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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心拍測定プロトコルを選択及び変更するためのコンピュータ実装方法であって、
　アスリートのボディマス指数（ＢＭＩ）を電子的に受信することと、
　前記アスリートのボディマス指数が、上限閾値及び下限閾値のうちの少なくとも一つを
有する所定の指数範囲の外にあることを電子的に決定することと、
　前記受信したボディマス指数が前記所定の指数範囲の外にあるという前記決定に基づい
て、少なくとも第２の心拍測定プロトコルの代わりに第１の心拍測定プロトコルを電子的
に選択することと、
　アスリートの身体に対して第１の位置及び第１の配向で配置されたセンサから第１の心
拍値を電子的に受信することと、
　前記第１の心拍測定プロトコルを使用して、前記第１の心拍値から第１の心拍測定値を
計算することと、
　前記ボディマス指数が前記所定の指数範囲の外にあること及び前記第１の心拍測定値が
第１の心拍範囲の外にあることの両方に基づいて、前記第１の配向及び前記第１の位置の
うちの少なくとも一つが前記アスリートから運動データを取得するのに最適ではないと電
子的に決定することと、
　前記第１の心拍測定値を非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体に記憶することと、
　前記センサから第２の心拍値を電子的に受信することと、
　前記第１の心拍測定プロトコルを使用して、前記第２の心拍値から第２の心拍測定値を
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計算することと、
　前記第２の心拍測定値が前記第１の心拍範囲及び第２の心拍範囲のうちの少なくとも一
方の外にあることを電子的に決定し、それに応じて、前記第１の心拍測定プロトコルの態
様を増強することと、
　を含み、
　前記センサから伝送される光の波長、前記センサから伝送される光の強度、利用される
アルゴリズム、データに適用される加重、データの信頼度、及びそれらの組み合わせから
なる群から選択された少なくとも１つのパラメータに関して、前記第１の心拍測定プロト
コルが前記第２の心拍測定プロトコルとは異なる、方法。
【請求項２】
　前記所定の指数範囲は、前記上限閾値を含み、
　前記アスリートのボディマス指数が前記所定の指数範囲の外にあることを電子的に決定
することは、前記アスリートのボディマス指数が前記上限閾値を超過することを電子的に
決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の位置及び前記第１の配向のうちの少なくとも一つが最適ではないとの決定に
基づいて、人間が検出可能な出力を前記アスリートに対して出力することを含み、
　前記人間が検出可能な出力は、前記アスリートに前記センサを再配向するよう案内する
ように構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　複数のアスリートから、各アスリートが前記第１の位置で第１の筋肉群における筋肉の
屈曲を引き起こすことが知られている運動活動を行っている状態で得られる運動データを
電子的に受信することと、
　前記複数のアスリートからの前記運動データに基づいて、前記アスリートに前記センサ
を再配向するよう案内するように構成された前記人間が検出可能な出力を生成することと
、を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アスリートのボディマス指数を前記受信することは、
　第２のセンサからの少なくとも第１のセンサ測定値を使用して、前記アスリートのボデ
ィマス指数を計算することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の位置は、前記アスリートの前腕に位置する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記センサは、前記アスリートの前腕に装着されるように構成されたバンドの一部であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記センサは、前記バンドに取り外し可能に取り付けることができるように構成されて
いる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記バンドは、前記前腕の長さに沿って約１ｍｍの移動を許容するように構成されてお
り、前記センサは、前記前腕の長さに沿って０．６ミリメートル未満移動するように構成
されている、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記指数範囲は、前記上限閾値及び前記下限閾値を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記指数範囲に対して、前記下限閾値が２０であると共に、前記上限閾値が２５である
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の位置にあるとき、前記バンドは、前記アスリートの手首に対して第１の距離
範囲内に位置するように構成されており、
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　前記センサは、前記手首から第２の距離にあるように構成されているセンサ面を備える
、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　心拍測定プロトコルを選択及び変更するための方法であって、
　アスリートの身体に対して第１の位置及び第１の配向で配置されたセンサから第１の心
拍値を受信することと、
　前記アスリートのボディマス指数（ＢＭＩ）を電子的に受信することと、
　前記アスリートのボディマス指数が、少なくとも上限閾値又は下限閾値を有する所定の
指数範囲の外にあることを電子的に決定することと、
　第１の心拍測定プロトコルを使用して、前記第１の心拍値から決定された第１の心拍測
定値が第１の心拍範囲の外にあることを電子的に決定することと、
　前記ボディマス指数が前記所定の指数範囲の外にあること及び前記第１の心拍測定値が
前記第１の心拍範囲の外にあることの両方に基づいて、前記第１の配向及び前記第１の位
置のうちの少なくとも一つが前記アスリートから運動データを取得するのに最適ではない
と電子的に決定すること、並びに前記第１心拍測定プロトコルの態様を増強すること及び
第２の心拍測定プロトコルを選択することのうち少なくとも１つをさらに実行すること、
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２０１４年１１月１９日出願の米国仮出願第６２／０８２，１１３号、２０１
５年１月７日出願の米国仮出願第６２／１００，７８２号、２０１５年４月１０日出願の
米国仮出願第６２／１４６，０２９号、２０１５年５月２９日出願の米国仮出願第６２／
１６８，３５７号、２０１５年５月２９日出願の米国仮出願第６２／１６８，５０２号、
及び２０１５年９月８日出願の米国仮出願第６２／２１５，４９７号の非仮出願であり、
それらに対する優先権を主張し、先行出願は、参照により本明細書に組み込まれ、かつ本
明細書の一部を構成する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、衣料に関する。本開示の態様は、より具体的には、衣料品内で保持されるが
、それでもなお機能可能であり、衣料品の外側から部分的に見えてもよい電子デバイスを
組み込む、衣料品に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ランニングなどの身体的活動に取り組むとき、アスリートは、その活動に対する集中力
を維持したい。多くのモバイルデバイスは、運動又はフィットネス関連情報を提供する「
アプリケーション」又はモジュールを含むように更新され得るが、それらは多くの場合、
激しい身体的活動に関与するアスリートを含む、多くのアスリートにとって効果がない。
携帯電話又は音楽プレーヤなどの電子デバイスをポケットから取り出して、そのデバイス
を操作することは、アスリートにとって気が散ることであり得る。加えて、アスリートは
、デバイスをポケットから取り出すか、又は元に戻すために手探りしている間にデバイス
を落とす可能性がある。更に、プロ、セミプロ、及びリーグ選手を含むがこれらに限定さ
れない多くのアスリートは、ルール及び規制によって束縛され、それらは、試合又はトー
ナメント中にアスリートによって装着される用具を大いに制限し得る。残念なことに、過
去に許容された衣料は、運動検知デバイスの確実な受信状態を可能にするように設計され
なかった。本開示は、従来技術のこれら及び他の欠点に対処する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　本開示の態様は、電子モジュールを保持するように構成されているアームバンド、リス
トバンド、シャツ、又はジャケットなどの衣料品を含む。衣料品は、電子モジュールの挿
入及び取り外しを可能にするための開口部を有するポケットを有する。
【０００５】
　本開示の態様は、ユーザによって装着されるように構成されている衣料品を含むパフォ
ーマンス監視システムに関し、ポケットが衣料品によって支持され、ポケットは、内壁と
外壁とを有し、空洞が内壁と外壁との間に画定され、ポケットは、ポケットの内壁を通じ
て延在するセンサ開口部と、空洞へのアクセスを提供するアクセス開口部とを有する。本
システムはまた、電子モジュールがアクセス開口部を通じて空洞から挿入され、かつ取り
外されるように構成されるように、空洞中に受容される電子モジュールを含む。電子モジ
ュールは、電子モジュールの下側の突出部と、突出部上に載置されるセンサ（例えば、光
心拍センサ）とを有し、突出部は、電子モジュールが空洞中に受容されるときにセンサ開
口部を通じて延在しており、ユーザの皮膚にごく近接してセンサを配置するように構成さ
れ、これにより、センサがユーザの生理学的パラメータを検知するように構成されている
。
【０００６】
　一態様によると、アクセス開口部は、ポケットの内壁に画定され、センサ開口部は、ア
クセス開口部と分離している。
【０００７】
　別の態様によると、電子モジュールは、突出部を画定するケーシングと、ケーシング内
に収容され、センサと通信しているコンピュータデバイスと、ケーシングの頂部側で画定
され、コンピュータデバイスの操作のためのユーザ入力を受信するように構成されている
インターフェイスとを含む。電子モジュールはまた、外部デバイスへの接続のために構成
されているコネクタを含んでもよく、バンドは、空洞内に位置付けられる保護シェルを含
んでもよく、保護シェルは、電子モジュールが空洞中に受容されるときにその中にコネク
タを受容する。
【０００８】
　更なる態様によると、衣料品は、ユーザによって装着されるように構成されている管状
体を含むバンドであり、バンドの管状体は、より広い端部とより狭い端部とを有し、ユー
ザの腕に装着されるように構成されている。アクセス開口部は、１つの構成において管状
体のより狭い端部に最も近接したポケットの端部に位置し、又は別の構成において管状体
のより広い端部に最も近接したポケットの端部に位置してもよい。
【０００９】
　更に別の態様によると、衣料品は、弾性布材料から形成され、衣料品の弾性布材料は、
ポケットが管状体と一体的に形成されるように、ポケットの内壁及びポケットの外壁を少
なくとも部分的に画定する。ポケットの内壁及び外壁は、ポケットの内壁及び外壁を画定
する弾性布材料が管状体を画定する弾性布材料よりも低い弾性を有するように、結合材料
で熱プレスされてもよい。
【００１０】
　なお更なる態様によると、衣料品は、ポリマー材料から形成され、衣料品に接続される
筐体を含み、筐体は、ポケットの空洞を画定する。衣料品は、弾性布材料から形成されて
もよく、筐体のポリマー材料は、衣料品の弾性布材料と比べて増大した剛性を有する。
【００１１】
　追加の態様によると、バンドは、空洞内にモジュールを固定する可動固定部材を更に含
む。
【００１２】
　本開示の追加の態様は、内側表面と外側表面とを有し、第１及び第２の対向端部の間に
軸方向に延在する中央通路を画定する管状体を含む、バンドに関し、管状体は、ユーザの
身体の一部分が中央通路中に受容されるように、ユーザの身体に装着されるように構成さ
れている。管状体は、内側表面を少なくとも部分的に画定する内側部分と、外側表面を少
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なくとも部分的に画定する外側部分とを有し、内側部分及び外側部分はそれぞれ、弾性布
材料の層を含み、管状体は、内側部分と外側部分との間に結合材料を更に含んで、内側部
分を外側部分に結合する。結合材料は、軸方向に延在する複数の線に沿って配列され、線
は、軸方向に対して垂直の方向に互いから離間されている。線は、様々な構成において、
曲線若しくは直線、又は２つの組み合わせであってもよい。
【００１３】
　一態様によると、結合材料の線のそれぞれは、複数の間隙によって分離された複数の線
分を含む破線である。一構成において、各線の間隙は、各隣接した線の間隙に対して互い
違いである。より具体的には、第１の線は、第１の線の間隙が第２の線の線分と整合し、
第２の線の間隙が第１の線の線分と整合するように、第１の線に隣接した第２の線の間隙
からずれていてもよい。
【００１４】
　別の態様によると、バンドは、管状体によって支持されるポケットを更に含み、ポケッ
トは、管状体の内側表面に位置する内壁と、管状体の外側表面に位置する外壁とを有し、
空洞は、内壁と外壁との間に画定される。ポケットは、ポケットの内壁を通じて延在する
センサ開口部と、空洞へのアクセスを提供するアクセス開口部とを有する。
【００１５】
　更なる態様によると、内側部分及び外側部分の層は、２つの対向縁部を有する弾性布材
料の単一シートの一部であり、単一シートは、折り線に沿って折り畳まれ、２つの対向縁
部は、互いに接続されて、内側部分及び外側部分の層を形成する。
【００１６】
　本開示の更なる態様は、内側表面と外側表面とを有し、中央通路を画定する管状体であ
って、ユーザの身体の一部分が中央通路中に受容されるように、ユーザの身体に装着され
るように構成されている管状体と、管状体によって支持されるポケットとを含む、バンド
に関する。ポケットは、管状体の内側表面に位置する内壁と、管状体の外側表面に位置す
る外壁とを有し、空洞は、内壁と外壁との間に画定される。ポケットはまた、ポケットの
内壁を通じて延在するセンサ開口部と、空洞へのアクセスを提供するアクセス開口部とを
有する。センサ開口部が、電子モジュールのセンサがユーザの皮膚にごく近接して配置さ
れることを可能にするように構成されるように、ポケットは、アクセス開口部を通じて空
洞中に電子モジュールを取り外し可能に受容するように構成されている。
【００１７】
　一態様によると、アクセス開口部及びセンサ開口部は、単一の開口部として一緒に形成
される。
【００１８】
　別の態様によると、アクセス開口部は、ポケットの内壁に画定され、センサ開口部は、
アクセス開口部と分離している。
【００１９】
　更なる態様によると、管状体は、弾性布材料から形成され、バンドの弾性布材料は、ポ
ケットが管状体と一体的に形成されるように、ポケットの内壁及び外壁を少なくとも部分
的に画定する。
【００２０】
　なお更なる態様によると、バンドは、管状体に接続され、管状体の外周及び中央通路の
サイズを調節するためのユーザによる操作のために構成された、調節機構を含む。
【００２１】
　なお更なる態様によると、バンドは、ポリマー材料から形成され、管状体に接続される
筐体を含み、筐体は、ポケットの空洞を画定する。
【００２２】
　更なる態様によると、管状体は、中央通路が第１の端部と第２の端部との間に延在する
ように、第１及び第２の対向端部を有し、第１の端部と第２の端部との間に画定された管
状体の傾斜は、０～０．７５である。
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【００２３】
　本開示のなお更なる態様は、頂部側と底部側とを有するケーシングを含む電子モジュー
ルに関し、ケーシングは、底部側に突出部を有する。モジュールはまた、突出部上に載置
されるセンサ（例えば、光心拍センサ）であって、ユーザの生理学的パラメータを検知す
るように構成されたセンサと、ケーシング内に収容され、センサと通信しているコンピュ
ータデバイスと、ケーシングの頂部側上に画定され、コンピュータデバイスの操作のため
のユーザ入力を受信するように構成されたインターフェイスとを含む。
【００２４】
　一態様によると、電子モジュールは、ケーシングの一端に位置付けられ、コンピュータ
デバイスに接続されるコネクタを更に備え、コネクタは、外部デバイスへの接続のために
構成されている。
【００２５】
　他の本開示の態様は、上記の特徴のうちの任意の特徴又は組み合わせを含んでもよい。
【００２６】
　本開示のなお更なる特徴及び利点は、以下の図面と併せて以下の明細書から明らかにな
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】例示の実施形態に従った、パーソナルトレーニングを提供するように、かつ／又
はユーザの身体的動作からのデータを得るように構成されてもよい、例示のシステムを示
す。
【図２】図１のシステムの一部であっても、又はそれと通信していてもよい例示のコンピ
ュータデバイスを示す。
【図３】例示の実施形態に従った、ユーザによって装着されてもよい例示のセンサアセン
ブリを示す。
【図４】例示の実施形態に従った、ユーザによって装着されてもよい別の例示のセンサア
センブリを示す。
【図５】ユーザの衣服上／中に位置する身体センサを含んでもよく、かつ／又はユーザの
２つの動いている身体部分の間の関係の識別に基づいてもよい感覚入力のための例示の位
置を示す。
【図６】異なる動作に基づき、センサの出力の平均と異なるエクササイズを比較するチャ
ートを示す。
【図７】ある特定の実施形態に従った、心拍数測定プロトコルの作成及び修正で利用され
得るフローチャートである。
【図８】本明細書に開示される様々な実施例に従った、全集団サンプル中のパフォーマン
ススコアとボディマス指数（ＢＭＩ）とを相関付けるチャートである。
【図９】本明細書に開示される様々な実施例に従った、図８の集団サンプルの男性個人間
のパフォーマンススコアとＢＭＩとを相関付けるチャートである。
【図１０】本明細書に開示される様々な実施例に従った、図８の集団サンプルの女性個人
間のパフォーマンススコアとＢＭＩとを相関付けるチャートである。
【図１１】本開示の態様に従ったバンドの一実施形態の斜視図である。
【図１２】図１１のバンドの上面図である。
【図１３Ａ】裏返しにされた、本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の斜視図であ
る。
【図１３Ｂ】裏返しにされた、本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の斜視図であ
る。
【図１４】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図である。
【図１５Ａ】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の斜視図及び側面図である。
【図１５Ｂ】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の斜視図及び側面図である。
【図１６】本開示の態様に従ったバンドの２つの更なる実施形態の２つの断面図を示す。



(7) JP 6655773 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

【図１７】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図及び側面図である。
【図１８】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図１９】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２０】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２１】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２２】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２３】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２４】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２５】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２６】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２７】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２８】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図２９】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図３０】本開示の態様に従ったバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図３１】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３２】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３３】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３４】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３５】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３６】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３７】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３８】図１８～３０の構成要素を使用して、本開示の態様に従ったバンドを製造する
方法を概略的に示す平面図である。
【図３９Ａ】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図及び側面図である。
【図３９Ｂ】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図及び側面図である。
【図４０Ａ】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図であり、幾つかの構成
要素はバンドの製造で使用される。
【図４０Ｂ】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図であり、幾つかの構成
要素はバンドの製造で使用される。
【図４１】本開示の態様に従ったモジュールの一実施形態の上面斜視図及び底面斜視図を
示す。
【図４２】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の上面図である。
【図４３】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、底面
斜視図、上面斜視図、上面図、及び底面図を示す。
【図４４】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、底面
斜視図、上面斜視図、上面図、及び底面図を示す。
【図４５】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、底面
斜視図、上面斜視図、上面図、及び底面図を示す。
【図４６】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図４７】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図４８】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面



(8) JP 6655773 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

斜視図及び底面斜視図を示す。
