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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視界内における物体深度を検出する深度カメラと、
　視覚的コードを復号化するスキャナと、
　電気信号に応じて可聴音響を生成するスピーカと、
　命令を記憶するメモリと、
　前記深度カメラ、前記スキャナおよび前記スピーカに対して通信接続された一つまたは
複数のプロセッサであって、前記命令を実行して、
　　　生体音響センサから受信された第1信号に基づき、第1表面の近傍において実施され
た第1身振り入力を含む走査イベントを検出する段階、
　　　前記第1身振り入力の箇所および深度に基づき、前記走査イベントに対して関連付
けられた走査領域を決定する段階、
　　　前記スキャナに対して第2信号を提供し、該スキャナに、前記走査領域内に配置さ
れた視覚的コードを復号化させる段階、
　　　前記スキャナから受信された第3信号であって、前記視覚的コードから獲得された
情報を反映するという第3信号に基づいて走査データを生成する段階、および、
　　　前記スピーカに対して第4信号を提供し、該スピーカに、前記走査データの生成に
応じた通知音を放出させる段階、
　を含む動作を実施すべく構成された前記一つまたは複数のプロセッサと、
　を備える、配達サービスを実施するウェアラブルな電子的デバイス。
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【請求項２】
　前記デバイスは、前記デバイスが、装着されたときに実質的に楕円形の断面を有する如
く、前記デバイスを対象者の腕の上側部分の回りに装着することを促進する調節可能コネ
クタを、更に備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記深度カメラ、前記スキャナおよび前記スピーカの回りに防水シールを生成する実質
的にゴムポリマで構成された頑丈なケーシングを、更に備える、請求項２に記載のデバイ
ス。
【請求項４】
　前記デバイスは、前記一つまたは複数のプロセッサに対して通信接続された通信インタ
フェースを、更に備え、且つ、
　前記動作は、
　前記通信インタフェースから受信された第5信号に基づき、帯域幅閾値を超える帯域幅
を有する通信ネットワークが現在において利用可能であるか否かを決定する段階、および
、
　前記通信ネットワークが利用可能であるとき、前記走査データを、前記通信インタフェ
ースを介して前記通信ネットワークを通して演算システムへと提供する段階、
　を更に含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記動作は、
　前記通信ネットワークが利用可能でないとき、前記走査データをメモリ内に記憶する段
階、
　将来的なタイムスロットにおいて、前記通信ネットワークが利用可能であるか否かを決
定すべく計画する段階、および、
　前記通信インタフェースから受信された第6信号に基づき、前記計画された時間に従い
、前記通信ネットワークが利用可能であるか否かを決定する段階、
　を更に含む、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記動作は、
　前記深度カメラから受信された第5信号に基づき、前記第1身振り入力とは異なる第2身
振り入力を含む寸法計測イベントを検出する段階、
　前記深度カメラから受信された第6信号に基づき、前記第2身振り入力の近傍の第1領域
を決定する段階、
　前記第1領域に対して関連付けられた物体を決定する段階、および、
　前記物体の体積を決定する段階、
　を更に含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記動作は、前記深度カメラにより検出されなかった前記物体の視認不能頂点の箇所を
決定する段階、を更に含み、
　前記視認不能頂点の箇所は、前記物体の仮定された対称性に基づいており、且つ、
　前記体積は更に、前記視認不能頂点の箇所に基づく、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記第1領域に対して関連付けられた物体を決定する前記段階は、
　前記深度カメラから受信された前記第6信号に対し、エッジ検出フィルタを適用する段
階、および、
　前記物体が前記第1領域に隣接する第2領域を含むか否かを前記第1領域のピクセル深度
に対する前記第2領域内のピクセルの深度の比較に基づき決定する段階を、含み、且つ、
　前記物体の前記体積は更に、前記第2領域に基づく、請求項６に記載のデバイス。
【請求項９】
　当該デバイスは、前記一つまたは複数のプロセッサに対して通信接続された投影器およ
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び通信インタフェースを更に備え、且つ、
　前記動作は、
　前記深度カメラから受信された第5信号に基づき、署名表面の近傍において実施された
第2身振り入力であって、前記第1身振り入力とは異なる第2身振り入力を含む署名イベン
トを検出する段階、
　前記投影器に対して第6信号を提供し、前記署名表面上へと署名インタフェースを投影
させる段階、
　前記深度カメラから受信された第7信号に基づき、前記署名インタフェースに対して提
供された署名を捕捉する段階、
　前記署名を処理して署名情報を生成する段階、および、
　前記署名情報を、前記通信インタフェースを介して通信ネットワークを通して演算シス
テムへと提供する段階、
　を更に含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　当該デバイスは、前記一つまたは複数のプロセッサに対して通信接続されたGPS受信器
を更に備え、且つ、
　前記動作は、
　ユーザに対して関連付けられたユーザ認証情報であって、該ユーザに対する固有識別子
を含むというユーザ認証情報を受信する段階、
　前記固有識別子に基づき、前記ユーザに対する時間制限または場所制限の少なくとも一
方を決定する段階、
　時間制限または場所制限の前記少なくとも一方に対して現在のデバイス時刻および現在
のデバイス箇所を比較する段階であって、前記現在のデバイス箇所は、前記GPS受信器か
ら受信された第5信号に基づくという段階、および、
　前記比較に基づき、当該デバイスの少なくともひとつの機能を無効化する段階、
　を更に含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記デバイスは、前記デバイスに給電するバッテリを更に備え、且つ、
　前記デバイスは、
　デバイス運動を電気エネルギへと変換する振動動力供給式発電器、または、
　前記デバイスの前側パネル上に載置された光電表面、
　の少なくとも一方から、前記バッテリに対して電力を供与する、請求項１に記載のデバ
イス。
【請求項１２】
　視界内における物体深度を検出する深度カメラと、視覚的コードを復号化するスキャナ
と、身振り入力を復号化する生体音響センサと、電気信号に応じて可聴音響を生成するス
ピーカと、装着されたときに当該デバイスが実質的に楕円形の断面を有する如く当該デバ
イスを対象者の腕の上側部分の回りに装着することを促進するコネクタと、を備えるウェ
アラブルな電子的デバイスを用いて、配達サービスを実施するコンピュータ実行型方法で
あって、
　前記生体音響センサから受信された第1信号に基づき、第1表面の近傍において実施され
た第1身振り入力を含む走査イベントを検出する段階、
　前記第1身振り入力の箇所および深度に基づき、前記走査イベントに対して関連付けら
れた走査領域を決定する段階、
　前記スキャナに対して第2信号を提供し、該スキャナに、前記走査領域内に配置された
視覚的コードを復号化させる段階、
　前記スキャナから受信された第3信号であって、前記視覚的コードから獲得された情報
を反映するという第3信号に基づいて走査データを生成する段階、および、
　前記スピーカに対して第4信号を提供し、該スピーカに、前記走査データの生成に応じ
た通知音を放出させる段階、
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　を含む動作を一つまたは複数のプロセッサによって実行されるコンピュータ実行型方法
。
【請求項１３】
　前記デバイスは、前記一つまたは複数のプロセッサに対して通信接続された通信インタ
フェースを更に備え、且つ、
　前記動作は、
　前記通信インタフェースから受信された第5信号に基づき、帯域幅閾値を超える帯域幅
を有する通信ネットワークが現在において利用可能であるか否かを決定する段階、および
、
　前記通信ネットワークが利用可能であるとき、前記走査データを、前記通信インタフェ
ースを介して前記通信ネットワークを通して演算システムへと提供する段階、
　を更に含む、請求項１２に記載のコンピュータ実行型方法。
【請求項１４】
　前記動作は、
　通信ネットワークが利用可能でないとき、前記走査データをメモリ内に記憶する段階、
　将来的なタイムスロットにおいて、前記通信ネットワークが利用可能であるか否かを決
定すべく計画する段階、および、
　通信インタフェースから受信された第6信号に基づき、前記計画された時間に従い、前
記通信ネットワークが利用可能であるか否かを決定する段階、
　を更に含む、請求項１２に記載のコンピュータ実行型方法。
【請求項１５】
　前記動作は、
　前記深度カメラから受信された第5信号に基づき、前記第1身振り入力とは異なる第2身
振り入力を含む寸法計測イベントを検出する段階、
　前記深度カメラから受信された第6信号に基づき、前記第2身振り入力の近傍の第1領域
を決定する段階、
　前記第1領域に対して関連付けられた物体を決定する段階、および、
　前記物体の体積を決定する段階、
　を更に含む、請求項１２に記載のコンピュータ実行型方法。
【請求項１６】
　前記動作は、
　前記深度カメラにより検出されなかった前記物体の視認不能頂点の箇所を決定する段階
を更に含み、
　前記視認不能頂点の箇所は、前記物体の仮定された対称性に基づいており、且つ、
　前記体積は更に、前記視認不能頂点の箇所に基づく、請求項１５に記載のコンピュータ
実行型方法。
【請求項１７】
　前記第1領域に対して関連付けられた物体を決定する前記段階は、
　前記深度カメラから受信された前記第6信号に対し、エッジ検出フィルタを適用する段
階、および、
　前記物体が前記第1領域に隣接する第2領域を含むか否かを前記第1領域のピクセル深度
に対する当該第2領域内のピクセルの深度の比較に基づき決定する段階を備えて成り、且
つ、
　前記物体の前記体積は更に、前記第2領域に基づく、請求項１５に記載のコンピュータ
実行型方法。
【請求項１８】
　前記デバイスは、前記一つまたは複数のプロセッサに対して通信接続された投影器およ
び通信インタフェースを更に備えて成り、且つ、
　前記動作は、
　前記深度カメラから受信された第5信号に基づき、署名表面の近傍において実施された
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第2身振り入力であって、前記第1身振り入力とは異なる第2身振り入力を含む署名イベン
トを検出する段階、
　前記投影器に対して第6信号を提供し、前記署名表面上へと署名インタフェースを投影
させる段階、
　前記深度カメラから受信された第7信号に基づき、前記署名インタフェースに対して提
供された署名を捕捉する段階、
　前記署名を処理して署名情報を生成する段階、および、
　前記署名情報を、前記通信インタフェースを介して通信ネットワークを通して演算シス
テムへと提供する段階、
　を更に含む、請求項１２に記載のコンピュータ実行型方法。
【請求項１９】
　前記デバイスは、前記一つまたは複数のプロセッサに対して通信接続されたGPS受信器
を更に備えて成り、且つ、
　前記動作は、
　ユーザに対して関連付けられたユーザ認証情報であって、該ユーザに対する固有識別子
を含むというユーザ認証情報を受信する段階、
　前記固有識別子に基づき、前記ユーザに対する時間制限または場所制限の少なくとも一
方を決定する段階、
　時間制限または場所制限の前記少なくとも一方に対して現在のデバイス時刻および現在
のデバイス箇所を比較する段階であって、前記現在のデバイス箇所は、前記GPS受信器か
ら受信された第5信号に基づくという段階、および、
　前記比較に基づき、当該デバイスの少なくともひとつの機能を無効化する段階、
　を更に含む、請求項１２に記載のコンピュータ実行型方法。
【請求項２０】
　前記デバイスは、バッテリを更に備え、且つ、
　前記動作は、
　デバイス運動を電気エネルギへと変換する振動動力供給式発電器、または、
　前記デバイスの前側パネル上に載置された光電表面、
　の少なくとも一方から、前記バッテリに対して電力を供与する段階、を更に含む、請求
項１２に記載のコンピュータ実行型方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願に関する相互参照
　本出願は、2014年5月15日に出願されて“シンビオティックな相互作用のためのウェア
ラブル・デバイス”と称された米国仮特許出願第61/993,868号の特典を主張するものであ
り、その内容は言及したことにより全体的に本明細書中に援用される。
　開示された実施例は概略的に、情報を処理するウェアラブル・デバイス（wearable dev
ice）に関し、更に詳細には、制限なしで、配達サービス（courier service）に伴う情報
を処理するウェアラブル・デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日のデジタルな世界において、テクノロジは、データの収集および処理における重要
な役割を果たしている。たとえば、配達および一般運送業の分野において、ユーザおよび
事業者は、携帯式のスキャナおよびリーダ（reader）によるパッケージの追跡により恩恵
を受けている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Harrison et al., Omnitouch: Wearable Multitouch Interaction Ever
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ywhere （2011）
【非特許文献２】Harrison et al., Skinput: Appropriating the Body as an Input Sur
face （2010）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、斯かるメカニズムは、ユーザが扱いにくく、且つ、多くの場合、必要な処理を
行うためには手または腕の使用が必要とされる。斯かるメカニズムはまた、生産性を低下
させることもあり、且つ、スタンドアロンのスキャナ、カードリーダ、撮像器、カメラ、
ディスプレイなどの如き付加的な補助デバイスを要することもある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　開示された実施例は、情報を処理するウェアラブル・デバイス、および、その使用方法
を包含する。開示された各実施例は、携帯ツールを使用せずに、配達員および他のデバイ
ス・ユーザが（たとえば、配達のサービスおよび機能などの）一定のプロセスを行うこと
を可能とし得る。
【０００６】
　開示された実施例は、たとえば、配達サービスを実施するウェアラブル・デバイスを包
含する。幾つかの見地において、上記デバイスは、視界内における物体深度を検出する深
度カメラと、視覚的コードを復号化するスキャナと、電気信号に応じて可聴音響を生成す
るスピーカと、命令を記憶するメモリと、上記深度カメラ、スキャナおよびスピーカに対
して通信接続された一つまたは複数の一つまたは複数のプロセッサであって、上記命令を
実行して、動作を実施すべく構成されたという一つまたは複数のプロセッサと、を備える
。上記動作は、上記深度カメラから受信された第1信号に基づき、第1表面の近傍において
実施された身振り入力を含む走査イベント（event）を検出する段階を含む。上記動作は
また、上記身振り入力の箇所および深度に基づき、上記走査イベントに対して関連付けら
れた走査領域を決定する段階も含む。上記動作はまた、上記スキャナに対して第2信号を
提供し、該スキャナに、上記走査領域内に配置された視覚的コードを復号化させる段階も
含む。上記動作はまた、上記スキャナから受信された第3信号であって、上記視覚的コー
ドから獲得された情報を反映するという第3信号に基づいて走査データを生成する段階も
含む。上記動作はまた、上記スピーカに対して第4信号を提供し、該スピーカに、上記走
査データの生成に応じた通知音を放出させる段階も含む。
【０００７】
　開示された実施例はまた、たとえば、視界内における物体深度を検出する深度カメラと
、視覚的コードを復号化するスキャナと、電気信号に応じて可聴音響を生成するスピーカ
と、装着されたときに当該デバイスが実質的に楕円形の断面を有する如く当該デバイスを
対象者の腕の上側部分の回りに装着することを促進するコネクタと、を備えるウェアラブ
ルな電子的デバイスを用いて、配達サービスを実施するコンピュータ実行型方法であって
、一つまたは複数のプロセッサ上で実施される一つまたは複数の動作を含む、コンピュー
タ実行型方法も包含する。上記動作は、上記深度カメラから受信された第1信号に基づき
、第1表面の近傍において実施された身振り入力を含む走査イベントを検出する段階を含
む。上記動作はまた、上記身振り入力の箇所および深度に基づき、上記走査イベントに対
して関連付けられた走査領域を決定する段階も含む。上記動作はまた、上記スキャナに対
して第2信号を提供し、該スキャナに、上記走査領域内に配置された視覚的コードを復号
化させる段階も含む。上記動作はまた、上記スキャナから受信された第3信号であって、
上記視覚的コードから獲得された情報を反映するという第3信号に基づいて走査データを
生成する段階も含む。上記動作はまた、上記スピーカに対して第4信号を提供し、該スピ
ーカに、上記走査データの生成に応じた通知音を放出させる段階も含む。
【０００８】
　開示された実施例の付加的な特徴および利点は、部分的に、以下の説明中に示されると
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共に、部分的に該説明から明らかであり、または、開示された実施例の実施により習得さ
れ得る。開示された実施例の特徴および利点は、添付の各請求項中に特に指摘された要素
および組み合わせにより、実現かつ達成されよう。
【０００９】
　上述の概略的な説明および以下の詳細な説明は、実例であり且つ説明的であるにすぎず
、開示されて権利請求された実施例を制限するものでないことは理解される。
【００１０】
　添付図面は、本明細書の一部を構成する。各図面は、本開示内容の幾つかの実施例を示
すと共に、上記説明と協働して、添付の各請求項中に示された開示実施例の原理を説明す
る役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】開示された実施例に係る代表的なウェアラブル処理デバイスを示す図である。
【図２Ａ】開示された実施例に係るウェアラブル処理デバイスの代表的な構成要素のブロ
ック図である。
【図２Ｂ】開示された実施例に係るウェアラブル・デバイスの代表的な電力関連構成要素
のブロック図である。
【図３】開示された実施例に係る代表的なシステム環境を示す図である。
【図４Ａ】開示された実施例に係るユーザの腕上の装着済みデバイスの代表的な概略図で
ある。
【図４Ｂ】開示された実施例に係る、装着されたときにおける代表的なデバイスの断面図
である。
【図５Ａ】開示された実施例に係る深度カメラの代表的な被写界深度を示す図である。
【図５Ｂ】開示された実施例に係る寸法計測の目的で、被写界深度における代表的な物体
を示す図である。
【図６】開示された実施例に係る、物体を寸法計測する代表的なプロセスのフローチャー
トである。
【図７Ａ】開示された実施例に係る、表面上に投影された代表的な対話型インタフェース
を示す図である。
【図７Ｂ】開示された実施例に係る、視覚的コードから情報を獲得している代表的なデバ
イスを示す図である。
【図８】開示された実施例に係る、視覚的コードを走査する代表的なプロセスのフローチ
ャートである。
【図９】開示された実施例に係る、署名を処理する代表的なプロセスのフローチャートで
ある。
【図１０】開示された実施例に係る、複数のネットワーク・デバイス間でデータを送信す
る代表的なプロセスのフローチャートである。
【図１１】開示された実施例に係る、デバイス機能を無効化する代表的なプロセスのフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　開示された実施例は、ハンドフリー、または、略々ハンドフリーの周囲環境において情
