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(57)【要約】
　ユーザ動作を確認するための装置は、例えばＮＦＣ通
信のような短距離通信の確立に基づいて第１のデバイス
１０１の第２のデバイス１０３に対する近接を検出する
ための近接検出部２０１を有する。受信部２０３は、第
２のデバイス１０３の動作を示す動作データとともに動
作検出部から動作データを受信する。評価部２０９は、
動作データが動作基準を満たすか否かを評価する。最後
に、指定部２１１は、動作データが動作基準を満たし、
且つ、続いて第１のデバイスの第２のデバイスに対する
近接が検出された場合にのみ、ユーザ動作を有効なもの
として指定する。そうでなければ、ユーザ動作は、有効
でないものとして指定され得る。例えばデバイス１０１
，１０３のうちの一方の部分であるプロセッサ２１３は
、ユーザ動作が有効なものとして指定されたか否かに依
存して異なるように実行し得る。例えば、異なるユーザ
通知及びフィードバックが提供され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ動作を確認するための装置であって、
　第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接を検出するための近接検出部と、
　動作検出部から動作データを受信するための受信部であって、前記動作データは、前記
第２のデバイスの動作を示す、受信部と、
　前記動作データが動作基準を満たすかどうかを評価するための評価部と、
　前記動作データが前記動作基準を満たし、その後、前記第１のデバイスの前記第２のデ
バイスに対する近接が検出された場合にのみ、前記ユーザ動作を有効なものとして指定す
るための指定部と、
　前記動作データが所与の時間間隔内に前記動作基準を満たすか否かに基づいてユーザ出
力を生成するためのユーザインタフェースとを有する、装置。
【請求項２】
　前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスは、通信ユニットを有し、前記近接検出部
は、前記通信ユニット間の通信の確立に基づいて前記第１のデバイスの前記第２のデバイ
スに対する近接を検出するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２のデバイスは、前記動作データを生成するための動作センサを有し、前記第２
のデバイスは、前記近接検出部、前記受信部、前記評価部及び前記指定部を更に有する、
請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１のデバイスは、前記近接検出部、前記受信部、前記評価部及び前記指定部を有
する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　ユーザが前記第１のデバイスを前記第２のデバイスの近くに持ってくるというユーザア
クションを実行するという要求を出力するためのユーザ出力を更に有し、
　前記評価部は、前記動作基準を、前記ユーザアクションに関連付けられた動作基準とし
て決定するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記指定部は、前記動作データが前記要求の出力のタイミングに対する第１の時間間隔
内に前記動作基準を満たす場合にのみ、前記ユーザ動作を有効なものとして指定するよう
に構成される、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のデバイスの前記第２のデバイスに対する近接が所与の時間間隔内に検出され
たかどうかに基づいてユーザ出力を生成するためのユーザインタフェースを更に有する、
請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記動作基準は、前記第２のデバイスの動作パターンに対応する動作データに対する時
間間隔内に生じる前記第１のデバイスの前記第２のデバイスに対する近接の検出の要件を
有する、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記動作データが前記動作基準を満たさなければならない、及び、前記第１のデバイス
の前記第２のデバイスに対する近接が前記ユーザ動作が有効なものと指定されるように検
出されなければならない、時間間隔を決定するための制御部を更に有する、請求項１に記
載の装置。
【請求項１０】
　前記動作データが前記時間間隔内に前記動作基準を満たすが前記第１のデバイスの前記
第２のデバイスに対する近接が検出されない場合に、ユーザ通知を生成するように構成さ
れたユーザインタフェースを更に有する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
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　前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスのうち少なくとも１つから使用可能なデー
タを受信するための受信部を更に有し、
　前記指定部は、前記使用可能なデータが基準を満たす場合にのみ、前記ユーザ動作を有
効なものとして指定するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記動作データは、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスのうち少なくとも１つ
の配向を示す配向データを有し、前記動作基準は、前記配向データが基準を満たすという
要件を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記指定部は、前記動作データが前記第１のデバイスの前記第２のデバイスに対する近
接の検出に続く時間間隔において前記第２のデバイスの動作の要件を有する更なる動作基
準を満たす場合にのみ、前記ユーザ動作を有効なものとして指定するように更に構成され
る、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記動作データは、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの双方の動作を示し、
前記動作基準は、前記第１のデバイスの動作及び前記第２のデバイスの動作の要件を有す
る、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　ユーザ動作を確認する方法であって、
　第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接を検出するステップと、
　動作検出部から動作データを受信するステップであって、前記動作データは、前記第２
のデバイスの動作を示す、ステップと、
　前記動作データが動作基準を満たすかどうかを評価するステップと、
　前記動作データが前記動作基準を満たし、且つ、その後、前記第１のデバイスの前記第
２のデバイスに対する近接が検出された場合にのみ、前記ユーザ動作を有効なものとして
指定するステップと、
　前記動作データが所与の時間間隔内に前記動作基準を満たすか否かに基づいてユーザ出
力を生成するステップとを有する、方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ動作の検証に関し、とりわけ、排他的ではないが、パーソナルスマー
トフォンのようなパーソナル電子デバイスによるユーザ動作の評価に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスは、ますます日常生活の部分になっており、人により手動で予め扱われた
多くの機能及びアクティビティを引き受けるか又は支援している。例えば、モバイル電話
は、ますます、多くの異なる日々の機能においてユーザを支援し得るパーソナル計算及び
通信デバイスになっている。例えば、スマートフォンは、通信を提供するために用いられ
得るだけでなく、種々のアクティビティのスケジューリング、プランニング及び管理のた
めにユーザにより用いられ得る。
【０００３】
　多くのシナリオにおいて、スマートフォンのようなパーソナルデバイスは、人により用
いられ得る他のデバイスからの種々のデータを検索、記録及び提示するために用いられ得
る。例えば、電気歯ブラシは、例えばブラッシングに費やす時間、適用される圧力等を測
定するための機能を有してもよい。斯様なデータは、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＮ
ＦＣ通信リンクを用いてスマートフォンに送信され得る。
【０００４】
　しかしながら、ユーザデバイス、アプリケーション及び機能の増大された多様性及びフ
レキシビリティは、ユーザにとってより挑戦的であるとみなされ得る、より複雑で面倒な
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ユーザ動作をもたらし得る。例えば、特定の動作又はアクションは、短距離通信を確立す
るか又は適切なデータが提示されるのを可能にするためにユーザにより要求され得る。従
って、ますます複雑なユーザ動作が要求とされ、従って、電子デバイスが所望の動作を実
行することについてユーザを支援することができる場合に望ましい。
【０００５】
　近年の他の傾向は、ユーザ動作及び特性をモニタ、検出及び記録するためにパーソナル
電子デバイスを用いるという増大された欲求である。例えば、パーソナライズされた健康
及び運動デバイスの使用がますます普及している。例えば、情報を解析してユーザに提示
するために運動機器又は健康モニタリングデバイスと入出力可能な腕時計又はスマートフ
ォンが、ますます普及している。故に、ユーザ動作をモニタ又は評価する電子デバイスに
向かって成長する傾向が存在する。
【０００６】
　従って、ユーザアクティビティは、ユーザ動作を評価する電子デバイスによりサポート
されている。それ故、多くのシナリオにおける継続的なチャレンジは、ユーザを支援する
ためにユーザ動作の正確な評価をどのように与えるかである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それ故、改良されたアプローチが利点であり、とりわけ、増大されたフレキシビリティ
、向上した精度、促進された評価及び／又は向上したパフォーマンスを可能にするアプロ
ーチが有利であるだろう。
【０００８】
　従って、本発明は、好ましくは上述の欠点の１又はそれ以上を単独で又は任意の組み合
わせにおいて緩和、軽減又は除去しようとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、ユーザ動作を確認するための装置が提供され、当該装置は、
第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接を検出するための近接検出部と、動作検出
部から動作データを受信するための受信部であって、前記動作データは、前記第２のデバ
イスの動作を示す、受信部と、前記動作データが動作基準を満たすかどうかを評価するた
めの評価部と、前記動作データが前記動作基準を満たし、その後、前記第１のデバイスの
前記第２のデバイスに対する近接が検出された場合にのみ、前記ユーザ動作を有効なもの
として指定するための指定部と、前記動作データが所与の時間間隔内に前記動作基準を満
たすか否かに基づいてユーザ出力を生成するためのユーザインタフェースとを有する。
【００１０】
　本発明は、ユーザ動作を評価するための改良されたアプローチを可能にし、多くのアプ
リケーション又はシナリオにおいて、ユーザ動作を評価するための新たな若しくは改良さ
れたアプローチ及び／又は向上した精度を提供し得る。本アプローチは、例えば多くの実
施形態及びシナリオにおいて個々のユーザアクションの新たな又は改良された検出、モニ
タリング又は分類を可能にし得る。本アプローチは、とりわけ、異なるデバイスの使用及
び可能なインタラクションの評価がユーザ動作に関する追加の情報を与えるのを可能にし
、これにより、この向上した推定を可能にする。とりわけ、デバイス間の近接の組み合わ
せられた考察及び例えばデバイスのうち少なくとも１つの運動パターンは、多くの異なる
ユーザ動作又はアクションを検出又は評価するのに特に適したデータ及び情報を提供し得
る。
【００１１】
　例えば、本アプローチは、ユーザが通信リンクを確立するために必要とされる要求され
たアクションを正しく実行しているかどうか、ユーザが定められた薬服用プログラムを守
っているかどうか等を推定するために用いられ得る。
【００１２】
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　指定部は、動作データが動作基準を満たさないか又は第１のデバイスの第２のデバイス
に対する近接が検出されない（又は両方とも）場合、ユーザ動作を無効なものとして指定
してもよい。
【００１３】
　第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接の検出は、詳細には、動作データが動作
基準を満たす時間に続く時間間隔内で、即ち、第２のデバイスが動作基準を満たすために
