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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートウェアラブル装置であって、
　　少なくとも１つのセンサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上
のセンサと、
　　１又は２以上の通信インターフェイスと、
　　プロセッサと、
　　非一時的コンピュータ可読媒体内に存在するプログラムと、
　　前記センサと前記通信インターフェイスと前記プロセッサと前記プログラムとを収容
するハウジングと、
を備え、前記プログラムは、プロセッサによって実行可能であって、
　　（ｉ）前記スマートウェアラブル装置も取得しているセンサデータに関連性を有する
センサデータを取得することに関与するアクセス可能な周囲のスマート装置のセンサデー
タの利用可能性を決定するように周囲のスマート装置に対するリクエストを送信し、前記
センサデータは前記スマートウェアラブル装置も取得しているセンサデータに関連性を有
するものであり、前記関連性は、定義された基準に基づいており、前記スマートウェアラ
ブル装置は、ユーザに関する生物学的データを取得するように構成された１又は２以上の
生物学的センサを含んでおり、
　　（ｉｉ）アクセス可能な周囲のスマート装置から関連性を有するセンサデータを取得
し、関連性を有するセンサデータを用いて、前記スマートウェアラブル装置における不完
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全なセンサデータを完全にし、又は不正確なセンサデータを補正する、
　ように構成される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　環境に関するデータを取得するように構成された１又は２以上の環境センサをさらに備
える、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記スマートウェアラブル装置は、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、頭
部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足着用型装置、つま先着
用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子、
コンタクトレンズ及び手袋から成る群から選択されたプラットフォームを有する、
請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記１又は２以上の通信インターフェイスは、有線通信インターフェイス、無線通信イ
ンターフェイス、セルラー通信インターフェイス、近距離通信インターフェイス、及び赤
外線通信インターフェイスから成る群から選択される、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　周囲のスマート装置からセンサデータを取得するためにコンピュータが実行する方法で
あって、
　（ａ）
　　少なくとも１つのセンサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上
のセンサと、
　　１又は２以上の通信インターフェイスと、
　　プロセッサと、
　　前記センサと前記通信インターフェイスと前記プロセッサとを収容するハウジングと
、
　を備えた前記スマートウェアラブル装置を用意するステップと、
　（ｂ）前記スマートウェアラブル装置も取得しているセンサデータに関連性を有するセ
ンサデータを取得することに関与するアクセス可能な周囲のスマート装置のセンサデータ
の利用可能性を決定するように周囲のスマート装置に対するリクエストを前記スマートウ
ェアラブル装置から送信するステップであって、前記センサデータは前記スマートウェア
ラブル装置も取得しているセンサデータに関連性を有するものであり、前記関連性は、定
義された基準に基づいている、前記送信するステップと、
　（ｃ）アクセス可能な周囲のスマート装置から関連性を有するセンサデータを取得し、
関連性を有するセンサデータを用いて、前記スマートウェアラブル装置における不完全な
センサデータを完全にし、又は不正確なセンサデータを補正するステップと、
を含み、
　（ｄ）前記方法は、プロセッサによって読み取り可能な非一時的媒体上に存在するプロ
グラムを少なくとも１つのプロセッサ上で実行することによって実行される、
ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記スマートウェアラブル装置は、環境に関するデータを取得するように構成された１
又は２以上の環境センサをさらに備える、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記スマートウェアラブル装置は、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、頭
部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足着用型装置、つま先着
用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子、
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コンタクトレンズ及び手袋から成る群から選択されたプラットフォームを有する、