【図４９】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５０】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５１】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５２】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５３】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５４】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５５】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５６】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の、左から右の順番に、上面
斜視図及び底面斜視図を示す。
【図５７】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の上面斜視図である。
【図５８】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の上面斜視図である。
【図５９】図５８のモジュールの正面図である。
【図６０】本開示の態様に従ったモジュールの別の実施形態の上面斜視図である。
【図６１】図６０のモジュールの底面斜視図である。
【図６２】図６０のモジュールの側面図である。
【図６３】図６０のモジュールの底面斜視図であり、保持構造はモジュールに接続される
。
【図６４】本開示の態様に従ったバンドを製造するための金型の一実施形態の斜視図であ
る。
【図６５】縦軸に沿った図６４の金型の断面図である。
【図６６】横軸に沿った図６４の金型の断面図である。
【図６７】図６６に示される金型の一部分の拡大図である。
【図６８】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図である。
【図６９】裏返しにされた図６８のバンドの上面図である。
【図７０Ａ】裏返しにされた図６８のバンドの上面図である。
【図７０Ｂ】図６８のバンドの上面図である。
【図７０Ｃ】図６８のバンドの底面図である。
【図７１】図６８～７０Ｃに示されるバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図７２】図６８～７０Ｃに示されるバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図７３】図６８～７０Ｃに示されるバンドを製造するための構成要素の上面図である。
【図７４】図６８～７０Ｃに示されるバンドの筐体の上面図である。
【図７５】図７４の筐体の底面図である。
【図７６】図６８～７０Ｃに示されるバンドを製造するための追加の構成要素の上面図で
ある。
【図７７】図６８～７０Ｃに示されるバンドを製造するための追加の構成要素の上面図で
ある。
【図７８】図７４の筐体の側面図である。
【図７９】図７４の筐体の底面斜視図である。
【図８０】図７４の筐体の底面斜視図である。
【図８１】図７４の筐体の上面斜視図である。
【図８２】図７４の筐体の側面図である。
【図８３】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
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製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図８４】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図８５】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図８６】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図８７】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図８８】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図８９】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図９０】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図９１】図７１～８２の構成要素及び筐体を使用して、本開示の態様に従ったバンドを
製造する方法を概略的に示す平面図である。
【図９２】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図であり、バンドの一部分
は差し込み図でより詳細に示される。
【図９３】本開示の態様に従ったバンドの別の実施形態の上面図であり、バンドの一部分
は差し込み図でより詳細に示される。
【図９４】図８３～９１の方法に関連して使用可能である図７４の筐体と共に、本開示の
態様に従ったバンドの一部分を熱プレスするための金型の一実施形態を概略的に示す斜視
図である。
【図９５】操作中の図９４の金型の使用を概略的に示す斜視図である。
【図９６】バンドのある特定の物理的寸法を示す、本開示の態様に従ったバンドの別の実
施形態の底面図である。
【図９６Ａ】バンドの傾斜の計算を示す、本開示の態様に従ったバンドの一実施形態の概
略図である。
【図９７】本開示の態様に従ったバンドの製造で使用可能な筐体の別の実施形態の上面斜
視図である。
【図９８】図９７の筐体の底面斜視図である。
【図９９】図９７の筐体の上面斜視図である。
【図１００】本開示の態様に従ったバンドの製造で使用可能な筐体の別の実施形態の底面
斜視図である。
【図１０１】図１００の筐体の上面斜視図である。
【図１０２】本開示の態様に従ったバンド及びモジュールに関連して使用可能である筐体
及び追加の入力デバイスの一実施形態の底面斜視図である。
【図１０３】図１０２の筐体及び追加の入力デバイスの上面斜視図である。
【図１０４】本開示の態様に従ったバンド及びモジュールに関連して使用可能である筐体
及び追加の入力デバイスの一実施形態の底面斜視図である。
【図１０５】図１０４の筐体及び追加の入力デバイスの上面斜視図である。
【図１０６】図１０２の筐体及び筐体に挿入されている図６０のモジュールの底面斜視図
である。
【図１０７】追加の入力デバイスとモジュールとの間の接続を示す、本開示の態様に従っ
た追加の入力デバイス及びモジュールの別の実施形態の斜視図及び分解斜視図である。
【図１０８】追加の入力デバイスとモジュールとの間の接続を示す、本開示の態様に従っ
た追加の入力デバイス及びモジュールの別の実施形態の斜視図及び分解斜視図である。
【図１０９】本開示の態様に従ったバンドに接続された追加の入力デバイスを有する、バ
ンドの一実施形態の斜視図である。
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【図１１０】追加の入力デバイスに接続され、次いで、バンドに接続されているモジュー
ルを示す、本開示の態様に従ったモジュール、追加の入力デバイス、及びバンドの別の実
施形態の概略斜視図である。
【図１１１】追加の入力デバイスがバンドに接続され、バンドがユーザの腕に装着され、
追加の入力デバイスが１つ以上の外部デバイスと通信している、バンドの別の実施形態を
示す概略図である。
【図１１２】本開示の態様に従った外部デバイス及び追加の入力デバイスに関連して使用
され得る操作方法の一実施形態を示す、フローチャートである。
【図１１３】本開示の態様に従った外部デバイス及び追加の入力デバイスに関連して使用
され得る操作方法の別の実施形態を示す、フローチャートである。
【図１１４】本開示の態様に従った追加の入力デバイスと併せて操作される外部デバイス
の表示器の一実施形態を示す。
【図１１５】本開示の態様に従った追加の入力デバイスと併せて操作される外部デバイス
の表示器の別の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本開示の態様は、アスリートの身体的動作に関する運動データを取得、記憶、及び／又
は処理することを伴う。運動データは、能動的若しくは受動的に検知され、かつ／又は１
つ以上の非一時的な記憶媒体に記憶されてもよい。なお更なる態様は、運動データを使用
して、例えば、計算された運動属性、指導を提供するためのフィードバック信号、及び／
又は他の情報などの出力を生成することに関する。これら及び他の態様は、パーソナルト
レーニングシステムの以下の説明に役立つ例との関連で考察される。
【００２９】
　以下の様々な実施形態の説明において、添付図面が参照され、添付図面は本明細書の一
部をなし、本開示の態様が実施され得る様々な実施形態の実例として示される。その他の
実施形態を利用することができ、本開示の範囲及び趣旨から逸脱することなく構造的変更
及び機能的変更を加えることができることを理解されたい。更に、本開示内の見出しは、
本開示の態様を制限するものと見なされるべきではなく、例示の実施形態は、例示の見出
しに限定されない。
【００３０】
　Ｉ．例示のパーソナルトレーニングシステム
　Ａ．例示的なネットワーク
　本開示の態様は、複数のネットワーク上で利用され得るシステム及び方法に関する。こ
の点で、ある特定の実施形態は、動的ネットワーク環境に適応するように構成されてもよ
い。更なる実施形態は、異なる別個のネットワーク環境において機能可能であってもよい
。図１は、例示の実施形態に従ったパーソナルトレーニングシステム１００の一例を示す
。例示のシステム１００は、例示的なボディエリアネットワーク（ＢＡＮ）１０２、ロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１０４、及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１
０６などの１つ以上の相互接続されたネットワークを含んでもよい。図１に示されるよう
に（かつ本開示全体を通して記載されるように）、１つ以上のネットワーク（例えば、Ｂ
ＡＮ　１０２、ＬＡＮ　１０４、及び／又はＷＡＮ　１０６）が互いに重複するか、ある
いは互いを含んでもよい。当業者は、例示的なネットワーク１０２～１０６が、１つ以上
の異なる通信プロトコル及び／又はネットワークアーキテクチャをそれぞれ含んでもよく
、それでもなお互い又は他のネットワークへのゲートウェイを有するように構成されても
よい、論理ネットワークであることを理解するであろう。例えば、ＢＡＮ　１０２、ＬＡ
Ｎ　１０４、及び／又はＷＡＮ　１０６のそれぞれは、セルラーネットワークアーキテク
チャ１０８及び／又はＷＡＮアーキテクチャ１１０などの同じ物理ネットワークアーキテ
クチャに機能的に接続されてもよい。例えば、ＢＡＮ　１０２及びＬＡＮ　１０４の両方
の構成要素と見なされ得る携帯用電子デバイス１１２は、アーキテクチャ１０８及び／又
は１１０のうちの１つ以上を通じて、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、インターネットプ
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ロトコル（ＩＰ）、及びユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）などの１つ以上の通信
プロトコルに従って、ネットワークメッセージへ／からデータ及び制御信号を変換するよ
うに構成された、ネットワークアダプタ又はネットワークインターフェイスカード（ＮＩ
Ｃ）を含んでもよい。これらのプロトコルは、当該技術分野において周知であり、したが
って本明細書では詳細に議論しない。
【００３１】
　ネットワークアーキテクチャ１０８及び１１０は、例えば、ケーブル、ファイバ、衛星
、電話機、セルラー、無線など、単独で、又は組み合わせて（複数可）、任意の種類（複
数可）又はトポロジー（複数可）の１つ以上の情報流通ネットワーク（複数可）を含んで
もよく、したがって、１つ以上の有線又は無線通信チャネル（ＷｉＦｉ（登録商標）、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｎｅａｒ－Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（
ＮＦＣ）及び／又はＡＮＴテクノロジーを含むがこれらに限定されない）を有するように
様々に構成されてもよい。したがって、図１のネットワーク内の任意のデバイス（携帯用
電子デバイス１１２又は本明細書に記載される任意の他のデバイスなど）が、異なる論理
ネットワーク１０２～１０６のうちの１つ以上に含まれると見なされてもよい。上記を考
慮して、（ＷＡＮ　１０６に連結されてもよい）例示的なＢＡＮ及びＬＡＮの例示の構成
要素が記載される。
【００３２】
　１．例示のローカルエリアネットワーク
　ＬＡＮ　１０４は、例えば、コンピュータデバイス１１４などの１つ以上の電子デバイ
スを含んでもよい。コンピュータデバイス１１４又はシステム１００の他の任意の構成要
素は、電話機、音楽プレーヤ、タブレット、ネットブック、又は任意の携帯用デバイスな
どの移動端末を含んでもよい。他の実施形態では、コンピュータデバイス１１４は、例え
ば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）ＸＢＯＸ、Ｓｏｎｙ（登録商標）Ｐｌａｙｓｔａｔ
ｉｏｎ、及び／又はＮｉｎｔｅｎｄｏ（登録商標）Ｗｉｉゲームコンソールなどのメディ
アプレーヤ又はレコーダ、デスクトップコンピュータ、サーバ（複数可）、ゲームコンソ
ールを含んでもよい。当業者は、これらが単に説明目的のための例示のデバイスであり、
本開示がいかなるコンソール又はコンピューティングデバイスにも限定されないことを理
解するであろう。
【００３３】
　当業者は、コンピュータデバイス１１４の設計及び構造がその意図された目的などの幾
つかの要因に応じて変化し得ることを理解するであろう。コンピュータデバイス１１４の
１つの例示の実装が図２に提供され、それは、コンピューティングデバイス２００のブロ
ック図を示す。当業者は、図２の開示が本明細書に開示される任意のデバイスに適用でき
ることを理解するであろう。デバイス２００は、プロセッサ２０２－１及び２０２－２（
本明細書において一般的に「プロセッサ（複数）２０２」又は「プロセッサ（単数）２０
２」と称される）などの１つ以上のプロセッサを含んでもよい。プロセッサ２０２は、相
互接続ネットワーク又はバス２０４を介して、互い又は他の構成要素と通信してもよい。
プロセッサ２０２は、コア２０６－１及び２０６－２（本明細書において「コア（複数）
２０６」又はより一般的に「コア（単数）２０６」と称される）などの１つ以上の処理コ
アを含んでもよく、それは、単一の集積回路（ＩＣ）チップ上に実装されてもよい。
【００３４】
　コア２０６は、共有キャッシュ２０８及び／又は私用キャッシュ（例えば、それぞれキ
ャッシュ２１０－１及び２１０－２）を備えてもよい。１つ以上のキャッシュ２０８／２
１０は、プロセッサ２０２の構成要素によるより高速なアクセスのために、メモリ２１２
などのシステムメモリに記憶されたデータを局所的にキャッシュしてもよい。メモリ２１
２は、チップセット２１６を介してプロセッサ２０２と通信していてもよい。キャッシュ
２０８は、ある特定の実施形態においてシステムメモリ２１２の一部であってもよい。メ
モリ２１２としては、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯ
Ｍ）が挙げられ得るがこれらに限定されず、電子情報を記憶するために使用され得るソリ
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ッドステートメモリ、光若しくは磁気記憶装置、及び／又は任意の他の媒体のうちの１つ
以上を含む。更に他の実施形態は、システムメモリ２１２を省略してもよい。
【００３５】
　システム２００は、１つ以上のＩ／Ｏデバイス（例えば、Ｉ／Ｏデバイス２１４－１～
２１４－３であり、それぞれ一般的にＩ／Ｏデバイス２１４と称される）を含んでもよい
。１つ以上のＩ／Ｏデバイス２１４からのＩ／Ｏデータは、１つ以上のキャッシュ２０８
、２１０、及び／又はシステムメモリ２１２に記憶されてもよい。Ｉ／Ｏデバイス２１４
のそれぞれは、任意の物理又は無線通信プロトコルを使用して、システム１００の構成要
素と機能的に通信しているように永久的又は一時的に構成されてもよい。
【００３６】
　図１に戻ると、４つの例示のＩ／Ｏデバイス（要素１１６～１２２として示される）が
、コンピュータデバイス１１４と通信しているものとして示される。当業者は、デバイス
１１６～１２２のうちの１つ以上が独立型デバイスであってもよく、又はコンピュータデ
バイス１１４以外の別のデバイスと関連付けられてもよいことを理解するであろう。例え
ば、１つ以上のＩ／ＯデバイスがＢＡＮ　１０２及び／又はＷＡＮ　１０６の構成要素と
関連付けられ得るか、又は相互作用し得る。Ｉ／Ｏデバイス１１６～１２２としては、例
えば、センサなどの運動データ取得ユニットが挙げられ得るがこれらに限定されない。１
つ以上のＩ／Ｏデバイスが、ユーザ１２４などのユーザからの運動パラメータを検知、検
出、及び／又は測定するように構成されてもよい。例としては、特に、加速度計、ジャイ
ロスコープ、位置判定デバイス（例えば、ＧＰＳ）、光（非可視光を含む）センサ、温度
センサ（周囲温度及び／若しくは体温を含む）、睡眠パターンセンサ、心拍モニタ、画像
取り込みセンサ、水分センサ、力センサ、コンパス、角速度センサ、並びに／又はこれら
の組み合わせが挙げられるがこれらに限定されない。
【００３７】
　更なる実施形態では、Ｉ／Ｏデバイス１１６～１２２は、出力（例えば、聴覚、視覚、
若しくは触覚キュー）を提供し、かつ／又はアスリート１２４からのユーザ入力などの入
力を受信するために使用されてもよい。これらの例示的なＩ／Ｏデバイスに関する例示の
使用は以下に提供されるが、当業者は、そのような考察が単に本開示の範囲内の多くの選
択肢の幾つかの説明であることを理解するであろう。更に、任意のデータ取得ユニット、
Ｉ／Ｏデバイス、又はセンサへの言及は、本明細書に開示されるか、又は当該技術分野に
おいて既知の１つ以上のＩ／Ｏデバイス、データ取得ユニット、及び／又はセンサを（個
々に、又は組み合わせてのいずれかで）有してもよい一実施形態を開示すると解釈される
ものである。
【００３８】
　１つ以上のデバイスからの情報（１つ以上のネットワーク上での）は、他に対するある
特定の身体の部分若しくは物体の速度、加速度、距離、進んだ歩数、方向、相対的な動作
、又は角速度、直線速度、若しくはこれらの組み合わせとして表現されてもよい他の動き
パラメータなどの動きパラメータ、カロリー、心拍数、汗検出、加える力、酸素消費量、
酸素反応速度論などの生理学的パラメータ、並びに圧力、衝撃力、身長、体重、年齢、人
口統計情報などのアスリートに関する情報、及びこれらの組み合わせなどの１つ以上の分
類に入り得る他の測定基準が挙げられるがこれらに限定されない、様々な異なるパラメー
タ、測定基準、又は生理学的特徴を提供するために使用され得る（又はそれらの形成で利
用され得る）。
【００３９】
　システム１００は、システム１００内で収集された、あるいはシステム１００に提供さ
れたパラメータ、測定基準、又は生理学的特徴を含む運動データを伝送及び／又は受信す
るように構成されてもよい。一例として、ＷＡＮ　１０６は、サーバ１１１を備えてもよ
い。サーバ１１１は、図２のシステム２００の１つ以上の構成要素を有してもよい。一実
施形態では、サーバ１１１は、プロセッサ２０６及びメモリ２１２など、少なくともプロ
セッサ及びメモリを備える。サーバ１１１は、非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体
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上にコンピュータ実行可能命令を記憶するように構成されてもよい。命令は、システム１
００内で収集された生データ又は加工データなどの運動データを含んでもよい。システム
１００は、ソーシャルネットワーキングウェブサイトにエネルギー消費ポイントなどのデ
ータを伝送するか、又はそのようなサイトをホストするように構成されてもよい。サーバ
１１１は、１人以上のユーザが運動データにアクセスし、かつ／又は比較することを可能
にするために利用されてもよい。したがって、サーバ１１１は、運動データ又は他の情報
に基づいた通知を伝送及び／又は受信するように構成されてもよい。
【００４０】
　ＬＡＮ　１０４に戻ると、コンピュータデバイス１１４が表示デバイス１１６、画像取
り込みデバイス１１８、センサ１２０、及びエクササイズデバイス１２２と機能的に通信
して示され、それらは、例示の実施形態を参照して以下で考察される。一実施形態では、
表示デバイス１１６は、アスリート１２４が特定の運動動作を実施するための視聴覚キュ
ーを提供してもよい。視聴覚キューは、コンピュータデバイス１１４、又はＢＡＮ　１０
２及び／若しくはＷＡＮのデバイスを含む任意の他のデバイス上で実行されるコンピュー
タ実行可能命令に応答して提供されてもよい。表示デバイス１１６は、タッチスクリーン
であってもよく、あるいはユーザ入力を受信するように構成されてもよい。
【００４１】
　一実施形態では、データは、単独で、若しくは他のデバイスと組み合わせてのいずれか
で、運動パラメータを検出（及び／若しくは測定）するために使用されてもよい、画像取
り込みデバイス１１８及び／若しくはセンサ１２０などの他のセンサ、又は記憶された情
報から取得されてもよい。画像取り込みデバイス１１８及び／又はセンサ１２０は、トラ
ンシーバデバイスを備えてもよい。一実施形態では、センサ１２８は、赤外線（ＩＲ）、
電磁（ＥＭ）、又は音響トランシーバを備えてもよい。例えば、画像取り込みデバイス１
１８及び／又はセンサ１２０は、アスリート１２４の方向に向かうことを含む環境に波形
を伝送し、「反射」を受信する、あるいはそれらの放出された波形の変更を検出してもよ
い。当業者は、多数の異なるデータスペクトルに対応する信号が様々な実施形態に従って
利用され得ることを容易に理解するであろう。この点で、デバイス１１８及び／又は１２
０は、（例えば、システム１００でない）外部ソースから放射された波形を検出し得る。
例えば、デバイス１１８及び／又は１２０は、ユーザ１２４及び／又は周囲環境から放射
されている熱を検出し得る。このように、画像取り込みデバイス１２６及び／又はセンサ
１２８は、１つ以上の熱画像デバイスを備えてもよい。一実施形態では、画像取り込みデ
バイス１２６及び／又はセンサ１２８は、範囲現象学（range phenomenology）を実施す
るように構成されたＩＲデバイスを備えてもよい。
【００４２】
　一実施形態では、エクササイズデバイス１２２は、アスリート１２４が、例えば、トレ
ッドミル、ステップマシンなどの身体的動作を実施するのを可能にする又は促進するため
に構成可能な任意のデバイスであってもよい。そのデバイスが固定されている必要はない
。この点で、無線技術は、携帯用デバイスが利用されることを可能にし、したがって、自
転車又は他のモバイルエクササイズデバイスが、ある特定の実施形態に従って利用され得
る。当業者は、装置１２２が、コンピュータデバイス１１４から遠隔で実施される運動デ
ータを含む電子デバイスを受容するためのインターフェイスであってもよく、又はそれを
備えてもよいことを理解するであろう。例えば、ユーザは、スポーツデバイス（ＢＡＮ　
１０２に関連して以下に記載）を使用してもよく、自宅又は装置１２２の位置に戻ると、
運動データをシステム１００の要素１２２又は任意の他のデバイスにダウンロードしても
よい。本明細書に開示される任意のＩ／Ｏデバイスが、活動データを受信するように構成
されてもよい。
【００４３】
　２．ボディエリアネットワーク
　ＢＡＮ　１０２は、運動データを受信、伝送、あるいは運動データの収集を促進するよ
うに構成された２つ以上のデバイスを含んでもよい（受動デバイスを含む）。例示のデバ
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イスは、１つ以上のデータ取得ユニット、センサ、又はＩ／Ｏデバイス１１６～１２２が
挙げられるがこれらに限定されない、当該技術分野において既知の、若しくは本明細書に
開示されるデバイスを含んでもよい。ＢＡＮ　１０２の２つ以上の構成要素は、直接通信
してもよいが、他の実施形態では、通信は、第３のデバイスを介して実施されてもよく、
それは、ＢＡＮ　１０２、ＬＡＮ　１０４、及び／又はＷＡＮ　１０６の一部であっても
よい。ＬＡＮ　１０４又はＷＡＮ　１０６の１つ以上の構成要素は、ＢＡＮ　１０２の一
部を形成してもよい。ある特定の実装では、携帯用デバイス１１２などのデバイスがＢＡ
Ｎ　１０２、ＬＡＮ　１０４、及び／又はＷＡＮ　１０６の一部であるかどうかは、モバ
イルセルラーネットワークアーキテクチャ１０８及び／又はＷＡＮアーキテクチャ１１０
との通信を可能にするためのアクセス点へのアスリートの近接によって決まってもよい。
ユーザの活動及び／又は選好もまた、１つ以上の構成要素がＢＡＮ　１０２の一部として
利用されるかどうかに影響を及ぼし得る。例示の実施形態が以下に提供される。
【００４４】
