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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パフォーマンス測
定基準を表示するように構成された表示部であって、各個体パフォーマンス測定基準が該
複数の個体のうちの１人に関連する、表示部と；
　前記表示部を操作するための入力部と、を含み、
　前記個体パフォーマンス測定基準が速さ、移動距離、位置、向き、エネルギー消費量、
パワーおよび効率からなる群から選ばれる２以上を含み、
　前記表示部が、チーム表示ダッシュボードを表示するように構成され、ここで、前記チ
ーム表示ダッシュボードは、前記複数の個体の各々に関連する識別情報および個体パフォ
ーマンス測定基準を表示し、且つ前記複数の個体に関連する対応する個体パフォーマンス
測定基準の平均を表示し、
　前記表示部が、前記チーム表示ダッシュボード上の前記複数の個体パフォーマンス測定
基準のうちの１つを、それ以外の個体パフォーマンス測定基準のバランスと比較して強調
して表示するようにさらに構成され、
　前記表示部が、強調して表示する前記複数の個体パフォーマンス測定基準のうちの前記
１つを前記複数の個体パフォーマンス測定基準のうちの別の１つへ変更するためのオプシ
ョンを前記チーム表示ダッシュボード上に表示するように更に構成され、
　前記チーム表示ダッシュボード上に表示された前記複数の個体のいずれかが前記入力部
を通じて選択されると、前記表示部は、前記選択された個体に関連する識別情報、特性、
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および個体パフォーマンス測定基準を表示する個人表示ダッシュボードを表示するように
さらに構成されている、グループモニタリング装置。
【請求項２】
　前記個体パフォーマンス測定基準がさらに心拍数を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記入力部がタッチパネル式である、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　運動活動に従事する複数の個体をモニタリングする方法であって、
　運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パフォーマンス測
定基準を表示する工程であって、各個体パフォーマンス測定基準が該複数の個体のうちの
１人に関連する工程と；
　間隔パラメータの関数として表示される個体パフォーマンス測定基準のサブセットを定
義するためにユーザーによって操作されるように適合された第１及び第２分析マーカーを
提供する工程と；
　複数の個体の各々について分析マーカーによって定義された表示される個体パフォーマ
ンス測定基準のサブセットのみに相当する個体パフォーマンス測定基準を表示する工程と
、を含み、
　前記個体パフォーマンス測定基準が速さ、移動距離、位置、向き、エネルギー消費量、
パワーおよび効率からなる群から選ばれる２以上を含み、
　前記運動活動中に複数の個体パフォーマンス測定基準を表示する前記工程が、チーム表
示ダッシュボードを表示することを含み、ここで、前記チーム表示ダッシュボードは、前
記複数の個体の各々に関連する識別情報および個体パフォーマンス測定基準を表示し、且
つ前記複数の個体に関連する対応する個体パフォーマンス測定基準の平均を表示し、
　前記運動活動中に複数の個体パフォーマンス測定基準を表示する前記工程が、前記チー
ム表示ダッシュボード上の前記複数の個体パフォーマンス測定基準のうちの１つを、それ
以外の個体パフォーマンス測定基準のバランスと比較して強調して表示することをさらに
含み、
　強調して表示する前記複数の個体パフォーマンス測定基準のうちの前記１つを前記複数
の個体パフォーマンス測定基準のうちの別の１つへ変更するためのオプションが前記チー
ム表示ダッシュボード上に表示され、
　前記チーム表示ダッシュボード上に表示された前記複数の個体のいずれかが選択される
と、前記選択された個体に関連する識別情報、特性、および個体パフォーマンス測定基準
を表示する個人表示ダッシュボードが表示される、方法。
【請求項５】
　前記間隔パラメータが時間を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記間隔パラメータが距離を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１及び第２分析マーカーが運動活動の一部を定義する、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記運動活動の一部がコンディショニング練習である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記運動活動の一部が筋力トレーニングのための練習である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記運動活動の一部が特定のスポーツのための技術練習である、請求項７に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記表示する工程が、前記運動活動中のユーザーの操作に応答するものである、請求項
４に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記表示する工程が、前記運動活動前のユーザーの操作に応答するものである、請求項
４に記載の方法。
【請求項１３】
　個体パフォーマンス測定基準が閾値を超えていることをユーザーに警告する工程を更に
含む、請求項４に記載の方法。
【請求項１４】
　前記運動活動の一部の開始を個体に警告する工程を更に含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体であって、該コン
ピュータプログラムは、１つ以上のプロセッサにより実行された場合に、複数の個体が従
事する運動活動に関連したパフォーマンス情報をユーザーに提供し、該コンピュータプロ
グラムは、
　プロセッサが、運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パ
フォーマンス測定基準を表示することを可能にする、第１コンピュータ読み取り可能プロ
グラムコードであって、各個体パフォーマンス測定基準が該複数の個体のうちの１人に関
連する、前記第１コンピュータ読み取り可能プログラムコードと；
　プロセッサが、間隔パラメータの関数として表示されるパフォーマンス測定基準のサブ
セットを定義するためにユーザーによって操作されるように適合された第１及び第２分析
マーカーを提供することを可能にする、第２コンピュータ読み取り可能プログラムコード
と；
　プロセッサが、複数の個体の各々について分析マーカーによって定義された表示される
パフォーマンス測定基準のサブセットのみに相当するパフォーマンス測定基準を表示する
ことを可能にする、第３コンピュータ読み取り可能プログラムコードと、を含み、
　前記個体パフォーマンス測定基準が速さ、移動距離、位置、向き、エネルギー消費量、
パワーおよび効率からなる群から選ばれる２以上を含み、
　前記第１コンピュータ読み取り可能プログラムコードは、プロセッサがチーム表示ダッ
シュボードを表示することを可能にし、ここで、前記チーム表示ダッシュボードは、前記
複数の個体の各々に関連する識別情報および個体パフォーマンス測定基準を表示し、且つ
前記複数の個体に関連する対応する個体パフォーマンス測定基準の平均を表示し、
　前記第１コンピュータ読み取り可能プログラムコードは、プロセッサが、前記チーム表
示ダッシュボード上の前記複数の個体パフォーマンス測定基準のうちの１つを、それ以外
の個体パフォーマンス測定基準のバランスと比較して強調して表示することをさらに可能
にし、
　前記第１コンピュータ読み取り可能プログラムコードは、プロセッサが、強調して表示
する前記複数の個体パフォーマンス測定基準のうちの前記１つを前記複数の個体パフォー
マンス測定基準のうちの別の１つへ変更するためのオプションを前記チーム表示ダッシュ
ボード上に表示することをさらに可能にし、
　前記チーム表示ダッシュボード上に表示された前記複数の個体のいずれかが選択される
と、前記選択された個体に関連する識別情報、特性、および個体パフォーマンス測定基準
を表示する個人表示ダッシュボードが表示される、コンピュータ読み取り可能な媒体。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の分野）
　本発明は、概して活動モニタリングシステムに関し、特に、複数の個体のライブでのモ
ニタリングを容易にする運動活動モニタリングシステムに関する。
【０００２】
（背景技術）
運動は、健康的なライフスタイル及び個人の幸福を維持する上で重要である。個人が運動
するための一般的な方法は、運動活動、例えばスポーツやトレーニングプログラムに参加
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することである。運動活動のセッションは、例えば、トレーニングセッションや、例えば
サッカーの試合やバスケットボールの試合等の競争するセッションを含み得る。競争環境
または協調環境において運動活動に参加する場合、参加者のパフォーマンスは、その他の
個体のパフォーマンスに依存し得る。例えば、チームスポーツの状況下では、様々な運動
の動き及び試みのパフォーマンスは、チームメートや対戦相手の運動の動き及び試みによ
って影響され得る。しばしば、トレーナー（例えばコーチ）がこのような運動活動をモニ
タリングしている。
【０００３】
　運動活動を効果的にモニターするために、トレーナーまたはその他の個人は、典型的に
は、例えばスポーツフィールドのサイドライン外側から運動活動を見ることにより運動活
動の参加者に関する情報を集める。このように、運動活動に影響する決定を行うのに用い
られる情報は、典型的には、トレーナーがサイドライン外側から観察したものによって制
限される。観察を助けるアシスタントがトレーナーについている場合もあるし、複数のト
レーナーが共同で作業する場合もあるが、運動活動中に個体のパフォーマンスを効果的に
追跡して管理できるように複数の個体をモニタリングするのは、依然として困難である。
【発明の開示】
【０００４】
（発明の要旨）
　本発明は、グループパフォーマンスをモニタリングするシステム及び方法を提供する。
１つの例示的な実施形態において、運動活動に従事する複数の個体をモニタリングするシ
ステムは、グループモニタリング装置を含み、グループモニタリング装置は、運動活動中
にその運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パフォーマンス測定基準(met
rics)を表示するように構成された表示部であって、各個体パフォーマンス測定基準が該
複数の個体のうちの１人に関連する、表示部と；表示部を操作するための入力部と、を含
む。
【０００５】
　１つの例示的な実施形態において、運動活動に従事する複数の個体をモニタリングする
方法は、運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パフォーマ
ンス測定基準情報を表示する工程であって、各パフォーマンス測定基準が該複数の個体の
うちの１人に関連する工程と；間隔パラメータの関数(function)として表示されるパフォ
ーマンス測定基準情報のサブセットを定義するためにユーザーによって操作されるように
適合された第１及び第２分析マーカーを提供する工程と；複数の個体の各々について分析
マーカーによって定義された表示されるパフォーマンス測定基準情報のサブセットのみに
相当するパフォーマンス測定基準情報を表示する工程と、を含む。
【０００６】
　１つの例示的な実施形態において、コンピュータプログラム製品は、記録されたコンピ
ュータプログラムロジックを有するコンピュータで利用可能な媒体を含み、該コンピュー
タプログラムロジックは、１つ以上のプロセッサにより実行された場合に、複数の個体が
従事する運動活動に関連したパフォーマンス情報をユーザーに提供し、該コンピュータプ
ログラムロジックは：プロセッサが、運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関
連する複数の個体パフォーマンス測定基準情報を表示することを可能にする、第１コンピ
ュータ読み取り可能プログラムコードであって、各パフォーマンス測定基準が該複数の個
体のうちの１人に関連する、第１コンピュータ読み取り可能プログラムコードと；プロセ
ッサが、間隔パラメータの関数として表示されるパフォーマンス測定基準情報のサブセッ
トを定義するためにユーザーによって操作されるように適合された第１及び第２分析マー
カーを提供することを可能にする、第２コンピュータ読み取り可能プログラムコードと；
プロセッサが、複数の個体の各々について分析マーカーによって定義された表示されるパ
フォーマンス測定基準情報のサブセットのみに相当するパフォーマンス測定基準情報を表
示することを可能にする、第３コンピュータ読み取り可能プログラムコードと、を含む。
【０００７】
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　添付の図面は、組み込まれて本明細書の一部をなすが、本発明を説明し、また、記述と
共に本発明の原理を説明し、当業者が本発明を作成及び使用することを可能にするのに役
立つ。図面において、同じ参照番号、文字や表現は、同一または機能的に類似の要素を示
す。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の例示的な実施形態に従ったモニタリングシステムを示す。
【０００９】
【図２】図２は、本発明の例示的な実施形態に従った個体モニター及び関連するコンポー
ネントを示す。
【００１０】
【図３】図３は、本発明の例示的な実施形態に従った例示的なグループモニタリング装置
を示す。
【００１１】
【図４】図４は、本発明の例示的な実施形態に従った個体モニターのダイアグラムを示す
。
【００１２】
【図５】図５は、本発明の例示的な実施形態に従った個体モニターを示す。
【００１３】
【図６】図６は、本発明の例示的な実施形態に従った個体モニターを示す。
【００１４】
【図７】図７は、本発明の例示的な実施形態に従った個体モニターを示す。
【００１５】
【図８】図８は、本発明の例示的な実施形態に従ったモニタリングシステムのダイアグラ
ムを示す。
【００１６】
【図９】図９は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置を示す。
【００１７】
【図１０】図１０は、本発明の例示的な実施形態に従った分析装置を示す。
【００１８】
【図１１】図１１は、本発明の例示的な実施形態に従ったモニタリングシステムの一部の
ダイアグラムを示す。
【００１９】
【図１２】図１２は、本発明の例示的な実施形態に従ったモニタリングのフローチャート
を示す。
【００２０】
【図１３】図１３は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２１】
【図１４】図１４は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２２】
【図１５】図１５は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２３】
【図１６】図１６は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２４】
【図１７】図１７は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
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【００２５】
【図１８】図１８は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２６】
【図１９】図１９は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２７】
【図２０】図２０は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００２８】
【図２１】図２１は、本発明の例示的な実施形態に従ったベースステーションを示す。
【００２９】
【図２２】図２２は、本発明の例示的な実施形態に従ったベースステーションを示す。
【００３０】
【図２３】図２３は、本発明の例示的な実施形態に従ったベースステーションを示す。
【００３１】
【図２４】図２４は、本発明の例示的な実施形態に従ったベースステーションのアンテナ
を示す。
【００３２】
【図２５】図２５は、本発明の例示的な実施形態に従ったベースステーションを示す。
【００３３】
【図２６】図２６は、本発明の例示的な実施形態に従ったベースステーションを示す。
【００３４】
【図２７】図２７は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００３５】
【図２８】図２８は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００３６】
【図２９】図２９は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００３７】
【図３０】図３０は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００３８】
【図３１】図３１は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００３９】
【図３２】図３２は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００４０】
【図３３Ａ】図３３Ａは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４１】
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４２】
【図３４】図３４は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００４３】
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【図３５Ａ】図３５Ａは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４４】
【図３５Ｂ】図３５Ｂは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４５】
【図３５Ｃ】図３５Ｃは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４６】