報処理を実施するデバイス、装置、システム、および、方法を包含する。開示された実施
例は、配達員または他のデバイス・ユーザが、携帯ツールを使用せずに、（たとえば、配
達のサービスおよび機能などの）幾つかのプロセスを行うことを可能とし得る。たとえば
、本明細書中に開示されるウェアラブル・デバイスは、全て、手中に物理的デバイスを保
持せずに、バーコードの走査、署名の受領、ユーザの観察、通知の提供、周囲環境のモデ
ル化、および、他の処理の如く、情報を処理し得る。開示された実施例はまた、種々の環
境において種々のユーザに対し、上記デバイスの個人適合化および高耐久化も実現し得る
。
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【００１３】
　幾つかの見地において、開示された実施例に係るウェアラブル・デバイスは、一つまた
は複数の技術的利点を提供し得る。幾つかの見地において、上記デバイスは、配達員およ
び他のユーザが、携帯式デバイスを使用せずに、配達サービスおよび他の機能を実施する
ことを可能とし得る。これにより、ユーザは、他方の手を、物体の持ち上げ、パッケージ
の担持、書類への署名、車両の操作などの如き他の用途に利用することが許容され得る。
これに加え、他方の手を使用すると、配達の生産性が向上され得ると共に、ユーザがパッ
ケージを両手で担持することを可能とし、付加的なパッケージを担持し得るなどの如く、
健康に関する利点が提供され得る。更に、開示された実施例の見地は、斯かる幾つかの携
帯式デバイスの機能性を組み合わせることで、一定の業務を完了するために必要なデバイ
スもしくは構成要素の個数を減少し得る。開示された実施例に係るウェアラブル・デバイ
スは、該デバイスの外観を個人適合化およびカスタマイズすることで、広範囲なユーザに
適合すると共に、ユーザの衛生の如き他の懸念に対処することも許容し得る。当業者であ
れば、他の改良点は、開示された実施例に鑑みれば明らかであり、且つ、上記の幾つかの
利点の列挙は、例示目的のためだけである。
【００１４】
　次に、それらの各例が添付図面中に示されるという各実施例が詳細に参照される。可能
である場合は常に、各図を通し、同一もしくは同様の部材を指すべく同一の参照番号が使
用される。更に、“記記デバイス”に関して幾つかの特徴が記述され得るが、これらの特
徴は、その機能を実施し得るデバイス構成要素であって、ハードウェア、および／または
、上記デバイス上で実行されるソフトウェアなどのデバイス構成要素により実現され得る
ことを、文脈から理解すべきである。
【００１５】
　図１は、開示された実施例に係る代表的なウェアラブル処理デバイス100を示している
。デバイス100は、情報を表現、受信、獲得、収集、処理、送信、および、表示し得るウ
ェアラブル・デバイスを備える。幾つかの実施例において、デバイス100は、開示された
実施例に従い、処理における使用のために種々の分野において、対話、マルチタッチ、身
振り、または、音声用途を促進する深度検知式のデータ収集用の画像投影システムであり
得る。以下に記述される如く、デバイス100は、一つまたは複数の入力イベント（event）
に応じて、開示された実施例に従い各プロセスを行い得る。
【００１６】
　デバイス100は、開示された実施例に従い、表面上に画像、動画、テキスト、インタフ
ェース、または、他の情報を投影もしくは表示すべく構成された一個以上の投影器110を
含み得る。幾つかの見地において、投影器110は、当業者に公知であり且つ本明細書中に
開示される（たとえばDLP、LCoS、レーザ・ビーム走査などの）任意の公知方法を用いて
、表面上へと画像、動画、テキストなどを投影し得る（たとえば、Microvisionピコ投影
器などの）ピコ投影器を含み得る。上記表面としては、スクリーン、壁部、テーブル、人
体部分（たとえば、腕、手、脚など）、保持された表面（たとえば、メモ帳、紙材、書籍
など）、車両、テーブル、箱、床部、ミラー、窓、または、投影器110により投影された
画像、ビデオ、もしくは、他の情報を有意に伝達するに十分に平坦である他の任意の領域
が挙げられる。幾つかの実施例において、上記表面は、（たとえば、手、デスク、および
、壁部などの）複数の表面を含み得る。投影器110は、（たとえば、該投影器110からの距
離などの）上記表面までの距離に関わらず、図解的またはグラフィック的な要素のフォー
カスフリーの広角投影物を提供し得る。以下に記述される如く、デバイス100は、投影器1
10に対して信号および情報を送受信して開示された実施例に係るプロセス（たとえば、イ
ンタフェースの表示など）を行うハードウェアおよびソフトウェア構成要素（たとえば、
回路機構、ソフトウェア命令など）を含み得る。
【００１７】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、開示された実施例に従い、視覚的コードを
走査し、復号化し、読取り、検知し、画像化し、捕捉し、且つ／又は、解釈するための一
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個以上のスキャナ120を含み得る。幾つかの見地において、スキャナ120は、レーザの線形
的または領域的な画像化を処理すべく構成され得る。たとえば、ひとつの見地において、
スキャナ120は、１次元または２次元のバーコードを走査し、読取り、且つ、復号化する
（たとえば、Cognex社、Intermec社、または、Unitech社の2D撮像器、または、任意の2D
撮像器などの）撮像器を含み得る。スキャナ120は、開示された実施例に従い、視覚的コ
ードから情報を抽出し得る任意の撮像器、バーコード・スキャナ、または、視覚的コード
・スキャナを含み得る。幾つかの実施例において、スキャナ120は、継手、自在軸受、回
転可能レンズ、旋回軸、ホィール、または、他の配向手段などに対して機械的に結合され
、または、それを含み得ることから、デバイス100は、スキャナ120を種々の方向を指すべ
く配向し得る。幾つかの見地において、開示された実施例によれば、デバイス100は、ス
キャナ120を介して走査されたバーコード、画像および他のデータを処理し得る。デバイ
ス100は、開示された実施例に従い、スキャナ120に対して信号および情報を送受信して各
プロセスを行う適切なハードウェアおよびソフトウェア構成要素（たとえば、回路機構、
ソフトウェア命令など）を含み得る。
【００１８】
　デバイス100は、３次元環境を捕捉し、処理し、検知し、観測し、モデル化し、検出し
、且つ、相互作用する一個以上の深度カメラ130を含み得る。幾つかの見地において、深
度カメラ130は、（たとえば、図５Ａおよび図５Ｂに関して記述される実施例に従い）そ
の視界における物体の深度および色を認識かつ検出し得る。深度カメラ130はまた、写真
の撮影、動画の記録、画像もしくは他のデータのストリーミング、画像バッファ内へのデ
ータの記憶などの、他のカメラおよびビデオ記録器の機能性も提供し得る。これらの機能
性は、深度情報を含んでもよく、含まなくてもよい。開示された実施例に係るハードウェ
アおよび／またはソフトウェア・プロセスに関し、デバイス100は、深度カメラ130を介し
、物体のサイズ、配向および視覚的特性を決定し得る。開示された実施例に係る見地はま
た、デバイス100が、深度カメラ130を用い、身振りおよび他の相互作用を認識かつ処理す
ることも可能とし得る。深度カメラ130は、本明細書中に開示されたプロセスを取扱い得
る（たとえば、PrimeSense社、SoftKinetic社、Creative社などからの深度カメラなどの
）当業者に公知である任意の深度カメラを含み、または、それを具現し得る。デバイス10
0は、信号および情報を深度カメラ130に対して送受信し、開示された実施例に係るプロセ
ス（たとえば、物体の寸法計測、表面の深度および配向の決定など）を行う（たとえば、
回路機構、ソフトウェア命令などの）適切なハードウェアおよびソフトウェア構成要素を
含み得る。以下に記述される如く、深度カメラ130は、（たとえば身体の動きなどの）身
振り入力（gesture input）、および、（たとえば、投影器110を介して投影されたインタ
フェースに対する相互作用などの）インタフェース入力の如き、幾つかの形式の入力イベ
ントを検出し得る。
【００１９】
　デバイス100は、情報を表現、伝達および表示するための一個以上のディスプレイ140を
含み得る。ディスプレイ140としては、テキスト、画像、動画、インタフェースなどの如
き情報を呈示または提供し得る（たとえば、モノクロ・ディスプレイ、LCDディスプレイ
、LEDディスプレイ、2Dディスプレイ、分光3Dディスプレイなどの）任意のデジタル・デ
ィスプレイが挙げられる。幾つかの見地において、ディスプレイ140は、タッチスクリー
ン・ディスプレイも含み得る。これらの実施例において、デバイス100は、ディスプレイ1
40上に表示されたタッチスクリーン・インタフェースを介してユーザからディスプレイ入
力を受信し得る。ディスプレイ140を介して受信されたディスプレイ入力はデバイス100に
おいて使用されることで、開示された実施例に係るプロセスが行われ得る。デバイス100
は、信号および情報をディスプレイ140に対して送受信して、開示された実施例に係るプ
ロセスを行う（たとえば、回路機構、ソフトウェア命令などの）適切なハードウェアおよ
びソフトウェア構成要素を含み得る。
【００２０】
　幾つかの見地において、デバイス100は、開示された実施例に係るプロセスにおいて使
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用される音響または音声信号を生成する一個以上のスピーカ150を含み得る。たとえば、
スピーカ150は、電気的な音声信号入力に応じて可聴音響を生成する電気音響変換器を含
むか、それと接続されて動作し得る。スピーカ150は、当業者に公知である任意のプロセ
スにより（たとえば、電磁的インダクタンスなどの）音声出力を生成すべく構成され得る
。代替的または付加的に、デバイス100は、音声ヘッドセットをサポートする音声ジャッ
クを備え得る。音声は、開示された実施例に従い、Bluetooth（登録商標）デバイスを介
して受信された音声情報、または、（たとえば、RFリンク、公衆加入電話網などの）他の
音声通信経路を介して受信された音声信号を含み得る。デバイス100は、スピーカ150に対
して信号および情報を送受信する（たとえば、回路機構およびソフトウェア命令などの）
適切なハードウェアおよびソフトウェアを含み得る。
【００２１】
　デバイス100は、音響を、開示された実施例に係るプロセスにおいて使用される電気信
号へと変換する（たとえば、音響／電気変換器または他のセンサの如き）一個以上のマイ
クロフォン160を含み得る。該マイクロフォン160は、周囲の音響に応じ、（たとえば、電
磁誘導、キャパシタンス変化、圧電生成、光ファイバなどの）当業者に公知のプロセスを
通じて電気信号を生成すべく構成され得る。幾つかの実施例において、マイクロフォン16
0は前置増幅器と電気的に通信し得るが、斯かる構成は必要とされない。以下に記述され
る如く、デバイス100は、マイクロフォン160に対して電気信号を送受信し、開示された実
施例に係るプロセス（たとえば、入力イベントとしての音声入力の受信、音声データの記
録および保存など）を行う必要なハードウェアもしくはソフトウェアを含み得る。
【００２２】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、生体音響情報を受信、捕捉、処理、且つ、
解釈すべく構成された一個以上の生体音響センサ170を含み得る。幾つかの見地において
、生体音響情報としては、（たとえば、指が、腕、掌、別の指などを軽打するときの）皮
膚同士の接触、（たとえば、拳骨をつくるなどの）身体の動き、または、他の身体の刺激
時に生成される生体内および生体上の（たとえば振動などの）音響が挙げられる。幾つか
の実施例において、生体音響センサ170は、図１に示された如く、単一のセンサ、または
、複数のセンサのアレイを備えて成り得る。たとえば、一実施例において、生体音響セン
サ170は、人体を通して振動を検出すべく設計された（たとえば、MiniSense100、他の片
持ち梁式の振動センサなどの）圧電フィルムのアレイを備えて成り得る。デバイス100は
、信号および情報を生体音響センサ170に対して送受信し、開示された実施例に係るプロ
セスを行う（たとえば、回路機構、ソフトウェア命令などの）適切なハードウェアおよび
ソフトウェア構成要素を含み得る。以下に記述される如く、生体音響センサ170は、身振
り入力の如き一定形式の入力イベントの検出を支援し得る。
【００２３】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、該デバイス100の装着を促進すべく構成され
たストラップ、バンド、フレーム、または、他の斯かるコネクタ180を含み得る。幾つか
の見地において、コネクタ180は、堅固であり、または、（たとえば、弾性ストラップ、
調節可能なバンド、屈曲可能なフレームなどを介して）調節可能とされることで、異なる
体型のユーザに対処し得る。付加的もしくは代替的に、コネクタ180は、該コネクタ180ま
たはデバイス100を固定する（たとえば、一つまたは複数のマジックテープ（登録商標）
領域、フック、ベルト、バックル、クラスプ、留め金、ボタン、絞り紐などの）締着手段
を含み得る。幾つかの見地において、コネクタ180は、デバイス100が、装着されたときに
、腕の上部の如き人体の特定部分上に快適に着座する様に設計され得る。たとえば、コネ
クタ180は、（たとえば、該コネクタ180が接続状態に在り）デバイス100が装着されてい
る間に、該デバイスが実質的に楕円形の断面を呈する如く、バンドもしくはストラップを
含み得る。幾つかの見地において、コネクタ180は常に接続状態に在り得る（たとえば、
上記コネクタは調節可能バンドである）一方、他の見地において、コネクタ180は、確実
に装着され得るときにのみ、接続状態であり得る（たとえば、該コネクタはマジックテー
プ（登録商標）のパッチである）。幾つかの実施例において、コネクタ180は、一定量の
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圧力が付与されたとき、破断し、接続解除され、または、調節され得る。たとえば、ひと
つの見地において、コネクタ180は、（たとえば、コンベア・ベルト、ドアなどの）物体
に捕捉されたときに、接続解除され得る。コネクタ180はまた、（たとえば、ユーザの体
型、ユーザの嗜好、更に強固な装着、作業要件などの故に）異なる形式のコネクタが設置
され得る様に、デバイス100から取外し可能ともされ得る。
【００２４】
　図１は、デバイス100に含まれる幾つかのデバイス構成要素を示しているが、該デバイ
スは、他の構成要素を含み、示された構成要素を省略し、同一構成要素の複数の例を含み
、且つ／又は、示された構成要素の全てではなく幾つかを組み合わせ得る。たとえば、ひ
とつの示された見地において、デバイス100は、スピーカ150、マイクロフォン160または
コネクタ180を含まないこともある。これに加え、デバイス100は、図１に示されない他の
構成要素を含み得る。たとえば、デバイス100は、加速度計、GPS受信器、振動モータ、無
線リンク、SIMカード、RFIDチップ、音声ジャック、Bluetooth（登録商標）システム、コ
ネクタ・ポート（たとえば、USB、Lightning、DVI、HDMI（登録商標）、任意のI/Oポート
など）、生体測定スキャナ、物理的ボタン（たとえば、音量ボタン、無音ボタン、他の入
力を提供するボタン、ディスプレイ140に関連付けられたボタンなど）、キーボード、ス
タイラス・ホルダ、カメラ、カードリーダ、または、情報を受信、処理、もしくは、生成
し得、且つ／又は、情報交換を促進し得る他の任意の形式の構成要素の如き構成要素を含
み得る。更に別の例において、デバイス100は、数個の深度カメラ130を含むことで、（た
とえば、数個の視点に関連付けられた深度データから視差情報を生成することにより）開
示された実施例に係る付加的なプロセスを行い得る。デバイス100は、これらのデバイス
を実現するために必要とされる所要の周辺機器、回路機構、配線、受信器、ソフトウェア
命令などを含み得る。
【００２５】
　幾つかの見地において、デバイス100は、開示された実施例に従い他の構成要素の機能
性を組み合わせる構成要素を含み得る。たとえば、デバイス100は、スキャナ120および深
度カメラ130が同一の物理的空間を占有するという、一つまたは複数の構成要素を含み得
る。別の例において、スキャナ120および／または深度カメラ130は、同一の物理的構成要
素において実現されることで、スキャナ、撮像器、深度カメラ／深度センサ、および、カ
メラに係る機能性を提供し得る。
【００２６】
　幾つかの見地において、デバイス100、および、それに含まれた各構成要素は、（たと
えば、Google ARAの如きモジュール式実施方式に従い）モジュール式アップグレードを許
容する如き様式で設置され得る。幾つかの実施例において、モジュール式アップグレード
物は、デバイス100とインタフェースすべく装備される任意の取外し可能、交換可能、ア
ップグレード可能、および／または、互換可能なモジュールを備えて成り得る。幾つかの
見地において、モジュール式アップグレード物は、デバイス100の既存の機能性を向上、
補完または組み合わせるデバイス構成要素を備えて成り得る。たとえば、デバイス100は
、ユーザが、（たとえば深度カメラ130などの）特定の構成要素をアップグレードし、ま
たは、基本設計には存在しない（たとえばカードリーダなどの）機能性を付加し得る様に
、モジュール式構成要素を含み得る。モジュール式アップグレード物は、開示された実施
例に係る（たとえば、スキャナ、カードリーダ、GPSデバイス、加速度計、深度カメラな
どの）任意のデバイス構成要素を含み得る。
【００２７】
　更に、図１はデバイス100を構成する各構成要素の特定のレイアウトを示しているが、
開示された実施例に係るデバイスは、各デバイス構成要素の任意の配置を包含する。たと
えば、ひとつの例示的な見地において、デバイス100は、該デバイスの（たとえば右側な
どの）特定の側部上に投影器110およびスキャナ120を相互に接近させてグループ化すべく
構成され得る。別の例において、デバイス100は、スキャナ120および深度カメラ130が該
デバイスの各端部上に位置することで更に広い視界認識を促進し、且つ、各構成要素によ
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り範囲限定される視差角を増大する様に構成され得る。図１に示された特定の構成要素お
よび各構成要素のレイアウトは、例示的であり、例証目的のためだけである。
【００２８】
　図２Ａは、開示された実施例に係るウェアラブル処理デバイス100の代表的な構成要素
のブロック図を示している。幾つかの実施例において、デバイス100は、バス、回路機構
、配線、または、（たとえば、LAN、MAN、WAN、セル式ネットワーク、WiFiネットワーク
、NFCリンク、Bluetooth（登録商標）、GSM（登録商標）ネットワーク、PCSネットワーク
、図６のネットワーク320など、および、HTTP、TCP/IP、RFIDなどの如き、関連する任意
のプロトコルの如き、任意のデジタル・データ通信媒体などの）外部通信ネットワークの
如き、通信バックボーン206に対して接続された一つまたは複数のプロセッサ202を含み得
る。デバイス100の任意の構成要素は、バックボーン206を介して通信し、情報および／ま
たはデータを交換し得る。たとえば、ひとつの見地において、投影器110、スキャナ120、
深度カメラ130、ディスプレイ140、スピーカ150、マイクロフォン160、および／または、
生体音響センサ170は、相互に情報を交換し、プロセッサ202に対して情報または信号を提
供もしくは受信し、メモリ内に情報を記憶もしくは読出し、外部の演算システムに対して
情報を提供もしくは受信し得るなどである。幾つかの実施例において、加速度計、RF回路
機構、GPS追跡器、振動モータ、カードリーダなどの如き、図２に示されない構成要素も
また、バックボーン206上で通信し得る。たとえば、デバイス100は、衛星から場所および
時間の情報を受信する（不図示の）GPS受信器を含み得ると共に、斯かる情報を、プロセ
ッサ202の如き該デバイスの他の構成要素に対して通信し得る。
【００２９】
　幾つかの見地において、プロセッサ202および付随するハードウェアおよび／またはソ
フトウェアは、デバイス100の各構成要素に対するコントローラとして作用し得る。たと
