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(57)【要約】
時計用電子留め金の実施形態は、ハウジングと、少なく
とも部分的にハウジングに保持されるディスプレイと、
コントローラーに関連づけられる回路板と、ハウジング
に接続される第一の留め金アームと、第二の留め金アー
ムと、第一の留め金アームが前記第二の留め金アームに
対して回転するように構成される回転軸と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時計用電子留め金であって、
　第一端部及び第二端部を有し、掛け金アセンブリを備えるハウジングと、
　少なくとも部分的に前記ハウジングに保持されるディスプレイと、
　コントローラーに関連づけられる回路板であって、前記コントローラー及び前記回路板
は、前記ディスプレイに接続され、少なくとも部分的に前記ハウジングに保持される回路
板と、
　第一の留め金アームであって、該第一の留め金アームは第一端部及び第二端部を有し、
前記第一の留め金アームの第一端部が前記ハウジングの前記第二端部に接続されて、前記
第一の留め金アームは、前記ハウジングに対して回転するように構成される第一の留め金
アームと、
　第二の留め金アームであって、該第二の留め金アームは第一端部及び第二端部を有し、
前記第二の留め金アームは、前記電子留め金が閉じた状態のときに前記掛け金アセンブリ
に係合するように構成されたロックピンを有する第二の留め金アームと、
　回転軸であって、該回転軸は前記第一の留め金アームの前記第二端部と、前記第二の留
め金アームの前記第一端部とを接続し、前記第一の留め金アームは、前記第二の留め金ア
ームに対して回転するように構成される回転軸と、を備える時計用電子留め金。
【請求項２】
　前記回路板に関連づけられ、少なくとも部分的に前記ハウジングに保持される電池をさ
らに含む請求項１に記載の電子留め金。
【請求項３】
　前記回路板は、心拍数センサに接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項４】
　前記回路板は、振動モータに接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項５】
　前記回路板は、スピーカーに接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項６】
　前記回路板は、受信機に接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項７】
　前記回路板は、加速度計に接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項８】
　前記回路板は、ＧＰＳ受信機に接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項９】
　前記回路板は、再充電可能な電源に接続されている請求項１に記載の電子留め金。
【請求項１０】
　前記ハウジングから選択的に取り除くことが可能なカバーをさらに含む請求項１に記載
の電子留め金。
【請求項１１】
　前記ディスプレイに関連づけられるカメラをさらに備える請求項１に記載の電子留め金
。
【請求項１２】
　前記電子留め金は、周辺機器と通信するように構成された送信機を含む請求項１に記載
の電子留め金。
【請求項１３】
　前記ディスプレイは、液晶ディスプレイ、有機発光ダイオード、アクティブマトリック
ス式有機発光ダイオード、パッシブマトリックス式有機発光ダイオード、発光ダイオード
、その組み合わせからなる群から選択される請求項１に記載の電子留め金。
【請求項１４】
　前記ハウジング及び前記ディスプレイは、前記第一の留め金アーム及び前記第二の留め
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金アームに対して回転可能である請求項１に記載の電子留め金。
【請求項１５】
　前記回路板は、前記ハウジング及び前記ディスプレイの相対的な位置を決定するように
構成される方向センサに関連づけられる、請求項１４に記載の電子留め金。
【請求項１６】
　前記ディスプレイは、タッチスクリーンである請求項１に記載の電子留め金。
【請求項１７】
　前記ハウジングは、少なくとも一つの通知ライトと関連づけられている、請求項１に記
載の電子留め金。
【請求項１８】
　時計用電子留め金であって、
　ハウジング手段と、
