
全平均ペース値、全燃焼カロリー値、および運動活動種類値を知らせる値フィールド907
も含み得る。それは「Options」ボタン909も含み得る。ユーザーが「Options」ボタン909
を作動させる場合、インターフェース901は、ユーザーが選択された運動データセットを
指名することまたは運動データセットを削除することを可能にする、さらなるコマンドボ
タン（図示せず）を表示させることができる。さらに、インターフェースは、「Comparis
on」ボタン911を含み得る。
【００６１】
　ユーザーが「Comparison」ボタン911を選択する場合、運動データ表示構成モジュール6
05は、選択された運動活動について時間または距離の分類を確定する。例えば、選択され
た運動活動について収集した全距離値が約6キロメートルである場合、運動データ表示構
成モジュール605は、選択された運動活動に対応する運動データセットを「6キロメートル
」運動データセットとして分類する。同様に、選択された運動活動について収集した全距
離値が別の特定の距離カテゴリー（例えば1マイル、10キロメートル、15キロメートル、1
0マイル、26マイルなど）に近い場合、運動データ表示構成モジュール605は、関連性のあ
るカテゴリーに基づいて運動データセットを分類する。
【００６２】
　運動データ表示構成モジュール605は、運動データセットを分類した後、その分類に属
する他の運動データセットを調査することで、どの運動データセットが最高全距離値（あ
るいは、分類が時間または速度に基づく場合、最低全時間値または最高平均速度値）を有
するかを確定する。いったん運動データ表示構成モジュール605が確定した分類について
運動データの「best」セットを同定すると、それはユーザーインターフェース901を再構
成して、図9Bに示す通りこの「best」運動データセットのグラフが含まれるようにする。
この図でわかるように、グラフ915は、選択された運動活動セッションを表すグラフ905と
同一の特徴および特色を有することができる。
【００６３】
　図8Aおよび8Bに示すように、ユーザーが「See My Runs」ボタン913を選択する場合、運
動データ表示構成モジュール605は表示用にインターフェース801を構成および提供する。
ここでこれらの図に戻ると、ユーザーが「Week」ボタン815または「Month」ボタン817を
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選択する場合、運動データ表示構成モジュール605は、運動データの複数のセットの集約
を表す1つまたは複数のアイコンを表示するようにユーザーインターフェース801を修正す
る。より詳しくは、運動データ表示構成モジュール605は、指定の期間に基づいて各運動
データセットからデータ値を集約する。
【００６４】
　例えば、ユーザーが「Week」ボタン815に加えて「Distance」ボタン809を選択する場合
、運動データ表示構成モジュール605は、特別の暦週内に生じる運動活動セッションに対
応する運動データの各セットの全距離データ値を追加する。次に運動データ表示構成モジ
ュール605は、ユーザーインターフェース801をアイコン829が含まれるように修正し、各
アイコン829は、特別の週間に生成される運動データセットの全距離値の合計を図形とし
て表す。また、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース801を、
各アイコン829が関連する暦週を特定する暦週フィールド831が含まれるように修正する。
図8Cに示すように、各アイコンの高さは、特定の週間の各運動データセットの全距離値の
合計を表す。例えば、ユーザーが10月22日から10月28日までの1週間に合計4.05マイルを
走ったとする。他方、ユーザーが12月3日から12月9日までの1週間に合計距離20.25マイル
を走ったとする。その結果、12月3日から12月9日までの1週間に集約した運動データを表
すアイコン829Bは、10月22日から10月28日までの1週間に得た運動データセットから集約
した運動データを表すアイコン829Aよりも、比例的に大きくなる。
【００６５】
　同様に、ユーザーが「Time」ボタン811を選択する場合、運動データ表示構成モジュー
ル605は、ユーザーインターフェース801を、運動データの集約されたセットの全時間値の
合計を表すアイコン833を表示するように修正する。より詳しくは、図8Dに示すように、
各アイコン833の高さは、対応する週間中に得た各運動データセットの全時間値の合計を
表す。例えば、ユーザーが10月22日から10月28日までの1週間に合計時間54分2秒走ったが
、12月3日から12月9日までの1週間に合計時間4時間7分24秒走った場合、12月3日から12月
9日までの1週間の運動データの集約を表すアイコン833Bは、10月22日から10月28日までの
1週間の運動データの集約を表すアイコン833Aよりも比例的に大きい。
【００６６】
　同様に、ユーザーが「Month」ボタン817を選択する場合、運動データ表示構成モジュー
ル605は、ユーザーインターフェース801を、各月間について得る運動データセットからの
データ値の集約を表すアイコンを表示するように修正する。例えば、図8Eに示すように、
「Distance」ボタン809を同様に選択した場合、ユーザーインターフェース801は、各暦月
に行う運動活動セッションについて得るデータセットからの全距離値の集約を表すアイコ
ン835を表示することができる。ユーザーインターフェース801は、各アイコン835が関連
する暦月を特定する暦月フィールド837も含み得る。したがって、この図に示すように、
ユーザーインターフェース801は、8月中に行った運動活動セッションについて得たデータ
セットからの全距離値の集約を表すアイコン835A、および1月中に行った運動活動セッシ
ョンについて得たデータセットからの全距離値の集約を表す別のアイコン835Bを含む。ア
イコン835Aの高さは、8月に行った運動活動セッションについて得た各運動データセット
の全距離値の合計（すなわち18.84マイル）を表し、一方、アイコン835Bの高さは、1月に
行った運動活動セッションについて得た各運動データセットの全距離データ値のそれぞれ
の合計（すなわち58.84マイル）に対応する。
【００６７】
　他方、図8Fに示すように、「Time」ボタン811を選択した場合、ユーザーインターフェ
ース811は、各暦月に行う運動活動セッションについて得るデータセットからの全時間値
の集約を表すアイコン839を表示することができる。したがって、この図に示すように、
ユーザーインターフェース801は、8月中に行った運動活動セッションについて得たデータ
セットからの全距離値の集約を表すアイコン839A、および1月中に行った運動活動セッシ
ョンについて得たデータセットからの全時間値の集約を表す別のアイコン839Bを含む。ア
イコン839Aの高さは、8月に行った運動活動セッションについて得た各運動データセット
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の全時間値の合計（すなわち4時間6分1秒）を表し、一方、アイコン839Bの高さは、1月に
行った運動活動セッションについて得た各運動データセットの全距離データ値のそれぞれ
の合計（すなわち10時間47分27秒）に対応する。
【００６８】
　距離および時間の情報のみを表示することに加えて、ユーザーインターフェース801は
、運動データの複数のセットから集約したさらなる情報を任意で表示してもよい。例えば
、本発明のいくつかの実施では、ユーザーは、特定のアイコン829、833、835、または839
を選択するためにポインティング装置を使用できる。例えばアイコン上にカーソルを位置
づけることによる選択に応答して、ユーザーインターフェース801は、選択されたアイコ
ンが表す運動データセットの集約からさらなる情報を表示することができる。例えば、ユ
ーザーインターフェース801は、選択されるアイコンが表す運動活動情報の集約に対応す
る全距離データ値の合計、選択されるアイコンが表す運動活動情報の集約に対応する全時
間データ値のいくつか、選択されるアイコン速度が表す運動活動情報の集約に対応する平
均速度データ値の平均、および選択されるアイコンが表す運動活動情報の集約に対応する
燃焼カロリーデータ値の合計を表示する、例えばポップアップディスプレイ（図示せず）
を与えることができる。
【００６９】
　運動データ表示構成モジュール605（または、本発明のいくつかの実施では運動データ
表示モジュール509）は、複数の運動データセットからのデータの集約を、集約された運
