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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの運動活動を支援するための装置であって、
　プロセッサと、
　該プロセッサに動作可能に結合しており、実行されると、
　　各々が少なくとも1つの運動活動の目標を含む複数の地理的位置を、インターフェー
ス内に表示すること、
　　該複数の地理的位置からの第1の地理的位置の第1のユーザー選択を受け取ること、
　　該第1の地理的位置に対応する進捗マップを、該第1のユーザー選択の受け取りに応答
して生成することであって、該進捗マップが、複数の運動活動の目標を含み、該第1の地
理的位置に必要な運動活動の量の表示を提供し、かつ該第1の地理的位置内に複数の地理
的サブ位置を含み、かつ、前記進捗マップが、地理的位置を移動する距離によって第1の
ユーザーの運動活動の進捗を表す仮想経路の表示を含むこと、
　　少なくとも第2のユーザーを特定する第2のユーザー選択を受け取ること、および
　　該第2のユーザー選択の受け取りに応答して前記進捗マップ内に表示インジケータを
生成することであって、該インジケータは、前記第1の地理的位置において要求される運
動活動の量を完了する間における、前記第2のユーザーの位置を特定すること、
を該装置に行わせるコンピュータ可読命令を記憶する、メモリと、
を含む、装置。
【請求項２】
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　前記複数の地理的サブ位置が、前記第1の地理的位置内に位置し、かつそれに特有であ
る物理的ランドマークを含む、請求項1記載の装置。
【請求項３】
　前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量の完了より前には、第2の地理的位置がユー
ザー選択からロックされる、請求項1記載の装置。
【請求項４】
　前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量が、複数の運動活動の目標の各々を完了す
るために必要な運動活動の量、および複数の運動活動の目標間を進むために必要な運動活
動の量を含む、請求項1記載の装置。
【請求項５】
　前記第1の地理的位置について規定される運動活動の目標の数が、該第1の地理的位置の
物理的サイズおよび該第1の地理的位置の人口の少なくとも一方に対応する、請求項1記載
の装置。
【請求項６】
　前記コンピュータ可読命令が、実行されると、
前記第1のユーザーが行う運動活動の量が前記進捗マップ内の第1の運動活動の目標に対応
する地理的サブ位置に到達するために必要な運動活動の量以上であるかどうかを判定する
こと; および
該第1のユーザーが行う運動活動の該量が前記地理的サブ位置に到達するために必要な運
動活動の量以上であるという判定に応答して、該第1の運動活動の目標を開始するように
該第1のユーザーに促すこと
を前記装置にさらに行わせる、請求項1記載の装置。
【請求項７】
　コンピュータ可読命令が、実行されると、
第1の運動活動の目標を仮想物体で視覚的に表すこと; および
該第1の運動活動の目標を完了する上で前記ユーザーが行った運動活動の量に基づいて該
仮想物体の外観を修正すること
を前記装置にさらに行わせる、請求項1記載の装置。
【請求項８】
　ユーザーの運動活動を支援するための方法であって、
　各々が少なくとも1つの運動活動の目標を含む複数の地理的位置を、インターフェース
内に演算装置により表示する段階と、
　該複数の地理的位置からの第1の地理的位置の第1のユーザー選択を該演算装置により受
け取る段階と、
　該第1の地理的位置に対応する進捗マップを、該第1のユーザー選択の受け取りに応答し
て演算装置により表示する段階であって、該進捗マップが、複数の運動活動の目標を含み
かつ該第1の地理的位置に必要な運動活動の量の表示を提供し、前記進捗マップが、地理
的位置を移動する距離によって第1のユーザーの運動活動の進捗を表す仮想経路の表示を
含み、かつ該第1の地理的位置内に複数の地理的サブ位置を含む、段階と、
　少なくとも第2のユーザーを特定する第2のユーザー選択を受け取る段階と、
　該第2のユーザー選択の受け取りに応答して前記進捗マップ内に表示インジケータを生
成する段階であって、該インジケータは、前記第1の地理的位置において要求される運動
活動の量を完了する間における、前記第2のユーザーの位置を特定する、段階と、
を含む、方法。
【請求項９】
　前記複数の地理的サブ位置が、前記第1の地理的位置内に位置し、かつそれに特有であ
る物理的ランドマークを含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量の完了より前には、第2の地理的位置がユー
ザー選択からロックされる、請求項８記載の方法。
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【請求項１１】
　前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量が、前記複数の運動活動の目標の各々を完
了するために必要な運動活動の量、および該複数の運動活動の目標間を進むために必要な
運動活動の量を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1の地理的位置について規定される運動活動の目標の数が、該第1の地理的位置の
物理的サイズおよび該第1の地理的位置の人口の少なくとも一方に対応する、請求項８記
載の方法。
【請求項１３】
　実行されると、
　各々が少なくとも1つの運動活動の目標を含む複数の地理的位置を、インターフェース
内に表示すること;
　該複数の地理的位置からの第1の地理的位置の第1のユーザー選択を受け取ること; およ
び
　該第1の地理的位置に対応する進捗マップを、該第1のユーザー選択の受け取りに応答し
て生成することであって、該進捗マップが、複数の運動活動の目標を含みかつ該第1の地
理的位置に必要な運動活動の量の表示を提供し、前記進捗マップが、地理的位置を移動す
る距離によって第1のユーザーの運動活動の進捗を表す仮想経路の表示を含み、かつ該第1
の地理的位置内に複数の地理的サブ位置を含むこと、
　少なくとも第2のユーザーを特定する第2のユーザー選択を受け取ること、および
　該第2のユーザー選択の受け取りに応答して前記進捗マップ内に表示インジケータを生
成することであって、該インジケータは、前記第1の地理的位置において要求される運動
活動の量を完了する間における、前記第2のユーザーの位置を特定すること、
を装置に行わせるコンピュータ可読命令を記憶する、1つまたは複数のコンピュータ可読
媒体。
【請求項１４】
　前記コンピュータ可読命令が、実行されると、
前記第1のユーザーが行う運動活動の量が前記進捗マップ内の第1の運動活動の目標に対応
する地理的サブ位置に到達するために必要な運動活動の量以上であるかどうかを判定する
こと; および
該第1のユーザーが行う運動活動の量が前記地理的サブ位置に到達するために必要な運動
活動の量以上であるという判定に応答して、該第1の運動活動の目標を開始するように該
第1のユーザーに促すこと
を前記装置にさらに行わせる、請求項１３記載の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体
。
【請求項１５】
　前記コンピュータ可読命令が、実行されると、
第1の運動活動の目標を仮想物体で視覚的に表すこと; および
該第1の運動活動の目標を完了する上で前記ユーザーが行った運動活動の量に基づいて該
仮想物体の外観を修正すること
を前記装置にさらに行わせる、請求項１３記載の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体
。
【請求項１６】
　前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量が、前記複数の運動活動の目標の各々を完
了するために必要な運動活動の量、および該複数の運動活動の目標間を進むために必要な
運動活動の量を含む、請求項１３記載の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、「MONITORING AND TRACKING ATHLETIC ACTIVITY」と題する2009年9月4日出
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願の米国仮出願第61/240,185号、「MONITORING AND TRACKING ATHLETIC ACTIVITY」と題
する2009年9月8日出願の米国仮出願第61/240,632号および「MONITORING AND TRACKING AT
HLETIC ACTIVITY」と題する2010年6月28日出願の米国仮出願第61/359,278号の非仮出願で
ありかつその優先権の恩典を主張する。上記で言及した出願の内容は、その全体が参照に
より本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　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
ーク上の歩み活動の情報およびデータの収集、ならびに収集した情報の表示に関する。
【背景技術】
【０００３】
　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。走行、歩行、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】
　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】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、運動活動をモニタリングおよび追跡することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　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、例えば走行または歩行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。代替的にまた
は追加的に、歩行または別の歩みに関連する活動の際に実行された歩数または燃焼カロリ
ーを、時間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、走
行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。別の例
では、歩く個人から得られる運動データのセットを分析することで、ユーザーが歩くペー
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ス、ユーザーが最も活動的な時刻、1週間でベストのワークアウトなどを決定することが
できる。
【０００８】
　別の局面によれば、運動活動データを種々の方法で可視化することができる。例えば、
様々なテクスチャー、色、パターンなどを有する棒グラフで、運動活動チャートを表すこ
とができる。この様々なパターン、色またはテクスチャーを使用して、活動データの特別
なセットの、時刻または強度レベルなどの異なる情報属性を表すこともできる。
【０００９】
　運動活動データを1つまたは複数のアウトレットにおいてさらに公開することができる
。例えば、ユーザーのソーシャルネットワークページ上のニュースエントリとして活動デ
ータを公開することができる。あるいは、ユーザーのソーシャルメッセージングサイト上
のステータスエントリとして活動データを公開することができる。活動データは、特定の
スケジュールに基づいて、または目標の完了もしくはある数のカロリーの燃焼などのある
種のトリガに応答して、公開アウトレットに自動的に伝送することができる。さらに、ユ
ーザーは、パブリックに表示される情報の種類および/または量を限定することができる
。
【００１０】
　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。別の例では、ある人物は、ある歩数を歩くかまたは歩行によりある
数のカロリーを燃焼するという目標を特定することができる。したがって、ある数のカロ
リーを燃焼するかまたはある歩数を歩く上でのユーザーの進捗を、ドーナツ(例えば燃焼
カロリーについて)または建物(例えば歩いた歩数について)などの目標物体の視覚的外観
に反映させることができる。
【００１１】
　1つまたは複数の局面によれば、目標は、視覚的に関連性のある目標物体で表すことが
できる。例えば、目標物体は、ユーザーが燃焼しなければならないカロリー数を表す食料
品であり得る。別の例では、目標物体は、ユーザーが歩かなければならない歩数を表す建
物であり得る。ユーザーが第1の目標を完了した時点で第2の目標がユーザーに与えられる
ように、一連の目標物体は進行の感覚をユーザーに与えることができる。各目標またはす
べての目標の完了は表彰に対応し得る。ある目標および対応する目標物体は、必須のまた
は他の目標をユーザーが完了するまでは、ユーザーには選択に利用可能にならない可能性
がある。
【００１２】
　共通のテーマ要素を用いて目標を規定することができる。例えば、目標は世界の様々な
位置に関連し得る。したがって、各位置は、別の位置に進む前にユーザーが実績化しなけ
ればならない一連の目標を有し得る。各地理的位置内の目標は、その位置に関連性がある
かまたは関連していることがある。例えばフランス・パリでは、目標は、エッフェル塔を
仮想的に歩いて上がること(例えば、実際の歩行または走行をエッフェル塔に仮想的に登
ることに変換すること)、バゲット分のカロリーを燃焼すること、および/または凱旋門と
ルーブル美術館との間の距離に等しい距離を走ることを含み得る。目標および目標物体に
関して、ユーザーは、他の位置での目標および活動目的を完了するまでは、世界内のある
位置にアクセスすることが可能にならない可能性がある。ユーザーは、テーマについて目
標を規定しかつ目標の進行を特定することで、カスタムテーマをさらに規定することがで
きる。
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【００１３】
　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。
【００１４】
　さらに別の局面によれば、ユーザーはチャレンジを与えるかまたは受けることができる
。チャレンジは、特定の時間枠内に完了しなければならない1つまたは複数の目標を含み
得る。最速時間でチャレンジを完了し、割り当て時間内に最も多くの数の歩みを行い、か
つ/または最も多くのカロリーを燃焼することで、チャレンジに勝利することができる。
【００１５】
　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。
【００１６】
　本発明のさらに他の実施形態では、1人または複数のユーザーから収集した成果データ
、1つまたは複数の運動成果目標またはトレーニングプログラムに関連する詳細、および
それに関連するユーザーインターフェースは、モバイル機器に含まれ得るものであり、か
つ/またはそれにより表示することができる。
【００１７】
　より具体的には、本発明は以下を提供する：
［１］以下を含む装置:
　プロセッサ; および
　該プロセッサに動作可能に結合しており、実行されると、
少なくとも1つの運動活動の目標を各々が含む複数の地理的位置を、インターフェース内
に表示すること;
該複数の地理的位置からの第1の地理的位置のユーザー選択を受け取ること; および
複数の運動活動の目標を含みかつ該第1の地理的位置に必要な運動活動の量を表す、該第1
の地理的位置に対応する進捗マップを、該選択の受け取りに応答して表示すること
を該装置に行わせるコンピュータ可読命令を記憶する、メモリ；
［２］前記運動活動の目標の各々が前記第1の地理的位置内の物理的ランドマークで表さ
れる、[1]の装置；
［３］運動活動の目標を完了する上でのユーザーの進捗が、対応するランドマークの外観
により視覚的に表される、[2]の装置；
［４］前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量の完了より前には、第2の地理的位置が
ユーザー選択からロックされる、[1]の装置；
［５］前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量が、複数の運動活動の目標の各々を完
了するために必要な運動活動の量、および複数の運動活動の目標間を進むために必要な運
動活動の量を含む、[1]の装置；
［６］前記第1の地理的位置について規定される運動活動の目標の数が、該第1の地理的位
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置の物理的サイズおよび該第1の地理的位置の人口の少なくとも一方に対応する、[1]の装
置；
［７］前記コンピュータ可読命令が、実行されると、前記進捗マップ内のインジケータを
表示することを前記装置にさらに行わせ、該インジケータが、別の個人の位置と、該第1
の地理的位置に必要な運動活動の量を完了する上でのその他の個人の進捗とを同定する、
[1]の装置；
［８］前記コンピュータ可読命令が、実行されると、
前記ユーザーが行う運動活動の量が前記進捗マップ内の第1の運動活動の目標に到達する
ために必要な運動活動の量以上であるかどうかを判定すること; および
該ユーザーが行う運動活動の該量が第1の運動活動の目標に到達するために必要な運動活
動の量以上であるという判定に応答して、該第1の運動活動の目標を開始するように該ユ
ーザーに促すこと
を前記装置にさらに行わせる、[1]の装置；
［９］コンピュータ可読命令が、実行されると、
第1の運動活動の目標を仮想物体で視覚的に表すこと; および
該第1の運動活動の目標を完了する上で前記ユーザーが行った運動活動の量に基づいて該
仮想物体の外観を修正すること
を前記装置にさらに行わせる、[1]の装置；
［１０］少なくとも1つの運動活動の目標を各々が含む複数の地理的位置を、インターフ
ェース内に演算装置により表示する段階;
　該複数の地理的位置からの第1の地理的位置のユーザー選択を該演算装置により受け取
る段階; および
　複数の運動活動の目標を含みかつ該第1の地理的位置に必要な運動活動の量を表す、該
第1の地理的位置に対応する進捗マップを、該選択の受け取りに応答して演算装置により
表示する段階
を含む、方法；
［１１］前記運動活動の目標の各々が前記第1の地理的位置内の物理的ランドマークで表
される、[10]の方法；
［１２］運動活動の目標を完了する上でのユーザーの進捗が、対応するランドマークの外
観により視覚的に表される、[11]の方法；
［１３］前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量の完了より前には、第2の地理的位置
がユーザー選択からロックされる、[10]の方法；
［１４］前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量が、前記複数の運動活動の目標の各
々を完了するために必要な運動活動の量、および該複数の運動活動の目標間を進むために
必要な運動活動の量を含む、[10]の方法；
［１５］前記第1の地理的位置について規定される運動活動の目標の数が、該第1の地理的
位置の物理的サイズおよび該第1の地理的位置の人口の少なくとも一方に対応する、[10]
の方法；
［１６］実行されると、
少なくとも1つの運動活動の目標を各々が含む複数の地理的位置を、インターフェース内
に表示すること;
該複数の地理的位置からの第1の地理的位置のユーザー選択を受け取ること; および
複数の運動活動の目標を含みかつ該第1の地理的位置に必要な運動活動の量を表す、該第1
の地理的位置に対応する進捗マップを、該選択の受け取りに応答して表示すること
を装置に行わせるコンピュータ可読命令を記憶する、1つまたは複数のコンピュータ可読
媒体；
［１７］前記コンピュータ可読命令が、実行されると、進捗マップ内のインジケータを表
示することを前記装置にさらに行わせ、該インジケータが、別の個人の位置と、前記第1
の地理的位置に必要な運動活動の量を完了する上でのその他の個人の進捗とを同定する、
[16]の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体；
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［１８］前記コンピュータ可読命令が、実行されると、
前記ユーザーが行う運動活動の量が前記進捗マップ内の第1の運動活動の目標に到達する
ために必要な運動活動の量以上であるかどうかを判定すること; および
該ユーザーが行う運動活動の量が第1の運動活動の目標に到達するために必要な運動活動
の量以上であるという判定に応答して、該第1の運動活動の目標を開始するように該ユー
ザーに促すこと
を前記装置にさらに行わせる、[16]の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体；
［１９］前記コンピュータ可読命令が、実行されると、
第1の運動活動の目標を仮想物体で視覚的に表すこと; および
該第1の運動活動の目標を完了する上で前記ユーザーが行った運動活動の量に基づいて該
仮想物体の外観を修正すること
を前記装置にさらに行わせる、[16]の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体；ならびに
［２０］前記第1の地理的位置に必要な運動活動の量が、前記複数の運動活動の目標の各
々を完了するために必要な運動活動の量、および該複数の運動活動の目標間を進むために
必要な運動活動の量を含む、[16]の1つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【００１８】
　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
。
【発明の効果】
【００１９】
　励ましを与え、かつ運動活動を行い続けることに対する個人の興味を維持しながら、運
動活動を追跡およびモニタリングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【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。