　少なくとも部分的に前記ハウジング手段に保持されるディスプレイ手段と、
　前記ハウジング手段に関連づけられ、ロック手段を有する留め金手段と、
　前記電子留め金が周辺機器と通信するように構成されている通信手段と、を有する時計
用電子留め金。
【請求項１９】
　時計用電子留め金であって、
　第一端部及び第二端部を有するハウジングであって、該ハウジングは、掛け金アセンブ
リを備え、前記ハウジングの前記第一端部は、標準的な時計バンドに取り付けられるよう
に構成されるハウジングと、
　タッチスクリーンディスプレイであって、少なくとも前記ハウジングに部分的に保持さ
れるタッチスクリーンディスプレイと、
　コントローラーに関連づけられる回路板であって、前記回路板及び前記コントローラー
は前記ディスプレイに接続され、少なくとも部分的に前記ハウジングに保持され、心拍数
センサ、振動モータ、受信機、ＧＰＳ受信機、スピーカー、加速度計及び送信機に接続さ
れる回路板と、
　再充電可能な電池であって、前記回路板及び前記ディスプレイに接続され、少なくとも
部分的に前記ハウジングに保持される再充電可能な電池と、
　第一端部及び第二端部を有する第一の留め金アームであって、前記第一の留め金アーム
の前記第一端部は、前記ハウジングの前記第二端部に接続され、前記第一の留め金アーム
は、前記ハウジングに対して回転するように構成される第一の留め金アームと、
　第一端部及び第二端部を有する第二の留め金アームであって、前記第二の留め金アーム
は、前記電子留め金が閉じた状態のときに、前記掛け金アセンブリに係合するように構成
されるロックピンを有し、前記第二の留め金アームの前記第二端部は、前記標準的な時計
バンドに取り付けられるように構成される前記第二の留め金アームと、
　回転軸であって、該回転軸は、前記第一の留め金アームの前記第二端部及び前記第二の
留め金アームの前記第一の端部を接続し、前記第一の留め金アームは、前記第二の留め金
アームに対して回転するように構成される回転軸と、を備える時計用電子留め金。
【請求項２０】
　前記電子留め金は、標準的な時計バンドに組み込まれるキットである請求項１に記載の
電子留め金。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２０１４年６月２５日に出願された米国仮出願番号６２／０１６，８７８
の優先権を主張し、その全体が参照としてここに組み込まれる。
【０００２】
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　関連する技術の実施形態は、概ね時計の技術であり、特に電子的な、デジタルの、及び
周辺機器と接続されるタッチスクリーン時計の留め金に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年のワイヤレスコミュニケーション技術の発達により、携帯電話は、多大な人気を博
している。初期のモデルは大きくて重たかったため、使用者が快適に持ち運ぶことは難し
かった。新しいモデルは寸法及び重さを着実に減らしていった。今日使用される携帯電話
は、人のポケットや財布に適合するのに十分に小さい。
【０００４】
　新しいモデルが人気を博している一方、いくつかの欠点にも苦しんでいた。例えば、重
さが軽く、寸法が小さいために、電話は落っこちやすく、壊れやすく、又は単に忘れられ
やすい。また、携帯電話の使用者が電話を受けたとき、使用者が、（ポケットや財布、ブ
リーフケース等に入ってたかもしれない）電話を配置して取り戻すために時間を失うこと
が経験されている。
【発明の概要】
【０００５】
　これらの欠点を克服するために、使用者の手首に装着することのできる携帯電話も開発
されている。これらのシステムにおいて、電話機器は、使用者の手首にストラップを介し
て固定される腕時計の形状をしており、電話の機構は、従来の位置にある時計の機構と置
き換えられている。
【０００６】
　本開示は、次の図面とともに、いくつかの例示的な実施形態の詳細な説明から、容易に
理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、一実施形態による電子留め金の斜視図を示す。
【図２】図２は、図１に示す電子留め金の展開図である。
【図３】図３は、図１に示す電子留め金に関連して示される標準的な時計の上部斜視図で
ある。
【図４】図４は、図３に示す標準的な時計及び電子留め金の底部斜視図である。
