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(57)【要約】
　様々な医療用途、例えば患者の診断、監視及び／又は
治療のために使用される健康システムの構成を開示する
。 健康システムは、ユーザに光又は画像を伝達するた
めの光生成モジュールと、眼を含むユーザの身体の生理
学的パラメータを検出する一以上のセンサを含み、提示
された画像に呼応して受け取った入力を分析し、一以上
の健康状態又は不全を判定する処理回路とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが着用可能な健康診断システムであって、
　前記ユーザに装着するように構成されたフレームと、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼に画像を導くように構成された拡張現実
ディスプレイと、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼から反射した光を検出するように構成さ
れた光検出装置と、
　前記ユーザの健康状態分析を前記光検出装置が検出した光に基づいて実行するように構
成された処理装置とを備えた前記健康診断システム。
【請求項２】
　前記拡張現実ディスプレイは、導波路を含み、
　前記導波路は
　前記導波路を通して地上のビューを可能とし、 
　光を前記導波路から前記ユーザの眼の中に導くことにより画像を形成するように構成さ
れた請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項３】
　前記導波路は導波路の積層体の一部であり、前記積層体の導波路のそれぞれは、前記導
波路の積層体の中の他の一以上の導波路と比べて発散の量が異なる光を出力するように構
成された請求項２に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４】
　前記光検出装置は撮像装置である請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システ
ム。
【請求項５】
　前記光検出装置は前記ユーザの眼の動きを追跡するように構成された請求項１に記載の
ユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６】
　光を前記ユーザに向けて発光するように構成された光源を備え、前記光検出装置は前記
ユーザが反射した発光光全体又は一部を検出するように構成された請求項１に記載のユー
ザが着用可能な健康診断システム。
【請求項７】
　前記光源は、不可視光を発光するように構成された請求項６に記載のユーザが着用可能
な健康診断システム。
【請求項８】
　前記不可視光は赤外光である請求項７に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項９】
　前記光源は、複数の波長の光を発光するように構成され、前記システムは、発光した波
長を撮像された前記ユーザの特徴に基づいて変更するように構成された請求項６に記載の
ユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１０】
　前記拡張現実ディスプレイは、パターンの光を投影して前記ユーザの前記眼の中に画像
を形成するように構成されたファイバを備えるファイバ走査型ディスプレイである請求項
１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１１】
　前記光検出装置は、前記ファイバ走査型ディスプレイの前記ファイバを備え、前記ファ
イバは、前記ユーザの前記眼を撮像するための光を受けるように構成された請求項１０に
記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１２】
　前記ファイバ走査型ディスプレイは前記ファイバを通して前記眼に光を投影し、前記健
康状態分析中に前記光の反射部分を受けるように構成された請求項１０に記載のユーザが
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着用可能な健康診断システム。
【請求項１３】
　前記ファイバ走査型ディスプレイは、前記ファイバを通して前記眼の中に投影される光
の波長を変更するように構成された請求項１２に記載のユーザが着用可能な健康診断シス
テム。
【請求項１４】
　前記ファイバ走査型ディスプレイは、前記ファイバを通して投影された光の前記波長を
変更して前記光が反射した組織の立体情報を提供するように構成された請求項１３に記載
のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１５】
　前記処理装置は、前記ユーザのまぶたを監視することによって前記健康状態分析を実行
するように構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１６】
　前記処理装置は、前記ユーザの瞳孔を監視することによって前記健康状態分析を実行す
るように構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１７】
　前記処理装置は、前記光検出装置によって取り込んだ情報を使用して、眼の動き、眼の
動きのパターン、まばたきのパターン、眼の輻輳、疲労、眼の色の変化、前記眼の焦点深
度、前記眼の焦点距離の変化のうちの一以上を検出することによって、前記健康状態分析
を実行するように構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１８】
　前記処理装置は前記光検出装置によって取り込んだ情報を使用して眼筋疲労、ドライア
イ、及び高血圧症のうちの一以上を検出することによって前記健康状態分析を実行するよ
うに構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１９】
　前記処理装置は、前記光検出装置によって検出された光にパターン認識を行うことによ
って前記ユーザの健康状態分析を実行するように構成された請求項１に記載のユーザが着
用可能な健康診断システム。
【請求項２０】
　前記処理装置は、前記眼の眼圧を検出することによって前記健康状態分析を実行するよ
うに構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項２１】
　前記処理装置は前記光検出装置によって検出された後方散乱光の量又は密度に基づいて
眼圧を検出するように構成された請求項２０に記載のユーザが着用可能な健康診断システ
ム。
【請求項２２】
　前記処理装置は前記拡張現実ディスプレイに対して、光による刺激を前記ユーザの前記
眼に与えるように指示することによって前記健康状態分析を実行するように構成された請
求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。 
【請求項２３】
　さらに前記ユーザの非視覚的診断を実行するように構成された一以上のセンサを備えた
請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項２４】
　前記一以上のセンサは、ＥＥＧセンサを備え、前記処理装置は、脳活動を検出すること
により前記健康状態分析を実行するように構成された請求項２３に記載のユーザが着用可
能な健康診断システム。
【請求項２５】
　前記システムは、脳活動の前記検出が引き金となる警告を発するように構成され、前記
警告は前記ユーザと臨床医の一方又は両方に発せられる請求項２４に記載のユーザが着用
可能な健康診断システム。
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【請求項２６】
　前記一以上のセンサは、温度センサ、圧力センサ、光センサ、非侵襲性血糖センサ、及
びＥＴＣＯ２センサの群の中から選択された一以上のセンサを備える請求項２３に記載の
ユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項２７】
　さらに前記ユーザの周囲環境の一以上の条件を監視するように構成された一以上のセン
サを備え、前記システムは、前記一以上のセンサで収集したデータを使用して前記健康状
態分析を実行するように構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システ
ム。
【請求項２８】
　前記一以上のセンサは、前記周囲環境を撮像するように構成されたカメラを備えた請求
項２７に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項２９】
　前記カメラと処理装置は前記ユーザが摂取する食料、薬品、栄養素、及び毒素を識別し
分析するように構成された請求項２８に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項３０】
　前記処理装置は、前記カメラから受け取った情報に基づいて前記ユーザの頭部姿勢を判
定するように構成された請求項２８に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項３１】
　処理装置は、前記周囲環境の前記一以上の条件を他のユーザの健康データに相関させる
ように構成された請求項２７に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項３２】
　前記一以上のセンサが一以上の位置及び方位センサを備える請求項２７に記載のユーザ
が着用可能な健康診断システム。
【請求項３３】
　前記一以上の位置及び方位センサは、加速度計、ＧＰＳセンサ、コンパス、ジャイロス
コープ、慣性測定装置、及びカメラを含む請求項３２に記載のユーザが着用可能な健康診
断システム。
【請求項３４】
　前記処理装置は、前記ユーザの位置に基づいて環境情報を判定することによって前記健
康状態分析を実行するように構成された請求項３２に記載のユーザが着用可能な健康診断
システム。
【請求項３５】
　前記処理装置は、前記位置を特徴付ける情報にアクセスすることによって前記健康状態
分析を実行するように構成され、前記情報は、花粉数、人口統計、大気汚染、環境有害物
質、貧困、生活様式の統計データ、又は医療機関への近接度のうちの一以上を含む請求項
３４に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項３６】
　前記処理装置は遠隔で保存した情報にアクセスするように構成された請求項３５に記載
のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項３７】
　前記一以上のセンサがマイクを備える請求項２７に記載のユーザが着用可能な健康診断
システム。
【請求項３８】
　前記システムは、ユーザが咀しゃくをしていることを表す音を検出することによって前
記ユーザが食べていることを検出するように構成された請求項３７に記載のユーザが着用
可能な健康診断システム。
【請求項３９】
　前記処理装置は、前記健康状態分析を自律的に行うように構成された請求項１に記載の
ユーザが着用可能な健康診断システム。
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【請求項４０】
　前記処理装置は、前記健康状態分析を臨床医からの入力で半自律的に行うように構成さ
れた請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４１】
　前記処理装置は、前記健康状態分析を臨床医の制御下で行うように構成された請求項１
に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４２】
　前記システムは、前記健康状態分析の結果を臨床医に提供するように構成された請求項
１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４３】
　さらに、前記ユーザに非視覚的刺激を与えるための一以上の出力装置を含む請求項１に
記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４４】
　前記一以上の出力装置がスピーカを備え、前記処理装置は前記拡張現実ディスプレイに
聴覚刺激を前記ユーザに与えるように指示することによって前記健康状態分析を実行する
ように構成された請求項４３に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４５】
　前記一以上の出力装置が加熱装置を備えた請求項４３に記載のユーザが着用可能な健康
診断システム。
【請求項４６】
　前記一以上の出力装置が冷却装置を備えた請求項４３に記載のユーザが着用可能な健康
診断システム。
【請求項４７】
　前記システムが、時間と共に健康データを追跡するように構成された請求項１に記載の
ユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４８】
　前記システムが同時期の健康データを過去の健康データと比較するように構成された請
求項４７に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４９】
　前記システムは、前記同時期の健康データと前記過去の健康データの比較に呼応して、
臨床医に警告を送るように構成された請求項４８に記載のユーザが着用可能な健康診断シ
ステム。
【請求項５０】
　前記システムがユーザの健康データを特定の年齢層の個人個人の標準データと比較する
ように構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５１】
　前記システムは、前記ユーザの視野の領域を遮蔽することにより前記健康状態分析を実
行するように構成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５２】
　前記光検出装置は前記ユーザの前記眼の眼底を撮像するように構成された請求項１に記
載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５３】
　前記光検出装置が前記眼底内の微小循環を撮像するように構成された請求項５２に記載
のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５４】
　前記処理装置は前記撮像した微小循環に基づいて脳の健康状態と心臓の健康状態を分析
するように構成された請求項５３に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５５】
　前記処理装置は高血圧症を検出するように構成された請求項５３に記載のユーザが着用
可能な健康診断システム。
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【請求項５６】
　前記拡張現実ディスプレイは様々な深さで一以上の画像を表示するように構成され、前
記光検出装置はこれら様々な深さに焦点を合わせながら前記眼の画像を取り込むように構
成された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５７】
　前記光検出装置は可視波長の光を検出することによって前記眼の画像を取り込むように
構成された請求項５６に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５８】
　前記光検出装置は不可視波長の光を検出することによって前記眼の画像を取り込むよう
に構成された請求項５６に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５９】
　前記不可視波長は赤外光の波長である請求項５８に記載のユーザが着用可能な健康診断
システム。
【請求項６０】
　前記拡張現実ディスプレイは、前記健康状態分析の間、前記目の画像を、前記眼に投影
し、前記画像は、可変な位置及び深度面に置かれるように表される物体を含むように構成
された請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６１】
　前記光検出装置は、複数の光検出器を備え、前記光検出器は前記ユーザに対して異なる
角度で配置される請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６２】
　前記システムは、ユーザの動きを追跡し、前記追跡した動きに基づいて前記光検出装置
によって取り込まれた画像のノイズを低減するように構成された請求項１に記載のユーザ
が着用可能な健康診断システム。
【請求項６３】
　前記システムは、ユーザの動きを追跡し、前記追跡したユーザの動きに基づいて前記光
検出装置によって取り込まれた画像のノイズを低減するように構成された請求項１に記載
のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６４】
　前記ユーザの前記動きは、前記ユーザの前記眼の動きを含み、前記システムは、前記追
跡した眼の動きに基づいて前記光検出装置によって取り込まれた画像のノイズを低減する
ように構成された請求項６３に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６５】
　前記システムは、前記健康状態分析を実行する前に前記ユーザの身元を認証するように
構成された請求項６３に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６６】
　前記システムは、虹彩スキャンと網膜スキャンの一方又は両方を行うことによって前記
ユーザの前記身元を認証するように構成された請求項６５に記載のユーザが着用可能な健
康診断システム。
【請求項６７】
　ユーザが着用可能な健康診断システムであって、
　前記ユーザに装着するように構成されたフレームと、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼に画像を導くように構成された拡張現実
ディスプレイと、
　音波を前記ユーザに向けて放射ように構成された音放射装置と、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザから反射した音波を検出するように構成され
た音検出装置と、
　前記ユーザの健康状態分析を前記音検出装置が検出した情報に基づいて実行するように
構成された処理装置とを備えた前記健康診断システム。
【請求項６８】
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　前記音放射装置は前記ユーザの前記眼に超音波刺激を与えるように構成された請求項６
７に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６９】
　前記音放射装置は超音波を放射するように構成され、前記音検出装置は、前記ユーザか
ら反射した超音波を検出するように構成された請求項６７に記載のユーザが着用可能な健
康診断システム。
【請求項７０】
　ユーザが着用可能な治療保健システムであって、
　前記ユーザに装着するように構成されたフレームと、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼に画像を導くように構成された拡張現実
ディスプレイと、
　前記拡張現実ディスプレイを導いて前記ユーザに対して健康療法プロトコルを実行する
処理装置とを備えたユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７１】
　前記健康療法プロトコルは、前記拡張現実ディスプレイを介して前記ユーザに健康療法
画像情報を提供することを含む請求項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム
。
【請求項７２】
　前記健康療法画像情報は健康に関する警告を備える請求項７１に記載のユーザが着用可
能な治療保健システム。
【請求項７３】
　前記ユーザの生理反応を監視するように構成されたセンサをさらに備え、
　前記処理装置は、前記センサから受け取った情報に基づいて前記健康に関する警告を選
択するように構成された請求項７２に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７４】
　前記ユーザの眼の焦点深度を検出するように構成されたイメージセンサをさらに含み、
前記システムは、前記健康に関する警告を前記焦点深度に対応する深度面上に表示するよ
うに構成された請求項７２に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７５】
　前記健康療法プロトコルは、前記拡張現実ディスプレイを介して前記ユーザに視覚的刺
激を与えることを含む請求項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７６】
　前記処理装置は前記ユーザの強い眼に比べて弱い目に与える視覚的刺激を強くするよう
に構成された請求項７５に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７７】
　前記視覚的刺激は前記ユーザの網膜の周辺部に選択的に導かれる健康療法画像情報を含
む請求項７５に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７８】
　さらに前記ユーザの眼の焦点深度を検出するように構成されたイメージセンサを含み、
前記システムは、前記焦点深度に対応する深度面上に視覚的刺激を与えるように構成され
た請求項７５に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項７９】
　前記健康療法プロトコルは、前記拡張現実ディスプレイを介して前記ユーザに光療法を
提供することを含む請求項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項８０】
　さらに、異なる波長の光に対するユーザの露出を検出するように構成された光センサを
備え、前記システムは、前記センサによって検出された光の波長に基づいて前記ユーザへ
の光を投与又は低減するように構成された請求項７９に記載のユーザが着用可能な治療保
健システム。
【請求項８１】
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　前記システムは青色光への過度の露出を検出すると呼応して前記ユーザの前記眼に伝播
する青色光の量を低減させるように構成された請求項８０に記載のユーザが着用可能な治
療保健システム。
【請求項８２】
　前記システムは、一以上の波長の光への露出不足を検出すると呼応して前記ユーザに前
記一以上の波長の光を投与するように構成された請求項８０に記載のユーザが着用可能な
治療保健システム。
【請求項８３】
　前記システムは、前記ユーザの前記眼に向けて伝播する光の中の一又は波長の光の量を
投与する又は低減することにより前記ユーザの概日リズムを変更するように構成された請
求項８０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項８４】
　前記システムは、前記ユーザの前記眼に向けて伝播する光の中の一以上の波長の光の量
を投与する又は低減することにより前記ユーザの精神状態を変更するように構成された請
求項８０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項８５】
　前記システムは、
　前記ユーザの身体的状態、環境、気分、うつ病の兆候、又は精神異常を監視し、
　前記ユーザの身体的状態、環境、気分、うつ病の兆候、精神異常を監視した結果に基づ
いて光療法を選択するように構成された請求項８０に記載のユーザが着用可能な治療保健
システム。
【請求項８６】
　さらに、前記ユーザに非視覚的刺激を与えるための一以上の周辺出力デバイスを含む請
求項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項８７】
　前記一以上の周辺出力デバイスが振動装置を備えた請求項７０に記載のユーザが着用可
能な治療保健システム。
【請求項８８】
　前記健康療法プロトコルが前記振動装置による前記ユーザのマッサージを含む請求項８
７に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項８９】
　前記健康療法プロトコルが前記振動装置による前記ユーザの顔面又は頭蓋骨のマッサー
ジを含む請求項８８に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項９０】
　前記一以上の周辺出力デバイスがスピーカを備えた請求項７０に記載のユーザが着用可
能な治療保健システム。
【請求項９１】
　前記健康療法プロトコルが前記ユーザに両耳性うなりを提供することを含む請求項９０
に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。 
【請求項９２】
　前記システムは、
　時間と共に健康データを追跡し、
　過去の健康データで同時期の健康データの分析を行い、
　前記分析に基づいて前記健康療法プロトコルを調整するように構成された請求項７０に
記載のユーザが着用可能な治療保健システム
【請求項９３】
　前記システムは、前記ユーザの状態に基づいて健康療法プロトコルをダウンロードする
ように構成された請求項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項９４】
　前記健康療法プロトコルが前記ユーザの前記眼に対する処方を含む請求項７０に記載の
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ユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項９５】
　前記拡張現実ディスプレイは画像を前記眼に投射して、前記健康療法プロトコルが実行
されている間に、前記眼の焦点を様々な方向又は焦点面に合わせるように構成された請求
項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項９６】
　前記システムは、前記健康療法プロトコルを実行する前に前記ユーザの身元を認証する
ように構成された請求項７０に記載のユーザが着用可能な治療保健システム。
【請求項９７】
　前記システムは、虹彩スキャンと網膜スキャンの一方又は両方を行うことによって前記
ユーザの前記身元を認証するように構成された請求項９７に記載のユーザが着用可能な治
療保健システム。
【請求項９８】
　ユーザが着用可能な健康診断システムであって、
　臨床医に装着するように構成されたフレームと、
　前記フレームに取り付けられ、前記臨床医の眼に画像を導くように構成された拡張現実
ディスプレイと、
　患者の眼を撮像するように構成された外向き撮像装置と、
　前記撮像装置によって取り込んだ前記眼の画像に基づいて前記患者の健康状態分析を実
行するように構成された処理装置と、を備えたユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項９９】
　前記システムは、刺激応答測定分析プロセスを使って診断を提供するように構成された
請求項９８に記載の健康診断システム。
【請求項１００】
　前記外向きカメラを前記患者の眼の中を撮像するように構成された請求項９８に記載の
健康診断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本非仮特許出願は、米国特許法第３５条１１９項（ｅ）に基づき、２０１５年３月１６
日出願の“ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＤＩＡＧＮＯＳＩＮＧ　Ａ
ＮＤ　ＴＲＥＡＴＩＮＧ　ＨＥＡＬＴＨ　ＡＩＬＭＥＮＴＳ”と題する米国仮特許出願第
６２／１３３，８７０号の優先権を主張する。前述の特許出願のみならず、“ＶＩＲＴＵ
ＡＬ　ＡＮＤ　ＡＵＧＭＥＮＴＥＤ　ＲＥＡＬＩＴＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴ
ＨＯＤＳ”と題する米国特許出願第１４／５５５，５８５号、及び“ＭＥＴＨＯＤＳ　Ａ
ＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＣＲＥＡＴＩＮＧ　ＦＯＣＡＬ　ＰＬＡＮＥＳ　ＩＮ　Ｖ
ＩＲＴＵＡＬ　ＡＮＤ　ＡＵＧＭＥＮＴＥＤ　ＲＥＡＬＩＴＹ”と題する米国仮特許出願
第６２／００５，８３４号の内容は、参照によりあらゆる目的のために本明細書に明示的
に援用される。
【０００２】
　本開示は、眼疾患ならびに他の疾患及び疾病を含む、健康を損う疾患及び疾病を診断、
監視、及び治療するための様々な方法及びシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　眼科器具及び眼科治療法は、眼科関連の疾病を診断及び治療するために臨床医によって
日常的に使用されている。従来の眼科用デバイスの例を図１に示す。図示のように、患者
は、治療の全期間にわたって、特定の着座位置に着座させられて、治療は、数秒から数分
の間、いずれの部位に対しても継続的に施すことができる。この着座は、患者の眼を眼科
用デバイスに正しく位置合わせして、患者の眼に対して測定及び／又は眼科治療を行なう
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ために必要であると考えられてきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　望ましくないことに、眼科用デバイスは、大規模で嵩張る高価なデバイスとなる傾向が
あり、通常、医者の診療所で専ら使用される。したがって、患者は、検眼士と予約をして
、医者の所に行って診断又は治療を受ける必要がある。これは、多くの患者にとって阻害
要因となり得るのであり、場合によっては疾患が悪化するまで、医者の診療所に足を運ぶ
のが遅れ長い時間が経過する可能性がある。悪化した疾患は、患者が適切な時期に診断を
受けていた、又は治療を受けていたとしたならば、疾患がもっと容易に治癒していたであ
ろうと考えられる場合には、さらに劇的な療法又は治療法を施す必要がある。さらに、殆
どの眼科用デバイスが大規模で嵩張るという性質を持つことにより、患者に長時間不快な
位置に着座することを強いることになり、これによって今度は、誤診断及び患者エラーの
危険を実際に増大させてしまう可能性がある。
【０００５】
　したがって、上記の困難のうち１つ以上の困難を解決する健康システムが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書において説明される好ましい実施形態は、独創的な特徴を有し、これらの独創
的な特徴のうち１つの特徴だけが、これらの特徴の望ましい属性にとって不可欠である訳
ではない、又は唯一関与している訳ではない。特許請求の範囲を限定することなく、有利
な特徴の幾つかを要約する。
【０００７】
　本明細書において説明される主題の独創的な態様は、ユーザが着用可能な健康診断シス
テムにおいて実現することができ、ユーザが着用可能な健康診断システムは、フレームと
、フレームに取り付けられる拡張現実ディスプレイ（ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ｒｅａｌｉｔ
ｙ　ｄｉｓｐｌａｙ）と、フレームに取り付けられる光検出デバイスと、ユーザの健康状
態分析を光検出デバイスにより検出される光に基づいて行なうように構成される処理デバ
イスと、を備える。フレームは、ユーザに装着されるように構成される。拡張現実ディス
プレイは、画像をユーザの眼に誘導するように構成される。光検出デバイスは、ユーザの
眼で反射される光を検出するように構成される。
【０００８】
　本明細書において説明される主題の別の独創的な態様は、ユーザが着用可能な健康診断
システムにおいて実現することができ、ユーザが着用可能な健康診断システムは、フレー
ムと、フレームに取り付けられる拡張現実ディスプレイと、音波をユーザに向けて放射す
るように構成される音放射デバイスと、フレームに取り付けられ、かつユーザから反射さ
れる音波を検出するように構成される音検出デバイスと、ユーザの健康状態分析を音検出
デバイスにより検出される情報に基づいて行なうように構成される処理デバイスと、を備
える。フレームは、ユーザに装着されるように構成される。拡張現実ディスプレイは、画
像をユーザの眼に誘導するように構成される。
【０００９】
　本明細書において説明される主題のさらに別の独創的な態様は、ユーザが着用可能な治
療保健システムにおいて実現することができ、ユーザが着用可能な治療保健システムは、
ユーザに装着されるように構成されるフレームと、フレームに取り付けられる拡張現実デ
ィスプレイと、拡張現実ディスプレイに指示して健康療法プロトコルをユーザに対して実
施するように構成される処理デバイスと、を備える。拡張現実ディスプレイはさらに、画
像をユーザの眼に誘導するように構成される。
【００１０】
　本明細書において説明される主題の独創的な態様は、ユーザが着用可能な健康診断シス
テムにおいて実現することができ、ユーザが着用可能な健康診断システムは、臨床医に装
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着されるように構成されるフレームと、フレームに取り付けられ、かつ画像を臨床医の眼
に誘導するように構成される拡張現実ディスプレイと、患者の眼を撮像するように構成さ
れる外向き撮像デバイスと、患者の健康状態分析を撮像デバイスにより撮影される眼の画
像に基づいて行なうように構成される処理デバイスと、を備える。
【００１１】
　さらに別の好ましい実施形態が以下に提供される。様々な健康状態分析及び／又は健康
治療の構造は、同じ健康システム内に併設することができることに留意されたい。さらに
、本明細書において開示されるように、同じ特徴を適用して健康状態分析及び／又は健康
治療を容易にすることができる。例えば、本明細書において開示されるように、薬剤を送
達するために使用される構造は、様々な診断に利用することもできる。したがって、いく
つかの実施形態による健康システムは、本明細書において開示される構造的特徴の様々な
組み合わせを含むことができ、構造的特徴の様々な組み合わせは、異なる見出しで開示さ
れる特徴の組み合わせを含む。さらに、健康システムは、本明細書において開示される健
康状態分析及び健康治療の様々な組み合わせを実施するように構成することができ、健康
状態分析及び健康治療の様々な組み合わせは、異なる見出しで開示される健康状態分析及
び健康治療の様々な組み合わせを含む。したがって、多種多様な好ましい実施形態を以下
に定めることができる。
　近視／遠視／乱視
　１．着用可能な眼科用デバイスであって：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　１つ以上の導波路を含む導波路積層体と、を備え、前記１つ以上の導波路の各導波路は
、前記光を１つ以上の焦点面のうち１つの焦点面に投影するように構成され、
　前記画像は、波面補正により前記眼の光学処方に基づいて変更される、着用可能な眼科
用デバイス。
　２．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１に記載のデバイ
ス。
　３．前記頭部装着型ディスプレイシステムは、地上からの光を、前記頭部装着型システ
ムを着用する前記人物の眼に透過させるように構成される拡張現実頭部装着型眼科用シス
テムを含む、実施形態１に記載のデバイス。
　４．前記光学処方は、近視の処方を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　５．前記光学処方は、遠視の処方を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　６．前記光学処方は、乱視の処方を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　７．着用可能な眼科用デバイスであって：
　地上からの光を、頭部装着型システムを着用している人物の眼に透過させるように構成
される拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　波面補正を前記画像に対して、前記眼の光学処方に基づいて施すように構成される適応
光学素子と、を備える、着用可能な眼科用デバイス。
　８．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　９．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態９に記載のデバ
イス。
　１１．前記光学処方は、近視の処方を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　１２．前記光学処方は、遠視の処方を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　１３．前記光学処方は、乱視の処方を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　１４．着用可能な眼科用デバイスであって：
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　頭部装着型眼科用システムと、
　光を人物の眼に誘導して画像を眼内に形成するように構成される光源と、
　波面補正を前記画像に対して、前記眼の光学処方に基づいて施すように構成される適応
光学素子と、を備え、前記適応光学系は薄膜ミラーを含む、着用可能な眼科用デバイス。
　１５．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態１４に記載のデ
バイス。
　１６．前記光学処方は、近視の処方を含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１７．前記光学処方は、遠視の処方を含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１８．前記光学処方は、乱視の処方を含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１９．着用可能な眼科用デバイスであって：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を人物の眼に誘導して画像を眼内に形成するように構成される光源と、を備え、
　前記画像は、波面補正により前記眼の光学処方に基づいて変更される、着用可能な眼科
用デバイス。
　２０．前記光学処方は、近視の処方を含む、実施形態１９に記載のデバイス。
　２１．前記光学処方は、遠視の処方を含む、実施形態１９に記載のデバイス。
　２２．前記光学処方は、乱視の処方を含む、実施形態１９に記載のデバイス。
　２３．着用可能な拡張現実眼科用デバイスであって：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　地上からの光を、前記頭部装着型システムを着用している人物の眼に透過させるように
構成される、拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を備
え、前記画像は、波面補正により前記眼の光学処方に基づいて変更される、着用可能な拡
張現実眼科用デバイス。
　２４．前記光学処方は、近視の処方を含む、実施形態２３に記載のデバイス。
　２５．前記光学処方は、遠視の処方を含む、実施形態２３に記載のデバイス。
　２６．前記光学処方は、乱視の処方を含む、実施形態２３に記載のデバイス。
　２７．頭部装着型ディスプレイシステムを着用する人物の視力障害を改善する方法であ
って：
　前記人物の光学処方を特定することと、
　画像を、前記頭部装着型ディスプレイシステムのディスプレイを使用して生成すること
と、
　波面補正を前記画像に対して前記処方に基づいて施すことにより、補正後の画像を生成
することと、
　前記補正後の画像を、前記頭部装着型ディスプレイを着用する前記人物に対して表示す
ることと、を含む、方法。
　２８．前記人物の光学処方を特定することは、入力を、前記処方を指定する前記人物か
ら受信することを含む、実施形態２７に記載の方法。
　２９．前記人物の光学処方を特定することは、前記人物に異なる波面補正を提示するこ
とを含む、実施形態２７に記載の方法。
　３０．さらに、入力を、好適な前記補正を指定する前記人物から受信することを含む、
実施形態２９に記載の方法。
　３１．前記波面補正は、前記頭部装着型ディスプレイの適応光学系を調整することによ
り実行される、実施形態２７に記載の方法。
　３２．前記適応光学系は焦点可変素子を含む、実施形態３１に記載の方法。
　３３．前記適応光学系は変形可能な光学素子を含む、実施形態３１に記載の方法。
　３４．前記変形可能な光学素子は変形可能なミラーを含む、実施形態３８に記載の方法
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。
　３５．前記波面補正は、異なる焦点面を形成するように構成される複数の導波路を含む
導波路積層体により実行される、実施形態２７に記載の方法。
　３６．前記波面補正は、前記画像を、所望の屈折率（optical power）を付与して前記
波面補正を行なう導波路を組み合わせた複合導波路を介して誘導することにより実行され
る、実施形態３５に記載の方法。
　３７．さらに、異なる画像コンテンツを異なる深度面に表示することを含む、実施形態
２７に記載の方法。
　３８．異なる画像コンテンツを異なる深度面に前記表示することは、異なる画像コンテ
ンツを導波路積層体の異なる導波路を介して表示することにより、異なる屈折率を異なる
画像コンテンツに付与することを含む、実施形態３７に記載の方法。
　３９．異なる画像コンテンツは、異なる数の導波路内を伝搬することにより、異なる屈
折率を異なる画像コンテンツに付与する、実施形態３８に記載の方法。
　４０．前記導波路は、屈折率を有する静的光学素子を含む、実施形態３９に記載の方法
。
　４１．前記波面補正は、前記画像を誘導して、少なくとも１つの導波路内を通過させる
ことにより実行される、実施形態２７に記載の方法。
　４２．前記少なくとも１つの導波路は、可変屈折率を有する動的光学素子を含む、実施
形態４１に記載の方法。
　４３．前記光学補正は、近視を矯正するように設定される、実施形態２７に記載の方法
。
　４４．前記光学補正は、遠視を矯正するように設定される、実施形態２７に記載の方法
。
　４５．前記光学補正は、乱視を矯正するように設定される、実施形態２７に記載の方法
。
　４６．前記波面補正を施すことは、処理電子機器にアクセスすることを含む、実施形態
２７に記載の方法。
　４７．前記波面補正は仮想現実画像に対して施される、実施形態２７に記載の方法。
　４８．前記波面補正は拡張現実画像に対して施される、実施形態２７に記載の方法。
　４９．前記波面補正は、前記ディスプレイの前記画像に対して施され、前記頭部装着型
ディスプレイ及び前記頭部装着型ディスプレイを着用している前記人物の前方の物体を撮
像する際に施される、実施形態２７に記載の方法。
　５０．着用可能な眼科用デバイスであって：
　光源と、着用可能な光学系と、を備え、前記着用可能な光学系は、光を、前記着用可能
な光学系を着用する人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成し、前記着用可能な光学系
は、処方屈折補正（correction）を前記画像に対して前記人物の眼の光学処方に基づいて
行なうように構成される、着用可能な眼科用デバイス。
　５１．さらに、入力を、前記人物の光学処方を指定する前記人物から受信するように構
成されるユーザインターフェース操作部を備える、実施形態５０に記載のデバイス。
　５２．前記人物に異なる波面補正を提示して、前記人物の光学処方を特定するように構
成される、実施形態５０に記載のデバイス。
　５３．さらに、入力を、好適な前記補正を指定する前記人物から受信するように構成さ
れるユーザインターフェースを備える、実施形態５２に記載のデバイス。
　５４．前記着用可能な光学系は、適応光学系を前記着用可能な光学系に含み、適応光学
系は、調整されて前記補正を実行するように構成される、実施形態５０に記載のデバイス
。
　５５．前記適応光学系は焦点可変素子を含む、実施形態５４に記載のデバイス。
　５６．前記適応光学系は、変形可能な光学素子を含む、実施形態５４に記載のデバイス
。
　５７．前記変形可能な光学素子は変形可能なミラーを含む、実施形態５６に記載のデバ
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イス。
　５８．前記着用可能な光学系は、異なる焦点面を形成するように構成される複数の導波
路を含む導波路積層体を備え、前記導波路積層体は、処方補正を行なうように構成される
、実施形態５０に記載のデバイス。
　５９．前記導波路積層体は、所望の屈折率を付与して前記処方補正を行なう導波路を組
み合わせた複合導波路を含み、前記処方補正は、前記光を誘導して前記複合導波路内を通
過させることにより実行される、実施形態５８に記載のデバイス。
　６０．前記着用可能な光学系は、異なる深度面を含み、前記着用可能な光学系は、異な
る画像コンテンツを前記異なる深度面に表示するように構成される、実施形態５０に記載
のデバイス。
　６１．前記着用可能な光学系は、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる画像
コンテンツを異なる深度面に前記表示することは、異なる画像コンテンツを導波路積層体
の異なる導波路を介して表示することにより、異なる屈折率を異なる画像コンテンツに付
与することを含む、実施形態６０に記載のデバイス。
　６２．異なる画像コンテンツは、異なる数の導波路内を伝搬することにより、異なる屈
折率を異なる画像コンテンツに付与する、実施形態６１に記載のデバイス。
　６３．前記導波路は、屈折率を有する静的光学素子を含む、実施形態５８に記載のデバ
イス。
　６４．前記着用可能な光学系は、少なくとも１つの導波路を含み、前記処方補正は、前
記光を誘導して少なくとも１つの導波路内を通過させることにより実行される、実施形態
５０に記載のデバイス。
　６５．前記少なくとも１つの導波路は、可変屈折率を有する動的光学素子を含む、実施
形態６４に記載のデバイス。
　６６．前記処方補正は、近視を矯正するように設定される、実施形態５０に記載のデバ
イス。
　６７．前記処方補正は、遠視を矯正するように設定される、実施形態５０に記載のデバ
イス。
　６８．前記処方補正は、乱視を矯正するように設定される、実施形態５０に記載のデバ
イス。
　６９．さらに、アクセスされることにより前記処方補正を行なうように構成される処理
電子機器を備える、実施形態５０に記載のデバイス。
　７０．さらに、前記人物の頭部の姿勢を測定するセンサを備える、実施形態６９に記載
のデバイス。
　７１．前記センサは、ジャイロセンサを含む、実施形態７０に記載のデバイス。
　７２．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を前記頭部位置に基づいて変更するよ
うに構成される、実施形態７０に記載のデバイス。
　７３．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を変化させて前記補正を行なうように
構成される焦点可変素子を含む、実施形態６９に記載のデバイス。
　７４．さらに、前記人物の輻輳点（convergence point）を特定するように構成される
視線追跡システムを備える、実施形態６９に記載のデバイス。
　７５．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を特定した前記輻輳点に基づいて変更
するように構成される、実施形態７４に記載のデバイス。
　７６．前記デバイスは、前記処方補正を仮想現実画像コンテンツに対して行なうように
構成される仮想現実デバイスを備える、実施形態５０のいずれかに記載のデバイス。
　７７．前記デバイスは、前記処方補正を拡張現実画像コンテンツに対して行なうように
構成される拡張現実システムを備える、実施形態５０のいずれかに記載のデバイス。
　７８．前記着用可能な光学系は、前記処方補正を前記光源からの光で形成される画像、
及び前記デバイス、及び前記着用可能な光学系を着用している前記人物の前方の物体に基
づいて形成される画像に対して施すように構成される、実施形態７７に記載のデバイス。
　７９．前記人物の前記光学処方を特定することは、複数の光学処方を複数の時間間隔で
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特定することを含み、各光学処方は１つの時間間隔に対応する、実施形態２７に記載の方
法。
　８０．前記波面補正を各光学処方に基づいて動的に調整する、実施形態７９に記載の方
法。
　８１．複数の光学処方を複数の時間間隔で特定するように構成され、各光学処方は１つ
の時間間隔に対応し、前記屈折補正を各光学処方に基づいて動的に調整する、実施形態５
２に記載のデバイス。
　８２．前記拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムはディスプレイレンズを備え、前
記ディスプレイレンズは、地上（world）からの光を、前記頭部装着型システムを着用し
ている人物の眼に透過させるように構成され、前記適応光学素子は、前記ディスプレイレ
ンズと、前記地上からの前記光の前記光源との間に配置される、実施形態７に記載のデバ
イス。
　８３．前記拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムはディスプレイレンズを備え、前
記ディスプレイレンズは、地上からの光を、前記頭部装着型システムを着用している人物
の眼に透過させるように構成され、前記適応光学素子は、前記ディスプレイレンズと前記
ユーザの眼との間に配置される、実施形態７に記載のデバイス。
　８４．前記適応光学素子は、前記光源と前記ユーザの眼との間に配置される、実施形態
７に記載のデバイス。
　８５．前記適応光学素子は、前記光源に組み込まれる、実施形態７に記載のデバイス。
　８６．前記デバイスは、前記人物の前方からの光を、前記人物の眼に透過させて供給す
るように構成される拡張現実システムを備え、前記デバイスはさらに、前記処方補正を環
境光に対して行なうように構成される、実施形態５０のいずれかに記載のデバイス。
　８７．前記着用可能な光学系は、適応光学系を前記着用可能な光学系に含み、前記適応
光学系は、調整されることにより前記補正を行なうように構成される、実施形態５８に記
載のデバイス。
　８８．前記適応光学系は：
　前記光源と前記導波路積層体との間の位置、
　前記複数の導波路のうちの少なくとも１つの導波路と、前記複数の導波路のうちの別の
１つの導波路との間の位置、
　前記導波路積層体と前記人物の眼との間の位置、及び
　前記導波路積層体と前記デバイスの前方からの環境光の光源との間の位置、
のうち、少なくとも１つの位置に配置される、実施形態８７に記載のデバイス。
　８９．前記適応光学系は、前記導波路積層体及び前記光源のうちの少なくとも一方に組
み込まれる、実施形態８７に記載のデバイス。
　９０．さらに：
　前記人物の前方の地上、及び前記頭部装着型ディスプレイデバイスの前方の地上からの
環境光を透過させること、
　波面補正を前記環境光に対して、前記処方に基づいて施すこと、
　前記補正後の環境光を前記人物に対して表示すること、を含み、前記補正後の環境光は
、前記画像が補正された状態で表示される、実施形態２７に記載の方法。
【００１２】
　以下の節における“追加の番号付けされる実施形態（ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢ
ＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ）”と題する番号付けされている追加の実施形態は、
以下の節における“追加の番号付けされる実施形態（ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥ
ＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ）”と題する番号付けされている追加の実施形態のリス
トが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰り返され、ここに
番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　老眼
　１．老眼を改善する着用可能な眼科用デバイスであって：
　頭部装着型眼科用システムと、
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　人物の注視姿勢を判断するように構成されるセンサと、
　光を前記人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　適応光学素子であって、前記適応光学素子を介して光が投影される、前記適応光学素子
と、を備え、前記適応光学素子は、前記画像の焦点を、前記人物の前記注視姿勢に基づい
て変更するように構成される、着用可能な眼科用デバイス。
　２．前記注視姿勢は、前記人物の頭部位置に基づいて判断される、実施形態１に記載の
デバイス。
　３．さらに、前記人物の頭部位置を判断するジャイロセンサを備える、実施形態１に記
載のデバイス。
　４．前記人物の前記注視姿勢は、前記眼の位置を追尾することにより判断される、実施
形態１に記載のデバイス。
　５．着用可能な眼科用デバイスであって：
　光源と、着用可能な光学系と、を備え、前記着用可能な光学系は、光を、前記着用可能
な光学系を着用している人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成され、
前記着用可能な光学系は、老眼を、前記人物の眼の光学処方に基づいて矯正するように構
成される、着用可能な眼科用デバイス。
　６．さらに、入力を、前記人物の光学処方を指定する前記人物から受信するように構成
されるユーザインターフェース操作部を備える、実施形態５に記載のデバイス。
　７．前記人物に異なる波面補正を提示して、前記人物の光学処方を特定するように構成
される、実施形態５に記載のデバイス。
　８．さらに、入力を、好適な前記補正を指定する前記人物から受信するように構成され
るユーザインターフェースを備える、実施形態７に記載のデバイス。
　９．前記着用可能な光学系は、適応光学系を前記着用可能な光学系に含み、前記適応光
学系は、調整されて前記補正を実行するように構成される、実施形態５に記載のデバイス
。
　１０．前記適応光学系は焦点可変素子を含む、実施形態９に記載のデバイス。
　１１．前記適応光学系は、変形可能な光学素子を含む、実施形態９に記載のデバイス。
　１２．前記変形可能な光学素子は変形可能なミラーを含む、実施形態１１に記載のデバ
イス。
　１３．前記着用可能な光学系は、異なる焦点面を形成するように構成される複数の導波
路を含む導波路積層体を備え、前記導波路積層体は、処方補正を行なうように構成される
、実施形態５に記載のデバイス。
　１４．前記導波路積層体は、所望の屈折率を付与して前記処方補正を行なう導波路を組
み合わせた複合導波路を含み、前記処方補正は、前記光を誘導して前記複合導波路内を通
過させることにより実行される、実施形態１３に記載のデバイス。
　１５．前記着用可能な光学系は、異なる深度面を設定し、前記着用可能な光学系は、異
なる画像コンテンツを前記異なる深度面に表示するように構成される、実施形態５に記載
のデバイス。
　１６．前記着用可能な光学系は、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる画像
コンテンツを異なる深度面に前記表示することは、異なる画像コンテンツを導波路積層体
の異なる導波路を介して表示することにより、異なる屈折率を異なる画像コンテンツに付
与することを含む、実施形態１５に記載のデバイス。
　１７．異なる画像コンテンツは、異なる数の導波路内を伝搬することにより、異なる屈
折率を異なる画像コンテンツに付与する、実施形態１６に記載のデバイス。
　１８．前記導波路は、屈折率を有する静的光学素子を含む、実施形態１３に記載のデバ
イス。
　１９．前記着用可能な光学系は、少なくとも１つの導波路を含み、前記処方補正は、前
記光を誘導して少なくとも１つの導波路内を通過させることにより実行される、実施形態
５に記載のデバイス。
　２０．前記少なくとも１つの導波路は、可変屈折率を有する動的光学素子を含む、実施
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形態１９に記載のデバイス。
　２１．さらに、アクセスされることにより前記処方補正を行なうように構成される処理
電子機器を備える、実施形態５に記載のデバイス。
　２２．さらに、前記人物の頭部の姿勢を測定するセンサを備える、実施形態２１に記載
のデバイス。
　２３．前記センサは、ジャイロセンサを含む、実施形態２２に記載のデバイス。
　２４．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を前記頭部位置に基づいて変更するよ
うに構成される、実施形態２２に記載のデバイス。
　２５．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を変化させて前記補正を行なうように
構成される焦点可変素子を含む、実施形態２１に記載のデバイス。
　２６．さらに、人物の輻輳点を特定するように構成される視線追跡システムを備える、
実施形態２１に記載のデバイス。
　２７．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を、特定した前記輻輳点に基づいて変
更するように構成される、実施形態２６に記載のデバイス。
　２８．前記デバイスは、前記処方補正を仮想現実画像コンテンツに対して行なうように
構成される仮想現実デバイスを備える、実施形態５に記載のデバイス。
　２９．前記デバイスは、前記処方補正を拡張現実画像コンテンツに対して行なうように
構成される拡張現実システムを備える、実施形態５に記載のデバイス。
　３０．前記着用可能な光学系は、前記処方補正を前記光源からの光で形成される画像、
及び前記デバイス、及び前記着用可能な光学系を着用している前記人物の前方の物体に基
づいて形成される画像に対して施すように構成される、実施形態２９に記載のデバイス。
　３１．さらに、前記人物の注視を、前記人物の左右眼のうち１つ以上の眼の動きに基づ
いて判断するように構成される電子機器を備える、実施形態５に記載のデバイス。
　３２．前記着用可能な光学系は、前記画像の焦点を、判断した前記注視に基づいて変更
するように構成される、実施形態３１に記載のデバイス。
　３３．前記人物の左右眼のうち１つ以上の眼の下方への動きは、前記人物が焦点を近視
野焦点深度に合わせていることを示唆している、実施形態３１に記載のデバイス。
　３４．前記着用可能な光学系は、前記着用可能な光学系の一部の屈折率を、前記人物の
眼の前記光学処方に基づいて大きくするように構成される、実施形態３３に記載のデバイ
ス。
　３５．さらに、前記人物の注視を、前記人物の左右眼のうち１つ以上の眼の動きに基づ
いて判断するように構成される電子機器を備える、実施形態１６に記載のデバイス。
　３６．前記センサは、前記人物の眼の輻輳点を特定するように構成される視線追跡シス
テムを備える、実施形態１に記載のデバイス。
　３７．輻輳角は、前記眼の位置に基づいて測定され、前記焦点は、前記輻輳角に基づい
て変更される、実施形態４に記載のデバイス。
　３８．前記人物の左右眼のうち１つ以上の眼の下方への動きは、前記左右眼の輻輳角が
増大することを示唆し、前記眼の前記輻輳角の増大は、前記人物が焦点を近視野焦点深度
に合わせていることを示唆している、実施形態３１に記載のデバイス。
　３９．さらに、前記眼の１つ以上の特性を、前記画像を観察しながら監視することによ
り、前記波面補正を決定するように構成されるバイオフィードバックシステムを備える、
実施形態５に記載のデバイス。
　４０．前記バイオフィードバックシステムは入力を、ホロプター（phoropter）、自動
屈折器、及び視線追跡システムのうちの少なくとも１つから受信する、実施形態４０に記
載のデバイス。
　４１．前記眼の特性は：前記眼の輻輳点の変化、前記人物の頭部位置の変化、前記眼の
瞳孔サイズの変化のうちの少なくとも１つである、実施形態４０に記載のデバイス。
　４２．さらに、前記人物の注視を、眼光を検出することにより判断するように構成され
る電子機器を備える、実施形態５に記載のデバイス。
【００１３】
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　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　斜視／弱視
　１．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように構
成される着用可能な拡張現実デバイスであって：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着型眼科用
システムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭
部装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現
実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記画像を変更して、補償用プリズム補正を加えて両眼の輻輳点を一致させる、着用可
能な拡張現実デバイス。
　２．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように構
成される着用可能な仮想現実デバイスであって：
　画像を前記着用者の眼に表示するディスプレイを含む着用可能な仮想現実ディスプレイ
プラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記画像を変更して、補償用プリズム補正を加えて両眼の輻輳点を一致させる、着用可
能な仮想現実デバイス。
　３．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように構
成される着用可能な拡張現実デバイスであって：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着型眼科用
システムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭
部装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現
実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、
　補償用プリズム補正を加えて両眼の輻輳点を一致させるように構成される適応光学素子
と、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態３に記載のデバイス。
　５．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態４に記載のデバイス。
　６．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態５に記載のデバ
イス。
　７．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように構
成される着用可能な仮想現実デバイスであって：
　画像を前記着用者の眼に表示するディスプレイを含む着用可能な仮想現実ディスプレイ
プラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、
　補償用プリズム補正を加えて両眼の輻輳点を一致させるように構成される適応光学素子
と、を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　８．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態７に記載のデバイス。
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　９．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態９に記載のデバ
イス。
　１１．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能なディスプレイデバイスであって、前記ディスプレイデバイスは：
　着用可能な頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源であっ
て、前記光源が、ファイバ走査ディスプレイを含む、前記光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記光源は、補償用プリズム補正を加えて両眼の輻輳点を一致させるように構成される
、着用可能なディスプレイデバイス。
　１２．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能なディスプレイデバイスであって、前記ディスプレイデバイスは：
　着用可能な頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　複数の導波路を含む導波路積層体であって、異なる導波路が、光を異なる深度面から投
影するように構成される、前記導波路積層体と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記画像を変更して、補償用プリズム補正を加えて両眼の輻輳点を一致させる、着用可
能なディスプレイデバイス。
　１３．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１２に記載のデ
バイス。
　１４．前記頭部装着型眼科用システムは拡張現実ディスプレイプラットフォームを備え
、前記頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型眼科用システムを
着用している前記着用者の眼に透過させるように構成される、実施形態１２に記載のデバ
イス。
　１５．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着型眼科用システムで
あって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型眼
科用システムを着用している前記着用者の眼に透過させる構成される、前記拡張現実頭部
装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、両眼を再トレーニング（retrain）して、両眼の
輻輳点を徐々に合わせるように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　１６．前記着用可能な拡張現実デバイスは、一方の眼を遮蔽することにより再トレーニ
ングするように構成される、実施形態１５に記載のデバイス。
　１７．前記着用可能な拡張現実デバイスは、一方の眼に入射する光の強度を低下させる
ことにより再トレーニングするように構成される、実施形態１５に記載のデバイス。
　１８．前記着用可能な拡張現実デバイスは、一方の眼に誘導される光をデフォーカスす
ることにより再トレーニングするように構成される、実施形態１５に記載のデバイス。
　１９．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、前記デバイスは：
　画像を着用者の眼に表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラットフォー
ムを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
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　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、両眼を再トレーニングして、両眼の輻輳点を徐々
に合わせるように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２０．前記着用可能な仮想現実デバイスは、一方の眼を遮蔽することにより再トレーニ
ングするように構成される、実施形態１９に記載のデバイス。
　２１．前記着用可能な仮想現実デバイスは、一方の眼に入射する光の強度を低下させる
ことにより再トレーニングするように構成される、実施形態１９に記載のデバイス。
　２２．前記着用可能な仮想現実デバイスは、一方の眼に誘導される光をデフォーカスす
ることにより再トレーニングするように構成される、実施形態１９に記載のデバイス。
　２３．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能なディスプレイデバイスであって、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着型眼科用システムで
あって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型眼
科用システムを着用している前記着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現
実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記画像を変更するように構成される適応光学素子と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、両眼を再トレーニングして、両眼の輻輳点を
徐々に合わせるように構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　２４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態２３に記載のデバイス。
　２５．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　２６．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態２５に記載のデ
バイス。
　２７．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能なディスプレイデバイスであって、前記デバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　前記画像を変更するように構成される適応光学素子と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、両眼を再トレーニングして、両眼の輻輳点を
徐々に合わせるように構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　２８．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態２７に記載のデバイス。
　２９．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態２８に記載のデバイス。
　３０．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態２９に記載のデ
バイス。
　３１．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能なディスプレイデバイスであって、前記デバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源であっ
て、前記光源がファイバ走査ディスプレイを含む、光源と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、両眼を再トレーニングして、両眼の輻輳点を
徐々に合わせるように構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
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　３２．単一の輻輳点に合わせることができない眼を持つ着用者により使用されるように
構成される着用可能なディスプレイデバイスであって、前記デバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　複数の導波路を含む導波路積層体であって、異なる導波路が、光を異なる深度面から投
影するように構成される、前記導波路積層体と、
　前記眼の注視を判断するように構成される視線追跡システムと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、両眼を再トレーニングして、両眼の輻輳点を
徐々に合わせるように構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　３３．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態３２に記載のデ
バイス。
　３４．前記頭部装着型眼科用システムは拡張現実ディスプレイプラットフォームを備え
、前記頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型ディスプレイシス
テムを着用している前記着用者の眼に透過させるように構成される、実施形態３２に記載
のデバイス。
【００１４】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　高次収差
　１．人物により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、前
記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着型眼科用システムで
あって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シ
ステムを着用している前記人物の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装
着型眼科用システムと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される少なくとも１
つの光源及び着用可能な光学系と、を備え、前記少なくとも１つの光源及び着用可能な光
学系は、屈折補正を高次屈折障害に対して行なうように構成される、着用可能な拡張現実
デバイス。
　２．前記少なくとも１つの光源はファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１に記載
のデバイス。
　３．さらに、前記人物の光学処方を指定する入力を受信するように構成されるユーザイ
ンターフェース操作部を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　４．前記着用可能な光学系は、適応光学系を前記着用可能な光学系に含み、前記適応光
学系は、調整されて前記屈折補正を実行するように構成される、実施形態１に記載のデバ
イス。
　５．前記適応光学系は焦点可変素子を含む、実施形態４に記載のデバイス。
　６．前記適応光学系は変形可能な光学素子を含む、実施形態４に記載のデバイス。
　７．前記変形可能な光学素子は変形可能なミラーを含む、実施形態６に記載のデバイス
。
　８．前記着用可能な光学系は、異なる焦点面を形成するように構成される複数の導波路
を含む導波路積層体を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　９．前記着用可能な光学系は、異なる深度面を含み、前記着用可能な光学系は、異なる
画像コンテンツを前記異なる深度面に表示するように構成される、実施形態１に記載のデ
バイス。
　１０．前記着用可能な光学系は、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる画像
コンテンツを異なる深度面に前記表示することは、異なる画像コンテンツを導波路積層体
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の異なる導波路を介して表示することにより、異なる屈折率を異なる画像コンテンツに付
与することを含む、実施形態９に記載のデバイス。
　１１．異なる画像コンテンツは、異なる数の導波路内を伝搬することにより、異なる屈
折率を異なる画像コンテンツに付与する、実施形態１０に記載のデバイス。
　１２．前記導波路は、屈折率を有する静的光学素子を含む、実施形態８に記載のデバイ
ス。
　１３．前記着用可能な光学系は、少なくとも１つの導波路を含む、実施形態１に記載の
デバイス。
　１４．前記少なくとも１つの導波路は、可変屈折率を有する動的光学素子を含む、実施
形態１３に記載のデバイス。
　１５．さらに、アクセスされることにより前記屈折補正を行なうように構成される処理
電子機器を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　１６．前記着用可能な光学系は、前記屈折補正を、前記光源からの光に基づいて形成さ
れる画像に適用し、前記デバイス及び前記着用可能な光学系を着用している前記人物の前
方の物体に基づいて形成される画像に適用するように構成される、実施形態１に記載のデ
バイス。
　１７．人物により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　画像を前記人物の眼に表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラットフォ
ームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される少なくとも１
つの光源及び着用可能な光学系と、を備え、前記少なくとも１つの光源及び着用可能な光
学系は、屈折補正を高次屈折障害に対して行なうように構成される、着用可能な仮想現実
デバイス。
　１８．さらに、前記人物の光学処方を指定する入力をリモートソース（remote source
）から受信するように構成される受信機回路を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　１９．さらに、前記着用可能な拡張現実デバイスの外部のメモリから、前記メモリ回路
に格納されている光学処方を受信するように構成される受信機を備え、前記着用可能な拡
張現実デバイスは屈折補正を、受信する前記光学処方に基づいて行なう、実施形態１に記
載のデバイス。
　２０．さらに、前記デバイスの前方の物体により形成される光の画像を取得するように
構成される外向きカメラを備え、前記人物の眼に表示される前記画像は前記取得画像を含
む、実施形態１７に記載のデバイス。
　２１．前記ユーザインターフェース操作部は、前記入力を、前記人物、サードパーティ
、及び医者のうちの少なくとも１つから受信するように構成される、実施形態３に記載の
デバイス。
　２２．前記着用可能な光学系は、屈折補正を、前記画像を形成する光が前記人物の眼に
投影されているときに、リアルタイムに行なうように構成される、実施形態１５に記載の
デバイス。
【００１５】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　色収差
　１．人物により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、前
記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着型眼科用
システムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部
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装着型システムを着用している前記人物の眼に透過させるように構成され、
　前記拡張現実ディスプレイは、前記画像の第１色成分を第１深度面に投影し、前記画像
の第２色成分を前記第１深度面とは異なる第２深度面に投影して、前記人物の眼の長手方
向色収差（longitudinal chromatic aberration）を補償するように構成される、着用可
能な拡張現実デバイス。
　２．前記拡張現実ディスプレイは、前記画像の第３色成分を前記第１及び第２深度面と
は異なる第３深度面に投影して、前記人物の眼の長手方向色収差を補償するように構成さ
れる、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記第１色成分は赤色である、実施形態１に記載のデバイス。
　４．前記第２色成分は緑色である、実施形態１に記載のデバイス。
　５．前記第３色成分は青色である、実施形態２に記載のデバイス。
　６．さらに、前記長手方向色収差に関する処方を受信するユーザインターフェースを備
える、実施形態１に記載のデバイス。
　７．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の焦点を自動的に変化させて
、光学処方を漸増的（incrementaly）に変更することにより検眼を行なうように構成され
る、実施形態１に記載のデバイス。
　８．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の第１色成分の焦点を自動的
に変化させて、光学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように構成される、
実施形態７に記載のデバイス。
　９．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記第２色成分の単色画像の焦点を自
動的に変化させて、光学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように構成され
る、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の第３色成分の単色画像の
焦点を自動的に変化させて、光学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように
構成される、実施形態９に記載のデバイス。
　１１．前記画像は文字を含む、実施形態１０に記載のデバイス。
　１２．前記画像は、図形記号、写真、又は図面を含む、実施形態１０に記載のデバイス
。
　１３．さらに、前記画像に関する入力を前記着用者から受信するように構成されるユー
ザインターフェースを備える、実施形態７に記載のデバイス。
　１４．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記人物が前記画像を快適に観察で
きるかどうかを評価して、観察できない場合に焦点を変化させることにより前記処方量を
正方向又は負方向に徐々に増加させるように構成される、実施形態７に記載のデバイス。
　１５．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記人物が前記画像を快適に観察で
きるかどうかを評価して、観察できる場合に前記人物の前記処方量を決定するように構成
される、実施形態７に記載のデバイス。
　１６．前記着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームはファイバ走査装置を含
む、実施形態１に記載のデバイス。
　１７．前記着用可能な拡張現実デバイスシステムは、異なる色の光が投影される角度を
、横方向色収差(lateral chromatic aberration)に基づいて変化させることができるよう
に構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１８．前記光学系は、前記光を投影するように構成される適応光学素子を含む、実施形
態１に記載のデバイス。
　１９．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１８に記載のデバイス。
　２０．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
深度面から投影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　２１．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２０に記載のデ