必要とされる動作を実行したことを動作データが示す時間に対して決定された時間間隔の
範囲内で発生するように要求されてもよい。多くの実施形態において、指定部は、第１の
デバイスの第２のデバイスに対する近接が動作基準を満たす動作データの時間に対して決
定された時間間隔において検出された場合にのみ、ユーザ動作を有効なものとして指定し
得る。時間間隔は、動作基準を満たす動作データ時に始まってもよく、予め決められた期
間の間続いてもよい。この時間間隔は、多くの場合、詳細には５，２，１又は１／２分未
満の期間のような、比較的短い期間を有し得る。
【００１４】
　本アプローチは、動作を起動するためにデバイスの運動を含む多くのシナリオにおいて
特に有利な動作を提供し得る。動作基準を満たす動作データによる動作の検出は、例えば
、ユーザが第１及び第２のデバイスを互いに近づけることに関連付けられ得るアクション
を実行するかどうかを評価し得る。検出された動作が近接検出をもたらす場合、予想され
るユーザ動作／アクションが正常に完了されたとみなされ得る。そうでなければ、ユーザ
がアクションを実行することを試みたが成功しなかったことを示してもよい。動作基準を
満たす動作データが受信されない場合、デバイス間の近接が検出される場合であっても、
例えばユーザが要求又は期待される動作又はアクションを試みなかったと結論付けてもよ
い。
【００１５】
　動作データが所与の時間間隔内で動作基準を満たすか（否か）に基づくユーザ出力の生
成は、とりわけ多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良された
及び／又は新たなアプリケーション又は機能が使用されるのを可能にし得る。多くの実施
形態において、アプローチは、ユーザが特定のユーザアクションをタイムリーな態様で実
行したかどうかを推定することについて増大された信頼性を与え得る。時間間隔内のユー
ザ運動の特定の考察は、例えばユーザをガイドするために用いられ得る専用のユーザフィ
ードバックを生成するのに特に適し得る異なるユーザ動作間の特に有利な区別を与え得る
。例えば、所与のアクションを実行する（例えば２つの通信ユニットをくっつけることに
よりこれらを結合する）ことを試みているユーザと、斯様なアクションを実行することを
試みないユーザとの間の区別を可能にし得る。ユーザフィードバックは適宜適合され得る
。
【００１６】
　ユーザインタフェースは、詳細には、動作データが所与の時間間隔内で動作基準を満た
すか否かに依存して異なるユーザ通知を生成してもよい。
【００１７】
　時間間隔は、多くの場合、詳細には５，２，１又は１／２分の期間のような、比較的短
い期間を有し得る。
【００１８】
　動作基準を満たす動作データは、詳細には、デバイスをくっつける動作のような、第１
のデバイスの第２のデバイスに対する近接を実現するための起動ユーザアクションの指標
であってもよい。
【００１９】
　幾つかの実施形態において、装置は、例えば第２のデバイスの識別子（例えば、タイプ
、製造者又は個々のデバイス識別子）に基づいて、動作基準を第２のデバイスの動作基準
として決定するための決定部を有してもよい。例えば、動作基準は異なるデバイスに対し
て格納されてもよく、決定部は特定の第２のデバイスに適した動作基準を選択するように
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構成されてもよい。
【００２０】
　第１及び第２のデバイスの近接は、近接要件が満たされたときに検出される。任意の適
切な近接要件が用いられてもよく、これがデバイスの任意の特定の物理的距離又は物理的
特性に直接対応する必要はない。詳細には、満たされる基準の確率が互いに離れているよ
りも互いに近くにあるデバイスに対してより高くなる任意の近接基準が用いられ得る。
【００２１】
　しかしながら、幾つかの実施形態において、近接検出は、互いから１メートル未満、多
くの場合有利には５０ｃｍ未満にある第１及び第２のデバイスを示す。
【００２２】
　動作検出部は、第２のデバイスの部分であってもよく、例えば１又はそれ以上の加速度
計、コンパス、ＧＰＳ受信部等であってもよく又はこれらを有してもよい。動作データは
、第２のデバイスの動作／運動（場合により配向又は回転（のみ））を示す。動作データ
は、絶対的な又は相対的なデータであり得る。
【００２３】
　動作基準は、有効なユーザの動作／行為を実行したときに第２のデバイスの期待される
運動を反映してもよい。
【００２４】
　例えばデバイスのうちの１つの部分であるプロセッサは、ユーザ動作が有効なものとし
て指定されるか否か、例えば異なるユーザ通知及びユーザフィードバックが与えられ得る
か又は異なる機能若しくは処理が実行され得るかに依存して処理を適応させ得る。
【００２５】
　多くの実施形態において、動作基準は、動作データが所与の動作パターンに対応すると
いう要件を有してもよい。
【００２６】
　これは、多くの実施形態において改良されたユーザ動作評価を提供し得る。とりわけ、
多くのシナリオにおいて、ユーザアクション又は運動の正確な推定を可能にし得る。
【００２７】
　（例えば配向を含む）動作パターンは、例えば位置の範囲又はセットを時間の関数とし
て記述してもよい（ここで、時間は絶対的なものであってもよく、又は、より典型的には
、相対時間であってもよい）。前記位置は、動作基準が満たされるものとみなされるため
に、例えば動作データが期待された動作にどれくらい密接に適合しなければならないかを
示す、位置の間隔として与えられてもよい。前記位置は、絶対的な位置であってもよく、
又は、相対的な位置であってもよい。
【００２８】
　第２のデバイスは、例えばスマートフォン、スマートウォッチ、歯ブラシ等を含む任意
のユーザ可動デバイスであってもよい。幾つかの実施形態において、第１のデバイスは、
静止デバイスであってもよく、詳細には、非ユーザ可動デバイス（即ち、動作の間、ユー
ザにより移動されることを意図しないもの）であってもよい。多くの実施形態において、
第１のデバイスのための運動データは、ユーザ動作の評価又は指定において用いられない
。他の実施形態として、第１のデバイスは、ユーザ可動デバイスであってもよく、幾つか
の実施形態において、第１のデバイスのための動作データは、ユーザ動作を指定するとき
、及び／又は、動作データが動作基準を満たすかどうかを評価するときに考慮されてもよ
い。
【００２９】
　動作データは、ユーザ動作を示してもよく、詳細には、ユーザの手の運動を示してもよ
い。
【００３０】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、第１のデバイス及び第２のデバイスは、通信ユ
ニットを有し、近接検出部は、通信ユニット間の通信の確立に基づいて第１のデバイスの
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第２のデバイスに対する近接を検出するように構成される。
【００３１】
　これは、有利な近接検出を提供してもよく、とりわけ、システムは、ユーザ動作評価が
デバイスの通信動作に密接に関連付けられるのを可能にしてもよい。故に、斯様な近接検
出は、デバイスが互いに近くにあるかどうかに関する情報を提供し得るだけでなく、デバ
イスの機能を示し得る。
【００３２】
　通信ユニットは、詳細には、例えば５０ｃｍ未満の範囲を有する、短距離通信ユニット
であってもよい。例えば、短距離通信ユニットは、ＮＦＣ通信ユニットであってもよい。
【００３３】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、第２のデバイスは、動作データを生成するため
の動作センサを有し、第２のデバイスは、近接検出部、受信部、評価部及び指定部を更に
有する。
【００３４】
　多くの実施形態において、ユーザ可動デバイスは、デバイスの運動に基づいてユーザ動
作を評価するために用いられてもよい。本アプローチは、とりわけ、ユーザデバイスから
の追加の又は強化されたユーザ機能を提供し得る。例えば、追加の機能は、ユーザ自身の
モバイルフォン、スマートフォン又はスマートウォッチにより提供されてもよい。多くの
実施形態及びシナリオにおいて、強化されたユーザ体験が実現され得る。
【００３５】
　幾つかの実施形態において、第２のデバイスは、ユーザ動作が有効なものとして指定さ
れるかどうかに基づいてユーザ出力を生成するためのユーザインタフェースを更に有する
。
【００３６】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、第１のデバイスは、近接検出部、受信部、評価
部及び指定部を有する。
【００３７】
　本アプローチは、デバイスが他のデバイスの運動に基づいてユーザ動作を評価するのを
可能にしてもよい。例えば、固定されたデバイスは、ユーザ可動デバイスに基づいてユー
ザ動作を評価する能力を備えていてもよい。動作データは、例えば、ワイヤレス通信リン
クを介して受信される。
【００３８】
　また、本アプローチは、多くの実施形態において、例えば使用者専用ではないデバイス
（例えば支払い端末）がユーザ自身のデバイスの運動に基づいてユーザ動作を評価するの
を可能にしてもよい。
【００３９】
　故に、強化された、改良された又は追加の機能が、多くの実施形態において実現され得
る。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、第１のデバイスは、ユーザ動作が有効なものとして指定さ
れるかどうかに基づいてユーザ出力を生成するためのユーザインタフェースを更に有する
。
【００４１】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、装置は、ユーザが第１のデバイスを第２のデバ
イスの近くに持ってくるというユーザアクションを実行する要求を出力するためのユーザ
出力を更に有し、評価部は、動作基準を、ユーザアクションに関連付けられた動作基準と
して決定するように構成される。
【００４２】
　本アプローチは、例えばデバイスがくっつけられることをもたらすか又は含む特定のア
クションをユーザが実行し、これらのユーザアクションが実際に実行されたかどうかを確
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認するようにガイド又は指示されるアプリケーションに対して特に有利なアプローチを提
供し得る。本アプローチは、有利なユーザ体験を提供し、例えば所望の全体的な機能又は
使用を実現するために必要となるアクションを実行することについてユーザを支援し得る
。
【００４３】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、指定部は、動作データが前記要求の出力のタイ
ミングに対する第１の時間間隔内に動作基準を満たす場合にのみ、ユーザ動作を有効なも
のとして指定するように構成される。
【００４４】
　本アプローチは、多くの実施形態において、改良されたユーザ体験を提供し、詳細には
、ガイダンス情報の提供と対応するユーザ動作又はアクションの確認との間の極めて近い
接続が実現され得る。第１の時間間隔は、要求が出力されるのと実質的に同時に開始され
てもよい。
【００４５】
　第１の時間間隔は、多くの場合、詳細には５，２，１又は１／２分未満の期間のような
、比較的短い期間を有し得る。
【００４６】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、装置は、第１のデバイスの第２のデバイスに対
する近接が所与の時間間隔内に検出されたかどうかに基づいてユーザ出力を生成するため
のユーザインタフェースを更に有する。
【００４７】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良さ
れた及び／又は新たなアプリケーション又は機能が採用されるのを可能にし得る。多くの
実施形態において、本アプローチは、ユーザがタイムリーな態様で特定のユーザアクショ
ンを実行したかどうかを推定することについて増大された信頼性を提供し得る。
【００４８】
　ユーザインタフェースは、詳細には、第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接が
所与の時間間隔内に検出されたかどうかに依存して異なるユーザ通知を生成してもよい。
【００４９】
　幾つかの実施形態において、異なるユーザフィードバック／通知は、動作要件を満たす
動作データ及び所与の時間間隔内に検出される第１のデバイスの第２のデバイスに対する
近接の異なる組み合わせに対して生成されてもよい。
【００５０】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、近接検出部は、検出閾値を超える第１のデバイ
ス及び第２のデバイスのうち少なくとも１つからの電磁信号のレベルの検出に基づいて第
１のデバイスの第２のデバイスに対する近接を検出するように構成される。
【００５１】
　これは、有利な近接検出を提供し、多くの実施形態において、ユーザ動作評価がデバイ
スの通信動作に密接に関連付けられるのを可能にし得る。とりわけ、近接検出が近接検出
のために望まれる範囲を超える通信範囲を有する通信システムに基づくのを可能にしても