【図３５Ｄ】図３５Ｄは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４７】
【図３６Ａ】図３６Ａは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４８】
【図３６Ｂ】図３６Ｂは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００４９】
【図３７Ａ】図３７Ａは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００５０】
【図３７Ｂ】図３７Ｂは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００５１】
【図３８】図３８は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００５２】
【図３９】図３９は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００５３】
【図４０】図４０は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００５４】
【図４１】図４１は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００５５】
【図４２Ａ】図４２Ａは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００５６】
【図４２Ｂ】図４２Ｂは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００５７】
【図４２Ｃ】図４２Ｃは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００５８】
【図４２Ｄ】図４２Ｄは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００５９】
【図４２Ｅ】図４２Ｅは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
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【００６０】
【図４２Ｆ】図４２Ｆは、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置
の表示部を示す。
【００６１】
【図４３】図４３は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６２】
【図４４】図４４は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６３】
【図４５】図４５は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６４】
【図４６】図４６は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６５】
【図４７】図４７は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６６】
【図４８】図４８は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６７】
【図４９】図４９は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６８】
【図５０】図５０は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００６９】
【図５１】図５１は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７０】
【図５２】図５２は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７１】
【図５３】図５３は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７２】
【図５４】図５４は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７３】
【図５５】図５５は、本発明の例示的な実施形態に従った分析装置の表示部を示す。
【００７４】
【図５６】図５６は、本発明の例示的な実施形態に従った分析装置の表示部を示す。
【００７５】
【図５７】図５７は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７６】
【図５８】図５８は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７７】
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【図５９】図５９は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【００７８】
【図６０】図６０は、本発明の例示的な実施形態に従ったグループモニタリング装置の表
示部を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７９】
（発明の詳細な説明）
　以下、添付の図面に例示される実施形態を参照しながら本発明を詳細に説明する。「１
つの実施形態」、「ある実施形態」、「例示的な実施形態」等というときは、記載された
実施形態が特定の特徴、構造または特性を含み得るが、全ての実施形態が必ずしもその特
定の特徴、構造または特性を含み得るわけではないことを示す。また、このような語句が
必ずしも同じ実施形態に言及しているわけではない。また、特定の特徴、構造または特性
がある実施形態に結び付けて記載された場合、はっきり記載されてあるか否かにかかわら
ず、他の実施形態と結びつけることによりそのような特徴、構造または特性に影響を与え
ることは、当業者の知識の範囲内であることを示している。
【００８０】
　本明細書で使用される用語「発明」または「本発明」は、限定しない用語であり、特定
の発明の任意の実施形態に言及することを意図せず、出願に記載されるようにあらゆる可
能な実施形態を包含する。
【００８１】
　本発明の多様な局面またはその部分や機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、指示が記憶されている有形のコンピュータで読み取り可能または利用可能な記憶
媒体、またはそれらの組み合わせを用いて実施することができ、１つ以上のコンピュータ
システムまたはその他の処理システムにおいて実施することができる。
【００８２】
　運動活動に参加する個体及びトレーナー（例えばコーチ、医師あるいはその他の権限を
与えられた個体）は、様々な理由で、運動活動のセッション中に共に作業することができ
る。例えば、トレーナーが個体のパフォーマンスをモニターし、個体のフィットネスレベ
ルを最大にするために推奨したりパフォーマンスに影響を与えたりすることが所望され得
る。あるいは、または加えて、トレーナーが、運動活動における個体の有効性が最大にな
るように助けるために、個体をモニターして影響を与えることが所望され得る。また、ト
レーナーが、運動活動における成功の確率が最大になるように助けるために、個体をモニ
ターして影響を与えることが所望され得る（ここで成功とは、例えば、試合、例えばサッ
カー等において相手チームに勝つこと、または、運動活動に参加する１人以上の個体のフ
ィットネスについて所望のレベルを達成する／維持することであり得る）。運動活動のセ
ッションは、例えばトレーニングセッション（例えばフィールドセッション、ジムセッシ
ョンやトラックセッション）、競争セッション（例えばサッカーやバスケットボールの試
合）を含み得る。
【００８３】
　いくつかの例示的な実施形態において、トレーナーは、個体の健康及び安全を追跡及び
維持するために、個体をモニターして影響を与えることができる。このような実施形態に
おいて、健康及び安全に関連する情報、例えば怪我、病気及び危険な状態について提供さ
れれば、トレーナーにとって有益であろう。
【００８４】
　トレーナーは、このような目標を考え、個体をモニターし、個体の個人として、あるい
はグループとしてのパフォーマンスに影響を与える決定をしなければならない。その際、
トレーナーは、個体及び彼らが運動活動のセッションに参加している間のパフォーマンス
に関する情報に依存する。トレーナーは、自分で直接観察可能なことに加えて情報を受け
取ることで利益を得ることができる。本発明の例示的な実施形態によるグループモニタリ
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ングシステムは、直接観察できることの範囲を超えた運動活動に参加する個体に関する理
解しやすい情報をトレーナーに提供することができ、それにより、運動活動において成功
する確率を最大にするためのトレーナーによる迅速で効果的な意思決定が促進される。あ
る例示的な実施形態において、グループモニタリングシステムは、トレーナーが直接観察
できないであろう危険な、または重要な状態、例えば個体の疲労や個体の心拍数が閾値を
超えていること等について注意を与えるために、トレーナーに警告を与えることができる
。
【００８５】
　ある例示的な実施形態において、例えば図１及び図１１に図示されているグループモニ
タリングシステム１００は、個体モニター２００（図２参照）と、ベースステーション３
００と、少なくとも１つのグループモニタリング装置４００（図３参照）と、を含む。個
体モニター２００は、図２に示すように個体１０とつなげることができる。個体モニター
２００は、様々なセンサ２０２を含む、またはそれらと通信することができ、様々なセン
サは、加速度計、歩数計、心拍数モニター、位置センサ、衝撃センサ、カメラ、磁力計、
ジャイロスコープ、マイクロホン、温度センサ及び風センサを含むがこれらに限定されな
い。ある例示的な実施形態において、個体モニター２００は、センサ衣服２０４、心拍数
モニター２０６及び位置センサ２０８を含み得る。位置センサ２０８は、例えば、衛星を
利用したポジショニングシステムと共に用いる位置センサ（例えばＧＰＳ（全地球測位シ
ステム））、ビーコンシステムと共に用いる位置センサ（例えばフィールドまたは活動エ
リア付近の既知の位置における三角測量及び／またはアンテナが受信したシグナルの時差
を用いた位置決定）、任意のその他の好適な位置決定システムと共に用いる位置センサを
含み得る。いくつかの例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００は、
図３に示すようにトレーナー２０によって使用されて良い。ある例示的な実施形態におい
て、個体モニター２００は、モニタリングシステム、例えば米国特許出願番号１２／４６
７，９４４号及び１２／４６７，９４８号に開示されるようなものを含んでいて良く、こ
れら出願はその全体を引用することにより本明細書の一部をなす。
【００８６】
　一般的に、センサ２０２は、個体１０が運動活動のセッションに参加する準備をする際
に個体１０に取り付けられる。特定の個体１０に取り付けられたセンサ２０２は、個体モ
ニター２００に有線または無線でつながれ、個体モニター２００もこの特定の個体１０に
取り付けられる。センサ２０２は、個体１０が運動活動のセッションに参加する間、個体
１０の特徴を感知し、該特徴を示すデータを個体モニター２００に送信する。次に個体モ
ニター２００が、運動活動のセッション中にデータをベースステーション３００へ送信す
る。
【００８７】
　いくつかの例示的な実施形態において、この送信はリアルタイムに生じる。本明細書で
使用する「リアルタイム」は、送信技術特有の遅延、リソースを最適にするように設計さ
れた遅延、及び当業者には明らかなその他の特有のまたは望ましい遅延を含み得る。いく
つかの例示的な実施形態において、この送信はリアルタイムより遅れるか、または活動の
完了後に生じても良い。ベースステーション３００は、データを受信し、データから測定
基準を決定するが、測定基準は、センサ２０２が測定した特徴を示すものであってもよく
、またはアルゴリズム及びその他のデータ操作技術の使用によりデータから派生した更な
る特徴を示すものであってもよい。次にベースステーション３００は、運動活動のセッシ
ョン中の測定基準をグループモニタリング装置４００に送信し、グループモニタリング装
置４００は、測定基準を受信してそれを示すものを表示する。
【００８８】
　グループモニタリング装置４００は、複数の個体１０に関連する測定基準を受信するこ
とができ、それらが関連する個体１０に関連する受信した測定基準を表示することができ
る。このように、運動活動のセッション中にグループモニタリング装置４００を見ている
トレーナー２０は、複数の個体１０についての詳細な情報を受け取り、必要である、また
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は目的にかなっていると決定した時にその情報に従って行動することができ、それにより
、運動活動のセッション中に個体１０を効率的にモニタリング及び管理することができる
。
【００８９】
　いくつかの例示的な実施形態において、個体モニター２００は、データに基づいて測定
基準を計算し、データと共に、またはデータの代わりに測定基準をベースステーション３
００に転送する。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は、
測定基準と共に、または測定基準の代わりにデータをグループモニタリング装置４００に
送信する。いくつかの例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００は、
データに基づいて測定基準を計算する。
【００９０】
　ある例示的な実施形態において、図４に示すように、個体モニター２００は、電池２１
２、データポート２１４、位置モジュール２１６、心拍数モニターモジュール２１８、コ
ントローラ２２０、ユーザーインターフェース２２２、トランシーバー２２３、アンテナ
２２４、加速度センサモジュール２２６、メモリ２２８、ジャイロスコープモジュール２
３０、磁力計モジュール２３２、及び温度センサモジュール２３３を含む。本明細書に記
載のセンサ及び対応するモジュールは単なる例示であり、他のセンサ及びモジュールも本
発明の実施形態と共に使用できる。電池２１２は、個体モニター２００に電力を供給する
ことができ、例えば、個体モニター２００に内臓されていても、個体モニター２００から
取り外し可能であってもよく、再充電が可能であってもなくてもよい。データポート２１
４は、個体モニター２００との間の情報の転送を促進することができ、例えばユニバーサ
ル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ポートであってよい。いくつかの例示的な実施形態におい
て、データポート２１４は、電池２１２を充電するために、追加的に、または二者択一的
に電池２１２への電力の伝達を促進することができる。トランシーバー２２３は、データ
送信／受信能力を含んでいてよく、単一の部品または別個の複数の部品を含んでいてよい
ことがわかるであろう。
【００９１】
　個体モニター２００の要素は、様々な技術、例えばワイヤー、プリント基板、無線通信
技術、シリアルポート、シリアル周辺機器インタフェース、その他の接続技術、またはそ
の組み合わせを用いて相互接続してよい。各個体モニター２００は、ベースステーション
３００に対してポータブルであり、運動活動に参加する個体１０が携帯することができる
。個体モニター２００は、それ自体がセンサ２０２を含んでいてもよく、及び／または個
体１０が携帯し、個体モニター２００から離れて位置するセンサ２０２と通信してもよい
。各個体モニター２００は、ベースステーション３００と組み合わせ、個体１０と関連さ
せることができる。各個体モニター２００は、固有の識別子を含み得る。固有の識別子は
、例えば、個体モニター２００の目に見える表面に刻まれた番号、あるいは個体モニター
２００上ボタンが押された時、またはベースステーション３００からリクエスト信号を受
け取った時に通信または表示されるデータであってよい。
【００９２】
　ベースステーション３００と組み合わせるために、個体モニター２００は、ベースステ
ーション３００のドッキングポート３１８に受けさせることができる（例えば図２３参照
）。そうするとベースステーション３００は、個体モニター２００の固有の識別子を記録
し、個体モニター２００に固有の暗号化キーを割り当てることができる。この暗号化キー
は、運動活動のセッション中のデータの安全な送信をサポートするために使用できる。こ
のようなデータの安全な送信は、例えば個体モニター２００からベースステーション３０
０へ、ベースステーション３００から個体モニター２００へ、及び１つの個体モニター２
００から１つ以上のその他の個体モニター２００へのものであってよい。暗号化キーは、
必要な時、または望ましい時に新しくすることができる（例えば各運動活動の新しいセッ
ションのはじめに）。
【００９３】
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　いくつかの例示的な実施形態において、個体モニター２００の個体１０への割り当ては
、例えば図５３に図示されるようなグループモニタリング装置４００の使用によって促進
され得る。例えば、グループモニタリング装置４００の表示部４０２は、複数の個体１０
によるチームまたはその他のグループと共に、個体１０に関連する個体モニター２００の
モニター識別情報２４２（個体モニター２００固有の識別子を示す）を表示することがで
きる。グループモニタリング装置４００の使用者は、ある個体１０に関連する特定の個体
モニター２００の識別情報２４２を選択し、その個体１０に関連させるべき別の個体モニ
ター２００の識別情報２４２を入力することにより、関連付けを変えることができる。表
示部４０２は、個体モニター２００とベースステーション３００の間の接続性または信号
強度を示すものを表示することもできる。
【００９４】
　ベースステーション３００の管理用インターフェース３２０を通じ（これは例えばベー
スステーション３００上に配置された入力表示部であってよく、または例えばグループモ
ニタリング装置４００や分析装置６００等の遠隔装置に組み込まれてもよい）、個体１０
の識別情報（例えば個体１０の名前及び／または背番号）を、個体１０が携帯する個体モ
ニター２００固有の識別子と関連付けることができる。一旦ベースステーション３００と
適切に組み合わせ、個体１０と関連付ければ、個体モニター２００は、ドッキングポート
３１８から取り外して個体１０に取り付けることができる。任意の外界センサ２０２を個
体１０に取り付けて個体モニター２００と接続することができる。
【００９５】
　ある例示的な実施形態において、図４～７に図示されるように、個体モニター２００は
ポッドのような装置であり、個体モニター２００の位置（従って個体モニター２００を携