　ユーザ１２４は、携帯用デバイス１１２、靴取付型デバイス１２６、手首装着デバイス
１２８、及び／又は情報を収集するために使用される物理的デバイス若しくは位置を含ん
でもよい検知位置１３０などの検知位置など、任意の数のデバイスと関連付けられてもよ
い（例えば、それらを所有する、携持する、装着する、かつ／又はそれらと相互作用して
もよい）。１つ以上のデバイス１１２、１２６、１２８、及び／又は１３０は、フィット
ネス又は運動目的で特別に設計されていない場合がある。実際、本開示の態様は、複数の
デバイスからのデータを利用することに関し、それらの幾つかは運動データを収集、検出
、及び／又は測定するためのフィットネスデバイスではない。ある特定の実施形態では、
ＢＡＮ　１０２（又は任意の他のネットワーク）の１つ以上のデバイスは、特定のスポー
ツ用途のために特に設計されるフィットネス又はスポーツデバイスを含んでもよい。本明
細書で使用される場合、「スポーツデバイス」という用語は、特定のスポーツ又はフィッ
トネス活動中に使用され得る、又は関与し得る任意の物理的物体を含む。例示のスポーツ
デバイスとしては、ゴルフボール、バスケットボール、野球ボール、サッカーボール、フ
ットボールのボール、パワーボール、アイスホッケー用パック、ウェイト、バット、ステ
ィック、パドル、マット、及びこれらの組み合わせが挙げられ得るがこれらに限定されな
い。更なる実施形態では、例示のフィットネスデバイスは、環境自体を含む、特定のスポ
ーツが生じるスポーツ環境内の物体、例えば、ゴールネット、フープ、バックボード、競
技場の部分、例えば、ミッドライン、外側境界線マーカー、ベース、及びこれらの組み合
わせなど、を含んでもよい。
【００４５】
　この点で、当業者は、１つ以上のスポーツデバイスがまた構造の一部であっても（又は
構造を形成しても）よく、逆もまた同様で、構造が１つ以上のスポーツデバイスを備えて
もよく、又はスポーツデバイスと相互作用するように構成されてもよいことを理解するで
あろう。例えば、第１の構造は、バスケットボールフープ及びバックボードを備えてもよ
く、それは、取り外し可能であってもよく、かつゴールポストと交換されてもよい。この
点で、１つ以上のスポーツデバイスは、独立して、又は１つ以上の構造と関連付けられた
１つ以上のセンサなどの他のセンサと併せてのいずれかで、利用される情報を提供し得る
、図１～３に関連して上記で考察されたセンサのうちの１つ以上などの１つ以上のセンサ
を備えてもよい。例えば、バックボードは、バックボード上のバスケットボールによる力
及び力の方向を測定するように構成された第１のセンサを備えてもよく、フープは、力を
検出するための第２のセンサを備えてもよい。同様に、ゴルフクラブは、シャフト上のグ
リップ特性を検出するように構成された第１のセンサと、ゴルフボールとの衝撃を測定す
るように構成された第２のセンサとを備えてもよい。
【００４６】
　例示的な携帯用デバイス１１２を見ると、それは、例えば、Ａｐｐｌｅ，Ｉｎｃ．（Ｃ
ｕｐｅｒｔｉｎｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）から入手可能なブランドデバイスである、Ｉ
ＰＯＤ（登録商標）、ＩＰＡＤ（登録商標）、若しくはｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、又は
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Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（Ｒｅｄｍｏｎｄ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ）から入手可能なＺｕｎｅ
（登録商標）若しくはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓデバイスを含む、
電話機又はデジタル音楽プレーヤなどの多目的電子デバイスであってもよい。当該技術分
野において既知のように、デジタルメディアプレーヤは、コンピュータのための出力デバ
イス、入力デバイス、及び／又は記憶デバイスとしての機能を果たすことができる。デバ
イス１１２は、ＢＡＮ　１０２、ＬＡＮ　１０４、又はＷＡＮ　１０６中の１つ以上のデ
バイスから収集された生データ又は加工データを受信するための入力デバイスとして構成
されてもよい。１つ以上の実施形態において、携帯用デバイス１１２は、コンピュータデ
バイス１１４の１つ以上の構成要素を備えてもよい。例えば、携帯用デバイス１１２は、
モバイル端末を含むために、追加の構成要素あり又はなしで、上記で考察されたＩ／Ｏデ
バイス１１６～１２２のうちのいずれかなど、表示器１１６、画像取り込みデバイス１１
８、及び／又は１つ以上のデータ取得デバイスを含んでもよい。
【００４７】
　ａ．例示的な衣料／装身具センサ
　ある特定の実施形態では、Ｉ／Ｏデバイスは、時計、アームバンド、リストバンド、ネ
ックレス、シャツ、靴などを含む、ユーザ１２４の衣服又は装身具内に形成されてもよく
、あるいはそれらと関連付けられてもよい。これらのデバイスは、ユーザの運動動作を監
視するように構成されてもよい。それらは、ユーザ１２４のコンピュータデバイス１１４
との相互作用中に運動動作を検出し、かつ／又はコンピュータデバイス１１４（又は本明
細書に開示される任意の他のデバイス）とは独立して動作してもよいことが理解されるも
のとする。例えば、ＢＡＮ　１０２中の１つ以上のデバイスは、ユーザの近接又はコンピ
ュータデバイス１１４との相互作用に関わらず活動を測定する、終日活動モニタとして機
能するように構成されてもよい。更に、図３に示される感覚システム３０２及び図４に示
されるデバイスアセンブリ４００（それぞれ、以下の段落に記載される）が、単に例示的
な実施例であることが理解されるものとする。
【００４８】
　ｉ．靴取付型デバイス
　ある特定の実施形態では、図１に示されるデバイス１２６は、本明細書に開示され、か
つ／又は当該技術分野において既知のセンサが挙げられるがこれらに限定されない、１つ
以上のセンサを含んでもよい、履物を含んでもよい。図３は、１つ以上のセンサアセンブ
リ３０４を提供するセンサシステム３０２の１つの例示の実施形態を示す。アセンブリ３
０４は、例えば、加速度計、ジャイロスコープ、位置判定構成要素、力センサ、及び／又
は本明細書に開示されるか、若しくは当該技術分野において既知の任意の他のセンサなど
の１つ以上のセンサを備えてもよい。図示された実施形態では、アセンブリ３０４は、力
感応抵抗器（ＦＳＲ）センサ３０６を含み得る、複数のセンサを組み込む。しかしながら
、他のセンサ（複数可）が利用されてもよい。ポート３０８は、靴の靴底構造３０９内に
位置付けられてもよく、概して、１つ以上の電子デバイスとの通信のために構成されてい
る。ポート３０８は、任意に、電子モジュール３１０と通信しているように提供されても
よく、靴底構造３０９は、モジュール３１０を受容するための筐体３１１又は他の構造を
任意に含んでもよい。センサシステム３０２はまた、ポート３０８を通じてモジュール３
１０及び／又は別の電子デバイスとの通信を可能にするために、ＦＳＲセンサ３０６をポ
ート３０８に接続する複数のリード線３１２を含んでもよい。モジュール３１０は、靴の
靴底構造中のウェル又は空洞内に収容されてもよく、筐体３１１は、ウェル又は空洞内に
位置付けられてもよい。一実施形態では、少なくとも１つのジャイロスコープ及び少なく
とも１つの加速度計が、モジュール３１０及び／又は筐体３１１などの単一の筐体内に提
供される。少なくとも１つの更なる実施形態では、動作中に方向情報及び角速度データを
提供するように構成された、１つ以上のセンサが提供される。ポート３０８及びモジュー
ル３１０は、接続及び通信のために相補的インターフェイス３１４、３１６を含む。
【００４９】
　ある特定の実施形態では、図３に示される少なくとも１つの力感応抵抗器３０６が、第
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１及び第２の電極又は電気接点３１８、３２０、並びに電極３１８と３２０との間に配設
された力感応抵抗材料３２２を収容して、電極３１８、３２０を一緒に電気的に接続して
もよい。力感応材料３２２に圧力が加えられると、力感応材料３２２の抵抗率及び／又は
伝導率が変化し、電極３１８と３２０との間の電位を変化させる。抵抗における変化は、
センサ３１６に加えられた力を検出するために、センサシステム３０２によって検出され
得る。力感応抵抗材料３２２は、様々な方法で圧力下の抵抗を変化させ得る。例えば、力
感応材料３２２は、材料が圧縮されると減少する内部抵抗を有してもよい。更なる実施形
態は、「スマート材料」を通じて実装され得る「体積ベースの抵抗」を利用してもよい。
別の例として、材料３２２は、力感応材料３２２の２つの部品間、又は力感応材料３２２
と一方又は両方の電極３１８、３２０との間など、面－面接触の程度を変化させることに
よって、抵抗を変化させてもよい。幾つかの状況では、この種類の力感知抵抗挙動は、「
接触ベースの抵抗」と説明されることがある。
【００５０】
　ｉｉ．リスト装着型デバイス
　図４に示されるように、デバイス４００（図１に示される感覚デバイス１２８と似てい
てもよく、又はそれを含んでいてもよい）は、ユーザ１２４によって手首、腕、くるぶし
、首などの周囲などに装着されるように構成されてもよい。デバイス４００は、デバイス
４００の操作中に使用されるように構成された押し込み可能な入力ボタン４０２などの入
力機構を含んでもよい。入力ボタン４０２は、コントローラ４０４及び／又は図１に示さ
れるコンピュータデバイス１１４に関して考察された要素のうちの１つ以上などの任意の
他の電子構成要素に機能可能に接続されてもよい。コントローラ４０４は、埋め込まれて
もよく、あるいは筐体４０６の一部であってもよい。筐体４０６は、弾性構成要素を含む
１つ以上の材料から形成されてもよく、表示器４０８などの１つ以上の表示器を含んでも
よい。表示器は、デバイス４００の照明可能な部分と見なされてもよい。表示器４０８は
、ＬＥＤ灯４１０などの一連の個々の点灯素子又は点灯部材を含んでもよい。光は、アレ
イで形成されてもよく、コントローラ４０４に機能可能に接続されてもよい。デバイス４
００は、指示器システム４１２を含んでもよく、それはまた、表示器４０８全体の一部分
又は構成要素と見なされてもよい。指示器システム４１２は、表示器４０８（画素部材４
１４を有してもよい）と併せて動作及び照明するか、又は表示器４０８から完全に分離す
ることができる。指示器システム４１２はまた、複数の追加の点灯素子又は点灯部材を含
んでもよく、それはまた、例示の実施形態においてＬＥＤ灯の形態をとってもよい。ある
特定の実施形態では、指示器システムは、１つ以上の目標に向かっての成果を表すために
、指示器システム４１２の照明部材の一部分を照明することによってなど、目標の視覚指
示を提供してもよい。デバイス４００は、表示器４０８及び／又は指示器システム４１２
のいずれかを通じて、ユーザの活動に基づいてユーザによって稼がれた活動ポイント又は
通貨の単位で表現されるデータを表示するように構成されてもよい。
【００５１】
　締結機構４１６は、係合解除され得、デバイス４００がユーザ１２４の手首又は一部分
の周囲に位置付けられ得、かつ締結機構４１６は、その後に係合位置に配置され得る。一
実施形態では、締結機構４１６は、コンピュータデバイス１１４並びに／又はデバイス１
２０及び／若しくは１１２などのデバイスとの機能的な相互作用のためのＵＳＢポートが
挙げられるがこれに限定されない、インターフェイスを備えてもよい。ある特定の実施形
態では、締結部材は、１つ以上の磁石を備えてもよい。一実施形態では、締結部材は、可
動部がなくてもよく、磁力に完全に依存してもよい。
【００５２】
　ある特定の実施形態では、デバイス４００は、センサアセンブリを備えてもよい（図４
に示されない）。センサアセンブリは、本明細書に開示され、かつ／又は当該技術分野に
おいて既知のセンサを含む、複数の異なるセンサを含んでもよい。例示の実施形態では、
センサアセンブリは、本明細書に開示されるか、又は当該技術分野において既知の任意の
センサを備えてもよく、又はそれへの機能的な接続を可能にしてもよい。デバイス４００
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及び／又はそのセンサアセンブリは、１つ以上の外部センサから取得されたデータを受信
するためように構成されてもよい。
【００５３】
　ｉｉｉ．衣料及び／又は身体位置検知
　図１の要素１３０は、センサ、データ取得ユニット、又は他のデバイスなどの物理器械
と関連付けられ得る例示の感覚位置を示す。更に他の実施形態では、それは、画像取り込
みデバイス（例えば、画像取り込みデバイス１１８）などを介して監視される身体の部分
又は領域の特定の位置であってもよい。ある特定の実施形態では、要素１３０は、要素１
３０ａ及び１３０ｂが運動用衣服などの衣料に一体化されたセンサであってもよいような
センサを含んでもよい。そのようなセンサは、ユーザ１２４の身体の任意の所望の位置に
配置されてもよい。センサ１３０ａ／ｂは、ＢＡＮ　１０２、ＬＡＮ　１０４、及び／又
はＷＡＮ　１０６の１つ以上のデバイス（他のセンサを含む）と（例えば、無線で）通信
してもよい。特定の実施形態では、受動検知面は、画像取り込みデバイス１１８及び／又
はセンサ１２０によって放射される赤外線光などの波形を反射してもよい。一実施形態で
は、ユーザ１２４の衣服上に位置する受動センサは、波形を反射し得るガラス又は他の透
明若しくは半透明の表面から作製された略球状構造を備えてもよい。適切に装着されたと
き、所与の種類の衣料がユーザ１２４の身体の特定の部分に近接して位置するように構成
された特定のセンサを有する、異なる種類の衣料が利用されてもよい。例えば、ゴルフ服
は、第１の構成で衣料上に位置付けられた１つ以上のセンサを含んでもよく、更にサッカ
ー服は、第２の構成で衣料上に位置付けられた１つ以上のセンサを含んでもよい。
【００５４】
　図５は、感覚入力のための例示的な位置を示す（例えば、感覚位置１３０ａ～１３０ｏ
を参照されたい）。この点で、センサは、ユーザの衣服上／中に位置する身体センサであ
ってもよく、更に他の実施形態では、センサ位置１３０ａ～１３０ｏは、２つの動いてい
る身体部分間の関係の識別に基づいてもよい。例えば、センサ位置１３０ａは、画像取り
込みデバイス１１８などの画像取り込みデバイスを用いてユーザ１２４の動きを識別する
ことによって決定されてもよい。したがって、ある特定の実施形態では、センサは、特定
の位置（センサ位置１３０ａ～１３０ｏのうちの１つ以上など）に物理的に位置していな
い場合があるが、画像取り込みデバイス１１８又は他の位置から集められた他のセンサデ
ータなど、その位置の特徴を検知するように構成されている。この点で、ユーザの身体の
全体的な形状又は部分は、ある特定の身体部分の識別を可能にし得る。画像取り込みデバ
イス及び／若しくはユーザ１２４上に位置する身体センサが利用されるか、並びに／又は
他のデバイス（感覚システム３０２など）からのデータを使用して、デバイスアセンブリ
４００及び／若しくは本明細書に開示されるか、若しくは当該技術分野において既知の任
意の他のデバイス若しくはセンサが利用されるかに関わらず、センサは、身体部分の現在
の位置を検知し、かつ／又は身体部分の動作を追跡し得る。一実施形態では、位置１３０
ｍに関連する感覚データは、ユーザの重心（別名、質量中心）の決定で利用されてもよい
。例えば、位置（複数可）１３０ｍ～１３０ｏのうちの１つ以上に対する位置１３０ａと
位置（複数可）１３０ｆ／１３０ｌとの間の関係は、ユーザの重心が（ジャンプ中などに
）垂直軸に沿って上昇しているかどうか、又はユーザが膝を屈曲及び収縮させることによ
ってジャンプの「ふりをしよう」と試みているかを判定するために利用され得る。一実施
形態では、センサ位置１３０６ｎは、ユーザ１２４の胸骨の周囲に位置してもよい。同様
に、センサ位置１３０ｏは、ユーザ１２４のへそに近接して位置してもよい。ある特定の
実施形態では、センサ位置１３０ｍ～１３０ｏからのデータは、ユーザ１２４に対する重
心を決定するために、（単独で、又は他のデータを組み合わせて）利用されてもよい。更
なる実施形態では、センサ位置１３０ｍ～１３０ｏなどの複数のセンサ位置間の関係は、
ユーザ１２４の方向及び／又はユーザ１２４の胴体のねじりなどの回転力の決定で利用さ
れてもよい。更に、位置（複数可）などの１つ以上の位置は、モーメントの中心位置とし
て利用されてもよい（又はそれに近似してもよい）。例えば、一実施形態では、位置（複
数可）１３０ｍ～１３０ｏのうちの１つ以上は、ユーザ１２４のモーメントの中心位置に
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対する点としての機能を果たし得る。別の実施形態では、１つ以上の位置は、特定の身体
部分又は領域のモーメントの中心としての機能を果たし得る。
【００５５】
　ＩＩ．取り外し可能なモジュールを備える運動バンド
　本開示の態様は、身体的動作中のユーザの１つ以上の属性（例えば、生理学的、生物医
学的、運動（これらが重複する例であり得るという理解のもとで））を測定し得るシステ
ムに関する。一実施形態では、システム及び方法は、激しい身体的エクササイズ又は動作
を実施する間のユーザの１つ以上の属性を測定し得る。例えば、ユーザは、アメリカンフ
ットボール、フットボール、バスケットボール、水泳、又はこれらの組み合わせが挙げら
れるがこれらに限定されない、プロのスポーツ活動に参加している場合がある。一実施形
態では、システム及び方法は、エクササイズ中のユーザからの測定を常に提供してもよく
、本システムは、プロのスポーツへの関与などの集中的な活動中に一般的に見られる衝撃
力及び／又は加速度の大きさを経験する。
【００５６】
　ある特定の態様は、激しい身体的活動中にユーザの皮膚に対して少なくとも１つのセン
サをしっかりと保持あるいは維持し得るモジュラーシステムに関する。一実施形態では、
本システムは、活動中の正確な測定値を可能にする方法で、激しい身体的活動中にユーザ
の皮膚に対して心拍センサを保持するように構成されてもよい。バンドは、運動活動中、
又は特定の運動活動の平均力及び／若しくは加速度の大きさと一般的に関連する動作中、
皮膚に対して少なくとも１つのセンサを更に固定し、ユーザの皮膚に対してセンサの１ｍ
ｍ未満の移動を可能にし得る。更に別の実施形態では、バンドは、運動活動中に、取り外
し可能なセンサがユーザの皮膚の表面に対して０．５ｍｍ未満移動するように構成されて
もよい。本システムは、ユーザの皮膚又は衣服に対して固定されるように構成されたバン
ド９２０を備えてもよい。一実施形態では、バンドは、アームバンドであるように構成さ
れたが、リストバンド、ウエストバンド、又は他の構成として構成されてもよい。一実施
形態では、バンド９２０は、ユーザの肘と手首との間に装着されるように構成されている
。別の実施形態では、バンドは、肘と肩との間の位置で装着されるように構成されている
。
【００５７】
　バンド９２０は、アームバンド、リストバンド、レッグバンド、及びベルトなどのバン
ドなどであるがこれらに限定されない、身体に取り付けられ得る任意の好適な衣料品であ
ってもよい。加えて、衣料品は、シャツ、ジャケット、コート、トレーナー、ベスト、シ
ョーツ、及びパンツ、並びに様々な他の衣料品など、身体に装着され得る任意の好適な衣
料品であってもよい。
【００５８】
　一実施形態では、バンド９２０は、腕の周囲でバンドを保持するように構成された締結
具なしで構成されてもよい。一実施形態では、バンドは、激しい運動活動であり得る活動
中に正確なセンサ測定値を得るために、締結具がバンド９２０を付属肢に固定するために
必要とされない方法で、バンドがユーザの付属肢（例えば、腕）の周囲で保持されること
を可能にする、弾性係数を示し得る。更に別の実施形態では、締結具は、付属肢への取り
付けのためにバンドの少なくとも一部分又は複数の部分を一緒に接続するために利用され
てもよい。当業者が備えている技能の範囲内であるように、Ｖｅｌｃｒｏ、スナップ、ボ
タン、バックル、及びジッパーなどの任意の好適な締結具が使用されてもよい。
【００５９】
　本発明の別の態様では、本明細書の図面に示されるように、リストバンド又はアームバ
ンドは、手首又は腕に引っ張って身に着けられ得る弾性材料から作製された連続管状バン
ドであってもよい。以下で考察されるように、ポケット（例えば、ポケット９４０）は、
バンド９２０に取り付けられてもよく、又はそれと一体的に形成されてもよい。以下で更
に考察されるように、バンド９２０は、電子モジュールを保持するように構成された「ポ
ケット」を備えるように構成されてもよい。この点で、バンドは、バンド９２０の少なく
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とも一部分が、ユーザがバンド９２０を装着しているときに、ポケット９４０中で保持さ
れる電子モジュール９３０の任意の表面が被覆に対して押されることと比較して単位面積
当たりより小さい力で、ユーザの皮膚に対して保持されるような力を分配する方法で、ユ
ーザの皮膚の一部分の周囲にシール又は他の表面を形成してもよい。バンド９２０は、周
辺光のある特定の部分がバンド９２０下のユーザの皮膚と接触することから遮断されるよ
うに、更に構成されてもよい。この点で、バンド９２０は、通常の使用中にバンドによっ
て被覆される１つ以上の特定の領域中で、及び／又は全範囲にわたって光を遮断してもよ
い。一実施形態では、周辺光の少なくとも７５％が、センサがバンドの開口部から延在し
、ユーザの皮膚の表面と接触する場所にすぐ近くのバンドの範囲に到達することから遮断
される。
【００６０】
　概して、本デバイスは、ユーザによって装着されるか、あるいはユーザに取り付けられ
るために、ユーザによって装着されるか、あるいはユーザの身体に取り付けられるように
構成されたバンド９２０と、バンド９２０に接続されるように構成されたモジュール９３
０とを含む。バンド９２０は、肘のすぐ下のユーザの前腕上部に装着されるように構成さ
れた、図１１及び１２に示されるような一実施形態のアームバンドであってもよい。図３
９Ａ及びＢはまた、図１１及び１２の実施形態と同様の実施形態を示す。本実施形態のバ
ンド９２０は、ユーザの腕が通路９２２を通じて受容され、管状体９２１が腕に巻き付く
ように、中央通路９２２を画定する管状体９２１を含む。管状体９２１は、示される実施
形態において多少円錐台形状であり、より幅広い頂端部９２３は、肘により近く位置付け
られるように構成され、反対側のより狭い底端部９２４は、腕が典型的にはより小さい手
首により近く位置付けられるように構成されている。管状体９２１の円錐台形状は、活動
中にユーザの前腕に装着されたときに、バンド９２０の滑りへの抵抗を補助し得る。特定
の理論に束縛されるものではないが、証拠は、バンド９２０が滑る傾向が、頂端部９２３
のサイズと底端部９２４のサイズとの間の比例的な差（例えば、管状体９２１の断面の「
傾斜」）の減少と共に減少することを示す。図９６は、管状体９２１の縁部９９４の傾斜
が軸Ｘに対してどのように決定され得るかを示す。換言すれば、底端部９２４のサイズが
頂端部９２３のサイズに対してより近いほど、滑りが生じる可能性はより低い（制限内で
）。証拠はまた、より大きいサイズのバンド９２０がより小さいサイズのバンド９２０よ
りも滑る可能性が高いことも示す。したがって、より大きいサイズのバンド９２０は、よ
り大きいサイズのバンド９２０における滑りを低減するために、一実施形態のより小さい
サイズのバンド９２０の直径と比較して、頂端部９２３の直径と底端部９２４の直径との
間でより小さい差を有して提供されてもよい。
【００６１】
　管状体９２１上で画定される様々な異なる「傾斜」は、バンド９２０の滑りの程度に関
係してもよい。図９６は、傾斜の計算において基準点の高さＨを使用して、頂端部及び底
端部９２３、９２４に垂直である軸Ｘに対して計算され得る、複数の異なる傾斜を示す。
高さＨは、バンド９２０の端部９２３、９２４に平行である円周線を表し、底端部９２４
と頂端部９２３との間の距離の約７０％、即ち、モジュール９３０が筐体９６３内に位置
付けられるときのセンサ９３２の近似位置に位置付けられる。異なるセンサ９３２の位置
を作るために、バンド９２０が異なって構成される場合、基準点の高さＨが異なって位置
し得ることが理解される。管状体９２１の全体的な傾斜及び傾斜Ｂ（底端部９２４と高さ
Ｈとの間）が、滑りに対して最大の効果を有し、これらの傾斜がゼロに近づくにつれて、
報告された滑りの発生率が低減されることがわかっている。図９６に示される実施形態で
は、傾斜Ａ及び傾斜Ｂは、互いに等しく、管状体９２１の全体的な傾斜にも等しい。他の
実施形態では、傾斜Ａ及び傾斜Ｂは、互いと異なってもよく、かつ傾斜Ａ及び傾斜Ｂのう
ちの一方又は両方は、管状体９２１の全体的な傾斜と異なってもよい。これらの傾斜のう
ちのいずれかが「平均」傾斜であってもよく、かつ管状体９２１が曲線状又は他の非直線
状の縁部輪郭を有してもよいことが理解される。
【００６２】