よい。例えば、５０ｃｍのオーダの近接検出は、例えば数メートルの範囲を伴うＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ通信に基づき得る。
【００５２】
　電磁信号は、詳細には、無線通信信号の（場合により変調された）担体のような通信信
号であってもよい。
【００５３】
　幾つかの実施形態において、動作基準は、動作データが時間間隔内に動作要件に適合す
るという要件を有する。
【００５４】
　この要件は、詳細には、動作データが所与の時間間隔内に行われた特定のユーザ運動に
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一致していなければならないということであってもよい。
【００５５】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良さ
れた及び／又は新たなアプリケーション若しくは機能が採用されるのを可能にし得る。
【００５６】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、動作基準は、第２のデバイスの動作パターンに
対応する動作データに対する時間間隔内に生じる第１のデバイスの第２のデバイスに対す
る近接の検出の要件を有する。
【００５７】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良さ
れた及び／又は新たなアプリケーション若しくは機能が採用されるのを可能にし得る。多
くの実施形態において、アプローチは、ユーザが特定のユーザアクションをタイムリーな
態様で実行したかどうかを推定することについて増大された信頼性を与え得る。
【００５８】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、装置は、動作データが動作基準を満たさなけれ
ばならない、及び、第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接がユーザ動作が有効な
ものと指定されるように検出されなければならない、時間間隔を決定するための制御部を
更に有する。
【００５９】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良さ
れた及び／又は新たなアプリケーション若しくは機能が採用されるのを可能にし得る。多
くの実施形態において、アプローチは、ユーザが特定のユーザアクションをタイムリーな
態様で実行したかどうかを推定することについて増大された信頼性を与え得る。
【００６０】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、装置は、動作データが時間間隔内に動作基準を
満たすが第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接が検出されない場合に、ユーザ通
知を生成するように構成されたユーザインタフェースを更に有する。
【００６１】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良さ
れた及び／又は新たなアプリケーション若しくは機能が採用されるのを可能にし得る。多
くの実施形態において、本アプローチは、増大された有用性を提供し、改良された支援及
びガイダンスがユーザに提供されるのを可能にし、これにより、所望の動作を実行するこ
とについてユーザを支援する。
【００６２】
　幾つかの実施形態において、装置は、以下の基準のどの組み合わせが時間間隔内に満た
されるかに基づいて異なるユーザ通知を生成するように構成されたユーザインタフェース
を更に有する。
－　動作データが時間間隔内に動作基準を満たす（か否か）
－　第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接が検出される（か否か）
【００６３】
　幾つかの実施形態において、装置は、動作データが時間間隔内に動作基準を満たすが第
１のデバイスの第２のデバイスに対する近接が検出されない場合、動作データが時間間隔
内に動作基準を満たさない場合とは異なるユーザ通知を生成するように構成されたユーザ
インタフェースを更に有する。
【００６４】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し、改良さ
れた及び／又は新たなアプリケーション若しくは機能が採用されるのを可能にし得る。多
くの実施形態において、本アプローチは、増大された有用性を提供し、改良された支援及
びガイダンスがユーザに提供されるのを可能にし、これにより、所望の動作を実行するこ
とについてユーザを支援する。
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【００６５】
　動作データが時間間隔内に動作基準を満たさない場合、ユーザインタフェースは、第１
のデバイスの第２のデバイスに対する近接が検出されたか否かに依存して異なるユーザ通
知を生成するように構成されてもよい。
【００６６】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、装置は、第１のデバイス及び第２のデバイスの
うち少なくとも１つから使用可能なデータを受信するための受信部を更に有し、指定部は
、使用可能なデータが基準を満たす場合にのみ、ユーザ動作を有効なものとして指定する
ように構成される。
【００６７】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し得る。と
りわけ、多くの実施形態において、ユーザが所与のアクションを実行したか否かのより正
確な検出を提供し得る。
【００６８】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、動作データは、第１のデバイス及び第２のデバ
イスのうち少なくとも１つの配向を示す配向データを有し、動作基準は、配向データが基
準を満たすという要件を含む。
【００６９】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し得る。と
りわけ、多くの実施形態において、ユーザがＮＦＣ通信のような通信を確立するために所
望の動作又はアクションを実行したかどうかのより正確な決定を提供し得る。
【００７０】
　幾つかの実施形態において、第１のデバイス及び第２のデバイスのうち少なくとも１つ
は、ユーザ動作が有効なものと指定されるか否かに依存して動作を実行するように構成さ
れる。
【００７１】
　本アプローチは、特定のユーザ動作に対するシステムの向上した適応性を可能にし得る
。例えば、ユーザの動作に特に適合されるガイダンス又はユーザフィードバックが提供さ
れてもよい。
【００７２】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、指定部は、動作データが第１のデバイスの第２
のデバイスに対する近接の検出に続く時間間隔において第２のデバイスの動作の要件を有
する更なる動作基準を満たす場合にのみ、ユーザ動作を有効なものとして指定するように
更に構成される。
【００７３】
　これは、ユーザ動作の改良された評価を提供し、とりわけ、第１及び第２のデバイスが
互いに近付けられる前後のアクションを含む、複数のアクション間で特定のシーケンスを
要するより複雑な動作に基づく決定を可能にし得る。
【００７４】
　本発明のオプショナルな特徴によれば、動作データは、第１のデバイス及び第２のデバ
イスの双方の動作を示し、動作基準は、第１のデバイスの動作及び第２のデバイスの動作
の要件を有する。
【００７５】
　本アプローチは、多くのシナリオにおいて改良されたユーザ動作評価を提供し得る。
【００７６】
　本発明の一態様によれば、ユーザ動作を確認する方法が提供され、当該方法は、第１の
デバイスの第２のデバイスに対する近接を検出するステップと、動作検出部から動作デー
タを受信するステップであって、前記動作データは、前記第２のデバイスの動作を示す、
ステップと、前記動作データが動作基準を満たすかどうかを評価するステップと、前記動
作データが前記動作基準を満たし、且つ、その後、前記第１のデバイスの前記第２のデバ
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イスに対する近接が検出された場合にのみ、前記ユーザ動作を有効なものとして指定する
ステップとを有する。
【００７７】
　本発明の一態様によれば、プログラムがコンピュータ上で実行されたときに、上記の方
法の全てのステップを実行するように適合されたコンピュータプログラムコード手段を有
するコンピュータプログラム製品が提供される。
【００７８】
　本発明のこれらの及び他の態様、特徴及び利点は、以下で述べられる実施形態から明ら
かになり、これらを参照して説明されるだろう。
【００７９】
　本発明の実施形態は、単なる例により、図面を参照して述べられるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の幾つかの実施形態によるシナリオの一例を示す。
【図２】本発明の幾つかの実施形態によるユーザ動作を確認するための装置の幾つかの要
素の一例を示す。
【図３】本発明の幾つかの実施形態によるユーザ動作を確認する例示的な方法のフロー図
の一例を示す。
【図４】本発明の幾つかの実施形態によるユーザ動作を確認する例示的な方法のフロー図
の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００８１】
　図１は、本発明の幾つかの実施形態によるシナリオの一例を示している。本例において
、第１のデバイス１０１及び第２のデバイス１０３は、ユーザアクティビティに関連して
ユーザにより用いられる。一方のデバイスは、例えば、スマートフォンのようなパーソナ
ルデバイスであってもよく、他方のデバイスは、例えば、医療デバイス又はパーソナル衛
生デバイスのような特定の機能のデバイスであってもよい。
【００８２】
　このシナリオにおいて、少なくとも第２のデバイス１０３は、ユーザ移動可能である、
即ちユーザにより移動され得る、モバイルデバイスである。例えば、スマートフォン又は
スマートウォッチによるものであってもよい。多くの実施形態において、第１のデバイス
１０１は、例えば支払い端末又は静止絵薬箱／ディスペンサのような静止デバイスであっ
てもよい。他の実施形態として、第１のデバイス１０１は、ユーザ移動可能であってもよ
く、例えば歯ブラシ又は他のスマートフォンであってもよい。
【００８３】
　このシナリオにおいて、ユーザは、特定のアクションを実行するのを期待され、ユーザ
がこのアクションを実行したか否かを検出するための機能を含む装置が用いられ得る。故
に、この装置は、ユーザがアクションを実行したか否かを推定するように構成され得る。
装置は、詳細には、ユーザ動作を有効なもの又は有効でないものとして指定するように構
成される。有効なユーザ動作は、意図された又は期待されたアクション又はアクティビテ
ィを実行するユーザの推定に対応するために考慮されてもよく、有効ではないユーザ動作
は、ユーザが意図された又は期待されたユーザアクション又はアクティビティを実行しな
いという推定に対応してもよい。
【００８４】
　装置は、詳細には、少なくとも第２のデバイス１０３が期待されたユーザ動作のための
所与の基準に適合する動作を実行しているかどうか、及び続いて、第１及び第２のデバイ
スの近接が検出されたことに依存して、ユーザ動作を有効なもの又は無効なものとして指
定するように構成される。
【００８５】
　図２は、図１のシナリオにおけるユーザ動作を確認するための装置の幾つかの要素の一
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例を示している。
【００８６】
　本装置は、第１のデバイス１０１と第２のデバイス１０３との間の近接を検出するため
の近接検出部２０１を有する。近接は、近接基準が満たされたときに検出される。任意の
適切な基準が用いられてもよく、実際には、異なる信号及び特性が異なる実施形態におい
て近接を検出するために用いられ得ることが理解されるだろう。近接が例えば特定の閾値
より小さいデバイス間の距離に対応するものとして検出されること、又は、任意の特定の
決定可能な物理的距離を反映することは必須でないことも理解されるべきである。むしろ
、前記基準は、デバイスが互いに近くにあるという可能性を反映するように考慮される任
意の基準であってもよい。故に、近接検出は、必ずしもデバイスが特定の閾値距離より離
れていないことを検出するというわけではないが、より離れた距離よりもむしろ近い距離
にあるデバイスの増大された可能性を反映する基準が用いられ得ることを単純に反映して
もよい。
【００８７】
　近接検出は、例えば、物理的測定（例えば物理的接触）、電磁信号測定（例えば、デバ
イスのうちの一方から放射されて、他方により受信される信号の信号強度）、光検出（例
えば、所与の値より大きなデバイスに対応するように推定された画像オブジェクト等）又
は任意の他の適切な特性に基づいてもよい。
【００８８】
　装置は、動作検出部／センサ２０５からの動作データを受信する動作データ受信部２０
３を更に有する。動作データは、第２のデバイス１０３の動作／運動を示し、動作検出部
／センサは、第２のデバイス１０３の部分であり、これがどのように移動されるかを反映
