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(57)【要約】
【解決手段】身体関連装置は、筐体と、生体被験者の身
体に適用されるように構成されている接着層と、筐体と
接着層との間に位置する少なくとも１つの隔離体とを備
えている。電子モジュールが、身体関連装置の筐体内に
位置することができる。個人通信システムが、電子モジ
ュールを含む身体関連装置を備えており、筐体及び電子
モジュールに連結されたフィードバック部を更に備えて
いる。フィードバック部は、生体被験者と身体関連装置
との間で情報を通信するように構成されている。外部ロ
ーカルノードが、身体関連装置への送信通信及び身体関
連装置からの受信通信のうちの少なくとも１つを提供す
るように機能する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　生体被験者の身体に適用されるように構成されている接着層と、
　前記筐体と前記接着層との間に位置する少なくとも１つの隔離体と
　を備えていることを特徴とする身体関連装置。
【請求項２】
　前記筐体及び前記接着層は、前記筐体及び前記接着層間に空隙を画定していることを特
徴とする請求項１に記載の身体関連装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの隔離体は、連続した環、正方形、矩形、楕円、腎臓形状、及び所
定の厚さのうちのいずれか１つにより画定されていることを特徴とする請求項１に記載の
身体関連装置。
【請求項４】
　前記連続した環、正方形、矩形、楕円、腎臓形状は夫々、ヒドロゲル電極を受け入れる
ように構成されている少なくとも１つの内部開口を画定していることを特徴とする請求項
３に記載の身体関連装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの隔離体により画定されている少なくとも１つの内部開口内に位置
するヒドロゲル電極を更に備えていることを特徴とする請求項４に記載の身体関連装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの隔離体は、欠いた環、正方形、矩形、楕円、腎臓形状、及び所定
の厚さのうちのいずれか１つにより画定されていることを特徴とする請求項１に記載の身
体関連装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの隔離体により画定されている前記少なくとも１つの内部開口内に
位置するヒドロゲル電極を更に備えていることを特徴とする請求項６に記載の身体関連装
置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの隔離体は、発泡性材料から形成されていることを特徴とする請求
項１に記載の身体関連装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの隔離体は、該少なくとも１つの隔離体の少なくとも一端部に形成
されている少なくとも１つの接着層を備えていることを特徴とする請求項１に記載の身体
関連装置。
【請求項１０】
　前記筐体と前記接着層との間に少なくとも１つの取付点を備えており、取付領域が、前
記少なくとも１つの隔離体の形状により画定されていることを特徴とする請求項１に記載
の身体関連装置。
【請求項１１】
　前記筐体と前記接着層との間の取付点の数が、少なくとも１から１０の範囲内であるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の身体関連装置。
【請求項１２】
　前記筐体と前記接着層との間の取付点の数が、１０を超えていることを特徴とする請求
項１１に記載の身体関連装置。
【請求項１３】
　前記筐体に取り付けられている可撓層を備えていることを特徴とする請求項１に記載の
身体関連装置。
【請求項１４】
　前記筐体及び前記可撓層は、該筐体及び可撓層間に空隙を画定していることを特徴とす
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る請求項１３に記載の身体関連装置。
【請求項１５】
　前記可撓層は発泡体から形成されていることを特徴とする請求項１４に記載の身体関連
装置。
【請求項１６】
　前記可撓層は、前記少なくとも１つの隔離体と前記筐体との間に配置されていることを
特徴とする請求項１３に記載の身体関連装置。
【請求項１７】
　前記筐体は、可撓性材料から形成されていることを特徴とする請求項１に記載の身体関
連装置。
【請求項１８】
　前記筐体は、頂部及び底部を備えており、該頂部及び底部は、該頂部及び底部間に少な
くとも１つの溝部を画定しており、該少なくとも１つの溝部により、前記底部が曲がり、
前記生体被験者の身体の外形に密着することが可能になることを特徴とする請求項１に記
載の身体関連装置。
【請求項１９】
　前記筐体は、前記生体被験者の身体への良好な取り付けを強化するために、湾曲して予
備成形された身体形状要素を備えていることを特徴とする請求項１に記載の身体関連装置
。
【請求項２０】
　前記筐体は、ヒドロゲル電極を受け入れるために、前記筐体内に少なくとも１つのポケ
ットを画定していることを特徴とする請求項１に記載の身体関連装置。
【請求項２１】
　ヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている少なくとも１つの段状ポケットを更
に備えており、該段状ポケットは膨張用溝部を形成していることを特徴とする請求項１に
記載の身体関連装置。
【請求項２２】
　筐体と、
　生体被験者の身体に適用されるように構成されている接着層と、
　前記筐体と前記接着層との間に位置する少なくとも１つの隔離体と、
　前記筐体内に位置する電子モジュールと
　を備えていることを特徴とする身体関連装置。
【請求項２３】
　前記電子モジュールに電気的に連結された少なくとも１つの導電性要素を備えているこ
とを特徴とする請求項２２に記載の身体関連装置。
【請求項２４】
　前記電子モジュールに電気的に連結された送受信機を備えていることを特徴とする請求
項２２に記載の身体関連装置。
【請求項２５】
　前記電子モジュールに電気的に連結されたスイッチを備えていることを特徴とする請求
項２２に記載の身体関連装置。
【請求項２６】
　前記電子モジュールに電気的に連結された水浸入表示器を備えていることを特徴とする
請求項２２に記載の身体関連装置。
【請求項２７】
　前記電子モジュールに電気的に連結された表示器に電力を供給するエネルギー源を備え
ており、前記表示器は前記筐体内に位置することを特徴とする請求項２２に記載の身体関
連装置。
【請求項２８】
　前記表示器によって放出されたエネルギーが生体被験者に識別可能であるか、又は前記
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筐体の外側の電子要素によって検出可能であるように、前記筐体の少なくとも一部が、透
光性材料から形成されていることを特徴とする請求項２７に記載の身体関連装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの隔離体は、連続した又は欠いた環、正方形、矩形、楕円、腎臓形
状、及び所定の厚さのうちのいずれかにより画定されており、
　前記少なくとも１つの隔離体は、ヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている少
なくとも１つの内部開口を画定しており、
　前記少なくとも１つの隔離体により画定された前記少なくとも１つの内部開口に位置す
るヒドロゲル電極を更に備えており、
　該ヒドロゲル電極は、回路モジュールに電気的に連結されていることを特徴とする請求
項２２に記載の身体関連装置。
【請求項３０】
　筐体と、
　生体被験者の身体に適用されるように構成されている接着層と、
　前記筐体と前記接着層との間に位置し、前記筐体と前記接着層との間に空隙を画定して
いる少なくとも１つの隔離体と、
　前記筐体内に位置する電子モジュールと、
　前記筐体及び電子モジュールに連結されているフィードバック部と
　を備えた身体関連装置を備えており、
　前記身体関連装置は、前記生体被験者に着用され、前記フィードバック部は生体被験者
と前記身体関連装置との間で情報を通信するように構成されており、
　前記身体関連装置への送信通信及び前記身体関連装置からの受信通信のうちの少なくと
も１つを提供するように機能する外部ローカルノードを更に備えていることを特徴とする
個人通信システム。
【請求項３１】
　前記身体関連装置は、前記生体被験者から生理的情報を感知するように機能する生理的
感知モジュールを備えていることを特徴とする請求項３０に記載の個人通信システム。
【請求項３２】
　前記身体関連装置は、前記身体関連装置から前記外部ローカルノードへの通信情報、又
は前記外部ローカルノードからの受信情報のうちの少なくとも１つを通信するように機能
する無線通信モジュールを備えていることを特徴とする請求項３０に記載の個人通信シス
テム。
【請求項３３】
　前記外部ローカルノードへの送信通信及び前記外部ローカルノードからの受信通信のう
ちの少なくとも１つを通信するように機能する遠隔ノードを備えていることを特徴とする
請求項３０に記載の個人通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般的に、パッチ、着用式個人通信装置等の身体関連装置の様々な構成に関す
る。特に本開示は、身体関連装置を着用したときの生体被験者の体験及び快適さを向上す
る構造的特徴を備えた着用式身体関連装置の様々な物理的構成に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】米国特許出願公開第2010／0081913 号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多様な製品を提供している様々な産業が身体関連装置に関する開発をしている。このよ
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うな装置は、パッチと、生体被験者の生理的パラメータを感知し、このような情報を個人
用モニタ、個人通信装置等と通信する身体領域ネットワーク装置に通信する個人用モニタ
とを備えている。身体関連装置は、生体被験者の個人の生理機能、例えば、身体活動、心
拍数、呼吸、体温、睡眠等を監視して記録し、これらのパラメータを生体被験者の身体を
超えて他の装置、例えば、モバイル電話、コンピュータ、インターネットサーバ等に通信
することができる。このような身体関連装置に関する課題は、個人が継続的にこのような
装置を着用するか、又は使用することであり、例えば、接着包帯に基づく個人用モニタを
個人の皮膚に数週間、数ヶ月間、場合によっては数年間適用し、（ｉ）皮膚刺激の可能性
、（ｉｉ）頻繁な適用及び取り外しの負担、並びに（ｉｉｉ）着用者の日常生活への煩わ
しい感覚等の不便さ及び制限の可能性を引き受けることである。
【０００４】
　従って、生体被験者が着用するための機能的性能並びに構造的一体性及び快適さを提供
し、生体被験者の身体に適用して取り外すことが容易な物理的特性を備えた着用式個人身
体関連装置が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様では、身体関連装置は、筐体と、生体被験者の身体に適用するように構成されて
いる接着層と、筐体及び接着層間に位置する少なくとも１つの隔離体を備えている。
【０００６】
　別の態様では、電子モジュールが、身体関連装置の筐体内に位置してもよい。
【０００７】
　更なる別の態様では、個人通信システムは、電子モジュールを備えた身体関連装置を備
えており、筐体及び電子モジュールに連結されたフィードバック部を更に備えている。フ
ィードバック部は、生体被験者と身体関連装置との間で情報を通信するように構成されて
いる。外部ローカルノードが、身体関連装置への送信通信及び身体関連装置からの受信通
信のうちの少なくとも１つを提供するように機能する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】身体関連装置の一態様を示す斜視図である。
【図２】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す斜視図である。
【図３】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す背面図である。
【図４】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す正面図である。
【図５】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す側面図である。
【図６】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す別の側面図である。
【図７】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す上面図である。
【図８】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す底面図である。
【図９】接着ライナー層が取り除かれた、図１に示されている身体関連装置の一態様を示
す底面図である。
【図１０】接着ライナー層及び皮膚用接着層が取り除かれた、図１に示されている身体関
連装置の一態様を示す底面図である。
【図１１】接着ライナー層及び皮膚用接着層が取り除かれた、図１０に示されている身体
関連装置の一態様を示す側面図である。
【図１２】接着ライナー層及び皮膚用接着層が取り除かれた、図１１に示されている身体
関連装置の一態様を示す斜視図である。
【図１３】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す断面斜視図である。
【図１４】図１３に示されている身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図１５】図１に示されている身体関連装置の一態様を示す断面斜視図である。
【図１６】図１５に示されている身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図１７】筐体カバー及び機能的電子要素が取り除かれた、図１に示されている身体関連
装置の一態様を示す斜視図である。
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【図１８】筐体カバー及び機能的電子要素が取り除かれた、図１７に示されている身体関
連装置の一態様を示す上面図である。
【図１９】身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２０】曲がった構成にある、図１９に示されている身体関連装置の一態様を示す側断
面図である。
【図２１】身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２２】形態に適合する予備成形された身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２３】身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２４】形態に適合する予備成形された身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２５】身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２６】形態に適合する予備成形された身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２７】身体関連装置の一態様を示す側断面図である。
【図２８Ａ】異なる連続した形態を有する隔離体を示す図である。
【図２８Ｂ】異なる連続した形態を有する隔離体を示す図である。
【図２８Ｃ】異なる連続した形態を有する隔離体を示す図である。
【図２８Ｄ】異なる連続した形態を有する隔離体を示す図である。
【図２９Ａ】異なる欠いた形態を有する隔離体を示す図である。
【図２９Ｂ】異なる欠いた形態を有する隔離体を示す図である。
【図２９Ｃ】異なる欠いた形態を有する隔離体を示す図である。
【図２９Ｄ】異なる欠いた形態を有する隔離体を示す図である。
【図３０】本明細書に記載されている身体関連装置が利用され得る個人通信システムの一
態様を示す図である。
【図３１】身体関連装置の一態様を示すブロック図である。
【図３２】身体関連装置の電子回路要素の一態様を示すブロック機能図である。
【図３３】被験者の外部局所位置、例えば胸部領域上に置かれるように構成された身体関
