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(57)【要約】
ファッションアクセサリとシグナリングアセンブリとを
備えるモバイル通信装置を提供する。シグナリングアセ
ンブリは、点滅するＬＥＤライトおよび振動などの感覚
刺激を与えるように構成することができる。これらの刺
激は、遠隔通信装置から、またはユーザが行うジェスチ
ャから、またはモバイル通信装置に保存している情報か
ら、受け取る信号に応じて異なり得る。
【選択図】図９Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル通信装置であって、
　（ａ）ファッションアクセサリと、
　（ｂ）シグナリングアセンブリと、を備え、該シグナリングアセンブリは、前記ファッ
ションアクセサリ内に収容されているか、または前記ファッションアクセサリに装着され
ており、複数の異なる感覚刺激を生成することが可能であって、前記異なる感覚刺激は、
遠隔送信装置からの異なる通信の受信に基づくものであり、前記感覚刺激のうちの少なく
とも１つは視覚表示である
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　モバイル通信装置であって、
　（ａ）ファッションアクセサリと、
　（ｂ）シグナリングアセンブリと、を備え、該シグナリングアセンブリは、前記ファッ
ションアクセサリ内に収容されているか、または前記ファッションアクセサリに装着され
ており、複数の異なる感覚刺激を生成することが可能であって、磁石と、導電可能な接触
子と、を有する
　ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　前記ファッションアクセサリは、宝飾品である
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　アンテナを備え、前記アンテナは、少なくとも部分的に前記ファッションアクセサリ内
に収容されており、前記宝飾品は、当該モバイル通信装置の外側に露出した非金属材また
は半貴石を有し、前記非金属材または半貴石は、前記アンテナと当該モバイル通信装置の
外側との間に配置されており、前記アンテナと前記非金属材または半貴石との間に金属材
は配置されていない
　請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記宝飾品は、指輪である
　請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記指輪は、半貴石を含むヘッドを有し、前記半貴石は、無線透過性または無線半透過
性である
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記宝飾品は、ブレスレットである
　請求項４に記載の装置。
【請求項８】
　前記宝飾品は、ネックレス、またはネックレスに結び付けられたチャームである
　請求項４に記載の装置。
【請求項９】
　前記視覚表示は、ＬＥＤライトを含む
　請求項４に記載の装置。
【請求項１０】
　前記視覚表示は、前記ヘッドを通して感知可能である
　請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　前記視覚表示は第１の感覚刺激であって、前記複数の感覚刺激は第２の感覚刺激を含み
、前記第２の感覚刺激は振動信号である
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　請求項４に記載の装置。
【請求項１２】
　充電装置と係合するための磁石および接触子を備える
　請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　加速度計を備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項１４】
　ジャイロスコープを備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項１５】
　マイクロフォンを備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項１６】
　スピーカを備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項１７】
　液晶画面を備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項１８】
　電気皮膚反応検出器を備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記アンテナはアンテナトレースを有し、前記アンテナトレースは、少なくとも１つの
曲がりを含む非線形経路をたどるものである
　請求項４に記載の装置。
【請求項２０】
　前記曲がりは、４５～９０度の間である
　請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記アンテナトレースは、複数の異なる平面を横切って屈曲している
　請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記シグナリングアセンブリは、プリント回路基板を有し、前記アンテナトレースは、
中立軸内で前記プリント回路基板の内側平面に配置されている
　請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　装置を充電するためのシステムであって、
　請求項１２に記載の装置と、充電ステーションと、を含み、
　前記充電ステーションは、前記接触子で、前記装置と可逆的に係合するように構成され
ており、前記充電ステーションは磁石を有し、前記装置の充電に適合しないような向きで
前記装置が配置された場合には、前記充電ステーションの前記磁石は、前記装置に反発し
、前記充電ステーションは電源を含むか、または電源に係合するように構成されている
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　前記充電ステーションは、１つ以上の宝飾品を保持するように構成された箱である
　請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　装置を充電するためのシステムであって、
　請求項１２に記載の装置と、充電ステーションと、を含み、
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　前記充電ステーションは、前記接触子で、前記装置と可逆的に係合するように構成され
ており、前記充電ステーションは磁石を有し、前記装置の充電に適合するような向きで前
記装置が配置された場合には、前記充電ステーションの前記磁石は、前記装置に吸引力を
作用させ、前記充電ステーションは電源を含むか、または電源に係合するように構成され
ている
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　前記充電ステーションは、１つ以上の宝飾品を保持するように構成された箱である
　請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　着信を通知する方法であって、
　（ａ）請求項１または２に記載のモバイル通信装置において、ワイヤレス通信を受信す
ることであって、生成すべき少なくとも１つの感覚刺激の指示に相当する情報を含むワイ
ヤレス通信を受信することと、
　（ｂ）前記ワイヤレス通信を分析することであって、複数の感覚刺激のうちのどれを生
成するべきか決定することを含んで、分析することと、
　（ｃ）前記少なくとも１つの感覚刺激を生成することと、を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　前記ワイヤレス通信の内容を、スマートフォンで受信したメッセージまたは通知のパラ
メータに依存するものとするように、該スマートフォンをプログラミングすることを含む
　請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　スマートフォンで、電話、ボイスメール、テキストメッセージ、または電子メールのど
れを受信したのかに応じて、異なるワイヤレス通信を生成するように、該スマートフォン
をプログラミングすることを含む
　請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　スマートフォンで、ソーシャルネットワーキングウェブサイトからの更新、アラーム、
またはローバッテリの表示のどれを受信したのかに応じて、異なるワイヤレス通信を生成
するように、該スマートフォンをプログラミングすることを含む
　請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記モバイル通信装置は、宝飾品を含む
　請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記宝飾品は、指輪である
　請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記宝飾品は、ブレスレットである
　請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記宝飾品は、ネックレスである
　請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの感覚刺激は、触覚刺激および視覚刺激を含み、
　（ａ）前記触覚刺激は、前記モバイル通信装置によって生成することが可能な複数の触
覚刺激から選択されるものであって、生成される前記触覚刺激は、前記スマートフォンで
、電話、ボイスメール、テキストメッセージ、または電子メールのどれを受信したのかに
応じたものであり、
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　（ｂ）前記視覚刺激は、前記モバイル通信装置によって生成することが可能な複数の視
覚刺激から選択されるものであって、生成される前記視覚刺激は、前記電話、前記ボイス
メール、前記テキストメッセージ、または前記電子メールの発信元に応じたものである
　請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記モバイル通信装置は、前記触覚刺激を生成した後に、前記視覚刺激を生成する
　請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの感覚刺激は、触覚刺激および視覚刺激を含み、
　（ａ）前記触覚刺激は、前記モバイル通信装置によって生成することが可能な複数の触
覚刺激から選択されるものであって、生成される前記触覚刺激は、前記スマートフォンで
、電話、ボイスメール、テキストメッセージ、または電子メールのどれを受信したのかに
応じたものであり、
　（ｂ）前記視覚刺激は、前記モバイル通信装置によって生成することが可能な複数の視
覚刺激から選択されるものであって、生成される前記視覚刺激は、前記電話、前記ボイス
メール、前記テキストメッセージ、または前記電子メールの内容に応じたものである
　請求項２９に記載の方法。
【請求項３８】
　前記モバイル通信装置は、前記触覚刺激を生成した後に、前記視覚刺激を生成する
　請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記パラメータは、第１のパラメータであって、前記少なくとも１つの感覚刺激は、触
覚刺激および視覚刺激を含み、
　（ａ）前記触覚刺激は、前記モバイル通信装置によって生成することが可能な複数の触
覚刺激から選択されるものであって、生成される前記触覚刺激は、前記メッセージまたは
通知の前記第１のパラメータに依存するものであり、
　（ｂ）前記視覚刺激は、前記モバイル通信装置によって生成することが可能な複数の視
覚刺激から選択されるものであって、生成される前記視覚刺激は、前記通知またはメッセ
ージの第２のパラメータに依存するものである
　請求項２８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記モバイル通信装置は、前記触覚刺激を生成した後に、前記視覚刺激を生成する
　請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　モバイル通信装置を再充電するためのシステムであって、
　（ａ）請求項１に記載のモバイル通信装置と、
　（ｂ）充電ステーションと、を含み、
　前記シグナリングアセンブリは、少なくとも１つの磁石と、少なくとも１つの接触子と
、を有し、前記充電ステーションは、少なくとも１つの磁石と、少なくとも１つのピンと
、を有する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項４２】
　前記充電ステーションは、宝飾品を保持することが可能な箱である
　請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記ファッションアクセサリは、宝飾品である
　請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記モバイル通信装置は、再充電可能なバッテリを有する
　請求項４１に記載のシステム。
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【請求項４５】
　前記ファッションアクセサリは、指輪であり、前記指輪の前記少なくとも１つの磁石は
、一対の磁石を含み、前記充電ステーションの前記少なくとも１つの磁石は、磁石の第１
の対および磁石の第２の対を含む
　請求項４１ないし４４のいずれかに記載のシステム。
【請求項４６】
　前記指輪の前記少なくとも１つの接触子は、前記充電ステーションから電力を受けるよ
うに構成されている
　請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記充電ステーションの前記少なくとも１つのピンは、ポゴピンである
　請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記指輪のシャンクが、レセプタクル内にあるときには、前記指輪の前記少なくとも１
つの接触子は、前記ピンとアラインされ、前記指輪の前記一対の磁石は、前記充電ステー
ションの前記磁石の第１の対とアラインされ、前記充電ステーションの前記磁石の第１の
対は、前記指輪の前記一対の磁石に吸引力を作用させる
　請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　ＵＳＢコネクタを備える
　請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記充電ステーションは、前記指輪よりも、多くの磁石を有する
　請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
　アタッチメント要素を備える
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項５２】
　前記アタッチメント要素は、クリップである
　請求項５１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照：
　本出願は、２０１３年２月２５日に出願された特許文献１の出願日の利益を主張するも
のであり、その開示の全体は、本明細書に完全に記載されているかのように参照により組
み込まれる。
【０００２】
　本発明は、ワイヤレス装置の分野に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　スマートフォンおよびパーソナルデジタルアシスタントなどの携帯通信機器は、２１世
紀では当たり前のものとなっている。人々はこれらの機器に頼って、仕事仲間、友人、家
族とコミュニケーションを取り、社会では、それらは、人々が互いにつながるため、そし
てつながりを保っていくための手段として欠かせないものであると認識されている。
【０００４】
　同時に、状況によっては、この種の機器を公然と見せつけることは、他の人には目障り
であったり、失礼であったり、それ以外にも好ましくない場合があるという認識がある。
例えば、会議やレジャー活動の際に大抵の人が遠隔の相手との通信が可能な少なくとも１
つの携帯機器を所持しているという認識があるにもかかわらず、会議中の会議テーブルの
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上でスマートフォンが振動したり、映画の上映中に機器が鳴り響いたりすると、社会の顰
蹙を買う。
【０００５】
　また、状況によっては、着信していない場合であっても、人は自身の機器でメッセージ
をチェックしなければならない気持ちに駆られることがあり、これは、そこに居合わせて
いる他の人に失礼であると考えることができる。また、他の人の面前では、携帯機器を単
につかんでいることが、他の人に目障りであったり、所有者にとって面倒であったりする
ことがある。さらには、多くの所有者は、自身の携帯機器を、ハンドバッグもしくはブリ
ーフケースのような鞄またはホルスタもしくはポケットに入れておくように決めているが
、このようなときには、着信音が聞こえなかったり、振動に気付かなかったりするため、
１件以上の着信を見逃すおそれがある。従って、機器を保持する必要性または機器に直接
近接している必要性を最小限としつつ、個人に対して、その個人のワイヤレス機器におけ
