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(57)【要約】
　二状態式ウェアラブルデバイスは、ウェアラブルバン
ド（例えば、時計バンド）と、ディスプレイモジュール
（例えば、時計面）とを含む。「分離」状態において、
ウェアラブルバンドとディスプレイモジュールとは、個
別のデバイスとして動作し、ウェアラブルバンドがセン
サデータ（例えば、睡眠追跡データ）を集め、振動／音
響アラーム時計機能を提供する間にディスプレイモジュ
ールはそのバッテリを充電できる。「取り付け」状態に
おいて、ウェアラブルバンドとディスプレイモジュール
とは単一のデバイスとして一緒に動作し、このことは、
「分離」状態中にウェアラブルバンドによって収集され
たデータがディスプレイモジュールに送られて記憶され
、ディスプレイモジュールのユーザインターフェースに
おいて入力された睡眠設定がウェアラブルバンドのアラ
ーム機能に反映されることを意味する。ディスプレイモ
ジュールは、その新たに再充電されたバッテリを使用し
てウェアラブルバンドのバッテリを再充電し、次の夜に
使用可能にすることもできる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの状態で使用されるウェアラブルデバイスであって、前記ウェアラブルデバイスは
、ウェアラブルバンドが取り付け状態と分離状態との間で構成可能であるようにディスプ
レイモジュールを解除可能に取り付ける当該ウェアラブルバンドを備え、前記取り付け状
態において、前記ウェアラブルバンドは前記ディスプレイモジュールに取り付けられると
ともに前記ディスプレイモジュールと通信し、前記分離状態において、前記ウェアラブル
バンドは前記ディスプレイモジュールから分離及び離間されていて、前記ウェアラブルバ
ンドは、
　プログラムインストラクションを実行し、前記ウェアラブルバンドが前記分離状態又は
前記取り付け状態にあるときを判定するウェアラブルバンドプロセッサと、
　少なくとも前記分離状態にあるときに前記ウェアラブルバンドに電力供給し、外部電源
から充電を受けるウェアラブルバンドバッテリと、
　少なくとも前記分離状態にあるときに少なくとも１つのセンサ測定を行う少なくとも１
つのウェアラブルバンドセンサと、
　少なくとも前記分離状態にあるときにウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一
部を記憶するウェアラブルバンドメモリと、
　少なくとも前記取り付け状態にあるときに、前記ウェアラブルバンドセンサ測定値の少
なくとも一部を前記ディスプレイモジュールに送信するウェアラブルバンド通信インター
フェースと、を備える、
　ウェアラブルデバイス。
【請求項２】
　前記ウェアラブルバンドに解除可能に取り付けられる前記ディスプレイモジュールは、
　前記プログラムインストラクションを実行し、前記ディスプレイモジュールが前記ウェ
アラブルバンドに取り付けられているかを判定するディスプレイモジュールプロセッサと
、
　前記ウェアラブルバンドから前記ウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一部を
受信するディスプレイモジュール通信インターフェースと、
　前記ウェアラブルバンドセンサ測定値を受信し、記憶するディスプレイモジュールメモ
リと、
　前記ディスプレイモジュールに電力供給するディスプレイモジュールバッテリと、を備
える、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項３】
　前記外部電源は、ディスプレイモジュールバッテリである、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項４】
　前記外部電源は、外部の接続可能なバッテリである、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項５】
　前記ディスプレイモジュールは、時計面である、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項６】
　前記ディスプレイモジュールは、前記ウェアラブルバンドの少なくとも１つの設定を設
定する、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項７】
　ディスプレイモジュールは、１つ又は複数のディスプレイモジュールセンサ測定を行う
ための１つ又は複数のディスプレイモジュールセンサを更に備える、
　請求項２に記載のウェアラブルデバイス。
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【請求項８】
　前記ウェアラブルバンドプロセッサは、ウェアラブルバンドインストラクションを実行
して所定の時間にアラーム出力を生成し、前記アラーム出力は、前記ウェアラブルバンド
のバイブレータの振動又は前記ウェアラブルバンドのスピーカからの音響出力のうちの１
つである、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項９】
　前記ウェアラブルバンドプロセッサは、前記ウェアラブルバンドインストラクションを
実行して、
　少なくとも前記所定のアラーム時刻を含む受信した睡眠設定入力を処理し、
　前記ディスプレイモジュールが前記ウェアラブルバンドに接続されたことを判定した後
、前記睡眠設定入力を前記ウェアラブルバンドに送信する、
　請求項８に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項１０】
　ウェアラブルバンドセンサ測定は、睡眠品質、睡眠持続時間、睡眠運動、睡眠パターン
、睡眠中断、睡眠脈拍、睡眠血圧、睡眠呼吸、ユーザの入眠に関連する時間値、又はユー
ザの起床に関連する時間値のうちの少なくとも１つに関連する睡眠測定を含む、
　請求項１に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項１１】
　２つのステージで使用されるウェアラブルデバイスを利用するための方法であって、前
記方法は、
　前記ウェアラブルバンドが取り付け状態と分離状態との間で構成可能であるようにディ
スプレイモジュールを解除可能に取り付ける前記ウェアラブルバンドを提供するステップ
であって、前記取り付け状態において、前記ウェアラブルバンドは前記ディスプレイモジ
ュールに取り付けられるとともに前記ディスプレイモジュールと通信し、前記分離状態に
おいて、前記ウェアラブルバンドは前記ディスプレイモジュールから分離及び離間されて
おり、前記ウェアラブルバンドは、ウェアラブルバンドプロセッサと、前記ウェアラブル
バンドに電力供給するウェアラブルバンドバッテリと、ウェアラブルバンドメモリと、少
なくとも１つのウェアラブルバンドセンサとを備える、前記ウェアラブルバンドを提供す
るステップと、
　前記ウェアラブルバンドに含まれる前記少なくとも１つのウェアラブルバンドセンサに
よって少なくとも１つのウェアラブルバンドセンサ測定を行うステップと、
　ウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一部を前記ウェアラブルバンドメモリに
記憶するステップと、
　前記ウェアラブルバンドが前記ディスプレイモジュールに再接続されたかを判定するス
テップと、
　前記ウェアラブルバンドセンサ測定値を前記ウェアラブルバンドメモリから前記ディス
プレイモジュールに送信するステップと、を備える、
　方法。
【請求項１２】
　前記ウェアラブルデバイスの前記ディスプレイモジュールのバッテリを、前記ディスプ
レイモジュールが前記ウェアラブルデバイスの前記ウェアラブルバンドから分離されたと
きに、電源によって充電するステップを更に備える、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ディスプレイモジュールを使用して、前記ウェアラブルバンドの少なくとも１つの
設定を設定するステップを更に備える、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つのディスプレイモジュールセンサによって、少なくとも１つのディスプ
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レイモジュールセンサ測定を行うステップを更に備える、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　２つの状態で使用されるウェアラブルデバイスであって、前記ウェアラブルデバイスは
、
　ウェアラブルバンドが取り付け状態と分離状態との間で構成可能であるようにディスプ
レイモジュールを解除可能に取り付ける当該ウェアラブルバンドを備え、前記取り付け状
態において、前記ウェアラブルバンドは前記ディスプレイモジュールに取り付けられると
ともに前記ディスプレイモジュールと通信し、前記分離状態において、前記ウェアラブル
バンドは前記ディスプレイモジュールから分離及び離間されていて、前記ウェアラブルバ
ンドは、
　プログラムインストラクションを実行し、前記ウェアラブルバンドが前記分離状態又は
前記取り付け状態にあるときを判定するウェアラブルバンドプロセッサと、
　少なくとも前記分離状態にあるときに前記ウェアラブルバンドに電力供給し、外部電源
から充電を受けるウェアラブルバンドバッテリと、
　少なくとも前記分離状態にあるときに少なくとも１つのセンサ測定を行う少なくとも１
つのウェアラブルバンドセンサと、
　少なくとも前記分離状態にあるときにウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一
部を記憶するウェアラブルバンドメモリと、
　少なくとも前記取り付け状態にあるときに、前記ウェアラブルバンドセンサ測定値の少
なくとも一部を前記ディスプレイモジュールに送信するウェアラブルバンド通信インター
フェースと、を備え、前記ウェアラブルバンドに解除可能に取り付けられる前記ディスプ
レイモジュールは、
　前記プログラムインストラクションを実行し、前記ディスプレイモジュールが前記ウェ
アラブルバンドに取り付けられているかを判定するディスプレイモジュールプロセッサと
、
　前記ウェアラブルバンドから前記ウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一部を
受信するディスプレイモジュール通信インターフェースと、
　前記ウェアラブルバンドセンサ測定値を受信し、記憶するディスプレイモジュールメモ
リと、を備える、
　ウェアラブルデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、ウェアラブル技術に関する。より具体的には、本発明は、ディスプ
レイモジュールを解除可能に取り付ける機能的ウェアラブルバンドを含むウェアラブルデ
バイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェアラブル電子デバイス、又は本明細書において使用されるとき、ウェアラブル技術
は、ユーザによって装着される様々な目立たないセンサを介したデータの取得を提供可能
な電子システムの新しい部門である。センサは、例えば環境、ユーザの活動又はユーザの
健康状態についての情報を集める。しかしながら、収集されたデータの協調、計算、通信
、プライバシー、セキュリティ、及び提示に関連する大きな課題がある。更には、バッテ
リ技術の現在の状態に基づく電力管理に関連する課題がある。更には、センサによって集
められたデータをエンドユーザに有用なもの又はエンドユーザに関連したものにするため
に、データの分析が必要とされる。いくつかの場合において、センサによって集められた
データを補うために情報の追加的なソースが使用される。ウェアラブル技術が提示する多
くの課題は、ハードウェア及びソフトウェアにおいて新しい設計を必要とする。
【０００３】
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　ウェアラブル技術は、身体に装着され得又は個人の衣服及びアクセサリに取り付けられ
若しくは埋め込まれ得、消費者市場に現在存在する任意のタイプのモバイル電子デバイス
を含む。ウェアラブル技術に関連付けられたプロセッサ及びセンサは、情報を表示、処理
又は収集可能である。そのようなウェアラブル技術は、ユーザの健康の監視及び他のタイ
プのデータ並びに統計の収集など、様々な領域で使用されている。これらのタイプのデバ
イスは、大衆が簡単に利用でき、消費者によって容易に購入されている。健康関連の分野
におけるいくつかのウェアラブル技術の例としては、ＦｉｔＢｉｔ、ＮｉｋｅＦｕｅｌ　
Ｂａｎｄ、Ｊａｗｂｏｎｅ　Ｕｐ及びＡｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈなどがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　典型的には、ウェアラブルデバイスは、ユーザについてのデータを集めるために使用さ
れ得る。例えば、ウェアラブルデバイスは、１つ又は複数のセンサを使用して、日中には
ユーザの健康パラメータ（例えば、心拍数）を、夜間にユーザが睡眠している間には睡眠
パターンに関するデータを監視することができる。従って、多くのウェアラブルデバイス
は、一日のどの時点においても有用な機能を提供する。しかしながら、ウェアラブルデバ
イスは、典型的には小型のデバイスであり、時には２４時間未満の使用の後に充電を必要
とするような、頻繁に充電されなければならない小型のバッテリを有する。結果として、
そのようなウェアラブルデバイスのユーザは、典型的には、デバイスを充電するために、
ウェアラブルデバイスの（例えば、睡眠パターンデータを生成するための）夜間の使用を
あきらめるか、又はウェアラブルデバイスを（例えば、睡眠パターンデータを生成するた
めに）夜間に使用するが日中にはウェアラブルデバイスを充電するか、若しくは、ことに