動データを表示したいという要求をユーザーから受け取る前に行うことができることに留
意すべきである。あるいは、運動データ表示構成モジュール605（または、本発明のいく
つかの実施では運動データ表示モジュール509）は、複数の運動データセットからのデー
タの集約を、集約されたデータを閲覧するためのユーザーからの特定の要求にのみ応答し
て行うことができる。
【００７０】
目標の表示
　特定の運動データ値または運動データ値の集約の表示に加えて、本発明の各種態様では
、代わりにまたはさらに、ユーザーが彼または彼女の運動活動に関する目標を設定するこ
とを可能にした後、それらの目標の完遂に向けてのユーザーの進捗を図形として示す1つ
または複数の画像を閲覧することができる。例えば、図8A～9Bに示す態様では、ユーザー
は、これらの図に示す「Goals」タブ823を選択できる。これに応答して、運動データ表示
構成モジュール605は、図10に示すユーザーインターフェース1001を構成および提供する
ことができる。この図でわかるように、ユーザーインターフェース1001は、ユーザーが彼
または彼女の運動活動に関する所望の目標を選択することを促す「Set A Goal」ボタン10
03を含む。
【００７１】
　ユーザーが「Set A Goal」ボタン1003を作動させると、運動データ表示構成モジュール
605は、図11に示すユーザーインターフェース1101を構成および提供する。この図でわか
るように、ユーザーインターフェース1101は、「More Often」ボタン1103、「Distance」
ボタン1105、「Burn More Calories」ボタン1107、「Faster」ボタン1109、および「Back
」ボタン1111を含む。当技術分野で公知のように、「Back」ボタン1111を作動させること
により、運動データ表示構成モジュール605（または本発明のいくつかの例では運動デー
タ表示モジュール509）は、ユーザーインターフェース1101の以前表示の構成を、または
ユーザーインターフェース1101の現在表示の構成がその初期構成である場合は以前に示さ
れたユーザーインターフェースを、構成および表示する。
【００７２】
　ユーザーがより頻繁に運動活動を行いたいと望む場合、ユーザーは「More Often」ボタ
ン1103を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザー
インターフェース1101をサブインターフェース1113が含まれるように再構成する。図11B
でわかるように、サブインターフェース1113は、「Number Of Runs」コントロール部1115
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、「Number Of Weeks」コントロール部1117、および「Set Goal」ボタン1119を含む。「N
umber Of Runs」コントロール部1115を使用することで、ユーザーは、所望の期間内に彼
または彼女が行いたいと望む走行の回数（または適切であれば何らかの他の運動活動を行
う回数）を特定することができる。同様に、「Number Of Weeks」コントロール部1117を
使用することで、ユーザーは、所望の目標への到達を可能にする所望の期間を形成する週
の数を特定することができる。図解例では、「Number Of Runs」コントロール部1115がフ
ィールド制御である（すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する）一方、「Number
 Of Weeks」コントロール部1117は、無線制御であるが、本発明の各種の例では所望に応
じて代わりの種類のコントロール部を使用できる。いったんユーザーが、所望の目標を果
たすために、行わなければならない走行の数を特定し、かつそれらを行わなければならな
い期間を特定すると、ユーザーは、「Set Goal」ボタン1119を作動させることで目標パラ
メータを最終決定することができる。
【００７３】
　同様に、ユーザーがより長い距離を所与の期間に走りたいと望む場合、ユーザーは「Di
stance」ボタン1105を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605
は、ユーザーインターフェース1101を、サブインターフェース1121が含まれるように再構
成する。図11Cでわかるように、サブインターフェース1121は、「Total Distance」コン
トロール部1123、「Number Of Weeks」コントロール部1125、および「Set Goal」ボタン1
127を含む。「Total Distance」コントロール部1123を使用することで、ユーザーは、彼
または彼女が所望の期間内に走りたいと望む全距離を特定することができる。同様に、「
Number Of Weeks」コントロール部1125を使用することで、ユーザーは、所望の目標への
到達を可能にする所望の期間を形成する週の数を特定することができる。図解例では、「
Total Distance」コントロール部1123は、フィールド制御（すなわち、値をタイプ可能な
フィールド）とドロップダウンメニュー制御（すなわち、距離測定の単位をユーザーが選
択することを可能にする）の両方を有する組み合わせ制御である。さらに、図11Cに示す
「Number Of Weeks」コントロール部1125は無線制御である。しかしながら、本発明の各
種の例では、所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できる。いったんユーザ
ーが、所望の目標を果たすために、行わなければならない走行の数を特定し、かつそれら
を行わなければならない期間を特定すると、ユーザーは、「Set Goal」ボタン1127を作動
させることで目標パラメータを最終決定することができる。
【００７４】
　ユーザーがより多くのカロリーを特別の期間に燃焼させたいと望む場合、ユーザーは「
Burn More Calories」ボタン1107を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モ
ジュール605は、ユーザーインターフェース1101をサブインターフェース1129が含まれる
ように再構成する。図11Dでわかるように、サブインターフェース1129は、「Number Of C
alories」コントロール部1131、「Number Of Weeks」コントロール部1133、および「Set 
Goal」ボタン1135を含む。「Number Of Calories」コントロール部1131を使用することで
、ユーザーは、彼または彼女が所望の期間内に燃焼させたいと望むカロリー数を特定する
ことができる。同様に、「Number Of Weeks」コントロール部1133を使用することで、所
望の数のカロリーの燃焼を可能にする所望の期間を形成する週の数を特定することができ
る。図解例では、「Number Of Calories」コントロール部1131がフィールド制御である（
すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する）一方、「Number Of Weeks」コントロ
ール部1133は無線制御であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコン
トロール部を使用できる。いったんユーザーが、所望の目標を果たすために、行わなけれ
ばならない走行の数を特定し、かつそれらを行わなければならない期間を特定すると、ユ
ーザーは、「Set Goal」ボタン1135を作動させることで目標パラメータを最終決定するこ
とができる。
【００７５】
　最後に、所望の数の走行においてユーザーがより速く走りたいと望む場合、ユーザーは
「Faster」ボタン1109を作動させる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール60
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5は、ユーザーインターフェース1101を、サブインターフェース1137が含まれるように再
構成する。図11Eでわかるように、サブインターフェース1137は、「Average Pace」コン
トロール部1139、「Number Of Runs」コントロール部1141、および「Set Goal」ボタン11
43を含む。「Average Pace」コントロール部1139を使用することで、ユーザーは、彼また
は彼女が所望の数の走行において移動したいと望む最小ペースを特定することができる。