る着信を通知するための新規の方法および新規の技術が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国仮特許出願第６１／７６９，００９号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の種々の実施形態により、モバイル通信装置、これらの装置を使用する方法、お
よびこれらの装置を組み込んだシステムを提供する。これらの装置は、例えば、人が着用
するように、または人の衣服を装飾するように、設計することができる。本発明の種々の
実施形態によって、人が自身の所有するスマートフォンまたは他のコンピュータ機器への
身体的接触を、または一部の実施形態では、さらに極めて近接した状態を、維持する必要
性を最小限としつつ、遠隔の第三者へのアクセス性を維持すること、およびスマートフォ
ンの機能性を人の身体部位に拡張すること、という１つ以上の目的を達成することができ
る。
【０００８】
　第１の実施形態により、本発明は、モバイル通信装置を提供し、これは、（ａ）ファッ
ションアクセサリと、（ｂ）シグナリングアセンブリと、を備え、シグナリングアセンブ
リは、ファッションアクセサリ内に収容されているか、またはファッションアクセサリに
装着されており、複数の異なる感覚刺激を生成することが可能であって、それらの異なる
感覚刺激は、遠隔送信装置からの異なる信号の受信に基づくものであり、それらの感覚刺
激のうちの少なくとも１つは視覚表示である。
【０００９】
　第２の実施形態により、本発明は、モバイル通信装置を提供し、これは、（ａ）ファッ
ションアクセサリと、（ｂ）シグナリングアセンブリと、を備え、シグナリングアセンブ
リは、ファッションアクセサリ内に収容されているか、またはファッションアクセサリに
装着されており、複数の異なる感覚刺激を生成することが可能であって、それらの異なる
感覚刺激は、遠隔送信装置からの異なる信号の受信に基づくものであり、それらの感覚刺
激のうちの少なくとも１つは、触感覚である。
【００１０】
　第３の実施形態により、本発明は、モバイル通信装置を提供し、これは、（ａ）ファッ
ションアクセサリと、（ｂ）シグナリングアセンブリと、を備え、シグナリングアセンブ
リは、ファッションアクセサリ内に収容されているか、またはファッションアクセサリに
装着されており、複数の異なる感覚刺激を生成することが可能であって、それらの異なる
感覚刺激は、遠隔送信装置からの異なる信号の受信に基づくものであり、それらの感覚刺
激のうちの少なくとも１つは、聴覚刺激である。
【００１１】
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　第４の実施形態により、本発明は、モバイル通信装置を提供し、これは、（ａ）ファッ
ションアクセサリと、（ｂ）シグナリングアセンブリと、を備え、シグナリングアセンブ
リは、ファッションアクセサリ内に収容されているか、またはファッションアクセサリに
装着されており、感覚刺激または複数の異なる感覚刺激を生成することが可能であって、
少なくとも１つまたは少なくとも２つの磁石と、導電可能な接触子と、を有する。その磁
石またはそれらの磁石は、充電ステーション上の相補的な磁石または磁石セットと組み合
わせて用いることで、吸引力を発生させることができる。磁石および／または接触子を使
用することは、モバイル通信装置のドッキングおよび／または充電を可能としたい場合に
効果的である。しかしながら、一部の装置では再充電可能としないことも、本発明の範囲
内であり、その場合、ドッキングステーションへの吸引のための磁石または他の構造体は
必要ない場合がある。さらに、他の実施形態では、接触子を備えることなく、装置は、例
えば、誘導充電、モーション、加熱、または核エネルギーによって再充電可能である。
【００１２】
　第５の実施形態により、本発明は、着信を通知する方法を提供し、該方法は、（ａ）本
発明のモバイル通信装置においてワイヤレス通信を受信することであって、生成すべき感
覚刺激に相当する情報を含むワイヤレス通信を受信することと、（ｂ）そのワイヤレス通
信をシグナリングアセンブリにおいて分析することであって、複数の感覚刺激のうちのど
れを生成するべきか決定することを含んで、分析することと、（ｃ）感覚刺激を生成する
ことと、を含む。生成すべき感覚刺激に相当する情報は、テレコミュニケーション装置で
受信されたメッセージもしくは通知のパラメータに基づいて決定することができる。非限
定的な例として、パラメータは、そのメッセージもしくは通知のモダリティに対応したも
のであり得るか、またはそのメッセージもしくは通知の発信元の識別情報に対応したもの
であり得るか、またはそのメッセージもしくは通知の内容に対応したものであり得るか、
またはそのメッセージもしくは通知の緊急度に対応したものであり得るか、またはそのメ
ッセージもしくは通知の時刻に対応したものであり得るか、またはそのメッセージもしく
は通知がテレコミュニケーション装置に送信された送信元の場所に対応したものであり得
る。複数のパラメータが考慮される場合は、それぞれが、第１のパラメータ、第２のパラ
メータ、第３のパラメータ、第４のパラメータなどであり得る。生成される感覚刺激また
は複数の感覚刺激は、これらのパラメータのうちの１つ、２つ、またはさらに多くのパラ
メータに依存し得る。
【００１３】
　第６の実施形態により、本発明は、システムを提供し、これは、（ａ）ファッションア
クセサリと、（ｂ）ファッションアクセサリ内に収容されているか、またはファッション
アクセサリに装着されているシグナリングアセンブリであって、遠隔送信装置からの異な
る伝達情報の受信に基づいて決定される複数の異なる感覚刺激を生成することが可能なシ
グナリングアセンブリと、（ｃ）充電ステーションと、を備え、シグナリングアセンブリ
は、バッテリと、少なくとも１つの磁石と、少なくとも１つの接触子と、を有し、充電ス
テーションは、少なくとも１つの磁石と、少なくとも１つのピンと、を有する。一部の実
施形態では、システムは、伝達情報をモバイル通信装置に送信することが可能な遠隔送信
装置をさらに備える。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、モバイル通信装置のシグナリングアセンブリは、例えば
プリント回路基板（「ＰＣＢ」）とマイクロコントローラであるコンピュータ装置を有す
る。コンピュータ装置は、例えば、視覚刺激、聴覚刺激、触覚刺激である１つ以上の感覚
刺激を与えることが可能な他の構成要素とやりとりすることができる。さらに、一部の実
施形態では、コンピュータ装置は、例えばモバイル装置のユーザおよび／またはユーザの
ローカル環境から、および／または例えばベンダである情報ローカルブロードキャスタか
ら、ローカル外部情報を収集するように構成することができる。さらに、シグナリングア
センブリは、刺激生成のための指示を受信したときの送信元であるテレコミュニケーショ
ン装置に返信するか、または他の装置に対して例えばそれらの装置のうち１つ以上へのア
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クションのための情報または指示を送信するか、さらに／または例えばベンダが運営する
装置である第三者装置と例えば近距離無線通信によって通信する、ように設計することが
できる。一例として、シグナリングアセンブリは、プリント回路基板と、１つ以上のソフ
トウェアモジュールと、マイクロコントローラと、振動モータ、圧電ポリマまたは電気機
械ポリマのような触覚フィードバックを与える装置と、バッテリと、１つ以上のＬＥＤと
、さらにオプションとして、コンデンサと、抵抗器と、タイミング装置と、バランと、マ
イクロフォンと、ＬＣＤと、加速度計と、１つ以上のスピーカと、後述するような入力装
置と、を有することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本明細書で開示するシステム、方法、および装置によって、ユーザが、自身のテレコミ
ュニケーション装置に近接していなくても、それらのテレコミュニケーション装置から情
報を受け取る能力を、さらに場合によってはそれらのテレコミュニケーション装置に情報
を送信する能力を向上させることにより、電話機などユーザ自身のテレコミュニケーショ
ン装置でのユーザエクスペリエンスを向上させることができる。また、本発明の種々の実
施形態により、ユーザが自身のテレコミュニケーション装置とやりとりするときの安心感
および利便性を与えることもできる。その場合、ユーザは１つ以上の宝飾品をスマートフ
ォンなどの他の機器とペアリングさせて、その宝飾品の着用者が着信メッセージまたは着
呼を例えば振動パターンおよび／またはほのかな光によって通知されるようにすることが
できる。従って、本発明の種々の実施形態により、ユーザは、自身の携帯電話機を見えな
いところに保持することができ、それでも、限定するものではないが、電話、テキストメ
ッセージ、電子メール、カレンダ、ソーシャルメディアの更新、および電話機の紛失また
は盗難の発生、のうちの１つ以上を含む、ユーザが認識するべき伝達情報があれば、アラ
ートを受けることができる。
【００１６】
　本発明のこれらおよび他のシステム、方法、目的、特徴、ならびに効果は、実施形態に
ついての以下の詳細な説明および図面から当業者に明らかになる。
【００１７】
　開示されるシステム、方法、および装置、ならびに、そのいくつかの実施形態について
の以下の詳細な説明は、以下の図面を参照することで理解することができる。図中の要素
は、例示目的で提示されるものであり、それらは必ずしも一定の縮尺で描かれてはいない
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態の構成要素を示している説明図
【図２Ａ】本発明のモバイル通信装置と連携するように構成されたテレコミュニケーショ
ン装置を示している説明図
【図２Ｂ】本発明のモバイル通信装置と連携するように構成されたテレコミュニケーショ
ン装置を示している説明図
【図２Ｃ】本発明のモバイル通信装置と連携するように構成されたテレコミュニケーショ
ン装置を示している説明図
【図２Ｄ】本発明のモバイル通信装置と連携するように構成されたテレコミュニケーショ
ン装置を示している説明図
【図３】本発明の一実施形態を組み込んだ宝飾品を示している説明図
【図４Ａ】本発明の一実施形態によるプリント回路基板を示している説明図
【図４Ｂ】本発明の一実施形態によるプリント回路基板を示している説明図
【図５】プリント回路基板内のアンテナトレースを表した説明図
【図６Ａ】本発明の一実施形態である指輪の中のシグナリングアセンブリの一例を示して
いる説明図
【図６Ｂ】本発明の一実施形態である指輪の中のシグナリングアセンブリの一例を示して
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いる説明図
【図７】充電ステーションの一例を示している説明図
【図８Ａ】充電ステーションの中と外に指輪を示している説明図
【図８Ｂ】充電ステーションの中と外に指輪を示している説明図
【図９Ａ】指輪であるモバイル通信装置を示している説明図
【図９Ｂ】指輪のヘッドから取り外されたシグナリングアセンブリを示している説明図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明について、添付の図面を参照して、その種々の例示的かつ非限定的な実施形態の
説明によって以下で詳細に記載する。ただし、本発明は、多くの異なる形態で実施するこ
とができ、本明細書に記載の例示的な実施形態に限定されるものと解釈されるべきではな
い。むしろ、それらの実施形態は、本開示を完全なものとして、当業者に本発明のコンセ
プトを十分に伝えるために提示されるものである。
【００２０】
　［モバイル通信装置］
　第１の実施形態によれば、本発明は、モバイル通信装置に関するものである。装置は、
ファッションアクセサリとシグナリングアセンブリとを備えて、これらで基本的に構成さ
れるか、またはこれらで構成されることができ、シグナリングアセンブリは、該モバイル
通信装置で伝達情報を受信するとともに、それらの伝達情報に応じた刺激を生成すること
を可能とするハードウェアである。好ましくは、モバイル通信装置は、ポータブルに構成
されており、すなわち、携帯するのに十分に軽量であり、さらにオプションとして、１つ
以上の装飾デザインまたは美的特徴もしくはデザイン要素を含んでいる。ファッションア
クセサリとシグナリングアセンブリとは、例えば、接着剤またはハンダで相互に結合させ
ることができる。一部の実施形態では、ファッションアクセサリは、シグナリングアセン
ブリを完全に包み込むものである一方、他の実施形態では、ファッションアクセサリは、
シグナリングアセンブリを部分的にのみ包むものであり、例えば、シグナリングアセンブ
リの少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少な
くとも９０％、または少なくとも９５％を包むものである。ファッションアクセサリがシ
グナリングアセンブリを部分的に包むものである場合には、モバイル通信装置がユーザに
よって着用されているとき、またはユーザの衣服を装飾しているときに、シグナリングア
センブリは、完全にではないにしても、少なくとも大部分は、視界から遮られることが好
ましい。
【００２１】
　本装置が人に着用されるのではなく、他のアイテムに結び付けられるいくつかの実施形
態では、限定するものではないが、テープ止め、接着、はめ込み、ピン止め、囲い込み、
封入、または当技術分野で周知の他のいずれかの組み込み方法を含む、当技術分野で周知
の種々の方法のうちの１つ以上によって、例えば、ネクタイ、ベスト、セーター、ジャケ
ット、または帽子などの衣類である構造物に、本装置を結び付けることができる。また、
一部の実施形態では、ピン、またはラッチ・フック・システムの一部（相補要素は装着さ
れるアイテム側に設けられる）、またはクリップのような、アタッチメント要素を設ける
ことができる。非限定的な例において、アタッチメント要素は、クリップ状構成を有し、
これにより、ポケット、ベルト、時計、ブレスレット、ブローチ、指輪、靴、帽子、自転
車ハンドル、ネックレス、ネクタイ、眼鏡、襟、靴下、鞄、ハンドバッグ、財布、コード
への装着、および、本明細書で開示されるシステム、方法、および装置の機能を持たせる
のに望ましい場合がある他のアイテムへの装着が可能となる。
【００２２】
　［ファッションアクセサリ］
　モバイル通信装置は、ファッションアクセサリを備えるものであり、従って、人が着用
するか、または人の衣服を装飾するために用いることができる。それらのアクセサリは、
純粋に装飾用のものであっても、または美的以外の有用性があるものであってもよい。こ
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れらのアクセサリの例として、限定するものではないが、指輪、ブレスレット、ネックレ
ス、時計、時計バンド、ハンドバッグ、財布、イヤリング、ボディリング、ヘッドバンド
、眼鏡、ベルト、ネクタイ、タイバー、タイタック、財布、靴、ペンダント、チャーム、
ボンボン飾り、が含まれる。また、モバイル通信装置は、他のアイテムの形態のものとす
ることもできる。例えば、モバイル通信装置は、ポケット、ステアリングホイール、キー
ボード、ペン、自転車ハンドル、ならびに、本明細書で開示されるシステム、方法、およ
び装置の機能を持たせるのに望ましい場合がある他のエリア、に組み込むこともできる。
【００２３】
　一実施形態では、ファッションアクセサリは、指輪である。指輪は、指穴を提供する場
所であるシャンクと、ヘッドとを備えて、これらで基本的に構成されるか、またはこれら
で構成されることができ、ヘッドは、指輪の装飾部を備えて、これで基本的に構成される
か、またはこれで構成されており、さらに一部の実施形態では、本装置のシグナリングア
センブリを収容している。
【００２４】
　ヘッドは、任意の形状とすることができ、例えば、正球、球欠、立方体、直方体、円柱
、三角柱、円錐、角錐、樽形、円錐台、円頭円柱、切頭円柱、楕円体、正多角形柱、角錐
台（台形台）のような例えば４～１６側面の切頂３次元ポリゴン、もしくはこれらの組み
合わせとすることができ、または不規則形状とすることができる。
【００２５】
　一部の実施形態では、ヘッドは、１つ以上の宝石および／または装飾デザインを含む上
面であって、それを見せるように構成された上面を有する。このような実施形態のいくつ
かでは、視覚刺激は、上面またはその周囲における光によって知覚できる。非限定的な一
例において、その光は、デザインで向きが決められているか、またはファッション要素の
上面（および／または他の部分）の美的側面に組み込まれている。従って、ファッション
要素が人間または動物の顔、頭、または頭蓋骨の形態のものである場合には、目の位置に
光を配置することができる。一実施形態では、アラートを受信すると、ダイヤモンドのよ
うに見えるように設計されたＬＥＤを、顔、頭、または頭蓋骨の目の中に設ける。あるい
は、指輪の上面は、そこを通して、伝達情報に応じた視覚刺激を提示するために、何の要
素も持たないようにすることができる。
【００２６】
　別の非限定的な例では、ヘッドは、角錐台であって、その大きい方の部分がヘッドの上
面に近接して配置される。いくつかの実施形態において、１つ、２つ、３つ、または４つ
の側面のそれぞれに、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、または８つのＬＥＤ