よると日中にバッテリ充電が切れるか、を決めなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　それ故、本明細書において開示される様々な実施形態は、例えば時計バンドなどのウェ
アラブルバンドと、例えば時計面などのディスプレイモジュールとを含んだ、二状態式ウ
ェアラブルデバイス（ｔｗｏ－ｓｔａｔｅ　ｗｅａｒａｂｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ）を対象と
する。「分離」状態において、ウェアラブルバンドとディスプレイモジュールとは、個別
のデバイスとして動作し、ウェアラブルバンドがセンサデータ（例えば、睡眠追跡データ
）を集め、及び／又は振動／音響アラーム時計機能を提供する間にディスプレイモジュー
ルはそのバッテリを充電できる。「取り付け」状態において、ウェアラブルバンドとディ
スプレイモジュールとは単一のデバイスとして一緒に動作し、「分離」状態中にウェアラ
ブルバンドによって収集されたデータがディスプレイモジュールに送られて記憶され、デ
ィスプレイモジュールのユーザインターフェースにおいて入力された睡眠設定がウェアラ
ブルバンドのアラーム機能に反映される。一実施形態において、ディスプレイモジュール
は、その新たに再充電されたバッテリを使用してウェアラブルバンドのバッテリを再充電
し、次の夜に使用可能にすることもできる。
【０００６】
　一実施形態によると、２つの状態で使用されるウェアラブルデバイスが提供され、ウェ
アラブルデバイスは、ウェアラブルバンドが取り付け状態と分離状態との間で構成可能で
あるようにディスプレイモジュールを解除可能に取り付けるように構成されるウェアラブ
ルバンドを備え、取り付け状態において、ウェアラブルバンドはディスプレイモジュール
に取り付けられるとともにディスプレイモジュールと通信し、分離状態において、ウェア
ラブルバンドはディスプレイモジュールから分離及び離間されていて、ウェアラブルバン
ドは、プログラムインストラクションを実行するように構成され、ウェアラブルバンドが
分離状態又は取り付け状態にあるときを判定するように構成されたウェアラブルバンドプ
ロセッサと；少なくとも分離状態にあるときにウェアラブルバンドに電力供給し、外部電
源から充電を受けるように構成されたウェアラブルバンドバッテリと；少なくとも分離状
態にあるときに少なくとも１つのセンサ測定を行うように構成された少なくとも１つのウ
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ェアラブルバンドセンサと；少なくとも分離状態にあるときにウェアラブルバンドセンサ
測定値の少なくとも一部を記憶するように構成されたウェアラブルバンドメモリと；少な
くとも取り付け状態にあるときに、ウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一部を
ディスプレイモジュールに送信するために構成されたウェアラブルバンド通信インターフ
ェースと、を備える。
【０００７】
　一実施形態によると、ウェアラブルバンドに解除可能に取り付けられるように構成され
ているディスプレイモジュールは、プログラムインストラクションを実行するために構成
され、ディスプレイモジュールがウェアラブルバンドに取り付けられているかを判定する
ように構成されたディスプレイモジュールプロセッサと；ウェアラブルバンドからウェア
ラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一部を受信するために構成されたディスプレイモ
ジュール通信インターフェースと；ウェアラブルバンドセンサ測定値を受信し、記憶する
ように構成されたディスプレイモジュールメモリと；ディスプレイモジュールに電力供給
するように構成されたディスプレイモジュールバッテリと、を備える。
【０００８】
　一実施形態によると、外部電源は、ディスプレイモジュールバッテリである。
【０００９】
　一実施形態によると、外部電源は、外部の接続可能なバッテリである。
【００１０】
　一実施形態によると、ディスプレイモジュールは、時計面である。
【００１１】
　一実施形態によると、ディスプレイモジュールは、ウェアラブルバンドの少なくとも１
つの設定を設定するように構成される。
【００１２】
　一実施形態によると、ディスプレイモジュールは、１つ又は複数のディスプレイモジュ
ールセンサ測定を行うために構成される１つ又は複数のディスプレイモジュールセンサを
更に備える。
【００１３】
　一実施形態によると、ウェアラブルバンドプロセッサは、ウェアラブルバンドインスト
ラクションを実行して所定の時間にアラーム出力を生成するように更に構成され、アラー
ム出力は、ウェアラブルバンドのバイブレータの振動又はウェアラブルバンドのスピーカ
からの音響出力のうちの１つである。
【００１４】
　一実施形態によると、ウェアラブルバンドプロセッサは、ウェアラブルバンドインスト
ラクションを実行して、少なくとも所定のアラーム時刻を含む受信した睡眠設定入力を処
理し、ディスプレイモジュールがウェアラブルバンドに接続されたことを判定した後、睡
眠設定入力をウェアラブルバンドに送信するように更に構成される。
【００１５】
　一実施形態によると、ウェアラブルバンドセンサ測定は、睡眠品質、睡眠持続時間、睡
眠運動、睡眠パターン、睡眠中断、睡眠脈拍、睡眠血圧、睡眠呼吸、ユーザの入眠に関連
する時間値、又はユーザの起床に関連する時間値のうちの少なくとも１つに関連する睡眠
測定を含む。
【００１６】
　一実施形態によると、２つのステージで使用されるウェアラブルデバイスを利用するた
めの方法は、ウェアラブルバンドが取り付け状態と分離状態との間で構成可能であるよう
にディスプレイモジュールを解除可能に取り付けるように構成されるウェアラブルバンド
を備え、取り付け状態において、ウェアラブルバンドはディスプレイモジュールに取り付
けられるとともにディスプレイモジュールと通信し、分離状態において、ウェアラブルバ
ンドはディスプレイモジュールから分離及び離間されており、ウェアラブルバンドは、ウ
ェアラブルバンドプロセッサと、ウェアラブルバンドに電力供給するように構成されたウ



(7) JP 2018-513716 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

ェアラブルバンドバッテリと、ウェアラブルバンドメモリと、少なくとも１つのウェアラ
ブルバンドセンサとを備える、ウェアラブルバンドを提供するステップと；ウェアラブル
バンドに含まれる少なくとも１つのウェアラブルバンドセンサによって少なくとも１つの
ウェアラブルバンドセンサ測定を行うステップと；ウェアラブルバンドセンサ測定値の少
なくとも一部をウェアラブルバンドメモリに記憶するステップと；ウェアラブルバンドが
ディスプレイモジュールに再接続されたかを判定するステップと；ウェアラブルバンドセ
ンサ測定値をウェアラブルバンドメモリからディスプレイモジュールに送信するステップ
と、を備える。
【００１７】
　一実施形態によると、方法は、ウェアラブルデバイスのディスプレイモジュールのバッ
テリを、ディスプレイモジュールがウェアラブルデバイスのウェアラブルバンドから分離
されたときに、電源によって充電するステップを更に備える。
【００１８】
　一実施形態によると、方法は、ディスプレイモジュールによってウェアラブルバンドバ
ッテリを充電するステップを更に備える。
【００１９】
　一実施形態によると、方法は、外部電源によってウェアラブルバンドバッテリを充電す
るステップを更に備える。
【００２０】
　一実施形態によると、ディスプレイモジュールは、コンピュータ化された時計面である
。
【００２１】
　一実施形態によると、ウェアラブルバンドセンサ測定は、睡眠品質、睡眠持続時間、睡
眠運動、睡眠パターン、睡眠中断、睡眠脈拍、睡眠血圧、睡眠呼吸、ユーザの入眠に関連
する時間値、又はユーザの起床に関連する時間値のうちの少なくとも１つに関連する。
【００２２】
　一実施形態によると、方法は、ディスプレイモジュールを使用して、ウェアラブルバン
ドの少なくとも１つの設定を設定するステップを更に備える。
【００２３】
　一実施形態によると、方法は、少なくとも１つのディスプレイモジュールセンサによっ
て、少なくとも１つのディスプレイモジュールセンサ測定を行うステップを更に備える。
【００２４】
　一実施形態によると、２つの状態で使用されるウェアラブルデバイスであって、ウェア
ラブルデバイスは、ウェアラブルバンドが取り付け状態と分離状態との間で構成可能であ
るようにディスプレイモジュールを解除可能に取り付けるように構成されるウェアラブル
バンドを備え、取り付け状態において、ウェアラブルバンドはディスプレイモジュールに
取り付けられるとともにディスプレイモジュールと通信し、分離状態において、ウェアラ
ブルバンドはディスプレイモジュールから分離及び離間されていて、ウェアラブルバンド
は、プログラムインストラクションを実行するように構成され、ウェアラブルバンドが分
離状態又は取り付け状態にあるときを判定するように構成されたウェアラブルバンドプロ
セッサと；少なくとも分離状態にあるときにウェアラブルバンドに電力供給し、外部電源
から充電を受けるように構成されたウェアラブルバンドバッテリと；少なくとも分離状態
にあるときに少なくとも１つのセンサ測定を行うように構成された少なくとも１つのウェ
アラブルバンドセンサと；少なくとも分離状態にあるときにウェアラブルバンドセンサ測
定値の少なくとも一部を記憶するように構成されたウェアラブルバンドメモリと；少なく
とも取り付け状態にあるときに、ウェアラブルバンドセンサ測定値の少なくとも一部をデ
ィスプレイモジュールに送信するために構成されたウェアラブルバンド通信インターフェ
ースとを備え、ウェアラブルバンドに解除可能に取り付けられるように構成されているデ
ィスプレイモジュールは、プログラムインストラクションを実行するために構成され、デ
ィスプレイモジュールがウェアラブルバンドに取り付けられているかを判定するように構
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成されたディスプレイモジュールプロセッサと；ウェアラブルバンドからウェアラブルバ
ンドセンサ測定値の少なくとも一部を受信するために構成されたディスプレイモジュール
通信インターフェースと；ウェアラブルバンドセンサ測定値を受信し、記憶するように構
成されたディスプレイモジュールメモリと、を備える。
【００２５】
　一実施形態によると、外部電源は、ディスプレイモジュールバッテリである。
【００２６】
　様々な実施態様において、プロセッサ又はコントローラは、１つ又は複数の記憶媒体（
本明細書においては総称的に「メモリ」と称される、例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯ
Ｍ及びＥＥＰＲＯＭ、フロッピーディスク、コンパクトディスク、光学ディスク、磁気テ
ープなどの揮発性及び不揮発性のコンピュータメモリ）と関連付けられる。いくつかの実
施態様において、記憶媒体は、１つ又は複数のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実
行されると本明細書において論じられる機能の少なくともいくつかを行う１つ又は複数の
プログラムによって符号化される。様々な記憶媒体は、プロセッサ又はコントローラ内に
固定されてよく、又は、その上に記憶された１つ又は複数のプログラムが、本明細書にお
いて論じられる本発明の様々な態様を実施するように、プロセッサ又はコントローラにロ
ードされ得るように搬送可能であってもよい。「プログラム」又は「コンピュータプログ
ラム」という用語は、本明細書において、一般的な意味で、１つ以上のプロセッサ又はコ
ントローラをプログラムするために用いられ得る任意のタイプのコンピュータコード（例
えばソフトウェア又はマイクロコード）を指して使用される。
【００２７】
　１つのネットワークの実施態様において、ネットワークに結合された１つ又は複数のデ
バイスは、ネットワークに結合された１つ又は複数の他のデバイスに対する（例えば、マ
スター／スレーブ関係において）コントローラとして働く。別の実施態様において、ネッ
トワーク環境は、ネットワークに結合されたデバイスのうちの１つ又は複数を制御するよ
うに構成された１つ又は複数の専用のコントローラを含む。概して、ネットワークに結合
された複数のデバイスはそれぞれ、１つ又は複数の通信媒体上に存在するデータにアクセ
スできる。しかしながら、所与のデバイスは、例えば割り当てられた１つ又は複数の特定
の識別子（例えば、「アドレス」）に基づいて、選択的にネットワークとデータを交換す
る（つまり、ネットワークからデータを受信、及び／又はネットワークにデータを送信す
る）ように構成されているということにおいて「アドレス可能」である。
【００２８】
　本明細書において使用されるとき、「ネットワーク」という用語は、ネットワークに結
合された任意の２つ以上のデバイス間及び／又は複数のデバイス間での（例えば、デバイ
ス制御、データ記憶、データ交換などのための）情報の搬送を促進する２つ以上のデバイ
ス（コントローラー又はプロセッサを含む）の任意の相互接続を指す。容易に理解される
ように、複数のデバイスの相互接続に適切なネットワークの様々な実施態様は、様々なネ
ットワークトポロジーのうちの任意のものを含み、様々な通信プロトコルのうちの任意の
ものを用いてよい。加えて、本開示による様々なネットワークにおいて、２つのデバイス
間の任意の１つの接続は、２つのシステム間の専用の接続、又は、代替的には、専用でな
い接続を表す。２つのデバイスに対するものとして意図された情報を伝送することに加え
て、そうした専用でない接続は、２つのデバイスのいずれかに対するものとして必ずしも
意図されたものではない情報を伝送してもよい（例えば、オープンネットワーク接続）。
更に、本明細書において論じられるデバイスの様々なネットワークは、ネットワーク全体
にわたる情報の搬送を促進するために、１つ又は複数の無線、有線／ケーブル、及び／又
は光ファイバーのリンクを用いてよいことが容易に理解されるべきである。
【００２９】
　前述の概念及び以下においてより詳細に論じられる追加的な概念の全ての組み合わせは