えば、プロセッサ202は、ハードウェア構成要素またはソフトウェア命令と協働して、デ
バイス構成要素の各々に対する信号の送信、受信および処理を制御して、本明細書中に記
述されたものと一致するプロセスを実施して管理し得る。プロセッサ202はまた、以下に
記述される実施例に係る外部デバイスおよび演算システムに対する情報および信号の受信
、処理および送信も制御し得る。故に、プロセッサ202に関して幾つかの見地が記述され
るが、これらの実施例は、付随するデバイス構成要素または演算システムと通信するコン
トローラを介しても実現され得ることを理解すべきである。
【００３０】
　幾つかの見地において、デバイス100は、主要メモリ208を含み得る。該主要メモリ208
は、プロセッサ202により実行されるコンピュータ・プログラム、一群の命令、コード、
または、データを記憶する有形で持続的なコンピュータ可読媒体を表すランダム・アクセ
ス・メモリ（RAM）を備えて成り得る。プロセッサ202により実行されたとき、斯かる命令
、コンピュータ・プログラムなどによれば、プロセッサ202またはデバイス100の他の構成
要素は、開示された実施例に係る一つまたは複数のプロセスまたは機能を実施することが
可能とされる。幾つかの見地において、斯かる命令としては、（たとえば、コンパイラな
どからの）機械コード、および／または、プロセッサ202がインタプリタにより実行し得
るコードを含むファイルが挙げられる。
【００３１】
　幾つかの見地において、主要メモリ208はまた、補助メモリ210を含むか、それに対して
接続され得る。該補助メモリ210は、（たとえば、HDD、SSDなどの）ディスク・ドライブ2
12、および／または、磁気テープ・ドライブ、フラッシュ・メモリ、光ディスク・ドライ
ブ、CD／DVDドライブなどの如きリムーバブル記憶ドライブ214を含み得る。リムーバブル
記憶ドライブ214は、当業者に公知の様式で、リムーバブル記憶ユニット218を読取り、且
つ／又は、それに対して書き込みし得る。リムーバブル記憶ユニット218は、磁気テープ
、光ディスク、または、リムーバブル記憶ドライブ214により読取りおよび書き込みされ
る他の記憶媒体を表し得る。リムーバブル記憶ユニット218は、プロセッサ202により実行
されるべきコンピュータ・プログラム、一群の命令、コード、または、データを自身内に
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記憶する有形の持続的なコンピュータ可読媒体を表し得る。
【００３２】
　他の実施例において、補助メモリ210は、コンピュータ・プログラムまたは他のプログ
ラム命令がデバイス100内にロードされることを許容する他の手段を含み得る。斯かる手
段は、たとえば、別のリムーバブル記憶ユニット218またはインタフェース220を含み得る
。斯かる手段の例としては、リムーバブルなメモリ・チップ（たとえば、EEPROM、RAM、R
OM、DRAM、EEPROM、フラッシュ・メモリ・デバイス、または、他の揮発性もしくは不揮発
性のメモリ・デバイスなど）、および、関連するソケット、或いは、リムーバブル記憶ユ
ニット218からデバイス100への命令およびデータの伝達を許容する他のリムーバブル記憶
ユニット218およびインタフェース220が挙げられる。
【００３３】
　デバイス100はまた、一つまたは複数の通信インタフェース224も含み得る。該通信イン
タフェース224は、デバイス100と、（たとえば、バックボーン206に加えての）外部シス
テムとの間におけるソフトウェアおよびデータの伝達を許容し得る。通信インタフェース
224は、モデム、アンテナ、送信器、ネットワーク・インタフェース（たとえば、イーサ
ネット（登録商標）・カード）、通信ポート、PCMCIAスロットおよびカードなどを含み得
る。通信インタフェース224は、電子的、電磁的、光学的であり得る信号、または、該通
信インタフェース224により受信され得る他の信号の形態で、ソフトウェアおよびデータ
を伝達し得る。これらの信号は、通信経路（すなわちチャネル228）を介して通信インタ
フェース224に対して提供され得る。チャネル228は、信号を搬送すると共に、配線、ケー
ブル、光ファイバ、RFリンク、信号送信器、および／または、他の通信チャネルを用いて
実現され得る。一実施例において、上記信号は、プロセッサ202に対して送信されたデー
タ・パケットを含む。プロセッサ202からは、処理されたパケットを表す情報もまた、信
号の形態で通信経路228を通して送信され得る。
【００３４】
　図２Ｂは、開示された実施例に係るウェアラブル・デバイス100の代表的な電力関連構
成要素のブロック図を示している。デバイス100は、該デバイスおよびその構成要素（た
とえば、深度カメラ130など）に対して電気動力を提供する一つまたは複数のバッテリ252
を含み得る。バッテリ252は、再充電可能なバッテリ、使い捨て可能なバッテリ、リチウ
ム・イオン・バッテリなどの、モバイル機器に対する任意の適切な形式のバッテリを含み
得る。
【００３５】
　幾つかの見地において、デバイス100は、他の供給源からバッテリ252もしくは該デバイ
ス100に対して電力を提供して該バッテリを充電もしくは給電する（たとえば、電力ポー
ト、ケーブル、配線などの）周辺機器および回路機構を含み得る。たとえば、デバイス10
0は、一つまたは複数の外部電源254から供与された電力でバッテリ252または該デバイス1
00を給電するハードウェアを含み得る。外部電源254としては、外部バッテリ、ACまたはD
C電流を流す電力供給網、無線誘導充電器などが挙げられる。
【００３６】
　これに加え、デバイス100は、一つまたは複数の光電池256からバッテリ252または該デ
バイス100に給電する周辺機器および回路機構を含み得る。幾つかの見地において、光電
池256は、光に応じて電気エネルギを生成する任意の種類の光電的な物質または表面を備
えて成り得る。たとえば、光電池256は、半導体材料の層を収容する太陽電池の如き、光
起電力電池を備えて成り得る。光電池256は、デバイス100の表面上に、（たとえば、別体
的な電池として）別体的な構成要素と設置され得る。幾つかの見地において、光電池256
は、デバイス100の前側パネル（たとえば、他の構成要素に対して使用されない該デバイ
スの前側パネルの一部または相当の部分）が光電表面を含む様に、上記デバイスに一体化
され得る。
【００３７】
　デバイス100は、運動エネルギから電気エネルギを生成する一つまたは複数の運動変換
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器258を含み得る。たとえば、該運動変換器258は、デバイス100の振動および移動から電
気エネルギを生成する振動動力供給式発電器を備えて成り得る。斯かる振動は、たとえば
、デバイス100を装着し、凹凸の多い道路などを走行しているユーザからの運動に起因し
て生じ得る。運動変換器258の振動動力供給式発電器は、片持ち梁上の磁石、バネ質量系
などの如く、更に小寸の環境に対して特に設計された方法を用いて電気エネルギを生成し
得る。デバイス100は、運動変換器258により生成された電力でバッテリ252または該デバ
イス100を給電するために必要な周辺機器および回路機構を含み得る。
【００３８】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、（たとえば、腕の回りに装着されたときに
）人体に形状適合し、優れたデバイスの機能性を促進する柔軟な、屈曲可能な、または、
撓曲可能な基板および電子機器を含み得る。幾つかの見地において、柔軟な基板によれば
、デバイス100は、対象者の種々のサイズの腕の如き、種々の使用形態を考慮することが
許容され得る。たとえば、デバイス100の各構成要素（たとえば、深度カメラ130、プロセ
ッサ202など）は、装着されたときに各構成要素が情報およびデータを伝達し得る様に、
電子機器の屈曲可能な基板を介して相互に対して電気接続され得る。柔軟な基板および電
子機器は、たとえば、グラフェン、撓曲可能なプリント配線回路、撓曲可能なフラット・
ケーブルなどの如き、当業者に公知の任意の構造を備えて成り得る。
【００３９】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、他のコンピュータ・システム、デバイス（
たとえば、複数のデバイス100）、および、（たとえば、通信インタフェース224を介して
）他のテクノロジに対し、且つ、それらから、情報を受信、獲得、記憶、処理、生成、お
よび、提供し得る。図３は、開示された実施例に係るデバイス100の代表的なシステム環
境300を示している。ひとつの見地において、上記環境は、（たとえば、ユーザ302などの
）夫々のひとり以上のユーザに対して関連付けられた（たとえば複数のデバイス100など
の）一つまたは複数のウェアラブル・デバイス、（たとえば、ホスト310などの）ホスト
に対して関連付けられた（たとえばシステム312などの）一つまたは複数のシステム、お
よび、（たとえばサード・パーティ330などの）一つまたは複数のサード・パーティに対
して関連付けられた（たとえばサード・パーティ・システム332などの）一つまたは複数
のサード・パーティ・システムを含み得る。システム環境300の構成要素のひとつ以上を
、一つまたは複数の通信ネットワーク320が接続し得る。
【００４０】
　通信ネットワーク320は、デジタル・データ通信の一つまたは複数の通信ネットワーク
または媒体を含み得る。通信ネットワーク320の例としては、ローカル・エリア・ネット
ワーク（“LAN”）、無線LAN、セル式ネットワーク、RFネットワーク、近距離無線通信（
NFC）ネットワーク（たとえばWiFiネットワーク）、複数の無線LANを接続する無線メトロ
ポリタン・エリア・ネットワーク（MAN）、（単一もしくは複数の）NFC通信リンク、（た
とえば、I/Oポートを介した）任意の物理的有線接続、パーソナル・エリア・ネットワー
ク（PAN）（たとえば、Bluetooth（登録商標））、および、ワイド・エリア・ネットワー
ク（“WAN”）（たとえばインターネット）が挙げられる。開示された実施例に依れば、
通信ネットワーク320は、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）および伝送制御プロ
トコル／インターネット・プロトコル（TCP/IP）などの一種類以上の通信プロトコルを介
して任意の利用可能な単一もしくは複数のネットワークを含み得る。開示された実施例に
係る通信プロトコルはまた、無線識別（RFID）通信および／またはNFCを用いてデータ伝
達を促進するプロトコルも含み得る。更に、通信ネットワーク320は、GSM（登録商標）ネ
ットワークまたはPCSネットワークの如き一つまたは複数のモバイル機器ネットワークも
含むことで、デバイス100が、本明細書中に記述された通信プロトコルなどの該当する通
信プロトコルを介し、データを送信および受信することを許容し得る。
【００４１】
　幾つかの実施例において、システム312は、情報を受信、処理、生成、提供および記憶
すべく構成された一つまたは複数のコンピュータ・システムを含み得る。幾つかの見地に
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おいて、システム312はまた、ソフトウェア命令を実行し、開示された実施例に係る一つ
または複数のプロセスを実施するようにも構成され得る。幾つかの代表的実施例において
、システム312はホスト310と関連付けられるが、斯かる関連付けは必要ではない。ホスト
310は、開示された実施例に係る任意の種類の事業者（たとえば、会社、一般運送業、郵
便サービス、企業、サービス・プロバイダ、小売商、軍事的事業体、金融機関、学校など
）であり得る。たとえば、システム312は、一般運送業または郵便サービスを提供する会
社に対して関連付けられたコンピュータ・システムを含み得る。
【００４２】
　システム312は、一つまたは複数のサーバ314を含み得る。一実施例において、サーバ31
4は、フロントエンド、バックエンド、および、一つまたは複数のプロセッサを含み得る
が、サーバ314は、斯かる構成に制限されない。たとえば、上記フロントエンドおよびバ
ックエンドは、単一のコンピュータ、単一のサーバ（たとえば、サーバ314）、または、
当業者に自明である任意の付加的または代替的な演算デバイスに取入れられ得る。サーバ
314はまた、分散式の演算デバイスおよび演算システムも含み得る。一実施例において、
フロントエンドは、サーバ314内に含まれた一つまたは複数のプロセッサにより実行され
る（たとえばウェブ・サービスなどの）ソフトウェア・アプリケーションの如き、一つま
たは複数のソフトウェア・プログラムであり得る。同様に、バックエンドは、サーバ314
内に含まれた一つまたは複数のプロセッサにより実行される一つまたは複数のソフトウェ
ア・プログラムであり得る。サーバ314は、斯かる構成に限定されない。付加的実施例に
おいて、フロントエンド・ソフトウェアは、バックエンドを実行するサーバまたは演算シ
ステムとは別体のサーバまたは演算システムにより実行され得る。
【００４３】
　サーバ314は、ソフトウェア命令を実行し、開示された実施例に係る一つまたは複数の
プロセスを実施すべく構成され得る。一実施例において、たとえば、（たとえばデバイス
100などの）デバイスは、情報を交換し、本明細書中に開示された一つまたは複数のプロ
セスの実行を促進し得る。幾つかの見地において、デバイス100およびシステム312は、本
明細書中に開示された処理機能を共有、区分、管理、または、連携調整すべく構成され得
る。たとえば、デバイス100は、プロセスに対して関連付けられた幾つかのサブルーチン
を実施し、（たとえばネットワーク320を介して）システム312に対して情報を送信し、且
つ、システム312が上記情報に関して付加的なサブルーチンを行った後で該システムから
の処理済み情報を受信すべく構成され得る。別の例において、システム312は入力をデバ
イス100に送信してデバイス・プロセスを開始し、該デバイスから獲得されたデータを受
信し、且つ、受信したデータに関して更なる処理を行い得る。この様にして、デバイス10
0およびシステム312は、処理の負荷を分担し、付加的な機能を実施し、且つ、情報を交換
すべく構成され得る。他の見地において、サーバ314は、デバイス100に関係しない該サー
バ自体のプロセスを実施し得る。たとえば、ホスト310のユーザまたは顧客は、スマート
フォンまたはパーソナルコンピュータの如きコンピュータ・システムを介して（たとえば
、サーバ314上で実行されるウェブ・サーバを介して）システム312に対して関連付けられ
たウェブ・ページまたはモバイル・アプリケーションにアクセスすると共に、引き続き、
情報を、システム312に対して提供しもしくはそれから受信し、システム312上で行われる
アカウント・サービスの申請などを行い得る。
【００４４】
　システム312は、開示された実施例に従い情報を記憶すべく構成された一つまたは複数
のデータ集積器316を含み得る。幾つかの見地において、データ集積器316に記憶される情
報としては、デバイス100に関する情報（たとえば、通し番号、前回の既知の通信、設置
された構成要素など）、デバイスから受信された情報（たとえば、デバイス構成要素から
収集されたデータ）、デバイスに対して関連付けられたひとり以上のユーザに関する情報
（たとえば、ユーザのアカウント情報、ユーザのログインおよび資格証明データ、IDの如
きユーザの識別情報データ、固有の入力定義、ユーザの選好性、較正データなど）、（た
とえばサード・パーティ・システム332などの）サード・パーティから受信した情報、ま
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たは、開示された実施例に係る他の任意の情報が挙げられる。付加的もしくは代替的に、
この情報は、デバイス100のメモリ（たとえば、メモリ208または210）に記憶され得る。
幾つかの見地において、システム312は、データ集積器316に記憶するデータを受信、獲得
、蓄積、収集、生成または作成すべく構成され得る。幾つかの実施例において、たとえば
、システム312は、記憶のために、通信ネットワーク320を介して情報を受信もしくは獲得
し得る。幾つかの見地において、システム312は、データ集積器316内に記憶された情報を
デバイス100に対して提供すべく構成され得る。他の見地において、デバイス100は、（た
とえば、ネットワーク320を介して）データ集積器316に対して直接的にアクセスし、該デ
バイス100とシステム312との間における情報交換を促進すべく構成され得る。システム31
2はまた、デバイス100から受信した情報をデータ集積器316に記憶する様にも構成され得
る。
【００４５】
　サード・パーティ・システム332は、情報を受信、処理、生成、提供および記憶すべく
構成された一つまたは複数のコンピュータ・システムを含み得る。幾つかの見地において
、サード・パーティ・システム332は、サード・パーティ330に対して関連付けられ得る。
サード・パーティ330は、デバイス100および／またはシステム312から、および、それに
対し、情報を受信、提供、処理、または、生成し得る任意の会社、事業者、対象者を表し
得る。サード・パーティ・システム332は、システム312のそれと同様に、それ自体の演算
システム、サーバ、データ集積器、プロセッサなどを含み得る。幾つかの見地において、
デバイス100および／またはシステム312は、開示された実施例に従い、サード・パーティ
・システム332に対し、情報を受信かつ提供し、または、プロセスを共有すべく構成され
得る。
【００４６】
　幾つかの見地において、各デバイス100は、通信ネットワーク320を介して相互に情報を
送信、受信および交換すべく構成され得る。たとえば、デバイス100において収集もしく
は生成されたデータ（たとえば、写真、走査されたバーコード、動画、生成されたモデル
など）は、（不図示の）別のウェアラブル・デバイスに対して送信され得る。この例にお
いて、受信デバイスは、ネットワーク320を介してデバイス100から送信された情報を受信
し、開示された実施例に係る自身のプロセスを行い得る（または、逆も同様である）。幾
つかの見地において、２台以上のデバイス間で交換されたデータは、別のコンピュータ・
システム（たとえば、システム312）に対しても送信され得るが、斯かる送信は、必要で
はない。たとえば、ユーザ302は、デバイス100により写真を撮り、その写真を、別のユー
ザに関連付けられた別のデバイスに対し、NFCネットワークを介して送信し得る。この例
において、上記受信デバイスは、上記写真を受信すると共に、写真の記憶、表面上への写
真の投影（その場合、それは、以下に記述される如く、サイズ再設定、操作などされ得る
）、デバイス・ディスプレイ140上への写真の表示などの如き、更なる処理を行い得る。
【００４７】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、図３に示されない他の装置、補機、マシン
、デバイス、および、テクノロジとインタフェースすべく構成され得る。デバイス100は
、これらの他のテクノロジに対し、開示された実施例に係る任意の様式で（たとえば、ネ
ットワーク320、USBポートもしくはI/Oポート、Bluetooth（登録商標）、専用ポートの如
きデバイス100のコネクタ・ポート、または、接続方法などを介して）インタフェースす
べく構成され得る。たとえば、デバイス100は、GPS受信器、熱探知撮像器、X線スキャナ
、pH読取器、望遠鏡、顕微鏡、飲酒検知器、グルコース計、外部スピーカ、外部ディスプ
レイ、スマートフォン、ガイガーカウンタ、レーザ、カードリーダ、RFラジオ、プリンタ
、健康もしくは医療モニタ（たとえば、心拍数および血圧のセンサなど）、および／また
は、入力もしくは出力として情報を収集、交換または処理し得る他の任意のデバイスの如
き、他のテクノロジとインタフェースし、それらと情報を交換し、且つ、それらと協働し
ての処理を促進すべく構成され得る。幾つかの代替実施例において、これらのテクノロジ
は、上述された如く、デバイス100内のデバイス構成要素として含まれ得る。
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【００４８】
　幾つかの実施例において、これらの構成要素は、複数のデバイスまたはコンピュータ・
システム間の情報交換も促進し得る。たとえば、デバイス100は、システム312の如き外部
コンピュータ・システムに対して関連付けられた（不図示の）ドッキング・ステーション
とインタフェースすべく構成され得る。デバイス100は、任意の有線または無線の通信ネ
ットワーク320を介して上記ドッキング・ステーションに対して接続されるべく構成され