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　上記の通り、管状体９２１の全体的な傾斜は、バンド９２０のフィット感及び滑りの可
能性に影響を及ぼし得る。管状体９２１の全体的な（平均の）傾斜は、図９６Ａに示され
るように、軸Ｘ及びバンド９２０の頂端部９２３の交点と、バンド９２０の底端部９２４
の端点との間の仮想の直線を描くことによって計算されてもよい。この計算を実施するた
めの簡略化した方法は、管状体９２１の高さに沿った任意の２つの点の間（例えば、頂端
部９２３と底端部９２４との間）の外周又は直径の差を使用して、傾斜を決定することで
ある。この仮想の線は、図９６の線である傾斜Ａ及び傾斜Ｂの組み合わせであると見なさ
れてもよいが、傾斜Ａ及び傾斜Ｂは、他の実施形態において互いと異なってもよい。傾斜
Ａ又は傾斜Ｂはまた、バンド９２０のフィット感及び滑りの可能性に影響を及ぼし得、こ
れらの傾斜は、管状体９２１の全体的な傾斜に対して、上記と同じ方法での平均として計
算され得る。一実施形態では、管状体９２１の全体的な傾斜、傾斜Ａ、及び／又は傾斜Ｂ
は、０～０．７５、又は約０．６５であってもよい。別の実施形態では、管状体９２１の
全体的な傾斜、傾斜Ａ、及び／又は傾斜Ｂは、０～０．５、又は約０．４であってもよい
。更なる実施形態では、管状体９２１の全体的な傾斜、傾斜Ａ、及び／又は傾斜Ｂは、０
～０．３又は０～０．１５であってもよい。より小さいサイズのバンド９２０（例えば、
２００ｍｍ以下の最大直径）に対して、管状体９２１の全体的な傾斜、傾斜Ａ、及び／又
は傾斜Ｂは、より大きいサイズに対するよりもゼロに近くてもよい。管状体９２１の全体
的な傾斜がゼロである場合、頂端部及び底端部９２３、９２４の寸法が、頂端部９２３が
底端部９２４よりも幅広くならないように等しいか、又はほぼ等しくてもよいことが理解
される。
【００６３】
　別の実施形態では、同様に構造化されたバンド９２０は、身体の別の部分に装着される
ように構成されてもよい。例えば、バンド９２０は、上腕、手首、手など、腕の別の部分
に装着されるように構成されてもよい。別の例として、バンド９２０は、脚、首、胴体、
頭などの様々な位置など、ユーザの異なる身体部分に巻き付くように構成されてもよい。
バンド９２０の寸法及び輪郭は、異なる身体部分に巻き付くために調節されてもよいこと
が理解される。
【００６４】
　一実施形態では、バンド９２０は、例えば、弾性布地など、ユーザがバンド９２０を快
適に装着することを可能にし、かつバンド９２０をユーザの身体上に配置及び取り外しす
るために伸張することができる可撓性の弾性材料から形成されてもよい。バンド９２０は
、一緒に結合される材料の２つ以上の層から作製されてもよく、それは、複数の層を作る
ために折り畳まれる単一の部品の一部であってもよい。図１１及び１２はバンド９２０の
一実施形態を示し、図１４～１７、３９Ａ及びＢ、並びに６８～７０Ｃは、本明細書に記
載される幾つかの異なる特徴を有する同様の実施形態を示す。
【００６５】
　図１１～１７並びに３９Ａ及びＢに示される実施形態では、バンド９２０は、２つの層
を形成するためにそれ自体の上に折り畳まれ、２つの層間に塗布された接着剤によって結
合される一片の布地から作製される。接着剤は、幾つかの実施形態ではパターンに形成さ
れてもよく、それは、最終製品において目に見え、独特の外観をもたらす。接着剤パター
ンはまた、バンド９２０の伸張の最大程度を制御すること、バンド９２０の伸張若しくは
他の変形の位置を制御すること、バンド９２０の耐久性を強化すること、及び／又は他の
機能など、機能的であってもよい。図１２、１４、並びに３９Ａ及びＢに示されるように
、接着剤は、バンド９２０に沿って軸方向に（即ち、端部９２３と端部９２４との間に）
延在し、互いから円周方向に離間した、複数の線９２５で塗布される。これらの構成にお
いて、バンド９２０の放射状の伸張は、線９２５間で生じ、接着剤の線９２５は、低伸張
性範囲を提供する。図１２、１４、並びに３９Ａ及びＢのバンド９２０は、接着剤の破線
又は不連続な線９２５（即ち、線分）を有し、各線９２５に沿って１つ以上の間隙９２６
を有する。加えて、本実施形態の各線９２５の間隙９２６は、隣接する線９２５の間隙９
２６からずれているか、又は互い違いになっている。別の実施形態では、バンド９２０は
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、図４０Ａ及びＢにあるような接着剤の実線９２５（直線及び／若しくは曲線であっても
よい）、又は接着剤の１つ以上のブロックを有してもよい。図１２、１４、３９Ａ及びＢ
、並びに４０Ａ及びＢの接着剤の線９２５の構成は、幾つかの利点を提供する。第１に、
軸方向に延在する線９２５は、バンド９２０の弾性材料の弾性率又弾性応答が伸張の量を
制御するように、バンドの放射状の伸張のほとんどが線９２５間で生じることを可能にす
る。加えて、軸方向に延在する線９２５は、線９２５の接着剤が、軸方向のバンド９２０
の弾性率又弾性応答により有意な影響を及ぼすことを可能にし、したがって、生じる軸方
向の伸張の量を制限する。これは、バンド９２０が、バンドを伸張させることによりユー
ザによって及ぼされるエネルギーを消費するよりもむしろ、必要に応じて摺動するように
、バンド９２０がユーザの身体（例えば、前腕）に引っ張って身に着けられる際の過剰な
伸張を回避するために有益である。間隙９２６の「ずれ」もまた、軸方向の伸張の制限に
役立つ。更に、接着剤の線９２５の断続的な適用は、バンド材料の布地が典型的には接着
剤よりも通気性であるため、より大きい通気性を提供する。別の実施形態では、バンド９
２０は、２つの層を形成するためにそれ自体の上に折り畳まれ、接着剤、縫合などによっ
て端部９２３、９２４の周囲で結合される一片の布地から作製される。
【００６６】
　バンド９２０は、概して、電子モジュール９３０を保持するように構成され、それは、
バンド９２０から取り外し可能であってもよい。一実施形態では、バンド９２０は、取り
外し可能な構成でモジュール９３０を受容するように構成された空洞９４１を画定する、
ポケット９４０を有する。一実施形態では、図１１及び１２に示されるように、ポケット
９４０は、ユーザの身体に向き合い、かつ／又は接触するように構成された、バンド９２
０の内側表面９２７からアクセス可能である。図３６～３８は、同様にポケット９４０の
構成要素を示す。この構成において、ポケット９４０は、バンド９２０の内側９２７上に
画定されるアクセス開口部９４２を有し、モジュール９３０は、開口部９４２を通じて挿
入及び取り外しされ得る。バンド９２０は、このアクセスを容易にするために、裏返しに
されてもよい。図１１～１７並びに３６～３９Ａ及びＢに示される各実施形態のポケット
９４０は、バンド９２０の外側表面９２８の一部を形成する外壁９４３と、バンド９２０
の内側表面９２７の一部を形成する内壁９４４とを有し、空洞９４１は、壁９４３と壁９
４４との間に画定される。これらの壁９４３、９４４は、一実施形態では、少なくとも多
少可撓性であり、単一の層及び／若しくは部品、又は複数の層及び／若しくは部品から作
製されてもよい。他の実施形態では、壁９４３、９４４は剛性であってもよく、バンド９
２０の他の部分と同じ材料又は異なる材料から作製されてもよい。アクセス開口部９４２
は、モジュール９３０の一端（一実施形態では、ＵＳＢコネクタ１３５）を開口部９４２
に挿入し、次いで、開口部９４２を通じて空洞９４１中へモジュール９３０の残りを押す
ことによって、モジュール９３０が挿入されるように、図１１～１４並びに３６～３９Ａ
及びＢの実施形態では、空洞９４１の一端において内壁９４４内に画定される。
【００６７】
　図３９Ａ及びＢは、モジュール９３０がポケット９４０に挿入されたバンド９２０の実
施形態を示す。図３９Ａ中、ポケット９４０は、バンド９２０の頂端部９２３により近く
（即ち、ユーザの肘により近く）位置付けられた光９３４及びボタン９３３、並びにバン
ド９２０の底端部９２４により近く（即ち、ユーザの手首により近く）位置付けられたコ
ネクタ９３５を有するモジュール９３０の挿入のために構成されている。これは、図１４
の構成と同様である。図３９Ｂ中、ポケット９４０は、バンド９２０の底端部９２４によ
り近く（即ち、ユーザの手首により近く）位置付けられた光９３４及びボタン９３３、並
びにバンド９２０の頂端部９２３により近く（即ち、ユーザの肘により近く）位置付けら
れたコネクタ９３５を有するモジュール９３０の挿入のために構成されている。これは、
図１１及び１２の構成と同様である。アクセス開口部９４２（図３９Ａ及びＢに示されな
い）が、図３９Ａの頂端部９２３付近及び図３９Ｂの底端部９２４付近に位置してもよい
ことが理解される。図３９Ｂの構成は、より大きい人間工学及び使いやすさを提供し得る
。例えば、光９３４を見て、ボタン９３３を押すことは、これらの構成要素が手首により
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近く位置するとき、より少ない動作及びより自然な動作を必要とし得る。また、ボタン９
３３を押す力はユーザの腕を圧縮し、ボタン９３３が、骨が皮膚により近い手首により近
い場合、ボタンを押す力の下で圧縮することができる軟組織はより少ない。図３９Ｂの構
成において、保護シェル９４８（以下に記載）は、ユーザが腕にバンド９２０を引っ張っ
て身に着けるために把持し得る範囲に位置するため、コネクタ９３５を保護する。
【００６８】
　図１３Ａ及びＢは、バンド９２０の内側表面９２７上にアクセス開口部９４２を有する
ポケット９４０に、モジュール９３０を挿入するための別の構成を示す。
【００６９】
　ポケット９４０はまた、モジュール９３０のセンサ（複数可）９３２に、ユーザの身体
に接触すること（例えば、心拍センサ）、あるいはユーザの身体と直接相互作用すること
（例えば、光、熱、若しくは他の放射ベースのセンサ）などによって、ユーザの身体を直
接検知するための妨げられない経路を可能にするように構成された、１つ以上のセンサ開
口部９４５を含んでもよい。図３６～３８に示される実施形態では、ポケット９４０は、
アクセス開口部９４２とは別である内壁９４４上の単一のセンサ開口部９４５を有する。
他の実施形態では、センサ開口部９４５は、単一の開口部のみが内壁９４４に画定される
ように、アクセス開口部９４２と連続していてもよく、かつ／又はポケット９４０は、複
数のセンサ開口部９４５を有してもよい。この構成の一例は、図６８～７０Ｃ及び７８～
８２に示される。
【００７０】
　ポケットの外壁９４３は、モジュール９３０を被覆するように構成され、外壁９４３を
通じたモジュールの読み取り及び／又は操作を可能にするように構成されてもよい。例え
ば、外壁９４３は、モジュール９３０の表示器を見ることを可能にするために、１つ以上
の窓９４６を含んでもよい。そのような窓９４６は、それを通じて光又は照明付き表示器
を見ることを可能にする、外壁９４３の開口部、又は透明若しくは半透明の部分であって
もよい。図１１～１４、３９Ａ及びＢ、並びに６８～７０Ｃに示される実施形態では、外
壁９４３は、単一の光を見ることを可能にするための窓９４６を有し、加えて又は交互に
（alternately）、モジュール９３０の複数のＬＥＤ（即ち、読み取り可能な表示器）を
見ることを可能にするように構成された、１つ以上の窓９４６を有してもよい。ポケット
９４０が、モジュール９３０の構造と補完的であるように構成された１つ以上の窓９４６
を有してもよいことが理解される。
【００７１】
　別の例として、外壁９４３は、外壁９４３を通じたモジュール９３０の１つ以上のボタ
ン９３３の操作を可能にするように構成された、１つ以上のボタン部分９４７を有しても
よい。「ボタン」が、機械／電気ボタン、タッチスクリーンインターフェイス、又は他の
手動で機能可能な構成要素を含んでもよいことが理解される。ボタン部分９４７は単純に
、図１１～１４に示されるように、ユーザがボタン部分９４７を押して、モジュール９３
０のボタン９３３を作動させることを可能にする、外壁９４３の可撓性部分であってもよ
い。外壁９４３は更に、外壁９４３及び／又はより大きい可撓性を有する凹形又はくぼん
だ部分などのバンド９２０の部分の屈曲を制御するために、１つ以上の屈曲ゾーン（図示
せず）を有してもよい。別の実施形態では、ボタン部分９４７は、モジュール９３０のボ
タン（複数可）９３３を作動させるボタン機構（又は複数の機構）を有してもよい。更な
る実施形態では、ボタン部分９４７は、モジュール９３０が光を有するボタンを有する場
合（図４２を参照されたい）、又はモジュール９３０が照明付きタッチスクリーン表示器
を有する場合などに、窓９４６を兼ねてもよい。外壁９４３は更に、モジュール９３０上
のボタン（複数可）９３３の位置（複数可）の指示、ロゴ、命令などの印９４７Ａを有し
てもよい。
【００７２】
　ポケット９４０は更に、モジュール９３０の少なくとも一部分を保護するために、空洞
９４１内に保護シェル９４８を含んでもよい。シェル９４８は、剛性プラスチック若しく
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は繊維強化ポリマー（例えば、熱可塑性ポリウレタン）、金属性材料、又は他の材料など
、剛性材料から形成されてもよい。図１１～１４の実施形態では、ポケット９４０の壁９
４３、９４４は可撓性であり、シェル９４８は、空洞９４１内に受容され、アクセス開口
部９４２と反対側の端部に位置付けられる。この構成において、シェル９４８は、モジュ
ール９３０のＵＳＢコネクタ９３５を受容及び保護する。シェル９４８は更に、摩擦フィ
ット構成、モジュール９３０との相補的インターロック構造など、いったんモジュール９
３０が挿入されると、モジュール９３０を保持するための構造を有してもよい。シェル９
４８はまた、モジュール９３０が完全に挿入されたことをユーザに示すために、モジュー
ル９３０が完全に挿入されたときに、聴覚及び／又は触覚指示を生成する構造を有しても
よい。これらの聴覚／触覚指示は、ロック構造あり又はなしで使用されてもよく、コネク
タ９３５相互作用してもよい。シェル９４８は、接着剤又は他の結合材料、摩擦フィット
、様々な機械接続技術などによって、ポケット９４０内で保持されてもよい。他の実施形
態では、シェル９４８は、モジュール９３０のより大きい若しくはより小さい割合を被覆
してもよく、又はポケット９４０は、シェルを全く有しない場合がある。図１６もまた、
一構成における保護シェル９４８を示す。
【００７３】
　図１５Ａ～１７に示される他の実施形態では、バンド９２０は、バンド９２０の外部に
アクセス開口部９４２を有してもよい。例えば、図１５Ａは、アクセス開口部９４２がバ
ンド９２０の外側表面９２８上に露出される一実施形態を示し、モジュール９３０は、ア
クセス開口部９４２を通じて空洞９４１中に挿入され得る。本実施形態のモジュール９３
０は、最初に開口部９４２を通じてモジュール９３０の端部を挿入することによって、上
記の技術と同様に挿入される。別の例として、図１５Ｂは、アクセス開口部９４２がはる
かに大きく、空洞９４１とほぼ同じサイズである、一実施形態を示す。本実施形態では、
モジュール９３０全体が開口部９４２を通じて空洞９４１中へ下方に押され、次いで、ポ
ケット９４０内にモジュール９３０を固定するために、固定部材９４９が使用される。本
実施形態の固定部材９４９は、フックアンドループ材料、機械締結具（例えば、スナップ
若しくはボタン）、又は他の解放可能な接続など、解放可能な接続を有するストラップで
ある。他の実施形態では、固定部材９４９は、キャップ、フラップ、タブ、又は他の構造
などの異なる構成を有してもよい。図１６は、これらの実施形態の両方の断面図を示す。
図１７は、モジュール９３０が図１５Ａの実施形態と同様に挿入される、一実施形態を示
す。
【００７４】
　バンド９２０は、熱プレス動作を使用することによって組み立てられてもよく、熱活性
化フィルムは、バンド９２０の部品を一緒に結合する。図１８～３８は、バンド９２０の
組み立て／製造の方法の一実施形態を示す。本実施形態では、本体部品９５０は、図１８
に示されるように、弾性布材料から形成（例えば、切断）され、折り線は、破線によって
示される。本体部品９５０は、開口部９４２のための第１の穴９５０Ａと、センサ開口部
９４５のための第２の穴９５０Ｂと、窓９４６の一部を形成する第３の穴９５０Ｃとを有
する。中央折り線は、本体部品９５０を、バンド９２０の内側表面９２７を形成する内側
部分９５０Ｄ、及びバンド９２０の外側表面９２８を形成する外側部分９５０Ｅに分割す
る。図１９は、熱活性化フィルム又は接着剤フィルム（「結合材料」と称される）の主要
結合パネル９５１を示し、線９２５及び間隙９２６が、エッチング又は切断によってその
上に形成される。図４０Ａ及びＢは、主要結合パネル９５１及び得られたバンド９２０の
代替の実施形態を示す。図２０及び２１は、窓９４６の一部を形成する光用の穴９５２Ａ
を有する外側ポケット内部部品９５２、及び開口部９４２のための穴９５３Ａを有する内
部ポケット縁部結合部品９５３を示し、それらの両方が結合材料から作製される。図２２
及び２３は、内側ポケットトリム及び外側ポケット構造部品９５４、並びに内側ポケット
構造部品９５５を示し、それらの両方が結合材料の裏当てを有する布材料から作製される
。内側ポケットトリム及び外側ポケット構造部品９５４は、光用の穴９５４Ａと、その中
央から切り取られた舌部９５４Ｂとを有する。図２４及び２５の両方は、内側ポケットト
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リム及び外側ポケット構造部品９５４の代替の実施形態を示す。図２４は、ポケット９４
０内でシェル９４８に結合するために、舌部９５４Ｂ上に位置付けられた接着剤又は結合
材料９５４Ｃを有する、部品９５４を示す。図２５は、異なって位置する光用の穴を有す
る、部品９５４を示す。内側ポケット構造部品９５５は、開口部９４２のための第１の穴
９５５Ａと、センサ開口部９４５のための第２の穴９５５Ｂとを有する。図２６及び２７
は、外側ポケットトリム部品９５６及びポケット縁部トリム部品９５７を示し、それらの
両方が結合材料の裏当てを有する布材料から作製される。図２８は、グラフィック部品９
５８を示し、それはロゴ９５８Ａ又は他の印９５８Ｂ、並びに任意に、窓９４６の一部を
形成してもよい光用の穴を含んでもよい。グラフィック部品９５８は、熱活性化可能材料
から作製されてもよい。図２９は、センサ開口部９４５のための穴９５０Ｂ、９５５Ｂの
周囲に配置されてもよいフレーム部品９５９を示し、それは、ポリカーボネート材料から
作製されてもよい。図３０は、図２４にも示されるようなシェル９４８のための結合材料
９５４Ｃを示す。部品９５１、９５２、９５３などを含む、本明細書に記載される結合材
料の様々な部品が、同じ又は異なる結合材料から作製されてもよく、同じ若しくは異なる
厚さ及び／又は機能特性を有してもよいことが理解される。また、図２０～２５中の破線
が、部品が組み立て中にバンド９２０上の所定の位置に配置された後に作製される切断線
を示すことが理解される。
【００７５】
　これらの構成要素の組み立ては、結合材料を密閉する熱プレスを使用して実施されても
よい。組み立ては、図３１に示されるように、主要結合パネル９５０から開始する。図３
２中、外側ポケット内部部品９５２は、本体パネル９５０の外側部分９５０Ｅ上に配置さ
れ、内側ポケット構造部品９５５は、本体パネル９５０の内側部分９５０Ｄ上に配置され
、結合材料のわずかな粘着性がこれらの配置を所定の位置で保持し得る。フレーム部品９
５９は、組み立て後にセンサ開口部９４５を保護及び強化するために、内側ポケット構造
部品９５５中の開口部９５５Ｂの周囲に追加的に配置されてもよい。別の実施形態では、
フレーム部品９５９は、接着剤の縁取りによって置き換えられてもよい。図３３中、主要
結合パネル９５１は、本体部品９５０の外側部分９５０Ｅに適用され、粘着性によって保
持されてもよい。図３５に交互に（alternately）示されるように、主要結合パネル９５
１は、本体部品９５０の内側部分９５０Ｄに適用されてもよい。主要結合パネル９５１は
、本体部品９５０に適用され、次いで、エッチング／切断によって画定された結合材料の
線９２５のみを残すために取り除かれてもよい。図３４に示されるように、内部ポケット
縁部結合部品９５３は、本体部品９５０の内側部分９５０Ｄ上に位置し、穴９５３Ａは、
モジュール９３０の表示器があり得る場所に適切に位置する。次いで、結合材料のストリ
ップ９６０は、本体部品の外側部分９５０Ｅの縁部にわたって配置され、それは、折り畳
み後に内側及び外側９５０Ｄ、Ｅの縁部を一緒に結合する。図３６中、本体部品９５０は
、内側及び外側部分９５０Ｄ、Ｅが互いに向き合い、主要結合パネル９５１及びストリッ
プ９６０によって一緒に結合され得るように折り畳まれる。図３６は、ここでは本体部品
９５０の反対側の表面上にある、内側部分９５０Ｄ及び外側部分９５０Ｅの両方を示す。
本体部品９５０の外側部分は、その上、このステップでバンド９２０の最終形状を作製す
るために、切り取られ、かつ／又は内方へ折り畳まれてもよい。
【００７６】
　図３７中、内側ポケットトリム及び外側ポケット構造部品９５４は、部品９５４が外側
表面上にあり、舌部９５４Ｂが本体部品９５０の内側部分９５０Ｄと外側部分９５０Ｅと
の間を、開口部９４２を通じて空洞９４１へと延在するように、内側部分９５０Ｄ上に配
置される。外側ポケットトリム部品９５６は、図３７にも示されるように、外側部分９５
０Ｅ上に配置される。ポケット縁部トリム部品９５７は、部品９５７が縁部に折り重なる
ように、図３７に更に示されるように、アクセス開口部９４２の縁部に沿って配置される
。組み立てのこの時点の後、部品は、特別に設計された金型を使用することによって熱プ
レスされる。金型９７０の一実施形態は、内側部分９５０Ｄと接触している第１の金型プ
レート又は部品９７１と、外側部分９５０Ｅと接触している第２の金型プレート又は部品
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９７２とを含み、プレート９７１、９７２は、以下でより詳細に記載され、かつ図６４～
６７に示されるように、一緒にプレスされて、アセンブリを熱プレスし、ポケット９４０
を成形する。熱プレス中にプラグが開口部９４２を通じて挿入されて、ポケット９４０の
内側形状を形成する。熱プレス中、結合材料は、隣接する表面を一緒に結合するために熱
活性化され、その上、構造にある程度の局部剛性を加え得る。この局部剛性は、ポケット
９４０の形状を保持するために、かつ本明細書の別の部分に記載されるように、軸方向の
伸張を制限するために特に有利である。この構成において、組み立てられた部品９５０，
９５２、９５３、９５４、９５５、９５６、９５７は、ポケット９４０、空洞９４１、ア
クセス開口部９４２、及びセンサ開口部９４５を画定する。本体部品９５０の内側部分９
５０Ｄは、他の部品（例えば、内側ポケット構造部品９５５）と組み合わさって、内壁９
４４を画定し、外側部分９５０Ｅは、他の部品（例えば、外側ポケット内部部品９５２及
び舌部９５４Ｂ）と組み合わさって、外壁９４３を画定する。
【００７７】
　図６４～６７は、本明細書に記載され、かつ図１８～４０Ｂに示される構成要素及び技
術を使用して、バンド９２０の製造するために使用され得る、金型９７０の例示の実施形
態を示す。金型９７０は、図３７に示される組み立てられた内側及び外側部分９５０Ｄ、
Ｅの周囲で一緒にプレスされる、２つの金型プレート９７１、９７２を含み、これらの構
成要素が組み立てられた方法で金型プレート９７１と金型プレート９７２との間の金型空
洞９７３中で受容されるようにする。図６４～６７に示される構成において、第１のプレ
ート９７１は、内側部分９５０Ｄと接触し、第２のプレート９７２は、外側部分９５０Ｅ
と接触する。金型プレート９７１、９７２はそれぞれ、ポケット９４０を成形するために
、金型空洞９７３内に二次空洞９７５を作る、拡大部分９７４を有する。プレート９７１
、９７２の一方又は両方は、ガスが成形中に逃げることを可能にするための１つ以上の穴
９７８を含んでもよい。プラグ９７６は、図６５～６７に示されるように、熱プレス中に
内側部分９５０Ｄ及び外側部分９５０Ｅとの間に挿入されて、ポケット９４０の内側形状
を形成する。図６５及び６７に示されるように、プラグ９７６は、成形プロセス中にセン
サ開口部９４５を通じて延在する突出部９７７を含む。熱プレスが完了した後、金型プレ
ート９７１、９７２は分離され、プラグ９７６はポケット９４０から取り外され（開口部
９４２などを通じて）、組み立てられたバンド９２０は、金型９７０から取り外される。
図３８に示されるように、次いで、追加の製造ステップが取られてもよい。金型９７０及
びその構成要素の構造及び構成が、異なるサイズ、形状、構造などを有するバンド９２０
のために変化し得ることが理解される。
【００７８】
　完成後、アセンブリは金型から取り出され、バンド９２０の最終構造は、図３８に示さ
れるように、平坦な部品として組み立てられる。保護シェル９４８は、熱プレスが完了し
た後に空洞９４１中の所定の位置に配置されてもよく、一実施形態において、接着剤又は
結合材料９５４Ｃによって接続されてもよい。グラフィック部品９５８は、熱プレス、ヒ
ートシーリング、接着剤、又は他の結合材料などによって、バンド９２０の外側表面９２