、（そのような概念が互いに矛盾するものではない限り）本明細書において開示される発
明の主題の一部であると考えられることが理解されるべきである。特には、本開示の最後
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に記載される特許請求された主題の全ての組み合わせは、本明細書において開示される発
明の主題の一部であると考えられる。参照によって組み込まれる任意の開示においても記
載され、本明細書において明示的に用いられている用語は、本明細書において開示される
特定の概念と最も一貫性のある意味が与えられるべきであることも理解されるべきである
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】一実施形態による、取り付け状態にある二状態式ウェアラブルデバイスを示す
。
【図１Ｂ】一実施形態による、分離状態にある二状態式ウェアラブルデバイスを示す。
【図２】一実施形態による、ウェアラブルバンド及びディスプレイモジュールを含んだ二
状態式ウェアラブルデバイスアーキテクチャを示す。
【図３】一実施形態による、ウェアラブルバンドによって実行される睡眠ソフトウェアの
動作を示すフロー図である。
【図４】一実施形態による、ウェアラブルバンドのメモリに記憶されるウェアラブルバン
ドデータベースを示す。
【図５】一実施形態による、ディスプレイモジュールによって実行されるディスプレイモ
ジュール基本ソフトウェアの動作を示すフロー図である。
【図６】一実施形態による、本明細書において説明される様々な特徴及び処理を実施する
ために利用されるコンピューティングデバイスアーキテクチャを示す。
【図７】一実施形態による、ディスプレイモジュールのメモリに記憶されるディスプレイ
モジュールデータベースを示す。
【図８】一実施形態による、ディスプレイモジュールによって実行される睡眠グラフィカ
ルユーザインターフェース（ＧＵＩ：ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）を示す。
【図９】一実施形態による、ディスプレイモジュールによって実行される睡眠ソフトウェ
アの動作を示すフロー図である。
【図１０】一実施形態による、方法のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　次に、添付の図面において参照されるいくつかの実施形態が説明される。以下の説明及
び図面は例示的なものであり、限定的なものと見なされるべきではない。多くの特定の詳
細は、様々な実施形態の完全な理解を提供するために説明される。しかしながら、場合に
よっては、よく知られた又は従来からの詳細は、実施形態の簡略な議論を提供するために
説明されないことがある。
【００３２】
　本明細書における「１つの実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」又は「一実施
形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」への言及は、実施形態に関して説明される特定の
特徴、構造又は特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれ得ることを意味する。本明細
書における様々な箇所での「１つの実施形態において」又は「一実施形態において」とい
う語句の記載は、必ずしも全てが同じ実施形態を指すものではない。
【００３３】
　次に、図面を参照すると、図１Ａ及び図１Ｂは、取り付け状態１６０及び分離状態１７
０を有することによって特徴づけられる二状態式ウェアラブルデバイス１５０の一実施形
態の２つの状態を示す。図１Ａは、取り付け状態１６０にある二状態式ウェアラブルデバ
イス１５０の一実施形態を示す。取り付け状態１６０において、ディスプレイモジュール
１００（例えば、コンピュータ化された時計面）は、ウェアラブルバンド１１０（例えば
、コンピュータ化された時計バンド）に取り付けられる。本出願のためにのみ、「状態」
及び「ステージ」という用語は交換可能であり、ウェアラブルバンド１１０に取り付けら
れたときのディスプレイモジュール１００の位置とウェアラブルバンド１１０から分離さ
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れたときの位置とを指す。
【００３４】
　一実施形態において、取り付け状態１６０は、より能動的なセンサを有することが有用
な使用期間に関連付けられる。例えば、取り付け状態１６０は、ウェアラブルデバイス１
５０の日中の使用期間に関連付けられる。例えば、日中に、ディスプレイモジュール１０
０は、ディスプレイモジュール１００のディスプレイ２４５を通じて、時間の表示、天候
の表示、電子メールの表示、ＳＭＳ／テキストメッセージの表示、インスタントメッセー
ジの表示、電話着信の表示、ビデオ着信の表示、カレンダイベントの表示、リマインダの
表示、購入の表示、メール追跡の表示、フィットネス追跡の表示、健康追跡の表示、健康
警告の表示、睡眠追跡（前夜の睡眠又は日中のうたた寝に関するもの）の表示、及び応答
をタイピングし又は設定（例えば、図８に関して後に更に論じられる睡眠アラーム設定）
を調節するためのグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）などの、ユーザが睡眠
しているときにはアクセスされたり見られたりすることのないメッセージ及び情報をユー
ザに提供する。ディスプレイモジュール１００は、マイク音声入力機能性などのユーザが
応答可能な他の特徴も含んでよい。ディスプレイモジュール１００は、（例えば、心拍数
又は血圧を測定する）健康センサ、（例えば、歩行又は走行した歩数を計測する）フィッ
トネスセンサ、又は（例えば、気温又は湿度を測定する）環境センサなどの様々なセンサ
も含んでよい。
【００３５】
　ウェアラブルデバイス１５０のウェアラブルバンド１１０は、いくつかの場合において
、及び様々な実施形態において、ディスプレイモジュール１００よりも低い電力を使用す
るように設計される。これは、いくつかの手法で達成される。例えば、ウェアラブルバン
ド１１０は、ディスプレイを全く有さなくてもよく、又は低電力のウェアラブルバンドデ
ィスプレイ１９０（又は少なくともディスプレイモジュール１００よりも低電力なディス
プレイ）を使用してもよく、又はディスプレイモジュール１００のより強力なプロセッサ
２９５に比べて単純なプロセッサ２９０を使用してもよい。代替的には、ウェアラブルバ
ンド１１０は、ディスプレイモジュール１００よりも低い電力を使用するように設計され
ることを必要とせず、その結果、フル機能のディスプレイ１９０（例えば、タッチスクリ
ーンカラーディスプレイ１９０）及び／又はディスプレイモジュール１００のプロセッサ
２９５と同じ程度に又はそれよりも強力なプロセッサ２９０を含んでよい。ウェアラブル
バンド１１０も、（例えば、心拍数又は血圧を測定する）健康センサ、（例えば、歩行又
は走行した歩数を計測する）フィットネスセンサ、又は（例えば、気温又は湿度を測定す
る）環境センサなどのセンサを含んでよい。一実施形態において、ウェアラブルバンド１
１０のセンサの出力及び他のデータは、次いで、ウェアラブルデバイス１５０が図１Ａに
示される取り付け状態１６０にあるときに、図１Ｂに示されるポート１３０を介してディ
スプレイモジュール１００に供給される。代替的な実施形態において、ウェアラブルバン
ド１１０は、取り付け状態１６０にあるとき、又はウェアラブルバンド１１０がディスプ
レイモジュール１００の無線範囲にあるならば分離状態１７０にあるときも、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）接続、高周波接続、インダクティブ（ｉｎｄｕｃｔｉｖｅ）接続、
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）直接通信、又は近距離無線通信（ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの無線接続を介してディスプレイモジュール１００とデータ
を通信する。
【００３６】
　一実施形態において、ウェアラブルデバイス１５０のウェアラブルバンド１１０は、取
り付け状態１６０にあるとき、ディスプレイモジュール１００からの充電も受ける。換言
すれば、ディスプレイモジュール１００のバッテリ２５５からの充電が、ウェアラブルバ
ンドのバッテリ２３０を再充電するために使用される。代替的に、ウェアラブルバンド１
１０が、ディスプレイモジュール１００に充電を供給してもよい（例えば、ウェアラブル
バンド１１０のバッテリ２３０からの充電が、ディスプレイモジュール１００のバッテリ
２５５を再充電するために使用されてよい）。（代替的な実施形態において、ウェアラブ
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ルバンド１１０は、壁に接続された充電器などの外部電源又は外部の接続可能バッテリか
ら充電を受けてもよい。）
【００３７】
　図１Ｂは、分離状態１７０にある二状態式ウェアラブルデバイス１５０の一実施形態を
示す。分離状態１７０において、ディスプレイモジュール１００は、ウェアラブルバンド
１１０から分離されている。これは、例えば、ウェアラブルバンド１１０が動作を継続し
てウェアラブルバンドのセンサ２２０を介してセンサ測定値を取得している間に、ディス
プレイモジュール１００を充電するために有用である。
【００３８】
　一実施形態において、分離状態１７０は、例えば、ウェアラブルデバイス１５０を充電
するために有用であるが、センサ測定値を取得するためにも依然として有用である期間に
主に関連付けられる。ウェアラブルデバイス１５０全体を（例えば充電器２００を使用し
て）電源１２０に結合することは、一般に、ケーブルや、無線充電ステーションへの近接
を伴う。いくつかの機能（例えば、睡眠追跡）においてウェアラブルデバイス１５０の使
用を継続しようと望むユーザは、ウェアラブルデバイスが充電のために電源１２０に接続
されている間は、ウェアラブルデバイスを快適に又は確実に使用し続けることはできない
。睡眠しているユーザは、無意識のうちに充電ケーブルに絡まってしまい、潜在的にユー
ザの生命を危険に晒すことがある。同様に、睡眠しているユーザが、近接ベースの無線充
電ステーションから充電を受け続けるために、睡眠している間に彼／彼女の手を特定の位
置に置いたままにすることは期待できない。ユーザが睡眠している間にデバイスを充電し
ようとするそのような試みによって生じる不快感は、ユーザの睡眠の品質及び持続を悪化
させ、睡眠追跡デバイスを使用する目的を無にしてしまうことがある。代替的に、ウェア
ラブルバンド１１０は、ディスプレイモジュール１００が異なるバンド（本明細書におい
て説明されるスマートウェアラブルバンド１１０又は通常のバンドのいずれか）に取り付
けられ、それによって装着されている間に充電されてよい。代替的に、ウェアラブルバン
ド１１０が充電されている間、ディスプレイモジュールは、締め紐（ｌａｎｙａｒｄ）、
ベルトクリップ、ポーチなどによって装着されてよい。
【００３９】
　従って、分離状態１７０は、ウェアラブルバンド１１０が睡眠追跡機能などの特定の機
能を維持することを可能にしつつディスプレイモジュール１００を充電するために使用さ
れる。睡眠追跡機能は、ディスプレイモジュール１００が分離されて充電されている間に
、ウェアラブルバンド１１０のセンサ２２０及びウェアラブルバンド１１０のメモリ２０
５（及び使用可能なときはウェアラブルバンド１１０のプロセッサ２９０）によって提供
される。分離状態１７０中に、例えば、ウェアラブルバンド１１０は、ウェアラブルバン
ド１１０のセンサ２２０からセンサ測定値を（例えば、図２のウェアラブルバンド睡眠ソ
フトウェア２１５に従って）取得し、測定値をメモリ２０５に（例えば、図２のウェアラ
ブルバンドデータベース２１０に）記憶する。センサ２２０からのセンサ測定値は、睡眠
品質、睡眠持続時間、睡眠運動、睡眠パターン、睡眠中断、睡眠脈拍、睡眠血圧、睡眠呼
吸、ユーザの入眠に関連する時間値、又はユーザの起床に関連する時間値に関連し得る。
センサ２２０からのセンサ測定値は、血圧、脈拍、呼吸、又は図２に関して論じられる若
しくは当技術分野において知られている、ウェアラブルデバイス１５０に追加されること
が有利な任意の他の可能なセンサ測定値などの他の量も測定することもできる。
【００４０】
　次いで、ウェアラブルバンド１１０及びディスプレイモジュール１００は、朝に又はデ
ィスプレイモジュール１００の充電が終了したときに、図１Ａに描かれるようなウェアラ
ブルデバイス１５の取り付け状態１６０へと再接続される。ウェアラブルバンド１１０の
センサ２２０によって取得され、ウェアラブルバンド１１０によってメモリ２０５に記憶
された任意のセンサ測定値（又はセンサ測定値の一部）は、次いで、（例えば、図２のデ
ィスプレイモジュールデータベース２７５における）記憶のために、及び／又は（例えば
、図２のディスプレイモジュール睡眠ソフトウェア２７０による）解釈のために、ディス
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プレイモジュール１００に転送される。また、ディスプレイモジュール１００は次いで、
（電源１２０からの充電によって）新たに再充電されたバッテリ２５５を使用して、ウェ
アラブルバンド１１０が再び（例えば次の夜に）すぐに使用できる状態になるまで、ウェ
アラブルバンド１１０のバッテリ２３０に充電を送る。代替的な実施形態において、ウェ
アラブルバンド１１０は、別の外部電源（例えば、充電器）から、又は別の外部の取り付
け可能なバッテリから充電を受けてもよい。例えば、ウェアラブルバンド１１０は、ディ
スプレイモジュール１００に加えて、ウェアラブルバンド１１０がユーザによって装着さ
れ続けている間に電力を供給し及び／又はバッテリ２３０（及び／又はバッテリ２５５）
を充電するように構成された分離可能なバッテリを収容してもよい。ディスプレイモジュ
ール１００も同様に、ディスプレイモジュール１００のバッテリ２５５又はウェアラブル