帯する個体１０の位置）を示すデータを決定するための位置モジュール２１６と；個体１
０の心拍数を示すデータを決定するための心拍数モニターモジュール２１８と；個体１０
の加速度を示すデータを決定するための三軸加速度センサモジュール２２６と；例えば競
技場及び／またはベースステーション３００に対する個体１０の向きを示すデータを決定
するためのジャイロスコープモジュール２３０と；ジャイロスコープモジュール２３０及
び加速度センサモジュール２２６によって決定された身体動作データを較正するための磁
力計モジュール２３２と、を含む。位置モジュール２１６、心拍数モニターモジュール２
１８、加速度センサモジュール２２６、ジャイロスコープモジュール２３０及び磁力計モ
ジュール２３２の各々は、それ自体が関連するセンサ（それぞれ例えばＧＰＳセンサ、心
拍数センサ、加速度センサ、ジャイロスコープ、及び磁力計）を含んでいてよく、あるい
はそのような関連するセンサと通信してもよい。このような通信は有線であっても無線で
あってもよい。無線通信の場合、他の部品の通信が原因の誤通信や混信を避けるために、
各モジュールは関連するセンサと通信上対になっていてよい。いくつかの例示的な実施形
態においては、これら及びその他のモジュールのいくつかまたは全てが、単一のモジュー
ルに含まれていてよい。
【００９６】
　ある例示的な実施形態において、複数のセンサ２０２のいくつかまたは全てが、センサ
衣服２０４に組み込まれる。このような実施形態において、センサ衣服２０４に組み込ま
れたセンサ２０２は、やはりセンサ衣服２０４に組み込まれたワイヤーを通じて個体モニ
ター２００に接続してよい。
【００９７】
　個体１０が運動活動のセッションに参加している間、センサ２０２は、個体１０の様々
な特徴を感知し、その特徴を示すデータを生成し、そのデータを個体モニター２００のメ
モリ２２８に送信し、メモリ２２８にデータが保存される。同時に、個体モニター２００
はデータをベースステーション３００に無線で送信する。帯域幅の最適化、電池寿命の最
適化、または任意のその他の理由により、メモリ２２８におけるデータが保存される解像
度とデータがベースステーション３００に送信される解像度は異なってよい。例えば、個
体１０の心拍数は、心拍数モニターモジュール２１８によって２００Ｈｚでサンプリング
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してよく、心拍数を示すデータは、２００Ｈｚで作成して２００Ｈｚでメモリ２２８に保
存してよいが、２Ｈｚで運動活動中にベースステーション３００に無線で送信してよい。
いくつかの実施形態において、メモリ２２８は、運動活動の単一のセッションからのデー
タ（例えば３時間のデータ収集）を保存するのに十分であり、いくつかの実施形態におい
て、メモリ２２８は、運動活動の最大で５セッションまでのデータ（例えば最大で１５時
間のデータ収集）を保存するのに十分である。
【００９８】
　加速度センサモジュール２２６は、加速度を示すデータを決定することができ、これは
、後で述べるが例えば速さ、距離及び測定基準を計算するのに使用できる。いくつかの例
示的な実施形態において、加速度を示すデータは、例えば加速度計を歩数計として用いる
ことにより位置データの正確性を高めるために、またはＧＰＳ信号の計算のフィルターを
決定するために使用することができる。いくつかの例示的な実施形態において、加速度を
示すデータは、個体１０が行っている活動（例えばスポーツ、運動及び／または訓練）を
決定するために、パターン認識ソフトウェアと共に使用できる。
【００９９】
　加えて、加速度センサモジュール２２６は、身体動作の測定を較正するために、磁力計
モジュール２３２及びジャイロスコープモジュール２３０と共に使用できる。例えば、衝
撃、動作の変化、重力及び歩数を示す情報が、加速度センサモジュール２２６を使用して
得られる。角運動がジャイロスコープモジュール２３０を用いて得られ、絶対的な「北」
の向きが磁力計モジュール２３２を用いて得られる。これらのセンサ信号は、例えば個体
１０の姿勢、重力、空間における個体１０の向き、及び個体１０の方向を決定するために
使用できる。
【０１００】
　位置モジュール２１６は、例えば１０Ｈｚで絶対位置を示すデータを決定してもよい。
加速度センサモジュール２２６は、例えば２００Ｈｚで加速を示すデータを決定してもよ
い。ジャイロスコープモジュール２３０は、例えば２００Ｈｚで位置及び向きの変化を示
すデータを決定してもよい。磁力計モジュール２３２は、例えば２００Ｈｚで向きを示す
データを決定してもよい。データは、無線周波数（ＲＦ）リンクを用いて個体モニター２
００から（アンテナ２２４経由で）ベースステーション３００に送信されてよい。個体モ
ニター２００とベースステーション３００の間のＲＦリンクは、予想される運動活動のエ
リア（例えば競技場３０）をカバーするために十分に強くあるべきである。いくつかの例
示的な実施形態において、ＲＦリンクは、全ての動作条件下で５０～３００メートルの距
離をカバーするのに十分である。いくつかの例示的な実施形態において、ＲＦリンクは、
世界的に利用できるライセンス不要の帯域（例えば２．４ＧＨｚの周波数）を用いる。い
くつかの例示的な実施形態において、ＲＦリンクは、世界中で使用される複数のライセン
ス不要の帯域をカバーするように構成できる。後で更に詳しく説明するが、いくつかの例
示的な実施形態において、ベースステーション３００は、複数の個体モニター、例えば最
大で２５個の個体モニター２００、または最大で３０個の個体モニター２００と同時に接
続するためにＲＦリンクを用いることができる。
【０１０１】
　個体モニター２００は、例えば図５～７に図示されるようにポッドのような装置であっ
てよく、例えば上述のモジュール等の個体モニター２００の部品を含有するプラスチック
ハウジング２３４を含む。個体モニター２００は、個体モニター２００を例えばセンサ２
０２に取り外し可能に接続するための導体への接続を提供し得るコネクタ２３６を含み得
る。コネクタ２３６は、例えばスナップ、クリップ、ラッチ、または任意のその他の好適
な技術によりセンサ２０２に取り外し可能に接続され得る。個体モニター２００は、入力
２３８を更に含んでよく、これはボタンであってよく、適切に操作された時に個体モニタ
ー２００オンにしたりオフにしたりするように機能するものであってよい。入力２３８は
背景光表示器を含んでよく、これは例えば個体モニター２００の質を示す１つ以上の発光
ダイオード（ＬＥＤ）であってよい。このような質は、例えば操作状態（例えばオン、オ
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フ、動作中、動作していない、充電中、低バッテリー）、メモリの状態、及び電池の状態
を含み得る。いくつかの例示的な実施形態において、個体モニター２００は、例えば液晶
表示（ＬＣＤ）スクリーンのような画像表示を含み、上述及びその他の情報を表示できる
。
【０１０２】
　個体モニター２００は、ドッキングポート２４０を更に含み得、これは、個体モニター
２００をベースステーション３００にドッキングした時に、ベースステーション３００と
の有線通信を促進し、個体モニター２００の電池２１２の充電を促進できる。個体モニタ
ー２００のハウジング２３４は、個体モニター２００の部品を収容しつつ、個体１０の運
動活動のパフォーマンスへの干渉が最小になるような大きさにすることができる。ハウジ
ング２３４は、例えば衣服（例えばセンサ衣服２０４）のポケットまたは空洞に収まるよ
うな大きさにすることができる。いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング２３
４の寸法は７０ｍｍ×５５ｍｍ×１１ｍｍを超えない。
【０１０３】
　いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング２３４は耐水性があり、全ての開口
部（例えばドッキングポート２４０やコネクタ２３６）は、運動活動中使用する間は密閉
される。このような耐水性は、開口部にフィットするプラグ（例えばプラスチック製また
はゴム製）の使用、耐水性の封止用化合物の使用、その他の技術、またはそれらの任意の
組み合わせによって、個体モニター２００（特にハウジング２３４）の露出する部分間を
ぴったり閉めることにより達成される。
【０１０４】
　個体モニター２００は、生データの整理及びフィルタリング等のデータ処理能力を含み
得る。例えば、コントローラ２２０は、センサ２０２から生データを受信し、ベースステ
ーション３００に送信する前に個体モニター２００においてデータを処理するように構成
されてよい。例えば、心拍数モニターセンサ２０６が感知した電気的活動を表す生データ
を送信するのではなく、個体モニター２００のコントローラ２２０は、生データを処理し
て心拍数、所定時間での心拍数、またはその他の目的の測定基準を計算してもよく、これ
らがベースステーション３００に送信され得る。いくつかの例示的な実施形態において、
個体モニター２００のコントローラ２２０は、固有の暗号化キー（ベースステーション３
００のデータ処理モジュール３０４によって割り当てられる）を用いて、ベースステーシ
ョン３００にデータを安全に送信するためにデータを暗号化することができる。しかし、
個体モニター２００におけるこのようなデータ処理は必須ではなく、生データをこのよう
な処理をせずにベースステーション３００に直接送信することもできる。
【０１０５】
　個体モニター２００の操作は、個体モニター２００に保存（例えばメモリ２２８に保存
）したソフトウェアで制御してよい。このソフトウェアは必要時または適切な場合にアッ
プデートできる。ソフトウェアはベースステーション３００との通信によりアップデート
でき、ベースステーション３００はソフトウェアのアップデートを個体モニター２００に
無線で送信してよい。二者択一的、または追加的に、個体モニター２００のソフトウェア
は、個体モニター２００のファームウェアを適切にフラッシュできるように、ドッキング
ポート３１８を通じたベースステーション３００との直接的な接続によりアップデートし
てもよい（後で述べる）。
【０１０６】
　センサ２０２は、関連する個体１０の測定基準を決定するためのベースを提供するよう
に選択及び構成される。本明細書において「測定基準」とは、個体１０または複数の個体
１０の１つ以上のグループに関連する特徴を示すものを指していてよく、例えば、生理学
、パフォーマンスまたは位置に基づいていてよい。１つの「測定基準」は、単純にセンサ
２０２の１つが感知した特徴を示すものであってよく、またはセンサ２０２の１つが測定
した特徴を示すデータ由来の質を示すものであってもよい。例えば、加速度センサ２１０
は加速を感知し、この特徴を示すデータを提供する。このデータは、測定基準として表す
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ことができる。加えて、このデータは、速さ、加速度の方向及び距離等の更なる測定基準
を決定するために更に処理できる。特注設計の測定基準を含む、トレーナー２０にとって
有用であると決定された様々な測定基準を決定するために、センサ２０２から受信したデ
ータ（異なるセンサ２０２からのデータを含む）及びその他のソースに作用する式及びア
ルゴリズムを伴う処理が使用できる。測定基準は、複数の個体１０それぞれに関する有用
な情報を提供でき、また、複数の個体１０のグループに関する有用な情報を提供できる。
測定基準はまた、例えば身長、体重、持久力及び最高速度等、特定の個体１０または複数
の個体１０のグループの特性を考慮に入れることもできる。
【０１０７】
　ベースステーション３００は、例えば図２１～２６に図示される例示的な実施形態のよ
うに、本明細書に記載のベースステーション３００の機能を果たすのに必要または所望さ
れる全てのハードウェアを含有する、内蔵型のポータブルシステムであってよい。いくつ
かの例示的な実施形態において、ベースステーション３００の重さは２５ｋｇ以下である
。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は、車のトランクま
たは旅客機の頭上の収納スペースに容易に収まるような大きさにする。いくつかの例示的
な実施形態において、ベースステーション３００は、一方の端において１対の車輪３２２
と、もう一方の端においてハンドル３２４と、を含み、ベースステーション３００の可動
性を促進する。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は防水
性を有し、通常の使用及び移送に関連する衝撃に耐えられる。いくつかの例示的な実施形
態において、ベースステーション３００は、ハードシェルスタイルのケース３２６内に包
含される。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は、柔らか
いダッフルバッグスタイルのケース３２８内に包含される。
【０１０８】
　いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００はポータブルである
ように構成される。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は
、活動場所において配置されるように構成される。いくつかの例示的な実施形態において
、ベースステーション３００は、様々な活動場所において配置できるように複数の活動場
所間で移動できるように構成される。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステ
ーション３００は、個体モニター２００及びグループモニタリング装置４００のうちの少
なくとも１つに対してポータブルであるように構成される。いくつかの例示的な実施形態
において、ベースステーション３００は、個体モニター２００及びグループモニタリング
装置４００の両方に対してポータブルであるように構成される。
【０１０９】
　いくつかの例示的な実施形態においては、ベースステーション３００自体が、例えばＧ
ＰＳセンサ（またはその他の位置センサ）、ジャイロスコープ、磁力計、温度センサ、湿
度センサ、及び／または風センサ等のセンサを含む。このようなセンサは、後で述べるよ
うに、個体１０に関連する測定基準を決定するためのアルゴリズムにおいて使用できる有
益なデータを提供できる。
【０１１０】
　いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は基準センサ３３４
（例えばＧＰＳ基準センサ）を含み、これは、ベースステーション３００内に物理的に含
まれるか、またはベースステーション３００から独立して、それに対して離れた既知の位
置に配置されてよい。基準センサ３３４は、ベースステーション３００と有線接続または
無線接続できる。基準センサ３３４は、偏差信号を検出し、それを用いて受信した位置信
号（例えばＧＰＳデータ）の訂正信号を計算するために使用できる。この訂正信号は個体
モニター２００に送信できる（例えばベースステーション３００経由で）。この訂正信号
は個体モニター２００の位置の決定を訂正するために使用でき、それにより正確性が高ま
る。このように訂正信号を決定してそれを個体モニター２００に送信することにより、処
理能力の効率的な使用が達成される。何故ならば、個体モニター２００は、それ自体が訂
正信号の決定という負担を負っておらず、単にベースステーション３００または基準セン
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サ３３４において決定された訂正信号を受信して使用するだけであるからである。
【０１１１】
　ベースステーション３００は、ＲＦ通信、ＷＬＡＮ通信、ＩＳＭ通信、セルラー方式通
信（例えばＧＳＭブロードバンド２．５Ｇまたは３Ｇ）、その他の好適な通信、またはそ
れらの組み合わせのうち１つ以上用に構成されたアンテナ３３０を経由して、個体モニタ
ー２００からのデータを送信及び受信してよい。ベースステーション３００と個体モニタ
ー２００の間の通信は、双方向でも一方向でもよい。アンテナ３３０は高利得アンテナで
あってよく、いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は、複数
の（例えば２つの）このようなアンテナ３３０を含む。いくつかの例示的な実施形態にお
いて、ベースステーション３００は、衛星を利用したポジショニングシステム（例えばＧ
ＰＳ）のもののような位置決め信号を送信及び／または受信するように構成されたアンテ
ナを含む。そしてベースステーション３００は、受信したデータから測定基準を決定でき
る。図８は、モニタリングシステム１００の例示的な実施形態のダイアグラムを示す。図
８に示すように、ベースステーション３００は、データ受信モジュール３０２と、データ
処理モジュール３０４と、中央同期（シンクロ）モジュール３１０と、ロジックモジュー
ル３１２と、ウェブサーバモジュール３１４と、ベースステーションデータベース３１６
と、を含む。
【０１１２】
　上述の通り、ベースステーション３００は、個体モニター２００からのデータを受信す
る。ベースステーション３００のデータ受信モジュール３０２は、動作中の各個体モニタ
ー２００と通信することができる。いくつかの例示的な実施形態において、データ受信モ
ジュール３０２は、上述のＲＦリンク経由で個体モニター２００と通信するアンテナ３３
０によって個体モニター２００からのデータを受信する。データ受信モジュール３０２は
、受信したデータをデータファイルに書き込むが、このファイルは例えばカンマで区切っ
た（ＣＳＶ形式）ファイルまたはタブ区切りファイルであってよい。ファイルは、例えば
データの書き込みに用いられる単一ファイル、または、例えば時間、エントリー数、サイ
ズに基づくローリングファイル(rolling file)（ファイルロール(file roll)）であって
よい。データファイルは任意の好適な間隔及びパラメータを用いてアップデートできる。
例えば、３０個の個体モニター２００が動作し、ほぼリアルタイムでデータファイルをア
ップデートするために、２Ｈｚで５データポイントをアップデートすることができる。
【０１１３】
　データ受信モジュール３０２は、受信したデータ上のデータの整合性のチェックを行い
得る。いくつかの例示的な実施形態において、データ受信モジュール３０２は、受信した
データを復号する。いくつかの例示的な実施形態において、データ受信モジュール３０２
は受信したデータに対して不可知論的(agnostic)であり、受信したデータを復号しない。
いくつかの例示的な実施形態において、データ受信モジュール３０２は、必要に応じて内
容をバッファリングする。
【０１１４】
　データ受信モジュール３０２は、データファイルからデータを読み取ってそれをデータ
処理モジュール３０４に送信するデータ読み取りモジュール３３２を含み得る。データ読
み取りモジュール３３２は、任意の好適な間隔、例えば５００ミリ秒おきに作動してデー