連装置の一態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　一態様では、本明細書は、身体関連装置の複数の構成を開示する。様々な態様では、身
体関連装置は、パッチ、生体収集（ｂｉｏｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）パッチ、パッチ受信機
、着用式個人通信装置（「個人通信機」）を備えることができ、これらは特に、本明細書
において個々に又は集合的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。一態様で
は、身体関連装置は、生体被験者の身体に取り付けられ、生体被験者と通信する。一態様
では、身体関連装置は、生体被験者の身体の外側のローカルノードと通信することもでき
る。ローカルノードは、あらゆる形態の通信ノードであってよく、単独で又は組み合わせ
て動作するハードウェア要素及び／又はソフトウェア要素を備えることができる。一態様
では、ローカルノードは、ネットワークを介して遠隔ノードと通信し、従って、生体被験
者も、遠隔ノードと通信することができる。情報も、遠隔ノード及び／又はローカルノー
ドから身体関連装置を介して生体被験者に通信され得る。一態様では、遠隔ノードは、情
報を身体関連装置と通信する、及び／又は身体関連装置から受信して身体関連装置に送信
する情報を保存し、操作し、処理して管理するように構成されたコンピュータ又はサーバ
を備えることができる。
【００１０】
　別の態様では、本明細書は身体関連装置の一又は複数の構成を開示しており、身体関連
装置は、例えば、区画された筐体、段状筐体、可撓性筐体、ヒドロゲルポケット、剛性を
取り除く基層、共に組み立てられた複数の構成要素、生体被験者の身体への良好な密着を
可能にするためのエアポケット、ヒドロゲルが生体被験者の皮膚から離れて膨張すること
ができるための段状ポケット、及び生体被験者の身体への良好な取り付けを強化するため
の様々な身体適合した、又は予備成形されて湾曲した身体形状要素を単独で又は組み合わ
せて備えている。
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【００１１】
　他の態様では、本明細書は身体関連装置の一又は複数の構成を開示しており、身体関連
装置は、例えば、前述の特徴、及び様々な材料から形成された包囲体又は筐体を単独で又
は組み合わせて備えている。一態様では、包囲体は、筐体の下のボタンスイッチを作動さ
せ得るべく好適な可撓性を有する材料から形成され得る。他の態様では、包囲体は、例え
ば、電子要素によって放出される光、音等のエネルギーが生体被験者に識別可能であるか
、又は筐体の外側の他の電子要素によって検出可能な透光性材料から形成され得る。他の
態様では、電極及び電気的な接続のために、可撓性の電子プリント回路が設けられている
。例えば、可撓性の電子プリント回路は、標準的な電極構成とは対照的に、十分な可撓性
を有することができる。他の態様では、身体関連装置は、大量の製造プロセス等の製造プ
ロセスを支援するのに適した積層型設計で構成されている。一例では、積層型設計は、ホ
イル、金属、紙、織物、プラスチック、及びワイヤを含む長くて薄い可撓性材料が一般に
ローラの上を移動することによって処理される大量のウェブ製造に適している。ウェブで
作業する利点の１つは、経済的なことである。連続したウェブは、かなり速い速度で作製
されることができ、分離したシートの処理の開始－停止の問題がない。ウェブ処理は、回
路基板等の電子機器を含む多種多様の製造にも見られる。
【００１２】
　他の態様では、身体関連装置は、生体被験者が着用するのに快適である平滑な形状及び
薄型の物理的な筐体構成を備えている。例えば、様々な態様では、身体関連装置は、生体
被験者の身体から身体関連装置を引き離す傾向がある応力を接着層に加えることなく、生
体被験者の身体への快適な密着を可能にするのに十分な可撓性を有する構造的構成を備え
ている。一態様では、このような可撓性及び快適さは、筐体及び／又は他の構成要素の剛
性等の身体関連装置の構造の剛性の量を減少させることにより実現され得る。このような
可撓性は、パッチ設計、材料選択、剛性部分の減少、並びに身体関連装置の大きさ及び重
量の減少により実現され得る。
【００１３】
　他の態様では、身体関連装置は、ＩＥＣ６０５２９ＩＰＸ７規格に従った防水性流体密
筐体を備えている。従って、様々な態様では、身体関連装置は、流体を身体関連装置の電
子要素に晒すことなく、流体（例えば水）への既定レベルの浸漬に耐えることができる。
【００１４】
　他の態様では、身体関連装置は生体被験者の身体に強力に接着接続する皮膚用接着層又
は身体接着層を備えており、皮膚用接着層又は身体用接着層は、例えば１～３日、３～７
日、７～１４日、７～２１日等の着用期間の間、生体被験者に取り付けられた身体関連装
置を保持するのに適している。このような機能は、例えば、接着領域の材料選択、設計及
び形状、並びに生体被験者の身体への適用位置により実現され得る。他の態様では、接着
層は、好適な生体適合性材料及び皮膚用接着剤を選択することにより、生体被験者の身体
への非刺激性接続／接着を提供するように選択され得る。
【００１５】
　他の態様では、身体関連装置は、生体被験者の身体と身体関連装置であるパッチとの可
撓性接続を強化してもたらす組み立て特徴を備えている。一態様では、身体関連装置は、
皮膚用接着剤を身体関連装置の筐体（包囲体）の底層に接合する、例えば環の形態の発泡
体又は他の可撓性要素を備えている。様々な態様では、このような特徴により、より大き
な皮膚用接着層が、着用中に呼吸して、流体（水、発汗）の吸収及び放出を管理すること
が可能になる。対照的に、身体関連装置の底面領域全体が生体被験者の皮膚に接着された
場合、大きな接着領域が確立され、それほどは呼吸することができず、身体関連装置であ
るパッチの皮膚からのより早い剥離がもたらされる可能性がある。一態様では、可撓性の
発泡層がない接着環が、身体関連装置であるパッチを生体被験者の身体に接合するために
利用され得る。このような態様は、可撓性の発泡環材料に更に厚さを加えることなく呼吸
可能な接合を提供する。
【００１６】
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　他の態様では、身体関連装置は、生体被験者からの電気信号（ＥＣＧ、ＥＫＧ、ＥＭＧ
、ＩＥＭ）の捕捉を可能にするために、生体被験者の身体に電気的に（抵抗性、容量性、
誘導性）接続される。電気的な接続は、流体保護を維持しながら、生体被験者の身体への
電気的な接続を可能にする導電性材料を利用することによりなされ得る。電気的な接続は
、例えば、生体被験者の皮膚に接するヒドロゲルを有するＡｇ／ＡｇＣｌ電極を利用する
ことによりなされ得る。夫々の開示が参照によりその全体が本明細書に組み込まれる２０
１１年１月２８日に出願され「２つの手首のデータ収集システム」（ＴＷＯ－ＷＲＩＳＴ
　ＤＡＴＡ　ＧＡＴＨＥＲＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ）を発明の名称とする国際出願第ＰＣＴ
／ＵＳ１１／２３０１７号明細書及び２０１１年１月２８日に出願され「データ収集シス
テム」（ＤＡＴＡ　ＧＡＴＨＥＲＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ）を発明の名称とする国際出願第
ＰＣＴ／ＵＳ１１／２３０１３号明細書に記載されているように、生体被験者の身体に好
適な安定した接続を提供する乾燥した電極を利用することによっても、電気的な接続は可
能である。
【００１７】
　身体関連装置の様々な態様が、図面と関連して以下に記載されている。
【００１８】
　図１は、身体関連装置１００の一態様の斜視図である。様々な態様では、身体関連装置
１００は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置（「個人通信機
」）として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合的に
「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ１００は、筐体１０２（例えば
、包囲体）、可撓層１０４、及び接着層１０６を備えている。一態様では、図示されてい
るパッチ１００は、可撓性フィードバック部１０８を更に備えている。一態様では、可撓
性フィードバック部１０８は、筐体１０２内に（図示されているように）別個に又は一体
的に形成され得る。可撓性フィードバック部１０８は、複数の機能を有することができる
が、一態様では、可撓性フィードバック部１０８は、生体被験者がパッチ１００の筐体１
０２内に位置する電子モジュールと通信できるような方法で利用され得る。例えば、一態
様では、可撓性フィードバックモジュール部１０８は、例えば、図１７、１８に示されて
いるプッシュボタンスイッチ１４０等のプッシュボタンスイッチに連結されている。ここ
で図１に戻って参照すると、一態様では、パッチ１００は、ロゴ、広告、又はラベル等の
何らかの形態の表示を受け付けるように頂部１１０を備えることができる。筐体１０２は
、例えば、接着剤、糊、エポキシ、シリコン、超音波溶接、リベット、ネジ、クリップ、
スナップ等の使用を含むあらゆる好適な固定技術を使用して可撓層１０４に取り付けられ
ることができる。
【００１９】
　様々な態様では、筐体１０２は、一又は複数の構成で形成され得る。様々な態様では、
筐体１０２は、区画された部分、段状部分、可撓性筐体、ヒドロゲルポケット、剛性を取
り除く基層、共に組み立てられた複数の構成要素、生体被験者の身体への良好な密着を可
能にするためのエアポケット、ヒドロゲルが生体被験者の皮膚から離れて膨張することが
できるための段状ポケット、及び生体被験者の身体への良好な取り付けを強化するための
様々な身体適合した、又は予備成形されて湾曲した身体形状要素を備えることができる。
複数のこれらの筐体構成は、より詳細に以下に記載されている。
【００２０】
　他の態様では、筐体１０２又は包囲体は、様々な材料から形成され得る。一態様では、
筐体１０２は、筐体１０２の下に位置する可撓性プッシュボタンスイッチを作動させるこ
とができる好適な可撓性を有する材料から形成され得る。このような構成は、構成要素の
数を減らし、水の浸入防止を支援するために、好適な防水／水密構造を備えている。他の
態様では、筐体１０２は、電子要素によって放出される光が生体被験者に可視であるか、
又は筐体１０２の外側の他の電子要素によって検出可能な透光性材料から形成され得る。
このような構成も、部品の数を減らし、水の浸入防止を支援するために、好適な防水／水
密構造を備えている。他の態様では、電極及び電気的な接続のために、可撓性の電子プリ
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ント回路が設けられている。例えば、可撓性の電子プリント回路は、標準的な電極構成と
は対照的に、十分な可撓性を有することができる。他の態様では、パッチ１００は、大量
のウェブ製造プロセスを支援するのに適した積層型設計で構成されている。
【００２１】
　他の態様では、パッチ１００は、生体被験者が着用するのに快適である平滑な形状及び
薄型の物理的な筐体１０２の構成を備えている。図１に示されているように、筐体１０２
は丸い角部を備えており、角部の部分は曲率半径を有している。また、筐体１０２の縦横
比は、薄型であるように選択されている。例えば、様々な態様では、筐体１０２は、生体
被験者の身体から身体関連装置を引き離す傾向がある応力を接着層に加えることなく、生
体被験者の身体への快適な密着を可能にするのに十分な可撓性を有する構造的構成を備え
ている。一態様では、このような可撓性及び快適さは、筐体及び／又は他の構成要素の剛
性等のパッチ１００の構造の剛性の量を減少することにより実現され得る。このような可
撓性は、パッチ設計、材料選択、剛性部分の減少、並びに身体関連装置の大きさ及び重量
の減少により実現され得る。
【００２２】
　他の態様では、パッチ１００の筐体１０２の部分は、ＩＥＣ６０５２９ＩＰＸ７規格に
従った防水性流体密筐体である。ＩＥＣ６０５２９は、電気機器の包囲体によって与えら
れる保護の程度を分類するための試験規格基準の欧州システムであることを理解すべきで
ある。ＩＰＸ７指定とは、パッチ１００の筐体１０２が、水中１メートルへの不慮の浸漬
に最大３０分間耐えることができることを意味する。ＩＰＸ８指定とは、連続した水中使
用に耐えることができることを意味する。従って、様々な態様では、パッチ１００は、流
体をパッチ１００の電子要素に晒すことなく、水中１メートルの既定レベルの浸漬に最大
３０分間耐えることができる。
【００２３】
　様々な態様では、筐体１０２は、様々なポリマーから形成され得る。例えば、筐体１０
２は、熱可塑性又は熱硬化性のポリマーのいずれかのプラスチックから形成され得る。熱
可塑性プラスチックは、加熱されたときに組成の化学変化を受けず、複数回成形され得る
プラスチックである。熱可塑性プラスチックの例としては、ポリエチレン、ポリスチレン
、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）が挙げられる。
他のポリマーは、合成ゴム、ベークライト、ネオプレン、ナイロン、ポリプロピレン、ポ
リアクリロニトリル、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、シリコン、アクリレート、及び
更に多くのポリマーを含む。熱硬化性プラスチックは、融解して一度だけ形をなす。熱硬
化性プラスチックが凝固した後、固体のままである。筐体１０２は、セラック、琥珀、天
然ゴム、並びに木材及び紙の主な組成成分であるセルロース等の天然のポリマー材料を含
むが、これらに限定されない他の好適なポリマーから形成され得る。筐体１０２は、アル
ミニウム又は他の軽量で耐久性のある金属等の他の好適な非ポリマー材料から形成され得
ることも理解すべきである。
【００２４】
　一態様では、接着層１０６は感圧性であり、生体被験者の皮膚に適用されるように構成
されている。様々な態様では、接着層１０６は、生体被験者の身体に強力に接着接続され
、例えば、１～３日、３～７日、７～１４日、７～２１日等の着用期間の間、生体被験者
に取り付けられたパッチ１００を保持するのに適している。このような機能は、例えば、
接着領域の材料選択、設計及び形状、並びに生体被験者の身体への適用の位置により実現
され得る。他の態様では、接着層１０６は、好適な生体適合性材料及び皮膚用接着剤を選
択することにより、生体被験者の身体への非刺激性接続／接着を提供するように選択され
得る。このような生物学的に適合する皮膚用接着剤の例としては、発疹及び掻痒等の有害
反応を生成することなく、高温多湿環境で作業する生体被験者の湿った（発汗）皮膚への
皮膚包帯の接着を正常に維持するあらゆる皮膚用接着剤が挙げられるが、これに限定され
ない。一態様では、生物学的に適合する皮膚用接着剤は、無臭で感圧性がある合成エマル
ジョンアクリルコポリマーを含む。このような水不溶性接着剤は、湿ったヒトの皮膚への
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強い結合を可能にするための親水性単位を含むが、それでも耐久性を可能にするための、
ある程度の耐水性を維持することができる。
【００２５】
　コポリマーは、良好な湿った粘着性及び耐水性、引き剥し粘着力、及び速度の関数とし
ての引き剥し粘着力を実現するために調製されることができ、潜在的な皮膚刺激の元であ
るあらゆる残留モノマーを含有しなくてもよい。加えて、接着層１０６は、丸い端部、又
は身体の他の部分の湾曲に適合するように設計された他の好適な部分を有しており、その
ため、鋭い端部と比較して、皮膚からの引き剥しの不快さが更に減じる。
【００２６】
　図２は、図１に示されている身体関連装置の一態様の斜視図である。図２に示されてい
るように、パッチ１００は、パッチ１００が生体被験者の身体に適用される前に接着層１
０６を保護するためにライナー１１２を更に備えている。ライナー１１２は、使用の際、
パッチ１００が生体被験者の身体に適用される前に接着層１０６から剥される。図２に図
示されているパッチ１００の態様では、パッチ１００は、第１の外側隔離体１１４ａ、内
側隔離体１１４ｂ、及び第２の外側隔離体１１４ｃを更に備えている。一態様では、隔離
体１１４ａ～ｃは、環状であり、例えば円形バンド又は内側の開口若しくは空間を画定し
ている連続した外側部分であり、所定の厚さを有する（例えば図１２の隔離体１１４ａ～
ｃを参照）。他の態様では、隔離体１１４ａ～ｃの円環状に加え、隔離体は、正方形、矩