バンド１１０のバッテリ２３０を充電するために使用される分離可能なバッテリを収容し
てもよい。
【００４１】
　ウェアラブルバンド１１０は、時計、バイブレータ及び／又はスピーカも含む。これら
は、指定時刻に作動するアラーム、又はユーザが「浅い」睡眠にあるとき（「深い」急速
眼球運動「ＲＥＭ」睡眠にあるときではなく）にのみユーザを起床させる「スマート」ア
ラームを通じてウェアラブルバンド１１０のユーザを起床させるために使用され得る。
【００４２】
　一実施形態において、いずれの状態においても（代替的な実施形態においては、取り付
け状態において）、ディスプレイモジュール１００は、設定を調節するために使用される
。これらの設定は、例えば、ウェアラブルバンド１１０によってどのセンサ２２０が使用
されるべきかについて、センサ２２０のセンサ測定間の期間について、特定の時間にウェ
アラブルバンド１１０によって実行されるべきアラームの設定について、ユーザがどの睡
眠ステージにあるかを考慮するために（例えば、ユーザがＲＥＭ睡眠状態にあるときはユ
ーザを起床させないようにする）センサ２２０のセンサ測定値を使用する、ウェアラブル
バンド１１０によって実行されるべき「スマート」アラームの設定について、ウェアラブ
ルバンド１１０によって実行されるべきアラームの音／ノイズの調節について、ウェアラ
ブルバンド１１０によって実行されるべきアラームの振動の強さの調節について、ディス
プレイモジュール１００とウェアラブルバンド１１０との間での時計の同期について、及
びウェアラブルバンド１１０の睡眠追跡機能性の他の設定について調節を行う。代替的に
、設定は、ディスプレイモジュール１００のセンサ２５０とディスプレイモジュール１０
０によって実行されるべきアラームとに関連して同じ値を調節してもよい。代替的な実施
形態において、これらの設定は、コンピュータ、モバイルデバイスなどのサードパーティ
のデバイスによって調節されてもよく、これらはディスプレイ１００と、又は直接的にウ
ェアラブルバンド１１０とペアにされる。
【００４３】
　設定は、二状態式ウェアラブルデバイス１５０の状態（例えば、取り付け状態１６０又
は分離状態１７０）に関わらず、ディスプレイモジュール１００における睡眠グラフィカ
ルユーザインターフェース（ＧＵＩ）２８０を通じて調節される。次いで、次に二状態式
ウェアラブルデバイス１５０が結合されて取り付け状態１６０になったときに、これらの
設定は、（例えば、ポートを通じて、又は無線で）ウェアラブルバンド１１０に送信され
る。代替的に、睡眠ＧＵＩ２８０からの設定は、分離状態１７０において、ディスプレイ
モジュール１００からウェアラブルバンド１１０に無線で送信（例えば、定期的に又はユ
ーザの入力によって始動する通信）されてもよい。同様に、二状態式ウェアラブルデバイ
ス１５０は、ディスプレイモジュール１００とウェアラブルバンド１１０との間で時計の
同期を、二状態式ウェアラブルデバイス１５０が結合されて取り付け状態１６０になった
ときに（例えば、ポートを通じて、又は無線で）、又は分離状態１７０において無線によ
って（例えば、定期的に又はユーザの入力によって始動する同期）のいずれかにおいて、
行ってもよい。
【００４４】
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　図２は、ウェアラブルバンド１１０及びディスプレイモジュール１００含んだ二状態式
ウェアラブルデバイスアーキテクチャの一実施形態を示す。一実施形態において、二状態
式ウェアラブルデバイスアーキテクチャは、少なくともウェアラブルバンド１１０と、デ
ィスプレイモジュール１００と、電源１２０とを含む。
【００４５】
　図１Ａ及び図１Ｂと共に部分的に説明されたように、ウェアラブルバンド１１０は、例
えば、１つ又は複数のウェアラブルバンドセンサ２２０、バイブレータ２２５（「振動」
）、プロセッサ２９０、電力貯蔵ユニット２３０（「バッテリ」）（例えば、再充電可能
バッテリ又は交換可能バッテリ）、時計、メモリ２０５、及び通信／電力ポート／モジュ
ール１３０（「ポート」）などの様々なコンポーネントを含む。ウェアラブルバンド１１
０のメモリ２０５は、ウェアラブルバンドデータベース２１０と、ウェアラブルバンド睡
眠ソフトウェア２１５又は様々な他の実施形態及びウェアラブルバンド１１０の用途に従
って（フィットネスソフトウェアなどの）他のソフトウェアとを含む。図２に示されたウ
ェアラブルバンドアーキテクチャは、限定ではなく例示と解釈されるべきであり、他の実
施形態は、メモリに記憶される追加的な又は異なるコンポーネント又は要素を含んでよく
、又は、メモリに記憶される示されたようなコンポーネント又は要素を欠いてもよい。
【００４６】
　ウェアラブルバンド１１０の通信／電力ポート／モジュール１３０は、有線接続モジュ
ール（例えば、ＵＳＢポートモジュール、ＦｉｒｅＷｉｒｅポートモジュール、Ｌｉｇｈ
ｔｎｉｎｇポートモジュール、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔポートモジュール、カスタマイズ
されたオーディオジャックポートモジュール、磁気充電ケーブルポートモジュール、又は
独自の（ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ）ケーブルポートモジュール）、物理的接続モジュール
（例えば、ウェアラブルバンド１１０からディスプレイモジュール１００への金属リード
線の直接の物理的な接触を介した通信可能又は電力供給接触）、又は無線の通信可能又は
電力供給接続モジュールであってよい。無線の通信可能又は電力供給接続モジュールの機
能は、分割又は組み合わされてよく、無線通信モジュール（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商
標）接続モジュール、３Ｇ／４Ｇ／ＬＴＥセルラー式接続モジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）接続モジュール、低エネルギＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続モジュ
ール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）スマート接続モジュール、近距離無線通信モジュ
ール、高周波通信モジュール）、及び無線電力モジュール（例えば、磁気誘導充電モジュ
ール又は磁気共鳴充電モジュール）を含む。
【００４７】
　一実施形態において、ウェアラブルバンド１１０の１つ又は複数のウェアラブルバンド
センサ２２０は、血圧、心拍数、体温（例えば、温度計）、血糖又はグルコース、加速度
（例えば、加速度計）、インスリン、ビタミン値、呼吸数、心音（例えば、マイクロフォ
ン）、呼吸音（例えば、マイクロフォン）、運動速度、歩行又は走行した歩数（例えば、
歩数計）、皮膚の水分、汗の検知、汗の組成、神経発火（例えば、電磁センサ）又は類似
の健康測定値を測定するためのセンサ２２０を含む。いくつかの実施形態において、追加
的なセンサ２２０は、アレルゲン、空気清浄度、空気湿度、気温及び類似の環境測定値も
測定し得る。
【００４８】
　ディスプレイモジュール１００は、ディスプレイ２４５と、１つ又は複数のディスプレ
イモジュールセンサ２５０と、電力貯蔵ユニット２５５（「バッテリ」）（例えば、再充
電可能バッテリ又は交換可能バッテリ）と、メモリ２６０と、プロセッサ２９５と、通信
／電力ポート／モジュール２４０と、充電ポート／モジュール２８５とを含む。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、ウェアラブルバンド通信／電力ポート／モジュール１３
０は、ディスプレイモジュール通信／電力ポート／モジュール２４０と同じタイプの通信
／電力ポート／モジュールでよく、又は、ウェアラブルバンド１１０とディスプレイモジ
ュール１００との間で、一方向又は双方向のいずれかに、電気通信及び／又は充電の転送
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を可能にするようなやり方でウェアラブルバンドポート／モジュール１３０がディスプレ
イモジュールポート／モジュール２４０に接続可能であるような、互換タイプのものであ
ってもよい。代替的な実施形態において、ウェアラブルバンド１１０は、追加的なポート
（不図示）を介して、ディスプレイモジュール１００へ及び／又はそこから電力をやり取
りする。ディスプレイモジュールのメモリ２６０は、ディスプレイモジュール基本ソフト
ウェア２６５と、ディスプレイモジュール睡眠ソフトウェア２７０と、ディスプレイモジ
ュールデータベース２７５と、ディスプレイモジュール睡眠グラフィカルユーザインター
フェース（ＧＵＩ）２８０とを含む。ディスプレイモジュール１１０の通信／電力ポート
／モジュール２４０は、ウェアラブルバンド１１０の通信／電力ポート／モジュール１３
０に関して説明された通信／電力ポート／モジュールのうちの任意タイプのものを含む。
通信／電力ポート／モジュール２４０は、通信／電力ポート／モジュール１３０と同じタ
イプの通信／電力ポート／モジュールである必要はない。図２に示されたディスプレイモ
ジュール１００アーキテクチャは、限定ではなく例示と解釈されるべきであり、他の実施
形態は、メモリに記憶される追加的な又は異なるコンポーネント又は要素を含んでよく、
又は、メモリ２６０に記憶される示されたようなコンポーネント又は要素を欠いてもよい
。
【００５０】
　一実施形態において、充電ポート／モジュール２８５は、有線の電力受信接続モジュー
ル（例えば、ＵＳＢポートモジュール、ＦｉｒｅＷｉｒｅポートモジュール、Ｌｉｇｈｔ
ｎｉｎｇポートモジュール、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔポートモジュール、カスタマイズさ
れたオーディオジャックポートモジュール、磁気力ケーブルポートモジュール、又は独自
の電力ケーブルコネクタモジュール）、物理的充電モジュール（例えば、ウェアラブルバ
ンド１１０から電源への金属リード線の直接の物理的な接触を介した充電）、又は無線充
電モジュール（例えば、磁気誘導充電モジュール又は磁気共鳴充電モジュール）であって
よい。
【００５１】
　一実施形態において、ディスプレイモジュール１００の１つ又は複数のセンサは、血圧
、心拍数、体温（例えば、温度計）、血糖又はグルコース、加速度（例えば、加速度計）
、インスリン、ビタミン値、呼吸数、心音（例えば、マイクロフォン）、呼吸音（例えば
、マイクロフォン）、運動速度、歩行又は走行した歩数（例えば、歩数計）、皮膚の水分
、汗の検知、汗の組成、神経発火（例えば、電磁センサ）又は類似の健康測定値を測定す
るためのセンサを含む。いくつかの実施形態において、追加的なセンサは、アレルゲン、
空気清浄度、空気湿度、気温及び類似の環境測定値も測定し得る。
【００５２】
　当業者は、本開示を精査することで、ディスプレイモジュール１００は、ウェアラブル
バンド１１０と同じ、又は異なるセンサを有し得ることを理解されよう。一実施形態にお
いて、ウェアラブルバンド１１０のセンサは、分離状態１６０にあるウェアラブルデバイ
ス１５０のために適したタイプのもの（例えば、睡眠監視又はフィットネス追跡のための
もの）であり、その一方でディスプレイのセンサは、取り付け状態にあるウェアラブルデ
バイスのために適している。もちろん、これらは単なる例であり、各状態に対して意図さ
れる目的のために有利な任意のセンサが使用されてよい。当業者は、ウェアラブルバンド
１１０のセンサは、バンド内に収まるサイズを有している（すなわち小型又は柔軟性のセ
ンサ）ことを更に理解されよう。更には、取り付け状態にあるとき、任意のセンサがウェ
アラブルバンド１１０とディスプレイモジュール１００との間で重複している（すなわち
、両者が運動センサを有している）ならば、電力の節約のために重複したものの一方はオ
フにされてよい。代替的に、取り付け状態にあるとき、ウェアラブルバンド１１０のセン
サの全て又は一部が電力の節約のためにオフにされてよい。更に別の実施形態において、
取り付け状態にあるとき、ディスプレイモジュール１００及びウェアラブルバンド１１０
における異なるセンサが、それぞれの感知能力を増強及び向上させるために、又は一緒に
動作して健康監視などを向上させるために使用されてよい。最後に、ディスプレイモジュ
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ール１００は、取り付け状態にあるとき（又は、無線データ接続を介して接続されたとき
）、ウェアラブルバンド１１０内に配置されたセンサの出力を直接的に制御し、及び読み
取るように構成されてよい。逆に、ウェアラブルバンド１１０は、接続されたとき又は取
り付け状態にあるとき、ディスプレイモジュール１００内にあるセンサの出力を直接的に
制御し、及び読み取ることができる。
【００５３】
　電源１２０は、標準的壁ソケット（例えば、所定の電圧の電力を供給する）、発電機、
バッテリ（例えば、ポータブルバッテリデバイス、又はカーバッテリ）などの任意のタイ
プの電源でよい。充電器２００は、ケーブル（例えば、ＵＳＢケーブル、ＦｉｒｅＷｉｒ
ｅケーブル、Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇケーブル、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔケーブル、カスタマ
イズされたオーディオジャックケーブル、磁気充電ケーブル、又は独自のケーブル）、壁
ソケット電流を特定の電圧及び／又はアンペア数及び／又は電流タイプ（例えば、交流又
は直流）に適合するアダプタ、及び／又は無線充電ドック／クレイドル／マット／領域／
ボリュームを含む。同様に、ディスプレイモジュール１００は、バッテリ２５５を充電す
るために、追加的な解除可能に取り付け可能なバッテリを収容するように構成されてよい
。そして、解除可能なバッテリは、それ自体を充電するために分離され得る。代替的な実