得る。幾つかの実施例において、デバイス100は、上記ドッキング・ステーションからデ
ータを受信すると共に、それに対してデータを送信すべく構成され得る。上記ドッキング
・ステーションは、デバイス100およびシステム312からの情報を受信、交換、送信、およ
び、同期すべく構成され得る。
【００４９】
　図３は、ひとつのみのデバイス100を備えた代表的なシステム環境300を示しているが、
開示された実施例は、付加的なデバイスおよびユーザを含み得る。幾つかの見地において
、ひとりのユーザは一つまたは複数のデバイスに対して関連付けられ得ると共に、ひとつ
のデバイスはひとり以上のユーザに対して関連付けられ得る。同様に、環境300は、各々
が、一つまたは複数のシステム312およびサード・パーティ・システム332に対して夫々関
連付けられた複数のホスト310およびサード・パーティ330を含み得る。
【００５０】
　図４Ａは、開示された実施例に係るユーザの腕上の装着済みデバイス100の代表的な概
略図を示している。幾つかの見地において、ユーザ302は、デバイス100を自身の身体上に
装着し得る。デバイス100は、ユーザの腕、肩、脚、手首（たとえば、腕時計として）、
または、（たとえば、コネクタ180を介して）他の任意の身体部分上での快適な使用のた
めに設計され得る。幾つかの実施例において、デバイス100は特に、ユーザの上腕の回り
に装着されるべく設計および構成され得る。たとえば、図４Ａに示された如く、デバイス
100は、調節可能なバンド、ストラップ、または、フレームの如き調節可能なコネクタ180
を用いて、ユーザの腕の上部上に快適に着座し得る。装着された（たとえば、コネクタは
接続状態に在る）とき、コネクタ180は、デバイス100の断面輪郭が（たとえば、図４Ｂに
示された如く、たとえば0.2未満の偏心率を有する）実質的に楕円形状を取らせ得る。デ
バイス100の実質的に楕円形の断面によれば、ユーザの腕上への上記デバイスの装着が促
進され得る。たとえば、幾つかの実施例において、デバイスの断面の短径は、６、７、８
、または、９インチの如く、殆どの人間の腕のそれを超過しない。コネクタ180はまた、
（たとえば、更に大寸のコネクタ、弾性的なコネクタ、着脱可能なコネクタなどにより）
デバイス100の断面が、更に大きな対象者のために、これらの範囲を超えることも許容し
得る。これに加え、コネクタ180は、デバイス100の断面が、三日月形状、U形状、または
、対象者の腕の全体的もしくは部分的な断面に対応する他の形状を取らせ得る。
【００５１】
　幾つかの見地において、デバイス100は、（たとえば、図４Ａに示された如く）ユーザ3
02の皮膚上に直接的に着座し得る。他の見地において、デバイス100は、（たとえば、図
７Ａに示された如く）ユーザ302の皮膚に接触せずに、該ユーザの衣服上に着座すべく設
計され得る。衣服上に装着されたときに起こりやすい接触は別として、たとえば、デバイ
ス100は、該デバイス上の画面もしくはボタンの押圧、該デバイスの保持、該デバイスの
手動操作、または、同様の物理的な相互作用の如き、ユーザ302からの直接的である物理
的な接触、入力または手動操作なしに、本明細書中に開示されたプロセスを実施し得る。
幾つかの見地において、（たとえば、ユーザの頭部領域から離間した使用に対する構成に
て、ユーザの皮膚に対するなどの）この直接的接触の排除は、（たとえば、OSHA規定など
の）作業場規則、社内基準、サード・パーティの基準、ユーザの衛生問題、および、ユー
ザの選好性の如き、上記デバイスの適法な使用規定を向上させるべく設計され得る。
【００５２】
　幾つかの実施例において、デバイス100の各構成要素は、ユーザの腕上での使用に対し
て設計、載置および最適化され得る。たとえば、図１に示された如く、一つまたは複数の
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生体音響センサ170がデバイス100の内側表面領域上に配置されることで、適切な生体測定
読取値を促進し得る。別の例において、デバイス100は、該デバイス100の内側表面上に配
置された心拍数モニタ、発汗モニタ、または、他の種類の医療センサを含み得る。生体音
響センサ170、心拍数モニタ、または、他の斯かるデバイスは、デバイス100の内側表面上
のアレイを形成し得る。
【００５３】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、ユーザの腕上で使用される他の材料を含み
、または、それと協働し得る。たとえば、デバイス100の内側領域は、特定の材料もしく
はスリーブにより裏打ちされることで、腕上に装着されたときのユーザの快適さおよびデ
バイス機能性を最適化し得る。別の例において、デバイス100は、該デバイス100が、ユー
ザが使い捨て可能な裏地を装着していることを該デバイスが検出しないときに、動作しな
いか、または、低減された機能性を以て動作する如く、（たとえば、スリーブ、バンド、
裏地などの）使い捨て可能材料の裏地と協働すべく構成され得る。他の見地において、使
い捨て可能材料の裏地は、デバイス100の機能性に影響しないこともある。たとえば、ひ
とつの見地において、デバイス100は、該デバイス100の装着に伴う衛生を増進すべく、薄
寸のプラスチック裏地上で動作すべく構成され得る。
【００５４】
　デバイス100はまた、数メートルからの落下、（たとえば、壁部、天板、コンクリート
などの）硬質表面との接触、小さな震盪力などに耐え得るべく、高耐久性で永続的に使用
されるようにも設計され得る。たとえば、デバイス100は、パッド入りカバー内に嵌合し
、（たとえば、金属、ケブラー、パッド、ゴムなどの）丈夫な材料で作成された外側ケー
ジまたは保護層を含み、（たとえば、ゴリラガラスを含有する）耐擦過性の表面およびデ
ィスプレイを備えるなどのように構成され得る。ひとつの見地において、たとえば、デバ
イス100は、（たとえば、80重量％などの）実質的にゴムポリマで構成された硬質で屈曲
可能なケーシングを含み得る。幾つかの実施例において、このケーシングは、デバイス10
0、および／または、その内部の電気構成要素の回りの防水シールを形成し得る。幾つか
の見地において、上記ケーシングは、デバイス100の表面が空気または光に開放されたま
まである様に、開口、凹所、または、間隙を含み得る。幾つかの実施例において、上記ケ
ーシングにおける間隙は、（たとえば、ガラス、プラスチック、合成繊維、クリスタルな
どの）透明な材料、層またはフィルムで満たされることで、デバイス構成要素と外部環境
との間の保護バリヤを構成し得る。
【００５５】
　幾つかの見地において、デバイス100は、工業、企業、軍事、および／または、他の政
府機関の仕様に準拠するようにも構成され得る。たとえば、ひとつの代表的実施例におい
て、デバイス100は、デバイスの高耐久化要件を決定するためのMILSPEC 810G、または、
他の任意の指定された政府機関の規則指定項目に準拠すべく構成され得る。幾つかの見地
において、デバイス100は、低温、高温、高湿、低圧もしくは高圧、水中浸漬、砂の存在
、雨、冷気、霜、加熱などの如き極端な天候および／または環境条件に耐えるべく構成さ
れ得る。たとえば、デバイス100は、（たとえば、該デバイスの電気構成要素を囲繞する
防水ケーシングを含めることなどにより）海洋深度での深さ、高山の頂上、風の強い砂漠
などでの動作に対して構成され得る。幾つかの実施例において、デバイス100は、汗の存
在の如き、他の想定可能な使用状態に（たとえば、デバイスの内側表面を囲繞するシール
により）耐えるべく構成され得る。
【００５６】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、その構成要素のひとつ以上を用いて、自身
の環境の物理的な風景を決定し得る。たとえば、デバイス100は、自身の視界内の物体の
深度を決定する深度カメラ130を含み得る。深度カメラ130により認識される如く、被写界
深度は、各点が、位置および深度を含む一組の座標に対して関連付けられるという、（た
とえばピクセルなどの）点の２次元配列を備えて成り得る。各ピクセルはまた、開示され
た実施例に従い、（たとえば、RGB値、CYMK値、または、同様の指標などの）色彩の如き
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他の属性に対しても関連付けられ得る。デバイス100は、視界内の空間の３次元的な特性
を決定する上で、該視界における各点の座標および他の属性を使用し得る。
【００５７】
　たとえば、図５Ａは、開示された実施例に係る深度カメラ130の代表的な被写界深度を
示している。幾つかの見地において、深度カメラは、その視界内の点502を検出し得る。
点502は、視界内において、（たとえばピクセルなどの）最小の解像可能な特定形状を表
すカメラ空間内の基本単位、または、斯かる単位の群（たとえば、複数のピクセルを含む
ピクセル群）を反映し得る。深度カメラ130は、点502を、カメラ空間における該点502の
位置および深度を示す座標と関連付け得る。図５Ａに示された代表的な座標系において、
これらの座標は直交座標（x, y, z）の形態を取り得る。深度カメラ130は、球面座標、円
柱座標、固有の座標およびデータ構造などの如き、他の形式の座標系を使用し得ると共に
、これらの座標系は、（たとえば、透視もしくは投影された座標系を生成することなどに
より）レンズ形状の如き深度カメラ130の特定形状も考慮し得る。深度カメラ130はまた、
点502を、RGB三重項、CYMK四重項などの如き、一つまたは複数の色に対しても関連付け得
る。更に、図５Ａは深度の意味を表すべく各座標軸を示しているが、深度カメラ130にお
いて検知された環境は、図５Ｂに示された如く（たとえば３次元環境を２次元空間へと投
影したことに起因して）、各ピクセルが深度値に対して関連付けられたというピクセルの
２次元配列の形態を取り得ると共に、図５Ａにおける各軸の包含は、例示目的のためであ
る。
【００５８】
　デバイス100は、カメラ空間における各ピクセルと各点との間の関係を決定する数学的
アルゴリズムを実施するハードウェアおよび／またはソフトウェアを含み得る。たとえば
、デバイス100は、深度カメラ130を介して実施されるアルゴリズム、または、（たとえば
プロセッサ202により実行されて）該デバイス内で実施されるソフトウェアを用いて、（
たとえば、２つのピクセル間などの）２つの点の間の距離510を決定し得る。図５Ａの例
において、たとえば、デバイス100は、関係
【数１】

を用いて、点502と点504との間の３次元距離510を決定し得、式中、x、yおよびzは、点50
4および点502の座標を反映している（夫々、下付き文字により表される）。当業者により
理解され得る如く、他の座標系は異なる距離式を使用し得ると共に、上記の例示的な関係
は、例示目的のためだけである。更に、デバイス100は、付加的な様式で距離を決定し得
る。たとえば、デバイス100は、点502から点504までの経路に沿って位置する隣接ピクセ
ル間の複数の小距離を数値的に加算することにより、２点間の距離510を決定し得る。
【００５９】
　デバイス100はまた、深度カメラ130により、または、プロセッサ202により実行される
ソフトウェアにより、３つの非共直線的な点により範囲限定される表面積512も決定し得
る。たとえば、デバイス100は、関係A=（1/2）bhを用いて、点502、504および506により
範囲限定される表面積512を決定し得、式中、Aは、表面積512であり、bは、（たとえば、
距離510に対して上記で算出された）上記表面の各辺の内のひとつの辺の長さであり、且
つ、hは、その辺に関連付けられずに該辺と直角を形成する対向点（たとえば点506）から
の線分の距離である。当業者により理解され得る如く、他の座標系は、表面積512の異な
る表現を含み得る。これに加え、デバイス100は、３点間の表面積512を決定する数値法の
如き、他の方法を採用し得る。たとえば、デバイス100は、上記表面を３個のピクセルか
ら成る複数の群（すなわち、複数のピクセル群）に区分し、且つ、該表面内における各群
の部分的表面積を合計することにより、表面積を決定し得る。デバイス100はまた、リー
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マン和、数値表面積分などの如き、他の数式も採用し得る。更に、デバイス100は、表面
を、３点から成る複数の領域へと区分し（たとえば、各辺は別の群と共有され）、（たと
えば、上記の如く）各領域の表面積を求め、且つ、結果を合計することにより、３個より
多い点に及ぶ表面（たとえば、ｎ角形）の表面積を決定し得る。当業者であれば、開示さ
れた実施例に従い表面積512を生成もしくは近似する他の手法を理解し得よう。
【００６０】
　デバイス100はまた、深度カメラ130および／またはプロセッサ202により実施されるプ
ロセスを用いて、物体の体積514も決定もしくは見積もり得る。たとえば、図５Ａにおけ
る四面体により描かれる如く、デバイス100は、V＝（1/3）Ahの如き関係を用いて、４個
以上の非平面的な点／頂点により範囲限定される体積を決定し得、式中、Vは、体積514で
あり、Aは、（たとえば、上記で算出された表面積512などの）底面の表面積であり、且つ
、hは、上記底面と、その対向点（たとえば、点508）との間の高さである。他の座標系は
、体積514の他の表現を採用し得る。これに加え、デバイス100は、４個より多い点に及ぶ
物体の体積を、該物体を、４個の非平面的な点の領域に区分し、（たとえば上記の如く）
各領域の体積を求め、且つ、結果を合計することにより、数値的に決定し得る。デバイス
100はまた、物体の体積を、該体積を数値的に積分することにより（たとえば、物体を複
数のピクセルまたはピクセル群へと分割すると共に、体積要素dVを備えた座標組uを有す
る領域Dに亙り物体の関数fを数値的に積分
【数２】

することにより）見積もり得る。
【００６１】
　デバイス100は、他の数値法を用いて、物体の体積を見積もり得る。幾つかの見地にお
いて、（たとえば、当該カメラが中実の物体を見通せないので）複雑な物体が深度カメラ
130に対して視認不能な点を含むとき、上記数値法、および、他の斯かる考察は、該物体
の体積514を見積もる上で有用であることが判明し得る。幾つかの実施例において、デバ
イス100は、物体に関して幾つかの仮定を行うことにより、該物体の体積を見積もり得る
。たとえば、デバイス100は、数個の点により範囲限定された物体は、広範囲な物体に共
通する特徴である、特定の対称性（たとえば、放射対称、左右対称、球対称など）を呈す
ると仮定し得る。付加的もしくは代替的に、デバイス100は、上記物体は、それが、一定
の軸心の回りに反射もしくは回転されたときに、同様に見える如く、実質的に規則的な形
状を有すると仮定し得る。これらの仮定に基づき、デバイス100は、プロセッサ202により
実行されるソフトウェアにより、上記物体の視認不能な点または辺の箇所を見積もり、そ
れに応じて、体積を生成し得る。
【００６２】
　図５Ｂは、開示された実施例に係る寸法計測の目的で、被写界深度における代表的な物
体を示している。幾つかの見地において、デバイス100は、（たとえば、エッジおよびコ
ーナー検出アルゴリズムの如き、本明細書中に開示されたものと一致するプロセスを用い
て）一群の点により範囲限定された特定物体を決定し得る。たとえば、図５Ｂにおける代
表的な物体において、デバイス100は、（たとえば、深度カメラ130により、および／また
は、プロセッサ202により実行されるソフトウェアにより）、物体は、点530、532、534、
536、538、540および548により範囲限定されると決定し得る。幾つかの見地において、こ
の物体は、ボックス、パッケージ、電話、書籍などの如き、実質的に矩形もしくは台形の
角柱の形態を取る任意の物体を反映し得る。幾つかの見地において、デバイス100は、上
述された実施例を用いて（たとえば、上記物体を複数群の点に区分し、これらの領域の面
積／体積を決定し、且つ、結果を合計するなどして）、上記物体の表面積もしくは体積を
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決定し得る。
【００６３】
　他の見地において、デバイス100は、これらの点により範囲限定された物体は、実質的
に規則的な配向を有し、または、特定の対称性を呈すると仮定し得る。この仮定を用いて
、デバイス100は、上記物体が、（たとえば、物体が不透明なので）深度カメラ130の視界
内で検出されずに、仮定された対称性に基づく箇所を有する視認不能な点（頂点）550を
有する可能性があることを決定し得る。この決定は、たとえば、点532および534、548お
よび536、および、540および538の間に関連付けられた各距離が、点530と視認不能点550
との間の距離に帰属するはずであるとの仮定から求められ得る。点550と、点534および53
8とを接続する各辺は、（たとえば、関連する辺を用いて）同一様式で決定され得る。同
様に、デバイス100は、表面542、544および546を、視認不能点550を含むそれらの夫々の
対向する（たとえば、平行な）表面へと帰属させることにより、この決定を行い得る。こ
れに加え、デバイス100は、（たとえば、以下に記述される如く、多数の連続的なピクセ
ル群が、複数の平行な法線ベクトルを共有するという領域を決定することなどにより）物
体の平坦な表面を特定し、他の既知の各頂点の座標を特定し、且つ、上記物体は、上記平
坦表面に関連付けられた軸心に関する対称性を呈するという規則を課すことにより、視認
不能な頂点を決定し得る。
【００６４】
　デバイス100は、上記の計算を用いて、視認不能点550の見積もり箇所を決定し得る。た
とえば、デバイス100は、同様の点の間の辺の長さを平均し（たとえば、点530および550
の間の距離は、点532および534、点548および536、および、点540および538の間の平均距
離を反映すべきであり、このプロセスを他の辺に対して反復するなどして）、各表面を、
上述された如く、対向する対応物に帰属させ、２次元もしくは３次元の回転および平行移
動を視認可能物体に適用して、逆方向において期待されるそれの配向を決定する（たとえ
ば、点530および550の間の辺の距離は、点548と536との間のそれに等しくあるべきである
）などにより、視認不能点550の箇所（たとえば、座標）を決定する。デバイス100は、物
体の対称性および／または規則性の仮定を使用して、数個の斯かる視認不能点の箇所を生
成し得る。単一もしくは複数の視認不能点の箇所を見積もった後、デバイス100は次に、
上述の実施例を用いて、各視認不能点を用いて上記物体の体積を算出または更新し得る。
この様にして、デバイス100は、更に大きな程度の正確さを以て、物体の体積の概算値を
生成し得る。
【００６５】
　これに加え、デバイス100は、上記の考察から導かれる数学的関係（たとえば、幾何学
的関係）を用いて、深度カメラ130の視界内における物体および表面の他の特性を決定し
得る。たとえば、デバイス100は、座標系における２つの点（たとえば、点502および504
）を通る直線に対し、ax+by=cの如き式、または、座標系に基づく他の斯かる数式を用い
、それらの座標に基づく表現を決定し得る。同様に、デバイス100は、ax+by+cz=dの如き
式、または、座標系に依存する別の形態を用い、上記座標系における（たとえば、点502
、504および506により範囲限定される）平面に対し、各点の座標に基づく表現を決定し得
る。デバイス100は次に、これらの関係を用い、３つの点が１本の直線上で一致するのか
、４つの点がひとつの平面上で一致するのかなどに関わらず、表面512に対する法線ベク
トルの如き、環境の特徴を決定し得る。たとえば、f（x,y,z）=ax+by+cz=0の形態を有す
る平面と一致する（たとえば、表面積512を有する）表面に対し、この平面に対する法線
ベクトルは、N=▽fの形態を取り得、式中、▽は勾配演算子である。当業者であれば、法
線ベクトルに対する他の表現は、部分的に、使用される座標系と、（たとえば、数値的手
法により）平面が近似される形態とに依存して、理解し得よう。たとえば、座標系におけ
る３つの点が与えられたなら、デバイス100は、（たとえば、ひとつの点の座標から他の
点の座標を減算することにより）第1の点から第2の点に及ぶベクトル、および、第1の点
から第3の点に及ぶベクトルを決定し、且つ、結果的な各ベクトルの外積を算出すること
により、これらの点に対する法線ベクトルを算出し得る。デバイス100はまた、この法線
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ベクトルが適切に指向されているか否か（たとえば、それが、物体表面から内方または外