【図５】図５は、代替的な実施形態による機械的な接続部を有する留め金の上部斜視図で
ある。
【図６】図６は、代替的な実施形態による機械的な接続部を有する留め金の底部斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　時計用電子留め金の実施形態は、第一端部及び第二端部を有するハウジングであって、
該ハウジングは、掛け金アセンブリを含むハウジングと、少なくとも部分的にハウジング
に保持さえるディスプレイと、コントローラーに関連づけられる回路板であって、該回路
板とコントローラーはディスプレイに接続され、少なくとも部分的にハウジングに保持さ
れる回路板と、第一端部及び第二端部を有する第一の留め金アームであって、第一の留め
金アームの第一端部は、ハウジングの第二端部に接続され、第一の留め金アームがハウジ
ングに対して回転するように構成される第一の留め金アームと、第一端部及び第二端部を
有する第二の留め金アームであって、第二の留め金アームは、電子留め金が閉じた状態の
ときに、掛け金アセンブリに係合するように構成されるロックピンを有する第二の留め金
アームと、回転軸であって、第一の留め金アームの第二端部と第二の留め金アームの第一
端部とを接続して第一の留め金アームが第二の留め金アームに対して回転するように構成
された回転軸と、を有する。
【０００９】
　時計用電子留め金の実施形態は、ハウジング手段と、少なくとも部分的にハウジング手
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段に保持されるディスプレイ手段と、ハウジング手段に関連づけられる留め金手段であっ
て、ロック手段を含む留め金手段と、電子留め金が周辺機器と通信するように構成される
通信手段と、を備える。
【００１０】
　時計用電子留め金の実施形態は、第一端部及び第二端部を有するハウジングであって、
ハウジングは掛け金アセンブリを含み、ハウジングの第一端部は、標準的な時計バンドに
取り付けられるハウジングと、少なくとも部分的にハウジングに保持されるタッチスクリ
ーンディスプレイと、コントローラーに関連づけられる回路板であって、回路板及びコン
トローラーはディスプレイに接続され、回路板は少なくとも部分的にハウジングに保持さ
れて、心拍数センサ、振動モータ、受信機、ＧＰＳ受信機、スピーカー、加速度計、送信
機に関連づけられる回路板と、再充電可能な電池であって、回路板及びディスプレイに接
続され、少なくとも部分的にハウジングに保持される再充電可能な電池と、第一端部及び
第二端部を有する第一の留め金アームであって、第一の留め金アームの第一端部は、ハウ
ジングの第二端部に接続され、第一の留め金アームがハウジングに対して回転するように
構成される第一の留め金アームと、第一端部及び第二端部を有する第二の留め金アームで
あって、第二の留め金アームは、電子留め金が閉じた状態のときに、掛け金アセンブリに
係合するように構成されるロックピンを有し、第二の留め金アームの第二端部は、標準的
な時計バンドに取り付けられるように構成される、第二の留め金アームと、回転軸であっ
て、第一の留め金アームの第二端部と第二の留め金アームの第一端部とを接続して第一の
留め金アームが第二の留め金アームに対して回転するように構成された回転軸と、を有す
る。
【００１１】
　様々な非限定的な本開示の実施形態が述べられる。ここに開示される構造、機能、機器
の使用、システム、方法及びプロセスの原理の全体的な理解が提供される。これらの非限
定的な実施形態の一以上の例示は、添付の図面によって説明される。当業者は、ここで特
に述べられ、図面を伴って説明されたシステム及び方法が、非限定的な実施形態であるこ
とを理解するであろう。一つの非限定的な実施形態に関連して説明され、又は述べられた
特徴は、他の非限定的な実施形態の特徴と結合されてもよい。そのような修正や変更は、
本開示の範囲内に含まれるように意図される。
【００１２】
　明細書中の「様々な実施形態」、「いくつかの実施形態」、「ある実施形態」、「いく
つかの例示的な実施形態」、「ある例示的な実施形態」、「実施形態」という言及は、実
施形態に関連して述べられた特定の特徴、構成又は性質が、少なくとも一つの実施形態に
含まれることを意味する。このように明細書中に一部に表れる「様々な実施形態において
」、「いくつかの例示的な実施形態において」、「ある実施形態において」、「いくつか
の例示的な実施形態において」、「ある例示的な実施形態において」、「実施形態におい