するデータを生成する。動作データ受信器２０３が第２のデバイス１０３に含まれない場
合、動作データ受信器２０３は、例えば動作検出部／センサ２０５と動作データ受信部２
０３との間の直接無線通信リンクのような適切な通信手段を介して動作データを受信して
もよい。
【００８９】
　装置は、近接検出部２０１に結合された動作基準プロセッサ２０７を更に有する。動作
基準プロセッサ２０７は、第２のデバイス１０３に関連付けられた動作基準を決定するよ
うに構成される。動作基準は、詳細には、期待された又は所望のユーザ動作に関連付けら
れた第２のデバイス１０３の動作又は運動を反映してもよい。詳細には、ユーザ動作が有
効なユーザ動作とみなされるべきものに対応する場合、ユーザは、動作検出部／センサ２
０５の動作基準が満たされるように、第２のデバイス１０３を移動するのを期待される。
故に、動作基準は、第２のデバイス１０３が基準を満たす運動を実行する場合にこの運動
がユーザによる期待された運動と一致しているとみなされるように構成されてもよい。
【００９０】
　動作基準は、典型的には、第２のデバイス１０５に関連しており、第１および第２のデ
バイス１０３，１０５のうち少なくとも１つに特有のものである。実際には、多くの実施
形態において、動作基準処理部２０７は、第１及び／又は第２のデバイス１０３，１０５
の識別又はタイプが知られたときに動作基準を決定するように構成されてもよい。
【００９１】
　動作基準プロセッサ２０７は、動作データ受信部２０３に更に結合される評価部２０９
に更に結合される。評価部２０９は、動作データ及び動作基準を受信し、動作データが動
作基準を満たすかどうかを評価するよう進行する。
【００９２】
　評価及び実際には動作データ及び動作基準のフォーマットは、個々の実施形態の優先度
及び要件に依存することが理解されるだろう。多くの実施形態において、動作基準は、所
与の所望の動作／運動と一致しているとみなされる動作データのセットを規定するだろう
。動作データがデータのこの規定されたセット内にある場合、基準が満たされるものとみ
なされ、そうでなければ満たされないとみなされる。
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【００９３】
　動作基準の一例は、第２のデバイスが少なくとも所与の時間間隔内に所与の方向に沿っ
て所与の距離だけ移動されなければならないという要件である。例えばある程度の動作が
所与の時間間隔内に所与のレベルを超えなければならないという基準を単純に含む、多く
の他の動作基準が用いられてもよいことが理解されるだろう。
【００９４】
　動作データは、幾つかの実施形態において、加速度計又はＧＰＳレシーバにより生成さ
れた（場合により配向を含む）動作データのような、動作センサにより生成された完全な
生動作データであってもよい。他の実施形態として、動作データは、例えば所与の時間間
隔内における所与の方向に沿った運動の指標のような、第２のデバイス１０３の動作の圧
縮された又は処理された指標であってもよい。
【００９５】
　それ故、評価部２０９は、第２のデバイス１０３における動作センサで生じる動作デー
タが動作基準により示される期待された運動に対応するかどうかを評価する。故に、前記
評価は、ユーザが期待されたユーザアクションと一致する態様で第２のデバイス１０３を
移動させることにより期待されたユーザアクションを実行したかどうかの指標として用い
られてもよい。
【００９６】
　装置は、評価部２０９及び近接検出部２０１に結合される指定部２１１を追加的に有す
る。指定部２１１は、評価部２０９により行われる評価の結果及び近接検出の結果を示す
データ、詳細には、第１のデバイス１０１と第２のデバイス１０３との間の近接が検出さ
れたかどうかの指標を反映するデータを受信する。
【００９７】
　指定部２１１は、ユーザ動作が有効なものとみなされるか否かを決定するためにこれら
の結果の双方を用いるように構成される。詳細には、指定部２１１は、ユーザが期待され
た又は所望の動作を実行したかどうか、又は、ユーザが期待された又は所望の動作を実行
しなかったかどうかの評価を生成してもよい。指定部２１１は、動作データが動作基準を
満たし、且つ、第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接が続いて検出された場合に
のみ、即ち、所望の動作が最初に検出されてその後に近接が検出された場合にのみ、ユー
ザ動作を有効なものとして指定するよう進行する、そうでない場合、ユーザ動作は、無効
であるとみなされ得る。故に、ユーザ動作は、動作基準が近接検出の前に満たされる場合
に有効であるとみなされ、それ故、典型的には、有効なものとしてのユーザ動作の決定は
、近接した２つのデバイス１０１，１０３においてもたらされたユーザ動作の検出に対応
する。
【００９８】
　故に、指定部２１１は、ユーザが所与のアクションを実行したかどうかの評価を生成し
てもよい。もしそうならば、ユーザ動作は有効なものと指定され、そうでなければ、無効
なものとして指定され得る。有効なもの及び有効ではないもののカテゴリの更なる細分が
幾つかの実施形態において用いられてもよいことが理解されるだろう。
【００９９】
　述べられたように、指定部２１１は、動作基準を満たす動作データの検出、デバイス１
０１，１０３の近接の検出の正しい順序が生じた場合にのみ、ユーザ動作を有効なものと
して決定する。故に、動作要件は、典型的には、近接を確立する前にユーザにより実行さ
れるのを期待される運動に対応してもよい。実際に、運動は、典型的には、彼が２つのデ
バイス１０１，１０３を互いに近づけようとしたとき、ユーザのために期待されるユーザ
アクションに関連付けられたものであってもよい。例えば、動作基準は、ユーザが第２の
デバイス１０３を第１のデバイス１０１に接触させるように指示（又は期待）されたとき
に実行するのを期待される第２のデバイス１０３の運動を反映してもよい。
【０１００】
　多くの実施形態において、動作要件は、それ故、ユーザが第２のデバイス１０３を第１



(14) JP 2017-506005 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

のデバイス１０１に接触させるべきであるという期待された運動を示す。従って、動作基
準を満たす動作データの検出は、例えばＮＦＣ通信接続を確立するために、ユーザがまさ
に２つのデバイスをくっつけようとしていることを示してもよく、この運動が期待された
近接をもたらしたかどうかの検出は、ユーザが動作を正常に実行したかどうかを示しても
よい。故に、満たされる動作基準の検出は、近接検出が所与の時間間隔内に期待されるこ
とを示す起動イベントとみなされてもよい。
【０１０１】
　同様に、満たされる動作基準の前の検出を伴うことなく近接が検出された場合、これは
、近接が期待されたユーザ動作の結果ではないことを示してもよく、それ故、システムは
、例えば動作を適宜適応させてもよい。例えば、本アプローチは、（例えばテーブル上又
は引き出し内において互いに隣に同時的に置かれているに過ぎないことにより）デバイス
が単に偶然互いに近くにあるに過ぎないシナリオと、ユーザが積極的に第１のデバイスを
第２のデバイスに近づけたというシナリオとの間を区別するために用いられ得る。
【０１０２】
　本例において、指定部２１１は、ユーザ動作が有効かものとして指定されたか否かに基
づいて処理を適応させるように構成された処理部２１３に結合される。詳細には、ユーザ
動作の指定に依存して、異なる処理が実行されてもよく、処理の機能が適合されてもよく
、及び／又は、異なるユーザ出力が生成されてもよい。
【０１０３】
　多くのアプリケーション及びシナリオにおいて、動作評価及び後の近接検出の組み合わ
せは、多くのシナリオにおいて有益であり得るユーザ動作の極めて効率的な推定を提供す
ることが見出された。
【０１０４】
　実際に、電子デバイスが種々の動作についてユーザを支援するためにますます用いられ
るので、本アプローチは、例えばユーザ又はユーザのモニタリングを更に支援し得るユー
ザ動作の極めて効率的な決定を可能にする。
【０１０５】
　システムは、詳細にはユーザ出力を生成可能なユーザインタフェース２１５を更に有す
る。例えば、ユーザインタフェース２１５は、情報及び通知をユーザに提供可能なディス
プレイ及び／又はサウンド出力を有してもよい。
【０１０６】
　ユーザインタフェース２１５は、適切なユーザ出力を決定してこれをレンダリングする
ための処理機能を更に有してもよい。本例において、ユーザインタフェース２１５は、評
価部２０９に結合され、動作データが動作基準を満たすかどうかの情報が提供される。詳
細には、評価部２０９は、動作データが基準を満たしたことを検出したとき、これの通知
をユーザインタフェース２１５に送信してもよい。
【０１０７】
　ユーザユーザインタフェース２１５は、動作データが所与の時間間隔内に動作基準を満
たすか（否か）に基づいてユーザ出力を生成するように構成される。故に、ユーザインタ
フェース２１５は、動作基準が所与の時間間隔内に満たされたかどうかを評価してもよい
。そして、ユーザインタフェース２１５は、これが当てはまるか否かに依存して異なるユ
ーザ出力を生成してもよい。例えば、ユーザ基準が時間間隔内に満たされる場合、ユーザ
出力は生成されないが、満たされない場合、デバイス１０１，１０３をくっつけるための
ガイダンス又は方向を与えるユーザ出力が提供されてもよい。
【０１０８】
　故に、基準が時間間隔内に満たされた場合、（場合によりレンダリングしないことに対
応する無効なユーザ出力を含む）第１のユーザ出力がユーザインタフェース２１５による
レンダリングのために選択されてもよい。そうでない場合には、（場合によりレンダリン
グしないことに対応する無効なユーザ出力を含む）異なるユーザ出力が選択されてもよい
。そして、ユーザインタフェース２１５は、選択されたユーザ出力を生成してもよい。故
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に、レンダリングされたユーザ出力は、基準が時間間隔内に満たされたとき、時間間隔内
に満たされない場合とは異なるだろう。
【０１０９】
　例えば、（第２のデバイス１０３に対応する）モバイルフォン上で実行するアプリケー
ションがモバイルフォンを他のデバイスに近づけることによりＮＦＣ接続を確立すること
をユーザに要求する場合、モバイルフォンは、２つのデバイスを近づけたとき、ユーザが
期待された運動に対応するモバイルデバイスにより運動を実行するかどうかを評価するよ
う進行してもよい。もしそうならば、ユーザが接続を行うことを試みたことを反映するフ
ィードバックを提供してもよく（例えば、通信セットアップが成功しなかった場合により
特定のガイダンスを提供する）、そうでなければ、デバイスがくっつけられることを要求
する他のユーザ通知を生成してもよい。
【０１１０】
　ユーザインタフェース２１５は、近接が検出されたかどうかに必ずしも依存するという
わけではないユーザ出力を生成してもよい。実際に、幾つかの実施形態において、ユーザ
インタフェース２１５は、期待された動作が実行されたことを示す動作基準が満たされる
とユーザ出力を生成してもよい。そして、近接が検出されるのを待ってもよい。これに対
し、有効な動作検出が所与の時間間隔の最後までに生じなかった場合、ユーザインタフェ
ース２１５は、例えばユーザ出力を生成するのをやめてもよく、処理が失敗したことを示
してもよく、又は、例えば２つのデバイスをどのようにくっつけるかについてユーザに指
示を与えてもよい。
【０１１１】
　それ故、本アプローチは、例えば必要とされるときに処理がどのように進んでいるかに
関する追加の情報及び／又は追加のガイダンスがユーザに提供され得る、改良されたユー
ザ体験を提供し得る。故に、本アプローチは、有効なユーザ動作を検出するだけでなく、
実際のユーザ動作に基づいて適合される支援により所望のユーザ動作を実行することにつ
いてユーザを支援してもよい。
【０１１２】
　所与の時間間隔は、異なる実施形態における異なる手段において決定されてもよい。例
えば、幾つかの実施形態において、時間間隔は、イベントに基づいて開始される固定され
た期間のタイマーにより決定されてもよい。タイマーが期限切れになる前に基準が満たさ
れる場合、この検出が時間間隔内に生じたとみなされる。そうでない場合には、動作基準
が時間間隔内に満たされなかったとみなされる。
【０１１３】
　時間間隔を開始するイベントは、例えばユーザ入力であってもよい。例えば、２つのデ
バイスがくっつけられるのを要する処理を開始するユーザ入力であってもよい。例えば、
ユーザは、他のデバイスとＮＦＣ接続を確立したいことを示すボタンを押してもよい。こ
のユーザ入力はタイマーを開始してもよく、タイマーがタイムアウトする前に動作基準に
対応する動作が受信されない場合、ユーザインタフェース２１５は、例えばＮＦＣ接続を
確立する方へユーザをガイドする情報を出力するよう進行してもよい。別の例として、ユ
ーザは、デバイスが互いに近づけられるのを要するアプリケーションを開始してもよい。
時間間隔は、アプリケーションの起動に基づいて決定されてもよく、例えば、タイマーは
、アプリケーションが例えばユーザにより開始されたときに開始されてもよい。
【０１１４】
　別の例として、時間間隔は、適切な指標を生成するアプリケーションにより起動されて