形、楕円、腎臓等のあらゆる好適な形状に形成されることができ、形状の夫々は図２８Ａ
～Ｄに示されている内側の開口又は空間を画定する連続した固体外側部分を含む。更に他
の態様では、隔離体は、欠いた形状を有することができる。例えば、欠いた隔離体は、図
２９Ａ～Ｃに示されている「Ｃ」の形態、又は図２９Ｄに示されている「Ｅ」の形態の開
口部分を有する欠いた外側部分を含む。図示されていないが、一態様では、円環状の隔離
体１１４ａ～ｃは、欠いた「Ｃ」のような形状に形成され得る。
【００２７】
　従って、ここで図２に戻って参照すると、隔離体１１４ａ～ｃの夫々は、環の内側の対
応する内側空間又は開口を画定している連続した外側部分を画定している。隔離体１１４
ａ～ｃは、例えば、接着剤、糊、エポキシ、シリコン、超音波溶接、リベット、ネジ、ク
リップ、スナップ等の使用を含むあらゆる好適な固定技術を使用して可撓層１０４に取り
付けられ得る。一態様では、隔離体１１４ａ～ｃは、発泡性材料の一側又は両側に接着剤
を含む発泡性材料から形成され得る。一態様では、隔離体１１４ａ～ｃは、約０．１ｍｍ
～約３ｍｍの範囲内の厚さを有する。ライナー１１２は、例えば、接着剤、糊、エポキシ
、シリコン、超音波溶接等を含むあらゆる好適な固定技術を使用して隔離体１１４ａ～ｃ
に取り付けられ得る。
【００２８】
　他の態様では、パッチ１００は、生体被験者の身体とパッチ１００との可撓性接続を強
化してもたらす組み立て特徴を有している。一態様では、パッチ１００の可撓層１０４は
、皮膚用接着剤を身体関連装置の筐体（包囲体）の底層に接合する、例えば環の形態の発
泡体又は他の可撓性要素を備えている。様々な態様では、隔離体１１４ａ～ｃは、発泡体
又は他の可撓性材料から環状に形成されている。様々な態様では、可撓層１０４と接着層
１０６との間に空隙１１６を設けることにより、隔離体１１４ａ～ｃは、着用中、より大
きな皮膚用接着層１０６に呼吸させ、流体（水、発汗）の吸収及び放出を管理させること
ができる。可撓層１０４のみでは、生体被験者の皮膚に結露を生じさせる傾向がある。隔
離体１１４ａ～ｃは、皮膚との接触領域を減少させ、ある程度の更なる可撓性も提供する
。隔離体１１４ａ～ｃの移動は可撓層１０４の領域に制限されないので、隔離体１１４ａ
～ｃは伸びて撓むことができ、可撓層によって、パッチ１００は皮膚と一体となってより
伸縮可能である。対照的に、パッチ１００の底面領域全体が生体被験者の皮膚に接着され
た場合、大きな接着領域が確立され、等しく呼吸することができず、パッチ１００の皮膚
からのより早い剥離がもたらされる可能性がある。透過性材料は、湿分透過速度（ＭＶＴ
Ｒ）を有しており、皮膚に良好に接着する。一態様では、接着層１０６は、発泡可撓層１
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０４がない接着環として形成され得る。接着層１０６は、パッチ１００を生体被験者の身
体に接合するために利用され得る。このような態様は、隔離体１１４ａ～ｃの可撓性の発
泡環材料に更に厚さを加えることなく呼吸可能な接続をもたらす。一態様では、可撓層１
０４は、隔離体１１４ａ～ｃと筐体１０２との間に配置されている。様々な態様では、パ
ッチ１００と生体被験者の皮膚との間の取付点は、隔離体１１４ａ～ｃの形状により決定
され得る。例えば、様々な態様では、取付点の数は、１～１０の範囲内であってもよく又
は１０より多くてもよい。
【００２９】
　図３は、パッチ１００の背面図である。図４は、パッチの正面図である。図５及び６は
、パッチ１００の側面図である。図１～６に図示されているパッチ１００の態様は、隔離
体１１４ａ～ｃ及び空隙１１６を示している。示されているように、空隙１１６は、第１
の外側隔離体１１４ａと内側隔離体１１４ｂとの間に画定され、別の空隙１１６は、内側
隔離体１１４ｂと第２の外側隔離体１１４ｃとの間に画定されている。
【００３０】
　図７は、パッチ１００の上面図であり、図８は、ライナー１１２がまだ定位置にあるパ
ッチ１００の底面図である。図８に示されているように、一態様では、ライナー１１２は
、接着層１０６（図１～７）からライナー１１２を容易に取り除くことができるようにラ
イナーシーム１１８を備えている。
【００３１】
　図９は、接着層用ライナー１１２の層が取り除かれたパッチ１００の一態様の底面図で
ある。示されているように、ライナー１１２の層が取り除かれたことにより、接着層１０
６が示されている。ここで３つの開口が露出している。第１の内側開口１２０ａが、第１
の外側隔離体１１４ａ（図２～４、６）により画定されている内側空間に通じている。第
２の内側開口１２０ｂが、内側隔離体１１４ｂ（図２～４）により画定されている内側空
間に通じている。第３の内側開口１２０ｃが、第２の外側隔離体１１４ｃ（図２～４、５
）により画定されている内側空間に通じている。
【００３２】
　図１０は、接着層用ライナー１１２及び皮膚用接着層１０６が取り除かれたパッチ１０
０の一態様の底面図である。図１１は、接着層用ライナー１１２及び皮膚用接着層１０６
が取り除かれた図１０に示されているパッチ１００の一態様の側面図である。図１２は、
接着層用ライナー１１２及び皮膚用接着層１０６が取り除かれた図１１に示されているパ
ッチ１００の一態様の斜視図である。ここで図１０～１２を参照すると、ライナー１１２
及び接着層１０６が取り除かれたことにより、隔離体１１４ａ～ｃの外側の構造を見るこ
とができる。示されているように、対応する隔離体１１４ａ～ｃにより画定されている内
側開口１２０ａ～ｃは、ヒドロゲルを保持するために使用され、電極を生体被験者の皮膚
に電気的に連結する。データラベル１２２が、あらゆる好適な種類の情報を表示するため
に設けられている。
【００３３】
　ここで図９～１２を参照すると、以下により詳細に定義されるように、様々な態様では
、パッチ１００は、生体被験者からの電気信号（ＥＣＧ、ＥＫＧ、ＥＭＧ、ＩＥＭ）、導
電性信号、照射信号等の捕捉を可能にするために、生体被験者の身体に電気的に（抵抗性
、容量性、誘導性）接続される。電気的な接続は、流体保護を維持しながら、生体被験者
の身体への電気的な接続を可能にする導電性材料を利用することによりなされ得る。電気
的な接続は、例えば、生体被験者の皮膚に接するヒドロゲルを有するＡｇ／ＡｇＣｌ電極
を利用することによりなされ得る。生体被験者の身体への好適で安定した接続をもたらす
乾燥した電極を利用することによっても、電気的な接続は可能である。従って、パッチ１
００を生体被験者の皮膚に接着する前に、隔離体１１４ａ～ｃによって画定されている内
側開口１２０ａ～ｃは、生体被験者の身体をパッチ１００内に位置する電極に電気的に連
結するために使用されるヒドロゲル導電性流体で充填されている。（アクアゲルとも呼ば
れる）ヒドロゲルは、親水性であるポリマー鎖のネットワークであり、一般に医療用電極
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に使用されている。このような医療用ヒドロゲル電極は、例えば、ポリエチレンオキシド
、ポリ（２－アクリルアミド－２－メチル－１－プロパンスルホン酸（ポリＡＭＰＳ）、
及びポリビニルピロリドン等の架橋ポリマーから構成されている。ヒドロゲルは、製造す
る際にライナー１１２を接着層１０６に適用する前に内側開口１２０ａ～ｃの中に置かれ
得るか、又はパッチ１００を皮膚に適用する直前にライナー１１２を接着層１０６から取
り除いた後、生体被験者により内側開口１２０ａ～ｃに置かれ得る。
【００３４】
　図１３は、図１に示されているパッチ１００の一態様の断面斜視図である。図１４は、
図１３に示されているパッチ１００の一態様の側断面図である。図１５は、図１に示され
ているパッチ１００の一態様の断面斜視図である。図１６は、図１５に示されているパッ
チ１００の一態様の側断面図である。ここで図１３～１６を参照すると、パッチ１００は
、筐体１０２内に位置する電子モジュールを備えている。また、図１３～１６に示されて
いるパッチ１００の態様では、パッチ１００は、隔離体１１４ａ～ｃにより画定されてい
る空間内に位置するヒドロゲル電極１２４を備えている。更にパッチ１００は、電池１２
６及びプリント回路基板１２８を備えている。一態様では、プリント回路基板１２８は、
電極及び接続用の可撓性プリント回路設計である。薄い可撓性のプリント回路基板１２８
の基板の材料は、従来の電極設計とは対照的に、好適な可撓性を有する。電池は電子モジ
ュールに電力を供給し、回路基板１２８は電子モジュールの電子要素を有している。絶縁
膜１３０が、プリント回路基板１２８を静電気放電（ＥＳＤ）シールド１３２から電気的
に絶縁する。ＥＳＤシールド１３２は、プリント回路基板１２８上に位置する電子回路要
素を静電気放電及び／又は電磁干渉から保護する。ピンソケット１３４が、プッシュボタ
ンスイッチをヘッダーに電気的に接続する。
【００３５】
　図１７は、筐体カバー１０２及び機能的な電子要素が取り除かれたパッチ１００の一態
様の斜視図である。図１８は、筐体カバー１０２及び機能的な電子要素が取り除かれた図
１７に示されているパッチ１００の一態様の上面図である。筐体１０２及び機能的な電子
要素が取り除かれたことにより、パッチ１００が、例えば導電性電極等の導電性要素を含
むことが分かる。一態様では、導電性要素は可撓性を有し、可撓性電極回路を形成してい
る。同じ回路の一部を形成し得るが、可撓性電極回路は、内側開口１２０ａ～ｃ及び隔離
体１１４ａ～ｃに対応する導電性の可撓性電極回路１３６ａ、１３６ｂ、１３６ｃの３つ
の部分として参照される。導電性の可撓性電極回路１３６ａ～ｃは、発泡可撓層１０４の
下に位置する対応する隔離体１１４ａ～ｃの上に位置する。加えて、パッチ１００は、水
又は湿気の筐体１０２の中への浸透を検出するための水浸入表示器１３８を備えている（
図１７、１８に図示せず）。プッシュボタンスイッチ１４０が、生体被験者のための入力
命令を受け付けるために設けられている。ピンソケット１３４は、プッシュボタンスイッ
チ１４０及びヘッダー１１４のソケットに電気的に連結されている。アンテナ１４２が、
パッチ１００とローカルノード及び／又は遠隔ノードとの通信用に設けられている。一態
様では、電子モジュールは、アンテナ１４２に連結されている送受信機を備えている。ア
ンテナ１４２及び送受信機は、電子モジュールと外部ローカル／遠隔ノードとの無線通信
を可能にし、及び／又はローカル／外部ノードからの情報を受信する。表示器、例えば発
光ダイオード（ＬＥＤ）等の光源１４６が、パッチ１０及び／又は生体被験者に関連する
状態・制御情報を示すために設けられている。
【００３６】
　様々な態様では、パッチ１００は、生体被験者からの電気信号（ＥＣＧ、ＥＫＧ、ＥＭ
Ｇ、ＩＥＭ）の捕捉を可能にするために、生体被験者の身体に電気的に（抵抗性、容量性
、誘導性）接続される。電気的な接続は、流体保護を維持しながら、生体被験者の身体へ
の電気的な接続を可能にするヒドロゲル電極１２４（図１３～１６）及び可撓性電極回路
１３６ａ～ｃ等の導電性材料を利用することによりなされ得る。一態様では、電気的な接
続は、例えば、生体被験者の皮膚に接するヒドロゲル１２４を有するＡｇ／ＡｇＣｌ可撓
性電極回路１３６ａ～ｃを利用することによりなされ得る。生体被験者の身体への好適で
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安定した接続をもたらす乾燥した電極を利用することによっても、電気的な接続は可能で
ある。
【００３７】
　図１９は、身体関連装置２００の一態様の側断面図である。様々な態様では、身体関連
装置２００は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置（「個人通
信機」）として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合
的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ２００は、可撓性のために
区画された／段状の筐体２０２、基層２１０、及び筐体２０２により画定されているポケ
ット２０４を備えている。ポケット２０４は、ポケット２０４の中にヒドロゲル電極を受
け入れるように構成されている。筐体２０２は、頂部２１２及び可撓性底部２１４を備え
ている。頂部２１２及び可撓性底部２１４は、剛性を取り除いて筐体２０２が曲がること
ができるように、少なくとも１つの溝部を画定している。図示されている筐体２０２では
、筐体２０２の頂部２１２及び底部２１４により画定されている溝部２０８ａ、２０８ｂ
は、筐体が曲がるときに筐体の剛性を取り除く。接着層２０６が、パッチ２００を生体被
験者の身体に接着するために設けられている。
【００３８】
　図２０は、曲がった構成にある図１９に示されているパッチ２００の一態様の側断面図
である。示されているように、筐体２０２の頂部２１２は、筐体が曲がっているか否かに
関わらず、略同じ構成のままである。可撓性部分２１４は曲がり、生体被験者の身体の外
形に一致する。溝部２０８ａ、２０８ｂは、筐体２０２の剛性を取り除くために必要な可
撓性を与える。
【００３９】
　図２１は、身体関連装置３００の一態様の側断面図である。様々な態様では、身体関連
装置３００は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置（「個人通
信機」）として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合
的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ３００は、筐体３０２、基
層３０４、及び筐体３０２により画定されているポケット３０８を備えている。ポケット
３０８は、ポケット３０８の中にヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている。接
着層３１０が、パッチ３００を生体被験者の身体に接着するために設けられている。筐体
３０２は、接着層３１０の生体被験者の身体への良好な接着を可能にするための空隙３０
６も含む。空隙３０６は、基層３０４を通した水蒸気透過を可能にすべく、基層３１０に
接する接着剤を減少させるために筐体３０２の下方の発泡体／可撓層にパターンとして形
成され得る。
【００４０】
　図２２は、形態に適合する、予備成形された身体関連装置３２０の一態様の側断面図で
ある。様々な態様では、身体関連装置３２０は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機
、着用式個人通信装置（「個人通信器」）として設けられることができ、これらは特に、
本明細書において個々に又は集合的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。
パッチ３２０は、予備成形された筐体３２２、基層３２４、及び筐体３２２により画定さ
れているポケット３２８を備えている。予備成形された筐体３２２は、生体被験者の身体
への良好な取り付けを強化するために、生体被験者の身体の外形に一致すべく湾曲して予
備成形された身体形状要素を備えている。ポケット３２８は、ポケット３２８の中にヒド
ロゲル電極を受け入れるように構成されている。接着層３３０が、パッチ３２０を生体被
験者の身体に接着するために設けられている。予備成形された筐体３２２は、接着層３３
０の生体被験者の身体への良好な接着を可能にするための空隙３２６も含む。空隙３２６
は、基層３２４を通して水蒸気透過を可能にすべく、基層３３０に接する接着剤を減少さ
せるために予備成形された筐体３２２の下方の発泡体／可撓層にパターンとして形成され
得る。
【００４１】
　図２３は、身体関連装置４００の一態様の側断面図である。様々な態様では、身体関連
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装置４００は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置（「個人通
信機」）として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合
的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ４００は、筐体４０２、基
層４０４、及び筐体４０２により画定されているポケット４０８を備えている。ポケット
４０８は、ポケット４０８の中にヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている。接
着層４０６が、パッチ４００を生体被験者の身体に接着するために設けられている。
【００４２】
　図２４は、形態に適合する、予備成形された身体関連装置４２０の一態様の側断面図で