て」、というフレーズは、必ずしも同じ実施形態を指すものではない。さらに、特定の特
徴、構成及び特性は、一以上の実施形態と適切な方法で結合されてもよい。
【００１３】
　ここで述べられるのは、電子的、デジタルの、電気機械の留め金を有する腕時計を提供
するための機械、システム及び方法の実施形態の例示であり、これは例えばスマートフォ
ンのような周辺機器にも直接的に接続される。一つの実施形態では、電子的留め金は、伝
統的な腕時計の既存の留め金と置き換えることのできる電子的なインターフェースを含む
電子留め金である。いくつかの実施形態では、電子留め金は、使用者が伝統的な時計のス
タイルの利益を得ることができるが、電子的機能が追加されるような適切なデジタル特性
を含むものであってよい。いくつかの実施形態では、電子的留め金は、スマートフォン、
タブレット、コンピュータ、自動車、他の装着可能な装置等の複数の周辺機器と接続又は
通信することができる。
【００１４】
　ここで議論される例は例示のみであり、ここで述べられる機械、装置、システム及び方
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法の説明を補助するために提供されるにすぎない。図面に示される特徴及び構成要素又は
下記の議論は、必須であると特別指定されない限り、機械、装置、システム又は方法のい
ずれかの特定の実施のために必須なものであると受け取られてはならない。読解を容易に
するとともに明確さのために、ある種の構成要素、モジュール又は方法は、特定の図面と
関連してのみ述べられる。構成要素の組み合わせ又は準組み合わせについて特に述べなか
ったとしても、組み合わせや準組み合わせが可能でないということを示していると理解さ
れてはならない。また、述べられる方法に関して、方法がフローチャートに関連して述べ
られるか否かに関わらず、文脈によって特定されるか要求されない限り、方法の実施にお
いて実行される明確な又は曖昧な工程の順序は、これらの工程が表されたような順序で実
行されなければならないことを示すものではなく、異なる順序や並行して実行されてもよ
いものであると理解されるべきである。
【００１５】
　ここで述べられる例示的な実施形態は、使用者が楽しんでいる時計を使い続けることを
可能にするものであり、例えばハイエンドのロレックス（ＲＯＬＥＸ）（登録商標）、タ
グホイヤー（ＴＡＧ　ＨＥＵＥＲ）（登録商標）、パテックフィリップ（ＰＡＴＥＫ　Ｐ
ＨＩＬＬＩＰＥ）（登録商標）又はピーアジェ（ＰＩＡＧＥ）（登録商標）で、デジタル
スマートウォッチを搭載する機能を犠牲にしない。例えば、電子留め金は、アナログ又は
標準的な時計に、スマートウォッチの特徴を追加するために、どのような適切なインター
フェース、通信特性、ディスプレイ、又はデジタル特性を含んでいてもよい。追加的に、
又は代替的に、電子留め金は、標準的な時計のスタイルを損なうことなく、そのような利
益を提供できるように覆われるか、又は設計されてよい。
【００１６】
　本開示に沿った電子的な留め金のコンピュータシステムは、適切な技術によってアクセ
スすることができ、例えば、インターネット上のブラウザとして、顧客の装置に実装され
ているサファリ（ＳＡＦＡＲＩ）（登録商標）、オペラ（ＯＰＥＲＡ）（登録商標）、グ
ーグルクローム（ＧＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ）（登録商標）、インターネットエクスプ
ローラー（ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ）（登録商標）等である。いくつかの実
施形態では、ここで述べられるシステム及び方法は、インターネットベースのアプリケー
ションか、又はスタンドアローン（ネットワークに接続しないで、単独で独立して動作す
る）で実行可能なものであってよい。追加的に、いくつかの実施形態では、ここで述べら
れるシステム及び方法は、例えばＧＰＳ，ゲオフェンシング（ｇｅｏｆｅｎｃｉｎｇ）ア
プリケーション等の位置ベースのシステムの様々なタイプと一体化することができる。例
えばノート型コンピュータや、デスクトップコンピュータ、スマートフォン、タブレット
コンピュータ、ゲームシステム等のように、どのような顧客の装置も、電子留め金コンピ
ュータシステムにアクセス又は実行するために使用されることができる。
【００１７】
　ここで述べられるシステム及び方法は、概して、標準的な又はアナログの腕時計のスタ
