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(57)【要約】
　関連する健康およびウェルネス情報を獣医へ表示する
ためのシステムおよび方法が述べられている。健康およ
びウェルネス情報は、バイタル・サイン情報を提供する
ウエアラブル・デバイスをはじめ、獣医の記録からの情
報から到来し得る。健康およびウェルネス情報は、さら
に、バイタル・サイン情報、生理学的兆候の情報をはじ
め、サードパーティからの情報に基づいて導出される情
報を含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ・インターフェースを提供するためのシステムであって、
　プロセッサと、
　１つまたは複数のセンサからデータを受信するべく構成された入力と、
　前記１つまたは複数のセンサからの前記データのうちの少なくとも１つ、および前記受
信したデータから前記プロセッサによって導出された事象をストアするべく構成されたス
トレージと、
　出力と、
　を包含し、
　それにおいて前記プロセッサは、ユーザ・インターフェース上に表示可能なコンテント
を出力し、前記表示可能なコンテントが、
　　複数の動物のそれぞれについてのバイタル・サインであって、前記１つまたは複数の
センサからのデータとして受信される前記複数の動物の各動物についてのバイタル・サイ
ンと、
　　前記複数の動物のそれぞれについての健康症状であって、前記１つまたは複数のセン
サから受信される前記データから導出される前記複数の動物の各動物についての健康症状
と、
　　前記複数の動物のそれぞれについての獣医入力データをストアするコンピュータ・シ
ステムから獲得されるコンテントと、
　を含む、システム。
【請求項２】
　前記複数の動物の各動物についての前記獣医入力データは、
　前記動物のための投薬治療と、
　近づいている前記動物のための予約、
　のうちの１つを包含する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記バイタル・サイン、健康症状、および獣医入力データは、前記ユーザ・インターフ
ェース内に表形式で表示されるべく構成され、
　前記表内の前記複数の動物の各動物のためのエントリが、前記対応する動物についての
前記バイタル・サイン、健康症状、および獣医入力データのそれぞれのためのセルを包含
する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　各セルは、前記それぞれのセル内に含まれる前記データの現在の状態を示すカラー・コ
ーディングを包含する、
　請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　さらに、前記複数の動物のうちの第１の動物の前記バイタル・サインのグラフィック表
示を包含する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記グラフィック表示は、前記第１の動物の前記表示されるバイタル・サインのための
正規化された範囲を包含する、
　請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記グラフィック表示は、さらに複数の軸を包含し、
　それにおいて前記複数の軸の各軸は、前記第１の動物のそれぞれのバイタル・サインに
対応する、
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　請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記グラフィック表示は、さらに、前記それぞれの軸に対応する前記第１の動物のバイ
タル・サインの状態を示す各軸上にプロットされたデータ・ポイントを包含する、
　請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記プロットされたデータ・ポイントは、滑らかな曲線によって接続される、
　請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の動物のための前記表示されたバイタル・サインのそれぞれは、対応する重み
付け係数に従って重み付けされる、
　請求項６に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ユーザ・インターフェースは、ベースライン軸および各重み付け後のバイタル・サ
インを表わすバーを包含し、
　前記各重み付け後のバイタル・サインを表わすバーは、前記第１の動物のベースライン
状態に関する前記対応するバイタル・サインの状態を示す、
　請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ベースライン軸から測定されるときの各バーの最外側のポイントが滑らかな曲線に
よって接続される、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記グラフィック表示は、さらに時間コントロールを包含し、それにおいて前記時間コ
ントロールがユーザによって操作されると、前記グラフィック表示が、時間にわたる前記
第１の動物のバイタル・サインにおける変化を表示する、
　請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の引用）
　本件出願は、２０１３年３月１５日に出願された米国特許出願第１３／８４０，２９８
号に基づき、その優先権を主張してなされたものであり、当該特許出願の全内容は、これ
に援用される。
【０００２】
（技術分野）
　本発明の態様は、概して、動物の安全、ウェルネス、および健康の監視に関する。より
詳細に述べれば、本発明のいくつかの態様は、ペットの健康およびウェルネスを監視する
観察およびシステム管理システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　動物は、人間よりはるかにストイックであり、苦痛に適応するべく調整を行なっている
間においてさえ、痛みを訴えたり、あるいは表現したりしないことが多い。マーケット・
リサーチを通じて、ペットの飼い主が、自分のペットが病気に罹っていると知らされるよ
りは、むしろいつ自分のペットが病気に罹るか、またそれに応答してどのような予防ステ
ップを取るべきかを必要としていることが極めて明確になった。たとえば、飼い主が、自
分のペットが病気に罹りつつあると知り得たならば、観察のレベルを高め（たとえば、動
物が食餌、水分を摂っているか否か、および／または正常に排泄しているか否か）、特定
の活動を増加または減少し（たとえば、散歩等）、および／または獣医を訪ねるというこ
とが可能になる。
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【０００４】
　同様に、獣医と動物の患者の間の臨床的な出会いの殆どが本質的に突発的であることか
ら、獣医が動物の患者の健康を可視化することは非常に限定されている。したがって、通
常健康診断の間に獣医が、血圧、呼吸レート／変動性、または深部体温（動物の直腸への
体温計の挿入）等の特定の測定を行なうこと、またはそれに頼ることを常にはしないこと
があり、それは、その種の測定が、動物にさらなるストレスを与える可能性、実施が困難
となる可能性（血圧）、および／またはストレスの多い臨床的な状況においては信頼性が
ないこと（周囲にほかの動物がいる動物病院内においては、測定値の上昇を呈することが
ある－－しばしばこれは、『白衣性高血圧』または『白衣シンドローム』と呼ばれる）が
理由となる。
【０００５】
　したがって、いくつかの過去の解決策は、動物の健康状態に関係するデータを動物の飼
い主に提供しつつ、その一方で獣医に動物の健康状態の診断を補助するさらなるデータを
提供するために、動物のリモート監視を試みている。しかしながら、これらの過去の解決
策のそれぞれは、それが、動物の健康の包括的な観察を提供せず、また動物の健康状態を
決定するだけの適切な情報を飼い主および／または獣医に提供しないという欠点を抱えて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、ペットの飼い主および／または獣医が、安定した自宅環境における非侵襲
性のリモート監視を通じてペットのウェルネスをより良好に理解し、健康状態の発現に対
する前兆となる可能性のある微妙なバイタル・サイン・インジケータを拾い上げることが
できるように、ペットまたはそのほかの動物の現在の状態に関係する包括的な情報をペッ
トの飼い主および／または獣医に提供する必要性が残されている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この開示の１つまたは複数の態様は、ペットの飼い主、獣医、またはそのほかの者に対
してペットの包括的な状態の監視に有用なコンテントを提供するために、２つまたはそれ
より多くのセンサを使用するペットまたはそのほかの動物の健康およびウェルネスの監視
に関する。また、この開示の態様は、被監視動物のバイタル・サインおよびおそらくは生
理学的兆候ならびに追加の情報に関するコンテントを含む獣医のためのユーザ・インター
フェースにも関係する。当該追加の情報は、獣医の記録から導出された事象および／また
はコンテントを含み得る。
【０００８】
　手前で概要を述べた種々の態様は多様な形式で具体化できる。以下の説明は、例示によ
りそれらの態様を実施できる多様な組合せおよび構成を示す。理解されるものとするが、
記述されている態様および／または実施態様は、例を示しているに過ぎず、この開示の範
囲から逸脱することなしに、そのほかの態様および／または実施態様が利用されること、
および構造上ならびに機能上の修正が行なわれることがあり得る。
【０００９】
　本発明およびそれの利点のより包括的な理解は、類似の特徴に類似の番号が用いられて
いる添付図面を参照した以下の説明から得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この開示のいくつかの態様に従ったペットのためのウエアラブル・デバイスおよ
びその構成要素の概略図である。
【図２】図１のウエアラブル・デバイスによって受信される多様なタイプの情報を図解し
た機能ブロック図である。
【図３】この開示のいくつかの態様に従った、図１のウエアラブル・デバイスに関連して
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使用されるデータ管理システムおよびそれへの多様な入力の概略図である。
【図４】図１のウエアラブル・デバイスを組み込んだ首輪を図解した説明図である。
【図５】図４に図示された首輪を装着している動物の頸部の断面図である。
【図６Ａ】図１のウエアラブル・デバイスの実施態様の上面図である。
【図６Ｂ】図１のウエアラブル・デバイスの実施態様の側面図である。
【図７】図１のウエアラブル・デバイスを組み込んだハーネスを図解した説明図である。
【図８】この開示のいくつかの態様に従った基本のセンサ処理を図示したフローチャート
である。
【図９】この開示のいくつかの態様に従った１を超える数のセンサの処理を図示したフロ
ーチャートである。
【図１０】この開示のいくつかの態様に従ったほかのセンサをトリガするセンサを図示し
たフローチャートである。
【図１１】この開示のいくつかの態様に従った異なるセンサからの読み値を使用して推論
が形成され得る方法の例を図解したフローチャートである。
【図１２】この開示のいくつかの態様に従ったウエアラブル・デバイスからのセンサ、お
よびそのウエアラブル・デバイスから離れた別のセンサからの読み値の使用を図解したフ
ローチャートである。
【図１３】この開示の１つまたは複数の態様に従ったセンサおよびそれらの関連情報を伴
う表である。
【図１４】この開示の１つまたは複数の実施態様に従った図１３内において識別済みの多
様なセンサの潜在的なマスタ／スレーブ関係の表である。
【図１５】この開示の１つまたは複数の態様に従った異なる動作モードにおいて図１３の
センサのアクティブ化がどのように修正され得るかを示した例の図解である。
【図１６Ａ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１６Ｂ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１６Ｃ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１６Ｄ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１６Ｅ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１６Ｆ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１６Ｇ】この開示の１つまたは複数の態様に従った多様なセンサの例および異なるプ
ロファイルに基づいて１つまたは複数のスレッショルド、動作周波数、および粒状度が修
正され得る方法の例の図解である。
【図１７】この開示の１つまたは複数の態様に従った監視デバイスが取り付けられる動物
の品種情報に基づいて多様なセンサ・プロファイルが修正され得る方法の例の図解である
。
【図１８】この開示の１つまたは複数の態様に従ったウエアラブル・デバイスの種々の動
作モードを伴う実施態様を示した図である。
【図１９Ａ】この開示の１つまたは複数の態様に従った図１８の実施態様に基づくプロフ
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ァイルに優先する動作モードの順序を示した図である。
【図１９Ｂ】この開示の１つまたは複数の態様に従った図１８の実施態様に基づくプロフ
ァイルに優先する動作モードの順序を示した図である。
【図２０】この開示の１つまたは複数の態様に従った図１８の実施態様の動作モードに置
き換わるプロファイルを含む種々のプロファイルを伴う代替実施態様を示した図である。
【図２１Ａ】この開示の１つまたは複数の態様に従った１つまたは複数のスイッチによる
プロファイル選択のオプションを伴う図２０の実施態様の種々のプロファイルの組合せを
示した図である。
【図２１Ｂ】この開示の１つまたは複数の態様に従った１つまたは複数のスイッチによる
プロファイル選択のオプションを伴う図２０の実施態様の種々のプロファイルの組合せを
示した図である。
【図２２】この開示の１つまたは複数の態様に従ったウエアラブル・デバイスをはじめ、
ＤＭＳにおいてプロファイルが選択され得る方法の例を示した図解である。
【図２３】この開示の１つまたは複数の態様に従った１つのセンサの読み値のほかのセン
サに関する関連性ウインドウを示した図解である。
【図２４】この開示の１つまたは複数の態様に従ったマイクロ波放射測定およびマイクロ
波温度測定を含む深部体温を監視するための異なるテクニックの例を示した図である。
【図２５】この開示の態様に従った被監視動物の多様な状態の表示を示した図である。
【図２６】この開示の態様に従った図２５の動物の被監視状態の１つに関係する特定の表
示を示した図である。
【図２７】この開示の態様に従った多様な症状、投薬治療、バイタル・サイン、および診
察予約を伴う多様な動物のダッシュボード・リストを示した図である。
【図２８】この開示の態様に従った、動物、それの症状、投薬治療、導出情報、飼い主の
観察、および最近のバイタル・サインの組合せ表示の実施態様を示した図である。
【図２９】この開示の１つまたは複数の態様に従った、多様なセンサからのバイタル・サ
インの読み値、それらの値、日付、および重みを示した図である。
【図３０】この開示の態様に従った、現在のバイタル・サインの表示の別の実施態様を示
した図である。
【図３１】この開示の１つまたは複数の態様に従った、多様な重み付けの値を伴う現在の
バイタル・サインの表示の別の実施態様を示した図である。
【図３２】この開示の１つまたは複数の態様に従った、バイタル・サインの表示を獣医が
強化し、本質的でない読み値に対して滑らかにするユーザ・インターフェースを示した図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の多様な実施態様の説明においては、これの一部を形成する添付図面を参照するが
、それらは、図解により本発明が実施され得る多様な実施態様を示している。理解される
ものとするが、本発明の範囲からの逸脱を伴うことなく、このほかの実施態様が利用され
ること、また構造上および機能上の修正が行なわれることはあり得る。
【００１２】
全般概要
　この開示の態様は、動物によって装着される、動物の１つまたは複数の状態および／ま
たはそれの環境を監視するための１つまたは複数のセンサを含むデバイスに指向されてい
る。いくつかの実施態様においては、そのデバイスを首輪、ハーネス、またはそのほかの
、人間（たとえば、ペットの飼い主）によって動物に装着されるデバイスとすることがで
きる。ウエアラブル・デバイスは、たとえば１つまたは複数のセンサおよびこの中に述べ
られているとおりのデータの送信に使用される１つまたは複数の構成要素を含めた複数の
構成要素を含み得る。たとえば、いくつかの実施態様においては、ウエアラブル・デバイ
スが、動物、それの位置、およびそれの環境についての情報を獲得するための複数の接触
、半接触、および非接触のセンサを含み得る。
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【００１３】
　この開示の追加の態様は、種々のセンサの分析に指向されている。この出願の目的のた
め、ここでは、センサの分析が行なわれる少なくとも２つの部位を説明する。第１には、
ウエアラブル・デバイスがセンサ・データを分析できる。第２には、リモート・データ管
理システム（ここでは、『ＤＭＳ』と呼ぶ）がセンサからの情報を処理できる。それに加
えて、ＤＭＳは、それらのセンサからの情報を、ウエアラブル・デバイスの直近の補助セ
ンサ（ほかのデバイスに取り付けられたスタンドアロンの１つまたは複数のセンサ、たと
えば、スマートフォンに取り付けられるか、その一部となるセンサを含む）からの情報を
含むウエアラブル・デバイス以外のソースからの追加の情報に関連して処理できる。さら
にＤＭＳは、動物の飼い主が自分自身の観察に基づいて具体的な情報を入力した彼らから
の情報を受信できる。それに加えてＤＭＳは、ウエアラブル・デバイスに局所的な周囲の
天候状態に関係するＲＳＳフィードを含めたサードパーティからの情報をはじめ、サード
パーティの獣医またはそのほかのサービス・プロバイダからのデータを受信できる。認識
されるものとするが、いくつかの実装においては、センサが１つの場所においてのみ分析
されるか、または３またはそれを超える数の場所において分析されるとし得る。健康監視
システムは、さらに、たとえばコンパニオン・ウェブ／モバイル・ベースのアプリケーシ
ョン、電話コール・センタの活動／テレプロンプト等を通じて収集される飼い主による動
物の観察を使用できる。飼い主の観察は、測定済みの事象（たとえば、ウエアラブル・デ
バイス１０１および／または１つまたは複数の外部センサによって測定される事象）の確
証を強め、現在生じている偽陽性および偽陰性のレートを下げる補助となり得る。たとえ
ば、いくつかの実施態様においては、健康監視システムが、視野内のあらかじめ識別済み
のマーカを用いて動物を横切るようにモバイル・デバイスと一体のモバイル・カメラを振
り動かすことを飼い主に指示するモバイル体重／サイズ・モバイル・デバイス・アプリケ
ーションを含み得る。このアクションから導出される前処理済みのデータは、その後、Ｄ
ＭＳへ上げられ、それにおいてその動物の体重およびサイズが導出され得る。その種のデ
ータは、その後、その動物の記録に追加される。飼い主が記録する、そのほかの重要な観
察には、摂取カロリー、尿中の血液、黒色便、口臭、多渇、顔面周囲の皮膚の白斑、動物
の性癖の記録等の観察項目を含め得る。たとえば、摂取カロリーは、どれくらいの期間に
わたってどのような食餌がどの程度消費されたかを飼い主が識別する、コンピュータまた
はスマートフォン上で実行されるアプリケーションを通じて飼い主によって監視され得る
。
【００１４】
　さらに、ここではウエアラブル・デバイスから離れて位置するとして記述されているが
、ＤＭＳは、それぞれスマートフォンおよびウエアラブル・デバイスの処理能力に基づい
て飼い主のスマートフォン上にあるとすること、またはウエアラブル・デバイス上にある
とすることができる。これらの代替実施態様においては、『ＤＭＳ』が、それ自体の、ウ
エアラブル・デバイスのセンサ以外のソースからのコンテントを受信する能力、および追
加受信する特定の動物のコンテントを処理し、飼い主および／または獣医へ転送する能力
によって識別される。これらのＤＭＳの代替実施態様は、この中で特に除外されていない
限り、『データ管理システム』の範囲内であると見なされる。たとえば、ウエアラブル・
デバイスがＤＭＳであると見なされる場合は、ウエアラブル・デバイスが、それ自体のセ
ンサからのデータをはじめ、そのウエアラブル・デバイス上に配置されていないいずれか
のセンサからの情報および／または飼い主、獣医、またはサードパーティによって提供さ
れる追加のコンテントを受信することになる。
【００１５】
　さらに、獣医は、品種、年齢、体重、既存の医学的状態、疑われる医学的状態、予約応
諾および／またはスケジュール、現在ならびに過去の投薬治療等を含む情報をＤＭＳ　３
０１へ提供できる。
【００１６】
　この開示の目的のため、いくつかのセンサが特定タイプのセンサとして記述されている
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のに対し、そのほかのセンサはより一般的に記述されている。たとえば、この明細書では
、位置情報を提供するＧＰＳユニットの使用を記述しているが、そのほかのＧＬＯＮＡＳ
Ｓ（グロナス）、Ｂｅｉｄｏｕ（バイドゥ）、Ｇａｌｉｌｅｏ（ガリレオ）、および衛星
ベースのナビゲーション・システムを含めた位置識別システムが等しく利用可能であると
見なされる。同様に、この明細書では、ＧＳＭ周波数を使用するＧＳＭトランシーバの使
用を記述しているが、ＧＳＭトランシーバに代えて、またはそれに加えてそのほかのセル
ラ・チップが容易に使用され得る。たとえば、そのほかのタイプのトランシーバは、ＵＭ
ＴＳ、ＣＤＭＡ、ＡＭＰＳ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ（および、その異型）、ＤＥＣＴ、ｉＤ
ＥＮ、およびそのほかのセルラ・テクノロジを含み得る。
【００１７】
　また、この開示の目的のため、多様なセンサおよびセンサの組合せがウエアラブル・デ
バイス上に共同配置されるとして述べられている。しかしながら、多様な状況においては
、１つまたは複数のセンサが、特定バージョンのウエアラブル・デバイス内においてまっ
たく使用されないことがあり得る。たとえば、動物病院の回復病棟内において術後のみに
使用されるウエアラブル・デバイスのバージョンのためにはＧＰＳ関連のセンサが有用で
ないことがあり得る。獣医がすでに動物の位置を承知している場合には、正確な位置情報
が必要ないことから（または、室内では使用可能でさえないことから）、ＧＰＳセンサを
ディセーブルしたバージョンまたはそれが含められてさえいないバージョンのウエアラブ
ル・デバイスが使用され得る。同様に、そのほかのセンサもその使用が期待されないとこ
ろにおいては、このバージョンのウエアラブル・デバイス内のそれらのセンサがディセー
ブルされ得る（または、含められない）。たとえば、所定バージョンのウエアラブル・デ
バイスに、ビーコン信号を発射するベース・ステーションとともに使用することがまった
く期待されない場合には、そのバージョンのウエアラブル・デバイスにＲＦ信号センサ（
ベース・ステーションからのビーコン信号があらかじめ決定済みのスレッショルドを超え
ているか否かを決定するセンサ）が備えられないことがある。
【００１８】
　この開示の中で使用されるときの用語『コンテント』には、生データおよび導出された
事象の両方を覆うことが意図されている。たとえば、この中で述べられているウエアラブ