バイス。
　２２．人物により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
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　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装
着型システムを着用している人物の眼に透過させるように構成され、前記拡張現実ディス
プレイプラットフォームは、画像を前記眼に投影するように構成される光学系を含み、
　前記拡張現実ディスプレイは、前記画像の第１色成分を第１角度で投影し、前記画像の
第２色成分を前記第１角度とは異なる第２角度で投影して、前記人物の眼の横方向色収差
を補償するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２３．さらに、前記横方向色収差画像に関する処方を受信するユーザインターフェース
を備える、実施形態２２に記載のデバイス。
　２４．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の角度を自動的に変化させ
て、光学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように構成される、実施形態２
２に記載のデバイス。
　２５．人物により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームは、画像を前記人物の眼に投
影するように構成される光学系を含み、
　前記仮想現実ディスプレイは、第１色画像を第１深度面に投影し、第２色画像を前記第
１深度面とは異なる第２深度面に投影して、前記人物の眼の長手方向色収差を補償するよ
うに構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２６．人物により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実プラットフォームは、画像を前記人物の眼に投影するように
構成される光学系を含み、
　前記仮想現実ディスプレイは、第１色画像を第１角度で投影し、第２色画像を前記第１
角度とは異なる第２角度で投影して、前記人物の眼の横方向色収差を補償するように構成
される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２７．さらに、画像を取得するように構成される１つ以上の外向きカメラを備え、前記
眼に投影される前記画像は、前記取得画像を含む、実施形態１のいずれかに記載のデバイ
ス。
　２８．異なる色の光が投影される前記角度を変化させることにより、異なる色の前記光
により形成される画像を前記光学系の焦点面に沿って変位させることができる、実施形態
１７に記載のデバイス。
　２９．前記光学系は、入力を受信して、前記第１色成分の光が投影される前記角度を、
横方向色収差に基づいて変化させるように構成される適応光学系を含む、実施形態１７に
記載のデバイス。
　３０．人物により使用されるように構成される着用可能なデバイスであって、前記デバ
イスは：
　頭部装着型眼科用システムを備え、前記頭部装着型眼科用システムは：
　　画像を前記眼に投影するように構成される光学系を含むディスプレイプラットフォー
ムと、
　　前記光学系を、画像修正プログラムに基づいて駆動するように構成される処理デバイ
ス回路と、を含み、前記画像修正プログラムは、前記画像に対して光学表面により付与さ
れる色収差を補償するように設定される、着用可能なデバイス。
　３１．前記頭部装着型眼科用システムはさらに、前記処理デバイス回路に操作可能に接
続され、かつ前記画像修正プログラムを格納するように構成されるメモリを含む、実施形
態３０に記載のデバイス。
　３２．前記画像修正プログラムは、前記人物の光学処方に基づいて設定され、前記光学
表面は、前記眼の表面を含む、実施形態３０に記載のデバイス。
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　３３．前記画像修正プログラムは、前記画像に前記光学系により生じる色収差に基づい
て設定され、前記光学表面は、前記光学系の表面を含む、実施形態３０に記載のデバイス
。
　３４．前記光学系は焦点可変素子を含み、前記画像修正プログラムは、前記焦点可変素
子を、前記画像の第１色成分を第１深度面に選択的に投影し、前記画像の第２色成分を前
記第１深度面とは異なる第２深度面に選択的に投影して、長手方向色収差を補償するよう
に設定される、実施形態３０に記載のデバイス。
　３５．人物により使用されるように構成される着用可能なデバイスであって、前記デバ
イスは：
　頭部装着型眼科用システムを備え、前記頭部装着型眼科用システムは：
　　画像を格納するように構成されるメモリ回路と、
　　前記画像を前記人物の眼に投影するように構成される光学系を含むディスプレイプラ
ットフォームと、
　　前記メモリ回路に操作可能に接続され、かつ前記画像を変更して、前記人物の眼の色
収差を補償するように構成される処理デバイス回路と、を含む、着用可能なデバイス。
　３６．前記処理デバイスは、画像修正プログラムを前記人物の光学処方に基づいて適用
するように構成される、実施形態３５に記載のデバイス。
　３７．人物により使用されるように構成される着用可能なデバイスであって、前記デバ
イスは：
　ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型眼科用システムを備え、前記ディスプ
レイプラットフォームは、画像を前記人物の眼に投影するように構成される光学系を含み
、
　前記ディスプレイプラットフォームは、前記画像の第１色成分を第１明度で投影し、前
記画像の第２色成分を前記第１明度とは異なる第２明度で投影して、前記人物の眼の色収
差を補償するように構成される、着用可能なデバイス。
　３８．前記人物の眼の前記色収差により前記第１色成分が、前記眼の網膜の手前で結像
するようになり、前記第１明度は前記第２明度よりも高い、実施形態３７に記載のデバイ
ス。
　３９．前記人物の眼の前記色収差により前記第１色成分が、前記眼の網膜の後方で結像
するようになり、前記第１明度は前記第２明度よりも低い、実施形態３７に記載のデバイ
ス。
　４０．さらに、入力を前記拡張現実頭部装着型眼科用システムに対して行なうように構
成されるバイオフィードバックシステムを備え、前記光学処方の前記漸増的変更は、前記
入力に基づいて決定される、実施形態７に記載のデバイス。
　４１．さらに、前記眼の１つ以上の特性を他覚的（客観的）に監視するように構成され
るバイオフィードバックシステムを備え、前記光学的処方は、前記監視した１つ以上の特
性に基づく、実施形態７に記載のデバイス。
　４２．前記バイオフィードバックシステムは入力を、ホロプター、自動屈折器、及び視
線追跡システムのうちの少なくとも１つから受信する、実施形態４１に記載のデバイス。
　４３．前記眼の前記１つ以上の特性は：前記眼の輻輳点の変化、前記人物の頭部位置の
変化、前記眼の瞳孔サイズの変化のうちの少なくとも１つである、実施形態４１に記載の
デバイス。
　４４．さらに、前記眼の１つ以上の特性を他覚的に監視するように構成されるバイオフ
ィードバックシステムを備え、前記処方は、監視した前記眼の１つ以上の特性に基づいて
決定される、実施形態２４に記載のデバイス。
　４５．さらに、前記眼の１つ以上の特性を他覚的に監視するように構成されるバイオフ
ィードバックシステムを備え、前記光学処方は、監視した前記眼の１つ以上の特性に基づ
いて決定される、実施形態３２に記載のデバイス。
【００１６】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
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Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　ホロプター（Phoropter）
　１．左右の眼を持つ着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバ
イスであって、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装
着型システムを着用している前記人物の眼に透過させるように構成され、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の焦点を自動的に変化させて、光
学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように構成される、着用可能な拡張現
実デバイス。
　２．前記着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームはファイバ走査ディスプレ
イを含む、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記光学系は、前記光を投影するように構成される適応光学素子を含む、実施形態
１から２のいずれかに記載のデバイス。
　４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態３に記載のデバイス。
　５．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる深
度面から投影するように構成される、実施形態１から４のいずれかに記載のデバイス。
　６．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態５に記載のデバイ
ス。
　７．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは種々のサイズ及び／又は明度の様々な画
像を投影するように構成される、実施形態１から６のいずれかに記載のデバイス。
　８．前記画像は文字を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　９．さらに、前記画像に関する入力を前記着用者から受信するように構成されるユーザ
インターフェースを備える、実施形態１から８のいずれかに記載のデバイス。
　１０．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記患者が前記画像を正常な視力で
観察できるかどうかを評価して、焦点を前記評価に基づいて変えることにより前記処方量
を正方向又は負方向に漸増的に変更するように構成される、実施形態１から９のいずれか
に記載のデバイス。
　１１．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記患者が前記画像を正常な視力で
観察できるかどうかを評価して、前記着用者の処方量を前記評価に基づいて決定するよう
に構成される、実施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス。
　１２．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記処方量に対する調整を、前記眼
の物理的変化に基づいて自動的に行なうように構成される、実施形態１から１１のいずれ
かに記載のデバイス。
　１３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、眼の動きを追尾して調整を、前記眼
科用システムにより自動的に行なうことができるように構成される、実施形態１２に記載
のデバイス。
　１４．さらに、ファイバ光源を備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記
画像の焦点を、ファイバ長又はファイバ位置を変えることにより変化させる、実施形態１
から１２のいずれかに記載のデバイス。
　１５．さらに、マイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）デバイスを備え、前記拡張現実
頭部装着型眼科用システムは、前記画像の焦点を、前記ＭＥＭＳデバイスを変えることに
より変化させる、実施形態１から１２のいずれかに記載のデバイス。
　１６．前記検眼は、視力検査、発光光量検査、及び／又は眩光感度検査を含む、実施形
態１から１５のいずれかに記載のデバイス。
　１７．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記投影画像のフォーカス品質を自
動的に判断するように構成される、実施形態１から１６のいずれかに記載のデバイス。
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　１８．前記投影画像のフォーカス品質は、前記着用者の眼の焦点調節、輻輳、及び／又
は瞳孔サイズを分析することにより判断される、実施形態１７に記載のデバイス。
　１９．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、調節反射を、焦点調節、輻輳、及び
／又は瞳孔サイズを測定することにより測定するように構成される、実施形態１から１８
のいずれかに記載のデバイス。
　２０．左右の眼を持つ着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デ
バイスであって、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、画像を前記眼に投影するよう
に構成され、着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームは、ファイバ走査ディス
プレイを含み、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の焦点を自動的に変化させて、光
学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように構成される、着用可能な仮想現
実デバイス。
　２１．左右の眼を持つ着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デ
バイスであって、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームの光学系は画像を前記眼に投
影するように構成され、着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームは、複数の導
波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる深度面から投影するように
構成され、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像の焦点を自動的に変化させて、光
学処方を漸増的に変更することにより検眼を行なうように構成される、着用可能な仮想現
実デバイス。
【００１７】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　赤色反射
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している前記着用者の眼に透過させるように構成され、前記眼が網膜及び角膜
を含む、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影するように構成される光源であって、前記光の少なくとも一
部が、前記眼の少なくとも一部により反射されて反射を生じさせる、前記光源と、
　前記反射の画像を撮影するように構成されるカメラと、を備え、前記デバイスは、前記
着用者の眼に対する診断検査を行なって前記眼の異常を検出するように構成される、着用
可能な拡張現実デバイス。
　２．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備え、前記眼が網膜及び角膜を含む、仮想現実頭部装着型眼科用システム
と、
　光を前記着用者の眼に投影するように構成される光源であって、前記光の少なくとも一
部が、前記眼の少なくとも一部により反射されて反射を生じさせる、前記光源と、
　前記反射の画像を撮影するように構成されるカメラと、を備え、前記デバイスは、前記
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着用者の眼に対する診断検査を行なって前記眼の異常を検出するように構成される、着用
可能な仮想現実デバイス。
　３．前記光源は、前記光を前記眼に、前記眼の視線の法線に沿って誘導するように構成
される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　４．前記光源は、前記光を前記眼に、第１角度で第１時点において誘導し、異なる第２
角度で第２時点において誘導するように構成される、実施形態１又は２に記載のデバイス
。
　５．前記光源は、前記光を前記着用者の眼の第１部分に第１時点で誘導し、前記光を前
記着用者の眼の異なる第２部分に第２時点で誘導するように構成される、実施形態１又は
２に記載のデバイス。
　６．前記光源は、光を前記着用者の２つの眼に投影するように構成され、前記２つの眼
の各眼は網膜及び角膜を含む、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　７．さらに、光を前記着用者の第２眼に投影するように構成される第２光源を備え、前
記第２眼は、第２網膜及び第２角膜を含み、前記光の少なくとも一部が、前記第２眼の少
なくとも一部により反射されて反射を生じさせる、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　８．前記光源はディスプレイを含む、実施形態１から６のいずれかに記載のデバイス。
　９．前記ディスプレイはファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態８に記載のデバイ
ス。
　１０．前記カメラは眼球追尾カメラを含む、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　１１．さらに、眼球追尾カメラを備える、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　１２．前記眼の前記異常は、緑内障、白内障、眼の腫瘍、網膜芽細胞腫、網膜剥離、眼
の収差、又は角膜瘢痕（corneal scarring）を含む、実施形態１又は２に記載のデバイス
。
　１３．前記光源は、光を前記着用者の左右眼に投影するように構成される、実施形態１
から１２のいずれかに記載のデバイス。
　１４．前記カメラは、前記反射の画像を撮影して、前記着用者の左右の眼の赤色反射検
査を行なうように構成される、実施形態１から１３のいずれかに記載のデバイス。
　１５．前記眼の前記異常は、眼位ずれ（eye misalignment）、斜視、又は眼の非対称性
を含む、実施形態１３又は１４に記載のデバイス。
　１６．さらに、適応光学素子を備える、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　１７．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１６に記載のデバイス。
　１８．前記適応光学素子は、前記光を前記眼に、第１角度で第１時点において誘導し、
異なる第２角度で第２時点において誘導するように構成される、実施形態１６又は１７に
記載のデバイス。
　１９．前記適応光学素子は、前記光を前記着用者の眼の第１部分に第１時点で投影し、
前記光を前記着用者の眼の異なる第２部分に第２時点で投影するように構成される、実施
形態１６又は１７に記載のデバイス。
　２０．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を、異な
る深度面から投影されているかの如く投影するように構成される、実施形態１から１９の
いずれかに記載のデバイス。
　２１．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２０に記載のデ
バイス。
　２２．前記導波路積層体は、前記着用者の固視標（fixation target）を異なる深度面
に設けるように構成される、実施形態２０又は２１に記載のデバイス。
　２３．前記導波路積層体は、前記固視標の前記深度面を変化させることにより、前記着
用者の眼が調節を行なうようになるように構成される、実施形態１９から２１のいずれか
に記載のデバイス。
　２４．前記固視標は、前記着用者の視野の中心から離れて位置する、実施形態１９から
２３のいずれかに記載のデバイス。
　２５．前記導波路のうちの少なくとも１つの導波路は、前記反射の前記画像を撮影する
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ように構成される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　２６．前記複数の導波路は、前記反射の複数の画像を異なる深度面で撮影するように構
成される、実施形態２５に記載のデバイス。
　２７．前記導波路のうちの前記少なくとも１つの導波路は、屈折率を有する光学素子を
含み、前記屈折率は、前記眼から８インチ（２０．３２ｃｍ）～４フィート（１２１．９
２ｃｍ）に位置する深度面に対応する、実施形態２６に記載のデバイス。
　２８．前記ディスプレイプラットフォームは、第１固視標を第１位置に第１時点で設け
、第２固視標を異なる第２位置に、前記眼が動くようになる第２時点で設けるように構成
される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　２９．前記カメラは光管（light pipe）を含む、実施形態１から２８のいずれかに記載
のデバイス。
　３０．前記光源は光管を含む、実施形態１から２９のいずれかに記載のデバイス。
　３１．前記光は可視光を含む、実施形態１から３０のいずれかに記載のデバイス。
　３２．前記光は白色光を含む、実施形態３１に記載のデバイス。
　３３．さらに、前記カメラで検出される反射光のスペクトルを制限するように構成され
る少なくとも１つの機械フィルタを備える、実施形態３２に記載のデバイス。
　３４．前記デバイスは、前記カメラで撮影される画像をデジタルフィルタ処理して、少
なくとも１つの波長範囲の光を前記画像から除去するように構成される、実施形態３２に
記載のデバイス。
　３５．前記光は赤外光を含む、実施形態１から３２のいずれかに記載のデバイス。
　３６．前記光の前記少なくとも一部は、前記網膜で反射され、前記診断検査は赤色反射
検査を含む、実施形態１から３３のいずれかに記載のデバイス。
　３７．前記光の前記少なくとも一部は、前記角膜で反射され、前記診断検査はＨｉｒｓ
ｃｈｂｅｒｇ角膜反射検査を含む、実施形態１から３１３のいずれかに記載のデバイス。
　３８．前記デバイスはさらに、前記診断検査の結果を正常な結果又は異常な結果とのデ
ータベースと比較するように構成される、実施形態１から３５のいずれかに記載のデバイ
ス。
【００１８】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　眼圧
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部
装着型システムを着用している前記着用者の眼に透過させるように構成され、前記眼が角
膜を含み、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、力を前記眼の前記角膜に加えるよ
うに構成される、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記角膜の圧平度（へこみ率）を測定して、前記眼の眼圧を測定するように構成される
センサと、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む着用可能な仮想現実ディス
プレイプラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムであって、前記眼が
角膜を含み、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムが、力を前記眼の前記角膜に加える
ように構成される、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記角膜の圧平度（へこみ率）を測定して、前記眼の眼圧を測定するように構成される
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センサと、を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　３．前記頭部装着型眼科用システムは、空気パルスを吹き付けて前記角膜を平坦にする
ように構成される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　４．前記頭部装着型眼科用システムは、機械力を前記眼の角膜に前記着用者の眼瞼を介
して加えるように構成される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　５．前記頭部装着型眼科用システムはトランスデューサを含む、実施形態４に記載のデ
バイス。
　６．前記センサは、超音波距離画像生成方法を利用する、実施形態１から４のいずれか
に記載のデバイス。
　７．前記センサは、光音響画像生成方法を利用する、実施形態１から４のいずれかに記
載のデバイス。
　８．前記センサは撮像ヘッドを含む、実施形態１から４のいずれかに記載のデバイス。
　９．前記撮像ヘッドは、３Ｄ干渉撮像ヘッドを含む、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．さらに、光線を前記着用者の眼に投影するように構成される光源を備える、実施
形態１から９のいずれかに記載のデバイス。
　１１．さらに、光線を前記着用者の眼に投影するように構成されるファイバ走査ディス
プレイを備える、実施形態１から９のいずれかに記載のデバイス。
　１２．さらに、適応光学素子を備える、実施形態１０に記載のデバイス。
　１３．前記適応光学素子は、前記光を投影するように構成される、実施形態１２に記載
のデバイス。
　１４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１３に記載のデバイス。
　１５．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を、異な
る深度面から投影するように構成される、実施形態１から１４のいずれかに記載のデバイ
ス。
　１６．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１５に記載のデ
バイス。
　１７．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部
装着型システムを着用している前記着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張
現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影するように構成される光源と、
　反射光を測定するように構成される光モニタデバイスと、を備え、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、眼圧を前記測定反射光に基づいて測定する
ように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　１８．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む着用可能な仮想現実ディス
プレイプラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影するように構成される光源と、
　反射光を測定するように構成される光モニタデバイスと、を備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、眼圧を前記測定反射光に基づいて測定する
ように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　１９．前記光源は、光線を前記着用者の眼に投影するように構成されるファイバ走査デ
ィスプレイを備える、実施形態１７又は１８に記載のデバイス。
　２０．前記ファイバ走査ディスプレイのファイバ長は変化させることができる、実施形
態１９に記載のデバイス。
　２１．前記光モニタデバイスは前記ファイバ走査ディスプレイを備える、実施形態１９
に記載のデバイス。
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　２２．前記光モニタデバイスは前記ファイバ走査ディスプレイ又は光検出デバイスを備
える、実施形態１７又は１７に記載のデバイス。
　２３．前記眼に投影される前記光の波長は変更することができる、実施形態１７又は１
８に記載のデバイス。
　２４．さらに、前記光を前記着用者の眼に投影するように構成される適応光学素子を備
える、実施形態１７又は１８に記載のデバイス。
　２５．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　２６．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を、異な
る深度面から投影するように構成される、実施形態１７又は１８に記載のデバイス。
　２７．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２６に記載のデ
バイス。
　２８．前記光モニタデバイスは、後方散乱光を測定するように構成される、実施形態１
７から２７のいずれかに記載のデバイス。
　２９．前記光モニタデバイスは、前記着用者の眼の１つ以上のプルキンエ（Ｐｕｒｋｉ
ｎｊｅ）像を検出するように構成される、実施形態１７から２７のいずれかに記載のデバ
イス。
　３０．前記頭部装着型眼科用システムは、眼圧を、前記１つ以上のプルキンエ像の形状
又は位置に少なくとも部分的に基づいて測定するように構成される、実施形態２９に記載
のデバイス。
　３１．前記１つ以上のプルキンエ像は眼光を含む、実施形態２９又は３０に記載のデバ
イス。
　３２．前記眼科用システムはさらに、高眼圧症の発症を、測定した前記眼圧に少なくと
も部分的に基づいて検出するように構成される、実施形態１から３１のいずれかに記載の
デバイス。
　３３．前記眼科用システムはさらに、眼球脈を、一定の時間間隔で採取される測定値に
基づいて確認される複数の眼圧の比較に少なくとも部分的に基づいて測定するように構成
される、実施形態１から３１のいずれかに記載のデバイス。
【００１９】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　ピンホールオクルーダ（Pinhole Occluder）
　１．人物により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、前
記ディスプレイデバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している人物の少なくとも片方の眼に透過させるように構成される、前記拡張
現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力を人物から受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽し、着用者の視覚
機能に関する入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するように構
成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記着用可能な拡張現実デバイスは、中心領域を遮蔽するように構成される、実施
形態１に記載のデバイス。
　３．前記着用可能な拡張現実デバイスは、周辺領域を遮蔽するように構成される、実施
形態１に記載のデバイス。
　４．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の前記特定領域をデジタル的に



(32) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

遮蔽するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　５．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の前記特定領域を手動で遮蔽す
るように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　６．人物により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、前
記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型ディスプレイと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力を人物から受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽し、着用者の視覚
機能に関する入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するように構
成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　７．前記着用可能な拡張現実デバイスは、中心領域を遮蔽するように構成される、実施
形態６に記載のデバイス。
　８．前記着用可能な拡張現実デバイスは、周辺領域を遮蔽するように構成される、実施
形態６に記載のデバイス。
　９．画像は前記人物に提示され、前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記画像に関す
る入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するように構成される、
実施形態６に記載のデバイス。
　１０．人物により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであっ
て、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力を人物から受信するように構成されるユーザインターフェースと、
　前記画像を前記人物の眼の特定部分に投影するように構成される適応光学素子と、を備
え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽し、着用者の
視覚機能に関する入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するよう
に構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　１１．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１０に記載のデバイス。
　１２．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態１１に記載のデバイス。
　１３．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態１２に記載のデ
バイス。
　１４．人物により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであっ
て、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を人物の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源であって、前
記光源が、ファイバ走査ディスプレイを含む、前記光源と、
　入力を人物から受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽し、着用者の
視覚機能に関する入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するよう
に構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　１５．人物により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであっ
て、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記人物の片方の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と
、
　複数の導波路を含む導波路積層体であって、異なる導波路が、光を、異なる焦点面に投
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影するように構成される、前記導波路積層体と、
　入力を人物から受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽し、着用者の
視覚機能に関する入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するよう
に構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　１６．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１５に記載のデ
バイス。
　１７．前記頭部装着型ディスプレイシステムは、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している人物の眼に透過させるように構成される拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備える、実施形態１５に記載のデバイス。
　１８．人物により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している人物の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型眼
科用システムと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を備
え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽するように構成さ
れる、着用可能な拡張現実デバイス。
　１９．前記着用可能な拡張現実デバイスは、中心領域を遮蔽するように構成される、実
施形態１８に記載のデバイス。
　２０．前記着用可能な拡張現実デバイスは、周辺領域を遮蔽するように構成される、実
施形態１８に記載のデバイス。
　２１．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の前記特定部分をデジタル的
に遮蔽するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス。
　２２．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の前記特定部分を手動で遮蔽
するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス。
　２３．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記光のうち、前記人物の眼の前記特定部
分に対応する部分を遮光するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　２４．前記中心領域を遮蔽することにより、前記画像に対する前記人物の視覚であって
、前記人物の眼の視力障害の視覚を向上させることができる、実施形態２に記載のデバイ
ス。
　２５．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の特定部分を、前記人物の光
学処方に基づいて遮蔽するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス。
　２６．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の眼の特定部分を、前記光のうち
、前記画像を形成する周辺部分を遮光することにより遮蔽するように構成される、実施形
態１８に記載のデバイス。
　２７．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記人物の周囲の地上からの環境光の密度
を調整するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス。
　２８．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記眼の前記特定部分を、前記人物の周囲
の地上からの入力に基づいて遮蔽するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス
。
　２９．周囲からの入力は、注視姿勢の変化、周囲からの環境光の変化、及び焦点調節の
変化のうちの少なくとも１つを含む、実施形態２８に記載のデバイス。
　３０．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、前記光を異
なる焦点面に投影するように構成され、前記眼の特定部分をデジタル的に遮蔽することは
、光を異なる焦点面に選択的に投影することを含み、前記眼の前記特定部分は選択された
焦点面に対応する、実施形態２１に記載のデバイス。
　３１．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像のうち、前記眼の前記特定部分に
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対応する部分の色を変更するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス。
　３２．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像のうち、前記眼の前記特定部分に
対応する部分の明度を変更するように構成される、実施形態１８に記載のデバイス。
　３３．さらに、反射画像を、前記人物に提示される画像に基づいて受信するように構成
されるカメラを備え、前記反射画像は、前記人物の眼の前記特定部分を透過してきて、前
記眼の網膜で反射され、前記受信入力は、前記反射画像と予測反射画像の比較に基づいて
おり、前記予測反射画像は健常な眼に基づいて予測される、実施形態９に記載のデバイス
。
　３４．画像は前記人物に提示され、前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記画像に関
する入力を前記人物から前記ユーザインターフェースを介して受信するように構成される
、実施形態１４に記載のデバイス。
　３５．さらに、反射画像を、前記人物に提示される画像に基づいて受信するように構成
されるカメラを備え、前記反射画像は、前記人物の眼の前記特定部分を透過してきて、前
記眼の網膜で反射され、前記受信入力は、前記反射画像と予測反射画像の比較に基づいて
おり、前記予測反射画像は健常な眼に基づいて予測される、実施形態３４に記載のデバイ
ス。
　３６．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像のうち、前記眼の前記特定部分に
対応する部分の焦点を変更するように構成される、実施形態２１に記載のデバイス。
　３７．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像の別の部分に対する、前記画像の
うちの前記眼の前記特定部分に対応する部分のコントラストを変更するように構成される
、実施形態２１に記載のデバイス。
　３８．人物により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記人物の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を備
え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記人物の眼の特定部分を遮蔽するように構成さ
れる、着用可能な仮想現実デバイス。
【００２０】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　初期Ｗ４ＬＴ検査（Initial W4LT Test）
　１．左右の眼を持つ着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバ
イスであって、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部
装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実
頭部装着型眼科用システムと、
　前記拡張現実ディスプレイプラットフォームに前記左右の眼にそれぞれ対応して含まれ
る第１及び第２ディスプレイと、を備え、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、個別の第１及び第２画像を前記左右の眼に
それぞれ投影して視力障害を確認するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の両眼ジオプタ及び両眼の
単一ジオプタを評価するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、４光相当の検査（Ｗｏｒｔｈ　Ｆｏｕ
ｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｔｅｓｔ）又は４ドット相当の検査（Ｗｏｒｔｈ　Ｆｏｕｒ　Ｄｏｔ　
Ｔｅｓｔ）を実施するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
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　４．前記画像は有色ドットを含む、実施形態１に記載のデバイス。
　５．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、右眼又は左眼のいずれかの眼の遮蔽を
検出するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　６．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、入力を前記着用者から受信して、前記
受信入力を分析して、前記着用者の前記視力障害を確認するように構成される、実施形態
１に記載のデバイス。
　７．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記個別の第１及び第２画像を異なる
深度面から投影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　８．さらに、光を前記着用者の眼に投影するように構成されるファイバ走査ディスプレ
イを備える、実施形態１から７のいずれかに記載のデバイス。
　９．さらに、前記個別の第１及び第２画像を投影するように構成される適応光学素子を
備える、実施形態１から８のいずれかに記載のデバイス。
　１０．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態９に記載のデバイス。
　１１．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
深度面から投影するように構成される、実施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス
。
　１２．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１１に記載のデ
バイス。
　１３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の前記視力障害を、前記
着用者の対応する網膜に結像する前記個別の第１及び第２画像を分析することにより自動
的に確認するように構成される、実施形態１から１２のいずれかに記載のデバイス。
　１４．左右の眼を持つ着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デ
バイスであって、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む着用可能な仮想現実ディス
プレイプラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記仮想現実ディスプレイプラットフォームに前記左右の眼にそれぞれ対応して含まれ
る第１及び第２ディスプレイと、を備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、個別の第１及び第２画像を前記左右の眼に
それぞれ投影して、視力障害を確認するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス
。
　１５．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の両眼ジオプタ及び両眼
の単一ジオプタを評価するように構成される、実施形態１４に記載のデバイス。
　１６．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、４光相当の検査（Ｗｏｒｔｈ　Ｆｏ
ｕｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｔｅｓｔ）又は４ドット相当の検査（Ｗｏｒｔｈ　Ｆｏｕｒ　Ｄｏｔ
　Ｔｅｓｔ）を実施するように構成される、実施形態１４に記載のデバイス。
　１７．前記画像は有色ドットを含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１８．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記右眼又は前記左眼のいずれかの
眼の遮蔽を検出するように構成される、実施形態１４に記載のデバイス。
　１９．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、入力を前記着用者から受信し、前記
受信入力を分析し、前記着用者の前記視力障害を確認するように構成される、実施形態１
４に記載のデバイス。
　２０．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記個別の第１及び第２画像を異な
る深度面から投影するように構成される、実施形態１４に記載のデバイス。
　２１．さらに、光を前記着用者の眼に投影するように構成されるファイバ走査ディスプ
レイを備える、実施形態１４から２０のいずれかに記載のデバイス。
　２２．さらに、前記個別の第１及び第２画像を投影するように構成される適応光学素子
を備える、実施形態１４から２１のいずれかに記載のデバイス。
　２３．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態２２に記載のデバイス。
　２４．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
焦点面から投影するように構成される、実施形態１４から２３のいずれかに記載のデバイ
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ス。
　２５．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２４に記載のデ
バイス。
　２６．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の前記視力障害を、前記
着用者の対応する網膜に結像する前記個別の第１及び第２画像を分析することにより自動
的に確認するように構成される、実施形態１４から２５のいずれかに記載のデバイス。
【００２１】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　検影法（Retinoscopy）
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記眼は網膜を有する、前
記拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される少なくとも
１つの光源であって、前記少なくとも１つの光源が、光を、前記着用者の眼の網膜全体に
わたって掃引することにより前記網膜の反射を生じさせる、前記少なくとも１つの光源と
、
　前記掃引光に対する網膜の応答を測定して、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが
検影法を実施することにより前記眼の屈折障害を測定することができるように構成される
センサと、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記画像を動的に変更して動的検影法を行なうことができる、実施形態１に記載の
デバイス。
　３．前記少なくとも１つの光源は、ファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１から
２のいずれかに記載のデバイス。
　４．前記少なくとも１つの光源は、ファイバ走査ディスプレイ及び光発生源を含む、実
施形態１から３のいずれかに記載のデバイス。
　５．さらに、前記画像を前記着用者の眼の目標部位に投影するように構成される適応光
学素子を備える、実施形態１から４のいずれかに記載のデバイス。
　６．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態５に記載のデバイス。
　７．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態６に記載のデバイス。
　８．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態７に記載のデバ
イス。
　９．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる深
度面から投影するように構成される、実施形態１から８のいずれかに記載のデバイス。
　１０．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態９に記載のデバ
イス。
　１１．前記着用可能な拡張現実デバイスは、測定された前記屈折障害が、屈折率の変化
に応じて改善されたかどうかを判断するように構成される、実施形態１から１０のいずれ
かに記載のデバイス。
　１２．前記着用可能な拡張現実デバイスは、適用される屈折率を変更して測定された前
記屈折障害を低減するように構成される、実施形態１１に記載のデバイス。
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　１３．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムを備え、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、検影法を実施することにより前記眼の屈折
障害を測定するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　１４．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備え、前記眼は網膜を有する、仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される少なくとも
１つの光源であって、前記少なくとも１つの光源が、光を、前記着用者の眼の網膜全体に
わたって掃引することにより前記網膜の反射を生じさせる、前記少なくとも１つの光源と
、
　前記掃引光に対する網膜の応答を測定して、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムが
検影法を実施することにより前記眼の屈折障害を測定することができるように構成される
センサと、を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　１５．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備え、前記眼は網膜を有する、仮想現実頭部装着型眼科用システムを備え
、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、検影法を実施して前記眼の屈折障害を測定
するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
【００２２】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　スリットランプ（細隙灯顕微鏡）
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　照明光を前記着用者の眼に投影して、前記眼の前部又は後部に照射するように構成され
る光源であって、前記照明光の断面ビーム形状が、前記眼の上下方向に沿った断面ビーム
形状の寸法が、前記眼の鼻－側頭部方向に沿った断面ビーム形状の寸法よりも大きくなる
ように構成される、前記光源と、
　前記着用者の眼の前記照射部分の画像を撮影して、細隙灯検査を実施することにより、
前記眼の健康状態を判断するように構成される撮像システムと、を備える、着用可能な拡
張現実デバイス。
　２．前記光源からの前記照明光は、前記眼の表面の所定の位置に、前記位置の前記眼の
前記表面の法線方向に対して所定の角度で入射する、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記光源からの前記照明光は、前記眼の表面の所定の位置に、前記位置の前記眼の
前記表面の法線方向に対して約±１０度～約±９０度の範囲の角度で入射する、実施形態
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２に記載のデバイス。
　４．前記光源からの前記照明光は、前記眼球と交差し、かつ瞳孔位置を通る視軸線に沿
って入射する、実施形態２に記載のデバイス。
　５．前記光源からの前記照明光は、所定の幅を前記着用者の眼の側頭部－鼻軸線に沿っ
て有し、前記幅は、約２５ミクロン～約１．０ｍｍの範囲である、実施形態１に記載のデ
バイス。
　６．前記撮像システムは、前記着用者の眼を追尾するように構成されるカメラを含む、
実施形態１に記載のデバイス。
　７．前記デバイスはさらに、前記眼の健康状態を、既知パターンを前記撮像システムに
より撮影される前記画像と照合することにより判断するように構成される、実施形態１に
記載のデバイス。
　８．前記デバイスはさらに、前記撮像システムにより撮影される前記画像を前記眼に関
して既に取得されている画像と比較するように構成される、実施形態１に記載のデバイス
。
　９．前記光源はファイバ走査装置を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　１０．さらに、前記照明光を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適
応光学素子を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　１１．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１０に記載のデバイス。
　１２．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態１１に記載のデバイス。
　１３．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態１２に記載のデバイス。
　１４．前記適応光学素子は、前記着用者の眼の前記特定部分に対する前記照明光の入射
角を変化させるように構成される、実施形態１０に記載のデバイス。
　１５．前記適応光学素子は、前記照明光の幅を変化させるように構成される、実施形態
１０に記載のデバイス。
　１６．前記適応光学素子は、前記照明光の焦点が合う前記着用者の眼の深度を変化させ
るように構成される、実施形態１０に記載のデバイス。
　１７．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
焦点面から投影するように構成される、実施形態１から１７のいずれかに記載のデバイス
。
　１８．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１７に記載のデ
バイス。
　１９．前記照明光は、薄板状の光を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　２０．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して、前記眼に照射することにより、前記眼の細隙灯検査を
実施するように構成される走査型ファイバデバイスと、
　前記着用者の眼の前記照射部分の画像を撮影して前記眼の健康状態を判断するように構
成されるカメラと、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２１．走査型ファイバデバイスは、照明光を前記着用者の眼に投影するように構成され
る、実施形態２０に記載のデバイス。
　２２．前記照明光は、所定の幅を前記着用者の眼の鼻－側頭部方向に沿って有し、前記
幅は、約２５ミクロン～約１．０ｍｍの範囲である、実施形態２０に記載のデバイス。
　２３．前記照明光は矩形断面形状を有する、実施形態２０に記載のデバイス。
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　２４．前記眼の上下方向に沿った前記矩形断面形状の寸法は、前記眼の鼻－側頭部方向
に沿った前記矩形断面ビーム形状の寸法よりも大きい、実施形態２３に記載のデバイス。
　２５．走査型ファイバデバイスは、光を前記着用者の眼に、前記入射位置の前記眼の表
面に対して非垂直角度で投影するように構成される、実施形態２０に記載のデバイス。
　２６．前記デバイスはさらに、前記眼の健康状態を、既知パターンを前記カメラにより
撮影される前記画像と照合することにより判断するように構成される、実施形態２０に記
載のデバイス。
　２７．前記デバイスはさらに、前記撮像システムにより撮影される前記画像を前記眼に
関して既に取得されている画像と比較するように構成される、実施形態２０に記載のデバ
イス。
　２８．前記デバイスは、前記着用者の眼の変化を年に少なくとも２回検出するように構
成される、実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２９．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　照明光を前記着用者の眼に投影して、前記眼の前部又は後部に照射するように構成され
る光源であって、前記照明光の断面ビーム形状が、前記眼の上下方向に沿った前記断面ビ
ーム形状の寸法が、前記眼の鼻－側頭部方向に沿った前記断面ビーム形状の寸法よりも大
きくなるように構成される、前記光源と、
　前記着用者の眼の前記照射部分の画像を撮影して、細隙灯検査を実施することにより、
前記眼の健康状態を判断するように構成される撮像システムと、を備える、着用可能な仮
想現実デバイス。
　３０．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して、前記眼に照射することにより、前記眼の細隙灯検査を
実施するように構成される走査型ファイバデバイスと、
　前記着用者の眼の前記照射部分の画像を取得して前記眼の健康状態を判断するように構
成されるカメラと、を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　３１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　薄板状の光を前記着用者の眼に投影して、前記眼の前部又は後部に照射するように構成
される光源と、
　前記着用者の眼の前記照射部分の画像を撮影して、細隙灯検査を実施することにより、
前記眼の健康状態を判断するように構成されるカメラと、を備える、着用可能な拡張現実
デバイス。
　３２．前記光源からの前記薄板状の光は、前記眼の表面の所定の位置に、前記位置の前
記眼の前記表面の法線方向に対して所定の角度で入射する、実施形態２１に記載のデバイ
ス。
　３３．前記光源からの前記薄板状の光は、所定の幅を前記着用者の眼の側頭部－鼻軸線
に沿って有し、前記幅は、約２５ミクロン～約１．０ｍｍの範囲である、実施形態２１に
記載のデバイス。
　３４．前記カメラはさらに、前記着用者の眼を追尾するように構成される、実施形態２
１に記載のデバイス。
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　３５．前記デバイスはさらに、前記眼の健康状態を、既知パターンを前記撮像システム
により撮影される前記画像と照合することにより判断するように構成される、実施形態３
１に記載のデバイス。
　３６．前記デバイスはさらに、前記撮像システムにより撮影される前記画像を前記眼に
関して既に取得されている画像と比較するように構成される、実施形態３１に記載のデバ
イス。
　３７．前記光源はファイバ走査装置を含む、実施形態３１に記載のデバイス。
　３８．さらに、前記薄板状の光を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成され
る適応光学素子を備える、実施形態３１に記載のデバイス。
　３９．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態３８に記載のデバイス。
　４０．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態３９に記載のデバイス。
　４１．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態３１に記載のデバイス。
　４２．前記カメラは可視光カメラを含む、上の実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４３．前記カメラは赤外光カメラを含む、上の実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４４．前記デバイスは、前記着用者の眼の変化を年に少なくとも２回検出するように構
成される、上の実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４５．さらに、フレームを備え、前記ディスプレイは前記フレームにより支持される、
上の実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４６．前記光源は前記フレーム上に配置される、実施形態４５に記載のデバイス。
　４７．前記撮像システムは前記フレーム上に配置される、実施形態４５から４６に記載
のデバイス。
　４８．前記フレームは１つ以上のイヤーステム（ｅａｒ　ｓｔｅｍ）を含む、実施形態
４５から４７に記載のデバイス。
【００２３】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　色覚異常
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　ディスプレイを含む着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現
実頭部装着型眼科用システムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上か
らの光を、前記頭部装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成さ
れ、前記着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームは、少なくとも１つの光源を
含むディスプレイを備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、色覚検査を実施して、特定の色を検出する際の前
記着用者の色覚異常を検査するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　ディスプレイを含む着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを備える仮想現
実頭部装着型眼科用システムを備え、前記着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォ
ームは、少なくとも１つの光源を含むディスプレイを備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、色覚検査を実施して、特定の色を検出する際の前
記着用者の色覚異常を検査するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　３．前記頭部装着型眼科用システムは、前記ディスプレイが石原式カラープレートの画
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像を表示するように構成される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　４．前記頭部装着型眼科用システムは、前記ディスプレイが石原式カラープレートの仮
想画像を表示するように構成される、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　５．前記頭部装着型眼科用システムは、前記カラープレート又は色覚画像に関するユー
ザ入力を受信するように構成される、実施形態１から４のいずれかに記載のデバイス。
　６．前記頭部装着型眼科用システムは、前記着用者が、異常を有しているかどうかを、
前記色覚検査に基づいて判断するように構成される、実施形態１から５のいずれかに記載
のデバイス。
　７．前記頭部装着型眼科用システムは、アノマロスコープ検査を実施するように構成さ
れ、前記頭部装着型眼科用システムは、制御用色光を前記網膜の第１部分に投影し、可変
色光を前記網膜の第２部分に投影するように構成され、前記可変色は、着用者により制御
可能である、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　８．前記少なくとも１つの光源は、光を前記着用者の眼に投影するように構成されるフ
ァイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１から７のいずれかに記載のデバイス。
　９．前記少なくとも１つの光源は、異なる色光を前記着用者の眼に投影するように構成
される複数のファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１から７のいずれかに記載のデ
バイス。
　１０．前記頭部装着型眼科用システムは、背景を表示して前記色覚検査の視認性を高め
るように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１１．前記背景は、光を選択的に減衰させるように構成される１つ以上の空間光変調器
を使用して表示される、実施形態１０に記載のデバイス。
　１２．さらに、適応光学素子を備える、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１３．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１２に記載のデバイス。
　１４．前記ディスプレイは、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、前記導波路積層
体は、光を異なる深度面から投影するように構成される、上記実施形態のいずれかに記載
のデバイス。
　１５．前記ディスプレイは、石原式カラープレートを複数の深度面に投影するように構
成される、実施形態１４に記載のデバイス。
　１６．前記ディスプレイは、アノマロスコープ画像を複数の深度面に投影するように構
成される、実施形態１４に記載のデバイス。
　１７．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１４に記載のデ
バイス。
　１８．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームと、地上からの光を撮像するように
構成される少なくとも１つの外向きカメラと、を備える拡張現実頭部装着型眼科用システ
ムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型
システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記着用可能な拡張現
実ディスプレイプラットフォームは、少なくとも１つの光源を含むディスプレイを備え、
前記眼は網膜を含み、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、地上からの前記光を、前記着用者の色検出不全に
基づいて選択的に変調するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　１９．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームと、地上からの光を撮像して、地上
からの前記光を、前記頭部装着型システムを着用している着用者の眼に投影するように構
成される少なくとも１つの外向きカメラと、を備える仮想現実頭部装着型眼科用システム
を備え、前記仮想現実頭部装着型ディスプレイプラットフォームは、少なくとも１つの光
源を含み、前記眼は網膜を含み、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記眼に投影される地上からの前記光を、前記着
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用者の色検出不全に基づいて選択的に変調するように構成される、着用可能な仮想現実デ
バイス。
　２０．外向きカメラは、地上からの前記光に、前記着用者が色覚異常を持つ色が現われ
ていることを検出するように構成される、実施携帯１８又は１９に記載の着用可能な仮想
現実デバイス。
　２１．前記選択的変調では、光を前記光源から投影して、前記着用者が色覚異常を持つ
色を含む前記光の振幅を、前記ディスプレイの所定の領域において大きくする、実施形態
２０に記載のデバイス。
　２２．前記選択的変調では、前記ディスプレイの所定の領域における光の色を変化させ
る、実施形態２０に記載のデバイス。
　２３．前記ディスプレイの所定の領域における光の色を変化させることは、光学フィル
タを使用して、複数の光色素の間のスペクトル重なりを除去することを含む、実施形態２
２に記載のデバイス。
　２４．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を撮像して、地
上からの前記光を、前記頭部装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるよう
に構成され、前記着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームは、少なくとも１つ
の光源を含むディスプレイを備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記ディスプレイから投影される前記光を、前記
着用者の色検出不全に基づいて選択的に変調するように構成される、着用可能な拡張現実
デバイス。
　２５．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実頭部装着型ディスプレイプラットフォームは、少なくとも１
つの光源を含むディスプレイを備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記ディスプレイから前記眼に投影される前記光
を、前記着用者の色検出不全に基づいて選択的に変調するように構成される、着用可能な
仮想現実デバイス。
　２６．前記選択的変調では、光を前記光源から投影して、前記着用者が色覚異常を持つ
色を含む前記光の振幅を、前記ディスプレイの所定の領域において大きくする、実施形態
２４又は２５に記載のデバイス。
　２７．前記選択的変調では、前記ディスプレイの所定の領域における光の色を変化させ
る、実施形態２４又は２５に記載のデバイス。
　２８．前記選択的変調では、前記ディスプレイの少なくとも一部から投影される光の色
を強調する、実施形態２４又は２５に記載のデバイス。
　２９．前記選択的変調では、地上からの前記光の少なくとも一部の視認性を、打ち消す
干渉を起こすことにより低下させる、実施形態２４に記載のデバイス。
【００２４】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　検眼鏡／眼底鏡
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムを備
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え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型システ
ムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の眼の照射部分の画像を撮影し
て分析することにより、前記着用者の眼の健康状態を監視し、前記眼の異常、又は他の健
康問題を検出するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．さらに、特定の焦点の光線を前記着用者の眼の少なくとも１つの部分に投影するよ
うに構成されるファイバ走査ディスプレイを備える、実施形態１に記載のデバイス。
　３．さらに、前記着用者の眼の前記照射部分の前記画像を撮影する眼球追尾カメラを備
える、実施形態１に記載のデバイス。
　４．前記ファイバ走査ディスプレイは、前記着用者の眼の前記照射部分の前記画像を撮
影するように構成される、実施形態２に記載のデバイス。
　５．さらに、前記着用者の眼の前記照射部分の前記画像を撮影する特殊カメラを備える
、実施形態１に記載のデバイス。
　６．さらに、前記撮像された画像を分析して、眼の異常又は健康問題を検出するように
構成される、電子ハードウェア処理装置を備える、実施形態１～５のいずれかに記載のデ
バイス。
　７．前記電子処理デバイスは、前記眼の異常を、既知パターンを前記画像と照合するこ
とにより検出するように構成される、実施形態６に記載のデバイス。
　８．前記電子処理デバイスには、健康問題のパターンを予め読み込んでおく、実施形態
６に記載のデバイス。
　９．前記電子ハードウェア処理デバイスは、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムか
ら遠く離れた場所に位置する、実施形態１から８のいずれか１つの実施形態に記載のデバ
イス。
　１０．さらに、適応光学素子を備える、実施形態１から１０に記載のデバイス。
　１１．前記適応光学素子は、光線を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成さ
れる、実施形態１１に記載のデバイス。
　１２．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１１に記載のデバイス。
　１３．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を、異な
る焦点面から発せられるように投影するように構成される、実施形態１から１３のいずれ
かに記載のデバイス。
　１４．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１３に記載のデ
バイス。
　１５．前記ファイバ走査ディスプレイは、光線を前記着用者の眼の眼底に投影するよう
に構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１６．前記投影される光線は白色光を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　１７．前記投影される光線は有色光を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　１８．前記投影される光線は、可視光スペクトルの赤色領域、緑色領域、又は青色領域
の波長を有する、実施形態１７に記載のデバイス。
　１９．前記投影される光線は、赤外光スペクトルの波長範囲の光である、実施形態１に
記載のデバイス。
　２０．前記投影される光線は、前記着用者の眼の異なる深度に結像するように設定され
る、実施形態１に記載のデバイス。
　２１．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の眼の眼底の少なくとも
一部の画像を撮影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　２２．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の網膜の少なくとも一部
の画像を撮影するように構成される、実施形態２１に記載のデバイス。
　２３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の眼の異なる深度の画像
を撮影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　２４．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
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　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光線を前記着用者の眼の少なくとも１つの部分に投影するように構成される光源と、
　前記着用者の眼の照射部分の画像を撮影して分析することにより、前記着用者の眼の健
康状態を監視し、前記眼の異常、又は他の健康問題を検出するように構成されるカメラと
、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２５．前記光源はファイバ走査装置を含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　２６．前記カメラは眼球追尾カメラを含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　２７．前記カメラは前記ファイバ走査装置を含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　２８．さらに、前記撮影画像を分析して前記着用者の眼の健康状態を監視するか、又は
前記眼の異常を検出するように構成される電子ハードウェア処理デバイスを備える、実施
形態２４に記載のデバイス。
　２９．前記電子ハードウェア処理デバイスは、前記撮影画像を、既知のパターン、色、
形状、又はサイズを、前記撮影画像と照合することにより分析するように構成される、実
施形態２８に記載のデバイス。
　３０．前記電子ハードウェア処理デバイスには、健康問題のパターンを予め読み込んで
おく、実施形態２９に記載のデバイス。
　３１．前記電子ハードウェア処理デバイスは、前記撮影画像を、前記電子ハードウェア
処理デバイスからアクセス可能な情報ストアに格納されている１つ以上の画像と比較する
ように構成される、実施形態２８に記載のデバイス。
　３２．さらに、適応光学素子を備える、実施形態２４に記載のデバイス。
　３３．前記適応光学素子は、光線を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成さ