イルを補完するために、デジタル、使用者への双方向環境（例えばタッチセンシティブイ
ンターフェース）を提供する。電子的留め金コンピュータシステムとの相互作用とは、限
定することなく、キーボード入力、ペンによる記入、スタイラス、指等、コンピュータの
マウスを用いて、又は他の入力形式（音声認識等）を含んでよい。腕時計を組み込んだ双
方向のコンピュータシステムは、タブレット、デスクトップ、電話、ボード又は紙に表示
されてよい。ある実施形態では、使用者は、通常の紙、改良した紙、又は好みに応じた硬
い平坦な表面上にスマートペンで書くことで、デジタルインターフェースと相互にやりと
りしてよい。この実施形態では、使用者は、リアルタイムのフィードバック、又は少なく
ともリアルタイムに近いフィードバックを受信するか、後日電子留め金コンピュータシス
テムと同期してよい。電子留め金コンピュータシステムは、パーソナルコンピュータ、サ
ーバータイプシステムの中の一以上の複数のコンピュータを含んでよい。
【００１８】
　ここで図１を参照して、ある実施形態による開いた位置の電子留め金１０の斜視図が示
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される。電子留め金１０は、ディスプレイ１４を保持可能なハウジング１２を含む。ディ
スプレイ１４は、デジタルディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ、又は他の適切
なインターフェースを含んでよい。ハウジング１２は、マイクロフォン１６又はディスプ
レイ１４と関連づけられる他の適切な特徴又は構成要素を保持してよい。ハウジング１２
は、第一の留め金アーム１８及び第二の留め金アーム２０と回転可能に接続され、第一の
留め金アーム１８は、第二の留め金アーム２０に対して旋回軸２２の周りを動くことがで
き、当該分野で共通して理解されるように、時計が留められる。ハウジング１２、第一の
留め金アーム１８及び第二の留め金アーム２０は、例えばロックピン２４及び掛け金アセ
ンブリ２５によって、取り付けられる。第一の留め金アーム１８及び第二の留め金アーム
２０は、互いに対して旋回可能に移動であって、電子留め金１０を閉じた状態（図３及び
図４参照）に保持するためのロックピン２４及び掛け金アセンブリ２５を含んでよい。他
の機械的、電子的、又は磁気的機構が考慮されてもよい。
【００１９】
　電子留め金１０は、アナログ時計、デジタル時計、又はアナログ／デジタル時計のよう
な既存の時計に、適切な方法で、接続されてよいことが理解される。電子留め金１０は、
既存の時計に組み込まれるように改造される留め金であってよく、あるいは、電子留め金
１０は、デジタル機能付きの伝統的なスタイルを提供する新しい時計に組み込まれてもよ
い。ある実施形態では、電子留め金１０は、特定のハイエンド時計モデルのために設計さ
れて、購入の際の選択的な特徴とすることができる。ある実施形態では、電子留め金は、
購入の際時計とともに提供されるキットの一部であり、通常の留め金及び電子留め金の両
方が提供されてもよい。電子留め金の型は、例えば、機械的な接続、磁気的な接続、スト
ラップや線、ヒンジ接続又は他の適切なメカニズム等の適切な方法で、既存の時計に取り
付けられるように構成されてよい。代替的な実施形態として、電子留め金は、腕時計用の
電子留め金、ピン用、装着可能なもの用等のすべてに一般的に適用できるように構成され
ていてもよい。電子留め金は、時計モデル限定であるか、又は幅広い時計モデルに接続又
は関連づけられるように構成されてよい。
【００２０】
　電子留め金１０は、標準的な時計を、新たに出現したタッチスクリーンの時計市場で効
率的に競争できるようにする。多くの消費者は、デジタル時計のフェースよりも、アナロ
グ時計のフェースのスタイルを好む。これらの消費者は、タッチスクリーン時計の機能を
望むかもしれないが、大切にしている時計を諦めたり、ハイエンドの時計のスタイルを犠
牲にしたくない。電子留め金１０は、ハイエンドの時計の使用者又は購入者に、スタイル
よりもデジタル機能を選ぶことを避けるようにすることができる。例えば、電子留め金１
０は、タッチスクリーン時計又はスマートフォンのすべての機能を有する容量のタッチス
クリーンが埋め込まれたエレガントな鋼の留め金であり、時計の所有者以外の他人には大
部分は見えないままである。使用者又は購入者の好みに応じて、電子留め金１０は、標準
的な時計と一体化してよく視認されるように設計されてもよく、カバー（図示せず）又は