同様に、「Number Of Runs」コントロール部1141を使用することで、ユーザーは、所望の
目標に到達するためにユーザーがより速く走りたいと望む走行の数を特定することができ
る。図解例では、「Average Pace」コントロール部1139がフィールド制御である（すなわ
ち、値をタイプ可能なフィールドを有する）一方、「Number Of Runs」コントロール部11
41は、無線制御であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロー
ル部を使用できる。いったんユーザーが、所望の目標を果たすために、平均ペース、およ
びその特定の平均ペースまたはそれ以上の速さで彼または彼女が走らなければならない走
行数を特定すると、ユーザーは、「Set Goal」ボタン1143を作動させることで目標パラメ
ータを最終決定することができる。
【００７６】
　ユーザーが所望の目標を特定した後、運動データ表示構成モジュール605は、運動デー
タ収集モジュール505が収集した運動データをモニタリングする。続いてユーザーが（例
えば「Goals」タブの選択により）特定の目標の完遂に向けての彼または彼女の進捗を閲
覧したいと望む場合、運動データ表示構成モジュール605は、収集した運動データセット
から関連性のあるデータを集約し、特定の目標に向けてのユーザーの進捗を図形として表
示するユーザーインターフェースを構成する。例えば、本発明のいくつかの実施では、運
動データ表示構成モジュール605は、図12に示す棒グラフ1201などの棒グラフを表示する
ユーザーインターフェースを構成することができる。ユーザーの進捗に対応する棒グラフ
の部分はフィル1203で印をつける。したがって、図解例において、棒グラフ1203のフィル
1203は、ユーザーが彼または彼女の目標の完了に必要な運動活動のうち50％超を完遂した
ことを知らせるものである。いくつかの実施では、ユーザーが設定する各目標の棒グラフ
または他の進捗インジケータを同時に表示することができる。本発明のさらに他の実施で
は、ユーザーがユーザーインターフェースでの表示用の単一の棒グラフまたは他の進捗イ
ンジケータを選択することを可能にするコントロール部を与えることができる。
【００７７】
他のユーザーの運動データの表示
チャレンジ
　本発明の各種の例では、ユーザーが運動活動に関する競争に関して1名または複数名の
他のユーザー（すなわち本発明の態様を使用する運動者）に「チャレンジする」ことを可
能にすることができる。本発明のいくつかの実施では、例えばユーザーは、図13Aに示す
ユーザーインターフェース1301を要求することで、1名または複数名の他の運動者に対す
るチャレンジに挑むことができる。この図でわかるように、インターフェース1301は、「
Distance Race」ボタン1303、「Most Miles」ボタン1305、「Fastest Run」ボタン1307、
「Distance Goal」ボタン1309、および「Back」ボタン1311を含む。当技術分野で公知の
ように、「Back」ボタン1311を作動させることにより、運動データ表示構成モジュール60
5（または本発明のいくつかの例では運動データ表示モジュール509）は、ユーザーインタ
ーフェース1301の以前表示の構成を、またはユーザーインターフェース1301の現在表示の
構成がその初期構成である場合は以前に示されたユーザーインターフェースを構成および
表示する。
【００７８】
　特定の距離を誰が1位で走ることができるかに関するチャレンジをユーザーが立ち上げ
たいと望む場合、ユーザーは「Distance Race」ボタン1303を作動させる。これに応答し
て、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース1301をサブインタ
ーフェース1313が含まれるように再構成する。図13Bでわかるように、サブインターフェ
ース1313は、「Total Distance」コントロール部1315、「Challenge Name」コントロール
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部1317、「Start Date」コントロール部1319、および「Next Step」ボタン1321を含む。
「Total Distance」コントロール部1315を使用することで、ユーザーは、チャレンジに勝
つためにチャレンジ参加者が1位で走らなければならない全距離を特定することができる
。次にユーザーは、「Challenge Name」コントロール部1317を用いてチャレンジに特定の
名前を与えることができる。各チャレンジを名付けることで、運動者が、彼または彼女が
同時的に参加可能な複数の異なるチャレンジを同定および追跡することが可能になる。次
にユーザーは、「Start Date」コントロール部1319を用いてチャレンジの開始日を特定す
ることができる。図解例では、「Total Distance」コントロール部1315および「Challeng
e Name」コントロール部1317はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフ
ィールドを有する制御）であり、一方、「Start Date」コントロール部1319はいくつかの
ドロップダウンメニューで形成される。しかしながら、本発明の各種の例では、所望に応
じて代わりの種類のコントロール部を使用できることを理解すべきである。いったんユー
ザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step」ボタン1321を
作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロセスを始めるこ
とができる。
【００７９】
　図13Cに示すように、ユーザーが「Next Step」ボタン1321を作動させると、運動データ
表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース1301を、サブインターフェース132
3が「Distance Race」ボタン1303の代わりとして含まれるように再構成する。この図でわ
かるように、サブインターフェース1323は、「Personal Message」コントロール部1325、
「Email Address」コントロール部1327、および「Set Challenge」ボタン1329を含む。ユ
ーザーは、「Personal Message」コントロール部1325を使用することで、チャレンジに参
加するように誘いたいとユーザーが望む各運動者に対する個人メッセージを作成すること
ができる。次にユーザーは、「Email Address」コントロール部1327を用いて、チャレン
ジに参加するように誘いたいと彼または彼女が望む各個人の電子メールアドレスを特定す
ることができる。図解例では、「Personal Message」コントロール部1325および「Challe
nge Name」コントロール部1317はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能な
フィールドを有する制御）であるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類の
コントロール部を使用することができる。
【００８０】
　いったんユーザーが所望の各参加者の電子メールアドレスを与えると、ユーザーは、「
Set Challenge」ボタン1329を作動させることでチャレンジを開始することができる。「S
et Challenge」ボタン1329を作動させるユーザーに応答して、運動データ表示構成装置60
1（または本発明のいくつかの実施ではユーザーの運動情報収集および表示装置501）は、
特定の被招待者のそれぞれに電子メールを送る。電子メールは、個人メッセージ、および
例えばチャレンジに参加するための対話型のプロンプトを含む。被招待者がプロンプトに
応答することでチャレンジに対する参加を承諾する場合、運動データ表示構成装置601に
は、被招待者がチャレンジに対する参加を承諾したことが通知される。これらの種類の電
子メールの対話型のプロンプト（例えばワシントン州レドモンドのMicrosoft Corporatio
nから入手可能なOutlookソフトウェアツールの複数バージョンに設けられる「voting」ボ
タン）は当技術分野で周知であり、本明細書では詳細には論じない。
【００８１】
　運動データ表示構成装置601は、チャレンジの参加者を同定した後で、参加者のそれぞ
れについて収集した運動データをモニタリングし、収集した運動データの関連性のあるデ