【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８Ａ】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８Ｂ】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８Ｃ】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８Ｄ】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８Ｅ】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８Ｆ】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９Ａ】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。
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【図９Ｂ】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１１Ａ】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１１Ｂ】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１１Ｃ】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１１Ｄ】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１１Ｅ】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１３Ａ】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１３Ｂ】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１３Ｃ】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１３Ｄ】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１３Ｅ】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１３Ｆ】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１４Ａ】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１４Ｂ】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１４Ｃ】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１４Ｄ】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１４Ｅ】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１４Ｆ】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】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウトデータを手動で
入力するために使用可能なデータ収集装置を図示する。
【図１６】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、データ収集装置上に表示され
るワークアウト概要を図示する。
【図１７】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ウィジェットまたはウェブサ
イトの一部として表示可能なワークアウト概要およびインタラクティブカレンダーを図示
する。
【図１８】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウトデータを運動活
動追跡およびモニタリングサイトと同期させるためのインターフェースを図示する。
【図１９】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーを運動活動追跡およ
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びモニタリングサイトにダイレクトするためのインターフェースを図示する。
【図２０Ａ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーのワークアウトデ
ータを表示する例示的ソフトログインインターフェースを図示する。
【図２０Ｂ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーのワークアウトデ
ータを表示する例示的ソフトログインインターフェースを図示する。
【図２０Ｃ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーのワークアウトデ
ータを表示する例示的ソフトログインインターフェースを図示する。
【図２０Ｄ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーのワークアウトデ
ータを表示する例示的ソフトログインインターフェースを図示する。
【図２１Ａ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、詳細なワークアウト情報を
表示する例示的ユーザーアカウントページを図示する。
【図２１Ｂ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、詳細なワークアウト情報を
表示する例示的ユーザーアカウントページを図示する。
【図２１Ｃ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、詳細なワークアウト情報を
表示する例示的ユーザーアカウントページを図示する。
【図２２】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、歩行データおよび走行データ
の1つまたは複数を同期させるための例示的ユーザーインターフェースを図示する。
【図２３】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、歩行データおよび走行データ
の1つまたは複数を同期させるための例示的ユーザーインターフェースを図示する。
【図２４】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、歩行データおよび走行データ
の1つまたは複数を同期させるための例示的ユーザーインターフェースを図示する。
【図２５】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、走行データを運動活動追跡お
よびモニタリングサイトと同期させる際の例示的ソフトログインを図示する。
【図２６】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが走行データを見る
ことと歩行データを見ることとの間で切り替えを行うことを可能にするインターフェース
を有するユーザーアカウントページを図示する。
【図２７】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが走行データを見る
ことと歩行データを見ることとの間で切り替えを行うことを可能にするインターフェース
を有するユーザーアカウントページを図示する。
【図２８】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが走行データを見る
ことと歩行データを見ることとの間で切り替えを行うことを可能にするインターフェース
を有するユーザーアカウントページを図示する。
【図２９】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウトデータを同期さ
せ、運動活動追跡およびモニタリングサイトを訪問してワークアウトデータを受け取るた
めの、ナビゲーショントポロジーを図示する。
【図３０】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、検出されたワークアウトデー
タの種類に基づいてユーザーをダイレクトするページまたはサイトを選択するための例示
的方法を図示する流れ図である。
【図３１】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、達成可能な複数の目標がユー
ザーに示されるソフトログインインターフェースを図示する。
【図３２】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが目標から目標へ進
みかつ様々な目標の情報を見ることが可能な、ユーザー専用のアカウントページのインタ
ーフェースを図示する。
【図３３】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが目標から目標へ進
みかつ様々な目標の情報を見ることが可能な、ユーザー専用のアカウントページのインタ
ーフェースを図示する。
【図３４】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが目標から目標へ進
みかつ様々な目標の情報を見ることが可能な、ユーザー専用のアカウントページのインタ
ーフェースを図示する。
【図３５】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが目標から目標へ進
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みかつ様々な目標の情報を見ることが可能な、ユーザー専用のアカウントページのインタ
ーフェースを図示する。
【図３６】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが目標から目標へ進
みかつ様々な目標の情報を見ることが可能な、ユーザー専用のアカウントページのインタ
ーフェースを図示する。
【図３７】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、目標および/またはワークアウ
トプランを作成するための例示的方法を図示する流れ図である。
【図３８】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーが目標をそこから選
択可能な例示的インターフェースを図示する。
【図３９】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、1つまたは複数のソーシャルネ
ットワーキングアウトレットを通じたワークアウト活動データをユーザーがそれを通じて
共有可能なインターフェースを図示する。
【図４０Ａ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウトデータを公開
可能な例示的ソーシャルネットワーキングアウトレットを図示する。
【図４０Ｂ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウトデータを公開
可能な例示的ソーシャルネットワーキングアウトレットを図示する。
【図４１Ａ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーに関する限定され
たワークアウトデータおよび情報を表示する、ユーザー用の例示的パブリックページを図
示する。
【図４１Ｂ】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ユーザーに関する限定され
たワークアウトデータおよび情報を表示する、ユーザー用の例示的パブリックページを図
示する。
【図４２】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを進みかつ完了するためのユーザーインターフェースを図示する。
【図４３】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを進みかつ完了するためのユーザーインターフェースを図示する。
【図４４】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを進みかつ完了するためのユーザーインターフェースを図示する。
【図４５】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを進みかつ完了するためのユーザーインターフェースを図示する。
【図４６】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを進みかつ完了するためのユーザーインターフェースを図示する。
【図４７】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを進みかつ完了するためのユーザーインターフェースを図示する。
【図４８】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、テーマに沿ったワークアウト
プランを作成するための例示的方法を図示する流れ図である。
【図４９】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、チャレンジを選択し、それに
関与しかつそれを完了するためのインターフェースを図示する。
【図５０】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、チャレンジを選択し、それに
関与しかつそれを完了するためのインターフェースを図示する。
【図５１】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、チャレンジを選択し、それに
関与しかつそれを完了するためのインターフェースを図示する。
【図５２】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、チャレンジを選択し、それに
関与しかつそれを完了するためのインターフェースを図示する。
【図５３】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図５４】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図５５】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
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【図５６】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図５７】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図５８】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図５９】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６０】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６１】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６２】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６３】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６４】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６５】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６６】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６７】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６８】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図６９】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図７０】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図７１】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図７２】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図７３】本明細書に記載の1つまたは複数の局面に係る、ワークアウト活動データを表
すために使用可能な様々な可視化の一例を図示する。
【図７４】本明細書に記載の各種局面を使用可能なネットワーク環境を図示する。
【図７５Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７５Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７５Ｃ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７６】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進捗
を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７７Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７７Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７７Ｃ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
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捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７８Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７８Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７８Ｃ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７９Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図７９Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８０Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８０Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８０Ｃ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８０Ｄ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８０Ｅ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８１Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８１Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ａ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ｂ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ｃ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ｄ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ｅ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ｆ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８２Ｇ】1つまたは複数の運動活動の目標を完了する上でのユーザーの運動活動の進
捗を追跡およびモニタリングするための例示的インターフェースを図示する。
【図８３】運動活動追跡およびモニタリング情報を表示するための方法を図示する流れ図
である。
【図８４】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【図８５】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【図８６】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【図８７Ａ】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示
的インターフェースを図示する。
【図８７Ｂ】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示
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的インターフェースを図示する。
【図８７Ｃ】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示
的インターフェースを図示する。
【図８８】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【図８９】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【図９０】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【図９１】ユーザーの運動活動情報を追跡およびモニタリングするためのさらなる例示的
インターフェースを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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。
【００２２】
　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。
【００２３】
　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。
【００２４】
　図74は、本明細書に記載の各種局面を使用可能なデータ収集およびモニタリングネット