ライトが設けられる。切頂ポリゴンを用いて、その切頂ポリゴンの側面（複数の場合もあ
る）にのみＬＥＤを配置することにより、上面に配置された場合と比較して、視覚刺激が
生成されるときに、目障りとならないようにすることができる。その場合、例として、切
頂ポリゴンの側面のそれぞれに、０～４個または１～４個のＬＥＤライトを設けることが
できる。いくつかの実施形態において、シャンクに隣接しているか、またはシャンクから
遠位にあり得る、切頂ポリゴンの底面と側面との間における切頂ポリゴンの角度は、３０
度～７５度の間、または４０度～６０度の間、または４５～９０度の間である。
【００２７】
　指輪のシャンクサイズの例は、現在の、人が着用する標準的な指輪のサイズであり、例
えば、６号サイズ（約１６．５１ｍｍ内径）、米国サイズ７号（約１７．３２ｍｍ内径）
、米国サイズ８号（約１８．１４ｍｍ内径）を含む、米国サイズ５～１５号である。シャ
ンクとヘッドを含めた指輪の寸法の例は、最大２０ｍｍ×２０ｍｍ×３０ｍｍ、または最
大４０ｍｍ×４０ｍｍ×４０ｍｍ、または最大５０ｍｍ×５０ｍｍ×５０ｍｍである。
【００２８】
　宝飾品を構成することができる材料として、限定するものではないが、金、白金、銀、
金ミクロンメッキされた黄銅、青銅、銅、ニッケル、プラスチック、ガラス、およびそれ
らの組み合わせ、が含まれる。宝飾品のヘッドに装飾用に含むことができる宝石として、
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最大寸法で例えば１０ｍｍ×１０ｍｍから２０ｍｍ×３０ｍｍの、黒めのう、紫水晶、曹
灰長石、孔雀石、柘榴石、黄水晶、蛋白石、青金石、虎眼石、碧玉、紅玉髄、藍玉、月長
石、翡翠、橄欖石、方ソーダ石、黄玉、トルコ石などの半貴石が含まれるが、ただし、こ
れらに限定されない。
【００２９】
　さらなる非限定的な例では、宝飾品は、ネックレスであって、そのネックレスまたはそ
れに結び付けられたペンダントもしくはチャームの背面に、振動モータが配置される。ま
た、ネックレスまたはペンダントまたはチャームの前面に、１つ以上のＬＥＤを配置する
こともでき、これによって、ユーザは、生成された場合の光が見えるとともに振動を感じ
ることができる。
【００３０】
　さらに別の非限定的な例では、宝飾品は、ブレスレットである。この場合、シグナリン
グアセンブリは、例えば、宝石の中に配置することができる。
【００３１】
　［シグナリングアセンブリ］
　上述のように、モバイル通信装置のシグナリングアセンブリは、部分的または完全にフ
ァッションアクセサリの中に収容することができ、１つ以上の異なるタイプの１つ以上の
感覚刺激を生成するように構成される。感覚刺激は、様々に異なるタイプのものであり、
それらが異なる感覚によって感知可能なものである場合は、異なるモダリティで発せられ
、あるいは同じ感覚で感知可能なものである場合は、同じモダリティで発せられるが、た
だし、異なるパターン、間隔、ボリューム、色、もしくは構成のものとすることができ、
またはその他の方法でユーザが識別可能なものとすることができる。シグナリングアセン
ブリは、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせを有し得る。従って、
いくつかの実施形態において、シグナリングアセンブリは、マイクロコントローラの形態
とすることができる中央処理装置（「ＣＰＵ」）、プリント回路基板、バッテリ、１つ以
上の刺激生成出力装置のうち、全てではないにしても、１つ以上を有する。刺激生成出力
装置の例として、限定するものではないが、発光素子、放音装置、触覚刺激発生器が含ま
れ、その各々は異なるモダリティである。シグナリングアセンブリの各種構成要素につい
て、さらに詳細に以下で説明する。
【００３２】
　一部の実施形態では、シグナリングアセンブリは、その構成部品を備えるフレキシブル
回路基板と、バッテリと、モータと、ＬＥＤと、マイクロコントローラと、を有する。一
実施形態において、それらの構成要素は、有機熱可塑性プラスチックの一例であるポリエ
ーテル・エーテル・ケトン（「ＰＥＥＫ」）などのプラスチックサブアセンブリに収容さ
れており、そしてシートメタル・スタンピングによるトップ部品によって一つに保持され
ている。任意選択的に、回路基板は、耐水性のために、パリレンＣまたはパリレンＮポリ
マによってコーティングされ、それは、０．１ミクロンから２ｍｍの間の薄い防水コーテ
ィングを提供するように蒸着させることが可能である。あるいは、エポキシまたはホット
グルーなどの樹脂を用いて、定位置にセットした非導電性ポリマでキャビティを充填する
ことができ、これにより、防水性を提供するとともに、封止および固定する。別の例では
、構成要素は、シートメタル・スタンピングによる部品と共に形成される。
【００３３】
　構成要素を組み立てる際には、当業者に周知の技術によるＰＣＢへの印刷とその組み立
てによって開始することができる。次に、ＰＥＥＫサブアセンブリの射出成形およびシー
トメタル・ホルダのスタンピングを行うことができる。その後、ＰＣＢにコンフォーマル
コーティングを施し、コーティングされたＰＣＢをＰＥＥＫアセンブリ内に配置して、ピ
ンを取り付ける。ＰＣＢを定位置に配置したら、マイクロコントローラ、バッテリ、１つ
以上の刺激生成装置を、ＰＣＢに装着し、そしてトップメタルシートを固定する。次に、
シグナリングアセンブリを、ファッションアクセサリ内に配置するか、または結び付ける
ことができ、さらに任意選択的に、耐水性処理を施すことができる。最後に、宝石または
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他の装飾デザインを、例えばシグナリングアセンブリを覆うように、加えることができる
。
【００３４】
　一部の実施形態では、シグナリングアセンブリは、１つ、２つ、または３つの刺激生成
装置を有する。刺激生成装置が１つのみ設けられる場合、それは、ユーザが識別できる複
数の異なる刺激を生成可能であることが好ましい。複数の異なる刺激生成装置が設けられ
る場合は、いくつかの実施形態において、その１つまたはそれぞれは、ユーザが識別でき
る複数の異なる刺激を生成可能である。
【００３５】
　一部の実施形態では、各シグナリングアセンブリは、１つ以上の磁石と、接触子と、を
有する。１つ以上の磁石は、充電されるときの装置の向きを設定するために用いることが
できる。接触子（複数の場合もある）は、ここを通して装置に充電される場所であり得る
。一部の実施形態では、接触子は、平面または成形ターゲットに当たるバネ式ピン、もし
くは互いに嵌合する特殊形状の接触子、もしくは互いに係合する平面ターゲットを備えて
、これらで基本的に構成されるか、またはこれらで構成され、あるいは、部品が互いに係
合して電気的接続が得られるのであれば、任意のタイプの形状（球状、斜め、または幾何
学的特性なし）で実施することができる。一部の実施形態では、その接触子またはそれら
の接触子は、電気を伝えるためのみに使用される。他の実施形態では、それらの接触子は
、モバイル通信装置で送受されるデータを伝送するように構成される。
【００３６】
　非限定的な例として、シグナリングアセンブリが生成する刺激は、テレコミュニケーシ
ョン装置で受信される信号のタイプに基づいて決定される。テレコミュニケーション装置
は、数百または数千件のメッセージを受信することができる。ユーザまたはサードパーテ
ィ・ソフトウェアによって、これらのメッセージをクラスにグループ分けするようにテレ
コミュニケーション装置に指示することができ、この場合、各クラス内のすべてのメッセ
ージは、同じ刺激に関連付けられる。クラスを作成するための規則は、メッセージのタイ
プに基づくものとすることができ、例えば、あるタイプの刺激は、電子メールを受信した
ことのアラートのために生成することができ、別のタイプの刺激は、ボイスメールを受信
したことのアラートのために生成することができ、別のタイプの刺激は、テキストメッセ
ージを受信したことのアラートのために生成することができる。一部の実施形態では、い
くつかの刺激を、異なるクラスの着信の異なるアラートに対応させる場合に、それらの刺
激のタイプは、それらが知覚される感覚が異なるもの、すなわち、対比的に視覚か聴覚か
触覚によるものとすることができ、または人の同じ感覚器官で知覚されるものであって、
ただし強度、間隔、色、パターン、または他のパラメータが異なるものとすることができ
る。
【００３７】
　ユーザの選好によって、クラスは、より狭く定義することができる。一部の実施形態で
は、同じモダリティからのものに基づく遠隔送信装置からのすべての通信によって、例え
ば、ボイスメールか電子メールかテキストかソーシャルネットワーキング・アラートかに
よって、同じ刺激モダリティが生成されることになるが、しかし、その刺激自体は、その
着信の発信元および／または送信者の近接度および／または遠隔送信装置の装置タイプに
基づいて、例えば、持続時間、色、強度、ボリューム、または他のパラメータを変化させ
る。この場合、元の着信のモダリティ（電子メールかボイスメールかテキストかソーシャ
ルネットワーキング・アラートか）、送信者の物理的近接度、時刻、メッセージ継続時間
、送信者またはメッセージ構文解析プログラムによって決定されるアラート緊急度、のう
ちの２つ以上のような、１つまたは複数の変数によって、クラスを定義することができる
。
【００３８】
　別の実施形態では、元の着信のモダリティと刺激タイプとの間に関係はない。このよう
な場合、ユーザは、ユーザが選択した基準に基づいて、例えば、送信者の識別情報、送信



(14) JP 2016-512671 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

者とユーザの関係、送信者の物理的近接度、時刻、メッセージ継続時間、送信者またはメ
ッセージ構文解析プログラムによって決定されるアラート緊急度、いずれかのソーシャル
メディア更新の通知、特定のソーシャルメディアによる更新の通知、ユーザの所定の近接
度内にあるベンダもしくはユーザがその店舗に所在しているベンダのセールアラート、ま
たはモバイル通信装置、テレコミュニケーション装置、もくしは他のどこかで受信および
分析された情報によって決定される特定の目標への到達、のうちの１つ以上に基づいて、
１つ以上のアラートタイプを含むように各クラスを定義することができる。
【００３９】
　シグナリング装置は、例えば、視覚、聴覚、または触覚の、１つのモダリティの刺激の
み生成可能であるように構成することができる。あるいは、例えば、視覚と聴覚、視覚と
触覚、または触覚と聴覚の、２つのモダリティの刺激のみ生成可能であるように構成する
ことができる。別の実施形態では、例えば、視覚、聴覚、および触覚の、３つのモダリテ
ィの刺激を生成可能であるように構成することができる。
【００４０】
　モバイル通信装置が複数のモダリティの刺激を生成可能である場合、モバイル通信装置
は、ユーザにいくつかの異なるアラートを提示する指示にそれぞれ応じて、個々にそれら
の異なるモダリティを表示可能であるように、または同時もしくは順次に組み合わせて表
示可能であるように、設計することができる。その場合、非限定的な例として、装置は、
触覚刺激と視覚刺激の両方をユーザに与えるように構成することができる。一実施形態で
は、ある通信もしくは通信のあるクラス、またはある複数の通信もしくは通信のある複数
のクラスのアラートは、専ら、ある視覚刺激によって与えられ、別のある通信もしくは通
信のあるクラス、または別のある複数の通信もしくは通信のある複数のクラスのアラート
は、専ら、触覚刺激によって与えられる。例えば、電子メール（いずれかの電子メール、
指定された個人のセットからの電子メール、特定の範囲内の個人からの電子メール、また
は特定の個人からの電子メール）に関するアラートは、触覚刺激によるものであり、ボイ
スメール（いずれかのボイスメール、指定された個人のセットからのボイスメール、特定
の範囲内の個人からのボイスメール、または特定の個人からのボイスメール）に関するア
ラートは、視覚刺激によるものである。
【００４１】
　別の実施形態では、それらのモダリティのうちの１つを用いて、通信の属に関する情報
を与えることができ、他のモダリティを用いて、通信の種に関する情報を与えることがで
きる。例えば、いくつかの異なる触感覚によって、電子メールかテキストかボイスメール
かソーシャルネットワーキングサイトの更新を受信したことを対比的にユーザにアラート
することができる。同時に、またはその後、例えば０．５～１０秒後または１～５秒後に
、視覚刺激を表示することができる。具体的な視覚刺激は、色、持続時間、点滅回数、ま
たは他のパラメータを変化させることができ、それぞれの視覚刺激は、その特定のメッセ
ージが誰から送信されたのかを、例えば特定の個人または個人のグループを、示している
。一部の実施形態では、ユーザは、自身のテレコミュニケーション装置を介して、どのタ
イプのアラートをどのモダリティおよび／または個人もしくは個人のグループに関連付け
るのかを指定することができる。遅延を持たせることにより、触覚刺激によって、間もな
く視覚刺激が発生すること、およびユーザは装置に目を向けるべきであることを、ユーザ
に知らせることができる。
【００４２】
　また、視覚刺激と触覚刺激を組み合わせる実施形態では、ユーザが視覚刺激をオフにす
る一方、触覚刺激の生成を許可することを可能とする機能を備えることもできる。この機
能は、テレコミュニケーション装置上のアプリケーションで、またはモバイル装置自体で
、例えばジェスチャ認識によって、アクティブ化することができる。この機能は、視覚刺
激に関して説明しているが、任意のモダリティの刺激に関して備えることができる。
【００４３】
　さらに、本発明のモバイル通信装置を、追加的または代替的に、アラートまたはリマイ
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ンダを提供するために用いることができることは、当業者であれば理解できる。例えば、
目覚まし、周期的な事柄（例えば、しばらく座っていた場合に立ち上って歩き回ること）
、薬の服用、仕事の遂行を思い出させることなどを含む、いくつかの事柄のためのリマイ
ンダまたはアラーム／アラートを提供するために、モバイル通信装置を用いることができ
る。モバイル通信装置でアラート刺激を生成するために、ユーザは、自身のテレコミュニ
ケーション装置を、モバイル通信装置に送信するための伝達情報を生成するようにプログ
ラムすることができ、または、アラートまたはリマインダを提供するための命令を記憶し
て呼び出すように、テレコミュニケーション装置を介してモバイル通信装置をプログラム
することができる。
【００４４】
　［バッテリ］
　いくつかの実施形態において、シグナリングアセンブリは、例えば１２ｍＡｈ電池であ
るバッテリを有する。また、装置に適合する他の市販のバッテリを使用することもできる
。バッテリは、充電式バッテリまたは使い捨てバッテリとすることができる。充電式の場
合、バッテリは、バッテリを取り外して再充電するか、またはモバイル通信装置に装着し
た状態で再充電するか、いずれかによって再充電することができる。例えば、バッテリの
端子を、外部充電器（ひいては、電源）に直接接続するか、またはコンピュータもしくは
ラップトップなどのＵＳＢホストに接続することができる。バッテリ型式の例として、限
定するものではないが、リチウム電池、酸化銀電池、およびアルカリ電池のバッテリが含
まれる。
【００４５】
　エネルギーを節約するために、装置は、デフォルトスリープモードを有することができ
る。スリープモードを有する場合、装置は、規則的な間隔または例えばユーザのジェスチ
ャによるアクティブ化のような不規則な間隔で、テレコミュニケーション装置とのデータ
交換のためにアクティブになることができる。データ交換のスケジュールは、モバイル通
信装置内のマイクロコントローラによって管理することができる。当業者であれば理解で
きるように、一部の実施形態では、アラートを受け取るのは、テレコミュニケーション装
置でメッセージを受信して処理した後である。
【００４６】
　本発明のシステムは、２０ミリ秒ごと～１分ごと、または１／４秒ごと～３０秒ごと、
または１秒ごと～１０秒ごとに、もしユーザにアラートすべき少なくとも１つのメッセー
ジがあるのであれば、テレコミュニケーション装置がアラートを送信するように、設計す
ることができる。また、モバイル通信装置とテレコミュニケーション装置とが、互いに情
報を送受信することが可能な範囲から圏外にある場合は、テレコミュニケーション装置は
、アラートを保存して、その後、モバイル通信装置が圏内に戻ったときに、それらを送信
する。テレコミュニケーション装置は、自身がモバイル通信装置の圏内にあるときを知る
ために、アラートに相当する信号を送信して、受信確認を待つことができる。また、モバ
イル通信装置が、この種の信号を生成して送信することを可能とすることもでき、そのよ
うなことが規則的な間隔で行われるのであれば、モバイル通信装置がテレコミュニケーシ
ョン装置から遠くに、いつ移動したのかを監視することが可能となり得る。例えば、モバ
イル通信装置は、テレコミュニケーション装置を探索しても見つからない場合は、テレコ
ミュニケーション装置と通信不能であることをユーザに通知するアラートを生成すること
ができる。
【００４７】
　一部の実施形態では、モバイル通信装置は、時間の少なくとも９０％、少なくとも９５