もよい。例えば、アプリケーションが実行中の場合、幾つかのステージでデバイスが他の
デバイスに近づけられることが必要とされることを決定してもよい。そして、これがユー
ザが２つのデバイスを互いに近づけることを要求するメッセージを出力するという要求を
ユーザインタフェース２１５に送信してもよい。同時に、ユーザインタフェース２１５は
、所望の動作が実行されることが期待される時間間隔を規定するタイマーを起動してもよ
い。
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【０１１５】
　多くの例において、時間間隔の長さは予め決められてもよい。故に、開始時間は、多く
の実施形態において、イベント駆動であってもよいのに対して、期間は、多くの場合、予
め決められてもよい。しかしながら、他の実施例では、期間がイベント駆動であってもよ
く、又は、現在のシナリオ及び特性に依存した他の手段におけるものであってもよいこと
はいうまでもない。
【０１１６】
　幾つかの実施形態において、時間間隔は、近接検出に依存してもよい。例えば、時間間
隔の最後は、近接の検出に依存してもよい。例えば、予め決められた期間を有するタイマ
ーは、イベントに基づいて開始されてもよい。そして、ユーザインタフェース２１５は、
動作基準が所与の時間間隔内に満たされるかどうかを決定してもよい。これが事実ならば
、ユーザインタフェース２１５は、任意のユーザ出力を生成はしなくてもよい（しかし、
例えば近接検出を待つ）。動作検出が間隔の最後までに生じなかった場合、ユーザインタ
フェース２１５は、代わりに、２つのデバイスを適切な手段でどのようにくっつけるかに
ついての特定の指示を有するユーザ出力を生成するよう進行してもよい。加えて、近接検
出が時間間隔の間であるが任意の適切な動作検出の前に生じる場合、ユーザインタフェー
ス２１５は、時間間隔を終了し、特定の指示を有するユーザ出力を生成するよう進行して
もよい。これは、例えば、デバイス間の近接が所望の手段において実現されなかったこと
を反映し得る。
【０１１７】
　適切な時間間隔の選択は、個々の実施形態の優先度及び要件に依存してもよい。典型的
には、時間間隔は、比較的短い期間を有してもよい。実際に、本アプローチは、詳細には
比較的短い期間のユーザ動作を検出するために有益であってもよく、相対的な短い時間間
隔内に（典型的には１０分未満のオーダで）期待される。例えば、本アプローチは、デバ
イスがくっつけられるという要求を生成するユーザインタフェース２１５の短い間隔の範
囲内のような、開始イベントの短い時間間隔内に発生するのを期待されるユーザアクショ
ンを検出するのに特に適していてもよい。多くの実施形態において、時間間隔は、５分、
２分、１分又は例えば３０秒を超えない期間を有してもよい。故に、述べられたアプロー
チは、短期間のユーザ動作及び特定のユーザアクションを確認するのに特に適している。
【０１１８】
　多くの実施形態において、ユーザインタフェース２１５は、ユーザが第１のデバイスを
第２のデバイスに近づけるというユーザアクションを実行するための要求を出力するよう
に構成されてもよい。例えば、ユーザインタフェース２１５のディスプレイは、ユーザが
２つのデバイスを互いに接触させることを要求するメッセージを表示してもよい。
【０１１９】
　評価部２０９は、このユーザアクションの動作基準を決定するよう更に進行してもよい
。例えば、評価部２０９は、例えばどのデバイスが含まれるかに依存した、異なる要求に
関連付けられた複数の動作基準のセットを有してもよい。例えば、モバイルフォンをユー
ザの歯ブラシに接触させるという１つの動作基準が格納され得る。他のものは、薬ディス
ペンサと接触させるというもの等である。現在のアプリケーションに応じて、異なるユー
ザアクションがそれ故に期待されてもよく、従って、評価部２０９は、現在のアプリケー
ション／期待されたユーザアクションのための適切な動作基準を選択するように構成され
てもよい。
【０１２０】
　幾つかの場合において、評価部は、１つの利用可能な動作基準のみを有してもよく、即
ち、同じ動作基準が常に使用／選択されてもよい。
【０１２１】
　多くの実施形態において、指定部２１１は、要求を出力するタイミングに対する第１の
時間間隔内に動作データが動作基準を満たす場合にのみ、ユーザ動作を有効なものとして
指定するように構成されてもよい。
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【０１２２】
　詳細には、アクションを実行するよう求められているユーザから所与の期間内に適切な
動作の検出が起こることが必要とされてもよい。運動がこの期間内に検出されなかった場
合、処理が失敗したとみなされてもよい。この場合、指定部２１１は、無効なユーザ動作
を示してもよく、システムは、適宜進行してもよい。
【０１２３】
　どのユーザ出力を生成するべきかを決定するための時間間隔と同様に、ユーザ動作が有
効なものとして指定されるために動作基準が満たされなければならない時間間隔は、詳細
にはユーザ要求に続く斯様な時間間隔に関して、個々の実施形態の優先度及び要件に依存
してもよい。典型的には、斯様な時間間隔は、比較的短い期間を有してもよい。実際に、
本アプローチは、詳細には、比較的短い期間のユーザ動作、及び、どれが比較的短い時間
間隔内に期待されるかを検出するのに役立ち得る。例えば、本アプローチは、デバイスが
くっつけられるという要求を生成するユーザインタフェース２１５の短い間隔内のような
、開始イベントの短い時間間隔内に発生するように期待されるユーザアクションを検出す
るのに特に適し得る。多くの実施形態において、時間間隔は、５分、２分、１分又は例え
ば３０秒を超えない期間を有してもよい。故に、述べられたアプローチは、短期間のユー
ザ動作及び特定のユーザアクションを確認するために特に適している。
【０１２４】
　図２の装置は、第１のデバイス１０１において完全に若しくは部分的に、第２のデバイ
ス１０３において完全に若しくは部分的に、又は、例えば１又はそれ以上の他のデバイス
において完全に若しくは部分的に、実装されてもよい。
【０１２５】
　実際に、各特徴は、第１のデバイス１０１、第２のデバイス１０３又は１若しくはそれ
以上の他のデバイスにおいて個別に実装されてもよく、又は、実際に複数のデバイス全体
に割り当てられてもよい。同時に結合される２つの機能的特徴が異なる物理的デバイスに
ある（又は、実際に、１つの機能的特徴が複数のデバイス全体に割り当てられる）シナリ
オにおいて、デバイスは、例えば適切なワイヤレス通信リンクを用いて、必要なデータを
通信してもよい。
【０１２６】
　例えば、幾つかの実施形態において、第１のデバイス１０１は、動作検出部２０５を除
いて図１の装置の全ての要素を有するスマートフォンデバイスであり得る。そして、スマ
ートフォンは、ユーザが第２のデバイス１０３を期待されるように移動した後にスマート
フォンが第２のデバイス１０３の近くにある場合にユーザ動作が有効であると決定しても
よい。他の例として、第２のデバイス１０３は、動作検出部２０５を含む図１の装置の全
ての要素を有するスマートフォンデバイスであってもよい。そして、スマートフォンは、
ユーザがスマートフォンを期待されるように移動した後にスマートフォンが第２のデバイ
ス１０３の近くにある場合にユーザ動作が有効であると決定してもよい。他の例として、
第３のデバイスは、動作検出部２０５を除いて装置の全ての部分を有し得る。例えば、短
距離通信リンクがこれらの間で確立されたかどうかを示す第１のデバイス１０１及び第２
のデバイス１０３の双方からデータを受信してもよい。もしそうならば、第３のデバイス
における近接検出部２０１は、第１のデバイス１０１が実際には第２のデバイス１０３の
近くにあるとみなしてもよく、動作検出部２０５から受信した動作データが動作基準を満
たした後に短い時間を生じさせたことを決定するよう進行してもよい。もしそうならば、
ユーザ動作は有効なものとして指定される。
【０１２７】
　本アプローチを更に示すために、アプリケーション及び実装の幾つかの極めて特定の例
が以下において述べられるだろう。
【０１２８】
　本例は、人々が電子デバイスに関与するタスクを実行するためにアクションの物理的シ
ーケンスを実行することを必要とするときに、多くのものが間違った方に進むかもしれな
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いという理解に基づいている。本例は、ユーザアクションが正しい手段を実行したかどう
か、及び、間違った方に進んだかどうかを決定するために評価され得る情報を提供するた
めに、関与したデバイスからのセンサ情報を用いる。本アプローチは、２つのデバイスの
近接、及び、ユーザ動作を評価するためにこれらのデバイスのうち少なくとも一方の動作
に関する経時的なイベントを検出しようとする。
【０１２９】
　第１の例は、投薬順守を改良及び測定することに、即ち、ユーザが定められたように薬
を服用しているかどうかをモニタすることに向けられている。投薬順守を測定することに
関する問題は、薬の実際の取入れを測定するのが困難であるということである。以下にお
いて述べられるアプローチは、患者が薬を服用したかどうかをチェックするのを支援し得
る。本例において、第２のデバイスは、動作センサを有するスマートウォッチであり、第
１のデバイスは、電子薬箱である。双方のデバイスは、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、身体
結合通信、ＡＮＴ、ＮＦＣ又はＺｉｇｂｅｅのような近距離通信手段を備える。ネットワ
ークシステムの範囲は、近接指標を提供するために約０．５ｍの範囲に調整されてもよい
（身体結合通信が用いられない限り、接触に基づいて機能する）。故に、本例において、
近い範囲の通信リンクの確立は、デバイス間の近接の検出に対応するために考慮される。
【０１３０】
　本例において、図２の装置の機能は、スマートウォッチにおいて実装される。即ち、本
例において、第２のデバイス１０３は、スマートウォッチ（即ち、計算機能を有する腕時
計）である。スマートウォッチは、ユーザが薬を服用したかどうかを推定するために図３
の方法を実行する。
【０１３１】
　ステップ３０１において、システムは、ユーザが或る薬を服用する時間であることを決
定し、スマートウォッチ及び／又は電子薬箱は、ユーザが薬箱とインタラクトするのを待
つのを開始する。オプションとして、これは、（例えば、ＷｉＦｉのような無線ネットワ
ークを介して通信される）スマートウォッチ及び／又は薬箱上で、リマインダメッセージ
を介してユーザに通信されてもよい。
【０１３２】
　次に、３ステージチェックが、ユーザが実際に薬を服用したかどうかを推定するために
実行される。
【０１３３】
　ステップ３０３において、システムは、ユーザが薬箱の方へ手首それ故にスマートウォ
ッチ／第２のデバイス１０３を移動させるのと一致した動作を或る時間期間内に実行した
かどうかを推定するよう進行する。運動は、例えば、前後運後を実行する手の単純な運動
であってもよい。即ち、動作要件は、ユーザが例えば一の方向に少なくとも１０ｃｍ手首
を移動させ、続いて短い中断（即ち１～１０秒）があり、続いて戻る運動があることを含
む運動を実行するという要件であってもよい。もしそうならば、ユーザが薬箱にアクセス
しようとした可能性が高いとみなされ得る。
【０１３４】
　ステップ３０５において、ユーザが実際に或る時間期間Ｘの範囲内に電子薬箱に近づく
ように管理したかどうかが評価される。これは、スマートウォッチと薬箱と（即ち第１の
デバイスと第２のデバイスと）の間の近接がスマートウォッチにより検出された場合に当
てはまると決定される。これは、詳細には、所与の閾値を超える薬箱の通信担体から信号
レベルを検出するスマートウォッチに含まれる近接検出部２０１により検出されてもよい
。これは、患者自身が薬箱を操作しており、他の誰でもでないことを高い確率で決定し得
る。
【０１３５】
　幾つかの実施形態において、本アプローチは、期待された動作を示す正しい使用可能デ
ータが薬箱から受信されたかどうかを検出する追加のオプショナルなテストを含んでもよ
い。詳細には、近接が検出された場合、スマートウォッチは、ユーザが薬箱からの評価使
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用可能データにより近接検出からの或る時間期間Ｙの範囲内に電子薬箱からの薬品を服用
したかどうかを推定するよう進行してもよい。詳細には、これは、アクションが薬箱に関
して利用されたことを示す信号が薬箱から受信された場合に当てはまるものとみなされて
もよい。例えば、蓋上の運動検出部の形式のセンサ、薬を含む異なるポケットにおける重
量センサ等は、所望のアクションが実行されたという指標を提供してもよい。これは、患
者の手が薬を含むことを高い確率で決定してもよい。
【０１３６】
　この要件が満たされる場合、又は、ステップ３０５に続いて、オプショナルな使用可能
データチェックが含まれない場合、図３の特定の例におけるシステムは、ステップ３０７
において、ユーザが口に薬を入れることに一致した第２の動作を或る時間期間Ｚの範囲内
に実行したかどうかを推定するよう進行する。これは、手が口に向かって移動されたかど