れる、実施形態３２に記載のデバイス。
　３４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態３２に記載のデバイス。
　３５．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を、異な
る焦点面から発せられるように投影するように構成される、実施形態２４から３４のいず
れかに記載のデバイス。
　３６．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態３５に記載のデ
バイス。
　３７．前記光源は、光線を前記着用者の眼の眼底に投影するように構成される、実施形
態２４に記載のデバイス。
　３８．前記投影される光線は白色光を含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　３９．前記投影される光線は有色光を含む、実施形態２４に記載のデバイス。
　４０．前記投影される光線は、可視光スペクトルの赤色領域、緑色領域、又は青色領域
の波長を有する、実施形態３９に記載のデバイス。
　４１．前記投影される光線は、赤外光スペクトルの所定の範囲の波長を含む、実施形態
２４に記載のデバイス。
　４２．前記投影される光線は、前記着用者の眼の異なる深度に結像するように設定され
る、実施形態２４に記載のデバイス。
　４３．前記カメラは、前記着用者の眼の眼底の少なくとも一部の画像を撮影するように
構成される、実施形態２４に記載のデバイス。
　４４．前記カメラは、前記着用者の眼の異なる深度の画像を撮影するように構成される
、実施形態２４に記載のデバイス。
　４５．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　特定の焦点の光線を前記着用者の眼の少なくとも１つの部分に投影するように構成され
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るファイバ走査ディスプレイと、を備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の眼の照射部分の画像を撮影し
て分析することにより、前記着用者の眼の健康状態を監視し、前記眼の異常、又は他の健
康問題を検出するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　４６．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　特定の焦点の光線を前記着用者の眼の少なくとも１つの部分に投影するように構成され
る光源と、
　前記着用者の眼の照射部分の画像を撮影して分析することにより、前記着用者の眼の健
康状態を監視し、前記眼の異常、又は他の健康問題を検出するように構成される撮像シス
テムと、を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　４７．前記眼のうち、画像が前記デバイスにより撮影される部分は眼底を含む、上記実
施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４８．前記眼のうち、画像が前記デバイスにより撮影される部分は網膜を含む、上記実
施形態のいずれかに記載のデバイス。
【００２５】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　共焦点顕微鏡検査／ＳＬＯ
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装
着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記拡張現実頭部
装着型眼科用システムは、前記眼を撮像するように構成される共焦点顕微鏡を含む、着用
可能な拡張現実デバイス。
　２．前記共焦点顕微鏡は光源を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記光源は点光源を含む、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記光源はさらに、開口部（aperture）を備えることにより点光源を形成する、実
施形態３に記載のデバイス。
　５．前記光源は、異なる波長の光線を異なる時点で投影するように構成される、実施形
態２から４のいずれかに記載のデバイス。
　６．前記波長は可視光波長を含む、実施形態５に記載のデバイス。
　７．前記波長は赤外線波長を含む、実施形態５に記載のデバイス。
　８．前記共焦点顕微鏡は、光が光源により前記眼に投影されるときの角度を撮像対象で
ある両眼間の部分に基づいて変えることができるように構成される、実施形態１から７の
いずれかに記載のデバイス。
　９．前記共焦点顕微鏡は、前記眼で反射される光を透過させるように構成される少なく
とも１つのピンホール開口部を備える、実施形態１から８のいずれかに記載のデバイス。
　１０．前記共焦点顕微鏡は、前記眼で反射される光を集光させる屈折率を持つ少なくと
も１つの撮像光学素子を備える、実施形態９に記載のデバイス。
　１１．前記ピンホール開口部は、前記撮像光学素子と前記光検出デバイスとの間の光路
に配置される、実施形態１０に記載のデバイス。
　１２．前記ピンホール開口部は、前記眼で反射される前記光の焦点に配置される、実施
形態９から１１のいずれかに記載のデバイス。
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　１３．前記ピンホール開口部は、前記撮像光学素子の焦点に配置される、実施形態９か
ら１１のいずれかに記載のデバイス。
　１４．前記共焦点顕微鏡は光検出デバイスを備える、実施形態１から１３のいずれかに
記載のデバイス。
　１５．前記共焦点顕微鏡はファイバ走査装置を備える、実施形態１から１４のいずれか
に記載のデバイス。
　１６．前記ファイバ走査装置は、光線を投影するように構成される、実施形態１５に記
載のデバイス。
　１７．前記ファイバ走査装置は、前記眼で反射される光を受光するように構成される、
実施形態１５から１６のいずれかに記載のデバイス。
　１８．前記ファイバ走査装置は光検出デバイスを含む、実施形態１７に記載のデバイス
。
　１９．前記光学系は、前記光を投影するように構成される適応光学素子を備える、実施
形態１から１８のいずれかに記載のデバイス。
　２０．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１９に記載のデバイス。
　２１．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
深度面から投影するように構成される、実施形態１から２０のいずれかに記載のデバイス
。
　２２．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２１に記載のデ
バイス。
　２３．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用
システムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームは、画像を前記着用者の眼
に投影するように構成され、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記眼を撮像す
るように構成される共焦点顕微鏡を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　２４．前記共焦点顕微鏡は、レーザを含む光源を含む走査型レーザ検眼鏡を備える、実
施形態１及び実施形態３から２３のいずれかに記載のデバイス。
　２５．さらに、蛍光色素を供給するように構成される流体送達システムを備える、上記
実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２６．前記眼の網膜に投影される画像をリアルタイムに可視化するように構成される、
上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
【００２６】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　二光子顕微鏡検査（Two-Photon Microscopy）
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装
着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記拡張現実頭部
装着型眼科用システムは、前記眼を、二光子吸収を行なって蛍光を発することにより撮像
するように構成される二光子吸収顕微鏡を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記二光子吸収顕微鏡は光源を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記光源はレーザを含む、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記レーザは、ピコ秒パルスを出力するように構成されるピコ秒レーザを含む、実
施形態３に記載のデバイス。
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　５．前記レーザは、フェムト秒パルスを出力するように構成されるフェムト秒レーザを
含む、実施形態３に記載のデバイス。
　６．前記レーザはモードロックレーザを含む、実施形態３に記載のデバイス。
　７．前記レーザはファイバレーザを含む、実施形態３に記載のデバイス。
　８．前記光源は、赤外波長を出力するように構成される、実施形態２に記載のデバイス
。
　９．前記光源は、７００～１０００ｎｍの波長を有する赤外光を出力するように構成さ
れる、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．さらに、前記光を前記眼に集光させるように設定される屈折率を持つ光学素子を
備える、実施形態１から９のいずれかに記載のデバイス。
　１１．前記二光子吸収顕微鏡は、光が光源により前記眼に投影されるときの角度を前記
眼のうちの撮像対象部分に基づいて変えることができるように構成される、実施形態１か
ら１０のいずれかに記載のデバイス。
　１２．さらに、光線を前記眼に走査するように構成されるスキャナを備える、実施形態
１から１１のいずれかに記載のデバイス。
　１３．前記二光子吸収顕微鏡は光検出デバイスを備える、実施形態１から１２のいずれ
かに記載のデバイス。
　１４．前記二光子吸収顕微鏡はファイバ走査装置を備える、実施形態１から１３のいず
れかに記載のデバイス。
　１５．前記ファイバ走査装置は、光線を投影するように構成される、実施形態１４に記
載のデバイス。
　１６．前記ファイバ走査装置は、前記眼で反射される光を受光するように構成される、
実施形態１４から１５のいずれかに記載のデバイス。
　１７．前記ファイバ走査装置は光検出デバイスを含む、実施形態１６に記載のデバイス
。
　１８．さらに、前記光を投影するように構成される適応光学素子を備える、実施形態１
から１７のいずれかに記載のデバイス。
　１９．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１８に記載のデバイス。
　２０．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
深度面から投影するように構成される、実施形態１から１９のいずれかに記載のデバイス
。
　２１．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２０に記載のデ
バイス。
　２２．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装
着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記拡張現実頭部
装着型眼科用システムは、前記眼を、多光子吸収を行なって蛍光を発することにより撮像
するように構成される多光子吸収顕微鏡を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２３．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームは、画像を前記着用者の眼に
投影するように構成され、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記眼を撮像する
ように構成される二光子吸収顕微鏡を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　２４．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームは、画像を前記着用者の眼に
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投影するように構成され、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記眼を撮像する
ように構成される多光子吸収顕微鏡を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
【００２７】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　自動屈折器
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムを備
え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型システ
ムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記眼は網膜を有し、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記網膜の画像を撮影し、前記ファイバ走
査ディスプレイにより形成される１つ以上の画像が前記網膜に結像する場合を判断して前
記着用者の光学処方を決定するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．さらに、１つ以上の画像を様々な深度に表示するように構成されるファイバ走査デ
ィスプレイを備える、実施形態１に記載のデバイス。
　３．さらに、１つ以上の画像を様々な深度に表示するように構成される適応光学素子を
備える、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態３に記載のデバイス。
　５．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態４に記載のデバイス。
　６．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態５に記載のデバイス。
　７．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる焦
点面から投影するように構成される、実施形態１から６のいずれかに記載のデバイス。
　８．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態７に記載のデバイ
ス。
　９．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムであって、前記眼が網膜を有す
る、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　１つ以上の画像を様々な深度に表示するように構成されるファイバ走査ディスプレイと
、を備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記網膜の画像を撮影し、前記ファイバ走
査ディスプレイにより形成される１つ以上の画像が前記網膜に結像する場合を判断して前
記着用者の光学処方を決定するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
【００２８】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　ＯＣＴ
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
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　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用シ
ステムを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装
着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記拡張現実ディ
スプレイは、前記眼を撮像するように構成される光コヒーレンストモグラフィシステム（
optical coherence tomography system）を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、様々な波長の光線を投影するように
構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記波長は可視光波長を含む、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記波長は赤外線波長を含む、実施形態２に記載のデバイス。
　５．前記着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームは、ファイバ走査装置を含
む３Ｄ走査型ヘッドを備える、実施形態１から４のいずれかに記載のデバイス。
　６．前記ファイバ走査装置は、光線を前記眼に投影するように構成される、実施形態５
に記載のデバイス。
　７．前記ファイバ走査装置は、光を前記眼から受光するように構成される、実施形態５
に記載のデバイス。
　８．さらに、眼の動きを測定してノイズを光コヒーレンストモグラフィ画像から除去す
るように構成される視線追跡システムを備える、実施形態１から７のいずれかに記載のデ
バイス。
　９．さらに、ＥＲＧ（網膜電図写真）を備える、実施形態１から７のいずれかに記載の
デバイス。
　１０．前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、光が光源から投影されるときの角
度を撮像対象である両眼間の領域に基づいて変えることができるように構成される、実施
形態１から９のいずれかに記載のデバイス。
　１１．さらに、光を前記眼から受光するように構成される１つ以上の内向きカメラを備
える、実施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス。
　１２．前記１つ以上の内向きカメラは、少なくとも１つのＣＭＯＳセンサを備える、実
施形態１１に記載のデバイス。
　１３．さらに、前記システムの異なる部分に配置される複数の光検出デバイスを備える
、実施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス。
　１４．前記光検出デバイスは、前記頭部装着型眼科用システムの周縁（rim）の周りに
配置することができる、実施形態１２に記載のデバイス。
　１５．前記光検出デバイスは、前記頭部装着型眼科用システムのフレームの周辺（peri
phery）の周りに配置することができる、実施形態１２に記載のデバイス。
　１６．前記光学系は、光を投影するように構成される適応光学素子を含む、実施形態１
から１４のいずれかに記載のデバイス。
　１７．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１５に記載のデバイス。
　１８．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
深度面から投影するように構成される、実施形態１から１６のいずれかに記載のデバイス
。
　１９．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１７に記載のデ
バイス。
　２０．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用
システムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームは、画像を前記着用者の眼
に投影するように構成され、前記仮想現実ディスプレイは、前記眼を撮像するように構成
される光コヒーレンストモグラフィシステムを備え、
　前記着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームはファイバ走査装置を備える、
着用可能な仮想現実デバイス。
　２１．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
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、前記デバイスは：
　着用可能な拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用
システムを備え、前記仮想現実ディスプレイプラットフォームは、画像を前記着用者の眼
に投影するように構成され、前記仮想現実ディスプレイは、前記眼を撮像するように構成
される光コヒーレンストモグラフィシステムを備え、
　前記着用可能な仮想現実ディスプレイプラットフォームは、複数の導波路を含む導波路
積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる深度面から投影するように構成される、着用
可能な仮想現実デバイス。
【００２９】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　収差計（Aberrometer）
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、前記眼が角膜、水晶体、及
び網膜を有する、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　波面を生成し、前記波面を前記着用者の眼に投影して前記眼の角膜及び水晶体を透過し
、前記眼の網膜で反射して戻すように構成される少なくとも１つの光源及び着用可能な光
学系と、
　前記眼を透過する前記波面を測定して前記眼の異常を判断するように構成される収差計
と、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記少なくとも１つの光源は、ファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１に記
載のデバイス。
　３．前記少なくとも１つの光源は、所望の波面を生成するように構成される、実施形態
１に記載のデバイス。
　４．前記少なくとも１つの光源は、異なる波長の波面を生成するように構成される、実
施形態１に記載のデバイス。
　５．前記少なくとも１つの光源は、前記眼に投影される可視光波面を生成するように構
成される、実施形態４に記載のデバイス。
　６．前記少なくとも１つの光源は、前記眼に投影される非可視光波面を生成するように
構成される、実施形態４に記載のデバイス。
　７．前記着用可能な光学系は、調整されて補正を実行するように構成される適応光学系
を含む、実施形態１に記載のデバイス。
　８．前記適応光学系は焦点可変素子を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　９．前記適応光学系は変形可能な光学素子を含む、実施形態７に記載のデバイス。
　１０．前記変形可能な光学素子は変形可能なミラーを含む、実施形態９に記載のデバイ
ス。
　１１．前記着用可能な光学系は、異なる焦点面を形成するように構成される複数の導波
路を含む導波路積層体を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　１２．前記導波路積層体は、所望の波面を生成するように構成される、実施形態１１に
記載のデバイス。
　１３．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムであって、前記眼が、角膜、水
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晶体、及び網膜を有する、前記仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　波面を生成し、前記波面を前記着用者の眼に投影して前記眼の角膜及び水晶体を透過し
、前記眼の網膜で反射して戻すように構成される少なくとも１つの光源及び着用可能な光
学系と、
　前記眼を透過する前記波面を測定して前記眼の異常を判断するように構成される収差計
と、を備える、着用可能な仮想現実デバイス。
【００３０】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　超音波
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　前記着用者が観察可能な画像を形成するように構成されるディスプレイを含む拡張現実
ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであって、前記
拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型システムを着用
している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型眼科用シス
テムと、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムと一体に設けられて、超音波を前記ユーザの眼
に送波することにより超音波画像を生成する超音波トランスデューサを含む超音波生成部
と、を備える、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記着用可能な拡張現実システムは、生成された前記超音波画像に基づいて、前記
眼の異常を検出するか、又は前記ユーザの眼の健康状態を監視するように構成される、実
施形態１に記載のデバイス。
　３．さらに、眼の異常を検出するパターン照合アルゴリズムを有するように構成される
処理デバイスを備える、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記超音波生成部は、超音波を前記ユーザのプロトコルに基づいて送出するように
構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　５．さらに、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適応光
学素子を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　６．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態５に記載のデバイス。
　７．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態６に記載のデバイス。
　８．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態７に記載のデバイス。
　９．さらに、前記画像を前記着用者の前記眼内に形成する光源を備え、前記光源はファ
イバ走査ディスプレイを含む、実施形態１に記載のデバイス。
　１０．前記ディスプレイは、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は
、光を異なる焦点面に投影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１１．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１０に記載のデ
バイス。
　１２．前記超音波生成部は、超音波エネルギーを前記眼に送信して超音波エネルギーを
前記眼から受信するように構成されるプローブを備える、実施形態１から１１のいずれか
に記載のデバイス。
　１３．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　前記着用者が観察可能な画像を形成するように構成されるディスプレイを含む拡張現実
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ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであって、前記
拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型システムを着用
している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型眼科用シス
テムと、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムに接続されて、超音波を前記ユーザの眼に送波
することにより超音波画像を生成して、前記眼の異常を検出することができる超音波トラ
ンスデューサを含む超音波生成部と、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記超音波に対する前記ユーザの眼の応答を測定
して眼の異常を検出するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　１４．前記異常は網膜剥離を含む、実施形態１３に記載のデバイス。
　１５．さらに、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適応
光学素子を備える、実施形態１３に記載のデバイス。
　１６．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１３に記載のデバイス。
　１７．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態１６に記載のデバイス。
　１８．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態１７に記載のデバイス。
　１９．さらに、前記画像を前記着用者の前記眼内に形成する光源を備え、前記光源はフ
ァイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１３に記載のデバイス。
　２０．前記ディスプレイは、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は
、光を異なる焦点面に投影するように構成される、実施形態１３に記載のデバイス。
　２１．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２０に記載のデ
バイス。
　２２．前記超音波生成部は、超音波エネルギーを前記眼に送信して超音波エネルギーを
前記眼から受信するように構成されるプローブを備える、実施形態１３から２１に記載の
デバイス。
　２３．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムに接続されて、超音波を前記ユーザの眼に送波
することにより超音波画像を生成する超音波トランスデューサを含む超音波生成部と、を
備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　２４．前記眼の異常を生成された前記超音波画像に基づいて検出するように構成される
、実施形態２１に記載のデバイス。
　２５．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムに接続されて、超音波を前記ユーザの眼に送波
することにより超音波画像を生成して前記眼の異常を検出することができる超音波トラン
スデューサを含む超音波生成部と、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記超音波に対する前記ユーザの眼の応答を測定
するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２６．前記眼の異常を測定された前記応答に基づいて検出するように構成される、実施
形態２２に記載のデバイス。
　２７．前記デバイスは、聴診を行なうように構成される、上記実施形態のいずれかに記
載のデバイス。
　２８．前記デバイスは、超音波エネルギーを前記眼に可聴周波数範囲で送信するか、又
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は前記眼から可聴周波数範囲で受信するように構成される、上記実施形態のいずれかに記
載のデバイス。
【００３１】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　電気眼球図記録法（ＥＯＧ）、脳波記録法（ＥＥＧ）、網膜電図写真（ＥＲＧ）
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　ディスプレイを含む拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型
眼科用システムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、
前記頭部装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記
拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記眼の周りに配置されるように構成される複数の電極と、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記網膜の静止電位（resting electrical poten
tial：安静電位）を測定及び比較するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記電極は、電気眼球図記録（ＥＯＧ）センサを備える、実施形態１に記載のデバ
イス。
　３．さらに、脳波記録法（ＥＥＧ）センサを備える、実施形態２に記載のデバイス。
　４．さらに、前記眼を蛍光撮像するように構成されるカメラを備える、実施形態１に記
載のデバイス。
　５．さらに、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適応光
学素子を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　６．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態６に記載のデバイス。
　７．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態７に記載のデバイス。
　８．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態８に記載のデバ
イス。
　９．前記光源はファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１に記載のデバイス。
　１０．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
焦点面に投影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１１．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１１に記載のデ
バイス。
　１２．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　ディスプレイを含む拡張現実ディスプレイプラットフォームを備える拡張現実頭部装着
型眼科用システムであって、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を
、前記頭部装着型システムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前
記拡張現実頭部装着型眼科用システムと、
　脳活動のマップを作成するように構成される複数の脳波記録（ＥＥＧ）センサと、を備
え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記着用者の脳の異常活動又はパターンを検出す
るように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　１３．さらに、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適応
光学素子を備える、実施形態１２に記載のデバイス。
　１４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１３に記載のデバイス。
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　１５．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１６．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を、前記眼の角膜形状に
基づいて変更するように構成される制御システムと、を備える、実施形態１５に記載のデ
バイス。
　１７．前記光源はファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１２に記載のデバイス。
　１８．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
焦点面に投影するように構成される、実施形態１２に記載のデバイス。
　１９．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１８に記載のデ
バイス。
　２０．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　前記眼の周りに配置されるように構成される複数の電極と、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記網膜の静止電位を測定及び比較するように構
成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２１．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　脳活動のマップを作成するように構成される複数の脳波記録（ＥＥＧ）センサと、を備
え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記着用者の脳の異常活動又はパターンを検出す
るように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２２．前記電極は、前記着用者の眼の周りの前記拡張現実頭部装着型眼科用システムに
配置される、実施形態１に記載のデバイス。
　２３．前記電極は、網膜電図写真（ＥＲＧ）センサを備える、実施形態１又は２０に記
載のデバイス。
【００３２】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　光療法
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記眼に向かって誘導される１つ以上の波長の光
の量を検出し、前記眼に到達する前記１つ以上の波長の光の量を、検出した前記量に基づ
いて変更するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記頭部装着型システムは、前記眼に到達する１つ以上の波長の光の量を能動的に
低減させるように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
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　３．前記頭部装着型システムは、１つ以上の波長の光の量を、前記光源から前記眼に投
影される１つ以上の波長の光の量を低減させることにより、能動的に低減させるように構
成される、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記頭部装着型システムは：
　命令（指示）を供給して、前記量の前記１つ以上の波長の光を前記光源から出力させ、
　続いて、前記命令を変更することにより、前記光源から出力される前記１つ以上の波長
の光の前記量を低減させるように構成される、実施形態３に記載のデバイス。
　５．前記頭部装着型システムは：
　前記着用者が観察する地上の少なくとも一部を遮蔽して、前記眼に地上から到達する１
つ以上の波長の光の量を低減させるように構成され、
　前記着用者が観察する地上のうち遮蔽される部分のサイズ及び位置は、前記１つ以上の
波長の光の検出量に基づいて決定される、実施形態２に記載のデバイス。
　６．さらに、前記頭部装着型システムに入射する前記１つ以上の波長の光の量を検出す
るように構成される１つ以上のセンサを備える、実施形態１に記載のデバイス。
　７．前記１つ以上のセンサは、前記頭部装着型システムに取り付けられるカメラである
、実施形態６に記載のデバイス。
　８．前記１つ以上のセンサは、特定色の光の過度な露出を検出するように構成され、前
記頭部装着型システムは、前記眼に到達する前記特定色の前記光の量を低減させるように
構成される、実施形態６に記載のデバイス。
　９．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記眼に到達する青色光を選択的に低減させ
るように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１０．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記眼に到達する前記１つ以上の波長の光
の前記量を、前記検出量に基づいて、かつ１日のうちの時刻に基づいて変更するように構
成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１１．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記眼に到達する前記１つ以上の波長の光
の前記量を、前記検出量に基づいて、かつカレンダー日付けに基づいて変更するように構
成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１２．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記眼に到達する前記１つ以上の波長の光
の前記量を、前記検出量に基づいて、かつ現在の季節及び前記着用者の位置に基づいて変
更するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１３．さらに、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適応
光学素子を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　１４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１３に記載のデバイス。
　１５．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１６．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態１５に記載のデバイス。
　１７．前記光源はファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１８．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
焦点面に投影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１９．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態１８に記載のデ
バイス。
　２０．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を



(56) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記着用者の眼に入射する光スペクトルの一部の
光を選択的に投影（selectively administer）するように構成される、着用可能な拡張現
実デバイス。
　２１．さらに、前記光スペクトルの一部の光に曝されている状態で検出を行なうように
構成される１つ以上のセンサを備え、前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記光を、光
に曝されている状態で検出を行なうことにより、選択的に強くするように構成される、実
施形態２０に記載のデバイス。
　２２．さらに、青色光が露出不足となる状態を検出するように構成される１つ以上のセ
ンサを備える、実施形態２０に記載のデバイス。
　２３．前記着用可能な拡張現実デバイスは、青色光を選択的に投影するように構成され
る、実施形態２２に記載のデバイス。
　２４．前記光は、日光に対応する波長範囲を備える、実施形態２０に記載のデバイス。
　２５．前記光は、フルスペクトル光に対応する波長範囲を備える、実施形態２０に記載
のデバイス。
　２６．さらに、前記着用者の眼に選択的に投影される光を供給するように構成される第
２光源を備える、実施形態２０に記載のデバイス。
　２７．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記着用者の眼に入射する所定範囲の波長の光を
、治療プロトコルに基づいて選択的に投光するように構成される、着用可能な拡張現実デ
バイス。
　２８．前記治療プロトコルでは、処方された量の光を周期的に投光する、実施形態２７
に記載のデバイス。
　２９．前記治療プロトコルでは、処方された量の光を継続的に投光する、実施形態２７
に記載のデバイス。
　３０．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記所定の波長範囲を１日のうちの時刻に
基づいて変更するように構成される、実施形態２７に記載のデバイス。
　３１．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記所定の波長範囲をカレンダー日付けに
基づいて変更するように構成される、実施形態２７に記載のデバイス。
　３２．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記所定の波長範囲を現在の季節及び／又
は前記着用者の位置に基づいて変更するように構成される、実施形態２７に記載のデバイ
ス。
　３３．前記着用可能な拡張現実デバイスは、所定帯域のスペクトル光を前記着用者の眼
に選択的に投影するように構成される、実施形態２７に記載のデバイス。
　３４．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記治療プロトコルを：前記着用者の生理
学的状態、前記着用者の気分、及び前記着用者の周りの周囲環境のうちの１つ以上に基づ
いて決定するように構成される、実施形態３３に記載のデバイス。
　３５．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記治療プロトコルを、前記着用者による
入力に基づいて決定するように構成される、実施形態３３に記載のデバイス。
　３６．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記治療プロトコルを、前記着用者のうつ
病の兆候、又は前記着用者の他の異常に基づいて決定するように構成される、実施形態３
３に記載のデバイス。
　３７．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
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、前記デバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、特定色の光を選択的に除去するように構成される
、着用可能な仮想現実デバイス。
　３８．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、所定のスペクトル帯域内の光の露出がアンダーと
なる状態を検出し、所定帯域のスペクトル光を前記着用者の眼に選択的に投光するように
構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　３９．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、所定帯域のスペクトル光を前記着用者の眼に、治
療プロトコルに基づいて選択的に投影するように構成される、着用可能な仮想現実デバイ
ス。
【００３３】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　黄斑変性症（Macular Degeneration）
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影し、
前記画像に関する応答を検出して、前記眼の当該部分の健康状態を判断するように構成さ
れる、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型ディスプレイと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影し、
前記画像に関する応答を検出して、前記眼の当該部分の健康状態を判断するように構成さ
れる、着用可能な仮想現実デバイス。
　３．着用者により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであっ
て、前記ディスプレイデバイスは：
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　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、
　前記光源から、前記眼に誘導される光を受光するように構成される適応光学素子と、を
備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記画像に関する応答を検出して、前記眼の当該
部分の健康状態を判断するように構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　４．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態３に記載のデバイス。
　５．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態４に記載のデバイス。
　６．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態５に記載のデバイス。
　７．着用者により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであっ
て、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影
し、前記画像に関する応答を検出して、前記眼の当該部分の健康状態を判断するように構
成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　８．着用者により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであっ
て、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を前記着用者の片方の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源
と、
　複数の導波路を含む導波路積層体と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能なディスプレイデバイスは、前記画像を前記着用者の眼の特定部分に投影
し、前記画像に関する応答を検出して、前記眼の当該部分の健康状態を判断するように構
成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　９．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態８に記載のデバイ
ス。
　１０．前記頭部装着型ディスプレイシステムは、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される拡張現実頭部装着型眼科用
システムを備える、実施形態８に記載のデバイス。
　１１．前記着用可能なデバイスは、前記画像を前記着用者の眼の別の部分に投影し、前
記画像に関する応答を検出して、前記眼の当該部分の健康状態を判断するように構成され
る、実施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス。
　１２．前記着用可能なデバイスは、第１画像及び第２画像を前記着用者の眼の同じ部分
に投影し、各画像に関する応答を検出して、第１応答を第２応答と比較して、前記眼の当
該部分の健康状態を判断するように構成される、実施形態１から１０のいずれかに記載の
デバイス。
　１３．前記第１画像に現れる少なくとも１つの色相は、前記第２画像に現れる少なくと
も１つの色相とは異なる、実施形態１２に記載のデバイス。
　１４．前記着用可能な拡張現実デバイスは、色感度が低下した領域を、前記眼の検査対
象とする部位に基づいて特定するように構成される、実施形態１３に記載のデバイス。
　１５．前記着用可能な拡張現実デバイスは、黄斑変性の位置を前記眼の検査対象とする
部位に基づいて判断するように構成される、実施形態１１に記載のデバイス。
　１６．黄斑変性の前記位置の判断はさらに、前記着用者の眼の網膜を撮像することによ
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り行なわれる、実施形態１５に記載のデバイス。
　１７．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記着用者の眼の異常を、前記眼の検査対
象とする部位に基づいて特定するように構成される、実施形態１１に記載のデバイス。
　１８．前記眼の一部の健康状態の前記判断は、リアルタイムに行なわれる、実施形態１
１に記載のデバイス。
　１９．前記着用可能な拡張現実デバイスはさらに、前記投影画像及び前記検出応答に関
するデータを格納するように構成され、前記眼の一部の健康状態の前記判断は、後の時点
で、前記格納データに基づいて行なわれる、実施形態１１に記載のデバイス。
　２０．前記着用可能な拡張現実デバイスはさらに、前記格納データを送信するように構
成され、前記眼の一部の健康状態の前記判断は、前記送信データに基づいて遠く離れた場
所で行なわれる、実施形態１９に記載のデバイス。
　２１．応答の検出では、入力を前記ユーザから前記ユーザインターフェースを介して受
信する、実施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス。
　２２．応答の検出では、前記着用者の眼の動きを検出する、実施形態１から１０のいず
れかに記載のデバイス。
　２３．前記着用者の眼の前記動きは、前記画像に対する自発的応答である、実施形態２
２に記載のデバイス。
　２４．前記着用者の眼の前記動きは、前記画像に対する無意識な応答である、実施形態
２３に記載のデバイス。
　２５．さらに、前記画像を前記着用者の前記眼内に形成するディスプレイを備える、実
施形態１から１０のいずれかに記載のデバイス。
　２６．前記ディスプレイはファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態２５に記載のデ
バイス。
　２７．前記ディスプレイはさらに、導波路積層体を含む、実施形態２５又は２６に記載
のデバイス。
　２８．前記ディスプレイは、画像を複数の深度面に形成するように構成される、実施形
態２５，２６，又は２７に記載のデバイス。
　２９．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって
、前記ディスプレイデバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能なデバイスは、画像の画素を健康な細胞に選択的に投影するように構成さ
れる、着用可能な拡張現実デバイス。
　３０．着用者により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであ
って、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、前記光源はファイバ走査ディスプレイを含み、
　前記光源は、画像の画素を健康な細胞に選択的に投影するように構成される、着用可能
なディスプレイデバイス。
　３１．着用者により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであ
って、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型ディスプレイシステムと、
　光を前記着用者の一方の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源
と、
　複数の導波路を含む導波路積層体と、を備え、
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　前記着用可能なディスプレイデバイスは、画像の画素を健康な細胞に選択的に投影する
ように構成される、着用可能なディスプレイデバイス。
　３２．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態３１に記載のデ
バイス。
　３３．前記頭部装着型ディスプレイシステムは、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される拡張現実頭部装着型眼科用
システムを備える、実施形態３１に記載のデバイス。
　３４．前記着用可能なデバイスは、画像の画素を、網膜の周辺の健康な細胞に選択的に
投影するように構成される、実施形態２９から３３のいずれかに記載のデバイス。
　３５．前記着用可能なデバイスは、前記画像の一部を、健康な細胞に選択的に投影する
ように構成される、実施形態２９から３３のいずれかに記載のデバイス。
　３６．前記着用可能なデバイスは、前記眼に投影される光を変更するように構成される
、実施形態２９から３３のいずれかに記載のデバイス。
　３７．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素を拡大す
るか、又は高輝度にするように構成される、実施形態３６に記載のデバイス。
　３８．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型ディスプレイと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能なデバイスは、画像の画素を健康な細胞に選択的に投影するように構成さ
れる、着用可能な仮想現実デバイス。
　３９．前記着用可能なデバイスは、画像の画素を、網膜の周辺の健康な細胞に選択的に
投影するように構成される、実施形態３８に記載のデバイス。
　４０．前記着用可能なデバイスは、前記画像の一部を、健康な細胞に選択的に投影する
ように構成される、実施形態３８に記載のデバイス。
　４１．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型ディスプレイと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、を
備え、
　前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される光を変更するように構成さ
れる、着用可能な仮想現実デバイス。
　４２．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素を拡大す
るように構成される、実施形態４１に記載のデバイス。
　４３．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素の明度を
増加させる、又は減少させるように構成される、実施形態４１に記載のデバイス。
　４４．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素のコント
ラストを増加させるか、又は減少させるように構成される、実施形態４１に記載のデバイ
ス。
　４５．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素の色相を
変更するように構成される、実施形態４１に記載のデバイス。
　４６．前記着用可能なデバイスは、前記眼の前記損傷領域に投影されるときに感度が低
下していると判断される特定の波長に対応して投影される光を変更するように構成される
、実施形態４１に記載のデバイス。
　４７．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素を拡大す
るように構成される、実施形態４６に記載のデバイス。
　４８．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素の明度を
増加させるように構成される、実施形態４６に記載のデバイス。
　４９．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素のコント
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ラストを増加させるように構成される、実施形態４６に記載のデバイス。
　５０．着用者により使用されるように構成される着用可能なディスプレイデバイスであ
って、前記ディスプレイデバイスは：
　頭部装着型眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に誘導して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　光を前記光源から受光するように構成される適応光学素子と、を備え、
　前記着用可能なデバイスは、画像の画素を健康な細胞に選択的に投影するように構成さ
れる、着用可能なディスプレイデバイス。
　５１．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態５０に記載のデバイス。
　５２．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態５０に記載のデバイス。
　５３．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態５２に記載のデバイス。
　５４．前記着用可能なデバイスは、画像の画素を健康な細胞に選択的に投影するように
構成される、実施形態１から２８のいずれかに記載のデバイス。
　５５．前記着用可能なデバイスは、画像の画素を、網膜の周辺の健康な細胞に選択的に
投影するように構成される、実施形態５３に記載のデバイス。
　５６．前記光源は、前記画像の一部分を健康な細胞に選択的に投影するように構成され
る、実施形態５３に記載のデバイス。
　５７．前記着用可能なデバイスは、前記眼に投影される光を変更するように構成される
、実施形態１から２３のいずれかに記載のデバイス。
　５８．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素を拡大す
るように構成される、実施形態５６に記載のデバイス。
　５９．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素のコント
ラストを増加させるように構成される、実施形態５６に記載のデバイス。
　６０．前記着用可能なデバイスは、前記眼の前記損傷領域に投影されるときに感度が低
下していると判断される特定の波長に対応して投影される光を変更するように構成される
、実施形態５６に記載のデバイス。
　６１．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素を拡大す
るように構成される、実施形態５９に記載のデバイス。
　６２．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素の明度を
増加させるように構成される、実施形態５９に記載のデバイス。
　６３．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される画像の画素のコント
ラストを増加させるように構成される、実施形態５９に記載のデバイス。
　６４．前記複数の深度面は、少なくとも１０センチメートル離れている、実施形態２８
に記載のデバイス。
　６５．前記複数の深度面は、少なくとも３つの深度面を含む、実施形態２８又は６３に
記載のデバイス。
　６６．前記着用可能なデバイスは、前記眼の損傷領域に投影される周期的な画像の空間
周波数を増加させるか、又は低減させるように構成される、実施形態３７に記載のデバイ
ス。
【００３４】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　コントラスト検査
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
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前記ディスプレイデバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像を前記着用者に投影し、前記画像に関す
る応答を検出して、前記着用者のコントラスト感度を判別するように構成される、着用可
能な拡張現実デバイス。
　２．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型ディスプレイと、
　光を前記着用者の眼に投影して画像を前記眼内に形成するように構成される光源と、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記画像を前記着用者に投影し、前記画像に関す
る応答を検出して、前記着用者のコントラスト感度を判別するように構成される、着用可
能な仮想現実デバイス。
　３．前記画像は、異なるコントラスト度を有する複数の領域を含む、実施形態１又は２
に記載のデバイス。
　４．前記画像は正弦波グレーティング（sine-wave grating）を含む、実施形態３に記
載のデバイス。
　５．前記画像は、異なるコントラスト度で投影される複数の文字又は数字を含む、実施
形態３に記載のデバイス。
　６．前記画像は、ペリ＝ロブソン表（Ｐｅｌｌｉ－Ｒｏｂｓｏｎ　ｃｈａｒｔ）を含む
、実施形態５に記載のデバイス。
　７．前記着用可能なデバイスは、文字、数字、又は形状が前記着用者に見えていること
を示す応答を前記着用者から検出するように構成される、実施形態５に記載のデバイス。
　８．前記光源は、複数の画像を前記着用者に連続して投影するように構成される、実施
形態１又は２に記載のデバイス。
　９．前記複数の画像の各画像は、前記複数の画像の少なくとも１つの他の画像とコント
ラストが異なる、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．前記着用可能なデバイスは、前記着用者が前記画像内のコントラスト形状を判別
することができることを示す応答を前記着用者から検出するように構成される、実施形態
９に記載のデバイス。
　１１．前記光源は、前記画像のコントラストを経時的に減少させるように構成される、
実施形態１又は２に記載のデバイス。
　１２．前記着用可能なデバイスは、前記着用者が前記画像のコントラスト形状を判別す
ることができない時点を示す応答を前記着用者から検出するように構成される、実施形態
１１に記載のデバイス。
　１３．さらに、前記画像を前記着用者の眼内に形成するディスプレイを備える、実施形
態１から１２のいずれかに記載のデバイス。
　１４．前記ディスプレイはファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態１３に記載のデ
バイス。
　１５．前記ディスプレイはさらに、導波路積層体を含む、実施形態１３又は１４に記載
のデバイス。
　１６．前記ディスプレイは、画像を複数の深度面に形成するように構成される、実施形
態１０から１２のいずれかに記載のデバイス。
　１７．前記着用可能なデバイスは、複数回のコントラスト感度測定を行なって、これら
の結果の比較を行なうように構成される、実施形態１から１６のいずれかに記載のデバイ
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ス。
【００３５】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　視野
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　光を前記着用者の眼に投影して動く画像を前記眼内に形成するように構成される光源と
、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記画像を前記着用者の視野の周辺の特定部分に
投影し、前記画像に関する応答を検出して、前記視野の当該部分の健康を判断するように
構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって、
前記ディスプレイデバイスは：
　仮想現実ディスプレイプラットフォームを含む頭部装着型ディスプレイと、
　光を前記着用者の眼に投影して動く画像を前記眼内に形成するように構成される光源と
、
　入力をユーザから受信するように構成されるユーザインターフェースと、を備え、
　前記着用可能な仮想現実デバイスは、前記画像を前記着用者の視野の周辺の特定部分に
投影し、前記画像に関する応答を検出して、前記視野の当該部分の健康を判断するように
構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　３．前記動く画像は、前記着用者の視野の周辺から前記着用者の視野の中心に向かって
移動する、実施形態１又は２に記載のデバイス。
　４．前記着用可能なデバイスは、前記画像が前記着用者に見えるようになる時点を示す
応答を前記着用者から検出するように構成される、実施形態３に記載のデバイス。
　５．前記着用可能なデバイスは、前記画像について観察される特徴に関する応答を前記
着用者から検出するように構成される、実施形態３に記載のデバイス。
　６．前記光源はさらに、前記着用者の眼に近づいている物体の画像を投影するように構
成される、実施形態３に記載のデバイス。
　７．さらに、前記画像を前記着用者の眼内に形成するディスプレイを備える、実施形態
１から６のいずれかに記載のデバイス。
　８．前記ディスプレイは、ファイバ走査ディスプレイを含む、実施形態７に記載のデバ
イス。
　９．前記ディスプレイはさらに、導波路積層体を含む、実施形態７又は８に記載のデバ
イス。
　１０．前記ディスプレイは、画像を複数の深度面に形成するように構成される、実施形
態７から９のいずれかに記載のデバイス。
　１１．前記デバイスは、視覚情報、音情報、又は触覚情報を前記着用者に、前記着用者
の視野障害の危険性を検出することにより供給するように構成される、実施形態１～１０
のいずれかに記載のデバイス。
【００３６】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
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Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　レーザ治療
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムであ
って、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムが、地上からの光を、前記頭部装着型シス
テムを着用している着用者の眼に透過させるように構成される、前記拡張現実頭部装着型
眼科用システムと、
　レーザ治療を前記着用者の眼に対して実施するように構成されるレーザと、を備える、
着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記デバイスは、所定の強度、波長、及び期間のレーザ光を前記眼に誘導して、眼
組織を修復するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記レーザは、異常血管の成長を抑制するか、又は異常血管を閉塞するように構成
される、実施形態１に記載のデバイス。
　４．前記レーザは、フルレーザ光凝固術を施すように構成される、実施形態３に記載の
デバイス。
　５．前記レーザは、湿潤加齢性黄斑変性症を治療するように構成される、実施形態３に
記載のデバイス。
　６．さらに、光増感剤を前記眼に注入するように構成されるモジュールを備え、前記レ
ーザは、光増感剤を活性化するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　７．前記着用可能な拡張現実デバイスは、前記レーザによる光に露出される領域を決定
するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　８．前記着用可能な拡張現実デバイスは、露出される前記領域を、前記眼の網膜及び周
囲組織を撮像し、脈絡膜血管新生の発症を判断することにより決定するように構成される
、実施形態７に記載のデバイス。
　９．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者を前記レーザによる光に露
出させる前に、命令（instructions）を前記着用者に供給するように構成される、実施形
態１に記載のデバイス。
　１０．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記画像を前記着用者に対して、前
記レーザ治療の一部として表示するように構成される、実施形態９に記載のデバイス。
　１１．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者を前記レーザによる光に
露出させる前に、命令を前記着用者に対して表示するように構成される、実施形態１０に
記載のデバイス。
　１２．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者を前記レーザによる光に
露出させている間に、前記着用者の眼の向きを所望の方向に設定するように構成され、前
記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記眼の向きを、物体を前記着用者の眼に対し
て表示して眼の焦点を前記物体に合わせることにより設定するように構成される、実施形
態９に記載のデバイス。
　１３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、動く画像を前記レーザ治療の一部と
して表示するように構成される、実施形態９に記載のデバイス。
　１４．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者を前記レーザによる光に
露出させた後に、命令を前記着用者に供給するように構成される、実施形態９に記載のデ
バイス。
　１５．前記命令は、眼瞼を設定期間に亘って閉じること、及び設定回数だけまばたきす
ること、のうちの１つ以上を行なわせる命令を含む、実施形態１４に記載のデバイス。
　１６．前記レーザは、前記眼科用システムのフレームに装着される、実施形態１に記載
のデバイス。
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　１７．さらに、画像を前記着用者の眼の特定部分に投影するように構成される適応光学
素子を備える、実施形態１に記載のデバイス。
　１８．前記適応光学素子は焦点可変素子を含む、実施形態１７に記載のデバイス。
　１９．前記焦点可変素子は薄膜ミラーを含む、実施形態１８に記載のデバイス。
　２０．さらに：
　前記薄膜ミラーに接続される１つ以上の電極と、
　前記１つ以上の電極を選択的に制御して前記薄膜ミラーの形状を変更するように構成さ
れる制御システムと、を備える、実施形態１９に記載のデバイス。
　２１．さらに、光を出力して画像を前記着用者の眼内に形成するファイバ走査ディスプ
レイを備える、実施形態１に記載のデバイス。
　２２．さらに、複数の導波路を含む導波路積層体を備え、異なる導波路は、光を異なる
焦点面に投影するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　２３．前記導波路積層体はさらに、１つ以上のレンズを含む、実施形態２２に記載のデ
バイス。
　２４．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムと、
　レーザ治療を前記着用者の眼に対して選択的に実施するように構成されるレーザと、を
備える、着用可能な仮想現実デバイス。
　２５．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記頭部装着型眼科用システムの前
方の地上からの光であって、眼に透過させると、地上の画像が前記着用者の眼内に形成さ
れることになる地上からの光を、前記頭部装着型システムを着用している着用者の眼に透
過させないように構成される、実施形態２４に記載のデバイス。
【００３７】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　薬剤投与
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムを備
え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型システ
ムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、薬剤を前記着用者の眼に投与するように構
成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記薬剤を前記着用者の眼に治療プロ
トコルに基づいて投与するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記薬剤を投与しながら警告を前記着
用者に出すように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　４．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記薬剤を投与しながら警告を前記着
用者に出して眼を開いたままの状態にするように構成される、実施形態１に記載のデバイ
ス。
　５．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記薬剤を投与しながら警告を前記着
用者に出して眼の焦点を視標体に合わせるように構成される、実施形態１に記載のデバイ
ス。
　６．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記薬剤を光療法又はレーザ治療の一
部として投与するように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
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　７．前記薬剤は、光療法又はレーザ治療に使用される光の波長に感光性がある、実施形
態６に記載のデバイス。
　８．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムを備
え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型システ
ムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、液体を前記着用者の眼に送液するように構
成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　９．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、噴霧状液体又は霧状液体を前記眼に送
液するように構成される、実施形態８に記載のデバイス。
　１０．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記液体の液滴を前記眼に滴下する
ように構成される、実施形態８に記載のデバイス。
　１１．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記液体流を前記眼に供給するよう
に構成される、実施形態８に記載のデバイス。
　１２．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、生理食塩水を前記着用者の眼に送液
するように構成される、実施形態８に記載のデバイス。
　１３．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記眼が乾燥していることを検出し
て、前記眼が乾燥しているときに生理食塩水を送液するように構成される、実施形態１２
に記載のデバイス。
　１４．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、眼が赤くなっているか、又は眼が充
血していることを検出し、眼が赤くなっている、又は眼が充血していることを検出すると
、生理食塩水を送液するように構成される、実施形態１２に記載のデバイス。
　１５．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムはさらに、前記着用者の体温、前記眼に
対する液状薬剤又は粉末薬剤の直前の投与から経過した時間の長さ、周囲雰囲気の湿度、
眼上の異物の存在、眼内の化学性刺激物の存在、及び／若しくは花粉数又は微粒子数のう
ちの１つ以上を測定する１つ以上のセンサを備える、実施形態８に記載のデバイス。
　１６．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記液体を前記眼に、閾値を上回る
前記１つ以上のセンサの１つ以上の測定値に基づいて送液するように構成される、実施形
態１５に記載のデバイス。
　１７．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、十分な量の液体を送液して、前記眼
を洗浄するように構成される、実施形態１５に記載のデバイス。
　１８．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムを備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、薬剤を前記着用者の眼に投与するように構
成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　１９．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記頭部装着型眼科用システムの前
方の地上からの光であって、眼に透過させると、地上の画像が前記着用者の眼内に形成さ
れることになる地上からの光を、前記頭部装着型眼科用システムを着用している前記着用
者の眼に透過させないように構成される実施形態１８に記載のデバイス。
　２０．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムを備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、生理食塩水を前記着用者の眼に送液するよ