方を指向しているか）も決定し、それに応じて、（たとえば、それに対して－１を乗算し
て、該ベクトルを外方に向けさせて）上記法線ベクトルを調節もし得る。デバイス100は
、たとえば、プロセッサ202により実行されるソフトウェア命令により、これらの値を数
値的に決定し得る。
【００６６】
　幾つかの実施例において、線分、距離、直線、平面、法線ベクトルなどの決定は、深度
カメラ130の視界内における表面および物体の配向に関する（たとえば、それらの直線／
平面の式、法線ベクトル、体積などに基づく）知見を付与し得る。一例において、表面に
対する法線ベクトルは、その３次元的な配向を表す。故に、デバイス100は、任意の物体
を複数群の点へと区分して、それらの表面積、体積、法線ベクトルなどを求めて、該物体
の表面積、体積および配向を決定し得る。更に、デバイス100は、当業者に自明である上
述の考察の更なる詳細を採用し、開示された実施例に係るプロセスを行い得る。たとえば
、デバイス100は、（たとえば偏微分値を用いるなどして）ｘおよび／またはｙ方向にお
ける深度カメラ130の視界の深度勾配を算出することで、これらの方向における視界の深
度変化の割合を決定し得る。上記で論じられた如く、上述の計算は、深度カメラ130、該
深度カメラ130に対して接続されたプロセッサ202、または、（たとえば、通信ネットワー
ク320を介してデバイス100に接続されたシステムなどの）任意の外部演算システムにより
実施され得る。
【００６７】
　デバイス100はまた、外部供給源から受信された、または、（たとえば、該デバイスま
たは外部システム上の）メモリ内に記憶されたモデルに基づき、物体の特性（たとえば、
表面積、体積、法線ベクトルなど）も決定し得る。上記モデルは、上記デバイスが遭遇し
得ることが略々確実な物体を反映すべく、事前生成され得る。たとえば、配達サービスの
分野において、デバイス100は、特定の会社またはブランドにより一般的に使用されるパ
ッケージ、伝票、および、ボックスの３次元表現を記憶し得る。その場合にデバイス100
は、物体の特性を、それを一つまたは複数の物体モデルと比較することにより決定し、も
し一致が検出されたなら、モデルの既知特性（たとえば、サイズ、仕様、重量、社名など
）を、現在の物体に対して帰属させ得る。デバイス100はこのプロセスを、たとえば、プ
ロセッサ202により実行されるソフトウェア命令を実施することにより、行い得る。
【００６８】
　デバイス100は、（たとえば、上述されると共に、図６に関するなどの）開示された実
施例に係るプロセスを用いて物体の境界（たとえば、各頂点）を決定することにより、一
致の検出を開始し得る。デバイス100は次に、（一切の視認不能頂点を生成する前または
後に）現在の物体に対して回転行列、拡大縮小行列、および／または、平行移動行列を適
用すると共に、回転、拡大縮小および平行移動された物体が、モデル化された物体と一致
するか否かを決定し得る。デバイス100は、処理操作された物体の各頂点が、モデルのそ
れらと一致するとき、現在の物体およびモデルの夫々の法線ベクトルが、一定の信頼度閾
値内で一致する（たとえば、度／ラジアン単位の閾値を超えては逸脱しない）ときなどに
、一致を検出し得る。もし、一致が検出されなければ、デバイス100は、開示された実施
例に従い、上記物体の処理を継続し得る。他の見地において、デバイス100は物体の情報
を（たとえばシステム312などの）外部システムへと送信し、モデル比較を外部的に行う
と共に、通信ネットワーク320を介して比較の結果を受信し得る。実際、デバイス100は、
上述および以下の考察に係る一切の情報を（たとえばシステム312などの）外部システム
へと送信して、開示されたプロセスを行い得ると共に、該デバイス100は、これらの決定
の結果（たとえば、表面積、体積など）を通信ネットワーク320を介して受信し得る。
【００６９】
　図５Ａに戻ると、デバイス100は、各ピクセルに含まれた情報を使用して、深度カメラ1
30の視界内の物体の一定の特性を決定し得る。たとえば、デバイス100は、その被写界深
度が、（たとえば、当該物体から更に遠い深度を有する複数のピクセルであって、壁部、
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床部、近傍の樹木などに一致するという複数のピクセルなどの）バックグラウンド中に（
たとえば、点502、504、506および508により範囲限定される）物体を含むことを決定し得
る。デバイス100は、幾つかの技術を用い、物体の境界および広がりを決定し得る。たと
えば、デバイス100は、画像中の物体のエッジおよび／またはコーナーを決定するプロセ
スを使用し得る。ひとつの見地において、デバイス100は、エッジ検出アルゴリズムを採
用して、視界内に出現する物体のエッジを検出（して、たとえば、辺510を検出）し得る
。これらのエッジ検出アルゴリズムは、これらの方法（たとえば、閾値処理、エッジ細線
化処理、微分エッジ検出など）に対する補完物または代替物に加え、業界公知の任意の適
切なエッジ検出アルゴリズム（たとえば、キャニー・エッジ検出、位相一致など）を備え
て成り得る。たとえば、プロセッサ202は、深度カメラ130からの信号に対し、キャニー・
エッジ検出ウィンドウ処理を適用し得る。このウィンドウ処理は、データに対してガウス
・フィルタを適用してノイズを円滑化する段階と、画像の勾配の強度を決定する段階と、
非最大エッジ抑制を適用して、可能的なエッジを細線化する段階と、二重閾値を適用して
（たとえば、第1閾値未満のエッジを廃棄して）可能的なエッジを決定する段階と、（た
とえば、第2の更に大きな閾値を超えるエッジに対して接続されていない該第2閾値未満の
エッジを排除するなどの）ヒステリシスにより、可能的エッジを追跡する段階とを含む。
当業者であれば、斯かるエッジ検出ウィンドウ処理の他の改変例は明らかであろう。
【００７０】
　代替的または付加的に、デバイス100は、コーナー検出アルゴリズムを採用して、深度
カメラ130からの信号における物体のコーナーを検出し得る。斯かるコーナー検出アルゴ
リズムとしては、Moravec、HarrisおよびStevens、Foerstner、マルチスケールHarris、W
angおよびBrady、TrajkovicおよびHedley、および、SUSANアルゴリズムなどの如き、当業
者に公知の任意の適切なプロセスが挙げられる。幾つかの見地において、これらのコーナ
ー検出アルゴリズムは、図５Ａの点502、504、506および508の如き、物体のコーナーの存
在を表し得る。
【００７１】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、各ピクセルの深度座標を用いて、エッジお
よび／またはコーナー検出の結果を精緻化し得る。たとえば、デバイス100は、エッジを
形成する２つのピクセルは、相互の閾値距離内に在ることを必要と（することで、たとえ
ば、物体を、バックグラウンド、または、他の距離の物体から区別）し得る。更に、デバ
イス100は、（たとえば、当該ピクセルが本当はコーナーでないなどの故に）閾値を超え
る円滑な深度勾配を有するコーナーとしてフラグ表示されたピクセルを排除し得る。デバ
イス100は、（たとえば、Gaborフィルタ、ノイズ低減、Sobelオペレータ、画像勾配、深
度勾配などの）斯かる目的に適した他の形式の物体検出アルゴリズムを採用し得ると共に
、本明細書における幾つかのアルゴリズムの考察は、例示目的のためだけである。たとえ
ば、デバイス100は、現在の被写界深度の微分値を算出して、微分深度マップまたは微分
強度／色マップを生成し得る。これらの微分値は、（たとえば、隣接するピクセルなどの
）２つの点の間の深度または強度の変化を決定し、且つ、その変化分を、それらの間の距
離で除算することにより、数値的に算出され得る。幾つかの見地において、デバイス100
は、これらの勾配または微分値のマップを使用して、（たとえば、以下で論じられる如く
ユーザの指を認識するなど）更なる物体認識を行い、（たとえば、エッジ検出などの）更
なる画像精緻化を実施するなどを行い得る。
【００７２】
　図６は、開示された実施例に係る、デバイス100を用いて物体を寸法計測する代表的な
プロセス600のフローチャートを示している。プロセス600は、他のデバイス構成要素に加
え、ソフトウェア命令を実行するプロセッサ202に対して（たとえば、バックボーン206ま
たは他の回路機構を介して）通信接続された深度カメラ130の如き、デバイス100において
実行されるハードウェアおよび／またはソフトウェアを介して実施され得る。更に、プロ
セス600は、通信ネットワーク320を介してデバイス100と通信するシステム312の如き他の
演算システム上で、全体的もしくは部分的に実施され得る。プロセス600またはそのサブ
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ルーチンは、開示された実施例に従い、スタンドアロンのプロセスとして、または、（た
とえば、図８および図９の走査または署名プロセスのために物体の配向を決定するなどの
）更に大きなプロセスの一部として、実施され得る。
【００７３】
　幾つかの見地において、プロセス600は、寸法計測イベントを検出する（ステップ604）
により、開始し得る（ステップ602）。寸法計測イベントは、以下において更に記述され
る如く、デバイス100により検出可能な一切の入力イベントを含みうる。たとえば、寸法
計測イベントは、ユーザ302が、（たとえば、深度カメラ130を介して）自身が寸法計測を
望む物体上を２回タップしたことを検出する段階、（たとえばマイクロフォン160を介し
て）音声命令を受信する段階、（たとえば、投影器110および深度カメラ130を用いて）投
影インタフェース内に入れられた入力を検出する段階などを含む。付加的な形式の寸法計
測イベント（たとえば、入力イベントなど）、および、その検出の様式は、本明細書にお
いて更に論じられる。
【００７４】
　プロセス600は、深度カメラ130からの視界を、複数の領域へとセグメント化する段階を
含み得る（ステップ606）。プロセス600は、上記で開示されたエッジ、コーナー、および
、特徴の検出アルゴリズムを用いて、視界を複数の領域へとセグメント化（たとえば、区
分）し得る。たとえば、一実施例において、プロセッサ202は、深度カメラ130から受信し
た信号に対して単一もしくは複数のエッジ検出フィルタを適用して、視界中の物体のエッ
ジを検出し得る。付加的もしくは代替的に、プロセッサ202は、元のもしくは（エッジ検
出フィルタによりフィルタリングされて）改変された信号に対してコーナー検出フィルタ
を適用して、視界中の物体のコーナーの箇所を決定し得る。幾つかの実施例において、プ
ロセッサ202はまた、（たとえば、閾値強度より低いエッジを排除するなどの）閾値試験
、（たとえば、閾値個数のピクセルよりも広いエッジを排除するなどの）エッジ細線化、
および、開示された実施例に係る形式のフィルタもしくはウィンドウ処理の如き、付加的
なフィルタリング・アルゴリズムも適用し得る。
【００７５】
　プロセス600は、ユーザが寸法計測を望む物体に対して関連付けられた領域を特定する
段階を含み得る（ステップ608）。デバイス100は、この領域を、開示された実施例に従い
特定領域を指定する任意の種類の入力イベントを用いて、特定し得る。一実施例において
は、たとえば、デバイス100は、上記寸法計測イベントに基づいて上記領域を決定し得る
。たとえば、上記寸法計測イベントは、特定回数だけ物体をタップするなどの如き、物体
自体においてユーザが実施した（たとえば、身振り入力などの）特定の入力イベントを含
み得る。斯かる実施例において、特定された領域は、寸法計測イベントの近傍の領域を反
映し得る。他の実施例において、デバイス100は、上記でセグメント化された各領域の内
のひとつの領域上に（たとえば投影器110により）インタフェースを投影すると共に、（
たとえば、以下に更に詳細に記述される如く）該インタフェースに対する確認インタフェ
ース入力を待機し得る。更に別の実施例において、デバイス100は、各領域の内のひとつ
の領域上に光またはレーザを照らし、（たとえば、マイクロフォン160を介して受信され
た音声入力などの）ユーザからの入力イベントを待機し得る。更に、デバイス100は、一
定の閾値より大きい表面積を有し、且つ／又は、所定範囲内の法線ベクトルを有するとい
う（深度値により）最も近い領域を見出すことにより、物体に対して関連付けられた領域
を特定し得る。寸法計測すべき物体に対して関連付けられた領域の決定は、以下に記述さ
れる実施例に係る任意の斯かる入力イベントを伴い得る。
【００７６】
　プロセス600は、特定された領域に基づいて、寸法計測すべき物体を決定する段階を含
み得る（ステップ610）。幾つかの見地において、この段階は、ステップ608から特定され
た領域に隣接する一つまたは複数の領域が、同一の物体の一部であるか否かを決定する段
階を含み得る。デバイス100は、隣接する各領域を反復的に解析すると共に、その特徴が
、その領域は同一物体の一部である（たとえば、一定の閾値を超える）可能性を表すか否
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かを評価することにより、上記物体が、一つまたは複数の他の領域を含むか否かを決定し
得る。幾つかの実施例において、この解析は、隣接領域におけるピクセルの色を、特定さ
れた領域のものと比較する段階、および、各色が、（たとえば、同様の色であるが、周囲
光などにより更に暗くまたは明るく見える色を含むなどの）体系的な様式で一貫している
か否かを決定する段階を含み得る。たとえば、上方からの証明によれば、パッケージの側
部は頂部よりも暗く見え得るが、側部は頂部と同様の色変化特性を含むことで、その領域
が関連することを表し得る。複数の領域間の色の比較は、（たとえば、隣接する領域にお
ける平均のピクセル色は、暗さまたは明るさにより、特定された領域における平均のピク
セル色と類似するか否かなどの）平均の原理に基づき、（たとえば、２つの領域が、暗さ
もしくは明るさレベルのみが異なるなどの、或る色を略々等しい個数だけ有するか否かな
どの）割合／ヒストグラムの原理に基づき、または、他の任意の形式の統計的原理に基づ
いて行われ得る。
【００７７】
　これに加え、デバイス100は、隣接する複数の領域の深度値に基づき、それらが同一の
物体を構成することを決定し得る。幾つかの見地において、２つの領域は、それらを結合
するエッジに沿う各ピクセルが実質的に連続的な深度値を有するときに、同一物体を構成
し得る。たとえば、デバイス100は、隣接する複数の領域を結合するエッジに沿い、各領
域から、最も近いピクセル同士を対合し、対合されたピクセルに対する深度値を比較し得
る。デバイス100は、２つのピクセルの深度が、等しいか、または、相互に一定範囲内で
あるときに、それらを連続的と見做し得る。幾つかの実施例においては、幾つかのピクセ
ルが、二回、対合され（て、たとえば、曲率を有するエッジに対処し）得る。各ピクセル
対に亙り反復した後、デバイス100は、一定割合のピクセル対が連続的である（たとえば
、連続的なピクセル対の割合が85％の如き閾値を超える）とき、２つの領域は同一物体を
構成すると判断し得る。上述された如く、デバイス100はまた、この決定を、（たとえば
、各領域の平均深度が閾値内であるときなどにおける）各領域における平均ピクセル値に
基づき、または、他の形式の統計的分析に基づいても行い得る。
【００７８】
　幾つかの実施例において、デバイス100が、２つの領域が同一物体の一部であることを
決定したとき、該デバイスは、新たに含まれた領域の隣接領域に対して上記解析を実施し
、上記プロセスを新たに開始し得る。デバイス100が、２つの領域は接続されていない（
たとえば、同一物体の一部でない）ことを決定したとき、該デバイス100は、次の隣接領
域へと継続し得る。デバイス100は、この手順を使用し、隣接する各領域を踏破し、その
物体を構成する各領域の境界を生成し得る。この様にして、デバイス100は、物体に対し
て関連付けられた視界内の全ての領域を決定し得る。
【００７９】
　幾つかの見地において、プロセス600は、関連領域から生成された上記物体の３次元表
現を生成する段階を含み得る（ステップ612）。デバイス100は、たとえば、図５Ａおよび
図５Ｂに関して記述されたプロセスを用いて、物体の３次元表現を生成し得る。たとえば
、デバイス100は、一群の関連領域における各ピクセルを、物体を構成する別体的な点で
あると決定し得る。別の例において、デバイス100は、これらの領域のエッジもしくはコ
ーナー上に位置するピクセルのみが、（たとえば、物体の各点として）物体の一部を構成
すると判断し得る。付加的もしくは代替的に、デバイス100は、生成された表現を、記憶
されたモデルと比較し、対称性の仮定に基づいて一つまたは複数の視認不能頂点を生成し
、または、上述された同様のプロセスを行い、上記物体の表現を生成し得る。
【００８０】
　プロセス600は、上記物体の表現に基づき、その寸法および他の特性を決定する段階を
含み得る（ステップ614）。デバイス100は、図５Ａおよび図５Ｂに関して記述されたプロ
セスを用いて、物体の各寸法（たとえば、その広がり、体積など）を決定し得る。たとえ
ば、上記物体表現に対して関連付けられた点またはピクセルの各々を用い、デバイス100
は、上記物体を複数群の点もしくはピクセルへと区分し、各群に対する体積を決定し、且



(26) JP 6659583 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

つ、結果を合計して上記物体の体積を見積もり得る。デバイス100は、開示された実施例
に従い、同様の方法を使用して、上記物体の境界、表面積、法線ベクトルなどを決定し得
る。
【００８１】
　幾つかの実施例において、プロセス600は、寸法情報を外部演算システムへと送信する
段階を含み得る（ステップ616）。デバイス100は、この情報を（たとえば通信インタフェ
ース224などの）通信インタフェースを介して送信することで、開示された実施例に係る
更なる処理を行い得る。たとえば、デバイス100は、寸法情報を、通信ネットワーク320を
介してシステム312に対して送信し得る。幾つかの見地において、デバイス100は、当然の
こととして、上記寸法情報を、（たとえば、図１０に関して記述される如く）利用可能な
通信ネットワークに基づいて送信すべきか否かなどを決定し得る。
【００８２】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、上記寸法情報を外部システムに送信するこ
とに加え、または、その代わりに、ローカル的に記憶し得る。デバイス100はまた、記憶
された寸法情報（たとえば、体積、法線ベクトルなど）を使用して、開示された実施例に
係る更なる処理も行い得る。一例において、たとえば、デバイス100は、容器の体積、容
器内の利用可能空間などが与えられたなら、上記物体が、容器の如き別の物体の内側に収
まるか否かを決定し得る。デバイス100は次に、上記物体が容器の利用可能空間内に収ま
ることを決定すると同時に、上記容器の利用可能空間から上記物体の体積を減算するなど
の更なる処理を行い得る。
【００８３】
　物体の寸法計測に加え、デバイス100は、その環境に対し、別の様式で相互作用し得る
。図７Ａは、開示された実施例に係る、表面702上へと投影された代表的な対話型インタ
フェース704を示している。デバイス100は、（たとえば、プロセッサ202から受信した信
号に基づき）情報を投影器110を介して表面上へと投影し得る。幾つかの見地において、
投影された情報は、インタフェースを構成もしくは表現し得る。上記インタフェースは、
テキスト、画像、動画、グリフ、ボタン、モデル、記号、グラフ、図表、キーボード、数
字パッド、アプリケーション・ウィンドウ（たとえば、iOS、Microsoft Windows（登録商
標）、Google Androidに対して関連付けられたウィンドウ、デバイス100に関連付けられ
た独自開発のウィンドウなど）または、情報を提供し且つ／又は入力を受信し得る他の任
意の視覚的な指示、の任意の組み合わせから成り得る。図７Ａに示された代表的なインタ
フェースにおいて、たとえば、インタフェース704は数字パッドから成る。
【００８４】
　幾つかの実施例において、インタフェース704の性質、内容、広がり、形態、および、
各特性は、上記デバイスが現在において実施している機能またはプロセスに依存し得る。
たとえば、もしユーザが、電話呼び出しの開始に係る入力をデバイス100に対して付与し
たなら、デバイス100は、数字パッド、アドレスリスト、呼び出しオプション（たとえば
、スピーカフォン、消音など）などを投影し得る。別実施例において、もしユーザが、署