ル・デバイスの１つの例は、多様なセンサからの生データが連続ベースでデータ管理にア
ップロードされるプロファイル／動作モードを含む。別の例のウエアラブル・デバイスは
、多様なセンサからの情報を前処理し、２つまたはそれより多くのセンサからの信号の組
合せ（または、それの欠落）から事象情報を導出する。これらの導出済み事象は、ウエア
ラブル・デバイス内において導出されることから『デバイス導出事象』と呼ぶ。同様に、
データ管理システムもまた、ウエアラブル・デバイスからの生データのみ、デバイス導出
事象のみ、または両方の組合せを使用して、ウエアラブル・デバイスからのコンテントか
ら事象（ここでは、『ＤＭＳ導出事象』と呼ぶ）を導出できる。さらにＤＭＳは、補助ま
たはサードパーティのセンサからのコンテントをさらに考慮に入れてＤＭＳ導出事象の確
証および／またはさらなる強化をし得る。たとえば、補助またはサードパーティのセンサ
からのデータは、オーディオ・ファイル、画像ファイル、ビデオ・ファイル、ＲＦＩＤ情
報、およびそのほかのタイプの情報を含み得る。補助またはサードパーティのセンサから
のデータとウエアラブル・デバイスからのデータ／デバイス導出事象の相関を補助するた
め、補助またはサードパーティのセンサからのデータは、タイムスタンプを含み得る。そ
れらのタイムスタンプは、データ管理システムが、補助またはサードパーティのセンサか
らのデータを、あたかもそのデータがウエアラブル・デバイスからのデータ／デバイス導
出事象の一部であるかのように使用することを可能にする。さらに、ウエアラブル・デバ
イスとＤＭＳとサードパーティ（をはじめサードパーティのデバイス）の間で交換される
情報は、業界標準のセキュリティ、認証、および暗号化テクニックを伴って提供され得る
。
【００１９】
ウエアラブル・デバイス
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　図１は、この開示のいくつかの態様に従ったウエアラブル・デバイス１０１およびそれ
の構成要素の概要である。ウエアラブル・デバイス１０１は、たとえば、超広帯域（ＵＷ
Ｂ）トランシーバおよびそのほかの、少なくとも図１３－１７の中にあり、ここで述べら
れているセンサ等のいくつかの内部構成要素を含み得る。図１においては、それらのセン
サが、センサ・タイプＡ－Ｆ　１１０、１１１、１１２／１１３、１１４、および１１５
として示される多様なセンサ・タイプに分類できるとして表わされている。図１には分け
て示されていないが、この中ではこれらのセンサが、しばしばＮ１からＮｍとして参照さ
れ、それにおいてｍは、ウエアラブル・デバイス１０１内に含まれるセンサの総数である
。
【００２０】
　図１に示されているとおり、ウエアラブル・デバイス１０１は、ファームウエア１０２
、オペレーティング・システム１０３、アプリケーション１０４を伴うプロセッサ１００
（または、この分野で周知のとおり、複数プロセッサ）を含む。またウエアラブル・デバ
イス１０１は、ストレージ１０５（たとえば、ソリッド・ステート・メモリ、フラッシュ
・メモリ、ハード・ディスク・ドライブ等）も含み得る。さらにウエアラブル・デバイス
は、１つまたは複数のＲＦ無線、Ｗｉ－Ｆｉ無線、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
）無線、および／またはセルラ無線トランシーバ１０７を含み得る。ウエアラブル・デバ
イス１０１は、さらに、ローカル入力／出力接続（たとえば、ＵＳＢ、光、誘導、イーサ
ネット、Ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇ（ライトニング）、Ｆｉｒｅｉｒｅ（ファイヤワイヤ）、
状態ランプまたは表示器等）１０８、およびバッテリ１０９を含み得る。ここでの目的の
ため、ローカル入力／出力接続１０８および無線トランシーバ１０７（１つまたは複数）
は、概して『出力』と考えられるが、それらの情報は、飼い主または獣医へ直接（図６の
発音器／状態ランプ／表示器６０４を介して）、スマートフォンへ直接（セルラ、ブルー
トゥース、Ｗｉ－Ｆｉ、またはそのほかの通信経路を介して）、またはＤＭＳを通じて伝
えられ得る。
【００２１】
　センサ・タイプＡ－Ｆに関して言えば、センサ・タイプＡ　１１０は、センサ入力１１
６を有し、そのほかの内部構成要素を伴わないタイプのセンサ（たとえば、極端に単純化
したフォトダイオード）を参照する。センサ・タイプＢ　１１１は、センサ・タイプＢ内
に含まれるセンサ入力１１７およびプロセッサ１１８およびストレージ１１９を伴うセン
サを参照する。これにおいては、センサ・タイプＢ　１１１が、センサ入力１１７からの
データを（少なくとも一時的に）ストアし、データを処理し、より意味のある結果をプロ
セッサ１００へ提供できる。たとえば、センサＢ　１１１は、誘電物質（たとえば、心筋
またはそのほかの筋肉）の動きに基づいて心臓活動等を監視するためのＵＷＢデバイスと
し得る。プロセッサ１１８は、ＵＷＢの動作のコントロールおよび結果の解釈を行なうこ
とができる。心肺活動の監視に加えて、ＵＷＢ構成部は、深部体温決定のため、およびこ
の分野で周知のとおり、通信トランシーバとしてネットワークとの通信のため、近距離、
広帯域通信のために使用できる。
【００２２】
　さらに、破線１１３によって示されているとおり、オプションとして、プロセッサ１１
８がストレージ１０５への直接書き込みおよび／またはそこからの直接読み出しを行なう
ポイントに対して、ストレージ１１９をストレージ１０５（プロセッサ１００とプロセッ
サ１１８の間において共有される）と関連付けできる。センサ・タイプＣ　１１２および
センサ・タイプＤ　１１３からの生データは、プロセッサ１００へのそのデータの送信前
にプリプロセッサ１２０によって処理される。プリプロセッサ１２０は、データの訂正／
調整／増強を行なう任意タイプの周知のプロセッサとし得る。たとえばプロセッサ１２０
は、アナログ・デジタル・コンバータ、アナログまたはデジタル・フィルタ、レベル訂正
回路等とし得る。センサ・タイプＥ　１１４は、上で具体的に識別されてない、レーダ・
ベースのシグナリングから結果を提供する任意のセンサ（ＲＦ信号強度センサ、Ｗｉ－Ｆ
ｉ　ＩＰアドレス・ロガー等を含む）を含む。最後に、センサ・タイプＦ　１１５は、バ
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ッテリ１０９の充電レベルおよび温度に関係するデータを提供するバッテリ・センサを含
む。
【００２３】
ウエアラブル・デバイスへの入力
　プロセッサ１００は、多様なソースからコンテントを獲得し、それを、通信インターフ
ェースを通じて転送するときの一般的な機能を実行する任意のこの分野で周知のプロセッ
サとし得る。プロセッサ１００は、この中で述べている特定の機能も実行できる。通信イ
ンターフェースは、マイクロ波アンテナ、ＲＦアンテナ、およびＲＦＩＤアンテナのうち
の１つまたは複数、セルラ無線トランシーバ、および周知のハードウエア・インターフェ
ース（たとえば、ＵＳＢ）を含み得る。たとえばプロセッサ１００は、突発的な事象に起
因する１つまたは複数のセンサからの収集データのオンデマンド送信を指示できるか、ま
たはあらかじめ決定済みのスケジュールに従うか、または最終的にＤＭＳと接続されてオ
フライン・モードでデータが収集されるときの送信を指示できる。
【００２４】
　オフライン・モードの動作に関して言えば、プロセッサ１００は、多様なセンサ・タイ
プＡ－Ｆ　１１０－１１５から生データを受信する。次に、センサおよびそれの現在のプ
ロファイルおよび／または動作モードに応じて、プロセッサ１００は、それらのセンサか
らの読み値に関係するコンテントをストアする。第１の例においては、プロセッサ１００
が、センサからのすべての生データを単純にストアする。第２の例においては、プロセッ
サ１００が、センサから正常範囲外の読み値の提供があったという表示だけをストアする
。正常範囲は、現在のプロファイルおよび／または動作モードによって設定され、各セン
サ信号のための１つまたは複数のスレッショルドを含み得る。たとえば、周囲温度センサ
は、それぞれ２８℃および１５℃とする上側および下側スレッショルドを有し得る。周囲
温度センサからの読み値がこれらのスレッショルドのうちの１つを超えた場合には、周囲
温度が識別済み温度範囲外となったことを識別する事象がプロセッサ１００によってスト
レージ１０５にストアされる。この例においては、温度が範囲外となったことを示すバイ
ナリ表示、または実際の温度のいずれをストレージ１０５内にストアしてもよい。さらに
、その後に続くウエアラブル・デバイス１０１による分析またはＤＭＳもしくはサードパ
ーティによって実行される分析を補助するために、プロセッサ１００は、温度が識別済み
温度範囲を離れたことの表示にタイムスタンプを与える。第３の例においては、プロセッ
サ１００がストレージ１０５内に、識別済み範囲を離れたセンサからの生データをはじめ
、識別済み範囲を超えたことの表示の両方をストアできる。たとえば、この表示を、スト
レージ１０５内にストアされるセンサの読み値に関連付けされた１つまたは複数のフラグ
、タイムスタンプ、および範囲が超えられたこととし得る。
【００２５】
　さらなる例においては、たとえばセンサＦ（バッテリ・センサ１１５）が、バッテリが
過熱していること、および／またはバッテリの使用可能電力が低くなっていることを識別
すると、プロセッサ１００が低電力モードで動作できる。この例においては、電力レベル
が復帰するか、またはバッテリが再充電されるまで有意の電力を必要とするセンサをディ
セーブルするか、またはより低い頻度で付勢することができる。
【００２６】
　さらに、プロセッサ１００は、新しいソフトウエア・アップデートを受け入れ、データ
管理システムＤＭＳから受信したインストラクションに従ってセンサのスレッショルド、
セッティング等を変更できる。ＤＭＳについては図３を参照して後述する。加えて、飼い
主は、これらのスレッショルドを修正して、ウエアラブル・デバイスから多様なセンサ読
み値への注意喚起がなされる頻度を最小化できる。何らかの感度を最小化することは、飼
い主が注意喚起されるべきときに動物を危険にさらす可能性があるため、許可されること
もあれば、または制限されることもある。
【００２７】
　いくつかの実施態様においては、ウエアラブル・デバイス１０１が、ベース・ステーシ
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ョン（図示せず）と関連付けされ得る。ベース・ステーションは、ウエアラブル・デバイ
ス１０１のバッテリ１１５を充電する能力を有し得る。さらにベース・ステーションは、
ウエアラブル・デバイス１０１に対して安定したビーコン信号を発射できる（ただし、オ
プションで、ウエアラブル・デバイス１０１から返される通信は受信しない）。いくつか
の実施態様においては、ベース・ステーションが、複数のウエアラブル・デバイス１０１
（たとえば、それぞれが、同じ飼い主の複数のペットのうちのそれぞれによって装着され
る）とペアリングできる。その種の実施態様においては、ワイヤレス・デバイスのペアリ
ングを伴う分野において知られているとおり、各ウエアラブル・デバイス１０１は、アク
ティブ化のときに一意的な信号シグニチャを通じてベース・ステーションとペアリングで
きる。それに加えて、いくつかの実施態様においては、各ウエアラブル・デバイス１０１
が、複数のベース・ステーションとペアリングできる。複数のベース・ステーションを使
用する利点の１つは、異なるステーションからの信号の相対強度の比較によって、概して
、それらのベース・ステーションに関する位置をウエアラブル・デバイス１０１が識別（
たとえば、三角測量を介して）できる可能性が生まれることである。
【００２８】
オプションの位置決定
　いくつかの実施態様においては、ウエアラブル・デバイス１０１が、センサの１つの例
としてＧＰＳ受信機１０６を含み得る。ＧＰＳ受信機１０６は、ビーコンまたはそのほか
のＲＦ信号がスレッショルド・レベルを下回ったとき、検知した突発的事象に応答して、
オンデマンドで、またはあらかじめ決定済みの時間スケジュールに従ってオンにできる。
したがって、ＧＰＳ受信機１０６は、『常時オン』でないとし得る（したがって、たとえ
ばＧＰＳの読み値が有用でなくなるときには電力を消費させなくできる）。例として述べ
るが、ベース・ステーションからのビーコンの信号強度が高い場合には、ウエアラブル・
デバイス１０１（したがって、ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物）がベ
ース・ステーションから近い場所であると仮定でき、したがって、動物のＧＰＳ座標が、
たとえばその動物の飼い主にとって役立たないことがある。したがって、ＧＰＳ受信機１
０６は、たとえばプロセッサ１００がＧＰＳ受信機１０６に『オン』を指示するまで（た
とえば、ベース・ステーションからの信号強度が弱くなるか、または消えたとき）『オフ
』状態（たとえば、電力遮断状態）を維持できる。
【００２９】
　ＧＰＳ受信機１０６は、動物の位置座標、動物の標高、特定の衛星捕捉状態、および衛
星の方位を含めたウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物の状態に関する有用
な情報を提供できる。この情報の一部または全部を、センサ・ロジック計算の中で使用し
、ＧＰＳスラッシング（継続的な信号獲得を試行し、したがってバッテリを浪費する）を
減ずることができる。
【００３０】
　プロセッサ１００は、ＧＰＳ受信機１０６からの位置情報を使用して、ジオゾーン（ジ
オフェンスと呼ばれることもある）を識別し、ウエアラブル・デバイス１０１が識別済み
エリアを離れたときを決定できる。たとえば、ウエアラブル・デバイス１０１を装着して
いる動物が、公園内でリーシュなしに遊んでいるとき、その動物の飼い主（たとえば、パ
ーソナル・モバイル・デバイスを使用している）、ＤＭＳ、またはそのほかは、ＧＰＳ受
信機１０６にプロンプトし、ウエアラブル・デバイス１０１を装着しているその動物の場
所の周囲にインスタント・ジオゾーンを作成できる。したがって、そのペットが走り回っ
て遠くに行きすぎたとき（たとえば、そのジオゾーンの外）、飼い主（セルラ無線トラン
シーバ１０７からパーソナル・モバイル・デバイスへ送信される信号を介して）、ＤＭＳ
、またはそのほかに、ペットがジオゾーンの外に出たことを通知できる。
【００３１】
　ウエアラブル・デバイス１０１がベース・ステーションに関連付けされる実施態様にお
いては、プロセッサ１００が、たとえばＲＦビーコン信号、Ｗｉ－Ｆｉ信号、ブルートゥ
ース信号、またはそのほかの、ベース・ステーションから発射されるＲＦテクノロジの信
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号がスレッショルド・レベルより下に落ちたとき、それを決定し、それに応答してＧＰＳ
受信機１０６からデバイスの位置を獲得し、セルラ無線トランシーバ１０７、Ｗｉ－Ｆｉ
、ブルートゥース、またはそのほかのテクノロジを介したウエアラブル・デバイス１０１
の位置の記録および／またはペットの飼い主または獣医への送信を行ないうる。したがっ
て、この開示の１つの態様によれば、ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物
が固定ベース・ステーションから遠すぎるところまで迷い出たとき、その動物の位置を容
易に決定できる。非セルラ・ベースの無線については、信号強度が特定のスレッショルド
より下がるか、または存在しなくなると、それらによる、または方向ファインダとして使
用されているモバイル・デバイス・ベースのアプリケーションによる、各種の利用可能な
ネットワークの突き止めまたはそれへの接続を容易にするべく、プロセッサ１００が種々
のモデムの送信プロファイルを変更できる。
【００３２】
　ベース・ステーションを含む実施態様においては、ここに述べられているとおり、健康
監視システムが、さらに、ベース・ステーションから到来する読み値を解釈できる。たと
えば、ベース・ステーションから到来し、ウエアラブル・デバイス１０１によって受信さ
れるビーコンの信号強度を、高、中、および低のセッティングに基づくセットアップの間
にユーザによって設定されるか、ＤＭＳによって提供／導出されるデフォルトによって設
定されたスレッショルドのセットと比較できる。いくつかの実施態様においては、デバイ
スのアクティベーションの間、および飼い主がベース・ステーションを自宅内にセットア
ップした後、ユーザがコンパニオン・アプリケーション（たとえば、スマートフォンのア
プリケーション）を使用し、ウエアラブル・デバイスを持って敷地を歩き回り、自宅の囲
い／庭／野原等の重要な特徴をジオタグ付けできる。それぞれの場所においてＧＰＳ座標
およびビーコン信号をログし、ＤＭＳにアップロードして、最適安全近接およびジオゾー
ンの導出を補助できる。また飼い主は、いくつかのそのほかのベース・ステーションを獲
得でき、それらは動物がしばしば行くほかの場所（たとえば、週末別荘、ペットシッター
等）に設置可能であるか、または大きく、かつ均等な形状の土地のいくつかの場所に、独
特な形状の近接ゾーンを作成するべく設置可能である。
【００３３】
ワイヤレス通信
　セルラ無線トランシーバ１０７は、ウエアラブル・デバイス１０１におけるデータの送
受の１つの手段として使用できる。いくつかの実施態様においては、セルラ無線トランシ
ーバ１０７が、セルラ・ネットワーク上にプレゼンス情報および／または信号強度の読み
値を提供して、ウエアラブル・デバイス１０１のロジック計算を補助し、スラッシング（
信号獲得の継続的な試み）を防止できる。さらに、セルラ無線トランシーバ１０７は、リ
アルタイム・クロック調整を提供することができ、またＧＰＳ信号が利用できないか、ま
たは使用可能スレッショルドか、またはより低い場合にＤＭＳによるセルラ三角測量のた
めに使用され得る。
【００３４】
ウエアラブル・デバイスへの入力
　図２は、ウエアラブル・デバイス１０１による使用が可能な入力の例を図解している。
図２は、ＲＦ信号２０１、ＤＭＳ入力およびトリガ２０２、モバイル・コンパニオン・ア
プリケーション／センサからのコンテント２０３、ＧＰＳ関連情報２０４、デバイス・ア
クセサリ・コンテント２０５、Ｗｉ－Ｆｉ／ブルートゥース／ＡＮＴ関連情報２０６、セ
ルラ情報２０７、スペクトル分析２０８、音量レベルまたはサウンドの実際の記録２０９
、加速度２１０、深部体温２１１、ＲＦＩＤ（内部／外部ＲＦＩＤ無線に関係する）２１
２、バッテリ温度／バッテリ強度２１３、心肺活動２１４、周囲湿度２１５、および周囲
温度２１６を示している。
【００３５】
　ＲＦ信号２０１は、ビーコン信号に関して前述したとおり、たとえばペットの飼い主の
土地の境界等のジオタグ付けのため調整可能な設定およびオプションを含む信号を受信で
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きる。ＲＦアンテナ１０９に加えて、またはそれに代えて、ウエアラブル・デバイス１０
１は、Ｗｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、および／またはそのほかのＲＦテクノロジ２０６を
含み得る。Ｗｉ－Ｆｉ／ブルートゥース／ＡＮＴ関連の構成要素１０７には、身体装着か
ら身体ワイド・エリア・ネットワークまで、ローカル、無線ベースの通信システムをカバ
ーすることが意図されている。
【００３６】
　それぞれは、ＧＰＳ受信機１０６および／またはセルラ無線トランシーバ１０７に関連
して、またはそれの置換として、ペアリング済みのアクセス・ポイントを通じた２方向デ
ータ送信の提供をはじめ、ウエアラブル・デバイス１０１のプレゼンス、近接、および包
括的な位置を識別する検索時刻情報の提供を行なうべく使用され得る。
【００３７】
　ウエアラブル・デバイス１０１は、さらに、加速度信号２１０を提供する加速度計を含
み得る。加速度計は、動物の特定の活動のレベルのレポートに使用され得る。たとえば、
加速度計からの読み値は、動物が現在歩いている、走っている、寝ている、水を飲んでい
る、吠えている、引っかいている、震えている等として解釈できる。また加速度計は、高
い衝撃事象の可能性のレポートをはじめ、ほかのセンサの読み値の確証および／または増
大にも使用できる。いくつかの実施態様においては、加速度計が、ほかのセンサのコント
ロール（たとえば、オン、オフ、パン屑リストを残す、読み値を無視する等）に使用され
得る。さらに、加速度計は、複数の動物のうちのいずれが実際にウエアラブル・デバイス
１０１を装着しているかの決定に使用され得る。たとえば、ペットの飼い主が、２頭以上
の自分のペットの間で交換可能にウエアラブル・デバイス１０１を使用している場合に、
それらの動物のうちの１頭に関係する特定の属性のセットを各ペットについて作成し、ス
トレージ１０５内にストアできる。ストアされる属性のうちのいくつかを特定の動物の歩
様等の加速度データとし、そのほかを吠え声のシグニチャ等の属性とし得る。これらの属
性がストアされ、その後、いずれのペットがウエアラブル・デバイス１０１を装着してい
るかを、現在検知されている属性とストア済みの属性の比較によって決定するために使用
できる。
【００３８】
　ウエアラブル・デバイス１０１とともに使用可能な別のセンサは、照度計である。照度
計は、図２のスペクトル分析２０８へ入力を提供する。極端に単純化した例においては、
照度計が、スレッショルドの可視光の有無だけに結びつけられる。より高度な例において
は、照度計が、赤外光、可視光、および紫外光のレベルを別々に検出できるように、それ
の読み値において周波数固有であるとし得る。多様な精巧さの照度計のこれらの例は、い
ずれもこの分野において周知である。この環境においては、プロセッサ１００が照度計（
または複数の照度計）からの信号を使用して、ウエアラブル・デバイス１００が屋内また
は屋外にあることを決定する。たとえば、所定強度の可視光レベルは、ウエアラブル・デ
バイス１００が明るい光源の下（たとえば、日の当たるエリア内）にあることを示す可能
性があり、プロセッサ１００は、現在の赤外光および／または紫外光のレベルを可視光の
レベルと比較できる。したがって、可視光のレベルが高く、かつ赤外光および／または紫
外光のレベルもまた高ければ、プロセッサ１００は、ウエアラブル・デバイス１０１が屋
外の日光の下にあることがもっともらしいと決定する。それに代えて、可視光のレベルが
高いが、赤外光および／または紫外光のレベルが低ければ、プロセッサ１００は、ウエア
ラブル・デバイス１０１が屋内（たとえ日当たりであったとしても）にあることがもっと
もらしいと決定する。
【００３９】
　さらに、照度計は、動物の現在の状態を確認または確証するべく、動物の現在の状態の
決定における光のレベルの解釈にも使用され得る。たとえば、いくつかの実施態様におい
ては、極端に明るい光の強度が、受信光レベル２０８における急激な変化に基づくとき、
ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物が自動車のヘッドライトに捕まってい
ること、または砲火、爆発等の周囲にいることを示している可能性がある。自動車のヘッ
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ドライトに捕まっているとの識別は、夜間における周囲光の急激な増加がある一方、その
可視光の急激な上昇の前後において加速度計が最小の移動を示すことを基礎とし得る。さ
らに場所（たとえば、ＧＰＳ受信機から）の決定を、動物が到来するヘッドライトに照ら
されているか否かの決定の増強として、加速度計信号に代えて、またはそれに加えて使用
できる。同様に、可視光の急激な増加の短い時間内に生じるオーディオ信号の急激な増加
は、周囲に砲火、爆発等があるとして解釈できる。
【００４０】
　スペクトル分析のより進んだ使用は、動物の皮膚／柔毛、口から発散して動物の環境内
に存在するか、かつ／または呼気内に存在する微量ケミカルのシグニチャの検出能力を含
む。たとえば、読み値は、危険な環境状態（たとえば、高い塩素読み値）、皮膚関連の問