ある。様々な態様では、身体関連装置４２０は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機
、着用式個人通信装置（「個人通信機」）として設けられることができ、これらは特に、
本明細書において個々に又は集合的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。
パッチ４２０は、予備成形された筐体４２２、基層４２４、及び筐体４２２により画定さ
れているポケット４２８を備えている。予備成形された筐体４２２は、生体被験者の身体
への良好な取り付けを強化するために、生体被験者の身体の外形に一致する湾曲して予備
成形された身体形状要素を備えている。ポケット４２８は、ポケット４２８の中にヒドロ
ゲル電極を受け入れるように構成されている。接着層４２６が、パッチ４２０を生体被験
者の身体に接着するために設けられている。
【００４３】
　図２５は、身体関連装置５００の一態様の側断面図である。様々な態様では、身体関連
装置５００は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置（「個人通
信機」）として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合
的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ５００は、筐体５０２、基
層５０４、及び筐体５０２により画定されているポケット５０８を備えている。ポケット
５０８は、ポケット５０８の中にヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている。ポ
ケット５０８は、段状ヒドロゲルポケットを形成するために膨張用溝部５１０を形成して
いる。膨張用溝部５１０により、ヒドロゲルがパッチ５００に向かって生体被験者の身体
から離れて膨張することが可能になる更なる体積がもたらされる。接着層５０６が、パッ
チ５００を生体被験者の身体に接着するために設けられている。段状のポケット５０８は
、生体被験者の皮膚への機械的な接着を改善する。
【００４４】
　図２６は、形態に適合する、予備成形された身体関連装置５２０の一態様の側断面図で
ある。様々な態様では、身体関連装置５２０は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機
、着用式個人通信装置（「個人通信機」）として設けられることができ、これらは特に、
本明細書において個々に又は集合的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。
パッチ５２０は、予備成形された筐体５２２、基層５２４、及び筐体５２０により画定さ
れている段状ポケット５２８を備えている。予備成形された筐体５２２は、生体被験者の
身体への良好な取り付けを強化するために、生体被験者の身体の外形に一致する湾曲して
予備成形された身体形状要素を備えている。段状ポケット５２８は、段状ポケット５２８
の中にヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている。段状ポケット５２８は、段状
ヒドロゲルポケットを形成するために膨張用溝部５３０を形成している。上述したように
、ヒドロゲルは、金属性の可撓性電極回路１３６ａ～１３６ｃ間の接触面である（図１７
～１８）。ヒドロゲルが膨張すると、パッチは、生体被験者の皮膚から押し退けられ、皮
膚との電気的な接触を減少させる傾向がある。従って、膨張用溝部５３０により、ヒドロ
ゲルがパッチ５２０に向かって生体被験者の身体から離れて膨張することが可能になる更
なる体積がもたらされる。このため、ヒドロゲルが膨張すると、パッチが皮膚から引き剥
されることを減少する傾向がある。接着層５２６が、パッチ５２０を生体被験者の身体に
接着するために設けられている。段状ポケット５２８は、生体被験者の皮膚への機械的な
接着を改善する。
【００４５】
　図２７は、身体関連装置５４０の一態様の側断面図である。様々な態様では、身体関連
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装置５４０は、パッチ、生体収集パッチ、パッチ受信機、着用式個人通信装置（「個人通
信機」）として設けられることができ、これらは特に、本明細書において個々に又は集合
的に「パッチ」と称され得るが、これに限定されない。パッチ５４０は、筐体５４２、隔
離体５４４ａ、５４４ｂ（５４４ａ～ｂ）、及び基層５５０を備えており、基層５５０は
生体被験者の皮膚に接着する接着層である。様々な態様では、隔離体５４４ａ～ｂは、可
撓性内側層５４６、並びに１つ又は２つの接着外側層５４８ａ及び／又は５４８ｂを備え
ている。一態様では、可撓性内側層５４６は発泡体から形成されている。隔離体５４４ａ
～ｂは、パッチ用筐体５４２と基層５５０との間に配置されている。隔離体５４４ａ～ｂ
は、第１の接着層５４８ａにより筐体に取り付けられており、一態様では、第２の接着層
５４８ｂにより基層５５０に取り付けられている。筐体５４２及び基層５５０は、空隙５
５２を画定している。ヒドロゲル５４４は、生体被験者の皮膚に接触するヒドロゲルを形
成すべく、隔離体５４４ａ～ｂにより画定されている空間内に位置する。様々な態様では
、取付点の数は、１～１０の範囲内であってもよく又は１０より多くてもよい。様々な態
様では、隔離体５４４ａ～ｂは、図１２に示されている連続した円環、又は欠いた環の形
状で形成され得る。加えて、隔離体５４４ａ～ｂは、図２８Ａ～Ｄ及び図２９Ａ～Ｄを参
照して、以下に記載されているいずれかの形状で形成され得る。既に述べているように、
パッチ５４０と生体被験者の皮膚との間の取付点は、例えば、図１２、図２８Ａ～Ｄ、及
び図２９Ａ～Ｄに示されているように隔離体５４４の形状により決定され得る。
【００４６】
　図２８Ａ～Ｄは、異なる連続した形態を有する様々な隔離体を図示している。従って、
このような態様では、図１２に示されている隔離体１１４ａ～ｃの円環の形状に加え、隔
離体は、正方形の形状の隔離体５７０、矩形の形状の隔離体５７２、楕円形の形状の隔離
体５７４、腎臓の形状の隔離体５７６等のあらゆる好適な形状に形成されることができ、
形状の夫々は内側開口又は内側空間を画定する連続した固体外側部分を含む。ヒドロゲル
電極が、対応する隔離体５７０、５７２、５７４、５７６により画定される内側開口５７
１、５７３、５７５、５７７内に位置し得る。
【００４７】
　図２９Ａ～Ｄは、異なる欠いた形態を有する様々な隔離体を図示している。図２９Ａ～
Ｄに示されているように、例えば、欠いた隔離体は、欠いた正方形の形状の隔離体５８０
、欠いた矩形の形状の隔離体５８２、及び欠いた楕円形の形状の隔離体５８４については
「Ｃ」の形態、及び欠いた腎臓の形状の隔離体５８６の形状については「Ｅ」の形態の開
いた部分を有する欠いた外側部分を有する。図示されていないが、一態様では、円環状の
隔離体１１４ａ～ｃ（図１２）は、欠いた「Ｃ」形状で形成され得る。ヒドロゲル電極は
、対応する隔離体５８０、５８２、５８４、５８６により画定される内側開口５８１、５
８３、５８５、５８７内に位置し得る。
【００４８】
　図３０は、本明細書に記載されている身体関連装置が利用され得る個人通信システム６
００の一態様を図示している。図３０に図示されているように、身体関連装置６０４は、
生体被験者６０２上に位置する。身体関連装置６０４は、図１２、図２８Ａ～Ｄ、図２９
Ａ～Ｄを参照して記載されている隔離体の形状のいずれかを備えている図１～２７に関連
して上述された身体関連装置１００、２００、３００、３２０、４００、４２０、５００
、５２０、５４０のいずれかのように構成され得る。生体被験者６０２は、ヒト又はヒト
以外であり得る。様々な態様では、身体関連装置６０４は、図１～２７に関連して上述さ
れた多くの形態及び構成で実現され得る。加えて、身体関連装置６０４は、感知器が使用
可能なパッチ、腕時計、宝飾品、接着部分を備えている包帯、リストバンド、イヤリング
、ブレスレット、指輪、ペンダント、衣服、下着、帽子、縁なし帽子、スカーフ、ピン、
アクセサリ、ベルト、靴、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、皮下移植片、及び生体被験
者６０２上に又は生体被験者６０２内に着用可能な、移植可能な、又は半移植可能な他の
装置として形成され得るが、これらに限定されない。身体関連装置６０４は、生体被験者
６０２及び外部ローカルノード６０６と通信するように構成されている。外部ローカルノ
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ード６０６は、ネットワーク６０８を介して遠隔ノード６１０と通信するように構成され
ている。一態様では、身体関連装置６０４は、遠隔ノード６１０と直接通信するように構
成されている。本開示の内容において、通信は、個人通信器６０４及び外部ローカルノー
ド６０６との通信を包含することが意図されていると理解すべきである。同様に、通信は
、個人通信機６０４及び遠隔ノード６１０との通信、及び外部ローカルノード６０６及び
遠隔ノード６１０との通信を包含することが意図されている。
【００４９】
　身体関連装置６０４は、任意の数の別個の生理的パラメータ、又はバイオマーカー収集
及び／若しくは感知機能を含むことができる。別個のパラメータ、又はバイオマーカー収
集及び／若しくは感知機能の数は、例えば、１つ以上、２つ以上、３つ以上、４つ以上、
５つ以上、１０以上等、変わり得る。ある構成では、個人通信機６０４は、生体被験者６
０２に関連する個人の生理的パラメータ及び／又はバイオマーカーを動的に監視して記録
することができる一又は複数の能動部品を備えている。このような能動部品は、感知器、
電子記録装置、プロセッサ、メモリ、通信要素を含むが、これらに限定されない。一態様
では、個人通信機６０４は、能動部品に電力を供給するために搭載電池を含むことができ
る。生理的パラメータ又はバイオマーカー感知機能は、例えば心拍数、心電図（ＥＣＧ）
等の心臓データ、呼吸数、体温、圧力、流体の化学組成（例えば、血液の分析）、流体状
態、血流速度、身体活動、睡眠、加速度計活動データを感知することを含むことができる
が、これらに限定されない。
【００５０】
　一態様では、身体関連装置６０４は、被験者６０２の健康状態についての特定の情報を
提供する。別の態様では、この情報の一部は、身体関連装置６０４に埋め込まれた感知器
から得られる。被験者６０２は、例えば処方により身体関連装置６０４を得て、次いで、
例えば数時間、数日間、数週間、数ヶ月間、数年間の処方期間の間、身体関連装置６０４
を着用することができる。
【００５１】
　一態様では、身体関連装置６０４は、（ａ）例えば、生体被験者６０２の身体活動、心
拍数、呼吸、体温、睡眠等の個人の生理機能を監視して記録し、（ｂ）生体被験者１０２
の身体を超えてこれらのパラメータを他の装置、例えば、モバイル電話、コンピュータ、
インターネットサーバ等に通信し、（ｃ）健康管理、健康、疾患管理、スポーツ、娯楽、
ゲーム、及び他の用途の支援及び連携を可能にするように構成されている。このような身
体関連装置６０４の課題は、個人６０２が個人通信機６０４を継続的に着用したり使用し
たりするための説得力がある理論的な根拠を作り出すことであり、例えば、図１～２６に
関連して上述された接着包帯に基づく身体関連装置６０４を数週間、数ヶ月間、場合によ
っては数年間、個人の皮膚に適用し、（ｉ）皮膚刺激の可能性、（ｉｉ）頻繁な適用及び
取り外しの負担、並びに（ｉｉｉ）着用者の日常生活への煩わしい感覚等の不便さ及び限
界の可能性を受け入れるための説得力がある理論的な根拠を作り出すことである。
【００５２】
　一態様では、身体関連装置６０４、例えば生体被験者６０２等の個人の皮膚に接着する
感知器パッチは、触覚信号又は他の信号を送受信することによりその着用者と通信する。
デフォルト設定は、被験者６０２に重要な事象を思い出させるか、又は重要な個人メッセ
ージを着用者に通信するために、身体関連装置６０４が特定の方法又はパターンで、例え
ば時間又は期間に基づき、控えめに振動するか、又はパルスを発するように修正され得る
。デフォルト設定は、被験者６０２によって開始される指先で軽く叩く、軽く揺らす、引
っ掻く、又は他の物理的な入力の単純な言語を通信することにより、被験者６０２が身体
関連装置６０４に意味のある入力及びメッセージを送信して記録することができるように
も修正され得る。一態様では、生体被験者６０２は、スイッチ１４０（図１７）を作動さ
せるプッシュボタンスイッチ１０８（図１）を通じて身体関連装置６０４と通信すること
ができる。感知した生理機能、触覚入力及び出力の複合一式が、身体を超えた他の装置へ
の身体関連装置６０４の通信アーキテクチャー、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ又は他の通信
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リンクを通じて、外部ローカルノード６０６、ネットワーク６０８及び／又は遠隔ノード
６１０を介して、被験者６０２が選択した他の個人、グループ、介護者、及び関連する製
品、例えばオンラインゲームに送信され得る。用語「通信アーキテクチャー」は、例えば
、身体関連装置６０２である「パッチ」の制御通信、他の制御通信装置若しくは装置類、
又は好適な通信制御セットの任意の好適な置換を含むあらゆる好適な通信アーキテクチャ
ーを網羅することが意図されていると理解すべきである。身体関連装置６０４の特徴は、
持続性行動変化機構に基づいており、身体関連装置６０４の価値及び可能性、並びに消費
者がこのような身体関連装置６０４を求めて使用し、身体関連装置６０４から利益を得る
可能性を増加させる。
【００５３】
　身体内通信は、生体被験者６０２の身体を介したデータ又は情報のあらゆる通信、即ち
、身体間態様、身体内態様、及びそれらの組み合わせを介した、又はそれらと関連する通
信を含む。例えば、身体間態様は、身体の表面に取り付けられるように設計された装置と
関連する通信を含む。身体内態様は、例えば身体自体により、又は移植された、摂取され
た、若しくは身体内に位置することができる、又は身体に部分的に位置することができる
装置によって身体内から生成されたデータに関する通信を含む。例えば、身体内通信は、
２００９年１２月１５日に出願され「身体関連受信機及び方法」（ＢＯＤＹ－ＡＳＳＯＣ
ＩＡＴＥＤ　ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ）を発明の名称とする国際出願第
ＰＣＴ／ＵＳ０９／６８１２８号明細書に開示されており、その内容全体が、参照により
本明細書に組み込まれる。
【００５４】
　通信は、ソフトウェア、ハードウェア、回路、様々な装置、及びそれらの組み合わせを
含む、及び／又はそれらと関連し得る。
【００５５】
　装置は、生理的データ生成、送信、受信、通信と関連する装置を含む。装置は、ヒトの
身体又は他の生物と関連する様々な移植可能な、摂取可能な、挿入可能な及び／又は取り
付け可能な装置を更に含む。図３０に示されているように、身体関連装置６０４は、ＩＥ
Ｍ６１２及び／又は移植可能なパルス生成器６１４（ＩＰＧ）、例えば、心臓領域付近に
移植されるペースメーカー等と通信することができる。装置は、電話、ステレオ、オーデ
ィオプレーヤー、ＰＤＡ、携帯型装置、及びマルチメディアプレーヤー等のマルチメディ
ア装置を更に含む。
【００５６】
　生理的データを組み込むためのシステムは、交換、送信、受信、操作、管理、保存、並
びに生理的データに関する他の活動及び事象を可能にする。このような活動及び事象は、
生理的データを組み込むためのシステム内に含まれるか、生理的データを組み込むための
システムに部分的に一体化されるか、又は生理的データを組み込むためのシステムの外側
にある外界、例えば、活動、システム、構成要素等と関連付けされ得る。
【００５７】
　生理的データ環境は、遠隔コンピュータシステム、ローカルコンピュータ装置を含む、
情報又はデータのあらゆる供給源を含む。情報又はデータは、例えば他の種類のデータと
統合されるか又は他の種類のデータを用いて生成された生理的データを全体的に又は部分
的に含むことができる。生理的データは、生データであってもよく又は処理されたデータ
であってもよく、例えば、推測を引き出す生理的データであってもよい。
【００５８】
　図３０に示されているように、身体関連装置６０４は、形状要素又は設置に関わらず、
外部ローカルノード６０６と通信する。一態様では、個人通信機６０４は、生体被験者６
０２から直接的又は間接的にデータを通信する、例えば、受信する、送信する、生成する
、及び記録する機能を含む。データは生理的データを含み得るが、生理的データに限定さ