名の捕捉に係る入力を付与するなら、デバイス100は、ブランクの署名線を投影し得る。
更に別の実施例において、デバイス100は、ユーザからの確認を誘発する確認ボタンもし
くは領域を含むインタフェースを投影（して、たとえば、図６Ａにおける如く寸法計測す
べき物体または領域を表す如き一定のプロセスを行い、または、それを終了）し得る。当
業者であれば、デバイス100に係るインタフェースの形式、構成および性質は、開示され
た実施例の考察および実施時に明らかであろう。
【００８５】
　デバイス100は、投影器110を介してインタフェース704を、該インタフェースに含まれ
る情報を有意に伝達し得る任意の適切な表面702上へと投影し得る。幾つかの見地におい
て、表面702としては、スクリーン、壁部、テーブル、ボックス、人体部分（たとえば、
腕、手など）、保持された表面（たとえば、メモ帳、紙材、書籍など）、車両、床部、ミ
ラー、窓、これらの組み合わせなどが挙げられる。たとえば、図７Ａにおいては、ユーザ
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の手が、デバイスが数字パッド・インタフェース704をその上に投影する表面702として作
用している。
【００８６】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、意図された表面702のサイズ、３次元配向、
色、反射率、明るさ、および、他の表面特性を決定し得る。たとえば、デバイス100は、
深度カメラ130、プロセッサ202、および、図５Ａ、図５Ｂおよび図６に関して記述された
プロセスにより、表面702およびその周囲の配向および色を決定し得る。デバイス100は、
投影されるインタフェースを、これらの表面特性に基づいて（たとえば、プロセッサ202
上で実行されるソフトウェアにより）フォーマットし得る。たとえば、デバイス100は、
上記表面特性を用いて、表面702上へと、（たとえば、上記表面に対する法線ベクトルに
基づく）適切な整列性、（たとえば、上記表面の境界内である）適切なサイズ設定、（た
とえば、上記表面の色に基づく当該インタフェースのコントラスト、色、彩度、露光、鮮
鋭さ、明るさなどの）最適な呈示パラメータなどを以て、インタフェースを投影し得る。
例示的にのみ、デバイス100は、意図された表面702は、（たとえば、表面およびその周囲
のピクセル色に基づいて）薄暗い部屋において、特定の配向を有する暗い表面であると決
定し得る。この例においてデバイス100は、上記表面上において当該インタフェースが、
たとえば矩形状を以て出現する様に、薄暗い白色のボタンを以て、適切にサイズ設定およ
び配向されたインタフェースを生成して投影し得る。別の例において、デバイス100は、
（たとえば、投影されたインタフェースに対する入力の解釈に関して開示される実施例に
従い）ユーザが手袋を装着しているか否かを決定し、且つ、投影されるインタフェースの
フォーマットを調節し得る。たとえば、ひとつの見地において、デバイス100は、装着さ
れた手袋のサイズ、色および他の特性に基づき、投影されるインタフェース（または、そ
の中に配置されるアイコン、ボタン、および／または、他の領域）のサイズを増大すると
共に、投影されるインタフェースの色を調節（たとえば、コントラストを最適化）し得る
。
【００８７】
　他の実施例において、ユーザは、これらのインタフェース属性の幾つかもしくは全てに
対し、値、範囲、および／または、選好性を指定もしくは事前定義し得る。たとえば、ユ
ーザは、インタフェースは、一定のサイズを超えてはならないこと、（たとえば、色盲の
対象者に対し）一定の色を含むべきことなどを指定し得る。これらの選好性は、デバイス
100上のメモリ内に記憶され得る。幾つかの見地において、ユーザは、開示された実施例
に係る任意の入力方法により、これらの利用者仕様を定義し得る。たとえば、一実施例に
おいて、ユーザは、表面702に対して（以下に記述される）特定の身振りを実施すること
により、インタフェースのサイズを指定し得る。
【００８８】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、インタフェース入力を含む入力イベントに
より、投影されたインタフェース704に対して付与された入力を受信、獲得および処理し
得る。幾つかの実施例において、インタフェース入力としては、（たとえば、一本以上の
指によるインタフェースへの接触などの）ユーザの身体によるインタフェース704に対す
る該ユーザの相互作用、スタイラスもしくは他の物体によるインタフェースに対するユー
ザの相互作用、または、開示された実施例に係る他の任意の入力方法が挙げられる。たと
えば、図７Ａに示された如く、ユーザ302は、投影された代表的なインタフェース704に対
し、自身の手で該インタフェースに対してインタフェース入力を付与しつつある。この様
にして、デバイス100は、（たとえば、該デバイス100に対してではなく、投影されたイン
タフェース704に対するユーザの相互作用を介して）該デバイスの直接的な物理的な手動
操作なしで、情報を、ユーザ302に対して提供し、または、該ユーザから受信し得る。
【００８９】
　幾つかの見地において、デバイス100は、深度カメラ130、マイクロフォン160、生体音
響センサ170、および、該デバイス100の（たとえば、デバイス・プロセッサ202により実
行されるソフトウェアなどの）他の構成要素を用いて、インタフェース入力を認識、検出
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および解釈し得る。一実施例において、たとえば、深度カメラ130は、（たとえば、上記
に開示された如く）投影されたインタフェース704の深度を決定すると共に、該インタフ
ェースに対するユーザの相互作用を解釈し、開示された実施例に係るプロセスを促進、実
施、開始、または、終結し得る。たとえば、図７Ａに示されたインタフェースにおいて、
深度カメラ130は、ユーザが自身の指を、インタフェース704の特定の数字アイコンに関連
付けられた領域にて（たとえば表面702などの）自身の手に押圧した時点を認識し、その
動作を、ユーザが上記数字を“選択している”と解釈し、且つ、必要な処理を提供し得る
。幾つかの見地において、デバイス100は、インタフェースのキーボード（たとえば、タ
イピング）、入力領域、ボタン、ユーザ・インタフェース、アプリケーション・ウィンド
ウ、および、開示された実施例に係る他の種類のインタフェースにより、同様のプロセス
を行い得る。幾つかの実施例において、デバイス100は、当業者に公知の任意の様式で（
たとえば仮想キーの押圧、ウィンドウの開き／閉じ、タイピングなどの）ユーザの入力を
解釈し得る。
【００９０】
　デバイス100は、インタフェース704に対する相互作用を、（たとえば、プロセッサ202
により実行されるソフトウェアにより）該インタフェース構成要素の深度および箇所を、
ユーザの指のそれと比較することにより、検出し得る。幾つかの見地において、ユーザの
指の先端が、表面702に対して一定の閾値以内の深度値を有するとき、デバイス100は、こ
の動作を、ユーザの指先の現在箇所におけるインタフェース704の“選択”または“クリ
ック”として解釈し得る。デバイス100は、深度カメラ130を使用し、且つ、（たとえば、
視界の微分深度マップを算出すると共に、対象者の手に対して既知の類似性を有する領域
を特定するなどの）開示された実施例に係る物体認識技術を実施して、ユーザの指先の箇
所を検出し得る。この様にして、デバイス100は、表面702上へと投影されたインタフェー
ス704に対してユーザ302がインタフェース入力を提供した時点を検出し得る。
【００９１】
　別の例において、デバイス100は、ユーザが、自身の身体上の一定箇所に自身の指を押
圧し、または、他の身体運動を実施したときに生成される（たとえば生体音響センサ170
を介しての）生体音響変化特性を測定することによりインタフェース入力を認識または検
出すると共に、それに応じて上記入力を解釈し得る。たとえば、ひとつの見地において、
デバイス100は、投影器110によりインタフェース704をユーザの腕上へと投影し得る。こ
の実施例において、デバイス100は、ユーザが自身の腕の部分に接触したときに生成され
る生体音響変化特性を、（たとえば、プロセッサ202により実行されるソフトウェアによ
り）一般的またはユーザ特有の生体音響基準データと比較することにより、インタフェー
ス入力を検出し得る。幾つかの見地において、上記基準データは、幾つかのユーザ動作（
たとえば、ユーザの腕、手の種々の部分への接触、または、他の身体運動など）に対応す
る一つまたは複数の生体音響変化特性を表し得る。更に、デバイス100は、深度検知およ
び生体音響の夫々の読取値を（たとえば、深度カメラ130および生体音響センサ170からの
信号を解釈するソフトウェアにより）相互に組み合わせ、両方の測定値の結果を比較し、
且つ、（たとえば、一方または両方の測定値が、閾値を超える程度の信頼度を以て特定の
入力を表すという）適合度に基づいて、最も可能性が高い入力を決定することにより、ユ
ーザのインタフェース入力を確認し得る。深度カメラおよび生体音響センサによりユーザ
入力を検出かつ認識するための幾つかの代表的な方法は、非特許文献１および非特許文献
２に記述されており、それらの内容および参照事項は、言及したことにより全体的に本明
細書中に援用される。
【００９２】
　デバイス100は、インタフェース704を使用せずに、ユーザ302からの入力を受信、獲得
および処理し得る。幾つかの見地において、デバイス100は、深度カメラ130、生体音響セ
ンサ170、または、プロセッサ202と通信して動作する他のデバイス構成要素を介して、身
振り入力を備えて成る入力イベントに対して環境を監視し得る。身振り入力としては、任
意の身体運動、動作、または、信号が挙げられる。たとえば、デバイス100は、ユーザの
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ピンチ－ズーム動作、指または手のスワイプ、（たとえば、“Ｌ”、拳骨などの）一定の
手の形状もしくは形態、（たとえば、パンチなどの）手の動作、特定の様式での幾本かの
指の移動、（たとえば、腕、胸、頭などの一部などの）ユーザの身体の一定領域もしくは
（たとえば表面702などの）他の物体への接触、（たとえば、ピンチ－ズーム動作、およ
び、異なる手によるユーザの大腿上の領域の押圧などの）類似する身振りの任意の組合せ
などの如き、身振りに対し、環境を監視し得る。
【００９３】
　幾つかの見地において、身振り入力は、インタフェース704が投影されない表面702上、
または、その上方にて実施されたこれらの動作の内の任意のものを備えて成り得る。たと
えば、デバイス100は、深度カメラ130および／または生体音響センサ170を用いて、ユー
ザが、近傍表面に対してピンチ－ズーム動作を行い、表面を所定回数タップし、サービス
上に手を置くなどの時点を認識し得る。この様にして、デバイス100およびその構成要素
は、インタフェース入力の認識（たとえば、表面深度に関する指の動きの追跡など）と同
一様式で、但し、インタフェースを投影する必要なしで、身振り入力を認識し得る。幾つ
かの見地において、デバイス100は、（たとえば、図５Ａ、図５Ｂおよび図６の寸法計測
プロセス、図８の走査プロセスなどの開始などの）ユーザの身振り入力の検出時に、プロ
セスを開始し、入力のためにインタフェースを投影し、且つ開示された実施例を実施し得
る。
【００９４】
　幾つかの実施例において、認識される身振り入力は、事前定義され得る。これらの見地
において、デバイス100は、特定の身振り（または、一群の身振り）を認識して、一定の
機能を実施し得る。たとえば、図７Ｂに示された如く、デバイス100は、ユーザが、バー
コード、もしくは、該バーコードを含む領域上、もしくは、その上方にて、自身の手でピ
ンチ－ズームまたはスワイプ動作を行い、上記表面を一定回数だけタップしたなどのとき
にのみ、（たとえば、スキャナ120を介して）表面702上の視覚的コード706を走査し得る
。幾つかの見地において、デバイス100は、異なるデバイス機能に対して異なる身振り入
力を関連付け得る。たとえば、デバイス100は、（たとえば、物体の表面を一定回数タッ
プするなどの）第1の形式の身振り入力を、（たとえば物体の寸法計測などの）第1デバイ
ス機能に対し、且つ、（たとえば、ピンチ－ズーム動作を行うなどの）第2の身振り入力
を、（たとえば、視覚的コード706の走査などの）第2デバイス機能に対して関連付け得る
。
【００９５】
　これに加え、ユーザはまた、デバイス100によりプロセスを行うために、自分自身の特
有の身振りを作り出すこともできる。これらの見地において、デバイス100は、ユーザの
特有の身振りを基準設定し、学習し、且つ、認識するための較正プロセスを含み得る。た
とえば、もしユーザが、自身の腕上の点を押圧することにより特定のデバイス機能の開始
を望んだなら、デバイス100は、特有の身振りを所定回数だけ実施することをユーザに対
して要求し、（たとえば、深度カメラ130、生体音響センサ170などを介して）必要な身振
り較正データを収集し、且つ、上記特有の身振りを上記ユーザおよび特定のデバイス機能
に対して関連付け得る。幾つかの見地において、デバイス100は、このデータを、較正デ
ータとしてメモリ内に記憶し得る。幾つかの実施例において、デバイス100は、特有の身
振りの情報を、ひとりより多いユーザに対して記憶することで、複数のユーザが単一デバ
イスに対して特有の身振りを作り出すことを許容し得る。
【００９６】
　幾つかの見地において、デバイス100は、マイクロフォン160を介した音声入力を含む入
力イベントを受信して処理することで、本明細書中に開示されたプロセスを開始、実施お
よび終結し得る。音声入力は、マイクロフォン160および付随ソフトウェアにより認識可
能な可聴音またはノイズを生成する任意の聴覚的、口頭的、または、音調的な信号もしく
は命令を含み得る。たとえば、デバイス100は、ユーザからの口頭命令の検知時に、（た
とえば、バーコードの走査、写真の撮影、３次元環境のモデル化などの）一定のプロセス
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を行い得る。幾つかの見地において、上記口頭命令は、ユーザが、（たとえば、“走査す
る”、“バーコードを読取る”、“写真を撮る”などの）実施を望むプロセスであって、
プロセッサ202により実行される音声認識ソフトウェアを用いて検出されたというプロセ
スに関連し得る。幾つかの見地において、上記音声入力は、事前定義され得る。他の見地
において、音声入力は、（たとえば、身振りのカスタマイズなどの）他の入力方法と同一
様式で、ユーザにより指定され且つ固有的に定義され得る。幾つかの実施例において、デ
バイス100は、認識された言語、アクセント、方言など、ならびに、（たとえば、ユーザ
の経時的な発話の習慣を学習するなどによる）ユーザの個人的な発話の様式に基づいて、
知覚される音声入力の変化形を考慮し得る。
【００９７】
　デバイス100は、一つまたは複数の較正パラメータに基づいて、（たとえば、インタフ
ェース入力、身振り入力、音声入力などの）入力イベントに関する自身の検出を調節し得
る。幾つかの見地において、上記較正パラメータは、デバイス100が特定ユーザからの入
力を如何に解釈するかを精緻化し得る。たとえば、上記較正パラメータは、（たとえば、
体型、サイズ、形状、音声ピッチ、他の身体属性などの）ユーザの個人的な属性、（たと
えば、上記デバイスが如何に且つ何処で使用されるかなどの）上記デバイスの意図された
用法、（たとえば、ユーザが一貫して、意図されたインタフェース・ボタンの左側をクリ
ックするなどの）現場におけるユーザからのデバイスの実際の使用法、（たとえば、特有
の身振り、音声命令などの）ユーザにより指定された特有の設定などに対応し得る。ひと
つの見地において、デバイス100は、これらの較正パラメータの幾つかを、初期較正プロ
セスの一部として収集し得る。たとえば、デバイス100は、ユーザに対して関連付けられ
た幾つかの較正パラメータを決定するために、ユーザに対し、（たとえば腕などの）表面
上に投影された較正インタフェースと相互作用することを要求し得る。別の例において、
デバイス100は、ユーザが（たとえば、表面に接触し、種々の音声命令および身振りを付
与するなどして）該デバイスと相互作用するときに、較正パラメータを収集かつ監視し得
る。幾つかの実施例において、デバイス100は、複数のユーザが単一デバイス上で較正さ
れ得る様に、ひとり以上のユーザに対して関連付けられた較正パラメータをメモリ内に記
憶し得る。
【００９８】
　図７Ｂに示された如く、デバイス100は、一つまたは複数のプロセッサ202と協働して動
作するスキャナ120を用い、視覚的コードを走査して復号化し得る。この代表的実施例に
おいて、デバイス100は、物体上に配置された視覚的コード706を走査すべく構成される。
幾つかの見地において、視覚的コード706は、当業者に公知の任意の線形的もしくはマト
リクス的なバーコード（QR、UPC、EAN、MSI、Intelligent Mail、ShotCode、DataGlyphs
、EZcodeなど）を含み得る。視覚的コード706は、任意の物体上に位置し得る。たとえば
、デバイス100は、ボックス、パッケージ、郵便伝票、製品、封筒、カード、紙材、チラ
シ広告などにおけるバーコードを走査すべく構成され得る。幾つかの実施例において、デ
バイス100は、開示された実施例に係る方法において使用されるべく、視覚的コード706内
に符号化された情報を復号化して処理し得る。たとえば、ひとつの見地において、デバイ
ス100は、走査された視覚的コード706に対して関連付けられた情報を（たとえばメモリ内
に）記憶し、上記情報を、更なる処理のために他のコンピュータ・システムへと送信し、
上記バーコードの走査に応じた付加的情報を受信するなどを行い得る。
【００９９】
　図７Ｂの代表的実施例において、デバイス100は、インタフェース入力、デバイス入力
、音声入力、身振り入力、または、本明細書中に開示された他の任意の形式の入力に応じ
て、たとえばスキャナ120を介して、自身の視界内の視覚的コード706を走査し得る。たと
えば、一実施例において、プロセッサ202は（たとえば、深度カメラ130から検出された信
号などに基づいて）、バーコード上またはその近傍におけるユーザのピンチ－ズーム身振
り、所望の走査領域を表す身振り、口頭命令、投影されたインタフェース上の“走査”ボ
タンに対するユーザの選択などの検出に応じて、視覚的コード706を走査するとの信号を
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スキャナ120に対して送信し得る。
【０１００】
　図８は、開示された実施例に係る、視覚的コードを走査する代表的なプロセス800のフ
ローチャートを示している。プロセス800は、他のデバイス構成要素に加え、ソフトウェ
ア命令を実行しているプロセッサ202に対して（たとえばバックボーン206または他の回路
機構を介して）通信接続された深度カメラ130およびスキャナ120の如き、デバイス100に
おいて実行されるハードウェアおよび／またはソフトウェアにより実施され得る。更に、
プロセス800は全体的または部分的に、通信ネットワーク320を介してデバイス100と通信
するシステム312の如き、他の演算システム上で実施され得る。プロセス800またはそのサ
ブルーチンは、開示された実施例に従い、スタンドアロンのプロセスとして、または、（
たとえば、図９に関連付けられた署名捕捉プロセス、物体寸法計測プロセスなどの）他の
プロセスに関連して実施され得る。
【０１０１】
　プロセス800は、走査イベント（ステップ804）を検出することにより開始し得る（ステ
ップ802）。幾つかの見地において、走査イベントは、身振り入力、インタフェース入力
などの、開示された実施例に係る任意の形式の入力イベントを備えて成り得る。たとえば
、デバイス100は、ユーザ302が、視覚的コード706を含む表面702上で、その上方で、また
は、それに接近してピンチ－ズーム動作を行うとき、深度カメラ130を介して走査イベン
トを検出し得る。上記に説明された如く、上記走査イベントは、音声入力、または、ユー
ザの特有の身振りの如き他の入力イベントを備えて成り得る。更に、幾つかの見地におい
て、デバイス100は、走査イベントの検出と共に、または、それなしで、視覚的コードを
連続的に監視し得る。
【０１０２】
　幾つかの見地において、プロセス800は、走査イベントの検出に応じて走査領域を決定
する段階を含み得る（ステップ806）。上記走査領域は、当該領域に対してデバイス100が