請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記１又は２以上の通信インターフェイスは、有線通信インターフェイス、無線通信イ
ンターフェイス、セルラー通信インターフェイス、近距離通信インターフェイス、及び赤
外線通信インターフェイスから成る群から選択される、
請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　周囲のスマート装置からセンサデータを取得するシステムであって、
　（ａ）
　　少なくとも１つのセンサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上
のセンサと、
　　１又は２以上の通信インターフェイスと、
　　プロセッサと、
　　非一時的コンピュータ可読媒体内に存在するプログラムと、
　　前記センサと前記通信インターフェイスと前記プロセッサと前記プログラムを収容す
るハウジングと、
　を含む１又は２以上の周囲のスマート装置を備え、前記プログラムは、プロセッサによ
って実行可能であって、
　　　スマートウェアラブル装置からセンサデータを求める要求を受け取り、
　　　前記要求されたセンサデータを前記スマートウェアラブル装置に送信する、
　　ように構成され、前記システムは、
　（ｂ）
　　少なくとも１つのセンサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上
のセンサと、
　　１又は２以上の通信インターフェイスと、
　　プロセッサと、
　　非一時的コンピュータ可読媒体内に存在するプログラムと、
　　前記センサと前記通信インターフェイスと前記プロセッサと前記プログラムを収容す
るハウジングと、
　を含むスマートウェアラブル装置をさらに備え、前記プログラムは、前記プロセッサに
よって実行可能であって、
　　　前記スマートウェアラブル装置も取得しているセンサデータに関連性を有するセン
サデータを取得することに関与するアクセス可能な周囲のスマート装置のセンサデータの
利用可能性を決定するように周囲のスマート装置に対するリクエストを送信し、前記セン
サデータは前記スマートウェアラブル装置も取得しているセンサデータに関連性を有する
ものであり、前記関連性は、定義された基準に基づいており、前記スマートウェアラブル
装置は、ユーザに関する生物学的データを取得するように構成された１又は２以上の生物
学的センサを含んでおり、
　　　アクセス可能な周囲のスマート装置から関連性を有するセンサデータを取得し、関
連性を有するセンサデータを用いて、前記スマートウェアラブル装置における不完全なセ
ンサデータを完全にし、又は不正確なセンサデータを補正する、
　　ように構成される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記周囲のスマート装置及び前記スマートウェアラブル装置は、環境に関するデータを
取得するように構成された１又は２以上の環境センサをさらに含む、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記スマートウェアラブル装置は、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、頭
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部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足着用型装置、つま先着
用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子、
コンタクトレンズ及び手袋から成る群から選択されたプラットフォームを有する、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記スマートウェアラブル装置の前記１又は２以上の通信インターフェイスは、有線通
信インターフェイス、無線通信インターフェイス、セルラー通信インターフェイス、近距
離通信インターフェイス、及び赤外線通信インターフェイスから成る群から選択される、
請求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１４年２月２４日に出願された米国仮特許出願第６１／９４３，８３７
号の利益を主張するものであり、この仮特許出願はその全体が引用により本明細書に組み
入れられる。
【０００２】
〔コンピュータプログラムによる添付物の引用による組み入れ〕
　該当なし
【０００３】
〔著作権保護を受ける資料の通知〕
　本特許文書中の資料の一部は、米国及びその他の国の著作権法の下で著作権保護を受け
る。著作権の権利所有者は、米国特許商標庁の一般公開ファイル又は記録内に表されると
おりに第三者が特許文献又は特許開示を複製することには異議を唱えないが、それ以外は
全ての著作権を留保する。著作権所有者は、限定するわけではないが、米国特許法施行規
則§１．１４に従う権利を含め、本特許文献を秘密裏に保持しておくあらゆる権利を本明
細書によって放棄するものではない。
【０００４】
　本技術は、一般にスマートウェアラブル装置に関し、具体的には、複数のソースからセ
ンサデータを取得することができるスマート装置に関する。
【背景技術】
【０００５】
　スマートウェアラブル装置に付随する、ウェアラブル装置のユーザの生物学的又は物理
的データ（心拍数、血中酸素及び血糖値、体温など）を取得することによってデータを収