ータ値を集約する。例えば、チャレンジが100マイルを誰が1位で走ることができるかを確
定するレースである場合、各参加者について、運動データ表示構成装置601は、開始日後
にその参加者について収集した各運動データセットの全距離値の合計を出す。参加者が、
特定のチャレンジ距離と合致するかまたはそれを超える彼または彼女の全距離値の合計を
得る（かつそれを満たす最初の被招待者である）場合に、運動データ表示構成装置601は
その参加者をチャレンジの勝者に同定する。これに応答して、運動データ表示構成装置60
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1は各参加者に勝者を通知する。運動データ表示構成装置601は、任意の所望の技術を用い
て、例えば電子メールメッセージを送付することによって、各参加者が運動データ表示構
成装置601に接続すると特殊目的のインターフェースを表示することなどによって、参加
者に通知することができる。様々なそのような通知技術は、当技術分野で周知であり、し
たがって詳細には論じない。
【００８２】
　本発明の様々な例では、運動データ表示構成装置601は、他の参加者に対する参加者の
相対位置に関する更新をさらに与えることができる。例えば電子メールメッセージを送付
することによるなどの任意の所望の技術を用いて、各参加者が運動データ表示構成装置60
1に接続すると特殊目的のインターフェースを表示することなどによって、これらの更新
を与えることもできる。例えば、運動データ表示構成装置601は、個々の目標のモニタリ
ングに関して既に記載した種類の各参加者の棒グラフを例えば使用してチャレンジの目標
に向けての各参加者の進捗を示すユーザーインターフェースを構成および提供することが
できる。
【００８３】
　ここで図13Aを参照すると、所与の期間に誰が最長マイルを走ることができるかに関す
るチャレンジをユーザーが立ち上げたいと望む場合、ユーザーは「Most Miles」ボタン13
05を作動させる。これに応答して、図13Dでわかるように、運動データ表示構成モジュー
ル605は、ユーザーインターフェース1301をサブインターフェース1331が含まれるように
再構成する。サブインターフェース1331は、「Challenge Duration」コントロール部1333
、「Challenge Name」コントロール部1335、「Start Date」コントロール部1337、および
「Next Step」ボタン1339を含む。「Challenge Duration」コントロール部1333を使用す
ることで、ユーザーは、チャレンジに勝つためにチャレンジ参加者がその間に最長の全距
離を走らなければならない全時間量を特定することができる。次にユーザーは、「Challe
nge Name」コントロール部1335を用いてチャレンジに特定の名前を与えることができる。
次にユーザーは、「Start Date」コントロール部1337を用いてチャレンジの開始日を特定
することができる。図解例では、「Challenge Duration」コントロール部1333および「Ch
allenge Name」コントロール部1335はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可
能なフィールドを有する制御）であり、一方、「Start Date」コントロール部1337はいく
つかのドロップダウンメニューで形成される。しかしながら、本発明の各種の例では、所
望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できることを理解すべきである。
【００８４】
　いったんユーザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step
」ボタン1339を作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロ
セスを始めることができる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユ
ーザーインターフェース1301をサブインターフェース1323が「Most Miles」ボタン1305の
代わりとして含まれるように再構成する。（サブインターフェース1323の例を図13Cに示
す。）上記で詳細に論じたように、ユーザーはサブインターフェース1323を使用すること
で、他者をチャレンジに参加するように誘うこと、および運動データ表示構成装置601に
チャレンジ参加者を確実に通知することができる。また既に論じたように、運動データ表
示構成装置601は、各参加者について収集した運動データをモニタリングし、かつ収集し
た運動データから関連性のあるデータ値を集約することでチャレンジの勝者を確定する。
さらに、運動データ表示構成装置601は、チャレンジの勝者、および、本発明の各種の例
では上記のチャレンジ中の各参加者の相対位置を参加者に通知することができる。
【００８５】
　所与の期間に誰が最も速く走ることができるかに関するチャレンジをユーザーが立ち上
げたいと望む場合、ユーザーは「Fastest Run」ボタン1307を作動させる。これに応答し
て、図13Eでわかるように、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェ
ース1301をサブインターフェース1341が含まれるように再構成する。サブインターフェー
ス1341は、「Total Distance」コントロール部1343、「Challenge Name」コントロール部
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1345、「Start Date」コントロール部1347、および「Next Step」ボタン1349を含む。「T
otal Distance」コントロール部1343を使用することで、ユーザーは、ユーザーがチャレ
ンジに勝つ資格を有する彼または彼女の走行時間を有するために走らなければならない全
距離を特定することができる。次にユーザーは、「Challenge Name」コントロール部1345
を用いてチャレンジに特定の名前を与えることができる。次にユーザーは、「Start Date
」コントロール部1347を用いてチャレンジの開始日を特定することができる。図解例では
、「Total Distance」コントロール部1343および「Challenge Name」コントロール部1345
はそれぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する制御）であ
り、一方、「Start Date」コントロール部1347はいくつかのドロップダウンメニューで形
成されるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用で
きる。
【００８６】
　いったんユーザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step
」ボタン1349を作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロ
セスを始めることができる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユ
ーザーインターフェース1301を、サブインターフェース1323が「Fastest Run」ボタン130
7の代わりとして含まれるように再構成する。（サブインターフェース1323の例を図13Cに
示す。）上記で詳細に論じたように、ユーザーは、サブインターフェース1323を使用する
ことで、他者をチャレンジに参加するように誘うこと、および運動データ表示構成装置60
1にチャレンジ参加者を確実に通知することができる。また既に論じたように、運動デー
タ表示構成装置601は、各参加者について収集した運動データをモニタリングし、かつ収
集した運動データから関連性のあるデータ値を集約することでチャレンジの勝者を確定す
る。さらに、運動データ表示構成装置601は、チャレンジの勝者、および、本発明の各種
の例では上記のチャレンジ中の各参加者の相対位置を参加者に通知することができる。
【００８７】
　最後に、所与の期間に誰が特定の距離を走ることができるかに関するチャレンジをユー
ザーが立ち上げたいと望む場合、ユーザーは「Distance Goal」ボタン1309を作動させる
。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーインターフェース130
1を、サブインターフェース1351が含まれるように再構成する。図13Fでわかるように、サ