他の隠蔽形式を含んでもよい。
【００２１】
　図２は、図１に示す電子留め金１０の展開図を示す。ハウジング１２は、ディスプレイ
１４、ポリ塩化ビニルハウジング基部（図示せず）、電池２６、回路基板２８、及びポリ
塩化ビニルハウジングカバー３０を保持できる。ポリ塩化ビニルハウジング基部（図示せ
ず）及びポリ塩化ビニルハウジングカバー３０は、電池２６及び回路基板２８を保持する
ことができるように構成される。回路基板２８は、例えば、心拍数センサ３２、振動モニ
タ３４、スピーカー３６、中央制御部（ＣＰＵ）３８又はコントローラー、ＷＩＦＩ又は
ワイヤレス受信機４０、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又は短波個人領域ネットワーク
受信機４２、ジャイロスコープ４４、ＧＰＳ受信機４６、加速度計４８、カメラ５０、プ
ロジェクタ５２、及び／又は磁気チャージ接触部５４等の適切な要素を含んでよい。回路
基板２８の要素は、公知技術の通り、ＣＰＵ３８及びディスプレイ１４に接続されてよい
ことが理解される。
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【００２２】
　電子留め金１０は、従来の電源又は電池２６を含んでよい。電池２６は、再充電可能な
第２の電池を含んでよい。代替的に、電源は、太陽電池又は他の適切な電源を含んでよい
。電子留め金１０は、カメラ、バーコードスキャナ、又はＱＲスキャナ（図示せず）のよ
うな適切な要素を含んでよい。ハウジング１２は、選択的に、取り外し可能なカバー、覆
い、スライド等のディスプレイ１４又はハウジング１２を隠すことのできるものを含んで
よい。回路基板２８は、ＵＳＢ端子と関連づけられ、また、ハウジングはＵＳＢ端子（図
示せず）を受け入れるように構成されている。
【００２３】
　操作上、電子留め金１０は、ワイヤレス及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通
信送受信ユニット、又はＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）
ユニットを含むネットワークに接続されてよい。概ね、ネットワークユニットは、スマー
トフォンや他の周辺機器とワイヤレスで通信可能な通信ユニットを含んでよい。ネットワ
ークユニットは、他の電子留め金、スマートウォッチ、等と通信可能である。ネットワー
クユニットは、高周波の電磁放射線を利用してよいが、例えば赤外線信号のような見通し
線のメカニズム、音波探知機又は低周波放射線を使用してもよい。また、代替的な実施形
態として、通信ユニットは、ワイヤレスでアクセスするインターネット、又は他の通信ネ
ットワークユニット、及び／又は衛星用ユニットを含んでよい。
【００２４】
　ディスプレイ１４は、従来の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）、
アクティブマトリックス式有機ＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ）、パッシブマトリックス式有機Ｌ
ＥＤ（ＰＭＯＬＥＤ）、又は発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ及びタッチパッド又
はパネルであってよい。ディスプレイ１４は、ハウジング１２内の中央部に配置され、ア
ナログ又は標準的な時計の面の反対側に取り付けられてよい。一又は複数の加速度計４８
又は振動検知ユニットにより、距離、速さ、加速を含む腕の動きの情報の出力を提供する
ことができる。ディスプレイ１４は、四角い形状又は他の適切な構成を有してよい。ある
実施形態では、ハウジング１２及びディスプレイ１４は、従来の時計バンドに対して回転
するように構成されてもよい。そこで使用者は、例えば、四角いハウジング１２及びディ
スプレイ１４を、９０度回転させることができる。方向センサ（図示せず）もまた、ディ
スプレイ１４上に風景のフォーマット又は言葉による描写のフォーマットで情報を表示す
ることに用いられてよい。そのような方向センサは、留め金の位置に連結されるか、又は
時計自体に連結されてよい。ディスプレイ１４は、タッチパッド／スクリーン層を含んで
よい。ディスプレイ１４は、使用者が電話から通知を受信して、関連するスマートフォン
からの呼び出しＩＤを見て、電話の呼び出しを拒否して、文字のメッセージを見て、会話