集する能力、ユーザの肉体的又は精神的状態、ユーザの位置を決定する能力、及び環境に
関するデータ（位置、高度、大気汚染度、移動距離、外部温度など）を収集する能力を有
する複数のセンサは、同じ場所に集中し、又は同じ活動に関与することが多い。しかしな
がら、これらのセンサは、異なるユーザ、又は同じ着用者の異なる場所に位置することも
できる。従って、スマートウェアラブル装置は、異なる装置から必要なデータを取得する
能力を有することが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示では、周囲のスマートウェアラブル装置及び非ウェアラブル装置からセンサデー
タを取得するスマートウェアラブル装置及び方法の実施形態について説明する。例えば、
ウェアラブルスマート装置が、ユーザに関する生物学的データ、又はユーザが行っている
活動に関する環境及び文脈データを収集するように構成されたセンサから不完全な又は不
正確なデータを収集した時に、このデータを用いてギャップを埋めることができる。
【０００７】
　実施形態例では、一群のユーザからの１人のスマートウェアラブル装置ユーザ又はスマ
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ートウェアラブル装置自体が、そのセンサによって収集されたデータの精度を高めるため
に追加情報を必要とすることができ、或いは経験又は文脈的環境に関する収集されたデー
タを増補するために、又は周囲のセンサによって収集された情報に基づいてスマートウェ
アラブル装置の挙動を調整するために追加情報を必要とすることができる。
【０００８】
　方法の例示的な実施形態は、規定の基準に基づいて環境又は経験を再現するために、同
じ活動を行っている一群のスマートウェアラブル装置センサによって収集された欠落した
センサ情報を発見する能力を提供し、この場合、各スマートウェアラブル装置センサが、
完全なデータセットに対して独自に貢献する。また、収集されたセンサデータに応答して
、他のウェアラブル又は非ウェアラブル装置の機能を作動させる、又はデータ収集ロジッ
クを変更する信号をトリガすることもできる。
【０００９】
　本明細書の以下の部分では、本発明のさらなる態様を示すが、この詳細な説明は、本発
明の好ましい実施形態に制限を課すことなく完全に開示することを目的とする。
【００１０】
　本明細書で説明する技術は、例示のみを目的とする以下の図面を参照することによって
さらに完全に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本明細書で説明するスマートウェアラブルネットワークの実施形態の概略図であ
る。
【図２】本明細書で説明するスマートウェアラブル装置の実施形態の機能ブロック図であ
る。
【図３】周囲のスマート装置にセンサデータを要求して受け取るスマートウェアラブル装
置の実施形態を示す概略図である。
【図４】周囲のスマート装置にセンサデータを要求して受け取る例示的な方法を示すフロ
ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
Ａ．一般的なシステムの実装
　図１に、インターネットなどのネットワーク１０２を含む一般化したネットワークイン
フラストラクチャ（例えばシステム）１００を示す。本明細書で説明する１又は２以上の
スマートウェアラブル装置１０４－１～１０４－ｎは、有線又は無線接続を用いて互いに
、及び／又はネットワークと通信することができる。さらに、これらのスマートウェアラ
ブル装置のいずれかは、有線又は無線接続を用いてネットワークと通信することができる
。以下、本開示によるスマートウェアラブル装置について説明する。
【００１３】
　１又は２以上のスマートウェアラブル装置１０４－１～１０４－ｎは、有線又は無線接
続を用いて１又は２以上の非ウェアラブル装置１０６－１～１０６－ｎと通信することも
できる。非ウェアラブル装置は、プロセッサ、関連するオペレーティングシステム及び通
信インターフェイスを有するいずれかの従来の「スマート」装置とすることができる。非
ウェアラブル装置の例としては、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ラップトッ
プコンピュータ、デスクトップコンピュータ及びセットトップボックスが挙げられる。
【００１４】
　クライアント－サーバ構成では、有線又は無線接続を用いてネットワークに接続できる
１又は２以上のサーバ１０８－１～１０８－ｎを提供することができる。サーバは、独立
型サーバ、クラスタサーバ、ネットワークサーバ、又は大型コンピュータのような機能に
アレイ状に接続されたサーバを含むことができる。
【００１５】
　図２に、本開示によるスマートウェアラブル装置の一般的な実施形態を示す。図示の実
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施形態は、本明細書で説明する機能を実行できるように修正又はカスタマイズすることも
できると理解されるであろう。図示の例示的な実施形態では、スマートウェアラブル装置
が、プロセッサ２０２と、メモリ２０４と、アプリケーションソフトウェアコード２０６
とを有する「エンジン」２００を含む。プロセッサ２０２は、いずれかの好適な従来のプ
ロセッサとすることができる。メモリ２０４は、アプリケーションプログラムコード２０
６を記憶するための関連する記憶スペースを有するいずれかの好適な従来のＲＡＭタイプ
メモリ及び／又はＲＯＭタイプメモリを含むことができる。
【００１６】
　必要に応じて、本明細書で説明するスマートウェアラブル装置の機能のうちの１つ又は