れない。生理的性質のあらゆるデータが、生体被験者６０２と関連付けられ得る。生理的
データは、例えば、心拍数、心拍数の変動、呼吸速度、体温、実際の環境の温度、活動及



(18) JP 2014-514032 A 2014.6.19

10

20

30

40

50

び胴体角度の３軸測定、並びに１人以上の個人に関連する他の生理的データ、マトリック
ス、及び指標を含むことができる。生理的データは、様々な時間又は時間間隔で外部ロー
カルノード６０６に通信され得る。例えば、通信は、リアルタイムであってもよく、即ち
、生理的データが生成され、測定されて確認される時間に時間的に極めて近いか、又は履
歴に基づいてもよく、即ち、生理的データが生成され、測定されて確認される時間に時間
的に極めて遠い。様々な態様では、生理的データは、様々な装置、例えば心臓装置と関連
付けられ得る。
【００５９】
　一態様では、外部ローカルノード６０６は、通信ハブとして構成されることができ、あ
らゆるハードウェア装置、ソフトウェア、及び／又は一又は複数の通信要素、並びに一般
に、身体関連装置６０４と外部ローカルノード６０６との間で生理的データ及び非生理的
データを通信するように機能するシステム、サブシステム、及びそれらの組み合わせを含
むことができる。データの通信は、ネットワーク６０８を介した遠隔ノード６１０へのデ
ータの受信、保存、操作、表示、処理、及び／又は送信を含む。
【００６０】
　様々な態様では、外部ローカルノード６０６は更に、非生理的データを通信する、例え
ば受信して送信するように機能する。非生理的データの例としては、ゲームのルール、及
び移植されたペースメーカー等の別個の心臓関連装置により生成され、例えば身体関連装
置６０４を介して直接的に又は間接的にハブに通信されるデータが挙げられる。
【００６１】
　広範なカテゴリーの外部ローカルノード６０６は、例えば基地局、個人通信装置、携帯
型装置、及びモバイル電話を含む。様々な態様では、外部ローカルノード６０６は、携帯
型ポータブル装置、コンピュータ、モバイル電話（スマートフォンと称されることもある
）、タブレットパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、キオスク、デスクトップコンピュータ
、ラップトップコンピュータ、又はあらゆるそれらの組み合わせとして設けられ得る。ス
マートフォンの例としては、例えばＰａｌｍ（登録商標）Ｔｒｅｏ（登録商標）スマート
フォン等のＰａｌｍ（登録商標）製品、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標）スマートフォ
ン、Ａｐｐｌｅ（登録商標）ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）装置等が挙げられる。外部ローカ
ルノード６０６の複数の態様が、例としてスマートフォン、携帯情報端末、ラップトップ
、デスクトップコンピュータとして設けられるモバイル式コンピュータ装置又は固定式コ
ンピュータ装置により説明され得るが、様々な態様はこの内容に制限されないことを理解
すべきである。例えば、モバイル式コンピュータ装置は、あらゆる種類の無線装置、移動
局、又は例えば電池等の電源内蔵型ポータブルコンピュータ装置（例えば、ラップトップ
コンピュータ、超薄型ラップトップコンピュータ、個人情報端末（ＰＤＡ）、セルラー電
話、セルラー電話／ＰＤＡの組み合わせ、モバイルユニット、加入者局、ユーザ端末、ポ
ータブルコンピュータ、携帯型コンピュータ、パームトップコンピュータ、着用式コンピ
ュータ、メディアプレーヤー、ポケットベル、メッセージ通信装置、データ通信装置等）
を備えるか、又は設けられることができる。例えば、固定式コンピュータ装置は、デスク
トップコンピュータ、ワークステーション、顧客／サーバコンピュータ等として設けられ
得る。
【００６２】
　外部ローカルノード６０６は、例えば、通信・コンピュータ機能を有し、典型的には個
人使用を意図した装置（例えばモバイルコンピュータ、「携帯型装置」とも称されること
がある）を含む個人通信装置を備えている。基地局は、生理的データ等のデータを受信す
ることができるあらゆる装置又は機器を備えている。例として、デスクトップコンピュー
タ及びラップトップコンピュータ等のコンピュータ、並びにインテリジェント装置／機器
が挙げられる。インテリジェント装置／機器は、生理的データ等のデータを受信すること
ができる消費者・家庭用装置及び機器を含む。インテリジェント装置／機器は、他のデー
タ関連機能を行うことができ、例えば、データを送信し、表示し、保存し、及び／又は処
理することができる。インテリジェント装置／機器の例としては、冷蔵庫、体重計、トイ
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レ、テレビ、ドアフレームの行動モニタ、ベッドサイドモニタ、ベッド計（ｂｅｄ　ｓｃ
ａｌｅｓ）が挙げられる。このような装置及び機器は、様々な生理的データ、例えば体重
、心拍数を感知するか又は監視する等の更なる機能を含むことができる。モバイル電話は
、様々なモバイル技術、例えば、セルラーネットワークに関連する電話通信装置を含む。
【００６３】
　様々な態様では、外部ローカルノード６０６は、異なる種類のセルラー無線電話システ
ムにより、音声及び／又はデータの通信機能を有することができる。セルラー無線電話シ
ステムの例としては、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システム、グローバルシステム
フォーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ：登録商標）システム、北アメリカデジタ
ルセルラー（ＮＡＤＣ）システム、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）システム、拡張ＴＤ
ＭＡ（Ｅ－ＴＤＭＡ）システム、狭帯域新型移動電話サービス（ＮＡＭＰＳ）システム、
広域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ：登録商標）等の３Ｇシステム、ＣＤＭＡ－２０００、汎用移
動体電話システム（ＵＭＴＳ）システム、ＷｉＭＡＸ（マイクロ波アクセス用ワールドワ
イド相互接続）、ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）等を含むことができる。
【００６４】
　様々な実施形態では、外部ローカルノード６０６は、異なる種類の無線ネットワークシ
ステム又はプロトコルに従って、音声及び／又はデータの通信機能を有するように構成さ
れ得る。データ通信サービスを提供する好適な無線ネットワークシステムの例としては、
ＩＥＥＥ８０２．１ａ／ｂ／ｇ／ｎシリーズの標準プロトコル及び変形版（「ＷｉＦｉ」
とも称される）、ＩＥＥＥ８０２．１６シリーズの標準プロトコル及び変形版（「ＷｉＭ
ＡＸ」とも称される）、ＩＥＥＥ８０２．２０シリーズの標準プロトコル及び変形版等の
、米国電気電子学会（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）（ＩＥＥＥ）の８０２．ＸＸシリーズのプロ
トコルを含むことができる。高速データレート（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ
）（ＥＤＲ）を有するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ仕様書ｖ１．０、ｖ１．１、ｖ１．２、ｖ１．
０、ｖ２．０版、及び一又は複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈプロファイルを含むＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＧ）シリーズのプロトコ
ルに従って運営されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈシステム等の異なる種類の短距離無線システム
が更にモバイル型コンピュータ装置に利用され得る。他の例は、電磁誘導（ＥＭＩ）技術
等の赤外線技術又は近距離通信技術及びプロトコルを使用するシステムを含むことができ
る。
【００６５】
　一態様では、外部ローカルノード６０６、例えばハブは、患者のモバイル電話に関連す
るソフトウェアアプリケーションを含む。アプリケーション及びモバイル電話は、受信機
から生理的データを受信すべく機能する、同様に、個人から直接的に、又は例えば装置を
介して間接的に生理的データを受信すべく機能する。装置の例としては、心臓装置及び摂
取可能装置が挙げられる。ハブは、ネットワーク６０８を介して遠隔ノード６１０にデー
タを単独で又は他のデータと組み合わせて保存し、操作し、及び／又は転送する。
【００６６】
　様々な態様では、外部ローカルノード６０６（ハブ）は、様々な供給源から生理的デー
タを単独で、又は他のデータ、即ち非生理的データと組み合わせて受信し、生成し、通信
し、及び／又は送信する。外部ローカルノード６０６からの通信は、当該技術分野に公知
であるか、又は今後利用可能になり得る、無線、有線、ＲＦ、導電等を含むあらゆる送信
手段又は媒体及びそれらの組み合わせを含む。
【００６７】
　様々な態様では、携帯型装置は、生理的データに関連するソフトウェア、例えばソフト
ウェアエージェント／アプリケーションを含む。携帯型装置の様々な態様では、ソフトウ
ェアは、事前に構成される、即ち製造者／小売業者によって構成可能であるか、又は消費
者によって構成可能である、即ちウェブサイトからダウンロード可能であるか、又はそれ
らの組み合わせである。
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【００６８】
　基地局は、生理的データを受信する、送信する、及び／又は中継するシステム、サブシ
ステム、装置及び／又は構成要素を含む。様々な態様では、基地局は、身体関連装置６０
４等の受信機及びインターネット等の通信ネットワーク６０８と通信的に相互運用する。
基地局の例としては、上記に述べられているように、コンピュータ、例えば、サーバ、パ
ーソナルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、インテ
リジェント装置／アプリケーション等がある。
【００６９】
　様々な態様では、基地局は、一体型ユニット又は分散型要素として具現化されることが
でき、例えば、相互に通信してパッチ受信機及びインターネットと通信するデスクトップ
コンピュータ及びモバイル電話として具体化され得る。
【００７０】
　様々な態様では、基地局は、身体関連装置６０４及びインターネットと送受信されるデ
ータ、例えば生理的データを無線で受信する、及び／又は無線で送信するための機能を含
む。
【００７１】
　更に、様々な態様では、基地局は、様々な装置に組み込まれる、及び／又は様々な装置
と関連付けられる、例えば様々な装置と通信することができる。このような装置は、デー
タ、例えば生理的データを生成する、受信する、及び／又は通信することができる。装置
は、例えば、ゲーム装置（例えば、電子スロットマシン、携帯型電子ゲーム、ゲーム及び
レクリエーション活動に関連する電子要素）等の「インテリジェント」装置を含む。
【００７２】
　モバイル電話は、例えば、特殊なセルサイト基地局のネットワークを通じてモバイル音
声又はデータ通信に使用される短距離のポータブル電子装置を含む。モバイル電話は、「
モバイル」、「無線」、「セルラーフォン」、「セルフォン」、又は「ハンドフォン（Ｈ
Ｐ）」として知られているか、又はそのように称されることがある。
【００７３】
　電話の標準音声機能に加え、モバイル電話の様々な態様は、テキストメッセージ用のシ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）、電子メール、インターネットへのアクセス用パケ
ット交換、ｊａｖａゲーム、無線（例えば、短距離データ／音声通信）、赤外線、ビデオ
レコーダ付きカメラ、並びに写真及びビデオを送受信するためのマルチメディアメッセー
ジシステム（ＭＭＳ）等の多くの更なるサービス及びアクセサリを支援することができる
。モバイル電話の複数の態様では、モバイル電話は、基地局（セルサイト）のセルラーネ
ットワークに接続され、同様に、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、又は衛生電話の場合には
衛生通信に相互接続される。モバイル電話の様々な態様では、モバイル電話は、インター
ネットに接続され、インターネットの少なくとも一部は、モバイル電話を使用して誘導さ
れ得る。
【００７４】
　様々な態様では、モバイル電話は、生理的データに関連するソフトウェア、例えばソフ
トウェアエージェント／アプリケーションを含む。一例は、自動化処方補充機能を容易に
するために、自動補充システムに関連付けられるか、又は自動補充システムと一体化され
る自動補充アプリケーションである。モバイル電話の様々な態様では、ソフトウェアは、
事前に構成される、即ち製造者／小売業者によって構成可能であるか、又は消費者によっ
て構成可能である、即ちウェブサイトからダウンロード可能であるか、又はそれらの組み
合わせである。
【００７５】
　更に、ハブの様々な態様では、ハブは装置の組み合わせを含む。このような組み合わせ
の１つは、携帯型装置又はモバイル電話と通信する身体関連装置６０４である。よって、
例えば、身体関連装置６０４は、利用可能な受信機及びソフトウェアエージェントを有す
るモバイル電話に生理的データを無線で送信する。モバイル電話の受信機は、生理的デー
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タを受信する。ソフトウェアエージェント、例えば、アプリケーションは、生理的データ
を処理して、例えば特注のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を介して生理
的データに関する様々な情報を表示する。様々な態様では、ソフトウェアエージェントは
、所定の「ルック・アンド・フィール」で、即ち、ソフトウェアプログラム、ＧＵＩ、発
信元装置、コミュニティ、ゲームソフトウェア等の所定のグループに属するようにユーザ
に認識可能な表示を生成する。
【００７６】
　より具体的には、個人通信システム６００は、ゲーム又はレクリエーションの目的のた
めに生理的データのデータ若しくは通信を有するか、又は生理的データのデータ若しくは
通信に関連するあらゆる環境を含む。通信は、あらゆる方法、行動、又は通信媒体、及び
／又はそれらの組合せを含む。例えば、通信方法は、手動、有線、及び無線を含む。無線
技術は、Ｘ線、紫外線、可視スペクトル、赤外線、マイクロ波、及び電波等の無線信号を
含む。無線サービスは、音声及びメッセージ、携帯型及び他のインターネット可能装置、
データネットワークを含む。
【００７７】
　通信媒体は、ネットワーク６０８を含む。様々な態様では、ネットワーク６０８は、こ
れらに限定されないが、インターネット、有線チャネル、無線チャネル、通信装置を含む
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及び広域ネットワーク（ＷＡＮ）を含む。通信装
置は、データの通信が可能な／データの通信に関連する他の装置及び／若しくは構成要素
を含む電話、コンピュータ、電信、無線、光学又は他の電磁チャネル、及びそれらの組み
合わせを含む。例えば、通信環境は、身体内通信、様々な装置、無線通信、有線通信、及
びそれらの組み合わせ等の通信の様々なモードを含む。
【００７８】
　無線通信モードは、無線伝送、データ、及び装置に関連する様々なプロトコル及びプロ
トコルの組み合わせを含む無線技術を少なくとも一部利用するポイント間の通信のあらゆ
るモードを含む。ポイントは、例えば、無線ヘッドセット等の無線装置と、オーディオプ
レーヤー及びマルチメディアプレーヤー等のオーディオ装置、マルチメディア装置及び機
器と、電話（モバイル電話及びコードレス電話を含む）と、コンピュータ、コンピュータ
関連装置及び構成要素（プリンタ等）とを含む。
【００７９】
　有線通信モードは、有線伝送、データ、及び装置に関連する様々なプロトコル及びプロ
トコルの組み合わせを含む有線技術を利用するポイント間の通信のあらゆるモードを含む
。ポイントは、例えば、オーディオプレーヤー、マルチメディアプレーヤー等のオーディ
オ装置、マルチメディア装置、及び機器、電話（モバイル電話及びコードレス電話を含む
）、並びにコンピュータ、コンピュータ関連装置及び構成要素（プリンタ等）等の装置を
含む。
【００８０】
　一態様では、遠隔ノード６１０は、「摂取可能な事象マーカデータシステム」（ＩＮＧ