施形態において、バッテリ２５５は、充電のためにディスプレイモジュール１００から取
り外されてよい。バッテリ２５５がディスプレイモジュール１００から分離されている間
に、第２のバッテリがモジュール１００を電力供給された状態に保つ。このようにして、
充電されたバッテリがディスプレイモジュール１００の内外で交換される。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、ウェアラブルバンド１１０は、ウェアラブルバンドディ
スプレイ１９０を含み、これは低エネルギディスプレイ（例えば、発光ダイオードディス
プレイ）である。図２には図示されていないが、低エネルギディスプレイ１９０の一実施
形態は、図１Ｂのウェアラブルバンド１１０の一実施形態に示されている（「ＡＬＡＲＭ
　ＳＥＴ：７：３０ＡＭ」と表示している）。
【００５５】
　二状態式ウェアラブルデバイス１５０の動作の一実施形態は、例えば、一日の間に二状
態式ウェアラブルデバイス１５０を使用し、取り付け状態１６０にあるウェアラブルデバ
イス１５０のディスプレイモジュール１００のセンサ２５０から及び／又はウェアラブル
バンド１１０のセンサ２２０からの様々な異なるセンサ読み取り値を取得するユーザであ
る。一日の終わりに、二状態式ウェアラブルデバイス１５０を充電することをユーザが決
めると、ユーザは自身が起床したいと望む時刻を睡眠ＧＵＩ２８０に入力する（次いで、
これはウェアラブルバンド１１０に転送される）が、二状態式ウェアラブルデバイス１５
０の全体を取り外す代わりに、ユーザはディスプレイモジュール１００だけを取り外し、
ウェアラブルバンド１１０は着けたままにする。これによってウェアラブルデバイス１５
０の「状態」が取り付け状態１６０から分離状態１７０に変化する。次いで、ディスプレ
イモジュール１００は、夜間全体を通して、その電力貯蔵ユニット２５５（例えば、再充
電可能バッテリ）を電源１２０を使用して充電する一方、（それ自身の電力貯蔵ユニット
２３０、センサ２２０、時計２３５、アラーム、及びバイブレータ２２５を有する）ウェ
アラブルバンド１１０は電力を供給されて動作し続け、ウェアラブルバンドセンサ２２０
を使用してユーザにセンサ読み取り値を提供する（例えば、ユーザの睡眠行為を測定する
）。朝になると、ウェアラブルバンド１１０は、睡眠ＧＵＩ２８０からの睡眠設定に従っ
て振動してユーザを起床させる。ユーザは、充電されたディスプレイモジュール１００を
ウェアラブルバンド１１０に再び取り付けてウェアラブルデバイス１５０を分離状態１７
０から取り付け状態１６０にする。次いで、ウェアラブルバンド１１０は、夜の間にセン
サ２２０から記録したセンサデータを、ディスプレイモジュールデータベース２７５への
追加のためにディスプレイモジュール１００に送信する。ディスプレイモジュール１００
は、次に（又は同時に、又はその前に）、そのバッテリ２５５から送られた電気エネルギ
／充電をウェアラブルバンドのバッテリ２３０を再充電するために供給し、ウェアラブル
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デバイス１５０が次の夜に分離状態１７０に戻ったときにウェアラブルバンド１１０が再
び機能できるようにする。
【００５６】
　一実施形態において、二状態式ウェアラブルデバイス１５０は、フィットネスの目的に
も適合する。例えば、ユーザは、衝撃又は水によるダメージによって損傷することを避け
るためにディスプレイモジュール１００をロッカーに置いたままにしてウェアラブルバン
ド１１０を使用することができる。この目的で、たとえディスプレイモジュール１００が
耐水性でなかったとしても、ウェアラブルバンド１１０は耐水性を有するように作られる
。しかしながら、いくつかの実施形態において、ディスプレイモジュール１００も耐水性
であってよい。
【００５７】
　二状態式ウェアラブルデバイス１５０は、１つのディスプレイモジュール１００につき
複数のウェアラブルバンド１１０を含んでもよい。例えば、種々のウェアラブルバンド１
１０が異なる目的（例えば、個別の睡眠ウェアラブルバンド１１０及び個別のフィットネ
スウェアラブルバンド１１０）及びこれらの目的を達成するための異なる統合センサを有
してよい。いくつかの実施形態において、ウェアラブルバンド１１０は、イベントにおい
て配布又は販売されてよく、例えば、そのイベントに関連した特別なイベントソフトウェ
ア（例えば、音楽関連イベント、独立祭などの文化的大会、政治イベントのための特定の
色を有した統合されたＬＥＤライトを有するウェアラブルバンド）を含んでよい。ウェア
ラブルバンド１１０は、特定のユーザのファッション、快適性及びフィットネスのニーズ
に適した又は特定のイベントに合った様々なスタイル及び色で提供されてもよい。更には
、ウェアラブルバンド１１０及び／又はディスプレイモジュール１００は、プラスチック
、シリコーン又は金属など様々な材料で提供されてよい。いくつかの実施形態において、
ユーザは、ウェアラブルバンド１１０及び／又はディスプレイモジュール１００をサード
パーティのデバイス（例えば、ユーザのコンピュータ、ユーザのモバイルデバイス、医師
のコンピュータ、医師のモバイルデバイス、又は医師のウェアラブルデバイス１５０）に
接続して、データをサードパーティのデバイスに転送し（例えば、ウェアラブルバンドデ
ータベース２１０及び／又はディスプレイモジュールデータベース２７５及び／又は睡眠
ＧＵＩの睡眠設定）、サードパーティのデバイスからデータを受信し、又はサードパーテ
ィのデバイスとデータを同期することができる。複数のウェアラブルバンド１１０を有す
ることで、充電が低くなり始めたならば、ユーザは１つのバンドを完全に充電されたウェ
アラブルバンドに交換することができる。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイモジュール１００は、多様な性能を有する
複雑なコンピュータデバイスである。他の実施形態において、ディスプレイモジュール１
００は、単純なユーザインターフェース（例えば、時間だけを表示する）を備えてよく、
それ自体で単独のデバイスとしてではなくウェアラブルバンド１１０のためのバッテリパ
ックとして機能してもよい。そのような実施形態においては、代替的に、基本ソフトウェ
ア２６５、睡眠ソフトウェア２７０、データベース２７５、及び睡眠ＧＵＩは、ディスプ
レイモジュールメモリ２６０に記憶されてプロセッサ２９５によって実行される代わりに
、ウェアラブルバンドメモリ２０５に記憶され、及び／又はウェアラブルバンドプロセッ
サ２９０によって実行され得る。
【００５９】
　図３は、ウェアラブルバンド１１０の一実施形態によって実行される睡眠ソフトウェア
の動作の一実施形態を示すフロー図である。睡眠ソフトウェアは、ウェアラブルバンド１
１０の睡眠追跡機能性、及びウェアラブルバンド１１０とディスプレイモジュール１００
との間の接続に関する様々な機能を制御する。
【００６０】
　一実施形態において、睡眠ソフトウェアの動作は、ステップ３００において、ウェアラ
ブルバンド１１０がルーチン動作を行うことから始まる。ウェアラブルバンド１１０の場
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合、ルーチン動作とは、ルーチン睡眠追跡動作を意味し、すなわち、ウェアラブルバンド
１１０の１つ又は複数センサ２２０からセンサ測定値入力（例えば、運動追跡、心拍数、
呼吸又は図２のウェアラブルバンド１１０の一実施形態に関して説明された他の可能なセ
ンサ入力のうちの任意のもの）を受信することを意味する。ルーチン動作は、データ分析
及び報告（例えば、センサ入力に基づいて睡眠品質又は睡眠ステージを計算する）も含む
。次いで、ステップ３０５において、ウェアラブルバンド１１０は、センサ測定値入力か
らの及び／又はデータ分析／報告からの未加工のデータをウェアラブルバンド１１０のメ
モリ２０５に（例えば、ウェアラブルバンドデータベース２１０内に）記憶する。
【００６１】
　一実施形態において、ウェアラブルバンド１１０は、次いで、ステップ３１０において
、ディスプレイモジュール１００がウェアラブルバンド１１０に接続されているかを判定
するために（例えば、二状態式ウェアラブルデバイス１５０が図１Ｂの分離状態１７０で
はなく図１Ａに示された取り付け状態１６０にあるかを確かめるために）、ポーリングを
行う。ウェアラブルバンド１１０がディスプレイモジュール１００に接続されているなら
、次いでウェアラブルバンド１１０は、ステップ３１５において、ディスプレイモジュー
ルの電力貯蔵ユニット２５５（例えば、再充電可能バッテリ又は交換可能バッテリ）から
ウェアラブルバンドの電力貯蔵ユニット２３０（例えば、再充電可能バッテリ）への充電
を受ける。代替的に、ウェアラブルバンド１１０は、ウェアラブルバンドの電力貯蔵ユニ
ット２５５（例えば、再充電可能バッテリ又は交換可能バッテリ）からディスプレイモジ
ュールの電力貯蔵ユニット２３０（例えば、再充電可能バッテリ）へ充電を送ってもよい
。次いで、ステップ３２０において、ウェアラブルバンド１１０は、ウェアラブルバンド
データベース２１０の少なくともサブセット（又はいくつかの他のフォーマットのセンサ
測定値及び／又はデータ分析／報告データ）をディスプレイモジュール１００に送信し、
ステップ３３０において、ディスプレイモジュール１００は、ウェアラブルバンドデータ
ベース２１０を受信して、ディスプレイモジュールの基本ソフトウェア２６５を使用して
処理する（図５に関連して更に詳細に説明される）。代替的な実施形態において、ディス
プレイモジュール１００が取り付けられているかをチェックする代わりに、ディスプレイ
モジュール１１０は、取り付け通知をウェアラブルバンド１１０に送ることによって、ウ
ェアラブルバンド１１０に取り付けを通知してもよい。例えば、ディスプレイモジュール
は、ウェアラブルバンド１１０の内部変数にアクセスしてこれを変更し、ウェアラブルバ
ンド１１０に接続を通知する。
【００６２】
　ステップ３１０においてディスプレイモジュール１００が接続されているかをウェアラ
ブルバンド１１０がチェックした際に、もしもディスプレイモジュール１００が接続され
ていることが見つからなかったなら（例えば、二状態式ウェアラブルデバイス１５０が、
図１Ａの取り付け状態１６０ではなく図１Ｂに示された分離状態１７０にあるならば）、
ステップ３２５において、ウェアラブルバンド１１０は、ディスプレイモジュールの睡眠
設定ＧＵＩ２８０から（又はサードパーティのデバイスから）事前に取得した睡眠設定を
チェックし、これらの睡眠設定をウェアラブルバンド１１０の時計と突き合わせて、ウェ
アラブルバンド１１０によってアクションが開始されるべきであることをこれらの設定の
うちのいずれかが示すかをチェックする。これらの睡眠設定は、ステップ３３５において
、ディスプレイモジュールの睡眠設定ＧＵＩ２８０を使用して入力され（図９に関連して
更に詳細に説明される）、ステップ３４０において、ディスプレイモジュールの睡眠ソフ
トウェア２７０から送信されてウェアラブルデバイス１５０において受信され、ステップ
３４５において、ウェアラブルバンド１１０のウェアラブルバンド睡眠ソフトウェア２１
５にセーブされる。ステップ３５０においてウェアラブルバンド１１０によってアクショ
ンが開始されるべきであるかを判定するためにウェアラブルバンド１１０が時間及び睡眠
設定をチェックした際に、もしも合致する睡眠設定がなかったなら、ステップ３５５にお
いて、ウェアラブルバンド１１０は定期的にポーリングを行い続け、ウェアラブルバンド
１１０によってアクションが開始されるべきであることを示す、合致する睡眠設定をチェ
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ックする。いくつかの実施形態において、ウェアラブルバンド１１０は、ステップ３００
のウェアラブルバンドのルーチン動作に戻ってもよく、又はステップ３１０のディスプレ
イモジュール１００が接続されているかを確かめるチェックに戻ってもよい。
【００６３】
　もしもステップ３５０においてウェアラブルバンド１１０によってアクションが開始さ
れるべきであることを示す、合致する睡眠設定がウェアラブルバンド１１０にあるなら、
次いで、ステップ３６０において、ウェアラブルバンド１１０はユーザにアラートを発す
る。ステップ３６０におけるこのアラートはウェアラブルバンド１１０のバイブレータか
らの振動の形態をとっているが、又はウェアラブルバンド１１０のスピーカから再生され
るオーディオクリップの形態、ウェアラブルバンド１１０のディスプレイ１９０に表示さ
れるテキスト通知の形態、ウェアラブルバンド１１０のディスプレイ１９０に表示される
グラフィカルな通知の形態、ウェアラブルバンド１１０のディスプレイ１９０及び／若し
くはスピーカを使用して再生されるビデオ通知の形態、又はこれらのいくつかの組み合わ
せの形態をとってもよい。合致する睡眠設定は、例えば、アラーム又は「スマート」アラ
ームであってよい。
【００６４】
　図３のフロー図は、ある実施形態によって行われる動作の特定の順序を図示するが、そ
のような順序は一実施形態にすぎないことを理解されたい（例えば、代替的な実施形態は
、異なる順序で動作を行ってよく、いくつかの動作を組合わせてよく、いくつかの動作を
並行して行ってよい）。
【００６５】
　図４は、ウェアラブルバンド１１０の一実施形態のメモリ２０５に記憶されるウェアラ
ブルバンドデータベース２１０の一実施形態を示す。ウェアラブルバンドデータベース２
１０の一実施形態は、ウェアラブルバンドセンサ２２０からのセンサ測定値に関する複数
の列（本明細書において説明される列は、データベース２１０に記憶されるデータのカテ
ゴリの単なる例である）を含む。いくつかの列は、ユーザ識別情報（ＩＤ）４００、測定
日４１０、測定時刻４２０及び記された日時に対応する様々なセンサ測定値に対応する。
センサ測定値は、例えば、脈拍センサ４３０からの測定値及び加速度計４４０からの測定
値を含む。
【００６６】
　ウェアラブルバンドデータベース２１０のこの実施形態において、全てのエントリは、
ユーザＩＤ「ＪＳＸＸＸＸ」（例えば、「ＩＤ」列４００）を有するユーザに属する。他