うに構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２１．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記頭部装着型眼科用システムの前
方の地上からの光であって、眼に透過させると、地上の画像が前記着用者の眼内に形成さ
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れることになる地上からの光を、前記頭部装着型眼科用システムを着用している前記着用
者の眼に透過させないように構成される、実施形態２０に記載のデバイス。
【００３８】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　他の治療のプラットフォーム
　１．着用者により使用されるように構成される着用可能な拡張現実デバイスであって、
前記デバイスは：
　拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む拡張現実頭部装着型眼科用システムを備
え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、地上からの光を、前記頭部装着型システ
ムを着用している着用者の眼に透過させるように構成され、
　前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、光療法以外の治療を前記着用者に対して実
施するように構成される、着用可能な拡張現実デバイス。
　２．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、振動治療を行なうように構成される、
実施形態１に記載のデバイス。
　３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記着用者の顔又は頭をマッサージす
るように構成される、実施形態２に記載のデバイス。
　４．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムはさらに、前記着用者にマッサージ中に触
れるように構成される接触面を有するアクチュエータを備える、実施形態３に記載のデバ
イス。
　５．前記アクチュエータは、圧電アクチュエータ、偏心カム、偏心回転質量（ＥＲＭ）
振動モータ、及びリニア共振アクチュエータ（ＬＮＡ）からなるグループから選択される
、実施形態５に記載のデバイス。
　６．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムはさらに、超音波治療を行なうように構成
されるスピーカを備える、実施形態２に記載のデバイス。
　７．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、両耳性うなりを生み出すように構成さ
れる、実施形態６に記載のデバイス。
　８．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、音波を前記眼に誘導するように構成さ
れる、実施形態６に記載のデバイス。
　９．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、高温度治療を前記着用者に対して行な
うように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１０．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムはさらに、冷却器を備える、実施形態９
に記載のデバイス。
　１１．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記冷却器で冷却される冷気を前記
着用者に送風するように構成される、実施形態９に記載のデバイス。
　１２．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムはさらに、加熱器を備える、実施形態９
に記載のデバイス。
　１３．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記加熱器で加熱される加熱空気を
前記眼に送風するように構成される、実施形態９に記載のデバイス。
　１４．さらに、ＥＥＧセンサを備え、前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記
治療を、前記ＥＥＧセンサで測定される前記着用者の生理学的状態に基づいて実施するよ
うに構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１５．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、前記治療を実施しながら警告を前記
着用者に出すように構成される、実施形態１に記載のデバイス。
　１６．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、警告を前記着用者に出して、治療を
実施しながら眼を開いたままの状態にするように構成される、実施形態１５に記載のデバ
イス。
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　１７．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、警告を前記着用者に出して、治療を
実施しながら眼の焦点を視標体に合わせるように構成される、実施形態１５に記載のデバ
イス。
　１８．前記拡張現実頭部装着型眼科用システムは、空気を前記眼に治療中に誘導するよ
うに構成される、実施形態１５に記載のデバイス。
　１９．着用者により使用されるように構成される着用可能な仮想現実デバイスであって
、前記デバイスは：
　画像を前記着用者の眼に対して表示するディスプレイを含む仮想現実ディスプレイプラ
ットフォームを備える仮想現実頭部装着型眼科用システムを備え、
　前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、光療法以外の治療を前記着用者の眼に対し
て実施するように構成される、着用可能な仮想現実デバイス。
　２０．前記仮想現実頭部装着型眼科用システムは、前記頭部装着型システムの前方の地
上からの光であって、眼に透過させると、地上の画像が前記着用者の眼内に形成されるこ
とになる地上からの光を、前記頭部装着型システムを着用している前記着用者の眼に透過
させないように構成される、実施形態１９に記載のデバイス。
【００３９】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　外向きカメラ
　１．着用可能なディスプレイシステムであって、前記ディスプレイシステムは：
　頭部装着型ディスプレイと、
　前記頭部装着型ディスプレイの着用者の周りの地上の画像を撮影するように構成される
少なくとも１つの外向きカメラと、を備え、
　前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を処理し、再レンダリングされた画像を
前記頭部装着型ディスプレイから前記着用者の眼に投影するように構成される、着用可能
なディスプレイシステム。
　２．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記着用者の既知の眼球状態に
少なくとも部分的に基づいて再レンダリングするように構成される、実施形態１に記載の
着用可能なディスプレイシステム。
　３．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部の色
相を変更することにより再レンダリングするように構成される、実施形態１に記載の着用
可能なディスプレイシステム。
　４．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部の色
をシフトさせることにより再レンダリングするように構成される、実施形態３に記載の着
用可能なディスプレイシステム。
　５．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部の明
度を変更することにより再レンダリングするように構成される、実施形態１に記載の着用
可能なディスプレイシステム。
　６．前記ディスプレイシステムは、前記画像の一部を、前記着用者の網膜の健康な細胞
及び不健康な細胞の分布に基づいて変更することにより、前記地上の画像を再レンダリン
グするように構成される、実施形態１に記載の着用可能なディスプレイシステム。
　７．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部の波
面を変更することにより再レンダリングするように構成される、実施形態１に記載の着用
可能なディスプレイシステム。
　８．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部を拡
大することにより再レンダリングするように構成される、実施形態１に記載の着用可能な
ディスプレイシステム。
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　９．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部の彩
度を変更することにより再レンダリングするように構成される、実施形態１に記載の着用
可能なディスプレイシステム。
　１０．前記ディスプレイシステムは、前記地上の画像を、前記画像の少なくとも一部の
空間周波数を変更することにより再レンダリングするように構成される、実施形態１に記
載の着用可能なディスプレイシステム。
　１１．前記頭部装着型ディスプレイは仮想現実ディスプレイを含む、実施形態１に記載
の着用可能なディスプレイシステム。
　１２．前記頭部装着型ディスプレイは、地上からの光を前記着用者の眼に透過させるよ
うに構成される拡張現実ディスプレイデバイスを含む、実施形態１に記載の着用可能なデ
ィスプレイシステム。
　１３．前記頭部装着型ディスプレイはライトフィールドディスプレイ（light field di
splay）を含む、実施形態１から１２のいずれかに記載の着用可能なディスプレイシステ
ム。
【００４０】
　以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴ
Ｓ”と題する番号付けされている追加の実施形態は、以下の節における“ＡＤＤＩＴＩＯ
ＮＡＬ　ＮＵＭＢＥＲＥＤ　ＥＭＢＯＤＩＭＥＮＴＳ”と題する番号付けされている追加
の実施形態のリストが、ここに番号付けされている実施形態の直ぐ後に続くかの如く、繰
り返され、ここに番号付けされている実施形態のリストに追加され、連結される。
　番号付けされている追加の実施形態
【００４１】
　これらの追加の実施形態は、上の異なる節に提供される実施形態のリストに追加される
ことになり、異なる節として、これらには限定されないが：近視／遠視／乱視；老眼；斜
視／弱視；高次収差；色収差；ホロプター；赤色反射；眼圧；ピンホールオクルーダ；初
期Ｗ４ＬＴ検査；検影法；スリットランプ；色覚異常、検眼鏡／眼底鏡；共焦点顕微鏡検
査／ＳＬＯ；二光子顕微鏡検査；自動屈折器；ＯＣＴ；収差計；超音波；電気眼球図記録
法（ＥＯＧ）、脳波記録法（ＥＥＧ）、網膜電図写真（ＥＲＧ）；光療法；黄斑変性症；
コントラスト検査；視野；レーザ治療；薬剤投与；他の治療のプラットフォーム；及び外
向きカメラと題する節を挙げることができる。
【００４２】
　これらの追加の実施形態は、繰り返されて、上の異なる節の各節に提供される実施形態
のリストに、以下に直ちに続くリストが、特定の節における実施形態のリストに続いてい
るかの如くに連結される。さらに、以下に番号付けされている追加の実施形態は、本出願
の請求項の全ての請求項に適用されると理解され、これらの実施形態に包含される主題を
把握するために、“ｄｅｖｉｃｅ　ｏｆ　ａｎｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｂｏｖｅ　ｅｍｂｏ
ｄｉｍｅｎｔｓ（上記実施形態のいずれかに記載のデバイス）”と記載しているのは、以
下の請求項の全ての請求項がさらに参照されるべきであることと理解されたい。
　１．前記デバイスはライトフィールドディスプレイを備える、上記実施形態のいずれか
に記載のデバイス。
　２．前記デバイスは、画像を前記着用者の眼に、異なる深度面から投影するように構成
される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３．前記デバイスは、屈折率を持つ複数の光学素子を備えることにより、画像を異なる
深度面から投影する、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４．前記デバイスは、屈折率を持つ複数のレンズを備えることにより、画像を異なる深
度面から投影する、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　５．前記デバイスは、時間多重化を使用して、画像を異なる深度面から投影して眼に入
射させることにより、異なる深度面に対応する画像が異なる時点で投影されるように構成
される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　６．前記デバイスは、少なくとも１つの光線を走査パターンで前記着用者の眼に投影す
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るように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　７．前記デバイスは、少なくとも１つの光線を走査パターンで前記着用者の眼に投影す
ることにより画像を形成するように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイ
ス。
　８．前記ディスプレイデバイスは、１～２５ミクロンの横方向寸法を有する少なくとも
１つの光線を前記着用者の眼に投影するように構成される、上記実施形態のいずれかに記
載のデバイス。
　９．さらに、透過型適応光学素子を備える、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス
。
　１０．さらに、透過型適応光学素子を備え、前記透過型適応光学素子は、位相を変調す
る適応光学レンズ又は空間光変調器を含む、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１１．さらに、変形可能なレンズを含む透過型適応光学素子を備える、上記実施形態の
いずれかに記載のデバイス。
　１２．さらに、変形可能な弾性レンズを含む変形可能なレンズを含む透過型適応光学素
子を備える、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１３．前記デバイスは、前記デバイスにより所定の期間にわたって取得されるユーザに
関するデータを追尾するように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１４．前記デバイスはさらに、前記ユーザに出力光を供給するときに、又は前記ユーザ
に到達する制御光を供給するときに、前記デバイスにより実施されたこれまでの検査、検
眼、又は手術の結果を明確にするように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　１５．前記デバイスはさらに、前記ユーザに供給される出力光、又はユーザに到達する
ように供給される制御光を、前記デバイスにより実施されたこれまでの１回以上の検査、
検眼、又は手術の結果に少なくとも部分的に基づいて変更するように構成される、上記実
施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１６．前記デバイスにより実施される前記検査、検眼、又は手術を、前記デバイスによ
り実施されたこれまでの検査、検眼、又は手術の結果に少なくとも部分的に基づいて初期
化して新たに前記検査、検眼、又は手術を開始する、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　１７．前記デバイスはゲーム機を含む、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１８．前記デバイスは娯楽機器を含む、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　１９．前記デバイスはパーソナルディスプレイデバイスを含む、上記実施形態のいずれ
かに記載のデバイス。
　２０．前記デバイスは計算ディスプレイデバイスを含む、上記実施形態のいずれかに記
載のデバイス。
　２１．前記デバイスは、映画を提示しながら検査、検眼、又は手術を実施するように構
成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２２．前記デバイスは、着用者がテレビゲームを実行しながら検査、検眼、又は手術を
実施するように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２３．前記デバイスは、映画を提示しながら検査結果を前記着用者の眼の測定値に少な
くとも部分的に基づいて取得するように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　２４．前記デバイスは、テレビゲームを実行しながら検査結果を前記着用者の眼の測定
値に少なくとも部分的に基づいて取得するように構成される、上記実施形態のいずれかに
記載のデバイス。
　２５．前記デバイスは、映画を、前記映画の一部が様々な深度面から投影されるように
投影し、検査、検眼、又は手術を前記着用者の眼に対して、前記様々な深度面から投影さ
れる前記映画の一部を観察するときの前記眼の測定値に基づいて実施するように構成され
る、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２６．前記デバイスは、テレビゲームを前記テレビゲームの一部が様々な深度面から提
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示されるように提示し、検査、検眼、又は手術を前記着用者の眼に対して、前記様々な深
度面から提示される前記テレビゲームを実行しているときの前記眼の測定値に基づいて実
施するように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２７．前記デバイスは、検眼士、臨床医、又は医者が使用するように構成される医療シ
ステムである、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　２８．前記検査、検眼、又は手術は、検眼士、臨床医、又は医者の診療所で実施される
か、又は病院、診療所、又は医療機関で実施される、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　２９．前記デバイスは、眼科診療を実施するように、又は眼科治療を実施するように構
成される眼科用システムとして主として構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　３０．前記デバイスは、屈折障害を判定するように、又は検眼を実施するように構成さ
れる眼科用システムとして主として構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイ
ス。
　３１．前記検査、検眼、又は手術は、前記デバイスにより１年に複数回実施される、上
記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３２．前記検査、検眼、又は手術は、前記デバイスにより１週間に複数回実施される、
上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３３．前記検査、検眼、又は手術は、前記デバイスにより１日に複数回実施される、上
記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３４．前記検査、検眼、又は手術は、前記デバイスにより着用者の裁量で実施される、
上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３５．前記検査、検眼、又は手術は、前記デバイスで前記着用者の眼の挙動を監視する
ことにより取得される結果に少なくとも部分的に基づいて動的に計画されるか、又は推奨
される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３６．検査、検眼、又は手術について計画される時刻は、前記デバイスで前記着用者の
眼の挙動を監視した結果に少なくとも部分的に基づいて変更される、上記実施形態のいず
れかに記載のデバイス。
　３７．前記デバイスは、前記デバイスが検査、検眼、又は手術を前記着用者に対して実
施することになる旨の警告を出すように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　３８．前記デバイスは、前記デバイスが、前記着用者に対する検査、検眼、又は手術を
完了した旨の警告を出すように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　３９．前記デバイスは、前記着用者の眼の挙動が目標とする挙動範囲から外れる場合に
警告を前記着用者に出すように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４０．前記デバイスは、前記眼の挙動の特徴が、目標とする挙動範囲から外れる場合に
、検査を推奨する旨の警告を出すように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデ
バイス。
　４１．前記デバイスは、目標とする挙動範囲から外れる前記眼の挙動の特徴に関する情
報を含む警告を出すように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４２．前記デバイスは、前記着用者に提示されて検査が推奨されることを示す音通知又
は視覚通知を含む警告を出すように構成される、上記実施形態のいずれかに記載のデバイ
ス。
　４３．前記デバイスは、前記着用者に提示されていずれかの挙動の特徴が、目標とする
挙動範囲から外れているかを示す音通知又は視覚通知を含む警告を出すように構成される
、上記実施形態のいずれかに記載のデバイス。
　４４．前記デバイスは：
　前記眼鏡の周囲環境に関する情報を取得し、
　前記着用者の生物学的特徴を測定し、
　前記情報と測定した前記生物学的特徴の関係を求めるように構成される、上記実施形態
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のいずれかに記載のデバイス。
　４５．前記デバイスは、前記周囲環境に関する前記情報を、外向きカメラを使用して、
前記眼鏡の外部の環境にある物体の画像を取得することにより取得するように構成され；
前記デバイスは、取得した前記画像内の前記物体と測定した前記生物学的特徴の関係を求
めるように構成される、実施形態４４に記載のデバイス。
　４６．取得した前記画像内の前記物体は食物を含む、実施形態４５に記載のデバイス。
　４７．前記生物学的特徴は、心拍数、又は血圧の傾向のうち少なくとも一方を含む、実
施形態４４から４６のいずれかに記載のデバイス。
　４８．前記関係を格納して、求めた前記関係の履歴記録を蓄積する、実施形態４４から
４７のいずれかに記載のデバイス。
　４９．前記デバイスは、前記周囲環境に関する前記情報を、前記着用者の位置を求める
ことにより取得するように構成され；前記情報により、前記位置の周囲環境の１種類以上
の状態を特徴付ける、実施形態４４から４８のいずれかに記載のデバイス。
　５０．前記デバイスは、前記周囲環境に関する前記情報を、リモートデータリポジトリ
（remote data repository）にアクセスすることにより取得するように構成される、実施
形態４４から４９のいずれかに記載のデバイス。
　５１．前記情報は、花粉数、汚染、人口統計、環境有害物質、室内気候、大気環境状態
、生活様式の統計データ、及び医療機関への近接度（proximity）のうちの１つ以上につ
いて記述している、実施形態４４から５０のいずれかに記載のデバイス。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
　図面は、本明細書において開示される実施形態の幾つかの例を示しており、本発明を制
限しない。これらの図は、寸法通りには描かれておらず、同様の構造又は機能の構成要素
は、同様の参照番号で、これらの図全体を通じて表わされていることに留意されたい。
【００４４】
【図１】臨床医の診療所で使用されている従来の眼科手術器具を示している。
【図２】ヒトの眼の断面を示している。
【図３Ａ】好ましい眼科用デバイスの様々な構成を示している。
【図３Ｂ】好ましい眼科用デバイスの様々な構成を示している。
【図３Ｃ】好ましい眼科用デバイスの様々な構成を示している。
【図３Ｄ】好ましい眼科用デバイスの様々な構成を示している。
【図４Ａ】眼科用デバイスを特定のユーザ向けに構成するために行なわれる様々な眼科測
定及び頭部測定を示している。
【図４Ｂ】眼科用デバイスを特定のユーザ向けに構成するために行なわれる様々な眼科測
定及び頭部測定を示している。
【図４Ｃ】眼科用デバイスを特定のユーザ向けに構成するために行なわれる様々な眼科測
定及び頭部測定を示している。
【図４Ｄ】眼科用デバイスを特定のユーザ向けに構成するために行なわれる様々な眼科測
定及び頭部測定を示している。
【図５】幾つかの実施形態による眼科用デバイスの様々な構成要素の概略図を示している
。
【図６】幾つかの実施形態による健康システムの焦点を変える好ましいプロセスフローを
示している。
【図７Ａ】近視になっているユーザの眼の概略断面図を示している。
【図７Ｂ】近視になっているユーザの眼の概略断面図を示している。
【図８Ａ】遠視になっているユーザの眼の概略断面図を示している。
【図８Ｂ】遠視になっているユーザの眼の概略断面図を示している。
【図９Ａ】乱視になっているユーザの眼の概略断面図を示している。
【図９Ｂ】乱視になっているユーザの眼の概略断面図を示している。
【図１０Ａ】幾つかの実施形態による視力障害を補正する好ましいプロセスフローを示し
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ている。
【図１０Ｂ】幾つかの実施形態による光学処方を修正する構造の例を示している。
【図１０Ｃ】幾つかの実施形態による光学処方を修正する構造の例を示している。
【図１０Ｄ】幾つかの実施形態による光学処方を修正する構造の例を示している。
【図１０Ｅ】幾つかの実施形態による光学処方を修正する構造の例を示している。
【図１１】幾つかの実施形態による老眼を補正する好ましいプロセスフローを示している
。
【図１２】斜視及び／又は弱視により生じる不全のような輻輳不全を着用者の眼を遮蔽す
ることにより治療する好ましい方法を示している。
【図１３】幾つかの実施形態による黄斑の浮腫を検出する好ましいプロセスフローを示し
ている。
【図１４】ホロプター又は屈折率測定器として機能するように構成される着用可能な拡張
現実デバイスの例を示している。
【図１５】仮想ホロプターとして使用されるように構成される拡張現実デバイス又は仮想
現実デバイスの着用者の光学処方を決定する好ましい方法を示している。
【図１６Ａ】眼の眼圧を測定するシステムの好ましい構成を模式的に示している。
【図１６Ｂ】幾つかの実施形態による眼圧を測定するシステムの好ましいプロセスフロー
を示している。
【図１７Ａ】幾つかの実施形態による好ましいピンホールオクルーダの実施形態を示して
いる。
【図１７Ｂ】幾つかの実施形態による好ましいピンホールオクルーダの実施形態を示して
いる。
【図１７Ｃ】幾つかの実施形態による好ましいピンホールオクルーダの実施形態を示して
いる。
【図１７Ｄ】幾つかの実施形態による好ましい遮眼で検査する好ましいプロセスフローを
示している。
【図１７Ｅ】幾つかの実施形態による好ましい複数の覗き孔を含む好ましいピンホールオ
クルーダを示している。
【図１７Ｆ】幾つかの実施形態による視力障害を、ピンホールオクルーダを利用して補正
する好ましいプロセスフローを示している。
【図１８】Ｗｏｒｔｈ　Ｆｏｕｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｔｅｓｔ（４光相当の検査）又はＷｏｒ
ｔｈ　Ｆｏｕｒ　Ｄｏｔ　Ｔｅｓｔ（４ドット相当の検査）を実施して、着用者の両眼で
単一視する場合のジオプタを評価する好ましい方法を示している。
【図１９】検影法を実施するように構成される拡張現実デバイスの着用者の屈折障害を測
定する検出する好ましい方法を示している。
【図２０Ａ】スリットランプ診断デバイスとして構成される患者着用型眼科用デバイスを
示している。
【図２０Ｂ】細隙灯検査を実施する好ましいプロセスフローを示している。
【図２１Ａ】様々なカラープレートの概略図を示している。
【図２１Ｂ】黒い背景を拡張現実システムにおいて作る好ましいシステムを模式的に示し
ている。
【図２２Ａ】検眼鏡／眼底鏡として構成される拡張現実／仮想現実眼鏡を模式的に示して
いる。
【図２２Ｂ】幾つかの実施形態による健康システムを眼底鏡として使用する好ましいプロ
セスフローを示している。
【図２２Ｃ】照射を様々な深度にある眼内の構造に対して行なうのみならず、様々な深度
にある眼内の構造を撮像するように構成される実施形態の部分概略図である。
【図２３Ａ】光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）検査を実施するセットアップを模式
的に示している。
【図２３Ａ－１】光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）検査を実施するように構成され
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るファイバ走査装置及び複数の導波路を備える拡張現実／仮想現実眼鏡の例の部分概略図
である。
【図２３Ｂ】眼で反射される／後方散乱される光を受光するように構成される複数の光検
出デバイスを備える拡張現実／仮想現実眼鏡を模式的に示している。
【図２３Ｃ】幾つかの実施形態による健康システムをＯＣＴシステムとして使用する好ま
しいプロセスフロー及びシステム構成を示している。
【図２４Ａ】１つ以上の超音波プローブと、１つ以上の超音波送信機及び受信機と、を備
える拡張現実／仮想現実眼鏡の概略図である。
【図２４Ｂ】幾つかの実施形態による超音波を、眼科用デバイスを介して使用する好まし
いプロセスフローを示している。
【図２４Ｃ】共焦点顕微鏡検査、走査型レーザ検眼鏡検査、又は二光子顕微鏡検査を実施
するように構成される拡張現実／仮想現実眼鏡を模式的に示している。
【図２４Ｄ－１】共焦点顕微鏡検査、走査型レーザ検眼鏡検査、又は二光子顕微鏡検査を
実施するように構成されるファイバ走査装置及び複数の導波路を備える拡張現実／仮想現
実眼鏡の実施形態の部分概略図である。
【図２４Ｄ－２】光源、１つ以上の撮像デバイス、ビームスプリッタ、レンズ効果を示す
システム、及び走査型ミラーを備える眼鏡の実施形態の部分概略図である。
【図２４Ｅ】拡張現実／仮想現実眼鏡を共焦点顕微鏡として使用する好ましいプロセスフ
ロー及びシステム構成を示している。
【図２４Ｆ】ユーザの眼の周りに配置される電極を備える拡張現実／仮想現実眼鏡の概略
図である。
【図２５】健康システムの好ましい構成の概略図である。
【図２６Ａ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２６Ｂ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２６Ｃ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２６Ｄ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２６Ｅ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２６Ｆ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２６Ｇ】自動屈折器として構成される拡張及び／又は仮想現実システムの好ましい実
施形態を示している。
【図２７】波面収差計として構成される拡張現実／仮想現実システムの好ましい実施形態
を示している。
【図２８Ａ】走査型ファイバの例を模式的に示している。
【図２８Ｂ】走査型ファイバを使用するディスプレイの例を模式的に示している。
【図２８Ｃ】ファイバ走査ディスプレイの移動走査型ファイバにより形成される好ましい
螺旋パターンを模式的に示している。
【図２９Ａ】透過型適応光学系を備えるシステムの好ましい実施形態を模式的に示してい
る。
【図２９Ｂ】反射型適応光学系を備えるシステムの好ましい実施形態を模式的に示してい
る。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本発明の様々な実施形態は、ユーザが着用可能な健康診断システムを実施する方法、シ
ステム、及び製品に関するものであり、ユーザが着用可能な健康診断システムを使用して
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、健康関係の診断、監視、及び治療をユーザに対して行なうことができる。本発明の様々
な目的、特徴、及び利点は、詳細な説明、図、及び特許請求の範囲に記載される。
【００４６】
　様々な実施形態は、図面を参照して詳細に説明され、これらの図面は、当業者が本発明
を実施することができるように、本発明の例示的な実施例として提供される。特に、以下
の図及び実施例は、本発明の範囲を限定するものではない。本発明の特定の要素が、既知
の構成要素（又は、方法もしくはプロセス）を使用して部分的に、又は全てが実施される
場合、このような既知の構成要素（又は、方法もしくはプロセス）のうち、本発明の理解
に必要な部分のみが説明され、このような既知の構成要素（又は、方法もしくはプロセス
）の他の部分についての詳細な説明は、本発明が不明瞭にならないように省略される。さ
らに、様々な実施形態は、本明細書において一例として参照される構成要素の現在の等価
物及び将来公知となる等価物を包含する。
【００４７】
　開示されるのは、患者の健康を損う疾病をユーザが着用可能な健康診断システム、例え
ばユーザ着用型眼科用デバイスを利用して診断する、及び／又は治療する方法及びシステ
ムであり、ユーザ着用型眼科診断デバイスは、ユーザの眼とのインタラクションを行なう
。１つ以上の実施形態では、デバイスは、１種類以上の診断レジメン（regimen）又は治
療レジメンを実施することができる頭部装着システムとすることができる。幾つかの他の
実施形態では、デバイスは据え付けることができる（例えば、医者の診療所に据え付ける
）。１つ以上の実施形態では、デバイスは、健康管理目的又は眼科治療目的の多くの拡張
現実（ＡＲ）及び／又は仮想現実（ＶＲ）技術を有利に組み合わせた拡張現実システムと
することができる。幾つかの他の実施形態では、臨床医がデバイスを装着して、診断及び
／又はシミュレーション及びトレーニングを行なうようにしてもよい。以下に説明される
様々な実施形態では、ＡＲシステムに関連する健康システムの新しいパラダイムについて
説明するが、ここに開示される治療法は、任意の既存及び／又は公知のＡＲシステムとは
独立して使用することができることを理解されたい。したがって、以下に説明する実施例
は例示に過ぎず、ＡＲシステムに限定されると読み取ってはならない。
【００４８】
　上に説明したように、本発明の実施形態は、新しいパラダイムを提示し、このパラダイ
ムでは、ユーザ着用型健康診断システム又は健康管理治療システム（本明細書では、健康
システムと略称される）、例えば眼科用器具は、患者が装着し、様々な健康管理関連の疾
病、例えば眼に関連する疾病に特有の１種類以上のアプリケーションでプログラムするこ
とができる。幾つかの実施形態では、診断及び／又は治療は、光学的構造、機械的構造、
処理アルゴリズム、又は上記の要素の任意の組み合わせにより行なわれるようにしてもよ
い。幾つかの他の実施形態では、患者が装着する健康システムには、検出機能及び／又は
刺激機能が付随して、治療又は診断を強化することができる。幾つかの実施形態では、頭
部装着型拡張現実システムを使用して、様々な健康管理関連の測定、評価、診断、又は治
療、例えば眼科測定、評価、診断、又は治療を行なうことができる。
【００４９】
　頭部装着型拡張現実ディスプレイシステムがユーザの眼とのインタラクション（相互作
用）を行なう場合、多くのアプリケーションを、眼科関連の診断及び治療を行なうために
想定することができる。さらに、非視覚的診断及び治療における他の多くのアプリケーシ
ョンも同様に想定することができる。したがって、本明細書に提示される開示は、眼の診
断、監視、及び治療に限定されない。本明細書で開示される実施形態は、これらには限定
されないが、ユーザの心臓血管及び神経学的健康を含む、ユーザの健康の他の領域を診断
する、監視する、及び治療するために適用することもできる。
【００５０】
　健康システムの多くの実施形態は、眼に関連する様々な疾患及び疾病に関連して説明さ
れる。健康システムの様々な実施形態について詳しく説明する前に、人間の眼の生物学的
メカニズムについて以下に簡単に説明して、患者に影響を及ぼす可能性がある一般的な疾
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病の状況を把握することとする。
【００５１】
　図２を参照するに、角膜（４２）、虹彩（４４）、レンズ－又は“水晶体”（４６）、
強膜（４８）、脈絡膜層（５０）、黄斑部（５２）、網膜（５４）、及び脳に至る視神経
路（５６）を特徴とする人間の眼の単純化された断面図が図示されている。黄斑は、網膜
の中心であり、中程度の細かい形状を見るために利用される；黄斑の中心には、「中心窩
」と表記される網膜部分が位置し、中心窩は、最も細かい形状を見るために利用され、網
膜の他のいずれの部分よりも多くの光受容体（ジオプタ（diopter:視度）当たり約１２０
個の錐体視細胞）を含む。人間の視覚系は、受動センサ型の系ではない；この視覚系は、
環境を能動的に走査するように構成される。フラットベッドスキャナーを使用して画像を
撮影する方法、又は指を使用して点字を紙から読み取る方法にかなり類似する方法で、眼
の光受容体は、一定の刺激状態に常に応答するのではなく、刺激の変化に応答して発現す
る。
【００５２】
　したがって、光受容体情報を脳に提示するためには運動が必要となる（フラットベッド
スキャナ内の紙片を横切るリニアスキャナアレイの動き、又は紙に刻印された点字の単語
を横切る指の動きのような）。実際に、眼の筋肉を麻痺させるために利用されているコブ
ラ毒などの物質を用いた実験から、人間の被験者は、眼を開けた姿勢を執って眼が蛇毒で
麻痺した状態で静止場面を見る場合に失明を体験することが判明している。換言すれば、
刺激の変化が無い状態では、光受容体は脳への入力を行なわないので、失明を体験する。
これは、正常な人間の眼が、「マイクロサッカード」と呼ばれる現象で左右に動いている
状態で前後に動くか、又は振れることが観察されていることが少なくとも１つの原因であ
ると考えられる。
【００５３】
　上に説明したように、網膜の中心窩は、最大密度の光受容体を含み、人間は通常、視野
全体にわたって高解像度の視覚化機能を有すると感じているが、人間は普通実際には、小
さな高解像度中心しか有していないので、人間は、中心窩で直近の時点で捕捉された高解
像度情報を永続的に記憶しながら、眼を機械的に何度も動かしている。かなり類似する方
法で、眼の焦点距離制御機構（毛様体筋が、毛様体弛緩によって、緊張した毛様体結合繊
維がより遠方の焦点距離の水晶体を平坦化するように、水晶体に操作可能に結合される；
毛様体収縮は、毛様体の結合繊維を弛緩させ、これにより、水晶体はより近くの焦点距離
に対応するより丸い幾何学的形状を採ることができる）は、約１／４～１／２ジオプタだ
け前後に振れて、目標とする焦点距離の近位側及び遠位側の両方に「屈折ぼけ」と呼ばれ
る小さな現象を周期的に誘発する；これは、常にコースを修正し、固定された物体の網膜
画像をほぼ焦点に保つのに役立つ周期的な負のフィードバックとして、脳の焦点調節制御
回路によって利用される。
【００５４】
　脳の視覚中心はまた、両眼及び両眼の構成要素の互いの動きに基づく貴重な知覚情報を
得る。互いに対する２つの眼球の輻輳運動（すなわち、眼球の視線を輻輳させて物体に固
定するために、瞳孔を互いの方に、又は互いに離れる方向に動かす）は、眼の水晶体の集
光作用（又は、「焦点調節」）と密接に関連している。通常の状態では、眼の水晶体の焦
点を変えて、又は焦点調節して、物体に、かつ異なる距離に焦点を合わせると、輻輳の変
化が同じ距離に、「調節－輻輳反射」として知られる関係に従って自動的に一致するよう
になる。同様に、輻輳の変化は、焦点調節の変化が一致する状態を普通の条件で引き起こ
す。ほとんどの従来の立体ＡＲ構成又はＶＲ構成と同様に、この反射に対して作用すると
、眼筋疲労、頭痛、又は他の形態の不快感をユーザにもたらすことが知られている。
【００５５】
　眼を収容する頭部の動きも、物体の視覚化に重要な影響を及ぼす。人間は、人間の地上
を視覚化するために人間の頭部を動かす；人間はしばしば、注目物体に対して頭部位置を
変え、頭部の向きを変えるというかなり定常的な状態になる。さらに、ほとんどの人物は
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、人物の視線を中心から約２０度以上動かして特定の物体に焦点を合わせる必要があると
きに頭部を動かすことを選択する（すなわち、人物は通常、物を「眼の隅から」見るのを
好まない）。また、人間は通常、音に関連して頭部を所定の範囲で動かすか、又は移動さ
せることにより－音信号の捕捉率を高め、頭部に対する耳の形状を利用する。人間の視覚
系は、「頭部運動視差」と呼ばれる情報から強力な深度手がかりを得ることができ、「頭
部運動視差」は、異なる距離に位置する物体の相対運動を、頭部の動き、及び眼の輻輳距
離の関数として表わす（すなわち、人物が人物の頭部を左右に動かして物体を凝視する場
合、当該物体から離れた場所に位置する物品は、頭部と同じ方向に移動する；当該物体の
前方に位置する物品は、頭部と反対の方向に移動する；これらは、物が、人物を基準にし
て環境内に空間的に位置する場合に非常に顕著な手掛かりとなる－おそらくは立体視と同
様に強力である）。頭部の動きはもちろん、物体の地上を見渡すためにも利用される。
【００５６】
　さらに、頭部と眼球の動きは、網膜に関する画像情報を頭部回転中に安定化させる「前
庭眼反射」と呼ばれるものと連携することにより、網膜をほぼ中心とした物体画像情報を
保持する。頭部が回転すると、これらの眼が、反射的かつ比例的に、反対方向に回転する
ことにより、物体を安定して凝視する状態を保つ。この補完的関係の結果として、多くの
人間は、人間の頭を前後に振りながら本を読むことができる（興味深いことに、頭部がほ
ぼ静止している状態で本を同じ速度で前後に動かす場合、同じことは普通、当てはまらな
い－人物は動いている本を読むことができない可能性が高い；前庭眼反射は、頭部及び眼
の一方の動きの連携であり、普通、手の動きに関しては利用されていない）。このパラダ
イムは、患者が装着する健康システムにとって極めて重要であるが、その理由は、ユーザ
の頭部の動きを、眼球の動きと比較的直接的に関連付けることができ、当該システムが好
ましくは、この関係を保ちながら動作する準備が整うからである。したがって、患者が装
着する、又は据え付け型のディスプレイ系健康システムを設計する場合、人間の眼の特徴
、及び場合によっては人間の眼の限界を考慮に入れて、有意義なバーチャルリアリティコ
ンテンツを提供して、バーチャルリアリティコンテンツが、ストレスを感じさせるのでは
なく、眼の自然な仕組みで作用するようにする。さらに、拡張現実ディスプレイシステム
の健康関連アプリケーションの状況では、これは、本明細書において開示されるように、
様々な利点を提供することができる。上に説明したように、健康システムのディスプレイ
は、拡張現実（ＡＲ）システムとは独立して実装することができるが、以下の多くの実施
形態は、ＡＲシステムに関連して説明するためにのみ記載される。
【００５７】
　次に、図３Ａ～図３Ｄを参照するに、幾つかの一般的な構成要素オプションが図示され
ている。図３Ａ～図３Ｄの実施形態は、頭部装着型ディスプレイを示しているが、幾つか
の実施形態では、同じ構成要素を据え付け型健康システムに組み込むこともできることを
理解できるであろう。
【００５８】
　図３Ａに示すように、ユーザ（６０）は、患者着用型眼科用デバイスを装着している様
子が図示され、患者着用型眼科用デバイスは、ユーザの眼の前方に配置されるディスプレ
イシステム（６２）に接続されるフレーム（６４）構造を含む。フレーム６４は、健康シ
ステムの用途によって異なるが、複数の眼科専用測定サブシステムに接続することができ
る。幾つかの実施形態は、１種類以上の眼科用途に構築することができ、他の実施形態は
、眼科用途に適用することもできる汎用ＡＲシステムとすることができる。いずれにして
も、以下の節では、眼科機器及び／又は眼科治療に使用される健康システム又はＡＲシス
テムについて考えられる構成要素について説明する。
【００５９】
　１つ以上の実施形態では、健康システムは患者又はユーザが装着する。幾つかの他の実
施形態では、健康システムは、別の人物、例えば医者又は臨床医が装着するようにしても
よく、健康システムを使用して、システムの装着者ではない患者に対して一連の診断テス
ト及び／又は治療プロトコルを実施することができる。以下のアプリケーション群のいず
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れかを、健康システムを装着する他の人物にも使用して、診断テスト及び／又は治療プロ
トコルを患者に対して実施することができることを理解されたい。
【００６０】
　スピーカ（６６）は、フレーム（６４）に図示の構成で接続することができ、ユーザの
外耳道に隣接して配置することができる（１つの実施形態では、不図示の別のスピーカが
、ユーザの他方の外耳道に隣接して配置されることにより、ステレオ音響制御／整形音響
制御を実現する）。マイクロホン（５５）は、フレームに接続して、ユーザ又は地上（wo
rld）からの音を検出することもできる。幾つかの実施形態では、別のマイクロフォン（
図示せず）を設ける、例えばフレーム（６４）にユーザの右手側で接続するようにしても
よい。１つ以上の実施形態では、健康システムは、例えば有線リード線又は無線接続を介
して、ローカル処理及びデータモジュール（７０）に操作可能に接続される（６８）ディ
スプレイ（６２）を有することができ、ローカル処理及びデータモジュール（７０）は多
種多様な構成でフレーム（６４）に装着される、例えばフレーム（６４）に固着される、
図３Ｂの実施形態に図示されるヘルメット又はハット（８０）に固着される、ヘッドホン
に埋め込まれる、図３Ｃの実施形態に図示されるユーザ（６０）の胴体（８２）にバック
パック型構成で着脱可能に取り付けられる、又は図３Ｄの実施形態に図示されるユーザ（
６０）の臀部（８４）にベルト結合式構成で着脱可能に取り付けられる。
【００６１】
　ローカル処理及びデータモジュール（７０）は、電力効率の良い処理装置又はコントロ
ーラと、フラッシュメモリのようなデジタルメモリと、を備えることができ、これらの構
成要素の両方を利用して、データの処理、キャッシング、及び格納を容易にすることがで
き、データは、ａ）フレーム（６４）に操作可能に接続することができる撮像装置（カメ
ラのような）、マイクロホン、慣性測定ユニット、加速度計、コンパス、ＧＰＳユニット
、無線機、及び／又はジャイロのようなセンサから採取される、及び／又はｂ）このよう
な処理又は取り出しの後に、リモート処理モジュール（７２）及び／又はリモートデータ
リポジトリ（remote data repository）（７４）を使用して取得して、及び／又は処理し
て、場合によってはディスプレイシステム（６２）に渡す。ローカル処理及びデータモジ
ュール（７０）は、例えば有線通信リンク又は無線通信リンクを介してリモート処理モジ
ュール（７２）及びリモートデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されて（７６，
７８）、これらのリモートモジュール（７２，７４）が、互いに操作可能に接続されて、
ローカル処理及びデータモジュール（７０）のリソースとして利用することができる。
【００６２】
　幾つかの実施形態では、リモート処理モジュール（７２）は、データ及び／又は画像情
報を分析及び処理するように構成される１つ以上の比較的高機能の処理装置又はコントロ
ーラを備えることができる。幾つかの実施形態では、リモートデータリポジトリ（７４）
は、インターネット又は他のネットワーク構成を介して「クラウド」リソース構成で利用
可能な比較的大規模なデジタルデータ記憶デバイスを備えることができる。幾つかの実施
形態では、すべてのデータが格納され、すべての計算がローカル処理及びデータモジュー
ルで実行されて、任意のリモートモジュールが完全に自律的に使用することができる。
【００６３】
　好都合なことに、図３Ａ～図３Ｄに記載されたシステムと同様の健康システム（又は、
眼科用途を有するＡＲシステム）は、ユーザの眼と頭部に独自に接近することができる。
健康システムがユーザの眼とインタラクションを行なって、ユーザが３Ｄバーチャルコン
テンツを知覚できるようになり、多くの実施形態において、ユーザの眼に関連する様々な
生体認証を追尾する（眼の輻輳、眼球の動き、網膜構造、前眼及び後眼の形状、眼の運動
パターンなど）場合、結果的に得られる追尾データは、本明細書においてさらに詳細に説
明されるように、健康関連用途において有利に使用することができる。ユーザの眼へのこ
れまで前例のない接近が可能になると、様々な健康管理用途に利用することができる。健
康を損う疾病の種類によって異なるが、健康システムは、ユーザの眼の画像撮影、検出（
測定を含む）及び／又はユーザの眼に対する刺激を行なって、疾病を診断及び／又は治療
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することができる。
【００６４】
　１つ以上の実施形態では、拡張現実ディスプレイシステムは、患者着用型デバイス又は
ユーザ着用型眼科用デバイスとして使用することができる。眼科機器は、臨床医が使用し
て患者の眼の内部を観察することにより、医療処置を実行する、及び／又はユーザの眼の
検査を行なうことができる。従来より、眼科用デバイスは、大規模で嵩張る据え付け型デ
バイスであり、患者が医者の診療所まで足を運ぶ必要がある場合が多く、診療所では、臨
床医又は医者が、患者に対して眼科関連検査を行なう。通常、臨床医が一連の検査を完了
させるまで、患者は眼科用器具（例えば、顎を眼科用デバイスの顎載せ台に載せる、頭部
を前方に押し出すなど）に拘束される。このように、現在の手法には多くの制限がある。
【００６５】
　重く嵩張るデバイスを検査に使用する他に、従来の手法では、医者による監視が必要で
あり、患者は、臨床医の診療所に繰り返し戻って、検査／経過分析をさらに進める必要が
あり、長期間にわたって不快な姿勢又は拘束姿勢を執る必要がある。さらに、患者が眼科
用デバイスに体を載せている時間が短い場合、臨床医が患者を診断又は治療するために収
集することができるデータ量には限界がある。さらに、従来の手法では、ユーザの振る舞
い、及びユーザの姿勢の動的な変化を考慮に入れていない。従来の手法で実行される多く
の検査は、ユーザを大概は特定の静止位置に拘束することを必要とする。しかしながら、
ユーザが視野検査を受けて注視範囲が限定されると、ユーザは、ユーザの頭部及び眼を動
かすことにより、ノイズを発生させ、場合によっては、不正確な検査結果をもたらす。
【００６６】
　１つ以上の実施形態では、図３Ａ～図３Ｄに示すデバイスと同様の頭部装着型健康管理
（例えば、眼科用）デバイスを患者が使用してデータを追尾する、１種類以上の眼に関連
する疾病を特定及び治癒する、及び／又は他の健康問題を防止し易くすることができる。
１つ以上の実施形態では、ＡＲディスプレイシステムは、頭部装着型健康管理（例えば、
眼科用）デバイスとして使用することができる。以下に記載される多くの実施形態が、頭
部装着型実施形態として実現することができるのに対し、他の実施形態は、据え付け型デ
バイスとして実現することができることは、理解できよう。さらに、幾つかの実施形態は
、ＡＲ技術を利用して、診断、監視、及び／又は治療を医者による監視の下で（例えば、
医療安全上の問題、規制上の問題など）行なうシステム及び方法を実行することができる
のに対し、他の実施形態は、本明細書において説明されるように、実現することにより頭
部装着型健康管理デバイス又はＡＲデバイスを利用した自己診断及び／又は監視を行なう
ことができる、又は特定の疾病の治療プロトコルの一部として実現することができる。説
明を進めるために、本開示は主として、頭部装着型健康管理デバイス、例えば健康システ
ム、特にＡＲデバイスに焦点を当てているが、同じ原理を頭部装着型以外の実施形態にも
適用できることを理解されたい。
【００６７】
　１つ以上の実施形態では、ＡＲディスプレイデバイスは、患者着用型健康管理デバイス
、例えば患者着用型健康システムとして使用することができる。当該デバイスは通常、特
定のユーザの頭部に装着することができ、光学部品がユーザの眼に位置合わせされる。こ
れらの構成ステップを使用して、ユーザに最適な拡張現実体験を、頭痛、吐き気、不快感
などのような生理学的な副作用を引き起こすことなく確実に提供し易くすることができる
。このように、１つ以上の実施形態では、患者着用型健康システムは、個々のユーザごと
に構成され（物理的かつデジタル的に）、一連のプログラムはユーザに対応して特別に校
正することができる。他のシナリオでは、ゆったりとしたＡＲデバイスを多種多様なユー
ザが快適に使用することができる。例えば、幾つかの実施形態では、患者着用型健康シス
テムは、ユーザの両眼の間の距離、頭部装着型ディスプレイ及びユーザの両眼からの距離
、ユーザの額の曲率、両耳までの距離、又は正しく装着するための鼻梁の高さのうちの１
つ以上を認識する。これらの測定値のすべてを使用して、正しい頭部装着型ディスプレイ
システムを特定のユーザに提供することができる。幾つかの他の実施形態では、このよう
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な測定値は、検眼機能を実行するためには必ずしも必要ではない。
【００６８】
　例えば、図４Ａ～図４Ｄを参照すると、健康システムは、ユーザごとにカスタマイズす
ることができる。図４Ａに示すように、１つ以上の実施形態では、ユーザの頭部形状４０
２は、頭部に装着する患者着用型健康システムを装着するときに考慮に入れることができ
る。同様に、図４Ｂに示すように、眼科用光学部品４０４（例えば、光学系、光学系の構
造など）は、水平方向及び垂直方向の両方向にユーザに快適感を与えるために回転又は調
整することができる、又はユーザに快適感を与えるために回転させることができる。１つ
以上の実施形態では、図４Ｃに示すように、ユーザの頭部を基準に設定される頭部の回転
基準点は、ユーザの頭部の構造に基づいて調整することができる。同様に、図４Ｄに示す
ように、瞳孔間距離（ＩＰＤ）（すなわち、ユーザの両眼の間の距離）を補正することが
できる。
【００６９】
　患者着用型健康システムの状況では、この形態の頭部装着型デバイスは、当該システム
が既に、ユーザの体形的特徴に関する一連の測定値（例えば、サイズ、両眼の距離など）
、及び患者の治療及び診断に使用することができる他のデータを既に保持しているので有
利となり得る。
【００７０】
　ユーザに対して行なわれる様々な測定及び校正の他に、患者着用型健康システムは、ユ
ーザに関する一連の生体認証データを追尾して患者を識別し、セキュアな通信を行なうよ
うに構成することができる。例えば、当該システムは、虹彩認識及び／又は網膜照合を行
なって患者を識別する、眼球運動の追跡、眼球運動パターン、点滅パターン、眼球の輻輳
運動、疲労パラメータ、眼色の変化、焦点距離の変化、及び他の多くのパラメータを追尾
することができ、これらのパラメータは、ユーザに光学的拡張現実体験を与えるために使
用することができる。ヘルスケア用途に使用されるＡＲデバイスの場合、上に説明した形
態のうちの幾つかの形態は、広く入手できるＡＲデバイスの一部とすることができ、他の
特徴は、特定の健康管理関連用途に取り入れることができることは、理解できよう。
【００７１】
　次に、図５を参照するに、例示的な患者着用型健康管理ディスプレイデバイスの様々な
構成要素について説明する。他の実施形態は、当該システムが使用される用途（例えば、
特定の診断ツール）によって異なるが、さらに別の構成要素、又はより少ない数の構成要
素を有するようにしてもよいことを理解されたい。しかしながら、図５は、患者着用型健
康システム又はＡＲデバイスを利用して収集及び格納することができる様々な構成要素、
及び様々な種類の生体認証データのうちの幾つかの基本概念を提示している。図５は、簡
易化された頭部装着型健康システム６２をブロック図で右側に例示している。
【００７２】
　図５を参照するに、適切なユーザディスプレイデバイス（６２）の１つの実施形態が示
されており、ユーザディスプレイデバイスは、ディスプレイレンズ（６４）を備え、ディ
スプレイレンズ（６４）は、ユーザの頭部又は両眼にハウジングを介して装着するか、又
はフレーム（６４）（図３Ａ～図３Ｄ）に対応するフレーム（１０８）に装着することが
できる。ディスプレイレンズ（１０６）は、ユーザの両眼（２０）の前方にハウジング（
１０８）を介して配置され、かつ投影光（３８）を両眼（２０）に跳ね返してビーム整形
を容易にするとともに局所環境からの少なくとも数条の光の透過を可能にするように構成
される１つ以上の透明ミラーを備えることができる。図示のように、２つの広視野マシン
ビジョンカメラ（１６）がハウジング（１０８）に接続されて、ユーザの周囲の環境を撮
像する；１つの実施形態では、これらのカメラ（１６）は、デュアルキャプチャ可視光／
非可視光（例えば、赤外線）カメラである。
【００７３】
　引き続き図５を参照するに、光（３８）を両眼（２０）の内部に投射するように構成さ
れる表示ミラー及び光学系を備え、かつ走査型レーザにより波面整形（すなわち、深度を
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調整するための）される一対の光投射モジュールが図示されている。図示の実施形態はま
た、赤外線光源（２６、発光ダイオード「ＬＥＤ」のような）とペアで設けられる２つの
小型赤外光カメラ（２４）を備え、これらの小型赤外光カメラ（２４）は、ユーザの両眼
（２０）を追尾してレンダリング及びユーザ入力をサポートするように構成される。シス
テム（６２）はさらに、Ｘ、Ｙ、及びＺ軸加速度計機能ならびに磁気コンパス及びＸ、Ｙ
、及びＺ軸ジャイロ機能を備えることにより、データを、好ましくは２００Ｈｚのような
比較的高い周波数で供給することができるセンサアセンブリ（３９）を特徴とする。図示
のシステムはまた、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラ
マブルゲートアレイ）、及び／又はＡＲＭ処理装置（高度縮小命令セットマシン）のよう
なヘッドポーズ処理装置（３６）を備え、ヘッドポーズ処理装置（３６）は、撮影デバイ
ス（１６）から出力される広視野画像情報からリアルタイムの、又はほぼリアルタイムの
ユーザ頭部姿勢を計算するように構成することができる。
【００７４】
　さらに図示されるのは、処理装置（３２）であり、処理装置（３２）は、デジタル処理
及び／又はアナログ処理を実行して、姿勢をジャイロ、コンパスに基づいて、及び／又は
センサアセンブリ（３９）からの加速度計データに基づいて導出するように構成される。
図示の実施形態はまた、姿勢分析及び測位分析を行なうことにより支援するＧＰＳ（３７
、全地球測位衛星）サブシステムを特徴とする。また、ＧＰＳはさらに、ユーザの環境に
関する遠く離れた場所からの（例えば、クラウドベースの）情報を提供することができる
。この情報は、診断目的に使用することができる。例えば、ユーザが、高密度の花粉を周
囲雰囲気中に含んでいる領域に居る場合、この情報は、特定の疾病を診断及び／又は治療
するために有用である。あるいは、別の例では、特定の空気中の大気汚染に関する情報は
、特定のユーザの治療オプションを考慮する場合に使用されるので有利である。他の種類
の情報（例えば、花粉数、汚染、人口統計、環境有害物質、室内気候及び空気品質状態、
生活態様の統計データ、医療機関への近接度など）は、１種類以上の用途に同様に使用す
ることができる。
【００７５】
　図示の実施形態はまた、レンダリングエンジン（３４）を備えることができ、レンダリ
ングエンジン（３４）は、ユーザが居るその場に関する情報のレンダリングを可能にして
、スキャナの動作、及びユーザの両眼の内部の撮像を容易にすることにより、ユーザが地
上を観察するように構成されるソフトウェアプログラムを実行するハードウェアを特徴と
することができる。レンダリングエンジン（３４）は、センサポーズ処理装置（３２）、
画像ポーズ処理装置（３６）、眼球追尾カメラ（２４）、及び投射サブシステム（１８）
に操作可能に接続されて（１０５，９４，１００／１０２，１０４；すなわち有線又は無
線接続を介して）、レンダリングされた光が、走査型レーザデバイス（１８）を用いて、
網膜走査型ディスプレイと同様の方法で投射されるようになる。投射された光線（３８）
の波面は、湾曲するか、又は集束して、投射光の所望の焦点距離と一致するようになる。
【００７６】
　カメラ（２４）（例えば、超小型赤外光カメラ）を利用して両眼を追尾することにより
、レンダリング及びユーザ入力をサポートすることができる（彼又は彼女が焦点を合わせ
ている深度がいずれの深度であるかをユーザが探している場合；以下に説明するように、
眼の輻輳運動を利用して焦点深度を推定することができる）。ＧＰＳ（３７）、ジャイロ
、コンパス、及び加速度計（３９）を利用して、粗い推定を行なう、及び／又は姿勢推定
を高速に行なう。カメラ（１６）画像及び姿勢を、関連するクラウドコンピューティング
リソースからのデータと併せて利用して、その場の地上の地図を作成して、ユーザビュー
を他者及び／又は仮想又は拡張現実コミュニティ及び／又は医療機関と共有することがで
きる。１つ以上の実施形態では、カメラ（１６）を使用して、ユーザが摂取する食物、薬
物、栄養素、及び毒素を、包括的なヘルスケアシステム及び／又はウェルネスシステム又
はヘルスケア監視システムの一部として分析することができる。
【００７７】
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　引き続き図５を参照するに、ディスプレイデバイス（６２）は、薬剤をユーザに投与す
る薬剤投与モジュール（２１）を含むことができる。薬剤投与モジュール（２１）は、１
つ以上の出口（２２）と、少なくとも１つの薬剤容器（２３）と、を含むことができ、薬
剤容器（２３）は、薬剤を収容して出口（２２）から放出する貯蔵容器とすることができ
る。出口（２２）は、容器（２３）に１つ以上の流路（２２ａ）を介して接続することが
でき、これらの流路（２２ａ）は、薬剤（例えば、液体又はガス）を容器（２３）から出
口（２２）に送り込むことができる。幾つかの実施形態では、出口（２２）は、単にフレ
ーム（１０８）内の開口部とすることができる、又はフレーム（１０８）に取り付けられ
る、又はフレーム（１０８）と一体に設けられるノズルとすることができる。幾つかの実
施形態では、ノズルは噴霧器とすることができる。幾つかの実施形態では、流路（２２ａ
）は、フレーム（１０８）及び／又は配管内の開口部により形成される。
【００７８】
　１つ以上の実施形態では、ディスプレイデバイスは、着用者の眼を治療プロトコルに基
づいて治療する場合のように、光を着用者に選択的に投光する発光モジュール（２７）を
備えることができる。発光モジュール（２７）は、多色偏光光を放出する発光体、レーザ
、発光ダイオード、蛍光灯、ダイクロイックランプ、フルスペクトル光源などを含む光源
を備えることができる。幾つかの実施形態では、１つの発光モジュール（２７）を両眼に
対応して設けることができる。幾つかの他の実施形態では、ディスプレイデバイスは、複
数の発光モジュール（２７）を含み、各眼は、光を当該眼に誘導するように構成される少
なくとも１つの発光モジュールを有することができる。
【００７９】
　図５に特徴が図示されるディスプレイシステム（６２）のハードウェアの大部分が、デ
ィスプレイ（１０６）及びユーザの眼（２０）に隣接するハウジング（１０８）に直接接
続される様子が図示されているが、図示のハードウェア構成要素は、例えば図３Ｄに示す
ように、ベルト装着部材のような他の構成要素に装着することができる、又は他の構成要
素内に収容することができる。さらに、本明細書において記載されているように、複数の
センサ及び他の機能モジュールは、一括してまとめて図示されて、図解及び説明を明瞭に
している。しかしながら、幾つかの実施形態は、これらのセンサ及び／又はモジュールの
１つのみを、又は一部のみを含むようにしてもよいことを理解できるであろう。
【００８０】
　１つの実施形態では、図５に特徴が図示されるシステム（６２）の構成要素の全ては、
ディスプレイハウジング（１０８）に、画像ポーズ処理装置（３６）、センサポーズ処理
装置（３２）、及びレンダリングエンジン（３４）を除いて直接接続され、後出の３つの
構成要素とシステムの残りの構成要素との間の通信は、超広帯域通信のような無線通信に
より、又は有線通信により行なうことができる。図示のハウジング（１０８）は、好まし
くは、ユーザが頭部に装着することができる、かつ頭部に着用することができる。また、
システムは、ユーザの耳に挿入することができ、かつ音をユーザに放出するために利用す
ることができるスピーカのようなスピーカ（例えば、スピーカ（６６）、図３Ａ～３Ｄ）
を特徴とすることができる。
【００８１】
　光（３８）をユーザの眼（２０）の内部に投射することに関して、幾つかの実施形態で
は、カメラ（２４）を利用して、ユーザの眼（２０）の中心が幾何学的に接近する箇所を
測定することができ、この箇所は普通、焦点位置又は眼（２０）の“焦点深度”に一致す
る。眼が接近する全ての箇所の３次元表面を「ホロプター」と呼ぶ。焦点距離は、有限数
の種類の深度を採ることができる、又は無限に変化することができる。輻輳距離から投射
された光は、輻輳距離の前方又は後方の光がぼけている状態で、被検眼（２０）に焦点が
合っているように見える。
【００８２】
　さらに、理論に拘束されないが、約０．７ミリメートル未満の光線直径を有する空間的
にコヒーレントな光が、眼の焦点がどこに合っているかに関係なく、人間の眼で正確に解
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像されるという知見が得られている。この理解を前提にして、適切な焦点深度の錯覚を生
じさせるために、眼の輻輳をカメラ（２４）で追尾し、レンダリングエンジン（３４）及
び投射サブシステム（１８）を利用してホロプター上、又はホロプターの近くにある全て
の物体に焦点合わせをすることができ、他の全ての物体に焦点ボケを様々な程度に発生さ
せることができる（すなわち、意図的に発生させるボケを利用して）。好適には、システ
ム（６２）は、レンダリングをユーザに対して、約６０フレーム／秒以上のフレームレー
トで行なう。上に説明したように、好適には、カメラ（２４）を利用して眼球追尾を行な
うことができ、ソフトウェアは、輻輳幾何学形状だけでなく、ユーザ入力として機能する
ための焦点手掛かりを検出するように構成することができる。好適には、このようなディ
スプレイシステムは、日中又は夜間の使用に適する輝度及びコントラストで構成される。
【００８３】
　幾つかの実施形態では、ディスプレイシステムは、好適には、視認対象の位置合わせを
行なう場合に、約２０ミリ秒未満の遅延、約０．１度未満の角度位置合わせ精度、及び約
１分の角度解像度を有し、これらの値は、理論に拘束されないとすると、人間の眼の限界
に近いと考えられる。ディスプレイシステム（６２）は、位置及び姿勢を把握した状態で
支援するＧＰＳ素子、光学追尾、コンパス、加速度計、及び／又は他のデータソースを含
むことができる位置特定システムと一体に設けることができる；位置特定情報を利用して
、ユーザが関連する地上を観察する際に、正確なレンダリングを容易にすることができる
（例えば、このような情報により、眼鏡（eye wear）を通して、ユーザが現実の地上に対
して位置している場所を容易に認識することができる）。ユーザが着用可能な健康診断シ
ステム、例えば眼科用システムの幾つかの実施形態の概略構成要素について説明してきた
が、ヘルスケア及び診断に関連する更に別の構成要素及び／又は特徴について以下に説明
する。以下に説明する特徴のうちの幾つかの特徴が、ユーザが着用可能な健康診断システ
ムの様々な実施形態、又は健康のために使用されるＡＲシステムの多くの実施形態に共通
であるのに対し、他の特徴は、健康診断及び治療を行なうために更に別の構成要素、又は
より少ない数の構成要素を必要とすることを理解されたい。
【００８４】
　幾つかの実施形態では、ユーザが着用可能な健康診断システムは、１つ以上のバーチャ
ル画像をユーザの眼の焦点調節に基づいて表示するように構成される。ユーザが、画像が
投影されている箇所に集中せざるを得ない従来の３Ｄ表示方法とは異なり、幾つかの実施
形態では、ユーザが着用可能な健康診断システムは、投影されるバーチャルコンテンツの
焦点を自動的に変化させて、ユーザに提示される１つ以上の画像をより快適に眺めること
ができるように構成される。例えば、ユーザの眼の現在の焦点が１ｍである場合、画像は
ユーザの焦点に一致するように投影される。あるいは、ユーザが焦点を３ｍにシフトさせ
る場合、画像は新しい焦点に一致するように投影される。このように、ユーザが所定の焦
点に合わせざるを得なくなるのではなく、幾つかの実施形態のユーザが着用可能な健康診
断システム又はＡＲディスプレイシステムにより、ユーザの眼は、より自然な方法で機能
することができる。
【００８５】
　このようなユーザが着用可能な健康診断システムは、仮想現実デバイスに関して通常観
察される眼の緊張、頭痛、及び他の生理学的症状の発生を無くすか、又は低減することが
できる。これを実現するために、患者着用型健康システムの様々な実施形態は、バーチャ
ル画像を様々な焦点距離に１つ以上の焦点可変素子（variable focus element：ＶＦＥ）
を介して投影するように構成される。１つ以上の実施形態では、３Ｄ知覚は、画像をユー
ザから離れた固定焦点面に投影する多平面（ｍｕｌｔｉ－ｐｌａｎｅ）焦点システムによ
り実現することができる。他の実施形態は、焦点面をｚ方向に前後に移動させてユーザの
現在の焦点状態に一致させるような可変焦点面を用いる。
【００８６】
　多平面焦点システム及び可変平面焦点システムの両方において、患者着用型健康システ
ムは、眼球追尾を用いてユーザの眼の輻輳を判断し、ユーザの現在の焦点を把握し、画像
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を把握した焦点に投影することができる。他の実施形態では、ユーザが着用可能な健康診
断システムは、光変調器を備え、光変調器は、ファイバスキャナ又は他の発光源を介して
様々な焦点の光線を、ラスターパターンで網膜全体にジオプタ可変に投影する。このよう
に、画像を様々な焦点距離に投影する健康システムのディスプレイの機能により、患者が
物体を３Ｄで眺めるための調節が容易になるだけでなく、以下にさらに詳細に説明するよ
うに、患者の眼の異常を治すために使用することができる。幾つかの他の実施形態では、
空間光変調器は、画像をユーザに様々な光学部品を介して投影することができる。例えば
、以下にさらに説明するように、空間光変調器は、画像を１つ以上の導波路に投影するこ
とができ、これらの導波路が次に、画像をユーザに送信する。
【００８７】
　次に、図６を参照するに、１つ以上のバーチャル画像をユーザの調節反射に基づいて投
影する例示的なプロセスフローについて簡単に説明する。６０２では、システムは、ユー
ザの眼の輻輳を、視線追跡システムを介して判断することができる。６０４では、システ
ムは、ユーザの眼の現在の焦点を、判断した輻輳に基づいて推定することができる。ＡＲ
システム（又は、健康システム）の他の実施形態は、眼球追尾を必ずしも利用する必要は
なく、画像を急速な速度で順次表示して３Ｄの知覚を与えることができることを理解され
たい。このように、図６のプロセスフローは限定的であると見なされるべきではなく、例
示のためにのみ提示されている。
【００８８】
　健康システムが多視深度（奥行き）面ディスプレイシステムを使用する場合（すなわち
、光が複数の固定視深度面に投影される）、システムは、６０８において、推定される焦
点に最も近い焦点面を、眼の輻輳及び焦点調節に基づいて決定することができる。焦点調
節は、例えば自動屈折器（autorefractor）、又はディスプレイシステムと互換性のある
他のデバイスを使用することにより測定することができることを理解できるであろう。６
１０では、健康システムは、画像の少なくとも一部を決定した焦点面に投影することがで
きる。
【００８９】
　健康システムが可変深度面ディスプレイシステムを利用する場合（すなわち、バーチャ
ルコンテンツが投影される１つ以上の焦点面をｚ方向に前後に移動させることができる）
、６１２では、システムの焦点を、ＶＦＥを介して変化させて、推定される焦点に一致さ
せる。６１４では、健康システムは、画像の少なくとも一部を焦点面に投影することがで
きる。同様に、健康システムの他の実施形態は、他の３Ｄ画像生成方法を使用して、バー
チャル物体の快適で調節可能な反射し易い投影をユーザに対して行なうことができる。
【００９０】
　幾つかの実施形態では、画像は、バーチャル画像に関連する光をユーザの眼の内部に投
影することにより表示されるが、任意の波長の光を同様にして、ユーザの眼の内部に投影
するようにしてもよい。可視光の他に、赤外光又は他の光形態は、患者着用型健康システ
ムを利用して同様に投影することができる。患者着用型健康システムのこの形態は、以下
に説明するように、健康異常を治すために同様にして使用することができる。
【００９１】
　また、光がユーザの眼の内部に投影される様々な実施形態が説明されているが、１つ以
上の実施形態では、健康システムは、ユーザの眼から放出される光を受光することもでき
ることを理解されたい。１つ以上の実施形態では、健康システムの光源は、光を様々なパ
ターン（例えば、ラスター走査、螺旋走査、リサージュ走査など）でユーザの眼の内部に
投影するファイバ走査装置（fiber scanning device：ＦＳＤ）とすることができる。同
じように、他の光源（例えば、ＯＬＥＤ、ＤＬＰ、ＬＣＤなど）を同様に、健康システム
の他の実施形態において使用することができる。光を投影する他に、ＦＳＤは、１つ以上
の実施形態において、発光光を受光することができる。光を投影する同じファイバを使用
して、光を受光することができる。このモードでは、健康システムは、出力される変調光
波を、検出又は捕捉される光波と多重化する多次元深度スキャナとして機能することがで
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きる。幾つかの実施形態では、ファイバスキャナをカメラ（２４）（図５）に接続して使
用して、又はカメラ（２４）の代わりに使用して、例えばユーザの眼を追尾又は撮像する
ようにしてもよい。１つ以上の実施形態では、ＦＳＤが光を受光するように構成されてい
るのではなく、健康システムは、ユーザの眼から放出される光を受光して、放出光に関連
するデータを収集する別体の受光素子を有することができる。このように、１つ以上の実
施形態では、以下に説明するように、この放出光、及び対応するデータを分析して異常を
診断又は治療することができる。
【００９２】
　次に、ファイバ走査ディスプレイデバイスの様々な詳細について、図２８Ａ～図２８Ｃ
を参照しながら説明する。図２８Ａを参照するに、勾配屈折率レンズ又は「ＧＲＩＮ」レ
ンズ３５４が単一モード光ファイバの端面に融着される様子が図示されている。アクチュ
エータ３５０（圧電アクチュエータのような）は、ファイバ３５２に結合され、ファイバ
先端を走査させるために使用することができる。
【００９３】
　図２８Ｂを参照するに、マルチコアファイバ３６２を走査させて（例えば、圧電アクチ
ュエータ３６８により）、多数の入射角及び交点を有する一連のビームレットを発生させ
ることができ、これらのビームレットを眼５８に導波路（３７０）を中継して送出するこ
とができる。このように、１つの実施形態では、コリメート（collimate）されたライト
フィールド（lightfield）画像を、導波路に注入することができ、更に別の再集光光学素
子を全く必要とせず、当該ライトフィールド表示は、人間の眼に直接見えるように変換す
ることができる。
【００９４】
　眼球追尾又は注視追尾を入力として使用し、計算リソースを、人物が当該時点で注視し
ている箇所に対応して高解像度レンダリングを単に行なうことにより節約するディスプレ
イシステムが過去に構築されているのに対し、低解像度レンダリングは、網膜の残りの部
分に適用される；低解像度部分に対する高解像度部分の位置は、「中心窩表示」と表記す
ることができるこのような構成における追尾注視位置に動的に従うことができる。
【００９５】
　このような構成の改良構成は、追尾される眼の注視に動的に従うことができるパターン
間隔を有する走査ファイバディスプレイを備えることができる。例えば、図２８Ｃに示す
ように、通常の走査ファイバディスプレイが螺旋パターンで動作する場合（図２８Ｃの画
像の最も左側の部分５１０は、走査させるマルチコアファイバ５１４の螺旋運動パターン
を示している；図２８Ｃの画像の最も右側の部分５１２は、走査させる単一ファイバ５１
６の螺旋運動パターンを比較のために示している）、一定のパターンピッチは、均一な表
示解像度を実現する。
【００９６】
　画像を表示する他に、又は撮像デバイスとして機能する他に、ディスプレイシステムは
、眼又は眼の周りの組織を撮像する照明を提供することができることを理解できるであろ
う。１つ以上の実施形態では、健康システムは、光走査モジュール又は光検出モジュール
を備えることにより、デバイスが、眼の前部及び内部を、既知の可視光スペクトル及び非
可視光スペクトル技術を使用して走査することができ、スペクトル技術として、可視光撮
像デバイス、光屈折、光コヒーレンストモグラフィ（optical coherence tomography：Ｏ
ＣＴ）、及びライトフィールド顕微鏡（light field microscopy：ＬＦＭ）を挙げること
ができる。１つ以上の実施形態では、眼科用システムはさらに、眼の複数の画像を異なる
焦点距離で同時に撮影するライトフィールド撮像モジュールを備えることができる。ディ
スプレイ、例えばＦＳＤは、複数の周波数の光をディスプレイから同時に放出することが
できるように構成されるので有利であることを理解されたい。例えば、ＦＳＤは、シング
ルコアファイバを含むことができるか、又は複数の周波数の光を同時に放出することがで
きるので有利であるマルチコアファイバを含むことができる。
【００９７】
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　ヘルスケア及び診断の状況では、ユーザに提示される１つ以上の画像の種類、頻度、配
色、配置などは、操作されて、１種類以上の障害の診断及び治療を行なうことができるの
で有利である。例えば、特定の疾病は、一方の眼を他方の眼に対して強化する必要がある
。このためには、例えば、強い方の眼に比して、弱い方の眼に与える刺激を強くすること
によって、弱い方の眼を「訓練する」治療プロトコルを想到することができる。あるいは
、別の例では、網膜の特定部分は、黄斑変性のために感度が低下している可能性がある；
これに対処するために、画像を変調するか、又は画像を再フォーマットして網膜の周辺に
投影することにより、ユーザの視覚機能低下を治すことができる。このように、以下にさ
らに詳細に説明するように、バーチャル画像投影に関連する複数のパラメータを変調する
健康システムの機能を使用して、特定の健康異常を診断及び／又は治療することができる
。
【００９８】
　さらに、上に概説した様々な原理を使用して、健康システムは、診断を、刺激応答測定
分析プロセスを使用して行なうように設計することができる。これらのデバイスのような
デバイスは、臨床医が使用することができるか、又は他の実施形態では、特定の疾病を、
患者が簡単に「診断する」か、又は患者が症状（例えば、眼筋疲労、ドライアイ、高血圧
、脳卒中の発症、又は発作）として認識することができる。これによりユーザは、彼／彼
女の健康を極めて能動的に制御し易くなり、疾患の発症を、疾患を特定の症状の発症時に
積極的に処置することにより極めて防止し易くなる。このような診断は、追尾した１つ以
上の生体認証パラメータ及び環境変化に関連する履歴データと同時に得られるデータを分
析することにより行なうことができる。１つ以上の実施形態では、健康システムは、情報
手掛かりを提供して、ユーザ及び／又は医者もしくは他者に警告を出すように、又は他の
応答手段に役立つように構成することもできる。
【００９９】
　健康システムは自律的である（すなわち、結果をユーザ又は他の人物、もしくはエンテ
ィティに、臨床医又は他の人物による入力又は制御を受けることなく、直接提供する）又
は半自律的である（臨床医又は他の人物によるある程度の入力又は制御を受ける）ように
構成することができることを理解されたい。他の実施形態では、健康システムは、臨床医
又は他の人物が、例えば、ネットワーク形態で、又は遠く離れた全ての（クラウドベース
の）形態で（例えば、ユーザを診断する、監視する、又は治療する健康システムのソフト
ウェア制御形態で）、又は健康システムを医者が着用して患者を検査する形態で完全に制
御することができる。
【０１００】
　図５に関して説明したように、１つ以上の実施形態では、健康システムは、複数の更に
別の健康関連センサを用いて設計されるようにしてもよい。健康システムは、ユーザの１
種類以上の生理的応答を監視する多くのセンサ（例えば、加速度センサ、ジャイロスコー
プ、温度センサ、圧力センサ、光センサ、非侵襲性血糖センサ、ＥＴＣＯ２、ＥＥＧ、及
び／又は他の生理学的センサなど）を含むことができる。
【０１０１】
　本明細書で説明するように、１つ以上の実施形態では、健康システムは、眼球追尾モジ
ュールを備える。眼球追尾モジュールは、ユーザの眼の輻輳を判断して、１つ以上のバー
チャル画像を投影する場合に、適切な正常な焦点調節を判断するように構成することがで
き、さらに１つ以上の眼球関連パラメータ（例えば、眼球の位置、眼球の動き、眼球パタ
ーンなど）を追尾するように構成することができる。このデータは、以下に説明するよう
に、幾つかの健康関連診断及び治療用途に使用することができる。
【０１０２】
　本明細書の説明から明らかなように、健康システムは、眼に関連する診断、監視、及び
治療を含むことができる診断、監視、及び治療に使用することができる。眼に関連するこ
のような用途では、健康システムは眼科用システムと表記することができる。また、本明
細書の記載から明らかなように、デバイスのユーザ（又は、着用者）は、診断、監視、及
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び治療が当該ユーザに対してデバイスにより行なわれる場合に患者と表記することができ
る。幾つかの他の実施形態では、ユーザは臨床医とすることができ、患者は、当該ユーザ
により診断を受けるか、又は治療を施されるサードパーティとすることができる。また、
診断及び監視は、健康状態分析と概要表記することができることを理解できるであろう。
　近視／遠視／乱視
【０１０３】
　医療診断及び治療の状況における眼科用システムの様々な構成要素について記載してき
たが、眼科用システムを使用して、眼に関連する一般の疾病を治す実施形態を以下に説明
する。以下の実施形態は、例示に過ぎず、限定的な観点から捉えられてはならないことを
理解されたい。例えば、本明細書に記載の実施形態は、眼科用システム以外の他のシステ
ムにも適用可能である。
【０１０４】