題（たとえば、酵母）、および内臓関連の状態（たとえば、ほかの症状が顕在化する前に
動物の呼気内のケトンが現われることがある）を示すことができる。さらに、スペクトル
分析センサは、ケミカル・シグニチャを嗅ぎ回ることもできる。硫黄の検出と光およびサ
ウンドの急激な上昇の組合せは、その動物が、射撃またはそのほかの爆発の近くに最近い
たことの決定を増強できる。
【００４１】
　また周囲温度２１６を提供する周囲温度センサは、センサの別の例を提供する。周囲温
度センサは、ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物の場所の決定に使用でき
る（たとえば、屋内と屋外）。いくつかの実施態様においては、プロセッサ１００が、時
間にわたって周囲温度２１６を追跡して現在の変化レートを決定する。その現在の変化レ
ートが、時間期間にわたってあらかじめ決定済みのレートより大きい場合に、プロセッサ
１００は、その変化レートが、ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物が近い
うちに過熱または凍えることになる予兆であると識別する。さらに、いくつかの実施態様
においては、周囲温度センサが、そのほかのセンサの確証またはコントロールに使用され
得る。
【００４２】
　ウエアラブル・デバイス１０１は、また、周囲湿度入力２１５を提供する湿度センサを
含むこともできる。いくつかの実施態様においては、湿度センサが、湿球設定に対する検
知温度の調整に使用され得る。これらの湿球設定は、動物の放熱／吸熱の計算に重要とな
り、その動物がいる場所を概略で識別するのに使用できる（たとえば、屋内または屋外）
。さらに、湿度センサからの信号２１５として識別される過剰な湿分または乾燥は、温度
の読み値と組み合わせて、熱指数または風冷却を決定できる。
【００４３】
　さらに、マイクロフォンまたはピーク雑音検出センサがサウンド入力２０９を提供でき
る。マイクロフォン／ピーク雑音センサは、たとえば特定のサウンド事象（バーキング等
）の測定に使用でき、ほかのセンサ読み値の確証に使用できる。たとえば、照度計が、た
とえばウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物が乗り物のヘッドライトに捕ま
っている可能性を示す実施態様において、マイクロフォンが大音量を検知することは、た
とえば衝突事象（乗り物がぶつかる）として解釈され得る。衝突事象を決定する特定の方
法は、この中で述べられている。
【００４４】
　センサの別の例は、バッテリの強度および／または温度に関する情報を提供する内蔵バ
ッテリ強度および／またはバッテリ温度センサ２１３とし得る。内蔵バッテリ強度および
／またはバッテリ温度センサは、特定のほかの検知活動の変調に、および／またはほかの
検知活動への入力源として使用できる。たとえば、内蔵バッテリが低くなっているとの検
知に応答して、ＧＰＳ獲得デューティ・サイクルおよび／またはセルラ送信を下げて電力
消費を節約し、ウエアラブル・デバイス１０１の動作を延長できる。
【００４５】
　深部体温２１１を提供する深部体温センサは、センサの別の例を提供できる。深部体温
センサは、動物の深部体温の非侵襲性測定に使用され、したがって、動物のリアルタイム
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深部体温および動物の深部体温の時間にわたる変化の両方に関係するデータを提供できる
。
【００４６】
　ウエアラブル・デバイスは、内部無線／センサのうちの１つまたは複数と結びつけられ
る１つまたは複数のアンテナを含むこともできる。アンテナに取り付けられる内部構成要
素のうちの１つは、ＵＷＢデバイスである。この分野で周知のとおり、ＵＷＢデバイスは
、多様な状態の監視に使用される（たとえば、胎児監視、心肺監視等に使用される）。こ
こでは、多様な異なる状態の監視にＵＷＢデバイスを使用できる。たとえば、いくつかの
実施態様においては、ＵＷＢデバイスを、動物の心臓の動作の非侵襲性監視を行なうＵＷ
Ｂ信号の送受に使用できる。その監視動作からの信号が、続いてプロセッサ１００によっ
て処理され、突発的な事象（たとえば、異常に高い心拍数）が生じているか否か、より複
雑な事象（たとえば、過剰なランニング後の心臓の極度の疲労）が生じているか否か、お
よび動物の心肺系が望ましくない状態（たとえば、平均心拍数の上昇）に向かう傾向にあ
るか否かが決定される。これにおいては、平均心拍数に加えて、統計的な偏差も提供され
得る。これに関して言えば、統計的偏差は、獣医および可能性として飼い主へ転送される
とき、ほかの平均レートに付属できる。
【００４７】
　具体的に言えば、ＵＷＢデバイスは、ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動
物の一回心拍出量および血圧の相対的変化の測定に使用できる。ここでの目的のためには
、バイタル・サインの読み値に加えてＵＷＢからの一回心拍出量の読み値が有用になる。
ほかの実施態様においては、ＵＷＢデバイスを、ウエアラブル・デバイスが実際に動物に
装着されているか否かの決定に使用できる。いくつかの実施態様においては、動物のプロ
ファイル（たとえば、ストア済みの特性）を、ウエアラブル・デバイス１０１を装着して
いる複数の動物のために利用できる。その種の実施態様においては、ＵＷＢデバイスを使
用して、現在ウエアラブル・デバイス１０１が取り付けられている動物はいずれであるか
を決定できる。たとえば、ＵＷＢデバイスの読み値を、ストア済みの心肺プロファイルと
比較し、複数の動物のうちのいずれが現在ウエアラブル・デバイス１０１を装着している
か決定できる。さらにＵＷＢデバイスを使用して、動物が食べていること、水を飲んでい
ること、および／または嘔吐していることの表示として頸部の組織の変化を解釈できる。
さらにＵＷＢデバイスは、消化路内の障害の可能性を調査するべく腹部エリア内の信号の
解釈に使用できる。
【００４８】
　動物および／またはそれの環境の１つまたは複数の属性を測定するために、任意のその
ほかの望ましいセンサをウエアラブル・デバイス１０１の構成要素として提供できる。こ
の開示の恩恵を受ける当業者は、この開示の範囲から逸脱することなく、ウエアラブル・
デバイス１０１内に組み込むことができるこのほかの多くのセンサを認識するであろう。
さらに、ウエアラブル・デバイス１０１内に含められる構成要素および／またはセンサは
、電源、電力調整器、ローパス・フィルタ、アンテナ等のいくつかの共通回路の共有をは
じめ、組合せデータ・ソースからより多くの意味を引き出す互いの検知データの共有をな
し得る。
【００４９】
　この開示のいくつかの態様によれば、ウエアラブル・デバイス１０１（および、存在す
る場合には関連ベース・ステーション（１つまたは複数））およびＤＭＳが、１または複
数の動物の特定の健康属性に関するデータの収集、および／またはそれの監視に使用され
る健康監視システムの一部を形成できる。さらに、いくつかの実施態様においては、セン
サのうちの１つまたは複数が、この中に述べられているとおり、別のセンサの活動の付勢
、消勢、コントロール、拒否、受け入れ、または絞り込みの能力を有し得る。それに加え
て、健康監視システムは、広汎多様な電磁エネルギを生成し、受信する受動および能動セ
ンサの両方および複数のアンテナを含み、その一方で１つまたは複数の構成要素の通常出
力が、導出される態様でほかの構成要素の能力を強化できる。
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【００５０】
　この開示のいくつかの態様に従った健康監視システムは、さらに、ウエアラブル・デバ
イス１０１のセンサとインタラクションし、またはそのほかの形でそれを補助する外部セ
ンサ（たとえば、ウエアラブル・デバイス１０１外のセンサ）を含み得る。いくつかの実
施態様においては、これらの外部センサが、聴診器、超音波センサ、赤外線温度センサ、
パルス・オキシメータ、血圧監視ツール、グルコース濃度計、血液検査器、呼吸検査器、
尿検査器、ブレイン・スキャナ（これらすべては、追加のアプリケーション・ソフトウエ
アを含むか、かつ／またはデバイス・ソフトウエアによってコントロールされる）、およ
び既存のセットのセンサおよび読み値を強化／協働するフィルタ／アタッチメント等の取
り外し可能なアナログ／デジタル・アイテムを含み得る。これらの分離可能なセンサの個
別の動作は、この分野において周知である。ここでは、ウエアラブル・デバイス１０１が
、これらの追加のセンサが接続され、かつそれらのデータまたは分析後のコンテントが、
ここに記述されているとおり、飼い主またはＤＭＳ（または、サードパーティ）への中継
のためにストレージ１０５内にストアされ得るプラットフォームを提供する。
【００５１】
　いくつかの実施態様においては、これらの外部センサが、そのほかの周知のデバイスと
一体的に提供されるか、またはそれと関連付けされ得る。たとえば、健康監視システムは
、カメラ（レンズ／フィルタ・アタッチメント付き／なし）、マイクロフォン、スピーカ
、ＧＰＳ、およびそのほかの、ウエアラブル・デバイス１０１および／または健康監視シ
ステムへプラグ接続できるか、またはそれによって利用され得るアイテムからデータを収
集できる。いくつかの実施態様においては、これらのセンサをパーソナル・モバイル・デ
バイス（たとえば、スマートフォン等）の一部とし得る。これらの外部センサおよび／ま
たはモバイル・ブラウザ・アプリケーション／インストール済みアプリケーションのそれ
ぞれは、独立に、ウエアラブル・デバイス１０１に関して作用するか、ウエアラブル・デ
バイス１０１によってトリガされるか、またはＤＭＳによってオンデマンドで不定期に、
またはスケジュール・ベースでトリガされて、重要な突発的情報、導出された情報、また
は傾向のある情報を提供して動物の安全、元気、および健康を支持する追加の、および／
または協働的な検知情報を提供できる。それに加えて、上で述べた活動のすべては、モバ
イル・デバイスおよびコンパニオン・アプリケーションおよびアタッチメント／アクセサ
リによってトリガされて、ここで述べているとおり、センサ・データのタイムスタンプ付
き相関を提供できる。
【００５２】
　ここで述べている健康監視システムに関して使用される外部センサのさらなる例は、Ｒ
ＦＩＤ近接タグと通信し、ＲＦＩＤコンテント２１２を提供するＲＦＩＤ近接センサを含
み得る。たとえば、ＲＦＩＤ近接タグを、動物のベッド、食餌の碗、水の碗、ドア・フレ
ームの外側、門柱の外側、ゴミ缶の近く等に配置できる。したがって、ウエアラブル・デ
バイス１０１を装着した動物が上記のアイテムのいずれかの近くにいるとき、ウエアラブ
ル・デバイス（ＲＦＩＤセンサを介して信号を受信）が、その動物は寝ている、食べてい
る、飲んでいる、外にいる、庭の外に出ている、ゴミ箱の中に入り込んでいる等の解釈が
できる。
【００５３】
　健康監視システムは、さらに、たとえばコンパニオン・ウェブ／モバイル・ベースのア
プリケーション、電話コール・センタの活動／テレプロンプト等を通じて収集される飼い
主による動物の観察を使用できる。飼い主の観察は、測定済みの事象（たとえば、ウエア
ラブル・デバイス１０１および／または１つまたは複数の外部センサによって測定される
事象）の確証を強め、現在生じている偽陽性および偽陰性のレートを下げる補助となり得
る。たとえば、いくつかの実施態様においては、健康監視システムが、視野内のあらかじ
め識別済みのマーカを用いて動物を横切るようにモバイル・デバイスと一体のモバイル・
カメラを振り動かすことを飼い主に指示するモバイル体重／サイズ・モバイル・デバイス
・アプリケーションを含み得る。このアクションから導出される前処理済みのデータは、
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その後、ＤＭＳへアップロードされ、それにおいてその動物の体重およびサイズが導出さ
れ得る。その種のデータは、その後、その動物の記録に追加される。飼い主が記録する、
そのほかの重要な観察には、摂取カロリー、尿中の血液、黒色便、口臭、多渇、顔面周囲
の皮膚の白斑、動物の性癖の記録等の観察項目を含め得る。たとえば、摂取カロリーは、
どれくらいの期間にわたってどのような食餌がどの程度消費されたかを飼い主が識別する
、コンピュータまたはスマートフォン上で実行されるアプリケーションを通じて飼い主に
よって監視され得る。
【００５４】
　さらに健康監視システムは、動物の体内に配置されるセンサ（たとえば、侵襲性である
が、控えめなセンサ）を含み得る。たとえば、動物に埋め込まれるマイクロフォン等は、
血中酸素濃度測定、グルコース監視、ＥＣＧ、ＥＥＧ等に関係するデータを提供できる。
【００５５】
データ管理システム
　図３は、多様なソースから入力を受信するデータ管理システム３０１の例を示している
。それらの入力は、個別の動物に固有とするか、または関連する動物（品種、年齢、健康
状態等のうちの１つまたは複数によって関連付けされる）と包括的に関連するとし得る。
図３は、ＲＳＳフィード３０２、インターネット検索コンテント３０３、ソーシャル・フ
ォーム・コンテント３０４、獣医とのチャット、症状の検索等からのコンテント３０５、
セルラ・ネットワーク関連情報３０６、Ｗｉ－Ｆｉ／ブルートゥース／ＡＮＴ関連情報３
０７、ウエアラブル・デバイス１０１ベースのセンサおよびアクセサリ３０８、サードパ
ーティ電子サービス３０９、獣医の所見３１０、コンパニオン・モバイル・アプリケーシ
ョン／センサからのコンテント３１１、飼い主の所見３１２、およびサードパーティのホ
ーム・テレヘルス・センサ３１３を受信するデータ管理システム３０１を示す。
【００５６】
　ＤＭＳ　３０１は、データ受信および処理システムであり、ウエアラブル・デバイス１
０１からデータおよび／またはウエアラブル・デバイス導出事象を受信し、そのコンテン
トを直接分析するか、あるいはウエアラブル・デバイスからのより古いデータもしくは過
去のより古いデータの分析に関連して、またはそのほかのソースからのデータに関連して
、またはこれらを任意に組み合わせて分析する。ＤＭＳ　３０１は、１つまたは複数のプ
ロセッサ、ストレージ、動作ソフトウエア、入力／出力経路等を含み、図１に示されてい
るウエアラブル・デバイス１０１のプロセッサ１００およびストレージ１０５のそれと類
似である。さらにＤＭＳは、クラウド・ベースのコンピューティング・プラットフォーム
としてもよく、それにおいてはインターネットを介した通信が、サーバまたはそのほかの
ハードウエア・デバイスのＤＭＳで受信され、コンピュータ実行可能インストラクション
およびワークフローに従って処理される。この例においては、ＤＭＳ　３０１と多様なコ
ンテント・ソース３０２－３１３を接続する業界標準のインターネット接続、ルータ、サ
ーバをＤＭＳが有し得る。飼い主へ送信されるときの注意喚起は、獣医と比較して異なる
ことがあり得る。さらに、センサが特定のプロファイルに結びつけられて動作する場合で
あっても、ＤＭＳは、ＤＭＳにおけるあらかじめ定義済みの設定に基づいて、引き続き注
意喚起を分離し、転送できる。
【００５７】
　この開示のいくつかの実施態様においては、健康監視システムが、外部のＲＳＳ（Ｒｉ
ｃｈ　Ｓｉｔｅ　Ｓｕｍｍａｒｙ）フィード３０２を使用してさらにデータを収集できる
。たとえば、システムは、ＲＳＳフィード３０２を介して天候、環境、日々のペット健康
情報、公開リサーチ・データ等に関するデータを受信できる。いくつかの態様によれば、
この受信データを使用して、この中で論じているとおり、ウエアラブル・デバイス１０１
、およびそのほかの外部ソース等から収集されたデータの確証を高め、補助し、強化でき
る。
【００５８】
　健康監視システムのいくつかの実施態様は、さらに、たとえば非侵襲性ホーム・テレマ
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ティクス・ソリューション３１３からデータを受信できる。たとえば、システムは、スマ
ート・マット、スマート移動／ＩＦ検出器、およびそのほかの市場で流行しているデバイ
スからデータを受信できる。屋内のペットおよび動物は、したがって、これらのデバイス
をトリガし、存在、体重、生理学的兆候、およびバイタル・サイン等のセンサ・アーティ
ファクトを記録できる。これらの記録（通常は、人間用ホーム監視システムによって破棄
されることがある）は、このシステムにとって、たとえばＤＭＳにとって（この中で述べ
られているとおり）価値のあるデータ集合／確証ポイントを提供する可能性がある。いく
つかのテクニックが、ＤＭＳへのこのデータのアップロードに採用され得る（たとえば、
コンパニオン・モバイル・デバイス・アプリケーション、ユーザによる読み値の入力、ブ
ルートゥース、Ｗｉ－Ｆｉ、そのほかのＲＦテクノロジ等）。
【００５９】
　図２の健康監視システムの一部として、またここで述べられているとおりに使用される
とき、ウエアラブル・デバイス１０１は、センサにより（たとえば、前述のセンサ等を通
じて）収集されるデータの主要なソースとなり得る。すべてのセンサおよびそれらの入力
は、データ融合を通じてインテリジェントに結合され、意味のあるスタンドアロン注意喚
起の作成に、またそのデータからさらにより多くの意味を発展させ、抽出するべくＤＭＳ
への入力として利用可能なものとなり得る。
【００６０】
　いくつかの実施態様においては、健康監視システムが、ウエアラブル・センサ１０１か
ら離れている、この中で述べられているとおりの、また略図的に図３に図示されていると
おりのＤＭＳ　３０１を含み得る。いくつかの実施態様においては、ＤＭＳ　３０１がウ
エアラブル・デバイス１０１および／またはそのほかのセンサから情報を受信する。さら
にＤＭＳ　３０１は、情報を、たとえばペットの飼い主（たとえば、コンピュータ、スマ
ートフォン、タブレット、陸線、ウエアラブル・デバイス１０１の表示器、図６Ａおよび
６Ｂの状態ランプ／表示器／サウンド・インジケータ６０４等を介して）および／または
獣医へ（たとえば、ウェブ・ベースのダッシュボード、ファクシミリ、陸線、モバイル注
意喚起等を介して）送信できる。いくつかの実施態様においては、ＤＭＳ　３０１が、あ
らかじめ定義済みの基準に従ってデータを送信できる。たとえば、いくつかの態様によれ
ば、ＤＭＳ　３０１は、スケジュール・ベースで情報を周期的に送信できる。ほかの実施
態様においては、ＤＭＳ　３０１が、情報がスレッショルド値を超えたときにその情報を
送信できる。さらにほかの実施態様においては、ＤＭＳ　３０１が、オンデマンドで（た
とえば、ペットの飼い主、獣医等からの要求時に）データを送信できる。
【００６１】
　いくつかの実施態様においては、ＤＭＳ　３０１が、ソースとは無関係に、動物の安全
、ウェルネス、および健康に関係する飼い主および獣医にとって意味のある／処置可能な
情報を導出するすべての入力のデータ・リポジトリとなり得る。いくつかの状況において
は、ウエアラブル・デバイス１０１を装着している動物に固有の情報（たとえば、サード
パーティの情報サービス・データ３０９およびサードパーティの獣医チャット・サービス
・データ３１１）をＤＭＳ　３０１からサードパーティへ、サードパーティからデータ（
３０７、３１１）を受信する前に転送してサードパーティの分析を援助できる。ＤＭＳは
、受信したデータを、ＤＭＳ導出事象としてそのデータの意味を決定するべく分析できる
。次に、それらの事象に基づいて、ＤＭＳは、それらの導出された事象に結びつけられた
利用可能な推奨をストレージから獲得し、それらの推奨をコンパイルし、コンパイル後の
推奨を、処置可能な情報として飼い主および／または獣医へ提供できる。たとえば、意味
のある情報が、その動物の体重が過去１週間内に５ポンド増加し、正常より低い活動レー
トを呈する場合、ＤＭＳ　３０１は、体重増加および増加した体重および識別済みの推奨
または複数の推奨に結びつけられたストレージからの利用可能な推奨を調べることができ
る。次に、その結果がコンパイルされて、処置可能な情報として飼い主／獣医へ転送され
る。
【００６２】
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　次に、概して飼い主へレポートされ得る典型的な推論をリストする：動物が、指定安全
ゾーン外に出ている；動物が過熱または凍える可能性のある潜在的な状況が存在する；動
物が事故に遭遇した可能性がある（多様なレベルの深刻度の高い衝撃事象）；飼い主およ
びペットのライフスタイル・プロファイルについてのフィルタ適用後においてさえ、動物
の活動レベルが低下している；動物が足を引きずっている（歩様における変化に基づく）
；極度のノイズおよび光インジケータに基づくと動物が潜在的に危険な環境内にいると見
られる；睡眠中の動物が非常に大儀そうである（痛み、消化の問題、呼吸の問題、または
過去の生理学的外傷として）；動物の心拍数の変動が異常である；動物の呼吸の数および
質が異常である；動物が苦痛／痛そうである（大きな全身運動があるときにキャンキャン
吠える）；およびウエアラブル・デバイスが当初割り当てられた動物に装着されていない
（それのゲート・プロファイルを、ファイル上のそれ、またはそのほかの、それらの電子
プロファイルの一部であるバイタル・サイン・インジケータに照らして調べることによる
）。
【００６３】
　典型的な提案アクションは、以下を含み得る：飼い主による動物の個人的な観察を増や
し、特定の発現中の関心事項を確認するか、または退ける；動物のセンサ・プロファイル
の項目のスレッショルドを、それらが飼い主の、および特定のペットの日常生活パターン
、年齢、品種、サイズ、および既知の医学的状態とより緊密に整合するように増加／減少
する；動物の活動を増加／減少する；動物の食餌を監視する（カロリー摂取を記録）；潜
在的に生じつつある過熱／凍え状況から動物を離す；特定の咳き込み音について動物を監
視する；飼い主に特定の関連記事／リンク／ビデオ等を参照させる；オプションのオンラ
イン『獣医に尋ねる』サービスに助言を求める；および、重篤な状況に基づいて、可能な
限り速やかに獣医に診せる。
【００６４】
　以下は、飼い主に問題がレポートされる結果をトリガする説明的な例である：プリセッ
ト済みスレッショルドに対して読み値を比較する事象を確認するセンサまたはセンサのグ
ループに基づく突発的な問題；特定の疑わしい状態について肯定的または否定的な方向に
向かっている読み値に基づくデバイス１０１レベルまたはＤＭＳ　３０１レベルの分析に
関する時間ベースの分析（別名、長期ベース）；飼い主または獣医の要求時；飼い主また
は獣医の安全、ウェルネス、および健康目標に基づく動物の状態のスナップショットの定
期的な提供。
【００６５】
　獣医は、推論／提案の受信をより少ない数とし、深刻な健康問題を導き得るウェルネス
問題およびバイタル・サイン、特定の既知の健康状態の監視、および処方済みの治療の効
果の監視に基づく経験的データの受信をより多くできる。獣医は、その動物が肯定的また
は否定的な方向へ向かっていることを示唆するバイタル・サインおよびそのほかの生理学
的情報を受信できる。獣医への情報の送信のトリガとして作用し得る項目には、突発的な
バイタル・サイン（１つまたは複数）の読み値または生理学的読み値がそれのスレッショ
ルドを超えたこと、または導出されたバイタル・サイン（１つまたは複数）または生理学
的兆候（１つまたは複数）が時間にわたる傾向として獣医によって設定されたスレッショ
ルドを超えたことが含まれる。
【００６６】
　また獣医は、現在の潜在的バイタル・サイン、環境的兆候、または生理学的兆候、すな
わち深部体温、周囲温度および湿度、および深部体温に関心を持つと見られる。獣医が関
心を持つ可能性のある肺に関する情報は次のとおりである：すなわち、検出された肺の動
きおよび測定された呼吸レートとリズム、測定された呼吸と呼気時間（ｔｉ／ｔｅ）、検
出された非対称呼吸（炎症、障害物、窒息）、測定された胸部収縮レート、深さ、および
胸部の反跳、ならびに測定された、および継続監視中の慢性気管支炎。獣医が関心を持つ
可能性のある心臓に関する情報は次のとおりである：すなわち、検出された心臓の動きお
よび測定された心拍数とリズム、測定された心臓の一回心拍出量および心拍出量における