タファイルに書き込まれたデータにおける変更を読み取ることができる。
【０１１５】
　運動活動のセッション中に個体１０によって個体モニター２００が使用される前に、各
個体モニター２００は、ベースステーション３００に接続され（例えばドッキングポート
３１８へのドッキングによって、または無線で）、データ処理モジュール３０４によって
暗号化キーを割り当てられる。個体モニター２００は、この暗号化キーを用いてデータ受
信モジュール３０４に安全にデータを送信することができる。上述の通り、データ処理モ
ジュール３０４はデータ受信モジュール３０２からデータを受信し、もし暗号化されてい
れば、特定の個体モニター２００に対して割り当てられた固有の暗号化キーを用いてデー
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タを復号する。データ処理モジュール３０４は、保存するために復号されたデータをベー
スステーションデータベース３１６に送信する。
【０１１６】
　ベースステーションデータベース３１６は、好ましくは運動活動のセッション中に生成
されたデータを短期保存するように構成される一方で、長期保存は、後で詳細を述べるよ
うにウェブサーバシステム５００によって得られる。ベースステーションデータベース３
１６は、少なくとも運動活動の１セッションにおいて生成されると予想される全てのデー
タに十分な保存場所を含み得る。いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーシ
ョンデータベース３１６は、少なくとも運動活動の３セッションにおいて生成されると予
想される全てのデータに十分な保存場所（例えば約２ギガバイト超）を含む。いくつかの
例示的な実施形態において、ベースステーションデータベース３１６は長期保存向けに構
成され、例えば少なくとも運動活動のモニタリングで１０年使用して生成されると予想さ
れる全てのデータに十分な保存場所（例えば約６００ギガバイト超）を含む。
【０１１７】
　ロジックモジュール３１２は、ベースステーションデータベース３１６をポーリングし
、ポーリングしたデータにアルゴリズムを適用して測定基準及び警告を決定する。ロジッ
クモジュール３１２は、適切なアルゴリズムの適用により、特注設計の測定基準を含む多
様な測定基準を決定できる。ロジックモジュール３１２は、このような測定基準をウェブ
サーバモジュール３１４に送信できる。例示的な測定基準及びその使用については、後で
より詳細に述べる。
【０１１８】
　いくつかの例示的な実施形態において、トレーナー２０は、イベントの発生をトレーナ
ー２０に知らせるために個体１０への警告を作り出すことができる。このような警告は、
例えば、トレーニングの有効性の測定、トレーニングの負荷の管理、トレーニングの目標
達成の識別、または危険な状態の識別に使用できる。警告は、多数の測定基準、例えば距
離（総距離及び／または特定の速さ範囲内の時間）、心拍数（現在の及び／または特定の
心拍数域内の累積時間、特定の心拍数域外の心拍数）、及びパワー(power)またはトレー
ニングの負荷等に基づいて良い。このような警告は、一般的に全ての個体１０に（個々に
またはグループに）適用でき、あるいは、特定の個体１０に特有のものになるように適応
させることができる。このような警告は、一般的に運動活動の全てのセッションに適用で
き、あるいは、運動活動の特定のセッションに特有のものになるように適応させることが
できる。
【０１１９】
　トレーナー２０は、このような警告を管理装置を通じて作り出すことができ、管理装置
は、後で詳細を述べるが、例えばグループモニタリング装置４００や分析装置６００等の
装置であって良い。いくつかの例示的な実施形態において、警告はリモートコンピュータ
を用いて（例えばチームの監督や医療支援を行う人によって）作成でき、ベースステーシ
ョン、及び任意の個体モニター２００、グループモニタリング装置４００または分析装置
６００に転送できる（例えばインターネット経由、及び／または本明細書に記載の任意の
通信チャネル経由で）。トレーナーは、例えば測定基準の選択、条件（例えば目標測定基
準値、目標測定基準値を維持する時間枠、目標達成の日数の範囲、目標測定基準の範囲）
の選択、例外の特定、個体１０（または複数の個体１０のグループ）への警告の割り当て
、及び警告を運動活動のセッションに関連付けることによって警告を作成できる。
【０１２０】
　作成された警告は、関連する個体１０のダッシュボード（例えばグループモニタリング
装置４００や分析装置６００によって表示されるもの。図１６及び２０参照）を見たとき
に、関連する個体１０と関連付けて見ることができる。個体１０が警告を引き起こしそう
になっていく状況（警告の条件が合致したときに警告が起こる）は、運動活動のセッショ
ン中にグループモニタリング装置４００を通じてモニターできる。引き起こされた過去の
警告は、個体１０または複数の個体１０のグループと関連付けて保存でき、これらの警告
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の履歴は、例えばグループモニタリング装置４００や分析装置６００を用いて見ることが
できる。可能な警告の例には、不規則な心拍を示していること、３８℃を超える体温（異
常高熱の兆候の可能性）を示していること、心拍数が最大値の８５％以上を１０分以上持
続していること、９００メートルの距離を６メートル／秒以上の速さで移動していること
、トレーニングの負荷が７００ワット以上であること、が含まれる。
【０１２１】
　ロジックモジュール３１２は、個体１０の運動活動中に、このような警告に関する情報
（例えば、警告を引き起こしそうになっていく状況を示す情報や、警告されたことを示す
情報を含む）を、グループモニタリング装置４００に送信できる（ベースステーション３
００のウェブサーバモジュール３１４経由で）。このような警告に関する情報は、ベース
ステーションデータベース３１６に保存できる。
【０１２２】
　ウェブサーバモジュール３１４は、個体１０または複数の個体１０（複数の個体１０の
複数のグループを含む）向けのロジックモジュール３１２からの測定基準及び警告情報を
受信できる。ウェブサーバモジュール３１４は、クライアント装置、例えばグループモニ
タリング装置４００からの要求に基づいて表示コード（例えばｈｔｍｌ５（ハイパーテキ
ストマークアップ言語５）に適合するコード）を与えることができる。いくつかの実施形
態において、ウェブサーバモジュール３１４は、ジャバスクリプト（ＪａｖａＳｃｒｉｐ
ｔ）（登録商標）を用いてウェブソケットをオープン／維持する。ウェブサーバモジュー
ル３１４はまた、要求するクライアント装置が正しく認証されていること、及び全てのデ
ータがｈｔｔｐｓ（ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア）を用いて送られているこ
とを確認することにより、保護機能を果たすことができる。ウェブサーバモジュール３１
４は、運動活動中、要求された測定基準及び生成された警告を、例えばＡＰＩ層経由でグ
ループモニタリング装置４００に提供することができる。
【０１２３】
　グループモニタリング装置４００は、測定基準、警告及びその他の情報（例えば個体１
０の識別情報や特性、個体１０や広く運動活動に関わる統計値）を、ベースステーション
３００から無線で受信できる。単一のグループモニタリング装置４００がベースステーシ
ョン３００と通信しても良いし、複数のグループモニタリング装置４００が同時にベース
ステーション３００と通信しても良い。グループモニタリング装置４００は、ベースステ
ーション３００に対してポータブルであって良く、例えばＷＬＡＮ（無線ローカルエリア
ネットワーク）、２．４ＧＨｚのＩＳＭ（工業、科学、医療）バンド、ブルートゥース（
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（登録商標）（またはブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（登
録商標）ローエネルギー（Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）（ＢＴＬＥ））、あるいはセルラープ
ロトコルを経由してベースステーション３００と通信できる。
【０１２４】
　いくつかの例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００は、表示され
るべき１つ以上の操作モジュールの選択を可能にするモジュール選択素子４４６を含む。
操作モジュールは、操作モジュールアイコンを用いて選択可能であって良い。いくつかの
例示的な実施形態において、プランモジュールアイコン４６４の選択により、運動活動の
セッションのプランを立てるために使用するように設計された特徴を含むプランモジュー
ルが表示されて良い。いくつかの例示的な実施形態において、モニターモジュールアイコ
ン４６６の選択により、本明細書で更に述べるように運動活動のセッション中にリアルタ
イムで運動活動のセッションをモニターするために使用するように設計された特徴を含む
モニターモジュールが表示されて良い。いくつかの例示的な実施形態において、分析モジ
ュールアイコン４６８の選択により、本明細書で更に述べるように運動活動のセッション
中にリアルタイムで、または運動活動のセッション完了後に運動活動のセッションを分析
するために使用するように設計された特徴を含む分析モジュールが表示されて良い。いく
つかの例示的な実施形態において、レポートモジュールアイコン４７０の選択により、運
動活動のセッションに関連するレポート（例えば印刷可能または表示可能な選択された情
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報の要約）を作成するために使用するように設計された特徴を含むレポートモジュールが
表示されて良い。
【０１２５】
　いくつかの例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００は、例えば図
９に示すように表示部４０２及び入力部４０４を含む。好ましい実施形態において、グル
ープモニタリング装置４００は、タブレット型コンピューティングスタイル装置（例えば
タブレット型パーソナルコンピュータまたはアップル社（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．（登録商
標））が販売するｉＰａｄ（登録商標））である。しかし、グループモニタリング装置４
００は、任意のその他の好適な装置、例えばラップトップ型コンピュータ、スマートフォ
ン、パーソナルコンピュータ、携帯電話、電子書籍リーダー、ＰＤＡ（個人用デジタル補
助装置）、スマートフォン、または情報の受信／表示と入力の受信ができるその他の類似
の装置であっても良い。
【０１２６】
　いくつかの例示的な実施形態において、運動活動のセッション中、トレーナー２０はグ
ループモニタリング装置４００を使用して個体１０についてのリアルタイムの情報を受信
することができる。この情報は、トレーナー２０がより容易に様々な目標を達成すること
を可能にし得る。運動活動がフィットネス運動の場合、例えば個体１０のパフォーマンス
を最適化し怪我の可能性を減らすデータに基づいたリアルタイムの決定を知らせるために
、トレーナー２０は、特定の個体１０または複数の個体１０のグループの疲労についての
受信したリアルタイムのデータを活用することができる。例えば、トレーナー２０は、グ
ループモニタリング装置４００から受信した情報に基づき、運動活動の現在のセッション
を変更できる（例えばセッションのための活動スケジュールの短縮、延長、中断、終了、
または変更）。トレーナー２０は、特定の個体１０、または複数の個体１０のグループ向
けのセッションを変更できる。運動活動の現在のセッションがモニタリング装置４００の
プランモジュールを用いて作成されている場合（本明細書で更に述べるように）、プラン
されたスケジュールは、リアルタイムに変更してトレーナー２０の決定に対応させること
ができる。同様に、運動活動が試合（例えばサッカーの試合）である場合、トレーナー２
０は、例えば試合における成功の機会を最適化するデータに基づいたリアルタイムの決定
を知らせるために、特定の個体１０または複数の個体１０のグループのパフォーマンスに
ついての受信したリアルタイムのデータを活用することができる。ある例示的な実施形態
において、グループモニタリング装置４００は、１人の個体１０を単独で、及び複数の個
体１０のグループをモニターするために使用できる。
【０１２７】
　いくつかの例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００は、例えば運
動活動に参加する個体１０についての視聴者情報を決定及び中継するために、運動活動の
放送者によって使用され得る。
【０１２８】
　表示部４０２は、個体１０が運動活動のセッションに参加する間、個体１０を示すもの
（例えば識別情報、特性、測定基準及び警告を含む）を表示するように機能する。この示
すものは、例えばチャート（図１３及び１４参照）、ダッシュボード（図１６参照）、グ
ラフ（図１５参照）、マップ（図１６参照）、カラー、記号、テキスト、画像及びアイコ
ンを含む様々な形式をとり得る。
【０１２９】
　入力部４０４は、使用者、例えばトレーナー２０が表示部４０２に表示された示すもの
を操作することを可能にするインターフェースである。好ましい実施形態において、入力
部４０４はタッチパネル式の入力部である。しかし、入力部４０４は、任意のその他の好
適な入力部、例えばキーボード、音声認識入力部、または押しボタン式入力部であって良
い。入力部４０４は、様々な種類の入力部の組み合わせを更に含み得る。入力部４０４は
、表示部４０２が所望の示すものを表示するように、トレーナー２０が操作することがで
きる。示すものは、上述の通りグループモニタリング装置４００とベースステーション３
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００が通信し、次にこれが運動活動に参加している個体１０が身につけている個体モニタ
ー２００と通信することにより、運動活動中にリアルタイムにアップデートできる。
【０１３０】
  ある例示的な実施形態において、トレーナー２０は、入力部４０４を通じて固有のログ
イン認証情報を入力することによりグループモニタリング装置４００にアクセスする。あ
るいは、トレーナー２０は、ログイン認証情報を入力せずにグループモニタリング装置４
００にアクセスする。グループモニタリング装置４００にアクセスすると、トレーナー２
０は、入力部４０４を操作してグループモニタリング装置４００を使用し、個体１０をリ
アルタイムにモニターすることができる。グループモニタリング装置４００の表示部４０
２は完全にカスタマイズ可能であり、異なる表示部４０２を使用する異なる人が、別々に
それぞれの表示部をカスタマイズできる。複数のトレーナー２０によって複数のモニタリ
ング装置４００が同時に使用でき、各々が他から独立してカスタマイズ可能である。複数
のモニタリング装置４００の各々が、異なる個体１０またはグループをモニターできる。
複数のモニタリング装置４００の各々が、現在の異なる情報及び／または同じ情報でフォ
ーマットが異なるものをモニターできる。複数のモニタリング装置４００の各々が、異な
る警告及び／またはマーカーを含むようにカスタマイズできる（本明細書に更に述べる）
。このようにカスタマイズ可能なことにより、複数のトレーナー２０のそれぞれが、複数
の個体１０またはグループの異なる局面に焦点を合わせてモニターすることが可能となる
。本明細書に記載の各表示部の特徴は、表示部４０２の使用者（例えばトレーナー２０）
の選択により変更する、及び／または表示部４０２の特別な表示に含めることができる。
しかし、説明を簡単にするために、本明細書において表示部４０２は、様々な異なる「ダ
ッシュボード」を表すものとして示され、ダッシュボードは、１つ以上の要素を視覚的に
示すものである。いくつかの例示的な実施形態において、ダッシュボードはデフォルトの
表示として定義することができ、これは、使用者の選択によって使用または変更すること
ができる。例えば、チーム表示ダッシュボードは、チームにおける各個体１０に関連する
情報及びチーム全体に関連する情報を表すことができる一方、個人表示ダッシュボードは
、特定の個体１０に関連する情報を表すことができる。
【０１３１】
　ある例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００の表示部４０２は、
チーム表示ダッシュボードを示す（例えば図１３、１７、１８、２７～３２、３３Ａ、３
３Ｂ、３４及び３５Ａ～３５Ｄの例示的表示部４０２を参照）。チーム表示ダッシュボー
ドは、モニターされる運動活動に参加している全ての個体１０またはそのグループの識別
情報及び概略測定基準を同時に表示することができる。識別情報は、例えば個体の名前４
０６及び個体の背番号４０８を含み得る。いくつかの実施形態において、各個体１０の写
真４１０も識別情報として含まれる（例えば図２７、２８、３１、３２及び３３Ａ参照）
。チーム表示ダッシュボードに示される概略測定基準は、トレーナー２０にとって最も適
用可能または最も有益な測定基準であるように構成できる。図１３の例示的な表示部４０
２において、プレイヤーＡからプレイヤーＨまでの各々についての現在の心拍数、速さ、
トレーニング負荷およびパワー(power)が示される（プレイヤーＡ～プレイヤーＨはモニ
ターされる運動活動に参加している個体１０である）。図１３に示される測定基準は、数
値として示されている。しかし、測定基準の表示は数値の表示に限定されない。測定基準
は、当業者が理解するであろう他の好適な方式、例えばグラフ（例えば図１５参照）やマ
ップ形式（例えば図１６及び１７参照）で示しても良い。
【０１３２】
　いくつかの例示的な実施形態、例えば図２７の表示部４０２においては、プレイヤーＡ
からプレイヤーＬまでの各々についての心拍数、パワー、距離及び効率が示され、更なる
プレイヤーについてのこれらの数値が、プレイヤーＬより下にスクロールすることで見る
ことができる。また、プレイヤーＡからプレイヤーＬまでの各々について、警告及び備考
のフィールドも示される。いくつかの例示的な実施形態において、例えば図２７及び３１
に図示されるように、備考アイコン４２５及び警告アイコン４３２は備考及び警告の存在
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を示し得る。このような備考アイコン４２５及び警告アイコン４３２を選択することによ
り、関連する備考またはアイコンに関連する更なる情報を表示させることができる。例え
ば、図２７のチーム表示ダッシュボードは、プレイヤーＡが１つの警告を有し、プレイヤ
ーＥが３つの警告を有し、プレイヤーＬが２つの警告を有すること、そしてプレイヤーＡ