　近視眼のような視力障害（例えば、近視）、及び遠視眼（例えば、遠視）、乱視などは
、一般の人々において極めて普通に見られる。多くの場合、これらの障害は、矯正レンズ
で矯正される。１つ以上の実施形態では、眼科用システムの光学系を変調することにより
、ユーザの視力障害を自然に矯正することができる。１つ以上の実施形態では、眼科用シ
ステムは、ユーザの光学処方を自動的に、又は対話形式で決定し（例えば、セットアップ
作業中、又はそれ以降に）、光学処方を眼科用システムの光学補助部品に取り入れるよう
に構成することができる。光学処方は、眼科用システムの初期化中に、システムの校正中
に、眼科処方コンフィギュレータプログラム（例えば、本明細書に記載されるホロプター
用の、又は他の視力検査用の）の一部として決定することができる、又は眼科用システム
の使用中のいずれの時点でも決定することができる。生体測定データを使用して、ユーザ
及び関連する光学処方を特定することができる。様々な実施形態では、ユーザの眼に投影
される光の波面は、決定した処方に基づいて修正することができる。他の実施形態では、
別の構成として、又は組み合わせるようにして、ユーザの前方の環境光の波面、例えばユ
ーザの前方の地上から眼科用システムを通ってユーザの眼に達する光の波面は、修正され
て光学補正が行なわれる。したがって、ユーザの光学処方及び当該処方に記載される変更
を使用して、ユーザの入力ライトフィールドをリアルタイムに変更することができ、光学
処方及び当該処方に記載される変更は、１つ以上の光学的欠陥又は収差を補正するように
設定することができる。本明細書に記載の実施形態の１つの非限定的な利点は、眼科用シ
ステムが、視力障害を、ユーザの視力が経時的に変化する、例えば１年に２，３，４，６
回、又はそれ以上の回数だけ変化するにつれて、動的に矯正するように構成することがで
き、システム内の部品を取り換える、又は置き換える必要が無いことである。取り換える
、又は置き換えるのではなく、部品は、眼科用デバイスの使用中に、ユーザの視力の変化
に基づいて（例えば、光学処方に基づいて）リアルタイムに電気的に動的に再構成するこ
とができる。
【０１０５】
　例えば、近視の場合、１つ以上の物体に関連する光は、網膜上ではなく、図７Ａに示す
ように、網膜の前方で結像する。これにより、物体はピンぼけして見える。次に、図７Ｂ
を参照するに、凹レンズを使用して障害を矯正して、入射光の性質を変え、光を網膜上に
結像させることができる。
【０１０６】
　１つ以上の実施形態では、一旦、ユーザの光学処方が決定されると、所望の出力球面波
面曲率（例えば、負の出力球面波面曲率）を、眼科用システムの光学系に符号化すること
で生成することにより、ユーザの光学処方を修正することができる。例えば、「ｅｎｃｏ
ｄｅ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　ｏｐｔｉｃｓ（光学系に符号化する）」というフレーズは、所
定の電圧を適応光学系（例えば、適応光学系を用いる実施形態における）の電極に印加す
ることを指し、電圧が電極に印加されることになり、電極に印加される電圧は、所望の修
正波面に基づいて決定されて、眼の屈折障害を補正する。あるいは、導波路積層体の実施
形態では、「ｅｎｃｏｄｅ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　ｏｐｔｉｃｓ（光学系に符号化する）」
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というフレーズは、所定の導波路を選択的に指定して光を、眼の特定部分に対応する適正
な焦点深度に誘導して修正波面を生成することにより眼の屈折障害を補正することを指し
ている。幾つかの実施形態では、負の出力球面波面を、眼科用システムの光学系に符号化
することにより、ユーザの低次収差（例えば、デフォーカス）を補正して、例えば近視を
矯正する。拡張現実ディスプレイシステムでは、このような補正は、地上からの環境光、
例えばユーザの前方の環境光に、眼鏡と同様に適用することができる。あるいは、幾つか
の実施形態では、組み合わせ構成として、又は別の構成として、補正は、眼科用システム
のディスプレイから（例えば、眼科用システムの処理装置から）ユーザの眼に投影される
画像を適切な負の球面波面で補正することにより適用することができる。このように、投
影像の位相を補正して、投影像が焦点に現われるようにし、光学処方に基づいて補正する
ことができる。
【０１０７】
　遠視の場合、１つ以上の物体に関連する光は、網膜上ではなく、図８Ａに示すように、
網膜の後方で結像する。これにより、物体はピンぼけして見える。次に、図８Ｂを参照す
るに、凸レンズを使用して障害を矯正することができる。
【０１０８】
　１つ以上の実施形態では、一旦、光学処方が決定されると、補正用球面波面（例えば、
正の出力球面波面）を、眼科用システムの光学系に符号化することで生成することができ
る。幾つかの実施形態では、正の出力球面波面を、眼科用システムの光学系に符号化する
ことで生成することにより、ユーザの低次収差（例えば、デフォーカス）を補正して、例
えば遠視を矯正する。このような補正は、ユーザを取り囲む地上からの環境光、例えばユ
ーザの前方の環境光に適用することができる。あるいは、上に説明したように、処理装置
は、補正後の波面を適用して、眼科用システムから投影される画像を、決定した処方に基
づいて補正することにより、投影像が焦点に現われるようになり、投影像を光学処方に基
づいて補正するができる。この場合も同じく、符号化する手法、及び処理装置により補正
する手法の両方を組み合わせた手法を、拡張現実システムにおいて使用することができる
。
【０１０９】
　乱視は、眼に入射する光が、網膜上に不適切に、又は部分的に結像する状態である。図
９Ａに概要が図示されているように、眼球の形状は、変形（通常、角膜が不規則な形状に
なることにより生じる）している可能性があり、結果として生じる画像がピンぼけして歪
む。例えば、主経線に沿った曲率は、垂直主経線に沿った曲率とは異なる可能性がある。
次に、図９Ｂを参照するに、眼科用デバイスは、乱視を、適切な補償用波面曲率補正量を
、例えば主経線の適切な横軸に沿って適用することにより補正することができる。
【０１１０】
　より詳細には、様々な実施形態では、一旦、適切な光学処方が決定されると、適切な補
償用波面補償を眼科光学系に符号化することで行なうことができる。眼科用システムの光
学系に入射する波面（例えば、４Ｄ波面）を光学系で修正して（例えば、入射波面の位相
を変更する）、ユーザの眼に入射して眼の欠陥を補正する補償用波面を生成することがで
きる。換言すれば、眼科用システムの光学系（例えば、以下に説明する適応光学系）は、
ユーザの眼に到達する光の焦点、及び／又は波面を、例えば眼の屈折障害、ユーザの眼の
形状、例えば眼の角膜及び／又は水晶体の形状、ユーザの眼球の長さ（例えば、網膜まで
の眼の自然光透過長）などに基づいて変えるように構成することができる。幾つかの実施
形態では、補償用波面は、眼科用デバイスの光学系に入射する波面の位相を変調すること
ができる。
【０１１１】
　幾つかの実施形態では、高次収差は、上記のように、球面波面補正により補償すること
が困難である可能性がある。したがって、幾つかの実施形態では、以下に説明するように
、複数の独立制御可能なレンズを眼科用システムにより制御して、高次収差を補正するこ
とができる複合レンズを形成することができる。他の実施形態では、別の構成として、又
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は組み合わせ構成として、眼科用システムは、既知の収差パターンをユーザの処方に基づ
いて取り出し、このパターンを眼科用システムに格納される画像に適用して、ユーザの眼
に提示するように構成することができる。
【０１１２】
　例えば、眼科用システムは、眼科用システムにより取り出すことができる１つ以上の画
像を格納することができる。幾つかの実施形態では、これらの画像は、眼科用システムに
より予め読み込んでおくか、又は生成することができる。幾つかの実施形態では、これら
の画像は、動画像（例えば、映像）の一部とすることができる。他の実施形態では、これ
らの画像は、眼科用システムの外部の別のソース（例えば、リモートデータリポジトリ（
７２））から供給することができる。他の実施形態では、別の構成として、又は組み合わ
せ構成として、これらの画像は、本明細書で説明されるように、眼科用システムの前方の
環境光に基づいて取得するようにしてもよい。画像は、眼科用システムによりユーザに投
影することができ、眼科用システムに含まれるソフトウェアで修正することができる。眼
科用システムは、１つ以上の２Ｄ画像を生成してユーザの眼に提示することができ、当該
システムは、これらの画像を、画像を投影する前に、ユーザの光学処方に基づいて修正す
るように構成することができる。幾つかの実施形態では、導波路積層体を備える眼科用シ
ステムの実施形態について以下に説明するように、異なる焦点深度で投影される異なる画
像コンテンツは、ユーザに画像を３Ｄに知覚させる。このように、各画像は、異なる焦点
深度の画像の２Ｄ表現とすることができる。各画像は、眼科用システムに含まれるソフト
ウェアで個別に修正することができる。例えば、各画像を形成する画素のパターン又は集
合は、修正することにより、眼で生じる誤差の影響を抑える、相殺する、又は低減するこ
とができる。
【０１１３】
　例えば、ユーザの眼の網膜の欠陥は、ユーザから見える強度、形状、倍率、又は色に関
して誤差を生じる可能性がある。様々な実施形態では、眼科用システムにより投影される
画像の光の波長、又は光の強度を変調させて、ユーザの眼の色覚異常を治療することがで
きる。例えば、ユーザに提示される光の波長は、色覚異常処方に基づいて変更することに
より、色覚異常を補正するようにしてもよい。幾つかの実施形態では、２Ｄ画像の修正（
例えば、２Ｄ画像の各２Ｄ画像は、異なる焦点深度の画像の２Ｄ表現とすることができる
）を利用して、眼のデッドスポット又はウィークスポットを補正することができる。例え
ば、眼をマッピングしてデッドスポット／ウィークスポットを把握することにより、投影
像の光強度を、デッドスポット又はウィークスポットを持つ眼又は網膜について特定され
る領域に対応して高めることができる。したがって、幾つかの実施形態では、画像の修正
は、提示される画像の１箇所以上の部分の強度を変更することにより行なうことができる
。例えば、眼科用システムに含まれるファイバ走査ディスプレイ又は空間光変調器は、画
像を生成しながら強度を変化させることができる。
【０１１４】
　画像を修正する別の例では、画像の強度パターンを修正する。例えば、ユーザが眺める
画像が放射状の歪み（例えば、樽形歪み、ピンクッション歪み、又は口ひげ歪み）を示す
ことが判明している場合、補償用歪みを画像に適用してこのような歪みを補正することが
できる。補正されようとしている歪みは、屈折障害が眼に生じる結果であるか、又は眼科
用システムの光学系により屈折障害が眼に生じる結果である、のいずれかであり、したが
って光学処方又は眼科用システムにより判明することになる。このように、眼科用システ
ムは、投影像の強度パターンを修正して屈折障害を補正することができる。例えば、仮に
ユーザの眼により画像にピンクッション歪みが生じるとすると、眼科用システムは、ユー
ザにディスプレイを介して投影される画像の強度パターンを修正して、樽形歪みを所定量
だけ取り込んで、ピンクッション歪みを反転した網膜上の画像のピンクッション歪みの量
を打ち消すか、又は減少させるように構成することができる。同様に、眼科用システムは
、ユーザの眼に樽形歪みが生じる場合に、画像を、ディスプレイ上の画像を構成する強度
パターンにピンクッション歪を加えることにより修正するように構成することができる。
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幾つかの実施形態では、画像の修正を行なって魚眼歪みを、ディスプレイにより提示され
る画像を、反転角歪み及び反転量歪みを適用して変更することにより補正することができ
る。
【０１１５】
　様々な用途において、波面補正と、眼科用システムにより生成される画像の修正（例え
ば、画像を構成する強度パターンの修正）との組み合わせを使用することにより、ユーザ
の眼の乱視又は他の欠陥を補償することができる。
【０１１６】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、図３Ａ～図３Ｄ及び図５に示すように、患
者着用型眼科用デバイスとすることができ、患者着用型眼科用デバイスを設けて、近視、
遠視、及び乱視のような視力障害を矯正することができる。眼科用デバイスはディスプレ
イデバイス（６２）を含み、ディスプレイデバイス（６２）は、ディスプレイデバイス（
６２）のディスプレイレンズ（１０６）内のユーザの眼に誘導される光（３８）を投影す
るように構成される光源（１８）を含む。眼科用デバイスはまた、地上からの、例えばユ
ーザの前方の地上からの環境光を、ユーザの眼にディスプレイレンズ（１０６）を介して
誘導することができる。ディスプレイデバイス（６２）はまた、１つ以上の適応光学系（
例えば、焦点可変素子又はＶＦＥ、電気再構成可能な反射光学素子又は屈折光学素子など
）を備える。このような適応光学系は、ディスプレイレンズ（１０６）に含めるようにし
てもよい、又はディスプレイレンズ（１０６）と光源（１８）との間に配置するようにし
てもよい、もしくはディスプレイレンズ（１０６）と眼との間に、又は眼の光路内の他の
箇所との間に配置するようにしてもよい。適応光学系又はＶＦＥは光学素子であり、この
光学素子は、例えば電気信号を光学素子に印加して、光学素子に入射する波面の形状を変
化させることにより動的に変更することができる。適応光学系は、変形可能なミラーのよ
うな反射光学素子、又は動的レンズ（例えば、液晶レンズ、電気活性レンズ、可動素子を
備える従来の屈折レンズ、機械変形型レンズ、エレクトロウェッティングレンズ、弾性レ
ンズ、又は屈折率の異なる複数の流体）のような透過光学素子とすることができる。適応
光学系の形状又は他の特性を変更することにより、光学系に入射する波面を変更して、例
えば本明細書に記載される波面の焦点を変更することにより光学矯正を行なうことができ
る。
【０１１７】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは外向きカメラを含み、外向きカメラは、ユーザ
を取り囲む環境からの環境光を撮像するように構成される。例えば、眼科用デバイスは、
ローカル処理モジュール（７０）に操作可能に接続される１つ以上の広視野マシンビジョ
ンカメラ（１６）を含むことができる。これらのカメラは、ユーザの周りの環境を撮像す
るように構成することができる。１つの実施形態では、これらのカメラ（１６）は、デュ
アルキャプチャ可視光／赤外光カメラである。カメラ（１６）で撮影される画像は、眼科
用デバイスのデジタルメモリに格納され、取り出されて引き続き処理される。次に、画像
が眼科用デバイスにより取り出され、眼科用デバイスが次に、画像をディスプレイデバイ
ス（６２）を介して投影することにより、取得画像をユーザに対して再レンダリングする
ことができる。
【０１１８】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスはバイオフィードバックシステムを備えることが
でき、バイオフィードバックシステムは、物体又は画像を眺める際のユーザの快適レベル
を決定するように構成される。例えば、ユーザの眼が動いている場合、焦点調節を変えて
いる場合、瞳孔サイズを変えている場合、輻輳を変えている場合などでは、これらは、ユ
ーザが物体又は画像を快適に眺めることができないことを示す指標とすることができる。
幾つかの実施形態では、焦点調節の変化、又は焦点調節に関連する挙動の変化は、眼の焦
点調節又は挙動の不安定でランダムな変動、不安定性、及び／又は振れとして表現するこ
とができる。焦点調節又は焦点調節に関連する挙動の不安定性又は振れは、ユーザが物体
又は画像に焦点を合わせようと、又は物体もしくは画像が見えるように焦点調節しようと
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奮闘している兆候となり得る。したがって、バイオフィードバックシステムは、ユーザの
眼の状態又は特性に関する入力をリアルタイムで受け付けることができる。
【０１１９】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは、１つ以上の眼球追尾カメラ、又はユーザの１
つ以上の目を追尾する他のカメラ又は撮像システムを含む。例えば、幾つかの実施形態は
、光源（２６）（例えば、赤外線光源）と対になって設けられるカメラ（２４）（例えば
、赤外光カメラ）を利用することができ、カメラ（２４）は、ユーザの眼を監視及び追尾
するように構成される。これらのカメラ及び光源は、ローカル処理モジュール（７０）に
操作可能に接続することができる。このようなカメラ及び／又は撮像システムは、眼の向
き、眼の瞳孔サイズ、眼の輻輳、及びそれぞれの眼の視線に対応する方向を監視すること
ができる。ホロプター技術に関連して以下に説明するように、カメラ（２４）は、ユーザ
の眼の焦点調節を決定するように構成することができる。幾つかの実施形態では、カメラ
（２４）は、図５及び図６を参照して上に説明したように、眼の輻輳点を決定するように
構成することができる。
【０１２０】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスは、ジャイロスコープセンサ、加速度計、他の
センサ、又はこれらの組み合わせを含むことにより、頭部位置、頭部姿勢、又は頭部の向
きの変化を監視する。幾つかの実施形態では、ディスプレイデバイス（６２）はセンサア
センブリ（３９）を備えることができ、センサアセンブリ（３９）は、ユーザの頭部の動
きによりディスプレイデバイス（６２）に生じる移動、及びディスプレイデバイス（６２
）の向きを検出するように構成される。バイオフィードバックシステムは、検出される頭
部の動きを受け付けるように構成することができ、移動の頻度及び／又は大きさが閾値を
超える場合、システムは、ユーザが画像を快適に眺めることができないと判断するように
構成することができる。例えば、定常的な頭部の動きは、画像の快適な鑑賞位置を探して
いることを示すことができる。このような兆候が現われて、人物が良好に焦点を合わせて
いない可能性がある場合、眼科用システムは、ユーザに、このような兆候が現われている
ことを警告して、ホロプター検査又は他の視力検査を実施するか、又は眼科用システムは
、他覚的かつ自動的にユーザの処方を評価して、視覚品質を高めることができる。
【０１２１】
　幾つかの実施形態では、適応光学系は、ローカル処理モジュール（７０）に操作可能に
接続することができ、図３Ｃに示すように、着用者の視力障害を補償するように構成する
ことができる。ローカル処理モジュール（７０）は、ユーザの１つ以上の光学処方を格納
することができる。あるいは、幾つかの実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）
は、１つ以上の光学処方に対応する１つ以上の画像修正プログラム（例えば、着用者に提
示される画像を修正するように構成されるプログラム）を格納することができる。ローカ
ル処理モジュール（７０）は、適切な補償用波面をディスプレイデバイス（６２）の適応
光学系に符号化することで生成する、及び／又は光学処方に基づいて眼科用システムによ
り生成される画像を、光学処方及び／又は画像修正プログラムに基づいて修正するように
構成することができる。例えば、図１０Ａ及び図１１を参照して以下にさらに詳細に説明
するように、ローカル処理モジュール（７０）は、論理素子を実行することができ、論理
素子は、ＶＦＥ（variable focus element：焦点可変素子）又は適応光学系を変更して、
補正対象の波面を、眼科用デバイスにより、及び／又はユーザの眼に提示される環境光に
より生成される画像の光学処方に基づいて生成するようにするように構成される。
【０１２２】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスは、眼科用デバイスとリモート処理モジュール
（７２）及び／又はリモートデータリポジトリ（７４）との間でデータの送受信を可能に
する１つ以上の送信機及び受信機を含むことができる。幾つかの実施形態では、ローカル
処理モジュール（７０）及びローカル処理モジュール（７０）に含まれるデジタルメモリ
により実行される処理ステップのいずれの処理ステップも、ユーザから遠く離れた場所で
、リモートデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されるリモート処理モジュール（
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７２）により実行することができる。
【０１２３】
　幾つかの実施形態では、ディスプレイデバイス（６２）は、ディスプレイレンズ（１０
６）を取り込んだ１つ以上のＶＦＥ又は適応光学系を含む。例えば、図１０Ｅに関連して
説明されるように、ＶＦＥ又は適応光学系には導波路積層体を取り込むことができる。例
えば、ＶＦＥ又は適応光学系（３１６ａ、３１６ｂ）は、地上と導波路積層体との間に、
又はユーザと導波路積層体との間に配置することができる。このように、ＶＦＥ又は適応
光学系は、図５のディスプレイデバイス（６２）により、及び／又はユーザの周りの環境
光、例えばユーザの前方の環境光により生成される画像を形成する投影光（３８）の波面
を変調するように構成することができる。別の実施形態では、別の構成として、又は組み
合わせ構成として、ＶＦＥ又は適応光学系は、光源、例えば複数のディスプレイ（２００
，２０２，２０４，２０６，２０８）と図１０Ｅに示す導波路積層体との間に配置するこ
とができる。この場合、眼科用システムにより生成される画像の波面は、透過してユーザ
の眼に到達した環境光の波面をさらに修正することなく修正することができる。
【０１２４】
　ＶＦＥ又は適応光学系は、画像の波面を変調するために搭載される任意の光学素子とす
ることができる。様々な実施形態では、ディスプレイにより投影される光（３８）は、１
つ以上のＶＦＥ又は適応光学系に入射し、ＶＦＥ又は適応光学系は、入射する波面の位相
を変調することができる。修正後の波面は、伝搬して、画像を修正後の波面に基づいて知
覚するユーザに到達することができる。別の実施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系は、ユ
ーザの前方の環境光を変調して、外の地上を眺めるときに体験する視力障害を矯正する。
以下に説明するように、図１０Ｂ～図１０Ｄは、本明細書に開示される眼科用システムに
使用されて視力障害を矯正するＶＦＥ又は適応光学系の例示的な構成を示している。しか
しながら、他のＶＦＥ又は適応光学系を使用してもよいことを理解できるであろう。
【０１２５】
　ＶＦＥ又は適応光学系は、可変焦点変調及び結果的な波面変調を、透過法、屈折法、回
折法、又は反射法を利用することにより行なうことができる。例えば、ＶＦＥ又は適応光
学系は、液晶レンズ、電気活性レンズ、可動素子を備える従来の屈折レンズ、機械変形型
レンズ（液体で満たされたメンブレンレンズ、又は人間の水晶体に類似したレンズのよう
な、可撓性素子が、アクチュエータにより湾曲及び拡張するレンズのような）、エレクト
ロウェッティングレンズ、又は屈折率の異なる複数の流体のような屈折素子とすることが
できる。ＶＦＥ又は適応光学系は、可撓性の変形可能なエラストマー（例えば、弾性レン
ズ）を使用して形成される１つ以上のレンズを含むことができる。このような弾性レンズ
は、レンズの異なる軸線に配置される電極に印加される電圧を受電するように構成するこ
とができ、電圧は、歪みを軸線に沿って与えることにより、レンズの形状を変化させ、屈
折率を変化させることができる。ＶＦＥ又は適応光学系はまた、切り替え可能な回折光学
素子を備えることができる（ポリマー材料のようなホスト媒体が、材料の内部に分散され
る液晶の微小液滴を有するポリマー分散液晶方式を特徴とする光学素子のような光学素子
であり；所定の電圧が印加されると、分子が再配向して、これらの分子の屈折率がもはや
ホスト媒体の屈折率に一致しなくなることにより、高周波数で切り替えられる回折パター
ンを生成する）。図１０Ｂ～図１０Ｅに関連して以下に説明するように、他の構成も可能
である。
【０１２６】
　図１０Ｂ及び図１０Ｃは、適応光学系の好ましい実施形態を示している。例えば、適応
光学系は、焦点可変素子（ＶＦＥ）（１０２０）を備えることができる（例えば、上に説
明したような、変形可能なミラー膜、任意のミラー型ＶＦＥ、変形可能なレンズ、弾性レ
ンズ、位相変調器などを含むことができる）。幾つかの実施形態では、ＶＦＥ（１０２０
）は、ディスプレイレンズ（１０６）と一体に設けるか、又はディスプレイレンズ（１０
６）に埋め込むことができる。幾つかの実施形態では、例えば１つ以上の適応光学系又は
ＶＦＥ（１０２０）は、積層導波路組立体と一体に設けるか、及び／又は積層導波路組立
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体の１つ以上の面に配置することができる。
【０１２７】
　図１０Ｂは、ＶＦＥ（１０２０）の形状を角膜（１０２６）の形状に基づいて修正する
好ましい実施形態を示している。乱視又は任意の他の角膜障害を補償するために、ユーザ
に対して表示される光の位相及び／又は焦点を角膜の形状に基づいて変更することができ
る（１０２６）。例えば、表示される画像が周囲からの環境光、例えばユーザの前方の環
境光を含む場合、レンズを透過して着用者に到達する光の焦点（例えば、焦点深度）は、
ユーザが周囲を動き回って光がレンズを透過して着用者に到達するとともに、リアルタイ
ムに変更される。別の実施形態では、表示される画像が、ユーザが移動するに従って眼科
用システムにより生成されてユーザに対して眼科用システムにより表示される画像である
場合、光の位相及び／又は焦点の変更は、ユーザが周囲を動き回るに従って、フレームご
とに、又は画素ごとに、角膜（１０２６）の形状に基づいて行なうことができる。例えば
、波面補正は、画像の各フレームに対して行なうことができ、フレーム間で異ならせるこ
とができる、及び／又は波面は、ディスプレイの画素ごとに補正することができ、補正は
画素間で異ならせることができる。１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、ユーザ
の眼により生じる、例えばユーザの角膜（１０２６）の形状により生じる屈折障害を測定
することができ、ＶＦＥ（１０２０）の形状を角膜の形状に基づいて変更することができ
る。例えば、収差測定方法及び検影法に関連する以下の説明を参照されたい。この例では
、視力障害の原因として角膜の形状について説明しているが、補正は、屈折障害の他の原
因に対して行なうことができる。
【０１２８】
　変形可能な薄膜（例えば、レンズ又はミラー）ＶＦＥ（１０２０）のような幾つかのＶ
ＦＥは、一連の電極（１０２２）に接続され、これらの電極が次に、選択的に制御されて
薄膜（例えば、レンズ又はミラー）の形状を変化させ、その結果、位相、波面形状、及び
場合によっては光の焦点を変化させる。図１０Ｂに示すように、電極（１０２２）は、Ｖ
ＦＥ（１０２０）の形状が、角膜（１０２６）形状にぴったり合う（又は、他の屈折障害
を矯正する）ように制御されて、図１０Ｃに示すように、画像をユーザの眼で適切に眺め
ることができるようにする。ＶＦＥ（１０２０）の形状をフレームごとに（又は、画素ご
とに）変化させるこのような方法は、以下に詳述する屈折障害の他の種類の原因のような
他の用途にも使用することができ、図１０Ｃの乱視の例は一例に過ぎないことを理解され
たい。
【０１２９】
　図１０Ｄを参照するに、ＶＦＥ又は適応光学系には導波路積層体（１７８）を含めるこ
とができ、ＶＦＥ又は適応光学系を駆動して、ユーザの角膜形状を補正するか、又はユー
ザの任意の他の屈折状態を矯正することができる。図１０Ｄに示す光学系は、透過性ビー
ムスプリッタ基板の積層導波路組立体を備え、各透過性ビームスプリッタ基板は、光を異
なる焦点面に投影するように構成される、又は光を、あたかも異なる焦点面から発するか
のように投影するように構成される。例えば、第１導波路が、入射光の波面を第１の屈折
率で変調するように構成されるのに対し、第２導波路は、波面を第２の屈折率で変調する
ことができる。第１及び第２の屈折率で、球面波面補正を行なうことができ、これらの屈
折率で、正の補正、又は負の補正を行なうことができる。第１及び第２の屈折率で、同じ
補正度数の補正、又は同じ曲率補正方向の補正を行なう必要はない。図１０Ｄ及び図１０
ＥのＶＦＥ又は適応光学系は、図５のディスプレイレンズ（１０６）と一体に設けること
ができ、眼科用システムにより生成される画像を投影するとともに、環境光が導波路積層
体内を透過してユーザの眼に到達することができるように構成することができる。
【０１３０】
　積層導波路組立体（１７８）を利用して、複数の導波路積層体（１８２，１８４，１８
６，１８８，１９０）及び複数のレンズ（１９８，１９６，１９４，１９２）を一括構成
して、画像情報を、焦点距離を示す各導波路層に対応する様々な波面曲率度合いを有する
眼に送信して当該導波路層の度合いを知覚させることにより、眼球／脳に三次元知覚を与
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えることができる。幾つかの実施形態では、複数のレンズ（１９８，１９６，１９４，１
９２）は、屈折率が弱いレンズであるが、レンズ（１９８，１９６，１９４，１９２）は
このようなレンズに限定されるものではなく、導波路積層体（１７８）の所望の特性を実
現するのに適した任意のレンズとすることができる。複数のディスプレイ（２００，２０
２，２０４，２０６，２０８）、又は別の実施形態では、多重化された単一のディスプレ
イ、もしくは多重化された少ない数のディスプレイを利用して、光、例えばコリメートさ
れた光を画像情報と共に導波路（１８２，１８４，１８６，１８８，１９０）に注入する
ことができ、これらの導波路の各導波路は、入射光を、各導波路の長さ全体にわたってほ
ぼ均等に分散させて、眼に向かって下方に出射させるように構成することができる。
【０１３１】
　幾つかの実施形態では、複数のレンズ（１９８，１９６，１９４、及び１９２）のうち
の１つ以上のレンズは、上に説明したように、適応光学系とすることができ、適応光学系
は、処方補正を本明細書で説明される実施形態に従って行なうように構成される。この場
合、レンズ（１９８，１９６，１９４、及び１９２）は、動的な、適応的な、又は切り替
え可能な適応光学系とすることにより、これらのレンズの形状及び／又は特性を変更して
、屈折補正をユーザの処方に基づいて行なうことができる。例えば、レンズ（１９８，１
９６，１９４，及び１９２）は、切り替え可能な適応光学素子と、本明細書に記載の電極
を有する弾性レンズのような変形可能なレンズと、又は図１０Ｂ及び図１０ＣのＶＦＥと
、及び／又は本明細書に記載の透過性レンズのうち、いずれかの透過性レンズと、を備え
ることができる。
【０１３２】
　眼に最も近い導波路（１８２）は、このような導波路（１８２）に注入されるコリメー
ト光を、無限遠光学焦点面を表わす眼に送り込むように構成することができる。他の導波
路は、１ジオプタの範囲にとどまって無限遠よりも近い焦点面を表わして、ユーザに眼科
用システムにより生成される画像の３Ｄ知覚を与えるように構成することができるが、そ
の理由は、異なる導波路からの異なる画像コンテンツが、ユーザを起点とする異なる深さ
、又は異なる距離から発しているように見えるからである。
【０１３３】
　例えば、上方に隣接する導波路（１８４）は、第１レンズ（１９２；例えば屈折率が弱
いレンズ、例えば負の屈折率が弱いレンズ）を透過したコリメート光を、コリメート光が
眼（５８）に到達してしまう前に、送り出すように構成される；このような第１レンズ（
１９２）は、わずかに突出する凸面波面曲率を生成して、眼／脳が、当該隣接導波路（１
８４）から発する光を、光学的無限遠から人物に向かって内側により近い第１焦点面から
発するものとして解釈するように構成することができる。同様に、第３導波路（１８６）
は、第３導波路の出力光を、眼（５８）に到達する前に、第１レンズ（１９２）及び第２
レンズ（１９４）の両方を透過させる；第１レンズ（１９２）及び第２レンズ（１９４）
を組み合わせた合成レンズの屈折率は、別の増分量の分散（ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ）波面
収差を生じさせることにより、眼／脳が、当該第３導波路（１８６）から発する光を、隣
接導波路（１８４）から発した光よりも光学的無限遠から人物に向かって内側にもっと近
い第２焦点面から発するものとして解釈するように構成することができる。
【０１３４】
　他の導波路層（１８８，１９０）及びレンズ（１９６，１９８）も同様に構成され、積
層中の最も高い位置の、又は最も遠い位置の導波路（１９０）が、当該導波路の出力を、
当該導波路と眼との間のレンズ群の全てのレンズを通って送出して、人物に最も近い焦点
面を表わす合計焦点力を向上させる。レンズ積層体（１９８，１９６，１９４，１９２）
を、積層導波路組立体（１７８）の他方の側の地上（１４４）から発する光を眺める／解
釈するときに補償するために、補正レンズ層（１８０）が、積層体の上に、又は積層体の
前方に配置されて下方のレンズ積層体（１９８，１９６，１９４，１９２）の合計焦点力
を補償する。このような構成は、利用可能な導波路／レンズペアが存在するだけの数の知
覚焦点面を実現する。導波路の反射動作及びレンズの集光動作は共に、静的（すなわち、
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動的ではない、又は電気的に活性ではない、もしくは電気的に切り替えることができない
）とすることができる。別の実施形態では、これらの動作は、上述したように、例えば電
気的に活性な機能変化、又は電気的に駆動される機能変化を利用して動的とすることがで
きる。このような動的構成により、少数の導波路を時間的に順次多重化して、より多くの
数の有効焦点面を生成することができる。さらに、このような動的構成により、ユーザの
眼の屈折障害を動的に補正することができる。
【０１３５】
　１０５０に示すように、眼５８は、正常な角膜を有する正常な眼である。この場合、異
なる導波路は、眼／角膜と相互作用して、画像を様々な焦点面に結像させる。角膜が異常
である場合、１０６０に示すように、これらの導波路の各導波路の適応光学系を選択的に
指定することにより、不規則な角膜形状にぴったり合わせることができる。各導波路の適
応光学系は、変形可能な薄膜ミラーのような反射光学素子、又は動的レンズのような部分
的に透過する、もしくは完全に透過する光学素子を備えることができる（例えば、液晶レ
ンズ、電気活性レンズ、可動素子を備える従来の屈折レンズ、機械変形型レンズ、エレク
トロウェッティングレンズ、弾性レンズ、又は屈折率の異なる複数の流体）。例えば、第
１導波路のレンズを特定して、画像の波面光を複数のディスプレイのうちの１つのディス
プレイから受光することができる。特定した導波路レンズを選択的に変形させて、又は選
択的に指定して、入射波面を変調して焦点距離を表わす所望の波面曲率を生成しながら光
を反射又は透過させることにより、角膜の不規則な形状を補正することができる。このよ
うに、画像の焦点及び／又は波面を、これらの導波路の各導波路のレンズ構成を選択して
、ユーザに適切な波面曲率をユーザに対して生成することにより注意深く歪ませて／変化
させて、角膜の任意の不規則な形状、眼球の長さ、不規則なレンズ形状、又は眼の屈折障
害、もしくはこれらの組み合わせを補正することができる。
【０１３６】
　図１０Ｅは、ＶＦＥ又は適応光学系の構成の好ましい実施形態を示している。幾つかの
実施形態では、眼科用システムは、図１０Ｄの積層導波路組立体（１７８）、及び図１０
Ｅに示す図１０Ｂ及び図１０Ｃの１つ以上のＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）の両方を
含むことができる。例えば、積層導波路組立体（１７８）は、ディスプレイレンズ（１０
６）内に埋め込むことができる、又はディスプレイレンズ（１０６）と一体に設けること
ができる。幾つかの実施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）は、ディスプレイ
レンズ（１０６）内に埋め込むようにしてもよい、又はディスプレイレンズ（１０６）と
一体に設けるようにしてもよい。１つの実施態様では、ＶＦＥ又は適応光学系（１０２０
）は、積層導波路組立体（１７８）と地上（例えば、適応光学系３１６ａ）との間に配置
することができる。別の実施態様では、ＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）は、積層導波
路組立体（１７８）とユーザ（例えば、適応光学系３１６ｂ）との間に配置することがで
きる。さらに別の実施形態では、１つ以上のＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）は、積層
導波路組立体（１７８）と複数のディスプレイ（２００，２０２，２０４，２０６、及び
２０８）との間に配置することができる。単一のＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）を、
積層導波路組立体（１７８）と複数のディスプレイ（２００，２０２，２０４，２０６、
及び２０８）の全てのディスプレイとの間に設けるようにしてもよい。あるいは、複数の
ＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）、例えばＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）を、複数
のディスプレイ（２００，２０２，２０４，２０６、及び２０８）の各ディスプレイに対
応して設けるようにしてもよい（例えば、適応光学系３１６ｄ）。ＶＦＥ又は適応光学系
（１０２０）は、光源（１８）と導波路積層体（１７８）との間に配置するようにしても
よい、又は光源（１８）と一体化するようにしてもよい。ＶＦＥ（１０２０）又は適応光
学系は、導波路積層体（１７８）内に一体的に設けるようにしてもよい。別の実施形態で
は、ＶＦＥ又は適応光学系（１０２０）は、複数の導波路（１８２，１８４，１８６，１
８８，１９０）のうちの１つ以上の導波路の間に配置することができ、変更することによ
り、視力矯正を光学的処方に基づいて行なうように構成することができる。
【０１３７】
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　従って、眼科用システムの様々な実施形態は光変調器を含むことができ、光変調器は、
様々な焦点深度の光線を、ファイバスキャナ又は他の光発生源を介して、網膜を走査する
ラスターパターンで可変に投影するように構成される。この実施形態では、眼科用システ
ムは、画像を様々な焦点距離に投影して視力障害を、積層導波路組立体（１７８）と同様
の方法で矯正することができる。同様に、光源は、屈折補正を行なって、近視、遠視、又
は乱視をユーザの光学処方に基づいて矯正するように構成することができる。様々な実施
形態では、眼科用システムは、１つ以上の空間光変調器を含み、これらの空間光変調器は
、光の位相を変調し、波面の形状を変更して適切な光学矯正をユーザの処方に基づいて行
なうように構成される。このような位相変調器は、光を眼科用システムに装着される光源
から受光することができる。幾つかの実施形態では、本明細書に記載の適応光学系又はＶ
ＦＥの他に、空間光変調器が取り込まれる。
【０１３８】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、ＡＲ及び／又はＶＲ技術を使用してユーザ
の角膜の形状を補償する、及び／又はその他には、視力障害を矯正する拡張現実システム
とすることができる。例えば、眼科用システムは、拡張現実頭部装着型ディスプレイシス
テムとすることができ、拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムは、拡張現実システム
のユーザの前方の地上からの光を透過させて、眼科用システムを着用している人物の眼に
入射させるように構成される。このような実施形態では、眼科用システムはまた、地上を
透過してきた光の波面を、眼科用システムを着用している人物の光学処方に基づいて補正
するか、又は変調する。このような眼科用デバイスは、波面補正を、眼科用システムによ
り生成され、かつユーザの眼に投影されるＡＲ画像コンテンツに対して行なうように構成
することもできる。このようにして、眼科用システムは、着用者に提示される画像コンテ
ンツを変更することにより、近視、遠視、乱視などを矯正する。
【０１３９】
　別の実施形態では、別の構成として、眼科用システムは、ＶＲ頭部装着型ディスプレイ
システムであり、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムは、ユーザ及びＶＲ頭部装着型デ
ィスプレイの前方に形成される環境光を透過しない、又は環境光の透過を阻止する。ＶＲ
頭部装着型ディスプレイは、仮想画像コンテンツのみを着用者又はユーザに対して表示す
るように構成することができる。しかしながら、幾つかの実施形態では、環境光がユーザ
の前方に形成されるが、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムにより阻止される場合、Ｖ
Ｒ頭部装着型ディスプレイシステムは、外向きカメラ（例えば、広視野マシンビジョンカ
メラ（１６））を含むことができ、この外向きカメラで、ユーザの前方の地上を眺めるこ
とができる。これらのカメラは、ユーザの前方の環境光を撮像することができ、ユーザの
前方の地上のビュー（ｖｉｅｗ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ：地上を視認すること）を含
む画像をディスプレイ上に再生することができ、これらの画像をユーザの眼に投影するこ
とができる。仮想画像コンテンツは、波面補正により、光学処方に基づいて、拡張現実頭
部装着型ディスプレイシステムのＡＲ画像コンテンツと同様の方法で変更することができ
る。上に説明したように、例えば図１０Ｅに示すような１つ以上の適応光学系を調整して
、適切な屈折補正を行なうことができる。このような眼科用システムは、波面補正を仮想
現実画像コンテンツに対して行なうように構成することができる。ＶＲシステムは、環境
光を透過させないが、ＶＲ画像コンテンツは、メモリに格納されるか、又は眼科用システ
ムにより生成される任意の画像コンテンツとすることができ、任意の画像コンテンツは、
外向きカメラで取得されるユーザの前方の環境光の画像を含む。
【０１４０】
　次に、図１０Ａを参照しながら、近視、遠視、及び乱視のような視力障害を矯正する例
示的なプロセスフローについて簡単に説明する。プロセスフロー１０００は、ユーザに提
示される画像を、ユーザの処方に基づいて修正することに関するものである。幾つかの実
施形態では、プロセスフロー１０００は、図３Ａ～図３Ｄに関連して説明した眼科用デバ
イスのような患者着用型眼科用デバイスにより実行することができる。プロセスフロー１
０００は、ローカル処理モジュール（７０）により実行することができ、ローカル処理モ
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ジュール（７０）は、ローカル処理モジュール（７０）内の論理素子を実行するように構
成される。別の実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）は、プロセスフロー１０
００を、リモートデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されるローカル処理モジュ
ール（７０）内の論理素子により実行されるリモート処理モジュール（７２）を介して実
行することができる。図１０Ｂ～図１０Ｅに示す通りに配置されるレンズのような電気的
に再構成可能なミラー又はレンズのような適応光学系を使用して、屈折補正をユーザの光
学処方に基づいて行なうことができる。
【０１４１】
　次に、プロセスフロー１０００を参照すると、１００２では、眼科用システムは、ユー
ザの処方を決定することができる。１つ以上の実施形態では、ユーザは、眼科用システム
に情報を単に供給することができる。例えば、ユーザは、処方をユーザインターフェース
に入力することができる。あるいは、他の実施形態では、眼科用システムは、以下にさら
に説明するように、眼科処方コンフィギュレータプログラムを利用して、ユーザの処方を
手動で、かつ対話形式で判断することができる。例えば、眼科用デバイスを個別の細かい
手順で予めプログラムすることにより、焦点又は変更後の波面を調整することができる。
焦点を調整することは、焦点を第１主経線及び／又は第２主経線に合わせることを含み、
一方の主経線に対する調整は、他方の主経線に対する調整とは独立して行なうことができ
る。次に、ユーザは、光学処方を決定する所望の波面を眼科用システムに対して、適切な
フィードバックメカニズム（例えば、ユーザインターフェース）を介して指定することが
できる。あるいは、別の実施形態では、ユーザは、ユーザが、快適な眼科処方に辿り着く
まで、処方を漸増させるか、又は漸減させる（例えば、焦点及び／又は波面を変化させる
）ことができる。例えば、ホロプター技術に関連する以下の説明を参照されたい。
【０１４２】
　別の実施形態では、本明細書に記載されるように、眼科用システムは、ユーザの処方を
、自動的に、かつ徐々に、ユーザ入力を必要とすることなく、眼を視線追跡システム又は
他のシステムを介して追尾及び監視することによりリアルタイムに変更することができる
。幾つかの実施形態では、眼科用システムは、バイオフィードバックシステムを利用して
、ユーザの処方を自動的に変更することができる。例えば、ユーザの眼が動いている、不
安定である、振れている、焦点調節を変えている（例えば、不安定に、又はランダムに変
えている）などの場合、これらはユーザが物体を快適に眺めることができないことを示唆
している。したがって、バイオフィードバックシステムは、ユーザの眼の状態に関する入
力をリアルタイムに受信することができる。ユーザが、ユーザの前方からの環境光に由来
し、かつディスプレイデバイス（６２）を介して表示される仮想現実コンテンツ、拡張現
実コンテンツ、又は現実コンテンツを快適に眺めることができないと判断される場合、眼
科用システムは、眼科処方コンフィギュレータプログラム（例えば、本明細書に記載のホ
ロプター、自動屈折計、又は他の視力検査デバイス）を自動的に開始することができる。
【０１４３】
　幾つかの実施形態では、上述したように、バイオフィードバックシステムは、視線追跡
システムを利用して、ユーザの眼に関連する入力をリアルタイムに行なうことができる。
例えば、ホロプター技術に関連して以下に説明するように、視線追跡システムは調節状態
を監視することができる。視線追跡システムは、眼の焦点調節の変動（例えば、変化）を
、例えば複数の測定値を比較することにより検出することができる。幾つかの実施形態で
は、焦点調節は、１つ以上の眼の水晶体の形状、眼の輻輳、１つ以上の眼の瞳孔サイズな
どを監視することにより監視することができる。幾つかの実施形態では、調節状態を監視
することは、微小画像（例えば、ドット又は複数のドット）を眼に投影すること、内向き
カメラを使用して画像の焦点が網膜の中心窩に合っているかどうかを、又は画像が位置を
変えているかどうかを監視することを含む。例えば、自動屈折器、ホロプター、及びＳＬ
Ｏ技術に関連して本明細書に記載されているように、焦点調節の変動は、焦点深度が好ま
しくないことを、又は画像がボケていることを示唆している。したがって、眼科用システ
ムは、処方を、変動が止むまで、又は減少するまで増減させることにより、好適な眼球治
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療薬処方に辿り着くことができる。
【０１４４】
　同様に、バイオフィードバックシステムは、眼球位置又は凝視方向の変化、及び／又は
ユーザの頭部位置の変化に関する入力を受信することもできる。幾つかの実施形態では、
これらの入力が、決定された閾値（例えば、決定された変化頻度）内で絶えず変化してい
る場合、バイオフィードバックシステムは、ユーザが物体又は画像を快適に眺めることが
できないと判断するように構成することができる。したがって、眼科用システムは、ユー
ザの光学処方を、画像を眺めるときの快適レベルを示すユーザ入力を必要とすることなく
、例えばユーザに新しい光学処方が必要であることを警告することによりリアルタイムに
変更することができる、又は検査を開始して処方を更新することができる。
【０１４５】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、光学処方をサードパーティから受け取るよ
うに構成することができる。例えば、医者は、ユーザに光学処方を無線で送信することが
でき（例えば、インターネット、ブルートゥース（登録商標）接続などを介して）、光学
処方は、受信機で受信され、ローカル処理モジュール（７０）のデジタルメモリに格納さ
れる。
【０１４６】
　１００４では、システムはマッピングテーブルを検索して、適切な画像修正プログラム
（例えば、適切な一連のパラメータを有するプログラム）を決定することにより、ユーザ
に提示される１つ以上の画像を修正することができる。幾つかの実施形態では、マッピン
グテーブルは、異なる光学処方を異なる画像修正プログラムに関連付ける関連付けを含む
ことができる。例えば、ユーザの光学処方が与えられる場合、マッピングテーブルは、光
学的処方により定義される視力障害を矯正するように構成される画像修正プログラムを列
挙することができる。
【０１４７】
　１つの実施形態では、画像修正プログラムは、入射波面に加える変調を定義して補償用
波面を生成する。別の実施形態では、画像修正プログラムは、眼科用システムにより生成
され、かつユーザの眼に提示される２Ｄ画像に加える修正を定義する。１つ以上の実施形
態では、眼科用システムをこのようなプログラムで事前に符号化することができる、又は
これらのプログラムをダウンロードして画像修正を処方に基づいて行なうことができる。
例えば、ホロプター技術に関連する以下の説明を参照されたい。幾つかの実施形態では、
リモート処理モジュール（７２）を実行して、リモートデータリポジトリ（７４）に格納
されているマッピングを取り出すか、又は検索することができる。
【０１４８】
　幾つかの実施形態では、各画像修正プログラムは、一連のパラメータを含むことにより
、ディスプレイデバイス（６２）のＶＦＥ又は適応光学系に、所望の波面補正に基づいて
適用することができる。このようなパラメータは、一連の信号（例えば、電気信号）とす
ることができ、これらの信号は、適応光学系の形状及び／又は特性に加えられる変更を定
義することにより、波面を変更する。例えば、ＶＦＥ又は適応光学系が、１つ以上のＶＦ
Ｅ又は適応光学系を含むことができる場合（例えば、図１０Ｂ～１０Ｅに関連して上に説
明したように）、これらのパラメータは、ＶＦＥ又は適応光学系の形状に加えられる変更
を定義することにより、ユーザに提示される波面を同様に変更することができる。別の実
施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系が導波路積層体に含まれる場合（例えば、図１０Ｄに
関連して上述したように）、これらのパラメータは、導波路内に一体に設けられる適応光
学系に加えられる変更を定義することにより、入射光の位相、焦点距離、及び波面を光学
的処方に基づいて変更することができる。さらに別の実施形態では、眼科用デバイスが、
様々な位相の、及び場合によっては焦点の光線を、ラスターパターンで可変に投影するよ
うに構成される位相変調器のような光変調器を備える場合、これらのパラメータは、ラス
ターパターンの位相及び／又は焦点を規定することができる。位相を変調することにより
、光線により投影される波面を制御して、視力障害を矯正することができる。



(99) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

【０１４９】
　別の実施形態では、各画像修正プログラムは、眼科用システムにより生成される画像に
、画像に加えられる所望の変更に基づいて適用される一連のパラメータを含むことができ
る。例えば、上に説明したように、眼科用システムは、色、倍率、形状、強度、及び／又
は歪みを修正して、眼の障害を矯正することができる。幾つかの用途では、画像修正プロ
グラムは、波面（例えば、位相）及び画像を組み合わせて修正するパラメータを含むこと
ができる。
【０１５０】
　画像修正プログラムのパラメータ、及び対応する一連の信号は、光学処方に基づいて設
定することができる。例えば、近視の場合、画像修正プログラムは、負の屈折球面波面曲
率を眼科用システムの光学系（例えば、ＶＦＥ又はディスプレイデバイス（６２）の適応
光学系）に符号化することで生成するように設定される一連のパラメータを有することが
できる。遠視の場合、画像修正プログラムは、正の屈折球面波面曲率を眼科用システムの
光学系に符号化することで生成するように設定される一連のパラメータを有することがで
きる。乱視の場合、画像修正プログラムは、眼科用システムの光学系の異なる焦点深度を
ユーザの角膜の形状に基づいて規定するように設定される一連のパラメータを有すること
ができる。例えば、乱視になっているユーザの眼は、異なる屈折率を眼の角膜の異なる軸
線又は主経線に沿って有することができる。このように、画像修正プログラムは、異なる
焦点距離、深度面、屈折率、又は他の光学矯正を眼の光学処方及び形状に基づいて規定す
る一連のパラメータを含むことができる。
【０１５１】
　幾つかの実施形態では、補正後の波面を符号化することは、地上からユーザに届く環境
光、例えばユーザ及び眼科用システムの前方の環境光の波面を変更することを含む。同様
に、補正後の波面を符号化することは、眼科用デバイスにより生成され、かつディスプレ
イデバイスによりユーザに投影される画像の波面を変更することを含むことができる。例
えば、電気信号を、適応光学系に接続される電極に印加して、適応光学系の形状又は光学
特性を変更することができる。これにより今度は、適応光学系に入射する波面を必ず変更
することができる。幾つかの実施形態では、環境光、及び任意の投影像の波面は共に、単
一のＶＦＥ又は適応光学系のいずれかにより変更することができる、もしくは異なるＶＦ
Ｅ又は適応光学系により個別に変更することができる。
【０１５２】
　１００６では、適切なプログラムを選択することができる。１つ以上の実施形態では、
マッピングテーブルは、１対１の関連付け、多対１の関連付け、又は多対多の関連付けを
用いることができる。例えば、マッピングテーブルは、１種類以上の光学処方を、対応す
る１つ以上の画像修正プログラム（例えば、適応光学系に適用される変更を規定するパラ
メータを与える）に関連付けて、ＶＦＥ又は適応光学系に適用することにより波面を変更
することができる。例えば、ユーザが１種類以上の視力障害を患っている場合、１種類以
上の光学処方は、複数の画像修正プログラムに対応させることができる、又はその逆も可
能である。したがって、幾つかの実施形態では、眼科用システムは、リモート処理モジュ
ール（７２）と通信するローカル処理モジュール（７０）を利用して、適切なプログラム
をリモートデータリポジトリ（７４）の光学処方に基づいて選択することができる。別の
実施形態では、１００６、又はプロセスフロー１０００の任意の操作は、ローカル処理モ
ジュール（７０）の設置場所のその場で実行することができる。
【０１５３】
　１００８では、適切な画像修正プログラムを、１つ以上の画像に適用することによりこ
れらの画像をユーザの眼に投影することができる。幾つかの実施形態では、デジタルメモ
リ又はリモートデータリポジトリ（７４）は、画像コンテンツ（例えば、ＡＲ及び／又は
ＶＲ画像コンテンツ）を格納するように構成することができる。ローカル処理モジュール
（７０）は、単独で、又はリモート処理モジュール（７２）と通信しながら、この画像コ
ンテンツを取り出し、命令を適切なプログラムのパラメータに基づいて実行して、ユーザ
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に投影される画像を変更するように構成することができる。幾つかの実施形態では、ロー
カル処理モジュール（７０）は、命令をパラメータ及び対応する一連の信号に基づいて実
行することにより、環境光を変化させることができる。別の実施形態では、リモート処理
モジュール（７２）は、命令を適切なプログラムのパラメータに基づいて実行して、ユー
ザに届く環境光を変化させることができる。
【０１５４】
　適切な画像修正プログラムを適用して、画像の波面を変更することができる。幾つかの
実施形態では、波面補償は、適応光学系の形状を調整することにより行なわれる。幾つか
の実施形態では、補償は、導波路積層体と一体化させた適応光学系の特性を変更すること
により行なわれ、これにより入射光の焦点深度、位相及び／又は波面を変更することがで
きる。他の実施形態では、適切な画像修正プログラムを適用することにより、眼球ディス
プレイにより提示される１つ以上の２Ｄ画像を修正することができる。例えば、各２Ｄ画
像が異なる焦点深度の画像表現である場合、合成画像の３Ｄ知覚をユーザに与えることが
できる。様々な実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）を実行して、ディスプレ
イデバイス（６２）のＶＦＥ又は適応光学系を符号化することにより波面を、光学処方に
基づいて、かつプロセスフロー１０００に従って変更することができる。
【０１５５】
　１０１０では、修正後の画像がユーザに対して投影されて、ユーザが画像を快適に眺め
ることができる。例えば、眼科用システムは、光（３８）をユーザに対して投影して、画
像をユーザの眼に形成することができる。画像は、ディスプレイデバイス（６２）のＶＦ
Ｅ又は適応光学系により未修正画像に加えられる波面補正に基づいて修正される画像とす
ることができる。別の実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、眼科
用システムにより生成される各２Ｄ画像（例えば、３Ｄ画像の知覚を与える異なる焦点深
度の画像）は、ローカル処理モジュール（７０）で実行されるソフトウェアに基づいて修
正することができ、次にディスプレイデバイス（６２）を介して表示することができる。
幾つかの実施形態では、眼科用デバイスが、拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムで
ある場合、頭部装着型ディスプレイ及びユーザの前方に位置する物体を撮像しながら、波
面補正を画像に適用して着用者に提示することができる。例えば、眼科用システムによっ
て提示されるＡＲ画像コンテンツは、環境光と組み合わせて修正されて、投影されるよう
にしてもよい。幾つかの実施形態では、地上からレンズ１０６を通って透過してきた環境
光を適切なプログラムで変化させた光学矯正を、レンズ１０６を通して地上を眺める着用
者に対して行なうこともできる。別の実施形態では、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシステ
ムが、ユーザの前方の地上を遮る場合、修正後の画像は、眼科用システム及び眼科用シス
テム内のディスプレイにより提示されて視覚表示されるＶＲ画像、例えばＶＲ画像コンテ
ンツの修正版とすることができる。
【０１５６】
　したがって、プロセスフロー１０００は、動的光学補正システムとして実現することが
できる。例えば、適応光学系は、適応光学系の形状及び／又は特性を変化させる電気信号
により駆動することができるので、適応光学系の屈折率を変化させることができる。次に
、適応光学系の変更後の特性が、適応光学系に入射する波面の形状を変化させて、補正後
の波面を生成することができる。眼科用システムによるこの波面補正は、ユーザの光学処
方が時間の経過とともに変化するのに伴ってリアルタイムに変化させることができる。例
えば、光学矯正は、所定の時間間隔（例えば、毎日、少なくとも年に２回、１年に３回、
又は１年に４回、場合によっては月に１回など）で調整することができる。この時間間隔
は、視力障害、視覚機能低下、又は視覚変化の予測発生率又は発生回数に基づいて予め設
定されていてもよい。例えば、ユーザの視力は、ユーザの年齢に伴って変化する可能性が
ある。
【０１５７】
　幾つかの実施形態では、１０１０において、眼科用システムは、動的光学補正を、眼科
処方コンフィギュレータプログラムを開始することにより実施することができる。１０１
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０では、眼科用システムは、幾つかの実施形態において、ブロック１００２に戻って、ユ
ーザの処方を手動かつ対話形式で、ユーザが実施することなく各時間間隔で決定するよう
に構成することができる。このように、眼科用システムは、第１光学処方を第１時点で動
的に特定し、光学補正を当該処方に基づいて調整し、第２光学処方を第２時点で特定し、
光学補正を当該第２光学処方に基づいて調整することができる。別の実施形態では、眼科
用システムの使用中の任意の時点で、バイオフィードバックシステムは、上述したように
、ユーザの眼の動き、及び変化を監視する（例えば、カメラ２４を介して）ことができる
。眼が常に動いている場合、又は眼の特性が絶えず変化している場合、バイオフィードバ
ックシステムは、ユーザが眼の焦点を合わせようとしているか、又は焦点調節しようと奮
闘していると判断することができる。したがって、眼科用システムは次に、眼科処方コン
フィギュレータプログラムを開始して、新たな光学処方を決定する、及び／又は画像修正
プログラムを調整することができる。
【０１５８】
　図１０Ａ～図１０Ｅに示す方法は、眼科用システムの光学系、又は光学アルゴリズムを
修正して、特定の眼球異常を矯正する方法の例である。以下にさらに詳細に説明する健康
異常のいずれもが、１種類以上の生理的異常を矯正する光学的手法又はプログラミング技
法、もしくは両方の組み合わせを使用することができることを理解されたい。
　老眼
【０１５９】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムを使用して、老眼を補正することができる。
老眼は、眼の水晶体の焦点調節の強さの程度の低下であり、通常、老化に関連している。
物体が近くにある場合、眼の水晶体は形状を変えて調節することにより、眼で受光する光
を網膜上に結像させて網膜上に画像を形成する。年齢とともに、眼の水晶体が形状を変え
て近距離を視認する調節能力が低下する。多くの場合、老眼は、分割レンズ（例えば、２
焦点レンズ、３焦点レンズなど）、又は焦点傾斜が連続するレンズ（例えば、累進レンズ
）、もしくは機械的に変形可能な可変焦点レンズ、又は液晶レンズを含む多焦点補正レン
ズ系を使用することにより治療される。
【０１６０】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、老眼を補正するように構成することがで
きる。様々な実施形態では、眼科用デバイスは、焦点が調整可能な固体可変焦点レンズ（
例えば、適応光学系又は焦点可変素子（ＶＦＥ））として機能することができる。上に説
明したように、例えば近視、遠視、又は乱視を矯正するために、眼科用システムに、１つ
以上の適応光学系又はＶＦＥを設けることができる。適応光学系は、例えば電気信号を適
応光学系に印加して、適応光学系に入射する波面の形状を変化させることにより動的に変
更することができる。適応光学系の形状、又は他の特性を変更することにより、波面を変
化させて、例えば波面の焦点を網膜に合わせて、本明細書に記載される近距離を視認する
ことにより、老眼矯正を行なうことができる。
【０１６１】
　上に説明され、かつ図５に示すように、眼科用デバイスは、ディスプレイレンズ（１０
６）と、光（３８）を投影するように構成される光源と、を含む拡張（又は、仮想）現実
ディスプレイデバイス（６２）を含むことができ、光（３８）をユーザの眼に誘導して、
画像をユーザの眼に形成してユーザが眺めるようにする。様々な実施形態では、このディ
スプレイデバイスは導波路積層体を備え、導波路積層体は、導波路の端面に配置されるフ
ァイバ走査型ディスプレイから光を受光し、光を導波路の外部に導波路の裏面から取り出
して着用者の眼に結合させる。ディスプレイデバイスが拡張現実ディスプレイデバイスで
ある場合、眼科用デバイスは、地上からの環境光を、例えば光をユーザの前方からユーザ
の眼に、ディスプレイレンズ（１０６）を介して誘導することもできる。この光は、例え
ば導波路積層体を介して着用者の眼に透過させることができる。上述したように、ディス
プレイデバイス（６２）は、１つ以上の適応光学系又は焦点可変素子（ＶＦＥ）を備える
こともできる。上に説明したように、適応光学系は光学素子とすることができ、この光学
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素子を動的に変更して、光学素子に入射する波面を変更することができる。例えば、適応
光学系は、変形可能なミラーのような反射光学素子、又は上の図１０Ｂ～図１０Ｅで説明
した動的レンズのような透過光学素子とすることができる。
【０１６２】
　幾つかの実施形態では、ユーザは、入力をシステムに対して行なうことにより、可変焦
点レンズの焦点を、手動で調整することができる。例えば、１つ以上の実施形態では、眼
科用デバイスは、フィードバックメカニズム（例えば、ユーザインターフェース制御）を
有することにより光学系のパワーを増加させるか、又は減少させる、又はユーザに提示さ
れている画像の焦点を長くするか、又は短くすることができる。ユーザ入力により、１つ
以上の適応光学系は、形状を変えるので、波面の焦点を変更して、関連する光及び画像の
焦点を網膜に合わせることができる。
【０１６３】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、ユーザの光学処方を自動的に決定する（
例えば、以下に説明するバイオフィードバックシステムに基づいて）、又は対話形式で決
定する（例えば、以下に記載されるホロプター技術を用いることにより）ように構成する
ことができ、光学処方を眼科用システムの光学的補助部材に取り入れるように構成するこ
とができる。幾つかの実施形態では、ユーザの眼に投影される画像の波面は、決定した処
方に基づいて変更することができる。例えば、ユーザの前方の環境光の波面は、眼科用シ
ステムの適応光学系に入射することができ、処方に基づいて補正することができる。別の
実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、眼科用システムのディスプ
レイにより生成され、かつユーザに対してシステムのディスプレイにより提示される画像
の波面は、処方に基づいて補正することができる。例えば、投影像の波面の位相及び／又
は焦点は、投影像の焦点が合っているように見えて、光学処方に基づいて補正されるよう
に変更することができる。
【０１６４】
　幾つかの実施形態では、老眼を矯正するように構成される眼科用システムは、近視、遠
視、及び／又は乱視を矯正する上記の眼科用システムと同様とすることができる。幾つか
の実施形態では、眼科用システムは、老眼を近視、遠視、及び／又は乱視と一緒に矯正す
るように構成することができる。
【０１６５】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、老眼を矯正するためのＡＲ及びＶＲ技術を
組み合わせて老眼を矯正する拡張現実システムとすることができる。上述したように、眼
科用システムは、波面補正をユーザの前方の地上からの環境光に対して行なうだけでなく
、波面補正を眼科用システムにより生成されるＡＲ画像コンテンツに対しても行なうよう
に構成される拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムとすることができる。別の構成と
して、眼科用システムはＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムとすることができ、ＶＲ頭
部装着型ディスプレイシステムは、眼科用システムにより生成され、補正後の波面を有し
、ユーザに提示されるＶＲ画像コンテンツを、ユーザの眼で、ユーザの前方の環境光を見
ることができないようにＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムで眼が覆われている状態で
生成するように構成される。前述したように、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムは外
向きカメラを含むことができ、外向きカメラは、ユーザの前方の地上からの環境光を撮像
し、これらの画像の補正後の波面を生成して着用者の眼に投影するように構成される。
【０１６６】
　例えば、眼科用システムは、図３Ａ～図３Ｄ及び図５に示すように、患者着用型眼科用
デバイスとすることができ、患者着用型眼科用デバイスを搭載して老眼を矯正することが
できる。眼科用デバイスはディスプレイデバイス（６２）を含み、ディスプレイデバイス
（６２）は、光（３８）を投影するように構成される光源を含み、光（３８）は、ディス
プレイレンズ（１０６）の内側にあるユーザの眼に誘導されて、ディスプレイデバイス（
６２）のレンダリングエンジン（３４）により表示される。眼科用デバイスは、地上から
の環境光を、例えば光をユーザの前方からユーザの眼にディスプレイレンズ（１０６）を
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介して誘導することもできる。ディスプレイデバイス（６２）はさらに、１つ以上のＶＦ
Ｅ又は適応光学系を備える。上述したように、ＶＦＥ又は適応光学系は光学素子を備える
ことができ、この光学素子を動的に変更して、光学素子に入射する波面を変更することが
できる。例えば、適応光学系は、変形可能なミラーのような反射光学素子とするか、又は
上に図１０Ｂ～図１０Ｄで説明した動的レンズのような透過光学素子とすることができる
。図１０Ｅにおいて上に説明したように、ＶＦＥ又は適応光学系は、ディスプレイレンズ
（１０６）に含めてもよい、又はディスプレイレンズ（１０６）と光源との間に配置する
ようにしてもよい。ＶＦＥ又は適応光学系は、導波路積層体又は光源（１８）に組み込ま
れるようにしてもよい。さらに、ＶＦＥ又は適応光学系は、導波路積層体と眼科用デバイ
ス及びユーザの前方の地上との間に配置するようにしてもよい。ＶＦＥ又は適応光学系は
、導波路積層体とユーザの眼との間に配置するようにしてもよい。別の実施形態では、適
応光学系は、導波路積層体の導波路と導波路との間に配置するようにしてもよい。
【０１６７】
　幾つかの実施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系を変更して、入射する波面の位相及び／
又は焦点を変更することができる。
【０１６８】
　幾つかの実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、適応光学系は、
位相を画素ごとに変更するように構成される空間光モジュールを備える。したがって、光
学補正を波面に加えることができる。したがって、様々な実施形態では、眼科用デバイス
は、光変調器を駆動して老眼を矯正するように構成することができる。
【０１６９】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは、眼を追尾する１つ以上の眼球追尾カメラ又は
他のカメラ、もしくは撮像システムを含む。このようなカメラ及び／又は撮像システムは
、眼の向き、及びそれぞれの眼の対応視線方向を監視することができる。これらのカメラ
及び撮像システムは、画像を眺める際のユーザの心地良さを監視し、フィードバックを行
なって、光学処方を監視するか、又は変更するように構成されるバイオフィードバックシ
ステムの一部とすることもできる。
【０１７０】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、ユーザの注視方向を検出するように構成
される１つ以上のセンサを備えることができる。これらのセンサは、バイオフィードバッ
クシステムの一部とすることもできる。例えば、着用者の眼が前方及び下方に傾いている
場合、着用者は、本のようなより近くの物体を見ている可能性がある、又は近くの物体に
通常関連する位置（視野の下方部分）に配置される画像に対応する投影像コンテンツを見
ている可能性がある。注視は、眼の輻輳（例えば、図６に関連する上記の説明を参照）に
基づいて判断することもでき、例えば、両眼の視線が、所定の位置にどのくらい近づいて
いるかに基づいて、及び当該位置が着用者からどのくらい遠いかに基づいて判断すること
ができる。したがって、輻輳を監視することにより、観察者が物体を見ようとしている距
離を判断することができる。
【０１７１】
　別の実施形態では、１つ以上のセンサは、頭部位置を検出するように構成することがで
きる。１つの実施形態では、観察者が物体を見ようとしている距離は、ユーザの頭部位置
（例えば、頭部の姿勢又は向き）、例えば、前方傾斜に基づいて推定又は検出することが
できる。例えば、着用者の頭部が前方及び下方に傾いている場合、着用者は、本のような
より近くの物体を見ている可能性がある、又は近くの物体に通常関連する位置（視野の下
方部分）に配置される画像に対応する投影像コンテンツを見ている可能性がある。
【０１７２】
　幾つかの実施形態では、図３Ａ～３Ｄの眼科用デバイスは、頭部位置（例えば、頭部の
姿勢又は頭部の向き）、又はユーザの頭部の動き（例えば、まっすぐな動き、下方に傾け
る動き、見上げる動きなど）を判断するように構成されるジャイロセンサを備えることが
できる。幾つかの実施形態では、ディスプレイデバイス（６２）は、加速度計、ジャイロ
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スコープ、及び／又は他の種類の姿勢センサ、及び／又は動きセンサを有するセンサアセ
ンブリ（３９）を備えることができ、これらの構成要素のうちの幾つかの構成要素が本明
細書の他の箇所で説明される。センサアセンブリ（３９）は、ユーザの頭部の動きに起因
して生じるディスプレイデバイス（６２）の動き、及び向きを検出するように構成するこ
とができる。ディスプレイデバイス（６２）はさらに、センサアセンブリ（３９）に操作
可能に接続される処理デバイス（３２）（例えば、頭部姿勢処理デバイス）を含むことが
でき、処理デバイス（３２）は、デジタル処理及び／又はアナログ処理を実行して頭部位
置、頭部の姿勢、及び／又は頭部の向きを、センサアセンブリ（３９）により検出される
動きに基づいて導出するように構成される。１つの実施形態では、センサアセンブリ（３
９）は、デジタルメモリに格納される動きデータを生成することができる。幾つかの実施
形態では、動きデータを使用して、視力障害を診断しながら（例えば、検査中の頭部の動
きは、誤検査及び誤結果を示唆することができる）ノイズを低減させることができる。処
理デバイス（３２）は、この動きデータを取り出して、処理ロジックを実行することによ
り、頭部位置（例えば、頭部の姿勢、又は頭部の向き）を判断することができる。
【０１７３】
　１つ以上の実施形態では、注視方向は、眼の動きを、視線追跡システムを介して追尾す
ることにより判断することもできる。１つの実施形態では、処方は、眼の焦点深度を示す
ユーザの眼の一連の輻輳点に関連付けることができる。例えば、ユーザの頭部位置が不変
の状態では、ユーザの眼は、視野の下方の輻輳点に追従することができる。このような動
きは、眼の焦点が近視野焦点深度に位置する物体に合っていることを示唆することができ
る。また、上述したように、眼の輻輳は、観察者が注視している（例えば、観察者の眼の
焦点を合わせている）距離を判断するのに役立つ。この距離は、眼の視線が集まることか
ら確認することができる。したがって、様々な実施形態では、ユーザの眼は、着用者から
特定の距離にある輻輳点に追従することができる。
【０１７４】
　同様に、様々な実施形態では、眼科用システムは、眼の焦点を合わせるか、又は調節す
る焦点深度を測定するように構成することができる。幾つかの実施形態では、視線追跡シ
ステムを使用して、ユーザの輻輳点を三角測量により算出し、それに応じてユーザに提示
される画像の焦点を調整することができる。例えば、視線追跡システムは、各眼で所定の
方向に沿って眺めている当該方向（例えば、各眼から延びるライン）を判断し、当該方向
が交差する輻輳角を求めることができる。輻輳点は、求めた輻輳角から特定することがで
きる。幾つかの実施形態では、視線追跡システムは、バイオフィードバックシステムの一
部として含めることができる。上述したように、様々な実施形態では、眼科用システムは
、カメラ（２４）を光源（２６）（例えば、赤外線光源及び赤外光カメラ）と対で利用し
て各眼の位置を追尾することができ、光源（２６）は、ローカル処理モジュール（７０）
に操作可能に接続することができる。ローカル処理モジュール（７０）はソフトウェアを
含むことができ、ソフトウェアは、実行されると、図６を参照して上に説明した眼の輻輳
点を特定する、及び／又は眼の方向を判断するように構成される。この判断に基づき、眼
科用システムはさらに、論理素子を実行して、焦点位置又は焦点深度をユーザの注視姿勢
又は注視方向に基づいて求めることができる。
【０１７５】
　別の実施形態では、注視姿勢は、眼光（glint）検出を利用して判断することができる
。眼追尾システムは、眼に入射する１つ以上の眼光、又は眼による反射光を識別して、眼
の特徴部位（例えば、瞳孔、角膜など）に対する、眼に入射する１つ以上の眼光の位置を
求めるように構成することができる。眼が動くと、眼に入射する眼光の相対的な位置が変
化する可能性がある。例えば、眼光が眼の上部に位置し、眼光と瞳孔との間の間隔が広が
る場合、これは、注視姿勢が下方に傾いていて、眼の焦点が、近視野焦点深度に調節され
ていることを示すことができる。
【０１７６】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスは、１つ以上の送信機及び受信機を含むことに
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より、データを眼科用デバイスとリモート処理モジュール（７２）及び／又はリモートデ
ータリポジトリ（７４）との間で送受信することができる。幾つかの実施形態では、ロー
カル処理モジュール（７０）及びローカル処理モジュールに含まれるデジタルメモリによ
り実行される処理ステップのいずれの処理ステップも、ユーザから遠く離れた場所で、リ
モートデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されるリモート処理モジュール（７２
）により実行することができる。
【０１７７】
　１つの実施形態では、眼科用システムは、処理デバイス（３２）、頭部姿勢処理デバイ
ス（３６）、カメラ（２４）、光源（１８）、ローカル処理モジュール（７０）、及びリ
モート処理モジュール（７２）に操作可能に接続される（１０５，９４，１００／１０２
，１０４）レンダリングエンジン（３４）を含むことができる。レンダリングエンジン（
３４）は、画像をレンダリングしてユーザに対して、波面を有する投影光（３８）を介し
て投影するように構成することができ、この波面を、光学処方及び／又は注視姿勢に基づ
いて変更する、曲げる、又は選択焦点深度に集光させる。
【０１７８】
　図１１を参照しながら、このようなシステムの例示的なプロセスフローを簡単に説明す
る。プロセスフロー１１００は、ユーザに提示される画像をユーザの処方に基づいて修正
することに関するものである。幾つかの実施形態では、プロセスフロー１１００は、図３
Ａ～図３Ｄに関連して説明した眼科用デバイスのような患者着用型眼科用デバイスにより
実行することができる。様々な実施形態では、図１０Ｂ～図１０Ｅに記載されるＶＦＥ又
は適応光学系を使用して、老眼矯正をユーザの光学処方に基づいて行なうことができる。
プロセスフロー１１００は、ローカル処理モジュール（７０）により実行することができ
、場合によっては、例えばリモートデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されるロ
ーカル処理モジュール（７０）の論理素子により実行されるリモート処理モジュール（７
２）により実行することができる。他の実施形態では、プロセスフロー１１００は、処理
デバイス（３２）、頭部姿勢処理デバイス（３６）、及び／又はセンサアセンブリ３９に
より実行するようにしてもよい。他の構成も可能である。ローカル処理及び／又はリモー
ト処理の任意の組み合わせを用いてもよい。
【０１７９】
　１１０２では、ユーザの老眼処方を決定する。図１０Ａの参照ブロック１００２におけ
る前の説明の場合と同様に、処方は、情報をユーザから受信することにより決定すること
ができる、又は眼科用システム自体で、ユーザに提示される波面を調整し、ユーザが所望
の処方を選択することにより決定することができる。例えば、眼科用システムは、光学処
方を異なる調節焦点面について検査するように構成することができる。幾つかの実施形態
では、眼科用システムを、個別の細かいステップで予めプログラムすることにより、ユー
ザに対してディスプレイデバイス（６２）を介して複数の焦点深度について提示される画
像の波面を変更することができる。例えば、眼科用システムは、本明細書に記載のように
、ホロプター技術を用いることができる。幾つかの実施形態では、導波路積層体（１７８
）の所定の導波路（例えば、選択した焦点深度に関連する）に入射する波面を変更して屈
折障害を矯正することにより、光学処方を規定することができる。処方は、ユーザがユー
ザインターフェースを介して入力することができ、リモートデータリポジトリ（７４）に
格納することができる。処方は、眼科用システムの１つ以上の処理デバイス、例えばリモ
ート処理モジュール（７２）により取り出すことができる。
【０１８０】
　別の実施形態では、眼科用システムは、ユーザの処方を、バイオフィードバックシステ
ムを介して、自動的に、場合によっては漸増的に変更することができる。バイオフィード
バックシステムは、物体又は画像を眺める際のユーザの快適レベルを判断するように構成
することができる。例えば、図１０Ａに関連して上に説明したように、ユーザの眼が不安
定である、動いている、焦点を変えている、振れている、焦点調節が変化している（例え
ば、不安定に、又はランダムに）などの場合、これらは、ユーザが物体を快適に眺めるこ
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とができないことを示唆することができる。したがって、焦点調節、輻輳、瞳孔サイズな
どを監視することができる、及び／又は自動屈折器を使用して、画像が網膜の中心窩に結
像しているかどうかを調査することができる。
【０１８１】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、老眼の光学処方（例えば、屈折率を強くす
る）をサードパーティから受け取るように構成することができる。例えば、医者は、ユー
ザに光学処方を無線で送ることができ（例えば、インターネット、ブルートゥース（登録
商標）接続などを介して）、この光学処方は、受信機又はトランシーバにより受信され、
ローカル処理モジュール（７０）のデジタルメモリに格納される。
【０１８２】
　１１０４では、システムは、補償用波面及び／又はレンズタイプに関する情報を格納す
ることができる。波面及び／又はレンズタイプは、ユーザの光学処方に基づき、様々な調
節焦点深度（例えば、調節焦点深度は、眼の異なる部分の異なる焦点深度を含むこともで
きる）に対応して設定することができる。幾つかの実施形態では、情報は、焦点深度を変
化させる、形状を変更する、又はＶＦＥもしくは適応光学系の他の光学特性を変更するた
めの入力パラメータとすることにより、屈折補正を眼に対して行なうことができる。幾つ
かの実施形態では、異なるレンズタイプとは、入力パラメータにより定義される通り、変
調後の、又は変更後のＶＦＥもしくは適応光学系を指すことができる。
【０１８３】
　幾つかの実施形態では、各補正関数は、一連の入力パラメータを含み、これらの入力パ