２つ以上を実行する従来の有線又は無線通信モジュール２０８（例えば、送信機又は受信
機、或いは送受信機）を含めることもできる。提供できる無線通信能力の例としては、以
下に限定されるわけではないが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標、以下同様）、Ｗｉ－Ｆ
ｉ（登録商標、以下同様）、赤外線、セルラー及び近距離通信が挙げられる。必要に応じ
て、１又は２以上の従来のインターフェイス又はコントローラ２１０を設けることもでき
る。インターフェイス又はコントローラの例としては、以下に限定されるわけではないが
、アナログ－デジタルコンバータ、デジタル－アナログコンバータ、バッファなどが挙げ
られる。
【００１７】
　装置は、本明細書で説明する機能のうちの１つ又は２つ以上を実行するように装置に入
力を提供する生物学的又は生理学的センサのための少なくとも１つの入力部２１２を含む
ことができる。任意のセンサのためのセンサ入力部２１４－１～２１４－ｎを含めること
もできる。これらの任意の入力センサとしては、以下に限定されるわけではないが、加速
度計、温度センサ、高度センサ、モーションセンサ、位置センサ及び本明細書で説明する
（単複の）機能を実行するその他のセンサを挙げることができる。センサにとって必要で
あれば、１又は２以上の従来のインターフェイス又はコントローラ２１６を設けることも
できる。インターフェイス又はコントローラの例としては、以下に限定されるわけではな
いが、アナログ－デジタルコンバータ、デジタル－アナログコンバータ、バッファなどが
挙げられる。
【００１８】
　また、装置は、１又は２以上の出力装置を駆動する１又は２以上の出力部２１８－１～
２１８－ｎ（及びこれらの出力装置）を含むこともできる。これらの出力装置は、以下に
限定されるわけではないが、触覚出力装置、遠隔測定装置、視覚装置及び可聴装置を含む
ことができる。出力装置にとって必要であれば、１又は２以上の従来のインターフェイス
又はコントローラ２２０を設けることもできる。インターフェイス又はコントローラの例
としては、以下に限定されるわけではないが、アナログ－デジタルコンバータ、デジタル
－アナログコンバータ、バッファなどが挙げられる。
【００１９】
　本明細書で説明する機能に従い、ユーザ入力部２２２を提供することもできる。ユーザ
入力部は、例えば１又は２以上の機能の開始、１又は２以上の機能の終了、又は実行プロ
セスへの介入を行うことができる。ユーザ入力部は、以下に限定されるわけではないが、
マニュアルスイッチ、タッチセンサ、磁気センサ、近接センサなどを含むいずれかの従来
の入力装置とすることができる。出力装置にとって必要であれば、１又は２以上の従来の
インターフェイス又はコントローラ２２４を設けることもできる。インターフェイス又は
コントローラの例としては、以下に限定されるわけではないが、アナログ－デジタルコン
バータ、デジタル－アナログコンバータ、バッファなどが挙げられる。
【００２０】
　エンジン２００は、本明細書で説明する（単複の）機能に応じて、機械学習又はその他
の機能のためのフィードバックループ２２６を含むこともできる。
【００２１】
　本明細書で説明するスマートウェアラブル装置は、上述した構成要素のためのハウジン
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グ又はキャリアを必然的に含むと理解されるであろう。本明細書で使用する「スマートウ
ェアラブル装置」という用語は、ユーザの身体に装着され又は別様に関連し、ユーザの１
又は２以上の生物学的又は生理的状態を検知する少なくとも１つのセンサを通じてユーザ
に「接続」された装置を意味すると理解されるであろう。
【００２２】
　ハウジング又はキャリアの特定の形態（すなわち、ウェアラブルプラットフォーム）は
、本明細書で説明する機能を実行するための選択及び適合性に基づいて様々とすることが
できる。ウェアラブルプラットフォームの例としては、以下に限定されるわけではないが
、手首着用型装置、頭部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足
着用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子
、コンタクトレンズなどが挙げられる。
【００２３】
　入力センサ及び出力装置は、スマートウェアラブル装置の（単複の）機能に望ましいよ
うに、及び／又は適するように、ウェアラブルプラットフォームに一体化することも、又
はウェアラブルプラットフォームに外付けすることもできるとさらに理解されるであろう
。
【００２４】
Ｂ．周囲のスマート装置からセンサ情報を取得するスマートウェアラブル装置
　開示する装置及び方法は、スマートウェアラブル装置の近くに存在するスマート装置か
らの正確な、欠落した又は機能的なデータの取得を容易にすることができる。図３は、ス
マートウェアラブル装置１０４－１（図２を参照）の実施形態の概略図３００である。こ
の実施形態では、スマートウェアラブル装置が、例えば他のスマートウェアラブル装置３
０４及び非ウェアラブルスマート装置３０６を含むことができる周囲のスマート装置に要
求３０２をブロードキャストすることができる。スマートウェアラブル装置は、要求をブ
ロードキャストすることにより、スマートウェアラブル装置１０４－１が独自のセンサを
用いて取得しているデータに関連するデータ３０８を取得できるセンサを有するいずれか
の周囲のスマート装置が存在するかどうかを判定することができる。この要求をブロード