を記録して又は周辺機器を制御することができるように構成されてよい。
【００２５】
　回路基板２８は、指令を伝え、ディスプレイ１４又はネットワークユニットから情報を
受信するためにプログラムされて接続されるＣＰＵ３８を含んでよい。回路基板２８は、
記憶ユニット（図示せず）を含むことができる。電子留め金１０により、記憶ユニットを
、例えば、コンピュータ（図示せず）又は充電器（図示せず）に、直接的で機械的に接続
できるようにしてもよく、又は変換ケーブル（図示せず）を介してスマートフォン等に接
続するようにしてもよい。電子留め金１０は、また、記憶ユニット共に従来のフラッシュ
ドライブとして機能する電気的に接続可能なＵＳＢ端子に接続されてもよい。記憶ユニッ
トは、コンピュータプログラムや電子留め金１０によって生成されたある種のデータや情
報、又は電子留め金１０によって受信されたデータや情報を、入力として保存することが
できる。そのようなデータは、使用者の生物学的データ、計算機に接続することが必要な
情報、社会的情報及びやらなければならないことやカレンダー情報を含んでよい。この情
報は、記憶ユニットに保存されるか、スマートフォン等の計算装置に生み出されるか、ス
マートフォン等の計算装置によって送られる。電子留め金１０で生み出され、記憶ユニッ
トに保存される情報の例示としては、加速度計４８によって生み出される動きの情報が含
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まれてよい。ある実施形態では、ハウジング１２、ディスプレイ１４、及び回路基板２８
は、ドングル等のように構成されるか、又は複数の装置に直接取り付けられてよい。
【００２６】
　電子留め金１０は、電子留め金１０が実行する日課において、ある状況を表示する複数
の通知ライト（図示せず）を含んでよい。例えば、電子留め金１０がＮＦＣ信号を受信し
たとき、いくつかの通知ライトの一つが点灯して、使用者にＮＦＣシグナルの受信を通知
する。電子留め金１０は、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ（図示せず）を含んでよい。
【００２７】
　図３及び図４を参照して、電子留め金１０の実施形態は、標準的な腕時計５０と関連し
て示される。図示されるように、電子留め金１０は、腕時計５０の底部に、もともとの留
め金と同じ位置に取り付けられる。代替的な実施形態では、電子留め金は、時計の既存の
留め金の上面上に亘るか、又は他の構成用を取り除くことなく取り付けられる。電子留め
金１０は、腕時計５０とともに製造されてもよく、腕時計に新たに組み込まれても、及び
／又は他の適切な接続部又は標準的な留め金を含む取り付け部とともに、腕時計のための
キットとして販売されてもよい。図５を参照すると、代替的な留め金１１０の実施形態が
機械的な接続部１５２を有するものとして示される。図６を参照すると、留め金２１０の
代替的な実施形態は、機械的な接続部２５２を有するものとして示される。留め金の適切
で機械的な接続部であればどんなものでも考えられることが理解される。ハウジング又は
電気的なインターフェースが、複数の異なる留め金及び／又は機械的な接続部と関連づけ
られることが理解される。
【００２８】
　一般に、ここで述べられた実施形態の少なくともいくつかは、ソフトウェア、ファーム
ウェア、及び／又はハードウェアの多くの異なる実施形態で実装できることが、当業者に
は明らかである。ソフトウェア及びファームウェアのコードは、プロセッサ又は他の類似
の計算装置で実行され得る。ソフトウェアコード又は実施形態を実行するために用いられ
る特に制御されたハードウェアは、特に限定されない。例えば、ここで述べられた実施形
態は、例えば従来の、又はオブジェクト指向の技術を用いた言語タイプの適切なコンピュ
ータソフトウェアを使用するコンピュータソフトウェアで実装されてよい。そのようなコ
ンピューターソフトウェアは、例えば、磁気又は光学保存メディアのような、適切なコン
ピュータで読み取り可能な媒体又はメディアに保存されてよい。実施形態の方向性及び振
る舞いは、特定のソフトウェアコードや特定のハードウェア構成要素を特に参照すること
なく述べられる。当業者は、合理的な努力で、必要のない実験をすることなく、この記述
に基づいて実施形態を実行するためのソフトウェアを設計し、ハードウェアを制御するこ
とができるので、そのような特定の参照がなくても、実現可能である。
【００２９】
　さらに、ここで述べられる方法は、コンピュータ又はコンピュータシステム及び／又は