ブインターフェース1351は、「Total Distance」コントロール部1353、「Challenge Name
」コントロール部1355、「Start Date」コントロール部1357、および「Next Step」ボタ
ン1359を含む。「Total Distance」コントロール部1353を使用することで、ユーザーは、
チャレンジを果たすためにユーザーが特定の期間にわたって走らなければならない全距離
を特定することができる。次にユーザーは、「Challenge Name」コントロール部1355を用
いてチャレンジに特定の名前を与えることができる。次にユーザーは、「Start Date」コ
ントロール部1357を用いてチャレンジの開始日を特定することができる。図解例では、「
Total Distance」コントロール部1353および「Challenge Name」コントロール部1355はそ
れぞれフィールド制御（すなわち、値をタイプ可能なフィールドを有する制御）であり、
一方、「Start Date」コントロール部1357はいくつかのドロップダウンメニューで形成さ
れるが、本発明の各種の例では所望に応じて代わりの種類のコントロール部を使用できる
。
【００８８】
　いったんユーザーがチャレンジのパラメータを特定すると、ユーザーは、「Next Step
」ボタン1359を作動させることで、特定の運動者をチャレンジに参加するように誘うプロ
セスを始めることができる。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、ユ
ーザーインターフェース1301をサブインターフェース1323が「Distance Goal」ボタン130
9の代わりとして含まれるように再構成する。（サブインターフェース1323の例を図13Cに
示す。）上記で詳細に論じたように、ユーザーは、サブインターフェース1323を使用する
ことで、他者をチャレンジに参加するように誘うこと、および運動データ表示構成装置60
1にチャレンジ参加者を確実に通知することができる。また既に論じたように、運動デー
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タ表示構成装置601は、各参加者について収集した運動データをモニタリングし、かつ収
集した運動データから関連性のあるデータ値を集約することでチャレンジの勝者を確定す
る。さらに、運動データ表示構成装置601は、チャレンジの勝者、および、本発明の各種
の例では上記のチャレンジ中の各参加者の相対位置を参加者に通知することができる。
【００８９】
リスト
　本発明のいくつかの実施では、上記で詳細に説明した目標およびチャレンジなどのユー
ザーの運動データと他のユーザーのそれとの対話型の比較と同様に、ユーザーが彼または
彼女の運動データと他のユーザーのそれとを受動的に比較することを代わりにまたはさら
に可能にすることができる。例えば、本発明のいくつかの実施では、他のユーザーに対し
てユーザーが位置しているランキングを与えることができる。ランキングは、単純比較に
基づき得るか、または特定の人口統計学的な群、特別の地理的領域、もしくはその何らか
の組み合わせに限定され得る。
【００９０】
　例えば、本発明のいくつかの実施では、ユーザーは、運動データ表示構成モジュール60
5が図14Aに示すユーザーインターフェース1401を生成および表示するように要求すること
ができる。この図でわかるように、ユーザーインターフェース1401は比較判定基準領域14
03、フィルター領域1405、および表示領域1407を含む。比較判定基準領域1403は複数の「
無線」型コントロール部1409を含み、一方、フィルター領域1405は複数の「ドロップダウ
ン」コントロール部1411～1413を含む。次に、表示領域1407は、比較を用いて選択する運
動データに基づくユーザー情報、およびコントロール部1409～1413を用いて選択するフィ
ルター情報を表示する。
【００９１】
　より詳しくは、ユーザーは「無線」型コントロール部1409を使用することで、それに従
って運動データ表示構成モジュール605が複数のユーザーについて運動データを比較する
基本的判定基準を特定する。これらのコントロール部1409を本明細書では「無線」型のコ
ントロール部と呼ぶ。なぜなら、コントロール部のうちの1つ（例えばコントロール部140
9C）を選択することで以前選択されたコントロール部が自動的に選択から外れ、1つのコ
ントロール部のみが任意の所与の時間において選択可能であるためである。無論、他の種
類のコントロール部を含む他の種類の選択ツールを、本発明の他の実施で代わりにまたは
さらに使用することができると理解すべきである。各コントロール部1409は、測定した運
動データをソートするためのソート判定基準と、比較対象の運動データを測定する必要が
あった期間を特定する時間判定基準の両方に関連している。例えば、コントロール部1409
A～1409Cのそれぞれがソート判定基準としての全距離と関連しており、一方、コントロー
ル部1409Aは週単位の期間に関連し、コントロール部1409Bは月単位の期間に関連し、コン
トロール部1409Cは無制限の期間に関連している。このように、コントロール部1409Dは継
続期間をソートする判定基準および週単位の期間に関連している。
【００９２】
　下記でより詳細に論じるように、図14Aに示すインターフェース1401の例では、フィル
ターコントロール部1411～1415のそれぞれは「ALL」に選択されている。さらに、コント
ロール部1409Aが選択される。コントロール部1409Aが「distance」ソート判定基準および
「week」時間判定基準に関連しているため、運動データ表示構成モジュール605は、前週
に測定された参加ユーザーについて集約した距離データをソートする。次にそれは、フィ
ルター領域1405内にある高い順から10個の集約された距離データ値を有する参加ユーザー
の名前をリスト化する。さらに、運動データ表示構成モジュール605は、同定した参加ユ
ーザーのそれぞれについて前週に測定した、集約された距離データ値を表示する。さらに
、運動データ表示構成モジュール605は、前週に測定したユーザーの対応する集約された
距離を表示する。本発明のいくつかの実施では、運動データ表示構成モジュール605は、
前週に測定したユーザーの対応する集約された距離情報の、前週に測定したより大きい集
約された距離を有する参加ユーザーに対するランキングも表示することができる。したが
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って、図解例では、ユーザー「Rauchholz」は他の参加ユーザーに対してランキング2932
位にある。
【００９３】
　本発明のいくつかの実施では、参加ユーザーは、運動データストレージ607（または関
連の運動データストレージ）に運動データを与える任意のユーザーであり得る。しかしな
がら、本発明のさらに他の実施では、参加ユーザーは、運動データストレージ607または
関連の運動データストレージに運動データを与えるユーザーのすべてについてのサブセッ
トであり得る。例えば、参加ユーザーは、そのデータを他のユーザーと共有することを事
前に承諾するユーザー限定か、またはその運動データを非公開にしたいと望んでいると特
に知らせているわけではないユーザーであり得る。無論、どのユーザーを参加ユーザーと
して取り扱うかを確定するさらに他の判定基準が使用可能である。
【００９４】
　図14Bは、インターフェース1401の別の例を示す。再び、フィルターコントロール部141
1～1415のそれぞれを「ALL」に選択する。さらに、「duration」ソート判定基準および「
month」時間判定基準に関連しているコントロール部1409Eを選択する。したがって、運動
データ表示構成モジュール605は、前月に測定した参加ユーザーの集積されたランニング
（またはウォーキング）継続期間データをソートする。次にそれは、フィルター領域1405
内にある高い順から10個の集約された継続期間データ値を有する参加ユーザーの名前をリ
スト化する。さらに、運動データ表示構成モジュール605は、同定した参加ユーザーのそ
れぞれについて前月に測定した、集約された継続期間データ値を表示する。さらに、運動
データ表示構成モジュール605は、前月に測定したユーザーの対応する集約された継続期
間データを表示する。再び、運動データ表示構成モジュール605は、前月に測定したユー
ザーの対応する集約された継続期間データの、前月に測定したより大きい集約された継続
期間値を有する参加ユーザーに対するランキングも表示する。したがって、図解例では、