うかを検出することにより決定され、これは、スマートウォッチにおける動作センサから
の動作データが口に向かう手の運動を反映する動作データ要件を満たす場合に当てはまる
ものとみなされる。
【０１３７】
　故に、本例において、第２の動作テストが実行され、及び、それ故、この特定の例にお
ける動作基準は、近接検出前の動作データの要件と近接後の動作データの要件との双方を
有し、又は、同等に、検証チェックは、近接検出前の時間に関するものと近接検出後の時
間に関するものとを有する２つの動作基準を含む。故に、特定の例において、期待された
運動は、薬箱がアクセスされる前又はその後の双方において要求される。
【０１３８】
　３ステージチェックが成功した場合、即ち、全ての３つのテストが満たされた場合、薬
品がユーザにより服用された可能性が非常に高い。そして、これは、スマートウォッチに
より登録され、必要に応じて他のシステムに通信され得る。故に、ステップ３０７が確実
に満たされた場合、方法は、ユーザ動作が有効なものとして指定され、これにより薬品が
利用されたことを示すステップ３０９に進む。
【０１３９】
　３つのテストのいずれかが失敗した場合、方法は、時間遅延があってもユーザが薬品を
服用することが依然として安全であるかどうかが評価されるステップ３１１にスキップす
る。もしそうならば、方法は、ステップ３０１に戻る。そうでなければ、ユーザ動作が無
効なものとして指定され、これにより、薬品が服用されなかったことを示すステップ３１
３に進む。
【０１４０】
　他の例では、組み合わせられた近接及び動作評価は、ユーザが、例えばアプリケーショ
ンの要求に基づき、短い／近い範囲のネットワークを用いて接続を確立することを試みた
かどうかを評価するために用いられてもよい。これは、例えば、典型的には１０ｃｍ未満
の通信範囲に向けられる、詳細には、ＮＦＣアンテナを含む２つのデバイスをくっつける
ことにより接続が確立されることを意図する、近距離無線通信（ＮＦＣ；Near Field Com
munication）に対して有益である。
【０１４１】
　ＮＦＣ接続の確立は、期間、配向及びそれ故にアンテナ配置、及び、接続を行うときに
くっつけられる２つのアンテナの近接に対して非常に敏感である。例えば、ユーザが一方
のＮＦＣ対応デバイスを他方のＮＦＣ対応デバイスに対して十分に近いか又は十分に長い
間保持しない場合、接続は確立されないだろう。
【０１４２】
　同様の問題は、とりわけ短い距離（０．５ｍ未満）に対して意図されるときに、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ、身体結合通信、ＡＮＴ又はＺｉｇｂｅｅのような、他の近距離ネットワー
クに対しても存在し得る。身体結合通信によれば、（第１のデバイスを着用している間に
）ユーザが十分に長い間第２のデバイスにタッチしない場合、接続は失敗し得る。
【０１４３】
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　図４は、ユーザが２つのデバイスをくっつけることにより短距離、詳細にはＮＦＣ接続
を形成することを試みたかどうかを検出するためのフロー図の一例を示している。例えば
、アプリケーションにより第１及び第２のデバイス間のＮＦＣ接続を形成するよう要求さ
れた後にユーザがそうするための不成功な試みをもたらした場合、アプリケーションは、
ユーザに対してガイダンスを提供するよう進行してもよい。例において、試みは、第２の
デバイスが（第２のデバイスにおける動作センサを介して測定される）要求の後に実質的
に移動されたかどうかを追跡することにより検出される。ユーザが試みを行わない場合、
システムは、要求を繰り返し得るか、又は、ユーザがおそらく現在接続を行いたくないこ
とに配慮する。
【０１４４】
　例において、ステップ４０１において、人は、外部デバイス（第１のデバイス）上にタ
ッチすることによりＮＦＣ対応スマートフォン（第２のデバイス）をプログラムするよう
アプリケーションによって尋ねられる。所与のタイムフレーム（即ち×秒）の範囲内で、
正しい運動が検出されない、及び、ＮＦＣ接続が確立されない場合、アニメーションは、
要求されたアクションを実行するようにユーザをガイドすることを示され得る。
【０１４５】
　詳細には、ステップ４０３において、スマートフォン（第２のデバイス）は、スマート
フォンがＮＦＣ接続を形成するために要求される運動により一貫して移動されたことを動
作センサが示すかどうか評価する。例えば、スマートフォンが所与の量を超える分だけ移
動されたことを単純に必要としてもよい。そうでない場合には、方法は、ステップ４０１
に戻る。そうでなければ、ＮＦＣ接続が確立されたかどうかをスマートフォンが評価する
ステップ４０５に進む。この短距離通信の確立は、近接検出の指標として用いられる。
【０１４６】
　接続が行われた場合、方法は、ユーザがＮＦＣ接続を確立するために必要とされるアク
ションを実行したことを示すためにユーザアクションが確認されるステップ４０７に進む
。故に、期待された動作が検出され、その後、確立されているＮＦＣ通信リンクの形式に
おいて近接が検出された場合、有効なユーザ動作が生じたものとみなされる。
【０１４７】
　そうでない場合には、方法は、ユーザアクションが有効ではないものとして指定される
ステップ４０９に進む。特定の例において、このオプションは、ユーザが適切な運動を実
行した可能性が高いがこれは確立されているＮＦＣ通信に対応する近接検出をもたらさな
かったというシナリオに対応する。従って、スマートフォンは、ステップ４０９において
、どのようにＮＦＣ通信を確立するかについてユーザに追加のガイダンスを提供するよう
進行してもよい。そして、方法は、ステップ４０１に戻ってもよい。
【０１４８】
　もちろん、本アプローチは、例えば何が間違った方向に進んでいるかを診断するために
スマートフォンのセンサから詳細な情報を取得することにより、更に強化されてもよい。
例えば、配向は、アンテナの配置が実現されなかったように間違い得る。これは、ユーザ
が（例えば外部デバイスの前方パネルにおいて垂直にの代わりに上部において水平に）ア
ンテナの間違った位置を想定した場合に当てはまり得る。また、アンテナが位置調整され
た時間の期間は、完全な成功した処理に対してあまりに短くなり得る。この種の追加のセ
ンサ情報の全てが、より詳細な命令を示すために、及び、ユーザに対するガイダンスを改
良するために、用いられ得る。
【０１４９】
　他の具体例は、モバイルフォンを有する支払い処理へのアプローチを適用することであ
る。支払い処理の間、ユーザは、支払いを完了するためにモバイルフォンにより支払い端
末にタッチするよう尋ねられてもよい。アクションが完了されないときに、前の例におい
て述べられたものと同様のセンサ入力の診断に基づいて、追加の（動画の）フィードバッ
クがディスプレイ上に与えられ得る。
【０１５０】
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　成功した接続が確立されなかった状況において、考えられるシナリオは、以下を含み得
る。
－　支払い端末へ向かうモバイルフォンの運動が検出されなかった。
－　運動が検出された（従って、ユーザが試みたことが推定された）が、ＮＦＣ処理は行
われなかった。
－　運動が検出され、ユーザが電話をしっかりと保持する（処理が起こるのを待っている
）。しかしながら、デバイスの（ｘ，ｙ又はｚ軸上の）配向は、受信デバイス内のアンテ
ナとはかなり異なっていた、及び、双方のアンテナは、伝達されるべき信号を出力するた
めに適切に位置調整されなかった。
－　ＮＦＣ処理の部分が生じたが、完了するのに十分長くはなかった。
【０１５１】
　これらのシナリオは、例えば追加のセンサ情報を用いて、区別されてもよく、ユーザに
対するガイダンスは適宜カスタマイズされてもよい。
【０１５２】
　例えば支払い端末のような、幾つかの実施形態において、アンテナの或る配向が常に存
在する。この場合、モバイルデバイスは、配向が右であるかどうかを自己で判断し得る。
しかしながら、アンテナ配向が端末間で異なる場合、モバイルフォンは、好ましくは、意
義あるフィードバックを与えるためにどんなタイプの端末に向いているかについて知る。
これは、ユーザがスクリーン上のタイプのどちらかを選ぶことにより実装され得る。そう
でなければ、モバイルデバイスがどんなタイプの端末に向いているかについて決定するの
を可能にするために、第２の近距離無線技術（例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ）を用いてもよ
い（１０ｃｍの範囲のＮＦＣ接続が支払い動作を確認するために依然として意義があるこ
とに留意されたい）。
【０１５３】
　更に別の例として、本アプローチは、ユーザがどれくらい歯を磨くかを把握するために
スマートフォンアプリケーションにより用いられてもよい。ユーザは、ユーザが歯を磨い
たことを示すためにＮＦＣ対応のスマートフォンにタッチすることを要求され得る。この
検出が、接続が確立される前の言わば５分の時間間隔内にユーザが歯を磨くことに一致し
ている歯ブラシのための運動データに関連付けられる場合、ブラッシングセッションは記
録されるだろう、及び、そうでなければ、そうしないだろう。
【０１５４】
　近接検出部２０１により使用されるアプローチは、特定の実施形態に依存してもよく、
任意の適切なアプローチが用いられてもよい。また、本アプローチは、２つのデバイスの
近接であるとみなされることに関して任意の特定の値又は尺度を必要としないことに留意
されたい。実際に、２つのデバイスの近接は、２つのデバイスの任意の例えば物理的要件
によりもむしろ基準を満たす２つのデバイスにより規定されるものとみなされる。
【０１５５】
　近接基準は、典型的には、イベントが生じる要件であってもよく（又はこれを含むもの
であってもよく）、又は、特性は、よりありそうな値若しくはデバイスが互いに近くにあ
る可能性が高い値に達する。
【０１５６】
　例えば、幾つかの実施形態において、近接検出部２０１は、互いに接触している２つの
デバイスの検出に基づいて２つのデバイスが近接であることを決定してもよい。他の例と
して、近接検出部２０１は、第２のデバイスに適合する画像オブジェクトを検出する１つ
のデバイスにおけるカメラに基づいて２つのデバイスが近接であることを決定してもよい
。
【０１５７】
　幾つかの実施形態において、近接検出部２０１は、デバイスのうち少なくとも１つから
放射される電磁信号に基づいてデバイス間の近接を検出するように構成されてもよい。例
えば、近接検出部２０１が第１のデバイス１０１内にある場合、第２のデバイス１０３か
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ら送信される無線信号に基づいて第２のデバイス１０３の近接を検出してもよい。同様に
、近接検出部２０１が第２のデバイス１０３内にある場合、第１のデバイス１０１から送
信される無線信号に基づいて第１のデバイス１０１の近接を検出してもよい。
【０１５８】
　幾つかの実施形態において、近接検出は、第１のデバイス１０１と第２のデバイス１０
３との間の通信の確立に基づくものであってもよい。通信は、典型的には、近距離又は短
距離通信（例えば通信システムの範囲）であってもよく、又は、標準は、多くの実施形態
において、５０ｃｍ未満であり得る。短距離通信は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、身体結
合、ＡＮＴ又はＺｉｇｂｅｅ通信であってもよい。
【０１５９】
　第１のデバイス１０１及び第２のデバイス１０３は、詳細には、ＮＦＣ通信ユニットの
ような短距離通信ユニットである通信ユニットを有してもよい。近接検出部２０１は、第
１の通信ユニットと第２の通信ユニットとの間の通信の確立に基づいて第２のデバイスの
第１のデバイスに対する近接を検出するように構成されてもよい。
【０１６０】
　実際には、短距離通信システムを用いた多くの実施形態において、２つのデバイス間の
通信リンクの確立は、２つのデバイスが十分に近い場合にのみ可能である。故に、通信の
確立は、第１及び第２の通信ユニット間の近接の指標、それ故に２つのデバイスの指標と
して、それ自体用いられてもよい。
【０１６１】
　例えば、第１のデバイス１０１及び第２のデバイス１０３は、ＮＦＣ通信ユニット及び
関連したＮＦＣアンテナを有してもよい。ＮＦＣ通信が２つのデバイス間で確立され得る
場合、これは、ＮＦＣアンテナ及びそれ故にデバイスが典型的には互いに少なくとも１０
ｃｍ以内にあることを意味する。従って、近接検出部２０１は、（例えば、近接検出部２
０１が第１のデバイス１０１内にある場合に第１のデバイス１０１のＮＦＣ通信ユニット
により、及び、近接検出部２０１が第２のデバイス１０３内にある場合に第２のデバイス
１０３のＮＦＣ通信ユニットにより）ＮＦＣ通信の確立の指標を提供する。そして、近接
検出部２０１は、この指標を受信することに基づいて近接検出が生じたことを決定する。
【０１６２】
　幾つかの実施形態において、近接検出部は、検出閾値を超えている第１のデバイス及び
第２のデバイスのうち少なくとも１つのからの電磁信号の検出に基づいて第２のデバイス
の第１のデバイスに対する近接を検出するように構成されてもよい。
【０１６３】
　例えば、第１のデバイスがＢｌｕｅｔｏｏｔｈトランスミッタを有する場合、第２のデ