の場合には、全てのエントリが同じユーザに帰属する必要はなく、例えば、ウェアラブル
デバイス１５０は、ウェアラブルデバイス１５０を使用する複数のユーザ（例えば、家族
の異なるメンバーが、同じウェアラブルデバイス１５０を使用してスイッチオフにし、異
なるユーザに対応するデータは「ＩＤ」列４００に異なって記される）に対応する複数の
ユーザＩＤを含んでよい。
【００６７】
　例えば、図４に図示された全ての測定値は、２０１５年３月１１日（３／１１／２０１
５）（例えば、「日付」列４１０）に取得されている。いくつかの場合には、データベー
ス２１０は、複数日からのデータを記憶する。いくつかの場合には、データベース２１０
からのデータがディスプレイモジュール１００に転送されたとき、データベース２１０は
クリアされる。図示されるように、データベース２１０内の測定値は、３月１１日のＡＭ
９：００からＡＭ１０：０５の間に（例えば、「時刻」列４２０）５分おきに取得されて
いる。これは、睡眠ＧＵＩ２８０などの設定インターフェース又は別のインターフェース
を使用して調節される。脈拍測定値は、（ＡＭ９：４０における）最低値７９から（ＡＭ
１０：０５における）最高値９３の間の範囲にある（例えば、「脈拍」列４３０）。加速
度計は、測定された時間帯全体にわたって運動を追跡し、Ｘ方向及び／又はＹ方向及び／
又はＺ方向の運動が検知されたときに「Ｘ」、「Ｙ」及び「Ｚ」の表示で示している（例
えば、「加速度計」列４４０）。いくつかの場合には、加速度計は、運動の距離又は程度
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などのより詳細な運動データを測定してもよい。
【００６８】
　図５は、ディスプレイモジュール１００の一実施形態によって実行されるディスプレイ
モジュール基本ソフトウェア２６５の動作の一実施形態を示すフロー図である。基本ソフ
トウェア２６５は、二状態式ウェアラブルデバイス１５０、特にはディスプレイモジュー
ル１００の、及びディスプレイモジュール１００とウェアラブルバンド１１０との間の接
続の、様々な動作を制御する。
【００６９】
　先ず、基本ソフトウェア２６５は、ステップ５００において、ディスプレイモジュール
１００がウェアラブルバンド１１０に接続されているかを確認するチェックを行う。もし
もウェアラブルバンド１１０に接続されていないなら、次いで、ステップ５０５において
、もしも電源１２０に接続されているなら、ディスプレイモジュール１００はそのバッテ
リ２５５を充電し、ステップ５１０において、ウェアラブルバンド１１０がディスプレイ
モジュール１００に接続されたかを確かめるために定期的にポーリングを行う。ディスプ
レイモジュール１００がウェアラブルバンド１１０に接続されていたなら（例えば、ステ
ップ５１５のこの接続におけるウェアラブルバンド１１０の役割に関する詳細は図３に示
されている）、ディスプレイモジュール１００は、ディスプレイモジュール１００のバッ
テリ２５５からウェアラブルバンド１１０のバッテリ２３０に電力を送る（ステップ５２
０）。代替的に、ディスプレイモジュールのバッテリ２５５は、いくつかの実施形態にお
いてウェアラブルバンド１１０のバッテリ２３０から、又は代替的な実施形態において外
部の接続されたバッテリから電力を受信してもよい。
【００７０】
　次いで、ステップ５２５において、ディスプレイモジュール１００はルーチン動作を実
行する。例えば、これらのルーチン動作は、ディスプレイモジュール１００の１つ又は複
数のセンサ２５０からセンサ測定値入力（例えば、運動追跡、心拍数、呼吸又は図２のデ
ィスプレイモジュール１００に関して説明された他の可能なセンサ入力のうちの任意のも
の）を受信することを含む。ルーチン動作は、データ分析及び報告（例えば、センサ入力
に基づいて燃焼カロリを計算する）も含む。次いで、ステップ５３０において、ディスプ
レイモジュール１００は、ウェアラブルバンド睡眠ソフトウェア２１５からウェアラブル
バンドデータベース２１０を受信する。次いで、ステップ５３５において、ディスプレイ
モジュール１００は、ウェアラブルバンドデータベース２１０、並びに／又はウェアラブ
ルバンドデータベース２１０からの（例えば、ウェアラブルバンドセンサ２２０からのセ
ンサ測定値）及び／若しくはディスプレイモジュール自身のセンサ２５０からの未加工の
センサ測定値データ及び／若しくは未加工のデータ分析／報告データを、ディスプレイモ
ジュールのメモリ２６０に（例えば、ディスプレイモジュールデータベース２７５に）記
憶する。次いで、ディスプレイモジュール１００は、ステップ５００のディスプレイモジ
ュール１００が未だにウェアラブルバンド１１０に接続されているかのチェックに戻る。
【００７１】
　図５のフロー図は、ある実施形態によって行われる動作の特定の順序を図示するが、そ
のような順序は一実施形態にすぎないことを理解されたい（例えば、代替的な実施形態は
、異なる順序で動作を行ってよく、いくつかの動作を組合わせてよく、いくつかの動作を
並行して行ってよい）。
【００７２】
　図６は、本明細書において説明される様々な特徴及び処理を実施するために利用される
コンピューティングデバイスアーキテクチャの一実施形態を示す。例えば、コンピューテ
ィングデバイスアーキテクチャ６００は、ウェアラブルバンド１１０及び／又はディスプ
レイモジュール１００において実現され得る。図６に示されるアーキテクチャ６００は、
メモリインターフェース６０２と、プロセッサ６０４と、周辺機器インターフェース６０
６とを含む。メモリインターフェース６０２、プロセッサ６０４及び周辺機器インターフ
ェース６０６は、個別のコンポーネントであってよく、又は１つ又は複数の集積回路の一
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部として統合されてもよい。様々なコンポーネントは、１つ又は複数の通信バス又は信号
線によって結合され得る。
【００７３】
　図６に示されるプロセッサ６０４は、データプロセッサ、イメージプロセッサ、中央処
理ユニット、又は任意の様々なマルチコア処理デバイスを含むものと意図される。任意の
様々なセンサ、外部デバイス及び外部サブシステムが、例示的なモバイルデバイスのアー
キテクチャ６００内の任意の数の機能性を促進するために周辺機器インターフェース６０
６に結合され得る。例えば、運動センサ６１０、光センサ６１２及び近接センサ６１４が
、モバイルデバイスの向き、照明及び近接機能を促進するために周辺機器インターフェー
ス６０６に結合され得る。例えば、光センサ６１２は、タッチサーフェス６４６の明るさ
の調節を促進するために利用される。例として加速度計又はジャイロスコープなどがある
運動センサ６１０は、モバイルデバイスの動き及び向きを検知するために利用される。そ
れにより、表示オブジェクト又は媒体は、検知された向きに従って（例えば、ポートレー
ト表示又はランドスケープ表示）提示される。
【００７４】
　温度センサ、生体測定（ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ）センサ又は対応する機能性を促進する他
の感知デバイスなどの他のセンサが、周辺機器インターフェース６０６に結合されてもよ
い。位置プロセッサ６１５（例えば、全地球測位トランシーバ）は、地理位置データの生
成を可能にし、それによって地理測位を促進するために周辺機器インターフェース６０６
に結合され得る。集積回路チップなどの電子磁気計６１６は、正確な磁北の方向に関連す
るデータを提供し、それによってモバイルデバイスがコンパス又は方位についての機能性
を得るように、周辺機器インターフェース６０６に接続され得る。電荷結合素子（ＣＣＤ
：ｃｈａｒｇｅｄ　ｃｏｕｐｌｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）又は相補型金属酸化膜半導体（ＣＭ
ＯＳ：ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｍｅｔａｌ－ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔ
ｏｒ）光学的センサなどのカメラサブシステム６２０及び光学的センサ６２２は、写真又
はビデオクリップの記録などのカメラ機能を促進し得る。
【００７５】
　一実施形態において、通信機能性は、１つ又は複数の通信サブシステム６２４を通じて
促進され得、これらは１つ又は複数の無線通信サブシステムを含む。無線通信サブシステ
ム６２４は、８０２．ｘ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）トランシーバ、及び赤外線
などの光学的トランシーバを含み得る。有線通信システムは、ネットワークアクセスデバ
イス、パーソナルコンピュータ、プリンタ、ディスプレイ、又はデータを受信又は送信可
能な他の処理デバイスなどの他のコンピューティングデバイスへの有線結合を確立するた
めに使用可能なユニバーサルシリアスバス（ＵＳＢ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ
　Ｂｕｓ）ポート又はいくつかの他の有線ポート接続などのポートデバイスを含み得る。
通信サブシステム６２４の特定の設計及び実施態様は、デバイスが動作することを意図さ
れる通信ネットワーク又は媒体に依存する。例えば、デバイスは、移動体通信用グローバ
ルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ
　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）ネットワーク、ＧＰＲＳネットワーク、拡張データＧ
ＳＭ（登録商標）環境（ＥＤＧＥ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄａｔａ　ＧＳＭ（登録商標）　
ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）ネットワーク、８０２．ｘ通信ネットワーク、符号分割多重ア
クセス（ＣＤＭＡ：ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）ネ
ットワーク、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワークにおいて動作するように
設計された無線通信サブシステムを含む。通信サブシステム６２４は、デバイスが他の無
線デバイスのベースステーションとして構成されるように、ホスティングプロトコルを含
んでよい。通信サブシステムは、デバイスがＴＣＰ／ＩＰ、ＨＴＴＰ、又はＵＤＰなどの
１つ又は複数のプロトコルを使用してホストデバイスと同期することも可能にし得る。
【００７６】
　音響サブシステム６２６は、音声を使用可能な機能を促進するために、スピーカ６２８
及び１つ又は複数のマイクロフォン６３０に結合され得る。これらの機能は、音声認識、
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音声再現、又はデジタル録音を含む。これに併せて音響サブシステム６２６は、従来の電
話機能を含んでもよい。
【００７７】
　Ｉ／Ｏサブシステム６４０は、タッチコントローラ６４２及び／又は他の入力コントロ
ーラ６４４を含む。タッチコントローラ６４２は、タッチサーフェス６４６に結合され得
る。タッチサーフェス６４６及びタッチコントローラ６４２は、静電性、抵抗性、赤外線
又は弾性表面波技術を含むがこれらに限定されない多くのタッチ感知技術のうちの任意の
ものを使用して、接触及び動き又はその中断を検知する。タッチサーフェス６４６との１
つ又は複数の接触のポイントを判定するための他の近接センサアレイ又は要素も、同様に
利用されてよい。１つの実施態様において、タッチサーフェス６４６は、ユーザによって
入力／出力デバイスとして使用され得る仮想又はソフトボタン及び仮想キーボードを表示
できる。
【００７８】
　一実施形態において、１つ又は複数のボタン、ロッカースイッチ、サムホイール、赤外
線ポート、ＵＳＢポート及び／又はスタイラスなどのポインタデバイスなどの、他の入力
コントローラ６４４が他の入力／制御デバイス６４８に結合され得る。１つ又は複数のボ
タン（不図示）は、スピーカ６２８及び／又はマイクロフォン６３０のボリューム制御の
ための上／下ボタンを含み得る。いくつかの実施態様において、デバイス６００は、音響
及び／又は映像再生若しくは記録デバイスの機能性を含み得、他のデバイスとのコード接
続（ｔｅｔｈｅｒｉｎｇ）のためのピンコネクタを含む。
【００７９】
　メモリインターフェース６０２は、メモリ６５０に結合され得る。メモリ６５０は、高
速ランダムアクセスメモリ、又は磁気ディスク記憶デバイス、光学的記憶デバイス若しく
はフラッシュメモリなどの不揮発性メモリを含み得る。メモリ６５０は、Ｄａｒｗｉｎ、
ＲＴＸＣ、ＬＩＮＵＸ、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ　Ｘ、ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）
、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、又はＶｘＷｏｒｋｓなどの埋め込み式オペレーティング
システムなどのオペレーティングシステム６５２を記憶可能である。オペレーティングシ
ステム６５２は、基本システムサービスを取り扱うための、及びハードウェア依存のタス
クを実施するためのインストラクションを含む。いくつかの実施態様において、オペレー
ティングシステム６５２は、カーネルを含み得る。
【００８０】
　メモリ６５０は、他のモバイルコンピューティングデバイス又はサーバとの通信を促進
する通信インストラクション６５４も記憶する。通信インストラクション６５４は、ＧＰ
Ｓ／ナビゲーションインストラクション６６８によって取得される地理位置に基づいたデ
バイスによる使用のための動作モード又は通信媒体を選択するためにも使用され得る。メ
モリ６５０は、インターフェースの生成などのグラフィカルユーザインターフェース処理