キャストすることにより、スマートウェアラブル装置１０４－１が関連するセンサデータ
を取得できる周囲のスマート装置３０４、３０６のセンサデータの利用可能性を求めるこ
ともできる。以下の用途に限定されるわけではないが、スマートウェアラブル装置１０４
－１は、周囲のスマート装置３０４、３０６が取得したセンサデータ３０８を用いて、装
置の独自のセンサによって収集されたデータの精度を高め、装置の独自のセンサによって
収集されたデータを増補し、又はウェアラブルスマート装置１０４－１が実行する機能を
調整することができる。スマートウェアラブル装置は、所与の基準に基づいて、ウェアラ
ブルスマート装置の現在の活動又は機能に関連しないデータ（すなわちセンサデータ）を
特定してフィルタ除去することができる。或いは、周囲のスマート装置３０４、３０６が
、センサデータを要求しているスマートウェアラブル装置１０４－１にセンサデータを転
送する前に、要求されているセンサデータを関連性について分析することもできる。
【００２５】
　スマートウェアラブル装置１０４－１は、周囲のスマート装置が回収したセンサデータ
を用いて、スマートウェアラブル装置１０４－１の挙動の変更を決定し、或いは活動を行
う上で有用と思われるスマートウェアラブル装置１０４－１の追加機能を有効にすること
もできる。これとは逆に、スマートウェアラブル装置は、周囲のスマート装置が回収した
センサデータを用いて、周囲の装置３０４、３０６のうちの１つ又は２つ以上に信号を送
信することを決定し、或いは機能の作動又は停止を引き起こすこともできる。この例には
、写真を撮ること、高サンプリングレートのデータ収集を可能にすることなどが含まれる
。
【００２６】
　次に図４を参照すると、スマートウェアラブル装置が周囲のスマート装置にセンサデー
タを要求して受け取る実施形態のフロー図４００を示している。この実施形態では、スマ
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ートウェアラブル装置が、最初にあらゆる周囲のスマート装置に要求をブロードキャスト
することができる（４１０）。スマートウェアラブル装置は、要求をブロードキャストす
ることにより、付近の利用可能なセンサ、同じ活動を行っているセンサ、又は利用可能な
センサデータのタイプ、及びセンサデータの関連性を求めることができる。周囲の装置の
いずれかにおいて、要求された又は関連するセンサデータが利用可能である場合、所与の
基準によって決定された１又は複数のウェアラブル又は非ウェアラブルスマート装置に、
関連するデータ部分を取得する要求を送信することができる（４２０）。センサデータの
関連性は、センサデータを要求する装置又はセンサデータを転送する装置によって分析す
ることができる。
【００２７】
　取得したデータは、データを要求したセンサによって処理することができ、このデータ
を用いて、収集したセンサデータの精度を高め、スマートウェアラブル装置の挙動の変更
を決定し、或いは活動を行っているスマートウェアラブル装置の追加機能を有効にするこ
とができる（４３０）。この方法の実施形態を実装すると、スマートウェアラブル装置は
、機能（例えば、写真の撮影、高サンプリングレートデータ収集の有効化など）をトリガ
する要求を周囲の装置に送信できるようになる（４４０）。
【００２８】
　１つの実施形態では、ユーザが２つの装置を着用することができる。例えば、これらの
２つの装置は、加速度計ウォッチ付きのスマートウェアラブル装置、並びに心拍数モニタ
（ＨＲＭ）及びＧＰＳ付きの別のスマートウェアラブル装置とすることができる。加速度
計ウォッチは、ＨＲＭが取り込んだセンサ入力に関連するメタデータを受け取るために、
ＨＲＭにブロードキャストを行うことができる。次に、加速度計ウォッチはメタデータを
チェックして、ＧＰＳセンサのデータを、既に取り込まれている自機のデータに関連する
データ又は関連しないデータとして識別することができる。この識別は、メタデータを複
数のフィールドを有するデータ構造に編成することによって行われる。１つのフィールド
は、一意の識別子をリストすることができ、この一意の識別子に関連する別のフィールド
は、特性（例えば、回転位置、直線距離など）又は測定単位（例えば、度、フィートなど
）を記述することができる。プロセッサは、そのセンサに関連するセンサメタデータをチ
ェックし、一致する特性フィールド（又は測定単位など）を求めることができる。この結
果、一致があれば、「関連するセンサデータ」としてフラグ付けすることができる。
【００２９】
　加速度計ウォッチのプロセッサは、その加速度計から取得された位置データを、ＨＲＭ
からのＧＰＳ位置データと比較することによって訂正することができる。２つの位置デー
タセットを平均し、アプリケーションソフトウェア又はその他のソフトウェアを介して最
終的な位置データセットをユーザに表示し、又は加速度計ウォッチから別の装置に通信す
ることができる。或いは、ＧＰＳ位置データが不完全である場合（ＧＰＳデータを提供す
る衛星との見通し線が遮られていることによっていくつかの位置データが欠落している場
合、或いは意図的に又はＨＲＭの節電モードによってＧＰＳ受信機が節電のためにオフに
なっている場合）、加速度計ウォッチからの欠落データを代用することができる。また、
加速度計ウォッチは、この例ではＧＰＳ付きＨＲＭである別の装置からセンサデータを取
得している時に、（ｉ）正確であるという理由でＧＰＳのみを使用する、（ｉｉ）ウォッ
チの残存電力が所定の閾値未満であるという理由でバッテリー節約のために加速度計のみ