ＥＳＴＩＢＬＥ　ＥＶＥＮＴ　ＭＡＲＫＥＲ　ＤＡＴＡ　ＳＹＳＴＥＭ）を発明の名称と
する米国特許出願第１２／５２２，２４９号明細書に記載されている（その開示は、参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる）社会的ネットワークシステム、商業用システ
ム、医療システム、製薬システム、大学システム、金融取引システム、ウェブコミュニテ
ィ、医師システム、家族介護者システム、規制機関システム、卸売業者／小売業者システ
ムを含む。他の態様では、遠隔ノード１１０は、２００９年１０月１４日に出願され「生
理的なデータをゲーム用環境に組み込むための方法及びシステム」（ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮ
Ｄ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＩＮＧ　ＰＨＹＳＩＯＬＯＧＩＣ　Ｄ
ＡＴＡ　ＩＮ　Ａ　ＧＡＭＩＮＧ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ）を発明の名称とする国際出
願第ＰＣＴ／ＵＳ０９／６０７１３号明細書に記載され、国際公開第２０１０／０４５３
８５号パンフレットとして公開されているように（その開示は、参照によりその全体が本
明細書に組み込まれる）、ステートゲーム、行動反映ゲーム、心理応答ゲーム、同期ゲー
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ム、現実的進行ゲーム、及びレクリエーションゲームを含む。
【００８１】
　様々な態様では、個人通信システム６００は、閉ループでの健康管理、評価、及び感知
を提供する。更に、個人通信システム６００は、介護者が患者と通信して、健康・疾患管
理プログラムを実行するためのフレームワークを備えている。身体関連装置６０４を使用
することにより、このような通信が個別に実施されることが可能になる。遠隔ノード６１
０におけるサーバは、所望に応じて、例えば、被験者向けの許可を提供するように構成さ
れ得る。例えば、サーバは、家族介護者が被験者の治療レジメンへの参加を、例えばイン
ターフェース（ウェブインターフェース等）を介して可能にするように構成されることが
でき、そのため、家族介護者がサーバによって生成された警告及び動向を監視し、被験者
６０２に支援を提供することが可能になる。サーバは、例えば、通信装置を介して被験者
に中継される被験者警告、被験者刺激の形態で、被験者に直接応答するようにも構成され
得る。サーバは、医療従事者、例えば、被験者の健康及びコンプライアンス（例えば、健
康指標の要約、警告、患者間の基準）の測定値を得るためのデータ処理アルゴリズムを使
用することができるＲＮ、医師と対話し、情報に基づく臨床通信を提供し、被験者６０２
に支援を提供することもできる。
【００８２】
　図３１は、身体関連装置６０４の一態様のブロック図である。身体関連装置６０４は、
あらゆる好適な構成及び組み合わせの特徴を備えることができる。一態様では、身体関連
装置６０４は、電源ユニット７０２、電極７０４Ａを含む操作ユニット７０４、処理ユニ
ット７０６、及びメモリユニット７０８を備えている。これら及び他の電子要素は、プリ
ント回路基板１２８上に設けられている（図１３～１６）。身体関連装置６０４は、電力
消費を制御する電力管理モジュール７１０を含むことができる。身体関連装置６０４は、
一又は複数の送信機／受信機（「送受信機」）モジュール７１２を使用して他の近くの装
置と通信するように構成されている。本明細書に使用される「送受信機」は、これらに限
定されないが、送信機、受信機又は両方の組み合わせを含むように非常に一般的な意味で
使用され得る。例えば、送受信機モジュール７１２は、外部ローカルノード１０６及び／
又は遠隔ノード６１０との一方向通信又は双方向通信に使用され得る（図３０）。更に、
身体関連装置６０４は、身体関連装置６０４の方向を検出するために加速度計７１４等の
様々な特徴を含むことができる。被験者６０２が水平位置に横たわっている場合、身体関
連装置６０４は、その位置及び被験者６０２がその位置に留まっている継続時間を検出す
ることができる。身体関連装置６０４の方向の検出に加え、様々な態様では、加速度計７
１４は、静的又は動的な加速力、適切な加速、位置、振動等の身体関連装置６０４の他の
物理的態様を検出するために利用され得る。
【００８３】
　加えて、身体関連装置６０４は、一又は複数の別個の生理的パラメータを検出するため
に、一又は複数の感知器７１６を備えている個人監視部分を更に含むことができる。生理
的パラメータにより、感知能力が、これらに限定されないが、心拍数、呼吸速度、体温、
圧力、流体の化学組成（例えば血液中の検体検出）、流体状態、血流速度、加速度計動作
データ、ＩＥＧＭ（心内心電図）データ等の生理的パラメータ又はバイオマーカーを感知
することができることを意味する。
【００８４】
　従って、身体関連装置６０４は、被験者が単に横たわっているか、又は被験者が、彼ら
をその位置にさせてしまう何かの医療症状に苦しんでいるかを判断することを可能にする
生理的パラメータ測定器具を含むことができる。例えば、被験者は心臓発作を起こした可
能性があり、身体関連装置６０４はその症状を検出することができ、加速度計７１４から
の情報と共に、身体関連装置６０４は、被験者が可能性として重大な医療症状を有すると
判断することができる。別の例としては、被験者がてんかん性発作に苦しむ場合が挙げら
れる。加速度計７１４は情報を身体関連装置６０４に与え、測定された生理的パラメータ
と組み合わされた加速度計７１４からの情報により、身体関連装置６０４は、医療症状が
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起こっているか、又は応急手当を必要とする医療症状が起こったかを判断することが可能
になる。
【００８５】
　本開示の教示によると、身体関連装置６０４の信号受信機の態様は、導電性通信を受信
するように構成され得る。導電性通信は、身体の生理的部分と関連付けられてもよく、又
は、固体から導電性溶液又は流体への質量の制御放出によるイオン放射を使用して、身体
を通して導電的に送信する装置からもたらされてもよい。通信は、イオン放射モジュール
、ＩＥＭ又はスマート非経口送達システムにより生成され得る。対象の摂取可能事象マー
カーは、国際公開第２００６／１１６７１８号パンフレットとして公開された国際出願第
ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号明細書、国際公開第２００８／０５２１３６号パ
ンフレットとして公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８２５６３号明細書、
国際公開第２００８／０６３６２６号パンフレットとして公開された国際出願第ＰＣＴ／
ＵＳ２００７／０２４２２５号明細書、国際公開第２００８／０６６６１７号パンフレッ
トとして公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０２２２５７号明細書、国際公開
第２００８／０９５１８３号パンフレットとして公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０
０８／０５２８４５号明細書、国際公開第２００８／１０１１０７号パンフレットとして
公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０５３９９９号明細書、国際公開第２００
８／１１２５７７号パンフレットとして公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０
５６２９６号明細書、国際公開第２００８／１１２５７８号パンフレットとして公開され
た国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０５６２９９号明細書、国際公開第２００９／０４
２８１２号パンフレットとして公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０７７７５
３号明細書に記載された構成を含み、これらの出願の開示が、参照により本明細書に組み
込まれる。スマート非経口送達システムは、国際公開第２００８／００８２８１号パンフ
レットとして公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１５５４７号明細書に記載
されており、前述の開示は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００８６】
　これらの態様の身体関連装置６０４は、電流内にコード化されたデータを導電性流体を
通じて受信するように構成されているので、受信機、及び例えば電流波形等の通信を放射
する装置（摂取可能な事象マーカー６１２（ＩＥＭ）等、図３０））では、受信機及び装
置が通信媒体として関連付けられる身体を利用する信号のための通信媒体として身体を利
用することにより、体液は導電流体として機能し、被験者の身体は通信用の導電媒体とし
て使用される。従って、装置間で伝送される通信、例えばイオン放射装置、ＲＦＩＤ装置
及び／又は他の信号放射装置から受信機、例えば身体関連装置６０４に伝送される通信は
、被験者６０２の身体を通して伝わる（図３０）。対象の導電性通信は、身体組織を通し
て伝えられる電気交流（ＡＣ）信号の形態で、被験者６０２の身体の皮膚及び他の身体組
織を通してもたらされ、被験者６０２の身体の皮膚及び他の身体組織から受信され得る。
結果として、このような信号受信機は、通信を生成する装置と通信を受信する装置との間
にあらゆる追加のケーブル又は配線接続を必要としない。
【００８７】
　身体関連装置６０４は、導電性通信を受信するように構成された経身体導電性通信モジ
ュールを含むことができる。経身体導電性通信モジュールは、ＩＥＭ６１２により放射さ
れた通信等の導電性通信を受信するように構成されている機能モジュールである（図３０
）。所望する場合、経身体導電性通信モジュールは、上述したような高電力機能ブロック
により実装され得る。場合によっては、経身体導電性通信モジュールは、コード化された
通信を受信するように構成されており、これは、通信が、何らかの方式、例えば、二位相
偏移変調（ＢＰＳＫ）、周波数偏移変調（ＦＳＫ）、振幅偏移変調（ＡＳＫ）等のプロト
コルを使用して変調されたことを意味する。このような場合、身体関連装置６０４の経身
体導電性通信モジュールは、ＩＥＭにより放射され受信しコード化された通信をデコード
するように構成される。身体関連装置６０４は、信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が低い環境、
例えば対象の情報に加えて相当大きいノイズがある環境、例えばＳＮＲが７．７ｄＢ以下



(24) JP 2014-514032 A 2014.6.19

10

20

30

40

50

の環境でコード化した通信をデコードするように構成され得る。個人通信機６０４は、実
質的にエラーがないコード化された信号をデコードするように更に構成され得る。ある態
様では、身体関連装置６０４は、高コード化ゲイン、例えば、９ｄＢのコード化ゲインを
含む８ｄＢ～１０ｄＢの範囲内のコード化ゲイン等の６ｄＢ～１２ｄＢの範囲内のコード
化ゲインを有する。様々な態様による身体関連装置６０４は、実質的にエラーのない、例
えば１０％以下のエラーのコード化された通信をデコードすることができる。
【００８８】
　一態様では、身体関連装置６０４は、フィードバックモジュール７１８を備えている。
フィードバックモジュール７１８は、ソフトウェア、ハードウェア、回路、様々な装置、
及びそれらの組み合わせで実装され得る。フィードバックモジュール７１８の機能は、個
別の適切で慎重な方法で生体被験者６０２と通信することである（図３０）。従って、様
々な態様では、フィードバックモジュール７１８は、視覚、聴覚、振動／触覚、嗅覚、及
び味覚を利用する技術を使用して被験者６０２と通信するように実装され得る。このよう
な技術は、例えばヒト等の他の生体被験者による検出は不可能である。一態様では、フィ
ードバックモジュール７１８は、被験者６０２と身体関連装置６０４との近接して密接し
た非言語的な通信を可能にする。フィードバックモジュール７１８により、被験者６０２
は、身体関連装置６０４との通信のために独特な言語／語彙を展開させることができる。
【００８９】
　一態様では、フィードバックモジュール７１８に、被験者６０２（図３０）と身体関連
装置６０４との通信を可能にするために光源を使用した視覚的通信技術が利用され得る。
様々な態様では、被験者６０２と身体関連装置６０４との個別通信を維持するために、発
光ダイオード（ＬＥＤ）源からの光は、例えば光学導波管、光ファイバ、反射、屈折、全
内部反射、又は光ビーム又は光パルスを操作するための他の光学技術を通して、被験者６
０２の眼に光学的に導かれ得る。他の態様では、このような個別の光学通信は、被験者６
０２によってのみ検出可能であるような方法等で、ＬＥＤを、眼鏡、コンタクトレンズ又
は他の着用可能な装置の構造の中に埋め込むことによりもたらされ得る。他の態様では、
鏡又はレンズの配列は、鏡又はレンズが被験者６０２によってのみ可視であるように個別
の光パルスを伝えるように構成され得る。他の態様では、被験者６０２と身体関連装置６
０４との間に個別形態の視覚的通信を提供するために、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）がコ
ンタクトレンズ又は眼鏡に一体化され得る。他の態様では、個別通信の目的のために、赤
外線（ＩＲ）技術が利用され得る。
【００９０】
　別の態様では、フィードバックモジュール７１８に、被験者６０２（図３０）と身体関
連装置６０４との通信を可能にするために聴覚通信技術が利用され得る。一態様では、被
験者６０２は、通信が被験者６０２と身体関連装置６０４との間の個人内に留まるように
、例えば耳栓の形態の小さいスピーカを着用することができる。他の態様では、被験者６
０２は、被験者６０２のみがこのような聴覚通信を認識できるように、特定の周波数に調
節された形態又は補聴器を着用することができる。上述の態様のいずれかでは、聴覚通信
は、有線又は無線の通信技術により伝送され得る。聴覚通信は、被験者６０２がカスタマ
イズされた辞書を展開できるように、文字読み上げの形態で、又は認識される音の基本周
波数を表す様々なピッチの可聴「ビープ音」の形態でもたらされ得る。継続時間、音量、
音色、及び音源位置に沿った音楽的なトーンの他の聴覚属性は、辞書を展開させるために
利用され得る。ピッチは、メロディの構成を可能にするという意味で、「高い」及び「低
い」という観点で比較され得ることを理解すべきである。ピッチは、サイクル／秒（Ｈｚ
）で周波数として定量化され得る。更に、音の他の心理音響属性は、被験者６０２と身体
関連装置６０４との通信を個別に実行するために利用され得る。他の態様では、対話を検
出して対話を電気信号に変換するために、小さなマイクロホンが利用され得る。
【００９１】
　別の態様では、フィードバックモジュール７１８に、被験者６０２（図３０）と身体関
連装置６０４との通信を可能にするために振動／触覚通信技術が利用され得る。一態様で
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は、身体関連装置６０４は、被験者６０２によってのみ検出可能である振動を生成するた
めに、圧電要素又は偏心輪（又は加重体）を利用することができる。従って、一態様では
、被験者６０２は、情報を通信するために身体関連装置６０４を軽く叩くことができる。
圧電感知器は、被験者６０２から叩く音を受信し、叩く音を、被験者６０２と身体関連装
置６０４との間で通信するために使用され得る電気インパルスに変換するために使用され
得る。圧電フルオロポリマー（ＰＶＤＦ）膜又はＫＹＮＡＲ（登録商標）／ＰＶＤＦ圧電
膜等の圧電膜、及び他のこのような膜は、他の装置の中でも、焦電感知器、加速度計、感
圧感知器、接触マイクロホン、ピックアップ、又はドラムトリガー等として、又はその一
部として利用され得る。
【００９２】
　他の態様では、電気により駆動される非常に小さい機械装置の技術を利用するマイクロ
電気機械装置（ＭＥＭＳ）（ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ、Ｍｉ
ｃｒｏＥｌｅｃｔｒｏＭｅｃｈａｎｉｃａｌ、又はｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ａ
ｎｄ　ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍｓとも書かれる）