ユーザー「Rauchholz」は他の参加ユーザーに対してランキング28636位にある。
【００９５】
　図14Cは、インターフェース1401のさらに別の例を示す。再び、フィルターコントロー
ル部1411～1415のそれぞれを「ALL」に選択する。さらに、「fastest 5k」ソート判定基
準および「ever」時間判定基準に関連しているコントロール部1409Iを選択する。したが
って、運動データ表示構成モジュール605は、コントロール部1409Iをユーザーが選択する
前の任意の時間に測定した5k走行について速い順から10個の移動時間を有する参加ユーザ
ーを同定および表示する。さらに、運動データ表示構成モジュール605は、同定した参加
ユーザーのそれぞれの最速5k時間値を表示する。さらに、運動データ表示構成モジュール
605は、5k走行について測定したユーザーの最速時間を、5k走行について測定した最速時
間を有する参加ユーザーに対するその時間のランキングとともに表示する。したがって、
図解例では、ユーザー「Rauchholz」は他の参加ユーザーに対してランキング40822位にあ
る。
【００９６】
　いくつかの状況では、ユーザーは、ユーザーが比較対象とする参加ユーザーのプールを
限定したいと望むことがある。既に記したように、フィルター領域1405は、フィルターコ
ントロール部1411～1415を含む。これらのフィルターコントロール部を使用することで、
所望の比較のために考慮される参加ユーザーを限定することができる。例えば、図14Dに
示すように、ユーザーは、フィルターコントロール部1411を使用して比較用の全参加ユー
ザー、比較用の男性参加ユーザーのみ、または比較用の女性参加ユーザーのみを含むもの
のから選択することができる。同様に、図14Eに示すように、ユーザーは、フィルターコ
ントロール部1413を使用することで、所望の年齢群内の参加ユーザーのみに比較を限定す
ることができる。さらに、図14Fに示すように、ユーザーは、フィルターコントロール部1
415を使用することで、ある地理的領域内の参加ユーザーに比較を限定することができる
。
【００９７】



(33) JP 2010-517725 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

　本発明のいくつかの実施で、ユーザーがフィルター1411～1415のそれぞれを同時に使用
できるということを理解すべきである。例えば、ユーザーは、フィルターコントロール部
1411～1415を使用することで、ユーザーの運動データとの比較用に考慮される参加ユーザ
ーを、米国に居住する40～44歳の男性のみに限定することができる。参加ユーザーのフィ
ルタリングに必要な情報は任意の入手可能なソースから得ることができる。しかしながら
、最初の登録プロセス中にユーザープロファイル用としてこの情報を提出することをユー
ザーに要求することで、その情報を好都合に得ることができる。3つの特定のフィルタリ
ング判定基準が開示されているが、無論、任意の所望の種類および／または組み合わせの
特徴をフィルターとして使用できるということを理解すべきである。
【００９８】
他の特色
達成の記録
　上記で詳細に論じたように、本発明の各種実施では運動者に対する肯定的な強化を与え
ることができる。例えば、上記で論じたように、ユーザーは、本発明の各種態様を使用す
ることで、彼または彼女の目標を設定し、次いでそれらの目標の獲得に向けての彼または
彼女の進捗を追跡することができる。同様に、ユーザーは本発明の各種態様を使用してチ
ャレンジに参加することもできる。しかしながら、いったん目標が完了するか、またはチ
ャレンジに勝利すると、これらの達成は忘れられ、したがってユーザーに任意のさらなる
肯定的な強化を与えないことがある。
【００９９】
　したがって、本発明のいくつかの実施は、ユーザーの各種の運動達成を記念するための
特色を与えることができる。例えば、本発明のいくつかの態様では、運動データ表示構成
モジュール605は、ユーザーについて記録した運動達成を表示するための、図15に示すユ
ーザーインターフェース1501などのユーザーインターフェースを与えることができる。こ
の図でわかるように、ユーザーインターフェース1501は、「goal」領域1503、「challeng
es」領域1505、「events」領域1507、および「milestones」領域1509を含む。これらの領
域のそれぞれは、ユーザーの以前の達成を表すアイコンを表示するために使用できる。
【０１００】
　例えば、ユーザーが目標を設定し、続いてそれを果たす場合、この目標の達成は、運動
データ表示構成モジュール605により記録される。これに応答して、運動データ表示構成
モジュール605は、その達成を図画的に記念するメダルの描写などのアイコンを表示する
。同様に、ユーザーがチャレンジに勝利する場合、その達成も運動データ表示構成モジュ
ール605により記録される。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、その
達成を図形的に記念するトロフィーの描写などのアイコンを表示する。
【０１０１】
　なおさらに、ユーザーは、本発明の1つまたは複数の実施に関連するイベントに参加で
きる。例えば、マラソンレーススポンサーなどのレーススポンサーを本発明の態様に入れ
ることができる。ユーザーがレースを走るか、レースを完了するか、またはレースで3位
以内に入る場合、運動データ表示構成モジュール605はその達成を記録することができる
。これに応答して、運動データ表示構成モジュール605は、その達成を図形的に記念する
レース用胸当ての描写などのアイコンを表示する。運動データ表示構成モジュール605は
、ユーザーのレース参加を記録する任意の所望の技術を使用できる。例えば、レーススポ
ンサーは、ユーザーの参加を物理的にモニタリングし、続いて運動データストレージ607
を直接更新することができる。あるいは、ユーザーは自己申告システムに基づいて運動デ
ータストレージ607を更新できる。
【０１０２】
　無論、運動データ表示構成モジュール605にユーザーの達成の記録を行わせるために、
さらに洗練された技術を使用できる。例えば、レーススポンサーまたは第三者は、レース
中のユーザーの進捗を記録する電子記録装置をユーザーに与えることができる。次に、ユ
ーザーは、電子記録装置から運動データストレージ607または運動データ表示構成モジュ
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ール605にデータをダウンロードすることができる。本発明のいくつかの実施では、電子
インターフェース装置205または運動パラメータ測定装置207でさえ、レース中のユーザー
の進捗を記録し、続いて電子記録装置から運動データストレージ607または運動データ表
示構成モジュール605にデータをダウンロードするために使用できる。
【０１０３】
　なおさらにユーザーは、彼または彼女の運動成果に関連するさらに他のマイルストーン
を得ることがある。例えば、ユーザーは、比較的長い全距離、例えば100キロメートル、1
00マイル、250キロメートル、250マイルなどの走行を実現することがあるか、特に速い速
度、例えば1マイル当たり5分未満で走行することがあるか、または比較的長い全継続期間
、例えば1000時間走行することがある。これに応答して、運動データ表示構成モジュール
605は、そのマイルストーンの達成を記録した後、その達成を図形的に記念する表彰リボ
ンの描写などのアイコンを表示する。
【０１０４】
　このようにして、本発明の各種実施では、ユーザーの過去の達成を記念することで、将
来の運動成果を促す肯定的なフィードバックをユーザーに与えることができる。無論、本
発明のいくつかの実施では、代わりのまたはさらなる達成を記念することができる。
【０１０５】
決意
　本発明のいくつかの実施では、ユーザーが特定の運動達成を成し遂げるように決意する
ことを支援し、次いでその決意を守ることができる。例えば、本発明の各種態様では、図
16に示すユーザーインターフェース1601のようなユーザーインターフェースを与えること
ができる。この図でわかるように、インターフェース1601は、達成フィールド1605および
結果フィールド1607を有する決意表明1603を与える。ユーザーインターフェースは提出ボ
タン1609も含む。ユーザーが決意を行いたいと望む場合、彼または彼女は、所望の達成目
的（距離など）を達成フィールド1605に挿入することができ、ユーザーが表明された達成
を果たさない場合に生じる何らかのタスクまたは他のアクションを結果フィールド1607に
挿入することができる。いったんユーザーが達成フィールド1605および結果フィールド16