％、または少なくとも９８％、または少なくとも９８．８％において、０．１ｍＡ未満ま
たは０．０１ｍＡ未満となる。
【００４８】
　［プリント回路基板］
　刺激を発生させるアクティビティは、プリント回路基板を介してマイクロコントローラ
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により制御することができる。ＰＣＢは、ファッションアクセサリの内部構造に適合して
、それに装着されるように構成することができる。一部の実施形態では、プリント回路基
板は、少なくとも２つの異なる刺激を、同じ刺激生成装置で（例えば、強度の異なる２つ
の振動は異なる刺激である）、または２つ以上の異なる刺激生成装置で（振動は視覚表示
と異なる）、発生させるように構成することができる。刺激は、それらをユーザが区別で
きる場合に異なるものとみなされる。これらの刺激は、スマートフォンなどのテレコミュ
ニケーション装置から受信した信号に応じて異なり得る。
【００４９】
　一部の実施形態では、プリント回路基板は、例えば３つ、５つ、７つ、または９つの、
奇数個の導電層を含み、ＰＣＢは、フレキシブルプリント回路基板とすることができる。
一部の実施形態では、いずれかの曲げ中立軸に沿って、またはその近くに位置する中央導
電層が設けられて、その層にかかる応力または歪みはいずれも低減または除去されるとと
もに、屈曲または湾曲させる場合の導電性トレースの形状および特性のより良い制御が提
供される。プリント回路基板は、その基板の両側に、またはその一方の側のみに、その構
成部品を収容することができる。一部の実施形態では、ＰＣＢ内のアンテナトレースの歪
みを最小限とすることが望ましい場合がある。
【００５０】
　［視覚刺激］
　一部の実施形態では、本装置は、視覚表示または複数の視覚表示を形成する刺激または
複数の刺激を生成することが可能である。視覚表示を生成するために、シグナリングアセ
ンブリは、発光素子など、少なくとも１つの視覚刺激出力装置を有することができる。い
くつかの実施形態において、シグナリングアセンブリは、同じ発光素子から複数の異なる
光刺激を生成することが可能であるか、または複数の視覚刺激出力装置が設けられる。例
えば、光刺激は、色および／または点滅の間隔および／または点滅の持続時間および／ま
たは光パターンによって異なり得る。
【００５１】
　発光素子（複数の場合もある）は、限定するものではないが、半導体発光ダイオード、
有機発光ダイオード、ポリマ発光ダイオードなどのＬＥＤ（「発光ダイオード」）を含む
、当技術分野で周知の多種多様な発光技術のうちのいずれかに依拠したものであり得る。
いくつかの実施形態において、光源は、ＰＣＢのリード間にかかるパルス幅変調電圧を変
化させることにより点灯させることができる。非限定的な例において、半導体ＬＥＤを装
置内に搭載することができ、赤色、緑色、青色のＬＥＤを含むことができる。
【００５２】
　一部の実施形態において、パルス幅変調により、様々な周波数で電圧をオン・オフさせ
ることで、ＬＥＤまたは複数のＬＥＤの輝度を変調する。これによって、ＬＥＤを様々に
異なる輝度で点灯させると、表示され得る数百万色のいずれかが得られる。また、より多
くの信号を確立するために、装置の前面および／または側面の周囲にいくつかのＬＥＤを
規則的または不規則に分散させて設けることもできる。いくつかの実施形態において、Ｌ
ＥＤの様々に異なる点灯によって、限定するものではないが、電子メール、ＳＭＳ、アプ
リケーション通知、ソーシャルネットワーキングウェブサイト（例えば、ツイッタ、フェ
イスブック、インスタグラム、スナップチャット）からの通知、またはボイスメールを含
む、ユーザが受信した着信のタイプを伝えることができる。このように、光源は、感覚信
号インジケータとして機能することができ、ある属の着信もしくは特定の着信の受信、お
よびそのユーザとの通信を試みている個人またはアプリケーションの識別情報を伝えるた
めに、使用できるスペクトルで色を付けるようにプログラムすることができる。いくつか
の実施形態において、ユーザのテレコミュニケーション装置で受信した着信について、そ
の内容または様々な詳細を識別するために、光の強度、光の色、発光間隔をすべてパター
ンで組み合わせることができる。
【００５３】
　一部の実施形態では、モバイル通信装置は、第１の感覚刺激である視覚表示、および第
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２の感覚刺激である振動感覚を生成することが可能である。別の実施形態では、視覚表示
は、第１の色の光パターンを表示する第１の感覚刺激であり、さらに装置は第２の感覚刺
激を生成することが可能であり、第２の感覚刺激は、第２の色で同じまたは異なる光パタ
ーンを表示するものである。さらに別の実施形態では、装置は、ユーザが表示強度（輝度
）によって区別できる２つの異なる視覚刺激を表示するように構成される。この場合、第
１の信号強度で光パターンを表示する第１の感覚刺激と、第２の感覚刺激とを生成するこ
とができ、第２の感覚刺激は、第２の強度で光パターンを表示するものである。本パラグ
ラフでは、２つの異なる刺激の表示について説明しているが、いくつかの実施形態におい
て、モバイル通信装置は、ユーザが識別できる少なくとも５つ、少なくとも１０、少なく
とも５０、少なくとも１００、少なくとも５００、または少なくとも１０００の異なる視
覚刺激を表示することが可能である。
【００５４】
　テレコミュニケーション装置で受信した着信のアラートを送ることに加えて、視覚表示
を、他のタイプの情報に対応させることができる。非限定的な例では、天気アプリケーシ
ョンによって、モバイル通信装置にアラートを送信し、これにより、モバイル通信装置を
、天候の変化が現れる前に緑色で３回点滅させ、さらに／またはユーザの地域が雨である
ときに赤色で点滅させる。さらなる非限定的な例では、フィットネス・アプリケーション
によって、ユーザの休憩時間が終わったことをユーザにアラートするために、赤色で５回
点滅させることができる。このアプリケーションは、その後、ユーザが無理をし過ぎてい
る場合に、同じ赤色で、より短い間隔かつより高強度で点滅させることができる。別の非
限定的な例では、位置情報アプリケーションによって、ユーザが友人の近くにいるとき、
またはそのエリア内の店舗でセールを開催中である場合に、緑色で複数回点滅させる。他
のいくつかの実施形態において、販売業者は、本発明を用いて、ユーザに異なるコードを
送信することにより、その最上顧客に割引または「シークレット」セールを知らせること
ができる。これらの例は、モバイル通信装置に光源を備えることで現れ得る多くの効果に
ついての非限定的な例示である。
【００５５】
　ベンダまたは第三者が本発明の装置の着用者にアラートを発することを望む場合には、
２通りのプロセスのうちの１つを実施することができる。一部の実施形態では、ユーザは
、ベンダがセールをアラートするように予めリクエストしている。ベンダは、ユーザのテ
レコミュニケーション装置にアラートを送り、これが、モバイル通信装置にアラートを送
る。他の実施形態では、ユーザは、アラートをモバイル通信装置に直接送信する許可をベ
ンダに与えておく。このような実施形態では、ベンダは、限定された目的で、テレコミュ
ニケーション装置のユーザになる。ユーザは、例えば、限られた期間に、またはベンダの
実店舗などの限られた地理的エリアにユーザがいるときにのみ、ベンダがアラートを送信
することを許可することができる。
【００５６】
　また、視覚刺激は、コード化メッセージを送るために用いることもできる。例えば、色
、表示の持続時間、および／または視覚信号の順序を利用することにより、または組み合
わせることにより、コード化メッセージをユーザに送ることができる。コード化メッセー
ジを使用する場合、第三者は、それ自体が表示されるべきコードである伝達情報を送信す
ることができるか、または第三者は、標準言語でメッセージを送信することができ、そし
てこのメッセージを、テレコミュニケーション装置上のアプリケーションまたはテレコミ
ュニケーション装置と連携して使用されるアプリケーションによって、ユーザがよく知る
フォーマットにコード化することができる。コードを用いることは、視覚刺激に限られる
ことなく、同時または代替的に、他の刺激でコードを用いることができ、それには、限定
するものではないが、聴覚刺激および触覚刺激が含まれる。
【００５７】
　一部の実施形態では、刺激のうちの１つ以上をオフにする機能を備える。例えば、この
機能によって、ユーザが、モバイル通信装置で特定のモダリティの刺激を生成させないよ
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うにすることが可能となり得る。この機能は、モバイル通信装置レベルで例えば何らかの
ジェスチャの認識によって、またはテレコミュニケーション装置レベルでアプリケーショ
ンを用いることによって、アクティブ化することができる。実際には、システムは、この
機能によって、そのアラートに対応する信号をテレコミュニケーション装置が送信しない
ようにさせるか、またはそのメッセージの送信は許可するがモバイル通信装置で表示され
ないようにするか、いずれかに構成することができる。一部の実施形態では、指定された
期間中に表示されないメッセージは、いつであろうと表示されることはない。別の実施形
態では、それらは、その期間が過ぎると表示される。さらに別の実施形態では、それらは
、テレコミュニケーション装置またはモバイル通信装置のいずれかにおいて、異なる刺激
である例えば振動に変換される。
【００５８】
　テレコミュニケーション装置で受信した同じ着信に対応して、異なるモダリティの刺激
の組み合わせが生成される場合には、ユーザは、それらのモダリティのうちの一方または
両方をオフにすることが可能であるようにすることができる。例として、ある属の着信が
受信されたことを振動によって示し、受信した特定の着信の発信者の種（例えば、個人ま
たはグループまたは複数の個人）をＬＥＤによって示す場合に、ユーザは、ＬＥＤインジ
ケータをオフにするが、ただし属を示す振動は受けるようにすることが可能であり得る。
【００５９】
　［聴覚刺激］
　刺激生成出力装置が音を発生するように構成される場合、好ましくは、装置は、スピー
カと、さらにオプションとして、マイクロコントローラにより指示されるような１つ以上
の可聴刺激を生成するための音声合成装置または他の装置と、を有する。装置が複数の可
聴刺激を生成可能である場合には、いくつかの実施形態において、それらの複数の刺激は
、音の間隔、リズム、メロディ、またはボリューム、または他のパラメータのうち、全て
ではないにしても１つ以上によって異なる。一部の実施形態では、音を発するために圧電
スピーカを使用する。追加的または代替的に、モバイル通信装置は、聴覚刺激を与えるよ
うに構成される場合に、ビープ音、ブザー音、チャイム音、音楽、電子ノイズ、録音また
は合成による鳥の鳴き声またはクジラの鳴き声などの自然音のうち、全てではないにして
も１つ以上を生成することが可能である。
【００６０】
　［触覚刺激］
　刺激生成出力装置が触感覚を生成するように構成される場合、好ましくは、装置は、例
えばパンケーキ振動モータまたはリニアアクチュエータまたは偏心モータのような振動モ
ータであるモータを有する。モータは、例えば、単一タイプの振動または脈動を生成する
ように、またはパターンおよび／もしくは強度もしくは他のパラメータによって異なる複
数タイプの振動および／もしくは脈動を生成するように、構成することができる。シグナ
リングアセンブリが生成するように構成することができる他のタイプの触覚刺激として、
アクティブにされるとブラントまたは他の要素をハウジングに延在させることによる圧刺
激が含まれるが、ただしこれに限定されない。さらに別の例として、指輪またはブレスレ
ットを脈動させること、および指輪またはブレスレットをわずかにではあるが知覚できる
ように収縮および弛緩させること、が含まれるが、ただしこれらに限定されない。
【００６１】
　モータは、ＰＣＢに実装することができるが、ただしそうすることは必須ではない。い
くつかの実施形態において、ＰＣＢの端子間に電圧がかけられたときに、振動モータは振
動することができる。さらには、振動の強度を、（例えば、ファームウェアによる）ＰＣ
Ｂに付与される電圧の変調によって調整することができる。いくつかの実施形態において
、振動モータの振動は、強度、持続時間、または別々の持続期間（パルス）の数が異なる
。このような違いは、通知の様々に異なるタイプ、または特定の人々もしくはアプリケー
ション、または装置で受け取った例えばジェスチャによる入力、または装置において情報
を伝える他のフィードバック、に応じて異なるものであり得る。
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【００６２】
　［入力装置］
　モバイル通信装置は、オプションとして、さらに１つ以上の入力装置を備えることがで
きる。入力装置は、ローカルに情報を装置に伝えること、または装置で検出することを可
能とする装置であって、限定するものではないが、手動スイッチ、ボタン、タッチスクリ
ーン、カメラ、加速度計、ジャイロスコープ、脈拍計、例えば電気皮膚反応である皮膚伝
導を測定する装置、が含まれる。一部の実施形態では、モバイル通信装置は、手動スイッ
チまたはボタンを備えていない。この場合、例えば、一部の実施形態において、装置で伝
達情報のアラートを表示させないようにするための確認ボタンを、装置は含んでいない。
他の実施形態では、この機能を備えているか、またはジェスチャ認識によって確認を検出
することが可能である。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、本明細書で開示するシステム、方法、および装置は、ユ
ーザの物理的環境をユーザに通知することができ、例えば、ＧＰＳ追跡装置を用いること
によるＧＰＳプロトコルと、モバイル通信装置上またはモバイル通信装置に接続された装
置もしくはネットワーク上にあるソフトウェアとによって特定される物理的位置を通知す
ることができる。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、本明細書で開示するシステム、方法、および装置は、煙
感知器、動物用首輪、セキュリティシステム、家庭用電化製品、コンピュータ周辺機器、
または他のそのような家庭用機器など、ユーザの自宅の機器にワイヤレスで接続すること
ができ、これにより、異変のアラートを受信するか、またはユーザが自身の環境とリモー
トから通信することが可能となる。これらの機器は、本発明の通信用システムの一部であ
るものの本発明のモバイル通信装置内に収容されていない遠隔入力装置として機能し得る
。これらの機器は、モバイル通信装置に対して直接、またはユーザのテレコミュニケーシ
ョン装置に対して通信することができ、これによって、モバイル通信装置により生成され
るアラートのための指示を送信する。さらに、いくつかの実施形態において、本明細書で
開示するシステム、方法、および装置は、適切な緊急連絡先に直接連絡して事故の場合に
個人を助ける特別緊急通信機能を備えることができる。例えば、加速度計によって、ユー
ザが転倒したかどうかを示す情報を検出することができる。
【００６５】
　一例では、プリント回路基板は、２軸または３軸または６軸加速度計を含み、これによ
り、ユーザは、テレコミュニケーション装置または他の装置に返信するために、装置自体
をタップするか、または装置を面にタップするか、またはジェスチャをすることができる
。この場合、ユーザは、一連のタップを用いて、自身の装置がまだ接続されているかどう
かチェックすることができる。別の非限定的な例では、ユーザは、異なる一連のタップを
用いて、ユーザは現在取り込み中であるというメッセージで、着信に対して応答すること
ができる。さらに、ユーザは、円を描くようにして自身のモバイル通信装置を動かすこと
で、装置における明かりをオフにすることができる。別の非限定的な例において、ユーザ
は、モバイル通信装置をオフにするため、または装置が認識するように構成されているジ
ェスチャをするために、装置を振ることができる。また、ユーザは、ユーザのアクティビ
ティおよび動きを追跡するために、当技術分野で周知の他の方法を用いることもできる。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、モバイル通信装置は、他の同様のモバイル通信装置と交
信する能力を有することができる。例えば、装置は、近距離無線通信技術を用いて、互い
に、または他のいずれかの近距離無線通信対応装置と、通信セッションを確立することが
でき、このとき、近距離無線通信対応装置として、限定するものではないが、携帯電話機
および／またはスマートフォン、ＮＦＣ対応ステッカまたはタグ、およびバスまたは輸送
ターミナルが含まれる。ＮＦＣ技術を用いる場合は、アンテナ、小型チップ、およびＰＣ
Ｂを使用することができる。
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【００６７】
　他のいくつかの実施形態において、様々に異なるタスクを達成するために、装置の各種
入力と感覚検出機能を組み合わせることができる。非限定的な例において、２人のユーザ
がそれぞれ本発明のモバイル通信装置を有し、それらのユーザが互いの手を振ると、それ
ぞれのモバイル通信装置における近距離無線通信対応装置によって、それぞれのユーザを