、Ｄ、Ｅ、Ｉ及びＫの各々が彼らのエントリーに関連する備考を有することを示している
。このような備考及び警告については、本明細書で更に詳細を述べる。
【０１３３】
　いくつかの例示的な実施形態において、表示部４０２は、全てのモニターされる個体１
０のサブセットを表示する。このようにして、トレーナー２０は特定の複数の個体１０に
焦点を合わせることができる。いくつかの例示的な実施形態において、表示される個体１
０のサブセットはトレーナー２０が定義することができ、表示部４０２は、選択特徴、例
えば図２８及び２９の選択特徴４２８を含み得、これが、見ることができるサブセットに
特定の個体１０を含めるか否かをトレーナー２０が選択することを可能にする。
【０１３４】
　更に、またはあるいは、チーム表示ダッシュボードは、モニターされる運動活動に参加
している個体１０のグループのグループ概略測定基準を示し得る。グループ概略測定基準
は、グループに属する各個体１０の対応する測定基準の平均であって良く、または、グル
ープ概略測定基準は、グループ全体の所望の特性を反映するように設計された独自のアル
ゴリズムを用いて計算しても良い。図１３の例示的な表示部４０２においては、チーム（
すなわちプレイヤーＡ～プレイヤーＨ）、及びチームのサブセットを含むグループ（すな
わちプレイヤーＡ、プレイヤーＣ及びプレイヤーＥ）についての現在の平均心拍数、速さ
、トレーニング負荷及びパワーが示されている。心拍数、速さ、トレーニング負荷及びパ
ワーの値は、現在の値を反映させるために運動活動中にリアルタイムでアップデートでき
る。
【０１３５】
　チーム表示ダッシュボードは、心拍数、速さ、トレーニング負荷及びパワーの表示に限
定されず、４つの測定基準の表示に限定されない。チーム表示ダッシュボードは、トレー
ナー２０にとって最も適用可能で最も有益な測定基準を表示するようにカスタマイズでき
、各個体１０について、例えば３～５つの異なる測定基準を表示できる。いくつかの例示
的な実施形態において、表示する測定基準は、運動活動の前、セットアップ手順の間にセ
ットできる。いくつかの例示的な実施形態において、表示する測定基準は、運動活動の間
に入力部４０４の操作によって変更できる。
【０１３６】
　チーム表示ダッシュボードに表示された測定基準のうちの特定の測定基準を、メイン測
定基準４１４として指定でき、これを他の測定基準よりも強調させて表示できる。メイン
測定基準は、１人の個体１０について、または複数の個体１０のグループについて独立し
て指定できる（例えばトレーナー２０により）。トレーナー２０が、運動活動に参加して
いる全ての個体１０にわたってメイン測定基準を容易に一目で見ることができるように、
メイン測定基準４１４を他の測定基準に比べてより目立たせて、またはより詳しく表示で
きる。いくつかの例示的な実施形態において、メイン測定基準４１４は、入力部４０４の
適切な操作によって運動活動のモニター中に任意の利用可能な測定基準に変更できる（例
えば図３０に示されるメイン測定基準オプション４３０のうちの１つを選択することによ
り、メインにしたい測定基準を選択する）。いくつかの例示的な実施形態において、トレ
ーナー２０は、メイン測定基準の表示を切り替えることができる。
【０１３７】
　メイン測定基準４１４は、様々な方法でメインにすることができる。例えば、他の表示
された測定基準とは別の色（または背景色）で表示して良く；他の測定基準より大きく表
示して良く；光らせたり点滅させて良く；他の測定基準よりも背景領域が大きくて良く；
個体１０の識別情報の最も近くに配置して良く；ステータスバー、チャートまたはグラフ
を含んで良く（例えばステータスバー４６２）；あるいはこれらやその他の特性の組み合
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わせを示しても良い。図１３の例示的な表示部４０２においては、他の測定基準よりも背
景領域を大きくし、個体１０の識別情報の最も近くに配置することで、心拍数をメインに
している。図２７の例示的な表示部４０２においては、各個体１０についてパワーのエン
トリーの隣にステータスバーを含めることにより、パワーをメインにしている。図３０及
び３２の例示的な表示部では、他よりも大きなパワーを表す数値を追加的に表示すること
により、パワーを更にフィーチャーしている。図３１の例示的な表示部４０２では、ステ
ータスバーを含め、他の数値よりも高い心拍数を表す数値を示すことにより、心拍数をメ
インにしている。
【０１３８】
　もし個体１０の測定基準について警告が設定されている場合、いくつかの例示的な実施
形態は、測定基準の値が警告パラメータに関する特定のゾーン内にあるかどうかを示すも
のを含んでも良い。例えば、値がゾーン内であるかゾーン外であるかに基づいて、または
値が閾値に近いことに基づいて測定基準の背景領域の色が変わっても良いし、アイコンが
現れても良い。心拍数が最大値の８５％以上を１０分以上持続していることについての警
告が設定されている例示的な実施形態においては、個体１０の心拍数の値が最大値の８５
％以上である場合は、個体１０の心拍数の値を含有する領域の背景は緑であり、心拍数が
最大値の８５％以上を１０分以上持続している場合は、個体１０の心拍数の値を含有する
領域に星型のアイコンが現れ、グループモニタリング装置４００のスピーカーから音声が
流れる。いくつかの例示的な実施形態においては、例えば図３１～３３Ａに示すように、
関連する個体１０の名前の周りの領域の色が変わることにより、警告が引き起こされてい
ることを示すことができ、警告を示す円形またはその他の警告アイコン４３２が現れて、
個体１０に関連する警告の存在及び／またはその数を示すことができる。色の変化は、警
告が発動されている間ずっと維持されても良く、あるいは、警告が引き起こされた時に変
わり、しばらくすると色が薄くなるか、または元の色に戻っても良い。いくつかの例示的
な実施形態においては、個体モニター２００は、例えば可聴ノイズを出す、振動する、ま
たは視覚的に示す（例えばＬＥＤまたはＬＣＤ表示により）ことを通じて、関連する個体
１０に対する警告を示すことができる。
【０１３９】
　いくつかの例示的な実施形態において、警告が引き起こされた場合、例えば図３３Ａ及
び３４に示すように、トレーナー２０は、警告を示すものを選択することにより、その警
告についての更なる情報にアクセスできる。いくつかの例示的な実施形態において、警告
の表示を選択することにより、警告の引き金になった測定基準の詳しいチャートを見るこ
とができる。いくつかの例示的な実施形態において、表示部４０２は、全てのモニターさ
れる個体１０またはそのサブセットについて、ある時点の、またはある期間中の全てのア
クティブな警告を表示できる。いくつかの例示的な実施形態において、新しい警告は、例
えば図３３Ａ、３３Ｂ、３４及び３５Ａ～３５Ｄの例示的な実施形態に示されるように、
新しい警告に関する情報を示す点滅アイコンまたは一時的なポップアップ・ウィンドウ４
３４によって示すことができる。
【０１４０】
　いくつかの例示的な実施形態において、ポップアップ・ウィンドウ４３４は単一の警告
についての情報を含む（例えば図３３Ａ）。いくつかの例示的な実施形態において、ポッ
プアップ・ウィンドウ４３４は複数の警告についての情報を含む（例えば図３３Ｂ）。複
数の警告は任意の好適な基準に従って表示でき、例えば、複数の警告は、特定の個体１０
または複数の個体１０のグループに関するアクティブな警告であって良く、または現時点
より前のある期間内に引き起こされた警告であっても良い。いくつかの例示的な実施形態
において、ポップアップ・ウィンドウ４３４は、引き起こされた警告の存在及び／または
その数を示す。この数には、例えば、全てのアクティブな警告、全ての見えない警告、ま
たは現時点より前のある期間内に引き起こされた警告の数が含まれ得る（例えば図３５Ｃ
）。いくつかの例示的な実施形態において、表示するべき警告の数がある閾値を超えた場
合に、引き起こされた警告の数を示すポップアップ・ウィンドウ４３４は、更なる警告の
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情報を示すポップアップ・ウィンドウ４３４の場所に現れる。
【０１４１】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図３５Ｄに図示されるように、警告管理
アイコン４４８の選択に応じて警告管理ウィンドウ４３８が表示され得る。警告管理ウィ
ンドウ４３８は、全てのアクティブな警告またはそのサブセットに関する情報を含み得、
そのような警告の却下または承認を可能にし得る。
【０１４２】
　いくつかの例示的な実施形態において、チーム表示ダッシュボードは、リアルタイムで
並べ替え可能である。トレーナー２０は、表示部４０２が所望の測定基準により並べ替え
られた個体１０の情報を示すように、入力部４０４を操作できる。例えば、トレーナー２
０は、表示された心拍数の測定基準を選択でき（例えば測定基準ラベルまたは測定基準に
関連する並べ替えアイコンを選択することにより）、個体１０の情報は、昇順または降順
に示されるように再配置できる。例えば図１９は、複数の個体１０が、心拍数の最も低い
個体１０から心拍数の最も高い個体１０へと再配置されたことを示す。心拍数の測定基準
の更なる選択により、個体１０の情報を昇順の表示から降順の表示に、及びその逆に変更
できる。いくつかの例示的な実施形態において、トレーナー２０は、例えば名前４０６、
空間での位置（例えばフィールドやコートでの位置）、チームでのポジション（例えばゴ
ールキーパー、ディフェンダー、ポイントガード）、背番号４０８、生理学的状態、関連
性の状態、またはアクティブな警告によって同様に並べ替えることができる。このような
特性により、トレーナー２０は、どの個体１０が他の個体１０に比べて高い／低い測定基
準を有するかを容易に見ることが可能となる。
【０１４３】
　いくつかの例示的な実施形態において、チーム表示ダッシュボードは、リアルタイムで
フィルター可能である。トレーナー２０は、表示部４０２が複数の個体１０のサブセット
の情報を示すように、入力部４０４を操作できる。例えば、トレーナー２０は、複数の個
体１０のサブセットを表す１つ以上のグループを選択できる。グループは様々な方法で選
択できる。いくつかの例示的な実施形態において、トレーナー２０は、グループラベルま
たはグループに関連するフィルターアイコンを選択する。いくつかの例示的な実施形態に
おいて、トレーナー２０は、リアルタイムで個体を選択してグループを作る。いくつかの
例示的な実施形態において、トレーナー２０は、グループのメンバーの識別に用いる情報
、例えば特定の心拍数より高い全ての個体１０、特定のトレーニング負荷のパーセンテー
ジより高い全ての個体１０、特定の位置に割り当てられた全ての個体１０、または特定の
生理学的状態を有する全ての個体１０、といった情報を入力する。グループが選択される
と、グループに含まれる個体１０のみについての情報が表示されるように、表示が変化し
得る。このような特性により、トレーナー２０は、個体１０のグループに関連する測定基
準に容易に焦点を合わせることが可能となる。
【０１４４】
　いくつかの例示的な実施形態において、チーム表示ダッシュボードは、個体モニター２
００のベースステーション３００への接続状態をモニターするためにも使用できる。例え
ば、個体１０がベースステーション３００の範囲外に移動した場合、ベースステーション
３００は、その個体１０の個体モニター２００からの正常な送信を受信できない場合があ
る。チーム表示ダッシュボードは、例えば個体１０の識別情報をグレー表示すること（例
えば図２７、３１、３２及び３４のプレイヤーＧ参照）、個体１０に関連する情報に取り
消し線が引かれること、または個体１０の識別情報に関連してアイコンを含むことにより
、個体１０についてベースステーション３００がデータを受信していないことを示すこと
ができる。
【０１４５】
　いくつかの例示的な実施形態においては、代替的表示が、上述の図１３の表示に代わる
ことができるか、または選択可能な代替的表示として使用でき、それによりトレーナー２
０は、上述の表示と代替的表示の間での選択が可能となる。図１７及び１８の代替的表示
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は複数のパネルを含み、各々が特定の個体１０の情報を示す。図１７は、競技場３０にお
ける個体１０の現在の位置を示す位置コンポーネント４１２を含み、個体１０はそれぞれ
の識別番号で示される。いくつかの例示的な実施形態においては、例えば図６０に示され
るように、個体１０はそれぞれの写真で示される。図１８は、各パネルの中央に目立つよ
うに表示されたメイン測定基準４１４（心拍数）と共に、各パネルの数値が何の測定基準
を表しているかを示すキー４１６を含む。トレーナー２０は、キー４１６において測定基
準を選択し、それをメイン測定基準４１４として表示させることができる。図１８はまた
、現在モニターされていない個体１０のリストも含む。トレーナー２０は、このリストか
ら個体１０を選択してその個体をモニターするようにできる。図１７及び１８の代替的表
示の操作は、上述の図１３の表示の操作と同様である。
【０１４６】
　いくつかの例示的な実施形態において、位置コンポーネント４１２は、競技場における
個体１０の現在の位置を示し、複数の個体１０のうちの１人の表示を選択することにより
、その選択された個体１０の現在のステータスに関する情報を表示するステータスボック
スが表示される。いくつかの例示的な実施形態においては、例えば図６０に示されるよう
に、位置コンポーネント４１２はヒートマップ４１３を含み得、これが競技場のエリアに
おける個体１０の集中を視覚的に示し、この情報が、トレーナー２０が個体１０を再分布
するか否かを決定する際の一助となり得る。このような視覚的表示は、個体１０の集中度
がより高いエリアを、個体１０の集中度がより低いエリアとは別の色で示すことを含み得
る。位置コンポーネント４１２は、個体１０をリアルタイムでモニターするために使用で
き、あるいは、過去の運動活動のセッションまたは現在の運動活動のセッションのより早
い段階での個体１０の位置を見直すためにも使用できる。
【０１４７】
　ある例示的な実施形態において、グループモニタリング装置４００の表示部４０２は、
個人表示ダッシュボードを示す（例えば図１６、３６Ａ、３６Ｂ、３７Ａ、３７Ｂ及び３
８～４１の例示的な表示部４０２参照）。トレーナー２０は、例えばチーム表示ダッシュ
ボードにおいて個体１０を選択することにより個人表示ダッシュボードにアクセスできる
。個人表示ダッシュボードは、選択された個体１０に関する情報、例えば個人情報（例え
ば写真４１０、名前４０６、背番号４０８、ポジション）、特性（例えば身長、体重）、
測定基準（例えば活動時間、心拍数、速さ、移動距離、強度レベル、トレーニング負荷、
効率、位置）、統計値（例えば得点）、警告、備考、及び状態（例えば活動状態、健康、
リハビリテーション）を示し得る。いくつかの例示的な実施形態において、個人表示ダッ
シュボードは、図１６の実施形態に示されたものとは異なる選択された個体１０に関する
情報を示す。
【０１４８】
　いくつかの例示的な実施形態において、トレーナー２０が情報のエントリーを選択する
と、その情報の詳しい表示が表示され得る。例えば、トレーナー２０が、図１６に示され
るプレイヤーＡについて個人表示ダッシュボード上で「心拍数」を選択すると、表示部４
０２は、現在の運動活動を通じてのプレイヤーＡの心拍数の履歴を示す詳しいチャート及
び／またはグラフ４１８を表示することができる（例えば図２０参照）。いくつかの例示
的な実施形態において、トレーナー２０は個人表示ダッシュボード上で「パワー」インジ
ケーターを選択でき、表示部４０２は、選択されたプレイヤーのパワーの履歴を示す詳し
いチャート及び／またはグラフ４１８を表示することができる（例えば図３６Ａ参照）。
【０１４９】
　いくつかの例示的な実施形態において、選択された個体１０についての選択された測定
基準に特有の任意の適用可能な警告情報（例えばトレーニングゾーン、閾値）が詳しく表
示される。例えば、図２０及び３６Ａの詳細表示に示されるように、プレイヤーＡの心拍
数についてのトレーニングゾーン４２０が、プレイヤーＡの心拍数のグラフ４１８に重ね
られる。いくつかの例示的な実施形態において、ゾーン４２０のエリアは、例えば図３６
Ｂに示されるように、グラフ４１８のデータと一致する部分がハイライトで示され得る。
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また、例えば図３６Ａの詳細図に示されるように、トレーニングゾーン４２０（例えばプ
レイヤーの速さについて）は、円グラフ４７２として表示できる。いくつかの例示的な実
施形態において、特定の測定基準に関連する警告は、その測定基準を示すチャート及び／
またはグラフと関連させて表示されるアイコンによって示すことができる。例えば、図３
９の詳細表示において、ある警告アイコン４３２は、プレイヤーの心拍数に関連する警告
を示し、ある警告アイコン４３２は、プレイヤーに全般的に関連する３つの警告を示す。
【０１５０】
　これらの警告を選択することにより、例えば図４０に示されるようにポップアップグラ
フィック４３４の形式で警告に関するより詳細な情報を表示できる。いくつかの例示的な
実施形態において、トレーナー２０は複数の情報エントリーを選択でき、表示部４０２は
、選択された複数の情報エントリーに関する情報を詳細表示に組み込むことができる。例
えば、図２０は、表示部４０２のグラフ４１８に示されるプレイヤーＡの速さを示す。い
くつかの例示的な実施形態において、表示部４０２は、主要なチャート及び／またはグラ
フ４１８を表示しながら更なる詳細なチャート及び／またはグラフ４３６を表示できる。
いくつかの例示的な実施形態において、更なる詳細なチャート及び／またはグラフ４３６
は、例えば図３６Ａ及び３９に示すように、主要なチャート及び／またはグラフ４１８よ
り目立たないように（例えばより小さく）表示される。いくつかの例示的な実施形態にお
いて、チャート及び／またはグラフ４１８上のあるエリアが選択されると（例えばトレー
ナー２０によって）、表示された測定基準に関するより詳細な情報が表示され得る。例え
ば、折れ線グラフ上の特定のポイントの付近を選択することにより、そのポイントにおけ
る１つ以上の測定基準の値を示すグラフィック４７４を表示させることができる（例えば
図３７Ｂ及び３８参照）。いくつかの例示的な実施形態において、チャート及び／または
グラフ４１８は、１つより多い測定基準を示す情報を含み得る。例えば、チャート及び／
またはグラフ４１８は、同じチャート及び／またはグラフ上にパワー及び心拍数を含み得
る（例えば図３７Ａ及び３７Ｂ参照）。
【０１５１】
　いくつかの例示的な実施形態において、チャート及び／またはグラフ４１８は、過去の
運動活動のセッションについての測定基準情報を含み得、これは、グループモニタリング
装置４００内に保存されていても、例えばベースステーション３００によってそこに送信