を促進するグラフィカルユーザインターフェースインストラクション６５６と、センサに
関連した処理及び機能を促進するセンサ処理インストラクション６５８と、電話に関連し
たプロセス及び機能を促進する電話インストラクション６６０と、電子メッセージに関連
したプロセス及び機能を促進する電子メッセージインストラクション６６２と、ウェブ閲
覧に関連したプロセス及び機能を促進するウェブ閲覧インストラクション６６４と、媒体
処理に関連したプロセス及び機能を促進する媒体処理インストラクション６６６と、ＧＰ
Ｓ及びナビゲーションに関連するプロセスを促進するＧＰＳ／ナビゲーションインストラ
クション６６８と、カメラに関連したプロセス及び機能を促進するカメラインストラクシ
ョン６７０と、モバイルコンピューティングデバイス上で又はそれと共に動作する任意の
他のアプリケーションのためのインストラクション６７２とを含む。メモリ６５０は、ナ
ビゲーション、ソーシャルネットワーク、位置ベースのサービス又は地図表示などに関連
したアプリケーションなどの他のプロセス、特徴及びアプリケーションを促進するための
他のソフトウェアインストラクションも記憶する。
【００８１】
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　上記の特定されたインストラクション及びアプリケーションの各々は、上述された１つ
又は複数の機能を行うためのインストラクションのセットに対応し得る。これらのインス
トラクションは、個別のソフトウェアプログラム、プロシージャ又はモジュールとして実
現される必要はない。メモリ６５０は、追加的なインストラクションを含んでよく、又は
含まれるインストラクションがこれより少なくてもよい。更には、モバイルデバイスの様
々な機能は、１つ又は複数の信号処理及び／又は特定用途向け集積回路などのハードウェ
ア又はソフトウェアにおいて実現されてよい。
【００８２】
　ある特徴は、データサーバなどのバックエンドコンポーネント、アプリケーションサー
バ若しくはインターネットサーバなどのミドルウェアコンポーネント、又はグラフィカル
ユーザインターフェース若しくはインターネットブラウザを有するクライアントコンピュ
ータなどのフロントエンドコンポーネント、又は前述のものの任意の組み合わせを含むコ
ンピュータシステムにおいて実現されてよい。システムのコンポーネントは、通信ネット
ワークなどのデジタルデータ通信の任意の形態又は媒体によって接続可能である。通信ネ
ットワークのいくつかの例としては、ＬＡＮ、ＷＡＮ、並びにインターネットを形成する
コンピュータ及びネットワークなどが含まれる。コンピュータシステムは、クライアント
とサーバとを含み得る。クライアント及びサーバは、概して、互いから遠く離れており、
典型的にはネットワークを通じて相互作用する。クライアント及びサーバの関係は、それ
ぞれのコンピュータ上で動作し、互いにクライアント－サーバ関係を有するコンピュータ
プログラムによって生じる。
【００８３】
　開示される実施形態の１つ又は複数の特徴又はステップは、呼び出しアプリケーション
と、オペレーティングシステム、ライブラリルーチン、及びサービス若しくはデータの提
供又は動作若しくは計算の実施を行う機能などの他のソフトウェアコードとの間でやり取
りされる１つ又は複数のパラメータを規定し得るＡＰＩを使用して実現される。ＡＰＩは
、ＡＰＩ仕様書において定義された呼び出し規約に基づくパラメータリスト又は他の構造
を通じて１つ又は複数のパラメータを送信又は受信するプログラムコードにおける１つ又
は複数の呼び出しとして実現され得る。パラメータは、定数、キー、データ構造、オブジ
ェクト、オブジェクトクラス、変数、データタイプ、ポインタ、アレイ、リスト、又は別
の呼び出しであってよい。ＡＰＩ呼び出し及びパラメータは、任意のプログラム言語にお
いて実現され得る。プログラム言語は、ＡＰＩをサポートする機能にアクセスするために
プログラマが用いる用語集及び呼び出し規約を定義し得る。いくつかの実施態様において
、ＡＰＩ呼び出しは、入力性能、出力性能、処理性能、電力性能及び通信性能などの、ア
プリケーションを実行するデバイスの性能をアプリケーションに報告し得る。
【００８４】
　図７は、ディスプレイモジュール１００の一実施形態のメモリ２６０に記憶されるディ
スプレイモジュールデータベース２７５の一実施形態を示す。これは、ウェアラブルバン
ド１１０のセンサ２２０及びディスプレイモジュール１００のセンサ２５０からのデータ
を組合わせて記憶する。一実施形態において、ディスプレイモジュールデータベース２７
５は、複数の列を含み、各列は、ユーザ識別情報（ＩＤ）７０５、測定日７１０、測定時
刻７１５及び記された日時に対応する様々なセンサ測定値に対応する。センサ測定値は、
例えば、脈拍センサ７２０、加速度計センサ７２５、血圧センサ７３０、体温センサ７３
５及び呼吸数センサ７４０からの測定値を含む。ディスプレイモジュールデータベース２
７５は、ウェアラブルバンド１１０及びディスプレイモジュール１００の１つ又は両方に
関する他のデータ、すなわち、全地球測位システム又は「ＧＰＳ」位置モジュール７４０
からの測定の時刻／日付における読み取り値、バッテリ２５５及び／又はバッテリ２３０
に残るバッテリ電力のパーセンテージを検知するバッテリパーセンテージ検知器モジュー
ル７５０からの読み取り値を含む。
【００８５】
　図７のディスプレイモジュールデータベース２７５の実施形態の最初の５つの列は、図
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４のウェアラブルバンドデータベース２１０の実施形態からのものと同じである。
【００８６】
　一実施形態において、図７のディスプレイモジュールデータベース２７５の全てのエン
トリは、ユーザＩＤ「ＪＳＸＸＸＸ」（例えば、「ＩＤ」列７０５）を有するユーザに属
する。他の場合には、全てのエントリが同じユーザに帰属する必要はなく、例えば、ウェ
アラブルデバイス１５０は、ウェアラブルデバイス１５０を使用する複数のユーザ（例え
ば、家族の異なるメンバーが、同じウェアラブルデバイス１５０を使用してスイッチオフ
にし、異なるユーザに対応するデータは「ＩＤ」列７０５に異なって記される）に対応す
る複数のユーザＩＤを含んでよい。
【００８７】
　全ての測定値は、２０１５年３月１１日（３／１１／２０１５）（例えば、「日付」列
７１０）に取得されている。いくつかの場合には、データベース２７５は、複数日からの
データを記憶する。いくつかの場合には、データベース２７５からのデータがディスプレ
イモジュール１００に転送されたとき、データベース２７５はクリアされる。
【００８８】
　データベース２７５内の測定値は、３月１１日のＡＭ９：００からＡＭ１０：０５の間
に（例えば、「時刻」列７１５）５分おきに取得されている。これは、睡眠ＧＵＩ２８０
などの設定インターフェース又は別のインターフェースを使用して調節される。
【００８９】
　脈拍測定値は、（ＡＭ９：４０における）最低値７９から（ＡＭ１０：０５における）
最高値９３の間の範囲にある（例えば、「脈拍」列７２０）。一実施形態において、加速
度計は、測定された時間帯全体にわたって運動を追跡し、Ｘ方向及び／又はＹ方向及び／
又はＺ方向の運動が検知されたときに「Ｘ」、「Ｙ」及び「Ｚ」の表示で示している（例
えば、「加速度計」列７２５）。いくつかの場合には、加速度計は、運動の距離又は程度
などのより詳細な運動データを測定してもよい。
【００９０】
　ディスプレイモジュールデータベース２７５は、ディスプレイモジュール１００の血圧
センサからの血圧測定値も追加する（例えば、「血圧」列７３０）。ディスプレイモジュ
ールデータベース２７５は、ディスプレイモジュール１００の温度計からの体温測定値（
９８．４から９８．６の範囲）も追加する（例えば、「体温」列７３５）。ディスプレイ
モジュールデータベース２７５は、ディスプレイモジュール１００の呼吸数センサからの
呼吸数測定値（１１／ｍｉｎから１４／ｍｉｎの範囲）も追加する（例えば、「呼吸数」
列７４０）。ディスプレイモジュールデータベース２７５は、ディスプレイモジュール１
００のＧＰＳモジュールからの全地球測位システム又は「ＧＰＳ」位置座標も追加する（
例えば、「ＧＰＳ」列７４５）。ディスプレイモジュールデータベース２７５は、ディス
プレイモジュールのバッテリ２５５及び／又はウェアラブルバンドのバッテリ２３０にお
ける残りのバッテリ電力のパーセンテージに関するバッテリパーセンテージ測定値も追加
する（例えば、「バッテリパーセンテージ」列７５０）。
【００９１】
　図８は、ディスプレイモジュール１００によって実行される睡眠グラフィカルユーザイ
ンターフェース（ＧＵＩ）２８０の一実施形態を示す。睡眠ＧＵＩ２８０は、二状態式ウ
ェアラブルデバイス１５０のユーザによって、ウェアラブルバンド１１０に関する睡眠設
定を入力するために使用される。
【００９２】
　例えば、図８の睡眠ＧＵＩ２８０は、アラームが開始されるべき時間又はその時間の前
に「スマート」アラームが開始されるべき時間をユーザが選択するための時刻インターフ
ェースを含む。一実施形態において、睡眠ＧＵＩ２８０は、ユーザが、「時」インターフ
ェース８０５を使用して「７」を選択し、「分」インターフェース８１０を使用して「３
０」を選択し、「ＡＭ／ＰＭ」インターフェース８１５を使用して「ＡＭ」を選択するこ
とによって、アラームがＡＭ７：３０に開始されることを選択したことを示す。睡眠ＧＵ
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Ｉ２８０は、代替的に、ユーザが単純に時刻をタイプする「時刻入力」ボックス８２０を
含み、ユーザは「７：３０ＡＭ」とタイプしている。いくつかの実施形態において、「時
刻入力」ボックス８２０を使用した時刻の入力は、「時」設定８０５、「分」設定８１０
、及び「ＡＭ／ＰＭ」設定８１５を、「時刻入力」ボックス８２０における時刻に合致す
るように自動的に調節する。同様に、いくつかの実施形態において、「時」設定８０５、
「分」設定８１０、及び「ＡＭ／ＰＭ」設定８１５を使用した時刻の入力は、それに合致
するように「時刻入力」ボックス８２０を自動的に調節する。
【００９３】
　一実施形態において、睡眠ＧＵＩ２８０は、所望の振動の強さを示す振動「レベル」８
２５をユーザが選択することも可能にする。一実施形態において、睡眠ＧＵＩ２８０は、
ユーザが振動の強度「高」８４０を選択したことを示し、これはユーザは恐らく眠りが深
い人物であることを示す。他の振動レベルの選択肢８２５には、「中」振動レベル８３５
、「低」振動レベル８３０が含まれる。
【００９４】
　一実施形態において、睡眠ＧＵＩ２８０は、様々な選択肢８４５も含む。これらは、「
待ち時間」選択肢８５０、を含み、これはウェアラブルバンド１１０が振動するべき時間
の長さを示す。睡眠ＧＵＩ２８０は、ユーザがこの選択肢８５０を選択したことを示して
いる。睡眠ＧＵＩ２８０は、「起床済みでも振動」選択肢８５５も含み、これは、与えら
れた時間にユーザが既に起床していたことが検知されていたとしても（例えば、ウェアラ
ブルバンド１１０がユーザが動いていることをウェアラブルバンド１１０の加速度計を通
じて判定した場合、又は、ユーザがユーザインターフェースを通じて彼／彼女が起床して
いることを示したことによる場合、又はユーザがウェアラブルデバイス１５０を結合して
取り付け状態１６０にして彼／彼女が起床していることを示したことによる場合）、ウェ
アラブルバンド１１０が振動すべきか否かを示す。睡眠ＧＵＩ２８０は、この選択肢８５
５を選択していないことを示す。睡眠ＧＵＩ２８０は、「スヌーズを許可」選択肢８６０
も含み、これは、ウェアラブルバンド１１０が、ユーザを起床させるために再び振動する
前にユーザが短時間の間睡眠に戻ることを許可する「スヌーズ」機能を適用させるべきか
否かを示す。睡眠ＧＵＩ２８０は、この選択肢８６０を選択していないことを示す。
【００９５】
　最後に、睡眠ＧＵＩ２８０は、「まで振動」設定８７０のセットも含み、これはアラー
ムと関連付けられた振動の所望の持続期間を示す。これらは、ユーザが睡眠ＧＵＩ２８０
の選択肢８４５セクションにおいて選択した「待ち時間」選択肢８５０と結び付けられて
いる（そして、いくつかの実施形態においては、「待ち時間」選択肢８５０が選択済みで
ない限り表示されない）。「まで振動」設定８７０は、ウェアラブルバンド１１０は、デ
ィスプレイモジュール１００に接続される（ウェアラブルデバイス１５０を図１Ａに示さ
れる取り付け状態１６０にする）まで振動するべきであることを示す「ディスプレイの接
続」設定８７５（睡眠ＧＵＩ２８０においては選択されていない）を含む。「まで振動」
設定８７０は、ウェアラブルバンド１１０が５分間振動すべきであることを示す「５分間
」設定８８０（睡眠ＧＵＩ２８０において選択されている）も含む。「まで振動」設定８
７０は、ウェアラブルバンド１１０が１分間振動すべきであることを示す「１分間」設定
８８５（睡眠ＧＵＩ２８０においては選択されていない）も含む。
【００９６】
　当業者は、睡眠ＧＵＩ２８０は、ウェアラブルデバイス１５０によって用いられるＧＵ
Ｉインターフェースの単なる一実施形態であることを理解されよう。実のところ、ウェア
ラブルデバイス１５０の目的によって、表示及び調節される設定は、他の目的にも適合す
る。例えば、フィットネストラッカは、ディスプレイモジュール１００によって調節可能
な異なる設定を使用する。
【００９７】
　図９は、ディスプレイモジュール１００によって実行される睡眠ソフトウェアの動作の
一実施形態を示すフロー図である。
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【００９８】
　一実施形態において、睡眠ソフトウェア２７０は、先ず、ステップ９００において、睡
眠ＧＵＩ２８０を通じて（例えば、図８の睡眠ＧＵＩ２８０）ユーザから入力を受ける。
次いで、睡眠ソフトウェア２７０は、ステップ９１０において、ディスプレイモジュール
１００がウェアラブルバンド１１０に接続されているか（例えば、ウェアラブルデバイス
１５０が取り付け状態１６０にあるか、又は分離状態１７０にあるか）を判定するチェッ