相手の連絡先リストに自動的に追加することができる。あるいは、この機能のために、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは登録商標である）技術または他の無線通信技術
を用いてもよい。
【００６８】
　別の非限定的な例では、指輪としてのモバイル通信装置を着用しているユーザは、別の
ユーザに「ハイタッチ」をすることができ、これは、速度（限定するものではないが、加
速度計を用いることなどによる）と接触（限定するものではないが、近距離無線通信チッ
プまたは装置による）の組み合わせにより検出されて、続いて、それらのユーザは、互い
のソーシャルネットワークに接続され得る。これらの機能は、加速度計、近距離無線通信
、さらにオプションとして近接検出技術などの技術によって、実施することができる。一
部の実施形態では、その情報をテレコミュニケーション装置に転送し、これが含むアプリ
ケーションによって、そのアクションの実行を、例えば第三者ＡＰＩへの通信によって指
示する。
【００６９】
　入力装置から受け取る情報は、通信を受信するのと同じ後述のアンテナを介して、他の
装置に送信することができる。非限定的な例として、情報の受信および送信を容易とする
ために、無線周波数（「ＲＦ」）送信機を、ファッションアクセサリの宝石の一部とする
か、または付属させることができる。一部の実施形態では、宝石は、無線透過性または無
線半透過性である。
【００７０】
　［マイクロコントローラ］
　いくつかの実施形態において、モバイル通信装置は、マイクロコントローラを備えるこ
とができる。マイクロプロセッサと呼ばれることもあるマイクロコントローラは、例えば
、アンテナを介して受信されてアンテナトレースを介して転送されるワイヤレス通信を処
理する。この場合、マイクロコントローラは、プリント回路基板の回路と連携し、刺激の
生成などのアクティビティを指示する。一部の実施形態では、マイクロコントローラで受
け取る通信は、どの刺激を生成するのかについての指示である。この場合、着信タイプお
よび対応する生成すべき刺激についての分析は、送信装置またはサーバまたはクラウドで
実行することができ、必ずしもモバイル通信装置で実行しなくてもよい。生成すべき信号
のタイプの決定をテレコミュニケーション装置などの送信装置またはネットワークで行う
ことにより、より低性能のマイクロコントローラを用いることができ、エネルギーおよび
／またはスペースを節約することができる。
【００７１】
　さらに、一部の実施形態では、モバイル通信装置への通信は、装置が圏内にあることを
確認するために用いられるピングである。追加的または代替的に、一部の実施形態におい
て、モバイル通信装置は、どちらかというとリレーのように機能して、電話機からのデー
タをさらなる分析のために電話機に送り返す。このような実施形態では、いずれも、モバ
イル通信装置による情報の送受信は、マイクロコントローラによって制御することができ
る。
【００７２】
　マイクロコントローラで通信を受け取ると、マイクロコントローラは、その通信で受け
取った情報に従って、電圧を変化させることで触覚刺激を発生させることによる振動など
の刺激を生成する。いくつかの実施形態において、マイクロコントローラは、光源の正端
子と負（接地）端子の間に変化する電圧をかけることにより、光源を発光させることがで
きる。マイクロコントローラのロジックのパラメータを制御するために、ソフトウェアを
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用いて、限定するものではないが、いくつかの異なる感覚信号インジケータを変化させる
こと、または実現することを含む、指示を実施することができる。そのソフトウェアは、
当技術分野で周知の数あるデータ伝送技術によってアップグレードすることができ、それ
らの技術には、ＵＳＢ、ＦｉｒｅＷｉｒｅ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ ＢＴ ４．０）、ＷｉＦｉ、が含まれるが、ただしこれらに
限定されない。また、そのソフトウェアは、アップグレードすることによって、新機能を
追加したり、または欠陥を修正したりすることもできる。そのソフトウェアは、モバイル
通信装置において永続メモリに保存することができ、装置で通信を受信したことに応じて
、使用するためにアクセス可能とすることができる。いくつかの実施形態において、メモ
リは、２キロバイト～１０メガバイト、またはさらに多くの例えば１２８ギガバイトもし
くは数百ギガバイトまでを保持することが可能である。
【００７３】
　本発明の各種プロセスを実施するための命令は、シグナリングアセンブリ内のコンピュ
ータプログラムプロダクトまたはシグナリングアセンブリに結び付けられたコンピュータ
プログラムプロダクトに格納するとともに、１つ以上のモジュールに編成することができ
る。モジュールのセットには、例えば、遠隔通信源から送信された情報を受信するための
モジュール、受信した情報を分析するためのモジュール、刺激を生成するためのモジュー
ル、ローカルに生成または収集された情報を受け取るためのモジュール、ローカルに生成
または収集された情報をテレコミュニケーション装置などの遠隔位置に送信するためのモ
ジュール、を含むことができる。各モジュールは、必要に応じて、本発明の種々の実施形
態を実施するために、他のモジュールに結合される。
【００７４】
　本発明の装置は、当技術分野で周知の様々な通信装置のうちの１つから、伝達情報、指
示、または通知を受信することができ、それらの通信装置として、後述するように、電話
機、携帯電話機および／またはスマートフォン、ラップトップ、タブレット、および他の
通信装置（総称して「遠隔送信装置」または「テレコミュニケーション装置」）、が含ま
れるが、ただしこれらに限定されない。通信は、後述するように、例えばアンテナを介し
て受信することができる。
【００７５】
　さらに、シグナリングアセンブリは、送信素子を有することができ、これにより、ロー
カルに収集または生成された情報を構築し、そして、例えばスマートフォンなどの携帯電
話機であるユーザの電話機、または他のテレコミュニケーション装置、またはホームコン
ピュータ、ラップトップ、タブレット、ネットワークコンピュータ、ｉＢｅａｃｏｎなど
の遠隔装置、またはクラウドに送信することが可能となる。送信機能を備える場合、その
情報の収集および送信は、例えばマイクロコントローラで制御することができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、シグナリングアセンブリは、マイクロコントローラとプ
リント回路基板を共に含んで、モバイル通信装置内に組み込まれた半導体パッケージの形
態のものである。半導体パッケージを使用することで、冗長な電気的接続が不要となるた
め、全体的なフットプリントが削減される。
【００７７】
　さらに、いくつかの実施形態において、モバイル通信装置は、後述するような１つ以上
の入力装置を備える。マイクロプロセッサは、これらの装置からデータを受け取るように
設計することができ、さらに、その情報を分析して、分析に基づいて刺激を生成するか、
またはその情報を処理のために遠隔装置に送信するか、いずれかであるように設計するこ
とができる。
【００７８】
　［アンテナ］
　本発明の各装置は、さらに、アンテナまたは複数のアンテナを備えることもできる。ア
ンテナは、無線波または他の電磁波を送受信するための装置の能力を向上させるために採
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用される。一部の実施形態では、アンテナは、電磁波を受信して、その信号を処理のため
に装置上の他の場所に送ることを可能とする外部部品または外部要素である。アンテナは
、何らかの材料および形状を用いて、送受信の性能、およびアンテナトレースと呼ばれる
ことがあるアンテナから信号処理装置までの経路の性能を向上させる特性を得られるよう
に設計することができる。いくつかの実施形態において、アンテナは、部分的または完全
にモバイル通信装置内に収容されて、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって、伝達情報
を受信するように、さらにオプションとしてテレコミュニケーション装置に伝達情報を送
信するように、構成することができる。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、装置が着用されているときには、アンテナは、どの部分
も見えておらず、例えば、完全に包み込まれることができ、または、第三者から部分的ま
たは完全に見えない側である例えばペンダントの裏側に配置されることができる。
【００８０】
　アンテナまたは複数のアンテナは、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュールに関連付けら
れて、無線信号を送受信するように構成することができ、これにより、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ ｖ４．０を採用したすべてのテレコミュニケーション装置で、それらがモバイル通信
装置とペアリングされれば、モバイル通信装置との通信がサポートされる。
【００８１】
　アンテナの性能は、アンテナおよびアンテナトレースを取り巻く要素による影響を受け
ることがある。アンテナの使用を最適化するためには、多くの場合、周囲の要素を制御す
るか、または周囲の要素が制御される場所もしくはアンテナの少なくとも一部に対して周
囲の要素がない場所にアンテナを配置することが望ましい。
【００８２】
　一実施形態において、アンテナは、マイクロコントローラから離して配置され、アンテ
ナからＰＣＢおよびマイクロコントローラまで情報を伝える導電性要素を意味するアンテ
ナトレースは、必要に応じて、コーナーおよび曲がりを含む非線形経路をたどるものであ
り、場合によっては、いくつか異なる平面を横切っている。フレキシブル回路基板を使用
する場合、アンテナトレースは、基板の内側平面に、中立軸と一致するように配置するこ
とができ、これによって、アンテナにかかる歪みまたは応力が低減または除去されること
で、基板が曲がるときのアンテナ性能の変化を最小限とすることが可能である。
【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態において、アンテナは、２ｃｍ未満の長さ、１ｃｍ未満の
長さ、５ｍｍ未満の長さ、３ｍｍ未満の長さ、または０．１ｍｍ～２ｃｍの長さ、または
１ｍｍ～１．５ｃｍの長さ、または１ｍｍ～５ｍｍの長さである。いくつかの実施形態に
おいて、アンテナは、３ｍｍ2未満、または２ｍｍ2未満、または１ｍｍ2未満のチップの
形態のものである。
【００８４】
　アンテナトレースに曲がりまたはカーブがある場合は、いくつかの実施形態において、
少なくとも１つの曲がり、または少なくとも２つの曲がり、少なくとも３つの曲がり、ま
たは少なくとも４つの曲がりがあって、それぞれの曲がりの角度は、独立に、３０度～１
５０度の間、または４５度～１３５度の間、または６０度～１２０度の間、または約９０
度である。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、アンテナは、その一部または全体がファッションアクセ
サリ内に収容される。このような実施形態では、ファッションアクセサリの一部として、
１つ以上の半貴石の使用を選択することができる。特に無線透過性であることが知られて
いるような半貴石を使用することの１つの効果は、装置の金属部品と比較して、シグナリ
ングアセンブリで送受される通信との干渉または通信の途絶が少ないことである。
【００８６】
　この場合、アンテナとモバイル通信装置の外側との間に、少なくとも部分的に露出して
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ユーザに見えるように半貴石を配置することができ、アンテナと半貴石との間に金属材は
配置されないようにすることができる。宝石は、ユーザに見える上面を有する場合に、そ
の反対側にユーザに見えない下面をアンテナに近接して有し得る。従って、一部の実施形
態では、通信信号は、装置の外側から半貴石を通ってアンテナまで、金属に当たることな
く進むことができる。いくつかの実施形態において、アンテナまたはその一部は、半貴石
の軸に垂直であるか、半貴石の軸に平行であるか、または半貴石に対して角度をなしてい
る。このアンテナから出るアンテナトレースによって、アンテナをマイクロコントローラ
に接続することができる。このトレースは、シグナリングアセンブリの他の構成要素を覆
う基板の一部とすることができる。
【００８７】
　半貴石の代わりに、またはこれに追加して、非金属材を設けてもよいことは、当業者で
あれば理解できる。その場合、いくつかの実施形態において、ファッションアクセサリの
上面（すなわち、アンテナの少なくとも１つの側とモバイル通信装置の外側との間）の全
体または一部は、半貴石、非金属材料、もしくはそれらの組み合わせを備えて、これで基
本的に構成されるか、またはこれで構成される。
【００８８】
　［テレコミュニケーション装置およびそこからの通信］
　モバイル通信装置は、遠隔送信装置と呼ぶことができる１つ以上の他のテレコミュニケ
ーション装置から、ワイヤレス通信ネットワークを介して通信を受け取るように構成する
ことができる。本発明のモバイル通信装置に情報を送信するこれらの装置として、限定す
るものではないが、例えばＡｎｄｒｏｉｄまたはＡｐｐｌｅ ＯＳなどのスマートフォン
である携帯電話機のような電話機、ラップトップ、タブレット、ｉＢｅａｃｏｎが含まれ
る。
【００８９】
　一部の実施形態では、テレコミュニケーション装置は、モバイル通信装置とペアリング
された装置であって、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ技術によって１つ以上の指定されたモバ
イル通信装置に情報を送信することが可能な装置である。その場合、ユーザは、適切に構
成されたモバイル通信装置を選択して、テレコミュニケーション装置上のアプリケーショ
ンによって、テレコミュニケーション装置に、そのモバイル通信装置の識別情報を覚えさ
せるとともに、例えば固有アドレスを使用することによってモバイル通信装置と情報を送
受信するように構成することができる。
【００９０】
　一部の実施形態では、モバイル通信装置が圏外である（すなわち、テレコミュニケーシ
ョン装置から切断されているか、またはテレコミュニケーション装置から特定の距離を越
えたところにある）場合に、ユーザは、振動または光パターンによるアラートを受けるこ
とができる。他の実施形態では、ユーザは、装置が特定の距離内にあるときに通知を受け
る。この機能により、ユーザが携帯機器から遠く離れており、それを置き忘れているか、
または盗まれたかもしれないことを、ユーザに示唆する。また、装置は、コンテキストア
ウェアであって、ユーザが特定の場所にいる場合には、ユーザがアラートを受ける距離が
変わることを承知しているように構成することもできる。例えば、モバイル通信装置は、
テレコミュニケーション装置またはモバイル通信装置自体から地理座標を取得することに
より、ユーザが職場にいることを確認して、より短距離に設定することができる。いくつ
かの実施形態において、本発明のシステムは、モバイル通信装置がテレコミュニケーショ
ン装置から最大２００フィート離れている、テレコミュニケーション装置から最大１００
フィート離れている、テレコミュニケーション装置から最大５０フィート離れている、ま
たはテレコミュニケーション装置から最大２５０フィート離れているときに、機能するよ
うに構成される。
【００９１】
　一部の実施形態では、装置は、電話機からデータを受信していないときに、圏外である
と判断し、そして、ユーザが圏外にいることをユーザに通知する刺激またはいくつかの刺
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激を発生させることができる。同様に、モバイル通信装置は、自身がテレコミュニケーシ
ョン装置から遠く離れていることを例えば信号強度によって検出すると、ユーザがテレコ
ミュニケーション装置から離れすぎて移動しつつあることをユーザに通知する刺激または
いくつかの刺激を発生させることができる。
【００９２】
　テレコミュニケーション装置は、情報をパッケージ化するとともに、１つ以上の指定さ
れた本発明のモバイル通信装置にワイヤレスネットワークを介して送信するように構成さ
れたハードウェアおよびソフトウェアを備える。非限定的な例として、テレコミュニケー
ション装置は、ＣＰＵと、メモリと、セルラ電話機能と、情報を送信するための装置と、
モバイル通信装置へのアドレッシングおよび情報を送信するための１つ以上のモジュール
と、を備える。情報は、例えば、遠隔送信装置からモバイル通信装置へワイヤレスで直接
、またはネットワークを介して送信することができる。
【００９３】
　同じテレコミュニケーション装置を、１つ以上のモバイル通信装置から情報を受信する
ように構成することができる。代替的または追加的に、同じモバイル通信装置を、１つ以
上のテレコミュニケーション装置から情報を受信するように構成することができる。
【００９４】
　非限定的な例として、テレコミュニケーション装置は、１つ以上の本発明のモバイル通
信装置との通信を可能とするアプリケーションを含む携帯電話機またはホームコンピュー
タまたはネットワークコンピュータである。いくつかの実施形態において、テレコミュニ