８に接続されてもよい。加えて、シーム結合ストリップ９６１が、縁部を被覆するために
、内側及び外側部分９５０Ｄ、Ｅの折り畳まれた端部が接触する縁部に沿って配置される
。バンド閉鎖トリムストリップ９６２は、本体部品９５０の端部を一緒に結合して、管状
体９２１を形成するために使用される。本体部分９５０の側面が、管状体９２１を形成す
るための接続前に、バンド９２０の「傾斜」を作るために、角度のある形状などの形状に
切断又はトリミングされてもよいことが理解される。これらのストリップ９６１、９６２
は、熱プレス、ヒートシーリング、接着剤若しくは他の結合材料、編み／縫合、又は他の
技術によって接続されてもよい。これは、ポケット９４０が内側表面９２７上に画定され
た、バンド９２０の最終構造を形成する。ストリップ９６１、９６２は更に、ユーザの腕
にバンド９２０を引っ張って身に着けるためにバンド９２０を把持するための有効な位置
を形成してもよく、具体的には、閉鎖トリムストリップ９６２は、それがバンド９２０の
他の位置よりも低い伸張能力を有するため、有効な範囲を提供し得る。図３９Ａは、モジ
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ュール９４０がポケット９４０中に受容された、図１８～３８に示されるように構造化さ
れたバンド９２０を示し、図３９Ｂは、本明細書の別の部分に記載されるような同様のバ
ンド９２０を示す。外側表面９２８上の開口部９４２、異なる位置若しくは方向のポケッ
ト９４０、異なる身体部分の上で使用するために異なって構成されたバンド９２０など、
異なる構成を有するバンド９２０を形成するために、同様のプロセス及び構成要素が使用
されてもよいことが理解される。また、本明細書で一緒に接続されているものとして記載
される構成要素が、他の実施形態では、他の種類の接着剤／結合材料、機械締結具、編み
／縫合／縫製などの他の技術によって接続されてもよいことが理解される。
【００７９】
　図６８～７０Ｃは、ある特定の実施形態において、本明細書の別の部分に記載され、例
えば、図１１～１７並びに３９Ａ及びＢに示されるバンド９２０と共通した１つ以上の構
成要素を含んでもよい、バンド９２０の別の実施形態を示す。ある特定の実施形態の例示
のために、図６８～９３で使用される参照番号は、以下で特に注記されない限り、図１～
６７に関連して使用される参照番号と一致しており、簡潔にするために、全ての参照番号
が図６８～９３に関して再び記載されていない場合がある。図６８は、バンド９２０の外
側９２８を示し、図６９は、バンド９２０の内側９２７を示す。例えば、バンド９２０は
、図３９Ｂの構成と同様に、バンド９２０の底端部９２４により近く（即ち、ユーザの手
首により近く）位置付けられた表示器９３４及びボタン９３３、並びにバンド９２０の頂
端部９２３により近く（即ち、ユーザの肘により近く）位置付けられたコネクタ９３５を
有するモジュール９３０の挿入のために構成された、ポケット９４０を有する。別の実施
形態では、ポケット９４０は、図３９Ａの構成と同様の配置など、異なって配置されても
よい。モジュール９３０は、図６８～７０Ｃに示されない。ポケットの外壁９４３は、モ
ジュール９３０上のボタン９３３と相互作用するように構成されたボタン部分９４７と、
外壁９４３を通じて光９３４を見ることを可能にするように構成された窓９４６とを有す
る。ポケット９４０は、空洞９４１中へと延在し、センサ開口部及びアクセス開口部の両
方としての機能を果たすように構成された、内壁９４４上の開口部９４２を有する。換言
すれば、開口部９４２は、開口部９４２を通じた空洞９４１中へのモジュール９３０の挿
入を可能にするのに十分大きく、開口部９４２の一部分は、センサ（複数可）９３２がユ
ーザの身体にごく接近していることを可能にするために、モジュール９３０の突出部９３
９が延在することを可能にする。
【００８０】
　図６８～７０Ｃのバンド９２０は、バンド９２０とは別に形成され、バンド９２０に接
続されてポケット９４０を形成する、筐体９６３を利用する。筐体９６３の一実施形態は
、図７４～７５及び７８～８２に示される。筐体９６３は、一実施形態では、熱可塑性ポ
リウレタン（ＴＰＵ）材料から作製されてもよく、単一の部品で形成されるが（例えば、
射出成形によって）、他の実施形態では、他の材料、複数の部品、及び／又は他の技術か
ら部分的又は完全に作製されてもよい。本実施形態の筐体９６３は、空洞９４１を完全に
画定し、内壁９４４上の開口部９４２及び外壁９４３上の窓９４６を画定する、適度に剛
性のシェルである。一実施形態では、筐体９６３の剛性は、モジュール９３０を保護する
のに十分剛性であり、バンド９２０のボタン部分９４７を押すことによって、ボタン９３
３の操作を可能にするのに十分可撓性であってもよい。筐体９６３の剛性は、バンド９２
０を形成する布材料の剛性よりも大きくてもよい。筐体９６３はまた、図７９に示される
ように、バンド９２０の外側表面９２８上のボタン部分９４７によって、ボタン９３３の
操作を容易にするために、かつ／又はボタン９３３の「感触」を強化するために、一実施
形態では、外壁９４３上の突出部９８７を有してもよい。突出部９８７は、ボタン９３３
の操作が筐体９６３の隣接部分の少量の移動／屈曲を必要とするように、ボタン９３３と
軽く係合するか、又はボタン９３３にごく接近していてもよい。図７９の実施形態は、外
壁９４３の内側表面に適用されるエポキシ材料から形成されたドーム形状の突出部として
形成された、突出部９８７を有する。他の実施形態では、突出部は、筐体９６３と一体的
に形成（例えば、成形）されるなど、異なって形成されてもよく、又は異なって構造化さ



(27) JP 6655773 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

れるか、若しくは位置してもよい。図７８～８２に示されるように、例示された実施形態
の筐体９６３は、開口部９４２の周囲で内方に延在し、ポケット９４０内でモジュール９
３０を保持するように機能する、リップ９６４を有する。図７８、８０、及び８２に示さ
れるように、開口部９４２は、突出部９３９を所定の位置で保持するために、モジュール
９３０の突出部９３９と係合するように構成された、狭くなった部分９６５を有し、リッ
プ９６４は、狭くなった部分９６５の周囲に位置する、凹型部分９６６を有する。凹型部
分９６６は、ユーザの皮膚へのより良好なアクセスを有するために、突出部９３９がリッ
プ９６４に対して更に外方に延在することを可能にする。筐体９６３はまた、モジュール
９３０のコネクタ（複数可）９３５を包囲及び保持するポケットを形成するように構成さ
れた、壁９６９を有する。
【００８１】
　一実施形態では、筐体９６３は更に、筐体９６３の周辺部の少なくとも一部分の周囲で
外方に延在し、バンド９２０への接続のために構成された、フランジ９６７を有する。図
７４及び７５並びに７８～８２に示される実施形態では、フランジ９６７は、筐体９６３
の周辺部全体の周囲に、略単一面で延在する。他の実施形態では、フランジ９６７は、異
なる構成（例えば、断続的）を有してもよく、又は存在しない場合がある。概して、図７
４及び７５並びに７８～８２に示される筐体９６３の外部表面は、美的感覚及び筐体９６
３がユーザの身体と係合するときの快適さの増大の両方のために、滑らかな輪郭である。
【００８２】
　筐体９６３の窓９４６は、一実施形態では、空の通路であってもよく、又は別の実施形
態では、バンド９２０の外側表面９２８からの材料の侵入に抵抗するために、透明の充填
剤を有してもよい。更なる実施形態では、窓９４６は、窓９４６を通じた光の透過を強化
し、表示器９３４からの光を、幅広い角度から、バンド９２０の外側表面９２８において
より明るく見えるようにするために、光散乱及び／又は集光構造を含んでもよい。例えば
、窓９４６は、一実施形態において、窓９４６と整合された透明のシリコンプリントを含
んでもよい。別の例として、窓９４６は、別の実施形態において、窓９４６と整合された
シルクスクリーン生地又は細かい織りの材料を有してもよい。更なる例として、窓９４６
は、更に別の実施形態では、接着剤又は音波溶接によって接続されるポリカーボネートフ
ィルムなど、窓９４６上で接続されたフィルムを有してもよい。様々な実施形態において
、これらの構造が窓９４６内に位置してもよく、かつ／又は窓９４６の内側及び／若しく
は外側表面にわたって位置付けられてもよいことが理解される。これは、筐体が表示器９
３４の間にかなりの壁厚さを有し得、光をより暗くさせるか、又は外周角から検出するこ
とをより困難にする可能性がある、図７８～８２に示されるように筐体９６３と共に使用
されるときに特に有利であり得る。
【００８３】
　図７１～９１は、図６８～７０Ｃに示されるバンド９２０を製造するための１組の構成
要素及び方法の一実施形態を示し、それは、２つの層を形成するためにそれ自体の上に折
り畳まれ、２つの層間に適用された縫合及び／又は接着剤によって結合される、一片の布
地から作製されてもよい。バンド９２０が別の実施形態において、一緒に結合された２つ
以上の別々の部品から作製されてもよいことが理解される。バンド９２０は、組み立てに
おいて熱プレス操作を使用してもよく、熱活性化フィルムは、バンド９２０の部品を一緒
に結合する。図８３～９１に示される方法の実施形態は、より局部的な熱プレスを利用し
、図１８～３８及び６４～６７の方法にあるようなバンド９２０全体を熱プレスすること
を伴わない。図７１～８２は、図８３～９１に関して以下でより詳細に記載される、図８
３～９１に示される方法で使用されてもよい、構成要素を示す。
【００８４】
　図７１～９１の実施形態では、本体部品９５０は、図８３に示されるように、弾性特性
を有する布材料（例えば、ポリエチレン系材料）から形成（例えば、切断）され、折り線
は、破線によって示される。グラフィック９５８は、必要に応じて、図８４に示されるよ
うに、シルクスクリーンなどによってバンド９２０の外側表面９２８に適用されてもよい
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。本体部品９５０は、筐体９６３がバンド９２０を通じて延在し、バンド９２０の内側表
面９２７からアクセス可能であるための第１の穴９５０Ａと、窓９４６と整合され、かつ
／又は窓９４６の一部を形成する、第２の穴９５０Ｂとを有する。穴９５０Ａ及びＢは、
図８５に示されるように、一実施形態では、切断又はレーザエッチングによって本体部品
９５０に形成されてもよく、グラフィックの適用の前又は後に形成されてもよい（グラフ
ィックが適用される場合）。中央折り線は、本体部品９５０を、バンド９２０の内側表面
９２７を形成する第１の又は内側部分９５０Ｄ、及びバンド９２０の外側表面９２８を形
成する第２の又は外側部分９５０Ｅに分割し、本体部品９５０は、内側表面９５０Ｆと外
側表面９５０Ｇとを有する（図８３～９１中で陰影によって示される）。外側表面９５０
Ｇは、組み立て後にバンド９２０の内側及び外側表面９２７、９２８を形成し、内側表面
９５０Ｆは、製造中にそれ自体の上に折り畳まれ、バンド９２０の内側及び外側表面９２
７、９２８の部分を形成しない。バンド９２０の内側及び外側表面９２７、９２８上で可
視的であるように構成されたグラフィック９５８が、本体部品９５０の外側表面９５０Ｇ
に適用されてもよいことが理解される。
【００８５】
　図８６に示されるように、フレームボンド９８０は、第１の部分９５０Ｄの内側表面９
５０Ｆ上の第１の穴９５０Ａの周囲に適用され、筐体９６３のフランジ９６７に結合する
ために構成され、光整合ボンド９８１は、第２の部分９５０Ｅの内側表面９５０Ｆ上の第
２の穴９５０Ｂの周囲に適用され、窓９４６の周囲で筐体９６３に結合するために構成さ
れている。この構成において、光整合ボンド９８１は、窓９４６を被覆し、光の通過を遮
断する可能性がある、窓９４６に対する穴９５０Ｂの変位に抵抗する。光整合ボンド９８
１は図８６中で適用されているものとして示されるが、一実施形態では、光整合ボンド９
８１は、内側及び外側部分９５０Ｄ及びＥを一緒に折り畳む直前、図８９に示される段階
で適用されてもよい。これらのボンド９８０、９８１は、組み立て中に構成要素を所定の
位置で保持するために、一実施形態では、わずかな熱及び圧力の適用によって最初にわず
かに結合されてもよく、次いで、組み立て中のより後で、通常通りに結合されてもよい。
結合材料のストリップ９６０はまた、図８６に示されるように、本体部品９５０の外側部
分９５０Ｅの内側表面９５０Ｆの縁部にわたって配置され、折り畳み後に内側及び外側９
５０Ｄ及びＥの縁部を一緒に結合するように構成されている。別の結合ストリップ９６８
もまた、図８６に同様に示されるように、完成したバンド９２０の底端部９２４に更なる
強度及び構造支持を提供するために、中央折り線に沿って内側表面９５０Ｆ上に配置され
てもよい。
【００８６】
　次いで、筐体９６３は、図８７に示されるように、フランジ９６７が穴９５０Ａの周辺
部の周囲に位置し、開口部９４２を含む筐体９６３の部分が穴９５０Ａを通じて突出する
ように、バンド９２０に接続されてもよい。フランジ９６７は、一実施形態では、フラン
ジ９６７の一部若しくは全部の周囲を縫合すること、及び／又はフレームボンド９８０に
結合することによって、本体部品９５０の内側表面９５０Ｆに接続されてもよい。上記の
通り、一実施形態では、フランジ９６７は、縫合前にフレームボンド９８０によって内側
表面９５０Ｆに軽く、次いで、組み立て中のより後で、より強く結合されてもよい。筐体
９６３がバンド９２０に接続された後、トリム部品９８３は、図８８に示されるように、
本体部分９５０の内側部分９５０Ｄの外側表面９５０Ｇ上で接続されてもよい。このトリ
ム部品９８３は、バンド９２０の内側表面９２７の一部を形成し、筐体９６３と本体部分
９５０との間の接続を被覆する。トリム部品９８３は、様々な実施形態において、本明細
書に記載される熱活性化材料から形成されてもよく、一実施形態では、所定の位置に熱プ
レスされてもよく、トリム部品９８３は、最初に軽くプレスされ、次いで、より後の時点
でより強くプレスされてもよく、又は最初に完全にプレスされてもよい。
【００８７】
　一実施形態では、図７３に示される支持部品９８２もまた、本体部品９５０の折り畳み
前に、筐体９６３と本体部品９５０の外側部分９５０Ｅの内側表面９５０Ｆとの間に位置
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付けられてもよい。図８３～９１に示される方法は、この支持部品９８２を含まず、支持
部品９８２（使用される場合）は、一実施形態では、図８８及び８９中のステップの間で
筐体９６３及び本体部品９５０に接続されてもよい。支持部品９８２は、本明細書に記載
される熱活性化材料から形成されてもよく、所定の位置に熱プレスされてもよい。支持部
品９８２は、窓９４６と一直線上で切断された穴（図示せず）を有してもよい。この支持
部品９８２は、例えば、図４０Ａ及びＢにあるように、グラフィックがポケット９４０及
び筐体９６３にわたって位置するバンド９２０の範囲の上又は周囲に印刷される場合、グ
ラフィックの伸張又は歪みに抵抗するために含まれてもよい。グラフィックがこの位置に
印刷されない場合、支持部品９８２は含まれない場合がある。
【００８８】
　図９７～９９は、本明細書に記載される様々な実施形態に従った、バンド９２０を製造
するのに使用可能である筐体９６３の実施形態を示す。図１００及び１０１は、図９７～
９９中の筐体９６３と同様の方法で構成された筐体９６３の別の実施形態を示し、図９７
～９９に関する本明細書の記載は、特に述べられない限り、図１００及び１０１に等しく
適用する。図９７～９９中の筐体９６３は、筐体９６３の壁９９３のうちの１つ以上を通
じて延在する、１つ以上のスロット９９２を含む。筐体９６３の壁９９３が空洞９４１を
画定し、外壁９４３、内壁９４４、及び場合によっては他の壁も同様に含んでもよいこと
が理解される。
【００８９】
　スロット９９２は、水分が筐体９６３から容易に逃げることを可能にすることによって
、使用中、筐体９６３内の水分（例えば、汗）の蓄積を回避するのに役立ち得る。一実施
形態では、筐体９６３は、バンド９２０の底端部９２４に最も近く位置付けられた筐体９
６３の端部、即ち、バンド９２０が通常の立位姿勢でのユーザの腕に装着されたときに底
部にあるように構成された筐体９６３の端部に位置する、少なくとも１つのスロット９９
２を含んでもよい。図９７～９９中の筐体９６３は、筐体９６３が図６９～７０Ａ、９１
、及び９６に示される方向でバンド９２０上に配置されたとき、この位置で外壁９４３の
底端部上にスロット９９２を有する。この位置において、下向きのスロット９９２は、重
力が水分をスロット９９２に向かわせる傾向があるため、水分の通過の増加を促進する。
エクササイズ中に腕を振ることによって生成される遠心力もまた、水分を下向きのスロッ
ト９９２に向かわせ得る。筐体９６３はまた、様々な実施形態において、他の位置に１つ
以上の追加のスロット９９２を有してもよい。例えば、筐体９６３はまた、図９７～９９
の実施形態にあるように、内壁９４４の左側及び右側のうちの一方又は両方にスロット９
９２を有してもよい。これらの側面スロット９９２はまた、ランニング及び多くの他のエ
クササイズ中に一般的であるように、ユーザの腕が９０°の角度で曲げられているときに
、これらのスロット９９２のうちの１つが下向きになるため、重力及び／又は遠心力を通
じて水分の通過の増加を促進し得る。
【００９０】
　筐体９９２は、他の実施形態では、追加のスロット９９２及び／又は異なる位置に位置
するスロット９９２を有してもよく、それは、重力及び／又は遠心力が水分の流動を促進
する位置に位置付けられる場合も、位置付けられない場合もある。例えば、筐体９６３が
、別の実施形態において、異なる方向に位置付けられる、例えば、図３９Ａの実施形態と
同様に方向付けられる場合、下向きの筐体９６３の端部は異なってもよい。そのような実
施形態では、スロット（複数可）９９２は、例えば、図９７～９９の端部スロット９９２
として、筐体９６３の反対側の端部にスロット９９２を有することによって、水分の通過
の増加を促進するために、異なって位置してもよい。更なる実施形態では、筐体９６３は
、左下及び右下の角に位置するスロット９９２を有してもよい。なお更なる構成が他の実
施形態で使用されてもよい。
【００９１】
　図９７～９９の実施形態のスロット９９２は、筐体９６３の外壁９４３に形成される。
これらのスロット９９２は、外壁９４３の一部を形成し、フランジ９６７へと横方向に延
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在する、筐体９６３の側壁９９３Ａにおいて、少なくとも部分的又は全体的に形成される
と見なされてもよい。この位置において、スロット９９２は、フランジ９６７から外方に
（バンド９２０の外側９２８に向かって）位置する、筐体９６３の部分の上にのみ位置付
けられる。この構成は、水分が筐体９６３の内側から筐体の外部に移動し、バンド９２０
の材料によって吸収されることを可能にする。他の実施形態では、スロット９９２は加え
て又は交互に（alternately）、別の部分に位置してもよい。例えば、筐体９６３は、水
分がバンド９２０の外部に移動することを可能にする、内壁９４４の１つ以上のスロット
９９２を含んでもよく、又は筐体９６３は、スロット９９２を中に有してもよい他の露出
表面（異なって構成されたバンド９２０中など）を有してもよい。加えて、スロット（複
数可）９９２のサイズ（複数可）は、より大きいスロット９９２が、水分蓄積から形成し
得るいかなるメニスカスも破壊するのを補助することができるため、水分の通過特性に影
響を及ぼし得る。一実施形態では、筐体９６３の端部におけるスロット９９２は、それが
位置する壁９９３の幅の少なくとも５０％であってもよく（即ち、フランジ９６７を含ま
ない）、筐体９６３の側壁９９３上のスロット（複数可）９９２はそれぞれ、それが位置
する側壁９９３の長さの少なくとも２０％であってもよい。更に、筐体９６３は、水分が
穴に向かって移動し、形成し得るいかなるメニスカスも破壊する能力を強化するために、
筐体９６３の内側表面に適用される界面活性剤を有してもよい。界面活性剤の使用は、よ
り小さいスロット９９２の使用を可能にし得る。
【００９２】
　スロット９９２は、様々な実施形態において、多くの異なる形成技術のうちのいずれか
を使用して形成されてもよい。例えば、一実施形態では、スロット（複数可）９９２は、
レーザ切断、機械切断、熱切断、若しくは他の切断技術、機械加工技術、又は他の材料除
去技術を使用することによって、筐体が形成された後に筐体９６３中に形成されてもよい
。別の実施形態では、スロット（複数可）９９２は、スロット（複数可）９９２を形成す
るように構成されたツールを用いて、筐体９６３の材料をプレス又は成形することなどに
よって、形成プロセスの一部として形成されてもよい。例えば、上記の一体成形の射出成
形されたＴＰＵ筐体９６３は、スロット（複数可）９９２を形成する空洞に射出成形され
てもよい。当該技術分野において既知の他の技術も同様に使用され得る。
【００９３】
　図９４及び９５は、図８７に関して本明細書に記載されるように、例えば、縫合によっ
て筐体９６３がバンド９２０に接続された後に、筐体９６３のフランジ９６７の周囲で熱
プレスするために構成された、熱プレスアセンブリ９８８の一実施形態を示す。図９４及
び９５に示される熱プレスアセンブリ９８８は、筐体９６３のフランジ９６７の周囲で熱
プレスするために構成された、２つの対向する金型部品９８９、９９０を含む。熱プレス
アセンブリ９８８が筐体９６３と共にバンド９２０を熱プレスするために構成されている
ことを示すために、バンド９２０が図９５に概略的に示される。動作中、第１の金型部品
９８９は、本体部品９５０の内側部分９５０Ｄの内側表面９５０Ｆ上に位置付けられ、第
２の金型部品９８９は、本体部品９５０の内側部分９５０Ｄの外側表面９５０Ｇ上に位置
付けられる。金型部品９８９、９９０は、環状の形状であり、それぞれ内部開口部９９１
を有し、これにより、金型部品９８９、９９０は、筐体９６３のフランジ９６７の周囲で
のみプレスするように構成されている。この構成において、筐体９６３の本体は開口部９
９１内に受容され、これにより、金型部品９８９、９９０が筐体９６３の本体又はバンド
９２０の隣接部分をプレスしないようにし、それは熱適用を局所化し、バンド９２０及び
筐体９６３のプレスされていない部分上の望ましくないマーク又は変色を作ることを回避
する。図８８に示されるトリム部品９８３は、一実施形態では、熱プレスアセンブリ９８
８の動作前に適用されてもよく、金型部品９８８、９８９の形状は、示されるように、ト
リム部品９８３の形状に適合する。熱プレスアセンブリ９８８は、図８７及び８８に示さ
れる組み立てステップ後に、かつバンド９２０が図８９中で折り畳まれる前に（以下で考
察される）、バンド９２０及び筐体９６３に適用されてもよい。ヒートシール性材料の追
加の部品が、熱プレスアセンブリ９８８に関連して様々な位置で使用されてもよい。例え
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ば、図７３中の支持部品９８２はまた、本明細書で考察されるように、熱プレスアセンブ
リ９８８の動作前に適用されてもよい。金型部品９８８、９８９の構成が、筐体９６３及
びトリム部品９８３（又は使用され得るヒートシール性材料の他の部品）の形状及び構成
に応じて変化し得ることが理解される。
【００９４】
　次いで、本体部品９５０は、図８９に示されるように、内側及び外側部分９５０Ｄ及び
Ｅが互いに向き合うように、折り畳まれる。内側及び外側部分９５０Ｄ及びＥの外側表面
９５０Ｇはそれぞれ、バンド９２０の内側及び外側表面９２７、９２８を形成し、内側表
面９５０Ｆは、この構成において、バンド９２０内で内部に位置する。シーム結合ストリ
ップ９６１は、図９０に示されるように、縁部を被覆するために、内側及び外側部分９５
０Ｄ及びＥの折り畳まれた端部が接触する縁部に沿って配置される。一実施形態では、ス
トリップ９６０、９６１、９６８、フレームボンド９８０、トリム部品９８３、光整合ボ
ンド９８１、及び任意に支持部品９８２（存在する場合）は、局部結合技術などによって
、本プロセスのこの時点で完全に結合されてもよい。例えば、結合は、個々にかつ順次に
各部品を結合することによって、又は所望の位置で所望の部品をプレスし、バンド９２０
の他の位置をプレスしないように構成されたツール表面を用いた熱プレスによって、達成
されてもよい。本体部分９５０は、図９１に見られるように、角度のある縁部を形成する
ために、本体部品９５０の端部９５０を切断することなどによって、本プロセスのこの時
点で所定のサイズに切断されてもよい。バンド閉鎖トリムストリップ９６２は、図９１に
示されるように、本体部品９５０の端部を一緒に結合して、管状体９２１を形成するため
に使用されてもよい。一実施形態では、本体部品９５０の端部は、最初に巻かれて管状体
９２１を形成し、次いで、継ぎ目に沿って一緒に縫合され、次いで、縫合部を被覆し、接
続を固定するために、バンド閉鎖トリムストリップ９６２が適用される。バンド閉鎖トリ