07における情報を全部揃えると、ユーザーは、提出ボタン1609を作動することで、運動デ
ータ表示構成モジュール605に決意情報を提出する。
【０１０６】
　決意情報を受け取った後、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーが彼または
彼女の決意に従ったかどうかを確定するためにユーザーの運動活動をモニタリングする。
ユーザーが表明された決意を果たしたと運動データ表示構成モジュール605が確定する場
合、運動データ表示構成モジュール605は、何らかの種類の肯定的フィードバックをユー
ザーに与えることができる。例えば、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーが
彼または彼女の決意を守ったことを祝福する電子メールメッセージをユーザーに送ること
ができる。運動データ表示構成モジュール605は、上記の達成を代わりにまたはさらに記
念することができる。しかしながら、表明された決意をユーザーが果たさない場合は、運
動データ表示構成モジュール605は、特定のタスクまたはアクションを行うようにユーザ
ーを励ます。例えば、運動データ表示構成モジュール605は、ユーザーに彼または彼女の
決意を思い出させる電子メールメッセージをユーザーに送ることができる。無論、本発明
の各種実施では、特定のタスクまたはアクションを行うようにユーザーを励ます、代わり
のまたはさらなるアクションを行うことができる。
【０１０７】
　図30は、図16に関して説明したように公式の決意を行うことに基づく目標をユーザーま
たは運動者が達成することを支援する、代わりのユーザーインターフェースを示す。例え
ば、ユーザーまたは運動者は、彼らの決意を個人的に開示する決意動画3010を投稿するこ
とが可能なことがある。決意動画3010は決意表明3020を伴うことがある。決意動画3010、
決意表明、またはその両方のいずれかを与えた後、ユーザーまたは運動者は、図16に関し
て上記で説明したように、彼らの決意およびそれに関係する任意の詳細を提出することが
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できる。
【０１０８】
マッピング
　ランナーなどのユーザーまたは運動者が本発明の態様のシステムを使用することで情報
を収集する場合、一態様のユーザーインターフェースは、運動者が彼らの身体活動に関す
る情報を使用および共有するための追加の特色および機能性を与えることができる。本発
明の例示的一形態では、運動情報は、図18～33に関して下記でより詳細に説明するように
ユーザーインターフェース1700上に表示される。
【０１０９】
　例えば、図17～21は、一態様のユーザーインターフェース1700の特色であるマッピング
ユーティリティ1800を一般に開示する。ランナーなどの運動者は、ある種の地理的区域お
よび所望の距離に応じて走行ルートを計画および作成することができる。例えば、図18に
おいて、ルートプロンプト1810は、ルート計画用に特別の位置をユーザーが入力すること
を可能にすることができる。例えば、位置は、郵便番号、市、州、国、またはその組み合
わせであり得る。入力された位置に基づいて、マッピングユーティリティ1800は、次に一
般的位置の地図を表示することができる。マッピングユーティリティは、地図内でのズー
ムおよび／またはパンの能力を、例えばズームバー1840を用いて与えることができる。
【０１１０】
　ルートプロンプト1810は、運動者が、既存のルート、または例えば他のマッピングユー
ティリティ1800ユーザーまたは運動者が以前提出したルートを探索することを可能にする
ことができる。探索に応答して、地図はルートバブルまたはラベル、例えば5.35マイルの
走行を知らせるルートバブル1850を表示できる。例えば、さらなるルートバブルまたはラ
ベル1860は、区域内で複数のルートが使用可能であることを知らせる。運動者は、ルート
バブルまたはラベル1860を選択して、それが表す個々のルートについてのさらなる詳細を
閲覧することができる。運動者は、例えばマウスまたはキーボード入力で地図上のルート
を選択または描画することで、ルートプロンプト1810をさらに用いて彼ら自身のルートを
描画することができる。マッピングユーティリティは、運動者が描画している間、かつ／
またはルート描画の終わりに、ルートの全距離を表示することができ、それにより運動者
は、彼らの所望の位置および長さを表す経路を生成することができる。
【０１１１】
　特に大都市圏などの地理的位置においてはかなりの数の使用可能なルートが存在するこ
とがある。特別の長さを有するルートを運動者が選択することを助けるために、マッピン
グユーティリティは、距離フィルター1820を含み得る。一態様では、運動者は、選択され
た距離より長いか、選択された距離より短いか、または2つの選択された距離の範囲内で
あるルートを選択することができる。さらに、運動者はキーワードまたはユーザー名フィ
ルター1830で経路を探索することができる。下記でさらに十分に論じるように、個々のユ
ーザーが投稿するルートについて、運動者は、そのユーザー名で同定される1名または複
数名が提出または投稿するルートを探索することができる。
【０１１２】
　図19は、いったん運動者が描画または選択したルート1900の詳細を示す。ルート1900は
、街路、道路、通路などの1つまたは複数の強調された部分として示すことができる。決
意が0.01マイルである態様において、距離バブルまたはラベル1910はルートの全距離を表
示し、それにより運動者は相当な確実性をもって彼らのルートの距離を知る。運動者は、
選択されたルートまたは現行のルートの詳細を表示する詳細1940を選択することもでき、
走行用のレーティング1930を閲覧することができる。代わりのルートを選択するために、
運動者は、例えば図18に示すように、さらなるルートを表示するためにすべてのルート19
20を示す選択をすることができる。
【０１１３】
　図20は、選択または描画されたルート1900の詳細を示す。例えば、ルート詳細2000は、
ルートの名前、ルートの距離、ルートの一般的形状、ルートのナレーションによる説明、
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およびルートを与えた運動者のユーザー名を表示することができる。さらなる情報は、ル
ートのレーティング（すなわちレーティング1930が示すものと同一）を含み得る。一態様
のレーティングは、ルートについてレーティングまたはコメントを与えた運動者が与える
レーティングの平均レーティングとして計算される累積的レーティングであり得る。一態
様の詳細ウィンドウは、ルートを最も速く完走した運動者のユーザー名および時間をさら
に与えることができる。
【０１１４】
　一態様では、オプション選択2010がルート詳細2000内に表示される。特に、個々の運動
者が特定したルートについて、運動者はオプション選択2010を用いて、走行を割り当て、
1名または複数名の運動者と走行を共有し（すべてのマッピングユーティリティ1800の閲
覧ユーザーにルートを公開することを含む）、ルートの詳細を作成および／または編集し
、ルートに対するチャレンジを作成し、また個々の運動者に関連するルートのリストから
このルートを除外することができる。
【０１１５】
　図31～33は、ユーザーインターフェース1700のマッピングユーティリティ1800が与える
さらなる特色を示す。例えば、ユーザーは、地図3100上に彼らのお気に入りの場所、ルー
ト、またはチャレンジを表すアイコンを投稿できる。さらにユーザーは、写真（例えば図
32に示す）、動画、または天候などの他の情報（例えば図33に示す）を彼らのお気に入り
の場所、ルート、またはチャレンジに関連させることができる。アイコンの設計は、ユー
ザーにより制御可能である。
【０１１６】
報奨およびクラブ
　図21～25は、ユーザーインターフェース1700に表示されるユーザープロファイルに関す
る本発明のさらなる特色を示す。ランナーは、ユーザーインターフェース1700によって登
録ユーザーになることができ、登録ユーザーに関連する運動データはユーザーインターフ
ェース1700上に定期更新および維持されるものと理解される。例えば、ユーザーインター
フェース1700は、ユーザーインターフェース1700中にプログラムされるかまたはユーザー
自身により与えられるある種のマイルストーンを達成する登録ユーザーにある種の報奨を
与えるために、設計することができる。例えば、ランナーが所定数のマイル全体を走る場