ラメータは、適応光学系の形状及び／又は特性に対する調整を規定して、所望の波面補正
を行なう。入力パラメータは、図１０Ａのブロック１００４の画像修正プログラムのパラ
メータと同様とすることができるが、ユーザの老眼を、着用者が焦点を近視野焦点深度に
合わせているときに補正するための光学処方に基づいて設定される。例えば、適応光学系
が図１０ＢのＶＦＥ（１０２０）である場合、入力パラメータは、複数の電圧を規定して
、電極（１０２２）に印加してＶＦＥ（１０２０）を変調させることにより老眼を処方に
基づいて、着用者が近視野焦点深度に焦点を合わせているときに補正することができる。
積層導波路組立体（１７８）の場合、入力パラメータは、変調を規定して、導波路に組み
込まれるＶＦＥ又は適応光学系に加えることにより、入射光の位相、焦点距離、及び波面
を、光学処方に基づいて、図１０Ｄを参照して上に説明した深度面近傍に提示される近接
物体及び／又は画像を眺めているときに変更することができる。幾つかの実施形態では、
各導波路は所定の焦点深度に関連付けることができることにより、当該導波路を選択的に
指定して、所定の調節焦点深度に対応する波面を補正することができる。
【０１８４】
　１つの実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）は、命令を実行して処方をデジ
タルメモリから取り出すことができ、ＶＦＥ又は適応光学系の変化を規定する入力パラメ
ータを決定することができ、入力パラメータをデジタルメモリに格納することができる。
幾つかの実施形態では、リモート処理モジュール（７２）及びリモートデータリポジトリ
（７４）を使用してもよい。
【０１８５】
　いかなる科学理論にも拘束されないとすると、ユーザの眼は、異なる屈折障害を経験す
る可能性がある、及び／又は光学矯正を眼が調節を行なっている焦点深度に基づいて行な
う必要がある。したがって、１つ以上の実施形態では、システムは、複数の異なる深度面
（例えば、２つ以上、３つ以上、４つ以上、５つ以上、６つ以上、又はそれ以上の深度面
）に対する眼の距離のマップ、及び対応する補正関数を作成して様々な焦点深度での調節
に関連する屈折障害を補正することができる。例えば、眼科用システムは、ユーザの眼の
少なくとも一方の眼が、正の球面波面を有することができるのに対し、ユーザの眼の１つ
の焦点深度及び領域における調節には、別の焦点深度に対応する負の球面波面（又は、異
なる処方補正量）が必要であると判断することができる。したがって、異なる輻輳点、及
びそれに関する調節焦点深度をさらに、異なる処方補正に関連付ける。
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【０１８６】
　１つ以上の実施形態では、この情報をさらに、一連の頭部位置（例えば、頭部姿勢、頭
部の向き）、及び／又は注視方向に関連付けることができる。例えば、ユーザの頭部が下
方に傾いている場合、眼は、特定の（例えば、より近い）焦点深度に合うように調節を行
なう。あるいは、ユーザの頭部が右に傾いている場合、眼は別の焦点深度に合うように調
節を行なう。したがって、様々な実施形態では、老眼に特有のプログラムを眼科用システ
ムに予め書き込んで（又は、ダウンロードして）、正しい頭部位置（例えば、頭部姿勢、
頭部の向き）及び／又は眼に光学的弱点を感じる注視方向及び焦点深度を正確に一致させ
ることができる。異なる注視方向及び異なる頭部の向きをそれに関して、焦点調節に関連
する異なる焦点深度に対応する異なる処方補正に関連付ける。眼科用システムはこのよう
に、測定される注視方向及び／又は頭部位置、頭部姿勢、又は頭部の向きによって異なる
が、異なる光学補正を行なうように構成される。
【０１８７】
　１１０６では、システムは、ジャイロスコープ、加速度計、ＩＭＵ、他のセンサ、又は
これらの組み合わせを利用して、ユーザの注視方向及び／又は頭部位置、頭部姿勢、又は
頭部の向きを検出することができる。上に説明したように、注視方向（例えば、眼の輻輳
点を含む）及び／又は頭部位置、頭部姿勢、又は頭部の向きは、着用者が近くを眺めてい
るか、又は遠くを眺めているかどうかを示唆することができ、したがって着用者が調節を
行なう必要があるかどうかを示唆することができる。したがって、異なる補正関数を、異
なる調節焦点深度に使用することができる。
【０１８８】
　幾つかの実施形態では、上に説明したように、ユーザの頭部位置、頭部姿勢、又は頭部
の向きは、ジャイロスコープ、加速度計、ＩＭＵ、他のセンサ、又はこれらの組み合わせ
により検出することができる。例えば、上に説明したように、眼科用デバイスは、ユーザ
の頭部の動き、傾き、及び向きを検出するように構成することができるセンサアセンブリ
（３９）、処理デバイス（３２）、及び頭部姿勢処理デバイス（３６）を備える。幾つか
の実施形態では、センサは、ローカル処理モジュール（７０）に操作可能に接続すること
ができ、ローカル処理モジュール（７０）は、論理素子を実行して、検出される頭部の動
き、及び／又は測定される頭部位置、頭部姿勢、又は頭部の向きを取り出すことができる
。ユーザの頭部の下方の動きは、近視野の物体に焦点を合わせていることを示唆すること
ができる。
【０１８９】
　幾つかの実施形態では、注視方向は、上に説明したように、眼の動きを追尾することに
より求めることができる。例えば、ユーザの１つ以上の眼の下方の動きは、近視野の物体
に焦点を合わせていることを示唆することができる（例えば、焦点を視野から視野の下方
に保持される本に変えている）。このように、視線追跡システムがユーザの眼の焦点が下
方に変わっていると判断する場合、適切な補正関数を老眼処方に基づいて決定することが
できる。別の実施形態では、視線追跡システムは、注視角が大きくなっている（例えば、
輻輳点がユーザにより近づいている）と判断するように構成することができる。このよう
な判断は、焦点を近視野の物体に合わせていることを示唆することができる。この判断に
基づいて、眼科用システムは、輻輳点が視野の下方にあると判断することができ、これは
さらに、焦点を近視野焦点深度に合わせていることを示唆することができる。このように
、眼科用システムは、調節焦点深度を決定することができる。
【０１９０】
　幾つかの実施形態では、システムは、カメラ（２４）を利用して各眼の位置を追尾する
ことができ、カメラ（２４）は、ローカル処理モジュール（７０）に操作可能に接続する
ことができる。別の実施形態では、システムは、カメラ（２４）を利用して眼光検出及び
監視を行なうことができる、例えばカメラ（２４）は、眼の特徴部位（例えば、眼の縁、
眼と瞼の交差部、瞳孔など）に対する眼光の位置を追尾する。ローカル処理モジュール（
７０）はソフトウェアを含むことができ、ソフトウェアは実行されると、眼の動き、眼光
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の動きを追尾する、及び／又は眼の輻輳点を特定するように構成することができる。幾つ
かの実施形態では、注視方向は、リモートデータリポジトリ（７４）に格納することがで
きる。
【０１９１】
　例えば、幾つかの実施形態では、リモート処理モジュール（７２）は、注視方向、輻輳
角、及び／又は頭部位置情報を光学処方に関連付けるように構成することができ、情報及
び光学処方の両方がリモートデータリポジトリ（７４）に格納される。
【０１９２】
　１１０８では、検出される注視方向及び／又は頭部位置に基づいて、システムは、マッ
ピングテーブル（例えば、１１０４に格納された情報）を参考にして適切な補正関数を決
定することにより適応光学系に適用して、補償用波面及び／又はレンズタイプを形成する
。例えば、注視姿勢又は注視方向及び／又は頭部位置（例えば、頭部姿勢、頭部の向き）
に基づいて、システムは、眼が調節を行なっている焦点深度を判断することができる。様
々な実施形態では、光学的処方を調節に関連する１つ以上の焦点深度に関連付けることが
できる。例えば、異なる輻輳点、したがって異なる調節量に関連する焦点深度を異なる光
学処方及び補正関数に関連付けることができる。
【０１９３】
　様々な実施形態では、１１０８において、システムは、検出される調節焦点深度を取り
出すことができ、１１０４で格納されたマッピングを参考にすることができる。マッピン
グに基づいて、システムは、適切な補正関数を特定される焦点深度に対応して決定するこ
とができる。適切な補正関数はパラメータを含むことができ、これらのパラメータをＶＦ
Ｅ又は適応光学系に適用して、適切な補償用波面を形成することができる。例えば、補正
は、選択される補正関数のパラメータにより規定することができる。
【０１９４】
　幾つかの実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）は、１１０６でデジタルメモ
リに格納される検出注視姿勢を取り出すことができる。あるいは、ローカル処理モジュー
ル（７０）は、検出注視姿勢を、視線追跡システム、センサアセンブリ（３９）、及び／
又は頭部姿勢処理デバイス（３６）から直接受信することができる。ローカル処理メモリ
（７０）は、論理素子を実行して１１０６で格納されるマッピングテーブルにアクセスす
ることができ、注視姿勢、輻輳角、及び／又は頭部位置（例えば、頭部姿勢、頭部の向き
）に基づいて、適切な対応する補正関数を選択して、適応光学系に適用することにより老
眼を補正することができる。
【０１９５】
　１１１０では、適切な補償用波面及び／又はレンズタイプ、例えば屈折率量（例えば、
正の球面パワー）を１つ以上の画像に適用する。幾つかの実施形態では、適切な補正関数
をＶＦＥ又は適応光学系に適用して、ＶＦＥ又は適応光学系の形状及び／又は特性を変更
する。これにより今度は、ＶＦＥ又は適応光学系に入射する波面を変更して、屈折障害、
例えば老眼を補正することができる。
【０１９６】
　幾つかの実施形態では、適応光学系が焦点可変素子（ＶＦＥ）である場合、ＶＦＥの形
状を電極に印加される電圧に基づいて調整して、ＶＦＥの形状及び／又は光学特性を変更
する。幾つかの実施形態では、ローカル及び／又はリモート処理モジュール（７０，７２
）は、適切な補償用波面を、光学的処方及び注視姿勢に基づいて選択される適切な補正関
数に基づいて、ディスプレイデバイス（６２）のＶＦＥ又は適応光学系に符号化すること
で生成するように構成することができる。例えば、ローカル及び／又はリモート処理モジ
ュール（７０，７２）は、ＶＦＥ又は適応光学系を変更するように構成される論理素子を
実行して、ＶＦＥ又は適応光学系に入射する波面に変更を加え、補正後の波面をユーザの
眼に光学処方に基づいて透過させることができる。例えば、ローカル処理モジュール（７
０）は、適応光学系に接続される電極に操作可能に接続され、電極に指示して、電気信号
を適応光学系に印加させることにより適応光学系を変更して、適応光学系に入射する波面
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の形状を変化させることができる。
【０１９７】
　１１１２では、修正後の画像をユーザに提示する。例えば、眼科用システムは、処理デ
バイス（３２）、ローカル処理モジュール（７０）及び／又はリモート処理モジュール（
７２）に操作可能に接続される（１０５，９４，１００／１０２，１０４）レンダリング
エンジン（３４）を含むことができる。レンダリングエンジン（３４）は、画像をレンダ
リングしてユーザに対して波面を有する投影光（３８）を介して投影するように構成する
ことができ、波面は、ブロック１１１０において、補正用レンズに適用される選択補正関
数に基づいて、修正される、曲げられる、又は選択焦点深度に結像される。
【０１９８】
　幾つかの実施形態では、画像は、ディスプレイデバイス（６２）のＶＦＥ又は適応光学
素子により未修正画像に対して加えられる波面補正に基づいて修正される画像とすること
ができる。幾つかの実施形態では、眼科用デバイスが拡張現実頭部装着型ディスプレイシ
ステムである場合、頭部装着型ディスプレイの前方に位置する環境光をユーザの眼に透過
させながら、波面補正を画像に加えて着用者に対して投影することができる。例えば、眼
科用システムにより提示されるＡＲ画像コンテンツは、環境光と合成して修正及び投影す
ることができる。幾つかの実施形態では、環境光は、適切なプログラムにより修正して、
光学的に補正するようにしてもよい。別の実施形態では、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシ
ステムがユーザの前方の地上の光を透過させない場合、修正後の画像は、眼科用システム
により提示されて視覚表示されるＶＲ画像、例えばＶＲ画像コンテンツの修正版とするこ
とができる。
【０１９９】
　したがって、プロセスフロー１１００を実行して、ユーザの老眼を動的に補正すること
ができる。例えば、ＶＦＥ又は適応光学系を電気信号により駆動することができ、電気信
号で、ＶＦＥ又は適応光学系の形状及び／又は特性を変化させて、ユーザの老眼を、老眼
が経時的に変化するのに伴って補正することができる。このように、これらの構成要素は
、動的に再構成することができる、例えば、眼科用システムの使用中にユーザの光学処方
が変化するので繰り返し更新されるのに伴って、電気的にリアルタイムに再構成すること
ができる。例えば、老眼処方補正は、多種多様な時間間隔（例えば、毎日、１ヶ月に１回
、１年に３回など）で、周期的又は非周期的に調整することができる。したがって、眼科
用システムは、ユーザの老眼処方の変化を経時的かつ動的に補正するように構成すること
ができ、例えば１年に２，３回、４回、６回、又はそれよりも多くの回数だけ、システム
内の部品の交換又は取り替えを必要とすることなく、動的に補正するように構成すること
ができる。この時間間隔は、視力障害、視覚機能低下、又は視覚変化の予測発生率又は発
生回数に基づいて予め設定されていてもよい。例えば、ユーザの老眼は、ユーザの加齢に
伴って変化する可能性がある。
【０２００】
　幾つかの実施形態では、１０１０において、眼科用システムは、眼科処方コンフィギュ
レータプログラムを実行することができる。１０１０では、上に説明したように、眼科用
システムは、ブロック１００２に戻って処方を、バイオフィードバックシステムからの入
力に基づいて更新又は調整してユーザの処方を各時間間隔で、ユーザによる操作を行なう
ことなく、手動で、かつ対話形式で決定するように構成することができる。このような手
順は、プロトコル（制約条件：例えば、１ヶ月に１回、１年に２回などの頻度で確認する
ように構成される）でスケジューリングするか、又は例えば近視のように視覚機能が低下
していると判断する場合にスケジューリングすることができる。別の実施形態では、上に
説明したように、バイオフィードバックシステムは、ユーザの眼の動き、及び変化を監視
して（例えば、カメラ２４及び光源２６を介して）、ユーザが調節しようと奮闘している
と判断することができる。例えば、眼科用システムは、輻輳、瞳孔拡張、及び／又は眼の
水晶体の動き及び／又は形状を監視することができる。眼科用システムはまた、本明細書
に記載される自動屈折器又は他の技術を使用して、網膜の中心窩に形成される画像を監視
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することができる。次に、眼科用システムは、眼科処方コンフィギュレータプログラムを
開始して、新しい光学処方を決定する、及び／又は補正関数を調整することができる（例
えば、焦点深度及びレンズタイプのマッピングテーブルを更新する）。
【０２０１】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムによりユーザは、ユーザに提示される１つ以
上の画像の焦点を手動で調整することができる。例えば、システムを離散ステップで予め
プログラムしておくことにより、焦点を調整することができる。次に、ユーザは、所望の
焦点を眼科用システムに対して、ユーザインターフェースを介して指定することができる
。幾つかの実施形態では、ユーザは、処方を、ユーザが快適に焦点を合わせることができ
るまで、徐々に増減させる（例えば、焦点を変化させる）オプションを有することができ
る。あるいは、眼科用システムは場合によっては、バイオフィードバックシステム及び他
の診断技術（例えば、本明細書のホロプター及び自動屈折率測定技術の説明を参照された
い）を利用することにより、処方を自動的に徐々に増減させることができる。幾つかの実
施形態では、このようなユーザ入力処方は、特定の注視姿勢又は頭部の向きに関連付ける
ことができ、着用者がこのような注視姿勢又は頭部の向きを採っている場合に提供するこ
とができる。幾つかの実施形態では、このようなユーザ入力処方は、注視姿勢又は頭部の
向きとは無関係に適用することができ、注視、視線、及び／又は頭部の向きの変化ととも
に変えることはない。
　斜視／弱視
【０２０２】
　別の一般的な眼病は斜視であり、斜視は、両眼が単一の輻輳点に一致することができな
いことにより、融合立体画像を形成することができない。これは通常、眼球の筋肉が弱く
なって、この眼球の動きを正常な方の眼球の動きに合わせることができなくなることによ
り生じる。同様に、弱視は、一方又は両方の眼の視覚機能が低下する場合に生じる眼病で
ある。この視覚機能低下は、乳児期又は小児期の視覚機能の発達が異常になることにより
生じる。弱視は、「斜視」と表記される場合がある。
【０２０３】
　幾つかの実施形態では、本明細書に記載のデバイスと同様の着用可能な拡張現実頭部装
着型デバイスを備える眼科用システムを使用して、斜視又は弱視による不全のような輻輳
不全を治療又は補正することができる。一例として、輻輳が角度的にずれる場合、補正用
プリズムによる補正を加えて、両眼の輻輳点を合わせることができる。補正用プリズムに
よる補正は、処理デバイス、適応光学素子、又はこれらの組み合わせにより加えることが
できる。このプロセスは普通、図１０ａを参照して本明細書で説明される方法に従う。
【０２０４】
　両眼の輻輳が角度的にずれる場合、以下の方法のうちの１つ以上の方法を使用すること
ができる。１つ以上の実施形態では、視線追跡システムは、健康な眼の注視ベクトル、及
び／又は焦点を求めることができる。この情報を外挿して両眼の目標輻輳点を特定するこ
とができる。特定の実施形態では、視線追跡システム及び深度検出システムを一括使用し
て、両眼の輻輳点を特定することができる。特定の実施態様では、１つ以上の眼球の筋肉
を、治療プロトコルを利用して「再トレーニングする」ことにより、両眼の焦点及び／又
は輻輳点を徐々に一致させることができる。治療プロトコルは、本明細書に記載の方法を
含むことができ、この方法は、弱い方の眼の筋肉を強くする、及び／又は弱い方の眼から
の光信号に対する神経応答を刺激するように設計される方法を含む。
【０２０５】
　幾つかの実施形態では、着用可能な拡張現実（又は、仮想現実）デバイスを眼科用シス
テムとして使用して、斜視及び／又は弱視から生じる不全のような輻輳不全を特定する、
治療する、及び／又は補正することができる。拡張現実デバイスは、本明細書において説
明される補正用プリズムによる補正を加えることにより、輻輳不全を補正するか、又は補
償するように構成することができる。拡張現実デバイスは、着用者の眼を再トレーニング
して、両眼の輻輳点を徐々に一致させるように構成することができる。このようなシステ
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ムを使用して、着用者の眼を検査する、及び／又は治療することができ、これは、医者又
は臨床医の診療所において行なうことができる、又は行なわなくてもよいことを理解され
たい。１つ以上の実施形態では、患者個人物の眼科用システムは、場合によっては医者に
よる監視のもとで使用することができる、又は医者の診療所は、当該診療所固有の眼科用
システムを保有することができ、この眼科用システムを使用して検査及び／又は治療を行
なうことができる。
【０２０６】
　様々な実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは拡張現実ディスプレイプラットフ
ォームを含み、拡張現実ディスプレイプラットフォームは、地上からの光、又は眼鏡越し
の景色からの光を、ディスプレイプラットフォーム（例えば、レンズ及び／又はレンズの
前方の適応光学素子）を透過させて着用者の眼に到達させるように構成される。ディスプ
レイプラットフォームは、本明細書において説明される、例えば図５を参照して説明され
るディスプレイレンズ１０６と同様に構成することができる。したがって、着用者は、デ
ィスプレイプラットフォームに着用者が地上に見ることができる物を重ね合わせた状態で
投影された画像を見ることができる。
【０２０７】
　幾つかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは、上に説明したディスプレイプ
ラットフォームと、光を着用者の眼に投影するように構成される少なくとも１つの光源と
、を含む。少なくとも１つの光源は、光を着用者の眼に投影して像を眼内に形成するよう
に構成することができる。幾つかの実施形態では、少なくとも１つの光源は、本明細書に
おいて説明されるファイバ走査ディスプレイを含む。ファイバ走査ディスプレイは、１つ
以上の深度面からの光を表示又は透過するように構成することができる。
【０２０８】
　幾つかの実施形態では、ディスプレイプラットフォームは、本明細書において説明され
る導波路積層体を含む。導波路積層体は、異なる焦点面からの光を投影するように構成す
ることができる。特定の実施形態では、導波路積層体は、本明細書において説明されるよ
うに、１つ以上のレンズを積層体内に含む。導波路積層体は、補正用プリズムによる補正
を、例えばレンズ、ミラー、反射素子、屈折素子、又はこれらの構成素子の任意の構成素
子の組み合わせを構成することにより加えるように構成することができる。様々な実施態
様では、導波路積層体は、当該導波路積層体の機械的構成を変化させて、補正用プリズム
による補正を行なうように構成することができる。
【０２０９】
　幾つかの実施形態では、ディスプレイプラットフォームは、光を着用者の眼の異なる部
位又は目標部位に投影するように構成される適応光学素子を含む。特定の実施態様では、
適応光学素子は、本明細書において説明される焦点可変素子（ＶＦＥ）を含む。幾つかの
実施形態では、焦点可変素子は薄膜ミラーを含む。薄膜ミラーは、ミラー上の１つ以上の
電極と、１つ以上の電極を制御して薄膜ミラーの形状を変形させるように構成される制御
システムと、を含むことができる。適応光学系を使用して、補正用プリズムによる補正を
行なって、輻輳不全を補正する、及び／又は治療することができる。特定の実施態様では
、拡張現実デバイスは、投影像の焦点及び／又は位置を、微小電気機械システム（ＭＥＭ
Ｓ）を変化させることにより変化させるように構成される。例えば、拡張現実デバイスは
、反射光学素子、屈折光学素子及び／又は回折光学素子を含むＭＥＭＳを使用して実現さ
れる微小光学系を含むことができ、これらの光学素子を使用して、投影像の焦点及び／又
は位置を変えることができる。幾つかの実施形態では、拡張現実デバイスはマイクロミラ
ーアレイを含み、これらのマイクロミラーは、信号に応答してマイクロミラーの向きを変
えるように構成される。これを行なって、例えば画像シフト（例えば、補正用プリズムに
よる補正）を行なうことができる、及び／又は着用者の眼を塞ぐことができる。他の種類
の適応光学系を使用して、プリズムとすることができる。例えば、電界の影響を受ける透
過性エラストマー材料（適応光学系レンズに使用されるような）は、電極により駆動され
て形状を変化させることによりプリズムを発生させることができる。透過型又は反射型位



(112) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

相変調器を含む位相変調器を使用するようにしてもよい。このような位相変調器は、位相
を画素ごとに変えることができる。可能な位相変調器は、液晶位相変調器を含む。幾つか
の実施形態では、拡張現実デバイスは、強度を制御する、例えば画素ごとに減衰させる、
又は閉塞させるように構成される１つ以上の空間光変調器を含む。例えば、液晶は、着用
者の眼又は両眼を選択的に塞ぐ、もしくは着用者の眼又は両眼の一部を選択的に塞ぐよう
に構成される、もしくは前記眼又は両眼に伝達される強度を選択的に減衰させるように構
成される。液晶は、回折格子（例えば、ホログラフィック回折格子）の効果を選択的に発
現させる、又は発現させないように構成することもできる。これを行なって、例えばプリ
ズム効果を選択的に加えることができる。このような適応光学系は、ディスプレイから眼
に至る光路内に位置させて、ユーザに対する補正を、画像コンテンツをディスプレイ上で
眺めているときに行なうことができる。これらの適応光学系は、眼鏡及び眼の前方の地上
を起点とする光路に含めることにより、ユーザに対する補正を、眼鏡の前方の地上を眺め
ているときに行なうことができる。
【０２１０】
　拡張現実デバイスは、着用者に提示される画像にプリズム効果、又は角度シフトを選択
的に生じさせるように構成することができる。これは、多数の方法で、かつ異なる目的で
行なうことができる。例えば、補正用プリズムによる補正を着用者の光学矯正として加え
て、例えば着用者の片方の眼、又は両眼の輻輳不全を補正することができる。この補正を
加えて着用者の不全を解消して、着用者が斜視及び／又は弱視になっている場合でも、両
眼単一視を可能とする、又は両眼単一視に近づけることができる。
【０２１１】
　補正用プリズムによる補正は、着用者に提示される画像の位置を、例えば横方向に（例
えば、視線の法線に対して垂直に、又は光軸の法線方向に）シフトさせることにより行な
うことができる。幾つかの実施形態では、位置のシフトは、画像を処理する際に行なうこ
とができる。例えば、拡張現実デバイスは、ソフトウェアで、ディスプレイに提示される
画像の相対的な位置、又は着用者の片方もしくは両方の眼に投影される像の相対的な位置
を、輻輳不全を患っていない着用者に、又は他方の眼に投影される像の相対的な位置と比
較して調整するように構成することができる。拡張現実デバイスは、着用者の眼の焦点又
はアライメントを検出し、それぞれの左右の像の位置を調整して、各眼の視野内の目標点
に位置させるように構成することができる。例えば、拡張現実デバイスは、眼球追尾を行
なって、各眼の注視を判断することができる。注視が判断されると、拡張現実デバイスは
、それぞれの左右の像を、それぞれの左右の眼の視野内の中心に位置決めするように構成
することができる。幾つかの実施形態では、弱い方の眼を再トレーニングするために、拡
張現実デバイスは、弱い方の眼に提示される像を所望の、又は目標の輻輳点に向かって徐
々に移動させることができる。このようにして、弱い方の眼を再トレーニングして、強い
方の眼と同じ点に輻輳させることができる。幾つかの実施形態では、位置のシフトは、光
学的に行なうことができる。例えば、拡張現実デバイスは適応光学素子を含むことができ
、適応光学素子は、着用者の片方の眼、又は両方の眼に投影される像の位置を光学的にシ
フトさせる（例えば、横方向に）、又は画像をディスプレイ上でシフトさせるように構成
される。同様に、拡張現実デバイスは、プリズムを追加して、地上から、又は眼鏡の外の
景色、もしくは眼鏡越しの景色から着用者に到達する光をシフトさせる適応光学素子を含
むことができる。幾つかの実施形態では、位置の横方向シフトは、画像処理と組み合わせ
て光学的に行なうことができる。
【０２１２】
　プリズムにより加える補正の量を決定するために、拡張現実デバイスは、像及び光が投
影されていた着用者の弱い方の眼の網膜の部位を監視するように構成することができる。
プリズムによる補正により光で網膜を照明することができる場合、それは正しい状態であ
る。光で網膜を照明することができない場合、プリズムによる補正が、程度の差はあれ、
必要となる。本明細書において説明されるように、Ｗ４ＬＴ、ＳＬＯ、自動屈折器、光屈
折計などを使用して、補正用プリズムによる補正により、着用者の視野のずれを減少させ
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たかどうかを、又は補正したかどうかを判断することができる。幾つかの実施形態では、
拡張現実デバイスは、ユーザが外ズレ又は内ズレを持っているかどうかを判断する（又は
、持っているかどうかを示す入力を受信する）ように構成される。一旦、ズレがデバイス
により判明すると、プリズムによる補正を、視力障害がほぼ補正されるまで加えることが
できる。これは、自動的に判断することができる、又はユーザ入力に基づいて判断するこ
とができる。幾つかの実施形態では、プリズムによる正確な、又は適切な補正を自動的に
判断するために、拡張現実デバイスは、角度ズレ（例えば、固定具のズレ）を測定する１
つ以上の内向きカメラを含むことができ、ディスプレイを使用して片方の眼を、他方の眼
のプリズム処方を変えながら塞ぐことができる。幾つかの実施形態では、プリズムによる
正確な、又は適切な補正を、ユーザ入力を使用して判断するために、拡張現実デバイスは
、マドックスロッドテスト（Ｍａｄｄｏｘ　ｒｏｄ　ｔｅｓｔ）と同様の検査を実施する
ように構成することができる。例えば、拡張現実デバイスは、機械フィルタを提供して光
をフィルタリングすることにより検査を行なうことができる。別の例として、拡張現実デ
バイスは、２つの異なる深度面における画像ソースを提供することができる。ユーザ入力
に基づいて、拡張現実デバイスは、プリズムによる補正を、満足できる条件が満たされる
まで（例えば、第１画像が第２画像に揃うまで）調整することができる。
【０２１３】
　別の例として、補正用プリズムによる補正を治療のために加えて、例えば眼を徐々に再
トレーニングすることにより、目標とする輻輳点に到達させることができる。本明細書に
おいてさらに開示されるのは、眼を再トレーニングして、着用者のそれぞれの眼に提示す
る異なる特性の像を強調する方法である。
【０２１４】
　幾つかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは視線追跡システムを含む。視線
追跡システムは、着用者の眼の注視を判断するように構成することができる。視線追跡シ
ステムは、着用者の眼の特性を検出するように構成される１つ以上のセンサを含むことが
できる。幾つかの実施形態では、１つ以上のセンサは、本明細書において説明されるカメ
ラを含む。様々な実施形態では、カメラを含む１つ以上のセンサは、眼光及び／又はプル
キンエフリンジ（Purkinje fringe）を撮像して注視を判断するように構成することがで
きる。視線追跡システムは、着用者の眼の注視方向を１つ以上のセンサで取得される情報
に少なくとも部分的に基づいて判断するように構成される分析モジュールを含むことがで
きる。
【０２１５】
　幾つかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは、１つ以上の外向きカメラを含
む。特定の実施態様では、１つ以上の外向きカメラは、図５を参照して本明細書において
説明されるカメラ１６と同様とすることができる。
【０２１６】
　着用可能な拡張現実デバイスは、着用者又は他の人物が入力を当該デバイスに対して行
なうように構成される１つ以上のユーザインターフェース機能を含むことができる。ユー
ザインターフェース機能は、当該デバイスに組み込むことができる。いくつかの実装形態
では、ユーザインターフェース機能は、当該デバイスに物理的に組み込まれない機器又は
構成要素により提供される。例えば、ユーザインターフェース機能は、当該デバイスと通
信する機器又はシステムにより提供することができる。これは、スマートフォン、コンピ
ュータ、タブレット、又は当該デバイスと有線又は無線で通信する他の計算機器とするこ
とができる。幾つかの実施形態では、ユーザインターフェース機能は、当該デバイスに、
例えば有線又は無線通信ネットワークを介して、もしくは当該デバイスに物理的に連結さ
れる、又は当該デバイスに物理的に組み込まれる構成要素を介して連結される異なる機器
及びシステムの組み合わせにより提供することができる。ユーザインターフェース機能は
、タッチスクリーンを備える機器上に提示することができ、タッチスクリーンとのインタ
ラクションを行なって、着用可能な拡張現実デバイスへの入力を行なう。音声認識及び／
又はバーチャルタッチスクリーン技術を用いてもよい。ユーザインターフェース機能は、
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タッチ、キーボード、ボタン、マイクロフォン、光検出デバイス、又はグラフィカルユー
ザインターフェースにより提供される多種多様なソフトウェア実行機能に対する感度が高
い容量性機能素子を含むことができる。幾つかの実施形態では、ユーザインターフェース
機能は、着用者がユーザ入力を、ジェスチャを介して行なうことができるジェスチャ検出
構成要素を含む。幾つかの実施形態では、ユーザインターフェース機能は、着用者がユー
ザ入力を、眼で注視することにより行なうことができる注視検出構成要素を含む（例えば
、これは、ボタン又は他の部材を、着用者がボタンをしばらく押下しているときに、又は
着用者がボタンを押下して眼光を放つときに選択することを含むことができる）。このよ
うなシステムは、本明細書において説明される他のデバイス及びシステムに使用すること
ができる。ユーザインターフェース機能は、タッチスクリーンを備える機器上に提示する
ことができ、タッチスクリーンとのインタラクションを行なって、着用可能な拡張現実デ
バイスへの入力を行なうことができる。
【０２１７】
　いくつかの実施態様では、着用者、臨床医、医者、又は他のユーザは、インターフェー
ス機能を使用して、視覚検査及び／又は視覚治療の形態を制御することができる。これを
行なって、例えばプリズムにより加える補正の量、画像の横方向シフト量を変化させて、
強調画像の特性を変更することができる、又はその他には、輻輳不全の検査、もしくは治
療を構成することができる。
【０２１８】
　図１２は、斜視及び／又は弱視から生じる不全のような輻輳不全を治療する例示的な方
法１２００を示している。説明を分かり易くするために、方法１２００は、本明細書にお
いて説明される任意の拡張現実デバイスのいずれかの拡張現実デバイスのような眼科用シ
ステムにより実行されるものとして説明される。しかしながら、本明細書において開示さ
れる様々な拡張現実デバイス、又は同様のデバイスのいずれの構成要素又は補助要素を使
用しても、全てのステップ、ステップの組み合わせ、ステップの一部を方法１２００にお
いて実行することができることを理解されたい。方法１２００は、斜視の眼又は視野がず
れた眼を、強い方の眼を塞ぐことにより、又は強調度を下げることにより「再トレーニン
グする」プロセスを含む。多くの治療プロトコルは、ユーザの特定の処方に基づいて考案
され、正確なパラメータ及び／又は方法は変えることができることを理解されたい。
【０２１９】
　ブロック１２０２では、眼科用システムは、両眼の焦点及び／又は輻輳点の差を求める
。本明細書において説明されるように、この差は、ユーザ入力に基づいて、又は眼科用シ
ステムにより実行される処方検査に基づいて求めることができる。眼球追尾及び／又は注
視検出を使用することもできる。眼科用システムは、例えば本明細書において説明される
記載の方法のいずれかの方法を実行して、焦点及び／又は輻輳点を特定するように構成す
ることができる。
【０２２０】
　ブロック１２０４では、眼科用システムは、治療プロトコルを選択して、着用者の視力
障害を治療し易くする。幾つかの実施形態では、治療プロトコルは、医者又は臨床医が考
案することができる、又は治療プロトコルは、外部の場所で考案して、眼科用システムに
ダウンロードすることができる。治療プロトコルは、治療プロトコルの様々なパラメータ
を含むことができる。例えば、治療プロトコルは、治療が施される頻度を含むことができ
る。治療プロトコルは、着用者に提示される画像の種類、及び／又は各眼に表示される２
つの表示画像又は画像の差に関する情報を含むことができる。例えば、治療プロトコルは
、異なる特徴の画像（例えば、左眼及び／又は右眼に表示される画像のバージョンを変更
した状態の異なる画像又は同じ画像）が着用者に表示される両眼分離表示方式に基づいて
設定することができる。いくつかの実施態様では、弱い方の眼に表示される画像は強調す
ることができる、及び／又は強い方の眼に表示される画像は強調度を低下させることがで
きる。例えば、弱い方の眼に表示される画像を変更して着用者にとって一層興味深くなる
ようにするか、又は魅力的になるようにすることができる（例えば、明るくする、色を強
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調する、３次元的に強調する、焦点を鮮明にする、解像度を高くする、コントラストを強
調する、動かす、リフレッシュレートを高くするなど）。同様に、強い方の眼に表示され
る画像を変更して、着用者にとって興味をさほど感じないようにするか、又は魅力をさほ
ど感じないようにすることができる（例えば、暗くする、色合いを抑える、単色にする、
ぼやけさせる、解像度を低くする、コントラストを下げる、静止画像にする、低いリフレ
ッシュレートを低くするなど）。様々な実施態様では、弱い方の眼に表示される画像のみ
が変更されるのに対し、強い方の眼に表示される画像は変更しない。様々な実施態様では
、強い方の眼に表示される画像のみが変更されるのに対し、弱い方の眼に表示される画像
は変更されない。様々な実施態様では、弱い方の眼、及び強い方の眼の両方の眼に表示さ
れる画像が変更される。治療プロトコルは、プロトコルの継続時間に関する情報を含むこ
とができる。治療プロトコルは、インタラクティブ仮想物体を用いることにより、「治療
」がユーザにとってより楽しくなるようにし、ユーザが治療レジメンに従う程度を高める
ことができる。治療プロトコルは、動画像（例えば、映画、ゲームなど）を用いて治療が
より楽しくなるようにすることにより、治療レジメンに従う程度を高めることができる。
【０２２１】
　ブロック１２０６では、眼科用システムは、治療プロトコルに付随するスケジューラに
少なくとも部分的に基づいて、治療プロトコルを開始する時刻又は時間窓を検出又は決定
することができる。例えば、治療プロトコルは、眼の再トレーニングが午後１０時に毎日
行われる、又は午前８時～午前９時の間のいずれかの時刻に毎日行われるようにプログラ
ムすることができる。治療プロトコルは、例えば、毎週１回だけ実施することができる。
治療プロトコルは、より多くの治療セッションを含むことができ、例えば少なくとも１週
間に２回、１週間に少なくとも５回、毎日、及び／又は１日に複数回、例えば１日に少な
くとも１，２，３，４、又は５回などの治療セッションを含むことができる。幾つかの実
施形態では、程度の差はあれ、眼の視野がずれていることが検出されると、治療プロトコ
ルを作成することができる。様々な実施形態では、治療プロトコルを作成して、眼が前の
治療プロトコルで回復しつつあるときに実施することができる。
【０２２２】
　ブロック１２０８では、眼科用システムは、片方の眼又は両方の眼の視野を変更する。
これは、例えば眼（両眼）を部分的又は完全に塞ぐことを含むことができる。幾つかの実
施形態では、眼科用システムは、異なる画像を各眼に時折、視野内の異なる位置に提示す
ることにより、弱い方の眼を強くするか、又は正常な輻輳を行なうように促進して、像が
脳内で融合するようにする。これは単に１つの例示的な方法であり、多くの他の方法を使
用して、眼の筋肉を強化又は再トレーニングすることができることを理解されたい。オク
ルージョン（occlusion）法は、片眼遮蔽屈折検査又は両眼開放屈折検査とすることがで
きる。着用者に提示される画像の完全な、又は部分的な焦点ボケ、ボケ、減衰、もしくは
他の変更を用いることもできる。
【０２２３】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムはブロック１２０８をスキップすることができ
る。例えば、いくつかの治療プロトコルでは、強い方の眼及び弱い方の眼のそれぞれの視
野は変更されない。眼科用システムは、異なる視覚特性の画像を着用者の眼に提示するこ
とにより、弱い方の眼の強さをより高めることができる。
【０２２４】
　本明細書において説明されるように、片方の眼、又は両方の眼の視野が変更されるかど
うかに関係なく、それぞれの眼に提示されるコンテンツを異ならせることもできる。例え
ば、さほど興味深くはないコンテンツを、弱い方の眼に表示することができる。これは、
弱い方の眼に、より明るい、より高い解像度の、より完全な、動いている、より高いコン
トラストの、３次元の、色を強調した、複数の深度面における画像を投影することにより
行なうことができる。別の例として、さほど興味深くはないコンテンツを、強い方の眼に
表示することができる。これは、光沢のない、より低い解像度、欠落した部分、静的な、
より低いコントラストの、単色の、色合いを抑えた、単一の深度面におけるなどの画像を
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投影することにより行なうことができる。興味深いコンテンツは、弱い方の眼に、さほど
興味深くはないコンテンツを強い方の眼に投影することができると同時に投影することに
より、弱い方の眼の強さを高め易くすることができる。
【０２２５】
　ブロック１２１０では、眼科用システムは、弱い方の眼の注意を引き付ける刺激的な画
像を投影する。これらの刺激的な画像は、所定の位置が指定された状態で、及び／又は－
彩度、コントラスト、解像度、深度手掛かり、三次元効果、輝度、強度、焦点などの視覚
特性を向上させた状態で提示することにより、眼の強さを高めて、目標位置に結像させる
、及び／又は弱い方の眼の視覚コンテンツの強度を高め易くすることができる。虚像は、
経時的に治療プロトコルで指定された速度で動かすことができるので、両眼を輻輳点に複
数の深度面にわたって互いに引き付け合うようにすることができる。眼が共通の輻輳点に
一致すると、各眼の像が融合して、脳が２つではなく、１つの像を見る。これは、例えば
、ゲームの形態で行なわれてもよい。
【０２２６】
　様々な実施形態では、例えば眼科用システムは、画像を両眼に同時に提示して（両眼分
離視）、医療処置又は治療を行なう。それぞれの眼に提示される画像は、視覚特性を異な
らせることができる。この差により、弱い方の眼の性能を経時的に高めることができる。
例えば、立体画像を着用者に提示するために、左右の画像を着用者に提示することができ
る。治療中に、弱い方の眼に対応する画像の強調度を強い方の眼に対するよりも大きくす
ることができる。画像を強調するために、例えばこれらには限定されないが、画像の明る
さを増加させる、画像のコントラストを高める、画像の彩度を高める、画像の強度を高め
る、画像の三次元効果を高める、コンテンツを画像に追加するなどである。同様に、強い
方の眼に対応する画像の強調度を小さくすることができる。画像の強調度を小さくするた
めに、例えばこれらには限定されないが、画像の彩度を低くする、画像の強度を減衰又は
減少させる、画像を単色にする、画像をぼかす、画像をピンぼけさせる、画像に陰影を付
ける、画像を部分的に、又は完全に遮蔽するなどである。特定の実施形態では、画像は、
画像をそれぞれの眼に異なる深度面から提示することによりピンぼけさせることができる
。例えば、複数の導波路及び関連するレンズ又は屈折率を有する他の素子を使用して、画
像を異なる深度面から投影することができる。幾つかの実施形態では、治療を行なうため
に、弱い方の眼に到達する画像の強調度を大きくし、強い方の眼に到達する画像の強調度
を小さくすることができる。特定の実施形態では、治療を行なうために、弱い方の眼に到
達する画像の強調度を、強い方の眼に到達する画像を変更せずに大きくすることができる
。様々な実施形態では、治療を行なうために、強い方の眼に到達する画像の強調度を、弱
い方の眼に到達する画像を変更せずに小さくすることができる。画像の強調度は、徐々に
、及び／又は間欠的に大きくする、及び／又は小さくすることができる。例えば、画像の
品質は、３０～６０秒ごとに、及び／又は眼科用システムにおいて、左右眼のずれが大き
くなる場合に、徐々に高くする、又は低くすることができる。別の例として、画像の強調
度を所定の期間に亘って大きくするか、又は小さくすることができ、次に、当該効果を第
２の期間に亘って除去することができる。これは、治療期間に亘って交互に行なうことが
できる。
【０２２７】
　治療を行なうためにさらに、幾つかの実施形態では、深度面から画像が提示される当該
深度面を変化させることができる。これは、複数の深度面を使用して輻輳不全になってい
る眼を再トレーニングする構成のＢｒｏｃｋ（ブロック）ストリングと同様とすることが
できる。画像を様々な深度（奥行き）面から投影することにより、左右眼を輻輳させて様
々な深度の画像に焦点を合わせることができる。様々な深度面を使用して治療を、鉛筆削
り機と同様にして行なうこともできる。この処置を行なうために、画像を第１深度面（例
えば、約１フィート（３０．３８ｃｍ）離れた位置、又は遠くの位置）に提示し、次に画
像を着用者に近づくように第２深度面に移動させる。画像を移動させるために、深度面を
着用者に近づくように第１深度面から第２深度面に移動させることができる。画像をこの
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より近い深度面に提示している間に、画像の深度を調整して、着用者が焦点を、焦点を合
わせることが難しい（例えば、着用者の眼を像に輻輳させるのが難しい）領域の画像に合
わせることができるようにする。この処置を行なうためにさらに、画像を第１及び第２深
度面よりも遠く離れた第３深度面に提示する。画像を第２深度面に提示している間に、着
用者は、焦点を第２深度面の画像、及び第３深度面に提示されている画像に交互に切り替
えて合わせることができる。これにより、例えば、眼の筋肉を強くすることができる。こ
れらの方法を、画像の強調度を処置中に大きくすること、及び／又は小さくすることと組
み合わせることができる。
【０２２８】
　処置を行なうために、幾つかの実施形態では、片方の眼又は両方の眼を選択的に遮蔽す
ることができる。これを行なって、視覚的に刺激的な画像を網膜の目標部位に提示して処
置の効果を高めることができる。幾つかの実施形態では、眼科用システムは、選択的な遮
蔽を使用して、着用者が見る物体の一部を、例えば空間光変調器、シャッターなどを使用
して見えなくするように構成される。例えば、本明細書において説明される空間光変調器
を使用することができる。また、適応光学系を使用して、光を方向転換するようにしても
よい。選択的に遮蔽するためにさらに、眼内の像を間欠的に遮蔽する。これを行なって、
左右眼に到達する画像を交互に切り替えることができる（例えば、画像を左眼に提示し、
次に右眼に提示することを交互に行なう）。
【０２２９】
　処置を行なうために、幾つかの実施形態では、微細な調整を補正用プリズムによる補正
に加えて、左右眼の輻輳に徐々に影響を与えることができる。例えば、補正用プリズムに
よる補正量、及び／又は横方向の像シフト量を処置中に減少させて、弱い方の眼に影響を
与えて目標点に輻輳させることができる。補正用プリズムによる補正量、及び／又は横方
向の像シフト量を経時的に１回の処置中に、又は複数回の処置の途中で減少させることが
できる。
【０２３０】
　ブロック１２１２では、システムは、治療プロトコルの所定の時間の終了時点を検出す
る、又は場合によっては、正常性を焦点調節、輻輳などの眼の機能に検出することにより
検出する。このような時点では、眼科用システムは、ブロック１２１４において処置を中
断する。これを行なうために、遮蔽を行なった場合に、又は強調度を減少させた場合に着
用者の眼の遮蔽、又は眼に対する強調表示を終了させることができる。幾つかの実施形態
では、着用者は、治療プロトコルを着用者のスケジュールに基づいて手動で管理すること
ができる。同様に、多くの他のこのような治療プロトコルを想定することができる。
【０２３１】
　幾つかの実施形態では、ブロック１２１２において、眼科用システムは、処置を、着用
者のパーフォーマンスを処置中に追尾することにより中断する必要があると判断する。着
用者が疲労の兆候又は遵守違反を示す場合、眼科用システムはブロック１２１４において
、処置を中断する。例えば、眼科用システムは、着用者の注視を検出するように構成され
る視線追跡システムを含むことができる。視線追跡システムは、処置中の着用者のパーフ
ォーマンス（例えば、着用者が、提示されている画像に首尾よく焦点を合わせることがで
きる）が経時的に低下していることを検出することができる。これは、着用者が疲れてい
て、さらなるトレーニング又は処置が、便利さを減殺していることを示唆している可能性
がある。幾つかの実施形態では、眼科用システムは、着用者の経時的なパーフォーマンス
を追尾して、着用者の輻輳不全が経時的に減少しているかどうかを判断することができる
（例えば、１回の処置中に、及び／又は複数回の処置セッションにわたって）。
【０２３２】
　幾つかの実施形態では、ブロック１２１２において、眼科用システムは、処置を中断す
べきであることを示唆するユーザ入力を受信する。このようなユーザ入力を受信すると、
眼科用システムはブロック１２１４において、処置を中断する。
【０２３３】
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　幾つかの実施形態では、ブロック１２１２において、眼科用システムは、ユーザのパー
フォーマンスを管理対象の治療プロトコル中に自動的に検出する。ブロック１２１２では
、眼科用システムは、ブロック１２０４に戻って、治療プロトコルを、管理対象の治療プ
ロトコル中に着用者について検出されるパーフォーマンスに基づいて更新するか、又は調
整するように構成することができる。例えば、弱い方の眼の輻輳角が処置中に改善しない
場合、眼科用システムは、治療プロトコルパラメータを調整することができ、処置を進め
て、方法１２００を再びブロック１２０４から開始することができる。このように、眼科
用システムは、着用者のパーフォーマンスを検査中にフィードバックとして使用すること
により、調整を治療プロトコルに加えることができる、及び／又は処置を中断すべき時点
を判断することができる。
【０２３４】
　様々な実施形態では、眼科用システムは、治療プロトコルを完了前に終了させるように
構成することができる。例えば、眼科用システムが眼筋疲労を検出する場合（例えば、輻
輳角が弱い方の眼について大きくなる）、眼科用システムは、ブロック１２１４に進むこ
とにより、治療プロトコルをブロック１２１２において終了させるように構成することが
できる。
【０２３５】
　斜視と同様に、弱視又は「怠惰な眼」は、左右眼の一方が他方よりも弱い状態である。
これは、強い方の眼を弱い方の眼よりも好むという脳の嗜好により生じる。幾つかの実施
形態では、眼科用システムをプログラムは、図１２を参照して説明される方法１２００と
同様の方法を実行することにより視覚的な刺激を強めて、弱い方の眼を徐々に強くする、
及び／又は眼帯を着ける効果を、光の強度を選択的に落とすか、又は強い方の眼に入る視
覚的な刺激のレベルを減少させることにより再現することができる。例えば、斜視を例に
挙げて上に説明した他の処置及びトレーニングシステム及び方法を用いてもよい。
【０２３６】
　様々な実施形態では、注意散漫を低減するために、拡張現実デバイスを介した着用者の
眼の前方の地上の眺めを、検査中及び／又は処置中に遮るか、その他には、見えなくする
。例えば、液晶空間光変調器又はシャッターのような、強度を調整する空間光モニタを使
用することができる。これは、例えば画像が視聴者に提示されるときに使用することがで
きるが、この手法は必要ではない。
【０２３７】
　システムは、拡張現実デバイスとして説明されてきたが、他の実施形態では、システム
は仮想現実デバイスであってもよい。いずれにしても、システムは、医療施設又は検眼所
もしくは他の場所で検査を行なう医師又は臨床医により提供される眼科用システムとする
ことができる。他の実施形態では、システムは、着用者の所有であってもよく、かつ娯楽
（例えば、ゲーム及び映画）及び／又は作業活動のような他の目的に用いられてもよい。
上に説明したように、処置を着用者のシステムで実施する１つの利点は、検査を複数回（
１年に少なくとも２，３，４，５，６，８，１０，１２，１６，１８，２４回、又はそれ
以上の回数）、着用者の裁量で行なうことができることである。同様に、検査は、検眼士
、眼科医、看護士、技術者、医療補助者などのような医療専門家の有無にかかわらず行う
ことができる。
　高次収差
【０２３８】
　他の眼に関連する一般的な疾病には、プリズム及び／又はレンズ補正では行なえない任
意の波面曲率補正を含む高次屈折障害が含まれる。これらの高次収差は、全ての屈折障害
の１０％を占めている。これらの高次収差は、眼の光学的表面の形状が不規則である結果
であり、特に眼の手術の後に共通して見られる。例えば、眼の角膜及び／又は水晶体の形
状が不規則であると、眼を透過して網膜に到達する光に高次屈折障害が生じる可能性があ
る。このような高次収差は、適切な屈折補正を行なって減少させることができる。
【０２３９】
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　本明細書において説明される眼科用システムの様々な実施態様を適用して、補正をこれ
らの高次収差の波面に対して行なうことができる。ゼルニケモード（例えば、乱視、コマ
収差、三葉収差、球面収差、四葉収差など）で説明される全ての収差を含む、殆ど全ての
波面補正は、本明細書において説明される眼科用デバイスを利用して行なうことができる
ことを理解されたい。
【０２４０】
　いくつかの実施態様では、眼科用システムは、眼の角膜、水晶体、及び他の透過性媒体
の微視的な異常を補正するように構成することもできる。これらの異常は、視力障害に影
響する複素屈折、複素反射、及び後方散乱パターンを生じさせる。
【０２４１】
　様々な実施形態では、眼科用システムは、これらの異常により、例えば視線追跡システ
ム又は他のカメラもしくは撮像システムを介して生じる投影光のパターンを検出すること
ができる。この情報を眼科用システムが使用して、ユーザの眼に入射し、かつ眼のこれら
の異常と相互作用する光線を選択的にフィルタで除去して、視力障害に影響を与える光路
を遮断することができる。
【０２４２】
　例えば、眼科用システムは、図３Ａ～図３Ｄ及び図５に図示され、かつ近視、遠視、乱
視、及び他の屈折障害の補正に関連して上に説明した患者着用型眼科用デバイスとするこ
とができる。したがって、近視、遠視、及び乱視のような視力障害を補正する眼科用デバ
イスに関連して上に含まれる記載に関連して説明される特徴は、高次収差の補正に同じよ
うに適用されることを理解できるであろう。特に、眼科用デバイスは、高次収差を含む屈
折障害を低減する、又は補正する光学矯正を行なうように構成することができる。例えば
、このデバイスは、波面補正を導入する適応光学系又は焦点可変素子を含むことができ、
このデバイスを使用して、球体及び円筒体を導入してフォーカスぼけ、及び乱視を相殺す
るだけでなく、このデバイスを使用して波面形状に起因する高次収差を低減することもで
きる。
【０２４３】
　上に説明したように、眼科用デバイスは、拡張（又は、仮想）現実ディスプレイデバイ
ス（６２）を含むことができ、拡張現実ディスプレイデバイス（６２）は、ディスプレイ
レンズ（１０６）と、光（３８）を投影するように構成される光源と、を含み、光（３８
）をユーザの眼に誘導して像をユーザの眼に形成してユーザが眺める。様々な実施形態で
は、このディスプレイデバイス（６２）は導波路積層体（１７８）を備え、導波路積層体
（１７８）は、光を導波路積層体（１７８）の端面に配置されるファイバ走査ディスプレ
イから受光し、導波路積層体の裏面側の導波路から出射する当該光を着用者の眼に結合さ
せる。ディスプレイデバイス（６２）が拡張現実ディスプレイデバイスである場合、眼科
用デバイスは地上からの環境光をユーザの眼にディスプレイレンズ（１０６）を介して誘
導する、例えばユーザの前方からの光を誘導することもできる。この光は、例えば導波路
積層体（１７８）内を透過させて着用者の眼に到達させることができる。上に説明したよ
うに、ディスプレイデバイス（６２）は、１つ以上の適応光学系又は焦点可変素子（ＶＦ
Ｅ）を備えることもできる。上に説明したように、適応光学系は、光学素子に入射する波
面を変更するように動的に変更することができる光学素子とすることができる。例えば、
適応光学系は、変形可能なミラーのような反射光学素子、又は図１０Ｂ～図１０Ｅにおい
て上に説明した動的レンズのような透過光学素子とすることができる。
【０２４４】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムにより生成される画像を形成する投影光（３８
）は、本明細書において説明される１つ以上の適応光学系又はＶＦＥに入射させることが
できる。適応光学系は、変形可能なミラーのような反射光学素子とするか、又は動的レン
ズのような透過光学素子とすることができる（例えば、液晶レンズ、電気活性レンズ、可
動素子を備える従来の屈折レンズ、機械変形型レンズ、エレクトロウェッティングレンズ
、弾性レンズ、又は屈折率の異なる複数の流体）。適応光学系は、ファイバ走査ディスプ
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レイからの入射波面を有する光を受光することができる。本明細書において説明されるよ
うに、波面を変調して、高次収差を適応光学系により補償することができる。次に、この
補正後の波面、又は補償後の波面を、透過型ビームスプリッタ内を透過させて、ユーザの
眼に誘導することができる。
【０２４５】
　幾つかの実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、適応光学系は、
位相を画素ごとに変更するように構成される空間光変調器を備える。したがって、光学矯
正を波面に加えることができる。したがって、様々な実施形態では、眼科用デバイスは、
光変調器を駆動して色収差を補償するように構成することができる。
【０２４６】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、ユーザの１つ以上の眼の高次収差を測定
するように構成される１つ以上のセンサ又はサブシステムを備えることができる。１つの
実施態様では、眼科用システムは、本明細書において説明される波面収差測定技術を利用
して眼の屈折障害を評価することができる。幾つかの実施形態では、例えば眼科用デバイ
スは、カメラ（２４）及び光源（２６）を含むことができ、波面収差測定計として利用さ
れるように構成することができる。例えば、以下に収差測定技術を参照して説明されるよ
うに、幾つかの実施形態では、カメラ（２４）は赤外光カメラである。カメラ（２４）は
、ローカル処理モジュール（７０）に操作可能に接続されて、眼の高次屈折障害を検出す
ることができる。
【０２４７】
　同様に、１つ以上のカメラ又は撮像システムを用いて、眼の部位、例えば眼の角膜、水
晶体、及び他の透過性媒体を特定することができ、これらの部位は微小欠陥を有し、微小
欠陥により、視覚品質を低下させる複素屈折、複素反射、及び後方散乱パターンが生じる
。これに応じて、ディスプレイを駆動して、光が欠陥のある前記部位に誘導されないよう
にすることができる。
【０２４８】
　さらに、幾つかの実施形態では、眼科用デバイスは、１つ以上の送信機及び受信機を含
むことにより、データを眼科用デバイスとリモート処理モジュール（７２）及び／又はリ
モートデータリポジトリ（７２）との間で送受信することができる。送信機及び受信機を
組み合わせてトランシーバとすることができる。幾つかの実施形態では、リモート処理モ
ジュール（７２）及び／又はリモートデータリポジトリ（７４）は、サードパーティサー
バ及びデータベースの一部とすることができ、これにより、サードパーティ（例えば、医
者又は他の医療管理者）は、例えば光学処方のようなデータを眼科用デバイスに送信する
ことができる。
【０２４９】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスの様々な構成要素は、ローカル処理モジュール
（７０）に操作可能に接続することができる。ローカル処理モジュール（７０）は、デジ
タルメモリに操作可能に接続することができ、命令を含むことができ、命令が実行される
と、命令により、眼科用デバイスが眼の高次屈折収差を補正するようになる。
【０２５０】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、高次屈折障害を補正する拡張現実システム
とすることができる。上に説明したように、眼科用システムは拡張現実頭部装着型ディス
プレイシステムとすることができ、拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムは、波面補
正をユーザの前方の地上からの環境光に対して行なうだけでなく、波面補正を、眼科用シ
ステムにより生成されるＡＲ画像コンテンツに対しても行なうように構成される。別の構
成として、眼科用システムは仮想現実頭部装着型ディスプレイシステムとすることができ
、仮想現実頭部装着型ディスプレイシステムは、補正後の波面を持つ眼科用システムによ
り生成されるＶＲ画像コンテンツであって、ユーザの眼がユーザの前方の環境光が見えな
いようにＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムにより覆われている状態でユーザに提示さ
れるＶＲ画像コンテンツを形成するように構成される。前に説明したように、ＶＲ頭部装
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着型ディスプレイシステムは外向きカメラを含むことができ、外向きカメラは、ユーザの
前方の地上からの環境光を撮像し、これらの画像の補正後の波面を生成するように構成さ
れる。
【０２５１】
　幾つかの実施形態では、高次収差を補正するプロセスフローは、近視、遠視、又は乱視
を補正するものとして説明される図１０Ａのプロセスフロー１０００と同様とすることが
できる。幾つかの実施形態では、プロセスフロー１０００は、図３Ａ～図３Ｄに関連して
説明される眼科用デバイスのような患者着用型眼科用デバイスにより実行することができ
る。プロセスフロー１０００は、ローカル処理モジュール（７０）により、例えばリモー
トデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されるローカル処理モジュール（７０）内
の論理素子により実行されるリモート処理モジュール（７２）により実行することができ
る。図１０Ｂ～１０Ｅに示す位置にある電気的に再構成可能なミラー又はレンズのような
適応光学系もしくはＶＦＥを使用して屈折補正を、光学処方に基づいて行なうことができ
る。
【０２５２】
　１００２では、眼科用システムは、ユーザの光学処方を決定する、例えば眼の光学的表
面の形状が不規則であること（例えば、眼の角膜及び／又は水晶体の形状の不規則性）に
起因する高次収差を測定する。上に説明したように、眼科用デバイスはユーザインターフ
ェースを含むことにより、ユーザは光学処方を入力する、又は眼科用システムは、眼科処
方コンフィギュレータプログラムを読み取って、眼の高次屈折障害を測定することができ
る。例えば、眼科用システムは、本明細書において説明されるように、波面収差測定計を
含むことができる。幾つかの実施形態では、眼科用システムは、光学処方をサードパーテ
ィから受信するように構成することができる。例えば、医者は、ユーザに光学処方を無線
で送信することができ（例えば、インターネット、ブルートゥース（登録商標）接続など
を介して）、光学処方は、受信機又はトランシーバで受信され、ローカル処理モジュール
（７０）のデジタルメモリに格納される。
【０２５３】
　幾つかの実施形態では、１００２において、眼科用システムは、眼科用システムにより
投影される光のパターンを検出することができ、当該パターンは、眼の高次屈折障害によ
り生じる。例えば、光源（２６）は、赤外光を眼に投影するように構成することができ、
カメラ（２４）は、眼の高次屈折障害に起因して眼で反射される赤外光を検出することが
できる。検出された反射光又は後方散乱光に基づいて、眼科用デバイスは高次収差に対応
するパターンを検出することができる。
【０２５４】
　１００４では、眼科用システムは、マッピングテーブルを取り出して適切な画像修正プ
ログラムを決定することにより、高次屈折障害を補正する。幾つかの実施形態では、マッ
ピングテーブルは、異なる光学処方を異なる画像修正プログラムに関連付ける関連付けを
含む。例えば、ユーザの光学処方が与えられる場合、マッピングテーブルは、高次収差を
光学的処方により規定された通りに補償するように構成される画像修正プログラムを列挙
することができる。
【０２５５】
　１つの実施形態では、画像修正プログラムは、入射波面に対する修正（例えば、位相に
対する修正）を規定して補償用波面を生成する。別の実施形態では、画像修正プログラム
は、眼科用システムにより生成され、かつユーザの眼に提示される１つ以上の２Ｄ画像に
対する修正（例えば、強度パターンに対する修正）を規定する。幾つかの実施形態では、
各２Ｄ画像は、ユーザに画像の３Ｄ知覚を与える異なる焦点深度の画像の２Ｄ表現とする
ことができる。１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、このようなプログラムで事
前に符号化することができる、又はこれらのプログラムをダウンロードして、画像変調を
処方に基づいて行なうことができる。例えば、ホロプター技術に関連する以下の説明を参
照されたい。幾つかの実施形態では、リモート処理モジュール（７２）を実行して、リモ
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ートデータリポジトリ（７４）に格納されているマッピングを取り出すか、又は検索する
ことができる。
【０２５６】
　上に説明したように、画像修正プログラムはパラメータを含むことができ、これらのパ
ラメータを眼科用システムのＶＦＥ又は適応光学系に所望の波面補正に基づいて適用する
。パラメータは修正を規定して、適応光学系の形状及び／又は特性に適用することにより
、波面を変更して高次屈折障害を補正することができる。これらのパラメータ及び対応す
る一連の信号は、欠陥の光学処方及び／又は検出収差パターンに基づいて設定することが
できる。例えば、高次屈折障害を補正するために、画像修正プログラムは、補償用波面曲
率を眼科用システムの光学系（例えば、ディスプレイデバイス（６２）のＶＦＥ又は適応
光学系）に符号化することで生成するように設定される一連のパラメータを有することが
できる。補償用波面曲率は、眼の網膜に到達する画像の波面が補正されて、眼の光学的表
面の形状の屈折障害を解消することにより、眼に生じる高次収差を除去するように生成す
ることができる。
【０２５７】
　いずれの科学的理論にも拘束されないとすると、眼が調節している焦点深度によって異
なるが、ユーザの眼は、異なる高次屈折障害を受ける、及び／又は光学矯正を必要とする
。したがって、１つ以上の実施形態では、画像修正プログラムは、複数の異なる深度面（
例えば、２以上、３以上、４以上、５以上、６以上、又はそれ以上の深度面）に対応する
眼の調節距離の関連付け、及び異なる焦点深度における焦点調節に関連する高次屈折障害
を補償する対応パラメータを含むことができる。例えば、眼科用システムは、ユーザの眼
のうち少なくとも一方の眼の第１高次屈折障害が入射波面に伝わるのに対し、別の焦点深
度に対応するユーザの眼の第２屈折障害（例えば、異なる球面波面を必要とする）が伝わ
ると判断することができる。したがって、ユーザが異なる焦点深度で受ける異なる高次収
差によって異なるが、異なる補償用波面（例えば、異なる光学処方に基づく）を異なる調
節焦点深度に関連付けることができる。
【０２５８】
　幾つかの実施形態では、補正後の波面を符号化する際に、ユーザに地上から透過してく
る環境光、例えば、ユーザ及び眼科用システムの前方の環境光の波面を修正する。同様に
、補正後の波面を符号化する際に、眼科用デバイスにより生成され、ディスプレイデバイ
スによりユーザに投影される画像の波面を修正することができる。例えば、上に説明した
ように、電気信号を、適応光学系に接続される電極に印加して適応光学系の形状又は光学
特性を変更することができる。これにより今度は、適応光学系に入射する波面を変更する
ことができる。幾つかの実施形態では、環境光の波面及び任意の投影画像の波面は共に、
単一のＶＦＥ又は適応光学系のいずれかにより、もしくは異なるＶＦＥ又は適応光学系に
より個別に変更することができる。幾つかの実施形態では、眼科用システムがＶＲ頭部装
着型ディスプレイである場合、外向きのカメラは、ユーザの前方の環境光の画像を取得す
ることができ、画像の波面は、本明細書において説明される通りに変更することができる
。
【０２５９】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムが、屈折障害を示す反射光のパターンを検出す
る場合、画像修正プログラムは、ユーザの眼に投影され、かつ眼の欠陥と相互作用する光
線を選択的にフィルタで除去して、視覚品質の低下に影響する光路を遮断するように構成
することができる。例えば、眼のマッピングを高次収差に関連付けることにより、眼科用
システムは、高次収差の原因となる眼の欠陥と相互作用する１つ以上の光線を特定するこ
とができる。一旦、特定すると、眼科用システムは、これらの光線を光学系に入射する波
面からフィルタで除去することを決定することができる。したがって、これらの光線が欠
陥と相互作用することがないので、高次収差により、眼科用システムによりユーザに提示
される画像の視覚品質が低下することがない。
【０２６０】
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　幾つかの実施形態では、プロセスフロー１０００の残りのステップは、上に説明した通
りの方法で行なわれて、近視、遠視、及び乱視を補正することができる。したがって、１
００６では、眼科用システムは、適切な画像修正プログラムを選択して、眼科用デバイス
のディスプレイによりユーザに投影される画像に適用する。例えば、眼科用システムは、
画像修正プログラムをマッピング情報に基づいて選択することができる。この実施形態で
は、画像修正プログラムは、入射波面の一部を変更して、眼のうち屈折障害を有する部位
を補償することができる。１００８では、眼科用システムは、画像修正プログラムを適用
して投影画像の波面を補正することができる。１０１０において、眼科用システムは、画
像の補正後の波面をユーザに、眼科用システムのディスプレイを介して投影することがで
きる。様々な実施形態では、眼科用システムは、高次屈折障害補正を入射波面に対して、
遠く離れた場所（例えば、眼科用デバイスの外部の場所）に、例えばリモートデータリポ
ジトリ（７４）に格納されている情報に基づいて自動的に適用することができる。
【０２６１】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスが拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムで
ある場合、波面補正は、眼科用デバイスにより着用者に提示される画像に対して、頭部装
着型ディスプレイ及びユーザの前方に位置する物体を撮像しながら行なうことができる。
例えば、眼科用システムにより提示されるＡＲ画像コンテンツを修正して、環境光と組み
合わせて投影することができる。幾つかの実施形態では、地上からレンズ１０６を透過し
てきた環境光を適切なプログラムにより変更して地上を、レンズ１０６を通して眺めてい
る着用者が光学矯正を行なうようにすることもできる。別の実施形態では、ＶＲ頭部装着
型ディスプレイシステムがユーザの前方の地上を遮る場合、修正後の画像は、眼科用シス
テム及び眼科用システム内のディスプレイにより提示されて視覚表示される修正ＶＲ画像
、例えばＶＲ画像コンテンツとすることができる。
【０２６２】
　様々な実施形態では、プロセスフロー１０００は、上に説明されるように、動的視力補
正システムとして実行することができる。例えば、適応光学系は、電気信号により駆動さ
れて、適応光学系の形状及び／又は特性を変化させることができる。次に、適応光学系の
特性が変更されると、適応光学系に入射する波面の形状が変化して、補正後の波面を生成
することができる。眼科用システムによるこの波面補正は、ユーザの光学処方が経時的に
変化するのに伴ってリアルタイムに変えることができる。例えば、ユーザの眼の屈折障害
は、ユーザの年齢とともに変化し得る。幾つかの実施形態では、１０１０において、眼科
用システムは、眼科処方コンフィギュレータプログラムを開始することにより動的視覚補
正を実行することができる。１０１０では、眼科用システムは、幾つかの実施形態におい
て、１００２に戻って、ユーザの処方を様々な時点で、ユーザによる操作を行なうことな
く、手動で、かつ対話形式で決定するように構成することができる。このように、眼科用
システムは、第１光学処方を第１の時点で動的に特定し、屈折障害の補正を当該処方に基
づいて調整し、第２光学処方を第２の時点で特定し、屈折障害の補正を当該第２処方に基
づいて調整することができる。
　色収差
【０２６３】
　様々な実施形態において、眼科用システムを使用して色収差を補償することができる。
色収差は、画像の色（例えば、波長）が、例えば眼科用システムの光学系又はユーザの眼
の水晶体と異なる形態で相互作用することによって生じる誤差である。これらの色収差は
、レンズの屈折率が、異なる波長光に対応して僅かに変化することにより生じる。
【０２６４】
　色収差には、長手方向色収差と横方向色収差の２種類がある。長手方向色収差は、異な
る波長光の焦点が光軸に沿った異なる焦点に合うときに生じる。このように、画像の各色
の焦点が、異なる焦点深度に合ってしまう。横方向色収差は、異なる波長光の焦点が光学
系の焦点面上の異なる位置に合うときに生じる。このように、画像の色が互いに対して、
例えば焦点面に沿って横方向に、光軸に対して長手方向に変わる、又はずれる。このよう
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に、長手方向色収差により、画像の全体又はいずれかの箇所で変色又は色ぶちが現われる
のに対し、横方向色収差は画像の中心では生じない。
【０２６５】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、長手方向色収差を、異なる波長（例えば
、異なる色）光を異なる焦点深度に投影することにより補償するように構成することがで
きる。眼科用システムにより投影され、かつユーザが観察する画像は、複数種類の色を含
むことができるので、異なる波長（例えば、異なる色）光を異なる焦点深度に投影するこ
とにより長手方向色収差を、前記画像を観察する際に補償することができる。本明細書に
おいて説明されるように、様々な実施形態では、眼科用デバイスは、焦点を調整すること
ができる固体可変変焦点レンズ（例えば、適応光学系又は焦点可変素子（ＶＦＥ））とし
て機能することができる。上に説明したように、例えば近視、遠視、又は乱視を補正する
ために、眼科用システムは、１つ以上の適応光学系又はＶＦＥを備えることができる。適
応光学系は、所定の色について変更を、例えば電気信号を適応光学系に印加して、適応光
学系に入射する波面の形状を変えることにより動的に加えることができる。適応光学素子
の形状又は他の特性を所定の色について変更することにより、波面を当該色に関して変化
させて、例えば本明細書において説明される波面の焦点を変化させて色収差を補償するこ
とができる。
【０２６６】
　他の実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、眼科用システムは、
異なる波長光を異なる角度で投影して、横方向色収差を補償するように構成することがで
きる。本明細書において説明されるように、ディスプレイは、揺動して２Ｄ画像パターン
を生成するファイバ走査装置を備えることができる。長手方向色収差を低減するために、
ディスプレイから網膜上に投影されて像を網膜に１種類の色について形成するビームをシ
フトさせることができる。例えば、ファイバの角度をシフトさせるか、又はずらすことが
できる。この角度をシフトさせる量は、異なる色成分に対応して異なる。さらに、又は別
の構成として、眼に投影されるビームの角度を変更することにより（例えば、ファイバ走
査装置の角度をずらすことにより、又は角度ずれを適応光学系の形状に与えることにより
）、波面を所定の色について変化させて、例えば波面の入射角を変化させることにより、
横方向色収差を補償することができる。様々な実施形態では、光はコリメートされるが、
ビームの角度は、ビームを走査して画像を網膜に書き込むにつれて変化する。幾つかの実
施形態では、ビームの角度に加わる変化は、画像を網膜に書き込んでいる間は一定である
。他の実施形態では、ビームの角度に加わる変化量は、ビームを走査して画像を書き込ん
でいる間に変えるようにしてもよい。
【０２６７】
　上に説明したように、眼科用デバイスは、拡張（又は、仮想）現実ディスプレイデバイ
ス（６２）を含むことができ、拡張現実ディスプレイデバイス（６２）は、ディスプレイ
レンズ（１０６）と、光（３８）を投影するように構成される光源と、を含み、光（３８
）をユーザの眼に誘導して画像をユーザの眼に形成してユーザが観察する。様々な実施形
態では、このディスプレイデバイスは導波路積層体を備え、導波路積層体は、光を導波路
の端面に配置されるファイバ走査ディスプレイから受光し、導波路積層体の裏面側の導波
路から出射する光を着用者の眼に結合させる。ディスプレイデバイスが拡張現実ディスプ
レイデバイスである場合、眼科用デバイスは地上からの環境光をユーザの眼に、例えばユ
ーザの前方からの光をユーザの眼にディスプレイレンズ（１０６）を介して誘導すること
もできる。この光は、例えば導波路積層体（１７８）内を透過させて着用者の眼に到達さ
せることができる。上に説明したように、ディスプレイデバイス（６２）は、１つ以上の
適応光学系又は焦点可変素子（ＶＦＥ）を備えることもできる。上に説明したように、適
応光学系は、光学素子に入射する波面を変更するように動的に変更することができる光学
素子とすることができる。例えば、適応光学系は、変形可能なミラーのような反射光学素
子、又は図１０Ｂ～図１０Ｅにおいて上に説明した動的レンズのような透過光学素子とす
ることができる。位相を変調する空間光変調器を用いてもよい。このような位相変調器は
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、透過する、又は反射するように動作することができる。例えば、液晶空間光変調器を用
いてもよい。
【０２６８】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、色収差をユーザの所定の光学処方に基づい
て、本明細書において説明される眼科用システムの実施形態の光学系に起因する色収差に
基づいて、又は両方に基づいて補償するように構成することができる。例えば、ユーザの
眼を透過してきた光により、網膜で受光する光に色収差が出る可能性がある。眼に起因す
る色収差は、図１０Ａを参照して以下に説明するように、眼科用システムにより実行され
る光学処方又は眼科処方コンフィギュレータプログラムに基づいて判断することができる
。同様に、眼科用システムの光学系を透過してきた光によりさらに、眼に入射して最終的
に網膜で受光する光にある程度の色収差が出る可能性がある。システムに起因する色収差
は、システムの仕様及び製造条件に基づいて判断することができる。眼科用システムは、
これらの所定の収差を利用して、これらの収差を、画像を着用者の眼に投影するときに補
償するように構成することができる。
【０２６９】
　システムが色収差を補償する場合、すべての色収差を除去する必要はない。例えば、本
明細書において光療法に関連して説明するように、青色光は、網膜細胞に特に損傷を与え
る可能性がある。したがって、眼科用システムは、色収差補正を制御して、眼の網膜細胞
に入射する青色光の量を減少させるように構成することができる。他の実施形態では、別
の構成として、又は組み合わせ構成として、幾つかの種類の色収差は、所定のユーザの深
度手掛かりである現実的な焦点深度を定める過程に影響を与えることができる。このよう
に、色収差の補償を制御して、幾つかの種類の収差を、他の種類の収差を補正して最適な
視覚品質を実現しながら許容することができる。しかしながら、このシステムは、眼科用
システムの着用者が観察する色収差の影響を低減する。
【０２７０】
　幾つかの実施形態では、色収差を補正するように構成することができる眼科用システム
は、近視、遠視、及び／又は乱視を補正する上記眼科用システムと同様とすることができ
る。幾つかの実施形態では、眼科用システムは、色収差を、近視、遠視、乱視、又は他の
屈折障害と一緒に補正するように構成することができる。
【０２７１】
　上に説明したように、例えば、眼科用システムは、図３Ａ～図３Ｄ、及び図５を参照し
て示した患者着用型眼科用デバイスとすることができ、患者着用型眼科用デバイスを搭載
して、色収差を補償することができる。眼科用デバイスは、ディスプレイデバイス（６２
）を含むことができ、ディスプレイデバイス（６２）は、光（３８）を投影するように構
成される光源（１８）を含み、光（３８）はディスプレイデバイス（６２）のディスプレ
イレンズ（１０６）で覆われたユーザの眼に誘導される。眼科用デバイスは、地上からの
環境光をユーザの眼にディスプレイレンズ（１０６）を介して誘導する、例えばユーザの
前方からの光を誘導することもできる。
【０２７２】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは外向きカメラを含み、外向きカメラは、ユーザ
の周囲の環境からの環境光を撮影するように構成される。例えば、眼科用デバイスは、ロ
ーカル処理モジュール（７０）に操作可能に接続される１つ以上の広視野マシンビジョン
カメラ（１６）を含むことができる。これらのカメラは、ユーザの周りの環境の画像、例
えば眼科用デバイス及びユーザの前方の環境の画像を取得するように構成することができ
る。１つの実施形態では、これらのカメラ（１６）は、デュアルキャプチャ可視光／赤外
光カメラである。カメラ（１６）で撮影される画像は、眼科用デバイスのデジタルメモリ
に格納され、取り出されて後続の処理を行なうことができる。
【０２７３】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは、本明細書において説明されるバイオフィード
バックシステムを備えることができ、バイオフィードバックシステムは、物体又は画像を
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観察する際のユーザの快適レベルを判断するように構成される。例えば、ユーザの眼がシ
フトしている、焦点調節を変えている、瞳孔サイズが変えている、輻輳が変化しているな
どの場合、これらは、ユーザが物体又は画像を快適に観察することができないことを示し
ている可能性がある。焦点調節又は焦点調節に関連する挙動が不安定であること、又は変
動していることは、ユーザが焦点を物体又は画像に合わせようと奮闘している兆候である
。したがって、バイオフィードバックシステムは、ユーザの眼の状態に関する入力をリア
ルタイムに受信することができる。
【０２７４】
　光源（１８）は、光（３８）をユーザの眼に投影して画像をユーザの眼に形成するよう
に構成することができる。したがって、画像は、眼科用デバイスにより表示され、かつユ
ーザの眼に、ディスプレイレンズ（１０６）を介して、例えばローカル処理モジュール（
７０）のデジタルメモリに格納される画像に基づいて投影される画像コンテンツを含むこ
とができる。１つの実施態様では、デジタルメモリに格納されている画像は、外向きのカ
メラ（例えば、カメラ（１６））により取得される画像とすることができる。様々な実施
形態では、網膜に形成される画像は、ユーザの前方の物体からの環境光に基づいて形成さ
れる画像を含むことができ、環境光はユーザの眼にディスプレイレンズ（１０６）を介し
て到達する。様々な実施形態では、網膜上の画像は、複数の色成分を含むことができる。
色成分は、例えば赤色成分、緑色成分、又は青色成分とすることができる。これらの色成
分は、画像のうち同じ色を有する部分、又は同じ色の全部分を含むことができる。例えば