ムストリップ９６２は、組み立てられたときにバンド９２０の内側及び外側表面９２７、
９２８の両方に巻き付き、バンド閉鎖ストリップの一実施形態は、図７０Ｃでより詳細に
見られる。一実施形態では、閉鎖トリムストリップ９６２は、上記の追加の熱プレス動作
に続いて、局部的に熱プレスされる。トリムストリップ９６２のステッチ及び接続後、ポ
ケット９４０が内側表面９２７上に画定された、バンド９２０の最終構造が形成される。
【００９５】
　バンド９２０は、管状体９２１のサイズ（即ち、外周）を調節可能にするために、一実
施形態では、調節機構が更に備わっていてもよい。そのような調節機構の例は、バンド９
２０がユーザの身体の一部分に巻かれ、締結されて管形状を形成し得るような、調節可能
な締結構造、又は異なる位置で締結されてバンド９２０を締めるか、若しくは緩めてもよ
い折り畳み式タブ若しくはフラップを含んでもよい。そのような調節機構のために使用さ
れ得る締結構造としては、フックアンドループ（即ち、Ｖｅｌｃｒｏ）、スナップ、クリ
ップ、バックル、タイなどが挙げられる。そのような調節機構の他の例としては、上記の
ように締結され得る、締め付けストリップ若しくはストラップ、又は引き紐が挙げられる
。調節機構の更なる例が他の実施形態で使用され得る。図９２及び９３は、そのような調
節機構のために使用され得る構造の例示の実施形態を示す。例えば、図９２は、一端でバ
ンド９２０の縁部に近接して固定され、反対側の端部で解放可能なコネクタ９８５（本実
施形態ではＶｅｌｃｒｏ）を有する弾性タブ９８４を備える、バンド９２０を示す。弾性
タブ９８４は、局部的に圧縮を増加させるために伸張及び再接続され得、それにより、バ
ンド９２０をユーザの身体によりしっかりと取り付けさせる。タブ９８４は、本実施形態
では、バンド９２０の頂端部９２３において接続されるが、他の実施形態では、別の部分
に位置し得る。別の例として、図９３は、バンド９２０の長さの大部分に沿って延在する
弾性コード又は引き紐９８６を備えたバンド９２０を示し、一端は、バンド９２０の１つ
の縁部の近くで固定され、もう一端は、バンド９２０の反対側の縁部の近くで解放可能な
コネクタ９８５（本実施形態ではＶｅｌｃｒｏ）を有する。コード９８６は、本実施形態
では、バンド９２０の頂端部９２３において接続されるが、他の実施形態では、別の部分
に位置し得る。コード９８６は、バンド９２０の頂端部９２３の全長の大部分に沿って圧
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縮を増加させるために、伸張及び再接続され得る。調節機構の更に異なる実施形態が他の
実施形態で使用され得る。
【００９６】
　図４１は、激しい身体的活動中に使用され得るアームバンド内に挿入可能であるなど、
衣料又は他のデバイスと関連して使用され得るモジュール９３０の斜視側面図を示す。モ
ジュール９３０は、本明細書の別の部分に記載される１つ以上の機械、電気、及び／又は
電気機械構成要素、並びにモジュール９３０のための構造構成を形成するケーシング９３
１を含んでもよい。モジュール９３０は、プロセッサ、非一時的なコンピュータ読み取り
可能媒体、センサ、及び／又はトランシーバのうちの少なくとも１つを備えてもよい。１
つ以上の構成要素が、図１～５中で上記に図示及び記載される任意の構成要素と同様及び
／又は同一であってもよい。当業者は、モジュール９３０及びケーシング９３１が複数の
異なる構造構成を有してもよく、図が単に例示的であることを理解するであろう。
【００９７】
　図４１の実施形態では、モジュール９３０は、例えば、心拍センサ、又はユーザの別の
生理学的パラメータを検知するための他のセンサの形態であってもよい、少なくとも１つ
のセンサ９３２を有する。モジュール９３０は、ユーザの皮膚と接触するように構成され
てもよい一方で、モジュール９３０は、バンド又は装置内で固定される。例えば、この例
示された実施形態の心拍センサ９３２は、皮膚と接触又はごく接近して最良に動作する光
センサである。図４１に示されるように、モジュール９３０のケーシング９３１は、下側
９３６上に突出部９３９を有し、センサ９３２は、突出部９３９の端部上に載置される。
突出部９３９は、ケーシング９３１の周囲表面から更に離れてセンサ９３２を延在させ、
ユーザの身体との連続的な接触を形成するためのより大きい能力を可能にする。バンド９
２０は、突出部の前面がユーザの皮膚と接触することを可能にする開口部を有してもよい
が、下側９３８の残りの部分は、バンド９２０内で保持されるか、又は材料の少なくとも
１つの層によってユーザの皮膚から少なくとも離れている。一実施形態では、材料の層は
、ユーザの皮膚上の検知表面から離れて水分（例えば、汗）を逃すように構成されてもよ
い。他の実施形態では、それは、水分、光、及び／又は物理的材料が、身体的活動中に検
知表面又は位置と接触することを防止するように構成されてもよい。一実施形態では、そ
れは、ある特定の波長の光を選択的に遮断してもよい。ある特定の実施形態では、少なく
とも９５％の周辺光が、検知表面のすぐ近くの場所内で遮断される。別の実施形態では、
少なくとも９９％の周辺光が遮断される。これは、光心拍センサなどの光センサに対して
有利であり得る。当業者は、図１～５ン関連して上記に記載されたセンサを含む他のセン
サが、本開示の範囲から逸脱することなく、単独で、互い又は他のセンサと組み合わせて
のいずれかで使用され得ることを理解するであろう。
【００９８】
　１つの一般的な実施形態では、モジュール９３０は、ユーザ作動式入力を提供するため
に、例えば、ボタン９３３などの１つ以上のユーザ入力インターフェイスを含んでもよい
。例示のユーザ入力インターフェイスは、下側９３６と反対側の頂部側９３７上に示され
る、単一の機械ボタン、例えば、ボタン９３３からなってもよい。更に他の実施形態では
、表示特徴９３４が、ユーザ入力インターフェイスとして構成されてもよい。当業者は、
１つ以上のユーザ作動式入力もまた、モジュール９３０の１つ以上のトランシーバを通じ
て受信され得ることを理解するであろう。例えば、システムは、ユーザがボタン９３３を
使用して模倣し得る電子モバイルデバイスにユーザ入力を入力するか、あるいは、作動ボ
タン９３３の特定のインスタンスで利用可能なものとは異なる機能を実施することが可能
であり得るように構成されてもよい。モジュール９３３は、１つ以上の表示特徴９３４を
更に備えてもよい。
【００９９】
　一実施形態では、バンド又は装置のポケット９４０は、ユーザに少なくとも１つの視覚
的印を提供する表面上の表示特徴９３４を有する、モジュール９３０を受容するように構
成されてもよい。表示特徴９３４は、発光ダイオードなどの単純な光源であってもよい。
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特定の実施形態では、表示特徴における少なくとも１つの光源の色、強度、又は照明パタ
ーンが、ユーザに視覚指示を提供するために使用されてもよい。当業者は、ＬＥＤ、ＯＬ
ＥＤ、ＬＣＤなどのより複雑な表示デバイスが利用され得ることを更に理解するであろう
。聴覚及び触覚などの他の出力機構は、本開示の範囲内である。
【０１００】
　モジュール９３０は、外部デバイスへの充填及び／又は接続のための１つ以上のコネク
タ９３５を更に含んでもよい。一実施形態では、コネクタ９３５は、１つ以上のユニバー
サル・シリアル・バス（ＵＳＢ）標準に準拠し得るものなど、シリアルバス接続を含んで
もよい。一実施形態では、コネクタ９３５は、モジュール９３０の１つ以上のトランシー
バを介して伝送され得る、外部デバイスへの少なくとも同じ電子情報を提供するように構
成されてもよい。
【０１０１】
　図４１の実施形態のモジュール９３０が、図１１及び１２並びに３６～３９Ｂに示され
るポケット９４０内に受容されるとき、コネクタ９３５はシェル９４８内に受容され、ケ
ーシング９３１の下側９３６は、ポケット９４０の内壁９４４と接触して位置付けられ、
ケーシング９３１の頂部側９３７は、ポケット９４０の外壁９４３と接触して位置付けら
れる。この配置において、突出部９３９は、センサ開口部９４５を通じて延在して、ユー
ザの身体とより近接してセンサ９３２を配置し、ボタン９３３は、外壁９４３上のボタン
部分９４７に隣接して位置付けられ、光９３４は、窓９４６と整合して位置付けられて、
外壁９４３を通じて光９３４を見ることを可能にする。センサ開口部９４５を通じて延在
し、かつある特定の実施形態における突出部９３９は、モジュール９３０を所定の位置で
保持するのを補助し得る。この構成において、コネクタ９３５と反対側のモジュール９３
０の端部は、モジュール９３０の取り外しのための把持を容易にするために、アクセス開
口部９４２からわずかに突出する。
【０１０２】
　ケーシング９３１は、ユーザの皮膚にごく近接したモジュール９３０の装着の快適さを
高めるための構造構成を有してもよい。例えば、ケーシング９３１は、薄い形状を作るた
めに平坦な構成を有し、モジュール９３０がユーザの身体に装着されているときにあまり
目立たないようにする。別の例として、ケーシング９３１は、快適さを強化するために、
下側９３６及び頂部側９３７上の曲線の輪郭、並びに曲線縁部又は面取りした縁部を有し
てもよい。
【０１０３】
　図４２～５９は、異なって構成されたケーシング９３１を有する様々なモジュール９３
０の幾つかの追加の実施形態を示す。例えば、図４２は、平坦端ケーシング９３１と、表
示特徴（例えば、光源）９３４を上に有するボタン９３３とを有する、モジュール９３０
を示す。図４３は、コネクタ９３５の反対側の端部付近の光９３４、単一ボタン９３３を
有し、かつセンサ９３２において突出部がない、モジュール９３０を示す。図４４は、ボ
タン９３３を包囲する光９３４を除いて、図４３のモジュールと同様のモジュール９３０
を示す。図４５は、頂部側９３７上ではなく、コネクタ９３５の反対側の端部に位置する
照明付きボタン９３３、９３４を有する、モジュール９３０を示す。図４６～５９は、多
くの異なる方法で形状決定、サイズ決定、及び構成された突出部９３９の例を有する、様
々な異なる実施形態を示す。図５７は、ボタン９３３が頂部側９３７から窪んでいる、モ
ジュール９３０を示す。特徴の異なる構成及び配置を有するモジュールのなお更なる例が
企図される。
【０１０４】
　図６０～６３は、図４１の実施形態と同様に、下側９３６上に突出部９３９を有するケ
ーシング９３１を有し、センサ（例えば、心拍センサ）が突出部９３９の端部上に載置さ
れた、モジュール９３０の追加の実施形態を示す。モジュール９３０は、図６０に見られ
るように、頂部側９３７上のボタン９３３など、１つ以上のユーザ入力インターフェイス
を含む。図６０～６３の実施形態のモジュール９３０のケーシング９３１は、快適さを強
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化するために、曲線縁部又は面取りした縁部を有する。別の実施形態では、図６３に示さ
れるように、モジュール９３０はまた、ＵＳＢコネクタ９３５の下側に保持構造９３５Ａ
を含んでもよい。この保持構造９３５Ａは、例えば、シェル９４８に係合することによっ
て、ポケット９４８内でコネクタ９３５を維持するのを補助し得る。このモジュール９３
０が本明細書に記載されるように利用され得、本明細書に記載される追加又は代替の特徴
を有し得ることが理解される。図６８～７０及び７８～８２に示されるバンド９２０の筐
体９６３は、図６０～６３に示されるモジュール９３０に適合するように構成されている
。
【０１０５】
　ある特定の実施形態では、センサ又はセンサの群の位置、方向、又は構成を説明するな
ど、デバイス又はシステムを校正するために、コンピュータ実行可能命令が使用されても
よい。一例として、モジュール９３０は心拍センサを含んでもよい。心拍センサは、バン
ドの上又は中で正しく方向付けられたときに、心拍センサがユーザに対してある特定の方
向に位置するか、又は方向付けられるように構成されてもよい。例えば、心拍センサが光
心拍センサである場合、それは、皮膚への距離範囲内であってもよい（複数の軸及び位置
に対して）。更に、１つ以上のセンサが、バンド内で正しく方向付けられた（例えば、ポ
ケット内に配置された）ときに、センサの接触がユーザ（例えば、ユーザの皮膚あるいは
ユーザの衣服）と連通しているように構成されるように、構成されてもよい。センサの方
向又は位置に関するあまりの多くの分散は、不正確かつ／又は不明確なデータをもたらす
可能性がある。ある特定の実施形態では、センサ（複数可）の適切な又は好ましい方向（
複数可）又は位置（複数可）を決定するために、生であるか、又は計算されたかのいずれ
かの１つ以上のセンサ測定値が利用されてもよい。
【０１０６】
　測定値は、モジュール９３０など、方向付けられるデバイス上の１つ以上のリモート又
はローカルセンサに基づいてもよい。例えば、ある特定の実施形態では、ユーザのボディ
マス指数（ＢＭＩ）又は別のパラメータが計算されてもよい。計算は、少なくとも部分的
に、方向付けられるデバイス上に位置する１つ以上のセンサに基づいてもよい。センサ測
定値（複数可）に基づき、デバイス自体上にあってもよいＵＩ、リモートデバイス、及び
／又は方向付けられる（若しくは再び方向付けられる）デバイスと電子通信しているデバ
イスが、ユーザにデバイスを再び方向付けるように指示及び／又は誘導してもよい。他の
実施形態では、それは、方向付けのためのユーザ入力を提供するために、ユーザ入力デバ
イスを提供してもよい。例えば、弱い又は不明確な値を単に検出し、センサ又はデバイス
の方向付けを推奨又は要求し得る従来技術のデバイスとは異なり、本明細書に開示される
実施形態は、データを使用して、問題及び／又は解決法を知的に決定し得る。一実施形態
では、ユーザが別の位置にデバイスを装着するべきか、かつ／又はその方向を変更するべ
きか判定するために、ユーザのＢＭＩ又は他のデータが使用されてもよい。例えば、ユー
ザのＢＭＩが正常な範囲内にあるが（例えば、２０～２５として一般的に許容される）、
心拍数データが閾値未満であるパラメータの計算で利用される場合、ある特定の実施形態
では、追加の分析が実施されて、心拍センサが調節されるべきかどうか考慮し得る。以下
でより詳細に説明されるように、更なる実施形態は、計算で使用されるパラメータの１つ
以上の計算を増強することに関する。
【０１０７】
　システム及び方法は、不正確かつ／又は不明確なデータ収集を低減するために実装され
てもよい。一実施形態では、バンドは、ユーザの付属肢又は四肢上などの位置の範囲内に
装着されるように構成されてもよい。「前腕」の使用の例に関して、前腕は、肘関節と腕
又は付属肢の手根との間の距離と考慮され得、更に、論理的に近位領域及び遠位領域に分
割され得る。例えば、前腕の近位領域は、ユーザの肩に最も近い前腕の一部分（例えば、
最大で半分）を含み、同様に、遠位領域は、手根に接続する前腕の一部分（例えば、最大
で残りの半分）を含む。この点で、バンド９２０は、前腕の近位領域で装着されるように
構成されてもよい。一実施形態では、バンド全体が、前腕の近位の半分内で保持されるよ
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うに構成されている。一実施形態では、バンドは、前腕（又は上腕）の距離などに対する
運動活動中の特定の位置において保持されるように構成され、センサ測定位置は、前腕に
沿った距離の１％又は０．５％未満移動するように構成されている。更に他の実施形態で
は、バンドは、前腕に沿った距離に対して特定の距離内移動するように構成されてもよい
が、少なくとも１つのセンサ（モジュール９３０のセンサなど）は、より小さい距離移動
するように構成されてもよい。例えば、一実施形態では、バンド９２０は、前腕の長さに
沿って約１ｍｍの移動を可能にするように構成されてもよいが、モジュール又はモジュー
ルの検知表面は、同じ軸に沿って０．５５ｍｍの移動のみ可能にするように構成されても
よい。上述のように、１つ以上の測定値が、この範囲、センサから皮膚への距離、並びに
他の位置寸法及び／又は方向を変更することを指示し得る。一実施形態では、バンド９２
０は、モジュールの検知表面（又は検知位置）を、手根から少なくとも所定の距離で保持
するように構成されている。これは、バンド９２０、モジュール９３０の機械特性による
ものであり得、かつ／又はバンド９２０及び／若しくはモジュール９３０の不正確かつ／
又は正確な使用の指示を提供するセンサの結果としてのものであり得る。更に別の実施形
態では、検知表面は、手根から離れた距離の２０％に少なくとも位置する。別の実施形態
では、バンドは、バンドの検知表面を、肘関節からの距離の少なくとも所定の距離（又は
同等）で保持するように構成されてもよい。
【０１０８】
　一実施形態では、モジュール９３０の位置、モジュールの検知表面、検知位置、及び／
又はバンド９２０を検出するために、モジュールの１つ以上のセンサ（単独で、及び／又
は他の外部センサと）が利用されてもよい。これは、直接又は間接的に行われてもよい。
ある特定の実施形態では、１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体が、コン
ピュータ実行可能命令を含んでもよく、次いで、プロセッサによって実行されるとき、プ
ロセッサに少なくとも位置校正ルーチンを実施させる。コンピュータ読み取り可能媒体（
複数可）は、モジュール、モバイル若しくはセルラーデバイスなどの外部電子デバイス、
及び／又はこれらの組み合わせに完全に位置してもよい。１つ以上の校正ルーチンは、１
つ以上の基準を検知することによって（例えば、モジュールのセンサを用いて）作動する
ことなどによって自動で起動されてもよく、又はルーチンを起動するユーザなどによる手
動起動を通じてもよい。
【０１０９】
　運動活動中の動作は、関節及び屈曲筋肉を含む解剖学的構造の身体的動作を自然に引き
起こす。一例として、屈曲筋肉は、センサ検知表面及び／又は検知位置の位置及び方向の
相対的及び絶対的な変化を引き起こし得る。本明細書で考察されるように、不正確さを引
き起こす屈曲を低減又は排除するための位置に位置するバンド、検知表面、及び／又は検
知位置を有することは、従来技術のシステムと比較して、そのような検知システムの有用
性を改善する。例えば、本デバイス（又は位置（複数可））は、一実施形態では、前腕の
緊張を低減又は排除するために位置付けられてもよい。別の実施形態では、システム及び
方法は、実際の、かつ／又は予想された屈曲又は解剖学的動作の程度を識別するために実
装されてもよい。更なる実施形態では、１つ以上の校正又は補正因子が、屈曲又は他の解
剖学的動作に基づきセンサ測定値に適用されてもよい。一実施形態では、１つの筋肉又は
筋肉群の屈曲のみが考慮されてもよい。これは、他の筋肉の屈曲が存在する場合でさえ当
てはまり得る。
【０１１０】
　図６は、異なる動作に基づき、心拍センサの出力の平均と異なるエクササイズを比較す
るチャートを示す。具体的には、図６を見ると、Ｙ軸は複数の異なるエクササイズを含む
。エクササイズは、各説明に先行して数字１、２、又は３によって示される３つのセクシ
ョンに分類される。数字は、単に異なる群を区別するために使用され、本開示の目的では
図６に対して他の意義は有しない。エクササイズを区別することによって、「全力勝負（
Fullbout）セット」エクササイズが提供され得、それは、カテゴリ（１、２、及び３）に
おいて各エクササイズを含む。図６に示されるチャートのＸ軸は、平均心拍数測定値に対
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する信頼区間を示す。図６に見られるように、前腕筋肉において緊張を引き起こすことが
概して既知のエクササイズは、同じ筋肉においてより少ない緊張を引き起こす他のエクサ
サイズよりも低いスコアを得た。例えば、「ＣｎＪ」、「スラスター」、及び「ローイン
グ」の全てが、「ボックスジャンプ」と比較して前腕筋肉においてより大きい緊張を必要
とする。
【０１１１】
　したがって、ある特定の実施形態は、動作を検出し、かつ／又は幾つかの動作を説明す
るために使用されてもよい。更なる実施形態では、校正は、変化が指定の範囲内であるこ
とを確実にするために、特定の種類の運動活動前に実施されてもよい。その範囲は、特に
、人口統計情報、実施される活動の種類、既知の補正因子若しくは制限、又はこれらの組
み合わせによって決定されてもよい。一実施形態では、ユーザは、特定の筋肉又は筋肉の
群内で既知の緊張（又は緊張の範囲）を誘発するための動作を実施するように指示されて
もよい。一実施形態では、システム及び方法は、ユーザにある特定の筋肉又は筋肉の群を
屈曲させるために実装されてもよい。例えば、ユーザは、図６に示される１つ以上の活動
を含む、特定の運動活動又は活動の群を実施するように指示されてもよい。一実施形態で
は、センサ測定値は、個々の屈曲を決定するために使用されてもよく、それは、ユーザの
解剖学的及び／又は生理学的特徴によって影響を受け得る。一実施形態では、コンピュー
タ読み取り可能媒体は、プロセッサによって処理されたときに、校正中のセンサ測定値の
結果を、同様にモジュール９３０上に全体的又は部分的に記憶され得る他の因子と組み合
わせ得る、コンピュータ実行可能命令を含んでもよい。例はとしては、ユーザの性別、体
重、年齢、及び／又は他の属性などの人口統計情報が挙げられる。
【０１１２】
　更なる実施形態では、ユーザのＢＭＩ、並びに／又は他の人工統計学的、生理学的、生
物学的、及び／若しくは解剖学的パラメータなどの他の属性が、例えば、光心拍センサな
どのセンサデータの処理を増強するために、ある特定の実施形態に従って利用されてもよ
い。光の透過率、反射率、後方散乱、及び／又は他の特性を含む、光心拍測定で利用され
る光の光学特性は、単独で、組み合わせて、かつ／又は相乗的に、筋肉量、脂肪組織を作
る作り上げる脂質、水分、電解質レベル、及び／又は他の内容物若しくはそのような内容
物の特性などのユーザの体型によって影響を受け得る。以下で考察されるように、そのよ
うな内容物の位置的分布は、ある役割を果たし得る。本開示の態様は、運動パラメータ、
例えば、ＢＭＩ、脂肪組織の存在（測定によって伝送若しくは受信される光学的光波の範
囲に近いか、若しくはその範囲内のいずれか、あるいは、全身若しくは前腕、腕の後部、
ウエスト、臀部などの局部）、及び／又は水和レベルの指示を受信し、かつ（１）例えば
、心拍数測定値の測定に割り当てられる体重などの測定値を得るために使用されるアルゴ
リズム若しくはプロセスを変更又は増強すること、又は測定の異なる波長及び／若しくは
周波数を使用すること、（２）心拍数（又は特定のセンサからのデータ）を測定値として
使用するかしないかを決定すること、（３）センサの位置特性を解剖学的に変化させるこ
と、及びセンサの再配置を支持することを含む、（例えば、異なるセンサ又はセンサの集
合からの）心拍数が計算され得る方法を調節すること、並びに／又は（４）集合的又は個
々に、心拍数測定プロトコルを調節又は増強するものと称され得る、１つ以上のプロセス
からの心拍数測定値を再解釈することなどであるがこれらに限定されない、心拍数測定に
関する１つ以上の態様を調節し得るシステムに関する。
【０１１３】
　１つの説明に役立つ例として、図７は、１つ以上のプロセスを増強するために実装され
てもよい、フローチャート７００を示す。フローチャート７００に示されるように、運動
パラメータ（例えば、ＢＭＩなど）は、モジュール９３０上に位置するプロセッサなどに
よって取得又は決定されてもよい（例えば、ブロック７０２）。パラメータは、単一のセ
ンサからの単一のパラメータ又は１つ以上のセンサからの複数のパラメータであってもよ
い。更なる実施形態では、単一のパラメータが、幾つかのサブパラメータから計算又は決
定されてもよい。ある特定の実施形態では、ユーザの性別、体重、及び／又は身長などの
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パラメータは、予め決定されてもよい。しかしながら、以前の計算で予め決定されていて
もよい体重又は他のパラメータは、センサデータを使用して確認又はリフレッシュされて
もよい。ＢＭＩを測定する例示の実施形態では、最も広く受け入れられている計算は、体
重（ｋｇ）を身長２（ｍ２）で割ること、したがって、ＢＭＩ＝体重／身長２である。ブ
ロック７０２のパラメータ（複数可）は、閾値レベルとして利用されてもよい（例えば、
決定７０４）。基準が満たされている場合、例えば、閾値又は範囲ルールが動作基準内で
ある場合、デフォルト心拍数測定プロトコルは制定され得る（例えば、ブロック７０６）
。プロトコルは、測定値を得るための特定のアルゴリズムであってもよく、かつ／又は光
の特定の波長及び／若しくは光強度を使用してもよい。ある特定の実施形態では、閾値を
超える（若しくは満たさない）か、又は値の範囲内ではない値は、プロセッサに二次心拍
数測定プロトコルを実行させてもよく（例えば、ブロック７０８）、それは、例えば、心
拍数測定値に割り当てられる体重若しくは信頼値、測定値としての心拍数の利用、心拍数
が計算され得る方法を調節すること、及び／又は１つ以上のプロセスからの心拍数測定値
を解釈すること、並びに本明細書で提供される心拍数測定プロトコルの任意の他の変更な
ど、実装される異なるアルゴリズム又は増強される別のプロセスを指示し得る。例示のパ