(20) JP 2016-521386 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

変化、スレッショルドに対する血圧の比較、鬱血性心不全の発現の兆候、徐脈および頻脈
の兆候、ならびに血気胸の兆候。さらに、獣医が関心を持つ可能性のあるそのほかの情報
は次のとおりである：すなわち、脳卒中の兆候、子宮収縮レートおよび強さ、睡眠時無呼
吸等の潜在的睡眠障害の識別、動物体内の異物の兆候、長期センサ・データ、心臓活動、
呼吸活動、および深部体温の平均および統計的偏差、活動レベル、見積体重、見積水分補
給レベル、ならびに平均の日中／夜間周囲温度。ＤＭＳ　３０１によって導出され、飼い
主または獣医に向け、診断のために識別できる推論の例を次に示す：すなわち、イヌ糸状
虫、嘔吐および下痢、肥満、感染症、イヌ伝染性気管気管支炎ならびにそのほかの発現し
ている呼吸状態、下部尿路感染症、歯科疾患、皮膚アレルギ、骨および軟組織の損傷、癌
（たとえば、動物の呼気内のケトン・レベルの変化による）、発現している心臓状態、苦
痛／痛み、および認知障害。センサ・データと獣医供給データの組合せからなされる症状
／推論の例を次に示す：すなわち、特定の処方済み治療の効果、手術直後の動物の回復状
態、および獣医によって決定されたベースラインに対するバイタル・サインの傾向。
【００６７】
　この種のキャパシティにおいて、ＤＭＳ　３０１は、ウエアラブル・デバイス１０１レ
ベルの生データ、前処理済みデータを受信できる。たとえば、固定窓（たとえば、１秒の
窓）にわたって加速度計の｛ｘ，ｙ，ｚ｝ｇ値を平均し、大きさの偏差を計算し、高、中
、低の活動の指定を動物の活動レベルに基づいて割り当てることができる。別体のデバイ
スからのサウンド・ファイル、ＲＳＳフィード、およびそのほかの非類似データ・タイプ
は、カタログ化、タイムスタンプ付け、ソーティング、および分析のための準備が必要に
なる。ＤＭＳがこれらの多岐にわたるタイプのデータを受信することから、ＤＭＳ　３０
１はこれらを相関させることができる。たとえばＤＭＳ　３０１は、高い周囲温度読み値
をウエアラブル・デバイス１０１から受信し、それと、現在または以前の識別済みのウエ
アラブル・デバイス１０１の場所に期待される局所的な温度（ＲＳＳフィード３０２また
はインターネット検索３０３によって獲得される）を比較できる。周囲温度が高く（たと
えば、４５℃超）、その場所に予測される高い温度が２０℃に過ぎない場合には、ＤＭＳ
　３０１は、その動物が、窓が閉じられた自動車の中に閉じ込められていると導き出すこ
とができる。導出したこの事象に基づいて、ＤＭＳは、Ｅメール、ＳＭＳもしくはそのほ
かのテキスト・メッセージング・システム、ソーシャル・メッセージング・システム（Ｔ
ｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）およびＦａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）等）を含む多様
な手段によって、または飼い主の直接呼び出しによって飼い主への注意喚起を試みること
ができる。認識されるものとするが、注意喚起の頻度およびスレッショルドは、固定また
はユーザ構成可能とすることができる。
【００６８】
　ＤＭＳ　３０１は、過去の事象、現在の事象、または可能性のある将来の事象の予測に
ついての情報を含み得る。またＤＭＳ　３０１は、多様な通信チャンネルおよびデバイス
を通じたウエアラブル・デバイス１０１とサードパーティ・サービス、獣医、および／ま
たはペットの飼い主の間の通信ハブとしても作用する。たとえば、いくつかの実施態様に
おいては、ペットの飼い主が、入力デバイスとして自分のパーソナル・モバイル・デバイ
スを使用し、自由形式のテキストまたはドロップダウン・メニューを通じて独自の観察を
記録することができ（実質的に、センサ・プラットフォームの１つのセンサとなる）、Ｄ
ＭＳ　３０１は、それらの入力を飼い主からパーソナル・モバイル・デバイスを介して受
信する。ＤＭＳ　３０１内にストアされる各データ要素は、それぞれが、たとえば飼い主
／ペットのプロファイルに戻る必要なく、それだけで使用可能となるように、メタタグ付
きとすることができる。その種のメタタグは、大規模な匿名データの分析を容易にし得る
タイムスタンプ、地理的なデータ、品種、年齢等を含み得る。
【００６９】
ウエアラブル・デバイス１０１の頸部配置
　図４は、この開示の１つの態様に従ったウエアラブル・デバイス１０１を含む首輪４０
２を図解している。図４内に図示されているとおり、首輪４０２は、動物４０１の頸部の
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近くにウエアラブル・デバイス１０１が位置決めされるようにウエアラブル・デバイス１
０１を含み得る。したがって、その種の実施態様においては、センサが、検知部位４０２
において動物４０１の頸部近傍のデータを獲得する。さらに、ウエアラブル・デバイス１
０１は、送受信部位４０４においてデータの送受を行なう。
【００７０】
　図５は、ウエアラブル・デバイス１０１を含む首輪４０２を装着した動物の頸部の断面
を図解している。図示のとおり、首輪４０２は、留め金５０５を含むことができ、それが
掛けられると、動物の頸部の下側の柔毛５０１に隣接させてウエアラブル・デバイス１０
１を位置決めする。図５は、動物の頸部内の解剖学的部位の概略の場所を図示している。
特に、図５は、頸動脈５０３、頸静脈５０４、食道５０９、気管５１１、および脊柱５１
０をウエアラブル・デバイス１０１と関連させて示す。この種の構成においては、ウエア
ラブル・デバイス１０１内に含まれている心肺アンテナ（たとえば、ＵＷＢデバイス）お
よびそのほかの内向き構成要素（たとえば、ＥＣＧおよび超音波プローブ）が首輪４０２
の内側に配置され、プロセッサ１００、そのほかのセンサ、およびそのほかの構成要素（
たとえば、ＲＦアンテナ１０９、ＲＦＩＤアンテナ１１１等）が、首輪４０２の他方の側
（たとえば、位置５０７）に配置される。さらに、外向きのアンテナを位置Ａ－Ｉに配置
し、内向きアンテナとの干渉の最小化を補助できる。それに代えて、位置Ａ－Ｉに配置さ
れるセンサを、動物との接触を伴う干渉から分けることによって、それらが改善された読
み値を有し得る。たとえば、周囲温度センサが位置Ａに配置される場合、動物が胸部を下
にして伏せており、ウエアラブル・デバイス１０１が動物の前腕の上にあるとき、誤った
読み値となる可能性がある。代替位置、たとえばＤ－Ｉに周囲温度センサを配置すれば、
この姿勢で動物が伏せているときに動物の前腕からセンサが離されることから読み値が改
善される。さらに、代替例においては、多様なセンサを首輪４０２周りに重複させて、そ
れらの読み値を平均するか、または最高および最低の読み値を除外し、異常な読み値の影
響を低減できる。
【００７１】
　図５に示されているとおり、ウエアラブル・デバイス１０１は、たとえば、動物の頸動
脈５０３および／または食道５０９から正確な読み値が獲得できるように首輪４０２の内
側において内向きアンテナを動物の皮膚の近くに維持しつつ、首輪４０２の外側において
情報の送受をなし得る。それに代えて、頸動脈５０３の代わりに、またはそれに加えて頸
静脈５０４から読み値を獲得できる。気管周囲の筋肉の動きを含むそのほかの組織の動き
も関心事となり得る（気管の軟骨組織が一部の誘電体信号を反射しないことがあり、直接
検出可能でないことから）。
【００７２】
　この開示のいくつかの実施態様に従ったウエアラブル・デバイス１０１の構成は、図６
Ａおよび６Ｂを参照するとより容易に理解できる。図６Ａは、ウエアラブル・デバイス１
０１の実施態様の上面図であり、図６Ｂは、その側面図である。図６Ａおよび６Ｂの実施
態様においては、ウエアラブル・デバイス１０１が、２つの部分、すなわち内側部分６０
１および外側部分６０３を含み得る。内側部分６０１は、ＵＷＢアンテナ、マイクロ波ア
ンテナ、または超音波アンテナ等の内向きアンテナを含み得る。たとえば、これらのアン
テナを、位置６０５および６０６に配置できる。外側部分６０３は、そのほかの構成要素
、たとえばプロセッサ１００およびそのほかの、外向きアンテナを含む図１の構成要素等
を含み得る。１つの例においては、部分６０１の内向きアンテナが、金属または金属化さ
れた層によって、またはそのほかの周知のアンテナ絶縁材料によって、部分６０３の外向
きアンテナからシールドされ、異なるセットのアンテナの間の干渉が最小化され得る。さ
らに、オン／オフ状態を含む状態情報を飼い主へ状態ランプ６０４を介して提供できる。
状態ランプ６０４は、単純なＬＥＤとすること、またはＤＭＳへの情報の送信およびその
後の飼い主のスマートフォンへの転送に対して（または、それに加えて）飼い主に向けて
コンテントを表示するべく構成された表示スクリーンおよびタッチ・インターフェースを
含むとし得る。それに加えて６０４を、設定変更に応答する発音器とし得る。
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【００７３】
　図５に示されているようにウエアラブル・デバイス１０１が動物に装着されると、内向
きアンテナが動物４０１の近くに位置し（たとえば、首輪４０２の内側）、したがって正
確な検知を提供する一方、ほかの、データの送受に使用されるいくつかの構成要素を含め
た構成要素は、外向きアンテナの送受信ケイパビリティがほかのアンテナの動作によって
低下しないように、動物４０１から離されて（たとえば、首輪４０２の外側）配置される
。
【００７４】
　さらに金属または金属化したプローブ６１０および６１１が、直接的な皮膚接触を伴っ
て改善されるセンサのためのプローブと皮膚の接触の確立に使用され得る。これらのタイ
プのセンサには、皮膚温度センサ、心拍センサ、およびＥＣＧセンサを含め得る。温度セ
ンサに関して言えば、これらのプローブは、１つまたは複数の感熱構成要素に取り付ける
ことができる（または、それらの感熱構成要素を含み得る）。感熱構成要素には、サーミ
スタ、熱電対等、およびそれらの組合せを含め得る。
【００７５】
ウエアラブル・デバイス１０１の胸部配置
　ほかの実施態様においては、ウエアラブル・デバイス１０１が動物４０１の頸部周りに
装着されなくてもよく、むしろ任意の適切な、センサによる情報の収集に適した位置に装
着できる。たとえば、図７に示されているとおり、ウエアラブル・デバイスを、動物の胸
部周りに装着されるハーネス７０１の一部として提供できる。その種の実施態様において
は、検知部位７０３および送受信部位７０４が、動物の頸部（図４に図示されているよう
に）ではなく、動物の胸部に近くなる。ウエアラブル・デバイス１０１の特定の位置（頸
部の位置または胸部の位置）とは関係なくバッテリ１１５およびそのほかの取り外し可能
な構成要素は、ペットの飼い主７０５による取り外し、および再取り付けが可能であると
し得る。
【００７６】
センサの動作
　図８－１２および２２は、ウエアラブル・デバイス１０１および／またはＤＭＳ　３０
１の処理を示したフローチャートに関する。これらのフローチャートは、１つまたは複数
のセンサからの信号を分析する種々の態様の説明に使用される。認識されるものとするが
、スレッショルド比較に代えて、センサ情報に基づくこのほかのタイプの分析も可能であ
る。ベイズ推論分析、ニューラル・ネットワーク、および回帰分析等を含むそのほかの周
知のテクニック、および信号入力の分析へのそれらの使用は、この開示の範囲内に含まれ
る。
【００７７】
　ここで図８を参照すると、基本的なセンサ処理（たとえば、１つまたは複数の内部セン
サ、外部センサ、内部センサ、および／またはそのほかのセンサの処理）を表わしたフロ
ーチャートが示されている。図８に示されているとおりに処理されるセンサは、常時オン
、割り込み駆動、またはオンデマンド・トリガのいずれかが行なわれるセンサとし得る。
ステップ８０１においては、センサ・データがセンサｎから受け取られる。この場合にお
いても、このセンサ・データが連続的に受け取られるとすること（たとえば、常時オン）
、別のセンサの読み値によってトリガされるとすること（たとえば、割り込み駆動）、ま
たはペットの飼い主または獣医等によるセンサ・データの要求に応答して受け取られると
すること（たとえば、オンデマンド）のうちのいずれかとし得る。ステップ８０３におい
ては、受け取ったセンサ・データとスレッショルド値を比較する。ステップ８０３におい
て、比較されるデータとスレッショルド値の関係は、当面の関心事項が生じていない関係
とすることができる。その種の状況においては、ステップ８０９に示されているとおり、
データを無視してステップ８０１へ戻り、追加のデータを受け取ることができる。しかし
ながら、比較されるデータがスレッショルドを超える場合には、ステップ８０５において
ストレージ内にそれが生じたことが書き込まれる。オプションとして、またはステップ８
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０５に加えて、ステップ８０７に示されているとおり、ペットの飼い主へ注意喚起を提供
すること、またはＤＭＳへ送信することができる。注意喚起は局所的とすること（たとえ
ば、ウエアラブル・デバイス１０１上の可聴アラーム）および／またはリモートとするこ
と（たとえば、ペットの飼い主のパーソナル・モバイル・デバイス上、または獣医のダッ
シュボード内等）ができる。さらなる修正においては、無視ステップ８０９へ向かう決定
ステップ８０３のＮＯ側の出口から破線で示されているとおり、センサｎからの信号がス
レッショルドを超えないという事実もまた、読み値がスレッショルド内であったという肯
定的な表示としてストアできる。さらに、一連のレーティングのストアは、ＤＭＳに有用
となり得る漸増的変化のパン屑リスト・データ・セットを提供する。
【００７８】
　図９は、複数のセンサ｛ｎ１、ｎ２、およびｎ３｝からの読み値を使用して動物の状態
が決定できる実施態様を図示している。この場合もまた、図中の各センサは、常時オン、
割り込み駆動、またはオンデマンド・トリガであるとし得る。ステップ９０１、９０３、
および９０５においては、各センサｎ１－ｎ３からデータが収集される。前述したとおり
、これらのセンサは、ウエアラブル・デバイス１０１および／または外部デバイス（たと
えば、スマートフォン、ＲＳＳフィード等）内に配置できる。センサｎ１、ｎ２、および
ｎ３のうちの任意の１つが、ステップ９０６において個別に注意喚起条件をトリガすれば
、ステップ９０７においてストレージ内に書き込まれ、かつ（オプションで）ステップ９
０９において飼い主またはＤＭＳに注意喚起が提供される。それ以外では、その決定がス
テップ９０８において無視される。図８のプロセスと同様に、ステップ９０６からステッ
プ９０７への破線で示されているとおり、センサ読み値がスレッショルドを超えていない
場合であってもデータをパン屑リストし、その後ステップ９０８へ戻ることができる。
【００７９】
　それに代えて、ステップ９０６が、注意喚起条件の確認または検知データの無視に、３
つすべての読み値が重み付けベースで一致することを必要とするようにできる。たとえば
、ステップ９０１、９０３、および／または９０５において注意喚起条件をトリガした１
つまたは複数のセンサｎ１、ｎ２、および／またはｎ３に応答し、ステップ９０７におい
て、各センサからの検知済みデータの組合せと１つまたは複数のスレッショルドを比較し
、たとえば注意喚起状態が存在するか否かを決定できる。さらに、ステップ９０７におい
て、検知済みの読み値と、ローカルに（たとえば、ウエアラブル・デバイス１０１内に）
ストアされているか、またはたとえばＤＭＳ　３０１内にストアされている過去の読み値
を比較できる。したがって、複数のセンサ（図示の実施態様においてはｎ１－ｎ３）から
の検知済みデータを使用し、動物およびペットの安全、ウェルネス、および健康に関する
推論を、ステップ９０７において、センサの読み値、および／またはたとえばパン屑リス
ト（タイムスタンプ付きの記録）の分析に基づいて組み立てることができる。センサ・デ
ータの組合せが注意喚起をトリガする場合（たとえば、データの組合せが注意喚起条件を
確認する場合）、ステップ９０９において注意喚起を（たとえば、ペットの飼い主および
／または獣医へ）返すことができる。しかしながら、センサ・データの組合せが、１つま
たは複数のスレッショルドとの比較の後に注意喚起をトリガしない場合には、ステップ９
０８においてデータが無視され、この方法がその先のデータを受け取るステップ９０１／
９０３／９０５へ戻る。いずれの事象（たとえば、注意喚起または無視）においても、読
み値および結果を、その後に続くＤＭＳ　３０１へのアップロードのためにステップ９０
７においてローカル・ストレージ内に書き込むことができる。
【００８０】
　ステップ８０３におけるセンサ・データまたはステップ９０７における複数センサ・デ
ータの分析は、システム内の任意の適切な場所で実行できる。いくつかの実施態様におい
ては、この分析をウエアラブル・デバイス１０１内で実行できる。その種の実施態様にお
いては、ウエアラブル・デバイス１０１が、突発的なデータの分析（たとえば、独立した
インテリジェント判断）をはじめ、長期的なデータ分析を実行できる。後者について、ウ
エアラブル・デバイスは、時間にわたって多様な事象の多くの記録済みパン屑リストを監
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視できる。たとえば、ウエアラブル・デバイス１０１は、貨物倉内に入れられているペッ
トのＦＡＡ規則に準じて動物の状態の監視のために時間にわたって動物の体温を監視でき
る。ほかの実施態様においては、ウエアラブル・デバイス１０１が、地方自治体の条例に
動物４０１が応じていることを確認するか、または継続的に吠えることを潜在的ストレス
の表われとして解釈するべく時間にわたって動物の吠え声を監視できる。
【００８１】
　ほかの実施態様においては、センサ・データの分析をＤＭＳ　３０１内において実行で
きる。ここでもＤＭＳ　３０１が、突発的なデータ分析をはじめ長期的なデータ分析の両
方を実行できる。後者についてはＤＭＳ　３０１が、個別の事象、組合せ事象、および導
出済みの事象（たとえば、摂取カロリー対活動レベル）を観察できる。ＤＭＳ　３０１に
おけるその種の事象の観察によって、動物３０１の健康およびウェルネスのパターンを決
定できる。たとえば、ＤＭＳ　３０１は、獣医の元を離れた後における動物４０１の医薬
または治療に従った動物の改善（または、それがないこと）のパターンを決定できる。さ
らに、ウエアラブル・デバイス１０１のデータを、分析の実行においてそのほかのソース
からのセンサ（たとえば、ＲＳＳフィード３０２、飼い主の所見３１２等）と組み合わせ
ることができる。たとえば、度日の数を含むＲＳＳフィード３０２と、ウエアラブル・デ
バイス１０１における高温注意喚起の数を比較し、たとえば、動物４０１が過熱であるか
、または単に異常に温かい月であるだけであるのかを決定できる。別の例として、飼い主
の所見３１２（たとえば、身体運動後のよろめき、異常な疲労、異常な咳き込み、青白い
歯肉等）は、ＤＭＳ　３０１を導いて、ウエアラブル・デバイス１０１レベルにおける心
肺アルゴリズムのためのよりより細かい粒状度、より頻繁な検知、およびより敏感なスレ
ッショルドを伴うプロファイルを採用するべくウエアラブル・デバイスのプロファイルま
たは動作モードを修正させることができる。
【００８２】
　図８および９に示されているとおり、動物の健康およびウェルネスの分析は、個別のセ
ンサ（たとえば、図８）または同時に得られる２以上のセンサの読み値の組合せ（たとえ
ば、図９）からのデータを分析することによって実行できる。ほかの実施態様においては
、動物の健康およびウェルネスの分析を、１つまたは複数のセンサがその第一センサのデ
ータの確証のために１つまたは複数の追加のセンサをトリガすることによって実行できる
。これは、図１０を参照するとより容易に理解できる。図１０に示されているとおり、ス
テップ１００１において、１つのセンサ（図示の実施態様においてはｎ１）からデータが
受け取られる。このデータがステップ１００３において、図８および９に関して説明した
とおりに１つまたは複数のスレッショルドと比較される。そのセンサの読み値がスレッシ
ョルドを超えない（たとえば、注目されない）場合には、ステップ１００７においてその
データが無視され、この方法が追加のデータを獲得するステップ１００１へ戻る。それに
代えて、その後のＤＭＳ　３０１へのアップロードのためにステップ１００５において常
にデータをローカルにストア／書き込むことができる。
【００８３】
　ステップ１００１において獲得されたセンサｎ１からのデータが、ステップ１００３に
おいて１つまたは複数のスレッショルドを超える場合には、ステップ１００１からの受信
済みデータの確認または確証に追加のセンサからの信号をチェックできる。言い換えると
、いくつかの実施態様においては、１つまたは複数のセンサ（図示の実施態様においては
ｎ１）はそれがスレッショルドを感知した後に『マスタ』センサとして作用し、その後に
続いて追加の『スレーブ』センサをコントロールできる。ここでは、ステップ１００１－
１００９がマスタ・センサｎ１の動作に関係し、集合的に点線のボックス１０００Ｍによ
って識別されている。同様にステップ１０１０－１０１４は、スレーブ・センサｎ２およ
びｎ３の動作に関係し、集合的に点線のボックス１０００Ｓによって識別されている。図
示の実施態様においては、ステップ１００１において収集されたデータがステップ１００
５においてスレッショルドを超えると、追加のスレーブ・センサがステップ１０１０（ｎ
２）およびステップ１０１１（ｎ３）においてデータを収集するべくトリガされるか、ま
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たは以前に収集済みのデータがチェックされる。ステップ１０１２においては、受信され
たデータの分析（たとえば、ステップ１００１、１０１０、および／または１０１１にお
いて受信されたデータ）を、動物の健康およびウェルネスに関する推論を行なうべく実行
できる。さらに、各センサ（ｎ１、ｎ２、およびｎ３）から受信されたデータを、オプシ
ョンで重み付けまたはそのほかの形で調整し、この中に述べられているとおり、動物の健
康および／またはウェルネスに関係する推論を決定できる。ステップ１０１２において、
組合せデータがスレッショルド・レベルを超えない場合（たとえば、ステップ１０１０お
よび／または１０１１において収集された追加のデータが、ステップ１００３においてな
された推論を確認しないか、かつ／またはむしろ否定する場合）、ステップ１００７にお
いてそのデータが無視されて、したがってこの方法が新しいデータを収集するステップ１
００１へ戻り、動物４０１の監視を継続できる。しかしながらステップ１０１０および／
または１０１１において収集されたデータが、ステップ１００１において収集されたデー
タから行なわれた推論を確認するか、または補助する場合には、ステップ１０１３におい
て、ストレージ１０５へのこの決定の書き込みによって、この決定が記録される。さらに
、ステップ１０１４において、その動物の飼い主および／または獣医へ注意喚起が返され
る。この場合においても、推論が行なわれるか否か（たとえば、無視／注意喚起）とは無
関係に、将来におけるＤＭＳ　３０１へのアップロードのために、ステップ１０１３にお
いてデータをローカルに書き込み／ストアできる。
【００８４】
　図８－１０の中に記述されている方法（たとえば、単一のセンサまたはセンサの組合せ
から行なわれる推論）を使用して、動物の健康またはウェルネスの特定の推論に到達でき
る。たとえば、１つまたは複数のセンサＮｍの分析が、動物の健康およびウェルネスに関
係する突発的および／または長期的な推論を可能にできる。１つまたは複数のセンサを使
用して行なわれ得る突発的な推論の例として、１つの実施態様においては、ＧＰＳジオゾ
ーンの注意喚起を、たとえばＧＰＳセンサ（ウエアラブル・デバイス１０１の上に備えら
れたセンサの１つの例）を使用して確認するか、またはキャンセルできる。特にジオゾー
ンの注意喚起は、たとえば、１つまたは複数の衛星との通信の一時的な途絶に起因して偽
陽性となる（したがって、動物４０１の移動として解釈され得る）傾向を有し得る。しか
しながら、いくつかの実施態様においては、ＧＰＳジオゾーンの注意喚起と加速度計の読
み値を比較して、注意喚起の確証／確認を行なうことができる。特に、動物４０１が移動
していない（加速度計から受信されるデータから決定される）場合には、ジオゾーンの注
意喚起をキャンセルできる。
【００８５】
　同様に、いくつかの実施態様においては、信号強度、たとえばＲＦ信号のそれと動物４
０１のＧＰＳ位置を比較して、たとえばジオゾーン破りを確認できる。特に、ＧＰＳから
の読み値は、動物４０１がジオゾーンの外へ移動したことを示すことがある。しかしなが
ら、ベース・ステーションからのＲＦ信号（ＲＦアンテナで受信される）の信号強度が依
然として強い場合には、ＧＰＳの読み値が、偽陽性（たとえば、１つまたは複数の衛星と
の通信の途絶の結果）と解釈でき、したがってその注意喚起をキャンセルできる。
【００８６】
　１つまたは複数のセンサを使用して行なわれ得る突発的な推論の別の例として、高い加
速度の読み値（たとえば、加速度計から）が、追加のセンサのトリガおよび／またはその
ほかの形での追加のセンサからのデータと比較され、動物４０１が衝突事象（たとえば、
乗り物がぶつかる）に巻き込まれたか否かを決定できる。たとえば、加速度計からの高い
加速度の読み値は、たとえばウエアラブル・デバイス１０１上の照度計および／またはマ
イクロフォン（内部センサの２つの例として）からの読み値を用いて補助することができ
る。高い加速度の読み値に加えて、ウエアラブル・デバイスが高い光の入射の読み値（た
とえば、ヘッドライト）および／または高いノイズの読み値（たとえば、衝撃）を受け取
った場合には、衝突事象の可能性の注意喚起を返すことができる。
【００８７】
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　１つまたは複数のセンサを使用して作成され得る突発的な推測の別の例として、周囲フ
ェンス破り（ＲＦアンテナ１０９、Ｗｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、またはそのほかのＲＦ
テクノロジによって決定されるとおり）を、ウエアラブル・デバイス１０１上の（内部セ
ンサの例としての）周囲光、サウンド、温度、および／または湿度センサからの読み値と
比較し、動物４０１が実際に、たとえば家を離れたか否かを決定できる。検知された湿度
、温度、光等が、動物４０１が外に出たことを示していれば、周囲フェンス注意喚起を返
すことができる。しかしながら、各読み値が、動物４０１が内側にいることを示していれ
ば、周囲フェンス破り注意喚起は、偽陽性として解釈され、したがってキャンセルされ得
る。
【００８８】
　１つまたは複数のセンサを使用して作成され得る突発的な推測の別の例として、たとえ
ば（センサの１つの例としての）マイクロフォンからのデータを、（センサの別の例とし
ての）加速度計からの読み値と比較し、動物４０１が、たとえばスレッショルド時間期間
より長く吠え続けているか否かを決定できる。たとえば、マイクロフォンからの読み値は
、動物４０１が吠えていることを示す可能性、または別の事象（たとえば、雷鳴）に起因
する可能性がある。しかしながら、加速度計から受信されるデータは、吠える事象の特徴
的な頭部の動きまたは振動が検知されたか否かに従って動物が吠えていることを確認／否
定することができる。
【００８９】
　さらに、内向きアンテナ（たとえば、ＵＷＢアンテナ）からの検知されたデータを、マ
イクロフォンと比較し、呼吸の質等に関する多くの推論を組み立てることができる。たと
えば、ＵＷＢアンテナを使用し、頸部エリア内の筋肉（たとえば、動物の気管５１１周り
の筋肉）の動きを監視することによって動物の呼吸の質の推論を行なうことができる。さ
らに、検知されたＵＷＢデータを、ウエアラブル・デバイス１０１上に備わるマイクロフ
ォンおよび／または外部マイクロフォン（たとえば、飼い主のスマートフォン等のパーソ
ナル・モバイル・デバイス上に備わるマイクロフォン）を用いて確証を行ない、その動物
４０１がイヌ伝染性気管気管支炎に罹患しているか否か等に関する推論を行なうことがで
きる。
【００９０】
　１つまたは複数のセンサを使用して作成され得る突発的な推測の別の例として、突発的
または傾向ベースのいずれにおいても、ＵＷＢテクノロジを使用した心拍数（分当たりの
拍数）、質（その分にわたる変動）、および心臓出力を提供する一回心拍出量の測定によ
って非侵襲性の心臓出力を決定できる。これらの測定から導出されるそのほかの結論には
、時間にわたる血圧の変化、および体外または体内出血に起因して動物の血液量が少なく
なっているか否かということも含め得る。これらのセンサは、動物の胸骨に近い胸部、の
ど笛および頸動脈に近い頸部の正面、または動物のそのほかの、特定の注目信号を拾う部
位に配置できる。
【００９１】
　１つまたは複数のセンサを使用して作成され得る突発的な推測の別の例として、いくつ
かの内部および周囲サーミスタから非侵襲性の深部体温の測定および／または導出ができ
る。さらに、マイクロ波放射測定／温度測定（マイクロ波アンテナを使用する）を、ほか
のテクニックとともに、低体温症、高体温症、細菌性もしくはウイルス性感染症、炎症、
病気の発症、免疫介在性もしくは新生物性の疾患、極度のエクササイズ、または排卵の兆
候となり得る深部体温における変動の決定に使用できる。
【００９２】
　１つまたは複数のセンサを使用して作成され得る突発的な推測の別の例として、消化路
内の閉塞の非侵襲性の測定を、ウエアラブル・デバイス１０１を関心エリアまで移動し、
ＵＷＢテクノロジを使用してその活動からのデータの読み取りおよびアップロードを可能
にすることによって達成し得る。
【００９３】
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　１つまたは複数のセンサを使用して作成され得る突発的な推測の別の例として、動物の
飲食習慣の非侵襲性の測定を独立に行なうこと、またはＵＷＢテクノロジを使用するほか
のセンサを用いて確証することが、食道および周囲組織を含む頸部エリアからの信号を調
べることによりできる。
【００９４】
　いくつかの実施態様においては、動物４０１のベースライン測度を決定し、その後に続
くデータ集合と比較して、たとえば、この中で論じている推測のうちの１つまたは複数を
決定できる。いくつかの実施態様においては、２つ以上のセンサから受信されたデータを
使用して、たとえば、このベースライン・データの収集に適したタイミングを決定できる
。たとえば、いくつかの実施態様においては、クロックまたはそのほかの構成要素（たと
えば、照度計等）にアクセスして、たとえば、夜間であると決定できる。さらに、加速度
計からのデータを参照し、たとえば、動物４０１が睡眠中であること（加速度がまったく
ないか、殆どないことによって示される）を確認できる。その種の実施態様においては、
１つまたは複数のバイタル・サインおよび／または生理学的兆候のベースライン測度を、
動物４０１が睡眠中であることを示している１つまたは複数のセンサに応答して獲得でき
る。
【００９５】
　１つまたは複数のセンサから突発的な推論を決定する上記の方法は、特定の例の参照に
よってより容易に理解できる。１つの実施態様においては、ウエアラブル・デバイス１０
１が、（内部センサの例としての）加速度計、マイクロフォン、および／または心肺セン
サ（たとえば、ＵＷＢデバイス）を含み得る。その種の実施態様においては、加速度計が
高加速度事象を測定し、ウエアラブル・デバイス１０１／ＤＭＳ　３０１は、その加速度
を潜在的な衝突事象（たとえば、動物４０１に乗り物がぶつかった）の表示として解釈で
きる。ウエアラブル・デバイス１０１／ＤＭＳ　３０１は、続いて、ほかのセンサ、たと
えばマイクロフォンを参照することによってこの解釈の確証または確認ができる。たとえ
ば、高い加速度と同時にマイクロフォンが大きなノイズを検知した場合には、衝突事象の
推論が確認され得る。これは、その後、心肺センサ（たとえば、ＵＷＢデバイス）等のそ
のほかのセンサをトリガできる。たとえば、心肺センサは、たとえば血液量の減少（たと
えば、体外または体内出血を示す）についての動物４０１のチェックを含むとし得る動物
４０１の異常のチェックできる。
【００９６】
　ウエアラブル・デバイス１０１および／またはＤＭＳ　３０１によってなされる衝突事
象の突発的な推測の例を図１１に図解する。図１１は、１つまたは複数のセンサの読み値
がどのように、事象が生じたことを示しているとして解釈され得るかを図解している。図
１１に示されているとおり、５つのセンサ、すなわちそれぞれがＮａ、Ｎｂ、Ｎｃ、Ｎｄ
、およびＮｅとして識別されるセンサからの信号が使用される。センサＮａ　１１０１、
Ｎｂ　１１０２、およびＮｃ　１１０３からの読み値は、独立に、それぞれの重み付け係
数ＷＮａ　１１０４、ＷＮｂ　１１０５、およびＷＮｃ　１１０６によって重み付けされ
る。次にステップ１１０７において、これら３つのセンサの重み付け後の読み値の組合せ
がスレッショルドａ１を超えるか否かが決定される。超えなければ、システムは、ステッ
プ１１０８においてセンサの読み値を無視し、動物の監視に戻る。超えているときは、こ
の決定がステップ１１０９においてストアされ、注意喚起がステップ１１１０において注
意喚起レベル１として提供される。
【００９７】
　また、図１１は、第２の注意喚起レベル（注意喚起レベル２）を決定する能力も含む。
たとえば、システムが、ステップ１１０７の後に注意喚起レベル１に達したことを承知す
る。システムは、ステップ１１１１において重み付け後の組合せの追加のチェックを行な
うか、または追加の重み付けおよびその重み付け後の組合せを、第２の注意喚起レベルの
スレッショルド、すなわちここでａ２として示されているスレッショルドと比較する。ス
テップ１１１１が肯定であれば、第２の注意喚起レベルａ２がステップ１１１２において
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ストアされ、ステップ１１１３において飼い主／ＤＭＳに対して注意喚起レベル２が識別
される。
【００９８】
　センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃからの初期の重み付け後のセンサ読み値に基づいて第２
の注意喚起レベルが見つからなかったことからステップ１１１１の結果が否定であった場
合には、第２の注意喚起レベルに到達しているとの決定を可能にする追加のセンサ入力が
存在することがある。たとえば、センサＮｄ　１１１４およびＮｅ　１１１５からセンサ
読み値を獲得できる。センサＮｄからのセンサ読み値についてシステムは、そのセンサ読
み値がセンサＮｄのための低スレッショルドより低いか否かをステップ１１１５において
決定する。それが肯定であれば、この決定がステップ１１１２においてストアされ、注意
喚起レベル２がステップ１１１３において提供される。ステップ１１１５が否定であれば
、システムは、そのセンサ読み値がセンサＮｄのための高スレッショルドより高いか否か
をステップ１１１６において決定する。それが肯定であれば、この決定がステップ１１１
２においてストアされ、注意喚起レベル２がステップ１１１３において提供される。ステ
ップ１１１６が否定であれば、システムは、ステップ１１１０における注意喚起レベル１
の提供を継続する。
【００９９】
　類似の決定をセンサＮｅからの読み値について行なうことができる。センサＮｅからの
センサ読み値についてシステムは、そのセンサ読み値がセンサＮｅのための低スレッショ
ルドより低いか否かをステップ１１１８において決定する。それが肯定であれば、この決
定がステップ１１１２においてストアされ、注意喚起レベル２がステップ１１１３におい
て提供される。ステップ１１１８が否定であれば、システムは、そのセンサ読み値がセン
サＮｅのための高スレッショルドより高いか否かをステップ１１１９において決定する。
それが肯定であれば、この決定がステップ１１１２においてストアされ、注意喚起レベル
２がステップ１１１３において提供される。ステップ１１１９が否定であれば、システム
は、ステップ１１１０における注意喚起レベル１の提供を継続する。
【０１００】
　最後に、オリジナルのセンサ・レベルのうちの１つを再検討して、それがそのセンサの
ためのプロファイル外にあるか否かを決定できる。たとえば、ステップ１１２０において
、センサＮｃのセンサ読み値がそのセンサのためのプロファイルと比較される。その読み
値がそれのプロファイル外であれば、この決定がステップ１１１２においてストアされ、
注意喚起レベル２がステップ１１１３において提供される。ステップ１１２０が否定であ
れば、システムは、ステップ１１１０における注意喚起レベル１の提供を継続する。
【０１０１】
　次に、事象が生じたか否かを決定するべく図１１がどのように特定のセンサ読み値に適
用され得るかについて説明する。以下は、高い衝突事象が生じたことを決定する例示の方
法の説明である。ここでは、センサＮａ、Ｎｂ、Ｎｃ、Ｎｄ、およびＮｅを、それぞれ、
照度計センサｎ１、マイクロフォン／ピーク・サウンド・センサｎ２、加速度計ｎ３、Ｇ
ＰＳ受信機ｎ４、および心肺センサｎ５によって表わす。
【０１０２】
　ステップ１１０３において加速度計（ｎ３）が、高い衝突事象の可能性を示す高い加速
度事象（たとえば、１０Ｇ超）を検知する。この実施態様においては、加速度計（ｎ３）
が『マスタ』センサとして作用し、この突発的な状態（たとえば、衝突事象の可能性を示
す高い加速度）がステップ１１０３において検知されると、それが、この事象を確認／確
証するほかのセンサの検知および／またはデータ・レポートをコントロールできる。特に
プロセッサ１０１は、加速度計ｎ３の高い信号を使用して、照度計ｎ１およびマイクロフ
ォンｎ２の最近の読み値を調べることができる。それらの最近の読み値は、センサに応じ
てストレージ１０５またはストレージ１１９内にストアされているとし得る。その結果、
この場合において加速度計センサｎ３がマスタ・センサとなり、照度計ｎ１およびマイク
ロフォンｎ２がスレーブ・センサになる。
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【０１０３】
　スレーブ・センサからの以前の読み値が再検討され、突発的スレッショルド事象が調べ
られて、以前の時間間隔にわたって何が起きたかについてのより正確な図式が作られ、か
つおそらくは、加速度計ｎ３からの高い衝突事象の可能性が確認される。したがって、ス
テップ１１０５においてプロセッサ１００は、高い加速度の読み値の直前であり、それと
オーバーラップする時間期間にわたるマイクロフォン／ピーク・サウンド・センサ（ｎ２
）からのストア済みデータを取り出し、ステップ１１０７においてプロセッサ１００は、
この高い加速度の読み値の直前であり、それとオーバーラップする時間期間にわたる照度
計ｎ１からのストア済みデータを取り出す。
【０１０４】
　ステップ１１０４－１１０６においては、各センサから受信されたデータの重み付けお
よび単一結果への結合が行なわれ、ステップ１１０７において、構築したプロファイルが
、注目する（たとえば、衝突）事象が生じた高い程度の可能性を満たすか否かを決定でき
る。たとえば、照度計（ｎ１）が高強度の光（潜在的にヘッドライトを示す）を検知した
場合、および／またはマイクロフォン／ピーク・サウンド・センサ（ｎ２）が大きなノイ
ズ（潜在的に乗り物による衝突を示す）を検知した場合に、ステップ１１０７においてこ
の方法が、実際に衝突が生じたと決定できる。ほかの読み値から、可能性のある衝突事象
を確認されないとき、ステップ１１０８においてデータが無視される。そのこととは無関
係に、受信されたデータを、その後に続くＤＭＳ　３０１へのアップロードのためにステ
ップ１１０９においてローカルにストアおよび／または書き込みができる。
【０１０５】
　結合された確証済みのデータがステップ１１０７において特定の条件を満たす場合には
（たとえば、それぞれが衝突事象を示す）マスタ・センサ（図示の実施態様においては、
加速度計ｎ３）が、たとえば個別のスポット読み取り、スケジュール・ベースの読み取り
、または各センサの検知構成の変更を行なうために、ほかのセンサ（それ自体を含む）を
トリガするか、かつ／または状態を変更できる。読み取りが決定的でない場合には、セン
サに読み取りの継続が指示される。
【０１０６】
　たとえば、図示の実施態様のステップ１１０９において、加速度計（ｎ３）を、割り込
みモード（たとえば、突発的事象を探す）から動き活動のリアルタイム監視へ変更する（
プロセッサ１００によってコントロールされる）。このリアルタイム監視は、ステップ１
１２０における決定のように、動物の歩様が劇的に変化したか否かを決定するべくプロフ
ァイルとの比較ができる。ステップ１１１７においては、ＧＰＳセンサ（ｎ４）に動物４
０１の位置、速度、および／または方向の決定が指示される（すなわち、プロセッサ１０
０によってコントロールされる）。動物４０１が一様な態様で移動していれば、この読み
値は、それに割り当て済みの低いリスク比を有することになる。さらに、ステップ１１０
７において心肺センサ（ｎ５）をトリガし、心拍数、呼吸数、一回心拍出量、および／ま
たは血圧の変化をチェックできる。心肺センサ（ｎ５）は、このように異常（たとえば、
血液量の減少）を探して読み値にリスク比を割り当てることができる。言い換えると、プ
ロセッサ１００は、心肺センサｎ５からの異常な読み値を捜し出し、それらの読み値にリ
スク比を割り当てることができる。
【０１０７】
　ステップ１１１５、１１１６、１１１８、および１１１９においては、ウエアラブル・
デバイス１０１および／またはＤＭＳ　３０１内のプロセッサが、上記のセンサのうちの
１つまたは複数からのデータを比較して、たとえば、決定したエピソード（たとえば、衝
突事象）に続いて注意喚起レベルを決定する。たとえば、上記の重み付けデータ・ポイン
トのすべてを考慮した後、プロセッサは、記録済みの多様な注意喚起レベルの事象が（ス
テップ１１１０および１１１３における）飼い主および／または獣医への送信に値するこ
とを、センサの読み値の信頼性に基づいて決定できる。さらに、衝突事象に続く動物の経
過を継続的に監視するために、ステップ１１１０および１１１３においてウエアラブル・
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デバイス１０１に継続的な読み取りを指示できる。
【０１０８】
　次に示す式は、センサの値の重み付けおよび注意喚起レベルのスレッショルドに対する
比較を記述している。次の式（１）は、センサＮｃからのセンサ読み値がセンサＮｃのた
めのスレッショルドに対してどのようにチェックされるかを記述する。
 