（たとえば、回転可能な継手を用いて、スキャナ120をその方向に整列または配向させる
ことにより）視覚的コード706の走査を試み得るという領域を反映し得る。幾つかの見地
において、上記走査領域は、上記走査イベントの箇所に基づき得る。たとえば、一実施例
において、デバイス100は、ユーザのピンチ－ズーム動作の深度および広がりが与えられ
たなら、走査領域のサイズおよび箇所を決定し得る。この例において、上記表面またはユ
ーザの手の深度、または、上記動作の広がりは、走査領域の範囲を含み得る。別の例にお
いて、上記走査領域は、上記走査イベントの箇所（たとえば、深度および位置）における
中心を有する円形、楕円形、または、矩形の領域を含み得る。斯かる実施例において、デ
バイス100は（表面の深度が与えられたなら）、（たとえば、６インチ、８インチなどの
）数インチの直径もしくは側辺長を有する円形または矩形の如き、殆どの視覚的コード70
6を走査するに十分に大きく、走査領域の境界を決定し得る。デバイス100は、他の様式で
走査領域を決定し得る。たとえば、一実施例において、デバイス100は、上記走査領域を
、（たとえば、図５Ａおよび図５Ｂに関して算出された如く）閾値・サイズを超える表面
積を有する近傍表面の全体を含み、および／または、（たとえば、一定の深度および位置
の境界内である）一定の地理的領域内に配置されている、と決定し得る。付加的もしくは
代替的に、デバイス100は、上記走査領域は、（たとえば、上記デバイスに臨む表面を肯
定すべく）適切な範囲内の法線ベクトルを有する表面を含むと決定し得る。別実施例にお
いて、上記走査領域は、深度カメラ130の視界の中心を含み得る。更なる他の見地におい
て、デバイス100は、特定の走査領域を決定しないこともあり、且つ、代わりに、デフォ
ルトの走査領域（たとえば、スキャナ120の真正面の領域）を使用し得る。
【０１０３】
　プロセス800は、スキャナ120により視覚的コード706を走査する段階を含み得る（ステ
ップ808）。幾つかの実施例において、たとえば、プロセッサ202は、ステップ806におい
て決定された走査領域内で視覚的コード706を走査して復号化するとの信号をスキャナ120
に対して提供し得る。上記信号の受信時に、スキャナ120は、視覚的コード706をの復号化



(32) JP 6659583 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

を試みるべく、上記走査領域を含む領域を画像化し得る。（たとえば、走査領域が無いと
いう）他の見地において、スキャナ120は、その真正面の領域の画像化を試行し得る。幾
つかの実施例において、デバイス100は、このプロセスの間において、線形もしくは領域
的な案内ビーム、パルス、投影インタフェースなどを表面702上へと投影し、それがスキ
ャナ120により画像化を試行している走査領域の広がりをユーザ302に対して示し得る。デ
バイス100は、この案内手段を、（たとえば、画像化プロセスの一部として）スキャナ120
、投影器110、プロセッサ202に対して通信接続された専用の光またはレーザ出力、または
、他のデバイス構成要素などにより、生成し得る。
【０１０４】
　幾つかの見地において、プロセス800は、視覚的コード706の好首尾な復号化および処理
に応じて、走査データを生成し得る（ステップ810）。デバイス100は、上記走査データを
、任意の既知または独自開発の方法を用い、プロセッサ202により実行されるソフトウェ
ア命令により生成し得る。更に、好首尾な走査に応じて生成された走査データのフォーマ
ットおよび用法は、多くの形態を取り得る。たとえば、一実施例において、ユーザ302は
、パッケージ上の視覚的コード706を走査し、特定の保管または経路選定箇所における該
パッケージの到着または発送を示すと共に、それに応じて、この情報を経路設定（たとえ
ば、それをシステム312に送信）し得る。別の例において、上記走査データは、利用者が
、パッケージに対して署名した、パッケージに対して署名（して、たとえば、図９に関し
て記述される署名プロセスを開始）する直前である、パッケージに対して署名しないなど
のことの確認を反映し得る。更なる他の実施例において、上記走査データは、視覚的コー
ド706が載置された物体に関する（たとえば、製品情報、価格情報、利用可能性情報、ユ
ーザの論評などの）情報を含み、斯かる情報を（たとえば、システム312または332などの
）他のコンピュータ・システムから決定するとの命令を生成するなどを行い得る。当業者
によれば、視覚的コード706の走査に応じて生成されたデータの可能的な用法およびフォ
ーマットは、容易に理解されよう。
【０１０５】
　プロセス800は、視覚的コード706の走査、および／または、走査データの生成が好首尾
であったことを表す通知を提供する段階を含み得る（ステップ812）。幾つかの見地にお
いて、この通知は、デバイス100の当面の周囲状況に影響し得る。たとえば、視覚的コー
ド706の好首尾な復号化および／または処理に応じ、デバイス100は、スピーカ150を介し
て所定の音色を発し、投影器110により（たとえば、視覚的コード706が位置する表面702
上へと）適切な確認メッセージまたは色を以てインタフェースを投影し、ディスプレイ14
0上に確認メッセージまたは表示物を表示し、振動モータを通して触覚的フィードバック
を提供するなどを行い得る。付加的もしくは代替的に、デバイス100は、通知を、システ
ム312へと、または、演算システム332に対して関連付けられた利用者330へと提供し得る
。これらの実施例において、上記通知は、SMSテキスト・メッセージ、電子メール・メッ
セージ、自動音声メッセージ、プッシュ通知、データ・ファイル、プロセス命令などの形
態を取り得る。
【０１０６】
　幾つかの実施例において、プロセス800は、上記走査データまたは他の情報を、一つま
たは複数の演算システムに対して送信する段階を含み得る（ステップ814）。幾つかの見
地において、これらの演算システム（たとえば、システム312、332など）は、上記情報を
処理し、開示された実施例に係る更なる処理を行い得る。たとえば、デバイス100は、上
記走査データまたは他の情報を、ホスト310により運用されるホスト・システム312へと送
信して、そのシステムにより維持された一つまたは複数の記録を更新し得る。システム31
2は次に、視覚的コード706、および／または、その対応パッケージに対して関連付けられ
た情報（たとえば、パッケージ追跡情報）を含む、一つまたは複数のウェブ・ページ、モ
バイル・アプリケーション、または、他のアプリケーションを更新し得る。幾つかの実施
例において、デバイス100は、斯かる記録が（たとえば、通信ネットワーク320を介して）
更新されたとの表示をシステム312から受信し、且つ、上述された如く、通知メッセージ
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、音色、振動、表示などを提供し得る。デバイス100は、上記走査データを、（たとえば
、図３および／または図１０に関して記述された）開示された実施例に係る任意のプロセ
スを用いて、外部演算システムへと送信し得る。これに加え、デバイス100は、上記走査
データをローカル的に記憶および／または処理すると共に、（たとえば、ローカルのファ
イルを介し、更新された記録情報を外部演算システムへと送信するなどにより）上記一つ
または複数の記録自体を更新し得る。
【０１０７】
　これに加え、デバイス100は、視覚的コード706からの走査データの提供に応じて、シス
テム312またはサード・パーティ・システム332から他の情報を受信し得る。たとえば、デ
バイス100は、上記走査データが警報条件をトリガしたことを表す警報をシステム312また
は332から受信し得る。幾つかの実施例において、警報条件は、ユーザ302が（たとえば、
受取人、現在のGPS箇所と比較した住所などに基づき）不正確なパッケージを走査してお
り、その住所に対しては付加的なパッケージが配達されるべきことを表していること、上
記パッケージが特定の時刻または場所で走査されたとの確認、その住所に対する全てのパ
ッケージが走査されたことなどの如き、警報を正当化する事実の一切の状態を反映し得る
。幾つかの見地において、デバイス100は、上記外部システムからの情報の受信時に、（
たとえば、投影器110を用いてメッセージを投影し、ディスプレイ140上にメッセージを表
示し、スピーカ150を介して音響を生成し、振動モータにより触覚的フィードバックを提
供するなどして）警報を表示し、または、ユーザに対して警報を知らせるべく構成され得
る。これに加え、デバイス100は、記憶されたデータおよび警報条件に基づき、走査デー
タが、プロセッサ202により実行されるローカルのソフトウェアを介して、警報条件のト
リガを表したか否かを決定し得る。
【０１０８】
　図９は、開示された実施例に係る、署名を処理する代表的なプロセス900のフローチャ
ートを示している。プロセス900は、他のデバイス構成要素に加え、プロセッサ202に対し
て（たとえば、バックボーン206または他の回路機構を介して）通信接続された深度カメ
ラ130および投影器110の如き、デバイス100において実行されるハードウェアおよび／ま
たはソフトウェアにより実施され得る。更に、プロセス900は、全体的または部分的に、
通信ネットワーク320を介してデバイス100と通信するシステム312の如き、他の演算シス
テム上で実施され得る。プロセス900またはそのサブルーチンは、スタンドアロンのプロ
セスとして、または、（たとえば、図８の視覚的コード走査プロセスなどの）開示された
実施例に係る他のプロセスに関連して実施され得る。
【０１０９】
　プロセス900は、署名イベントを検出すること（ステップ904）により開始する（ステッ
プ902）。幾つかの見地において、署名イベントは、デバイス100が（たとえば表面702な
どの）表面上へと署名インタフェースを投影するという信号を反映し得る。署名イベント
は、開示された実施例に係る任意の形式の入力イベントを備えて成り得る。幾つかの見地
において、たとえば、署名イベントは、（たとえば、物体の表面をユーザ302が一定回数
だけタップしたこと、および、音声入力などの）身振り入力の如き入力イベントを備えて
成り得る。これに加え、署名イベントは、視覚的コード706の好首尾な走査、走査データ
の生成、走査データの送信、外部演算システムからの信号の受信などに応じる如く、他の
プロセスに関して自動的に生じ得る。
【０１１０】
　プロセス900は、当該署名表面上に署名インタフェースが投影されるべき（たとえば、
表面702などの）署名表面を決定する段階を含み得る（ステップ906）。幾つかの見地にお
いて、デバイス100は、上記署名イベントに基づき上記署名表面を決定し得る。たとえば
、上記署名イベントが、デバイス100は視覚的コード706を走査したとの表示を含むならば
、デバイス100は、（たとえば、上述のプロセスを用いて）上記署名インタフェースが、
上記コードがその上に位置する表面702を含むことを決定し得る。これに加え、もし署名
イベントが身振り入力を含むなら、デバイス100は、上記署名インタフェースが、上記身
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振り入力であって、閾値より大きい表面積を有し、所定の深度／箇所範囲内であり、且つ
／又は、適切な範囲内の法線ベクトルを有する（ことで、たとえば、縁部上表面よりも面
部上表面を好適とする）という上記身振り入力に最も近い表面702を含むことを決定し得
る。デバイス100は、開示された実施例に従い、これらの値を決定し得る。他の見地にお
いて、デバイス100は、ユーザからの付加的な入力イベントに基づいて、適切な署名イン
タフェースを決定し得る。たとえば、署名イベントを検出した後、デバイス100は、深度
カメラ130を介し、特定の身振り入力に対して監視を行い得る。デバイス100が、ユーザ30
2からの特定の身振り入力を検知したとき、該デバイス100は、その身振り入力に最も近い
表面702を、署名表面として決定し得る。これに加え、デバイス100は、上述された如く、
表面積、深度範囲、および、法線ベクトル配向の夫々の閾値を適用し得る。デバイス100
は、他の様式で署名表面を決定し得ると共に、上記の幾つかのプロセスの列挙は、例示目
的のためだけである。たとえば、デバイス100は、適切な表面積、深度範囲および配向を
有する最も近い表面702を、一切の入力イベントに関わらず、署名インタフェースである
と決定し得る。別の例において、上記署名インタフェースは、直接的に投影器110の軌跡
内におけるなどの任意の表面を含み得る。
【０１１１】
　プロセス900は、上記署名表面上に署名インタフェースを投影し、更なる入力を待機す
る段階を含み得る（ステップ908）。デバイス100は、プロセッサ202と通信する投影器110
を用いて表面702上へと署名インタフェースを投影し得る。幾つかの見地において、上記
署名インタフェースは、深度カメラ130に対して上述されたプロセスを用いて適切にサイ
ズ設定および配向され得ると共に、開示された実施例に係る任意の形式の情報を含み得る
。たとえば、幾つかの見地において、上記署名インタフェースは、矩形、卵形、もしくは
、円形の照明領域のみにより指定されて一切の目印なしとされたブランク領域を含み得る
。他の見地において、上記署名インタフェースは、当該署名欄の近傍における“Ｘ”の如
き他の記号、（たとえば、視覚的コード706から生成された走査データ、または、システ
ム312を介して受信された情報から決定された）署名者の氏名を表示するテキスト、また
は、他の斯かる情報を備えた、ブランク署名欄を含み得る。上記署名インタフェースは、
開示された実施例に係る他の任意の形式の情報を含み得る。たとえば、一実施例において
、上記署名インタフェースは、該インタフェースに対して入力を提供しつつある対象者が
、投影された当該ボタンを押圧することにより署名の完了を表し得る様に、確認ボタンを
含み得る。
【０１１２】
　プロセス900は、署名インタフェースに対して提供されるインタフェース入力を監視か
つ検出し得る（ステップ910）。デバイス100は、（たとえば、図７Ａおよび図７Ｂに関し
て記述された如き）上述のプロセスの内の任意のプロセスを用いて、インタフェース入力
を監視かつ検出し得る。たとえば、デバイス100は、深度カメラ130、および、（たとえば
プロセッサ202などの）他のデバイス構成要素を用いて、署名者の署名を反映するインタ
フェース入力を検出し得る。デバイス100は、（深度カメラ130により、指／スタイラスの
深度を署名表面のそれと比較するなどして、）他のインタフェース入力の監視と同様の様
式で、署名者の手またはスタイラスの動作を検出することにより署名を捕捉し得る。たと
えば、デバイス100は、署名表面から閾値範囲内における深度値を有する署名者の指の経
路を、署名として解釈し得る。幾つかの実施例において、デバイス100は、署名者が署名
インタフェースに対する（たとえば、署名動作などの）入力の提供を完了したことを決定
し得る。この決定は、たとえば、署名者が、投影された署名欄の最後に到達したことの検
出、署名の完了を意味する（たとえば、インタフェース上に投影された確認ボタンに対し
て付与された）インタフェース入力、もしくは、開示された実施例に係る（たとえば、身
振り入力または音声入力などの）他の任意の形式の入力イベントの検出に基づき得る。
【０１１３】
　幾つかの実施例において、プロセス900は、捕捉された署名を処理する段階を含み得る
（ステップ912）。幾つかの見地において、捕捉された署名を処理する段階は、捕捉され
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た署名に関連付けられたデータを生成して（たとえば、画像、または、他のデータ・ファ
イルなどして）メモリ内に記憶する段階を含み得る。デバイス100はまた、上記署名に対
して関連付けられた署名情報を生成すると共に、その情報を、通信ネットワーク320を介
して（たとえばシステム312などの）外部システムへと送信して付加的処理も行い得る。
たとえば、デバイス100は、署名データをシステム312へと送信し、上記で説明された如く
、上記システムにより管理される（たとえば、追跡情報などの）一つまたは複数の記憶済
み記録を更新し得る。幾つかの見地において、これらの記録は、ウェブ・サイト、モバイ
ル・アプリケーション、または、システム312により運用される他のアプリケーションを
介して利用可能であり得る。幾つかの実施例において、デバイス100は、これらの記録が
更新されたとの表示をシステム312から（たとえば、通信ネットワーク320を介して）受信
し得る。捕捉された署名を処理する段階は、（たとえば、確認メッセージを送信し、付加
的な入力イベントを監視するなどの）開示された実施例に係る更なる処理を行う段階を含
み得る。
【０１１４】
　図１０は、開示された実施例に係る、複数のネットワーク・デバイス間でデータを送信
する代表的なプロセス1000のフローチャートを示している。プロセス1000は、他のデバイ
ス構成要素に加えて、ソフトウェア命令を実行しているプロセッサ202に対して（たとえ
ば、バックボーン206または他の回路機構を介して）通信接続された通信インタフェース2
24の如き、デバイス100において実行されるハードウェアおよび／またはソフトウェアに
より実施され得る。更に、プロセス1000は全体的または部分的に、通信ネットワーク320
を介してデバイス100と通信するシステム312の如き他の演算システム上で実施され得る。
プロセス1000またはそのサブルーチンは、開示された実施例に従い、スタンドアロンのプ
ロセスとして、または、（たとえば、視覚的コードの走査、物体の寸法計測、署名の捕捉
などの）他のプロセスに関連して実施され得る。
【０１１５】
　プロセス1000は、デバイス100に対して一つまたは複数の通信ネットワークが利用可能
であるか否かを決定すること（ステップ1004）により開始し得る（ステップ1002）。デバ
イス100は、チャネル228および／またはバックボーン206を介して受信された信号に基づ
き得るという通信インタフェース224からの信号を介し、各ネットワークが利用可能であ
るか否かを決定し得る。これらの信号を用いて、デバイス100は、開示された実施例に係
る任意のネットワークが現在において利用可能であるか否かを決定し得る。たとえば、デ
バイス100は、一つまたは複数のセル式ネットワーク、WiFiネットワーク、公衆加入電話
網、LANなどが、上記デバイスが情報を送信するために利用可能であるか否かを決定し得
る。幾つかの実施例において、この決定は、上記デバイスが、利用可能なネットワークを
介して情報を伝達するアクセス権を有する（たとえば、暗号化されたWiFi信号などに対す
るパスワードを有する）か否かを決定する段階も含み得る。幾つかの見地において、デバ
イス100は、これらのネットワークがその他の点では到達範囲内であるとしても、該デバ
イスがアクセスの権利を有さない利用不能なネットワークと見做し得る。ネットワークが
到達範囲内であるが利用不能と見做されるとき、デバイス100は、（たとえば、投影され
たインタフェース、タッチスクリーン・ディスプレイを介するなどして）上述の実施例を
用いて上記ネットワークに対するアクセス権を獲得すべく、視認し、選択し、且つ、パス
ワードを入力することをユーザ302に対して催促し得る。
【０１１６】
　幾つかの見地において、プロセス1000は、上記利用可能ネットワークの利用可能な帯域
幅および他の特性を決定する段階を含み得る（ステップ1006）。これらの特性は、利用可
能ネットワークの速度、信頼性、強度、セキュリティ、エネルギ消費量などを反映し得る
。たとえば、一実施例において、デバイス100は、特定のネットワークに関連付けられた
現在のもしくは履歴的な帯域幅、その信号の強度、および、（たとえば、そのネットワー
クが暗号化されているか否か、使用される特定の種類の暗号化アルゴリズムなどに基づき
）そのネットワークに対して関連付けられたセキュリティの度合いを決定し得る。幾つか
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の見地において、デバイス100はまた、自身がそのネットワークを以前に使用したか否か
を決定し、且つ、そのネットワークに対する自身の使用内容（たとえば、帯域幅、待ち時
間、通信が好首尾であったか否かなど）を評価もし得る。幾つかの見地において、デバイ
ス100は、上記情報を用いて、利用可能ネットワークの各々に対し、ネットワーク評点を
生成し得る。一例において、デバイス100は、与えられたネットワークの帯域幅、信号強
度およびセキュリティの各特徴を、0.0～1.0の尺度で採点し、３つの部分的評点を合計ま