を使用する、（ｉｉｉ）両方を使用する、（ｉｖ）どちらも使用しない、という目的のた
めに、関連するセンサデータのうちのどのデータが最適であるかをさらに判断することが
できる。この（ｉ）～（ｉｖ）の選択は、自動的に又はユーザの指示に応答して行うこと
ができる。
【００３０】
　この加速度計ウォッチとＨＲＭ／ＧＰＳの例を用いた別の実施形態では、２つの装置が
、着用者の脈拍などの同様の生物学的センサデータを、ただし異なる身体部位から（ウォ
ッチはユーザの手首から、ＨＲＭは胸部ストラップから）取り込むことができる。ウォッ
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チは、自機のセンサからの脈拍データを、ＨＲＭから取得されたセンサデータと比較する
ことができる。ウォッチは、着用者の設定及び内部分析に基づいて、欠落していなければ
胸部からの脈拍データを記録し、欠落していれば、着用者の脈拍の完全なデータセットを
提供するために手首の脈拍データが代用される。着用者が、エアロビクス運動の場合に（
手首から収集された脈拍データに比べて）胸部の脈拍データの方が正確であると考える時
には、着用者の設定は、胸部の脈拍データを使用するように定めることができる。
【００３１】
　本技術の実施形態は、コンピュータプログラム製品としても実装できる、本技術の実施
形態による方法及びシステム、及び／又はアルゴリズム、数式又はその他の計算表現のフ
ロー図を参照して説明することができる。この点、フロー図の各ブロック又はステップ、
及びフロー図のブロック（及び／又はステップ）の組み合わせ、アルゴリズム、式、又は
計算表現は、ハードウェア、ファームウェア、及び／又はコンピュータ可読プログラムコ
ード論理の形で具体化された１又はそれ以上のコンピュータプログラム命令を含むソフト
ウェアなどの様々な手段によって実装することができる。理解されるように、このような
あらゆるコンピュータプログラム命令は、以下に限定されるわけではないが、汎用コンピ
ュータ又は専用コンピュータ、又は機械を生産するためのその他のあらゆるプログラマブ
ル処理装置を含むコンピュータ上にロードして、コンピュータ又はその他のプログラマブ
ル処理装置上で実行されるコンピュータプログラム命令が、（単複の）フロー図の（単複
の）ブロック内に特定される機能を実施するための手段を生み出すようにすることができ
る。
【００３２】
　従って、フロー図のブロック、アルゴリズム、式、又は計算表現は、特定の機能を実行
するための手段の組み合わせ、特定の機能を実行するためのステップの組み合わせ、及び
コンピュータ可読プログラムコード論理手段の形で具体化されるような、特定の機能を実
行するためのコンピュータプログラム命令をサポートする。また、本明細書で説明したフ
ロー図の各ブロック、アルゴリズム、式、又は計算表現、及びこれらの組み合わせは、特
定の機能又はステップを実行する専用ハードウェアベースのコンピュータシステム、又は
専用ハードウェアとコンピュータ可読プログラムコード論理手段の組み合わせによって実
装することもできると理解されるであろう。
【００３３】
　さらに、コンピュータ可読プログラムコード論理などの形で具体化されるこれらのコン
ピュータプログラム命令を、コンピュータ又はその他のプログラマブル処理装置に特定の
態様で機能するように指示することができるコンピュータ可読メモリに記憶して、これら
のコンピュータ可読メモリに記憶された命令が、（単複の）フロー図の（単複の）ブロッ
ク内に指定される機能を実施する命令手段を含む製造の物品を生産するようにすることも
できる。コンピュータプログラム命令をコンピュータ又はその他のプログラマブル処理装
置上にロードし、コンピュータ又はその他のプログラマブル処理装置上で一連の動作ステ
ップが実行されるようにしてコンピュータで実施される処理を生成し、コンピュータ又は
その他のプログラマブル処理装置上で実行される命令が、（単複の）フロー図の（単複の
）ブロック、（単複の）アルゴリズム、（単複の）式、又は（単複の）計算表現に特定さ
れる機能を実施するためのステップを提供するようにすることもできる。
【００３４】
　さらに、本明細書で使用する「プログラム」は、本明細書で説明した機能を実行するた
めにプロセッサが実行できる１又は２以上の命令を意味すると理解されるであろう。プロ
グラムは、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み
合わせで具体化することができる。プログラムは、装置の非一時的媒体にローカルに記憶
することも、又はサーバなどに遠隔的に記憶することもでき、或いはプログラムの全部又
は一部をローカル又は遠隔的に記憶することもできる。遠隔的に記憶されたプログラムは
、例えば場所、タイミングイベント、オブジェクトの検出、顔の表情の検出、場所の検出
、場所の変化の検出又はその他の要因などの１又は２以上の要因に基づいて、ユーザが開



(10) JP 6585606 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

始することによって又は自動的に装置にダウンロード（プッシュ）することができる。さ
らに、本明細書で使用するプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）及びコンピュータという
用語は、プログラム、並びに入力／出力インターフェイス及び／又は周辺装置との通信を
実行できる装置を示すために同義的に使用されると理解されるであろう。
【００３５】
　上記の説明から、限定ではないが以下の内容を含む様々な方法で本技術を具体化するこ