【数１】

　（１）　ｎｃ＞ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ

　であれば、
　ｎｃが、ｎｃのためのスレッショルド（ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を超えたことを注
意喚起する。
【０１０９】
　次の（２）は、センサＮｃからのセンサ読み値がセンサＮｃのためのスレッショルドに
対してチェックされ、そのスレッショルドを超える場合には、センサの読み値Ｎａおよび
ＮｂおよびＮｃの重み付け後の組合せが注意喚起レベル１のスレッショルドを超えるか否
かを決定する態様を記述する。
 

【数２】
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　（２）　ｎｃ＞ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ

　であり、
　（（時間Ｔ１にわたるｎａの最大値）／ｎａ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗａ＋（（時間
Ｔ２にわたるｎｂの最大値）／ｎｂ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗｂ＋（（時間Ｔ３にわた
るｎｃの最大値）／ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗｃ≧ａ１

　であれば、
　注意喚起１のための注意喚起。
　これにおいて、
　ａ１は、注意喚起レベル１のスレッショルドであり、ａ１を超える値は注意喚起レベル
１をもたらし、ａ１より低い値は注意喚起をもたらさない。
　時間Ｔ１、Ｔ２、およびＴ３は、センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃのための以前の読み値
が再検討される時間間隔である。
　Ｗａ、Ｗｂ、およびＷｃは、それぞれ、センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃの読み値のため
の重み付けの値である。
【０１１０】
　特に、式（２）は、時間窓の間のセンサの最大値（または、適切であれば最小値）をス
レッショルドで除することによって各センサの値を正規化している。これは、各センサの
個別の単位の影響を取り除くことを可能にする。次に、重み付け係数が各正規化後のセン
サ読み値を、それらを加算して注意喚起レベル１のためのスレッショルド（ａ１）と比較
できるように調整する。
【０１１１】
　次の式（３）は、式（２）と類似する分析を記述するが、注意喚起レベルのスレッショ
ルドが注意喚起レベル２のスレッショルドａ２に設定されている。
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【数３】

　（３）　ｎｃ＞ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ

　であり、
　（（時間Ｔ１にわたるｎａの最大値）／ｎａ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗａ＋（（時間
Ｔ２にわたるｎｂの最大値）／ｎｂ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗｂ＋（（時間Ｔ３にわた
るｎｃの最大値）／ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗｃ≧ａ２

　であれば
　注意喚起２のための注意喚起
　これにおいて、
　ａ２は、注意喚起レベル２のスレッショルドであり、ａ２を超える値は注意喚起レベル
２をもたらし、ａ２より低い値は注意喚起をもたらさない。
　時間Ｔ１、Ｔ２、およびＴ３は、センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃのための以前の読み値
が再検討される時間間隔である。
　Ｗａ、Ｗｂ、およびＷｃは、それぞれ、センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃの読み値のため
の重み付けの値である。
【０１１２】
　式（４ａ）および（４ｂ）は、式（２）と関係するが、図１１のスレーブ・センサの分
析も含む。
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【数４】

　（４ａ）　（マスタ）　　ｎａ＞ｎａ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　かつ
　（（時間Ｔ１にわたるｎａの最大値）／ｎａ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗａ＋（（時間
Ｔ２にわたるｎｂの最大値）／ｎｂ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗｂ＋（（時間Ｔ３にわた
るｎｃの最大値）／ｎｃ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）×ｗｃ≧ａ１

　であれば、
　スレーブ（４ｂ）をアクティブ化
　（４ｂ）　（スレーブ）　　ｎｄ＜ｎｄ　ｌｏｗ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　または　ｎｄ

＞ｎｄ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
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　または、
　ｎｅ＜ｎｅ　ｌｏｗ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　または　ｎｅ＞ｎｅ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｅ

ｓｈｏｌｄ

　または
　ｎａ≠ｎａのための既存のプロファイル
　であれば、
　注意喚起レベル２
　それ以外は
　注意喚起レベル１
　これにおいて、
　ａ１は、注意喚起レベル１のスレッショルドであり、ａ１を超える値は注意喚起レベル
１をもたらし、ａ１より低い値は注意喚起をもたらさない。
　時間Ｔ１、Ｔ２、およびＴ３は、センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃのための以前の読み値
が再検討される時間間隔である。
　Ｗａ、Ｗｂ、およびＷｃは、それぞれ、センサＮａ、Ｎｂ、およびＮｃの読み値のため
の重み付けの値である。
　『ｎａのための既存のプロファイル』は、ある時間間隔にわたるｎａの期待値のための
プロファイルである。
【０１１３】
　ここでは、注意喚起レベル２が、マスタおよびスレーブの両方があらかじめ定義済みの
レベルに到達するとアクティブ化されることによって定義される。注意喚起レベル１は、
マスタだけがそれのあらかじめ定義済みのレベルに到達し、スレーブがそれのあらかじめ
定義済みのレベルに到達していないときにアクティブ化されることによって定義される。
【０１１４】
　上記の式は、各センサの読み値について評価される時Ｔに基づいていれば、センサがそ
のほかのデバイス上に配置されることも許容する。したがって、共通の時（たとえば、セ
ンサＮｃからの読み値がＮｃスレッショルドを超えた時Ｔ（Ｎｃ））が決定された後は、
ほかのセンサの読み値がその時Ｔ（Ｎｃ）から正規化され、評価される。
【０１１５】
種々のデバイス上に配置されるセンサ
　前述したとおり、ウエアラブル・デバイス１０１上にすべてのセンサを配置すること、
またはいくつかをウエアラブル・デバイス１０１上に配置し、そのほかを別体のデバイス
上に配置することができる。別体のデバイスは、ユーザのスマートフォン（たとえば、ス
マートフォン上のマイクロフォン）とし得る。端的に言えば、１を超える数のデバイス上
（たとえば、ウエアラブル・デバイス１０１およびユーザのモバイル・デバイス）に配置
されるセンサからデータを取り込み、比較すること、および比較して、たとえば動物の健
康およびウェルネスに関する突発的な推論を決定できる。たとえば図１２は、１を超える
数のデバイスからセンサ・データを獲得するための方法の一例を図解であり、その後その
データはＤＭＳ　３０１へ転送され、分析されて、動物の健康およびウェルネスに関係す
る推論（図示の例においては、呼吸の推論）が決定され得る。図１１の場合と同様に、図
１２のタイムライン１２０１１は、互いに関して各ステップが実行される相対的な時間を
示している。図１２のステップ１２０１において、ユーザがモバイル・デバイスのアプリ
ケーションを起動する。たとえば、ここで説明しているとおりの健康監視システムは、オ
ンデマンドでセンサをトリガできる動物４０１の飼い主のスマートフォン、タブレット、
コンピュータ等にダウンロード可能なコンパニオン・モバイル・アプリケーションを含み
得る。ユーザは、動物の飼い主または獣医等とし得る。ステップ１２０２においては、ユ
ーザがデータ収集を希望する機能を選択できる。データを取り込み、それを返すための具
体的なセンサ選択は、いずれの特定の推論をユーザがトリガするかに大きく依存する。図
１２に示されている実施態様においては、ユーザが、呼吸分析を選択している。ステップ
１２０３においては、センサに、この呼吸分析に関係するデータの収集および／または転
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送の命令が送信される。たとえば、ユーザが『呼吸分析』を選択したことから、ともにウ
エアラブル・デバイス１０１上にある心肺センサ（ｎ５）および加速度計（ｎ３）へ、お
よびユーザのモバイル・デバイス上にあるマイクロフォン（ｎ１４）へ命令が送信され得
る。ステップ１２０４、１２０５、および１２０６においては、それぞれのデバイスがデ
ータを収集するか、かつ／または以前に収集済みのデータを取り出す。これらのセンサは
、スタンバイ状態に置かれており、事象の開始（たとえば、咳き込み）に基づいてトリガ
されるとし得る。
【０１１６】
　以下に示す３つの例においては、次に挙げるシナリオを説明する：すなわち、モバイル
・デバイスとウエアラブル・デバイスの間のトリガなし（ＤＭＳによって同期されるだけ
）、モバイル・デバイスのトリガがウエアラブル・デバイスによる記録を開始、およびウ
エアラブル・デバイスのトリガがモバイル・デバイスによる記録を開始。第１の例におい
ては、ユーザのモバイル・デバイス上で実行するアプリケーションが実行中であり、タイ
ムスタンプ付きのオーディオ・ファイルを記録しているとし得る。ＤＭＳは、そのオーデ
ィオ・ファイルと加速度計の読み値を、加速度計から獲得されたデータのタイムスタンプ
に基づいて相関させることができる。第２の例においては、スレッショルドを超えるレベ
ルの検知に基づいて、モバイル・デバイスまたはウエアラブル・デバイスが他方のデバイ
スをトリガできる。たとえば、モバイル・デバイスは、ウエアラブル・デバイスからの、
そのウエアラブル・デバイスの加速度計が咳き込みの検知を開始したことを示す表示を待
機し、その時点においてウエアラブル・デバイスが、モバイル・デバイスに注意喚起を与
える。この注意喚起に応答してモバイル・デバイスは、タイムスタンプ付きのオーディオ
・ファイルの記録を開始できる。この例においては、犬が咳き込みを開始する前に記録さ
れた過剰な、関心外のオーディオ・ファイルは記録されない。第３の例においては、モバ
イル・デバイスがウエアラブル・デバイスに、モバイル・デバイス上のマイクロフォンが
咳き込みのサウンドを拾ったこと、およびウエアラブル・デバイスは動物を監視する必要
があることを通知する。以下の３つの例においては、次に挙げるシナリオを説明する。
【０１１７】
　ステップ１２０４－１２０６において収集されたデータの各断片は、分析時に、順序ど
おりに並べるか、または同期させて正確な集合にし、データの各断片をほかの断片ととも
に考察できるようにタイムスタンプ付きとすることができる。ステップ１２０７において
は、ウエアラブル・デバイス１０１上において収集されたデータがＤＭＳ　３０１にアッ
プロードされ、ステップ１２０８においては、ユーザのモバイル・デバイスにおいて収集
されたデータがＤＭＳ　３０１にアップロードされる。ステップ１２０９においては、ア
ップロードされたデータが、タイムスタンプの同期に基づいて互いに相関され、関連する
咳き込みがいつ始まったかを決定する。次のステップ１２１０では、ＤＭＳ　３０１にお
いて、データが分析されて、動物の健康およびウェルネス（図示の例においては、呼吸の
質）に関する適切な推論が決定される。
【０１１８】
　たとえば、結合されたデータは、動物４０１がイヌ伝染性気管気管支炎を罹患している
との推論を導くことがある。さらに、いくつかの実施態様においては、データがタイムス
タンプ付きとなることから、本質的に異なるソース（ここでは、ウエアラブル・デバイス
１０１とモバイル・デバイス）から到来するセンサ読み値であっても推論を容易に決定で
きる。上では、分析ステップ１２１０がＤＭＳ　３０１において実行されるとして説明さ
れているが、ほかの実施態様においては、分析がユーザのモバイル・デバイス、および／
またはウエアラブル・デバイス１０１において実行されることがある。
【０１１９】
　図８－１２に図示されている方法を使用して行なわれる突発的推論に加えて、上記の方
法を使用して長期的な推論（たとえば、傾向の推論）を行なうことができる。言い換える
と、収集されたデータがウエアラブル・デバイス内に（たとえば、ステップ８０５、９０
７、１００５／１０１３、および／または１１０９／１１１２において）ローカルにスト
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アされ得ることから、またはＤＭＳ　３０１にアップロードされてストアされ得ることか
ら、時間にわたるデータ内の変化または変動等が監視され、相応じた長期的な（傾向の）
推論を、動物の健康および／またはウェルネスに関して行なうことができる。
【０１２０】
　例として述べるが、いくつかの実施態様においては、動物の長期的な体重変動を監視し
、相応じて動物４０１についての推論を行なうことができる。たとえば、長期的な体重変
動の監視は、痩せているペットが１５％の寿命の増加（＋２年）を有することから、また
ほかの成長状態の予兆となり得ることから重要である。他方、急激な体重減少は、消化路
の閉塞または、糖尿病の発症に起因して体内でタンパク質および脂質の崩壊が生じる悪液
質を示していることがある。したがって、動物の体重を時間にわたって監視し、比較する
ことによって、動物の健康およびウェルネスについての推論が決定され得る。
【０１２１】
　１つまたは複数のセンサを使用して決定され得る長期的な推論の別の例として、動物の
活動レベルを監視できる（たとえば、加速度計、ＧＰＳ等を使用する）。さらに、測定さ
れた活動レベルを、動物４０１の、および／または動物の飼い主の週末および平日のライ
フスタイル・プロファイルについてＤＭＳ　３０１によって調整できる。たとえば、飼い
主が午前３時に動物をつれて散歩に出る場合、このことが飼い主によってＤＭＳに明らか
にされていれば、ＤＭＳは、動物が夜中に飼い主の家を離れたとする飼い主への注意喚起
を控える。活動レベルの監視からなされる推論は、動物に充分な運動の機会が与えられて
いないこと、または関節炎により自発的な活動の間に動物がスローになる状態を示すこと
ができる。
【０１２２】
　１つまたは複数のセンサを使用して決定され得る長期的な推論の別の例として、動物の
飲食習慣を時間にわたって監視できる。飲食の変動は、糖尿病に関係する多食多飲状態の
発現の重要な兆候となり得る。
【０１２３】
　１つまたは複数のセンサを使用して決定され得る長期的な推論の別の例として、動物の
睡眠パターンを監視して、動物の健康およびウェルネスに関係する推論を組み立てること
ができる。睡眠パターンは、骨関節炎等のペットの潜在的な問題の重要な兆候となり得る
。一部の飼い主は、動物がより長く眠るようになったことを加齢の結果と決め込むことが
あるが、実際、医学的状態の発現を示していることがある。たとえば、動物は、遊びで興
奮している間には片足を引きずったり、鼻を鳴らしたりせず、より若い犬のように活動し
、後になってそれを気にすることがある。これは、より長い休憩、立ち上がりの硬さ、お
よび日常的な散歩への抵抗によって明らかになり得る。より長い睡眠期間についてのその
ほかの理由として、甲状腺、腎臓、または肝臓病による原因が考えられる。動物は、強迫
性行動障害を原因とする睡眠障害を有することがある。いくつかの実施態様においては、
睡眠パターンがＤＭＳ　３０１によって導出され、飼い主の個人的所見３１２と協働され
得る。
【０１２４】
　この開示のほかの態様によれば、提供されているウエアラブル・デバイスのＵＷＢテク
ノロジを使用して（たとえば、ＵＷＢデバイスを使用して）長期的な推論を決定できる。
たとえば、１つの実施態様においては、呼吸監視が休息間の浅速呼吸、より多くの腹筋を
使用する呼吸、困難な呼吸、非対称の呼吸、呼吸レートの増加または減少、喘鳴、咳き込
み、およびむせび等の異常の兆候を明らかにすることがある。
【０１２５】
　ＵＷＢテクノロジを使用して決定できる長期的な推論の別の例として、ＵＷＢデバイス
により時間にわたって動物の心拍数を監視できる。心拍数監視は、心拍数の増加または減
少および／または異常なリズムを明らかにすることがあり、それには、心悸亢進および心
拍低下または心拍脱落を含め得る。追加の実施態様においては、時間にわたって測定され
る一回心拍出量が、動物４０１の全体的なフィットネス・レベルの導出、および／または
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動物４０１がそれを低下させる状態を発現していることの表示に使用できる。
【０１２６】
　ＵＷＢテクノロジを使用して決定できる長期的な推論の別の例として、動物の血圧の変
化（血圧の上昇および降下の両方）を監視できる。血圧のベースライン（たとえば、動物
４０１の睡眠中、またはここで述べているとおりの低い活動状態にあるときに測定できる
）からの変化は、高血圧の発現を示している可能性があり、それがほかの深刻な医学的状
態を導く可能性がある。
【０１２７】
　前述の実施態様のいずれにおいても、時間依存の推論を決定するために、収集されたデ
ータをタイムスタンプ付きとすることができる。言い換えると、多様な検知活動へのタイ
ムスタンプ付けおよび時間的な遡及の可能性は、有害な事象を決定する根本原因の分析を
可能にする（たとえば、動物が元気に散歩していたが、その後「持って来い」遊びをして
、いまは片足を引きずっている）。さらに、いくつかの実施態様においては、タイムスタ
ンプにより変化のレートの分析が可能になり、続いてそれを可能性のある結果の予測に使
用できる（たとえば、動物がジオゾーンの外側エリアへ向かって勢いよく走り出し、した
がって、そのゾーンを破ることはありがちである）。
【０１２８】
　図１３は、ウエアラブル・デバイス１０１上に配置されるかまたはウエアラブル・デバ
イス１０１外に配置され、この開示のいくつかの態様に従ったここで開示されている健康
監視システムに関連して使用されるいくつかのセンサの例示的な属性を要約した表１３０
１である。具体的に述べれば、１３０１は、各センサの数（Ｎｍで表わされている）を示
す列１３０３、各センサのタイプを示す列１３０５、ウエアラブル・デバイスに関するセ
ンサの位置を記述する列１３０６、各センサの主要目的を示す列１３０７、センサの一般
的なカテゴリを記述している列１３０８、各センサがマスタであるかまたはスレーブ・セ
ンサであるかを示す列１３０９（ここでは、図１４に関して記述）、各センサの二次的な
目的（ある場合）を示す列１３１１を含む。
【０１２９】
　例として述べるが、この実施態様において、Ｎ１は、ウエアラブル・デバイス１０１上
に配置される照度計および／またはスペクトル計を参照している。列１３０７に示されて
いるとおり、照度計の主要な目的はウエアラブル・デバイス１０１の（したがって、動物
４０１の）周囲の光レベルを監視することである。さらに、列１３０９に示されていると
おり、照度計は、スレーブ・センサとしてのみ作用し、したがって、この実施態様におい
ては、そのほかのセンサをコントロールし得ない。列１３１１に示されているとおり、照
度計は二次的な目的も有し、ここでは、屋内／屋外インジケータ（たとえば、ＵＶレベル
の検知によって）として働くか、または近隣の空気中のケミカル・シグニチャを分析する
。
【０１３０】
　図１４は、この開示の１つまたは複数の実施態様に従った図１３に表わされている各セ
ンサのマスタ／スレーブ関係を図解的に示した表を表わす。具体的に言えば、図１４は、
各センサを識別する行をはじめ、各センサを識別する列を有する。各セル内の値は、それ
らの交点セルが『Ｘ』を含む場合に、その行センサが、列センサ内に識別されたスレーブ
に対するマスタ・センサであるとして関係を識別する。行および列タイトル内が同一セン
サとなる交点は、セルの値が『Ｉ』によって識別され、同一のセンサであることを明示す
る。興味深いことは、いくつかの実装においては、各センサがそれ自体のマスタとして作
用できることである（たとえば、検知した読み値に応答して、それ自体によるさらなるデ
ータ収集をコントロールする）。これの例が図１１のステップ１１２０に示されており、
センサＮｃからの読み値が期待されるプロファイル外であるか否かを明らかにする。
【０１３１】
　例として述べるが、リストされた『Ｎ３』に続く行内の各『Ｘ』または影付きのセルに
よって示されるとおり、いくつかの実施態様においては、加速度計（Ｎ３）が、スレーブ
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・センサＮ１（照度計）、Ｎ２（ピーク・サウンド）、Ｎ３（それ自体、加速度計）、Ｎ
４（ＧＰＳ）、Ｎ５（心肺）、Ｎ６（温度）、Ｎ８（Ｗｉ－Ｆｉ）、Ｎ９（ブルートゥー
ス）、Ｎ１０（ＲＦ）、およびＮ１１（ＧＳＭ）のマスタとして作用できる。さらに、『
Ｎ３』の下にある列内の各『Ｘ』または影付きのセルによって示されるとおり、いくつか
の実施態様においては、加速度計（Ｎ３）が、ほかのマスタ・センサ、すなわちＮ３（そ
れ自体、加速度計）、Ｎ５（心肺）、Ｎ１３（バッテリ強度）、およびＮ１４（モバイル
・マイクロフォン）のスレーブとして働くことができる。
【０１３２】
　図１５は、多様な動作モードおよび各センサが多様な動作モードにおいてどのように動
作し得るかに関係する。列１５０１は、番号によってセンサを識別する。列１５０２は、
センサ・タイプを識別する。列１５０３は、各センサがプロファイル動作モードにおいて
どのように動作するかを識別する。列１５０４は、各センサが機内動作（ＲＦ無線動作な
し）モードにおいてどのように動作するかを識別する。列１５０５は、各センサが位置注
意喚起動作モードにおいてどのように動作するかを識別する。
【０１３３】
　たとえば、図１５は、列１５０３内に示されているとおり、プロファイル・モードにあ
るとき、ピーク・サウンド・センサ、加速度計、および時刻センサ（たとえば、内部クロ
ック）が特定のプロファイル設定に影響されないことを識別する。残りのセンサは、プロ
ファイルに基づいて異なる動作を有し得る。
【０１３４】
　機内動作モード１５０４においては、殆どのセンサがオフであるが、ピーク・サウンド
・センサはスタンバイ状態であり、加速度計、周囲温度センサ、および時刻センサはオン
である。言い換えると、機内モードにおけるこれらのセンサの動作は、有意な電磁放射を
生成するすべての無線、センサ、および／または構成要素がディセーブルされることを識
別する。
【０１３５】
　位置注意喚起動作モード１５０５においては、動物の位置の決定を補助するすべてのセ
ンサがオンになり、それには、照度計、加速度計、ＧＰＳ、Ｗｉ－Ｆｉ信号検出器、ブル
ートゥース信号検出器、ＲＦ信号検出器、およびＧＳＭ信号検出センサが含まれる。残り
のセンサは、電力の節約を補助するためにオフにできる。位置注意喚起モード１５０５に
おいては、首輪に対して少ないバッテリ残量での動作時にそれを識別するべくバッテリ強
度センサもまたオンのままにできる。たとえば、ＧＰＳセンサ／無線ｎ４、Ｗｉ－Ｆｉセ
ンサ／無線ｎ８、ブルートゥース・センサ／無線ｎ９、ＲＦセンサ／無線ｎ１０、および
ＧＳＭセンサ／無線ｎ１１のうちのいずれが存在するかに依存して、それらのセンサ／無
線を優先し、心肺センサｎ５がディセーブルされる。
【０１３６】
　図１６Ａ－１６Ｇは、ウエアラブル・デバイス１０１によって使用可能な種々のプロフ
ァイルに関する。図１６Ａ－１６Ｇのそれぞれにおいては、列１６０１がセンサ番号を識
別し、列１６０２がセンサ・タイプを識別する。
【０１３７】
　図１６Ａは、第１のプロファイル、すなわち飼い主によって設定される通常監視プロフ
ァイルに関係するプロファイル０を記述している。プロファイル・タイプはセル１６０３
Ａ内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ａ内に識別されている。これにおいて、
低スレッショルド１６０５Ａと高スレッショルド１６０６Ａの間の範囲は、比較的大きく
設定され、各センサの動作の頻度は比較的頻繁でなく、多様なセンサの読み値の粒状度は
低い。このプロファイルは、飼い主によって設定される通常プロファイルの例である。た
とえば、図１６Ａのプロファイル０の下に動作するプロセッサは、加速度計センサｎ３に
ついて低い粒状度を有する。低い粒状度は、加速度計センサｎ３からの信号に適用される
ローパス・フィルタの形式を取ることができる。ローパス・フィルタは、瞬時的な加速度
計出力レベルをスムージングし、瞬時的な出力は高スレッショルドを超えるが、平均出力
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が低いときに、加速度計の高スレッショルドのトリガを排除するか、かつ／または低減で
きる。それに代えて、ローパス・フィルタをスムージング・フィルタ（たとえば、より長
い時定数を伴うコンボリューション・フィルタ）に置き換えて、加速度計ｎ３からの信号
内の不規則なスパイクを低減できる。さらに、短い持続時間の加速度スパイクに対してプ
ロセッサが不感またはより敏感でなくなるように、上記のフィルタをプロセッサの一部と
し得る。
【０１３８】
　図１６Ｂは、第２のプロファイル、すなわち飼い主によって設定される強化監視プロフ
ァイルに関係するプロファイル１を記述している。プロファイル・タイプはセル１６０３
Ｂ内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ｂ内に識別されている。これにおいて、
低スレッショルド１６０５Ｂと高スレッショルド１６０６Ｂの間の範囲は、図１６Ａのプ
ロファイル０のそれと比較すると狭く、各センサの動作の頻度は比較的より頻繁であり、
多様なセンサの読み値の粒状度は高い。このプロファイルは、飼い主がペットの現在の健
康を懸念し、首輪によってより多くの情報が獲得されることを望んでいる場合の強化され
たプロファイルの例である。図１６Ａのプロファイル０とは対照的に、このプロファイル
１は、列１６０５Ｂの低スレッショルドのためのトリガ・ポイントのいくつかがより高く
、列１６０６Ｂの高スレッショルドのためのトリガ・ポイントがより低いことからわかる
とおり、強化された感度を有する。また、いくつかの場合においては、列１６０１Ｂにお
ける監視の頻度もより頻繁になっている。同様に、列１６０８Ｂ内の粒状度も高い。たと
えば、加速度計ｎ３については、粒状度が『高』と列１６０８Ｂ内に記述されている。ロ
ーパス・フィルタの例に関して言えば、そのフィルタを取り除くか、またはより高い周波
数の信号のフィルタリングのレベルを減じる修正を行なうことができる。スムージング・
フィルタの例に関して言えば、より高い周波数の加速度信号がプロセッサによって分析さ
れるべく時定数（または、スムージングが生じる時間窓）を短くする。また、図１６Ａに
関して述べたとおり、プロセッサが現在のプロファイルに基づいて多様なセンサの出力に
対する敏感度を内部的に調整するように、フィルタをプロセッサの一部とすることができ
る。
【０１３９】
　図１６Ｃは、第３のプロファイル、すなわち獣医によって設定される通常監視プロファ
イルに関係するプロファイル２を記述している。プロファイル・タイプはセル１６０３Ｃ
内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ｃ内に識別されている。これにおいて、低
スレッショルド１６０５Ｃと高スレッショルド１６０６Ｃの間の範囲は、比較的大きく設
定され、いくつかのセンサは、それらのセンサからの読み値が獣医に必要ないとし得るこ
とから使用されてなく、また各センサの動作の頻度は比較的頻繁でなく、多様なセンサの
読み値の粒状度は低い。これは、獣医が、一般的な監視のベースラインを確立するべく、
またはその機能（たとえば、検診のための準備）として、ペットの現在の健康を監視でき
るプロファイルの例である。
【０１４０】
　図１６Ｄは、第４のプロファイル、すなわち獣医によって設定される強化監視プロファ
イルに関係するプロファイル３を記述している。プロファイル・タイプはセル１６０３Ｄ
内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ｄ内に識別されている。これにおいて、低
スレッショルド１６０５Ｄと高スレッショルド１６０６Ｄの間の範囲は、比較的狭く設定
され、各センサの動作の頻度は比較的頻繁であり、多様なセンサの読み値の粒状度は高い
。この場合においても、いくつかのセンサが、獣医にそれらのセンサからの読み値の必要
性がないことからディセーブルされる。たとえば、手術または処置（たとえば、動物に麻
酔を掛けて行なう歯のクリーニング）が動物に施される前にこのプロファイルを使用して
、手術／処置前の動物に劇的な事象が最近生じていないことを確認できる。
【０１４１】
　たとえば、手術または処置の後にこのプロファイルを使用し、手術から生じる可能性の
ある合併症を監視できる。動物を監視する必要性のレベルに基づいて、獣医へ情報が提供