ワーク環境を図示する。例えば、ネットワークは、例えば感知装置、データ集約装置、デ
ータと相互作用するためのインタラクティブ装置、他の装置、1つまたは複数のネットワ
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ークサイトなど、ならびに運動活動モニタリングおよび追跡サイトなどの集中型サイトお
よびシステムの間の論理区分を含み得る。感知装置としては、歩数計、加速度計、圧力セ
ンサなどを含む様々な種類のセンサを挙げることができる。感知装置は、衣類および靴な
どのアパレル、デジタル音楽プレイヤー、他の携帯電子機器などに含まれ得る。あるいは
、感知装置は独立型システムであり得る。センサからのデータを、ワークアウトデータを
見るおよび探索するためのインタラクティブ機能性を与えるアプリケーションに、感知装
置から直接、集約装置を通じて、またはサードパーティのレシーバ/トランシーバを通じ
て、伝送することができる。集約装置としては、携帯情報端末(PDA)、スポーツ特有の装
置、デジタル音楽プレイヤー、スマートフォンなどを挙げることができる。1つまたは複
数の配置では、集約装置は例えばアドホックネットワークを通じてデータを共有するよう
に構成することができる。
【００２５】
　ネットワークのインタラクティブ部は、アプリケーション、ブラウザ、ウィジェット、
マッシュアップ、デーモンおよび埋め込みアプリケーションなどの種々のソフトウェアを
含み得る。インタラクティブ部は、サポート、転送、放送、共有、視認、変換、認証、キ
ャッシュ、組織化、同定および構成などの機能性(例えばソフトウェアが与える)をさらに
含み得る。例えば、ネットワークのインタラクティブ部の機能性を使用してワークアウト
データを放送することができる。1つまたは複数の局面によれば、インタラクティブ部を1
つまたは複数のインタラクティブ装置に埋め込むことができる。そのような装置は、デス
クトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、携帯電話、メディアプレイヤー、フ
ィットネス器具などを含み得る。
【００２６】
　いくつかの機能性およびソフトウェアは、集中型運動活動データモニタリングおよびネ
ットワーキングシステムとのインターフェース接続を含み得る。システムは、コミュニテ
ィ、個人およびリソースを対象とする種々のサービスを与えることができる。例えば、リ
ソースとしてはダウンロード、ドキュメント、音楽、ウェブサービス、ブログ/フォーラ
ム、ヘルプ/サポートなどを挙げることができる。個人サービスとしてはパーソナルプロ
ファイル、購入履歴、ワークアウトプラン、トロフィー/レコード、友人、チーム、地理
データ地図/経路、装置プロファイル、成果履歴および/またはその組み合わせを挙げるこ
とができる。さらに、システムは、チャレンジ、チーム/クラブ、能力の共有、ソーシャ
ルネットワーキング、さらにはカレンダー、コミュニティ統計などを含む、コミュニティ
サービスまたは機能を含み得る。ネットワークの各部分間の通信は、USB、BLUETOOTH、Wi
Fi、イーサネット、TCP/IPおよびWebプロトコルを含む有線または無線通信メカニズムお
よびプロトコルを通じて行うことができる。
【００２７】
　以下は、どのようにして運動データを収集および通信することができるかの例を表す：
センサ->着用式集約器->二次携帯集約器->イベント/リテールキオスク/デスクトップ集約
器/コンジット->中央データベースサーバ->アプリケーションサーバ->クライアント/ブラ
ウザ/モバイルディスプレイ。
【００２８】
　また、すべての各種の感知、集約、データベース化および表示用の構成要素は、同一も
しくは異なる装置の任意の組み合わせであるか、または場合によっては完全に欠けている
可能性がある。好ましい一例は、iPhoneを使用する最も単純な構成の1つである:
センサ->通信装置<->運動トレーニングおよびモニタリングサーバ。この場合、通信装置
は、モニタリングサーバへのアップロード前にセンサデータを集約し、かつモニタリング
サーバからのユーザー経験を後に表示する。
【００２９】
　他の態様は以下のデータフローを含み得る：
センサ->集約装置->集約アプリケーション->活動データサーバ->集約装置
集約装置->集約アプリケーション->活動データサーバ->集約装置
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センサ->着用式集約器->携帯式マルチパーソン集約器->イベント側アップロードキオスク
->活動データサーバ->サードパーティアプリケーションサーバ(例えばFacebook)->クライ
アントブラウザ->活動ディスプレイ。
【００３０】
　1つまたは複数の局面によれば、図74に示すセンサ装置などの1つまたは複数のモニタリ
ング装置、および1つまたは複数の集約装置などの1つまたは複数のデータ入力装置(例え
ば活動の栄誉システム入力)から、運動情報を受け取ることができる。一例では、クライ
アントは、活動に基づくモニタリングシステム(サーバからサーバへのプロトコルを経由
する)に、集約装置を経由して、活動、チャレンジおよび目標をフィードする「燃料」と
して、活動情報を入力することができる。別の例は、活動モニタリングおよび追跡サイト
に対して直接の「活動を記録しよう(log your activity)」形態である。
【００３１】
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
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。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　なおさらに、演算ユニット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、演算ユニット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。ネットワークアダプタは、無線でも、有線でも、これらの組合せでも
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よい。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、無線トランシーバ、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。接続エージェントも同様に、無線でも、有線でも、これら
の組合せでもよい。
【００３５】
　演算装置を、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。接続およびインターフェースは、無線でも、有線でも、
これらの組合せでもよい。
【００３６】
　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
ば無線「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
周波伝送を用いて無線ネットワークを通じて通信を行う。「スマートフォン」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 Acrobat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
。
【００３７】
　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無線データ「ポート」を代わりにまたはさらに含み得る。
【００３８】
　本発明の各種の例に従って使用される演算装置が、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
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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。
【００３９】
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、彼または彼女が走行または歩行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203に受け取った情
報を与える。
【００４０】
　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
ザーが歩行または走行している間、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。
【００４１】
　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。
【００４２】
　1つまたは複数の局面によれば、運動パラメータ測定装置207は、存在/不在またはその
装置への距離を測定する無線ID(RFID)タグなどの完全または部分的に受動的な装置を含み
得る。例えば階段昇降エクササイズマシンでは、いつ足が上がって、エクササイズマシン
のある部分に取り付けられているRFIDタグに接近するかを検出するRFIDセンサを使用する
ことで、そのマシンで行われる歩数を計数するための非常に安価な方法を可能にすること
ができる。別の例は、自転車の車輪に非常に近接した有線または無線センサであって、車
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輪に取り付けられたRFID、磁石または他の受動的装置を検出するセンサである。無線の場
合では、電池で駆動する検出器が、回転を検出した後、特定の(または暗示された)期間に
わたって検出された回転数の多さを符号化するレシーバ/集約器に無線で信号を定期的に
送る。
【００４３】
　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。
【００４４】
　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。
【００４５】
　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
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。
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【００４６】
　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。
【００４７】
　運動パラメータ測定装置207とインターフェース装置205との間の無線通信を図2～4に示
す態様に関して説明しているが、有線接続を含む、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。
【００４８】
　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
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。
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【００４９】
　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、短
距離無線通信（例えば、WiBreeおよびBLUETOOTHなどの短距離RF伝送技術）、長距離無線
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2
05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。
【００５０】
　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は、短距離無線伝送プロトコル(例えば短距離RF伝送)、長距離伝送プロ
トコル、有線伝送方法および/またはその組み合わせを使用して通信するように構成する
ことができる。例えば、短距離無線方法は、BLUETOOTH無線通信プロトコルを含み得るも
のであり、したがってそれをBluetooth対応携帯電話、WiBree、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。一般にWiBreeは、低電力消費を伴
う短距離トランシーバ能力を与えるデジタルラジオ技術を意味する。1つまたは複数の配
置では、WiBreeはBluetoothなどの他のプロトコルを補うことができる。無論、インター
フェース装置205を省略しながら、さらに他の無線または有線通信技術を使用する可能性
がある。例えば、デジタル音楽プレイヤーもしくは携帯式通信装置(またはその組み合わ
せ)を、短距離無線または有線方法を通じてセンサまたは測定装置207と直接通信するよう
に構成することができる。
【００５１】
　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
置（例えばEKG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。
【００５２】
　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
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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。
【００５３】
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。
【００５４】
　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。
【００５５】
　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
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。
【００５６】
　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。
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【００５７】
　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。
【００５８】
　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。
【００５９】
　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。
【００６０】
　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
。
【００６１】
　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
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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。
【００６２】
　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。
【００６３】
　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。
【００６４】
　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。
【００６５】
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　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。
【００６６】
　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。
【００６７】
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。
【００６８】
　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
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。
【００６９】
　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。
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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。1つまたは複数の配置では
、ユーザーインターフェース801は、燃焼カロリーおよび歩数またはこれらの様々な表現
（例えばグラフまたはチャート）をさらに含んでもよい。
【００７０】
　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。
【００７１】
　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。
【００７２】
　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
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（例えば走行）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。
【００７３】
　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
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、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。
【００７４】
　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。
【００７５】
　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。
【００７６】
　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。
【００７７】
　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
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。
【００７８】
　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
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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。
【００７９】
　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。
【００８０】
　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。
【００８１】
　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
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。
【００８２】
　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
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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。
【００８３】
　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。
【００８４】
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。
【００８５】
　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。
【００８６】
　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
、「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回数を特定し、かつそれらを行わなければなら
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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。
【００８７】
　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回数を特定し、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。
【００８８】
　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
ばならない走行の回数を特定し、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。
【００８９】
　最後に、所望の回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
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
1143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
たは彼女が所望の回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回数を特定すること
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1141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
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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。
【００９０】
　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。