されても良い。いくつかの例示的な実施形態において、チャート及び／またはグラフ４１
８は、１つ以上の測定基準について、１つより多い期間を示す情報を含み得る。例えば、
チャート及び／またはグラフ４１８は、同じチャート及び／またはグラフ上に、１つ以上
の以前の運動活動のセッションについての心拍数の情報とは別に、またはその上に重ねて
、現在または最も最近の運動活動のセッションについての心拍数の情報を含み得る。
【０１５２】
　いくつかの例示的な実施形態において、トレーナー２０は、例えば図１６及び４１に示
すように、個人表示ダッシュボードの備考フィールド４２２を選択することにより、特定
の個体１０、複数の個体１０のグループ、またはチームについての備考を入力できる。い
くつかの例示的な実施形態において、備考フィールド４２２は、備考の存在を示し、備考
を表示し、及び／または新しい備考を作成するためのオプションまたは入力を提供するこ
とができる。いくつかの例示的な実施形態において、備考フィールド４２２の選択、ある
いは備考追加機能へのアクセスにより、例えば図４４に示すように、表示部４０２に備考
作成ウィンドウ４３８を表示させることができ、これによりトレーナー２０は備考を入力
できる。
【０１５３】
　備考フィールド４２２の選択により、フリーテキスト備考エントリーフィールドが現れ
、トレーナー２０はこれにテキストを入力することができる。いくつかの実施形態におい
て、備考フィールド４２２の選択により、グループモニタリング装置４００内のマイクロ
ホンが作動してトレーナー２０の音声入力を記録し、これによりトレーナー２０は音声に
よる備考を記録できる。トレーナー２０は、例えば個体１０の心拍数を詳しくモニターす
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るようにとのリマインダ、個体１０が脱水状態であるようだとのリマインダ、個体１０の
ナイスプレーを称えるべきとの決定、またはチームがある特定のプレイを練習するべきと
の決定等、所望の情報を備考フィールド４２２に入力することができる。いくつかの例示
的な実施形態において、備考は、例えば備考が関連する時間、あるいは備考が作成または
修正された時間等を示す時間の情報を含み、これは、記録されたデータと備考を後で関連
付けるのに有用であり得る。このような時間の情報は、手動で入力しても自動的に決定さ
れても良い。
【０１５４】
　いくつかの例示的な実施形態において、トレーナー２０は、マーカー４４０を選択して
セッションタイムライン４２４に含めることができる。このようなマーカー４４０は、運
動活動前、運動活動中、または運動活動後に選択できる（例えば本明細書で更に述べるよ
うにプランモジュールを用いて）。セッションタイムライン４２４は、運動活動のセッシ
ョン、あるいは運動活動のセッションのサブセットまたは合間における経過時間または残
り時間を追跡でき、例えば図１３、１６、１９、２０及び２７－４４に示されるように、
数値（例えば数値４５０）や、総セッション時間を表すライン上の動くポイントによって
表すことができる。マーカー４４０は、トレーニングセッション内のイベントを識別する
ために使用できる。トレーナー２０は、例えばマーカー追加ボタン４２６（例えば図１３
、１６、２０及び４２Ａ参照）の選択や、セッションタイムライン４２４上のポイントの
選択により、マーカー４４０を選択できる。
【０１５５】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図４２Ｅ及び４３に示すように、マーカ
ー追加ボタン４２６の選択により、表示部４０２がマーカー追加ウィンドウ４４２を表示
し、これによりマーカーを定義するためのパラメータの入力が可能となる。マーカー追加
ウィンドウ４４２は、備考入力エリア４４４を含み得、トレーナー２０は、ここにマーカ
ー４４０に関連する備考を入力できる。マーカー４４０は、チーム全体、個体１０のサブ
グループ、または特定の個体１０と関連し得る。マーカー４４０を選択すると、トレーナ
ー２０はマーカーのタイプを指定することができ、これは、例えば活動が開始するポイン
トを指定する「活動開始」マーカー、活動が停止するポイントを指定する「活動停止」マ
ーカー、または特定のイベントが起こるポイントを指定する「フラグマーカー」であり得
る。活動ベースのマーカーでは、マーカーの特性は、例えば活動の種類（例えば有酸素運
動、練習、強度、回復、その他）及び活動の名称を含み得る。フラグベースのマーカーで
は、マーカーの特性は、フラグの種類（例えば怪我、休息、場外、範囲外）を含み得る。
【０１５６】
　いくつかの例示的な実施形態において、マーカー４４０は、例えばマーカー４４０が関
連する時間やマーカー４４０が作成及び／または変更された時間を示す時間情報を含み、
これは、記録されたデータとマーカーを後で関連付けるのに有用であり得る。このような
時間情報は、手動で入力しても自動的に決定しても良い。いくつかの例示的な実施形態に
おいて、トレーナー２０は、マーカーまたはセッションタイムライン４２４上の特定のポ
イントと関連させるべき備考を入力できる。いくつかの例示的な実施形態においては、例
えば図２７及び３１に示すように、セッションタイムライン４２４上のポイントに位置す
る備考アイコン４２５は、そのような備考を表すことができる。マーカー４４０の特性は
、トレーナーがリアルタイムに指定しても、予め定義しておいても良い。マーカー４４０
は、それが作成された時間においてセッションタイムライン４２４と関連付けることがで
き、また、セッションタイムライン４２４上の任意のその他の時間と関連付けることもで
きる。トレーナー２０が、前後関係の情報を特定の時間及び個体と関連付けることにより
運動活動中及び運動活動後に個体１０のパフォーマンス分析する際に、マーカーは有用で
あり得る。いくつかの例示的な実施形態において、セッションの一部が活動マーカーでマ
ークされると、個体１０の同じ種類の活動の過去のデータが検索され、その個体１０のよ
り最近の（現在作成中のものを含む）データで上書きされ得、それにより、個体１０につ
いてのデータの比較が促進される。本明細書に記載されるマーカー４４０及びその使用は
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、特定の個体１０、または複数の個体１０のグループ（例えば個体１０の１つ以上のチー
ムまたはリーグ、あるいは個体１０の１つ以上のチームまたはリーグにおける１つ以上の
サブグループ）に適用できる。
【０１５７】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析マーカー４４０は、ユーザー（例えばトレ
ーナー２０）によって定義及び操作され得る。分析マーカー４４０は、間隔パラメータの
関数として、測定基準情報のサブセットを定義するための境界として使用できる。これに
よりグループモニタリング装置４００は、分析マーカー４４０によって定義された測定基
準情報のサブセットのみに相当する測定基準情報（例えば心拍数等のパフォーマンス測定
基準情報）を表示できる。分析マーカー４４０は、特定の個体１０についても、複数の個
体１０のグループについても定義できる。間隔パラメータは、指定された第１ポイント及
び第２ポイントを有し得る任意のパラメータであって良く、これは例えば第１分析マーカ
ー４４０及び第２分析マーカー４４０によって指定でき、これによりパフォーマンス測定
に好適な間隔を定義することができる。例えば、間隔パラメータは時間または距離であっ
て良い。
【０１５８】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析マーカー４４０は、個体１０が従事する運
動活動の一部を定義する。運動活動の一部は、例えば、特定のスポーツについてのウォー
ミングアップ、練習、ライブでのプレイ、クールダウン、ラインドリル、ダッシュ、ダッ
シュの繰り返し、コンディショニング練習、筋力トレーニングのための練習、戦術的練習
、または技術練習であって良い。例えば、コンディショニング練習が、運動活動の１０分
のところで始まり、運動活動の１５分のところで終わった場合、第１分析マーカー４４０
は、運動活動の１０分のところの時間を指定でき、第２分析マーカー４４０は、運動活動
の１５分のところの時間を指定でき、これにより、コンディショニング練習に対応する５
分の間隔が定義される。
【０１５９】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析マーカー４４０は、運動活動のセッション
後に入力部４０４を操作することにより（例えば過去の間隔を定義する）、過去の測定基
準情報に基づいて定義できる。いくつかの例示的な実施形態において、分析マーカー４４
０は、運動活動のセッション中に入力部４０４を操作することにより（例えば、運動活動
中リアルタイムで開始ポイントを、次にリアルタイムで終了ポイントを定義する）、現在
の測定基準情報に基づいて定義できる。いくつかの例示的な実施形態において、分析マー
カー４４０は、運動活動のセッション前に入力部４０４を操作することにより（例えば計
画された運動活動のセッション中の時間における予想される開始ポイント及び終了ポイン
トを定義する）、予想される未来の測定基準情報または予想される活動に基づいて定義で
きる。
【０１６０】
　予想される未来の測定基準情報に基づいて定義した場合、グループモニタリング装置４
００は、特定の運動活動の間隔をスケジューリングすることにより、計画された運動活動
のセッションをコーディネートするために使用できる。例えば、分析マーカー４４０は、
コンディショニング練習を運動活動の最初の５分間で行い、筋力トレーニングのための練
習を次の５分間で、技術練習を次の５分間で行うと定義できる。グループモニタリング装
置４００は、トレーナー２０に対し、間隔がいつ開始しいつ終了するようにスケジューリ
ングされているか、及び間隔の間の移行がいつ起こるようにスケジューリングされている
かを示すことができ、トレーナー２０は、この情報を個体１０に伝えることができる。い
くつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は、個体モニター２００
に対し、間隔の間の移行あるいは特定の間隔の開始または終了を示す信号を送ることがで
き、個体モニター２００は、例えば可聴ノイズ、振動または視覚的表示（例えばＬＥＤま
たはＬＣＤ表示）により、この情報を個体１０に伝えることができる。このように、個体
１０には、定義された間隔に対応する運動活動の一部の開始または終了に関して警告を与
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えることができる。
【０１６１】
　いくつかの例示的な実施形態において、運動活動のセッションの計画を促進するために
、表示部４０２はプランモジュールを表示することができ、これは、例えば図４５～５１
に示すように、運動活動のセッションの計画に使用できるユーティリティを含み得る。表
示部４０２は、セッション継続時間４８２を含み得、これは、運動活動のセッションの継
続時間を定義するためにユーザーが操作できる。表示部４０２はセッションタイムライン
４２４を表示でき、これは計画された運動活動のセッションのタイムラインを示し得る。
トレーナー２０は、選択された時間においてスケジューリングされた運動活動の間隔を定
義するために、セッションタイムライン４２４のポイント及び部分を選択できる。運動活
動のこのような間隔は、個体１０のチーム全体、個体１０のその他のグループ、または単
一の個体１０についてスケジューリングできる。例示的な実施形態において、例えば図４
５に示すように、運動活動の間隔は個体１０の複数のグループについてスケジューリング
され、これらのグループは、それぞれ独自のタイムライン４７８で表示される。いくつか
の例示的な実施形態において、例えば図４６に示すように、セッションタイムライン４２
４上のポイントを選択した時、またはポイントに相当する時間になった時に、ラインまた
はその他のインジケーター４９４がタイムライン４７８上の相当するポイントまで延びる
ように、タイムライン４７８はセッションタイムライン４２４とそろえて並べられる。
【０１６２】
　様々なパラメータが計画された運動活動のセッション及び／またはその間隔と関連付け
手定義でき、例えば、マーカー、トレーニング目標、警告及び強度レベルを含む。いくつ
かの例示的な実施形態において、このようなパラメータは、例えば図４５～４７に示すよ
うにオプション及び／またはメニュー４８０を用いた選択によって定義でき、この選択に
より、例えば図４９に示すように、トレーニング目標及び警告ウィンドウ４８６を表示さ
せることができる。トレーニング目標及び警告ウィンドウ４８６は、測定基準（例えば心
拍数、パワー、速さ）の選択、及び測定基準の最大値のパーセンテージに関するトレーニ
ングまたは警告ゾーンの定義を可能にし得る。トレーニング目標及び警告ウィンドウ４８
６はまた、測定基準の確定値によって制限されたトレーニングまたは警告ゾーンの定義も
可能にし得る。いくつかの例示的な実施形態において、計画された運動活動のセッション
と関連させて定義されたマーカー４４０は、例えば図４２Ｅに示すように、運動活動のセ
ッション中にセッションタイムライン４２４上に表示できる。表示部４０２は、運動活動
のセッション中にトレーナー２０がこのようなマーカー４４０を変更、追加、または削除
できるように構成され得る。
【０１６３】
　いくつかの例示的な実施形態において、このようなパラメータ（例えばマーカー、トレ
ーニング目標、警告、強度レベル）は、例えば図４７に示すように、タイムライン４７８
上のポイントの選択によって定義できる。いくつかの例示的な実施形態において、タイム
ライン４７８上のポイントのこのような選択により、選択したポイントに対応する時間ま
たは間隔におけるポイントに関連するマーカー、トレーニング目標、警告及び／または強
度レベルを入力するためのオプション及び／またはメニュー４８１の表示が可能となる。
いくつかの例示的な実施形態において、タイムライン４７８上のポイントのこのような選
択により、選択したポイントに対応する時間または間隔におけるポイントに関連する警告
またはマーカーを入力するためのウィンドウの表示が可能となる。
【０１６４】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図４８に示すように、表示部４０２は活
動編集ウィンドウ４８４を表示し、これは、運動活動のセッションの間隔に関連する活動
の様々な局面の定義を促進するオプション及び入力を含む。様々な活動（例えば練習、試
合、テスト、トレーニング要素）が、データベース（例えばベースステーションデータベ
ース３１６、またはグループモニタリング装置４００に含有されるメモリ）内に保存でき
る。活動編集ウィンドウ４８４は、トレーニング要素（例えばウォームアップ、練習、競
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争）の選択、強度レベル（例えば低、中、高）の選択、及び関与するプレイヤーの数の選
択により、ユーザーによる活動の検索を可能にし得る。活動編集ウィンドウ４８４は、入
力した検索基準にマッチする活動を示す結果を提供し得る。活動編集ウィンドウ４８４は
、得られた活動を個体１０またはそのグループに割り当てる、及び割り当てられた活動を
管理する監督またはトレーナー２０を選択するオプションを提供し得る。活動編集ウィン
ドウはまた、このような活動を時間及び継続時間と関連付けることを可能にし、それによ
り運動活動のセッションの間隔をスケジューリングできる。このような活動は、例えば図
４２Ｅに示すように、運動活動のセッション中にマーカー４４０によって指定し、セッシ
ョンタイムライン４２４上に表示することができる。このような活動は、運動活動のセッ
ション前（例えばグループモニタリング装置４００のプランモジュールを用いて）、運動
活動のセッション中、または運動活動のセッション後に指定することができる。
【０１６５】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図５０に示すように、表示部４０２は、
設定された期間（例えば１週間、１ヶ月、５日間、１日）についてスケジューリングされ
た運動活動のセッション及びその間隔を示すカレンダー４８８を表示できる。表示される
期間は、ユーザーが定義できる。表示部４０２は、過去、現在及び／または未来について
スケジューリングされた運動活動のセッション及びその間隔を表示できる。いくつかの例
示的な実施形態において、表示される運動活動のセッション及びその間隔の種類は、ユー
ザーが入力または選択する基準に従ってフィルターにかけることができる。
【０１６６】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図５１に示すように、カレンダー４８８
内に表示された特定の期間（例えば特定の日）を選択することにより、選択された期間に
ついてのスケジューリングされたイベントを詳しく表示することができる。例えば、スケ
ジュール詳細ウィンドウ４９０は、選択された期間についてスケジューリングされた運動
活動のセッション全体と共に、その運動活動のセッションの間隔及び特性（例えば間隔の
種類、特定のグループまたは個体１０への間隔の適用可能性、間隔の開始及び終了時間、
間隔中に行うべき活動の説明、間隔の位置）を表示できる。
【０１６７】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図５２に示すように、表示部４０２はセ
ッションリスト４９２を表示し、これは、スケジューリングされた運動活動のセッション
のリストと共に、それに関連する運動活動の間隔を示すことができる。セッションリスト
４９２は、経過した時間についてスケジューリングされた、現在（例えば現在の時間また
は本日）についてスケジューリングされた、及び未来についてスケジューリングされた運
動活動のセッションを表示できる。
【０１６８】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図４２Ａ及び４２Ｂに示すように、表示
部４０２はセッション制御モニター４５２を表示でき、これは、過去の、進行中の、また
は未来の運動活動のセッションに関連する情報を提供し得る。運動活動のセッション中に
使用した場合、例えば図４２Ａ及び４２Ｆに示すように、セッション制御モニター４５２
は、個体１０に関する情報の提供に加え、セッション情報特徴４５４の提供により、トレ
ーナー２０がセッションを促進するのを助けることができる。セッション情報特徴４５４
は、例えば運動活動の現在の間隔に関する情報を提供できる。いくつかの例示的な実施形
態において、セッション情報特徴４５４は、例えば特定のプレイやその他の戦略的活動中
において意図される個体１０の動きを図示するダイアグラム４５６を含み得る。いくつか
の例示的な実施形態において、セッション情報特徴４５４は、例えば特定のプレイやその