合、ランナーは、所定数のマイルを走るという同一目標を達成した他のユーザーまたは運
動者とのクラブまたは協会に入ることができる。例えば、ランナーまたは運動者は、500
マイルを走ることがあり、その時点で彼らは、500マイルクラブの会員になり、例えば図2
1の報奨2100が示すある種の報奨が与えられる。ランナーはさらに、彼らの達成を表す証
明書をユーザーインターフェース1700から印刷するか、彼らの達成について友人に自慢す
るか、または彼らの達成に基づいてユーザーインターフェース1700の排他区域を訪問する
ことが可能なことがある。印刷された証明書は、一態様では有名人または有名運動者の署
名を含み得るものであり、これは、1つまたは複数のマイルストーンに到達しなければな
らない可能性があるランナーまたは運動者に対する動機づけにさらに寄与する。さらなる
報奨2100は、有名人または有名運動者による動画または音声メッセージを含む、ランナー
または運動者に送られる電子メールを含み得る。
【０１１７】
　一態様では、距離の増加に対して、1000マイルクラブおよび1500マイルクラブなどのさ
らなるクラブおよび／または報奨を与えることができる。例えば図22はマイルクラブ2200
を示す。マイルクラブ2200は、そのクラブの会員がクラブの他の会員または承認された新
規会員を概観することを可能にする。例えば、新規会員2210を、彼らのユーザー名、アバ
ター、全走行距離、および彼らがマイルクラブ2200の会員になった日付に基づいて列挙す
ることができる。代わりのスクリーンでは、マイルクラブ2300は、既存のマイルクラブ会
員2310のグループ全体を、彼らのユーザー名、アバター、彼らがその会員であるマイルク
ラブ（例えば100マイル、200マイル、500マイル、1000マイルなど）、および彼らがマイ
ルクラブ2300に入会した日付を含む形で表示することができる。
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【０１１８】
　一態様では、さらなるフィットネスの動機づけのために、マイルクラブ会員に対するま
たはその間での排他的チャレンジに挑むことができる。排他的チャレンジには、個々のグ
ループ会員が挑むか（例えば、既に450マイルまたはそれ以上を走行した既存会員に対し
て、別のマイルクラブの地位またはカテゴリーに彼らが進むように励ますために500マイ
ルクラブ会員が挑むチャレンジ）、または1つまたは複数の選択基準に基づいて1名、複数
名、または全員のグループ会員に対してユーザーインターフェース1700が世界レベルで挑
むことができる。例えば、チャレンジ2400は複数のユーザー間でのチャレンジを示す。チ
ャレンジ詳細2410は、特別のチャレンジ参加者に関する詳細、例えば彼らの現住所、彼ら
の最後の走行の距離、全走行距離、コメント、およびチャレンジにさらなる参加者を招待
する能力を表示することができる。さらに、対話プロンプト2420は、参加者がチャレンジ
参加者に対して「トラッシュトーク」を行うか、そうでなければ動機づけまたは励みにな
るテキストを提出することを可能にすることができる。図25は、ユーザーがさらなる参加
者に対するチャレンジに挑むために写真、動画、テキスト、または他のコンテンツを与え
ることができる、チャレンジ2500を示す。
【０１１９】
　さらに、アパレルおよびデジタル音楽ダウンロードなどの特殊賞品を、設定したマイル
ストーンに到達し、マイルクラブ会員になるそれらの運動者に独占的に与えることもでき
る。ユーザーインターフェース1700は、会員間のディスカッション用のフォーラムを与え
ることもできる。さらに、クラブの会員は、全走行距離に例えば基づくマイルクラブ会員
の階層を閲覧できる。これにより、さらなる走行マイルを記録に付けることで、ランキン
グを上昇させながら同時にフィットネスレベルを向上させるという、さらなる動機づけを
会員に与えることができる。
【０１２０】
　また、ある種の色または色スキームを各マイルストーンまたはクラブ会員権に関連させ
ることができ、クラブ内の個人のみが、ユーザーインターフェース1700のユーザーの個人
ページに関連する特別な色または色スキームを有する。色は、特別のウェブページの背景
、またはユーザーがマイルストーンを果たしたことを知らせる何らかの他の色表示に含ま
れる可能性がある。
【０１２１】
組織
　図26～28は、本発明の一態様のユーザーインターフェース1700のさらなる特色を開示す
る。図26に示すように、ユーザーインターフェース1700は、組織インターフェース2600を
与えることができる。例えば、企業体、学校、および他の組織2620は、それらの実体に関
連する個々のランナーに関する情報を収集および投稿することができる。実体2620は、変
動する可能性があるが、ジム、フィットネスクラブ、および大学を含む可能性がある。実
体2620は、公開チャレンジ2610に挑むことができ、例えば、ユーザーインターフェース17
00がそれに対する公開チャレンジ2610を促進または推進可能なマラソンイベントに参加す
ることができる。さらに、ユーザーインターフェース1700は、2つ以上の実体2620間のリ
ーグおよびトーナメントの作成および仲介（moderation）を促進することができる。
【０１２２】
　図27は、2つ以上の実体2620間のチャレンジ、リーグ、またはトーナメントに関連する
詳細およびツールを示す。例えば、ユーザーインターフェース1700の組織インターフェー
ス2600の態様は、組織または実体2620が全走行マイルに基づいて慈善事業に寄付すること
を可能にする公約ツール2700を与えることができる。図27でさらに示すように、ユーザー
インターフェース1700は、ユーザーにランニングおよびフィットネス活動に関するさらな
る情報、例えば頻繁に尋ねられる質問（「FAQ」）2710およびユーザーフォーラム2720を
与えることができる。さらに、運動者ショーケース2740は、ユーザーインターフェース17
00のある種のユーザーを紹介または強調できる。同様に、チャレンジショーケース2760は
、最近のチャレンジまたは特に関心の対象となるチャレンジを紹介または強調できる。助
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言2750は、トレーニングアドバイス、助言、およびヒントを同様にユーザーに与えること
ができる。最後に、ヘッドライン2730は、任意の様々なさらなる世界規模の情報をユーザ
ーに与えることができる。
【０１２３】
　図28は、ユーザーインターフェース1700が、各々の実体2620（例えば学生、プレイヤー
、チームメイト、組織の同僚など）に対する個人トレーナー、コーチ、チームリーダーな
どに関係する機能性を備えることもできることを示す。例えば、ユーザーインターフェー
ス1700は、複数の学生、プレイヤー、チームメイト、または組織の同様について運動デー
タ2810を収集、蓄積、および表示することができる。個人トレーナー、コーチ、またはチ
ームリーダーは、コメント2830を1名または複数名の学生、プレイヤー、チームメイト、
または組織の同僚に与えることができる。例えば、個人トレーナー、コーチ、またはチー
ムリーダーは、運動データ2810を概観し、他者に遅れをとっている学生、プレイヤー、チ
ームメイト、または組織の同僚を励ますことができる。さらなるディスカッション用にフ
ォーラムを立ち上げることもできる。
【０１２４】
個人ウェブページ
　図29は、ユーザー、運動者、ランナーなどに関して上記で説明した任意の情報を、彼ら
自身のウェブページ上に含めるかまたはその中に投稿するそのユーザー、運動者、または
ランナーに与えることができることを示す。例えば、ユーザー、運動者、またはランナー
は、彼らのウェブページまたはソーシャルネットワーキングページにブログ2900を含める
ことができる。ブログ2900は、ユーザーの位置または現住所、彼らの一番最近の走行の詳
細、コメント、写真、動画、およびブログ2900閲覧者がフィードバックを投稿する能力を
含み得る。ブログ2900に関して説明してきたが、本明細書に記載の任意の運動情報を、ユ
ーザー、運動者、またはランナーに、彼らの個人ウェブページまたはソーシャルネットワ
ークページの一部として与えることができることを理解すべきである。
【０１２５】
結論
　本発明を実施する本発明において好ましい形態を含む特定の例に関して本発明を説明し
てきたが、添付の特許請求の範囲に開示されている本発明の精神および範囲内にある上記
のシステムおよび技術について多くの変形および置換が存在することを、当業者は理解す
ると考えられる。
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