【００９１】
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。
【００９２】
　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
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
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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。
【００９３】
　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。
【００９４】
　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。
【００９５】
　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
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。
【００９６】
　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
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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。
【００９７】
　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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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
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
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きる。
【０１００】
　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。
【０１０１】
　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
。
【０１０２】
　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
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。
【０１０３】
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
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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。
【０１０４】
　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。
【０１０５】
　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。
【０１０６】
　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
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。
【０１０７】
　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
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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。
【０１０８】
　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走行（また
は歩行）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「Rauc
hholz」は他の参加ユーザーに対してランキング28636位にある。
【０１０９】
　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。
【０１１０】
　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
。
【０１１１】
　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。
【０１１２】
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歩みに関連する運動活動データデータの収集
　一部のユーザーでは、歩行、または階段昇降などの別の歩みに関連する活動が、走行な
どのエクササイズよりも好ましいことがある。例えば、既存の傷害または状態を有する運
動者は、傷害または状態を増悪させる可能性がより高いことがある走行または他の活動よ
りも歩行の方が彼らの状態にはより好適であると見なすことがある。したがって、歩みに
関連する活動をモニタリングおよび追跡するためのシステム、方法および装置をそのよう
なユーザーに提供することができる。さらに、目標の設定および追跡、チャレンジ、活動
データの表示などの上記の特徴、機能、装置およびシステムのいずれかを、歩行などの歩
みに関連する活動の収集およびモニタリングとの組み合わせで、かつ/またはそれを促進
するために、使用することができる。一般に、本明細書で使用する歩みに関連する活動ま
たは歩み活動は、閾値ペース(例えば規定の走行ペース)未満で行われる歩数の検出を包含
する活動を意味し得る。
【０１１３】
　1つまたは複数の配置では、パラメータ測定装置207(図2)に接続されたデジタル音楽プ
レイヤー203(図2)などの装置を使用して、歩み活動データを収集することができる。例え
ば、パラメータ測定装置207は、着用者が行う歩数を測定するために一般に使用される歩
数計を含み得る。図2に図示するように、電子インターフェース装置205を使用してパラメ
ータ測定装置207をデジタル音楽プレイヤー203に接続することができる。あるいはまたは
さらに、パラメータ測定装置207は、デジタル音楽プレイヤー203に直接接続可能であり得
るか、またはデジタル音楽プレイヤー203内に含まれ得る。さらに、かつ本明細書に記す
ように、パラメータ測定装置207を携帯式遠隔通信装置、携帯情報端末、運動成果モニタ
リング装置、運動活動器具などの他の装置に接続することができる。例えば、ステップマ
シンは、ユーザーが行う歩数を決定および記録するように構成されている歩数計数装置を
含み得る。別の例では、パラメータ測定装置207は、着用式および/または携帯式の独立型
装置として設けることができる。
【０１１４】
　1つまたは複数の局面によれば、ユーザーは、行った歩数、燃焼カロリー数、移動距離
、運動活動を行って費した時間の量などのデータを自己報告することができる。図15は、
運動活動データの自己報告に使用可能な携帯式データ収集および表示装置1500を図示する
。例えば、ディスプレイ1501はユーザーインターフェース1503を含み得るものであり、こ
れは様々な運動活動のリスト1505を時間のリスト1507と共に含む。ユーザーは、リスト15
05および1507をスクロールすることで、行う活動、および時間の長さをそこから選択する
ことができる。平均心拍数、距離、上り勾配/下り勾配などを含む他の運動成果パラメー
タも、運動成果活動の入力のために選択することができる。次に装置1500は、選択に基づ
いて燃焼カロリー数を推定し、その推定を部分1509に表示することができる。データの選
択および入力を最終決定した時点で、ユーザーは、データをデータベースに入力しかつ/
または運動追跡およびモニタリングネットワークサイトに伝送する完了オプション1511を
選択することができる。ユーザーが運動成果データを入力可能なディスプレイおよびソフ
トウェアを操作するために、他の装置を同様に使用することができる。例えば、パーソナ
ルコンピュータまたは携帯情報端末を通じて、ユーザーはデータ入力を行うことができる
。
【０１１５】
　さらに、所与の期間において運動成果データの概要を表示するように、装置1500を構成
することができる。例えば図16は、6月22日に行った運動活動がユーザー用にリスト1601
に要約されるユーザーインターフェース1600を図示する。リスト1601は、活動の種類、活
動を行って費やした時間、および燃焼カロリー数(実際または推定)を含み得る。さらに、
燃焼カロリーの1日の合計1603および燃焼カロリーの1週間の合計1605も表示することがで
きる。運動活動を行った日を同定するために、1週間の日に対応するマーカー1607を与え
ることができる。次にユーザーは、マーカー1607のうち異なるものを選択することで、様
々な日に対して切り替えを行うことができる。運動成果データの表示用に、特定の時間枠
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に基づいてマーカー1607の数を決定することができる。時間枠は、ユーザーが定義するこ
とができ、またはデフォルト(例えば1週間)に基づいて構成することができる。
【０１１６】
　図16のインターフェース1600に示されるものなどの運動成果概要をウィジェットまたは
ウェブサイトとして構成することもできる。図17はウェブサイト機能を図示するものであ
り、これはユーザーが日付のカレンダー1701を見ること、および特定の日付1703または週
を選択して対応する運動成果概要1705を見ることを可能にする。運動活動を行った日は、
運動活動を行わなかった日に比べて異なる外観を有し得る。これは、運動成果情報が利用
可能な日をユーザーがより容易に同定することを可能にする。1つまたは複数の構成では
、ウェブサイト機能を一連のウェブページ、アプレットまたはその組み合わせとして与え
ることができる。
【０１１７】
　運動活動データを記憶、モニタリングおよび追跡用にリモートネットワークサイトに伝
送することができる。一例では、デジタル音楽プレイヤーに記憶された運動活動データを
、その中に含まれるネットワークアクセス構成要素を通じて伝送することができる。しか
し、デジタル音楽プレイヤーまたは他の運動活動データ収集装置がネットワークアクセス
能力を含まない配置では、ネットワークアクセスを有さないパーソナルコンピュータまた
は携帯通信装置などの中間装置に装置を接続することができる。
【０１１８】
　図18および19はインターフェース1800を図示するものであり、これを通じて、歩みに関
連する活動の運動活動データを他の種類の活動データとは別に検出しかつリモートネット
ワークサイトに伝送することができる。運動成果データ収集装置またはモジュールとは別
の装置上にインターフェース1800を表示することができる。例えば、パーソナルコンピュ
ータに運動成果データ収集装置を接続した時点で、インターフェース1800をパーソナルコ
ンピュータ上に表示することができる。インターフェース1800は、歩みに関連する活動用
のタブ1801、および走行活動用のタブ1803を含み得る。選択されたタブまたは活動の重点
が現在存在するタブに応じて、インターフェース1800は、ユーザーがワークアウトデータ
をリモートネットワークサイトに送ることを望むかどうかを判定するようにユーザーに促
す1805ことができる。プロンプト1805はワークアウトデータの検出または新たなワークア
ウトデータに応答してのみ与えられる可能性がある。あるいは、検出されるデータの種類
に基づいてタブ1801および1803を自動的に選択することができる。複数種類のデータが検
出される場合、インターフェース1800は、各種類のデータを順に送るように、ユーザーに
別々に促すことができる。いくつかの配置では、インターフェース1800は、音楽またはビ
デオの購入およびダウンロード、音楽およびビデオの再生などを含むさらなる機能性を含
み得る。
【０１１９】
　図19に示すように、運動成果データのネットワークサイトへの伝送をユーザーが要求す
る場合、インターフェース1800は、ネットワークサイトを訪問するようにユーザーをさら
に促す1807ことができる。1つまたは複数の例では、ネットワークサイトは、行われる運
動活動の種類に特定のものであり得る。例えばプロンプト1807は、走行活動に関連するサ
イトよりむしろ歩み活動の追跡およびモニタリングに専用のサイトを訪問するようにユー
ザーに要求することができる。ユーザーがそのサイトを訪問することを現在望まない場合
、プロンプト1807は、そのサイトに後でどのようにしてアクセスするかに関する追加情報
を示すことができる。
【０１２０】
　図20Aは、運動成果追跡およびモニタリングサイト用のソフトログインインターフェー
スを図示する。ソフトログインインターフェース2000は、受け取った運動成果データに関
する情報2001、およびユーザー名2003を含む、ユーザーに関する限定された量のデータを
示すことができる。しかし、運動成果のグラフ、達成した目標、行った活動、アカウント
設定、ユーザー識別情報などのより詳細な情報には、ユーザーがログイン2005を経由して
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ログインするかまたは登録オプション2007を経由して登録するまではアクセス不能である
可能性がある。したがって、目標の設定2009および進捗の概観2011などのユーザー専用の
選択オプションは、ユーザーがまだログインしていない場合に、ログインインターフェー
スまたは登録インターフェースにユーザーを導くことができる。1つまたは複数の配置で
は、インターフェース2000を歩みに関連する活動に具体的に方向づけることができる。目
標を達成するための1人または複数の他の運動者とのチームでの試みにユーザーを関与さ
せるオプション2013を与えることができる。
【０１２１】
　図20B～Dはソフトログインインターフェースの代替態様を図示するものであり、ここで
ユーザーの同期されたワークアウトデータ(例えば行った歩数および/または燃焼カロリー
数)は、物体2020(図20B)、2023(図20C)および2025(図20D)などの目標物体に対して適用さ
れる。目標物体およびその外観を、ユーザーのワークアウト活動との組み合わせで、本明
細書でさらに説明する。
【０１２２】
　既存のユーザーログインまたは新たなユーザー登録のいずれかを経由してユーザーがサ
イトにログインすると、ネットワークサイトは図21Aのインターフェース2100などのより
詳細なインターフェースを与えることができる。インターフェース2100は、今日行った歩
数の指示2103に加えて、行った歩数を1時間ごとに追跡する歩みトラッカー2105を与える
ことができる。歩みトラッカー2105は、行った歩数を1分当たり、30分当たり、2時間当た
り、1日当たりなどの他の時間尺度で表示するように構成することができる。歩みトラッ
カー2105の運動性能バー2107の1つの上でホバリングすることで、運動活動のその特別な
セグメントに関する詳細をインターフェース2100に表示させることができる。例えば、バ
ー2107aでホバリングするかまたは他のやり方でそれと相互作用することで、詳細バブル2
109をインターフェース2100に表示させることができる。詳細バブル2109は、5,871歩を含
む午前5～6時の高レベル活動にバー2107aが対応することを示すことができる。行う活動
に関するさらなる詳細を、活動の種類2111から選択しかつ/またはカスタムタグ2113を付
加することで示すというオプションを、ユーザーにさらに与えることができる。カスタマ
イズした注意書きおよび情報をユーザーが入力することを可能にするように、カスタムタ
グ2113を与えることができる。
【０１２３】
　インターフェース2100は、行われかつトラッカー2105に記録された活動に基づいて1日
を通じたユーザーの平均心拍数を表示する再現機能2115をさらに与えることができる。心
拍数は、ユーザー個別の特徴および一般的概算を含む種々の情報に基づいて推定すること
ができる。例えば、体重、年齢、行った歩みの速度(例えば1時間当たりの歩数)などに基
づいて、個人の推定心拍数を算出することができる。1つの可視化は、1日を通じたユーザ
ーの推定心拍数に対する変化に基づいて満たされかつ空になるメーター2117を含む。
【０１２４】
　インターフェース2100の他の特徴は目標2119、傾向2121および友人2123を含み得る。目
標2119は、規定された目標との比較でユーザーの活動レベルを表示するために使用するこ
とができる。目標はブロック2125で表すことができ、一方、ユーザーの実際の活動レベル
はブロック2127で表すことができる。ブロック2127は、低度、中程度および高度の活動を
含む、行われる活動のレベルの内訳をさらに表示することができる。活動レベルは、行わ
れる活動の特定の種類、および/または特定の量の時間にわたって行われる歩数に基づい
て決定することができる。傾向特徴2121は、歩みトラッカー2105に示されるよりも長い期
間にわたってユーザーの運動成果をグラフ化するために使用することができる。他方、友
人特徴2123は、ユーザーがネットワークサイトに登録された彼または彼女の友人の運動成
果データ、ソーシャル活動、メッセージ、ステータスアップデートおよび他の情報に速や
かにリンクするかまたはそれを見ることが可能なように与えることができる。
【０１２５】
　図21Bは、ユーザーログインの時点で表示可能な代替的ユーザー詳細インターフェース
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を図示する。インターフェース2150は、ユーザーの進捗を視覚的に表しかつ示すために使
用可能な目標物体2153を含む。さらに、達成可能であるかまたは既に達成した様々な目標
を示す目標トラッカーバー2155を表示することができる。目標を達成した場合、目標を達
成した日付をトラッカーバー2155に表示することができる。さらに、ワークアウト平均概
要2157を、ユーザーの1週間の歩数/日の平均とコミュニティ(例えば友人、ユーザーがそ
のメンバーであるグループ、サイトの全メンバー)の1週間の歩数/日の平均との比較を用
いて表示する。インターフェース2150は、所与の期間(例えば1週間、1ヶ月、1年)でのユ
ーザーのベストな日2159のワークアウトの詳細をさらに表示することができる。活動概要
セクション2161は、今週行った歩数および行った全歩数をさらに表示することができる。
行った全歩数は、運動データ収集装置に記録された全歩数と一致し得る。
【０１２６】
　図21Cは、インターフェース2150のそれに類似した別のユーザー詳細インターフェース
を図示する。しかし、ワークアウト平均概要の代わりに、インターフェース2170は、1週
間全体の毎日について、行った歩数の内訳2173を表示することができる。ユーザーは、オ
プション2175を使用して歩数とカロリーとの間で内訳2173を切り替えることも可能であり
得る。1つまたは複数の配置では、ユーザーは平均概要2157(図21B)と内訳2173との間で切
り替えることもできる。
【０１２７】
　図22～24は、それを通じて運動活動データをネットワークサイトに伝送可能な代替イン
ターフェースを図示する。例えば図22は、異なる種類の運動活動を一緒に認識および伝送
可能なインターフェース2200を図示する。例えばプロンプト2201は、走行と歩行との両方
のワークアウトデータが認識されたことを示し、ユーザーがネットワークサイトにデータ
を送ることを望むかどうかを尋ねる。
【０１２８】
　あるいは、図23および24では、インターフェース2300は、検出されたデータの種類に基
づいて、データを送るべきサイトを選択的に決定することができる。例えば図23では、プ
ロンプト2301は、歩みに基づくワークアウトデータのみを認識および伝送することに基づ
き、歩行専用のネットワークサイトをユーザーが訪問したいかどうかを尋ねる。他方で図
24はプロンプト2303を図示するものであり、これはワークアウトデータが走行と歩行の両
方の運動活動データを含む場合にユーザーが一般ワークアウトサイトを訪問したいかどう
かをユーザーに尋ねる。
【０１２９】
　図25～28は、種々のワークアウトデータの種類をモニタリングおよび追跡するように構
成されているネットワークサイトの様々なページを図示する。図25はソフトログインペー
ジ2500を図示するものであり、これは走行に重点を置いているが、歩行および別の歩みに
基づく活動などの他の種類のワークアウトに支援を与える。ページ2500は、現在のまたは
計画中のワークアウトの視覚的概要2501、ならびにログインインターフェース2503、およ
びアカウントを作成する機会2505を与えることができる。本明細書に記すように、ユーザ
ー詳細およびより詳細な運動情報は、ユーザーがアカウントにログインするまで入手可能
にならない可能性がある。ユーザーがログインした時点で、さらなる運動活動情報および
ユーザー個別のデータをブラウジング用に表示することができる。
【０１３０】
　図26は、7月15日の走行の概要がセクション2601に視覚的に要約されるユーザーのアカ
ウントページを図示する。ユーザーの走行は、ペースを経時的にプロットする線グラフで
示される。セクション2601は、活動を行って費やした時間の量ならびに活動が生じた時間
および全走行距離の指示を与えることができる。ページ2600は、トラッカーバー2603に概
要および目標追跡情報をさらに含み得る。例えば、トラッカーバー2603は、直近の走行の
概要2605、残り燃焼カロリー数2607、レース、チャレンジもしくは他の競争での位置2609
、目標を達成するかもしくは競争を終了するなどのための残り日数2611、および/または
ワークアウト推奨事項2613を示すことができる。ワークアウト推奨事項2613は、ユーザー
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の過去の成果に応じて難易度のレベルを増加または減少させるようにその計画中のワーク
アウトを修正するというオプションをユーザーに与えることができる。さらに、インター
フェース2600において、ソーシャルネットワーク内の友人または敵手(例えば友好的競争
者)からのまたは彼らに関するメッセージを表示する友人および敵セクション2615が与え
られる。ソーシャルネットワークは、特別な運動活動、特別なチャレンジ、目標、地域、
運動レベルなどに関して構築することができる。
【０１３１】
　同じ日に行う複数の活動を互いに別々に追跡および記録することで、ユーザーの1日の