とができると理解されるであろう。
【００３６】
　１．スマートウェアラブル装置であって、（ａ）スマートウェアラブル装置の構成要素
を収容するハウジングと、（ｂ）少なくとも１つのセンサが生物学的データを取得するよ
うに構成された１又は２以上のセンサと、（ｃ）１又は２以上の通信インターフェイスと
、（ｄ）プロセッサと、（ｅ）非一時的コンピュータ可読媒体内に存在するプログラムと
を備え、プログラムは、コンピュータプロセッサによって実行可能であって、（ｉ）ユー
ザに関する生物学的データを取得するように構成された１又は２以上の生物学的センサを
含むスマートウェアラブル装置が同様に取得しているセンサデータとの規定の基準に基づ
く関連性を有する関連センサデータを取得することに関与しているアクセス可能な周囲の
スマート装置の利用可能性を求める要求を周囲のスマート装置にブロードキャストし、（
ｉｉ）アクセス可能な周囲のスマート装置から関連センサデータを取得し、この関連セン
サデータを用いて、スマートウェアラブル装置における不完全なセンサデータを完全にし
、又は不正確なセンサデータを補正するように構成される、装置。
【００３７】
　２．文脈的センサデータを取得するように構成された１又は２以上の環境センサをさら
に備える、前出のいずれかの実施形態に記載の装置。
【００３８】
　３．前記プログラムは、記周囲のスマート装置のうちの１又は２以上のスマート装置に
、機能の作動又は停止をトリガする信号、又はさらなるスマートウェアラブル装置による
センサデータ取得ロジックを変更する信号を送信するようにさらに構成される、前出のい
ずれかの実施形態に記載の装置。
【００３９】
　４．スマートウェアラブル装置は、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、頭
部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足着用型装置、つま先着
用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子、
コンタクトレンズ及び手袋から成る群から選択されたプラットフォームを有する、前出の
いずれかの実施形態に記載の装置。
【００４０】
　５．１又は２以上の通信インターフェイスは、有線通信インターフェイス、無線通信イ
ンターフェイス、セルラー通信インターフェイス、ＷｉＦｉ通信インターフェイス、近距
離通信インターフェイス、赤外線通信インターフェイス及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信イン
ターフェイスから成る群から選択される、前出のいずれかの実施形態に記載の装置。
【００４１】
　６．周囲のスマート装置からセンサデータを取得するコンピュータ実装方法であって、
（ａ）（ｉ）スマートウェアラブル装置の構成要素を収容するハウジングと、（ｉｉ）少
なくとも１つのセンサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上のセン
サと、（ｉｉｉ）１又は２以上の通信インターフェイスと、（ｉｖ）プロセッサとを備え
たスマートウェアラブル装置を用意するステップと、（ｂ）スマートウェアラブル装置が
同様に取得しているセンサデータとの規定の基準に基づく関連性を有する関連センサデー
タを取得することに関与しているアクセス可能な周囲のスマート装置の利用可能性を求め
る周囲のスマート装置への要求をブロードキャストするステップと、（ｃ）アクセス可能
な周囲のスマート装置から関連センサデータを取得し、この関連センサデータを用いて、
スマートウェアラブル装置における不完全なセンサデータを完全にし、又は不正確なセン
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サデータを補正するステップとを含み、（ｄ）前記方法は、コンピュータプロセッサによ
って読み取り可能な非一時的媒体上に存在するプログラムを少なくとも１つのコンピュー
タプロセッサ上で実行することによって実行される、方法。
【００４２】
　７．スマートウェアラブル装置は、文脈的センサデータを取得するように構成された１
又は２以上の環境センサをさらに備える、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【００４３】
　８．周囲のスマート装置のうちの１又は２以上のスマート装置に、機能の作動又は停止
をトリガする信号、又は前記さらなるスマートウェアラブル装置によるセンサデータ取得
ロジックを変更する信号を送信するステップをさらに含む、前出のいずれかの実施形態に
記載の方法。
【００４４】
　９．スマートウェアラブル装置は、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、頭
部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足着用型装置、つま先着
用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子、
コンタクトレンズ及び手袋から成る群から選択されたプラットフォームを有する、前出の
いずれかの実施形態に記載の方法。
【００４５】
　１０．１又は２以上の通信インターフェイスは、有線通信インターフェイス、無線通信
インターフェイス、セルラー通信インターフェイス、ＷｉＦｉ通信インターフェイス、近
距離通信インターフェイス、赤外線通信インターフェイス及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信イ