他の戦略的活動についての説明４５８を含み得る。いくつかの例示的な実施形態において
、セッション情報特徴４５４は、例えば過去の、及び／または来るべき運動活動の間隔の
スケジュール４６０を含み得る。
【０１６９】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図４２Ｆに示すように、スケジュール４
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６０における入力を選択することにより、その入力に関連するセッション情報特徴４５４
を表示することができる。セッションタイムライン上のポイントを選択することによりセ
ッションにおけるそのポイントに関連する情報（例えば選択した時間、選択した時間につ
いてスケジューリングされた運動活動の間隔）を表示できるように、セッションタイムラ
イン４２４は、スケジュール４６０内に表示される情報を含み得る。例えば図４２Ｃ及び
４２Ｄに示すように、このような情報は、例えばタイムライン情報ウィンドウ４７６内に
表示できる。この情報は、トレーナー２０が進行中の運動活動のセッションを促進するの
に有用であり得、運動活動のセッションより前に定義できる。いくつかの例示的な実施形
態において、セッション情報特徴４５４内の情報は、過去の運動活動のセッションの後で
定義して、それに適用することができ、例えばトレーナー２０が過去のセッションを分析
する助けとなるように使用できる。
【０１７０】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図５４に示すように、表示部４０２はス
テータスアイコン４９６を含み、これを選択することによりステータスメニュー４９８が
表示される。ステータスメニュー４９８は、グループモニタリングシステム１００の様々
なコンポーネントのステータスに関する情報を表示できる。ステータスメニュー４９８は
、例えばグループモニタリング装置４００またはベースステーション３００における残り
の電池寿命、グループモニタリング装置４００とベースステーション３００の間の接続性
及び／または信号強度、グループモニタリング装置４００とインターネットまたはその他
のネットワークの間の接続性及び／または信号強度、及びベースステーション３００に接
続された個体の数に関する情報を含み得る。
【０１７１】
　本発明の例示的な実施形態は、図１２に示されるようなデータの流れを含み得、図１２
は、リアルタイムモニタリングの流れ９５０、セッション後のデータの整合性の流れ９６
０、及びセッション後の分析の流れ９７０を含むデータの流れを図示する。図１２のボッ
クス９０２において、ベースステーション３００のデータ処理モジュール３０４は、暗号
化キーを各個体モニター２００（「プレイヤーポッド」とも言う）に割り当て、各個体モ
ニター２００は、センサ２０２に接続される。ボックス９０４において、センサ２０２は
、モニターされる個体１０の特性を示す生データ（例えば生理学的特性、パフォーマンス
特性、位置特性、及び／または向き特性を示すデータ）を決定する。ボックス９０６にお
いて、センサ２０２は、有線または無線接続を通じて個体モニター２００に生データを送
信する。ボックス９０８において、個体モニター２００は、無線接続を通じてリアルタイ
ムにベースステーション３００のデータ受信モジュール３０２にデータを送信する。ボッ
クス９４２において、カメラ（例えばカメラモニタリングシステム７００、ビデオ供給カ
メラ８０４）は画像データを決定する。ボックス９４４において、カメラは、ベースステ
ーション３００のデータ受信モジュール３０２に画像データを送信する。
【０１７２】
　ボックス９１０において、ベースステーション３００のデータ受信モジュール３０２は
、データをファイルに書き込む。ボックス９１２において、ベースステーション３００の
データ受信モジュール３０２は、ベースステーション３００のデータ処理モジュール３０
４にファイルを送信する。ボックス９１４において、ベースステーション３００のデータ
処理モジュール３０４は、データを認証し、復号する。ボックス９１６において、ベース
ステーション３００のデータ処理モジュール３０４は、ベースステーションデータベース
３１６内に復号したデータを保存する。ボックス９１８において、ベースステーション３
００のロジックモジュール３１２は、復号したデータにアクセスし、アルゴリズムを用い
て測定基準及び警告を決定する。ボックス９２０において、ベースステーション３００の
ロジックモジュール３１２は、ベースステーション３００のウェブサーバ３１４に測定基
準を送信する。ボックス９２２において、ベースステーション３００のウェブサーバ３１
４は、ライブモニタリング装置４００に測定基準を送信する。
【０１７３】
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　ボックス９２４において、ベースステーション３００のロジックモジュール３１２は、
ベースステーションデータベース３１６内に測定基準及び警告を保存する。ボックス９２
６において、個体モニター２００は、有線接続を通じてベースステーション３００に接続
され、ベースステーション３００のデータ受信モジュール３０２にデータをアップロード
する。ボックス９２８において、ベースステーション３００のデータ受信モジュール３０
２は、データをファイルに書き込む。ボックス９３０において、ベースステーション３０
０のデータ受信モジュール３０２は、ベースステーション３００のデータ処理モジュール
３０４にファイルを送信する。ボックス９３２において、ベースステーション３００のデ
ータ処理モジュール３０４は、データを認証し、復号する。ボックス９３４において、ベ
ースステーション３００のデータ処理モジュール３０４は、必要に応じてデータのフィル
タリング（例えばデータの重複除外）を行い、ベースステーションデータベース３１６内
に復号したデータを保存する。ボックス９３６において、ベースステーション３００の中
央同期（シンクロ）モジュール３１０は、ウェブサーバシステム５００にアクセスし、復
号したデータ、測定基準及び警告（「セッションデータ」）を送信する。ボックス９３０
において、ウェブサーバシステム５００は、ウェブサーバシステム５００のウェブサーバ
データベース５０２内にセッションデータを保存する。ボックス９４０において、ウェブ
サーバシステム５００は、分析装置６００にセッションデータを送信する。
【０１７４】
　グループモニタリングシステム１００は、任意の好適な数のコンポーネント、例えば個
体モニター２００、ベースステーション３００、グループモニタリング装置４００、また
は分析装置６００を含み得る。例示的な実施形態において、グループモニタリングシステ
ムは、３０個の個体モニター２００、１個のベースステーション３００及び２個のグルー
プモニタリング装置４００を含む。
【０１７５】
　運動活動のセッションの終了後、個体１０は、ベースステーション３００の複数のドッ
キングポート３１８のうちの１つに個体モニター２００をドッキングできる。ドッキング
ポート３１８にドッキングすると、個体モニター２００の電池２１２が充電でき、データ
を個体モニター２００からベースステーション３００に転送できる。上述の通り、個体モ
ニター２００は、運動活動中に感知したデータを保存し、また、感知したデータをベース
ステーション３００に無線で転送する。帯域幅を最も効率的に使用するために、データは
、感知されるときよりも低い解像度で運動活動中に無線で転送し、個体モニター２００に
保存できる。通信エラーが原因で、データが個体モニター２００からベースステーション
３００にきちんと送信されない場合がある（例えば、個体がベースステーション３００の
範囲を超えて移動した場合）。よって、運動活動のセッションの終わりに個体モニター２
００に保存されたデータが、ベースステーションデータベース３１６に保存されたデータ
よりも完全または正確である場合がある。
【０１７６】
　いくつかの例示的な実施形態において、データは、最大解像度で（すなわち生データ）
個体モニター２００からベースステーション３００に転送でき、同様に最大解像度でベー
スステーションデータベース３１６（及び／またはウェブサーバデータベース５０２；そ
こに一旦転送された場合）に保存できる。各セッションについて各個体１０のこのような
生データを保存することは、例えば、測定基準の再計算または新たな及び異なるアルゴリ
ズムを用いた新たな及び異なる測定基準の計算を行うための次のデータ分析にとって有用
であり得る。
【０１７７】
　いくつかの例示的な実施形態において、データ及び測定基準は、一般的なデータベース
（例えば、本明細書に記載の数個のシステムが共有するデータベース、または個体用の一
般的なスポーツデータベース）に保存できる。
【０１７８】
　ベースステーション３００のドッキングポート３１８にドッキングしている間、個体モ
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ニター２００は、保存されたデータをデータ処理モジュール３０４に直接送信できる（デ
ータ受信モジュール３０２を介して）。次に、データ処理モジュール３０４は、個体モニ
ターから受信したデータのフィルタリングを行い（例えば、データ処理モジュール３０４
は、ベースステーションデータベース３１６に重複したデータを保存することを避けるた
めに、データの重複除外を行うことができる）、ベースステーションデータベース３１６
にデータを保存することができる。
【０１７９】
　いくつかの例示的な実施形態において、ベースステーション３００は中央同期（シンク
ロ）モジュール３１０を含む。ベースステーション３００の中央同期（シンクロ）モジュ
ール３１０は、インターネット接続を通じてウェブサーバシステム５００と通信でき、ウ
ェブサーバシステム５００はベースステーション３００の外部にある。ベースステーショ
ン３００がイーサネット（登録商標）接続（またはその他の有線接続）を通じてインター
ネットに接続される場合、このような通信はイーサネット接続（またはその他の有線接続
）上で行える。ベースステーション３００がイーサネット接続（またはその他の有線接続
）を通じてインターネットに接続されているのではない場合、通信は、例えばセルラーネ
ットワーク（例えばＧＳＭ（登録商標）ブロードバンド２．５Ｇまたは３Ｇ）上にて無線
で行える。中央同期（シンクロ）モジュール３１０は、モニターされた運動活動に関する
セッションデータ、またはベースステーション３００及びその他のコンポーネントに関す
る診断情報をアップロードするため、並びに例えばドッキングポート２４０を通じて個体
モニター２００にインストールするべきアップデートされたファームウェアや、ベースス
テーション３００で使用するためのアップデートされたソフトウェア等のユーザーデータ
をダウンロードするためのデータアップロード／ダウンロード機能を含む。中央同期（シ
ンクロ）モジュール３１０は、ベースステーションデータベース３１６に保存されたデー
タをウェブサーバシステム５００にアップロードできる。このようなデータは、運動活動
中に生成されたデータ、測定基準及び警告を含み得る。このようなデータを受信した場合
、ウェブサーバシステムは、それをウェブサーバデータベース５０２に保存できる。
【０１８０】
　ウェブサーバシステム５００は、例えば分析装置６００等のクライアント装置からの要
求に基づいて、表示コード（例えばｈｔｍｌ５に適合するコード）を与えることができる
。ウェブサーバシステム５００はまた、要求を出しているクライアント装置が適切に認証
されているか、及び全てのデータがｈｔｔｐを用いて送られているかを確認することによ
り、セキュリティー機能も提供できる。ウェブサーバシステム５００は、ウェブサーバデ
ータベース５０２に保存された要求された測定基準及び生成された警告を、例えばＡＰＩ
層経由で分析装置６００に提供することができる。
【０１８１】
　分析装置６００が図１０に示されるが、表示部５０２及び入力部５０４を含む。例示的
な実施形態において、分析装置６００は、タブレット型コンピューティングスタイル装置
（例えばタブレット型パーソナルコンピュータまたはアップル社（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．
（登録商標））が販売するｉＰａｄ（登録商標））である。しかし、分析装置６００は、
任意のその他の好適な装置、例えばラップトップ型コンピュータ、スマートフォン、また
はパーソナルコンピュータであっても良い。分析装置６００は、ウェブサーバデータベー
ス５０２内のデータにアクセスし、分析装置６００のユーザー（例えばトレーナー２０）
に対して情報を表示できる。分析装置６００とグループモニタリング装置４００について
、本明細書では別々に説明しているが、いくつかの例示的な実施形態においては、グルー
プモニタリング装置４００と分析装置６００は同一の装置である。
【０１８２】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析装置６００は、ベースステーション３００
または関連する運動活動に対して離れた位置に配置でき、リアルタイムでデータ及び測定
基準にアクセスして表示するために使用できる。このような実施形態において、上述のよ
うに分析装置６００がデータ及び測定基準にアクセスして表示できるように、ベースステ
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ーション３００は、ウェブサーバ５００にデータ及び測定基準をリアルタイムで送ること
ができる。このような実施形態は、ユーザーが進行中の運動活動のセッションを離れた場
所からモニターするのに有用であり得る（例えば、試合の場にいることのできないトレー
ナー２０や、その場に居ないでトレーニングセッションをモニターしたいと所望するチー
ムオーナー等）。
【０１８３】
　運動活動のセッションの終了後、トレーナー２０は、分析装置６００を使用して個体１
０に関する情報を検討及び分析することができ、この情報には、過去の運動活動のセッシ
ョン中の個体１０の過去のパフォーマンスに関する情報が含まれる。ウェブサーバデータ
ベース５０２においてデータが利用可能な過去の運動活動のセッションの数によっては、
分析装置６００を使用したセッション後の個体１０の分析は、トレーナー２０に対し、グ
ループモニタリング装置４００が運動活動中に提供する情報よりも長期に及ぶ情報を提供
できる。トレーナー２０は、分析装置６００を使用してデータにアクセスして見ることが
できるが、グループモニタリング装置４００について上述した方法とほぼ同じである。例
えば、分析装置６００は、グループモニタリング装置４００について先に述べたように、
チーム表示ダッシュボード及び個人表示ダッシュボードを表示するように構成され得る。
分析装置６００のチーム表示ダッシュボード及び個人表示ダッシュボードのいくつかの例
示的な実施形態に適用可能ないくつかの相違点には、分析装置６００を使用する場合には
表示される情報はリアルタイムでアップデートできない場合があること、表示される情報
は複数の運動活動のセッションに及び得ること、そして複数のセッションにわたるデータ
に適用される警告を作成できること、が含まれる。
【０１８４】
　更に、分析装置６００のチーム表示ダッシュボード及び個人表示ダッシュボードはカス
タマイズ可能であり得る。カスタマイズされた表示ダッシュボードを作るために、トレー
ナー２０は、表示コンポーネント（例えば個体１０の写真４１０、全個体１０のリスト、
競技場における複数の個体１０の位置のマップを示す位置コンポーネント４１２、詳しい
チャート及び／またはグラフ４１８）を加えたり除去したりでき、これは、保存して後で
参照できる。いくつかの実施形態において、カスタマイズされた表示ダッシュボードは、
グループモニタリング装置４００に送信する、あるいはグループモニタリング装置４００
によって使用することができ、それによりトレーナー２０は、カスタム形式でリアルタイ
ムデータを見ることが可能となる。
【０１８５】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析装置６００は、例えばチャート形式または
グラフ形式で測定基準を詳しく表示する分析チャート表示を含む。トレーナー２０は、分
析チャート表示用の所望のパラメータを入力部６０２を通じて入力できる。例えば、トレ
ーナー２０は、２０１０年８月中にプレイヤーＡが行った全ての練習についてのデータを
示すために分析チャート表示を作成するべきであることを示すパラメータを入力できる。
あるいは、分析装置６００は、トレーナー２０が入力したパラメータに対応する全てのデ
ータエントリーのリストをトレーナー２０に示すことができ、これによりトレーナー２０
は、分析チャート表示に含むことを所望するエントリーを選択することが可能となる。ト
レーナー２０にはまた、分析チャート表示の種類を選択するというオプションも与えるこ
とができる。例えば、トレーナー２０は、重ね表示(stacked view)（それぞれが異なる測
定基準に関するいくつかのチャートまたはグラフが重ねられている）、またはオーバーレ
イビュー（複数の測定基準が単一のチャートまたはグラフに表示されている）から選択す
ることが可能であり得る。いくつかの例示的な実施形態において、オーバーレイビューは
、ある期間のデータ（例えば現在のデータや最も最近のデータ）に別の期間のデータ（例
えばより昔のデータ）をかぶせたものをトレーナー２０が見ることを可能にし、それによ
り、異なる期間におけるパフォーマンスの容易な比較が可能となる。
【０１８６】
　いくつかの例示的な実施形態において、１つ以上の運動活動のセッションの分析を容易
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にするために、グループモニタリング装置４００の表示部４０２または分析装置６００の
表示部４０６は、分析モジュールを表示でき、これは、例えば図５５に示すように、運動
活動のセッションの分析に使用できるユーティリティーを含み得る。分析装置６００の表
示部６０２は、測定基準を比較して表示するチャートまたはグラフ６１８を表示できる。
例えば、グラフ６１８は、運動活動のセッションにわたって、または任意のその他の期間
にわたってプロットした個体１０の心拍数を表示できる。また、その他の測定基準、例え
ば個体１０のトレーニング衝撃や機械力も同じグラフ６１０上にプロットして表示できる
。同じグラフ６１８上に複数の測定基準をプロットすることにより、分析装置６００は、
これらの測定基準の比較を容易にでき、個体１０のパフォーマンスのモニタリングにおい
てトレーナー２０にとって有用であり得る相関関係を証明できる。
【０１８７】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図５６に示すように、分析装置６００の
表示部６０２は、１人以上の個体の測定基準情報を１人以上のその他の個体のものと比較