個別の内訳2617を示すことができる。一例では、ワークアウトがセッションワークアウト
であれ、毎日のワークアウトなどであれ、活動の種類に基づいてワークアウトを別々にす
ることができる。1つまたは複数の構成では、歩み活動データを走行データとは別にモニ
タリングおよび追跡することができる。例えば、ユーザーが歩いた距離またはペースは走
行距離およびレベルに考慮されない可能性があり、逆もまたそうである。代わりに、走行
活動および歩行活動の各々について別々の距離および/またはペーストラッカーを与える
ことができる。したがって、単一の日について複数のワークアウトを記録および表示する
ことができる(例えば7月15日は4つの異なるワークアウトを含む)。
【０１３２】
　図27および28は、同日すなわち7月15日に行った2つの異なる歩み活動の概要が表示され
るインターフェース2600を図示する。特に図27および28は、歩み活動データの2つの異な
る種類の可視化を示す。例えば図27は、行った歩数を時刻に対して図式化する棒グラフ27
01を図示する。他方で図28は、ユーザーのペースを時間に対して図式化する線グラフ2801
を図示する。ペースは歩数/分、歩数/時、燃焼カロリー/分、燃焼カロリー/時などに関し
て表すことができる。最速ペース2803および最遅ペース2805を線グラフ上で同定すること
ができる。平均ペースラインなどの他の地点および/またはベンチマークを同定すること
ができる。1つまたは複数の配置では、運動活動を可視化する方法を、本明細書にさらに
記載の1つまたは複数の可視化オプション(図示せず)を使用して変更することができる。
【０１３３】
　図29はナビゲーショントポロジーを図示するものであり、これにより運動活動データを
アプリケーション2900で収集し、ネットワークサイトに伝送することができる。次に、検
出および収集した運動活動データの種類に応じて2つのサイトの一方にユーザーをダイレ
クトするようにアプリケーション2900を構成することができる。例えば、歩みに基づく活
動データのみが検出される場合、アプリケーション2900は歩み専用のネットワークページ
(例えば図21のページ2100)にユーザーをリダイレクトすることができる。あるいは、歩み
に基づくワークアウトデータと走行ワークアウトデータとの両方が検出される場合、また
は走行ワークアウトデータのみが検出される場合、走行活動ネットワークページ(例えば
図26のページ2600)にユーザーをリダイレクトすることができる。1つまたは複数の例では
、ユーザーがリダイレクトされるネットワークページは、言語選択ページ2903およびソフ
トログインページ2905を含む一連のページを含み得る。
【０１３４】
　歩みに基づくネットワークサイトでは、ユーザーの歩行または別の歩みに関連する活動
を追跡およびモニタリングするために、ユーザー専用の詳細ワークアウトページ2907にユ
ーザーをリダイレクトすることができる。走行に基づくネットワークサイトにユーザーが
リダイレクトされる例では、走行ワークアウトと歩行ワークアウトまたは歩みに基づくワ
ークアウトとの両方の概要を表示可能な、ユーザー専用の概観ページ2909にユーザーをリ
ダイレクトすることができる。走行ワークアウトを選択した時点で、ユーザーの走行活動
を追跡するために、ユーザー専用の走行ワークアウトページ2911にユーザーをリダイレク
トすることができる。あるいは、ユーザーが歩行活動を見ることを選択する場合、言語選
択ページ2903aに、続いてユーザー専用の詳細ワークアウトページ2907にユーザーをリダ
イレクトし、ソフトログインページ2905aをバイパスする(ユーザーは既にソフトログイン
ページ2905bにログインしているため)ことができる。ナビゲーションに対するユーザーま
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たはクライアントの好みに基づいて、トポロジーの様々な再構成を行うことができる。例
えば、ユーザーが概観ページ2909から歩行ワークアウトまたは歩みに関連するワークアウ
トを見ることを選択する場合、言語選択ページ2903bから選択される言語に基づいて詳細
ワークアウトページ2907にユーザーをダイレクトし、それにより選択ページ2903aをバイ
パスすることができる。
【０１３５】
　あるいはまたはさらに、ユーザーは走行専用のワークアウトページ2911に、ページ2911
に対応するネットワークサイトアドレスに手動でナビゲートすることで直接アクセスする
ことができる。ユーザーは、サイトに入る前に言語選択ページ2913から言語を選ぶように
要求されることがある。1つまたは複数の配置では、ユーザー専用の走行ワークアウトペ
ージ2911にアクセスすることが可能になる前にログインページ(図示せず)にユーザーをダ
イレクトすることができる。さらに別の配置では、アプリケーション2901は、走行に基づ
くワークアウトデータのみを検出した時点で言語選択ページ2913にユーザーを自動的にリ
ダイレクトすることができる。
【０１３６】
　図30は、ユーザーがワークアウト情報収集装置からのワークアウトデータを運動活動モ
ニタリングおよび追跡システムと同期可能な方法を図示する。ステップ3000において、シ
ステムは、データ収集モジュールに記憶された運動活動データを検出することができる。
システムはソフトウェア、ハードウェアおよび/またはその組み合わせを含み得るもので
あり、これらは有線手段または無線手段(例えばWiBree、BLUETOOTH、イーサネット、IPな
どの短距離または長距離プロトコル)のいずれかを通じて接続可能なデータ収集モジュー
ルを設けるように構成されている。一例では、システムは、以前の同期の後に新たなデー
タを収集した場合にのみ運動活動データを検出することができる。システムは、収集モジ
ュールに記憶されたデータをシステムにより記憶されたデータと比較することで、新たな
データが存在するかどうかを判定することができる。あるいは、システムは、データが以
前に同期されたかどうかにかかわらず、任意の運動活動データが存在するかどうかを検出
することができる。
【０１３７】
　収集モジュールに記憶された運動活動データを検出した時点で、システムはステップ30
05において、記憶された運動活動データの種類を決定することができる。データとの関連
で記憶されるデータ識別子を検査することで、そのような決定を行うことができる。例え
ば、ワークアウトデータのデータ入力は、行われた活動の種類、またはデータが収集され
た単位を特定するタグを含み得る。したがって、1つまたは複数の例では、歩行活動また
は歩み活動を単位歩数で同定することができ、一方で、走行活動をマイル毎時、マイルま
たは他の距離単位などの単位で同定することができる。ステップ3010において、システム
は、運動活動データが歩行ワークアウトデータを含むかどうかを判定することができる。
そうでなければ、システムは、データが走行データのみを含むと決定することができ、ス
テップ3020において走行活動と歩行活動との両方をモニタリングおよび追跡するように構
成されているリモートネットワークサイトの第1のモニタリングおよび追跡ページにユー
ザーをダイレクトすることができる。あるいは、データが走行データのみを含むという決
定に応答してステップ3030において走行活動のみをモニタリングおよび追跡するように構
成されている別のモニタリングおよび追跡ページにユーザーをダイレクトすることができ
る。
【０１３８】
　検出された活動データが歩行データを含む場合、システムは続いてステップ3015におい
て、データが走行データも含むかどうかを判定することができる。そうであれば、ステッ
プ3020に記載のように、走行ワークアウトと歩行ワークアウトとの両方をモニタリングお
よび追跡するように構成されているモニタリングおよび追跡ページにユーザーをダイレク
トすることができる。しかし、データが歩行データのみを含む場合、ステップ3025に示す
ように、1つまたは複数の配置では歩行ワークアウトに特定かつ専用であり得る別のモニ
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タリングおよび追跡ページにユーザーをダイレクトすることができる。
【０１３９】
　上記の場合のいずれかでは、ステップ3035において、収集モジュールから検出された運
動活動データを、ユーザーがダイレクトされるモニタリングおよび追跡ページに関連する
リモートネットワークサイトにさらに伝送することができる。一局面によれば、同一のリ
モートネットワークサイトが異なるモニタリングおよび追跡ページを与えることができる
。別の配置では、異なるサイトが異なるページを与えることができる。
【０１４０】
データモニタリングおよび追跡
　図31は例示的ソフトログインページ3100を図示するものであり、これは対応する運動活
動追跡およびモニタリングサイトへのユーザーログインの前に、限定的なワークアウトの
およびユーザー専用のデータを示すことができる。ソフトログインページ3100は、受け取
ったかまたは収集したワークアウトデータの概要3103を含み得るものであり、概要は燃焼
カロリー数、ワークアウトに費やした時間の量、および完了した目標の割合を含む。建物
、食料品、道路、エネルギーメーターなどの物体で目標を表すことができる。例えば、ユ
ーザーが特定の目標に到達すると、エネルギーメーターが満たされ得る。別の例では、建
物を使用して、燃焼すべきカロリー数または歩くべき歩数を視覚的に表すことができ、一
方、食料品を使用して、燃焼すべきカロリー数またはそのカロリーを燃焼するために歩か
なければならない対応する歩数を可視化することができる。例えば、ソフトログインペー
ジ3100は、ピサの斜塔の建物3105を使用して達成すべき目標を表す。特に、燃焼すべきカ
ロリー数または行うべき歩数は、建物3105の頂上まで歩いて燃焼するカロリー数または建
物3105の頂上まで歩くために必要な歩数とそれぞれほぼ等しいことがある。ユーザーの進
捗に応じて、建物3105に陰を付け、着色し、または他のやり方で外観を修正することがで
きる。したがって、ユーザーが目標の33%しか完了していない場合、建物3105の頂上への
道の33%に陰を付けることができる。あるいは、ユーザーが目標全体を完了した場合(図示
するように)、建物3105全体に陰を付けることができる。
【０１４１】
　ソフトログインページ3105は、特定の順序で完了可能な一連の目標を表示する目標トラ
ッカーバー3107も含み得る。例えば、建物3105に対応する目標3109をユーザーが完了した
時点で、ユーザーは次の目標3111に進むことができる。いくつかの配置では、ユーザーが
直前の目標や、ある数の目標を完了し、かつ/またはある量の仮想通貨/クレジットを得た
時点では、ユーザーは目標3113～3121を見ることおよび/または選択することしかできな
い可能性がある。図示するように、ユーザーは目標3111を完了していないため、目標3113
はロックされている(ロックアイコンで表す)かまたは隠されている(例えば目標の汎用画
像もしくはグレーアウト画像)。チェックマークが示すように、ユーザーが現在の目標310
9を完了したため、目標3111は視認可能および選択可能である。他の完了インジケータも
使用することができる。
【０１４２】
　図32は、ユーザーが運動活動モニタリングおよび追跡ネットワークサイトにログインし
た時点で出現し得る運動活動モニタリングインターフェース3200を図示する。インターフ
ェース3200は、図31のページ3100と同様のいくつかの要素を含み得る。例えば、インター
フェース3200は目標物体3201、目標概要情報3203および目標トラッカーバー3205を含み得
る。インターフェース3200は、ユーザーが現在の目標3209から次の目標、例えば目標3211
に進むことを可能にするオプション3207をさらに含み得る。以前の目標が完了するまで、
さらなる目標3213～3219は隠されているかまたはロックされていることがある。インター
フェース3200は、燃焼したカロリーおよび/または行った歩数の概要を直近の同期から与
える同期データセクション3221をさらに含み得る。同期は、運動活動データ収集装置とネ
ットワークサイトとの間での運動ワークアウトデータのアップロード、比較および調整を
含み得る。運動活動データ収集装置に記憶された全データおよび/または特定期間に記憶
されたデータについて同期を行うことができる。インターフェース3200は、同期されたデ
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ータに加えて、ユーザーの最も活動的な日の日付、およびその日の燃焼したカロリーおよ
び行った歩数などの運動活動データを表示する、最も活動的な日セクション3223を与える
。
【０１４３】
　目標物体3201などの目標物体は自動的にまたはユーザーが選択することができる。例え
ば、目標に関して何らかの結果を達成するために必要な燃焼カロリーまたは歩数の推定数
に基づいて目標物体3201を選択することができる。特定の例では、建物の頂上に到達する
ために1000歩が必要であるという判定に基づいて、ピサの斜塔などの建物を選択すること
ができる。別の例では、ドーナツなどの食料品を使用して目標を表すことができる。次に
ネットワークサイトは、ドーナツを食べることに対応するカロリー数、およびその数のカ
ロリーを燃焼するために必要な歩数を決定することができる。1つまたは複数の配置では
、ユーザー特性のデフォルトセット、または体重、身長、年齢などのユーザー個別の属性
に基づいて、燃焼カロリー数を概算することができる。より難しくない目標からより難し
い目標への進行を表すように、目標物体を目標トラッカーバーに位置づけることができる
。さらに、燃焼すべきカロリー数または行うべき歩数をユーザーが手動で選択する場合、
ネットワークサイトは、ユーザー指定の目標パラメータ(すなわちカロリー数または歩数)
に基づいて目標物体を自動的に決定および選択することができる。あるいは、ユーザーは
目標物体を選択することで目標を規定することができる。次にネットワークサイトは、選
択された目標物体に基づいて目標パラメータを決定することができる。
【０１４４】
　図33は、ユーザーが新たな目標3211の上でカーソルまたは他の制御要素(図示せず)をホ
バリングした時点のインターフェース3200を図示する。目標トラッカーバー3205内の新た
な目標3211の上でホバリングしたかまたは他のやり方でそれと相互作用した時点で、詳細
バブル3301を表示することができる。詳細バブル3301は、目標物体の名称および燃焼すべ
きカロリー数を含む目標3211に関する詳細を表示することができる。
【０１４５】
　図34は、ユーザーが次の目標オプション3207を選択した時点でのインターフェース3200
を図示する。インターフェース3200は、新たな目標物体3401、すなわちエンパイアステー
トビルディングを、燃焼すべき標的カロリー数および標的歩数と共に含む。新たな目標物
体3401は、目標の完了に向けての進捗を示すことができる。進捗は、以前の目標を超過し
て既に完了した歩みまたは燃焼カロリーに基づき得る。したがって、ネットワークサイト
は、以前の目標を完了するために必要な量を超えた燃焼したカロリーおよび行った歩数を
繰り越すことができる。例えば、目標3209を完了するために1500歩が必要でかつユーザー
が1955歩を行った場合、余剰の455歩を新たな目標物体3401に適用することができる。あ
るいは、過剰な歩数または燃焼カロリーを持ち越さないこともある。したがって、例えば
目標3209を達成する上で行った歩数または燃焼したカロリー数にかかわらず、トラッカー
バー3205内の新たな目標3211に対応する新たな目標物体3401に対して完了0%で出発するこ
とをユーザーは要求されることがある。
【０１４６】
　図35は、引き続く目標物体3501を表示するインターフェース3200を図示するものであり
、目標物体は、この図示例ではユーザーが目標3211を完了した時点で食料品となる。未完
了部3503について食料品3501の輪郭を表示しかつ完了部3505について食料品の画像または
テクスチャーを表示することで、目標の完了に向けてユーザーが達成した進捗の量を可視
化することができる。1つまたは複数の局面では、ユーザーを表すアイコン3507を目標物
体3501の中または上に表示することで現在の進捗レベルをマークすることができる。
【０１４７】
　目標について選択する物体の種類は、ユーザーが達成しようとする目標の種類に依存し
得る。例えば、ユーザーがある数のカロリーを燃焼することを望む場合、食品および飲料
がカロリーと一般的に関連していることから、ネットワークサイトまたはシステムは食品
または飲料の物体を選択することができる。あるいは、ユーザーが特定の数の歩みを行う
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かまたは実行することを望む場合、システムは、歩みを行うことに概念的に比較的合致す
る建物、位置、経路などを選択することができる。
【０１４８】
　図36はインターフェース3200を図示するものであり、ここでユーザーは目標3209～3215
を完了しており、目標3217を完了するプロセスにある。ユーザーは、トラッカーバー3205
内の目標3219などの引き続く目標を選択して、何が先にあるかを見ることができる。しか
し、ユーザーが直前の目標、すなわち目標3217を完了していない場合は、新たな目標物体
を明らかにしないかまたはそうでなければ隠したまま保つ汎用画像3603を、表示セクショ
ン3601は表示する可能性がある。メッセージ3605はユーザーに、選択された目標3219およ
び対応する目標物体3603をロック解除する前に彼または彼女が現在の目標3217を完了しな
ければならないことを示すことができる。
【０１４９】
　ユーザーが達成することを望む数の目標のすべてを目標トラッカーバー3205上に同時に
表示することができない場合、目標トラッカーバー3205は、1つまたは複数の方向に目標
トラッカーバー3205をスクロールするように構成されているスクロールボタン3607を含み
得る。1つまたは複数の構成によれば、スクロールボタン3607aおよび/または3607bに対応
する方向にさらなる非表示の目標が目標トラッカーバー3205上に存在しない場合、スクロ
ールボタン3607は第1の外観(例えば色、陰影、形状)を有し得る。他方で、さらなる非表
示の目標が目標トラッカーバー3205上に存在する場合、スクロールボタン3607aおよび/ま
たは3607bは第2の外観を有し得る。
【０１５０】
　図37は、ユーザーが目標を作成および/または規定しかつワークアウトプランを作成す
ることができる方法を図示する。ステップ3700において、運動活動追跡およびモニタリン
グシステムは、目標の種類のユーザー選択を受け取ることができる。選択可能な目標の種
類としては歩数、カロリー、ペースなどを挙げることができる。ユーザーは、ウェブペー
ジプロンプトから、またはアプリケーションに基づくインターフェースを通じて、目標の
種類を選択することができる。ステップ3705において、システムは、選択された目標の種
類に対応する所望の目標を特定する入力を促しかつ受け取ることができる。例えば、燃焼
すべきカロリーをユーザーが選択する場合、ユーザーは500カロリーを目標として入力す
ることができる。他方で、ユーザーが歩数を選択する場合、ユーザーは1500歩をユーザー
の目標として入力することができる。ステップ3710において、システムは、選択された種
類および目標に対応する利用可能な目標物体のリストを決定および表示することができる
。一般に、目標物体は、ユーザーの意図する目標を視覚的に表すように構成されている。
したがって、ユーザーがカロリーを燃焼することを望む場合、食料品または飲料の写真を
使用することができる。あるいは、ユーザーの目標がある歩数を歩くことである場合、建
物、公園などを目標物体として使用することができる。したがって、システムは、目標の
種類および目標に関連する目標物体を同定することができる。例えば、ユーザーの目標が
500カロリーを燃焼することである場合、システムは、2個のドーナツ、小さいミルクシェ
ーキなどの500カロリーにほぼ等しい目標物体を選択することができる。他方で、ユーザ
ーの目標がある歩数を歩くことである場合、システムは、ほぼその歩数を横断する(例え
ば最上階に到達する、経路を歩き終える)ことを必要とする、建物などの物体を同定する
ことができる。
【０１５１】
　ステップ3715において、システムは、目標物体の表示リストからの目標物体のユーザー
選択を受け取ることができる。任意的には、目標物体のユーザー選択を受け取った後に、
システムは、ステップ3720において遠隔位置から目標物体をアップロードしてもよい。例
えば、システムにまだ記憶されていない画像を使用することをユーザーが望む場合、ユー
ザーは、彼または彼女のコンピュータから画像をアップロードするか、または特別なウェ
ブページまたはネットワークサイトをシステムに参照させることができる。次にシステム
はステップ3725において、目標物体と関連して入力されたパラメータを特定することで、
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目標を生成することができる。例えば、目標物体の画像を、目標またはユーザーのデータ
ベース中のユーザー指定の目標およびユーザーのアカウントと関連して記憶させることが
できる。ステップ3730において、単一の目標または一連の目標からなるワークアウトプラ
ンに目標を付加することができる。1つまたは複数の配置では、ワークアウトプラン中の
目標を配置しかつ完了のためにユーザーに提示する順序を特定することを、ユーザーにさ
らに可能にすることができる。ステップ3735において、システムは、ユーザーがさらなる
目標を入力することを望むかどうかを判定することができる。そうであれば、プロセスは
ステップ3700に戻り得る。そうでなければ、プロセスは終了し得る。
【０１５２】
　図38は例示的ユーザーインターフェースを図示するものであり、これを通じてユーザー
は、ワークアウトプランをそれについて作成可能な目標を選択することができる。インタ
ーフェース3800は、所与の月についてユーザーがワークアウトした日を表示するカレンダ
ー3801を含み得る。頻度または強度に基づく目標(例えばより多くのカロリー/燃料を燃焼
すること)をユーザーが選択することを可能にするために、2つのセットのオプション3803
および3805が与えられる。選択された目標に基づいて、図37に関して先に記載のようにワ
ークアウトプランを生成することができる。
【０１５３】
データの公開および共有
　図39は、ユーザーアカウントページ3900を通じて表示可能な活動共有オプションメニュ
ー3901を図示する。活動共有オプションメニュー3901は、ユーザーがページ3900から共有
オプション3903を選択した時点でポップアップウィンドウとして表示することができる。
メニュー3901は、異なる公開アウトレット用の複数のオプション3905を含み得る。例えば