ケーション装置は、モバイル通信装置との連携を可能とするように専用に設計されたソフ
トウェアプログラムを含むことができる。ユーザは、自身のテレコミュニケーション装置
用のこのソフトウェアを含むアプリケーションを、開発するか、開発者から無料で入手も
しくは購入することができる。このとき、ユーザは、そのソフトウェアをダウンロードし
て、それをアクティブ化することができる。ユーザは、そのソフトウェアを用いて、本明
細書で開示される機能をプログラムまたは変更することができ、それには、メッセージの
タイプおよび／またはそれらのメッセージに関連付けられた個人についての表示色および
振動強度が含まれるが、ただしこれらに限定されない。
【００９５】
　いくつかの実施形態において、ユーザは、ユーザの特定のモバイル通信装置を一意に識
別して、これにより、ユーザのその特定の装置との通信および／またはその装置について
のプリファレンスの変更をアプリケーションに指示することができる。２つの装置間でセ
キュアなプライベート接続を確立することが可能な周知のいくつかの方法があること、お
よび、ユーザの特定のモバイル通信装置を識別するとともにそれと通信するために、それ
らの方法のいずれかを採用することができることは、当業者であれば理解できる。非限定
的な例において、ユーザは、テレコミュニケーション装置上のソフトウェアの適切なモジ
ュールに、ユーザのモバイル通信装置の識別コードを入力することができ、これによって
、ペアリング処理が開始される。次に、ユーザは、アプリケーションにおいて、本発明の
モバイル通信装置と携帯電話機および／またはスマートフォンのアプリケーションとの間
の接続の確立を開始するための機能をアクティブ化することができ、これにより、モバイ
ル通信装置とテレコミュニケーション装置とはペアリングされる。あるいは、この機能は
、自動化することができる。
【００９６】
　アプリケーションは、モバイル通信装置と通信するためにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（例えば
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ）などのプロトコルを用いることができ、関
連付けられたユーザの固有コードを有する装置のみを探索する。また、ユーザは、アプリ
ケーションにおいて、携帯機器および関連ソフトウェアとのペアリングが許可される装置
を探索する機能をアクティブ化することもできる。アプリケーションは、１つよりも多く
の適格な装置が見つかる場合には、ユーザがアプリケーションとペアリングさせたい装置
またはいくつかの装置を選択するように、ユーザに促すことができる。アプリケーション
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によって、一意に識別されるモバイル通信装置を特定した後に、その装置の識別情報をア
プリケーションによって記憶し、携帯電話機および／またはスマートフォン装置に保存す
る。この機能は、ユーザが同時または異なる時に使用する複数のアクセサリを有するかど
うかに応じて、オフにすることができる。また、ユーザが複数のモバイル通信装置を使用
する場合には、この機能をテレコミュニケーション装置に対して複数回実行することがで
きる。
【００９７】
　各モバイル通信装置のマイクロコントローラは、それがペアリングされた特定の遠隔送
信装置を記憶できるように、ソフトウェアおよびストレージを有することができる。モバ
イル通信装置は、同様にテレコミュニケーション装置上のソフトウェアによってペアリン
グ解除されることができ、モバイル通信装置と携帯電話機および／またはスマートフォン
との間の接続が解消される。このペアリング処理は、例えば、シングルボタンまたはクリ
ック選択によって実現することができる。なお、本明細書で開示されるシステム、方法、
および装置を実現するために必要なソフトウェアは、異なるオペレーティングシステムお
よびプログラミング言語で動作させるためには異なるものであり得ることは、当業者であ
れば理解できる。
【００９８】
　いくつかの実施形態において、モバイル通信装置は、着信を監視するために、テレコミ
ュニケーション装置と通信することができ、それには、電話着呼のアラートが含まれるが
、ただしこれに限定されない。その場合、モバイル通信装置は、携帯電話機および／また
はスマートフォン上のソフトウェアと通信することができ、それには、オペレーティング
システムによる公開ＡＰＩを介して着呼を確認するために専用に設計されたアプリケーシ
ョンが含まれるが、ただしこれに限定されない。遠隔送信装置上のソフトウェアは、着呼
を認識し、そして着呼通知についてのユーザのプリファレンスで、モバイル通信装置で表
示または採用すべき特定のタイプの通知を特定することができる。この場合、一部の実施
形態では、モバイル通信装置は、電子メール、ボイスメール、テキストメッセージ、また
はＳＭＳメッセージは受信しない。その代わりに、生成すべき刺激は何であるのかについ
ての情報を受信する。非限定的な例では、ソフトウェアにおいて、異なる発呼者について
異なるタイプの固有の通知を生成するための機能を、ユーザがプログラムまたはアクティ
ブ化した場合に、ソフトウェアによって、それらの固有の通知を、ＡＰＩを介して公開さ
れる発呼者の連絡先情報に関連付けることができる。
【００９９】
　上記実施形態では、モバイル通信装置はメッセージの内容を受信しないが、他の実施形
態では、メッセージの内容の一部または全てをモバイル通信装置で受信することができる
。例えば、ｉＯＳアプリケーションで、モバイル通信装置は、アラートがあることを示す
情報を受信することができる。例えばスマートフォンであるテレコミュニケーション装置
は、アラートがあることをモバイル通信装置に通知するが、さらなる情報は提供しない。
この場合、モバイル通信装置は、アラートのタイプおよび／または送信者の識別情報など
、さらなる情報を要求する。そして、テレコミュニケーション装置は、例えば、メッセー
ジのタイプおよび送信者を特定する情報（例えば、Ｊｏｈｎ Ｓｍｉｔｈからの電子メー
ル）を送信することができる。この情報を、テレコミュニケーション装置上のアプリケー
ションに送ることができる。そしてアプリケーションによって、生成すべき刺激またはい
くつかの刺激はどれであるのかを判別および判断して、この情報をモバイル通信装置に返
信し、それは例えば、２回のブザー音の後に４回の赤色光の点滅である。
【０１００】
　代替的な実施形態では、テレコミュニケーション装置は、例えば第三者から受け取る着
信をモバイル通信装置に送信する。メッセージの内容および時刻、メッセージの送信者の
場所、およびメッセージの緊急度も、モバイル通信装置に送信することができる。モバイ
ル通信装置上のマイクロコントローラは、コンピュータプログラムを実行して、生成すべ
き刺激またはいくつかの刺激はどれであるのかを、受信した情報に応じて判断する。
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【０１０１】
　別の例（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ）では、装置が受信するのは、生成すべき刺激または
いくつかの刺激についての指示のみである。例えば、モバイル通信装置は、テレコミュニ
ケーション装置で決定されるブザー音または点滅のための指示を受け取る。
【０１０２】
　どの刺激または刺激の組み合わせを、どの着信タイプおよびどの発信者に関連付けるの
かについては、このような関連付けを可能とするように設計されたソフトウェアを介して
、ユーザによって決定することができる。このソフトウェアは、複数の第三者（例えば、
連絡先）からの着信および／または複数のタイプの着信を同じアラート刺激に関連付ける
ことができるかどうかを、ユーザが選択できるように設計することができる。例えば、す
べての電子メール通知を、ある振動刺激に関連付けることができ、すべてのボイスメール
を、ある視覚刺激に関連付けることができる。この実施形態では、すべての電子メールで
、同じ振動刺激を受けることがあり、すべてのボイスメールで、同じ視覚刺激を受けるこ
とになる。いくつかの実施形態において、ユーザは、ソフトウェアにおけるメニューで、
例えば１人以上の選択された個人からのものである一部の着信に対して固有のアラートを
提供するというオプションを選択できる。非限定的な例として、すべての電子メールに対
するデフォルトは、ある１つの振動パターンとすることができ、そして、ユーザ選択によ
る最優先の個人からの電子メールでは、例えば、より長い、さらに／またはより高強度の
、別の振動パターンを受けることができる。同じような差別化を、視覚刺激および／また
は聴覚刺激に適用することが可能である。その場合、ユーザは、ユーザの連絡先リストで
、通知を連絡先と照合するための発呼者を、ソフトウェアに対して明示することができる
。いくつかの実施形態において、ソフトウェアで、連絡先リストへのアクセス許可をユー
ザに求めて、それらの連絡先からの着信をどのように処理するのかに関するオプションを
提示することが必要となり得る。さらに別の実施形態では、システムは、元の着信の内容
に基づいて刺激を差別化するように構成される。この場合、緊急メッセージは、非緊急の
ものとは異なる処理をすることができ、あるいは、立て続けに着信するメッセージまたは
他の受信者の人数が指定された数よりも多いもしくは少ないメッセージは、異なる処理を
することができる。
【０１０３】
　ソフトウェアは、遠隔送信装置のワイヤレス通信インタフェースとやりとりすることが
でき、発呼者の固有の通知をモバイル通信装置に送信することを、そのインタフェースに
指示することができる。遠隔送信装置のＢｌｕｅｔｏｏｔｈインタフェースによって、そ
の固有の通知を、モバイル通信装置上のＢｌｕｅｔｏｏｔｈインタフェースに伝えること
ができる。モバイル通信装置と遠隔送信装置とは、無線周波数の送受信で、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈプロトコルによってワイヤレスで通信することができ、この場合、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ通信が可能な圏内にあるときに通信することができる。
【０１０４】
　モバイル通信装置は、モバイル通信装置内の統合ワイヤレス通信インタフェースによっ
て、到来するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を探索することができる。モバイル通信装置に組み
込まれたソフトウェアによって、送信された固有の通知を受信して、モバイル通信装置の
出力インタフェースにおいて刺激またはいくつかの刺激を生成することができる。非限定
的な例では、その刺激の生成は、振動モータに接続された端子に電圧を与えることによっ
て、または表示色を発生させるための適切な電圧をＬＥＤに与えることによって、または
その両方の組み合わせによって、達成することができる。テレコミュニケーション装置と
モバイル通信装置との間での固有の通知の伝送は、多くの異なるワイヤレス通信プロトコ
ルを用いて達成され得ることは、当業者であれば理解できる。また、アラートの通知をモ
バイル通信装置に伝えるプロセスは、限定するものではないが、テキストメッセージ、画
像メッセージ、アプリケーション通知、近接通知、電話通知（すなわち、ローバッテリ）
を含む、多くのタイプの着信のアラートに用いることができることも、当業者であれば理
解できる。
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【０１０５】
　別の非限定的な例として、装置は、メッセージの元の送信者に関わりなく、遠隔送信装
置で受信されるＳＭＳメッセージに応じて第１の感覚刺激を生成し、遠隔送信装置で受信
されるボイスメールに応じて第２の感覚刺激を生成するように構成することができる。別
の非限定的な例として、装置は、遠隔送信装置で受信されるＳＭＳメッセージに応じて第
１の感覚刺激を生成することが可能であり、遠隔送信装置で受信される電子メールに応じ
て第２の感覚刺激を生成することが可能である。このように、着信に応じて、シグナリン
グアセンブリにより感覚刺激を発生させる。
【０１０６】
　上記では、ユーザが自身のテレコミュニケーション装置を自身のモバイル通信装置とペ
アリングする様々な実施形態について説明している。一方、ユーザが第三者からの情報を
自身のモバイル通信装置で直接受信することが可能なシステムおよび装置とすることもで
きる。このような実施形態では、ユーザは、自身の装置へのアクセスを１つ以上のベンダ
に許可するか、または情報の提供を認めることができ、これにより、一時的または永久的
に、ユーザのモバイル通信装置上でユーザと通信する能力を、小売業者の制御下にある装
置など、ユーザの制御の範囲外にある装置に与える。この場合、いくつかの実施形態にお
いて、モバイル通信装置は、ｉＢｅａｃｏｎｓなどの他の装置と交信するように構成され
る。
【０１０７】
　非限定的な例では、モバイル通信装置によって、実小売店舗、スポーツイベント、また
は公園にいるユーザが、実物品または実事象に関する情報を保存して、その情報をユーザ
の携帯機器またはスマートフォン上のアプリケーションに送信することが可能となる。別
の例では、ユーザは、実小売店舗内にいるときに、自身が何かを「欲しい」こと、または
支援する販売員を求めていることを知らせるために、自身のモバイル通信装置をタップす
ることが可能である。非限定的な例として、実店舗内の商品上のＮＦＣ対応タグによって
、例えば指輪であるモバイル通信装置に、例えばスマートフォンであるテレコミュニケー
ション装置に、タグからデータを送信する。そして、スマートフォンが実店舗のベンダと
やりとりして、これにより、ユーザが援助を求めていることを販売員に通知する。この方
法の利点は、ユーザのスマートフォンを、ユーザのポケットまたは鞄から取り出す必要が
ないことである。ＮＦＣをサポートしていない装置の場合は、モバイル通信装置すなわち
指輪が、イネーブル装置として機能する。
【０１０８】
　［充電ステーション］
　いくつかの実施形態において、本発明のモバイル通信装置は、再充電されるように構成
される。場合によっては、それらは、１つ以上のモバイル通信装置と、充電器または充電
装置と呼ばれることもある１つ以上の充電ステーションと、を含むシステムの一部である
。これらの実施形態のいくつかにおいて、モバイル通信装置は、１つ、２つ、または少な
くとも２つの磁石と、１つ以上の電気接触子と、を備える。他の実施形態では、磁石を備
えていない。モバイル通信装置上の電気接触子または接触子セットは、外部電源からモバ
イル通信装置内のバッテリへの電気の流れを可能とするように、さらに／または外部ソー
スからモバイル通信装置内のマイクロコントローラへの命令の流れを可能とするように構
成される。一部の実施形態では、それらの接触子は、モバイル通信装置が充電装置内にあ
るときを示すものである。
【０１０９】
　一部の実施形態では、モバイル通信装置内に、２つの磁石がモバイル通信装置の１つの
側に設けられて、それらは、第１の磁石ではＮ極が外向きまたはモバイル通信装置の外側
に向いており、第２の磁石ではＳ極が外向きまたはモバイル通信装置の外側に向いている
ような向きに配置される。他の実施形態では、２つ以上の磁石がモバイル通信装置の２つ
以上の側に設けられる。充電ステーションは、モバイル通信装置が正しい向きで充電装置
に近づくと磁石によってそこで吸引力が生じ、不適切な向きでは反発力が生じるように、
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相反する向きの磁石を有するようにすることができる。磁石を使用する他の実施形態では
、充電装置とモバイル通信装置との間の吸引力のための構成を設けることができるが、反
発力のための構成はない。あるいは、装置が誤った向きである場合のための反発力の構成
を設けることができるが、正しい向きである場合の吸引力のための構成はない。
【０１１０】
　従って、一実施形態において、装置を充電するためのシステムは、本発明のモバイル通
信装置と、モバイル通信装置と可逆的に係合するように構成された充電ステーションと、
を含む。充電ステーションとモバイル通信装置はそれぞれ、電気および／またはデータの
伝送用の１つ以上の接触子を有する。さらに、一部の実施形態では、モバイル通信装置と
充電装置のそれぞれは、磁石または少なくとも２つの磁石からなるセットを有することが
でき、それらの磁石は、それらの構成要素が適切にアラインされているときに他方の構成
要素の磁石または磁石セットを引き付けるような向きに配置される。充電装置は、さらに
、磁石の第２のセットを含むこともでき、これは、モバイル通信装置の磁石に対して、そ
れらが誤った向きである場合に反発する。このように、一部の実施形態では、モバイル通
信装置よりも充電ステーションに、より多くの磁石が設けられる。充電装置は、電源を有
するか、もしくは電源と係合するように構成されており、それは例えば、発電機または他
の電源に接続された電気アウトレットであり、さらに／または充電装置は、ＵＳＢケーブ
ルを有するか、もしくはＵＳＢコネクタを介してＵＳＢケーブルを受容するように構成さ
れており、それは例えば、コンピュータおよび／または遠隔送信装置への通信を可能とす
るマイクロＡ ＵＳＢ接続である。
【０１１１】
　他の実施形態において、本発明は、モバイル通信装置を再充電するためのシステムに関