ンターフェイスから成る群から選択される、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【００４６】
　１１．周囲のスマート装置からセンサデータを取得するシステムであって、（ａ）（ｉ
）スマートウェアラブル装置の構成要素を収容するハウジングと、（ｉｉ）少なくとも１
つのセンサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上のセンサと、（ｉ
ｉｉ）１又は２以上の通信インターフェイスと、（ｉｖ）プロセッサと、（ｖ）非一時的
コンピュータ可読媒体内に存在するプログラムとを含む１又は２以上の周囲のスマート装
置を備え、プログラムは、コンピュータプロセッサによって実行可能であって、スマート
ウェアラブル装置からセンサデータを求める要求を受け取り、要求されたセンサデータを
スマートウェアラブル装置に送信するように構成され、前記システムは、（ｂ）（ｉ）ス
マートウェアラブル装置の構成要素を収容するハウジングと、（ｉｉ）少なくとも１つの
センサが生物学的データを取得するように構成された１又は２以上のセンサと、（ｉｉｉ
）１又は２以上の通信インターフェイスと、（ｉｖ）プロセッサと、（ｖ）非一時的コン
ピュータ可読媒体内に存在するプログラムとを含むウェアラブルスマート装置をさらに備
え、プログラムは、コンピュータプロセッサによって実行可能であって、ユーザに関する
生物学的データを取得するように構成された１又は２以上の生物学的センサを含むスマー
トウェアラブル装置が同様に取得しているセンサデータとの規定の基準に基づく関連性を
有する関連センサデータを取得することに関与しているアクセス可能な周囲のスマート装
置の利用可能性を求める要求を周囲のスマート装置にブロードキャストし、アクセス可能
な周囲のスマート装置から関連センサデータを取得し、この関連センサデータを用いて、
スマートウェアラブル装置における不完全なセンサデータを完全にし、又は不正確なセン
サデータを補正するように構成される、システム。
【００４７】
　１２．周囲のスマート装置及びスマートウェアラブル装置は、文脈的センサデータを取
得するように構成された１又は２以上の環境センサをさらに含む、前出のいずれかの実施
形態に記載のシステム。
【００４８】
　１３．前記ウェアラブルスマート装置のプログラムは、周囲のスマート装置のうちの１
又は２以上のスマート装置に、機能の作動又は停止をトリガする信号、又はさらなるスマ
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さらに構成される、前出のいずれかの実施形態に記載のシステム。
【００４９】
　１４．スマートウェアラブル装置は、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、
頭部着用型装置、腕着用型装置、脚着用型装置、足首着用型装置、足着用型装置、つま先
着用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブレスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子
、コンタクトレンズ及び手袋から成る群から選択されたプラットフォームを有する、前出
のいずれかの実施形態に記載のシステム。
【００５０】
　１５．スマートウェアラブル装置の前記１又は２以上の通信インターフェイスは、有線
通信インターフェイス、無線通信インターフェイス、セルラー通信インターフェイス、Ｗ
ｉＦｉ通信インターフェイス、近距離通信インターフェイス、赤外線通信インターフェイ
ス及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信インターフェイスから成る群から選択される、前出のいず
れかの実施形態に記載のシステム。
【００５１】
　上記の説明は多くの詳細を含んでいるが、これらは本技術の範囲を限定するものではな
く、本技術の現在のところ好ましい実施形態の一部を例示するものにすぎないと解釈すべ
きである。従って、本技術の範囲は、当業者に明らかになると思われる他の実施形態も完
全に含み、従って添付の特許請求の範囲以外のいかなるものによっても本技術の範囲を限
定すべきではなく、特許請求の範囲では、単数形による要素への言及は、明述しない限り
「唯一」を意味するものではなく、「１又は２以上」を意味するものであると理解された
い。当業者に周知の上述した好ましい実施形態の要素の構造的、化学的及び機能的同等物
も、引用によって本明細書に明確に組み入れられ、本特許請求の範囲に含まれることが意
図されている。さらに、本技術が解決しようとする課題が本特許請求の範囲に含まれるよ
うにするために、装置及び方法がこれらのありとあらゆる課題に対処する必要はない。さ
らに、本開示の要素、構成要素又は方法ステップは、これらが特許請求の範囲に明示され
ているかどうかにかかわらず、一般に公開されることを意図するものではない。本明細書
における請求項の要素については、この要素が「～のための手段」又は「のためのステッ
プ」という表現を使用して明確に示されていない限り、米国特許法１１２条の規定によっ
て解釈すべきではない。
【符号の説明】
【００５２】
３００　概略図
１０４－１　ウェアラブル
３０２　要求
３０４　周囲のスマートウェアラブル装置
３０６　非ウェアラブル装置（スマートフォン、ＰＣ、その他）
３０８　データ
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