、画像は、青色（例えば、第１色成分）を有する様々な部分と、赤色（例えば、第２色成
分）を有する様々な他の部分と、を含むことができる。色成分は赤、緑、又は青であると
説明されているが、画像の任意の色を適用することができ、構成色の数は３に限定される
必要はないことを理解されたい。画像の色に基づく任意の数の色成分が存在し得る。他の
実施形態では、画像は、単色成分を含む単色画像とすることができる。
【０２７５】
　表示デバイス（６２）はまた、１つ以上の可変焦点要素（ＶＦＥ）又は適応光学系を備
える。上に説明したように、ＶＦＥ又は適応光学系は、ＶＦＥ又は適応光学系に入射する
波面を変更するように動的に変更されるように構成される。例えば、適応光学系は、変形
可能なミラーのような反射光学素子、又は図１０Ｂ～図１０Ｄにおいて上に説明した動的
レンズのような透過光学素子とすることができる。図１０Ｅにおいて上に説明したように
、ＶＦＥ又は適応光学系は、ディスプレイレンズ（１０６）に含まれるか、又はディスプ
レイレンズ（１０６）と光源との間に配置されるようにしてもよい。ＶＦＥ又は適応光学
系は、導波路積層体又は光源（１８）に組み込まれるようにしてもよい。さらに、ＶＦＥ
又は適応光学系は、導波路積層体と眼科用デバイス及びユーザの前方の地上との間に配置
されるようにしてもよい。ＶＦＥ又は適応光学系は、導波路積層体とユーザの眼との間に
配置されるようにしてもよい。別の実施形態では、適応光学系は、導波路積層体の導波路
と導波路との間に配置されるようにしてもよい。
【０２７６】
　１つの実施形態では、ディスプレイデバイスは、導波路積層体、例えば、図１０Ｄに関
連して上に説明した導波路積層体（１７８）を備えることができる。積層導波路組立体（
１７８）は、複数の透過型ビームスプリッタ基板を備え、複数の透過型ビームスプリッタ
基板の各透過型ビームスプリッタ基板は、光を異なる焦点面に投影するように構成される
、又は光が異なる焦点面から発せられるかのように光を投影するように構成される。導波
路積層体（１７８）は、複数の導波路（１８２，１８４，１８６，１８８，１９０）と、
各導波路層が当該導波路層について知覚される焦点距離を示す場合に画像情報を眼に様々
な値の波面曲率で選択的に送信するように構成される複数のレンズ（１９８，１９６，１
９４，１９２）と、を備えることができる。複数のディスプレイ（２００，２０２，２０
４，２０６，２０８）を利用して、又は別の実施形態では、単一の多重化ディスプレイも
しくは少数の多重化ディスプレイを利用して、光、例えば画像情報を含むコリメート光を
導波路（１８２，１８４，１８６，１８８，１９０）に注入することができ、これらの導
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波路の各導波路は、入射光を各導波路の長さ全体に亘って略均等に分布させて、眼に向か
って下方に出射させるように構成することができる。
【０２７７】
　眼に最も近い導波路（１８２）は、コリメート光を、このような導波路（１８２）に注
入された直後に眼に送光するように構成することができ、コリメート光は、無限の光学焦
点面を表わすことができる。上に詳細に説明したように、他の導波路は、無限遠よりも近
い焦点面であって、所定の範囲のジオプタで表わされる焦点距離の焦点面を表わすように
構成することができ、ユーザに、眼科用システムにより生成される画像を３次元で、異な
る導波路からの異なる画像コンテンツが、ユーザを起点とする異なる深度位置、又は異な
る距離から発するときに知覚させる。異なる導波路からの異なる画像コンテンツは、画像
の異なる色成分となるように構成することができる。このように、各色成分（例えば、赤
色、緑色、青色）は、異なる焦点深度から発しているように見える。
【０２７８】
　例えば、上方で隣接する導波路（１８４）は、第１レンズ（１９２；例えば、負レンズ
）を透過する第１色成分のコリメート光を、当該コリメート光が眼（５８）に到達する前
に送光するように構成することができ；このような第１レンズ（１９２）は、僅かに凸の
波面曲率を生成して、眼／脳が、当該隣接導波路（１８４）から出る第１色成分の光を、
光学的無限遠に居る人物に向かって内側により近い第１焦点面から発しているものとして
解釈するように構成することができる。同様に、第３導波路（１８６）は、第２色成分の
出力光を、眼（５８）に到達する前に、第１レンズ（１９２）及び第２レンズ（１９４）
の両方のレンズを透過させる；第１レンズ（１９２）及び第２レンズ（１９４）を合わせ
た合計屈折率は、別の増分量の波面分散（発散）を生成して、眼／脳が、当該第３導波路
（１８６）から出る第２色成分の光を、光学的無限遠に居る人物に向かって内側に、隣接
導波路（１８４）から出た光が位置していた位置よりももっと近い第２焦点面から発して
いるものとして解釈するように設定することができる。
【０２７９】
　幾つかの実施形態では、導波路の数は、色収差を補償するために変化させる焦点深度を
有する色成分の数に対応させることができる。例えば、色成分が赤色、緑色、及び青色で
ある場合、導波路積層体（１７８）は、１つの導波路が各色成分に対応するように３つの
導波路を含むことができる。しかしながら、様々な実施形態では、導波路積層体は、単な
るこれらの導波路の数３を上回るように他の導波路を含むことができる。例えば、１つの
導波路が各色成分に対応するように３つの導波路を、各深度面に対応して含めるようにし
てもよい。さらに別の導波路を追加してもよい。また、より少ない数の導波路を用いるよ
うにしてもよい。
【０２８０】
　上に説明したように、適応光学系を調整して色収差を補正することができる。特に、適
応光学系を調整して、これらの色成分の各色成分が発光する場合に異なる屈折率を実現す
ることができる。例えば、第１の時点では、赤色光源が光を対応する導波路に注入し、適
応光学系を調整して、第１屈折率を適応光学系に与えることができるので、赤色光が網膜
に集光する。第２の時点では、緑色光源が光を対応する導波路に注入し、適応光学系を調
整して、第１屈折率とは異なる第２屈折率を適応光学系に与えることができるので、緑色
光が網膜に集光する。第３の時点では、青色光源が光を対応する導波路に注入し、適応光
学系を調整して、第１及び第２屈折率とは異なる第３屈折率を適応光学系に与えることが
できるので、青色光が網膜に集光する。それに応じて、画像の各色成分の焦点深度を選択
的に変更して色収差を低減することにより、長手方向の色収差を低減することができる。
【０２８１】
　したがって、様々な実施形態では、ディスプレイデバイス（６２）は、例えば図１０Ｂ
及び図１０Ｃにおいて説明されるＶＦＥ（１０２０）と同様の適応光学系又はＶＦＥを備
える。幾つかの実施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系を変更して、ＶＦＥ又は適応光学系
に入射する画像の所定の色成分の波面の位相及び／又は焦点を変更することができる。上
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に説明したように、ＶＦＥ（１０２０）の形状を変更することにより、ＶＦＥに入射する
光の位相、波面形状、及び場合によっては焦点を変化させることができる。このように、
ＶＦＥの形状を変更して、ＶＦＥに入射する波面の所定の色成分の焦点深度を調整するこ
とができる。例えば、ＶＦＥ又は適応光学系が、適応光学系レンズＶＦＥ（１０２０）で
ある場合、ＶＦＥ（１０２０）は、一連の電極（１０２２）に接続することができ、これ
らの電極を次に、選択的に制御して、レンズを構成する材料の形状又は屈折率を変更する
ことにより、光の焦点を変える。適応光学系レンズは、例えば電圧又は電界を印加するこ
とにより操作することができる形状を有するエラストマー材料を含むことができる。この
ように、電極（１０２２）は、ＶＦＥ（１０２０）の形状で色収差を抑制して画像をユー
ザの眼で適切に観察することができるように制御することができる。例えば、第１色成分
を投影し、適応光学系を変更して第１焦点深度を有するようにし、第２色成分を投影し、
適応光学系が第２焦点深度を有するようにする。適応光学系を十分速い速度でリアルタイ
ムに変化させてユーザが知覚できないようにすることにより、入射波面を可変に変更して
色収差を補正することができる。
【０２８２】
　幾つかの実施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系の形状を選択的に変更して、異なる色成
分の異なる画像の位置を変化させることができる。これらの位置を変化させて、異なる画
像をほぼ揃えることができる。幾つかの実施形態では、ＶＦＥ又は適応光学系の形状を選
択的に駆動して、画像を形成する光の波面を変更することにより、異なる色成分の光を眼
に投影するときの入射角を変化させることができる。このように、第１色成分を第１位置
から第２位置に焦点面上でシフトさせることができる。第２位置は、横方向色収差を補正
して、第１色成分の焦点が焦点面上の少なくとも１つの第２色成分とほぼ同じ位置に合う
ように設定することができる。幾つかの実施形態では、第２成分の位置は、眼の中心窩に
集中する。
【０２８３】
　さらに別の実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、眼科用デバイ
スの光源（１８）は、焦点をラスターパターンで網膜全体に亘って変化させるように構成
されるファイバスキャナ又は他の光発生源を備えることができる。ファイバスキャナは、
複数の色成分のラスターパターンを生成するように構成することができ、各色成分を投影
して画像の色成分を投影し、各色成分の焦点は異なる焦点深度に合う。例えば、ファイバ
の長手方向位置を平行移動させて焦点を変えることができる。したがって、眼科用デバイ
スは、長手方向色収差を補償するように構成することができる。
【０２８４】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスは、１つ以上の送信機及び受信機を含むことに
より、データを眼科用デバイスとリモート処理モジュール（７２）及び／又はリモートデ
ータリポジトリ（７４）との間で送受信することができる。送信機及び受信機を組み合わ
せてトランシーバとするようにしてもよい。幾つかの実施形態では、リモート処理モジュ
ール（７２）及び／又はリモートデータリポジトリ（７４）は、サードパーティサーバ及
びデータベースの一部とすることができるので、サードパーティ（例えば、医者又は他の
医療管理者）は、例えば光学処方のようなデータを眼科用デバイスに送信することができ
る。
【０２８５】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは、フィードバックメカニズム（例えば、ユーザ
インターフェース）を備えることができ、フィードバックメカニズムは、光学的処方を決
定するように構成される。幾つかの実施形態では、色成分に関して、ユーザは、可変焦点
レンズの焦点を、システムに対する入力を行なって、例えば、光学系のパワーを増加又は
減少させることにより手動で調整することができる、又はユーザに提示されている画像の
焦点を手動で調整することができる。ユーザ入力により、１つ以上の適応光学系が形状を
変えるようになるので、波面の焦点が変更されて、関連する光及び画像の焦点が網膜に合
うようになる。ユーザは、このプロセスをこれらの色成分の各色成分について実行するこ
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とができる。別の実施形態では、システムは、ユーザの光学処方を自動的に、又は対話形
式で決定し（例えば、本明細書において説明されるホロプター技術を用いることにより）
、光学処方を眼科用システムの光学的補助部材に取り入れるように構成することができる
。例えば、眼科用システムは、本明細書において説明されるように、処方をバイオフィー
ドバックシステムに基づいて他覚的に決定することができる。システムは、このプロセス
をこれらの色成分の各色成分について実行することができる。
【０２８６】
　１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、１つ以上のセンサを備えることができ、
これらのセンサは、例えばユーザが、画像に焦点を合わせようと奮闘しているときに、ユ
ーザが画像を快適に観察することができるかどうかについて評価するように構成される。
例えば、本明細書において説明されるように、眼科用システムは、注視姿勢、頭部位置、
焦点調節の変動又は変化、及び／又は輻輳、及び／又は眼の動き、可能な瞳孔サイズ、及
び水晶体の可能な形状を利用して、ユーザが画像を快適に観察することができるかどうか
を判断することができる。内向きカメラ又は他の機器、例えばＳＬＯを使用して眼を監視
することにより、この評価を行なうことができる。
【０２８７】
　例えば、ディスプレイデバイス（６２）はジャイロセンサを含むことができ、ジャイロ
センサは、ユーザの頭部位置又は頭部の動き（例えば、まっすぐな動き、下に傾ける動き
、見上げる動きなど）を判断するように構成される。ユーザの頭部の動きは、ユーザが、
画像に対するより良好な観察角度を探していることを示唆することができる。幾つかの実
施形態では、ディスプレイデバイス（６２）は、加速度計、ジャイロスコープ、及び／又
は他の種類の姿勢センサ及び／又は動きセンサを有するセンサアセンブリ（３９）を備え
ることができ、これらの構成要素のうち様々な構成要素は、本明細書の他の箇所に説明さ
れている。センサアセンブリ（３９）は、ユーザの頭部の動きに起因してディスプレイデ
バイス（６２）に生じる動き、及びディスプレイデバイス（６２）の姿勢を検出するよう
に構成することができる。ディスプレイデバイス（６２）はさらに、センサアセンブリ（
３９）に操作可能に接続される処理デバイス（３２）（例えば、頭部姿勢処理デバイス）
を含むことができ、処理デバイス（３２）は、デジタル処理及び／又はアナログ処理を実
行して頭部位置をセンサアセンブリ（３９）により検出される動きに基づいて導出するよ
うに構成される。１つの実施形態では、センサアセンブリ（３９）は、デジタルメモリに
格納される動きデータを生成することができる。幾つかの実施形態では、動きデータを使
用して、視覚欠陥を診断しながらノイズを低減することができる（例えば、頭部の動きが
検査中に検出されると、これは、検査及び結果に異常が出ることを示唆することができる
）。処理デバイス（３２）は、この動きデータを取り出し、処理ロジックを実行して１つ
以上の頭部位置を求めることができる。
【０２８８】
　別の実施形態では、ディスプレイデバイスは、ユーザの眼の動きを監視するように構成
される視線追跡システムを含むことができる。例えば、上述したように、眼球追尾モジュ
ールは、眼が眼の輻輳点付近に移動するときの注視姿勢の変化、及び／又は眼の輻輳点の
変化を判断するように構成することができる。幾つかの実施形態では、眼球追尾モジュー
ルは、焦点調節の変動、及び調節反射の変動（例えば、焦点調節及び輻輳の変動）を監視
するように構成することができる。このような動きはまた、ユーザが、画像に対するより
良好な観察角度を探している、又は画像に焦点を合わせようと探していることを示唆する
ことができる。上述したように、視線追跡システムは、各眼を追尾する内向きカメラ、例
えばカメラ（２４）を備えることができ、カメラ（２４）は、ローカル処理モジュール（
７０）に操作可能に接続することができる。ローカル処理モジュール（７０）はソフトウ
ェアを含むことができ、ソフトウェアは、実行されると、図６を参照して上に説明した眼
の輻輳点及び／又は眼の方向を判断するように構成される。
【０２８９】
　幾つかの実施形態では、眼科用デバイスの様々な構成要素は、ローカル処理モジュール
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（７０）に操作可能に接続することができる。ローカル処理モジュール（７０）は、デジ
タルメモリに操作可能に接続することができ、命令を含むことができ、命令は、実行され
ると、命令により、眼科用デバイスが、色収差を補償するようになる。
【０２９０】
　幾つかの実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）は命令を含むことができ、命
令は、実行されると、色収差を補償するように構成される。幾つかの実施形態では、この
補償は、ディスプレイデバイス（６２）の光学系により行なわれる必要はない。例えば、
眼科用システムにより投影される画像は、ローカル処理モジュール（７０）のデジタルメ
モリにおいて修正されるようにしてもよい、又は眼科用システムから遠く離れた場所で修
正されるようにしてもよく、修正がローカル処理モジュール（７０）により実行されるよ
うにしてもよい。眼科用システムは、２Ｄ画像を生成してユーザの眼に提示することがで
き、システムは、この画像を、画像を投影する前に修正して色収差を補償するように構成
することができる。例えば、画像を形成する画素パターン又は画素集合を修正して、眼に
より生じる、又は眼科用システムの光学系により生じる誤差の影響を、打ち消す、相殺す
る、又は低減することができる。例えば、パターンを横方向又は半径方向にシフトさせる
ことができる。１つの色成分の修正後のパターンを、他の色成分の修正後の（例えば、シ
フト後の）パターン又は未修正パターンに合成するか、又は重ね合わせることができ、ユ
ーザの眼に眼科用デバイスにより、ディスプレイデバイス（６２）を介して提示すること
ができる。生成される画像のライトフィールド（例えば、角度、波長、及び強度）を変更
して色収差を解消するようにしてもよい。１つの実施形態では、例えば、青色成分を、デ
ィスプレイにより提示されるときに一方向にシフトさせ、赤色成分を、ディスプレイによ
り提示されるときに別の方向にシフトさせ、緑色成分を、ディスプレイにより提示される
ときにシフトさせない。眼には、全ての３つの色成分が、理想的に重なり合って見えるこ
とになる。同様に、入射光線の角度を横方向色収差に基づいて変えることにより、画像の
色成分に対応する光をシフトさせることができる。
【０２９１】
　幾つかの実施形態では、ローカル処理モジュール（７０）は、色成分の強度を色収差に
基づいて変化させる命令を含むことができる。例えば、画像は、第１焦点深度に対応する
第１色成分と、第２焦点深度に対応する第２色成分と、を含むことができ、第２焦点深度
は、眼の網膜（例えば、眼の焦点）に対応させることができる。第１色成分の光源（１８
）により投影される強度は、第２色成分に対して変更して、色収差の影響を低減させるこ
とができる。このように、収差のない第２色成分は、視覚が損なわれることに影響する第
１色成分よりも顕著に現われるようにすることができる。例えば、ユーザの眼により、赤
色成分の焦点が、網膜（例えば、眼の焦点面）の後方に合う場合、ユーザは意図するより
も大きな赤色部位を知覚することができる。それに応じて、眼科用デバイスは赤色成分の
強度を低下させて視覚品質を向上させることができる。別の実施態様では、青色成分の焦
点が、網膜の前方に合う場合、又は青色成分の光が網膜の前方で収束する場合、ユーザは
意図するよりも少ない青味を感じる。それに応じて、眼科用デバイスは、青色成分の強度
を増加させて、色収差を補償することができる。
【０２９２】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、色収差を補正する拡張現実システムとする
ことができる。上述したように、眼科用システムは、波面補正をユーザの前方の地上から
の環境光に対して行なうだけでなく、眼科用システムにより表示されるＡＲ画像コンテン
ツに対しても行なうように構成される拡張現実頭部装着型ディスプレイシステムとするこ
とができる。上述したように、システムは外向きのカメラを含むことができる。外向きカ
メラからの画像は、ディスプレイ上で再レンダリングすることによりユーザが観察するこ
とができる。色収差を補正する上記方法は、眼に投影されるこれらの画像に適用すること
ができる。同様に、ＡＲ頭部装着型ディスプレイは、他の画像コンテンツの色収差を補償
することもでき、他の画像コンテンツは、眼科用システムによりさらに表示されて、ユー
ザに投影される。外向きのカメラからの画像コンテンツを他の画像コンテンツと合成して
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、観察者の眼に投影することができる。頭部装着型ディスプレイは、上述したように、任
意の投影画像の色収差を上述した方法で補償するように構成することができる。
【０２９３】
　同様に、眼科用システムは、ＶＲ画像コンテンツを生成して色収差を補償するように構
成されるＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムとすることができる。ＶＲ画像コンテンツ
は、眼科用システムにより生成され、ユーザの眼をユーザの前方の環境光が見えないよう
にＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムで覆った状態で（例えば、環境光を遮る）ユーザ
に提示される。上述したように、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムは、ユーザの前方
の地上からの環境光を撮影し、画像を環境光に基づいて生成するように構成される外向き
カメラ（例えば、カメラ（１６））を含むことができる。ＶＲ頭部装着型ディスプレイは
、任意の投影画像の色収差を、上述した方法とほぼ同様の方法で補償するように構成する
ことができる。
【０２９４】
　幾つかの実施形態では、図１０Ａのプロセスフロー１０００を実行して色収差を補償す
ることができる。幾つかの実施形態では、プロセスフロー１０００は、図３Ａ～図３Ｄに
関連して説明した眼科用デバイスのような患者着用型眼科用デバイスにより実行すること
ができる。プロセスフロー１０００は、ローカル処理モジュール（７０）により実行する
ことができ、例えばリモートデータリポジトリ（７４）に操作可能に接続されるローカル
処理モジュール（７０）内の論理素子により実行されるリモート処理モジュール（７２）
により実行することができる。図１０Ｂ～図１０Ｅに示す通りに配置されるレンズのよう
な電気的に再構成可能なレンズのような適応光学系を使用して、屈折補正をユーザの光学
処方に基づいて行なうことができる。
【０２９５】
　１００２では、眼科用システムは、光学処方を決定する、例えば眼の光学的表面の形状
が不規則であること（例えば、眼の角膜、水晶体、及び／又は虹彩の形状不規則性）に起
因する色収差を測定する。光学処方は、長手方向色収差及び／又は横方向色収差に関する
処方を含むことができる。上述のように、眼科用デバイスは、ユーザインターフェースを
含むことによりユーザは、光学処方を入力することができる、又は眼科用システムは、眼
科処方コンフィギュレータプログラムを読み取って、眼の色収差を測定することができる
。幾つかの実施形態では、本明細書において説明されるように、眼科用システムは、ユー
ザの光学処方をバイオフィードバックシステムから受信する入力に基づいて、他覚的に、
かつ動的に例えば、リアルタイムに）監視するように構成することができる。
【０２９６】
　例えば、眼科用デバイスを予め、離散的な細かなステップでプログラムして、焦点を調
整する、又は波面を変更する、もしくは眼科用システムによりディスプレイデバイス（６
２）を介してユーザに提示される検眼画像の入射角を変化させることができる。検眼画像
は、文字、数字、図形、写真、図面、デザインなどを含む従来の眼球検査テンプレートを
含む任意の画像とすることができる。幾つかの実施形態では、検眼画像は、複数の色成分
を含むことができる。他の実施形態では、検眼画像は、単色成分を含む単色画像とするこ
とができる。焦点を調整することは、画像の１つ以上の色成分の焦点を調整することを含
むことができる。次に、ユーザは、光学処方を規定することができる所望の補正を眼科用
システムに対して、適切なフィードバックメカニズム（例えば、ユーザインターフェース
）を介して指定することができる。あるいは、別の実施形態では、ユーザは、ユーザが快
適な観察処方に辿り着くまで、処方を徐々に増減させる（例えば、焦点及び／又は波面を
変える）という選択肢を有することができる。例えば、ホロプター技術に関連する本明細
書における記述を参照されたい。幾つかの実施形態では、眼科用システムは、処方をフィ
ードバックメカニズムへのユーザ入力に基づいて自動的に徐々に増減させることができる
。
【０２９７】
　眼科用システムは、第１色成分の第１の単色画像を提示するように構成することができ
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る。次に、システムは、第１色成分の焦点深度を徐々に変化させることができる。ユーザ
は、第１単色画像の観察性が、漸増的に変化するたびに向上したかどうかについての入力
をユーザインターフェース又はフィードバック構成要素に対して行なうことができ、次に
前記入力を受信した後、眼科用システムは、第１色成分の焦点を、ユーザ入力に対応する
次の焦点深度に自動的に変化させることができる。一旦、システムが第１色成分の所望の
焦点深度を決定すると、眼科用システムは次に、１つ以上の他の色成分についてプロセス
を繰り返すことができる。幾つかの実施形態では、色成分は、赤色、緑色、及び青色であ
る。一旦、眼科用システムが検眼を色成分ごとに実施すると、眼科用システムは、長手方
向色収差に関する光学処方を規定することができる。
【０２９８】
　眼科用システムは、同様の手順に従って、横方向色収差処方を決定するように構成する
ことができる。例えば、第１単色画像の焦点は、焦点面の近傍で、自動的に、又はユーザ
入力により徐々にシフトさせて（例えば、横方向に、又は半径方向に）ユーザの好適な観
察位置を決定することができる。例えば、第１単色画像の焦点は、眼の中心窩を基準とし
て網膜の近傍でシフトさせることができる。特に、ビームが眼球に入射する角度を調整し
て、画像の横方向色収差を解消することができる。幾つかの実施形態では、入射ビームは
、ほぼコリメートすることができる。角度のずれは、画像上の異なる位置に対応して異な
らせることができる。このプロセスは、色成分ごとに実行することができ、ユーザによる
入力、又は眼科用システムにより他覚的に決定される入力を格納することにより、横方向
色収差処方を規定することができる。
【０２９９】
　幾つかの実施形態では、１００２において、眼科用システムは、ユーザが画像を快適に
観察することができるかどうかを評価し、処方を当該評価に基づいて増減させるように構
成することができる。幾つかの実施形態では、眼科用システムはバイオフィードバックシ
ステムを利用することができ、バイオフィードバックシステムは、ユーザが画像を快適に
観察することができるかどうかを他覚的にリアルタイムに監視し、処方を当該監視に基づ
いて増減させるように構成される。例えば、眼科用システムは、本明細書において説明さ
れるように、眼球位置の変化、眼の動き、焦点調節の変動、又は眼の輻輳の変化、瞳孔サ
イズについて監視する視線追跡システムを含むことができる。同様に、センサアセンブリ
（３９）を利用して頭部位置を監視することができる。頭部位置、眼の位置及び／又は眼
の動きの変化は、ユーザが画像を快適に動かすことができないことを示唆することができ
る。例えば、画像がぼやける可能性があり、ユーザが快適な観察角度又は観察位置を探し
ている可能性がある。したがって、眼科用システムは、ユーザが色成分の画像を快適に観
察することができると判断する可能性があり、そのように判断しない場合には、ユーザの
処方を自動的に徐々に調整する（例えば、増減させる）ことができる。
【０３００】
　補正の焦点及び／又は画像の焦点が合っているかどうかを判断する別の方法では、自動
屈折器を使用する。本明細書において説明される自動屈折器と同様の眼科用デバイスの自
動屈折率測定システムを使用して、水平屈折障害及び焦点を評価することができる。例え
ば、眼科用システムは、光の１つ以上の色成分を眼に個別に投影することができる。シス
テムは内向きのカメラを利用して、画像の焦点が網膜の中心窩に合っているかどうかを判
断することができ、次に当該色成分の焦点が合っているかどうかを判断することができる
。色成分の焦点が合っていない場合、眼科用システムは、処方を調整して、当該色成分の
焦点を中心窩に合わせることができる。処方を他覚的に決定する他の方法では、本明細書
において説明されるように、誰かの屈折障害を、例えばホロプター、ＳＬＯ、自動屈折器
などを利用して他覚的に測定する。これらの技術は、バイオフィードバックシステムの一
部として取り入れることができ、バイオフィードバックシステムは、ユーザの処方をリア
ルタイムに評価及び調整するように構成される。
【０３０１】
　幾つかの実施形態では、眼科用システムは、光学処方をサードパーティから受信するよ
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うに構成することができる。例えば、医者は、ユーザの光学処方を無線送信することがで
き、（例えば、インターネット、ブルートゥース（登録商標）接続などを介して）、光学
処方は、受信機又はトランシーバにより受信され、ローカル処理モジュール（７２）のデ
ジタルメモリに格納される。
【０３０２】
　１００４では、眼科用システムは、マッピングテーブルを取り出して、適切な画像修正
プログラムを決定することにより、色収差を補償することができる。マッピング及び画像
修正プログラムは、上に説明した、近視、遠視、及び乱視を補正するマッピング及び画像
修正プログラムと同様とすることができる。様々な実施形態では、マッピングにより、光
学処方を、色収差を補償する眼科用システムの光学系を駆動又は符号化するためのパラメ
ータを規定する画像修正プログラムに関連付けることができる。別の実施形態では、マッ
ピングにより、光学的処方を画像修正プログラムに関連付けることができ、画像修正プロ
グラムは、ローカル処理モジュール（７０）がデジタルメモリに格納されている画像に適
用する修正を、例えばソフトウェア修正により規定する。したがって、所定の処方を、前
記処方を補正する所定の画像修正プログラムにマッピングするか、又は関連付けることが
できる。
【０３０３】
　例えば、上述したように、長手方向色収差処方を、導波路積層体を駆動するためのパラ
メータを含む画像修正プログラムに関連付けることができる。これらのパラメータは、導
波路及び／又は再構成可能素子、例えば導波路に関連する動的レンズを、所定の導波路に
より色成分の入射波面に適用される所望の屈折率又は波面曲率に基づいて規定して、色収
差を補償することができる。このような実施形態では、パラメータは、上述のように、特
定の動的レンズを各導波路に選択的に指定して、収差を補償することができる。
【０３０４】
　別の実施形態では、画像修正プログラムは、眼科用システムの適応光学系又はＶＦＥに
所望の補償用波面に基づいて適用されるパラメータを含むことができる。パラメータは、
変更を規定して、適応光学系の形状及び／又は特性に適用することにより、波面を変更し
て色収差を補償することができる。これらのパラメータは一連の信号に対応させることが
でき、これらの信号は、光学的処方に基づいて設定することができる。例えば、画像修正
プログラムは、一連のパラメータを有することができ、これらのパラメータは、補償用波
面曲率を眼科用システムの光学系に符号化することで生成するように設定される（例えば
、ディスプレイデバイス（６２）のＶＦＥ又は適応光学系）。補償用波面曲率は、眼の網
膜に到達する画像の波面が補正されて、眼の光学的表面、及び／又は眼科用システムの光
学系の形状の色収差を解消することにより、色収差を低減するように生成することができ
る。
【０３０５】
　さらに別の実施形態では、上述のように、画像修正プログラムは、眼科用システムによ
り生成される２Ｄ画像を修正して色収差を補償するためのパラメータを規定することがで
きる。例えば、所定の光学処方に関して、パラメータは、強度の増減を規定して、１つ以
上の色成分に適用することにより、色収差（例えば、周縁の変色）の影響を低減すること
ができる。強度は、輝度で規定することができ、色成分と未補償色成分の焦点深度と、に
部分的に基づいて規定することができる。
【０３０６】
　幾つかの好ましい実施形態が上に説明されているが、色収差を補償する他の構成が可能
であり、本開示全体を通じて説明されている他の方法及び手法を利用して色収差を補償す
ることができることを理解できるであろう。
【０３０７】
　幾つかの実施形態では、プロセスフロー１０００の残りのステップは、近視、遠視、及
び乱視を補正する上記ステップと同様の方法で実行することができる。したがって、１０
０６では、眼科用システムは、適切な画像修正プログラムを選択して、眼科用デバイスの
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ディスプレイによりユーザに投影される画像に適用することができる。例えば、眼科用シ
ステムは、画像修正プログラムを、光学的処方及び所望の補償用画像修正プログラムの関
連付けに基づいて選択することができる。この実施形態では、画像修正プログラムは、画
像の１つ以上の色成分の焦点深度を変更して、長手方向色収差を補償することができる。
別の実施形態では、別の構成として、又は組み合わせ構成として、画像修正プログラムは
、画像の１つ以上の色成分の光が投影される角度を変更して、横方向色収差を補償するこ
とができる。
【０３０８】
　１００８では、眼科用システムは、画像修正プログラムを適用して投影画像の色収差を
補償することができる。
【０３０９】
　１０１０では、眼科用システムは、画像の補正後の波面をユーザに眼科用システムのデ
ィスプレイを介して投影することができる。例えば、眼科用システムは、色収差を、眼科
用システムによりユーザに提示される波面を変更することにより補償することができる。
上述のように、１つの実施形態では、眼科用システムは、入射波面の１つ以上の色成分の
焦点深度を変化させて、補償用波面を生成することができる。同様に、眼科用システムは
、１つ以上の色成分のシフト画像を、当該色成分に対応して変化させた入射角に基づいて
生成することにより、横方向色収差を補償することができる。いずれにしても、画像コン
テンツは、前向きカメラ（例えば、カメラ（１６））により取得することができ、前向き
カメラは、拡張現実頭部装着型ディスプレイシステム又は仮想現実頭部装着型ディスプレ
イシステムの両方に含めることができる。画像コンテンツは、他のソースにより形成する
こともでき、他のコンテンツを含むこともできる。
【０３１０】
　様々な実施形態では、眼科用システムは、色収差補償を入射波面に、遠く離れた場所に
（例えば、眼科用デバイスの外部に）、例えばリモートデータリポジトリ（７４）に格納
されている情報に基づいて自動的に適用することができる。上述したように、補正後の波
面は、ユーザの眼に、眼科用システムによりディスプレイデバイス（６２）を介して投影
することができ、画像に合成するか、又は重ね合わせることができ、当該画像に基づいて
、補正後の波面が生成される。
【０３１１】
　様々な実施形態では、プロセスフロー１０００は、上に説明したように、動的視覚補正
システムとして実行することができる。例えば、適応光学系は、電気信号により駆動する
ことにより、適応光学系の形状及び／又は特性を変化させことができる。次に、適応光学
系の特性を変更することにより、適応光学系に入射する波面の形状を変化させて、補償用
波面を生成することができる。眼科用システムによるこの波面補償は、ユーザの光学処方
が経時的に変わるのに伴ってリアルタイムに変更することができる。例えば、ユーザの眼
の色収差誤差は、ユーザの年齢とともに変化する可能性がある。幾つかの実施形態では、
１０１０において、眼科用システムは、動的視覚補正を、眼科処方コンフィギュレータプ
ログラムを開始することにより実施することができる。１０１０では、眼科用システムは
、１００２に戻って、ユーザの処方を様々な時点において手動で、かつ対話形式で、幾つ
かの実施形態では、例えば図１０Ａの１００２で、ユーザによる開始操作を行なって、又
はユーザによる開始操作を行なうことなく決定するように構成することができる。このよ
うに、眼科用システムは、第１光学処方を第１の時点で動的に特定することができ、屈折
障害の補正を、当該処方に基づいて調整することができ、第２光学処方を第２の時点で特
定することができ、屈折障害の補正を、当該第２処方に基づいて調整することができる。
異なる補正に関する経時的な履歴データをさらに格納することができ、使用することによ
り、ユーザが健康状態にあるか、又はユーザに健康異常が発生しているかどうかを判断す
ることができる。
　ホロプター（Phoropter）
【０３１２】
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　次に、図１４を参照するに、１つ以上の実施形態では、着用可能な拡張現実デバイス１
４００は、ホロプター又は屈折率測定器として機能する眼科用システムとして使用される
ことにより適切な屈折力を測定して、着用者又は患者の視覚機能を補正する、又は向上さ
せることができる。この検査の結果を使用して、例えば着用者又は患者の光学処方（例え
ば、眼鏡又はコンタクトレンズの補正レンズに関する、又は拡張現実デバイスに使用され
る）を決定することができる。このようなシステムを使用して検眼を実施することができ
、この検眼は通常、医者又は臨床医の診療所で実施することができることを理解されたい
。１つ以上の実施形態では、患者の個々の眼科用システムは、場合によっては医者が監視
している状態で使用される、又は医者の診療所は、当該診療所に固有の眼科用システムを
有することができ、この眼科用システムを使用して診断を行なうことができる。図１４は
、拡張現実に関連して説明されているが、同様の特徴は、仮想現実眼鏡のような仮想現実
デバイスに含めることもできる。
【０３１３】
　通常のホロプターは、検眼士が使用して検眼を行ない、患者の屈折障害を測定すること
により正しい屈折力を導き出して、全ての眼球異常を補償することができる。この情報を
使用して、検眼士は、患者の眼の光学処方を決定して、患者の視覚機能を改善するか、又
は補正することができる。ホロプターは通常、検査対象となる異なるレンズを含み、普通
、様々なサイズのアルファベットの視標チャートを提示し、患者の視覚を試験する機能を
含む。患者は視標チャートを見て、異なる屈折力のレンズを患者の眼の前方に置いて、患
者の視覚機能が改善したかどうかを判断する。従来のセットアップは大がかりになる傾向
があり、医者がレンズの次のステップサイズを個別に選択する必要がある。臨床医は通常
、画像の明瞭度に関する患者によるフィードバックを要求し、それに応じてレンズを交換
する。
【０３１４】
　これとは異なり、着用可能な拡張（又は、仮想）現実デバイス１４００の幾つかの実施
形態を使用して、これらの同じ機能の大半を、ホロプターのセットアップが大がかりにな
ることなく実行することができる。着用可能な拡張（又は、仮想）現実デバイス１４００
は、画像を着用者の眼に投影するように構成される拡張（又は、仮想）現実ディスプレイ
プラットフォーム１４０２を含む。ディスプレイプラットホーム１４０２は、例えば図５
を参照して本明細書において説明されているように、ディスプレイレンズ１０６と同様に
構成することができる。拡張現実デバイスの場合のような幾つかの実施態様では、ディス
プレイプラットフォーム１４０２は、地上又は環境からの光を、ディスプレイプラットフ
ォーム１４０２を介して（例えば、ディスプレイプラットフォーム１４０２の前方のレン
ズを介して）透過させて着用者の眼に到達させるように構成することもできる。このよう
に、着用者は、ディスプレイプラットフォーム１４０２を、着用者が地上に見ることがで
きる物に重ね合わせた状態で投影される画像を見ることができる。幾つかの実施形態では
、物理的な視標チャートではなく、仮想の視標チャート１４２０を着用者にディスプレイ
プラットフォーム１４０２を使用して投影することができる。ホロプターと同様の機能を
提供するために、画像の焦点を変えることができる。着用可能な拡張（又は、仮想）現実
デバイス１４００は、光学処方の漸増的変化を、画像の焦点を変えて自動的に可能にする
ことにより、検眼を実施するか、又は行なうように構成することができる。同様に、検眼
は、ディスプレイプラットフォーム１４０２内の適応光学素子の屈折率を変化させること
により実施することができる。
【０３１５】
　本明細書において説明されるように、拡張現実デバイス１４００は、適応光学系の光学
特性を変化させるように構成される適応光学系を含むことができる。適応光学系又は焦点
可変素子（ＶＦＥ）は、球面収差補正、円柱面収差補正、及び軸補正のような可変光学矯
正、又は高次収差補正を行なうことができる。適応光学素子は変形可能なミラーを含むこ
とができ、変形可能なミラーは、反射面の形状を変えて光を目標位置に誘導するように構
成される。適応光学素子は光学系を含むことができ、光学系は、屈折率を変化させて、光



(136) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

を標的位置（例えば、液晶）に選択的に誘導するように構成される。適応光学系は、１つ
以上の光変調器を含むことができ、これらの光変調器は、光を、複数の画素を使用して選
択的に誘導するように構成される。適応光学系は音響光学変調ミラーを含むことができ、
音響光学変調ミラーは、入射光を時間多重化して入射光を選択的に誘導するように構成さ
れる。
【０３１６】
　特定の実施態様では、ディスプレイプラットフォーム１４０２は、複数の導波路を含む
。複数の導波路は、並列に、又は直列に構成することができる。導波路は、光を投影して
、受光するように構成することができる。受光光は、撮像するか、又はその他には、検出
することができる。これは、導波路が着用者の網膜を撮像して網膜に形成される像を監視
するように構成される検眼に利用することができる。個々の導波路は、異なる深度面に対
応させることができる。眼の調節状態を判断するために、網膜からの反射（例えば、着用
者の眼に投影される像からの反射）は、導波路を使用して測定することができる。これに
より、眼の調節状態を迅速に測定することができる。例えば、点光源像（例えば、可視波
長帯域外の像）を順次、様々な深度から、かつ導波路から着用者の眼に投影することがで
き、導波路は、網膜からの反射を同時に測定することができる。拡張（又は、仮想）現実
デバイス１４００は、眼の調節状態を、いずれの深度面が最も明るい、最も小さい、又は
最も焦点が合った画像に対応しているかを、最も平行になる反射に基づいて判断すること
により、リアルタイムに判断するように構成することができる。実際には、導波路積層体
は、一連の調整用オートコリメータとして、各導波路が特定の焦点状態及び／又は調整状
態に対応している状態で機能することができる。そのようにするために、拡張（又は、仮
想）現実デバイス１４００は、光源からの光線を着用者の眼に投影するように構成するこ
とができる。投影ビームの一部は、着用者の眼の様々な解剖学的機能部位により反射、後
方散乱、及び／又は回折され、１つ以上の撮像デバイスにより受光される。電子ハードウ
ェア処理デバイスを使用して、着用者の眼から受光される光を分析して、着用者の眼の様
々な構造を検査することができる。これにより、水晶体の形状、瞳孔収縮状態、輻輳、動
的調節などを含む眼の調節状態を判断するか、又は近似することができる。
【０３１７】
　幾つかの実施形態では、屈折補正は、拡張又は仮想現実デバイス１４００により、適応
光学を使用して行なうことができ、光を導波路に変形可能なミラー及び／又は屈折レンズ
を使用して注入する。屈折補正は、空間光変調器（例えば、入射光の位相を変化させるよ
うに構成される素子アレイを含む光学部品）を使用して行なうこともできる。特定の実施
形態では、屈折補正は、ファイバからの光、又は走査光源（例えば、ファイバ走査装置）
のような他の光源からの光を使用して行なうことができ、光を変形可能なミラーに誘導し
、変形可能なミラーが光を自由空間光学ビームスプリッタに結合させて、光を目標位置に
選択的に誘導する。適応光学素子の形状、屈折率、又は位相を変更することにより、拡張
現実デバイス１４００により投影される位相のような波面特性を変更して、着用者の眼の
屈折障害を低減又は補償するように設計される屈折補正を行なうことができる。
【０３１８】
　幾つかの実施形態では、適応型光変調ミラーは、光を複数の導波路のうちの１つの導波
路に選択的に誘導するように構成することができる。これらの導波路の各導波路は、特定
の屈折率を実現するように構成することができる光学素子（例えば、レンズ、ミラーなど
）を含むことができる。例えば、拡張現実又は仮想現実デバイス１４００は、１０個の導
波路積層体を含むことができ、各積層体は、約０．５Ｄの光学パワーを生み出すことがで
きる。光をこれらの導波路のうちの１つの導波路に選択的に誘導し、光の向きを変えて複
数の他の導波路、導波路部分集合体を透過させることにより、関連する屈折率を波面に伝
達することができる。目標の屈折率／補正（例えば、球面収差補正）を実現することがで
きる。幾つかの実施形態では、導波路積層体を適応光学素子と一緒に使用することにより
、乱視及び／又は高次光学収差を補正することができる。
【０３１９】
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　幾つかの実施形態では、拡張現実デバイス１４００は、適応光学系のみを使用して屈折
補正を実現する。例えば、拡張現実デバイス１４００は、複数のレンズ及びミラーを含む
ことができる。例えば、透過性の適応型光学レンズを用いて、ディスプレイの光源から投
影される光を補正するだけでなく、眼鏡の前方の地上からの環境光を補正することができ
る。幾つかのこのような実施形態では、複数の導波路を適応光学素子として使用する必要
はなく、時間多重化して異なる色（例えば、赤色、緑色、及び青色）の走査だけでなく深
度面の走査を可能にする。特定の実施態様では、隣接する深度面に進む前に、色の走査を
個々の深度面について行なうことができる。幾つかの実施形態では、ビームスプリッタを
用いて、光源からの光を結合させることができるが、他の構成も可能である。幾つかの実
施形態では、複数の光ガイドを適応型光学レンズと一体化して含まれるようにしてもよい
。幾つかの実施形態では、複数の色又は深度面の走査は、同時に行なうことができる。位
相を変調する透過型空間光変調器を使用して、波面形状を変更し、屈折補正を行なうこと
もできる。適応型光学ミラーを用いてもよい。幾つかの実施形態では、リフレクタを使用
して、光路を所望の通りに調整することができる。特定の実施形態では、ビームスプリッ
タを用いて、光源からの光を結合させることもできる。
【０３２０】
　いくつかの実施態様では、検眼を行なうために、ユーザ／着用者に様々なサイズの多種
多様な画像を提示することができ、ユーザ／着用者は、画像の明瞭度に関する入力を、眼
科用システムのユーザインターフェース１４０４を介して行なうことができる。いくつか
の実施形態では、眼科用システムは、画像の明瞭度を、画像の焦点が、着用者の網膜に合
っているかどうかを検出することに少なくとも部分的に基づいて自動的に判断するように
構成される。これは、ユーザの網膜を撮像し、投影画像の網膜からの反射を測定、分析、
及び／又は観察することにより行なうことができる。通常のホロプターにおけるように、
レンズを物理的に交換するのではなく、ユーザ／着用者が、特定の画像がはっきり見えな
いことを示している場合、又は画像が快適に見えていないことを示している場合、画像の
焦点を自動的に変化させて（例えば、本明細書において説明されるようなＶＦＥ又は適応
光学系を介して）、対応する、又は同様の光学処方の漸増的変更を行なう。したがって、
検眼は、眼科用システムを介して、途切れることなく、その場所で、又は遠く離れた場所
で行なうことができる。例えば、臨床医又は医者は、検眼を遠く離れた場所で実施するこ
とができる、例えばこれらには限定されないが、電話で、ビデオ会議を使用して、ネット
ワーク通信プログラムなどを介して実施することができる。また、いくつかの実施態様で
は、検眼は、臨床医と直接対話しながら、又は臨床医と直接対話することなく、もしくは
臨床医の労力及び時間をさほどかけずに、又は最小限に抑えながら行なうことができるこ
とを理解されたい。
【０３２１】
　いくつかの実施形態では、光学処方に対する調整は、焦点調節及び／又は輻輳を試みて
いる間に、眼科用システムにより眼の物理的変化に基づいて自動的に行なうことができる
。例えば、眼科用システムをプログラムして、弱くなっていく眼の症状である眼球運動の
特定のパターンを検出することができる。追尾対象の眼球運動に少なくとも部分的に基づ
いて、眼球調整は、眼科用システムにより自動的に行なうことができる。システムは、例
えば着用者が焦点調節しようと奮闘していることを検出すると、本明細書において記載さ
れているようなホロプター検査を開始することができる、又はシステムは、着用者又は臨
床医に、着用者が、焦点調節しようと奮闘していることについて警告することができる。
いくつかの実施形態では、システムは、着用者が、焦点調節しようと奮闘していることを
、焦点調節の微小な変動（例えば、水晶体形状、輻輳、瞳孔サイズなどの微小な変化、及
び／又は急激な変化）を検出することにより検出する。特定の実施態様では、調節しよう
と奮闘していることは、本明細書において説明されるように、着用者の網膜に投影される
画像の合焦状態を監視することにより検出することができる。網膜による反射が変動して
いる場合、システムは、着用者が焦点調節しようと奮闘していると判断するように構成す
ることができる。システムは、着用者に画像を提示し、異なる光学矯正を試してユーザに
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、光学矯正により画像が見やすくなったかどうかについてフィードバックを行なうように
要求する。いくつかの実施態様では、着用者にフィードバックを行なうように要求するの
ではなく、又はフィードバックを行なうように要求する他に、システムは、画像の焦点が
合っているかどうかを、着用者の網膜上の画像を観察する、測定する、及び／又は分析す
ることにより判断するように構成することができる。上述のように、適応光学系又は１つ
以上のＶＦＥを使用して、異なる検査補正を検査中に実施することができる。いくつかの
実施形態では、システムを使用して、着用者の眼の斜位を、画像を着用者の眼毎に一度に
提示することにより判断することができる。特定の実施態様では、システムを使用して、
目標に対する着用者の眼の輻輳を監視することができる。着用者が近くの画像（例えば、
近くの深度面から投影される画像）に焦点を合わせようとして外斜位になる場合、システ
ムは、着用者が老眼期になっている、又は疲労している可能性があると判断する、及び／
又は着用者が斜視又は弱視になっている可能性があると判断するように構成することがで
きる。システムはさらに、多種多様な視野検査を、画像を多種多様な異なる深度面から投
影することにより実施するように構成することができる。
【０３２２】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイプラットフォーム１４０２は、例えば本明細書
において説明されるようなファイバ走査装置を含む。様々な実施形態では、ファイバ走査
装置は、異なる深度面を実現するように構成することができ、これらの深度面から、画像
又は画像の一部を投影することができる。いくつかの実施形態では、ディスプレイプラッ
トフォーム１４０２は、本明細書において説明される導波路積層体を含む。導波路積層体
は、異なる深度面を実現するように構成することができ、これらの深度面から、画像又は
画像の一部を投影することができる。特定の実施態様では、導波路積層体は、本明細書に
おいて説明されるように、１つ以上のレンズを積層体内に含む。いくつかの実施形態では
、ディスプレイプラットフォーム１４０２は、光を異なる焦点面に投影するように構成さ
れる適応光学素子を含む。特定の実施態様では、適応光学要素は、本明細書において説明
されるように、可変焦点要素（ＶＦＥ）を含む。いくつかの実施形態では、デバイス１４
００は、投影画像の焦点を、ディスプレイプラットフォーム１４０２の１つ以上の素子の
光路を変更することにより変化させるように構成することができる。特定の実施態様では
、デバイス１４００は、光路長を、ファイバ光源を使用することにより変化させるように
構成される。例えば、ファイバ光源は、投影画像の焦点（例えば、焦点）を、ファイバ長
を変化させる（例えば、異なる長さのファイバからの光を透過させる）及び／又は位置を
変化させることにより（例えば、ファイバを機械的に動かすことにより）変化させるよう
に構成することができる。特定の実施態様では、デバイス１４００は、投影画像の焦点を
、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）を変化させることにより変化させるように構成され
る。例えば、デバイス１４００は、ＭＥＭＳを使用して搭載される微小光学系を含むこと
ができ、微小光学系は、回折光学素子、屈折光学素子及び／又は反射光学素子を含み、こ
れらの光学素子を使用して画像の焦点を変化させることができる。他の種類の焦点可変素
子又は適応光学素子を用いてもよい。
【０３２３】
　眼科用システムにより提示される画像は格納画像とすることができる。着用可能な拡張
（又は、仮想）現実デバイス１４００はデータストアを含むことができ、データストアは
、検眼を行なうために適する、又は着用者の光学処方を決定するために適する１つ以上の
格納画像を含む。格納画像は、視標チャートに使用されるような文字、数字、記号などと
することができる。画像は観察者に対して、無限遠にある深度面、又は長い距離、例えば
２０フィート（６．０９６ｍ）、４０フィート（１２１．１９２ｍ）、６０フィート（１
８．２８８ｍ）、８０フィート（２４．３８４ｍ）、又は１００フィート（３０．４８ｍ
）以上離れた所望の距離にある深度面に提示することができる。本明細書において説明さ
れるように、格納画像を処理して補正後の波面を生成することにより着用者に投影するこ
とができる。補正後の波面は、着用者の眼の光学処方又は異常を解消するように構成する
ことができる。いくつかの実施形態では、ディスプレイプラットフォーム内の適応光学系
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を使用して着用者が見る画像に対する調整を行なって、光学処方を解消する。特定の実施
態様では、適応光学系及び／又はソフトウェアの組み合わせを使用して、適切な光学矯正
を行なうことにより、投影画像を調整して着用者の眼（左右眼）の異常を解消する。ソフ
トウェアは、例えば画像を含む強度パターンを変更して、例えば直線が湾曲して見える歪
み、又は魚眼を補償することができる。例えば、ピンクッション（pincushion）歪みを補
償するために、所定のバレル歪みを、画像を構成する強度パターンに発生させることがで
きる。同様に、バレル（barrel）歪みを補償するために、所定のピンクッション歪みを、
画像を構成する強度パターンに発生させることができる。画像を構成する強度パターンに
対する他の種類の変更は、ソフトウェアにより加えることができ、ソフトウェアを使用し
て、空間光変調器又は光源を駆動することにより所望の強度パターンを生成する。いくつ
かの実施形態では、着用可能な拡張又は仮想現実デバイス１４００は、ディスプレイプラ
ットフォーム１４０２を使用して、様々なサイズの画像を着用者に投影するように、又は
画像を様々な深度面から着用者に投影するように構成することができる。いくつかの実施
態様では、画像は、様々なサイズの文字又は形状、及び／又は様々な深度面から投影され
る文字又は形状を含むことができことができる。様々な実施態様では、着用者に投影され
る文字及び／又は形状のサイズ及び／又は深度面は、検眼中に変えることができる。いく
つかの実施形態では、システムは、異なる輝度状態及びグレア状態における視力機能の他
覚的測定を含む輝度検査又はグレア検査を実施するように構成することができる。様々な
実施形態では、システムは、輝度視力検査を実施して視力機能を、高照度光で照らしてい
る様々な状態で判断するように構成することができる。例えば、システムは、高照度光で
照らしている３種類以上の状態を模擬するように構成することができ、３種類以上の状態
として：１）頭の真っ直ぐ上で高輝度の太陽光が照っている状態；２）中程度の曇りの日
の状態；及び３）頭上の低輝度の商店街の街灯で照らされている状態を挙げることができ
る。視力測定値は、これらの３つの状態において、標準的な視標チャート（例えば、視標
チャート１４２０）を使用して測定される値と同様とすることができる。このような検査
の結果、視力機能を評価することができる。このような検査を使用して、高輝度光、羞明
（photophobia）、暗所視障害などに対する感度を検査することができる。いくつかの実
施形態では、システムは、個々の色を検査するように構成することができる。例えば、眼
科用システムは、個々の色（例えば、赤色、緑色、青色、黄色など）についての屈折障害
を判定（決定）するように構成することができる。いくつかの実施形態では、システムは
、多種多様な深度面を検査するように構成することができる。例えば、眼科用システムは
、個々の深度面についての屈折障害を判定するように構成することができる。これにより
、光学処方が、深度面に少なくとも部分的に基づいて変わってくる。老眼の屈折補正を決
定することもできる。
【０３２４】
　いくつかの実施形態では、着用可能な拡張（又は、仮想現実）デバイス１４００は、１
つ以上の外向きのカメラを含むことができる。特定の実施態様では、１つ以上の外向きカ
メラは、図５を参照して本明細書において説明されるカメラ１６と同様とすることができ
る。拡張現実ディスプレイデバイスの外向きカメラは、周囲環境の画像を撮影して、例え
ば文字又は記号のような検査画像をどの箇所に重ね合わせるかについて決定するように構
成することができる。例えば、拡張現実デバイスは、標準的なスネレン（Ｓｎｅｌｌｅｎ
）チャート又は他の視力チャートのような視標チャートの画像を、検眼士の検眼所の壁に
対応する着用者の視野内の領域に重ね合わせることができる。別の例では、外向きのカメ
ラは、検眼士の検眼所の壁に実際にある標準的なスネレン（Ｓｎｅｌｌｅｎ）チャート又
は他の視力チャートのような視標チャートの画像を撮影するように構成することができる
。次に、着用可能な拡張現実又は仮想現実デバイス１４００は、撮影した画像を所望の深
度面に少なくとも部分的に基づいて修正して画像を提示するように構成することができる
。例えば、撮影した画像は、ディスプレイプラットフォーム１４０２により、無限遠に調
節して投影することができる。次に、ユーザインターフェース１４０４を介して、画像か
らの光を操作して、レンズを通常のホロプターを用いて交換するのと同様の機能を実現す
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ることができる。例えば、球面収差補正、円柱面収差補正、又は高次収差補正を行なうこ
とができる。円柱レンズを追加する場合、適切な光軸を決定することもできる。このよう
に、検眼を行なって着用者の光学処方を決定することができる。いくつかの実施形態では
、本明細書の他の箇所に説明されているように、システムは、光学処方を、操作した画像
を観察、測定、及び／又は分析することにより他覚的に測定又は推定して、画像の焦点が
着用者の網膜に合っているかどうかを判断するように構成される。
【０３２５】
　着用可能な拡張現実デバイス１４００は、１つ以上のユーザインターフェース機能１４
０４を含むことができ、これらのユーザインターフェース機能１４０４は、着用者又は他
の人物が、入力をデバイスに対して行なえるように構成される。ユーザインターフェース
機能１４０４は、図１４に示すように、デバイス１４００に組み込むことができる。いく
つかの実施態様では、ユーザインターフェース機能１４０４は、デバイス１４００に物理
的に組み込まれていないデバイス又は構成要素により実現される。例えば、ユーザインタ
ーフェース機能１４０４は、デバイス１４００と通信するデバイス又はシステムにより実
現することができる。これは、デバイス１４００と有線又は無線通信するスマートフォン
、コンピュータ、タブレット、又は他の計算デバイスとすることができる。いくつかの実
施形態では、ユーザインターフェース機能１４０４は、当該デバイスに、例えば有線又は
無線通信ネットワークを介して、もしくは当該デバイスに物理的に連結される、又は当該
デバイスに組み込まれる構成要素を介して連結される異なるデバイス及びシステムの組み
合わせにより実現することができる。タッチスクリーン、音声認識システム、又は仮想タ
ッチスクリーンがインターフェースの幾つかの例である。したがって、ユーザインターフ
ェース機能１４０４は、タッチ、キーボード、ボタン、マイクロホン、光検出デバイス、
カメラに対する感度が高い容量性機能、及び／又はグラフィカルユーザインターフェース
により実現される多種多様なソフトウェア実行機能を含むことができる。ユーザインター
フェース機能１４０４は、タッチスクリーンを備えるデバイス上に提示することができ、
タッチスクリーンとのインタラクションにより入力を着用可能な拡張又は仮想現実デバイ
ス１４００に対して行なう。様々な実施形態では、仮想タッチスクリーンが、ユーザの眼
、及びセンサに投影される画像を介して提供され、ユーザが動かしている身体部分、例え
ば指を検出する。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェース機能１４０４は、ジ
ェスチャ検出部を含むことにより、着用者がユーザ入力を、ジェスチャを介して行なうこ
とができる。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェース機能１４０４は、注視検
出部を含むことにより、着用者がユーザ入力を、眼で注視することにより行なうことがで
きる（例えば、これは、ボタン又は他の素子を、着用者がボタンをしばらく押したままじ
っとしているときに、又は着用者がボタンを押したままじっとしていて眼光を発するとき
に選択することを含むことができる）。このようなユーザインターフェースシステムは、
本明細書において説明される他のデバイス、及びシステムに用いることができる。
【０３２６】
　眼科用システムでは、ユーザインターフェース機能１４０４を着用者が使用して、着用
者が知覚する画像の品質に関するフィードバックを行なうことができる。着用者は、着用
者がユーザに提示されている画像を、適用される屈折率に変化（例えば、球面収差補正、
円柱面収差補正、及び軸収差補正、及び／又は高次収差補正の増分値）が徐々に生じると
きに快適に観察することができるかどうかに関するフィードバックを、ユーザインターフ
ェース機能１４０４を介して行なうことができる。このように、着用者の適切な光学処方
を決定することができる。
【０３２７】
　いくつかの実施例では、臨床医又は医者は、インターフェース機能１４０４を使用して
、画像が着用者に投影されているときの焦点及び／又は深度面、もしくは投影されている
画像のサイズを変化させることもできる。このような変化は、必要に応じて段階的な変化
として使用することができる。
【０３２８】
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　図１５は、仮想ホロプターとして使用されるように構成される拡張（又は、仮想）現実
デバイスの着用者の光学処方を決定する例示的な方法１５００を示している。説明を分か
り易くするために、方法１５００は、図１４を参照して本明細書において説明される拡張
（又は、仮想）デバイス１４００のような眼科用システムにより実行されているものとし
て説明される。しかしながら、本明細書において開示される様々な拡張現実（又は、仮想
）デバイス又は他の同様のデバイスの任意の構成要素もしくは下位構成要素を使用して、
方法１５００の任意のステップ、ステップの組み合わせ、又はステップの一部を実行する
ことができることを理解されたい。
【０３２９】
　ブロック１５０２では、眼科用デバイスは検眼プログラムを開始する。検眼プログラム
は、眼科用デバイスに格納されているプロセス、又は眼科用デバイスにより行なわれる一
連の機能とすることができる。検眼プログラムを開始することは、以前に検眼又は他の検
眼を受けている着用者の場合のように、開始時の光学処方を決定すること、又は取り出す
ことを含むことができる。いくつかの実施態様では、検眼プログラムは、着用者の眼（左
右の眼）の眼球異常に関する情報を取り込むことができ、眼球異常に関する情報は、着用
者又は臨床医が入力することができる、以前の検眼プログラムに基づいて判断することが
できる、又はデータストア（例えば、眼科用システムの一部であるデータストア、又はネ
ットワークデータストア）から取り出すことができる。検眼プログラムを開始することは
、着用者に投影することができる画像又は一連の画像を決定することを含むことができる
。検眼プログラムを開始することは、臨床医又は医者が検眼を実施しているかどうか、も
しくは検眼を着用者が自分で実施しているかどうかを判断することを含むことができる。
いくつかの実施形態では、眼科用デバイスは、検眼プログラムを、入力を着用者又は臨床
医から受け付けると開始する。
【０３３０】
　ブロック１５０４では、眼科用システムは、画像を着用者の眼に投影する。例えば、眼
科用システムは、目標サイズのアルファベット、文字、及び／又は形状を着用者に投影す
ることができる。画像は、格納されている画像とすることができる、又は画像は、眼科用
システムにより取得することができる。画像は、着用者の視力を判定し易くするように構
成される手段を含むことができ、視力判定要素は、例えばこれらには限定されないが、ア
イコン、記号、文字、形状などを含む。画像の視力判定要素は、画像内で様々なサイズを
有することができる、及び／又は視力判定要素のサイズは、眼科用システムにより変更す
ることができる。
【０３３１】
　ブロック１５０６では、眼科用システムは、画像に関するユーザ入力を受け付ける。ユ
ーザ入力は、着用者が画像をはっきり観察することができるか否かを示唆することができ
る。１つ以上の実施形態では、眼科用システムは、受け付けたユーザ入力が、着用者が投
影画像をはっきりと見ることができることを示唆するまで、サイズが大きくなっていく比
較的小さな文字を投影することから始めることができる。いくつかの実施形態では、眼科
用システムは、スネレン（Ｓｎｅｌｌｅｎ）チャートに似た従来の視標チャートのような
視標チャートを提示するように構成される。このような実施形態では、受け付けたユーザ
入力は、着用者が投影検査表のうちいずれの部分を、又はいずれの複数部分を着用者がは
っきりと見ることができるかを含むことができる。
【０３３２】
　ブロック１５０８では、眼科用システムは、ユーザが画像（例えば、投影視標チャート
）を快適に観察することができるかどうかを判断する。いくつかの実施形態では、システ
ムは、ユーザが画像を快適に観察することができるかどうかについてのユーザ入力を、ユ
ーザインターフェースを介して受け付けるように構成される。上述したように、このよう
なユーザインターフェースの例は、音声認識システム、タッチスクリーン、又は仮想タッ
チシステムを含むことができる。
【０３３３】
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　いくつかの実施形態では、ブロック１５０６で受信されるユーザ入力は、着用者の物理
特性及び／又は光学特性を分析することにより自動的に判断される。例えば、自動的に判
断されるユーザ入力は、着用者の焦点が合っているかどうかを、着用者の網膜を観察、測
定、及び／又は分析することにより分析した結果を含む。本明細書において説明されるよ
うに、網膜からの反射を測定することにより、眼科用システムは、着用者の眼に形成され
る像の品質又は像の焦点の度合いを評価するように構成することができる。いくつかの実
施形態では、眼科用システムは、一対のスポットを着用者の眼に投影するように構成する
ことができる。これらの投影スポットの反射を測定し、分析して像の焦点品質を判断する
ことができる。例えば、網膜に投影されるこれらのスポットの像が一致している場合、眼
科用システムは、着用者が投影画像に焦点を合わせていると判断することができる、又は
着用者が目標位置に正しく調節していると判断することができる。
【０３３４】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、着用者が画像を快適に観察することがで
きることを、調節及び／又は輻輳が緩んでいることを検出することに少なくとも部分的に
基づいて判断するように構成される。本明細書において説明されるように、眼科用システ
ムは、眼を監視するように構成される眼球検出及び／又は眼球追尾構成要素を含むことが
できる。このような構成要素は、着用者の焦点調節、輻輳、及び／又は瞳孔サイズを検出
することができる。水晶体焦点調節は、例えば水晶体を撮像するＯＣＴ（本明細書の他の
箇所に詳細に記載されているように）又は網膜上の像のサイズを測定する自動屈折器（本
明細書の他の箇所でさらに詳細に説明される）により検出することができる。輻輳及び瞳
孔サイズは、１つ以上の内向きカメラで測定することができる。いくつかの実施形態では
、眼科用システムは、ユーザが焦点を目標物体又は画像に合わせようとしているときに、
眼の変動を監視する。例えば、眼が焦点を静止している刺激色に合わせると、眼の水晶体
の屈折率は急激に、かつ連続的に変化する。人物が焦点を静止している物体に合わせよう
と奮闘しているとき、これらの変動が増大してしまう。この変動の増大は、眼科用システ
ムにより測定及び／又は観察されて、着用者が焦点を目標画像又は目標物体に合わせてい
ないと判断することができる。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、着用者が焦
点を物体に首尾よく合わせるまで、これらの変動を監視して、投影画像を移動させる（例
えば、当該画像が投影されている深度面を変更する）ように構成することができる。例え
ば、眼科用システムは画像を、着用者に比較的近い深度面から投影して画像を、着用者が
焦点を画像に正確に合わせていると眼科用システムが判断するまで、後退させることがで
きる（例えば、着用者と深度面との間の距離を増加させる）。
【０３３５】
　眼の調節反射の監視は、眼科用システムを用いることにより、着用者が現在の処方を心
地良く思っていないかどうかを、又は着用者が光学矯正を必要としているかどうかを判断
することができる。眼の水晶体の前面及び後面を表示することができるＯＣＴのような撮
像システムを使用して、着用者の眼が調節を行なっているかどうかを判断することができ
る。物体が近い場合、水晶体の突出度が高くなると予測される。本明細書において説明さ
れているようなＯＣＴ又は他の撮像システム（例えば、検眼鏡、ＳＬＯ、共焦点顕微鏡な
ど）は場合によっては、水晶体表面の曲率及び／又は水晶体の動きの変化、又は水晶体の
形状もしくは眼の構造的特徴の変化を監視して、着用者の眼が調節を行なっているかどう
かを判断することもでき、この例は本明細書の他の箇所に記載されている。さらに、自動
屈折器を使用して、着用者の眼が調節を行なっているかどうかを、水晶体を透過して網膜
に投影される像のサイズを監視することにより判断することができ、この例は本明細書の
他の箇所に記載されている。焦点調節を監視するこのような方法を使用して、着用者の眼
が調節を行なっているかどうかを判断することができ、これは、着用者が光学矯正を受け
る必要があるかどうかを見積もるために有用となり得る。
【０３３６】
　輻輳を用いて、光学矯正を受ける必要があるかどうかを判断し易くすることができ、輻
輳を監視して、調節反射を検査する。内向きカメラ及び電子処理機器を使用して、眼科用
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システムは、左右の眼の視線の変化を追尾して、輻輳を判断するように構成することがで
きる。このような輻輳情報を使用して、着用者の眼が、様々な深度面に提示される画像に
応答していると予測される通りに応答しているかどうかを判断することができる。例えば
、両眼が、比較的近い深度面にある画像が提示されているときに、略平行であり、かつ輻
輳していない場合、眼科用システムはこの結果を、着用者が画像を快適に見ていないか、
又は着用者が視力障害になっていることを示唆しているものとして解釈するように構成す
ることができる。異なる深度面に関する輻輳を判断することができ、左右の眼が、特定の
深度面に対応する正しい輻輳に合致するか否かを評価することができる。同様に、輻輳が
無限遠の深度面に対して内向きになっていると観察される可能性がある場合、着用者は、
光学矯正を受ける必要がある。
【０３３７】
　別の例として、眼科用システムは調節反射を、画像が着用者に投影されるときに、着用
者の瞳孔サイズを判断することにより、又は着用者の瞳孔サイズの変化を判断することに
より検査することができる。眼科用システムは、瞳孔サイズの変化を、眼を撮像する、特
に虹彩を撮像する内向きのカメラを使用して追尾するように構成することができる。この
情報を使用して、着用者の眼が、様々な深度面に提示される画像に応答していると予測さ
れる通りに応答しているかどうかを判断することができる。例えば、瞳孔サイズは、より
近い物体を見る場合、収縮すると予測される（より遠く離れている物体と比較して）。こ
のように、眼科用システムは、画像を近い深度面から提示して、着用者の瞳孔の応答を追
尾するように構成することができる。瞳孔が収縮しない場合、又は十分に収縮しない場合
、眼科用システムは、この結果を、着用者が画像を快適に見ていないことを示唆するもの
として解釈するように構成することができる。
【０３３８】
　したがって、画像を観察しているときの着用者の快適感を判断するために、眼科用シス
テムは、着用者の焦点調節、輻輳、及び／又は瞳孔サイズを、特定の画像がユーザに投影
されているときの調節反射の検査結果として判断することができる。同様に、着用者の快
適感は、画像が様々な深度面にわたって投影されるときに判断することができる。いくつ
かの実施形態では、眼科用システムは、測定した調節応答時間、輻輳及び／又は瞳孔サイ
ズを、予測される調節応答時間、輻輳、及び／又は瞳孔サイズと比較することができる。
測定した特性のうち１つ以上の特性が、予測される１つ以上の特性の目標範囲に収まる場
合、眼科用システムは、着用者が画像を快適に、又は正確に見ていると判断することがで
きる（例えば、着用者は、画像を、予測される十分な視力で、又は正常な視力で見ている
）。測定した特性のうち１つ以上の特性が、１つ以上の予測される特性の目標範囲の外に
ある場合、眼科用システムは、着用者が画像を快適に、又は正確に見ていないと判断する
ことができる（例えば、着用者は、視力障害が生じている状態で見ている）。いくつかの
実施形態では、眼科用システムは、測定した特性に関する情報を、ブロック１５０６にお
けるユーザ入力から受信される、又は判断される情報と組み合わせて、着用者が投影画像
を快適に見るか否かを判断する。例えば、画像を比較的近い深度面から観察すると、着用
者の眼は、輻輳するか、又は互いに向かって移動すると予測され、瞳孔は収縮すると予測
され、水晶体の突出度は増大すると予測される。これらの予測のうち１つ以上の予測から
のずれは、ユーザが投影画像を快適に、又は正確に見ていないことを示唆するものとして
解釈することができる（例えば、着用者は画像を視力障害が生じている状態で見ている）
。
【０３３９】
　眼科用システムが、着用者が画像を快適に観察することができないと判断する場合、例
えば入力をユーザからユーザインターフェースを介して受信することにより、又はユーザ
の調節応答時間及び／又は輻輳を評価することにより、眼科用システムは、ブロック１５
１０に進んで、焦点を変更して、処方を徐々に増加させる（例えば、より正の、又はより
負の球面収差を加算又は減算して、より一層正の球面波面、又はより一層負の球面波面を
得る）。このシステムはまた、乱視について検査することができ、したがって軸収差補正
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及び円柱面収差補正を徐々に変化させることができる。次に、眼科用システムは、ブロッ
ク１５０６に戻り、ユーザ入力を受信又は判断して、ユーザが画像を快適に、又は好適に
観察する（例えば、正常な視力で）ことができるか否かを再度判断する。このループは、
ユーザが画像を快適に見るようになるまで繰り返すことができる。
【０３４０】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、ブロック１５１０において、光学矯正を
、ブロック１５０６でユーザ入力から受信されるフィードバック及び／又はブロック１５
０８で判断される他覚的評価に少なくとも部分的に基づいて調整するか、又は本明細書の
他の箇所で説明されている通りに調整するように構成される。いくつかの実施形態では、
眼科用システムは、ブロック１５１０において、光学矯正を、投影画像を観察するときの
着用者の調節応答時間、輻輳、調節反射、及び／又は瞳孔サイズの測定値に少なくとも部
分的に基づいて調整するように構成される。このように、特定の実施態様では、眼科用シ
ステムは、検眼を、自覚的検査及び他覚的検査を使用して行なうことにより、着用者の光
学処方を決定するように構成することができる。
【０３４１】
　いくつかの実施形態では、検眼の他覚的局面において、画像を投影し、次に画像を、ジ
オプタを変化させながら（例えば、±０．０１Ｄ、±０．１Ｄ、±０．１２５Ｄ、±０．
２５Ｄ、±０．５Ｄ、±１．０Ｄ、又は適応光学素子を介して測定されるような度数のほ
ぼ連続する変化など）投影し、画質が変化したか否かに関するユーザ入力を受信する。特
定の実施態様では、眼科用システムは、ジオプタを変化させるときに、着用者の眼の変化
（例えば、調節応答時間、輻輳、瞳孔サイズなど）を測定するように構成することもでき
る。この他覚的検査データを着用者の他覚的応答と組み合わせて、ジオプタの変化により
着用者の視覚品質が変化するようになるかどうかを判断することができる。
【０３４２】
　眼科用システムは、着用者が画像を快適に見ることができると判断すると、眼科用シス
テムは、ブロック１５１２に進んで、着用者の眼の処方を決定する。いくつかの実装形態
では、同じ工程を両眼に対して繰り返してもよい（例えば、両眼は、それぞれ一緒に処置
して同じように矯正をしてもよいし、左右の眼に個々に別々の矯正を施してもよい）とい
うこと理解できよう。いくつかの実施形態では、着用者の両眼それぞれに２つの異なる光
学処方が適用される乱視の治療にも使用できる。いくつかの実施形態では、眼科用システ
ムは着用者が何を見ているか、及び／又は着用者がどのような活動を行っているかによっ
て、光学処方を動的に切り替えるように構成することができる。例えば、乱視用のレンズ
は、着用者が主に近距離、中距離、及び遠距離が混合している画像を見るときと比べた場
合、近い画像を見る場合、あるいは、主に遠距離を見る場合、着用者が疲労することもあ
る。よって、眼科用システムは、着用者の乱視、近視、又は遠視を治療するための周知の
光学処方に少なくとも部分的に基づいてリアルタイムで適用される光学処方を動的に変更
するように構成することができる。
【０３４３】
　方法１５００を使って、拡張（又は仮想）現実デバイス、例えば、図１４を参照しなが
ら説明したデバイス１４００、又はここで説明する他の類似したデバイスなどに情報を提
供することができる。よって、拡張（又は仮想）現実デバイスは、本明細書で説明するよ
うに着用者の光学処方に基づいて投影された、画像の焦点又は他の局面を変更するように
構成することができる。いくつかの実施形態では、着用者が娯楽、仕事、又は他の目的の
ために使用するのと同じ着用可能な拡張（又は仮想）現実デバイスを使って、本明細書で
説明する眼の検査を行うことができる。
【０３４４】
　方法１５００を使って、光学処方、光学矯正、又は屈折補正を異なる深度に対して判定
することができる。例えば、遠い深度面に対する第１の光学処方、中間の深度（中間）面
に対する第２の光学処方、そして、近い深度面、あるいは遠近、遠中、中近の深度面に対
する第３の光学処方がある。
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【０３４５】
　方法１５００及びシステムは、着用者が老眼を患っている場合に着用者の視力を矯正又
は改善するために使用することができる。異なる深度面や、これらの深度面から投影した
付随内容に対し、異なる光学矯正を適用することができる。あるいは、着用可能な拡張現
実デバイスは、感知されたユーザ、例えば、ユーザの頭部又は眼の方位に基づいて、遠距
離（任意に）及び近距離に対する処方を提供するよう切り替えるように構成することがで
きる。本明細書で説明するように、方位センサ又は他のセンサを使ってユーザの頭部又は
眼の方位を判定してもよい。
【０３４６】
　方法１５００をリアルタイムで行って、自動的に着用者の光学処方を判定することがで
きる。この情報は、眼科用システムに保存でき、将来的なテストに使用することができる
。例えば、眼科用システムは、検査に基づいて着用者の現在の光学処方をその着用者のた
めに更新するように構成することができる。例えば、眼科用システムは、眼を監視し、時
間と共に着用者の眼の挙動を記録するように構成することができる。少なくとも部分的に
この情報に基づいて、眼科用システムは、時間と共に着用者の光学処方を動的に調整する
ことができる。例えば、眼科用システムは、画像を周知の深度に提供したときの眼の挙動
を測定することができる。眼科用システムは、画像に対する予測された眼の反応からの偏
差を判定し、眼が予測通りの挙動であったかどうかを判定することができる。眼科用シス
テムは、検査を開始し、及び／又は、着用者の光学処方を更新する、あるいは、眼科用シ
ステムが、判定した偏差が予測した挙動の範囲外、例えば、目標とした許容範囲外である
と判定したら、更新した眼の検査を開始する又は予定を決めるように構成することができ
る。
【０３４７】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、光学処方を目立つよう判定するように構
成することができる。例えば、これは、眼の検査が行われている間に、眼科用システムが
、着用者に代替機能を提供しない場合がそうである。言い換えれば、これは、着用者が眼
の検査のみに集中するよう要求された場合である。
【０３４８】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、光学処方を控えめに判定するように構成
することができる。例えば、これは、眼科用システムが、着用者が他のことをしている間
（例えば、映画を観ている、文章を読んでいる、画像を見ているなど）に着用者の眼の挙
動の測定値を取得するように構成されている場合がそうである。眼科用システムは、着用
者がこれらの他の活動を行っている間に着用者の眼の特性を測定して、測定した着用者の
眼の特徴を比較し、着用者の眼の予測した特徴からの偏差を判定するように構成すること
ができる。いくつかの実施形態では、システムは、少なくとも部分的にこれらの判定した
偏差に基づいて光学処方を決定するように構成することができる。いくつかの実施形態で
は、予測された着用者の眼の特徴は、少なくとも部分的に深度面と、着用者に投影されて
いる画像の特性に基づくものでもよい。いくつかの実施形態では、このような偏差が検出
されると、システムは、ユーザに、システムが適用する検査を受けるか、あるいはテスト
光学矯正が充分か又は不充分かを確認するように求めることができる。いくつかの実装形
態では、眼科用システムは、これらの他の活動を行いながら輻輳と焦点調節を試しつつ、
着用者の眼の物理的変化を追従するように構成することができる。いくつかの実施形態で
は、この情報を輻輳と焦点調節を試さずに取得した測定値と比較して光学処方を判定して
もよい。
【０３４９】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、着用者の光学処方を他覚的に測定するよ
うに構成することができる。様々な実装形態では、これは、画質に関して着用者からのフ
ィードバックを受けずに達成することができる。いくつかの実装形態では、これは、ユー
ザに様々なサイズの画像を投影することなく達成することができる。例えば、眼科用シス
テムは画像を仮想無限な深さから投影するように構成することができる（例えば、眼科用
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システムは画像を無限におくことができる）。そして、眼科用システムは、着用者の調節