バイス１０３に実装される近接検出部２０１は、第１のデバイス１０１からのＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ伝送の信号レベルを検出してもよい。検出された信号レベルは、典型的には、第
１のデバイス１０１と第２のデバイス１０３との間の距離に伴って減少するだろう。従っ
て、信号レベルが十分に高い場合、第１のデバイス１０１が第２のデバイス１０３に比較
的近い可能性が高いということである。従って、近接検出部２０１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ伝送をモニタし、信号レベルが所与の閾値より高くなるまで上昇したときに近接検出が
生じたとみなし得る。
【０１６４】
　前に述べられたように、動作データ及び動作基準のタイプは、個々の実施形態において
要件及び優先度を満たすように選択されてもよい。
【０１６５】
　幾つかの実施形態において、例えば第２のデバイス１０３の絶対的運動が所与の量を超
えるという要件のような、単純な動作基準が用いられてもよい。斯様な例において、動作
データは、基準が満たされるかどうかの評価の部分として処理される複雑な動作データで
あってもよい。例えば、加速度計により生成される動作データは、所与の量より高い運動
に対応するかどうかを決定するために評価されてもよい。代わりに又は追加的に、動作デ
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ータは、例えば所与の時間間隔内の運動の全体量を示す単一の値のような、単純な動作デ
ータであってもよい。
【０１６６】
　幾つかの実施形態において、動作基準は、適合する動作のための要件のセットを規定す
る複雑な要件であってもよい。詳細には、多くの実施形態において、動作基準は、動作デ
ータが動作パターンに対応する要件を有してもよい。詳細には、動作基準は、動作データ
が要求された精度を有する時間の関数としての動作を示すという要件を含んでもよい。例
えば、パターンは、動作データが実質的に連続的な縦運動を有する運動を示すことを要求
してもよく、実質的に運動のない短期間が続き、反対方向における実質的に連続的な縦運
動が続く。前記要件は、この動作パターンからの許容可能なずれを更に特定してもよい。
斯様な特定の動作パターンは、例えば錠剤を服用するときのユーザの手首の運動を表わし
てもよい。
【０１６７】
　動作基準は、多くの実施形態において、時間成分を有してもよい。詳細には、多くの実
施形態において、動作基準は、動作データが時間間隔内に要件に適合するという要件を有
してもよい。時間間隔は、詳細には、他のイベントに対するある相対的時間間隔であって
もよい。前記イベントは、例えば特定のアプリケーション又は外部のイベントであっても
よい。
【０１６８】
　同等に、動作基準は時間的態様を含まないが、斯様な空間動作基準は、例えば、詳細に
は、ユーザが２つのデバイス１０１，１０３を互いに接触させるという要求を出力する時
間からの時間間隔のような、所与の時間間隔内に満たされなければならないことが考慮さ
れ得る。
【０１６９】
　例えば、幾つかの実施形態において、アプリケーションは、ＮＦＣ通信を確立するため
に２つのデバイスを接触させることをユーザに要求してもよい。そして、動作基準は、動
作データが要求の所与の時間間隔内に２つのデバイスをくっつけることに対応する動作を
示すことを要求してもよい。動作基準が規定された時間間隔内に満たされない場合、ユー
ザがＮＦＣ通信を確立するのを試みるよう進行しなかったと想定される。
【０１７０】
　また、多くの実施形態において、指定部２１１は、動作データが第１のデバイスの第２
のデバイスに対する近接の検出に続く（多くの場合直ちに続く）時間間隔において第２の
デバイスの動作の要件を有する第２の動作基準を満たす場合にのみ、ユーザ動作を有効な
ものとして指定するように構成され得る。故に、幾つかの実施形態において、ユーザ動作
は、近接が検出される前後の双方において許容可能な運動が検出される場合にのみ、有効
であるものとみなされる。
【０１７１】
　多くの実施形態において、第２の動作基準が、動作要件が近接検出に対して決定される
時間間隔内に満たされることを要求することが期待されてもよい。例えば、スマートウォ
ッチアプリケーションがユーザの薬順守をモニタするとき、ユーザが薬を服用する時間で
あることを最初に決定してもよい。アプリケーションは、スマートウォッチの薬箱へ向か
うユーザ運動に対して、その後、スマートウォッチの薬箱に対する近接に対して、モニタ
リングを開始してもよい。この近接が検出されたとき、検出は、動作データが薬を服用し
たときのユーザ運動に対応する第２の動作基準を満たさなければならない時間間隔を開始
してもよい。動作基準が時間間隔内に満たされない場合、ユーザは薬を服用しなかったと
結論付けられ得る（それ故、薬服用のユーザ動作は無効なものとみなされる）。
【０１７２】
　幾つかの実施形態において、動作データは、第２のデバイスの配向を示す配向データを
有してもよく、動作基準は、配向データが基準を満たすという要件を含んでもよい。
【０１７３】
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　故に、多くの実施形態において、デバイス全体の運動だけではなく、（又は、幾つかの
実施形態においてのみ）デバイスがどのように配向しているかも考慮され得る。配向デー
タは、詳細には、デバイスの絶対的又は相対的な回転を示してもよい。回転は、任意の所
望の軸又は複数の軸に対するものであってもよい。また、配向データは、デバイス自体に
対するものであってもよく（即ち、デバイスが時間の関数としてどのように回転するかを
反映してもよく）、又は、他のデバイスに対するものであってもよく、又は、例えば横又
は縦方向に対するような、任意の他の軸に対するものであってもよい。
【０１７４】
　幾つかのアプリケーションに関して、デバイスの配向は、非常に重要であり得る。第２
のデバイス１０３（及び、場合により第１のデバイス１０１）は、従って、例えばデバイ
スのどの側が最も高いかを示し得る（例えば、デバイスが逆さまか否かを示し得る）よう
な、デバイスの配向を示す動作データを提供してもよい。斯様なデータは、例えば、提供
されたデータから配向を計算するように構成されたファームウェアとともに、デバイスの
異なる部分における加速度計又はＧＰＳレシーバにより決定されてもよい。単純な例とし
て、デバイスのどの部分が最も高いかを決定するために重力センサが用いられてもよい。
【０１７５】
　配向は、例えば、短距離通信システムの２つのアンテナをくっつけることにより通信が
確立されるシナリオに特に関連し得る。例えば、ＮＦＣアンテナは、モバイルフォンの上
部に配置され、第１のモバイルフォンがＮＦＣ接続を確立しようとしている他のモバイル
フォンの底部に配置されてもよい。ユーザは、電話を逆さまに回転させて第２のモバイル
フォンの上部に置くことによりＮＦＣ接続を確立するよう要求され得る。モバイルフォン
のための動作データは、モバイルフォンが全体としてどのように移動されるかだけでなく
、どのように回転されるかも反映するデータを含むように構成され得る。従って、動作基
準は、動作データがモバイルフォンの１８０度回転と一致すべきであるという要件を反映
してもよい。これが実行されなかった場合、ユーザ動作は有効なものではないとみなされ
得る。それに応じて、モバイルフォンは、例えば、例えばモバイルフォンが逆さまに回転
している、及び、他のモバイルフォンと接触しようとしていることを示す短い動画のよう
な、追加のユーザガイダンスを提供し得る。
【０１７６】
　幾つかの実施形態において、装置は、動作データが基準を満たさなければならない、及
び、場合により、外部デバイスの近接が有効なものとして指定されるべきユーザ動作がた
めに検出されなければならない時間間隔を決定するためのコントローラを有してもよい。
【０１７７】
　故に、幾つかの実施形態において、動作基準の適合は、所与の時間間隔内に生じるため
に必要とされ得る、及び、オプションとして、続いて近接が所与の時間間隔内に検出され
ることが要求され得る。例えば、薬順守の例に関して、要求された運動が最初に検出され
、続いて、ユーザが薬を服用するのに許容可能な時間に対応する所与の間隔内に薬箱が検
出され（及び、多くの実施形態において第２の動作基準が満たされた）ことが要求され得
る。例えば、ユーザが６時間毎に薬を服用することを要求される場合、スマートフォンは
、薬箱の検出及び検出前後の運動のパフォーマンスが、ユーザが薬を服用するための最適
時間の早くても３０分前及び遅くても６０分後に生じなければならないを要求してもよい
。斯様な場合、スマートフォンは、検出が最適時間の３０分前より早く生じた場合又は最
適時間の６０分後に生じなかった場合に、例えばユーザに対して警告通知を供給してもよ
い。
【０１７８】
　幾つかの実施形態において、時間間隔は、タイマーに対して決定されてもよい。例えば
、タイマーは、最後の有効なユーザアクションが検出されてからカウントダウンするよう
セットされてもよく、タイマーがタイムアウトしたとき、コントローラは、例えば予め決
められた期間を有する時間間隔を開始してもよい。
【０１７９】
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　他の例において、時間間隔は、潜在的に非同期式の又は予測不能なイベントに対して決
定されてもよい。例えば、ユーザは、ランダムな時間で、スマートフォン上のアプリケー
ションを開始してもよく、このアプリケーションは、いくつかのステージで、ＮＦＣ接続
が確立されるのを要求してもよい。これに応じて、ＮＦＣ接続を確立することをユーザに
要求してもよく、同時に、他のデバイスが検出されなければならない、及び、ユーザ動作
が実行されなければならない時間間隔を開始してもよい。これが時間間隔内に生じない場
合、スマートフォンは、例えば、更なるガイダンスを与えるよう進行してもよく、又は、
例えば、（例えば低減された機能を提供することにより）ＮＦＣ接続を用いることなくア
プリケーションを続行することを決めてもよい。
【０１８０】
　本アプローチは、多くの実施形態において、とりわけ使用シナリオ及びユーザの動作に
特に適合されるカスタマイズされたユーザ出力を与えるのに特に適し得る。
【０１８１】
　幾つかの実施形態において、装置は、ユーザ動作が確認されたか否かに依存するユーザ
通知を提供するように構成されてもよい。更に、ユーザ動作が確認されない場合、ユーザ
通知は、近接検出が生じたが動作データが動作基準を満たさなかったかどうか、近接検出
が生じなかったが動作データが動作基準を満たしたかどうか、又は、近接検出が生じなか
った、且つ、動作データが動作基準を満たさなかったかどうか、に依存してもよい。
【０１８２】
　幾つかの実施形態において、装置は、第１のデバイスの第２のデバイスに対する近接が
所与の時間間隔内に検出されたかどうかに基づいてユーザ出力を生成するためのユーザイ
ンタフェースを有してもよい。ユーザインタフェースは、近接が時間間隔内に検出された
状況に対して、検出されなかったときとは異なるユーザフィードバック／通知を生成して
もよい。
【０１８３】
　例えば、ＮＦＣ接続を確立するために２つのデバイスをくっつけるという前の例におい
て、この確立は、近接検出に対応するものとみなされてもよい。故に、通信が時間間隔内
に確立された場合、ユーザインタフェースは、これを確認するユーザフィードバックを生
成してもよい。通信が時間間隔内に確立されなかった場合、ユーザ通知は、代わりに、誤
差が生じたことを示してもよく、試みを繰り返すことをユーザに要求してもよい。
【０１８４】
　他の例として、幾つかの実施形態において、装置は、動作データが所与の時間間隔内に
動作基準を満たすが第２のデバイスの第１のデバイスに対する近接が検出されない場合、
動作データが時間間隔内に動作基準を満たさない場合とは異なるユーザ通知を生成するよ
うに構成されるユーザインタフェースを有してもよい。
【０１８５】
　例えば、ユーザは、ＮＦＣ接続を形成するためにくっつけられることを意図される２つ
のデバイスを用いてもよい。デバイスのうちの一方は、２つのデバイスをくっつけること
をユーザに要求する表示を有してもよい。そして、ユーザがこれらをくっつけることによ
りＮＦＣ接続を確立することが期待される時間間隔を開始してもよい。ＮＦＣ接続の成功
した確立は、２つのデバイスの近接検出であるものとみなされる。
【０１８６】
　従って、ＮＦＣ接続が所与の時間間隔内に確立されない場合、ユーザ動作は、有効では
ないものとみなされる。しかしながら、ユーザフィードバックは、動作データが動作基準
を満たすかどうかの決定に依存してもよい。もしそうならば、ユーザが２つのデバイスを
くっつけるのを試みたが失敗した可能性があるものとみなしてもよい。従って、ユーザの
ための追加のガイダンスを生成するよう進行してもよく、このガイダンスはユーザに提示
されてもよい。しかしながら、ユーザデータが動作基準を満たさない場合、デバイスは、
ユーザが接続を行うのを試みなかったものとみなしてもよい。そして、例えばＮＦＣ接続
確立を再び試みることをユーザに要求するユーザ通知を生成することにより、又は、デバ