し、これは、（ａ）本発明のモバイル通信装置と（ｂ）充電ステーションとを含み、モバ
イル通信装置のシグナリングアセンブリは、バッテリと、少なくとも１つの磁石と、電力
を受けるための電気接触子と、を有し、充電ステーションは、少なくとも１つの磁石と、
送電のための接触子と、を有する。
【０１１２】
　充電ステーションは、優れた美的外観を有するようにデザインすることができる。非限
定的な例として、充電ステーションは、例えば指輪ボックスのような宝石箱の形態の容器
とすることができる。指輪ボックスは、指輪を保管するために使用することができるとと
もに、さらに充電機構を含むことができ、これは、必要に応じて装飾的に望ましいハウジ
ング内に配置されることで、指輪ボックスのように見えるものである。
【０１１３】
　一実施形態において、指輪は、指輪ボックスの１つ以上の接触子と係合することが可能
な１つ以上の接触子を、指輪の外面に有する。モバイル通信装置を充電しているときには
、それらの接触子を、重力によって、または磁石もしくは他の手段によって、定位置に保
持することができる。充電ステーションは、さらに、指輪を充電ステーションに配置する
ことを助けるように、指輪を受容するための形状に成形されたレセプタクルを有すること
もでき、それは、例えば、指輪の一部である例えば少なくとも５０％、少なくとも８０％
、少なくとも９０％、少なくとも９５％、またはシャンク全体を受容するように構成され
たキャビティである。
【０１１４】
　一部の実施形態では、充電ステーションは、装置の充電用接触子にアラインされる１つ
以上の充電用ピンを有する。充電装置がピンを有する場合、好ましくは、モバイル通信装
置は、それらのピン用として適切に配置されたレセプタクルを有し、これにより、磁石が
適切にアラインされたときには、ピンとそれらのレセプタクルも適切にアラインされる。
【０１１５】
　非限定的な例として、モバイル通信装置は、例えば一対の磁石である１つ以上の磁石を
、ファッションアクセサリの１つの側である例えばある構成要素のベースに備えることが
でき、１つの磁石のＮ極および別の磁石のＳ極は、装置の外側に向けて露出されるか、ま
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たはそのような向きに配置される。装置の外側に向けて配置される場合は、その磁極と装
置の外側との間に要素があれば、それはいずれも、磁石の磁力が感知され得るように十分
に薄いものであることが好ましい。接触子を、装置の磁石と同じ側で磁石の間に、または
同じ側で他の場所に、または装置の別の側に、配置することができる。一実施形態では、
接触子自体が１つ以上の磁石で構成されて、さらなる磁石はモバイル通信装置内に配置さ
れない。
【０１１６】
　充電ステーションは、１つ以上の磁石を有するように構成することができ、それらは、
充電装置のポゴピンのようなピンまたはいくつかのピンがモバイル通信装置の接触子とア
ラインされたときに、吸引力をモバイル通信装置に作用させるように配置される。例えば
、充電装置に一対の磁石を設けることができ、それらは、２つの磁石の一方は、Ｎ極が外
側に露出しているか、または外側に向いている一方で、他方の磁石は、Ｓ極が外側に露出
しているか、または外側に向いているような、向きに配置される。充電用接触子が、モバ
イル通信装置上で磁石の間にある場合は、充電装置のピン（複数の場合もある）は、装置
の磁石の間にある。接触子（およびレセプタクルが存在する場合は、それらのレセプタク
ル）とピンとがアラインされると、モバイル通信装置の磁石は、外側に露出しているか、
または外側に向いているＮ極によって、充電装置の磁石と、その露出しているＳ極で、ア
ラインされ、さらに一部の実施形態では、それと接触する。同様に、接触子（およびレセ
プタクルが存在する場合は、それらのレセプタクル）とピンとがアラインされると、モバ
イル通信装置の磁石は、外側に露出しているか、または外側に向いているＳ極によって、
充電装置の磁石と、その露出しているＮ極で、アラインされ、さらに一部の実施形態では
、それと接触する。
【０１１７】
　上述のように、一部の実施形態では、充電装置は、モバイル通信装置の一部または全体
のためのレセプタクルを有する。モバイル通信装置が誤った向きで差し込まれることを阻
止するために、充電装置は、磁石の第２のセットを含むことができる。この磁石の第２の
セットは、モバイル通信装置が誤った向きで差し込まれた場合に、この磁石の第２のセッ
トのＮ極が、モバイル通信装置の一対の磁石のＮ極とアラインされ、この磁石の第２のセ
ットのＳ極が、モバイル通信装置の一対の磁石のＳ極とアラインされて、これにより反発
力が作用するような、向きに配置することができる。別の実施形態では、磁石の反発力お
よび吸引力を利用するために、モバイル通信装置と充電装置のそれぞれは、モバイル通信
装置を適切な向きに誘導することを容易とする２セットの磁石を有することができる。さ
らに別の実施形態では、モバイル通信装置は、充電ステーションよりも多くの磁石を有す
る。従って、さらなる例として、モバイル通信装置に１つの磁石と、充電ステーションに
１つの磁石と、を設けることができ、モバイル通信装置に１対の磁石と、充電ステーショ
ンに１対の磁石と、を設けることができ、モバイル通信装置に１つの磁石と、充電ステー
ションに２つの磁石と、を設けることができ、モバイル通信装置に２つの磁石と、充電ス
テーションに１つの磁石と、を設けることができ、モバイル通信装置に１対の磁石と、充
電ステーションに２対の磁石と、を設けることができ、モバイル通信装置に２対の磁石と
、充電ステーションに１対の磁石と、を設けることができ、モバイル通信装置に２対の磁
石と、充電ステーションに２対の磁石と、を設けることができる。磁石の磁極の向きを変
えることによって、発生すべき吸引力および／または反発力を提供することができる。
【０１１８】
　上記説明では、モバイル通信装置を差し込む際の正しい向きと誤った向きがあり得るこ
とを提案している。一方、一部の実施形態では、モバイル通信装置を、複数通りの向きで
差し込むことが可能である。このようなシステムでは、単一の接触子をモバイル通信装置
の中央に設けることができ、これにより、向きに関わりなく、充電装置のレセプタクルの
中央に配置されたピンまたはピンのセットに適切に接触させることができる。あるいは、
モバイル通信装置を異なる向きで保持することに適応するために、モバイル通信装置は、
複数の接触子を有することができ、さらに／または充電装置は、複数のピンまたはピンの
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複数のセットを有することができる。
【０１１９】
　別の例では、磁石に代えて、またはこれに加えて、接触子をアラインするために機械的
機構を利用することができる。機械的機構の例として、限定するものではないが、クラス
プ、スプリングフック・アセンブリ、ＵＳＢプラグとレセプタクルのようなフリクション
プラグ、のうちの１つ以上が含まれる。
【０１２０】
　一部の実施形態では、充電装置は、１つの構成の宝飾品用として、例えば特定のサイズ
の指輪用として、ステーションを１つのみ有する。他の実施形態では、充電装置は、複数
の充電場所を有する。この場合、充電装置に、第１のサイズまたは第１の構成の指輪を充
電するように構成された第１の充電場所と、第２のサイズまたは第２の構成の指輪を充電
するように構成された第２の充電場所と、を設けることができる。代替的または追加的に
、ネックレスまたはブレスレットなど、いくつかの異なるタイプの宝飾品の充電を可能と
する１つ以上の充電場所を、同じ充電装置に設けることができる。
【０１２１】
　他の実施形態では、充電ステーションは、（充電式または非充電式のいずれかの）バッ
テリを含んでいるか、またはバッテリを保持するように構成されており、外部電源に接続
されていないときに、ウェアラブル装置を再充電することが可能である。充電ステーショ
ンのバッテリが充電式である場合は、充電ステーションを電源に接続すると、充電ステー
ションの内部バッテリの再充電が可能になるとともに、モバイル通信装置の再充電が可能
になる。このようにして、充電ステーションを充電することができ、そして、ポータブル
充電器として使用することができる。
【０１２２】
　［方法］
　いくつかの実施形態において、本発明は、着信を通知する方法を提供する。方法は、モ
バイル通信装置でワイヤレス通信を受信することにより開始することができる。ワイヤレ
ス通信は、ファッションアクセサリ内に収容されたアンテナを介して受信することができ
る。一部の実施形態では、ワイヤレス通信は、例えばボイスメールに相当するか、もしく
は電子メールに相当するかというような着信の属に関するものであるか、または生成すべ
き刺激のタイプについての単なる指示のみであるなど、着信のクラスに関する情報を伝え
るものとすることができ、モバイル通信装置は、その着信のクラスに基づいて様々に異な
る刺激を発生させるように構成することができる。他の実施形態では、モバイル通信装置
は、テレコミュニケーション装置で受信した着信の内容をまさに受信するように構成する
ことができる。モバイル通信装置は、テレコミュニケーション装置で受信した着信の内容
を受信する場合は、さらに生成すべき刺激のタイプについての指示も受信するか、または
、どの刺激を生成すべきかをモバイル通信装置で決定することを可能にするコンピュータ
プログラムプロダクトを格納しているか、いずれかとすることができる。別の実施形態で
、モバイル通信装置は、第三者から発信された完全な通信を受け取って、その情報を、モ
バイル通信装置がそれを受信した送信元のテレコミュニケーション装置に送信し、そして
、どの刺激またはいくつかの刺激を生成すべきかについての指示を返信として受け取る。
【０１２３】
　モバイル通信装置が、第三者から発信された完全な通信を受け取るか、または生成すべ
き刺激またはいくつかの刺激についての指示のみを受け取るかに関わらず、モバイル通信
装置は、そのシグナリングアセンブリによって、その情報を分析する。分析することは、
遠隔送信装置からの通信を入力として受け取るとともに、その入力に基づいて異なる出力
を生成するように構成されたプロトコルにアクセスすることにより、生成すべき刺激また
はいくつかの刺激を決定することを含み得る。次に、方法は、感覚刺激を生成することを
含むことができ、その感覚刺激は、着信の受信についての通知を提供するものであり、そ
の着信は、特定の個人からのもの、指定されたグループの人々からのもの、ある地理的位
置からのもの、または元の送信者は規定されない着信の特定のクラスのものである。その
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感覚刺激は、着信のクラスが異なる場合、または異なる個人からの着信である場合、また
は解析によるメッセージの緊急度に応じて、異なり得る。
【０１２４】
　非限定的な例として、そのクラスは、電話、ボイスメール、ＳＭＳメッセージ、電子メ
ールからなる群から選択することができる。一部の実施形態では、テレコミュニケーショ
ン装置で受信された着信が第１のクラスのものである場合は、モバイル通信装置で生成す
る感覚刺激は、第１のタイプのものであって、それは視覚表示であり、着信が第２のクラ
スのものである場合は、感覚刺激は第２のタイプのものであって、例えば振動である。他
の実施形態では、着信が第１のクラスのものである場合は、感覚刺激は、第１のタイプの
ものであって、それは第１の視覚表示であり、着信が第２のクラスのものである場合は、
感覚刺激は第２の視覚表示であり、このとき、第１の視覚表示と第２の視覚表示とは、強
度、パターン、色、または点滅の間隔、のうちの１つ以上によって異なる。さらに別の実
施形態では、着信が第１のクラスのものである場合は、感覚刺激は、第１のタイプのもの
であって、それは第１の振動パターン表示であり、着信が第２のクラスのものである場合
は、感覚刺激は第２の振動パターンであり、このとき、第１の振動パターンと第２の振動
パターンとは異なるものである。具体的なモバイル通信装置は、いくつかの実施形態にお
いて、ユーザが区別できる２～５０００通り、２～２５００通り、１０～２０００通り、
５０～５００通り、２～１００通り、または５～５０通りの異なる感覚刺激を生成可能と
することができる。
【０１２５】
　上記の例では、着信のクラスに相当する情報に応じて異なる刺激について説明している
。代替的または追加的に、刺激は、他の因子によって異なるものであってもよい。例えば
、すべての電子メール通知によって、ある触覚刺激を発生させることができ、すべてのボ
イスメールによって、ある視覚刺激を発生させることができる。電子メールがユーザの配
偶者からのものである場合には、これによって高速脈動の触覚刺激を発生させることがで
き、他のすべての電子メールでは、より遅いペースで一連の触感覚を発生させる。
【０１２６】
　別の非限定的な例では、ユーザは、ユーザの配偶者からの着信をスマートフォンで受信
した場合は３つの短パルスを受けるように、そして、ユーザの親からの着信をスマートフ
ォンで受信した場合は１つの長パルスを受けるように、システムを設計することができる
。さらなる例では、ユーザは、ユーザの子供については、２つの短パルスと１つの長パル
スを受けることができ、このとき、ユーザとの通信を試みているのは年長の子供であるか
年少の子供であるかを示すために、それらのパルスのうちの１つを他のパルスよりも強く
する。さらなる例では、ユーザは、ソーシャルメディア通知（「いいね」など）の場合は
１つの短パルスを受けることができ、すべての電話については１つの長パルスを受けるこ
とができる。一部の実施形態では、形態（例えば、ボイスメールか電子メールかテキスト
か）に関わりなく、テレコミュニケーション装置で特定の個人または個人のグループから
受信するすべての着信によって、同じ刺激のための指示を伝送する。これらの前述の例は
、開示されるシステム、方法、および装置を用いる場合に利用できる無数のもののうち、
ほんの一部にすぎない。
【０１２７】
　［動きによる通知の制御］
　一実施形態において、モバイル通信装置は、それ自体の動きを、加速度計、ジャイロス
コープ、または他の入力装置によって測定および追跡するように構成されており、この情
報を利用して、テレコミュニケーション装置ならびにユーザとの連携のとり方を制御する
。例えば、モバイル通信装置は、それが一定期間にわたって静置されている場合には、通
知を表示しないことがあり、この休眠情報をテレコミュニケーション装置に返送すること
ができる。モバイル通信装置は、動きの分析または他の分析によって、例えば、ウォーキ
ング、タイピングなど、ユーザが特定の活動を行っていると判断される場合には、この情
報をテレコミュニケーション装置に返送することができ、ウェアラブル装置と携帯機器の
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いずれかまたは両方の動作を変更することができる。例えば、ユーザが屋外でランニング
中である場合は、装置は、ユーザの邪魔をしないように、アラートを伝えることはしない
が、ユーザが休憩するために止まったときに、アラートを伝えることができる。
【０１２８】
　これらおよび他の入力装置からの情報の分析は、２通りの方法のいずれかで行うことが
できる。一部の実施形態では、モバイル通信装置でローカルに収集されたすべての情報は
、テレコミュニケーション装置に送信されて、その情報が送信されたテレコミュニケーシ
ョン装置で、またはテレコミュニケーション装置による連絡を受けた他の装置で、分析が
実行される。他の実施形態では、情報はローカルに収集および分析され、そして、その結
果がテレコミュニケーション装置に送信されて、そのアクションが、分析の結果に基づい
て変更されるか、または結果はローカルに保持されて、モバイル通信装置がそのアクショ
ンを分析の結果に基づいて変更するか、いずれかである。
【０１２９】
　［行動ジェスチャおよび音声の追跡］
　モバイル通信装置は、加速度計、ジャイロスコープ、または画像ベースのジェスチャ認
識機能を含むことができ、それは例えば、デジタルカメラと、加速度、コンテキスト、お
よび／または位置情報によってユーザの身体の動きを追跡することが可能なソフトウェア
である。装置は、ジェスチャタイプを取得した後に、例えばユーザが手を挙げているとい
う行動が認識されたことを伝えるために、アラート（光、振動、音）をユーザに送ること
ができる。ユーザは、その行動タイプが実行されたときにユーザにアラートする特定の色
または振動パターンを設定することができる。
【０１３０】
　別の例では、ユーザが禁煙しようとしている場合に、ユーザは、ユーザの動きが喫煙し
ていると解釈される場合に装置で脈動および光の点滅を発生させるように設定することが
できる。また、モバイル通信装置は、録音装置に接続されているか、または録音装置とし
て機能することも可能であり、その場合はマイクロフォンを含み得る。モバイル通信装置
は、音声を処理して、様々に異なる設定に従ってユーザにアラートを送ることが可能であ
る。例えば、話し方を改善するために、ユーザが「えーと」という言葉を口にした場合、
または無終止文もしくは自覚されることが望ましい他の行動パターンを用いた場合に、モ
バイル通信装置は（振動、光、または他の手段によって）ユーザに通知することができる
。他の例として、ＯＣＤのチック／動作、神経性行動、爪かみ、髪の毛をくるくると回す
こと、引っ掻くこと、非食品を噛むこと、髪の毛を引っ張ること、などが含まれる。