し、１人以上の個体が基礎値から外れている特定の測定基準値を示したのが何時であるか
を決定するための異常値分析６２０を表示できる。異常値分析６２０は様々な方法で提供
することができ、複数の個体１０の比較を容易にする場面において複数の個体１０のデー
タを提供する上で有用であり得る。いくつかの例示的な実施形態において、測定基準の平
均を上回る、または下回るパーセンテージまたは値（またはその他の基準値）を示す棒グ
ラフ６２２を表示できる。いくつかの例示的な実施形態において、１人以上の個体１０の
様々な測定基準のパーセンテージまたは値を示す星型グラフ６２４を表示できる。
【０１８８】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析装置６００は、新しいアルゴリズムに基づ
いて過去のデータを再計算でき、それにより、測定基準の計算を精密化したり新しい測定
基準を定義することができる。いくつかの例示的な実施形態において、分析装置６００は
、過去のデータに新しい警告を適用できる。このような特性は、個体１０のデータの履歴
の研究や分析を促進することによりトレーナー２０にとって有用であり得る。
【０１８９】
　いくつかの例示的な実施形態において、分析装置６００は、個体１０の未来のパフォー
マンスを予測するために、トレーナー２０が使用することができる。適切なアルゴリズム
を過去のデータに適用でき、それにより、特定のプレイヤーまたはグループの未来のセッ
ションのデータの予測が生成される。例えば、あるパフォーマンスの傾向が認識されれば
、その傾向は未来の運動活動のセッションで継続し得ると予測できる。トレーナー２０は
、未来の運動活動のセッションに関する決定を与えるために、この情報を使用できる。
【０１９０】
　いくつかの例示的な実施形態において、例えば図５７に示すように、グループモニタリ
ング装置４００はレポートモジュールを含み得、これはレポートジェネレーター４０３を
含み得、レポートジェネレーター４０３は、ユーザーによる個体１０のデータ及び測定基
準に基づいたレポートの作成を可能にする。所望の情報を作成するために、レポートを事
前に定義、またはカスタマイズできる。例えば個々のプレイヤーの概要、ヘッドコーチ向
けに設計されたレポート、チームのサブグループのコーチ（例えばゴールキーパーのコー
チ）向けに設計されたレポート、毎日のパフォーマンスのアップデートレポート、怪我レ
ポート、セッションの概要レポート、及びチーム状態のレポート等、様々な種類のレポー
トが作成できる。例えば図５８及び５９に示すように、毎日のパフォーマンスのアップデ
ートは、最高のパフォーマンスをする個体１０に関する情報を含み得る。このような毎日
のパフォーマンスのアップデートは、トップスプリンター、パワーが最高の者、効率が最
高の者、距離が最高である者である個体１０を示すリスト４０５を含み得る。いくつかの
例示的な実施形態において、過去のレポートを保存でき、過去のレポートメニュー４０１
からそれにアクセスできる。このような毎日のパフォーマンスのアップデートはまた、チ
ームを構成する個体１０のグループの現在の情報を示すチームチャート４０７も含み得る
。チームチャート４０７は、表示された情報と以前のレポートで表示された情報の間に存
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在し得る、表示された情報における相違点を更に示し得、それにより個体１０のパフォー
マンスの変化を示すことができる。
【０１９１】
　本明細書において、「コンピュータで利用可能な媒体」等の用語は、取り外し可能な記
憶装置やハードディスク・ドライブにインストールされるハードディスク等の媒体を一般
的に指して使用できる。コンピュータで利用可能な媒体は、メインメモリや二次メモリ等
のメモリをも指すことができ、これはメモリ半導体（例えばＤＲＡＭ）であって良い。こ
れらのコンピュータプログラム製品は、本発明のコンピュータシステム及びその他のコン
ポーネントにソフトウェアを提供する。
【０１９２】
　コンピュータプログラム（コンピュータ制御ロジックとも呼ばれる）は、メインメモリ
及び／または二次メモリに記憶され得る。コンピュータプログラムは、通信インターフェ
ースを介して受信することも可能である。こうしたコンピュータプログラムは、実行され
た際、本発明のコンピュータシステムが本明細書に記載される実施形態を実行するのを可
能にし得る。ソフトウェアを用いて実施形態を実行する場合、このソフトウェアは、コン
ピュータプログラム製品に記憶させることができ、例えば取り外し可能な記憶ドライブ、
インターフェース、ハードドライブ及び／または通信インターフェースを用いてコンピュ
ータシステムにロードできる。
【０１９３】
　本明細書の記載に基づき、関連する技術分野の当業者は、コンピュータプログラムは、
実行すると、１つ以上のプロセッサによる例えば運動活動に従事する個体１０に関する情
報の決定、記録及び送信や、本明細書に記載の任意のユーザーへの表示可能または聞き取
れる要素（例えば運動活動に従事する個体１０に関する情報）の提示等、上述のプロセス
の実行を可能にし得ることを認識するであろう。本明細書に記載の任意のモジュール、機
能または特徴（例えばプランモジュール、モニターモジュール、分析モジュール、レポー
トモジュール）を維持する及び／または与えるための情報及び／または指示（例えばコン
ピュータプログラム製品）は、本明細書に記載の任意のコンポーネント（例えばベースス
テーション３００、個体モニター２００、グループモニタリング装置４００、ウェブサー
バシステム５００、分析装置６００、カメラモニタリングシステム７００、及び／または
ビデオ供給システム８００）のコンピュータで使用可能な媒体（例えばメモリまたはデー
タベース）に記憶させることができる。
【０１９４】
　いくつかの例示的な実施形態において、１つ以上のプロセッサは、クラスタ化されたコ
ンピュータ環境またはサーバー・ファームに組み込まれた計算装置の一部であって良い。
いくつかの例示的な実施形態において、クラスタ化されたコンピュータ環境により行われ
る計算プロセスは、同じまたは異なる位置に配置された複数のプロセッサにわたって行わ
れて良い。いくつかの例示的な実施形態において、１つ以上のプロセッサは、本明細書に
記載のコンポーネント（例えばベースステーション３００、個体モニター２００、グルー
プモニタリング装置４００、ウェブサーバシステム５００、分析装置６００）のうちの任
意のものの一部であって良い。いくつかの例示的な実施形態において、プランモジュール
、モニターモジュール、分析モジュール、及びレポートモジュールのうちの１つ以上は、
例えばスマートフォン等のデバイス用のアプリケーションを含み得、全体または一部がダ
ウンロードされるように構成され得る。
【０１９５】
　本発明のソフトウェアは、任意のコンピュータで使用可能な媒体に記憶させることがで
きる。このようなソフトウェアは、１つ以上のデータプロセシング装置、例えば本明細書
に記載の任意の好適なコンポーネント（例えばベースステーション３００、個体モニター
２００、グループモニタリング装置４００、ウェブサーバシステム５００、分析装置６０
０）等において実行された時に、該データプロセシング装置が本明細書に記載の通りに作
動するようにする。本発明の実施形態は、現在公知の、または将来的に公知となるであろ
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う任意のコンピュータで使用可能な、または読み取り可能な媒体を採用する。コンピュー
タで使用可能な媒体の例には、一次記憶装置（例えば任意の種類のランダム・アクセス・
メモリまたは読み取り専用メモリ）、二次記憶装置（例えばハードドライブ、フレキシブ
ルディスク、ＣＤ　ＲＯＭ、ジップディスク、テープ、磁気記憶装置、光記憶装置、ＭＥ
ＭＳ、ナノテクノロジー記憶装置、メモリーカード、またはその他の取り外し可能な記憶
装置等）、及び通信媒体（例えば有線及び無線通信ネットワーク、ローカルエリア・ネッ
トワーク、広域ネットワーク、イントラネット等）が含まれるがこれらに限定されない。
【０１９６】
　いくつかの例示的な実施形態において、グループモニタリングシステムはカメラモニタ
リングシステム７００を含み、これは、例えば、個体１０の動きを示す画像データを記録
するために競技場３０に向けられた１つ以上のビデオカメラを含み得る。この画像データ
は、ベースステーション３００に（例えばベースステーション３００のデータプロセシン
グモジュール３０４に）送信でき、個体モニター２００から送信されるデータに関して既
に述べたのとほとんど同じ方法で、測定基準の決定に使用できる。この画像データは、ベ
ースステーションデータベース３１６に記憶させることができ、ウェブサーバシステム５
００に送ることができ（例えば中央同期モジュール３１０を介して）、ビデオ供給システ
ム８００がそれにアクセスして、ビデオ供給システム８００のビデオ表示部８０２が表示
することができる。
【０１９７】
　いくつかの例示的な実施形態において、ビデオ供給システム８００はビデオ供給カメラ
８０４を含む。ビデオ供給カメラ８０４はまた、画像データを記録するために競技場３０
に向けることもできる。この画像データは、読み出してビデオ供給システム８００のビデ
オ表示部８０２によって後で見れるように、ウェブサーバシステム５００に送信できる。
【０１９８】
　カメラモニタリングシステム７００及び／またはビデオ供給システムによって記録され
た画像データは、分析装置６００によってウェブサーバシステム５００からアクセスし、
分析装置６００の表示部６０２に表示できる。
【０１９９】
　いくつかの例示的な実施形態において、カメラモニタリングシステム７００は、個体１
０の位置を決定するために使用できる。カメラモニタリングシステム７００により生成さ
れた画像データは、ベースステーション３００によって受信し、個体１０及び／またはそ
の他の目的の対象／エリアの位置を決定するために分析できる。カメラモニタリングシス
テム７００は、位置センサ２０８の代わりとなる、またはそれを補うためにこのように使
用することができ、屋内のエリア、またはこれでなければＧＰＳやその他の位置信号が受
信できない（または弱い信号しか受信できない）エリアにおける位置を決定するのに特に
有用であり得る。
【０２００】
　いくつかの例示的な実施形態において、カメラモニタリングシステム７００で生成した
画像データは、本明細書に記載のデータ及び測定基準でオーバーレイまたは識別できる。
このような実施形態において、画像データは、表示装置（例えばグループモニタリング装
置４００や分析装置６００）により、またはそれと連動して、データ及び測定基準と同調
させて表示することができる。これは、データ及び測定基準を個体１０の実際の画像と相
互に関連付けるのに役立ち得る。
【０２０１】
　測定基準は、上述の通り感知された個体１０の特徴を示すデータを示すものであって良
く、または、このようなデータから派生した特徴を示すものであっても良い。一般的に、
グループモニタリングシステム１００は、マルチレベル分析ツールとして作動できる。あ
る例示的な実施形態において、グループモニタリングシステム１００は、加速度計、ＧＰ
Ｓセンサ、心電計（ＥＣＧ）、ジャイロスコープ、時計、及び磁力計からの信号を使用し
て、各モニターされる個体１０に関連する心拍数、位置、向き、活動、及び時間を示すデ
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ータを直接決定することができる。このデータは、機械力、機械力ゾーン、スピード、ス
ピードゾーン、代謝力、代謝力ゾーン、動作状態及び距離を含む測定基準を計算するため
に処理できる。これらの測定基準は、疲労、トレーニング衝撃（ＴＲＩＭＰＳ）、加速度
ゾーン、加速度仕事（acceleration work）、効率、総距離、及び加速度を含む測定基準
を計算するために、時間、各個体１０の集団、及び各個体１０の動作状態を示す値と連動
させて処理できる。
【０２０２】
　記載した例示的な実施形態との関連で特定の測定基準について説明したが、これら特定
の測定基準は単なる例示であり、記載した例示的な実施形態においては、これら特別に開
示したものに加えてその他の測定基準も使用できる。測定基準の例を以下の表１に示す。
【０２０３】
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【表１】
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【０２０４】
　本明細書に記載の測定基準は、個体（例えば個体１０）、ベースステーション（例えば
ベースステーション３００）、任意の関連する運動用器材、あるいは可能な、必要な、ま
たは所望の範囲までのその他の人または対象に関するものであって良い。当業者は理解す
るであろうが、本明細書に記載の測定基準は例示的なものであり、開示されたものの他の
測定基準も本発明において使用可能である。
【０２０５】
  本発明を、例示的な実施形態を用いて説明してきた。よって、本発明は、上述の例示的
な実施形態のうちのいかなるものによっても制限されるべきではないが、以下の請求項及
びその相当物によってのみ定義されるべきである。　また、本発明は、たとえば、以下の
態様の発明を含む。
［１］
運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パフォーマンス測定
基準を表示するように構成された表示部であって、各個体パフォーマンス測定基準が該複
数の個体のうちの１人に関連する、表示部と；
  表示部を操作するための入力部と、を含む、グループモニタリング装置。
［２］
前記表示部が、複数の個体のうちの１人より多くに関連するグループパフォーマンス測定
基準を表示するように更に構成される、［１］に記載の装置。
［３］
前記グループパフォーマンス測定基準が、少なくとも部分的に複数の個体のサブセットの
個体パフォーマンス測定基準に基づく、［２］に記載の装置。
［４］
個体パフォーマンス測定基準が心拍数を含む、［１］に記載の装置。
［５］
個体パフォーマンス測定基準が速さを含む、［１］に記載の装置。
［６］
個体パフォーマンス測定基準が移動距離を含む、［１］に記載の装置。
［７］
個体パフォーマンス測定基準が位置を含む、［１］に記載の装置。
［８］
個体パフォーマンス測定基準が向きを含む、［１］に記載の装置。
［９］
個体パフォーマンス測定基準がエネルギー消費量を含む、［１］に記載の装置。
［１０］
個体パフォーマンス測定基準がパワーを含む、［１］に記載の装置。
［１１］
個体パフォーマンス測定基準が効率を含む、［１］に記載の装置。
［１２］
前記表示部が、第１個体に関連する第１複数のパフォーマンス測定基準を表示するように
構成される、［１］に記載の装置。
［１３］
前記表示部が、第２個体に関連する第２複数のパフォーマンス測定基準を表示するように
更に構成される、［１２］に記載の装置。
［１４］
第２複数のパフォーマンス測定基準が第１複数のパフォーマンス測定基準と同じである、
［１３］に記載の装置。
［１５］
第２複数の測定基準のうちの１つが、第２複数のパフォーマンス測定基準のバランスと比
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較して強調して表示される、［１３］に記載の装置。
［１６］
前記表示部が、一式の対応する個体パフォーマンス測定基準に関連した各個体の識別情報
を表示するように構成される、［１］に記載の装置。
［１７］
前記一式の対応する個体測定基準が各個体について同じである、［１６］に記載の装置。
［１８］
前記一式の対応する個体測定基準が少なくとも２人の個体について異なっている、［１６
］に記載の装置。
［１９］
前記入力部がタッチパネル式である、［１］に記載の装置。
［２０］
運動活動に従事する複数の個体をモニタリングする方法であって、
  運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パフォーマンス測
定基準を表示する工程であって、各パフォーマンス測定基準が該複数の個体のうちの１人
に関連する工程と；
  間隔パラメータの関数として表示されるパフォーマンス測定基準のサブセットを定義す
るためにユーザーによって操作されるように適合された第１及び第２分析マーカーを提供
する工程と；
  複数の個体の各々について分析マーカーによって定義された表示されるパフォーマンス
測定基準のサブセットのみに相当するパフォーマンス測定基準を表示する工程と、を含む
、方法。
［２１］
間隔パラメータが時間を含む、［２０］に記載の方法。
［２２］
間隔パラメータが距離を含む、［２０］に記載の方法。
［２３］
第１及び第２分析マーカーが運動活動の一部を定義する、［２０］に記載の方法。
［２４］
前記運動活動の一部がコンディショニング練習である、［２３］に記載の方法。
［２５］
前記運動活動の一部が筋力トレーニングのための練習である、［２３］に記載の方法。
［２６］
前記運動活動の一部が特定のスポーツのための技術練習である、［２３］に記載の方法。
［２７］
前記表示する工程が、活動中のユーザーの操作に応答するものである、［２０］に記載の
方法。
［２８］
前記表示する工程が、活動前のユーザーの操作に応答するものである、［２０］に記載の
方法。
［２９］
パフォーマンス測定基準が閾値を超えていることをユーザーに警告する工程を更に含む、
［２０］に記載の方法。
［３０］
運動活動の一部の開始を個体に警告する工程を更に含む、［２３］に記載の方法。
［３１］
記録されたコンピュータプログラムロジックを有するコンピュータで利用可能な媒体を含
むコンピュータプログラム製品であって、該コンピュータプログラムロジックは、１つ以
上のプロセッサにより実行された場合に、複数の個体が従事する運動活動に関連したパフ
ォーマンス情報をユーザーに提供し、該コンピュータプログラムロジックは、



(41) JP 6228355 B2 2017.11.8

10

  プロセッサが、運動活動中に該運動活動に従事する複数の個体に関連する複数の個体パ
フォーマンス測定基準を表示することを可能にする、第１コンピュータ読み取り可能プロ
グラムコードであって、各パフォーマンス測定基準が該複数の個体のうちの１人に関連す
る、第１コンピュータ読み取り可能プログラムコードと；
  プロセッサが、間隔パラメータの関数として表示されるパフォーマンス測定基準のサブ
セットを定義するためにユーザーによって操作されるように適合された第１及び第２分析
マーカーを提供することを可能にする、第２コンピュータ読み取り可能プログラムコード
と；
  プロセッサが、複数の個体の各々について分析マーカーによって定義された表示される
パフォーマンス測定基準のサブセットのみに相当するパフォーマンス測定基準を表示する
ことを可能にする、第３コンピュータ読み取り可能プログラムコードと、を含む、コンピ
ュータプログラム製品。
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