(40) JP 2016-521386 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

されるレートをさらに、以下に関係するとして図２２の例に従って修正できる。
　Ａ．　ウエアラブル・デバイスによる事象の識別および獣医へのそれらの事象のアップ
ロード、
　Ｂ．　センサからの生データのログおよび獣医へのそれらのログ済みデータのバッチ・
アップロード、または
　Ｃ．　獣医への生データの連続アップロード。
【０１４２】
　上記の説明および図２２の説明に関して言えば、識別済み事象および／または生データ
の獣医へのアップロードを、ウエアラブル・デバイスからの識別済み事象および／または
生データの、ウエアラブル・デバイスからリモート・デバイス（たとえば、ウエアラブル
・デバイスと同じローカルＷｉ－Ｆｉネットワーク上のコンピュータ）への直接的転送と
すること、またはウエアラブル・デバイスからＤＭＳへの間接的転送、およびその後の獣
医への転送とすること（または、獣医がアクセスできるようにすること）ができる。さら
に、ＤＭＳは、生データおよび可能性としてウエアラブル・デバイスからのデバイス導出
事象からさらに事象を導出できる。ＤＭＳ導出事象は、さらに、獣医へ提供されるか、ま
たは獣医の希望に応じた閲覧のために利用可能とすることができる。
【０１４３】
　図１６Ｅは、第５のプロファイル、すなわち獣医によって設定される第１の特定の症状
タイプのための監視プロファイルに関係するプロファイル４を記述している。プロファイ
ル・タイプはセル１６０３Ｅ内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ｅ内に識別さ
れている。これにおいて、低スレッショルド１６０５Ｅと高スレッショルド１６０６Ｅの
間の範囲は、比較的狭く設定され、各センサの動作の頻度は比較的頻繁であり、多様なセ
ンサの読み値の粒状度は、いくつかのセンサについては高いが、そのほかについては低い
。このプロファイルにおいては、獣医が、いくつかのセンサの値を、ほかのセンサに優先
して重視している。たとえば、獣医は、加速度計のサンプリング頻度を『常時オン』とし
、粒状度を『高』としていることに基づいて歩様関連の問題のための監視を行なっている
とし得る。
【０１４４】
　図１６Ｆは、第６のプロファイル、すなわち獣医によって設定される第２の特定の症状
タイプのための監視プロファイルに関係するプロファイル５を記述している。プロファイ
ル・タイプはセル１６０３Ｆ内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ｆ内に識別さ
れている。これにおいて、低スレッショルド１６０５Ｆと高スレッショルド１６０６Ｆの
間の範囲は、比較的狭く設定され、各センサの動作の頻度は比較的頻繁であり、多様なセ
ンサの読み値の粒状度は、いくつかのセンサについては高いが、そのほかについては低い
。このプロファイルにおいて獣医は、プロファイル４とは対照的に、センサの差から、そ
の後、図１６Ｅのプロファイル４の重要なセンサの値に傾注している。これにおいては、
獣医が、読み値を毎分獲得するべく頻度に設定され、かつ粒状度が高に設定された心肺セ
ンサｎ５によって、心肺タイプの症状または類似の症状のセットの監視を行なっていると
し得る。
【０１４５】
　図１６Ｇは、第７のプロファイル、すなわち獣医によって設定される強化監視プロファ
イルに関係するプロファイル６を記述し、それにおいていくつかのセンサは、それらの標
準の間欠的な利用とは対照的に、連続的に動作される。プロファイル・タイプはセル１６
０３Ｇ内に識別され、それのタイトルがセル１６０４Ｇ内に識別されている。これにおい
ては、低スレッショルド１６０５Ａと高スレッショルド１６０６Ａの間の範囲が比較的狭
く設定され、各センサの動作の頻度はそれの重要度に依存する。重要でないセンサについ
ては動作されず、それに対してそのほかのセンサは、連続的に動作される。たとえば、こ
のプロファイルは、動物が手術から回復中であり、獣医が、各バイタル・サイン／生理学
的兆候のための個別のセンサを別々に取り付けることによって動物へのストレスを伴うこ
となく動物のバイタル・サイン／生理学的兆候の連続的な読み値を希望しているときに使
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用できる。それに代えてこのプロファイルを、動物が危篤状態にあり、連続的に状態が監
視されるときに使用できる。このプロファイルにおいては、いくつかの項目が、入院時に
関係ないことから監視されない。たとえば、センサｎ６を介した周囲温度の監視、または
センサｎ４を用いるＧＰＳ信号の監視は不要になる。この図１６Ｇのプロファイルは、獣
医が、通常は動物に個別に取り付けられる、別々に取り付けられる個別のセンサに代えて
ウエアラブル・デバイス１０１を使用することを可能にする。
【０１４６】
　図１８は、この開示の１つまたは複数の態様に従って、監視デバイスが取り付けられる
動物の品種情報に基づいて多様なセンサ・プロファイルが修正され得る態様の例を示して
いる。具体的には、列１８０１が、動物の品種のタイプに基づく処理時に感度の修正また
は調整が行なわれ得るセンサを識別する。たとえば、心肺センサｎ５のための高および低
のスレッショルドは、平均心拍数が高い品種について上側に、平均心拍数が低い品種につ
いて下側に調整できる。
【０１４７】
　図１８は、この開示の１つまたは複数の態様に従ったウエアラブル・デバイスの異なる
動作モードを伴う実施態様を示している。この実施態様においては、ウエアラブル・デバ
イスが、３つの動作モード、すなわちプロファイル・モード１８０２、機内モード１８０
３、および位置注意喚起モード１８０４のうちの１つで動作する。動作モードの集合がグ
ループ１８０１として示され、プロファイルの集合がグループ１８０２として示されてい
る。この実施態様では、２つのプロファイル、すなわち飼い主プロファイル１８０５およ
び獣医／サードパーティ・プロファイル１８０６をウエアラブル・デバイス内に実装でき
る。動作モードの選択に基づいて、ウエアラブル・デバイス１８０７は、動作モードの細
目によって指定されるとおりに動作する。最後にウエアラブル・デバイス１８０７は、リ
モート・データ管理システムへどのようなコンテントをいつアップロードするかについて
の動作モードにおける指定に基づいて、その動作モードに従ってコンテントをアップロー
ドする。
【０１４８】
　たとえば、プロファイル動作モード１８０２においては、この動作モード（および、オ
プションとして特定のプロファイル）が、ウエアラブル・デバイス１８０７からのコンテ
ントをリモート・データ管理システム１８０８へバッチ・アップロードするべきであると
識別する。次に、機内動作モード１８０３においては、この動作モード１８０３にある間
はすべての無線送信機能がディセーブルされ、機内動作モード１８０３の間に収集された
コンテントは、ウエアラブル・デバイス１８０７内にストアされ、その後、機内動作モー
ド１８０３外へ切り換えられたときに限り、リモート・データ管理システム１８０８へア
ップロードされる。さらに、位置注意喚起モード１８０４において動作しているときは、
コンテント情報がリモート・データ管理システム１８０８へアップロードされる。たとえ
ば、飼い主が可能な限り早く動物を捜し出すことを試みている１つの例においては、連続
ベースでリモート・データ管理システム１８０８へ位置コンテントをアップロードできる
。ウエアラブル・デバイスからアップロードされるデータは、ＧＰＳ受信機センサからの
位置情報、および／または受信した携帯電話電波塔の信号強度からの三角測量情報、およ
び／またはＷｉ－Ｆｉアクセス・ポイントのＩＰアドレス、またはタイムスタンプ付きＩ
Ｐアドレスのリストの単なるストア等を含み得る。データは、リアルタイムまたはバッチ
でアップロードされ得る。Ｗｉ－Ｆｉアクセス・ポイントの監視について言えば、ウエア
ラブル・デバイス１０１は、時間にわたって遭遇する多様なアクセス・ポイントの追跡を
維持することができ、日（または、そのほかの間隔）を通じて訪れた場所（または、近く
の場所）のリストが提供されるように（それによって、その日を通じてウエアラブル・デ
バイスが存在した場所のパン屑リスト情報を提供されるように）、これらのアクセス・ポ
イントのリストをアップロードできる。
【０１４９】
　図１９Ａ－１９Ｂは、この開示の１つまたは複数の態様に従った図１８の実施態様に基
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づくプロファイルに優先する動作モードの順序を示している。図１９Ａ－１９Ｂに使用さ
れている『スイッチ』は、ハードウエア・スイッチ、ソフトウエア・スイッチ、またはそ
の両方の組合せとし得る。ハードウエア・スイッチは、図１８に記述された動作モードの
うちの１つの選択を可能にするウエアラブル・デバイスにローカルに配置されるスイッチ
とし得る。ソフトウエア・スイッチは、リモート操作され、図１８の動作モードおよび／
またはプロファイルのうちの１つへのシフトをウエアラブル・デバイスに命令する。ソフ
トウエア・スイッチは、おそらくは飼い主、獣医、および／またはサードパーティによっ
て操作される。たとえば、サードパーティを含むグループに空港の係官を含めることがで
き、それにおいて空港の係官は、ウエアラブル・デバイスにアクセスしてそれを機内動作
モード１８０３に設定できる。ハードウエアおよびソフトウエアの組合せスイッチは、ハ
ードウエア・スイッチ動作（実際のスイッチ、または内部の加速度計によって検知される
デバイスのダブル・タップ）またはソフトウエア・スイッチ動作のいずれにもデバイスが
応答することを可能にする。たとえば、外部ハードウエア・スイッチを、ウエアラブル・
デバイス１０１の１つまたは複数の位置、たとえば、図５のウエアラブル・デバイス１０
１上の位置Ａ－Ｃまたは首輪／ハーネス４０２の部分として配置できる。これにおいてハ
ードウエア・スイッチを位置ＨおよびＩの留め金５０５のそれぞれの部品とし、留め金５
０５のそれらの部品を互いにロックすることによって動作するとし得る。
【０１５０】
　図１９Ａは、機内モード・スイッチ１９０１がもっとも高い優先順位を有する非使用の
順序を示している。位置注意喚起スイッチ１９０２は、２番目に高い優先順位を有する。
３番目の、もっとも低い優先レベルは、飼い主プロファイル１９０４および獣医／サード
パーティ・プロファイル１９０５を含むプロファイル・グループ１９０３内のプロファイ
ルである。
【０１５１】
　図１９Ｂは、図１９Ａのスイッチの動作に基づく種々の動作モードを示している。第１
に、機内モード・スイッチがオンであれば、ウエアラブル・デバイスは、機内モード１９
０７で動作する。機内モード・スイッチがオフ１９０６であれば、ウエアラブル・デバイ
スは、位置注意喚起スイッチの状態を調べる。位置注意喚起スイッチがオンであれば、ウ
エアラブル・デバイスは、位置注意喚起動作モード１９０９で動作する。位置注意喚起ス
イッチがオフ１９０８であれば、ウエアラブル・デバイスは、プロファイル・モード１９
１０のうちの１つ（たとえば、飼い主プロファイル１９１１または獣医／サードパーティ
・プロファイル１９１２）で動作する。
【０１５２】
　図２０は、この開示の１つまたは複数の態様に従った図１８の実施態様の動作モードに
置き換わるプロファイルを含む種々のプロファイルを伴う代替実施態様を示している。プ
ロファイル２００１は、機内プロファイル２００４、位置注意喚起プロファイル２００５
、飼い主プロファイル２００２、および獣医／サードパーティ・プロファイル２００３を
含む。プロファイル２００１から選択されたプロファイルは、どのようにウエアラブル・
デバイス２００６が動作し、リモート・データ監視システム２００７へデータをアップロ
ードするか（図１８の動作モード／プロファイルに類似）を決定する。
【０１５３】
　図２１Ａ－２１Ｂは、この開示の１つまたは複数の態様に従った１つまたは複数のスイ
ッチによるプロファイル選択のオプションを伴う図２０の実施態様の異なるプロファイル
の組合せを示している。図２１Ａ－２１Ｂは、ハードウエア／ソフトウエア／組合せスイ
ッチ（図１９Ａ－１９Ｂに関して説明済みのスイッチ）によって指定されるプロファイル
を記述している。図２１Ａにおいては、プロファイルの集合２１０１が、飼い主プロファ
イル２１０２、獣医／サードパーティ・プロファイル２１０３、機内モード・プロファイ
ル２１０４、および位置注意喚起プロファイル２１０５を含む。図２１Ｂは、プロファイ
ルの少なくともいくつかに指定された機内モード・スイッチおよび位置モード・スイッチ
を伴うプロファイル２１１０の集合を示す。たとえば、機内モード・スイッチがオン２１
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１２であれば、ウエアラブル・デバイスは、機内モード・プロファイル２１１３で動作す
る。機内モード・スイッチがオフ２１１１のときは、位置注意喚起スイッチの状態がチェ
ックされる。位置注意喚起スイッチがオン２１１５であれば、ウエアラブル・デバイスが
位置注意喚起プロファイル２１１８で動作する。位置注意喚起スイッチがオフ２１１４で
あれば、ウエアラブル・デバイスは、飼い主プロファイル２１１６または獣医／サードパ
ーティ・プロファイル２１１７のうちの１つで動作する（飼い主および／または獣医／サ
ードパーティによって別々に指定される）。
【０１５４】
　図２２は、この開示の１つまたは複数の態様に従ったウエアラブル・デバイスをはじめ
、ＤＭＳにおいてプロファイルが選択され得る方法の例を示している。ウエアラブル・デ
バイス２２０１がＤＭＳ　２２１３に関して示されている。ステップ２２０２においては
、ウエアラブル・デバイス２２０１のための初期プロファイルが設定される。ステップ２
２０３においては、センサまたはセンサの組合せが、ここで述べている１つまたは複数の
スレッショルドを超えたか否かを決定する。肯定であれば、ウエアラブル・デバイスは、
ステップ２２０４に示されているとおり、異なるプロファイルまたは動作モードへ変更す
るべくそれ自体のプロファイルを修正する。また、ステップ２２０３から下へ延びるＹｅ
ｓの矢印によって示されるとおり、新しいプロファイルまたは新しい動作モードに応じて
、導出された事象をステップ２２０５においてＤＭＳにアップロードすること、ステップ
２２０６に示されているとおり、生データをＤＭＳにバッチ・アップロードすること、ま
たは生データをステップ２２０７においてＤＭＳに連続アップロードすることができる。
ステップ２２０３が否定であれば、現在のプロファイルまたは現在の動作モードに応じて
、導出された事象をステップ２２０５においてＤＭＳにバッチ・アップロードすること、
ステップ２２０６に示されているとおり、生データをＤＭＳにアップロードすること、ま
たは生データをステップ２２０７においてＤＭＳに連続アップロードすることができる。
【０１５５】
　次に、ステップ２２０８において、ウエアラブル・デバイス２２０１からのコンテント
がＤＭＳ　２２１３で受信される。ステップ２２０９においては、データが（たとえば、
データベース２２１０によって示されているとおり、ダイナミックまたはソリッド・ステ
ート・メモリを伴う１つまたは複数のサーバのデータベース内に）ストアされ、その後に
続いて分析される。ステップ２２１１においては、分析後のデータから注意喚起がトリガ
され、その後ＤＭＳ　２２１３が、ステップ２２１１において決定された注意喚起レベル
に従って、異なるプロファイルまたは動作モードへの変更をウエアラブル・デバイス２２
０１に指示する。それに代わり、ステップ２２１１が否定であれば、注意喚起の決定はな
く、ＤＭＳ　２２１３は、ステップ２２０８において、ウエアラブル・デバイス２２０１
からのコンテントの監視を継続する。
【０１５６】
　図２３は、この開示の１つまたは複数の態様に従って、多様なセンサからの出力が時間
間隔にわたってストアされ、その後破棄される態様の例を示している。図２３は、加速度
計２３０１、照度センサ２３０２、およびサウンド・センサ（マイクロフォン）２３０３
からの信号についての過去の履歴を示している。この例においては、加速度計２３０１か
らのより古い読み値２３０９が加速度計スレッショルド・レベル｛Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ（
ａｃｃ）｝より低い。しかしながら、より新しい、加速度計からの信号は、｛Ｔｈｒｅｓ
ｈｏｌｄ（ａｃｃ）｝を超えるレベル２３０８まで上昇した。
【０１５７】
　前述したとおり、プロセッサ１００は、その後そのほかのセンサからの以前の読み値を
評価できる。照度センサ２３０２の以前の値が評価される。照度センサ２３０２からの値
の最近の履歴を見ると、最初は読み値が、光スレッショルド｛Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ（ｌｉ
ｇｈｔ）｝より低いレベル２３１１であった。しかしながら、より最近では、光レベルが
レベル２３１０まで上昇している。このレベル２３１０が光スレッショルド｛Ｔｈｒｅｓ
ｈｏｌｄ（ｌｉｇｈｔ）｝より上であることから、光センサからの値は、加速度計２３０
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１によって検出されているかも知れない事象を確証する。音量レベルに関して言えば、よ
り古い音量レベルの読み値がサウンド・スレッショルド｛Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ（ｓｏｕｎ
ｄ）｝より低いレベル２３１５である。より最近になると、音量レベルがレベル２３１４
まで上昇し、サウンド・スレッショルド｛Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ（ｓｏｕｎｄ）｝を超える
。ここでサウンド・センサからの出力もまた、加速度計２３０１によって検出されている
かも知れない事象を確証する。
【０１５８】
　光センサ２３０２およびサウンド・センサ２３０３両方に関して言えば、それぞれが、
時間間隔の間にスレッショルドを超えた後に到達する信号値は、それが最大値でないとき
、その時間窓の間に信号がスレッショルドに到達したことより関連性が低い。別の言い方
をすれば、光信号がセンサの読み値２３１０のための光スレッショルド｛Ｔｈｒｅｓｈｏ
ｌｄ（ｌｉｇｈｔ）｝を超えたと決定された後は、レベル２３１２と２３１３の間のほか
の読み値は、このスレッショルド分析のために考慮されない。同様に、サウンド・スレッ
ショルドがすでに満たされているとき、音量レベル２３１６と２３１７の間の変動は、音
量レベル２３１４がサウンド・スレッショルド｛Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ（ｓｏｕｎｄ）｝を
超えたことより関連性が低い。
【０１５９】
　最後に、図２３は、データ・ダンプ・ポイント２３０５、２３０６、および２３０７を
示しているが、これの後は、重要でない信号の読み値がプロセッサ１００のメモリおよび
／またはストレージ１０５からダンプされる。興味深いことは、データ・ダンプ・ポイン
ト２３０５、２３０６、および２３０７は、現在から同一の時間窓にある必要がないこと
である。むしろそれぞれは、それ独自の別々の窓の長さを有し、その間の信号レベルが維
持される。
【０１６０】
　図２４は、この開示の１つまたは複数の態様に従ったマイクロ波放射測定およびマイク
ロ波温度測定を含む深部体温の監視のための異なるテクニックの例を示している。たとえ
ば、深部体温２４０１は、深部体温の決定にほかのソースからのエネルギが使用されるマ
イクロ波放射測定２４０２を含む受動的なテクノロジを通じて決定できる。また、深部体
温の決定にマイクロ波温度測定２４０３を含む能動的なテクニックを使用することもでき
る。これら２つの例について、状態２４０４によって示されるとおり、超広帯域デバイス
（ＵＷＢ）およびマイクロ波放射測定／温度測定深部体温決定システムのために別々のア
ンテナを使用できる。それに代えて、ＵＷＢと深部体温決定デバイスの間において単一の
アンテナを共有することができる。たとえば、１つまたは複数のスイッチを使用して、状
態２４０５によって示されているとおり、マイクロ波放射測定／温度測定深部体温決定シ
ステム内のＵＷＢに択一的に共有アンテナを接続できる。
【０１６１】
飼い主のユーザ・インターフェース
　図２５および２６は、コンピュータまたはスマートフォン上に表示可能な飼い主のユー
ザ・インターフェースの図解例を示している。飼い主健康およびウェルネス・ダッシュボ
ードは、飼い主が、センサ・データおよびＤＭＳ導出データからの動物に関するすべての
傾向情報を一箇所で見ることを可能にする。
【０１６２】
　図２５は、この開示の態様に従った被監視動物の多様な情報および状態の表示２５０１
を示している。この表示は、ウエアラブル・デバイス１０１をはじめ獣医からのコンテン
トから引き出された情報の両方を含む。たとえば、獣医からの情報は、次にスケジュール
済みの予約コンテント２５０２および（獣医または飼い主により）最近投与されて次にな
くなる医薬ならびにそれがなくなる日付の識別を含む。この情報は、ユーザに獣医の予約
を想起させる補助となり得る。
【０１６３】
　次に、表示２５０１は、ウエアラブル・デバイスおよび／またはＤＭＳからのコンテン
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トを、瞬時的なバイタル・サイン／生理学的兆候および動物に関係する全体的な傾向の形
式で含む。たとえば、表示２５０１は、活動２５０５、睡眠２５０６、水分摂取２５０７
、食餌２５０８、ストレス２５０９、深部体温２５１０、体重２５１１、心拍数２５１２
、および呼吸数２５１３の図式的な表示を含む。項目、深部体温２５１０、心拍数２５１
２、および呼吸数２５１３は、ウエアラブル・デバイスからの瞬時的なバイタル・サイン
／生理学的兆候に関係する。
【０１６４】
　バイタル・サインとは対照的に、項目、活動２５０５、睡眠２５０６、水分摂取２５０
７、食餌２５０８、ストレス２５０９、および体重２５１１は、ウエアラブル・デバイス
導出事象またはＤＭＳ導出事象に関係し、その結果それらは、異なるセンサからのコンテ
ントを統合し、かつ時間にわたる健康関連のバイタル・サイン／生理学的兆候および／ま
たは活動の追跡を含み得る。
【０１６５】
　図解の目的のため、これらの項目の図式的な表示のそれぞれは、表示される項目の状態
に基づいてダイアルの一方の側から他方の側まで枢動する矢印を伴ったダイアルとして示
されている（たとえば、緑色のエリアは心配なし、黄色のエリアは注意、赤色のエリアは
憂慮をその個別の項目について示している）。
【０１６６】
　図２６は、この開示の態様に従った特定の動物のための活動レベルを示している。飼い
主レベル詳細スクリーンは、飼い主がダッシュボードから特定の項目を掘り下げ、目標、
注意喚起、推奨、およびより詳細な長期分析情報を再検討することを可能にする。たとえ
ば、図２６の表示２６０１は、動物の識別２６０２、詳細スクリーンのための現在のイン
ジケータ２６０３（この例においては、動物の活動）、およびウエアラブル・デバイス１
０１および／またはＤＭＳ　３０１によって決定された注意喚起を識別する（この例にお
いては、動物が連続２日間にわたって散歩をしていないことが、散歩を逸したときの日時
の識別とともに示されている）注意喚起メッセージ・ボックス２６０４を含む。さらに表
示２６０１は、フィールド２６０５内に動物の健康を増進するための推奨（たとえば、日
々の散歩を再開する）を含み得る。表示２６０１は、獣医、飼い主、またはＤＭＳ　３０
１によって設定された１つまたは複数の目標を含み得る。この例においては、目標が、日
毎４０分の散歩、８０ポンド未満の動物の体重維持、および１５分間の遊びである。表示
２６０１は、さらに、フィールド２６０８内に注意喚起スレッショルドの識別を含み得る
。この例においては、注意喚起スレッショルドが、２日間散歩なし、歩様における１５％
減の変化、および全体的な活動の２５％の減少である。
【０１６７】
　最後に、詳細な表示項目のタイムラインをコンテント２６０７として示すことができる
。ここでは、このタイムラインが１２週にわたって動物の活動レベルがどのように変化し
たかを示す。
【０１６８】
　図２６の詳細スクリーン２６０１は活動に関連しているが、図２５に識別されているそ
のほかの項目のための、その項目の現在の状態、注意喚起、推奨、目標、注意喚起スレッ
ショルド、およびタイムラインの図式表示を含む類似のコンテントを伴う類似の詳細スク
リーンを提供できることは認識されよう。
【０１６９】
獣医および獣医ダッシュボード
　次に、獣医に向けられたこの開示の追加の態様、および獣医がどのように１または複数
頭の被監視動物に関する情報を検討できるかについて説明する。
【０１７０】
　獣医の場合は、推論および／または提案（デバイス導出事象またはＤＭＳ導出事象）の
提供数をより少なくする一方、深刻な健康問題を示す傾向の診断を可能にするべく獣医を
導き得るウェルネスおよびバイタル・サインに基づく経験的データの提供をより多くでき
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る。また獣医は、ウエアラブル・デバイスからのデータを分析することによって、特定の
既知の健康状態をはじめ、処方済み治療の効果の監視が可能になる。
【０１７１】
　たとえば、獣医は、バイタル・サインの情報およびそのほかの、動物が否定的な、また
は前向きの傾向にあることの表示を受け取ることができる。バイタル・サインは、前述し
たとおり、生データ、デバイス導出事象、および／またはＤＭＳ導出事象として記述され
得る。そのほかの表示には、動物に対して最近実施されたか、または実施するべくスケジ
ュールされた手順の現在の状態の情報、動物に投与されている現在の投薬治療、投薬治療
期限の状態、可能性のある動物の現在位置、および可能性のある傾向情報、とりわけ活動
、睡眠、水分補給、食餌／水の消費、ストレス、深部体温、体重、および心拍数といった
傾向情報を含み得る。
【０１７２】
　この情報は、多様な異なる状況に基づいて獣医へ送信され得る（または、獣医が、たと
えば閲覧可能なウェブページまたは等価リモート・データを通じて利用可能であるとし得
る）。これらの状況は、突発的なバイタル・サインまたはレーティングが１つまたは複数
のスレッショルドを超えたバイタル・サインの組合せを含み得る。また、これらの状況は
、スレッショルドを超えた（または、超えると予測された）ＤＭＳ導出事象またはデバイ
ス導出事象も含み得る。多様なスレッショルドは、プロファイル・ベースまたは動作モー
ド・ベースとすること、または監視中の特定の動物および／または症状のために識別され
た獣医固有のスレッショルドとすることさえできる。
【０１７３】
　以下は、どのように情報が獣医へ提供され得るかについての多様な実施態様に関係する
。いくつかの例においては、獣医および／または獣医のスタッフによる容易な参照のため
にダッシュボード内においてコンパイルされた、ＤＭＳから受信された情報および獣医入
力情報の要約に、獣医ダッシュボードが使用される。ダッシュボードは、複数の動物の概
要をはじめ、各動物のための固有の情報を含み得る。
【０１７４】
　たとえば、獣医ダッシュボードのためのユーザ・インターフェースは、監視中の異なる
動物のための行、および異なるソースからのコンテントに関係する列を含み得る。コンテ
ントは、最近の補充済みの、受け取りまたは投与待ちの、再補充が必要な、または期限切
れであり再処方が必要な投薬治療（投薬治療、ワクチン接種等を含む）の応諾を含む獣医
入力情報を含み得る。またコンテントは、予約スケジュールおよび応諾も含み得る。次に
、コンテントは、獣医が監視を希望するバイタル・サインまたは表示、トリガとして作用
し得るスレッショルド、および獣医がウエアラブル・デバイスの動作を希望するプロファ
イルまたは動作モードの設定を行なうべくユーザ調整可能である。動作モードまたはプロ
ファイルは、獣医がコンテントの受信を希望するときの通信方法、周波数、時刻等を決定
する。
【０１７５】
　さらにコンテントは、公開されている生理学的ソース（たとえば、品種固有のバイタル
・サイン、年齢固有のバイタル・サイン等の正常値または正常範囲）から、または獣医の
個人的経験に基づく正常範囲のためのベースラインとして使用可能な臨床セッティングか
ら獣医が記録したバイタル・サインを含み得る。言い換えると、『ベースライン』は、動
物固有、獣医によって設定される品種固有、またはサードパーティによって設定される（
または、サードパーティからの参考資料から獲得される）品種固有であるとし得る。
【０１７６】
　獣医またはＤＭＳからのユーザ・インターフェース上に表示されるべきコンテントは、
特定の動物の品種、年齢、体重、および可能性としては既存の医学的状態を含み得る。Ｄ
ＭＳからのコンテントの場合は、動物の深部体温を含む現在のバイタル・サインをそのコ
ンテントに含め得る。この深部体温は、オプションとして、動物周囲の温度とともに表示
できる。
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【０１７７】
　そのほかのバイタル・サイン情報として肺に関する情報を含めることができ、それには
、検出された肺の動きおよび測定された呼吸レートとリズム、測定された呼吸と呼気時間
｛Ｔｉｍｅｉｎｈａｌａｔｉｏｎ／Ｔｉｍｅｅｘｈａｌａｔｉｏｎ｝、検出された非対称
呼吸（たとえば、炎症、障害物、窒息等に起因）、測定された胸部収縮レート、深さ、お
よび胸部の反跳、ならびに測定済みおよび監視中の慢性気管支炎のうちの１つまたは複数
が含まれる。
【０１７８】
　さらに、そのほかのバイタル・サイン情報として心臓に関する情報を含めることができ
、それには、検出された心臓の動きおよび測定された心拍数とリズム、測定された心臓の
一回心拍出量および心拍出量における変化、あらかじめ定義済みのスレッショルドに対す
る血圧の比較、鬱血性心不全の発現の兆候の監視、徐脈および頻脈の兆候の監視、ならび
に血気胸の兆候の監視のうちの１つまたは複数が含まれる。
【０１７９】
　追加のバイタル・サイン情報に、脳卒中の検出、子宮収縮レートおよび強さの測定、睡
眠時無呼吸等の睡眠障害の診断、ならびに体内異物の検出を含め得る。
【０１８０】
　ＤＭＳは、さらなる分析のために長期センサ・データ情報を獣医へ提供できる。この長
期センサ・データは、平均の心臓活動、平均の呼吸レート、平均の深部体温、全体的な活
動レベル、平均の見積体重、平均の水分補給レベル、実際の、またはかろうじて避けられ
た高い衝突事象数、ならびに平均の日中および夜間の周囲温度を含み得る。
【０１８１】
　ＤＭＳは、ウエアラブル・デバイスからの分析済みのデータ／事象に基づいて症状の推
測を提供できる。特定の状態の実際の診断は、獣医またはそのほかの医療専門家に任せら
れる。次に列挙する項目は、獣医が診断に使用できる導出された推論／症状、または発現
している状態のリストを提供する：すなわち、イヌ糸状虫、嘔吐および下痢、肥満、感染
症、イヌ伝染性気管気管支炎およびそのほかの発現している呼吸状態、下部尿路感染症、
歯科疾患、皮膚アレルギ、骨および軟組織の損傷、癌、発現している心臓状態、苦痛また
は痛み。
【０１８２】
　次に列挙する項目は、センサ・データと獣医が入力したデータの組合せに基づいてなさ
れる症状／推論の例である：すなわち、特定の処方済み治療の効果、最近の手術の後の動
物の回復状態、および獣医によって決定されたベースラインに対するバイタル・サインの
傾向。
【０１８３】
　ユーザ・インターフェースの視覚的コンテントは、ベースラインまたは望ましい読み値
に関するコンテントの迅速な認識を提供するべくカスタマイズできる。たとえば、懸念の
レベルを示すべく多様な着色スキームを使用して情報をコード化できる（たとえば、正常
／注意／異常な読み値のための赤色／黄色／緑色のコーディング）。
【０１８４】
　さらに、トップ・レベルの表示がそれぞれの色コードを有する動物の数に関し、２番目
の表示が個々の動物に固有とし、表示器上の動物の選択を通じてそれにアクセスし得るよ
うに、ユーザ・インターフェースをインタラクティブなものにできる。
【０１８５】
　認識されるものとするが、一部の動物は投薬治療、導出事象の有意なリストを有するこ
とができ、かつ／または獣医のノートからの表示可能なコンテントがデータベースになっ
ている。ここで述べているところの表示は、実際、獣医がスクロールによってページの上
端、両サイド、または下端へ到達できるまでに通る多様なページの間または単一のページ
のナビゲーションが必要となる多数のページを含むことがある。
【０１８６】
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　図２７は、この開示の態様に従った多様な症状、投薬治療、バイタル・サイン、および
診察予約を伴う多様な動物のダッシュボード・リストを示している。図２７に示されてい
る類の表示は、病気の傾向がある動物を獣医が容易に識別することを可能にする。言い換
えると、図２７の獣医ダッシュボードは、獣医が、すべての患者のスナップショットを見
て、病気の傾向があり、かつより詳細な検査に値する患者を迅速に決定することを可能に
する。すべての項目は、病気の傾向のあるこれらの項目の容易な識別のために、緑色、黄
色、および赤色で色コード化できる。
【０１８７】
　図２７は、動物毎にいくつかのフィールドを伴う多数の動物の健康およびウェルネスの
表示を示している。列２７０１は、表示内に識別された動物の名前のリストを提供する。
残りの列のそれぞれについては、その項目に関する動物の全体的なウェルネスの識別に図
式的な識別子が使用される。たとえば、列２７０２－２７０５のそれぞれは、たとえば交
通信号式の経過、すなわち緑色、黄色、および赤色の順に増加する深刻度に基づいて３つ
の主要な指定でコード化される。列２７０２は、各動物の現在の集合的な症状ためのイン
ジケータを提供する。列２７０３は、多様な動物のそれぞれのためのすべての投薬治療の
状態を識別する。列２７０４は、各動物の現在の集合的なバイタル・サインを識別する。
最後の列２７０５は、それぞれの動物のために診察予約を設定し、随伴した飼い主の状態
を識別する。列２７０２－２７０４に関しては、各エントリが各動物のための集合的なウ
ェルネス・インジケータを表示する。症状、投薬治療、バイタル・サインのそれぞれは、
各動物の症状、投薬治療、バイタル・サインの個別の状態の全体平均とすることができる
。しかしながら、単純に平均することは、各動物に伴う現在の問題を曇らせる可能性があ
る。したがって、各動物のための症状、投薬治療、バイタル・サイン、および予約のため
のインジケータは、その動物についての最悪の症状、投薬治療、バイタル・サイン、また
は予約の不履行に対してトリガできる。
【０１８８】
　図２８は、この開示の態様に従った、動物、それの症状、投薬治療、導出情報、飼い主
の所見、および最近のバイタル・サインの組合せ表示の実施態様を示している。図２８は
、獣医用個別ペット・ダッシュボードと呼ぶことができる。この個別ペット・ダッシュボ
ードは、獣医が、飼い主が供給したデータおよび獣医が供給したデータ、センサ・ベース
のデータ、ならびにＤＭＳからの導出データに基づいた動物のプロファイルに関係する主
要な情報を見ることを可能にする。言い換えると、このレベルにおいてこのダッシュボー
ドに表示される情報は、単なる単一ソース（たとえば、ウエアラブル・デバイス１０１）
を超え、異なるソースからのデータであり、傍流情報を組み合わせて結合表示にする。
【０１８９】
　表示２８０１は、動物の名前を識別するフィールド２８０２、動物の飼い主を識別する
フィールド２８０３、および飼い主の連絡先情報を伴ったフィールド２８０４を含む。フ
ィールド２８０５は、この動物の品種およびそのほかの高レベルの一般的な、たとえば、
動物の体重、性別、および年齢を含む識別項目を識別する。次のフィールド２８０６は、
ウエアラブル・デバイス１０１によって識別された、可能性のある症状を識別する。たと
えば、この例のフィールド２００６は、特定の日または期間の活動レベルの低下、特定の
日または期間の落ち着かない睡眠、および特定の日または期間の歩様の変化を識別する。
次のフィールド２８０７は、この動物に投与されている現在の投薬治療（この例では、有
効な処方を表わす『（Ａ）』の前置によって識別される）および最近期限切れとなったも
の（この例では、期限切れの処方を表わす『（Ｘ）』の前置によって識別される）を識別
する。
【０１９０】
　表示２８０１は、さらに、獣医によって識別された状態および関連する診断日のリスト
２８０８を含む。この例においては、この動物の状態が、関節炎、２０ポンドの体重超過
、および甲状腺機能亢進症であると識別されている。
【０１９１】
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　次に、表示２８０１は、ＤＭＳが導出した問題を、導出した問題が決定された日付とと
もにフィールド２８０９に提供する。この例においては、ＤＭＳが導出した問題は気管支
炎および関節炎である。
【０１９２】
　表示２８０１は、さらに、フィールド２８１０内に、飼い主の所見のリストを飼い主に
よって提出された日付とともに含む。この例においては、飼い主からの所見が、腫れ物お
よび瘤、過剰な疲労、および食欲低下である。
【０１９３】
　最後に、表示２８０１は、ウエアラブル・デバイス１０１またはＤＭＳ　３０１からの
現在のバイタル・サインおよび／または導出事象を含む。たとえば、図２８には、心拍数
２８１１、心臓の一回心拍出量２８１２、深部体温２８１３、呼吸レート２８１４、血圧
の変化２８１５、および時間的な体重の変動２０１６を示す経時的な棒グラフとしてバイ
タル・サインおよび導出事象が表示されている。
【０１９４】
　図２９は、この開示の１つまたは複数の態様に従った、多様なセンサからのバイタル・
サインの読み値、それらの値、日付、および重みを示す。この例においては、センサｎ１
－ｎ７からのバイタル・サインが列２９０１に、それらの値が列２９０２に、記録された
日付が列２９０３に示され、ＤＭＳによって最初に設定されたとおりの、または異なるバ
イタル・サインにおける変動の解釈を補助するべく獣医によって設定されたとおりの重み
付けの値が列２９０４に示される。ここでは、獣医がセンサｎ７からの値に関心がなく、
その重み付けの値をゼロとして識別したとし得る。この設定は、獣医が、その後に続く表
示から不必要なバイタル・サインを除去することを可能にする。
【０１９５】
　図３０は、この開示の態様に従った、現在のバイタル・サインの表示の別の実施態様を
示す。図３０は、円形に統合したバイタル・サイン・タイムライン・ビューワであり、そ
れにおいては複数のバイタル・サインおよびセンサ・データからの読み値ならびに複数の
バイタル・サインに関係する導出データおよびＤＭＳからの導出データを単一のグラフ上
で、タイムライン・ビューワを用いて見ることができる。図３０の円形バイタル・サイン
・ビューワは、中心のハブから放射状に延びるスポーク３００１－３００５によって識別
されるバイタル・サインＮ１－Ｎｍを含む。ホイールの中心およびホイールの周囲は、と
もに、もっとも高い懸念のゾーンとして識別される。この例においては、それらのゾーン
がバイタル・サインの正常範囲から１５％の逸脱を表わし、バイタル・サインがそれらの
領域と交差したときに獣医に対して懸念を強調するべく赤色に着色される。次の円形の帯
は、バイタル・サインにベースラインから１０％の逸脱があったときの黄色の注意ゾーン
のリングである。緑色の中央のリングは、良好な変動範囲内であると識別されたベースラ
インからの逸脱が５％内であるバイタル・サインを識別する。
【０１９６】
　タイムスタンプ付きのそれぞれのデータが均等化され（ＤＭＳによって、あるいはさら
に良好には獣医によって決定されたベースラインに対する比較において）かつ、グラフの
中心からの軸に沿った多様なバイタル・サイン・スポーク３００１－３００５を通る閉じ
た、うねりのある形状として表示され、その結果、スライド式の時刻／日付バー・ビュー
ワを使用し、時間にわたるすべてのバイタル・サインのインタラクションの迅速な検討が
可能になる。時刻／日付バー・ビューワを使用することによって獣医は、経時的に低下し
ていく１つのバイタル・サインがほかのバイタル・サインにどのような影響を与えるかを
見ることができる。このグラフ・テクニックを意味のあるものとするために、最低限２つ
のバイタル・サインを互いに対してマップすることが必要になる。複数のバイタル・サイ
ンの軸の間のライン接続は、それらすべてがベースラインから等距離にあれば、完全な円
を作ることになり、等距離になければ曲線がそれらの軸の間においてスムージングされる
ことになる。緑色のゾーン（この目的のために、ベースラインから＜±－５％として定義
される）内に落ちる曲線の任意部分は正常であり、この緑色のゾーンの外に落ちる曲線の
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部分はさらなる検査のためのエリアである。獣医は、各バイタル・サインの絶対値および
それのタイムスタンプを提供する付属の挿入表を見ることもできる。シミュレーションの
目的のために、獣医は、より決定的なバイタル・サインが強調され、あまり決定的でない
バイタル・サインが抑圧されて正常なベースラインからのそれらの変化レートがそれほど
顕著でなくなるように、変化の％毎に各バイタル・サインの重みを変更できる。
【０１９７】
　図３１は、この開示の１つまたは複数の態様に従った、多様な重み付けの値を伴う現在
のバイタル・サインの表示のさらに別の実施態様を示す。この表示３１０１において、獣
医統合バイタル・サイン・タイム・ビューワは、バイタル・サインを、重み付け係数３１
０３によって変倍されたバイタル・サイン３１０２毎の列で示す。期待されるバイタル・
サイン値の視覚的基準を獣医に提供するためにベースライン３１０４が識別されている。
バイタル・サインの実際の値が正規化され、表示されていることから、図２９に示されて
いるように識別される相対的な高さを伴うバー３１０６によってそれらが識別される。現
在のバイタル・サインの合成した形状を識別するべく、バー３１０６のそれぞれのエンド
ポイントに対して曲線３１０７を当て嵌めることができる。時間スケール３１０８は、獣
医が、時間にわたってバイタル・サインをスクロールし、図３１に表示されたコンテント
を変更することを可能にする。これにおいても、良好のための緑色、注意のための黄色、
および憂慮すべきエリアのための赤色に対応させて表の着色ができる。この種の変形を、
凡例３１０９をはじめ、垂直スケール３１０５に見ることができる。
【０１９８】
　言い換えると、図３１の統合バイタル・サイン・ビューワは、複数の類似性のないバイ
タル・サインおよび読み値を検討するための別の可能性のある方法を図示している。この
場合においては、タイムスタンプ付きのそれぞれのデータが、グラフの中心からの軸（こ
の例においては、緑色がベースラインから±５％）に沿って均等化され（ＤＭＳによって
、あるいはさらに良好には獣医によって決定されたベースラインに対する比較において）
、その結果、スライド式の時刻／日付バー・ビューワ３１０８を使用し、時間にわたるす
べてのバイタル・サインのインタラクションの迅速な検討が可能になる。時刻／日付バー
・ビューワ３１０８０を使用することによって獣医は、経時的に低下していく１つのバイ
タル・サインが別のバイタル・サインにどのような影響を与えるかを見ることができる。
このテクニックは、個別の読み値の色、濃淡、および異なるアイコン形状を使用した傾向
（±）および変動性（たとえば、（ｘ）個の読み値にわたる±５％、±１０％、および±
１５％）の図示を可能にする。シミュレーション目的のために、獣医は、より決定的なバ
イタル・サインが強調され、あまり決定的でないバイタル・サインが抑圧されて正常なベ
ースラインからのそれらの変化レートがそれほど顕著でなくなるように、変化の％毎に各
バイタル・サインの重みを変更できる。
【０１９９】
ペットの健康の抽出、フィルタリング、分類、および見積
　以下、ウエアラブル・デバイス１０１および／またはＤＭＳ　３０１内における導出事
象を補助する特徴抽出、フィルタリング、分類、および見積のテクニックを説明する。以
下は、ほかのセンサからの読み値に均等に拡張可能であるとして加速度計からの出力を使
用して説明する。認識されるものとするが、各センサは、異なるが、それでも関連するテ
クニックを有し、データを類似の形式にできる。
【０２００】
特徴抽出
　最初に、加速度計からのデータに基づき、データセットから特徴が抽出される。ここで
は、時間ｔ　ｍｔにおける瞬時的な大きさが、ｔにおける各軸に沿った加速度の項で定義
される。
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【数５】