、オプション3905aは、FACEBOOKなどのソーシャルネットワーキングサイト上で運動活動
データおよび進捗をユーザーが公開することを可能にすることができ、一方、オプション
3905bは、TWITTERなどのステータスブロードキャストシステムを通じて情報を公開するた
めに使用することができる。トリガリングイベント(例えば目標の完了、50%地点への到達
)を検出した時点で、定期的または非定期的スケジュールに基づいてソーシャルネットワ
ーキングサイトまたはステータスブロードキャストシステムに活動データを伝送すること
ができる。オプション3905aまたは3905bの一方を選択した時点で、ソーシャルネットワー
クサイトまたはステータスブロードキャストシステム上でユーザーのアカウントにアクセ
スするためのユーザー識別情報を入力するログインページをユーザーに提示することがで
きる。
【０１５４】
　図40Aおよび40Bは、ユーザー用のソーシャルネットワーキングサイトページの各種態様
を図示する。例えば図40Aは、ユーザーの運動活動データがユーザーのパブリックに視認
可能なフォーラム4001上のエントリ4003として公開可能であることを図示する。エントリ
4003は、特定の目標に向けて行われる進捗の量を示すことができる。例えばエントリ4003
は、ユーザーがピサの斜塔という目標を完了したことを示す。目標物体の画像4005も表示
される。エントリ4003は、運動活動追跡およびモニタリングサイトおよび特にその上にあ
るユーザーのパブリックにアクセス可能なページへのリンク4007をさらに含む。例えば、
リンク4007を選択した時点で、友人または他の訪問者を図41Aのページ4100または図41Bの
ページ4105にダイレクトすることができる。ユーザーは、パブリックページ4100(図41A)
および4105(図41B)上に表示される情報の種類および量を制御することができる。例えば
ページ4100は、例えばネットワークサイトにアカウントを登録することで訪問者または視
認者が彼ら自身の運動活動の追跡およびモニタリングを開始することを推奨するリンク41
01をさらに含み得る。
【０１５５】
　図40Bは、ワークアウトエントリ4053も含む別のソーシャルネットワーキングページ405
0を図示する。エントリはワークアウト物体4055を含み得るものであり、これは部分的に
満たされていることで対応する目標への進捗レベルを示す。エントリ4053は、ユーザーの



(47) JP 5674566 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

目標またはワークアウト活動のパブリックプロファイルにアクセスするためのリンク4057
をさらに含み得る。
【０１５６】
テーマ的ワークアウトプランおよび目標
　図42は、特別なテーマに対応する目標または一連の目標を示す運動追跡およびモニタリ
ングインターフェース4200を図示する。図示例では、テーマは現実世界の地理的位置に対
応しており、ここでユーザーは、ワークアウトプランまたはルーチンを完了するために複
数の都市または位置4203の各々における目標を仮想的に完了するように勧誘される。ユー
ザーは、初期ワークアウトに基づいて出発位置を選択することができる。例えば、ユーザ
ーが彼または彼女の初期ワークアウトにおいて11,260歩を完了した場合、サイトはその実
績を、1.5個のニューヨーク市のホットドッグ4201a、2個のエッフェル塔4201b、2個のイ
タリアンピザパイ4201c、3.5個のチキンサテ4201c(ドバイ市に対応する)および19個の東
京タワー4201dなどの、位置別の達成4201に変換することができる。達成4201の各々の下
にまたはそれに関連して、インターフェース4200は対応する地理的位置4203を同定する。
位置をテーマとするワークアウトプランの位置4203をユーザーが可視化できるように、マ
ップ4205がさらに与えられる。次にユーザーはマップ4205から達成4201または位置4203を
選択することで、ユーザーがテーマ的ワークアウトプランを開始することを望む位置を特
定することができる。ユーザーは、ユーザーのフィットネスレベルに基づく選択のために
、ワークアウトプランにおけるすべての地理的に規定された位置のサブセットしか与えら
れない可能性がある。したがって、ユーザーは、ユーザーの以前のワークアウトに基づい
て決定されるユーザーのフィットネスレベルに基づいて初心者レベルの位置を選択するこ
としかできない可能性がある。したがってユーザーは、位置4203の各々に関連するワーク
アウトを完了することで、位置4203を通じた仮想行程を行うことができる。他のテーマを
使用して、食品カテゴリー、自動車、映画の種類、スポーツヒーローとの競争などを含む
ワークアウトプランを作成することもできる。例えばユーザーは、野菜、肉、乳製品、果
物などを含む食品のカテゴリー間を進むワークアウトプランに参加することができる。各
カテゴリーは、カロリー数、走るべき距離、歩くべき歩数などに対応する1つまたは複数
の食品目標物体を含み得る。カロリー数、走行距離または歩くべき歩数は、その特別な食
料品を食べることを代償する(例えば燃焼する)ために必要な推定量に対応し得る。
【０１５７】
　図43は、ユーザーがニューヨーク市を出発位置として選択した時点で表示可能な、位置
をテーマとするワークアウトインターフェース4300を図示する。第1の目的4303は、ニュ
ーヨーク市のホットドッグに対応する数の歩みを行いかつ/またはそのような数のカロリ
ーを燃焼することであり得る。目標物体4301を表示することで、ユーザーが彼または彼女
の実績を可視化することを支援することができる。特定の位置の目標物体は、ランドマー
ク、または位置別の物品に対応し得る。例えば、自由の女神、エンパイアステートビルデ
ィング、近代美術館(MoMA)および/またはホットドッグはいずれも、ニューヨーク市を象
徴するかまたは特に代表するものと考えることができる。目的4303の完了時点で、次の目
的4305がエンパイアステートビルディングであることを示すメッセージ4318を表示するこ
とができる。所要数の他の目的を完了し、ある量の運動活動を行い、かつ/または直前の
目的を完了するまでは、目的4305～4317はロックされかつ/または隠されていることがあ
る。1つまたは複数の配置では、ワークアウト目的4305～4317の数または強度は位置のサ
イズ(例えば人口、面積)に対応し得る。例えば、オーストラリア・メルボルンよりも大き
い数または強度のワークアウト目的がニューヨーク市に含まれ得るが、これは人口がニュ
ーヨーク市の方が多いためである。位置のサイズは、人口、土地面積、豊かさ、観光人気
などに基づいて決定することができる。
【０１５８】
　位置情報ボックス4319を使用して、選択された位置、すなわちニューヨーク市における
目的に現在取り組んでいるユーザーの数を示すことができる。都市情報ボックス4319は、
上位X番の運動者4321、ならびに燃焼カロリー数および/または各自が行った歩数をさらに
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表示することができる。インターフェース4300の活動フィード4323は、ユーザーならびに
他の運動者および彼らの進捗、行動および実績に関する情報を含む。例えば、活動エント
リ4325は、ユーザーがニューヨーク市チャレンジを選択したことを明示し、一方、エント
リ4327は、運動者Larissa09がリンカーントンネルチャレンジを完了したことを示す。ユ
ーザーの嗜好、デフォルト設定、システムまたはサイトの要件などに応じて、様々な他の
メッセージを活動フィード4323において与えることができる。1つまたは複数の構成によ
れば、フィード4323は、ユーザーが結びついているグループ、組織または個人の情報(例
えば分離度1、2、3または5以内の確認された友人、ある組織の確認されたメンバー)のみ
を表示する可能性がある。
【０１５９】
　様々な達成に基づいて、運動活動追跡およびモニタリングサイトによりバッジが授与さ
れることがある。例えば、位置をテーマとするワークアウトプランでは、ユーザーが完了
する各位置についてユーザーはバッジを授与されることがある。バッジ4329を輪郭または
破線の形態で表示することで、そのバッジが入手可能であるが未だ獲得されていないこと
を示すことができる。1つまたは複数の配置では、現在位置において獲得可能なバッジお
よび/または既に獲得されたバッジのみをバッジセクション4331に表示することができる
。他の種類の実績についても同様にバッジを規定することができる。例えば、連続した3
日で3つの目標を完了した、1日で2つの目標を完了した、特別な目標を最初に完了したな
どのユーザーにバッジを授与することができる。バッジが授与された時点で、代替の外観
でバッジを表示することができる。例えば、実線形態、色付き、書面付き、テクスチャー
付きなどでバッジを表示することができる。
【０１６０】
　図44は、目的4305を完了する上でのユーザーの進捗を図示する。本明細書に記すように
、目的4305に対応する目標物体4400の未完了部4401を第1の外観フォーマットで表示する
ことができ、一方、完了部4403を第2の外観フォーマットに従って表示することができる
。これにより、完了した量と残りの目的4305の量とをユーザーが区別しかつ可視化するこ
とが可能になる。
【０１６１】
　図45は、ユーザーが特別な位置でのすべての目的4303～4317を完了した時点でのインタ
ーフェース4300を図示する。バッジ4329は実線形態で表示され、「NY」という文字は、ワ
ークアウトプランのニューヨーク市部分のすべてのワークアウトの完了を示す。目標トラ
ッカーバー4501は、目的4303～4317の各々が完了した日付をさらに含み得る。完了した様
々な目標物体4503も表示することができる。オプション4509を使用することで、ユーザー
が新たな都市を選択して仮想ワークアウト行程を続けることがさらに可能になり得る。イ
ンターフェース4300は、選択された位置でのすべてのワークアウトをユーザーが完了した
ことを示す活動フィード4323内での新たなフィードメッセージ4507をさらに含む。
【０１６２】
　図46は、ユーザーが選択可能な引き続く位置4601(例えばイタリア・ナポリおよびブラ
ジル・リオデジャネイロ)を表示する位置選択マップ4600を図示する。ネットワークサイ
トは、現在位置4603からの地理的距離、位置4601および4603の各々におけるワークアウト
の数、他のユーザーの位置などを含む種々の要因に基づいて、ユーザーが選択可能な位置
4601を制限または限定することができる。例えばネットワークサイトは、ワークアウト目
的の数または強度がユーザーの現在位置4603において完了したばかりのワークアウト目的
のそれよりも大きい位置からユーザーが選択することのみを可能にすることができる。別
の例では、ネットワークサイトは、混雑しすぎていることがある位置(すなわち、目的に
現在取り組んでいるユーザーが多すぎる位置)をユーザーが選択することを制限すること
ができる。さらに別の例では、ネットワークサイトは、地理的に最も近い次の2つの位置
からユーザーが選択することのみを可能にする可能性がある。他の例では、ネットワーク
サイトは、複数位置をある順番で進むことをユーザーに要求することがある。したがって
、ユーザーは複数位置から所定の順番で選択することを要求されることがある。1つの配
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置では、徐々に増加する難易度レベルに基づいて順番を規定することができる。位置のオ
プションをユーザーに与える上で、要因の組み合わせを使用することもできる。さらにユ
ーザーは、マップ4600上に示される位置の上でホバリングするかまたは他のやり方でそれ
と相互作用することで、その位置に関連する人口(サイトの人口または実際の人口)および
他の詳細を見ることができる。
【０１６３】
　図47はインターフェース4700を図示するものであり、これは複数の位置でのワークアウ
トからなる位置をテーマとするワークアウトプラン全体をユーザーが完了した時点で表示
することができる。バッジ4701は、ユーザーがワークアウトを完了した位置の各々に対応
し得る。ユーザーが位置をテーマとする彼ら自身のワークアウトプランを作成することを
可能にするオプション4703をインターフェース4700において与えることができる。例えば
ユーザーは、1つまたは複数の位置を選択しかつそれらの位置での1つまたは複数のワーク
アウトを規定することで、他人が使用可能なワークアウトプランを策定することができる
。
【０１６４】
　図48は、テーマに沿ったワークアウトプランを作成するための例示的方法を図示する。
ステップ4800において、ワークアウト作成システムはテーマのユーザー選択を受け取るこ
とができる。テーマの選択は、目標の種類、テーマ色、ワークアウトプランの名称、作者
情報、およびテーマの名称の選択を含み得る。ステップ4805において、システムは、テー
マに沿ったワークアウトプランでの第1の目標に関する仕様を受け取ることができる。図3
7に関して上記で論じたように目標を記述することができる。ステップ4810において、シ
ステムは、画像物体をユーザーもしくは別のシステムから受け取るかまたは予め記憶され
た画像物体の選択を受け取ることができる。例えば、ユーザーがカスタム画像物体を使用
することを望む場合、ユーザーは画像物体のアドレス(例えばユーザーのコンピュータ上
または別のウェブサイト/コンピュータシステム上の)を特定することができる。あるいは
、ユーザーは、システム内で既に記憶されかつ利用可能である画像物体を選択することが
できる。ステップ4815において、システムは目標を作成することができる。ステップ4825
に図示するように、ユーザーは、システムが行った決定4820に基づいてさらなる目標を引
き続き付加することができ、あるいは、ユーザーが目標の付加を終了した場合、目標カテ
ゴリーを望むかどうかを判定することができる。
【０１６５】
　目標カテゴリーを使用して、目標にさらなる階層レベルを付加することができる。本明
細書に記載のように、位置をテーマとするワークアウトプランは、各都市について規定さ
れる1つまたは複数の目標を有する様々な都市に対応する目標カテゴリーを含み得る。ス
テップ4830において、目標カテゴリーを望む場合、システムは目標カテゴリーの仕様を受
け取ることができる。目標カテゴリーの仕様は、カテゴリーの名称、ユーザーがそのカテ
ゴリーを選択した際に与えられるべき画像、テキストまたは音、そのカテゴリーについて
獲得可能なバッジ、難易度レベルなどを含み得る。ステップ4835において、システムは仕
様に基づいてカテゴリーを作成することができる。ステップ4840において、システムは1
つまたは複数の規定された目標を目標カテゴリーと関連づけることができる。この関連づ
けは自動的に、手動でまたはその組み合わせで行うことができる。例えば、どの目標をカ
テゴリーとの関連で記憶させるべきかを、ユーザーは手動で特定することができる。ある
いは、システムは、ユーザーパラメータに基づいて目標を自動的に付加することができる
。例えばユーザーは、名称または記述において「ドーナツ」という語を有するすべての目
標を、作成されたカテゴリーと関連づけるように、システムに命令することができる。
【０１６６】
　ステップ4845において、システムは、ユーザーがさらなるカテゴリーを付加することを
望むかどうかを判定することができる。ユーザーがさらなるカテゴリーを付加したい場合
、プロセスはステップ4830に戻ることができる。そうでなければ、プロセスはステップ48
50において、目標および目標カテゴリーの順序または進行の規定に進むことができる。順
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序または進行は、目標がアクセス可能でかつ達成可能な順番を規定することができる。順
序または進行は手動でまたは自動的に規定することができる。例えばシステムは、目標の
規模または目標カテゴリー内のすべての目標の規模(例えば燃焼したカロリーまたは歩い
た歩数に基づいて増加する)に基づいて、目標を自動的に順序づけることができる。ある
いは、ユーザーは、目標をユーザーが完了すべき順序および/または目標カテゴリーを完
了可能な順序を手動で規定することを望むことがある。テーマに沿ったワークアウトプラ
ンについて進行を規定した時点で、ステップ4855においてシステムによりプランを記憶す
ることができる。
【０１６７】
　図75A～Cは、建物7501などの可視化物体と燃料トラッカー7503との両方を使用してユー
ザーの進捗が追跡される一連のユーザーインターフェースを図示する。図示例では、1燃
料は1カロリーに等しいことがある。したがって、ユーザーが歩行または走行などの運動
活動を完了すると、建物7501は色または他の視覚的詳細で(単なる輪郭または透明外郭の
代わりに)満たされ始めることがある。さらに、燃料トラッカー7503も、得た燃料の量を
反映して外観が変化し始めることがある。図75Bおよび75Cは、建物7501および燃料トラッ
カー7503の充満を図示する。燃料トラッカー7503は得た燃料の量をさらに表示することが
でき、一方、インジケータ7505を建物7501との関連で表示することで、ユーザーが達成し
た現在のレベルまたは進捗(例えば建物の階)を同定することができる。
【０１６８】
　図76は別の例示的マップ7601を図示するものであり、これを通じてユーザーは、位置を
テーマとする複数の目標を見て、彼または彼女の進捗をその目標を通じて追跡することが
できる。1つまたは複数の配置では、いくつかの目標または位置は最初にロックされてい
ることがあり、所定の活動閾値に到達した時点でしか使用または選択用にロック解除され
ない可能性がある。例えばユーザーは、南アフリカにおける目標を選択することが可能に
なる前に2つの都市を完了することが必要なことがある。ある位置(例えば都市)を完了す
ることは、その位置でのすべての目標を完了すること、および/または特定の数の燃料ポ
イントを得ることを含み得る。ロック解除された都市、例えば都市7603a～cを、その都市
を表すアイコンと共に表示することができる。例えば図76では、アイコンは、その都市を
表すランドマークを含み得る。アイコンの1つの上でホバリングするかまたは他のやり方
でそれと相互作用することで、さらなる詳細、オプションおよび情報を表示させることが
できる。例えば、既に表示されたニューヨーク市アイコン(図示せず)の上でカーソルをユ
ーザーが動かすことに応答して、ニューヨーク市プロンプト7605を表示することができる
。ニューヨーク市プロンプト7605は、ニューヨーク市のランドマークの画像、位置の名称
、およびニューヨーク市の目標またはタスクを完了することを通じて得ることが可能な燃
料(例えば仮想通貨または共通の活動手段)の量を含み得る。プロンプト7605は、ニューヨ
ーク市の位置について規定される目標またはタスクにユーザーが取り組み始めることを可
能にする参加オプションをさらに含み得る。1つまたは複数の配置では、アイコン7607な
どのアイコンは、友人または他のユーザーの位置および/または進捗を同定することがで
きる。例えばアイコン7607は、友人が(仮想的に)ニューヨーク市に飛行して、その位置で
1つまたは複数の目標または目的を始めることを示すことができる。1つまたは複数の配置
では、アイコン7607は、友人の物理的位置を示すことができ、あるいは友人が仮想ニュー
ヨーク市の目標位置に参加していることを反映することができる。別の個人のアイコン(
例えばアイコン7607)の上でホバリングするかまたは他のやり方でそれと相互作用するこ
とで、その個人に関する進捗の詳細を示すことができる。例えば、進行の詳細は、完了位
置の数、完了目標の数、受け取る表彰、取得するバッジ、マイルストーン、および到達す
る達成などを含み得る。
【０１６９】
　1つまたは複数の配置では、ユーザーがワークアウトプラン内のある地点に到達した時
点で、友人はメッセージを投稿するかまたは励ましのメッセージもしくは報奨を与えるこ
とができる。例えば友人は、位置をテーマとするワークアウトプラン内の特別な目標位置
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における第1の目標をユーザーが完了した時点でユーザーに対してメッセージを表示すべ
きであると指示することができる。あるいはまたはさらに、友人または他のユーザーは、
特定の量の運動活動(例えば燃焼したカロリー、走ったマイル、行った歩数、持ち上げた
ウエイトなどに基づく)をユーザーが完了した時点で、報奨、トロフィー、励ましのメッ
セージおよび/またはその組み合わせを与えるようにシステムに要求することができる。
他のユーザーからのメッセージ、および運動成果に基づいてそのようなメッセージをトリ
ガすることは、ユーザーが彼または彼女の運動活動レジメンを続けるように引き続き動機
づけることができる。
【０１７０】
　ズームバー7609は、ユーザーがより詳細にかつより大きいフォーマットで位置を見るこ
とを可能にする。複数の目標位置が互いに密接していることがあるいくつかの配置では、
個々の目標位置をより明瞭に見るためにズームインが必要なことがある。ズームアウトレ
ベルでは、互いに密接している複数の目標位置を1つのアイコン、タブまたは他のインジ
ケータにグループ化することができる。グループ化したアイコンまたはタブの上でホバリ
ングすることで、アイコンまたはタブが表す目標位置のリストを明らかにすることができ
る。
【０１７１】
　図76は、得た燃料の量、活動レベル(例えば低度、平均、中程度、高度)を表示する活動
ステータスバー7611をさらに図示する。ステータスバー7611は、新たな通知の数(例えば
メッセージ、新たな達成、ロック解除された位置などに関する)、ユーザーの最新の運動
活動のリスト、および最近得た達成のリストをさらに表示する。
【０１７２】
　多数の活動目標および目標位置を追跡するために、仮想活動パスポートを与えることが
できる。図77Aは例示的仮想活動パスポートを図示するものであり、ここにスタンプ、ア
イコンまたは他の視覚的証印を表示することで、ユーザーが完了した目標および/または
目標位置を示すことができる。したがって、ユーザーがニューヨーク市の目標を完了した
場合、ユーザーにニューヨーク市のスタンプを授与することができる。完了前に、スタン
プ輪郭7701を表示することができる。様々な個人(例えば友人、同一の目標位置内の目標
に取り組む人々、同一ネットワーク内の個人、同一のフィットネスレベルカテゴリー内の
ユーザー)が行った最新の活動を特定するために、活動ストリーム7703を与えることもで
きる。さらに、特定期間(例えば1週間、1ヶ月、1日など)にわたって最も多くの燃料また
は他の活動基準値を得た個人を同定するために、順位表7705を表示することができる。
【０１７３】
　図77Bおよび77Cは例示的スタンプおよびトロフィー/大メダルをそれぞれ図示するもの