クを行う。もしもディスプレイモジュール１００がウェアラブルバンド１１０に接続され
ていないならば（例えば、ウェアラブルデバイス１５０が分離状態１７０にある）、ディ
スプレイモジュール１００は、ステップ９２０において睡眠ソフトウェア２７０を終了さ
せ、又はステップ９１０においてディスプレイモジュール１００がウェアラブルバンド１
１０に接続されているかに関して定期的にポーリングを行い続ける。もしもステップ９１
０においてディスプレイモジュール１００がウェアラブルバンド１１０に接続されている
（例えば、ウェアラブルデバイス１５０が取り付け状態１６０にある）と判定されたなら
、ステップ９３０において、ディスプレイモジュール１００の睡眠ソフトウェア２７０は
、睡眠ＧＵＩ２８０を通じて決定された睡眠設定をウェアラブルバンドの睡眠ソフトウェ
ア２１５に送信し、睡眠ソフトウェア２１５は、ステップ９４０において、図３に詳細に
示された動作に従ってそれらを受信する。
【００９９】
　図９のフロー図は、ある実施形態によって行われる動作の特定の順序を図示するが、そ
のような順序は一実施形態であることを理解されたい（例えば、代替的な実施形態は、異
なる順序で動作を行ってよく、いくつかの動作を組合わせてよく、いくつかの動作を並行
して行ってよい）。
【０１００】
　図１０は、本明細書において説明される全体的な方法の一実施形態を示す。一実施形態
において、図１０の方法は、ステップ１０１０において、上述のウェアラブルバンド１１
０を提供し、これは、ウェアラブルバンドデータベース２１０、ウェアラブルバンド睡眠
ソフトウェア２１５及び記憶された睡眠ＧＵＩ２８０の選択肢を有するメモリ２０５と、
センサ２２０と、振動２２５と、バッテリ２３０と、時計２３５と、プロセッサ２９０と
、通信／電力ポート／モジュール１３０とを含む。
【０１０１】
　方法は、ステップ１０２０において、ディスプレイモジュール基本ソフトウェア２６５
、ディスプレイモジュール睡眠ソフトウェア２７０、ディスプレイモジュールデータベー
ス２７５及びディスプレイモジュール睡眠ＧＵＩ２８０を有するメモリ２６０と、ディス
プレイ２４５と、センサ２５０と、バッテリ２５５と、ウェアラブルバンド通信／電力ポ
ート／モジュール２４０と、プロセッサ２９５と、充電ポート／モジュール２８５とを有
するディスプレイモジュール１００も提供する。
【０１０２】
　次いで、方法は、ウェアラブルバンド睡眠ソフトウェア２１５を実行し、ウェアラブル
バンドデータベース２１０にデータを記憶する。ディスプレイモジュール１００に接続さ
れているなら、ウェアラブルバンド１１０は、ディスプレイモジュールバッテリ２５５か
ら充電を受け、ウェアラブルバンドデータベース２１０を送り、ディスプレイモジュール
の睡眠ソフトウェア２７０から睡眠ＧＵＩ２８０の睡眠設定を受信し、睡眠ＧＵＩ２８０
の睡眠設定をメモリ２０５に記憶する。ステップ１０３０において、ディスプレイモジュ
ール１００に接続されていないなら、ウェアラブルバンド１１０は、記憶された睡眠ＧＵ
Ｉ２８０の睡眠設定をウェアラブルバンドの時計２３５と突き合わせ、合致する時刻（例
えば、アラーム）になったとき（バイブレータ２２５によって）振動してユーザにアラー
トを発する。
【０１０３】
　次いで、方法は、ステップ１０４０において、ディスプレイモジュール基本ソフトウェ
ア２６５を実行し、ディスプレイモジュールのバッテリ２５５からウェアラブルバンドの
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バッテリ２３０に充電を送り、ルーチン動作を実行し、ウェアラブルバンドデータベース
２１０の少なくともサブセットを受信し、ディスプレイモジュールの未加工センサデータ
及び／又はウェアラブルバンドデータベース２１０をディスプレイモジュールデータベー
ス２７５に記憶する。
【０１０４】
　次いで、方法は、ステップ１０５０において、睡眠ＧＵＩ２８０に対するユーザ入力を
決定するためにディスプレイモジュール睡眠ソフトウェア２７０を実行し、睡眠ＧＵＩ２
８０の選択肢をウェアラブルバンド睡眠ソフトウェア２１５に送る。
【０１０５】
　図１０のフロー図は、ある実施形態によって行われる動作の特定の順序を図示するが、
そのような順序は一実施形態にすぎないことを理解されたい（例えば、代替的な実施形態
は、異なる順序で動作を行ってよく、いくつかの動作を組合わせてよく、いくつかの動作
を並行して行ってよい）。
【０１０６】
　本明細書において開示された実施形態は、本明細書における動作を行うための装置にも
関する。そのようなコンピュータプログラムは、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶さ
れる。マシン可読媒体は、マシン（例えば、コンピュータ）によって読み取りが可能な形
態の情報を記憶するための任意の機構を含む。例えば、マシン可読（例えば、コンピュー
タ可読）媒体は、マシン（例えば、コンピュータ）可読記憶媒体（例えば、リードオンリ
ーメモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、磁気ディスク記憶媒
体、光学的記憶媒体、フラッシュメモリデバイス）を含む。
【０１０７】
　前出の図面において描かれたプロセス又は方法は、ハードウェア（例えば、回路、専用
ロジックなど）、ソフトウェア（例えば、非一時的コンピュータ可読媒体上に具現化され
たもの）、又は両者の組み合わせを備える処理ロジックによって行われ得る。プロセス又
は方法は、いくつかの連続した動作に関して上述されたが、説明された動作のいくつかは
異なる順序で行われてよいことが理解されるべきである。更には、いくつかの動作は、順
次にではなく、並行して行われてよい。
【０１０８】
　いくつかの発明的な実施形態が、本明細書において説明され、示されたが、当業者は、
本明細書において説明された機能を行うための、並びに／又は、本明細書において説明さ
れた結果及び／若しくは本明細書において説明された利点のうちの１つ又は複数を得るた
めの様々な他の手段及び／又は構造体を容易に想到できよう。また、このような変更及び
／又は修正の各々は、本明細書において説明される発明的な実施形態の範囲内にあると考
えられる。より一般的には、当業者は、本明細書において説明される全てのパラメータ、
寸法、材料及び構成は例示的なものであると意図され、実際のパラメータ、寸法、材料及
び／又は構成は、発明の教示が使用される１つ又は複数の特定の用途に依存することを容
易に理解されよう。当業者は、本明細書において説明される特定の発明的な実施形態の多
くの等価物を、単なる通常の実験を使用して認識又は確認されよう。従って、前述の実施
形態は、単なる例として提示されたものであり、添付の特許請求の範囲及びその等価物の
範囲内において、発明的な実施形態は、具体的に説明された又は特許請求されたものとは
違うやり方で実施可能であることを理解されたい。本開示の発明的な実施形態は、本明細
書において説明される個々の特徴、システム、品物、材料、キット及び／又は方法を対象
とする。加えて、２つ以上のこのような特徴、システム、品物、材料、キット及び／又は
方法の任意の組み合わせも、そのような特徴、システム、品物、材料、キット及び／又は
方法が相互に矛盾していないならば、本開示の発明的な範囲内に含まれる。
【０１０９】
　本明細書において定義され及び使用される全ての定義は、辞書的な定義、参照によって
組み込まれた文書における定義、及び／又は、定義された用語の通常の意味に優先されて
理解されるべきである。



(27) JP 2018-513716 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

【０１１０】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用されるとき、不定冠詞「ａ」及び「ａｎ」は
、逆のことが明確に示されない限り、「少なくとも１つ」を意味するものと理解されるべ
きである。
【０１１１】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用されるとき、「及び／又は」という語句は、
そのように結合された要素の「いずれか又は両方」、すなわち場合によっては結合的に存
在し、他の場合は分離的に存在する要素を意味すると理解されるべきである。「及び／又
は」を用いて列挙される複数の要素も同じように、すなわち、そのように結合された要素
のうちの「１つ又は複数」と見なされるべきである。「及び／又は」の節によって具体的
に特定される要素以外の要素が、具体的に特定されたそれらの要素に関連していても関連
していなくても、任意選択的に存在してよい。従って、非限定的な例として、「備える（
ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などの非制限的言語と共に使用されるとき、「Ａ及び／又はＢ
」への言及は、１つの実施形態において、Ａだけを指し得（任意選択的にＢ以外の要素を
含む）；別の実施形態において、Ｂだけを指し得（任意選択的にＡ以外の要素を含む）；
更に別の実施形態において、Ａ及びＢの両方を指し得る（任意選択的に他の要素を含む）
。
【０１１２】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用されるとき、「又は」は、上記で定義した「
及び／又は」と同じ意味を有すると理解されるべきである。例えば、リストにおけるアイ
テムを分けるとき、「又は」又は「及び／又は」は包括的であると解釈されるべきであり
、すなわち、いくつかの要素又は要素のリストのうちの少なくとも１つを含むが２つ以上
の要素も含み、任意選択的に、追加的な列挙されていないアイテムも含む。「～のうちの
１つのみ」又は「～のうちのただ１つ」などの逆のことを明確に示す用語、又は特許請求
の範囲で使用される場合の「～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」のみがいくつ
かの要素又は要素のリストのうちのただ１つの要素を含むことを指す。概して、本明細書
において使用されるとき、用語「又は」は、「いずれか」、「～のうちの１つ」、「～の
うちの１つのみ」、又は「～のうちのただ１つ」等の排他的な用語を伴う場合にのみ排他
的選択肢（すなわち、「一方又は他方であるが両方ではない」）を示すと解釈されるべき
である。特許請求の範囲において使用されるとき、「本質的に～からなる（ｃｏｎｓｉｓ
ｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」は、特許法の分野において使用される通常
の意味を有する。
【０１１３】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用されるとき、１つ又は複数の要素のリストに
言及した際の「少なくとも１つ」という語句は、要素のリストにおける要素のうちの任意
の１つ又は複数から選択された少なくとも１つの要素を意味すると理解されるべきである
が、要素のリストに具体的に列挙された全ての要素のうちの少なくとも１つを必ずしも含
むわけではなく、要素のリストにおける要素の任意の組み合わせを排除するものではない
。この定義は、「少なくとも１つ」という語句が指す要素のリストの中で具体的に特定さ
れる要素以外の要素が、具体的に特定されたそれらの要素に関連していても関連していな
くても、任意選択的に存在してよいことも許容する。従って、非限定的な例として、「Ａ
及びＢのうちの少なくとも１つ」（又は同等のものとして「Ａ又はＢのうちの少なくとも
１つ」、又は同等のものとして「Ａ及び／又はＢのうちの少なくとも１つ」）は、１つの
実施形態において、Ｂは存在しない状態での少なくとも１つの、任意選択的に２つ以上の
、Ａを指し得（及び任意選択的にＢ以外の要素を含む）；別の実施形態体において、Ａは
存在しない状態での少なくとも１つの、任意選択的に２つ以上の、Ｂを指し得（及び任意
選択的にＡ以外の要素を含む）；更に別の実施形態において、少なくとも１つの、任意選
択的に２つ以上の、Ａ及び少なくとも１つの、任意選択的に２つ以上の、Ｂを指し得る（
及び任意選択的にそれ以外の要素を含む）。
【０１１４】



(28) JP 2018-513716 A 2018.5.31

10

　逆のことが明確に示されない限り、本明細書において特許請求される、２つ以上のステ
ップ又は動作を含む任意の方法において、この方法のステップ又は動作の順序は、記載さ
れたような方法のステップ又は動作の順序に必ずしも限定されないことも理解されたい。
【０１１５】
　特許請求の範囲において及び上記明細書において、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）
」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「担持する（ｃａｒｒｙｉｎｇ）」、「有する（
ｈａｖｉｎｇ）」、「含有する（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」、「伴う（ｉｎｖｏｌｖｉｎ
ｇ）」、「保持する（ｈｏｌｄｉｎｇ）」、「～から構成される（ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏ
ｆ）」などの全ての移行句は、非制限的であり、すなわち、含むがそれに限定されないこ
とを意味することを理解されたい。米国特許庁特許審査手続便覧の第２１１１．０３項に
記載される通り、「～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」及び「本質的に～から
なる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」といった移行句のみが
それぞれ、制限的な又は半制限的な移行句である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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