【０１３１】
　［行動の強化］
　一部の実施形態では、モバイル通信装置は、行動モデルによって検出されるタスクの完
了に対して、例えば緑色光を表示することにより、ユーザに報酬を与えることができる。
あるいは、装置は、例えば、薬の服用、ペットへの餌やり、ごみ箱を空にする、などのタ
スクが完了していないことを、例えば赤色光を表示することにより、ユーザにアラートま
たはリマインドすることができる。アラートは、ユーザによるアクション、または他の人
もしくはアプリケーションによるアクションに応じたものであってもよい。
【０１３２】
　非限定的な例として、３次元空間での特定の動きなどの所定のポジティブな行動がとら
れたと、モバイル通信装置または遠隔装置が結論付けた後に、虹色の光パターンのような
肯定的な視覚刺激を表示することができる。別の非限定的な例では、装置は、動きを追跡
して、特定の動きのデータまたは結論を、他者の制御下にある装置に送信することができ
、これにより、報酬を表す特定の刺激を装置に表示させるのかどうか、もし表示させるの
であれば、どれを表示させるのかについて選択する機会を、その他者に対して与えること
ができる。
【０１３３】
　また、例えば、後述する入力装置で測定されるようなジェスチャをユーザがうまく行っ
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た場合に、光（およびモータ）によって、ユーザにフィードバックを与えることも可能で
あり、それは、点滅または振動であり得る。
【０１３４】
　［センサに基づくレコメンデーション］
　一部の実施形態では、モバイル通信装置は、複数のセンサを含み、これらは、生体デー
タを収集して、テレコミュニケーション装置に返信するか、またはワイヤレスもしくは非
ワイヤレスの他の装置と連携する。いくつかの実施形態において、本明細書で開示される
システム、方法、および装置は、体温、ビタミン値、心拍数、発汗量、不安、ストレス、
血圧、インスリン、または任意の他の生体指標を追跡する生体データセンサを備えること
ができる。これらの実施形態では、当技術分野で周知の任意の生体計測センサを使用する
ことができる。
【０１３５】
　例えば、モバイル通信装置は、温度センサによってユーザの体温を追跡し、そして、ユ
ーザの自宅の温度を変更するために、ユーザのサーモスタットと通信するように構成する
ことができる。
【０１３６】
　他の実施形態では、装置は、パルスオキシメトリまたは皮膚電気反応を収集して用いる
ことで、ストレスレベルおよび興奮レベルを計算して特定するように構成することができ
、そして、テレコミュニケーション装置またはユーザの自宅の他の装置と通信し、これに
より、ユーザの現在の精神状態を改善する方法についてリコメンドする。例えば、モバイ
ル通信装置は、ユーザがストレスを感じていると判断される場合に、摂るべき食品、鑑賞
すべき映画、聴くべき音楽、行うべき運動などをリコメンドすることができる。モバイル
通信装置は、例えば、特定の刺激または刺激の組み合わせを表示すること、および／また
は、そのリコメンデーションをユーザの例えばスマートフォンであるテレコミュニケーシ
ョン装置上のアプリケーションに転送することより、装置を着用しているユーザまたは装
置に関連付けられたユーザに対して、そのリコメンデーションを表示することができる。
【０１３７】
　［言葉／メッセージ／テキストの解析によるメッセージの重要度の把握ならびに通知の
異なる関連付け］
　ウェアラブル装置は、メッセージの内容および解釈されたコンテキストに基づいて、異
なる対応をすることができる。例えば、電子メールが仕事上の知人からのものである場合
は、時刻およびユーザの位置情報に基づいて、通知では、ユーザのプリファレンスに応じ
て異なる対応をすることができる。追加的または代替的に、位置追跡によって、ユーザが
職場または自宅または他のユーザ指定場所以外の場所にいると判断された場合には、テキ
ストに「どこにいるの？」という言葉があれば、これによって、ユーザがそれらの場所の
いずれかにいると判断された場合とは異なる対応とすることができる。他の実施形態では
、より緊急度の高いコンテキストを含むものとテキストが解析された場合、例えば「今す
ぐ電話ください」とある場合は、これによって、「こんにちは」とある場合とは異なる対
応とすることができる。一部の実施形態では、どの刺激を表示すべきかを決定する全ての
分析は、スマートフォン、またはネットワーク、または他の遠隔送信装置において行われ
る。
【０１３８】
　［通知の妥当性およびコンテキストアウェアな通知］
　本発明のモバイル通信装置は、さらに、ユーザの様々に異なるコンテキストまたは状況
を記録および／または判別し、それらの特定の状況に基づく異なる設定値を設定するよう
に構成することもできる。例えば、装置は、位置情報および時刻を用いて、ユーザが「仕
事中」モードであると判断して、モバイル通信装置での異なる通知設定を送信することが
できる。
【０１３９】
　一部の実施形態では、モバイル通信装置は、位置を分析するためのデータを収集して、
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この情報をスマートフォンまたはネットワークに送信し、そしてスマートフォンまたはネ
ットワークで、この情報を分析し、さらに例えば、情報が送信された時刻および場所も考
慮することで、その人が仕事中であるかどうか判断する。次に、スマートフォンまたはネ
ットワークで、この情報を、ユーザにより選択されたルールに基づくフィルタとして用い
て、刺激の表示を要求する情報を伝えるかどうか決定する。
【０１４０】
　別の実施形態では、それらの情報のすべてを、モバイル通信装置において収集および分
析することができ、その装置は、その位置の結論を、フィルタを適用するためにネットワ
ークまたはスマートフォンに送信する。別の代替実施形態では、それらの情報のすべてを
、モバイル通信装置において収集および分析することができ、一方、モバイル通信装置自
体でフィルタを適用する。
【０１４１】
　［さらなるモーションコンテキストの提供を可能とする多重ジェスチャ入力］
　一実施形態において、複数のウェアラブル装置を利用して、ジェスチャ情報を取得する
。この情報を分析することによって、意図されたモーションのさらなる差別化が可能であ
る。例えば、複数の指輪と、１つ以上のブレスレットと、さらにオプションとしてネック
レスまたは１つ以上のイヤリングを採用することができ、これらの各々は、加速度計およ
び／またはジャイロスコープを有する。これらの装置から情報を収集して、テレコミュニ
ケーション装置に送信し、そこで処理することができる。
【０１４２】
　［物理的な物品および場所のメタデータ］
　ＮＦＣまたはｉＢｅａｃｏｎ技術（または類似の技術）のいずれかによって、本発明の
モバイル通信装置を、物品、場所、エクスペリエンス、またはコンテンツについてのメタ
データを保存するために使用することが可能である。例えば、店舗全体にＮＦＣタグまた
はビーコン技術を備えた店舗でユーザが買い物中であれば、ユーザは、自身のワイヤレス
アクセサリを場所または物品にタップするか、またはアクセサリで入力を選択することが
でき、これにより、物品のメタデータをデジタルアプリケーションに保存するか、または
ユーザのモバイル通信装置においてその物品に関するコンテンツをアンロックする。自動
的に、またはユーザからのコマンドによって、メタデータは、直接的またはテレコミュニ
ケーション装置を介して間接的にサーバなどの遠隔地に処理のために転送することができ
る。
【０１４３】
　［セキュリティ］
　いくつかの実施形態において、モバイル通信装置は、不正ユーザが通知を受けることを
防ぐ１つ以上のセキュリティ機能を備える。これらのセキュリティ機能は、装置レベルお
よび／またはシステムレベルで実現することができる。
【０１４４】
　例えば、装置レベルで、装置をタップするパターンによってコードを差し挟む必要があ
るようにすることができる。あるいは、装置のマイクロフォンで入力された音声分析によ
る音声認識の必要があるようにすることができる。さらに別の実施形態では、指紋認識を
必要とするセキュリティ機能を備えることができる。
【０１４５】
　これらまたは他の実施形態において、セキュリティ機能をネットワークレベルで実現す
ることができる。例えば、ユーザは、サーバまたはクラウドにアカウントを維持すること
ができ、これにより、ユーザは、１つ以上の本発明のモバイル通信装置をアクティブ化お
よび非アクティブ化することが許可される。
【０１４６】
　本発明の種々の実施形態は、添付の図面を参照することにより、さらに理解することが
できる。図１は、本発明のモバイル通信装置の一実施形態を示している。これは、マイク
ロコントローラ１１２とプリント回路基板１０６とを有するシグナリングアセンブリ１１
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０を備える。さらに、バッテリ１０８と振動モータ１０４を示している。シグナリングア
センブリは、切り離して示しているが、指輪１０２などのアクセサリに組み込むことがで
きる。
【０１４７】
　装置の構成要素は、ＰＣＢの一方の側または他方の側に、例えば上側または下側または
両側に、積層することができる。図６Ａおよび６Ｂに示すように、一構成では、バッテリ
６０２および振動モータ６０６を、ＰＣＢ６０４の上側に設ける。また、バッテリ、ＰＣ
Ｂ、および振動モータは、例えば、矩形状の収容室６０８に収容されている。収容室の形
態は、美的嗜好で、また他の望ましい効果によって、決定することができる。この「積層
型」の実施形態によって、製造する際にスペースを節約する。
【０１４８】
　種々の実施形態で用いられるＰＣＢでは、その実施形態の構成要素の間で必要な所要の
電気的接続のすべてをルーティングすることができる。図４Ａおよび４Ｂは、モバイル通
信装置で使用することができるプリント回路基板の一例を示している。それらの構成要素
として、アンテナ４０５、マイクロコントローラ４０４、シグナリングアセンブリ４０８
、コンデンサ４０２のセット、抵抗器４０６、タイミング装置４１０、加速度計４０９、
を含むことができるが、ただしこれらに限定されない。種々の実施形態において、追加の
構成要素を含むことができ、それらをＰＣＢに実装することができる。図示のように、Ｐ
ＣＢの構成部品は、その両側に、すなわち裏側４００と前側４０１に実装することができ
る。ＰＣＢの両側に構成部品を配置することにより、スペースを節約することができる。
【０１４９】
　種々の実施形態において、ＰＣＢは、複数の面で構成される。ＰＣＢサイズを小さく維
持するために、ビアを表面実装部品に用いることができる。ビアは、例えば、ドリルまた
はレーザー加工により形成することができる。現在、当技術分野で知られているように、
多くのＰＣＢは平坦であって、それらの構成要素の全てに適合するように広がっている。
【０１５０】
　図７は、本発明のシステムの充電ステーションを示している。充電ステーション７００
は、指輪ボックスの形態のものであって、外部マイクロＵＳＢポート７０３を備えた充電
回路７０２を含んでいる。充電台７０６に、磁石７０１と小型部品（ポゴピン）７０４が
設けられており、これらは、モバイル通信装置上の接触子および磁石に接続可能である。
充電台上に、さらに磁石７０５が設けられており、これらは、モバイル通信装置が不適切
な向きに差し込まれた場合に、この装置に反発する。モバイル通信装置の充電用接触子が
、充電台７０６上のポゴピン７０４に接触すると、モバイル通信装置は、充電が開始され
、さらにオプションとして、装置がフル充電されているかどうかを示すために、モバイル
通信装置上のＬＥＤが点灯する。非限定的な例では、ＬＥＤの赤色は、ローバッテリを示
し、ＬＥＤの緑色は、装置がフル充電されたことを示す。
【０１５１】
　図３は、指輪３０４であるファッションアクセサリに配置された光源３０２を示してお
り、これによって、ユーザに視覚刺激を与えることが可能である。同図に示すように、指
輪の前面からではなく、指輪の側面のＬＥＤから発光する。図３の指輪は、いくつかの実
施形態のうちの１つの具体的な構成を示している。同図では、指輪のシャンクの上に載置
された指輪のヘッドの平坦または略平坦な底面３０６から、２つの磁石３０８が見えてい
る。角錐台形状のヘッド上に、視覚表示用の単一のＬＥＤライトを示している。
【０１５２】
　図２を参照して、モバイル通信装置は、これを制御するソフトウェアと連携するように
プログラムすることができる。そのソフトウェアは、スマートフォンに常駐させることが
でき、図２は、本発明の種々の方法を実施するときの、その装置上の表示アクティビティ
を示している。この場合、スマートフォンは、モバイル通信装置と接続するためのオプシ
ョンを提供することができる２０２。触れると、スマートフォンは、接続モードに入る２
０４。また、スマートフォンは、本発明のモバイル通信装置のバッテリ残量を監視するこ
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ともできる２０５。モバイル通信ソフトウェアを用いて、ユーザは、モバイル通信装置で
生成されるアラートのタイプについての設定を変更することができる２０６。ユーザは、
例えば、様々な通知を表すための光源の色を変更することができ、振動の設定を変更する
ことができ、様々な光または振動に対応する機能を追加することができ、それには、テキ
ストメッセージ通知を削除することが含まれるが、ただしこれに限定されない。
【０１５３】
　図８Ａは、指輪ボックスのような外観にデザインされた充電ステーション８１０の中に
ある指輪８２０を示している。図８Ｂは、充電ステーションから取り外された指輪と、そ
のハウジングから取り外された充電ステーションを示している。指輪８３０は、その下側
から示されており、そこに２つの磁石８４０が見えている。２つの磁石の反対の磁極の間
に、接触子８４５を示している。さらに、指輪を受容するとともに充電ステーションを収
容するように構成された宝石箱８５０のベースを示している。説明のために、図面では、
充電ステーション８６０を、箱の底部から分解して示している。図示の充電ステーション
の中には、指輪の底部を受けるためのレセプタクル８７０と、指輪の磁石に対して相補的
な向きを有する磁石８８０が設けられている。充電ステーションの磁石の間には、指輪へ
の電気の伝送を可能とするピンまたは接触子８９０が設けられている。特に、図示のよう
に、充電ステーションは、磁石８９５の第２のセットを有する。磁石の第２のセットは、
指輪を誤った向きで差し込むことができないように、または誤った向きで指輪を差し込も
うとすると反発力が感知されるように、指輪の磁石に反発するような向きに配置されてい
る。さらに、電力、および／または装置上のマイクロコントローラを更新するための情報
を伝送するために、コンピュータまたは他の外部ソースに接続するためのマイクロＡ Ｕ
ＳＢコネクタ８９９を示している。
【０１５４】
　図５は、ＰＣＢ５００内のアンテナトレース５１０を示している。図示のように、アン
テナトレースとＰＣＢは屈曲しており、これによって、より小さなエリア内で、より長い
トレースを可能としている。
【０１５５】
　図９Ａは、シャンク９２０に接続された指輪のヘッド９３０内に、モバイル通信装置９
１０を示している。指輪の外側には、ＬＥＤアパーチャ９４０が設けられており、これは
カバーを有することができ、それは例えば、光ディフューザ、またはキュービックジルコ
ニア、ダイヤモンド、またはガラスなどの透光材である。一部の実施形態では、アパーチ
ャは、光パイプであって、奥からの光がその中で輝くことができる宝石を収容している。
シグナリングアセンブリが、図示のような指輪のヘッド内に配置される場合には、バッテ
リ９７０とモータ９８０は、折り曲げられたプリント回路基板９４５の一部によって覆わ
れる。プリント回路基板の上面には、アンテナチップ９５０とアンテナトレース９６０が
配置されており、アンテナトレースは、ＰＣＢの側面を下へと延びて、これにより、複数
の平面を横切っている。指輪のヘッドのカバーは、図示していないが、それは、無線透過
性である半貴石を備えて、これで基本的に構成されるか、またはこれで構成されることが
できる。カバーは、プロング９９８によって定位置に保持することができ、一部の実施形
態では、金属を含まないものである。
【０１５６】
　図９Ｂは、ヘッド９３０にシャンク９２０が接続された指輪のヘッドから取り外したと
きのシグナリングアセンブリ９１５を示しており、ヘッドは、カバーを有し得るＬＥＤア
パーチャ９４０を備える。図９Ａと同様に、このシグナリングアセンブリでは、折り曲げ
られたプリント回路基板９４５に、アンテナチップ９５０とアンテナトレース９６０、な
らびバッテリ９７０とモータ９８０を備える。ＬＥＤアパーチャを通して見える位置に、
ＬＥＤ９９０が配置されている。さらに、磁石９９５と接触子９９７を示しており、これ
らは、装置が再充電可能である一部の実施形態において設けられることがある。
【０１５７】
　本発明の種々の態様について、１つ以上の実施形態と関連して用いる場合を説明してい
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る。しかしながら、いずれの実施形態においても、それぞれの上記特徴は、明記されない
限り、または文脈から明らかでない限り、あらゆる実施形態と関連させて用いることがで
きる。
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