であり、これらは目標位置内の目標を完了しかつ様々な達成の要件を満たすことでユーザ
ーが集めることができる。
【０１７４】
　図78Aは、ニューヨーク市などの活動目標位置を表示するマップ7801を図示する。マッ
プ7801は、位置を移動する距離によってユーザーの運動活動の進捗を表す仮想経路7803を
表示することができる。ユーザーは、仮想経路7803に沿って動くには、ある量の運動活動
を行うことを必要とすることがある。例えば、目標7805aおよび7805bの間を動くには、特
定の量の運動活動を必要とすることがある。別の例では、マップ7801および経路7803の各
インチ、ピクセル、フィートまたは他の基準値は運動活動の量に対応し得る(例えば1イン
チ＝100カロリー)。経路7803の完了部は第1の色または第1の外観で表示することができ、
一方、経路7803の未完了部は第1のものとは異なる第2の色または第2の外観で表示するこ
とができる。1つまたは複数の配置では、マップ7801は、ワークアウトに参加している友
人または他のユーザーに対応するインジケータを表示することができる。そのようなイン
ジケータの上でホバリングするかまたは他のやり方でそれと相互作用することで、目標物
体を完了する上での他のユーザーの進捗、位置、またはワークアウトプラン全体(例えば
完了した目標位置の数、ワークアウトプランについて規定されたすべての目標のうち完了
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した目標の数)を特定する詳細な情報を示すことができる。
【０１７５】
　さらに、目標7805a、7805bおよび7805cなどの様々な目標、ランドマークまたはタスク
を経路7803に沿って表示することができる。さらに、経路7803に沿ったユーザーの進捗を
1つまたは複数の構成でアニメーション化することができる(例えば、ユーザーのアバター
またはアイコンを経路7803に沿って動かすことができ、あるいは、ユーザーの進捗を表す
経路7803の色を徐々に変化させることができる)。直前の目標または以前のある数の目標
が完了するまでは目標が明らかにならない可能性がある。インターフェース7800は、エリ
ア7807においてユーザーの現在位置の画像、ビデオ、テキストおよび/またはオーディオ
をさらに表示することができる。したがって、ブルックリン橋の付近でまたはそれに沿っ
てユーザーが走っている場合、ブルックリン橋の写真をスナップショットエリア7807に表
示することができる。位置は、進行マップ内のユーザーの仮想位置、またはユーザーの実
際の物理的位置であり得る。同一位置を進んでいる他のユーザーを、アイコン7809を使用
して経路7803に沿って同定することができる。これは、ユーザーが彼または彼女自身の進
捗との比較で彼らの進捗を追跡することを可能にする。アイコン7809との相互作用は、ユ
ーザーが他のユーザーと接触しかつ/または他のユーザーに関する詳細を見ることを可能
にすることができる。
【０１７６】
　図78Bは、別の例示的進捗追跡マップを図示する。この例では、マップは、ユーザーが
さらに進むように励ますメッセージを表示することができる。例えば、ユーザーがちょう
ど120燃料ポイントを得た場合、マップは、行った進捗を示すことができ、次の目標に到
達するために得なければならない燃料ポイントの数を示すことでユーザーが次の目標に到
達するように励ますことができる。
【０１７７】
　図78Cは、特別な目標位置内の全目標の完了を示す例示的進捗追跡マップを図示する。
【０１７８】
　目標位置内の目標、タスクまたは目的に到達した時点で、追跡インターフェースは、目
標情報を表示することができ、ユーザーが目標に取り組み始めることを望むかどうかを尋
ねることができる。図79Aは、目標(例えばブルックリン橋)を表示するプロンプト7901、
および目標を出発するためのオプション7903を図示する。プロンプト7901は、目標を完了
するために必要な燃料または他の運動活動基準値の量を表示することができる。例えば、
ユーザーはブルックリン橋を渡るために100燃料を必要とすることがある。燃料または他
の運動活動基準値は、目標物体を伴う運動活動を行うために必要な運動活動の実際の量(
例えば橋を渡るために燃焼するカロリー)に対応し得るか、または推定量、代表量もしく
は仮想量であり得る。ユーザーがオプション7903を選択した時点で、目標を達成する上で
のユーザーの運動活動および進捗をシステムにより追跡しかつ目標物体の外観に反映させ
ることができる。
【０１７９】
　図79Bは、進捗マップ上の目標に到達した時点でユーザーが目標を開始するように促さ
れる別の例を図示する。
【０１８０】
　図80Aは、ユーザーが目標の64%を完了した(例えば100燃料のうち64を得た)際の目標物
体8001を図示する。図示される態様では、目標物体8001を色のない輪郭として最初に表示
することができる。ユーザーが目標を進むに従って、目標物体8001の一部を色および/ま
たはさらなる詳細付きで表示することができる。目標を進む上で現在費やしている時間の
量を示すことで、ユーザーの進捗を特定することもできる。この量、または着色してかつ
/もしくはさらなる詳細付きで表示される目標物体8001の一部は、完了した目標の量に比
例し得る。達成は、目標を完了する上でユーザーが満たすことができる条件を含み得る。
したがって、達成が得られなかったとしても、ユーザーは目標を完了することがある。目
標に関連する達成8003をスクリーンの一部において同様に特定することができる。例えば
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達成8003は、4時間未満で橋を渡ることに対してユーザーがバイクレーン大メダルを得る
ことができることを示す。したがって、達成は、橋を渡るという目標全体とは別であり得
る。さらにまたはあるいは、最速時間で目標を完了したユーザーのリストを表示すること
ができる。ユーザーのリストは、他の基準値(例えば心拍数、行った歩数、走行距離)を同
様に反映させるように組織化および選択することができる。ユーザーのリストは、システ
ムに登録された友人をあるユーザーが有するかどうかにも依存し得る。そうであれば、ユ
ーザーのリストは友人のみを含む可能性がある。そのユーザーが友人を有さない場合、全
ユーザーのフィールドからリストを生成することができる。
【０１８１】
　図80B～Eは、目標を完了する上でのユーザーの進捗を追跡するためのさらなる例示的イ
ンターフェースを図示する。図80Dでは、時間に基づく目標用のタイマーをユーザーに与
えることができる。例えば、ユーザーは、ある量の時間内に目標位置内のすべての目標を
完了することが必要なことがある。1つまたは複数の配置では、目標位置を完了するため
に時間に基づく目標が必要ではない可能性がある。その代わりに、時間に基づく目標は、
完了した場合に何らかの方法(例えば仮想通貨、アバター用の仮想アイテム、有名人ポス
トカード)で報奨可能なボーナスタスクまたは目的であり得る。他の配置では、目標位置
の完了の成功には時間に基づく目標が必要であり得る。
【０１８２】
　ユーザーが目標を完了しかつ特定の達成の要件または条件を満たす場合、その達成を反
映するトロフィーまたは大メダルをユーザーに授与することができる。図81Aおよび81Bは
そのような表彰を図示する。
【０１８３】
　図82A～Fは、特別な目標に到達した、位置をテーマとするワークアウトプラン内のある
位置に到達した、目標を完了した、目標位置内のすべての目標を完了した、達成の要件を
満たした、マイルストーンに到達したなどの時点でユーザーが他のユーザーに送ることが
できる様々な種類のメッセージまたはポストカードを図示する。例えば、目標を完了した
かまたは目標位置内のある地点に到達した時点で、ポストカードを送る機会をユーザーに
促すことができる。ユーザーはポストカードのリストからポストカードを選択することが
できる。一部のポストカードはデフォルトで利用可能であり得るものであり、一部は運動
活動を通じて得ることができる。一例では、ポストカードは、走者の顔が欠けた形で走者
を表示することができる。インターフェースは、走者の体の上に挿入すべきユーザーの顔
の写真を、ユーザーにアップロードさせるかまたはウェブカメラを使用して提供させるこ
とができる。ユーザーは、ポストカードまたはメッセージを伝送可能であることに加えて
、画像または他のフォーマットとしてポストカードを投稿するかまたはポストカードをダ
ウンロードすることも可能になり得る。
【０１８４】
　1つまたは複数の配置では、ポストカードをユーザーの進捗インターフェースに表示す
ることができる。例えば図82Gでは、ユーザーが作成したポストカードをエリア8270に表
示することで、ユーザーのワークアウト履歴において特に記憶に残る瞬間を表すことがで
きる。エリア8270からポストカードを選択することは、ユーザーがその瞬間、達成または
実績の詳細を見ることを可能にすることができる。
【０１８５】
　図83は、追跡およびモニタリングシステムの表示状態を決定するための例示的流れ図を
図示する。例えばステップ8300において、記録された運動活動データを追跡およびモニタ
リングシステムと同期させることができる。ネットワークを通じてまたは直接ローカル接
続を通じて同期を行うことができる。ステップ8305において、システムは、ユーザーが現
在目標にいるかどうかを判定することができる。そうであれば、システムはステップ8307
において目標進捗アニメーションを表示することができる。すなわち、システムは、出発
地点(またはユーザーが以前のワークアウトセッションにおいて中断した地点)から現在の
進捗レベルまたは地点までのユーザーの進捗のアニメーションを表示することができる。
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一例では、アニメーションは、進捗メーターの充満、経路に沿ったユーザーアイコンのア
ニメーション、目標物体(例えば自由の女神、エッフェル塔)の充満などを含み得る。ステ
ップ8309において、システムは、ユーザーが目標を完了したかどうかをさらに決定するこ
とができる。そうであれば、ステップ8311において目標完了表示を与えることができる。
しかし、ユーザーが目標を完了していない場合、ステップ8313において目標進捗インター
フェースをユーザーに与えることができる。
【０１８６】
　ユーザーが現在、目標を完了するプロセスにいない場合、目標位置を通じたおよび目標
間のユーザーの進捗を表す経路アニメーションを代わりにステップ8315において表示する
ことができる。ステップ8317において、システムは、ユーザーが目標に到達したかどうか
を判定することができる。そうであれば、システムは、ユーザーに彼または彼女が目標を
出発することを望むかどうかを尋ねる目標プロンプト(例えば図79のプロンプト7901)を表
示することができる。しかし、ユーザーが目標に到達していない場合、システムは代わり
に、進捗マップ内の現在位置に関する情報(例えば得た燃料の量、次の目標までの距離、
次の目標までの燃料、以前の目標からの燃料距離)を表示することができる。
【０１８７】
　図84は、位置情報が非目標のエンドポイントまたは位置について表示される例示的進捗
マップを図示する。例えば、情報プロンプトは、ユーザーが500燃料ポイントを得たこと
およびサン・クルー通り(Avenue de Saint-Cloud)に到達したことを示す。
【０１８８】
　図85は別の例示的進捗マップを図示する。この例示的マップでは、他のユーザーの運動
活動に関する情報が表示される。特に、友人または他のユーザーが最近ジムで326カロリ
ーを燃焼したことが、ユーザーに通知される。したがって進捗マップは、ユーザーの運動
活動情報を、行った活動の種類にかかわらず表示することができる。1つまたは複数の配
置では、様々な種類の運動活動を測定するために使用する基準値を燃料ポイントに変換す
ることができる。燃料ポイントの使用は、追跡システムが、異なる活動を行う複数のユー
ザーの進捗を進捗マップ上で適切に追跡することを可能にすることができる。
【０１８９】
　いくつかの配置では、特別な都市または位置内のユーザーの運動活動の概要を、その位
置でのすべての目標および活動の完了時点で表示することができる。図86はそのような概
要を図示する。概要は、完了した目標の数、および到達した達成(例えば大メダル)の数を
含み得る。概要は、位置内の目標および活動を完了するために必要な時間の量を示すこと
ができる。システムは、都市もしくは位置を再現するかまたは別の位置を使用するという
オプションをユーザーにさらに与えることができる。位置の再現により、その位置のデー
タをリセットすることができ、あるいは、現在の完了に関するデータが失われないように
その位置の別の例を生成することができる。
【０１９０】
　図87A～87Cは、目標位置を進むことで得ることが可能な意外なまたは予期しない達成ま
たは表彰を図示する。予期しないまたは意外な達成は、進捗マップ上で同定されないかま
たはユーザーが事前の知識を有さない達成または目標を含み得る。図87Aの例では、得た
燃料の量(カロリーの量から変換される)に対応する食品物体を表す大メダルをユーザーに
授与することができる。例えば、クロワッサンについて375カロリーのカロリー当量を使
用し、ユーザーが375燃料ポイント(1カロリー＝1燃料ポイントの変換率に基づく)を得た
と決定した時点で、クロワッサンの大メダルを授与することができる。以前の例で375燃
料ポイントを得て、クロワッサンの大メダルを獲得することで、ユーザーは活動をクロワ
ッサン分の燃焼と同等とみなすことができる。別の例では、図87Bはユーザーが別の都市
または位置をロック解除したことを示す。この例では、位置のロック解除は、ユーザーが
ある数の大メダルを得るかまたはある数の目標を完了することを条件とすることができる
。ある数の得た燃料ポイント、ある数の完了した位置、および/またはその組み合わせを
含む他のロック解除条件も使用することができる。さらに別の例では、図87Cに図示する
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ように、様々な有名人、運動者および/または他の個人の意外なポストカードをユーザー
に授与することができる。ポストカードの授与は、目標位置の進行経路内のある地点に到
達すること、ある数の目標を完了することなどを条件とすることができる。
【０１９１】
　1つまたは複数の配置では、ユーザーは、彼自身または彼女自身と競争するという目標
を設定することができる。例えば、ユーザーは特別な位置での以前のベストタイムを破る
ことを望むことがある。したがって、時間バーを表示することで、ユーザーが以前の記録
時間との比較で彼または彼女の進捗を追跡することを支援することができる。図88は例示
的インターフェースを図示するものであり、ここで進捗バー8801は2つのバーを用いて表
示され、一方のバー8803aは現在の進捗を示し、別のバー8803bは同一経過時間での以前の
ワークアウトで行った進捗を示す。例えばバー8803は、ユーザーが目標位置を出発してか
らの特別な時点における燃焼したカロリーおよび/または得た燃料の数を表すことができ
る。
【０１９２】
チャレンジ
　運動活動追跡およびモニタリングサイトは、1人または複数の他の登録運動者との運動
活動チャレンジにユーザーが関与する能力をさらに与えることができる。図49は例示的チ
ャレンジインターフェース4900を図示するものであり、ここでユーザーはチャレンジの複
数の異なる種類4901から選択することができる。一般に、本明細書で使用するチャレンジ
は、競争的な性質があり(複数の個人間で)かつ特定の期限を有する目標を意味する。チャ
レンジの種類としてはカロリーチャレンジ、燃料チャレンジおよび歩数チャレンジを挙げ
ることができる。カロリーチャレンジはある数のカロリーを燃焼する競争に対応し得るも
のであり、一方、歩数チャレンジは特定の数の歩みを行うことに関連し得る。一般に、本
明細書で使用する燃料チャレンジは仮想通貨チャレンジを意味し得る。チャレンジは、ユ
ーザーが作成し、他人に公開することができる。あるいはまたはさらに、宣伝、資金調達
などの方法として、組織がチャレンジのスポンサーとなることができる。
【０１９３】
　獲得されるかまたは得られる仮想通貨の量は、カロリー、歩数またはその組み合わせに
基づく式に基づいて決定することができる。授与する仮想通貨の量を決定する上で、他の
要因も同様に使用することができる。次にギフトカード、ジム会員権、デジタル音楽プレ
イヤー、ワークアウト器具などの実際の製品またはサービスを購入するために仮想通貨を
使用することができる。通貨メーター4903をインターフェース4900の一部に表示すること
で、ユーザーがこれまで蓄積した通貨の量を示すことができる。ユーザーが設定した通貨
目標、またはネットワークサイトが規定した貨幣の最大許容蓄積量に基づいて、メーター
4903の容量を規定することができる。
【０１９４】
　1つまたは複数の配置によれば、仮想通貨は、これが人間のエネルギー消費の尺度であ
ることから、カロリーなどの基準値と線形的に相関し得る。カロリーからの1つまたは複
数の変換アルゴリズムが、カロリーとすべての他の基準値との間を往復する1つまたは複
数の式に基づいて存在し得る。例えば、100カロリーを1マイルと同等と見なすことができ
る。アルゴリズムの別の例は、ワーク(エネルギー)、力および距離の間の相関ならびに力
と体重との間の相関が存在することを考慮する、運動者の体重の因数分解を含む。特に、
ワーク＝力×距離、および力＝関数(重量)、したがってワーク＝関数(重量)×距離である
。同様のアルゴリズムが、カロリーと、カロリーに対する平面上の歩数; カロリーに対す
る特別な上り勾配での歩数; 平面上での自転車のホイール回転数およびホイール直径; 特
別なブランドおよびモデルのフィットネス器具上での歩数、回転数または他の測定可能な
基準値; ならびにボート漕ぎとの間で往復する可能性がある。
【０１９５】
　チャレンジの種類4901のうち1つを選択した時点で、インターフェース4900の下部4905
は、図示例ではカロリーである選択された種類の1つまたは複数のチャレンジ4907を表示
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することができる。各チャレンジは、名前4909と共に、現在チャレンジに参加しているチ
ャレンジャーの数4911も示すことができる。したがって、より人気があるかまたはより多
くの参加者を有するチャレンジにユーザーが取り組むことを好む場合は、彼または彼女は
、個々のチャレンジを選択しかつその詳細を見なければならないというよりむしろ、セク
ション4905からそれらのチャレンジを同定することができる。
【０１９６】
　図50は、ユーザーがそれを通じてチャレンジの種類を選択可能な代わりのまたはさらな
るインターフェース5000を図示する。例えばインターフェース5000は、個人チャレンジカ
テゴリー5001およびチームチャレンジカテゴリー5003を含み得る。次にユーザーは、カテ
ゴリー5001および5003から特定のチャレンジ5005および5007をそれぞれ選択することがで
きる。例えばチャレンジ5005は、ある量の活動を行ったベストの日、ベストの週、ベスト
の月または最初の人物を含み得る。他方でチャレンジ5007は、ある量の仮想通貨を蓄積す
るためのレース、またはチームの全員が達成しなければならない目標を含み得る。
【０１９７】
　図51は、チャレンジを完了または達成できなかったユーザーを示す例示的インターフェ
ース5100を図示する。図示するように、目標またはチャレンジ物体5101は部分的にしか満
たされておらず、これはユーザーがまだチャレンジを終了していないことを示す。ユーザ
ーは、チャレンジを放棄したかまたは単にチャレンジ期限までに目的を達成できなかった
ことがある。インターフェース5100は、今後どのようにしてチャレンジを完了するかに関
するヒントまたはアドバイス(例えば必要とするさらなる歩数)をさらに与えることができ
る。インターフェース5100の履歴部5103は、ユーザーが参加したチャレンジのリストを示
す。ユーザーが完了したチャレンジ5105は、トロフィー5107または何らかの他のマーカー
によりマークすることができ、一方、ユーザーが完了しなかったチャレンジ5109は、完了
した量、またはチャレンジ期限でのそれに対応するポイントの数5111を示すことができる
。
【０１９８】
　図52は、ユーザーがチャレンジに勝利したかまたはそれを完了したことを示すインター
フェースを図示する。
【０１９９】
　ユーザーが目標位置のすべての目標を完了した時点でのみ、ユーザーは特別な位置につ
いてチャレンジまたは競争オプションを利用可能である可能性がある。ユーザーが特別な
位置を完了した時点で、システムはユーザーに図89のオプション8901などの競争オプショ
ンを与えることができる。
【０２００】
　ユーザーが別の個人に対して競争することを選択する場合、ユーザーに競争者選択イン
ターフェースを提示することができる。例えば図90では、ユーザーはリスト9001から競争
者を選択することができる。さらに、ユーザーは競争の開始日を選択することができる。
終了日および被招待者へのパーソナルメッセージなどの他のパラメータも規定することが
できる。ユーザーは、2人以上の競争者を招待することを選択することもできる。競争の
パラメータを規定した時点で、ユーザーは選択された競争者に招待状を伝送することがで
きる。図91は、進捗バー9101を通じて競争者の進捗を伝えるインターフェースを図示する
。
【０２０１】
データ可視化
　図53～73は、運動ワークアウトデータを視覚的に表すことができる種々の方法を図示す
る。例えば図53～55は、時刻を表す円形物体5301上にワークアウトデータを示すクロック
可視化を図示する。朝、昼および夜は物体5301上のセグメント5303およびアイコン5305の
1つでそれぞれ表される。図53のように、ユーザーの運動活動は、物体5301から放射状に
延びるライン5307で示すことができる。ラインの長さは、行った運動活動の量を表すこと
ができ、一方、位置は、活動を行った時刻を表す。1つまたは複数の配置では、ラインの
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色は行った活動の種類を表すことができる。
【０２０２】
　あるいはまたはさらに、図54は、ユーザーの活動を物体5301の表面に沿った湾曲5401で
表すことができることを図示する。物体5301の表面に対する湾曲5401の高さは、行った活
動の量を表すことができ、一方、湾曲5401の位置は、活動を行った時間を表す。
【０２０３】
　図55は、色コーディングとデータ線とを組み合わせる物体5301の別の態様を図示する。
色コーディングとは、ユーザーが運動活動を行ったかまたは記録した時点に対応するセグ
メント5303またはその一部のみでの円形物体5301の着色を意味する。運動活動をその時間