【０２０１】
　連続するＮ個（１・・・Ｎ）のその種のベクトルの大きさにわたる大きさの標準偏差ｓ

Ｎは次式で与えられる。

【数６】

【０２０２】
フィルタリング
　大きさの偏差は、デバイスの向きとは独立であり、データの単一通過を使用してリアル
タイムで計算され得る。この例においては、大きさの各偏差が１秒間の生加速度データを
特徴記述するようにサンプリング・レート（２５Ｈｚ）に対応するＮ＝２５の固定窓が使
用された。これは、Ｍ個の加速度レポートの生入力をＭ／Ｎ個の特徴に圧縮するという利
点を有する。
【０２０３】
活動レベルの分類
　次に、活動レベルが異なるグループに分類された。ここでは、可能性のある活動（たと
えば、散歩、ランニング、飲水）および静止姿勢（たとえば、立っている、寝ている）の
有限セットから割り当て済みのラベルを用いて抽出した特徴により活動を分類する試みを
次のとおり行なった。細かい粒状度の活動タイプは、しばしば次に挙げる多様な理由のた
めに分類が困難となり得る。
　１．　時系列生データ、周波数ドメインのデータ、またはいずれかの特徴空間からの活
動の検出が困難である（感度不足）。
　２．　検出可能であったとしても、類似の活動から個々の活動を弁別することがクラシ
ファイアにとって困難となり得る（特異性不足）。
　３．　正確であったとしても、分類手段の演算負荷が高すぎるか、または埋め込まれた
環境内においては法外となり得る。
【０２０４】
　デフォルトのモデル・スレッショルドを使用し、各活動が、期待される活動レベルに基
づいて粗いグループ（すなわち、ビン）、すなわち高レベル（ランニングおよび遊びに特
有のレベル）、中レベル（散歩に特有のレベル）、および低レベル（座っているか寝てい
るときに特有のレベル）にグループ化される。活動レベル・クラシファイアａｌｃは、大
きさの偏差を使用して単一の特徴入力に対する次の演算を行なう。
 

【数７】
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　ａｌｃ（ＳＮ）＝
　　ＳＮ＞τｈｉｇｈであれば高
　　τｍｉｄ＜ＳＮ≦τｈｉｇｈであれば中
　　それ以外は低
【０２０５】
　この３ビン・クラシファイアは、より粒状度の粗い２ビン・クラシファイアとの次に示
す比較も行なわれた。
 
【数８】

　ａｌｃ（ＳＮ）＝
　　ＳＮ＞τｍｉｄであれば活動
　　それ以外は非活動
【０２０６】
　３ビン、および２ビンの正確さは、３ビンが活動のタイプに対して詳細であるが、大き
な潜在的誤りを有する一方、２ビン・グルーピングは、潜在的誤りがより低いが、３ビン
・グルーピングほどの粒状度を伴わないことから変動する。
【０２０７】
　例示のデフォルトのモデルは、ランニングおよび遊んでいるとき（高レベルの活動）、
散歩しているとき（中レベルの活動）、および寝ているとき（低レベルの活動）のイヌの
例から導出された。それにおいて、τｍｉｄ＝８６ミリＧおよびτｈｉｇｈ＝７８３ミリ
Ｇがもたらされた。
【０２０８】
　経時的なデータの使用は、システムが、いくつかのユース・ケース内にあるとすること
ができるランニングおよび散歩データを使用して歩様ライブラリを開発することを可能に
する。
【０２０９】
睡眠の開始および持続時間の見積
　睡眠開始の検出および睡眠持続時間の見積の目標は、イヌが睡眠と整合する充分に長い
時間期間にわたって充分な休息を取っている連続する時間ブロックを識別すること、およ
びそれらのブロックが開始する開始時間をレポートすることである。睡眠開始の正確な決
定は、センサ・アレイ内のほかのいくつかのセンサの起動に有用である。
【０２１０】
　このタイプのセンサ・データ獲得に関連付けされるノイズを除去するため、持続時間の
見積の実行前にローパス・フィルタを生加速度信号に適用できる。これは、１０Ｈｚのカ
ットオフを伴うバタワース・フィルタを使用して行なうことができる。
【０２１１】
　睡眠の開始および持続時間エスティメータは、活動レベル・クラシファイアによって使
用されたものと同じ大きさの偏差特徴を使用するが、次に示すとおり、加速度スレッショ
ルドτｍｉｄよりはるかに低いτｌｏｗだけを用いる。
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【数９】

　ｓｌｅｅｐ（ＳＮ）＝
　　ＳＮ＞τｌｏｗであれば活動
　　それ以外は休息
【０２１２】
　このτｌｏｗスレッショルドは、プレアルファ・モデリング（プレアルファ・プロトコ
ル内の正規分布＋／－３標準偏差）に基づいて１０ミリＧに設定された。
【０２１３】
　少なくとも３００秒にわたって休息のラベル付けがなされるとき、睡眠であることがあ
りがちであると決定された。しかしながら、フィルタリング後の信号内にさえ、読み取り
の間に加速度が上昇する短い擾乱が存在する。したがって、休息の連続ブロックを探す前
に、形態学的フィルタが適用される。このフィルタは、最初に休息信号を拡大し、続いて
その休息信号を浸食して拡大において除去された境界を再導入することによって、短い擾
乱を取り除く拡大浸食テクニックを使用して実装可能である。
【０２１４】
　図３２は、この開示の１つまたは複数の態様に従った、被監視動物の活動時および休息
時のバイタル・サインを検討し、表示を操作するユーザ・インターフェースを示している
。この図３２は、例として加速度計センサを使用する活動の分類のための到来センサ信号
を処理するシステムの定量化の使用を図示している。類似のテクニックが、ほかのセンサ
の、それらの信号出力に固有の読み値、予想されるアーティファクト、および望ましい結
果に対して使用される。この図においては、活動および休息のレベルが、それぞれ３２０
１および３２０２として識別される。本質的でないデータ・ポイント、たとえば３２０８
および３２０９を除去するために、標準の拡大浸食テクニックが使用される。活動および
休息スレッショルド３２０３および３２０４を伴う第１のセットの読み値の拡大が行なわ
れて追加のデータ値３２１０、３２１１、３２、および３２１３が追加され、続いてデー
タ３２１５および３２１６を使用することによってレベル３２０５および３２０６が浸食
される。結果は、オリジナルのレベル３２０７より滑らかなレベル３２１７になる。
【０２１５】
　これらの短い擾乱は、センサ・ベースのノイズであることが非常にありがちであり、睡
眠中のイヌの正当な擾乱／動きとは区別される。有意な擾乱は、睡眠の間の落ち着かない
状態の測定量として使用でき、続いてそれをほかのセンサ・データの確証に使用して追加
の意味を導出できる。
【０２１６】
周囲温度、湿度、および光の検知
　周囲温度および湿度は、さらなる事象レベルの処理を伴うことなく、ＤＭＳにおいてリ
アルタイム注意喚起のために直接処理できる。認識されるものとするが、基準のための室
内サーモスタット温度値を飼い主が記録することは有益である。ここでは、動物の場所に
関係のある天候データの検索に標準の外部ＡＰＩが使用され得る。この関連データは、日
々の高／低気温および相対湿度を含み得る。
【０２１７】
　周囲光センサは、屋内／屋外パーセンテージ評価器の一部として使用できる。屋内また
は屋外にいるイヌの場所の検知を向上させるために、類似のセットのＡＰＩが、天文学的
（日出／日没）および時間帯データを獲得し、夜明けの照明および夕暮れの照明が期待さ
れる時を設定できる。これらのデータは、もっとも最近のウエアラブル・デバイス１０１
のＧＰＳ座標を使用して検索できる。
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【０２１８】
　以上、例となる実施態様を説明してきたが、望ましい特定の確実なプロセスに応じて任
意の所望の態様による多様な特徴およびステップの組合せ、分割、省略、および／または
増大ができる。この特許は、ここに記述されている例の実施態様に限定されず、むしろ以
下の特許請求の範囲によって決定される範囲を有する。
【符号の説明】
【０２１９】
　１００　プロセッサ
　１０１　ウエアラブル・デバイス
　１０２　ファームウエア
　１０３　オペレーティング・システム
　１０４　アプリケーション
　１０５　ストレージ
　１０６　ＧＰＳ受信機
　１０７　セルラ無線トランシーバ
　１０８　ローカル入力／出力接続
　１０９　バッテリ
　１１０　センサ・タイプＡ
　１１１　センサ・タイプＢ
　１１２　センサ・タイプＣ
　１１３　センサ・タイプＤ
　１１４　センサ・タイプＥ
　１１５　センサ・タイプＦ、バッテリ・センサ
　１１６　センサ入力
　１１７　センサ入力
　１１８　プロセッサ
　１１９　ストレージ
　１２０　プリプロセッサ
　２０１　ＲＦ信号
　２０２　ＤＭＳ入力およびトリガ
　２０３　モバイル・コンパニオン・アプリケーション／センサ
　２０４　ＧＰＳ関連情報
　２０５　デバイス・アクセサリ・コンテント
　２０６　Ｗｉ－Ｆｉ／ブルートゥース／ＡＮＴ関連情報、ＲＦテクノロジ
　２０７　セルラ情報
　２０８　スペクトル分析
　２０９　サウンド・レベルまたはサウンドの実際の記録、サウンド入力
　２１０　加速度、加速度信号
　２１１　深部体温
　２１２　ＲＦＩＤ
　２１３　バッテリ温度／バッテリ強度
　２１４　心肺活動
　２１５　周囲湿度
　２１６　周囲温度
　３０１　ＤＭＳ、データ管理システム
　３０２　ＲＳＳフィード
　３０３　インターネット検索コンテント
　３０４　ソーシャル・フォーム・コンテント
　３０６　セルラ・ネットワーク関連情報
　３０７　Ｗｉ－Ｆｉ／ブルートゥース／ＡＮＴ関連情報
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　３０８　センサおよびアクセサリ
　３０９　サードパーティ電子サービス
　３１０　獣医の所見
　３１１　コンパニオン・モバイル・アプリケーション／センサ
　３１２　飼い主の所見
　３１３　サードパーティのホーム・テレヘルス・センサ、非侵襲性ホーム・テレマティ
クス・ソリューション
　４０１　動物
　４０２　首輪
　４０４　送受信部位
　５０１　柔毛
　５０３　頸動脈
　５０４　頸静脈
　５０５　留め金
　５０９　食道
　５１０　脊柱
　５１１　気管
　６０１　内側部分
　６０３　外側部分
　６０４　状態ランプ
　７０１　ハーネス
　７０３　検知部位
　７０４　送受信部位
　１８０７　ウエアラブル・デバイス
　１８０８　リモート・データ管理システム
　２００７　リモート・データ監視システム
　２６０１　表示
　２６０２　動物の識別
　２６０３　インジケータ
　２６０４　メッセージ・ボックス
　２８０１　表示
　２８１１　心拍数
　２８１２　心臓の一回心拍出量
　２８１３　深部体温
　２８１４　呼吸レート
　２８１５　血圧の変化
　３１０１　表示
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