たは乗算して、そのネットワークのネットワーク評点を生成し得る。上記ネットワーク評
点はまた、ネットワークのエネルギ消費量、待ち時間、安定性、サービスの品質、通信の
速度などの如き、他の種類の情報も取入れ得る。
【０１１７】
　プロセス1000は、利用可能ネットワークのひとつ以上が、一定の閾値要件を満足するか
否かを決定する段階を含み得る（ステップ1008）。たとえば、デバイス100は、利用可能
ネットワークのいずれかが、特定の閾値（たとえば、0.7、2.5など）を超えるネットワー
ク評点を有するか否か、および／または、それらが、別の閾値（たとえば、100kbps、1Mb
psなど）を超える帯域幅を有するか否かを決定し得る。幾つかの実施例において、デバイ
ス100は、ステップ1008において、ネットワークのセキュリティ・レベル、または、本明
細書中に開示された他の任意のネットワーク・パラメータの如き、他の種類の接続パラメ
ータを評価し得る。更に、ステップ1008は、利用可能ネットワークの帯域幅およびセキュ
リティの評点を、別個の閾値に対して測定する如き、数種類の斯かる試験を伴い得る。
【０１１８】
　もし、ステップ1008の要件を一つまたは複数のネットワークが満足するなら、デバイス
100は、これらのネットワークをソートまたは格付けし、データ送信に対して使用するに
最適な、もしくは、表見的に最適なネットワークを決定し得る（ステップ1010）。幾つか
の見地において、デバイス100は、ネットワーク評点、帯域幅、エネルギ消費量、または
、開示された実施例に係る他の任意のネットワーク・パラメータにより、各ネットワーク
を格付けし得る。たとえば、デバイス100は、最高のセキュリティ評点、帯域幅、または
、ネットワーク評点を有するネットワークを選択し、情報をシステム312に対して送信す
るために使用し得る。幾つかの見地において、ステップ1010において各ネットワークを格
付けするためのパラメータは、ステップ1008において使用されたものと異なり得るか、同
一であり得る。一例において、デバイス100は、ステップ1008において一定の閾値を超え
る帯域幅を有する各ネットワークを決定するが、ステップ1010においては、セキュリティ
評点により各ネットワークを格付けし得る。
【０１１９】
　選択されたネットワーク（たとえば、該ステップ1008または1010のパラメータに対し、
最高に格付けされ、または、最高の値を有するネットワーク）を用い、デバイス100は、
そのネットワークを介してデータを送信し得る。送信されるデータは、署名情報、物体寸
法情報、走査データなどの如き、開示された実施例に係る任意のデータの形態を取り得る
。デバイス100は、選択されたネットワークを介し、外部システム312もしくは332と通信
する通信インタフェース224またはバックボーン206を介して、上記情報を送信し得る。幾
つかの見地において、デバイス100は、この情報を、ユーザ302からの一切の入力なしで自
動的に送信し得る。他の見地において、デバイス100は、ユーザがデータを送信し、且つ
／又は、使用するネットワークを指定することを望むか否かを該ユーザに対して催促し得
る。
【０１２０】
　幾つかの実施例において、利用可能ネットワークの内のいずれもがステップ1008の要件
を満足しないとき、プロセス1000は、上記データをデバイス100内にローカル的に記憶す
る段階を含み得る（ステップ1014）。たとえば、もしデバイス100が処理済みの署名デー
タの送信を試行し、且つ、利用可能ネットワークのいずれもがネットワーク要件を満足し
ないなら、該デバイス100は、上記情報を該デバイスに対して関連付けられたメモリ（た
とえば、補助メモリ210）内に記憶し得る。他の見地において、デバイス100は、通信ネッ
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トワークの利用可能性に関わらずに、上記データをローカル・メモリ内に自動的に保存し
得る。デバイス100はその後、開示された実施例に係るプロセスにおいて、記憶された情
報を使用し得る。
【０１２１】
　デバイス100はまた、利用可能なネットワークが無く、または、必要なネットワーク・
パラメータを有するネットワークが無いなら、将来的なタイムスロットにおいてネットワ
ーク・チェックを計画することもできる（ステップ1016）。幾つかの見地において、この
ネットワーク・チェックは、デバイス100が、記憶されたデータの送信を試行して利用可
能ネットワークを決定し得る将来的時点（ステップ1004）を反映し得る。幾つかの見地に
おいて、現在および将来のタイムスロット同士の間の時間幅は、情報の重要性、前回の既
知の好首尾なデータ送信、日時、利用可能ネットワークの帯域幅、送信されるべき情報の
量などの如き、開示された実施例に係る任意の考察に基づき得る。たとえば、デバイス10
0は、前回の好首尾なデータ送信からの時間が経ち、送信する情報の量が増大するなどに
つれ、ネットワーク・チェックを更に高頻度で計画し得る。幾つかの見地において、デバ
イス100は、記憶された情報を、それが最終的に送信されたときにメモリから削除し得る
が（ステップ1012）、斯かるプロセスは必要とされない。
【０１２２】
　幾つかの実施例において、デバイス100、システム312、および／または、サード・パー
ティ・システム332は、デバイス100の（たとえばユーザ302などの）ひとり以上のユーザ
に対し、アカウント、および、関連付けられたアカウント情報を管理、運用、記憶、およ
び、生成し得る。幾つかの見地において、ユーザ・アカウント情報は、ユーザの特有の入
力定義または較正データ（たとえば、特有の身振り、特有の音声入力、特異なユーザ入力
など）、ユーザの選好性（たとえば、インタフェースの色およびサイズに対応する定義な
ど）、ユーザの認証情報（たとえば、ログイン・パスワード、ユーザID、従業員番号、電
子メール・アドレス、経歴情報、生体測定情報など）、ユーザの属性（たとえば、ユーザ
の体型、身体サイズ、方言などを表すパラメータ）、および、開示された実施例に係る他
の任意の情報を含み得る。幾つかの見地において、デバイス100はまた、上述された如く
、デバイス構成要素により獲得、収集または処理されたデータを、一定のユーザに対して
関連付けもし得る。
【０１２３】
　幾つかの見地において、デバイス100、システム312および／またはサード・パーティ・
システム332は、ユーザ・アカウントおよび認証情報を受信、管理および実施することで
、開示された実施例に係る幾つかのプロセスを行い得る。たとえば、一実施例において、
デバイス100は、深度カメラ130により検出されたインタフェース入力、または、ディスプ
レイ140を介して受信されたディスプレイ入力などの如き入力イベントを介して、ユーザ
のログイン認証情報を反映する情報を受信し得る。幾つかの見地において、デバイス100
は、ユーザの認証情報を確認し、（たとえば、上記認証情報に基づいて）ユーザが特定の
デバイス100を装着もしくは操作することを権限付与されるか否かを決定し、且つ、ユー
ザの認証情報に付随するデバイス機能性を提供し得る。たとえば、幾つかの実施例におい
て、デバイス100は、一定のユーザに対してのみ動作し、第2の群のユーザのみに対して一
定のデバイス・プロセス（たとえばバーコード走査）を提供するなどのように構成され得
る。他の見地において、デバイス100は、ログイン認証情報を必要とせず、機能をロック
解除するために単純な身振りのみを必要とし（たとえば、ロック解除するためのスワイプ
）、それ自体の全ての機能性を全てのユーザに対して提供し得る。幾つかの実施例におい
て、ユーザ・アカウントの管理は他のコンピュータ・システム上で行われ得ると共に、デ
バイス100は、アカウント情報を他のシステムに対して送受信して、ユーザ・アカウント
の管理を促進すべく構成され得る。たとえば、システム312は、現場で動作している一群
のデバイスを監視し得ると共に、各デバイスに対して関連付けられたユーザ認証情報を監
視し得る。一定の状況下で、システム312は、通信ネットワーク320を介してデバイス100
に対して信号を提供し、デバイス100、および、デバイス100に対して関連付けられた一定
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の機能性などを、無効化もしくは有効化し得る。
【０１２４】
　図１１は、開示された実施例に係る、デバイス機能を無効化する代表的なプロセス1100
のフローチャートを示している。プロセス1100は、一つまたは複数のデバイス構成要素と
通信すべくソフトウェア命令を実行しているプロセッサ202による如く、デバイス100にお
いて実行されるハードウェアおよび／またはソフトウェアにより実施され得る。プロセス
1100は、全体的もしくは部分的に、通信ネットワーク320を介してデバイス100と通信する
システム312の如き他の演算システム上で実施され得る。プロセス1100またはそのサブル
ーチンは、開示された実施例に従い、スタンドアロンのプロセスとして、または、他のプ
ロセスに関連して実現され得る。
【０１２５】
　プロセス1100は、ユーザ302からユーザ認証情報を受信する（ステップ1104）ことによ
り開始し得る（ステップ1102）。上述された如く、ユーザ認証情報は、ユーザID、ログイ
ン氏名、パスワード、従業員番号、電子メール・アドレス、および、ユーザを特定もしく
は一意的に特定する他の種類の情報（たとえば、住所、生体測定情報）、の如き情報を含
み得る。デバイス100は、深度カメラ130により検出されるインタフェース入力であって、
投影器110により投影された入力領域に対してユーザが提供するというインタフェース入
力の如き任意の適切な入力イベントを介してユーザの認証情報を受信し得る。更に、デバ
イス100は、タッチスクリーン・ディスプレイ140から受信されたディスプレイ入力、ボタ
ン、キーボード、または、デバイス100上の他の入力デバイス、または、デバイス100と通
信する（たとえばシステム312などの）デバイス、デバイス100上に配置された生体測定セ
ンサなどを介して、ユーザの認証情報を受信し得る。システム312の如き、他の演算シス
テムもまた、関連付けられた入力デバイス（たとえば、キーボード）、および／または、
通信ネットワーク320を介して、ユーザ認証情報を受信し得る。
【０１２６】
　幾つかの見地において、プロセス1100は、受信された認証情報を照合する段階を含み得
る（ステップ1106）。プロセス1100は、たとえば、受信された認証情報を、メモリ内に記
憶されたものと比較し、且つ、（たとえば、ユーザID、ログイン氏名などの如き入力の内
のひとつをキーとして用いて）受信された認証情報が、メモリ内のものと一致するか否か
を決定することにより、ユーザの認証情報を照合し得る。幾つかの実施例において、プロ
セス1100は、デバイス100上で動作しているローカルのプロセスを介し、または、デバイ
ス100と通信するシステム312の如き外部システム上で行われるプロセスにより、ユーザの
認証情報を確認し得る。たとえば、デバイス100は、（たとえば、ソフトウェア命令を実
行しているプロセッサ202により）ユーザの認証情報をローカル的に認証し得るか、また
は、受信された情報を、認証のために（たとえば、システム312などの）外部システムへ
と送信し得る。この後者の実施例において、システム312は、ユーザ302自身を認証してか
ら、認証プロセスの結果を、更なる処理のためにデバイス100へと送信し得る。
【０１２７】
　もし、受信された認証情報がメモリ内のものと一致しない（たとえば、ユーザが認証さ
れない）なら、デバイス100は、いくつかの処置を取り得る。ひとつの見地において、デ
バイス100またはシステム312は単に、（たとえば、インタフェース入力、ディスプレイ入
力、生体測定入力などの）上記と同一のまたは異なる入力方法を介し、ユーザ302の認証
情報を再入力することを該ユーザに対して催促し得る。別の見地において、デバイス100
は、（たとえば、操作者が強制制御を行うまでなど、一定の時間長に亙り）該デバイス、
または、該デバイス上の一定の機能を無効化し得る。更に別の見地において、デバイス10
0は、所定回数の不首尾なログイン試行などの後において、一定の機能性を無効化し得る
。デバイス100はまた、セキュリティ質問に答えることをユーザに催促（して、たとえば
、パスワードを再設定）する如き、更に先進の認証技術も提供し得る。
【０１２８】
　デバイス100または外部システム312がユーザ302を認証したとき、プロセス1100は、ユ
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ーザが任意の個人的（ID）、時間、および／または、場所の制限を受けるかどうかを決定
する段階も含み得る（ステップ1108）。幾つかの見地において、上記ID、時間、および／
または、場所の制限は、一定の地理的領域内での一定の時間の間、特定されたユーザに対
するデバイス機能性を制限または無効化し得る。各ID、時間、および／または、場所の制
限は、一つまたは複数のデバイス機能に適用され得る。ひとつの代表的な実施例において
、デバイス100は、（たとえば、受信された認証情報に基づいてユーザを認証すべく使用
された任意の一意的な識別子などの）所定のユーザIDを有するユーザは、（たとえば、特
定の倉庫に関連付けられた領域などの）特定の地理的領域にいる間、3;00A.M.～6:00A.M.
の時間の間は視覚的コードの走査に係るプロセスを使用しないことを決定し得る。上記ID
、時間および場所の制限は、AND/OR/NOTの論理演算およびグループ化の任意の組合せで適
用され得る。たとえば、デバイス100は、特定のユーザに対し且つ（AND）特定の時間の間
において、または（OR）、そのユーザが特定の領域にいない（NOT）間に、デバイス機能
を無効化し得る。上記ID、時間および場所の制限は、定期的に（たとえば、15分毎に）、
最初のログイン時に、または、（たとえば、有効なユーザIDに基づき、且つ、ユーザは6:
00P.M.～6:00A.M. の間はデバイス機能の使用が許容されていないことを決定した後で）
上記制限が適用または解除された時に、評価され得る。
【０１２９】
　幾つかの実施例において、デバイス100は、ID、時間、および、場所の制限を、ローカ
ルな処理に基づいて決定し得る。たとえば、デバイス100は、ユーザ302を認証し（ステッ
プ1106）、認証情報に基づいて、そのユーザに対するユーザIDを決定し、且つ、そのユー
ザが、ID制限、（たとえば、プロセッサ202と通信する内部クロックを介しての）時間制
限、および／または、（たとえば、プロセッサ202と通信するGPS受信器を介しての）場所
制限により制限されるか否かを決定し得る。デバイスは、この決定を、データベースまた
はテーブルにおける如く（たとえば補助メモリ210などの）メモリ内に記憶された制限情
報に基づいて行い、且つ、（たとえば一意的なIDに基づいて）テーブル内でユーザを検索
し、何らかの該当する制限が現在または将来において適用されるか否かを決定し得る。こ
れに加え、システム312の如き外部システムは、（たとえば、データ集積器316内に記憶さ
れたデータベースを介して）何らかの該当する制限が適用されるか否かを決定し得ると共
に、斯かる決定の結果を、更なる処理のためにデバイス100に対して通信し得る。
【０１３０】
　プロセス1100は、上記ID、時間、および／または、場所の制限に従い、デバイス100の
一つまたは複数の機能を無効化する段階も含み得る（ステップ1110）。幾つかの見地にお
いて、デバイス100は、（たとえば、プロセッサ202からの命令により）影響されたデバイ
ス構成要素から受信された信号を遮断し、且つ／又は、該信号をソフトウェアにおいて排
除する（たとえば、上記プロセッサは、上記信号を受信するが、それらを上述された如く
は処理しない）ことにより、デバイス機能を無効化し得る。上記デバイスは次に、上記該
当する制限がもはや適用されないとき、影響された信号を戻し投入し、且つ／又は、ソフ
トウェアによる遮断を解消し得る。
【０１３１】
　デバイス100は、その機能を、特定されたID、時間、および／または、場所の制限との
比較における現在のユーザ、時刻、および／または、該デバイスの箇所に基づいて、無効
化し得る。デバイス100は、該デバイス100に設置されたローカル・クロックおよび／また
はGPS受信器に基づき、該デバイスの現在の時刻および箇所を決定し得る。幾つかの見地
において、デバイス100は、特定の時刻において、新たなユーザが該デバイスにログイン
したとき、または、該デバイスが特定の領域に対して進入もしくは離脱したときに、デバ
イス機能を定期的に無効化すべきか否かを決定し得る。幾つかの見地において、この決定
のタイミングは、特定されたID、時間、および、場所の制限に基づき得る。たとえば、も
しユーザが場所制限に委ねられないのであれば、ユーザの移動自体は、デバイス機能性を
無効化するか否かの決定のタイミングに影響しなくてもよい。別の例において、もし、デ
バイス100が現在のユーザに対し、（たとえば、寸法計測機能などの）特定のデバイス機
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能が9:00P.M.に無効化されるべきであると決定したなら、該デバイスは、該デバイスに対
して関連付けられたID、時間および／または箇所を比較して、特定された時間の制限が依
然として適用されることを確実とし得る。この様にして、デバイス100は、該デバイスに
対して関連付けられたユーザの認証情報、現在時刻、および、現在の場所を、メモリ内に
記憶された識別情報、時間および場所の制限と比較したことに基づき、自身の機能を有効
化または無効化し得る。これに加え、上述のプロセスは、（たとえばシステム312などの
）外部システム上で行われ得、そのときに該システムは、通信ネットワーク320を介し、
上記解析に基づいて一定の機能を無効化／有効化する命令をデバイス100に対して提供し
得る。
【０１３２】
　上述の実施例の幾つかの見地および手順は、特定の順序または様式で生ずると記述され
てきたが、開示された各実施例は、その様には制限されない。たとえば、上述の各実施例
の段階またはサブルーチンは、再配置、再整理、省略、接続、改変、および／または、再
結合されることで、本明細書において企図されたものと一致する付加的プロセスを実施し
得る。
【０１３３】
　当業者であれば、本明細書を考慮し、本明細書中に開示された実施例を実施することに
より、他の実施例は明らかであろう。たとえば、上述の実施例の幾つかの見地は、概略的
にデバイス100に関して記述されてきたが、当業者であれば、デバイス100は、（たとえば
、構成要素、回路機構、周辺機器などの）必要なハードウェア、および／または、一つま
たは複数のプロセッサを介して実行されるソフトウェア命令を含むことで、上述の実施例
を実施し得ることを理解し得よう。本明細書およ各実施例は例示的にすぎないと考えられ
、本発明の真の有効範囲および精神は、以下の各請求項により示されることが意図される
。
【符号の説明】
【０１３４】
　100　　ウェアラブル処理デバイス
　110　　投影器
　120　　スキャナ
　130　　深度カメラ
　140　　タッチスクリーン・ディスプレイ
　150　　スピーカ
　160　　マイクロフォン
　170　　生体音響センサ
　180　　コネクタ
　202　　デバイス・プロセッサ
　206　　通信バックボーン
　208　　主要メモリ
　210　　補助メモリ
　212　　ディスク・ドライブ
　214　　リムーバブル記憶ドライブ
　218　　リムーバブル記憶ユニット
　220　　インタフェース
　224　　通信インタフェース
　228　　通信経路／チャネル
　252　　バッテリ
　254　　外部電源
　256　　光電池
　258　　運動変換器
　300　　システム環境
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　302　　ユーザ
　310　　ホスト
　312　　ホスト・システム／外部システム
　314　　サーバ
　316　　データ集積器
　320　　無線通信ネットワーク
　330　　サード・パーティ／利用者
　332　　サード・パーティ・システム／演算システム
　502、504、506、508　　点
　510　　３次元距離／辺
　512　　表面積／表面
　514　　体積
　530、532、534、536、538、540、548　　点
　542、544、546　　表面
　550　　視認不能な点
　600　　プロセス
　702　　表面
　704　　対話型インタフェース／数字パッド・インタフェース
　706　　視覚的コード
　800、900、1000、1100　　プロセス

【図１】 【図２Ａ】
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