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イスがＮＦＣ接続リンクに関連付けられた機能を含むことなくアプリケーションを続ける
ことをユーザに示すユーザ通知を生成することにより、このシナリオを反映するユーザ通
知を生成してもよい（例えば、ＮＦＣ接続を介して他のデバイスにより供給されることを
意図した特定のデータよりはむしろ、一般的な又はデフォルトのデータが用いられ得る）
。
【０１８７】
　幾つかの実施形態において、図２の装置は、動作データが所与の時間間隔内に動作基準
を満たすが他のデバイスの存在が検出されない場合にユーザ通知を生成するように構成さ
れるユーザインタフェースを含んでもよい。
【０１８８】
　幾つかの実施形態において、装置は、デバイスのうち少なくとも一方からの使用可能な
データを受信するように構成された受信部を更に有する。そして、指定部２１１は、使用
可能なデータが基準を満たす場合にのみ、ユーザ動作を有効なものとして指定するように
構成されてもよい。
【０１８９】
　故に、幾つかの実施形態において、使用可能なデータが基準に適合する場合にのみ、ユ
ーザ動作は有効なものとして指定される。使用可能なデータは、対応するデバイスの動作
及び典型的には使用を示す。例えば、使用可能なデータは、特定のアクションが実行され
たかどうか、又は、特定のイベントが生じたかどうかの、デバイスの使用可能なモードを
示し得る。幾つかの実施形態において、使用可能なデータは、特定のユーザ入力、アクシ
ョン又はイベントが検出されたかどうかを示してもよい。
【０１９０】
　一例として、図２の装置は、第２のデバイスに対応するスマートフォンに含まれてもよ
い。装置は、詳細には薬箱であってもよい第１のデバイスから使用可能なデータを受信す
る受信部を更に有してもよい。薬箱からの使用可能なデータは、例えば、薬箱に対するド
アが開けられたか否かの指標を含んでもよい。この例では、薬箱に対するドアが開けられ
た場合にのみユーザ動作が有効なものとみなされてもよい。
【０１９１】
　使用可能なデータの基準は、特定の実施形態の任意の適切な基準であってもよい。多く
の実施形態において、基準は、使用可能なデータが絶対的又は相対的な時間間隔であり得
る所与の時間間隔内に生じるイベントを示すという要件を含んでもよい。
【０１９２】
　異なるアクションは、ユーザ動作が有効なものと指定されたか否かに依存して利用され
てもよいことが理解されるだろう。実際に、多くの実施形態において、装置（詳細には第
１及び第２のデバイスのうちの一方）は、ユーザ動作が有効なものと指定されたか否かに
依存して動作を実行するように構成される。
【０１９３】
　幾つかの実施形態において、検証評価の結果が単純に格納されてもよい。例えば、薬順
守の例において、ユーザが薬を服用した可能性が高いか否かの決定が、薬の定められた取
り込みに対するユーザの一般的な順守のデータ記録を生成するために記録されてもよい。
【０１９４】
　幾つかの実施形態において、装置は、ユーザ動作が有効なものとみなされたか否かに依
存して異なるユーザ入力を生成するように構成されてもよい。例えば、有効なものとみな
されない場合、装置は、ユーザに対して更なるガイダンスを与えるユーザ出力を生成して
もよい。
【０１９５】
　多くの実施形態において、装置は、ユーザ動作が有効なものとみなされるか否かに依存
して計算プロセスを分岐させるように構成されてもよい。例えば、装置は、ユーザ動作が
有効なものとみなされるか否かに依存して異なるサブルーチン又は機能を呼び出し得るア
プリケーションを実行してもよい。幾つかの実施形態において、装置は、ユーザ動作が有
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効なものと指定されるか否かに基づいてアプリケーションを開始するように構成されても
よい。
【０１９６】
　他の例として、幾つかの実施形態において、装置は、ユーザ動作が有効なものと指定さ
れるか否かに依存して通信を開始するように構成されてもよい。例えば、ユーザ動作が有
効なものとみなされる場合、ユーザが定められたように薬を服用したものとみなすので、
アクションは薬モニタリングの例において利用されなくてもよい。しかしながら、ユーザ
動作が有効なものとして指定されない場合、装置は、薬が服用されなかったと推定される
ことを警告するために遠隔のデバイスへの通信を開始してもよい。
【０１９７】
　実際に、本アプローチのための特に適切なアプリケーションエリアは、病人、弱者又は
高齢者のモニタリングであってもよい。例えば、自宅患者が毎日特定のユーザ動作を実行
することが期待されてもよい。有効なものと期待されるユーザ動作が例えば一日の間に検
出されなかったことを装置が検出した場合、ユーザが支援を必要としているかもしれない
という可能性を遠隔の支援スタッフに警告し得る遠隔のデバイスへの通信を確立してもよ
い。
【０１９８】
　前の例において、ユーザ動作は、第１及び第２のデバイスのうちの一方のみのための動
作データに基づいて有効なものとして指定された。しかしながら、幾つかの実施形態にお
いて、動作データは、第１及び第２のデバイスの双方のための動作データを有してもよく
、動作基準は、第１及び第２のデバイスの双方の動作データの要件を有してもよい。
【０１９９】
　動作データは、例えば２つのモバイルデバイスのための配向／回転データであってもよ
い。例えば、ＮＦＣ接続が２つのモバイルデバイス間で確立されたとき、最適な接続を取
得するために２つのデバイスのＮＦＣアンテナが互いに十分に近くになるために２つのデ
バイスが互いに対して正しく配向されることが必要であってもよい。
【０２００】
　この場合、双方のデバイスのための配向データが取得されてもよい。更に、ＮＦＣ接続
の確立が近接検出を与えるために考慮されてもよい。加えて、動作基準は、２つのデバイ
スのための配向データが、２つのデバイスが互いに対して正しく配向されるというシナリ
オに適合することを要求してもよい。もしそうならば、ユーザ動作は有効なものとみなさ
れ、アプリケーションはＮＦＣ接続を用いて進行してもよい。しかしながら、もしそうで
なければ、ＮＦＣ接続は維持されるが、ユーザには、ＮＦＣアンテナのより良好な配置を
実現するために２つのデバイスの配向を変化させるという要求が与えられる。そして、ア
プリケーションは、ユーザ動作が有効なものと指定されたときのように進行してもよい。
【０２０１】
　前に述べられたように、異なる機能は、第１のデバイス１０１、第２のデバイス１０３
又は実際に１又はそれ以上の他のデバイスを含む、異なるデバイスにおいて実装されても
よい。
【０２０２】
　しかしながら、多くの実施形態において、ユーザ動作を評価している機能が（即ち第２
のデバイス１０３において）評価が基づかれる運動に関するデバイスに含まれることが特
に有利である。故に、多くの実施形態において、第２のデバイスは、動作データを生成す
るための動作センサを有するだけでなく、近接検出部２０１、受信部２０３、評価部２０
９及び指定部２１１をも有する。
【０２０３】
　これは、例えば、ユーザがユーザ動作を評価するために自己のデバイスを用いるのを可
能にしてもよい。例えば、薬順守の例において、基本的には、全ての機能は、スマートウ
ォッチに含まれてもよく、薬箱の唯一の要件はこれの近接が検出され得ることであっても
よい。
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【０２０４】
　評価のために用いられるユーザ可動デバイスにおいて機能を実装するアプローチは、多
くの有利なアプリケーションを可能にしてもよい。とりわけ、多くのシナリオにおいて、
ユーザの自己のデバイスがユーザ動作を評価するのを、この評価の任意の認識を有するの
を他のデバイスに要求することなく可能にしてもよい。例えば、他のデバイスがＮＦＣ通
信を確立し、おそらくそれ自体を識別するためのＮＦＣ機能を有することのみを要求して
もよい。本アプローチは、ユーザの特定の優先度及び要件に対して顕著なカスタム化及び
適応を可能にしてもよい。
【０２０５】
　多くの実施形態において、ユーザ動作を評価する機能が、評価が基づかれる運動に関す
るものとは異なるデバイスに含まれることが特に有利であってもよい。とりわけ、機能が
（即ち第１のデバイス１０１において）近接検出に含まれている他のデバイスに含まれる
ことが有利であってもよい。故に、多くの実施形態において、第１のデバイス１０１は、
近接検出部２０１、受信部２０３、評価部２０９及び指定部２１１を有してもよい。
【０２０６】
　これは、とりわけ、一般的なデバイスが、それぞれが自己のデバイスを有する多くの異
なるユーザにより用いられるのを可能にしてもよい。実際に、静止デバイスが前述された
原理に沿ってユーザ動作を評価するのを可能にしてもよい。例えば、一般的な支払い端末
は、ユーザ動作を評価するための全ての機能を有してもよい。ＮＦＣを介して結合される
他のデバイスから動作データを受信してもよく、その後、この動作データは、ユーザ動作
を評価するために用いられてもよい。故に、支払端末は、例えば動作データを提供するよ
うに構成された適切なアプリケーションを実行するスマートフォンにより用いられてもよ
い。
【０２０７】
　他の例として、歯ブラシは、ＮＦＣを介して結合されたときに動作データをスマートフ
ォンに送信してもよく、この動作データは、例えば、歯のブラッシングアクティビティが
充分だった（例えば、十分長い間実行された）ことを確認するために用いられてもよい。
【０２０８】
　上記の説明は、明瞭さのために、異なる機能的な回路、ユニット及びプロセッサを参照
して本発明の実施形態について述べていることが理解されるだろう。しかしながら、異な
る機能的な回路、ユニット又はプロセッサの間の機能の任意の適切な分配が本発明から逸
脱することなく用いられてもよいことが明らかであるだろう。例えば、別々のプロセッサ
又はコントローラにより実行されるように示された機能は、同じプロセッサ又はコントロ
ーラにより実行されてもよい。それ故、特定の機能ユニット又は回路への参照は、厳しい
論理的又は物理的な構造又は組織を示すよりはむしろ、述べられた機能を与えるための適
切な手段への参照としてのみ理解されるべきである。
【０２０９】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はこれらの任意の組み合わ
せを含む任意の適切な形式において実装され得る。本発明は、オプションとして、１又は
それ以上のデータ処理装置及び／又はデジタル信号プロセッサ上で実行するコンピュータ
ソフトウェアとして少なくとも部分的に実装されてもよい。本発明の一実施形態の要素及
び成分は、任意の適切な手段において、物理的に、機能的に、及び、論理的に実装されて
もよい。実際に、機能は、単一のユニットにおいて、複数のユニットにおいて、又は、他
の機能ユニットの部分として、実装されてもよい。それ自体、本発明は、単一のユニット
において実装されてもよく、又は、異なるユニット、回路及びプロセッサの間で物理的及
び機能的に分配されてもよい。
【０２１０】
　本発明が幾つかの実施形態に関して述べられたが、ここで記載される特定の形式に限定
されることを意図するものではない。むしろ、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。加えて、特徴が特定の実施形態に関して述べられるように見え得
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るが、当業者は、述べられた実施形態の種々の特徴が本発明に従って組み合わせられ得る
ことを認めるだろう。請求項において、有するという用語は、他の要素又はステップの存
在を除外するものではない。
【０２１１】
　更に、個別に記載されているが、複数の手段、要素、回路又は方法ステップは、例えば
単一の回路、ユニット又はプロセッサにより実装されてもよい。加えて、個々の特徴が異
なる請求項に含まれ得るが、これらは、場合により、有利に組み合わせられてもよく、異
なる請求項における包含は、特徴の組み合わせが有利及び／又は実行可能なものではない
ことを意味するものではない。また、請求項の１つのカテゴリにおける特徴の包含は、こ
のカテゴリに対する限定を意味するものではなく、むしろ、特徴が適切に他の請求項カテ
ゴリに同程度に適用可能であることを示す。更に、請求項中のフィーチャの順序は、フィ
ーチャが動作されなければならない任意の特定の順序を意味するものではなく、とりわけ
、方法クレームにおける個々のステップの順序は、ステップがこの順序で実行されなけれ
ばならないことを意味するものではない。むしろ、ステップは、任意の適切な順序で実行
されてもよい。加えて、単数表記の参照は、複数を除外するものではない。それ故、単数
表記、"第１"、"第２"等への参照は複数を排除するものではない。また、第１、第２等へ
の参照は、単にラベルとみなされるに過ぎず、これらの用語による特徴の任意の順序、シ
ーケンス、関係又は特性を意味又は記述するものではない。請求項中の参照符号は、単に
明らかにする一例だけのものとして供給されるものであり、任意の手段において請求項の
範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。

【図１】 【図２】
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