に行わなかったかまたは記録しなかった場合、セグメント5303の他の部分は着色なしまた
は陰影なしのままであることがある。活動の全量を物体5301の中心に示すことができる。
さらに、燃焼したカロリーおよび取り組みに費やした時間の量などの他の詳細を物体5301
の一方の側に表示することができる。
【０２０４】
　図56～59は、運動活動データを表すための様々な種類の棒グラフを図示する。例えば図
56では、行った歩数が時間(例えばカレンダーの日)に対してグラフ化される。運動活動の
概要5601が示され、これは歩行数、歩数、持続時間および全燃焼カロリー数を含む。グラ
フ5600の各バー5603は、ユーザーが対応する量の活動を行った時刻を示す視覚的属性を含
み得る。例えば、バー5603の各々は3つの異なる色で色コーディングされ、各色は異なる
時刻または時間帯を表す。さらに、バー5603の1つまたは複数にユーザーが活動またはワ
ークアウトノートを付加した場合、ノートアイコン5607をそれと共に表示することができ
る。バー5603またはノートアイコン5607の上でホバリングするか、それをクリックするか
または他のやり方でそれと相互作用することで、ノートは視認可能になる。したがって、
ユーザーは、彼または彼女の成果をより大きいレベルの具体性および詳しさで評価するこ
とができる。ユーザーは、グラフ5600を1つまたは複数の方向にスクロールボタン5605を
用いてさらにスクロールすることで、現在表示されていないさらなるデータを見ることが
できる。1つまたは複数の構成では、異なる色は、低度、中程度または高度の状態の活動
で費やした1日間の時間割合を表すことができる。それは1日を任意の種々の異なるヒスト
グラムグルーピングに分割する可能性もある。
【０２０５】
　図57～59は、異なる視覚的特徴を有する棒グラフを図示する。例えば、グラフ5700のバ
ー5703は異なる着色、パターンおよびテクスチャーを有し、一方、グラフ5800のバー5803
(図58)は建物で表される。図59では、グラフ5900のバー5903はピラミッド形を有する。他
の形状、色、テクスチャー、パターンおよびその組み合わせをさらに使用して、ユーザー
の運動活動データの棒グラフを作成することができる。
【０２０６】
　図60～62は、建物および地理的物体を使用してユーザーの運動活動の進捗を表す棒グラ
フを図示する。例えば図60および61では、山、橋および他の物体の頂点、台地および斜面
を使用して、行った歩数を表すことができ、一方、図62では、氷河を使用して活動データ
を図示する。さらに図60では、実績化した目標を表す建物6001を地理的物体6003との組み
合わせで表示することができる。あるいはまたはさらに、図61および62に示すように、旗
6103および6203をそれぞれ、地理的物体6101および6201に沿ってそれぞれ表示することで
、その時点でのユーザーのペースを示すことができる。ペースは歩数/分、歩数/時などで
規定することができる。図61および62のグラフは、ワークアウト名6110と音楽プレイリス
ト名6113とを含む概要情報をさらに含み得る。例えば、山の形状は、ある期間にわたって
行った歩数から導くかまたは決定することができる(例えば、より多い歩数＝より高い頂
点、より少ない歩数＝より深い/広い谷)。山または氷河の形式は手動で、季節に応じて、
地理的にまたはそうでなければ自動的に選択される可能性がある。さらにまたはあるいは
、旗6103および6203はペース、中間目標、歩数、カロリー、または追跡される活動の種類
に関連性のある任意の他の定期的データを表すことができる。さらに、建物6001および他
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のグラフィック要素6003は、左から右への移動により視覚的に表されるより大規模な行程
に沿って達成される中間目標を表すことができる。活動のグラフィック表現が経時的に提
示される場合(ここと同様に)、建物などのグラフィック要素の設置は、その目標が完了し
た日を示すことができる。
【０２０７】
　図63および64は、アバターがワークアウトデータグラフに沿って移動する運動ワークア
ウトデータの別の可視化を図示する。例えば図63では、アバター6301はタイトロープ6303
に沿って移動する。タイトロープ6303に沿ったアバター6301の位置は、行った歩数を示す
。図64では、線グラフ6403に沿って移動するアバター6301が示される。図63および64の各
々におけるアバター6301は、行われる活動の種類またはレベルを表すことができる傘6305
などの物体を運ぶことがある。図65は傘物体6305の図を図示するものであり、ここでは高
度、中程度および低度の活動間での分割が同定される。
【０２０８】
　図66は、競争的ゲームフォーマットおよび環境6600での運動活動データの可視化を図示
する。環境6600は、ボードゲームに類似した一連の位置または目的を表すことができる。
ユーザーがゲームを進んでいくと、ユーザーは彼または彼女が特定のエンドポイントに到
達するまで環境6600内で前に動くことができる。複数のプレイヤーまたは運動者は環境66
00に、その中の様々の地点においてアバター6601を介して居留することができる。プレイ
ヤーのアバター6601の位置は、彼らの相対的進捗(例えば他のプレイヤーに対する)または
最終目標への絶対的進捗を表すことができる。アバター6601がそれに沿って移動する仮想
経路を、達成しなければならない異なるタスクまたは目標を表すように色コーディングす
ることができる。例えば、部分6603は、1200カロリーを燃焼することに対応し得るもので
あり、一方、ゲーム環境6600の部分6605は、1000歩またはある量の燃焼カロリーもしくは
異なる基準値間の他の変換から導かれる数の歩みを行うことを表す。部分6603および6605
に対応する目標6607を環境6600の一方の側に表示することで、プレイヤーが目標6607の到
達に向けての彼らの進捗を追跡することを支援することができる。ユーザーのワークアウ
トデータを、ゲーム環境6600の上側の部分6609に要約することができる。さらにまたはあ
るいは、エッフェル塔6611などの物体を使用して、達成すべき目的または目標を表すこと
ができる。
【０２０９】
　図67および68は、目標物体として使用可能な建物および食料品/飲料品をそれぞれ、な
らびに、対応する目標の一部しか完了しなかった場合のそれらの外観を図示する。
【０２１０】
　図69は、ユーザーが1つずつ完了するに従って高さおよび難易度が増加する一連の目標6
901を図示する。例えば、ユーザーはオフィスビル6901aを出発してレベル2のピサの斜塔6
901bに進むことがある。ユーザーが進み続けるに従って、ユーザーは、より多い歩数また
はより多い燃焼カロリーを表すエッフェル塔6901gおよび台北101 6901jなどの目標物体に
よるチャレンジを課されることがある。目標に対応する物理的構造のサイズは、ユーザー
が一連の目標6901を進むに従って増加し得る。サイズは、必要な運動活動の量を表すこと
ができる。例えば、建物6901aの高さは、対応する目標を完了するために必要な歩数を表
すことができる。同様に、構造6901bの高さは、その目標を完了するために必要な歩数を
表すことができる。より難易度の高いチャレンジまたは目標を与えるために、構造6901b
の高さは建物6901aの高さよりも大きいことがある。あるいはまたはさらに、サイズは幅
、容積、表面積、幅などに対応し得る。
【０２１１】
　図70～73はさらなる可視化オプションおよび構成を図示するものであり、ここでワーク
アウトデータは時刻(例えば図69および71)ならびに/または強度レベル(図70および72)に
より分割または詳細化することができる。
【０２１２】
　本明細書に記載の局面は、歩行および別の歩み指向のエクササイズを超えて他の種類の
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活動にも等しく使用または適用することができる。例えば、走行、スキー、なわとび、ウ
エイトリフティングなどのデータを、本明細書に記載の特徴を使用して表しかつ処理する
ことができる。特に、燃焼カロリーの量をそこから測定または決定可能な(例えば上記で
論じた式およびアルゴリズムに従って)任意の種類のエクササイズから仮想通貨を決定す
ることができる。
【０２１３】
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。
【符号の説明】
【０２１４】
101: コンピュータ
103: 演算ユニット
105: 処理ユニット
107: システムメモリ
109: 読み出し専用メモリ（ROM）
111: ランダムアクセスメモリ（RAM）
113: バス
115: ネットワークインターフェース
117: ハードディスクドライブ
119: リムーバブル光ディスクドライブ
121: フラッシュメモリカード
123: 入力装置
201: 運動情報モニタリング装置
203: デジタル音楽プレイヤー
205: インターフェース装置
207: 運動パラメータ測定装置
209: コネクタシステム
211: 入力ポート
220: ディスプレイ
222: ボタン
224: ポート
226: ポート
301: センサ
303: プロセッサ
305: 伝送器
307: 電源
309: レシーバ
311: プロセッサ
313: 演算ユニット
315: メモリ
317: インターフェース装置
401: 靴
501: 運動情報収集および表示装置
503: インターフェース
505: 運動データ収集モジュール
507: インターフェースモジュール
509: 運動データ表示モジュール
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511: インターフェース
601: 運動データ表示構成モジュール
603: インターフェースモジュール
605: 運動データ表示構成モジュール
607: 運動データストレージ
701: ネットワーク
705: クライアント装置
707: インターネット
801: ユーザーインターフェース
803: アイコン
805: 暦日付フィールド
807: ボタン
809: 「Distance」ボタン
811: 「Time」ボタン
813: 「Run」ボタン
815: 「Week」ボタン
817: 「Month」ボタン
819: ボタン
821: タブ
823: タブ
825: タブ
827: アイコン
829: アイコン
831: 暦週フィールド
833: アイコン
835: アイコン
837: 暦月フィールド
839: アイコン
901: ユーザーインターフェース
903: グラフ
905: 通過点
907: 値フィールド
909: 「Options」ボタン
911: 「Comparison」ボタン
913: 「See My Runs」ボタン
915: グラフ
1001: インターフェース
1003: 「Set A Goal」ボタン
1101: インターフェース
1103: 「More Often」ボタン
1105: 「Distance」ボタン
1107: 「Burn More Calories」ボタン
1109: 「Faster」ボタン
1111: 「Back」ボタン
1113: サブインターフェース
1115: 「Number Of Runs」コントロール部
1117: 「Number Of Weeks」コントロール部
1119: 「Set Goal」ボタン
1121: サブインターフェース
1123: 「Total Distance」コントロール部
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1125: 「Number Of Weeks」コントロール部
1127: 「Set Goal」ボタン
1129: サブインターフェース
1131: 「Number Of Calories」コントロール部
1133: 「Number Of Weeks」コントロール部
1135: 「Set Goal」ボタン
1137: サブインターフェース
1139: 「Average Pace」コントロール部
1141: 「Number Of Runs」コントロール部
1143: 「Set Goal」ボタン
1201: グラフ
1203: フィル
1301: インターフェース
1303: 「Distance Race」ボタン
1305: 「Most Miles」ボタン
1307: 「Fastest Run」ボタン
1309: 「Distance Goal」ボタン
1311: 「Back」ボタン
1313: サブインターフェース
1315: 「Total Distance」コントロール部
1317: 「Challenge Name」コントロール部
1319: 「Start Date」コントロール部
1321: 「Next Step」ボタン
1323: サブインターフェース
1325: 「Personal Message」コントロール部
1327: 「Email Address」コントロール部
1329: 「Set Challenge」ボタン
1331: サブインターフェース
1333: 「Challenge Duration」コントロール部
1335: 「Challenge Name」コントロール部
1337: 「Start Date」コントロール部
1339: 「Next Step」ボタン
1341: サブインターフェース
1343: 「Total Distance」コントロール部
1345: 「Challenge Name」コントロール部
1347: 「Start Date」コントロール部
1349: 「Next Step」ボタン
1351: サブインターフェース
1353: 「Total Distance」コントロール部
1355: 「Challenge Name」コントロール部
1357: 「Start Date」コントロール部
1359: 「Next Step」ボタン
1401: インターフェース
1403: 比較判定基準領域
1405: フィルター領域
1407: 表示領域
1409: コントロール部
1411: フィルターコントロール部
1413: フィルターコントロール部
1415: フィルターコントロール部



(62) JP 5674566 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

1500: 携帯式データ収集および表示装置
1501: ディスプレイ
1503: インターフェース
1505: 様々な運動活動のリスト
1507: 時間のリスト
1509: 部分
1511: 完了オプション
1600: ユーザーインターフェース
1601: リスト
1603: 燃焼カロリーの1日の合計
1605: 燃焼カロリーの1週間の合計
1607: マーカー
1701: カレンダー
1703: 日付
1705: 対応する運動成果概要
1800: インターフェース
1801: タブ
1803: タブ
1805: プロンプト
1807: プロンプト
2000: インターフェース
2001: 情報
2003: ユーザー名
2005: ログイン
2007: オプション
2009: オプション
2011: オプション
2013: オプション
2020: 目標物体
2023: 目標物体
2025: 目標物体
2100: インターフェース
2103: 指示
2105: 歩みトラッカー
2107: バー
2109: 詳細バブル
2111: 活動の種類
2113: カスタムタグ
2115: 再現機能
2117: メーター
2119: 目標
2121: 傾向
2123: 友人
2125: ブロック
2127: ブロック
2150: インターフェース
2153: 目標物体
2155: 目標トラッカーバー
2157: 平均概要
2159: ユーザーのベストな日
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2161: 活動概要セクション
2170: インターフェース
2173: 内訳
2175: オプション
2200: インターフェース
2201: プロンプト
2300: インターフェース
2301: プロンプト
2303: プロンプト
2500: ログインページ
2501: 視覚的概要
2503: ログインインターフェース
2505: 機会
2600: インターフェース
2601: セクション
2603: トラッカーバー
2605: 概要
2607: 残り燃焼カロリー数
2609: 位置
2611: 残り日数
2613: ワークアウト推奨事項
2615: 友人および敵セクション
2617: 内訳
2701: 棒グラフ
2801: 線グラフ
2803: 最速ペース
2805: 最遅ペース
2900: アプリケーション
2901: アプリケーション
2903: 言語選択ページ
2905: ログインページ
2907: 詳細ワークアウトページ
2909: 概観ページ
2911: 走行ワークアウトページ
2913: 言語選択ページ
3000: ステップ
3005: ステップ
3010: ステップ
3015: ステップ
3020: ステップ
3025: ステップ
3030: ステップ
3035: ステップ
3100: ログインページ
3103: 概要
3105: 建物
3107: 目標トラッカーバー
3109: 目標
3111: 目標
3113: 目標
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3115: 目標
3117: 目標
3119: 目標
3121: 目標
3200: インターフェース
3201: 目標物体
3203: 目標概要情報
3205: 目標トラッカーバー
3207: オプション
3209: 目標
3211: 目標
3213: 目標
3215: 目標
3217: 目標
3219: 目標
3221: 同期データセクション
3223: 最も活動的な日セクション
3301: 詳細バブル
3401: 目標物体
3501: 目標物体
3503: 未完了部
3505: 完了部
3507: アイコン
3601: 表示セクション
3603: 目標物体
3605: メッセージ
3607: スクロールボタン
3700: ステップ
3705: ステップ
3710: ステップ
3715: ステップ
3720: ステップ
3725: ステップ
3730: ステップ
3735: ステップ
3800: インターフェース
3801: カレンダー
3803: オプション
3805: オプション
3900: ユーザーアカウントページ
3901: 活動共有オプションメニュー
3903: 共有オプション
3905: オプション
4001: ユーザーのパブリックに視認可能なフォーラム
4003: エントリ
4005: 画像
4007: リンク
4050: ソーシャルネットワーキングページ
4053: ワークアウトエントリ
4055: ワークアウト物体
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4057: リンク
4100: ページ
4101: リンク
4105: ページ
4200: インターフェース
4201: 位置別の達成
4203: 位置
4205: マップ
4300: インターフェース
4301: 目標物体
4303: 目的
4305: 目的
4307: 目的
4309: 目的
4311: 目的
4313: 目的
4315: 目的
4317: 目的
4318: メッセージ
4319: 情報ボックス
4321: 上位X番の運動者
4323: 活動フィード
4325: エントリ
4327: エントリ
4329: バッジ
4331: バッジセクション
4400: 目標物体
4401: 未完了部
4403: 完了部
4501: 目標トラッカーバー
4503: 目標物体
4507: メッセージ
4509: オプション
4600: 位置選択マップ
4601: 引き続く位置
4603: 現在位置
4700: インターフェース
4701: バッジ
4703: オプション
4800: ステップ
4805: ステップ
4810: ステップ
4815: ステップ
4820: 決定
4825: ステップ
4830: ステップ
4835: ステップ
4840: ステップ
4845: ステップ
4850: ステップ



(66) JP 5674566 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

4855: ステップ
4900: インターフェース
4901: チャレンジの種類
4903: メーター
4905: 下部
4907: チャレンジ
4909: 名前
4911: チャレンジャーの数
5000: インターフェース
5001: 個人チャレンジカテゴリー
5003: チームチャレンジカテゴリー
5005: チャレンジ
5007: チャレンジ
5100: インターフェース
5101: 目標またはチャレンジ物体
5103: 履歴部
5105: チャレンジ
5107: トロフィー
5109: チャレンジ
5111: ポイントの数
5301: 物体
5303: セグメント
5305: アイコン
5307: ライン
5401: 湾曲
5601: 概要
5603: バー
5605: スクロールボタン
5607: ノートアイコン
5700: グラフ
5703: バー
5800: グラフ
5803: バー
5900: グラフ
5903: バー
6001: 建物
6003: 地理的物体
6101: 地理的物体
6103: 旗
6110: ワークアウト名
6113: 音楽プレイリスト名
6201: 地理的物体
6203: 旗
6301: アバター
6303: タイトロープ
6305: 傘
6600: 環境
6601: アバター
6603: 部分
6605: 部分
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6607: 目標
6609: 部分
6611: エッフェル塔
6901: 目標
7501: 建物
7503: 燃料トラッカー
7505: インジケータ
7601: マップ
7603: 都市
7605: プロンプト
7607: アイコン
7609: ズームバー
7611: 活動ステータスバー
7701: スタンプ輪郭
7703: 活動ストリーム
7705: 順位表
7801: マップ
7803: 仮想経路
7805: 目標
7807: エリア
7809: アイコン
7901: プロンプト
7903: オプション
8001: 目標物体
8003: 達成
8270: エリア
8300: ステップ
8305: ステップ
8307: ステップ
8309: ステップ
8311: ステップ
8313: ステップ
8315: ステップ
8317: ステップ
8319: ステップ
8321: ステップ
8801: 進捗バー
8901: オプション
9001: リスト
9101: バー
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