ラメータとしてＢＭＩを使用して、約２５のＢＭＩ値（「正常」と「肥満」との間の分割
線として一般的に受け入れられている）は、閾値であってもよく、更に別の実施形態では
、約２０のＢＭＩ（「低体重」と「正常」との間の分割線として一般的に受け入れられて
いる）が利用されてもよい。当業者は、複数の閾値又は範囲が使用されてもよく、それは
より高い、より低い、かつ／又はこれらの値の間であってもよいことを理解するであろう
。概して、上記のように、ユーザのＢＭＩは、体重（ｋｇ）身長２（ｍ２）で割ることに
よって計算され、したがって、ＢＭＩ＝体重／高さ２である。その入力を所与として、Ｂ
ＭＩ値は、個々の特定の体型又は他の因子（それらのうちの幾つかは本明細書に記載され
る）に基づき、人為的に上昇又は低下させられ得る。ある特定の実施形態では、ＢＭＩス
コアを加重又は増強するために、他の基準が利用されてもよい。更なる実施形態では、他
の基準がＢＭＩとは独立して使用されてもよい。ＢＭＩは、ある特定の実施形態では使用
されない場合があり、異なる測定基準がその代わりに潜在的に使用されてもよい。
【０１１４】
　この点で、本発明者らは、除脂肪身体構造を有する個人が、周辺光を遮断し、他の変数
を制御しているときでさえ、光心拍モニタからの不明確かつ／又は不正確な心拍数測定の
影響を受けやすい可能性があると断定している。例えば、図８～１０に示されるように、
チャート８００は、少なくとも部分的に、ｙ軸（要素８０４）に沿ってプロットされた、
光心拍センサを使用した心拍数測定値に基づいた、プロセッサによって計算され得るパフ
ォーマンススコア（例えば、勝負スコア）に対してプロットされた、ｘ軸（要素８０２）
に沿った例示のパラメータ（例えば、ＢＭＩ）を示す。最初に図８を見ると、勝負スコア
に対するＢＭＩパラメータの相関である、線８０６は、以下を使用して、最良適合として
表現され得る：勝負スコア＝１．６３２７ＢＭＩ＋２４．８１１。この特定の実施形態で
は、線８０６は、Ｒ２値＝０．０６０９を示す。図８のチャート８００を見ると、より低
いＢＭＩスコアを有する個人間のパフォーマンススコアは、より高いＢＭＩスコアを有す
る個人よりも多くの変動を示す。更に、４０未満の各パフォーマンススコア（ｙ軸８０４
に対して）を、ＢＭＩ＜２５を有する個人から収集した。図９及び１０は、特に、説明に
役立つ例において、図８に示されるデータの部分母集団を示し、図９は、男性個人から取
得された対応するデータ点を示し、図１０は、女性個人取得された対応するデータ点を示
す。図９に示されるように、パフォーマンススコア（例えば、勝負スコア）に対するＢＭ
Ｉパラメータの相関である、線８０８は、勝負スコア＝４．１９６２ＢＭＩ－４２．３０
５を使用して、最良適合として表現され得る。この特定の実施形態では、Ｒ２は、＝０．
３００１であってもよい。図１０に示されるように、例示のパフォーマンススコア（例え
ば、勝負スコア）に対するＢＭＩパラメータの相関である、線８１０は、勝負スコア＝－
０．４２５８ｘ＋８３．７７２を使用して、最良適合として表され得る。この特定の実施
形態では、Ｒ２は、＝０．００９８であってもよい。性別の差は、位置的分布、量、及び
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他の変数を含む、脂肪組織及び脂質貯蔵に関して存在する。したがって、一実施形態では
、ブロック７０２は、性別、年齢、又は他のパラメータ（単独で又は組み合わせて）を決
定して、閾値未満のＢＭＩ（及び／又は他のパラメータ）を有するユーザからの心拍数を
測定するために利用され得る第１のアルゴリズム、並びに閾値を超える、かつ／又は閾値
を満たすユーザからの心拍数を測定するために使用され得る第２のアルゴリズムを実装す
ることを決定してもよい（例えば、ブロック７０６及び７０８）。複数の閾値が使用され
てもよい。
【０１１５】
　ある特定の実施形態では、決定７１０は、第２のパラメータが範囲外であるか、又は閾
値に違反しているかを判定するために、ブロック７０２後に実装されてもよい。第２のパ
ラメータは、第１のパラメータの導出を含む、本明細書で考察されるパラメータを含む、
任意のパラメータであってもよい。閾値違反がない、かつ／又は基準が満たれている場合
、現在のインプレイス心拍数測定プロトコルが完全なまま残されている可能性がある（例
えば、ブロック７１２）。あるいは、決定７１０が、ある特定の実施形態において否定的
である場合は、現在のプロトコルの１つ以上の態様を修正し得る（例えば、ブロック７１
４）。例えば、本明細書で考察されるか、又は当該技術分野において既知のいずれかなど
、１つ以上の基準を満たす１人以上の個人において心拍数を検出するために、異なる光波
長が使用されてもよい。なお更なる実施形態では、スカラーが、１つ以上の基準を満たす
個人から取得された心拍数測定値に適用されてもよい。光センサ、温度センサなどからの
環境的キュー及びデータは、ユーザの脂肪組織、筋肉量などへの洞察を提供し得る即値及
び／又は長期センサデータを更に提供してもよい。更に、ある特定の実施形態では、セン
サとユーザの皮膚との間の距離は、プロトコルの変更に基づき、自動的に調節されるか、
又は手動で行われるように要求されてもよい。
【０１１６】
　更に別の実施形態では、１つ以上の補正因子及び／又は校正値は、ユーザが実施してい
る運動活動を検出することに基づき、変更又は作成されてもよい。検出は、モジュール９
３０からのセンサ測定値に部分的に又は完全に基づいてもよい。一実施形態では、外部デ
ータは、例えば、ユーザの電子モバイルデバイス及び／又は別のフィットネスデバイスな
どから受信及び利用されてもよい。一実施形態では、運動活動を決定するために、ユーザ
のスケジュール、過去の運動データ、友人のデータ、履歴分析、手動ユーザ入力、位置デ
ータ、及び／又はこれらの組み合わせ、並びにその他からのデータが使用されてもよい。
一実施形態では、例えば、ユーザがより高い屈曲値と関連付けられた運動活動を実施して
いるか、又は実施する可能性があることが決定されてもよく、したがって、バンド９３０
、モジュール９４０、及び／又は別の装置がある特定の位置内にあるか、又は１つ以上の
検知パラメータを調節することなどであるがこれを含まない動作状態内にあることを確認
することなど、１つ以上の命令が実行されてもよい。更に別の実施形態では、ユーザは、
バンド９２０を再校正するために、１つ以上の異なる動作又は活動を実施するように要求
されてもよい。更なる実施形態では、ユーザは、特定の位置にバンド９２０又はモジュー
ル９３０を位置付けるように指示されてもよい。なお更なる実施形態では、ユーザは、特
定のモジュールを使用するように指示されてもよい。例えば、交換可能なモジュールは、
異なる活動（及び／又はユーザ選好）に対する異なる因子に基づき、感度の増大、異なる
検知特徴、及び／又は快適さに関して交換されてもよい。
【０１１７】
　様々な実施形態において、ユーザは、モジュール９３０、バンド９２０を再配置する、
かつ／又は１つ以上の分析を実施するためのフィードバックを得ることができる。更に、
本システムは、ユーザに範囲／百分率が許容可能であるかどうかを判定させるか、又はむ
しろ、本システムの構成要素を再配置させるか、若しくは取り換えるなどのために、ユー
ザの範囲又は百分率を示すためのフィードバックを提供してもよい。
【０１１８】
　追加のハードウェア
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　図１０２～１１１は、図６８～７０Ｃに示されるバンド９２０の特徴の幾つか又は全部
を含む、バンド９２０と共に使用するための実施形態を示し、図７１～９１に示される方
法と同様の方法で製造されてもよい。したがって、すでに記載されたものと同様である図
１０２～１１１のバンド９２０の特徴及び製造技術は、簡潔にするために必ずしも再び記
載されない。すでに記載された同様の構成要素は、同様の参照番号を使用して言及されて
もよい。
【０１１９】
　図１０２～１１１の実施形態では、バンド９２０は、筐体９６３に接続され、かつ／あ
るいはポケット９４０内に受容され、モジュール９３０がポケット９４０内に受容された
ときにモジュール９３０への接続のために構成された、入力デバイス１０００を含む。入
力デバイス１０００は、バンド９２０の外壁９４３などを通じて、バンド９２０の外側表
面９２８からアクセス可能である１つ以上のボタン１００１を上に有する。入力デバイス
１０００は、図１１１に示されるように、外部デバイス１００２との通信のために構成さ
れ、上記のコンピュータデバイス２００の構成要素のうちのいずれかを有してもよい。一
実施形態では、入力デバイス１０００は、外部デバイス１００２との通信のために構成さ
れた無線送信機１００３（トランシーバの一部であってもよい）と、モジュール９３０の
コネクタ９３５への接続のためのポート１００４と、場合によっては、ボタン（複数可）
１００１、送信機１００３、及びポート１００４の操作のための小型メモリ及び／又はプ
ロセッサとを含む。一実施形態では、入力デバイス１０００は、内部動作システム又は重
要なソフトウェアを含まない場合があり、入力デバイス１０００は、ボタンプレス（複数
可）１００１のシーケンス及び／又は長さに伴って、ボタン１００１が押されたという信
号を単純に伝送するように構成されてもよい。
【０１２０】
　入力デバイス１０００のボタン（複数可）１００１は、触覚／機械ボタン、タッチスク
リーン、感圧ボタン、又はユーザによるタッチを検知することが可能である他のデバイス
を含む、多くの異なる種類のうちの１つであってもよい。幾つかの種類のボタン１００１
が、操作のためにバンド９２０の外壁９４３を通じた窓又は他の通路を必要とし得ること
が理解される。図１０２～１１１の実施形態では、入力デバイス１０００は、触覚ボタン
１００１を含む。入力デバイス１０００は、図１０２～１１０に示され、かつ以下に記載
されるように、１つ以上の追加のボタン１００１を含んでもよい。例えば、図１０２～１
０９の実施形態のそれぞれは、主ボタン１００１Ａと、任意の追加の音量調節ボタン１０
０１Ｂとを有する。ボタン（複数可）１００１の操作の様々な技術及び方法もまた以下に
記載される。バンド９２０はまた、図１０９に示されるように、ボタン（複数可）１００
１を起動するためにどこを押すのかをユーザに知らせるために、外側表面９２８上に印１
００８を有してもよい。
【０１２１】
　上記のトランシーバの一部であってもよい送信機１００３は、図１１１に示されるよう
に、１つ以上の外部デバイス１００２との無線通信のために構成されている。図１０２～
１１１の実施形態のいずれかがそのような送信機１００３を有し得ることが理解される。
一実施形態では、送信機１００３は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏ
ｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬＥ）送信機であってもよい。他の実施形態では、送信機１００
３は、Ｗｉ－Ｆｉ送信機などの異なる伝送、周波数、プロトコルなどを使用してもよい。
【０１２２】
　ポート１００４は、任意の接続構造を含んでもよく、ポート１００４の構成は、それが
接続されるモジュール９３０の構成によって決まり得る。図１０２～１１１の実施形態で
は、ポート１００４は、図６０～６３のモジュール９３０上のＵＳＢコネクタ９３５と接
続するように構成されたＵＳＢ又はＵＳＢ互換ポートである。ポート１００４が、モジュ
ール９３０とデータを交換するためではなく、入力デバイス１０００の操作のためにモジ
ュール９３０から電力を引き出すためだけに構成され得るため、ポート１００４が、一実
施形態では、典型的なＵＳＢポートのハードウェアの全てを含まない場合があることが理
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解される。別の実施形態では、入力デバイス１０００は、例えば、ポート１００４を通じ
てモジュール９３０から／にデータを受信及び／又は伝送すること、並びに送信機１００
３を通じて外部デバイス１００２から／にデータを受信及び／又は伝送することによって
、モジュール９３０と外部デバイス１００２との間の無線通信インターフェイスとして動
作するように構成されてもよい。
【０１２３】
　入力デバイス１０００は更に、ユーザに様々な信号（例えば、アラート）を通信するた
めに、振動モータ又は他の触覚フィードバック機構１００９（図１０６に概略的に示され
る）など、触覚フィードバック特徴を含んでもよい。入力デバイス１０００は、一定の振
動、パルス振動などの異なる種類の触覚フィードバックを提供するために構成されてもよ
い。入力デバイス１０００は、特定の触覚フィードバックを生成するために、外部デバイ
ス１００２からの信号を受信してもよい。一実施形態では、入力デバイスが単に信号を受
信し、触覚フィードバックを生成する必要があるように、いつ触覚フィードバックを生成
するのか、及びどの触覚フィードバックを生成するのかの決定が、外部デバイス１００２
によって実施される。外部デバイス１００２は、例えば、電話の着信、緊急アラート、活
動マイルストーンの達成、又は他の事象など、特定の出来事の場合に特定の触覚フィード
バックを提供するためのユーザ設定を利用してもよい。触覚フィードバックは、以下に記
載される様々なアプリケーション及び機能に関連して使用されてもよい。
【０１２４】
　入力デバイス１０００は、様々な実施形態において、ポケット９４０及び／若しくは筐
体９６３内に位置付けられてもよく、ポケット９４０及び／若しくは筐体９６３に隣接し
て位置付けられてもよく、ポケット９４０及び／若しくは筐体９６３の一部を形成しても
よく、又はモジュール９３０に接続された別個の要素であってもよい。図１０２及び１０
３の実施形態では、入力デバイス１０００は、筐体９６３内に永久又は取り外し可能に接
続される別個のデバイスである。本実施形態の入力デバイス１０００は、開口部９４２の
狭くなった部分９６５（即ち、モジュール９３０のコネクタ９３５が受容される部分）に
近接して、筐体９６３の端部内に位置付けられたケーシングの形態であってもよく、ポー
ト１００４は、筐体９６３によって画定されたポケット９４０に面する開口部を有する。
この位置において、モジュール９３０は、図１０６に概略的に示されるように、コネクタ
９３５がポート１００４内に受容されるように、筐体９６３に挿入され得る。入力デバイ
ス１０００は、一実施形態では、接着剤若しくは他の結合技術、締結具、一体形成、又は
他の技術などによって、筐体９６３内に永久に接続されてもよい。入力デバイス１０００
は、別の実施形態では、筐体９６３内に取り外し可能に接続されてもよい。そのような取
り外し可能な入力デバイス１０００は、図１０７～１１０に示され、かつ以下に記載され
るように、モジュール９３０との接続又は切断のために、筐体から取り外されてもよい。
あるいは、そのような取り外し可能な入力デバイス１０００は、入力デバイス１０００及
び／若しくは筐体９６３上の解放可能な保持構造、活動中若しくはポート１００４からモ
ジュール９３０を取り外している間に入力デバイス１０００を所定の位置で保持するのに
十分である高摩擦フィット、又は他の取り外し可能な構成などによって、モジュール９３
０が接続及び切断される際に、筐体９６３内で保持されてもよい。筐体９６３はまた、ボ
タン１００１へのアクセスを容易にするための特徴を有してもよい。例えば、図１０３に
示されるように、筐体９６３は、ボタン（複数可）１００１へのアクセスを可能にするた
めに、外壁９４３上に１つ以上の開口部１００５を有する。別の実施形態では、筐体９６
３は、上記の突出部９８７と同様に、筐体９６３上に及ぼされる力がボタン（複数可）１
００１を確実に起動することができるように、ボタン（複数可）１００１に隣接した外壁
９４３の内側表面上に、１つ以上の突出部を有してもよい。
【０１２５】
　図１０４及び１０５の実施形態では、入力デバイス１０００は、筐体９６３の一部を形
成するか、又は筐体９６３との一体構造の一部を形成する。本実施形態の入力デバイス１
０００は、開口部９４２の狭くなった部分９６５に近接した筐体９６３の端部を形成し、
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筐体９６３のものと実質的に連続的である外形及び輪郭を有する。図１０４及び１０５に
示されるように、入力デバイス１０００は、筐体９６３のフランジ９６７と連続的である
フランジ９６７を有する。入力デバイス１０００は、筐体９６３と連結し、筐体９６３は
、入力デバイス１０００のポート１００４が筐体９６３によって画定されたポケット９４
０と通信して配置されるように、ポケット９４０と通信している、入力デバイス１０００
に隣接した開放端部１００６を有する。この構成において、モジュール９３０のコネクタ
９３５は、図１０６に概略的に示されるように、モジュール９３０が筐体９６３に挿入さ
れたときに、ポート１００４内に受容される。入力デバイス１０００は、例えば、本明細
書の別の部分に記載される永久の又は取り外し可能な接続技術のうちの１つを使用するこ
とによって、一実施形態では、筐体９６３内で永久に接続されてもよく、又は別の実施形
態では、筐体９６３内で取り外し可能に接続されてもよい。本実施形態では、ボタン（複
数可）１００１は、図１０５に示されるように、入力デバイス１０００の外側表面上に位
置付けられてよい。
【０１２６】
　図１０７及び１０８の実施形態では、入力デバイス１０００は、モジュール９３０と共
に筐体９６３及びポケット９４０への挿入及びそれらからの取り外しのために構成された
、別個のデバイスである。これらの実施形態のそれぞれの入力デバイス１０００は、筐体
９６３の外側のポート１００４にモジュール９３０のコネクタ９３５を挿入し、次いで、
モジュール９３０及び入力デバイス１０００を筐体９６３に同時に挿入することによって
モジュール９３０に接続される、ケーシングの形態である。いったん挿入されると、入力
デバイス１０００は、図１０２に示される位置と同様に、開口部９４２の狭くなった部分
９６５に近接して、筐体９６３の端部内に位置付けられる。接続された構造１００７を形
成するための入力デバイス１０００へのモジュール９３０の接続、及び筐体９６３によっ
て画定されたポケット９４０への接続された構造１００７の挿入が、図１１０に概略的に
示される。図１０７の入力デバイス１０００は、主に音量調節ボタン１００１Ｂの位置の
点で図１０８の入力デバイス１０００とは異なり、それは、図１０７の実施形態では、入
力デバイス１０００の上面に位置し、図１０８の実施形態では、入力デバイス１０００の
側面に位置する。筐体９６３及び／又はバンド９２０が、開口部１００５、突出部９８７
、印１００８などを含む、ボタン（複数可）１００１を操作するための特徴の有効な位置
などによって、図１０７及び１０８の入力デバイス１０００のうちのいずれかと使用する
ために構成されてもよいことが理解される。
【０１２７】
　図１０２～１１０の入力デバイス１０００は、図６８～７０Ｃに示されるバンド９２０
に関連して使用可能であり、かつ図７１～９１に示されるように製造されるものとして図
示及び記載される。他の実施形態では、本明細書に記載される入力デバイス１０００の様
々な実施形態が、本明細書に記載されるバンド９２０の他の実施形態、例えば、図３９Ａ
及びＢに示され、かつ図１８～３８に示されるように製造される、バンド９２０と利用さ
れてもよい。入力デバイス１０００及び／又はバンド９２０がそのような組み合わせのた
めの好適な機能性を提供するために修正されてもよいことが理解される。
【０１２８】
　上記のように、入力デバイス１０００は、図１１１に示されるように、送信機１００３
を通じた外部デバイス１００２との通信のために構成されている。外部デバイス１００２
は、上記のコンピュータデバイス２００の任意の構成要素を含んでもよく、身体的活動中
のユーザによって担持され得るか、又はユーザの近くに位置付けられ得る携帯電話又は他
のモバイルデバイスであってもよい。同様に上記のように、入力デバイス１０００は、ボ
タンプレス（複数可）１００１のシーケンス及び／又は長さを含む、ボタン（複数可）１
００１の起動を示すボタン入力によって、外部デバイスに信号を伝送するように構成され
てもよい。外部デバイス１００２は、入力としてボタン入力を受信し、ボタン入力に基づ
き更なるアクションを取るように構成されたソフトウェアを含んでもよい。例えば、外部
デバイス１００２上のソフトウェアは、ボタン１００１のプレスの特定のシーケンス（例
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えば、１回、２回、若しくは３回タップ）を、異なる入力信号として解釈し得、かつ／又
は長くホールドするボタン１００１のプレスをボタンタップとは異なるものと解釈し得る
。更に、外部デバイス１００２は、異なる目的のための異なる入力としてボタン入力を解
釈及び使用するようにプログラムされ得、デバイス１００２は、ボタン入力の解釈を管理
する、様々な予めプログラムされ、かつ／又はユーザが選択した設定を含んでもよい。外
部デバイス１００２は、設定に従ってボタン入力によって制御及び／又は影響される様々
なアプリケーション及び機能性を含んでもよい。
【０１２９】
　入力デバイス１０００は、同時に又は代わりに、複数の外部デバイス１００２と通信し
ていてもよく、モジュール９３０は、入力デバイス１０００及び／又は外部デバイス１０
０２と通信していてもよい。入力デバイス１０００及び／又は外部デバイス１００２はま
た、ビデオ及び／又は静止画取り込みが可能であってもよいボディに載置されたカメラな
どの外部カメラ１００８と通信していてもよい。カメラ１００８は、入力デバイス１００
０からの入力によって直接制御されてもよく、又はボタン入力は、カメラ１００８を制御
するための命令として、外部デバイス１００２によって使用されてもよい。入力デバイス
１０００及び／又は外部デバイス１００２はまた、追加のデータの収集及び／又は通信の
ために、図４及び５に示され、かつ本明細書に記載されるアセンブリ４００、３０４など
の１つ以上のアセンブリと通信していてもよい。外部デバイス１００２が異なる種類の入
力デバイス、例えば、モジュール９３０、図４に示されるアセンブリ４００、又は他の装
着可能なアセンブリ（例えば、スマートウォッチ）からのボタン入力を受信してもよいこ
と、及び本明細書に記載される外部デバイス１００２の方法、機能、及び動作が、本明細
書に記載される実施形態に従って入力デバイス１０００と使用することに制限されないこ
とが理解される。例えば、以下に記載される機能及びアプリケーションは、入力デバイス
１０００又は任意の他の入力デバイスからの入力なしで、外部デバイス１００２によって
操作されてもよい。なお更に、外部デバイス１００２によって実施される情報の一部の処
理が、もう一方のデバイスからの更なる情報を処理及び受信するために、別のデバイス（
例えば、サーバ）に情報を送信することを含んでもよいことが理解される。
【０１３０】
　一実施形態では、外部デバイス１００２は、図１１２に示されるように動作してもよい
。この動作方法において、外部デバイス１００２は、デバイス１００２のユーザ入力を通
じて、又は入力デバイス１０００からのボタンプレスの特定のシーケンスを通じてなど、
ユーザからの複数の設定のうちの１つの選択を受信し、デバイス１００２の機能を管理す
る。設定は、同様に動作するための１つ以上の特定のアプリケーションを含んでもよい。
次いで、外部デバイス１００２は、入力デバイス１０００からのボタン入力を受信する。
次いで、外部デバイス１００２は、設定選択に基づきボタン入力を解釈し、ボタン入力の
回略に基づき１つ以上のアクションを取ることができる。ボタン入力に基づき取られ得る
アクションの例の包括的ではないリストは、情報を記憶又は削除すること、１つ以上の他
のデバイスに信号を送信すること、通話を開始、応答、又は終了すること、テキスト、写
真、又はビデオメッセージを送信すること、情報をウェブサイト、ソーシャルメディアア
ウトレット、ブログ、ＲＳＳフィードなどに投稿すること、特定の人々のグループ及び／
又は他のデバイスと情報を共有すること、位置信号を伝送すること、外部デバイス１００
２によって再生されている音楽及び／又はビデオを制御すること、外部デバイス１００２
の一体型カメラ又は外部カメラ１００８を含む、外部デバイス１００２と関連したカメラ
を制御すること、モジュール９３０と相互作用すること、モジュール９３０から受信され
たデータを伝送すること、外部デバイス１００２及び／又は入力デバイス１０００の電源
をオン又はオフにすること、並びに他の機能を含む。アクションを取った後、外部デバイ
ス１００２は、同じ設定を使用して機能し続けてもよく、又は他の設定の選択を受信して
もよい。入力デバイス１０００を使用して外部デバイス１００２に入力を伝送することは
、ユーザがデバイス１００２に直接アクセスすることなく、又はユーザがデバイス１００
２をすぐそばで保持していない（例えば、スポーツイベント中にベンチ上のジムバッグの
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中に位置する）場合でさえ、外部デバイス１００２を制御することを可能にし得る。これ