は、被験者６０２によってのみ認知可能である触覚インパルスを生成するために利用され
得る（図３０）。ＭＥＭＳ装置は、非常に小さい大きさで形成されることができ、よって
、大きさが１～１００マイクロメートル（即ち、０．００１～０．１ｍｍ）の構成要素が
実現され得る。ＭＥＭＳ装置は、一般に、大きさが２０マイクロメートル（１メートルの
２０００万分の１）～１ミリメートルの範囲内であり、データを処理する中央ユニット、
マイクロプロセッサ、及びマイクロセンサ等の外部と相互作用するいくつかの構成要素か
ら構成されている。ＭＥＭＳは、通常電子機器を作製するために使用される、変更された
半導体装置製作技術を使用して製作され得る。これらは、鋳型及びメッキ、ウエットエッ
チング（ＫＯＨ、ＴＭＡＨ）、及びドライエッチング（ＲＩＥ及びＤＲＩＥ）、放電加工
（ＥＤＭ）、及び小型装置を製造することができる他の技術を含む。ＭＥＭＳ装置の初期
の例は、ｒｅｓｏｎｉｓｔｏｒ（電気機械モノリシック共振器）である。
【００９３】
　触覚通信技術の他の態様は、電気インパルスを利用する神経又は筋肉刺激技術を含む。
例えば、電流は、筋肉組織を刺激するために利用され得る。電気刺激は、約０～約４０Ｖ
の範囲の電圧、及び約０～約８０ｍＡの範囲の電流を使用する。このような低電気エネル
ギーレベルは、被験者６０２に有害ではなく、快適性対敏感性を最適化するように較正さ
れ得る。例えば、このような電圧及び電流は、現在最も一般的に使用される電気無痛の形
態のうちの１つである経皮的電気神経刺激（ＴＥＮＳ）で典型的である。一態様では、一
連の刺激は、生体被験者６０２によって調節される可変の電流強度、パルス速度、及びパ
ルス幅で送達され得る。好ましい波形は、典型的な刺激パラメータが振幅、パルス幅（持
続時間）、及びパルス速度（周波数）である一方向電流の電解及びイオン泳動作用を避け
るために、二相性である。一態様では、電流振幅は、生体被験者６０２によって閾値のち
ょうど上の快適な低強度レベルに設定されることができ、パルス幅は、約１０～約１００
０マイクロ秒の範囲内に設定されることができ、パルス速度は、１秒当り約８０～約１０
０パルス（Ｈｚ）の範囲内に設定されることができ、例えば刺激強度が高く設定されると
きには約０．５～約１０Ｈｚに設定され得る。一態様では、電極は、検出可能な刺激をも
たらすために、被験者６０２の皮膚の表面に接して置かれる。他の態様では、電極は、皮
下に埋め込まれるか、又は皮下に部分的に埋め込まれ得る。他の態様では、被験者６０２
と身体関連装置６０４との通信を可能にするために、神経又は筋肉を刺激すべく電気皮膚
反応、電気、静電気、又は電磁技術が利用される。
【００９４】
　触覚通信技術の他の態様は、熱刺激技術を含む。例えば、熱電回路は、被験者６０２が
熱的に生成された通信に基づき固有の語彙を展開させることができるように、様々な程度
の温冷の感覚を生成するために、身体関連装置６０４上で利用され得る。熱感覚を生成す
るための単純な方法は、抵抗器を通して電流を駆動することを含む。より複雑な技術は、
温度差が電圧に直接転換されるか、又はその逆である熱電作用を利用する。熱電装置は、
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異なる温度が両側にあるときに電圧を発生させる。逆に、電圧が熱電装置に印加されると
き、温度差が発生する（ペルチェ効果として知られる）。原子レベル（特に、荷電担体）
では、適用された温度勾配は、加熱されたときに膨張する古典気体と同様に、材料内の帯
電担体を、電子又は電子孔であるか否かに関わらず、高温側から低温側に拡散させ、よっ
て熱的に電流を誘発する。熱電作用は、電気を生成するため、温度を測定するため、物体
を冷却するため、又は物体を加熱するために使用され得る。加熱及び冷却の方向が、印加
された電圧の極性によって決定されるため、熱電装置は、非常に簡素な温度制御装置を作
製し、よって、被験者６０２と身体関連装置６０４との通信に使用され得る。従来、熱電
作用又は熱電性という用語は、ゼーベック効果、ペルチェ効果、及びトムソン効果の３つ
の別個に識別される効果を包含し、これらの内のいずれかが触覚通信技術の様々な態様を
実施するために利用され得る。
【００９５】
　他の態様では、触覚通信技術は、誘電性エラストマーに基づくＥｌｅｃｔｒｏａｃｔｉ
ｖｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｍｕｓｃｌｅｓ（ＥＰＡＭ（商標））等
の触覚検知器を含む。このような感知器は、応答性がありコンパクトな触覚感知器を作製
するために必要とされる帯域幅及びエネルギー密度を有する。誘電性エラストマーに基づ
くこのようなＥＰＡＭ（商標）は、キー加圧又は叩き音に対応する短い触覚「クリック」
を与えるように、薄型で高忠実度の触覚モジュール内に構成され得る。
【００９６】
　一態様では、フィードバックモジュール７１８に、被験者６０２（図３０）と身体関連
装置６０４との通信を可能にするために嗅覚及び味覚通信技術が利用され得る。芳香流体
で充填された流体収容容器は、臭い及び味覚を生成するための供給源として使用され得る
。一態様では、フィードバックモジュール７１８によって生成される電流は、芳香流体を
放出するための流体収容容器を通して駆動され得る。嗅覚又は味覚は、流体収容容器を通
して電流に比例して増加することができる。他の技術は、電流が流れるときに気体を放出
する固体状態の装置、及び電流が流れるときに匂いを放出するワックスに埋め込まれた芳
香材料を有する基材を含む。このような技術は、単回使用又は複数回使用のために構成さ
れ得る。これらの技術は、身体関連装置６０４から被験者６０２に情報を通信するのに適
しているが、被験者６０２は、身体関連装置６０４の外部筐体を軽く叩く等、身体関連装
置６０４に情報を通信するために、本明細書に記載されているいずれかの他の技術を使用
することができる。
【００９７】
　身体関連装置６０４は、様々な形態の要素及び材料を組み込むことができる。一例では
、身体関連装置６０４は、接着包帯に類似する設計、形状、大きさ、及び材料のパッチの
形状であってもよく、即ち、被験者６０２（図３０）に着脱可能に取り付けられることが
できる。設計、形状、設計、及び材料の特定の力学は、使用、環境、配置により変わるこ
とができる。例えば、設計は、様々な構築物及びパターンを組み込むことができる。例え
ば、構築物は、一又は複数の層、例えば、接着層を有する基材を含むことができる。パタ
ーンは、様々な美観的特徴、例えば、様々なパターン、様々な色、デカール、印刷物等、
及び非美観的特徴、例えば通気性材料、非アレルゲン材料を含むことができる。形状は異
なってもよく、例えば、楕円、円形、三角形、腎臓形状、矩形、正方形である。大きさは
異なってもよく、例えば、約２ｍｍ～約２０ｍｍの範囲の厚さの約７５ｍｍ×１２０ｍｍ
、約５０ｍｍ×８０ｍｍ、約２５ｍｍ×４０ｍｍ、又は所望により他の大きさであっても
よい。材料は、本明細書に記載されている身体関連装置６０４の機能を実行することがで
きるあらゆる材料又は材料の組み合わせを組み込むことができる。更に、様々な態様では
、位置、省エネルギースキーム、媒体識別、デコード、及びエラー補正が考慮される。
【００９８】
　処理ユニット７０６は、感知器７１６及び／又は他の装置と通信する。様々な態様では
、例えば、処理ユニット７０６は、感知器７１６との電子通信を生成する。一例では、処
理ユニット７０６は、電子集積回路（図示せず）を含む。様々な態様では、筐体は、様々
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な特徴、例えば、水密密閉、気密密閉を含むことができる。電子回路を有する回路基板は
、感知器７１６と電子的に通信することができる。電源ユニット７０２は、例えば、充電
可能電池等の充電可能電源であり得る。別の態様では、電力ユニットは、外部供給源から
電力を受信する受動装置、例えば、受動ＲＦＩＤであり得る。
【００９９】
　様々な態様では、異なる省エネルギースキームが考慮される。このようなスキームは、
エネルギー、例えば電源ユニット７０２が起動していない期間中保存されるように、周期
的な起動、例えば、感知器及び／又は他の構成要素の周期的な起動を含む。このような省
エネルギースキームは、電力管理モジュール７１０により制御され得る。
【０１００】
　様々な態様では、身体関連装置６０４は、通信受信要素を使用して、例えば、通信を受
信してアプリケーションを感知するために身体関連装置６０４の電極を使用して感知機能
の一又は複数を達成することができるか、又は身体関連装置６０４は、信号受信要素とは
異なる一又は複数の異なる感知要素を含むことができる。信号受信機に存在し得る（又は
少なくとも信号受信機に連結されている）別個の感知要素の数は異なってもよく、１つ以
上、２つ以上、３つ以上、４つ以上、５つ以上、又は１０以上であり得る。
【０１０１】
　様々な態様では、身体関連装置６０４は、情報又は通信を受信して感知する二重機能を
有するために、一対の電極を含むことができる。例えば、電極は、追加の感知機能を有す
ることもできる。ある態様では、電極は、電極が位置するどの部位でもＩＥＧＭ（心内心
電図）を生成するように使用され得る。例えば、頻脈、細動、心拍等の様々な心事象を検
出するために、そのデータから行われ得る多くの種類の処理がある。信号受信機の２つの
電極で達成され得る別の感知機能は、電極間のインピーダンスを測定することである。測
定されたインピーダンスは、呼吸に関連する経胸壁インピーダンスによって決定されるあ
る成分を有する。このように、インピーダンスデータは、被験者の呼吸速度を得るために
利用され得る。電極は、被験者の流体状態の感知器としても利用され得る。
【０１０２】
　上述したように、電極とは異なる一又は複数の追加の生理的感知器が、身体関連装置６
０４内に含まれ得る。例えば、温度感知器、例えばサーミスタが、身体関連装置６０４内
に含まれ得る。非常に正確な温度測定が所望される場合、非常に正確な温度測定値を得る
ことができる一般に白金で作製される抵抗温度装置（ＲＴＤ）のような他の技術がある。
追加の生理的感知器は、脈圧についての情報を提供することもできる、血液酸素を測定す
るために利用され得るパルスオキシメータ内に組み合わされたＬＥＤ及び光ダイオードを
含むことができる。
【０１０３】
　加えて、例えば、動脈圧の測定値を得るために、身体関連装置６０４が動脈の隣に埋め
込まれる場合、身体関連装置６０４は圧力感知器を含むことができる。例えば、身体関連
装置６０４の表面に感圧膜を設けることにより、身体内の圧力を得ることができる。より
有用な種類の圧力を得るために、通常、静脈圧又は動脈圧を測定することが望ましい。こ
のような場合、動脈が脈を打つときに圧力感知器に圧力がかかるように、膜は動脈又は静
脈のいずれかの近傍に位置し得る。静脈圧又は動脈圧は、絶対圧力示数を得るように較正
され得る。別の可能性としては、例えば動脈の周囲にカフが付けられたある種のアウトト
リガーカフを含む。圧力変形を測定するために歪みゲージを有することができ、歪みゲー
ジは、受信機、例えば身体関連装置６０４に取り付けられる。
【０１０４】
　一般に、身体関連装置６０４は、検体検出感知器を含むこともできる。例えば、特定の
化学感知器が、様々な物質、例えばグルコース、ＢＮＰ（心臓病に関連するＢ型ナトリウ
ム利尿）の存在を検出するために、信号受信機内に組み込まれ得る。酸素が細胞のｐＨを
変更する場合、選択的に多孔質インピーダンス細胞を含む酸素感知器を組み立て、次いで
その導電率を測定する他の方法がある。信号受信機が検体検出感知要素を含む場合、この
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感知要素は、複数の異なる方法で信号受信機内に構成され得る。例えば、分離された細胞
が膜の後ろにあり、物質が膜を通過し、後に測定される細胞の特性（通常、電気特性）を
変更する場合、検出される物質に透過性がある選択的に透過性の膜を含む感知器が設けら
れ得る。例えば、膜で覆われた信号受信機の側面に小さい収容容器を設け、収容容器の後
ろに測定電気回路を設けることが可能である。物質を検出する別の方法は、感知器に検体
を結合させ、導電率を変化させることに基づくＣｈｅｍＦＥＴ感知器として当該技術分野
において既知の感知器を利用することである。材料が検知器に結合するときに変化する電
気特性（又は他の特性）を有する材料を含むことができる。様々なタンパク質がこの方法
で検出され得る。
【０１０５】
　一態様では、身体関連装置６０４は、生理的データを収集する。生理的データは、デー
タ関連生理的事象、パラメータ、測定値を含む。このようなデータは、例えば、電気皮膚
反応、心拍数、心拍変化、呼吸速度、体温、局所環境の温度、活動及び胴体角度の３軸測
定、視覚、圧力、音、生化学／生物学、体重、位置、推論された筋電図（ＥＭＧ）、及び
脳電図（ＥＥＧ）を含む。生理的データは、米国特許出願第１０／７３４，４９０号明細
書、米国特許出願第１０／７６４，４２９号明細書、米国特許出願第１０／７６４，１２
７号明細書、米国特許出願第１０／７６４，１２５号明細書、米国特許出願第１１／０２
５，６５７号明細書、米国特許出願第１１／３２４，１９６号明細書、米国特許出願第１
１／６６４，３４０号明細書、米国特許出願第１１／７３１，７８６号明細書、米国特許
出願第１１／７１８，２０１号明細書、米国特許出願第１１／８９７，９４２号明細書、
米国特許出願第１１／９１２，４７５号明細書、米国特許出願第１２／０６３，０９７号
明細書、米国特許出願第１２／０６３，０９５号明細書、並びに国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ
２００７／０１５５４７号明細書及び国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／５２８４５号明
細書に記載されているデータを更に含み、これらの開示は参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる。
【０１０６】
　図３２は、身体関連装置６０４の電子回路要素の一態様のブロック機能図である。電子
回路要素は、プリント回路基板１２８（図１３～１６）上に配置され得るか、又は、後で
プリント回路基板１２８又はそれらの組み合わせ上に配置される集積回路要素上に形成さ
れることができる。図３２では、身体関連装置６０４は、電極入力８１０を備えている。
経身体導電性通信モジュール８２０及び生理的感知モジュール８３０は、電極入力８１０
に電気的に連結されている。一態様では、経身体導電性通信モジュール８２０は、第１の
、例えば高周波数（ＨＦ）信号鎖として実装され、生理的感知モジュール８３０は、第２
の、例えば低周波数（ＬＦ）信号鎖として実装される。（周囲温度を検出するための）Ｃ
ＭＯＳ温度感知モジュール８４０及び３軸加速度計８５０も示されている。身体関連装置
６０４は、処理エンジン８６０（例えば、マイクロコントローラ及びデジタル信号プロセ
ッサ）、（データを保存するための）不揮発性メモリ８７０、及び（例えばデータのダウ
ンロード／アップロードにおいて、別の装置からデータを受信する、及び／又は別の装置
にデータを送信するための）無線通信モジュールも含む。様々な態様では、通信モジュー
ル８２０、８８０は、一又は複数の送信機／受信機（「送受信機」）モジュールを備える
ことができる。本明細書に使用される「送受信機」は、これらに限定されないが、送信機
、受信機又は両方の組み合わせを含むように、非常に一般的な意味で使用され得る。
【０１０７】
　感知器７１６は典型的に、被験者６０２（図３０）の個人と接して、例えば胴体に着脱
可能に取り付けられる。様々な態様では、感知器７１６は、身体関連装置６０４に着脱可
能に、又は常時取り付けられることができる。例えば、感知器７１６は、金属スタッドを
嵌めることにより身体関連装置６０４に着脱可能に接続され得る。感知器７１６は、例え
ば、生理的データを感知するか又は受信することができる様々な装置を備えることができ
る。感知器７１６の種類は、例えば、生体適合性電極等の電極を含む。感知器７１６は、
例えば、圧力感知器、動作感知器、加速度計、筋電図（ＥＭＧ）感知器、摂取可能事象マ
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ーカー、生体電位感知器、心電図感知器、温度感知器、触覚事象マーカー感知器、及びイ
ンピーダンス感知器として構成され得る。
【０１０８】
　フィードバックモジュール７１８は、ソフトウェア、ハードウェア、回路、様々な装置
、及びそれらの組み合わせで設けられ得る。フィードバックモジュール７１８の機能は、
上述したように、個別の適切で慎重な方法で生体被験者６０２と通信することである（図