処理装置（プロセッサ）のようなプログラム可能な装備によって実行される。プログラム
可能な装備にプロセスを実行させるためのソフトウェアは、例えば、コンピュータシステ
ムの（非揮発性）メモリ、光学ディスク、磁気テープ、又は磁気ディスク等の保存装置に
保存されてよい。さらに、プロセスのいくつかは、コンピュータシステムが製造されるか
、コンピュータで読み取り可能な様々な種類の媒体に保存されるときに、プログラムされ
てよい。
【００３０】
　ここで述べられるプロセスのある種の部分は、コンピュータで読み取り可能な媒体又は
複数の媒体に保存された指示を用いて実行されることも理解される。その媒体では、コン
ピュータシステムに、そのプロセスの工程を実行するような指示をする。コンピュータで
読み取り可能な媒体は、例えば、ディスケット、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル
多用途ディスク（ＤＶＤ）、光学ディスクドライブ、又はハードディスクドライブ等の記
憶装置を含んでよい。コンピュータで読み取り可能な媒体は、物理的な、仮想の、永久的
な、一時的な、半永久的な及び／又は半一時的な保存メモリも含む。
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【００３１】
　「コンピュータ」、「コンピュータシステム」、「ホスト」、「サーバ」又は「プロセ
ッサ」は、例えば、限定されることなく、プロセッサ、マイクロコンピュータ、ミニコン
ピュータ、サーバ、メインフレーム、コントローラー、マイクロコントローラー、ノート
型パソコン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスＥメール装置、携帯電話、ページャー
、プロセッサ、ファックス機、スキャナ、又はデータをネットワークに送信する及び／又
は受信する他のプログラム可能な装置であってよい。ここで開示されるコンピュータシス
テム及びコンピュータベースの装置は、情報を得、処理し及び通信する、ある種のソフト
ウェアモジュールのためのメモリを含んでよい。そのようなメモリは、開示された実施形
態の操作に関して内蔵又は外付けであってもよいことが理解される。メモリはまたハード
ディスク、光学ディスク、フロッピーディスク、ＲＯＭ（読み取り専用メモリ）、ＲＡＭ
（ランダムアクセスメモリ）、ＰＲＯＭ（プログラム可能なＲＯＭ），ＥＥＰＲＯＭ（電
子的に消去可能なＰＲＯＭ）及び／又は他のコンピュータで読み取り可能な媒体を含む、
ソフトウェアを保存する手段を含んでよい。ここで用いられる非一時的なコンピュータ読
み取り媒体は、一時的な、伝達信号を除くすべてのコンピュータで読み取り可能な媒体を
含む。
【００３２】
　ここで開示された様々な実施形態において、所与の機能又は所与の複数の機能を実行す
るため、単一の要素は、複数の要素を置き換えることができ、そして複数の要素は単一の
要素を置き換えることができる。そのような代用が操作可能でない場合を除いて、そのよ
うな代用は、実施形態の意図する範囲内である。
【００３３】
　いくつかの図は、フローチャートを含むことができる。そのような図が特定の論理の流
れを含むことができるとしても、論理の流れは、全体的な機能の実施の例示を提供するに
すぎない、と理解される。また、論理の流れはそのように指示されない限り、必ずしも示
された順序で実行されるものではない。また、論理の流れはハードウェア要素、コンピュ
ータによって実行されるソフトウェア要素、ハードウェアに組み込まれたファームウェア
要素、又はこれらの組み合わせによって実行されてよい。
【００３４】
　実施形態及び例示の先の記述は、説明と記述の目的で示された。述べられた形式に網羅
したり限定することを意図するものではない。数々の修正は、上記の教示に照らして可能
である。これらの修正のいくつかが議論されてきた。そして、他の修正は当業者によって
理解されるだろう。考えられる特定の使用に適するように、様々な実施形態の原理を最も
良く説明するために、実施形態は、選択されて述べられる。（発明の）範囲は、もちろん
ここに述べられた例示に限定されない。しかし、範囲は、当業者によって数々の適用がな
され、また均等な装置において用いられる。むしろ規定されるべき発明の範囲は、ここに
添付されるクレームによって意図される。
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