は、ある特定の身体的活動中に直接操作することが困難又は不可能であり得る、外部デバ
イス１００２、並びにカメラ１００８及びモジュール９３０などの他の構成要素の使用の
汎用性を大いに改善する。
【０１３１】
　電話
　外部デバイス１００２が入力デバイス１０００に関連して使用し得る１つの潜在的なア
プリケーション又は機能は、外部デバイス１００２内に一体化される電話などの電話機の
操作である。例えば、予め選択された番号に電話をかけるため、着信に応答するため、保
留に切り替えるため、電話を終了するため、スピーカフォンを起動／非アクティブ化する
ため、音量を変えるため、及び他の機能のために、ボタン入力が使用されてもよい。これ
は、身体的活動中に困難であるか、又は使い勝手が悪い可能性がある外部デバイス１００
２への直接的なアクセスなしで、電話機が操作されることを可能にする。無線ヘッドセッ
ト又はイヤピースが同様に電話機に関連して使用されてもよい。一実施形態では、入力デ
バイス１０００は、電話と使用され得る音量調節のための専用ボタン（上記のボタン１０
０１Ｂ）を含んでもよい。電話機操作は、本明細書で考察される安全アプリケーション（
複数可）などの他の機能又はアプリケーションに関連して使用されてもよい。通話のため
の予め選択された電話番号、並びに入力デバイス１０００に対する電話機の様々な制御機
能が、ユーザ設定によって制御され得ることが理解される。
【０１３２】
　音楽
　外部デバイス１００２が入力デバイス１０００に関連して使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、外部デバイス１００２内に一体化されるか、又は外部デバイス
１００２によって制御される音楽又はビデオプレーヤなどの音楽又はビデオプレーヤの操
作である。ボタン入力は、特に、再生、一時停止、リピート、早送り、巻き戻し、電源オ
ン／オフ、再生する特定の曲又は表示する特定のビデオ若しくは写真の選択、及び音量調
節などの機能のために使用されてもよい。一実施形態では、入力デバイス１０００は、音
楽若しくはビデオプレーヤと使用され得る音量調節のための専用ボタン（上記のボタン１
００１Ｂ）を含んでもよく、又は別の実施形態では、主ボタン１００１Ａのシーケンスが
そのような特徴を制御してもよい。予め選択された特定の曲、並びに入力デバイス１００
０に対する音楽又はビデオプレーヤの様々な制御機能が、ユーザ設定によって制御され得
ることが理解される。
【０１３３】
　カメラ
　外部デバイス１００２が入力デバイス１０００に関連して使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、外部デバイス１００２内に一体化されるか、又は外部デバイス
１００２によって制御される音楽又はビデオプレーヤなどの音楽又はビデオプレーヤの操
作である。ボタン入力が、写真、一連の写真、又はビデオを撮影すること、写真又はビデ
オを伝送、アップロード、及び／又は共有すること、露光、感度、フィルタ、又はビデオ
記録速度などのカメラ又はメディア設定を制御すること、並びに他の機能などの機能のた
めに使用されてもよい。カメラ操作は、本明細書で考察される安全アプリケーション（複
数可）などの他の機能又はアプリケーションに関連して使用されてもよい。例えば、外部
デバイス１００２は、安全のために、かつ／若しくは共有目的で、安全性の問題が指示さ
れたときはいつでも、又は予期しない停止がランニングのルートに沿って検出されたとき
に、カメラ１００８を起動させるように構成されてもよい。入力デバイス１０００に対す
るカメラの様々な制御機能が、ユーザ設定によって制御され得ることが理解される。
【０１３４】
　マッピング
　外部デバイス１００２が入力デバイス１０００に関連して使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、外部デバイスのマッピング特徴及び／又はアプリケーションの
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操作である。ボタン入力は、マップにアクセスすること、目的地若しくはウェイポイント
を設定すること、現在の位置を記憶若しくは伝送すること、別のユーザ若しくはデバイス
の位置を見つけること、又は様々な他の制御などの機能のために使用されてもよい。マッ
ピング操作は、本明細書で考察される安全アプリケーション（複数可）などの他の機能又
はアプリケーションに関連して使用されてもよい。入力デバイス１０００に対するマッピ
ング特徴の様々な制御機能が、ユーザ設定によって制御され得ることが理解される。
【０１３５】
　活動追跡及び共有
　外部デバイス１００２が入力デバイス１０００に関連して使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、活動追跡及び／又は共有アプリケーションであり、ユーザは、
指定されたグループのメンバー間での共有など、他の人々と活動情報を共有することがで
きる。そのような活動情報の例としては、活動セッション情報、写真、テキスト投稿、位
置、並びに他の種類の情報が挙げられる。ボタン（複数可）１００１は、他の人々と情報
を迅速に共有するために使用され得る。例えば、様々なボタンシーケンスが、活動追跡を
開始若しくは終了すること、活動中の所望の一時的な点若しくは位置にマークを付けるこ
と、１つの種類の活動から別の種類の活動へ追跡を切り替えること、外部デバイス１００
２上に活動情報を表示すること、又は他の機能などの追跡機能のために使用されてもよく
、様々なボタンシーケンスはまた、活動セッションデータを共有すること、写真若しくは
ビデオを撮影若しくは共有すること、現在の位置を共有すること、別のユーザの位置を検
出すること、又は指定された人に予めプログラムされたテキストメッセージ（例えば、「
私はランニングを開始／終了しています」）を送信することなどの機能を共有するために
使用されてもよい。そのような予めプログラムされたメッセージの内容、並びに入力デバ
イス１０００に対するアプリケーションの様々な制御機能が、ユーザ設定によって制御さ
れ得ることが理解される。
【０１３６】
　一実施形態では、外部デバイス１００２は、他のユーザ（複数可）の位置及び速度、計
画されたランニングルート、又は他の情報など、別のユーザ（例えば、１つ以上の他のラ
ンナー）によって共有された活動情報を取得し、次いで、この情報を表示及び／又は更に
処理することができる。そのような更なる処理は、ユーザが他のユーザに追いつくための
ペース及び／又は近道を計算すること、他のユーザと会うためのルートを計画すること、
他のユーザにユーザ自身の情報を伝送することなどを含んでもよい。例えば、ユーザが予
め計画されたルートの組織された集団でのランニングに遅れて到着する場合、デバイス１
００２は、ユーザが、予め計画されたルート並びに他のランナーの位置及び速度に基づき
、他のランナー（複数可）に追いつくためのルート及びペースをプロットすることができ
る。別の例として、ユーザに大きなレースで競っている友人がいる場合、デバイス１００
２は、友人を位置付け、ユーザが、レースルート並びに友人の位置及び速度に基づき、友
人に追いつくためのペースを設定することができる。更なる例として、デバイス１００２
は、ユーザが追いつくのを容易にするために、前の例の他のランナー（複数可）にメッセ
ージを送信して、彼らのペースを下げ、かつ／又は別のルートを取ることができる。上記
のルートのプロッティングは更に、安全情報に基づき、既知の又は疑わしい安全上の危険
を回避するルートをプロットすることなどによって、本明細書に記載される安全性特徴を
組み込んでもよい。
【０１３７】
　別の実施形態では、外部デバイス１００２は、活動追跡及び音楽プレーヤアプリケーシ
ョンを一緒に組み合わせて、ユーザが入力デバイス１０００のみを使用して、両方のアプ
リケーションを制御し、２つのアプリケーションを切り替えることを可能にし得る。図１
１３は、入力デバイス１０００上の主ボタン１００１Ａを使用して、これらの２つのアプ
リケーションを制御し、かつ切り替えるための制御スキームの一例を示す。図１１３の制
御スキームがこれらの２つのアプリケーションの制御を切り替えるが、その切り替えが、
ユーザによって要求されない限り、選択解除されたアプリケーションを非アクティブ化す
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る必要はないことが理解される。他の制御スキームが他の実施形態で使用され得、制御ス
キームは、ユーザ制御の設定によって少なくとも部分的に決定付けられてもよい。図１１
３の例と同様の制御スキームが、入力デバイス１０００を使用して、２つ以上の異なるア
プリケーション又は機能を同時に制御し、そのようなアプリケーション又は機能を切り替
えるために、外部デバイス１００２の他のアプリケーション及び機能に関連して使用され
得る。
【０１３８】
　更なる実施形態では、活動追跡アプリケーションは、デバイス１００２が異なる活動選
択のために異なって動作するように、ユーザがリストから活動を選択することを可能にす
る、活動選択設定を含んでもよい。例えば、デバイス１００２は、１つの活動のためのボ
タン入力を解釈するためのユーザ設定の１セットと、異なる活動のためのボタン入力を解
釈するためのユーザ設定の別のセットとを有してもよい。別の例として、デバイス１００
２及び／又はモジュール９３０は、異なる活動選択に基づき、異なって動作データを収集
及び解釈してもよい。更なる例として、デバイス１００２は、活動選択に基づき、異なる
目的で異なる種類の触覚フィードバックを提供するように、入力デバイス１０００に指示
してもよい。他の例示の選択が同様に使用されてもよい。
【０１３９】
　安全アラート
　入力デバイス１０００に関連して外部デバイス１００２が使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、攻撃、事故、犯罪、火事などの起こり得る安全性の問題を他の
人々にアラートすることができる、安全アラートアプリケーションである。一実施形態で
は、外部デバイス１００２は、友人及び／又は家族にアラートすること、警察又は救急サ
ービスに通報することなど、入力デバイス１０００によって他の人々に連絡を取るよう信
号が送られたときにそうするようにプログラムされてもよい。例えば、入力デバイス上の
特定のボタンプレスシーケンスは、予めプログラムされたテキスト若しくは他のメッセー
ジ（例えば、援助要請）を送信するために、ユーザの位置を伝送するために、予め選択さ
れた受信者に電話を開始するために、安全性の問題に関する情報を伝送及び／若しくは記
憶するために、聴覚アラームを開始するために（例えば、外部デバイス１００２上のスピ
ーカを通じて）、カメラ１００８を用いて写真若しくはビデオを撮影するために、又は他
の機能のために、デバイス１００２を制御してもよい。聴覚アラームは、サイレン若しく
は他のアラート音、音楽プレーヤからの音楽、又は他の聴覚アラームを含んでもよく、デ
バイス１００２は、アラームを出すと、任意のヘッドフォン又は同様の装置を自動的に非
アクティブ化してもよい。１つの特定の例として、１つのボタンシーケンスがユーザの位
置を他と自動的に共有してもよく、別のボタンシーケンスが、安全性の問題の指示によっ
てユーザの位置を共有してもよい一方で、第３のボタンシーケンスは、緊急アラートを生
成してもよい。緊急連絡先の同定及び任意の自動メッセージの内容を含む、入力デバイス
１０００に対するアプリケーションの様々な制御機能が、ユーザ設定によって制御され得
ることが理解される。
【０１４０】
　一実施形態では、デバイス１０００、１００２は、安全情報を共有するために、ユーザ
のグループ又はネットワークの一部として使用されてもよい。例えば、ユーザのデバイス
１００２は、指定されたグループと目的とするランニング情報（例えば、目的とする距離
、ランニング時間、開始及び終了地点など）を共有して、安全性の問題が生じた場合に、
そのグループに、ユーザが特定の時刻に大体どこにいるのかを知らせてもよい。特定の目
的とするルートも同様に共有されてもよい。デバイス１００２はまた、グループに位置更
新を定期的に送信してもよく、位置更新は、定期的に自動で、ユーザからの指示後に（例
えば、入力デバイス１０００を通じて）、又は動作が変更したこと（例えば、ランニング
の停止若しくは一時停止）の検出後に実施され得る。そのようなグループは、互いと全て
の安全情報を共有するように構成されてもよく、一時的又は持続的なグループとして前も
って設定されてもよい。別の例として、外部デバイス１００２は、グループ内の他の人々
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に緊急アラート又は安全情報を送信するように構成されてもよい。別の例として、外部デ
バイス１００２は、緊急アラートが別のユーザによって受信されたときに、自動的に緊急
電話に応答すること、又は聴覚アラームを起動することなど、指定のアクションを取るよ
うに構成されてもよい。一実施形態では、別の指定されたユーザが緊急アラートＳＭＳメ
ッセージを送信する場合、外部デバイス１００２は、アラートメッセージ後の特定の期間
内に、又は他のユーザが後続のアラート非アクティブ化メッセージを送信するまでいつで
も、他のユーザからのいかなる電話も自動的に応答するようにプログラムされてもよい。
更なる例として、外部デバイス１００２は、ユーザがネットワーク内の別のユーザによっ
て識別された潜在的危険にさらされているか、又は接近しているときに、ユーザにアラー
トするように構成されてもよい。
【０１４１】
　別の実施形態では、デバイス１０００、１００２は、安全情報システムの一部として使
用されてもよい。安全情報システムは、１つ以上のサーバ及び多くの他の電子デバイスを
含んでもよいネットワーク環境内で操作されてもよい。安全情報システムを通じた通信は
、サーバを通じて、又はデバイス間で直接行われてもよい。本システムは、様々な種類の
安全情報を収集及び提供してもよい。例えば、安全情報システムは、複数の異なるユーザ
／外部デバイス１００２を含むデバイスから、ユーザによって生成された安全情報を収集
することができる。そのような安全情報は、緊急アラートの位置及び時間、他の起こり得
る安全性の問題、並びに集められた定性的安全情報を含んでもよい。安全情報が肯定的な
安全情報並びに否定的な安全情報を含んでもよいことが理解される。異なる種類の定性的
安全情報の例としては、不審者が集合することが既知であるエリア、隔離した又は荒れ果
てたエリア、街灯がほとんど又は全くないエリア、歩道がないエリア、人気がある歩行者
専用ルート、ユーザに安全ではないと「感じさせる」エリア、雨の後に頻繁に氾濫するエ
リア、及び他の種類の定性的情報が挙げられる。定性的情報は、定量的スケールでの「危
険性」の評価など、何らかの定量的構成要素も含んでもよい。安全情報はまた、公的にア
クセス可能であってもよく、かつ／又は犯罪データ集約に基づき個人的に生成されてもよ
い、犯罪マップを含んでもよい。安全情報は、位置、時刻、安全性の問題が一時的である
か、又は持続的であるかどうか、安全性の問題の種類（例えば、犯罪、火事、疑わしい脅
威、天候又は環境危険、野生生物など）、定量的危険評価、及び他の分類によって分類さ
れてもよい。
【０１４２】
　安全情報システムは、多くの異なる方法で安全情報を提示又は提供してもよい。一例と
して、デバイス１００２は、現在のエリアにおいて、又は計画されたルートに沿って、別
のユーザによって最近生成された安全アラートの指示を生成してもよい。別の例として、
デバイス１００２は、履歴又は集約安全情報が、現在のエリア、計画されたルートのエリ
ア、又はユーザが近づこうとしているエリアが潜在的な安全性の問題を含むことを示すと
いう指示を生成してもよい。図１１４は、ユーザの位置に近いエリアにおける潜在的な安
全上の危険を示す、外部デバイス１００２上の表示器の一例を示す。安全性の問題の指示
は、最近起きている事象、又は安全性の問題が履歴情報に基づき存在することが既知であ
るか、若しくは存在すると考えられる時刻など、安全性の問題が時間に依存する場合、現
在の時間又はユーザがエリアに入ると予測される時間を考慮に入れてもよい。安全性の問
題の指示はまた、関連するエリアの特定のサイズを考慮に入れてもよい（例えば、ユーザ
の周囲及び／又は安全性の問題の周囲の放射状の範囲）。別の例として、デバイス１００
２は、方向転換すること、代替ルートを示唆すること、非難することなど、安全性の問題
に応答して示唆されたアクションを生成してもよい。そのような示唆されたアクションは
、安全性の問題の性質、デバイス１００２によって実施される計算（例えば、代替ルート
）、公共の緊急通知（例えば、重大な気象注意報）、及び他の情報に基づいてもよい。図
１１５は、安全上の危険を回避するために、ユーザに代替ルートを示唆する、外部デバイ
ス１００２の表示器の一例を示す。
【０１４３】
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　ルート推奨
　入力デバイス１０００に関連して外部デバイス１００２が使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、ランニングルート推奨アプリケーションであり、デバイス１０
０２は、所望のランニング位置、所望の開始又は終了地点、所望のランニングの長さ、所
望のランニングの時刻、安全情報（上記のような）、ルートの質評価（景色、ランニング
の困難さ又は容易さなど）などの他のユーザによって生成された情報、及び他の要因を含
む様々な情報に基づき、ユーザにランニングルートを推奨することができる。一実施形態
では、ユーザは、デバイス１００２の所望のランニング情報を入力してもよく、本デバイ
スは、ランニング情報に適合し、上述の安全性の問題を回避するランニングルートを生成
する。デバイス１００２は、同様に上記のような新しい安全情報に基づき、前もってラン
ニングルートを動的に変更してもよい。ユーザは、今後のランニングルートを生成すると
きにデバイス１００２及び／又は他のユーザのデバイスによって使用されてもよい、安全
情報及びルートの質評価又はコメントを含む、ランニングに関する任意の情報を、同様に
ランニング中又は後の他のユーザと共有することが可能であってもよい。入力デバイス１
０００に対するルート推奨アプリケーションの様々な制御機能が、ユーザ設定によって制
御され得ることが理解される。
【０１４４】
　デバイス１０００、１００２のルート推奨機能はまた、より大きいルート推奨システム
及びネットワークに関連して使用され得る。本システムは、特定のランニングルートに関
する様々なユーザからの情報を集約し、その情報を使用して、ユーザによって定義された
基準に基づき、今後のランニングルートを生成してもよい。例えば、本システムは、安全
情報及びルートの質評価又はコメントを、ユーザ及びユーザのデバイス１００２に利用可
能にし得る。別の例として、本システムは、特定のエリア内の「推奨された」ランニング
ルートを作成及び／又は記憶してもよく、推奨されたルートを走るユーザは、安全性及び
／又は質の情報など、ルートに関する情報を生成することができる。そのようなユーザに
よって生成された情報が、ある特定の時刻にのみ存在する安全性の問題、又は特定の時刻
におけるランニングの質の向上／低下など、同様に時刻の構成要素を有してもよいことが
理解される。したがって、ルートは、特定の時刻のためだけに推奨されてもよく、又は異
なる時刻に対する異なる質／安全性評価がユーザに利用可能になってもよい。本システム
は更に、推奨されたルートを提供するとき、又はある特定の分類若しくは定量的／定性的
評価の情報、若しくは特定の他のユーザ（例えば、ユーザの友人、同様の興味及び選好を
有する他のユーザ、特定の性別の他のユーザなど）によって生成された情報などの情報を
ユーザに利用可能にするときに、選択された安全性及び／又は質の情報のみを使用するよ
うに構成されてもよい。本システムは交互に（alternately）、推奨されたルートを提供
するときに、そのような選択された安全性及び／又は質の情報をより重く又はより軽く加
重するように構成されてもよい。例えば、女性ユーザは、他の女性ユーザによって生成さ
れた安全情報に基づき、ルート推奨を要求することができ、又は眺めの良いルートを楽し
むランナーは、同様の選好を有する他のユーザからの質の情報に基づき、ルート推奨を要
求することができる。
【０１４５】
　盗難防止
　外部デバイス１００２が入力デバイス１０００に関連して使用し得る別の潜在的なアプ
リケーション又は機能は、外部デバイス１００２の盗難又は盗難未遂の場合に使用され得
る、盗難防止アプリケーションである。例えば、入力デバイス１０００上の異なるボタン
シーケンスは、盗難未遂の場合にアラームを生成し、他人によるアクセスを防止するため
にデバイス１００２をロックし、デバイス１００２の位置を用いて法執行に関するアラー
トを生成し、デバイスの電源オフ若しくは非アクティブ化を防止してもよく、又は他の盗
難防止手段を行ってもよい。入力デバイス１０００に対する盗難防止機能の様々な制御機
能が、ユーザ設定によって制御され得ることが理解される。
【０１４６】
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　安全情報システム、ルート推奨システム、及び緊急アラートなどの上記のシステム及び
ネットワークは、機能性の提供に関連して、他の既存のシステムにアクセス又は通信して
もよい。例えば、そのようなシステムは、公共又は個人の緊急サービスと情報を交換して
もよい（そのようなサービスから安全情報を集めること、及び／又はそのようなサービス
に緊急アラートを伝送すること）。そのような協調的な情報共有の他の例も同様に使用さ
れ得る。
【０１４７】
　本明細書に記載される運動バンド及び他の衣料品、筐体、及びモジュール様々な実施形
態は、既存の技術と比較して利点を提供する。例えば、モジュール及びそれが受容される
ポケットの構成は、ユーザの皮膚にごく近接して生理学的センサを配置するように動作す
ることができ、それは、ユーザの生理学的データを取り込むそのようなセンサの能力を強
化することができる。別の例として、本明細書に記載されるバンド及び／又は筐体の構造
は、本明細書に記載され、かつ／又は当業者によって認識される利点の中でも特に、バン
ドを付属肢に引っ張って身に着け、かつ脱ぐことをより迅速かつより容易にするために、
使用中のバンドの滑りを防止するのを補助するために、使用中に電子モジュールから離れ
た水分の通過を容易にするために、かつバンドの耐久性及び洗浄性を高めるために、弾性
材料の伸張を制御することができる。更なる例として、本明細書に記載される追加の入力
デバイスは、外部デバイスとの通信及び相互作用のための強化された能力、並びに競技大
会又は他の運動イベントの半ばでの、アスリートによるそのような外部デバイスの動き回
りながらの操作及び通信のための単純なインターフェイスを提供する。本明細書に記載さ
れる製造方法の様々な実施形態もまた、既存の技術と比較して利点を提供する。例えば、
本明細書に記載されるバンドのための製造方法は、生産が効率的である耐久構造を作る。
本明細書に記載されるモジュール、入力デバイス、及び外部デバイスの操作のための様々
な方法は、モジュールの性能監視動作を強化し、バンド及びモジュールの使用に関連して
強化された機能性をユーザに提供することができる。なお更なる利点は、当業者によって
認識可能である。
【０１４８】
　幾つかの代替の実施形態及び実施例が本明細書に記載及び例示されてきた。当業者は、
個々の実施形態の特徴、並びに構成要素の考えられる組み合わせ及び変更を理解するであ
ろう。当業者は更に、実施形態のうちのいずれかが本明細書に開示される他の実施形態と
の任意の組み合わせで提供され得ることを理解するであろう。本発明が、その趣旨又は中
心となる特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で具現化され得ることが理解される
。したがって、本実施例及び実施形態は、全ての態様において、制限的ではなく例示的な
ものとして見なされるものであり、本発明は、本明細書に示される詳細に限定されるもの
ではない。本明細書で使用される場合、「第１の」、「第２の」、「頂部」、「底部」な
どの用語は、例示目的のみに向けられ、いかなる方法においても実施形態を制限しない。
加えて、本明細書で使用される場合、「複数」という用語は、必要に応じて、最大で無限
数まで、分離的又は接続的のいずれかで２つ以上のいかなる数も示す。更に、本明細書で
使用される場合、物品又は装置を「提供すること」は、広くは、物品上で実施される今後
のアクションのために物品を利用可能又はアクセス可能にすることを指し、その物品を提
供する関係者がその物品を製造、生産、若しくは供給したこと、又はその物品を提供する
関係者がその物品の所有権若しくは管理権を有することを暗示しない。したがって、特定
の実施形態が例示及び記載されてきたが、本発明の趣旨から大きく逸脱することなく、多
くの修正が思い浮かぶであろう。
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