３０）。様々な態様では、フィードバックモジュール７１８は、視覚、聴覚、振動／触覚
、嗅覚、及び味覚を利用する技術を使用して被験者６０２と通信するように設けられ得る
。
【０１０９】
　図３３は、胸部領域等の、被験者６０２（図３０）の外部局所位置上に配置されるよう
に構成された身体関連装置６０４の一態様を図示している。身体関連装置６０４は、上部
筐体プレート９１０（例えば好適なポリマー材料から製作され得る）を備えており、表示
器装置、例えば、信号受信機が動作していることを観測者に中継するために使用され得る
状態識別子ＬＥＤ９０３と通信して手動で押され得る操作ボタン９０２を備えている。手
動で押され得る操作ボタン９０２は、保存モードから非保存モードに信号受信機を移行す
るために手動で操作され得る。手動で押され得る操作ボタン９０２は、保存モードから非
保存モードに信号受信機を移行するために手動で操作され得る。信号受信機が保存モード
にあるとき、信号受信機のマイクロコントローラが、オン／オフボタンからの入力を処理
するために、常に低負荷サイクル活動状態にあることができ、信号受信機のデジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）の電源が切られる。信号受信機の電源を入れるためにオン／オフボ
タンが押されるとき、マイクロコントローラは入力をデバウンスし、ＤＳＰをアイドル状
態に置く。保存モードにある間、装置は、０．１μΑ以下を含む１μΑ以下等の５μΑ以
下の電流を含む１０μΑ未満の電流を引き込み得る。この構成により、１ヶ月保存された
場合（２５０ｍＡＨの電池が存在すると仮定する）、装置が９０％を超える有用な電池寿
命に維持することが可能になる。このようなボタンは、他の機能に利用され得る。例えば
、このようなボタンは、ある種類のデータを得るために、信号受信機を指示するように利
用され得る。加えて又は代わりに、このようなボタンは、データを別の装置に移動させる
ために手動で信号受信機を指示するように利用され得る。フィードバックモジュール７１
８（図３１、３２）の様々な機能態様は、特定の用途により決定され得るように、図３３
に示されている身体関連装置６０４内に組み込まれる。
【０１１０】
　請求項に関わらず、本発明は以下の付記によっても定義される。
　付記１．身体に取り付け可能な装置であって、
　筐体と、
　生体被験者の身体に適用されるように構成されている接着層と、
　前記筐体と前記接着層との間に位置する隔離体と
　を備えていることを特徴とする装置。
【０１１１】
　付記２．前記筐体及び接着層は、該筐体及び接着層間に空隙を画定していることを特徴
とする付記１に記載の装置。
【０１１２】
　付記３．前記隔離体は、連続した又は欠いた環、正方形、矩形、楕円、腎臓形状、及び
所定の厚さのうちのいずれか１つにより画定されていることを特徴とする付記１又は２に
記載の装置。
【０１１３】
　付記４．前記隔離体は、ヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている少なくとも
１つの内部開口を画定していることを特徴とする付記３に記載の装置。
【０１１４】
　付記５．前記内部開口内に位置するヒドロゲル電極を更に備えていることを特徴とする
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付記４に記載の装置。
【０１１５】
　付記６．前記隔離体は、発泡性材料から形成されている、及び／又は前記隔離体の一端
部に形成されている接着層を備えていることを特徴とする付記１～５のいずれかに記載の
装置。
【０１１６】
　付記７．前記筐体と前記接着層との間に取付点を更に備えており、取付領域が、前記隔
離体の形状により画定されていることを特徴とする付記１～６のいずれかに記載の装置。
【０１１７】
　付記８．前記筐体と前記接着層との間の取付点の数が、少なくとも１から１０又はそれ
以上の範囲内であることを特徴とする付記７に記載の装置。
【０１１８】
　付記９．前記筐体に取り付けられている可撓層を備えていることを特徴とする付記１～
８のいずれかに記載の装置。
【０１１９】
　付記１０．前記筐体及び可撓層は、該筐体及び可撓層間に空隙を画定していることを特
徴とする付記９に記載の装置。
【０１２０】
　付記１１．前記可撓層は発泡体から形成されていることを特徴とする付記９又は１０に
記載の装置。
【０１２１】
　付記１２．前記可撓層は、前記隔離体と前記筐体との間に配置されていることを特徴と
する付記９～１１のいずれかに記載の装置。
【０１２２】
　付記１３．前記筐体は、可撓性材料から形成されていることを特徴とする付記１～１２
のいずれかに記載の装置。
【０１２３】
　付記１４．前記筐体は、頂部及び底部を備えており、該頂部及び底部は、該頂部及び底
部間に溝部を画定しており、該溝部により、前記底部が曲がり、生体被験者の身体の外形
に密着することが可能になることを特徴とする付記１～１３のいずれかに記載の装置。
【０１２４】
　付記１５．前記筐体は、生体被験者の身体への取り付けを強化するために、湾曲して予
備成形された身体形状要素を備えていることを特徴とする付記１～１４のいずれかに記載
の装置。
【０１２５】
　付記１６．前記筐体は、ヒドロゲル電極を受け入れるために、前記筐体内に少なくとも
１つのポケットを画定していることを特徴とする付記１～１５のいずれかに記載の装置。
【０１２６】
　付記１７．ヒドロゲル電極を受け入れるように構成されている少なくとも１つの段状ポ
ケットを更に備えており、該段状ポケットは膨張用溝部を形成していることを特徴とする
付記１～１６のいずれかに記載の装置。
【０１２７】
　付記１８．前記筐体内に位置する電子モジュールを更に備えていることを特徴とする付
記１～１７のいずれかに記載の装置。
【０１２８】
　付記１９．前記電子モジュールに電気的に連結された少なくとも１つの導電性要素を備
えていることを特徴とする付記１８に記載の装置。
【０１２９】
　付記２０．前記電子モジュールに電気的に連結された送受信機を更に備えていることを
特徴とする付記１８又は１９に記載の装置。
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【０１３０】
　付記２１．前記電子モジュールに電気的に連結されたスイッチを備えていることを特徴
とする付記１８～２０のいずれかに記載の装置。
【０１３１】
　付記２２．前記電子モジュールに電気的に連結された水浸入表示器を更に備えているこ
とを特徴とする付記１８～２１のいずれかに記載の装置。
【０１３２】
　付記２３．前記電子モジュールに電気的に連結された表示器に電力を供給するエネルギ
ー源を更に備えており、前記表示器は前記筐体内に位置することを特徴とする付記１８～
２２のいずれかに記載の装置。
【０１３３】
　付記２４．前記表示器によって放出されたエネルギーが生体被験者に識別可能であるか
、又は前記筐体の外側の電子要素によって検出可能であるように、前記筐体の一部が、透
光性材料から形成されていることを特徴とする付記２３に記載の装置。
【０１３４】
　付記２５．ヒドロゲルが回路モジュールに電気的に連結されていることを特徴とする付
記１８～２４のいずれかに記載の装置。
【０１３５】
　付記２６．生体被験者からの生理的情報を感知するように機能する生理的感知モジュー
ルを更に備えていることを特徴とする付記１～２５のいずれかに記載の装置。
【０１３６】
　付記２７．生体被験者によって着用されるように設計された付記１～２６のいずれかに
記載の身体関連装置を備えており、
　該身体関連装置は、前記筐体及び電子モジュールに連結されて、生体被験者と前記身体
関連装置との間で情報を通信するように構成されたフィードバック部を更に備えており、
　前記身体関連装置に通信を送信する、及び／又は前記身体関連装置から通信を受信する
ように機能する外部ローカルノードを更に備えていることを特徴とする個人通信システム
。
【０１３７】
　付記２８．前記身体関連装置は、該身体関連装置から外部ローカルノードに情報を通信
する、及び／又は前記外部ローカルノードから情報を受信するように機能する無線通信モ
ジュールを備えていることを特徴とする付記２７に記載の個人通信システム。
【０１３８】
　付記２９．前記外部ローカルノードへの送信通信及び前記外部ローカルノードからの受
信通信のうちの少なくとも１つを通信するように機能する遠隔ノードを更に備えているこ
とを特徴とする付記２７又は２８に記載の個人通信システム。
【０１３９】
　付記３０．前記身体関連装置を着用している被験者からの情報、好ましくは生理的パラ
メータを通信するための、及び／又は情報を受信するための付記１～２６のいずれかに記
載の装置の使用。
【０１４０】
　付記３１．パッチの形態を有する付記１～２６のいずれかに記載の装置。
【０１４１】
　本開示は、それ自体が変わり得るように、記載されている特定の実施形態又は態様に限
定されないことを理解されたい。本明細書で使用されている用語は、単に特定の実施形態
を説明するために用いられており、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限
定されるため、制限することを意図していないことも理解されたい。
【０１４２】
　ある範囲の値が与えられる場合、その範囲の上限及び下限の間の、文脈が別段に明示し
ない限りは下限の単位の１０分の１までの各介在値、及びその記載された範囲内の任意の
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他の記載された値又は介在する値が本発明に包含されることを理解されたい。これらのよ
り小さい範囲の上限及び下限は、より小さい範囲内に独立して含まれてもよく、記載され
た範囲内の任意の具体的に除外された限度を条件として本発明に包含される。記載された
範囲が限度のうちの一方又は両方を含む場合、これらの含まれた限度の一方又は両方を除
外した範囲も本発明に包含される。
【０１４３】
　特に定義されていない限り、本明細書に使用されている全ての技術的用語及び科学的用
語は、本発明が属する技術分野の当業者によって広く理解されているものと同じ意味を有
する。本明細書に記載のものと同様又は同等である全ての方法及び材料を、本発明の実施
又は試験に使用することができるが、代表的な実例となる方法及び材料を本明細書に記載
している。
【０１４４】
　本明細書に引用されている全ての刊行物及び特許は、個々の刊行物又は特許が、具体的
に且つ個別に参照によって組み込まれると示されているかのように参照によって本明細書
に組み込まれ、刊行物の引用に関連する方法及び／又は材料を開示して記載すべく、参照
によって本明細書に組み込まれる。任意の刊行物の引用は、出願日前のその開示に関する
ものであって、先行発明を理由として、本発明がそのような刊行物に先行する権限がない
ことを認めるものであるとみなされるべきではない。更に、提供される刊行物の日付は、
実際の公開日とは異なる場合があり、個別に確認する必要がある。
【０１４５】
　単数形の「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ）」が、本明細書
及び請求項で用いられている場合、文脈が別段に明示しない限り、複数の指示対象を含む
ことを留意すべきである。更に、請求項がいかなる選択的な要素も排除して記載されてい
ることを留意すべきである。従って、この記述は、請求項の要素の記載に関する「唯一の
（ｓｏｌｅｌｙ）」、「のみの（ｏｎｌｙ）」等の排他的用語の使用、又は「否定的な（
ｎｅｇａｔｉｖｅ）」限定の使用のための先行記載として機能すべく意図される。
【０１４６】
　当業者が本開示を読むと明らかであるように、本明細書に説明され例示された個々の実
施形態は夫々、別々の構成要素及び特徴を有しており、別々の構成要素及び特徴は、本発
明の範囲又は趣旨から逸脱することなく、他の複数の実施形態のいずれかから容易に分離
されてもよく、又はいずれかと容易に組み合わされてもよい。全ての記載された方法は、
記載された事象の順序で、又は論理的に可能な任意の他の順序で実行され得る。
【０１４７】
　上記の発明は、理解の明瞭化のために、図示及び例示によりある程度詳しく説明されて
いるが、ある変更及び調整が、添付の特許請求の範囲の趣旨又は範囲から逸脱することな
く本発明になされてもよいことが、本発明の教示を考慮すると当業者に容易に明らかとな
る。
【０１４８】
　従って、本明細書に明示的に説明されていないか又は示されていないが、本発明の本質
を具体化して本発明の範囲に含まれる様々な構成を当業者が考案することが可能であるこ
とが明らかである。更に、本明細書に述べられている全ての例及び条件的な用語は、本発
明の本質と、本技術分野を進展させるために本発明者により与えられた概念とを理解する
際に読者を支援することを本質的に意図するものであり、このように具体的に述べられた
例及び条件に限定するものではないと解釈されるべきである。更に、本発明の本質、態様
及び実施形態だけでなく、本発明の具体的な例を述べている本明細書における全ての記載
は、本発明の構造的且つ機能的な等価物の両方を含むことを意図するものである。加えて
、このような均等物は、現時点で既知の均等物及び今後開発される均等物の両方、すなわ
ち構造に関わらず同一の機能を有する開発された全ての要素を含む。従って、本発明の範
囲は、本明細書に示され説明された例示的な態様及び実施形態に限定されることを意図す
るものではない。むしろ、本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲により具体化される。
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【０１４９】
　「一態様（ｏｎｅ　ａｓｐｅｃｔ）」又は「態様（ａｎ　ａｓｐｅｃｔ）」に関するあ
らゆる参照は、態様に関連して記載されている特定の特徴、構造、又は特性が少なくとも
１つの態様に含まれていると意味することは特筆に価する。従って、本明細書全体を通し
て様々な箇所で記載されている語句「一態様では」又は「ある態様では」は、全てが必ず
しも同一の態様を参照する必要がない。更に、特定の特徴、構造、又は特性は、一又は複
数の態様においてあらゆる適切な方法で組み合わされ得る。
【０１５０】
　ある態様は、「取り付けられる」（ａｔｔａｃｈｅｄ）、「連結される」（ｃｏｕｐｌ
ｅｄ）、及び「接続される」（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）という表現をその派生語と共に使用
して記載されている。これらの用語は互いに同義語であることを意図していないことを理
解すべきである。例えば、ある態様は、２つ以上の要素が互いに直接的に物理的又は電気
的に接していることを示すために、「接続されている」という用語を使用して説明されて
いる。別の実施例では、２つ以上の要素が互いに直接的に物理的又は電気的に接している
ことを示すために、「連結されている」という用語を使用してある態様が説明されている
。しかしながら、用語「連結される」は、２つ以上の要素が互いに直接的に接していない
が、互いに協働する、又は相互作用することも意味し得る。別の実施例では、２つ以上の
要素が互いに直接的に物理的に接していることを示すために、「取り付けられる」という
用語を使用してある態様が説明されている。しかしながら、用語「取り付けられる」は、
２つ以上の要素が互いに直接的に接していないが、互いに協働する、又は相互作用するこ
とも意味し得る。
【０１５１】
　本明細書に記載されているように、態様のある特徴が図示されているが、多くの修正、
置換、変更、及び等価物が当業者に考案される。従って、添付の特許請求の範囲は、この
ような修正及び変更を全て本態様の真の趣旨の範囲内に含めるように網羅することが意図
されていることを理解されたい。
【０１５２】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１１年３月１１に出願され「様々な物理的構成を備えた着用式個人身体関
連装置」（Ｗｅａｒａｂｌｅ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｂｏｄｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｖａｒｉｏｕｓ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎｓ）を発明の名称とする米国仮特許出願第６１／４５２，０４２号明細書の出願日を優
先日として主張しており、その開示全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
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