反射、焦点調節、輻輳、及び／又は瞳孔のサイズを測定する。少なくとも部分的に着用者
の焦点調節、輻輳、及び／又は瞳のサイズに基づいて、及び、着用者の焦点調節、輻輳、
及び／又は瞳孔のサイズの予測されるものから偏差に基づいて、眼科用システムは、着用
者の光学処方を他覚的に判定することができる。例えば、画像を無限に置いたときに着用
者の眼が、＋１Ｄで焦点調節を行っている場合、眼科用システムは光学処方を他覚的に判
定することができる。
【０３５０】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、少なくとも部分的にディスプレイプラッ
トフォームの構成に基づいて、適したジオプタを判定する、及び／又は適したジオプタに
矯正されるように較正することができる。例えば、着用者に投影されている画像の深度面
を調整する際、眼科用システムは較正され、深度面の変化をジオプタ又は屈折力の変化に
正しく関連付けるように構成することができる。いくつかの実施形態では、較正中、着用
者の虹彩が分析される。虹彩を使って、患者を一意的に識別することができ、この一意的
な識別を使って、関連付けられた患者の記録にアクセスし、人物と、その医療記録／処方
箋などを関連付けることができる。
【０３５１】
　様々な実施形態では、気が散らないように、拡張現実デバイスを通した着用者の眼の前
の地上のビューは、遮蔽されているか、あるいは検査中は見えない。これは、例えば、必
須ではないが、ビューアに画像が提供されているときなどである。
【０３５２】
　図１４に示すシステムは拡張現実デバイスとして説明してきたが、別の実施形態では、
このシステムは、仮想現実デバイスでもよい。いずれの場合も、このシステムは、医療施
設又は検眼医の診療所、その他でのテストのために医師ｚ（physician）又は臨床医（cli
nician）が提供するシステムでもよい。他の実施形態では、このシステムは、ユーザに属
していてもよく、またエンターテインメント（例えば、ゲームや映画）及び／又は作業活
動などのような他の目的のために採用されてもよい。上記のように、ユーザのシステムで
検査を行う利点の１つは、検査は、１年を通して複数回（少なくとも、２、３、４、５、
６、８、１０、１２、１６、１８、２４、又はそれ以上の回数）便利に行うことができる
。いくつかの実施形態では、検査の頻度及び／又はスケジュールは、少なくとも部分的に
は着用者の視力の低下率に基づいてもよい。例えば、低下率が上がったら、検査の頻度は
高くすることができる。同様にして、医療専門家、例えば、検眼医、眼科医、看護士、技
師、医療アシスタントなどに関わらず検査を行うことができる。
　赤色反射
【０３５３】
　眼科用システムは、着用者の眼の反射テストを行って様々な異常を検出してもよい。反
射テストは、患者の眼、例えば、少なくとも光の一部が眼の一部から反射するように光を
照射又は投影して、光の反射を観察し異常を検出する工程を含んでいてもよい。例えば、
赤色反射テストにより、網膜から反射する典型的には赤色の光の観察に基づいて網膜の異
常の検出ができる。赤色反射テストにより、白内障、眼の腫瘍、網膜芽細胞腫、網膜はく
離、緑内障、斜視、弱視、及び低次と高次の収差を含む眼の収差の検出ができる。角膜反
射テスト、又はヒルシュバーグテストは、角膜が反射した光を検出することを指し、斜視
、ずれ、非対称、又は、角膜の角膜瘢痕など、角膜の他の条件を検出するために使用する
ことができる。いくつかの実施形態では、反射テストを使って、単色、多色、白色の可視
光、及び／又は赤外光を利用して異常を検出することができる。
【０３５４】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、光源、例えば、光３８を着用者の眼２０
の中に投影するように構成された投影サブシステム１８を含む、図５に示すようなユーザ
ディスプレイデバイス６２でもよい。ユーザデバイス６２は、ディスプレイレンズ１０６
を含み、筐体又はフレーム１０８によってユーザの頭部又は眼に取り付けてもよい。ディ
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スプレイレンズ１０６は、筐体１０８によってユーザの眼２０の前に位置決めされた一以
上の透明ミラー又は反射特性から構成され、投影された光３８を眼２０の中に反射する（
そして光線の整形を容易にする可能性もある）ように構成されていてもよい。これらの反
射面は、部分的に透過性とし、ローカル環境、例えば、着用者の前から少なくとも一部の
光を透過できるようにしてもよい。図１０Ｄは、さらに、ディスプレイデバイスの１つの
実施形態を表す別の図であり、光を複数のそれぞれの導波路１８２、１８４、１８６、１
８８、１９０内に光を入射させる際に使用できる複数のディスプレイ２００、２０２、２
０４、２０６、２０８を含み、そのそれぞれは、上記のように、各導波路の長さ方向を横
切る入射光を分配し、眼に向けて、下方に出射させてもよい。導波路は、異なる深度面か
ら眼に向けて光を投影してもよい。ディスプレイ２００、２０２、２０４、２０６、２０
８は、ファイバ走査装置（ＦＳＤ）を含み、画像を形成してもよい。このような装置は、
導波積層体１７８を通って網膜の一部に光を投影するように構成できる。このシステムは
、さらに、光を眼の特定の部分に投影するように構成された、焦点可変素子などのような
一以上のファイバ走査型ディスプレイ及び／又は適応光学素子を含んでいてもよい。いく
つかの実施形態では、眼科用システムは、反射を形成するように光を眼に投影するための
ディスプレイデバイス６２に加え、別体の光源を有していてもよい。
【０３５５】
　これにより、このシステムは、着用者の眼からの反射を検出することができる。例えば
、このシステムは、視標追跡カメラ２４のような一以上のカメラ、又は網膜、角膜、又は
他の着用者の眼の構造部分から反射した光の一部を受ける類似の検出方法を含んでいても
よい。カメラ２４は、反射の色及び／又は強度、反射の形状、位置、及び／又はサイズ、
又は反射光の任意の他の検出可能な質を検出してもよい。いくつかの実施形態では、カメ
ラ２４は、直後又は後の分析のために反射画像を取り込んでもよい。テストを着用者の左
右両眼に対して行う場合には、装置６２のカメラ２４及び／又は他の構成要素は、２つの
眼に対する反射の任意の質を比較して着用者の２つの眼の間の非対称又は他の差異を検出
してもよい。いくつかの実施形態では、システムは、眼の偏差を検出するための交互又は
片眼カバーテストを行うように構成してもよい。カバーテストでは、片眼を遮蔽し、ある
いは両眼を交互に遮蔽し、各眼が塞がれている又は覆われていないとき、及び／又は他方
の眼が塞がれているとき又は覆われていないときの各眼の動きを検出してもよい。眼科用
システムは、本明細書の他の箇所で説明する空間光変調器を使用して、及び／又は画像を
片眼だけ又はその一部に提供することによって、着用者の眼を塞いでもよい。様々な実施
形態では、左右の眼のテストは、同時に、又は異なる時間に行ってもよく、また、１台の
カメラ２４又は複数のカメラ２４を使用して行ってもよい。いくつかの実施形態では、カ
メラ及び／又は光源には、一以上の光管を含んでいてもよい。光源からの光は、光管を通
って眼又は導波積層体１７８まで伝播してもよい。同様に、光管又は導波積層体１７８が
集光した光は、光管を通って一以上のカメラに伝播してもよい。
【０３５６】
　いくつかの実施形態では、反射テストを着用者の眼の視線の法線に沿って行ってもよい
。すなわち、光源、カメラ２４、及び／又は、投影した及び反射した光の少なくとも一部
が眼の光軸に略沿って進むように、導波又は導光のような共通点から集光した光を、眼の
視線の法線に略沿って（すなわち、視線の法線の±５又は±１０度のような最大角度内）
に並べてもよい。いくつかの実施形態では、テストは、光軸及び／又は視線の法線に限定
されなくてもよい。このような実施形態では、光源は、着用者の眼の中に第１の角度で投
影するように位置決めでき、また、カメラ２４は、反射光を受け取ることができる視線の
法線から離れた第２の異なる位置に位置決めできる。いくつかの実施形態では、反射テス
トは、異なる第１の角度から光の複数の照射を、同時に又は別の時間に行うことを含んで
いてもよい。
【０３５７】
　赤色反射テストは、概ね患者の眼の網膜の肉眼撮像に関連するものである。カメラは、
眼におおよその焦点を合わせ、さらに、例えば、網膜又は角膜に焦点をあわせてもよい。
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反射テストは、カメラに網膜上の特徴の解決を要求するものではないので、カメラは網膜
に対してズームインする必要はない。光は患者の両眼に投影でき、網膜からの反射を撮像
し、観察することができる。通常の結果は、反射した赤色が両眼にとって同じ又は類似し
ているかどうか、そして、反射の寸法、位置、及び形状が両眼で同じ又は類似しているか
を観察する。眼が、例えば、グレイや白などのような赤以外の色を反射する場合、白内障
、網膜芽細胞腫、又は他の異常の可能性を示唆することもある。２つの眼の間の反射領域
の寸法又は形状が異なる場合には、屈折障害、ずれ、斜視、不等屈折、又は他の条件のよ
うな他の異常を示唆することもある。屈折障害の場合は、網膜の線形又は三日月形領域に
赤色反射が現れないという症状が観察される。例えば、遠視では、上を向いた三日月形と
なり、近視では、下を向いた三日月形となり得る。
【０３５８】
　網膜の観察は、散瞳薬を点眼して瞳孔を拡張し、投影光に呼応して瞳孔が収縮しないよ
うにすることによって容易に行うことができる。散瞳薬は、光学検査で使用する周知のト
ロピカミド又は同種のもののような様々な散瞳誘引剤でもよい。瞳孔収縮を軽減、又は開
孔を誘引する他の溶液を使用してもよい。この溶液は、本明細書の他の箇所に説明される
ような眼科用ディスプレイ上のポートによって送達してもよい。いくつかの実施形態では
、網膜の観察は、安定した光源より、むしろ短い光のフラッシュを使うことによって、散
瞳薬を使わずに行ってもよい。瞳孔が収縮していない間に短い光のフラッシュを照射する
と（例えば、暗い部屋にいるなどのため）、網膜から反射した光は、瞳孔が光に呼応して
収縮する少し前に観察することができる。この現象は、写真によく見られるような赤眼現
象を引き起こす。よって、光源は、短い光のフラッシュを送達させ、内向きカメラは適当
な時間遅延の後に反射した光の画像を取り込むように構成してもよい。
【０３５９】
　赤色反射テストの目的で、反射した光をしばしば利用して、患者の眼から約８インチ（
２０．３２ｃｍ）から４フィート（１．２１９ｍ）の間の距離から見る。テストをより近
い頭部装着型眼科用デバイスを用いて行う場合には、眼から離れた箇所に照明又は受光装
置を装着するのは非現実的である。よって、装置内の光学素子を使用してもよい。例えば
、眼科用システムは、より遠い深度面から表れる光の投影ができる負の倍率のレンズのよ
うなレンズを一以上のレンズを含んでいる場合もある。同様に、レンズは、頭部装着型眼
科用システムの内部に配置されるカメラ２４に検出される場合もある。通常の反射テスト
の観察距離に対応する仮想画像を形成するように構成してもよい。いくつかの実施形態で
は、光源及び／又はイメージセンサは、イヤーフレームのような頭部装着型眼科用システ
ムの部分に取り付けられてもよく、ミラーを使って長い突起及び／又は視距離を作っても
よい。
【０３６０】
　ヒルシュベルグテストのような角膜反射テストは、着用者の固視標を使用してもよい。
例えば、着用者は、視野の中心に固視標を与えられる場合がある。いくつかの実施形態で
は、固視標は、視野の中心から離れた位置に配置されてもよい。固視標はさらに、導波積
層体１７８を使用するときなどのように、複数の深度面に投影することができる。固視標
の深さを、例えば、初めは、第１の固視標を第１の深度面又は位置に表示し、続いて追加
の固指標を異なる深度面又は位置に表示することによりテスト中に変更することができる
ので、着用者の眼を慣らすことができる。固視標は、小さい画像、例えば、ドットや認識
可能な絵、画像中の暗いスポット又は同種のものでもよい。着用者の視線が固視標に定ま
ったとき、着用者の２つの眼の間の角膜光反射の位置における差分があれば、斜視がある
ことを示唆する場合もある。いくつかの実施形態では、投影光は、眼の他の構造からの反
射ではなく、角膜からの反射用として調整してもよい。例えば、光は、網膜からの強い反
射が起きるのを回避するように、赤色反射テストのために使用する光よりも強度が低くて
もよい。さらに、角膜反射テストは、散瞳薬を使用せずに行ってもよい。散瞳薬を使用し
ない場合には、瞳孔は投影光に反応して収縮し、さらに角膜反射の観察の妨げとなる角膜
反射を低減させることができる。いくつかの実施形態では、このシステムは、着用者の片
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眼を遮蔽し、反対の眼を覆わない状態で、デフォーカスし、ぼかし、及び／又は集中を外
すことによって、カバーテストを使用してもよい。片眼を遮蔽することは、固視標を他方
の眼のみに投影することによってシミュレートできる。
【０３６１】
　いくつかの実施形態では、カメラ２４などによって、様々な反射テストの結果を撮像し
、分析用に保存することができる。一度保存すれば、そのテスト結果を、反射テストの正
常及び／又は異常結果から、周知の、公開された、あるいは入手可能なデータと比較して
もよい。例えば、患者の網膜から反射した赤色光の画像は、正常な網膜（すなわち、検出
可能な異常な特性を示していない網膜）から反射した赤色光の画像と比較して、異常があ
るかを判定してもよい。患者の眼の一部が正常な眼の状態と一致しない場合、テストの結
果をさらに様々な周知の異常に関する画像データと比較して、患者の眼の異常を正確に診
断してもよい。
　眼圧（Intraocular Pressure）
【０３６２】
　一以上の実施形態において、拡張現実又は仮想現実の眼科用システムは、ユーザの眼の
眼圧を測定するように構成してもよい。図５に戻って参照すると、この実施形態は、眼科
用システム６２を必要な回路又は処理能力とともに一以上の追加の要素で構成することに
よって実施することができる。一以上の実施形態において、眼科用システムは、追加の要
素／センサを含むように設計してもよい、あるいは他の実施形態では、追加の要素は、眼
科用システムに対するアドオンでもよい。
【０３６３】
　眼圧（ＩＯＰ）は、典型的には眼の内部の水性流耐圧の量によって支配される。ＩＯＰ
の多少の変化が正常（例えば、昼と夜）でも、左右の眼のＩＯＰの間の差が大きいと、緑
内障、虹彩炎、網膜剥離、ブドウ膜炎、及び角膜が厚くなるなどの他の生理学的な問題を
示唆している場合もある。ＩＯＰは、典型的には約１０～２１ｍｍＨｇの間が正常であり
、平均約１５又は１６ｍｍＨｇであり、１日の間で約３．５ｍｍＨｇだけ変化する。
【０３６４】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムはＩＯＰを決定するための眼圧測定法を使用
してもよい。システムは、接触力をかけて角膜の領域を平坦にすることによる接触眼圧測
定法を使って、ＩＯＰを、かけた力とその結果の反応から推測してもよい。いくつかの実
施形態では、このシステムは、急速な空気パルス、音圧、又は他の間接的な力をかけるこ
とによる非接触眼圧測定法を使って、電子工学システムを介して角膜圧平（corneal appl
anation）を検出してもよい。このシステムは、光学干渉性トモグラフィー（optical coh
erency tomography：ＯＣＴ）、例えば、この明細書で説明するＯＣＴシステムを含み、
このＯＣＴシステムを使って３Ｄ撮像を使って眼の反応を測定してもよい。圧縮は、角膜
の曲率の変化や頂端角膜界面の動きを、網膜のような後方界面に関連して測定することに
よって判定してもよい。
【０３６５】
　眼科用システム６２は、ここで説明するように、光学又は超音波測定技術を使って眼圧
を測定するように構成してもよい。いくつかの実施形態では、システム６２は、力をかけ
て角膜の圧縮を誘引し、光学又は超音波検出法を使って反応を監視して、眼内の圧力を決
定してもよい。機械的圧縮、空気の破裂、及び／又は超音波のような音波によって力をか
けてもよい。他の実施形態では、このシステムは、光、超音波、及び／又は光音響検出法
を使用して、眼に力を加えることなく、眼内の圧力を判定してもよい。例えば、超音波又
は音響波を使用して、角膜の表面を摂動させてもよい。超音波撮像を含む撮像方法を使っ
て、角膜の結果として生じる形状の変化、例えば、圧平を測定することができる。いくつ
かの実施形態では、３Ｄ光学撮像及び／又は超音波を使って、眼内の流体の密度を決定し
、それを周知の流体の特性に基づいて眼圧を計算する際に使用してもよい。このような超
音波システムは、例えば、図２４Ａを参照しながら本明細書の他の箇所に説明されている
。３Ｄ光学撮像システムは、周知の光吸収及び／又は反射特性に基づいて、流体の密度、
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又は密度の変化を決定することが可能である。このシステムは、さらに、このような非接
触赤外線温度計又は他の適切な温度センサのような温度センサを含み、上述のいずれかの
測定の信頼性に影響を与える可能性がある眼内の温度変化を検出してもよい。
【０３６６】
　このシステムはさらに、眼２０の眼圧を決定するように構成されたセンサ及び処理装置
３２を含んでいてもよい。このセンサは、光センサ、２Ｄ撮像ヘッド、干渉３Ｄ撮像ヘッ
ド、及び／又は他のセンサを含む監視装置の任意のタイプであってもよい。いくつかの実
施形態では、眼科用システムは、上記光感知技術の代わりに、又はそれに加え、超音波又
は光音響超音波を使用して撮像してもよい。例えば、超音波又は光飛行時間測定は、加え
られた力に起因する着用者の眼の角膜の一以上の特性の変化を決定するために取ることが
できる。さらに、眼内の流体の密度は、眼圧に依存しており、眼内における超音波の速度
に影響を与えるので、超音波飛行時間測定を使って、眼に力を加えることなく、眼の眼圧
を判定してもよい。飛行時間が低下するということは、流体密度が上がっていることを示
し、これは、眼圧の上昇と相関させることができる。いくつかの実施形態では、眼圧は、
形状（例えば、圧平）、張力、又は他の眼の外面の特徴に基づいて判定してもよい。上記
センサは、眼科用システム６２の任意のカメラ１６又は２４を含んでもよく、又は付加的
な要素であってもよい。例えば、超音波又は光音響超音波撮像を使用する実施形態では、
センサは、検出された超音波に基づいて電気信号を生成するように構成された一以上の超
音波変換器を含んでもよい。同様に、センサは、可視光又は赤外光撮像又は光学センサを
使って、適宜の実施形態で可視光や赤外光を検出するように構成されたカメラを含んでも
よい。
【０３６７】
　いくつかの実施形態では、ファイバ走査型ディスプレイ（fiber scanning display：Ｆ
ＳＤ）１８又は別体の光源素子のような光源は、本明細書の他の箇所に説明されるように
、光３８の光線をユーザの眼に投射してもよい。光源は、さらに、本明細書の他の箇所に
説明され、図１０Ｅに示すように、適応光学素子３１６ｂ、焦点可変素子３１６ａ、導波
路積層体１７８、及び／又は一以上のレンズを含んでいてもよい。光源は、さらに異なる
深度面から着用者の眼に光を投影するように構成されてもよい。光源がファイバ走査型デ
ィスプレイを含む実施形態では、表示器の繊維長は可変であってもよい。光源は、ディス
プレイ又は別の光源であってもよい。一以上の実施形態では、後方散乱又は反射光に関連
付けられたパラメータのセットは、ＦＳＤ又は他の光監視装置又は光検出器（本明細書で
説明するようにＦＳＤは、集光するために使用されてもよい）により測定することができ
る。放射された光の後方散乱又は反射のパターンは、特に、以前の測定値と比較するとき
に、眼の眼圧の指標となる場合もある。例えば、図１６Ａに示すように、発光体１６４０
は、光１６４２の光線を、着用者の眼１６２０の角膜１６２５の方向に照射してもよい。
光線の一部は、光検出装置１６４６に入射できる反射光１６４４として反射してもよい。
入射光線１６４２の残りの部分は他の場所に散在してもよい。エアチューブ１６３０のよ
うな圧縮誘導装置は、空気ジェット又はパルス１６３５を放出することなどによって、角
膜１６２５に圧平を誘引してもよい。ＩＯＰが低いと、圧平が大きくなり、より大きく、
より扁平な反射面を形成し、これにより、入射光線１６４２がより多く光検出装置１６４
６に対して反射するようになる。よって、一以上の実施形態では、光検出装置に反射する
光線の数が少ない場合には、ＩＯＰが高いことを示唆することもある。光検出装置への反
射光線の数が多いと、それはＩＯＰが低い、又は正常であることを示し、ＩＯＰが低いと
、より圧平が顕著であり、より多くの光線を反射するようになる。他の構成も可能である
。さらに、眼に投影される光の波長は、立体情報を提供するように変更することができる
。例えば、赤外波長は眼の中へより深く浸透することができる。
【０３６８】
　いくつかの実施形態では、光感知は、着用者の眼の一以上のプルキンエ像の解析を含ん
でいてもよい。例えば、センサは、Ｐ１画像、角膜反射、又は輝きとも呼ばれる角膜の最
表面からの光の反射によって生成された第１のプルキンエ像を検出するように構成されて
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もよい。センサと処理装置は、存在、形状、位置、強度、又は輝きの他の検出可能な特徴
を分析してもよい。輝き分析、輻輳、焦点調節、曲率、圧平、又は眼の他の特性に基づい
て観察することができる。反復測定することにより、上記の特性のいずれかにおける変化
の検出が可能となる。いくつかの実施形態では、輝き分析は、例えば、ノイズフィルタな
どのような、検出された輝き特性に基づいて、ＩＯＰ測定の精度と信頼性を高めるために
焦点調節や輻輳の誘引された変化の間に輝き特性を測定することを含んでいてもよい。
【０３６９】
　図５に示す眼科用システムの処理装置３２は、上述した任意のセンサの出力に基づいて
眼圧を決定するように構成することができる。例えば、処理装置は、周知のＩＯＰ値と検
出されたパラメータを関連付ける相関データベースを有する一以上のセンサからの出力デ
ータを比較することができる。相関データベースは、眼科用システムのメモリ回路に、ロ
ーカルに格納されていてもよく、あるいは、リモートで格納され、無線通信を介してアク
セスすることができるようにしてもよい。処理装置３２は、さらに、決定眼圧、並びに高
眼圧症又は他の医療情報を定義する閾値圧のような他の情報に基づいて、高眼圧症の存在
を検出するように構成することができる。閾値圧力値及び他の関連情報は、相関データベ
ースについて上述したように、ローカル又はリモートに格納してもよい。
【０３７０】
　さらに眼の眼球脈は、上述したようにＩＯＰの検出に基づいて監視することができる。
眼球脈は、脈絡膜内への脈動する眼の血流、又は眼の血管層により発生する。眼のＩＯＰ
は、血液が眼に送出されるたびにわずかに変化する。したがって、ＩＯＰの振動は、眼球
脈の発生率と一致して観察でき、これは、着用者の心拍数と実質的に同じであってもよい
。さらに、心周期の収縮期及び拡張期の状態と相関させることができる収縮期及び拡張期
ＩＯＰがあってもよい。したがって、ＩＯＰの増加は、血圧上昇と相関させることができ
る。さらに、眼球脈の振幅（ＯＰＡ）、収縮期及び拡張期の心臓の状態の間で測定された
ＩＯＰの差を、頸動脈狭窄症の診断スクリーニングツールとして使用することができる。
ＯＰＡが低いと、頸動脈狭窄症の存在を示唆し、振幅が低いと、その狭窄の重度が高いこ
とを示唆することがある。また、ＯＰＡは、緑内障損傷、眼の軸方向長さ、及び／又は他
の眼の特性又は血行動態の存在と正負に相関させることができる。ＯＰＡは、着用者の血
圧と同様の傾向を示すＯＰＡの上方又は下方傾向とともに、数日、数ヶ月、又は数年の期
間にわたって繰り返し測定してもよい。
【０３７１】
　図１６Ｂを参照して、ＩＯＰの判定のための例示のプロセスフロー１６００を開示する
。１６０２で、眼圧テストプログラムを開始する。１６０４で、光がユーザの眼の周知の
部分に投影される。１６０６で、投影光に呼応して発せられる後方散乱又は反射した光の
量のパターンを測定する。上記のように、これは、ＦＳＤ自体によって実行してもよく、
いくつかの実施形態では、又は別の光測定モジュールを通して実行してもよい。いくつか
の実施形態では、２Ｄ又は３Ｄ撮像は、上記のように、後方散乱又は反射された光の量を
検出することに代えて、又は加えて使用することができる。本明細書で説明するように、
眼の、例えば、角膜の光学撮像、ＯＣＴ撮像を使って、表面形状の圧平又は変化を判定し
てもよい。例えば、超音波及び／又は光音響超音波を使用して眼の形状を撮像し、眼の圧
平の程度を決定してもよい。いくつかの実施形態では、圧平は干渉法によって検出するこ
とができる。例えば、干渉計は、距離の小さな変化を検出することができる。したがって
、干渉計を使って、角膜などの眼の上の表面の位置の変化を検出することができる。
【０３７２】
　１６０８では、システムは、相関データベースを調べる。相関データベースは、眼組織
からの後方散乱光のパターン又は量を周知のＩＯＰ値に関連付ける予め定義されたデータ
ベースであってもよい。いくつかの実施形態では、相関テーブルは、圧平又は他の眼の形
状データのような他の性質を、対応するＩＯＰ値と相関させることができる。１６１０で
、結果をユーザ又は眼圧試験を行っている臨床医に提示してもよい。いくつかの実施形態
では、結果は、眼科用デバイスでローカルに分析することができる。他の実施形態では、
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結果は、遠隔地に送信し、分析、ＩＯＰの判定、及び／又は高眼圧症の診断を行うことが
できる。
【０３７３】
　上述したような眼圧テストは、必要に応じて別個の試験において行ってもよいし、時間
と共に定期的に及び／又は繰り返し実行されてもよい。繰り返し分析を行うことにより、
着用者の、ＩＯＰの周期的変化又は長期的進行を追跡することができる。これにより、Ｉ
ＯＰのテスト機能は、眼科診断のみのために装着する装置に組み込んでもよいし、あるい
は、エンターテイメント、仕事、又は他の目的など、日常的に装着する装置の一部として
、定期的に及び／又は日、週、月、年などの様々なタイミングで検査が自動的に行われる
ように構成してもよい。したがって、いくつかの実施形態では、眼圧は、装置によって、
１年に少なくとも２回、３回、４回、６回、８回、１０回、１２回、１６回、１８回以上
測定する。いくつかの実施形態では、眼圧は、装置によって、週に少なくとも２回、３回
、４回、６回、７回、８回、１０回、１２回、１４回、１６回以上測定する。いくつかの
実施形態では、眼圧は、装置によって、１日に少なくとも１回、２回、３回、４回、６回
、７回、８回、１０回、１２回、１４回、１６回以上測定する。１日のうち、繰り返し及
び／又は周期的にテストを行うと、着用者のＩＯＰの日々の変化を測定することができる
。数週間、数ヶ月、数年など、より長い期間にわたって繰り返し及び／又は周期的にテス
トを行うと、長期にわたるＩＯＰの上下を追跡することができ、例えば、高眼圧症が起き
る前のＩＯＰの上昇を検出したり、診断された高眼圧症の治療の効果を監視したりするこ
とができる。いくつかの実施形態では、定期的にスケジュールを組んだテストの頻度を眼
圧検査結果の増減傾向に基づいて自動的に調整することができる。システムはまた、異常
に高いＩＯＰ又は他の異常が検出されたときに、着用者及び／又は臨床医に警告するよう
に構成することができる。
　ピンホールオクルーダ（Pinhole Occluder）
【０３７４】
　一以上の実施形態で、眼科用システムを使って、ピンホール遮蔽デバイスを通して行わ
れる視力検査と同様の視力検査を行うことができる。ピンホール遮蔽デバイスは、光を集
束し、屈折障害（例えば、近視、遠視など）の影響を取り除く。なぜなら、センターホー
ルのピンホールオクルーダでは、光は眼のレンズの中心のみを通過するため、レンズの形
状の欠陥は、ほとんど又は全く影響がない。いくつかの実装形態では、ピンホール遮蔽デ
バイスを使って、屈折障害によって引き起こされる視覚的欠陥を、他の障害によって引き
起こされる視覚的欠陥から区別することができる。例えば、ピンホール遮蔽デバイスは、
虹彩を収縮することができない散瞳患者の不能を補うことができる。
【０３７５】
　一以上の実施形態では、眼科用システムは、ピンホールオクルーダの１バージョンを提
供する場合もある。例えば、眼科用システムは、周辺視野が遮蔽されているが、中央の視
野が（すなわち、ピンホールを介して）維持されるように、一方又は両眼の視野を遮蔽す
ることができる。したがって、様々な実施形態では、眼科用システムは、光線のうち、画
像を形成する役割を果たす部分がユーザの眼に入らないように遮蔽し、妨害し、デフォー
カスし、集中を外す、又は遮蔽することができる。
【０３７６】
　１つの実装形態では、そして任意の科学的理論に左右されることなく、眼科用システム
は、眼の欠陥を診断するための手段を提供するピンホール遮蔽デバイスを利用することが
できる。眼科用システムは、周辺視野が遮蔽されているが、一方では、中央の視野が（す
なわち、ピンホールを介して）維持されるように、一方又は両眼の視野を遮蔽するように
構成することができる。例えば、眼科用システムとともにピンホール遮蔽デバイスを使用
することによって視力が改善されている場合には、周辺領域又は周辺白内障における屈折
障害を示唆する場合がある。あるいは、ピンホール遮蔽デバイスを使用することによって
視力が悪化する場合は、これは、黄斑変性症、又は中心レンズ障害を示唆する場合がある
。視力品質に変化がない場合には、眼は正常かもしれないし、あるいは、上述したように
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弱視（「レイジーアイ」）なのかもしれない。したがって、眼科用システムは、ユーザ及
び／又はユーザの異常の健康状態又は状況に関する情報を自動的に又は対話式に取得する
ように構成してもよい。
【０３７７】
　別の実装形態では、そして任意の科学的理論に左右されることなく、眼科用システムは
、ピンホール遮蔽デバイスを使用することにより、ユーザの視力障害を矯正するように構
成することができる。例えば、眼の周囲において屈折障害を有するユーザの場合、眼科用
システムは、周辺視野が遮蔽されているが、中央の視野が（すなわち、ピンホールを介し
て）維持されるように、一方又は両眼の視野を遮蔽することができる。よって、周辺から
の光線は遮蔽され、ユーザの眼の屈折障害と相互作用せず、そのため、ユーザの視力を改
善させることができる。同様に、ピンホールオクルーダは、例えば、とりわけ、偏心視力
（眼の非中心中心窩部分）の屈折障害における、例えば、暗点（例えば、死角）に限定さ
れるものではなく、他の視力障害も矯正することができる。別の実装形態では、眼科用デ
バイスは、それぞれが個別に開口部又はフィールドストップ（例えば、外来光線を遮蔽す
る）として機能するディスプレイデバイスに複数のピンホールを適用するように構成して
もよい。このような構成は、眼による画像の焦点を改善することができるようになる。例
えば、そして、任意の科学的理論に左右されることなく、複数のピンホールを使用するこ
とにより、光がピンホールを通過して眼のレンズの小領域を通って伝播することができる
ようになる。光が眼のレンズの小領域のみを通過することができるので、レンズの形状の
欠陥の影響を低減することができる。よって、より多くの光が複数のピンホールを通過す
るが、これらの光線は、眼内の表面欠陥と相互作用することはない。
【０３７８】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは視力障害を矯正する拡張現実システムであ
ってもよい。上述したように、眼科用システムは、ピンホール遮蔽デバイスをユーザの前
方の地上からの周囲光に適用すると同時に、ピンホール遮蔽デバイスを眼科用システムに
よって生成されたＡＲ画像コンテンツに適用するように構成された拡張現実の頭部装着型
ディスプレイシステムでもよい。あるいは、眼科用システムは、ユーザの眼がユーザの前
方の環境光からＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムで覆われている状態で、眼科用シス
テムにより生成されたＶＲ画像コンテンツを生成し、ピンホールオクルーダを適用し、ユ
ーザにＶＲコンテンツを提供するように構成されたＶＲ頭部装着型ディスプレイシステム
でもよい。前述のように、ＶＲ頭部装着型ディスプレイシステムは、ユーザの前方の地上
からの環境光を取り込み、これらの画像の矯正波面を着用者の眼の中に生成し、投影する
ように構成した、前方を向いたカメラ（例えば、図５のカメラ（１６））を含んでいても
よい。
【０３７９】
　様々な実施形態では、眼科用システムは、図３Ａ～３Ｄ及び５に示し、近視、遠視、乱
視、及び他の屈折障害の矯正に関連して上述したように、患者装着型の眼科用デバイスで
あってもよい。したがって、視力障害を矯正するための本明細書に開示された眼科用デバ
イスに関連する上述の説明及び要素はここで等しく適用されることが理解されよう。
【０３８０】
　例えば、上述したように、眼科用デバイスは、ディスプレイレンズ（１０６）及びユー
ザの眼に向けた光（３８）を投影してユーザの眼の中に画像を作ってユーザが視覚できる
ように構成された光源（１８）を含む拡張（又は仮想）現実ディスプレイデバイス（６２
）を含んでいてもよい。様々な実施形態では、このディスプレイデバイス（６２）は、導
波路積層体（１７８）の縁部に配置されたファイバ走査型ディスプレイから受光する導波
路積層体（１７８）を備え、その後ろ側から導波路から出る光を着用者の眼に結合する。
ディスプレイデバイス（６２）が拡張現実ディスプレイデバイスである場合には、眼科用
デバイスは、周囲の地上からの環境光、例えば、ユーザの前方からの光を、ディスプレイ
レンズ（１０６）を通してユーザの眼にも導くことができる。この光は、例えば、着用者
の眼に導波路積層体を介して送信してもよい。上述したように、ディスプレイデバイス（
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６２）は、一以上の適応光学系又は焦点可変素子（ＶＦＥ）（例えば、ＶＦＥ３１６ａ及
び３１６ｂ）も備えていてもよい。上述したように、適応光学系は、波面入射を変更する
ように動的に変更可能な光学素子でもよい。例えば、適応光学系は、図１０Ｂから１０Ｅ
において上述したような、変形可能なミラーのような反射光学素子や、動的レンズのよう
な再構成可能な透過性光学素子でもよい。
【０３８１】
　一以上の実施形態において、本明細書で開示する眼科用システムは、下記に図１７Ａ及
びＢに従って説明するように、ピンホールオクルーダを含んでいてもよい。様々な実施形
態では、ピンホールオクルーダは、例えば、ディスプレイデバイス（６２）の一部として
眼科用システムに組み込まれていてもよい。あるいは、いくつかの実施形態では、ピンホ
ールオクルーダは、例えば、眼科用システム上に位置決めされた、例えば、機械的に取り
付けた、別体の要素でもよい。
【０３８２】
　視覚の周辺視野（例えば、図１７Ｂ）、中央の視認（例えば、図１７Ｃ）、又は任意の
目標領域は、デジタル手段又は物理的手段により遮蔽されてもよいことは理解できよう。
例えば、物理的手段は、所望の位置に配置されたピンホールを含むように構成された機械
的不透明なフィルタを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、一以上の空間光変調
器（例えば、図１０Ｂ及び１０Ｃ）は、ピンホールの所望の位置に基づいて調整すること
ができるピンホールオクルーダを生成するために符号化されてもよい。
【０３８３】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、シーン（scene）の一部分をデジタル的
に遮蔽することができる。例えば、ローカル処理モジュール（７０）は、デジタルメモリ
及び／又はリモートデータリポジトリ（７４）内に保存された、ディスプレイデバイス（
６２）を介してユーザに提示する画像を取り出してもよい。眼科用システムは、眼科用デ
バイスが生成した２Ｄ画像でピンホールオクルーダを模倣するように画像を変更するため
の指示を行うように構成されているローカル処理モジュール（７０）を含んでいてもよい
。
【０３８４】
　別の実装形態では、このシーンは、画像の一以上の領域をデフォーカスし、画像の他の
領域に焦点を合わせることによってデジタル的に遮蔽してもよい。焦点を合わせた領域は
、ピンホールに対応し、一方、デフォーカスした領域は、遮蔽した領域に対応する。いく
つかの実施形態では、眼科用デバイスは、導波路積層体（１７８）を利用し（例えば、図
１０Ｄ）、画像の一以上の領域を、選択的に導波路を呼び出して図１０Ｄで説明したよう
に様々な焦点深度で光を投影することによってデフォーカスした領域に囲まれた焦点が合
った状態で提示することができる。いくつかの実施形態では、小さい可視領域に対応する
画像の部分は、着用者の焦点が合うと、第１の深度面に提示することができる。逆に、そ
の小さい領域外の他の画像コンテンツは、第２の深度面に提示することができる。この第
２の深度面上の画像コンテンツは、意図的にぼかしても、あるいは、視野が第１の深度面
の画像コンテンツに焦点が合ったときにぼかしても、あるいはその両方でもよい。
【０３８５】
　別の実装形態では、シーンは、クロマ（chroma：例えば、色）又はルーマ（luma：例え
ば、強度）を高めた画像の一以上の領域を提示するために遮蔽してもよい。例えば、ピン
ホールを表す選択された領域は、周囲の領域が変更されないまま、又はクロマ又はルーマ
を低下させながら、光源（１８）とより多くの電力を印加するか、光源（１８）の出力を
増加させることによって高めることができる。
【０３８６】
　任意の科学的理論に左右されずに、残りの領域に対して選択された領域のクロマ及び／
又はルーマを増加させることによって、選択された領域がより優位になることができる。
例えば、眼科用システムは、画像の中央領域のクロマ及び／又はルーマを高めることがで
きる。これにより、中央領域は、画像の周囲領域と比較してより明るくなり、又、より目
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立つようになるので、ユーザはより明確に見えるようになる。高められた画像の領域は、
眼が視覚的欠陥を有すると判断される領域に対応する。よって、欠陥のない眼の領域を通
過する光線は、視力障害を有する眼の領域に比べてより優位であり、容易に見えるように
なる。
【０３８７】
　図１７Ａは、本明細書に開示された様々な実施形態に従って、眼科用デバイス、例えば
、図５に示すディスプレイレンズ（１０６）を介してユーザの眼で見たシーン（１７２０
）を示す。このシーンは、眼科用デバイスが表示する画像でもよい。あるいは、このシー
ンは、ユーザと眼科用デバイスの前方から、ユーザに届く環境光でもよい。あるいは、こ
のシーンは、環境光と眼科用デバイスが表示する画像の組み合わせでもよい。図示のよう
に、シーン（１７２０）はシーンのおよそ中央に位置する人（１７２１）と、シーンの中
央から外れた位置にある木（１７２２）と、シーン（１７２０）の周囲に沿って位置する
太陽（１７２３）とを含んでいてもよい。シーン（１７２０）は、例示のみを目的とした
ものであり、本明細書で説明するように、周囲の地上の形態を形成する環境光、ＶＲ画像
コンテンツ、及び／又はＡＲ画像コンテンツを非限定的に含む任意のシーンを使用してよ
いことは理解できよう。
【０３８８】
　図１７Ｂは、眼科用システムがシーンの周囲の見える領域を遮蔽しているが、（例えば
、ピンホールを通して見えるような）中央領域を維持するように構成されたシナリオを示
す。このような実装形態では、ピンホールオクルーダは、周囲からの下方への光を絞る開
口部又は視野絞りとして作用する。例えば、眼科用システムは、眼の視線光軸線に沿って
位置するピンホール（１７３５ａ）を有するオクルーダ（１７３０ａ）を実施してもよい
。オクルーダ（１７３０ａ）は、人（１７２１）からの光線がディスプレイレンズ１０６
を通過し、眼で視認できるように位置させてもよい。一方、木（１７２２）と太陽（１７
２３）からの光線は、それぞれ遮蔽される。いくつかの実施形態では、オクルーダは一以
上の空間光変調器、例えば、複数の別体の電気的に再構成可能なピクセルを通る、あるい
はそこから反射した光の強度を制御することができる液晶空間光変調器を含んでいてもよ
い。物理的に実施されることに加え、オクルーダ（１７３０ａ）は、本明細書で説明する
ようにデジタル的に実施してもよい。例えば、ディスプレイに提示された画像コンテンツ
は、遮蔽されているかのごとく小さい領域に限定してもよい。同様に、ディスプレイ上で
見える画像は、前記画像が前記ディスプレイの小さい部分よりも認識しづらくなるように
、前記小さい部分の外側のピクセルを変更することによってディスプレイの前記小さい部
分に限定することができる。ファイバ走査型ディスプレイのようなディスプレイを制御す
る処理電子機器は、画像コンテンツに対するこのような変更を実施することができる。
【０３８９】
　様々な実施形態では、光が通過する領域１７３０ａ、例えば、ピンホールは円形、正方
形、楕円形、長方形、その他のいかなる形状でもよい。例えば、領域１７３０ａは、横方
向の寸法（例えば、直径、幅、長さなど）が約０．５ｍｍ～２．０ｍｍの間でよい。よっ
て、「ピンホール」は、１ｍｍ未満の寸法に限られるべきではなく、他の寸法も可能であ
る。例えば、寸法が小さいピンホールは、視力検査を提供することができる一方、大きい
寸法のピンホールは網膜の照明を減少させることによる視力の低下をテストすることがで
きる。
【０３９０】
　図１７Ｃは、別の実施形態を示す図であり、中央領域が遮蔽される一方、周辺領域の１
箇所以上を貫通させて周辺視野をテストするようにしてもよい。例えば、眼科用システム
は、視線を外れて、あるいは、シーン（１７２０）の視野の周囲に沿った眼の光軸に沿っ
て位置するピンホール（１７３５ｂ）を有するオクルーダ（１７３０ｂ）を適用してもよ
い。オクルーダ（１７３０ｂ）は、オクルーダ（１７３０ａ）と同様に配置することがで
きる。例えば、オクルーダ（１７３０ｂ）は、太陽（１７２３）からの光線がレンズディ
スプレイ（１０６）を通過し、眼で視認できるように位置させてもよい。一方、人（１７
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２１）と木（１７２２）からの光線は、それぞれ遮蔽される。図１７Ｃに示したもの（図
示せず）と同様に、特定の対象領域以外の眼の任意の目標領域は、遮蔽して、それらの目
標領域をテストすることができる。このような実施形態では、シーン（１７２０）を参照
すると、視線の法線及び／又は中心軸からずれて位置する木（１７２３）からは、眼科用
システムを通過し、一方、光線は、人と太陽それぞれから遮蔽されている。
【０３９１】
　いくつかの実施形態では、屈折障害の診断は、異なる領域において様々な刺激に対する
ユーザの応答を測定し、例えば、本明細書で説明するように、視野テストに類似した同様
なテストで結果を比較することによって、眼の異なる領域をテストすること含んでいても
よい。ユーザの視野の周りを移動する小さいドットと同様に、ピンホールは、視野の周囲
を移動して眼の様々な部分を診断又はテストしてもよい。眼科用システムは、上記のよう
な、ピンホールオクルーダを備えたラスタパターンを投影するように構成された空間光変
調器を含んでいてもよい。ピンホールはラスタすることができるが、他の実施形態におい
ては、ピンホールは、ランダムなど、ラスタ内以外の周囲を移動することができる。一以
上の実施形態では、眼科用デバイスはピンホールオクルーダを調整するためのフィードバ
ックメカニズム（例えば、ユーザインターフェースコントロール）を有していてもよい。
ユーザは、画像の遮蔽に基づいて応答（例えば、視力が改善された、又は悪化したなど）
を入力することができる。眼科用システムは、ローカル処理モジュール（７０）が実行し
た、（例えば、図１７Ｄにて下記に説明したような）ピンホール遮蔽テストプログラムを
介してユーザ入力を分析することができる。ピンホール遮蔽テストプログラムは、予め符
号化し（例えば、ローカル処理モジュール（７０）のデジタルメモリに保存する）、ある
いは、リモートデータリポジトリ（７４）から眼科用システム上にダウンロードしてもよ
い。
【０３９２】
　したがって、例えば、ユーザが、ピンホールオクルーダを適用（例えば、眼の中央、周
囲、又はその他の領域を遮蔽）したら視力が改善したことを示せば、これは、その領域の
屈折障害、又は、その領域が眼の中心である場合には周辺白内障であることを示唆する場
合もある。あるいは、ユーザが、ピンホールオクルーダを適用したら視力が悪化したこと
を示した場合は、これは、黄斑変性症、又は中心レンズ障害を示唆する場合がある。ユー
ザが、視力の質に変化はないことを示した場合は、上述したように、眼は正常かもしれな
いし、あるいは、弱視（「レイジーアイ」）かもしれない。システムがピンホール遮蔽テ
ストプログラムを介して結果を分析することができることは理解できよう（例えば、図１
７Ｄ）。ピンホール遮蔽テストプログラムは、予め符号化してもよいし、あるいは眼科用
システムにダウンロードしてもよい。上記の方法と同様に、異なる領域での様々な刺激に
対するユーザの応答を測定し、その結果を比較することによって、眼の異なる領域をテス
トすることができる。
【０３９３】
　さらに、一以上の実施形態では、眼科用システムにより、ユーザは、フォーカスダイヤ
ルを手動で調整して一以上の屈折障害を判定することができる。仮想ホロプタ(phoropter
)は、本明細書で説明しているものと同様であるが、様々な屈折力を順次適用して、ユー
ザにどのバージョンがより鮮明であるかを示させることができる。これにより、一連のユ
ーザの応答からユーザの処方を決定することができる。他の実施形態では、眼科用デバイ
スでシャイナーのダブルピンホールアラインメント検査又はシャック－ハートマングリッ
ドアラインメント検査を同様に行うことができる。これらのシステムはいずれもピンホー
ル遮蔽とともに使用することができる。
【０３９４】
　一以上の実施形態において、ピンホールオクルーダとして操作するように構成された眼
科用デバイスは、システム装置の任意の特性や要素、及び本明細書で説明する方法を含ん
でいてもよい。例えば、眼科用システムは、ユーザを囲む地上のリアルタイム情報を検出
するように構成された一以上のセンサを含んでいてもよい。例えば、眼科用システムは、
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複数の外向きカメラを含み、周囲の地上から環境光の強度画像をリアルタイムで取り込ん
でもよい。例えば、眼科用デバイスは、ローカル処理モジュール（７０）に操作可能に連
結された一以上の広視野マシンビジョンカメラ（１６）を含んでいてもよい。これらのカ
メラは、ユーザの周りの環境を撮像し、光の量を検出するように構成してもよい。１つの
実施形態では、これらのカメラ（１６）はデュアルキャプチャ可視光／赤外光カメラであ
る。カメラ（１６）で撮った画像は、眼科用デバイスのデジタルメモリに保存されてもよ
く、ディスプレイデバイス（６２）におけるその後の処理及び再レンダリングを取り出す
ことができる。
【０３９５】
　いくつかの実施形態では、外向きカメラによって包囲されたユーザの前方からユーザを
取り巻く地上の環境光の画像は、本明細書の説明により、ディスプレイデバイス（６２）
に再レンダリングされ、遮蔽されてもよい。例えば、再レンダリングされた画像は、上記
のように、デジタル的に遮蔽されるが、その領域（例えば、ピンホール）の明瞭性及び／
又は焦点を上げ、他の領域をぼかす、又は、デフォーカスするようにしてもよい。同様に
、明るさを増し、コントラストが強くなるようにピンホールを表すその領域のクロマ及び
又はルーマを上げてもよい。そして、再レンダリングされた画像は、ディスプレイデバイ
ス（６２）によってユーザに照射されてもよい。これらの実施形態は診断、そして、いく
つかの実施形態では、黄斑変性症、色覚異常などの治療ツールとして利用してもよい。黄
斑変性症に関しては、他の場所に説明されている。
【０３９６】
　一以上の実施形態では、眼科用システムは、少なくともユーザの片眼に関するリアルタ
イム情報を検出するように構成された一以上のセンサを含んでいてもよい。一以上の実施
形態では、上記のように、眼科用システムは、ユーザの視線の向きを検出するように構成
された一以上のセンサを含んでいてもよい。別の実施形態では、代替的に又は組み合わせ
て、ユーザの視線は、上述したように、視線追跡システムを介したユーザの片眼又は両眼
の追跡に基づいて推定又は検出することができる。例えば、ユーザの視線をユーザの頭部
位置、頭部姿勢、又は例えば、前傾しているかなどの向き、並びに、上記のように、眼の
撮像と周囲の地上の撮像を介して三角法で求めた輻輳角に基づいて推定又は検出してもよ
い。
【０３９７】
　いくつかの実施形態では、眼科用デバイスは、ユーザの頭部位置又は頭部の動き（例え
ば、前方を見ている、下方へうなだれている、顔面を上げているなど）に基づいて、視線
の向きを決定するように構成されたジャイロセンサを備えていてもよい。いくつかの実施
形態では、ディスプレイデバイス（６２）は、加速度計、ジャイロスコープ、及び／又は
他のタイプの向き及び／又は動きセンサなどを備えるセンサ組立体（３９）を有していて
もよい。このうちのいくつかは本明細書の他の箇所で議論する。センサ組立体（３９）は
、ディスプレイデバイス（６２）に伝わる動きと、ユーザの頭部の動きに起因するディス
プレイデバイス（６２）の向きを検出するようい構成してもよい。ディスプレイデバイス
（６２）は、センサ組立体（３９）に操作可能に結合され、デジタル及び／又はアナログ
処理を実行してセンサ組立体（３９）から検出された動きから頭部位置を導出するように
構成された処理装置（３２）（例えば、頭部姿勢処理装置）を含んでいてもよい。１つの
実施形態では、センサ組立体（３９）はデジタルメモリに保存された動きデータを生成し
てもよい。処理装置（３２）は、この動きデータを取得し、処理ロジックを実行して一以
上の頭部位置を決定してもよい。いくつかの実施形態では、視覚的欠陥を診断しながら（
例えば、テスト中の頭部の動きを検出することで間違ったテストや結果を示す）頭部の動
きデータを使って、ノイズを軽減する。
【０３９８】
　一以上の実施形態では、ユーザの眼に関するリアルタイム情報は、視線追跡システムを
介した眼の動きの追跡に基づくものでもよい。上述したように、様々な実施形態では、眼
科用システムは内向きカメラ（２４）（例えば、赤外光カメラ）を使って眼を追跡しても
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よく、カメラ（２４）は操作可能にローカル処理モジュール（７０）に結合してもよい。
ローカル処理モジュール（７０）は、実行する際、図５及び６を参照して上述したように
、眼の収束点及び／又は眼の方向を判定するように構成したソフトウェアを含んでいても
よい。この判定から、眼科用システムは論理デバイスを実行し、眼の追跡に基づく焦点位
置及び深度を判定してもよい。
【０３９９】
　上記のように、いくつかの実施形態では、眼科用システムは、視線追跡システムを使用
してユーザの輻輳点と輻輳角を三角法で求める。例えば、ユーザの頭部位置が変化せず、
ユーザの眼が動いた場合にも視線追跡システムによって追跡することができる。例えば、
ユーザが視線を落として、例えば、本を見るとき、システムは眼の動きを監視し、輻輳点
が内側及び下側に移動したこと、及びそれに関連付けられた輻輳角が大きくなったことを
判定する。いくつかの実施形態では、輻輳角が大きくなることは、近視野焦点深度（例え
ば、本）に位置する物体に眼の焦点を合わせてしていることを表してもよい。
【０４００】
　別の実施形態では、システムは、本明細書で上述及び他の箇所で説明するように、輝き
（glint：眼光）の検出又はプルキンエフリンジに基づいて眼の動きを追跡してもよい。
例えば、カメラ（２４）は、眼の特徴点（例えば、眼の縁、瞼と眼の交点、瞳孔など）に
対する輝きの位置を追跡する。
【０４０１】
　様々な実施形態では、眼科用デバイスは、本明細書で説明するように、ユーザが物体又
は画像を見る際の快適レベルを判定するように構成されたバイオフィードバックシステム
を備えていてもよい。例えば、ユーザの眼がずれたり、不安定だったり、振動したり、焦
点調節を（例えば、不安定又はランダムに）変えたりなどをしている場合、ユーザは、そ
の物体を快適に見ることができないことを示唆する場合がある。焦点調節や焦点調節に伴
う挙動で不安定又は振動が見られる場合には、物体や画像に焦点を合わせようとユーザが
苦労していることを示す兆候である場合がある。しがたって、バイオフィードバックシス
テムは、例えば、焦点調節及び／又は焦点調節に伴う挙動の異常又は不安定な変動などの
ようなユーザの眼の状態に関するリアルタイムの入力を受け取ることができる。
【０４０２】
　図１７Ｄを参照すると、ピンホール遮蔽プログラムを使った視力障害の診断に対する例
示のプロセスフロー１７００を示す。いくつかの実施形態では、図３Ａ～３Ｄに関連して
説明するような患者装着眼科用デバイスでプロセスフロー１０００を実行してもよい。プ
ロセスフロー１７００は、例えば、論理装置を実行してローカル処理モジュールに操作可
能に結合されたデジタルメモリに保存された指示に従うことによって、ローカル処理モジ
ュール（７０）によって実施できる。プロセスフロー１７００は、本明細書で説明するよ
うに、例えば、図１０Ｂ～１０Ｅに示すような適応光学系、ＶＦＥ、及び／又は導波路積
層体を含む眼科用デバイスによって実施することができる。眼科用デバイスは、上述した
ように、ファイバ走査プロジェクタを有する光源を含んでいてもよい。
【０４０３】
　１７０２では、ピンホール遮蔽プログラムを開始する。１７０４では、眼の領域を選択
する。例えば、領域は、遮蔽プログラムを実施する眼科用システムによって自動的に選択
してもよい。いくつかの実施形態では、プログラムは、内向きカメラ（例えば、カメラ（
２４））を使った眼の追跡に基づいて位置決めできる、眼の中心視野領域、眼の周辺領域
、あるいは眼の任意の目標領域を選択することができる。プログラムは、眼の一以上の領
域を決定して、ピンホールを位置決めすることにより、眼の複数の領域に対してテストを
行うことができる。その箇所の数とそれぞれの間のステップサイズに基づいて、プログラ
ムは眼の大部分をテストできるように構成できる。他の実施形態では、代替として、ある
いは組み合わせて、領域をユーザが眼科用デバイスのユーザインターフェースを介して手
動で選択してもよい。
【０４０４】
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　１７０６では、上述したように、選択した領域以外の眼の他のすべての領域を遮蔽する
ことができる。例えば、ローカル処理モジュール（７０）は、操作可能に一以上の機械的
不透明フィルタに結合されてもよい。ローカル処理モジュール（７０）は、指示を実行し
てフィルタをピンホール又は所定の位置にある他の透明領域に位置させる。ローカル処理
モジュール（７０）は、指示を実行してプログラムで選択されていない領域を遮蔽しても
よい。様々な実施形態では、代替的に、又は組み合わせて、ローカル処理モジュール（７
０）は一以上の空間光変調器に操作可能に結合されて、本明細書で説明するように、他の
領域を遮蔽できるようにしてもよい。
【０４０５】
　１７０８において、刺激（例えば、画像、仮ホロプタなど）をユーザに与える。例えば
、眼科用システムは光（３８）をディスプレイデバイス（６２）を介してユーザの眼に投
影して、ユーザに見える画像を生成してもよい。別の実施形態では、画像は、部分的にユ
ーザの前方からディスプレイデバイス（６２）を介してユーザに届く環境光に基づくもの
でもよい。さらに別の実施形態では、画像は、ユーザの前方からの環境光を撮像する外向
きカメラ（例えば、カメラ（１６））によって得られ、ユーザに眼科用デバイスによって
表示される画像でもよい。
【０４０６】
　１７１０では、眼科用システムは、フィードバックメカニズムを介して眼科用デバイス
によってユーザに提示された画像に関するユーザからの入力を受け取る。例えば、ユーザ
は、その画像が見えるかどうか、はっきりしているかどうか、焦点があっているかどうか
、などを示すことができるようにしてもよい。ユーザの入力に基づいて、眼科用システム
は、眼の選択した領域に対応する健康又は状態を判定することができるようにしてもよい
。上述のように、例えば、ユーザの入力が、遮蔽プログラムを実行することにより刺激が
改善された場合、これは、眼の選択した領域外に屈折障害又は白内障があることを示唆し
ている可能性がある。あるいは、ユーザ入力が、遮蔽プログラムを使うことによって刺激
が悪化したことを示している場合、これは、黄斑変性症、又は眼の選択した領域のレンズ
欠陥があることを示唆している可能性がある。何も変化がない場合には、眼のその部分は
正常であるか、あるいは、上述のように、弱視（「レイジーアイ」）である可能性がある
。
【０４０７】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、視力の質に関する入力を提供するように
構成された内側に向いたカメラを備えていてもよい。内向きカメラは、ピンホールオクル
ーダを介して光を眼の中に投影する光源と結合することができる。投影光は、少なくとも
部分的に遮蔽されている網膜が受ける。眼科用システムは、戻る光の予測パターン、例え
ば、健康な眼に基づく正常な戻りパターンを記憶する又は提供されるようにしてもよい。
内側に向いたカメラは、網膜から反射した光のパターンを検出することができ、眼科用シ
ステムは反射した光のパターンを予測した健康なパターンと比較することができる。これ
から、このシステムは、ユーザの入力を必要とせず視力の質を他覚的に判定することがで
きる。例えば、中心窩に入射する瞳孔の中心を通って投影される光は、影響を受けずにま
っすぐ反射されるべきである。しかしながら、眼が屈折障害を持っていると、カメラが検
出する反射パターンは、この障害に基づいて屈折し、異常な反射パターンとなる。
【０４０８】
　いくつかの実施形態では、ユーザからの入力は、その後のアクセス、取得、又は処理の
ため、ローカル処理モジュール（７０）のデジタルメモリに保存してもよい。ユーザの入
力は、デジタルメモリに保存可能な眼の選択した領域に関連付けてもよい。別の実施形態
では、ローカル処理モジュール（７０）はリモート処理モジュール（７２）とリモートデ
ータリポジトリ（７４）に操作可能に結合でき、これにより、入力項目と領域が保存され
、関連付けてもよい。
【０４０９】
　１７１２では、眼科用システムは、他の領域を同様にテストするかを判定する。テスト
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する場合には１７０４～１７１０を繰り返す。例えば、眼科用システムは眼の複数の領域
を横切って走査し、眼の全体表面に関してテストし、入力１７１０を受信する。眼の領域
の数（例えば、各テストの間のステップサイズ）は、どの領域をテストしたか、どの領域
がテスト待ちかを、テストの順番とともにローカル処理モジュール（７０）及び／又はリ
モートデータリポジトリ（７４）のデジタルメモリに保存することができる。例えば、各
領域の光学処方は１７１０で受け取った入力によって決まり、これらの領域は、内向きカ
メラ（例えば、カメラ（２４））による眼の画像に基づいて眼の組織にマッピングしても
よい。領域の数は、例えば、１つ（例えば、中央、周囲、又はその間）、２つ（例えば、
中央と周囲１箇所）、又はそれ以上でもよい。ローカル処理モジュール（７０）はこの情
報を取得して次にどの領域をテストするか、あるいは、テストすべき領域があるかを判定
してもよい。よって、眼科用システムは、眼の複数の領域それぞれに対して１７０４～１
７１０を実行することができる。
【０４１０】
　すべての領域のテストが終わったら、眼科用システムは、１７１４で各領域に対して受
け取った入力を分析して視力の相違があるかどうかを判定する。例えば、眼の各領域に対
する入力は、上記及び本開示全体で説明するように、特定の領域が屈折障害、白内障、黄
斑変性症、中心レンズ障害、弱視などを患っているかを表すことができる。これは、例え
ば、一以上の実施形態において、ユーザについての履歴データ（例えば、眼科用デバイス
によって以前に行ったテストから）を、ユーザの応答と比較することによって行ってもよ
い。これは、ユーザの視力が低下していることを示す場合もある。あるいは、別の実施形
態では、データを標準データもしくは特定の年齢層の個人個人の典型的な応答と比較して
もよい。同様に、このような多くの方法とそれに対応するアルゴリズムを使って受け取っ
たデータを分析することができる。パターン認識を様々な実施形態で使用してもよい。受
信したデータをデジタルメモリ内に保存し、ローカル処理モジュール（７０）は指示を実
行してアルゴリズムを実施し取得したデータを分析してもよい。
【０４１１】
　図１７Ｆは、視力障害を矯正するための例示のプロセスフローを示す。いくつかの実装
形態では、眼科用システムは、ピンホールオクルーダをディスプレイデバイス（６２）に
適用してユーザの視力障害を矯正するように構成されてもよい。例えば、眼の一以上の領
域に屈折障害を有するユーザがピンホールオクルーダを通して地上を見た場合、ユーザの
視力は改善される。別の実装形態では、眼科用デバイスは、ディスプレイデバイスに、複
数のピンホール（例えば、ピンホール眼鏡、細隙眼鏡など）を適用するように構成しても
よい。これは、上記のように少なくとも部分的にフィールドストップ（例えば、外来光線
を遮蔽する）として機能する場合も機能しない場合もある。任意の科学的理論に左右され
ることなく、そのような構成は、眼による画像の焦点を改善することができるようになる
。穴の寸法と数は、例えば、ユーザの視覚的欠陥に基づいて、及び／又は異なる構成又は
別の方法で調整して決定することができる。図１７Ｅは、複数のピンホールオクルーダを
介してみたときの構成を略図で示す。ユーザは、シーン（１７２０）をディスプレイデバ
イス（６２）と複数のピンホール（１７３５ｃ）を有するオクルーダ（１７３０ｃ）を介
して見ることができる。任意の特定の科学的理論にも左右されることなく、場合によって
は、着用者の眼の視力障害と相互作用する光線を抑止することができ、視力を改善させる
こともある。
【０４１２】
　図１７Ｆを参照する。ピンホールオクルーダを使って視力障害（例えば、屈折障害、白
内障、黄斑変性症、中心レンズ障害など）を治療的に矯正するための例示のプロセスフロ
ーについて簡単に説明する。プロセスフロー１７６０は、ユーザの処方に基づいてユーザ
に提示された画像の変更についてのものである。いくつかの実施形態では、図３Ａ～３Ｄ
に関連して説明するような患者装着眼科用デバイスでプロセスフロー１７６０を実施して
もよい。プロセスフロー１７６０は、ローカル処理モジュール（７０）における論理装置
を実行するように構成されたローカル処理モジュール（７０）によって実施することがで
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きる。
【０４１３】
　１７６２において、眼科用システムはユーザの光学処方を判定、取得、又は受信するこ
とができる。上述したように、眼科用デバイスはユーザインターフェースを有し、これに
よって、ユーザは光学処方を入力するか、又は眼科用システムは眼科処方コンフィギュレ
ータプログラムを行って視力障害を判定することができる。例えば、プロセスフロー１７
００は、光学処方を決定するために使用する１つの入力でもよい。例えば、本開示を通し
て説明するように、視力障害を判定する他の方法も可能である。いくつかの実施形態では
、眼科用システムは第三者からの光学処方を受け取るように構成することができる。例え
ば、医師は、ユーザに光学処方を無線（例えば、インターネット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）結合など）で送信し、受信者又は送信者がそれを受け取り、それをローカル処
理モジュール（７２）のデジタルメモリに保存してもよい。
【０４１４】
　別の実施形態では、眼科用システムは、視線追跡システムからのフィードバックに基づ
いて自動的に（又、可能であれば増加的に）ユーザの処方を変更してもよい。上述したよ
うに、システムは、ユーザが物体又は画像を見ることに苦労していると判断できる。例え
ば、上述したように、例えば、本明細書で説明するように、輻輳、瞳孔サイズ、及びレン
ズ形状又は動きを監視することによって測定する際に、ユーザの眼がずれたり、不安定だ
ったり、振動したり、焦点調節を（例えば、不安定又はランダムに）変えたりなどしてい
る場合、ユーザは、その物体を快適に見ることができないことを示唆する場合がある。そ
れに呼応して、システムは、眼の処方コンフィギュレータプログラムを開始することがで
きる。
【０４１５】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは第三者からの光学処方を受け取るように構
成することができる。例えば、医師は、ユーザに光学処方を無線（例えば、インターネッ
ト、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）結合など）で送信し、受信者又は送信者がそれを受
け取り、それをローカル処理モジュール（７０）のデジタルメモリに保存してもよい。
【０４１６】
　１７６４で、眼科用システムは、眼の遮蔽要件を決定する。遮蔽要件とは、ピンホール
の数、ピンホールの配置、又はピンホールのサイズなどのことである。様々な実施形態で
は、遮蔽要件はユーザの光学処方に基づいていてもよい。例えば、いくつかの実施形態で
は、ローカル処理モジュール（７０）は、デジタルメモリから視力の相違と図１７Ｄのス
テップ１７１４からの眼の欠陥領域との間の相関関係を取得することができる。この情報
に基づいて、ローカル処理モジュール（７０）は、一以上のピンホールを作るべき場所と
、これらの相違を矯正するためのピンホールのサイズを決定するための指示を実行しても
よい。
【０４１７】
　１７６６では、眼科用システムは、ユーザの眼及び／又はユーザを取り巻く地上の環境
光からの入力（例えば、リアルタイム情報）を外向きカメラを介して取得することができ
る。眼科用システムは、例えば、これらの入力をリアルタイムで周囲の地上からの環境光
の強度を検出するように構成された一以上のセンサから取り込んでもよい。これらのセン
サは、例えば、センサ組立体（３９）、視線追跡システム、及び／又は外向きカメラ（例
えば、カメラ（１６））を備えていてもよい。これらの入力は、その後の取得又は処理操
作のため、ローカル処理モジュール（７０）のデジタルメモリ内に保存してもよい。
【０４１８】
　別の実施形態では、視線の向きは取得した入力の１例でもよい。視線の向きは、センサ
組立体（３９）及び／又は視線追跡システムで判定してもよい。センサは、ユーザの視線
の向きが以前の向きから変わったかどうかを判定してもよい。例えば、視線追跡システム
は眼の動きを監視することができる。例えば、着用者の頭部が前方下方向に傾いている場
合、及び／又は着用者の眼が下向きに傾いている場合には、着用者は、例えば、本などの
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ような物体を見ている可能性があり、あるいは、近くの物体に典型的に関連付けられた場
所（視野の下の部分）に載置された画像に対応する投影された画像コンテンツを見ている
可能性がある。視線を使って、眼の輻輳、１対の眼の視線をどのように１箇所に収束させ
るか、また、その場所が着用者に対してどれぐらいの距離かを判定してもよい。輻輳を監
視することにより（例えば、図６に説明するように）、ビューアが物体を見ようとする際
の視線の向きを判定することができる。
【０４１９】
　１７６６において、入力の別の例としては、ユーザを取り巻く環境からの環境光でもよ
い。この点では、眼科用システムは、外向きカメラ（例えば、カメラ（１６））を含み、
周囲の環境光の強度を測定してもよい。別の実施形態では、ローカル処理モジュール（７
０）は、光の強度値（例えば、日中に比べて夜は光のレベルが低い）を表す時刻を決定す
るように構成してもよい。
【０４２０】
　１７６８では、眼科用システムは、１７６６で取得した入力に基づいて遮蔽要件を変更
することができる。例えば、ローカル処理モジュール（７０）は、１７６６で保存した一
以上の入力をデジタルメモリから取得して、ピンホールオクルーダのサイズ、形状、及び
配置を調整してもよい。
【０４２１】
　いくつかの実施形態では、外向きカメラが検出した環境光レベルをローカル処理モジュ
ール（７０）で取得し入力として使用し、ディスプレイデバイス（６２）の光学素子の開
口絞りを調整するかどうかを判定してもよい。例えば、眼科用システムが外向きカメラを
使ってユーザの前方で環境光のレベルが低いことを検出した場合には、ローカル処理モジ
ュール（７０）はディスプレイレンズ（１０６）の開口絞りを上げるように指示を行い、
これによって眼科用システムがユーザに投影する光の強度を上げてもよい。逆に、システ
ムがユーザの前方で環境光のレベルが高いことを検出したら、ローカル処理モジュール（
７０）は開口絞りを下げてユーザに投影される光を抑えてもよい。
【０４２２】
　様々な実施形態では、眼科用システムは、周囲の地上からの他の入力に基づいて、ピン
ホールオクルーダの要件（例えば、ピンホールの寸法、形状、配置など）を変更するよう
に構成してもよい。例えば、眼科用デバイスは、ユーザが、例えば、センサ組立体（３９
）、視線追跡システム、又は外向きカメラ（例えば、カメラ（１６））を使って物体を見
ていることを判定するように構成して、上述したように眼の近視野の焦点調節を検出して
もよい。近視野で物体を見ているとき、ユーザは、より高い強度を必要とする場合もあり
、又は見ている物体からの光量をより多く必要とし、周囲の環境からの光量の必要量が少
ない場合もある。ユーザが、眼の中心視野領域にデッドスポット又はウィークスポットを
有している場合、眼科用システムは、中央のピンホールを適用して、見ている物体からの
光のコントラストを上げながら、ユーザの前方の周囲の地上からの周囲の環境光を押さえ
るように構成してもよい。別の実施形態では、遮蔽要件が複数のピンホールを含んでいる
場合には、ピンホールオクルーダは、例えば、ディスプレイデバイスによって眼に投影さ
れた画像コンテンツの周囲の領域をデフォーカスするように構成してもよい。
【０４２３】
　１７７０では、遮蔽特性をユーザの眼に投影する一以上の画像に適用してもよい。いく
つかの実施形態では、デジタルメモリ又はリモートデータリポジトリ（７４）を、画像コ
ンテンツ（例えば、上述のようなＡＲ及び／又はＶＲ画像コンテンツ）を保存するように
構成してもよい。ローカル処理モジュール（７０）は、独立して、もしくはリモート処理
モジュール（７２）と通信して、この画像コンテンツを取得して、ピンホールオクルーダ
を生成し、遮蔽要件に基づいて眼科用システムの前方から眼科用システム及び／又はユー
ザに届く環境光によってユーザに表示された画像を遮蔽するという指示を実行するように
構成してもよい。
【０４２４】
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　１７７２で、遮蔽した画像は、ユーザが画像を快適に見られるようにユーザに投影され
る。例えば、眼科用システムは光（３８）をユーザに投影してユーザの眼に画像を形成し
てもよい。画像は、一以上の空間光変調器のような、未修正画像を遮蔽する物理的又は機
械的なピンホールオクルーダに基づく遮蔽された画像でもよい。別の実施形態では、代替
として、又は組み合わせで、眼科用システムによって生成された２Ｄ画像を、ローカル処
理モジュール（７０）で実行されるソフトウェアに基づいて遮断して画像の一部を見せな
いことによってデジタル的に遮蔽してからディスプレイデバイス（６２）で表示してもよ
い。
【０４２５】
　いくつかの実施形態では、１７７２で眼の処方コンフィギュレータプログラムを開始す
ることによって眼科用システムは動的な視力矯正を実施してもよい。１７７２で、眼科用
システムはブロック１７６２に戻り、ユーザの処方を各インターバルで、いくつかの実施
形態では、ユーザの起動なしに、手動及びインタラクティブに判定するように構成しても
よい。例えば、眼科用システムは、ユーザが快適に見られるかどうかを監視し、ユーザが
彼らに提示された画像を快適に見ることができない場合には、自動的に、可能であれば増
加的に、処方及び／又は視力矯正を調整してもよい。例えば、上述したように、眼科用シ
ステムは、視線追跡システム（例えば、カメラ（２４））を利用して、ユーザが眼の動き
のずれ、不安定、振動、異常、及び／又は無意識な揺らぎ、瞳孔の寸法、輻輳、焦点調節
及び／又は視線方向などに、部分的に基づいて画像を見るために苦労しているかどうかを
判定してもよい。苦労していると判断すると、眼科用システムは眼の処方コンフィギュレ
ーションプログラムを開始して新しい光学処方を判定し、及び／又は視力矯正を調整（例
えば、ピンホールオクルーダの要件を変更）してもよい。いくつかの実施形態では、苦労
していると判定すると、眼科用システムはそのようなユーザに警告し、あるいは、眼科用
システムは本明細書で説明するように、他のタイプのテストを行ってもよい。
【０４２６】
　いくつかの実施形態では、眼科用デバイスが拡張現実頭部装着型ディスプレイシステム
である場合、一方で頭部装着用のディスプレイ及びユーザの前方に位置する物体を撮像し
ながら、ピンホールの遮蔽を着用者に提供する画像に適用する。例えば、眼科用システム
が提供するＡＲ画像コンテンツは、環境光と結合した状態で遮蔽及び投影してもよい。い
くつかの実施形態では、ＡＲ画像コンテンツは、レンズ（１０６）を介して外の地上から
届いた環境光を含んでいてもよい。そして、そのような環境光はまた遮蔽されて、レンズ
（１０６）を介して外側の地上を見ている着用者に対し、光学的補償を提供してもよい。
別の実施形態では、ユーザの前方の地上に対して不透明であるＶＲ頭部装着型ディスプレ
イシステムの場合、遮蔽した画像を、眼科用システム及びその中のディスプレイが提供す
るＶＲ画像の一以上の領域を遮蔽して、例えば、ＶＲ画像コンテンツを可視化して表して
もよい。
　初期のＷ４ＬＴテスト（Initial W4LT Test）
【０４２７】
　本明細書で説明する眼科用システムを介して行うことができる別のテストは、ワース４
灯テスト（Worth Four Light Test）又はワース４ドットテスト（Worth Four Dot Test）
（以降、Ｗ４ＬＴとも呼ぶ）でもよい。Ｗ４ＬＴは、患者の両眼視（binocular vision）
と両眼単一視（binocular single vision）の程度を評価する。両眼視はそれぞれの眼に
同時に投影されている画像を前方の視野で１つの画像にすることを含む。Ｗ４ＬＴは右又
は左の眼の抑制（suppression）を検出することができる。抑制は、両眼視をしている間
に脳がいずれかの眼で受け取った情報を処理しないときに起きる。これは、斜視、弱視（
上述した）及び不等像視（それぞれの眼がある画像を別のサイズで知覚する）に対して共
通に適応する。
【０４２８】
　伝統的に、Ｗ４ＬＴテストでは、患者は赤と緑のゴーグル（通常は赤いレンズを右眼、
緑のレンズを左眼に）を装着する。テストは、患者の近くで、又は患者から離れて行い、
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ともに患者の視力に対して異なる評価を行う。離れて行った場合、Ｗ４ＬＴ機器は、４つ
の光がダイヤモンド型に配置された壁かけ型ボックスで、赤色の光が上、２つの緑色の光
が両側、そして白色の光が底になるように並んでいる。近距離で行う場合は、同じ構成の
光が、懐中電灯に類似した手持ち式機器に配置されている。
【０４２９】
　赤いフィルターは緑の光を遮断し、緑のフィルターは赤い光を遮断するので、患者が両
眼を同時に調和をとって使っているかどうかを判定することができる。両眼を開いて、正
常に両眼視ができる患者は４つの光を知覚する。患者が片方の眼を閉じるか、又は抑制す
ると、２つ又は３つの光が見える。患者が両眼の画像を融合しない場合には、５つの光が
見える（複視、一般的に二重視として知られる）。
【０４３０】
　眼科用システムは、それぞれの眼に離れた位置で収束する、独立した画像を提示するこ
とによる近視野眼鏡で深度手掛かりを提供することによってＷ４ＬＴテストを行うように
プログラムを組む。これらの画像は、Ｗ４ＬＴテストに類似した色つきのドットでもよく
、あるいは、他の適した対の画像でもよい。例えば、対の画像は、着色ドット、着色記号
、偏光画像、着色機能、偏光機能、着色アイコン、偏光アイコン、着色物、偏光物又は同
種のものを含んでいてもよい。ユーザの応答を記録し、分析してユーザが視力障害を有し
ているかを判定する。結果は、臨床医や患者に報告してもよい。
【０４３１】
　いくつかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスを眼科用システムとして使用し
て、着用者の右眼と左眼に左右個々の画像を投影することによって視力テストを行っても
よい。この視力テストはＷ４ＬＴ又は他の類似した視力テストプログラムでもよい。眼科
用デバイスは視力テストの結果を利用して視力障害を識別することができる。例えば、眼
科用デバイスは、視力テストの結果を利用して、着用者の両眼視と両眼単一視の程度（例
えば、装着者が複視又は二重視を患っているかどうか）を評価する。別の例として、眼科
用デバイスは、視力テストの結果を利用して、着用者の左右いずれかの眼の抑制を判定し
てもよい。拡張現実デバイスは、左右の眼に異なる画像を提示し、画像が提示されたとき
に着用者が何を知覚したかに関連するユーザの入力を受け取り、受信したユーザの入力に
基づいて視力障害を判定する。拡張現実デバイスは、左右の眼に異なる画像を提示し、画
像が提示されたときに着用者が何を知覚したかを自動的に評価し、自動評価に基づいて視
力障害を判定する。このようなシステムを使って着用者の眼をテスト及び／又は処置する
ことができるが、これは典型的には医師又は臨床医の診療所で行われることは理解できよ
う。一以上の実施形態では、患者の個々の眼科用システムは、できれば、医師の監督の下
で使用でき、あるいは、医師の診療所は、テスト及び／又は治療を行うために使用できる
自身の眼科用システムを有している場合もある。いくつかの実施形態では、眼鏡を用いて
定期的に（又は非定期的に）テストを、一日又は数日、数ヶ月、数年で複数回行い、結果
を記録する。いくつかの実施形態では、眼鏡は、着用者にテストを行うのに適した時期で
あることを警告する。このシステムは、テスト結果の変化の履歴を監視することができる
ので、視力の低下又は他の健康の問題などのようないかなる問題も識別することができる
。
【０４３２】
　着用可能な拡張現実デバイスは、画像を着用者の左右の眼それぞれに投影するように構
成された拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む。図５を参照して、本明細書でさ
らに詳しく説明するように、ディスプレイプラットフォームは、ディスプレイレンズ１０
６と類似した構成である。ディスプレイプラットフォームは、着用者の左右の眼に対する
、左右の表示それぞれを含むことができる。いくつかの実装形態では、ディスプレイプラ
ットフォームは眼鏡を超え、ディスプレイプラットフォーム（例えば、レンズ及び／又は
その前方に適応光学素子を設置）を通って光を地上又は環境を通し、着用者の眼に届ける
。このようにして、着用者は、ディスプレイプラットフォームで投影される画像に、着用
者が地上で見えるものを重ねて見ることができる。
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【０４３３】
　いくつかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは、上記のディスプレイプラッ
トフォームと、光を着用者の眼に投影するように構成した少なくとも１つの光源を含む。
少なくとも１つの光源は、光を着用者の眼の中に投影して眼の中に画像を形成するように
構成してもよい。いくつかの実施形態では、本明細書の他の箇所でさらに詳しく説明する
ように、少なくとも１つの光源はファイバ走査型ディスプレイを含む。適応光学系、例え
ば、可変焦点光学素子と連動するファイバ走査型ディスプレイは、一以上の深度面からの
光を表示又は伝達する、及び／又は深度面を変更するように構成してもよい。いくつかの
実施形態では、画像を離れた深度面（例えば、着用者から約６ｍ）及び／又は近い深度面
（例えば、装着者から約０．３３ｍ）から投影することによってテストを行ってもよい。
【０４３４】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイプラットフォームは、本明細書の他の箇所でさ
らに詳しく説明するように、導波路積層体を有する。導波路積層体は光を異なる焦点面か
ら投影するように構成してもよい。いくつかの実装形態では、本明細書の他の箇所でさら
に詳しく説明するように、導波路積層体は、一以上のレンズを積層形態で有する。導波路
積層体は一以上の深度面から画像を表示又は伝達するように構成してもよい。いくつかの
実施形態では、ディスプレイプラットフォームは異なる深度面から光又は画像を投影する
ように構成された適応光学素子を含む。いくつかの実装形態では、本明細書の他の箇所で
さらに詳しく説明するように、適応光学素子は焦点可変素子（ＶＦＥ）を含む。
【０４３５】
　着用可能な拡張現実デバイスは、着用者又は他の人がデバイスに入力できるように構成
された一以上のユーザインターフェース機能を有していてもよい。ユーザインターフェー
ス機能はデバイスと一体化してもよい。いくつかの実装形態では、ユーザインターフェー
ス機能は、装置と物理的には一体化されていないデバイスや要素によって提供される。例
えば、ユーザインターフェース機能は装置と通信するデバイス又はシステムによって提供
することができる。これは、デバイスと有線又は無線の通信を行うスマートフォン、コン
ピュータ、タブレット、又は他の演算装置でもよい。いくつかの実施形態では、例えば、
有線又は無線通信ネットワーク又は、物理的にデバイスにリンクされた又はデバイスと一
体化された要素を介してユーザインターフェース機能とは異なるデバイスやデバイスにリ
ンクされたシステムと組み合わせて提供してもよい。様々な実施形態では、ユーザインタ
ーフェースは音声認識又は仮想タッチ表示を含む。ユーザインターフェース機能をタッチ
スクリーンを有するデバイス上に提供することにより、タッチスクリーンとの相互作用が
着用可能な拡張現実デバイスに入力を提供することができるようにしてもよい。したがっ
て、ユーザインターフェース機能は、接触に敏感な容量性機能、キーボード、ボタン、マ
イク、カメラ、モーションセンサ、光検出器、又はグラフィカルユーザインターフェース
によって提供される様々なソフトウェアで実行する機能を含んでいてもよい。いくつかの
実施形態では、ユーザインターフェースは、着用者が入力を提供するために行うジェスチ
ャを取り込むように構成された一以上の機能又はセンサを含む。様々な実施形態では、仮
想タッチスクリーンが、ユーザの眼とセンサに投影された画像を介して提供され、ユーザ
が体、例えば、指を動かすのを感知する。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェ
ース機能は、着用者がジェスチャを通じてユーザ入力を提供できるようなジェスチャ検出
要素を含む。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェース機能は、視線検出要素を
含み、着用者が眼の視線を通してユーザ入力を提供できる（例えば、これには、着用者が
ボタンを固視しながらボタン又は他の素子を選択すること、もしくは着用者がボタンを固
視するときに瞬きをするなどを含んでいてもよい）。このようなユーザインターフェース
システムは、本明細書で説明する他のデバイス及びシステムに採用できる。
【０４３６】
　いくつかの実装形態では、着用者、臨床医又は医師は、インターフェース機能を使って
Ｗ４ＬＴの制御関連を制御することができる。これは、例えば、投影した画像の深度面を
変化させ、投影した画像の特徴を変更し、あるいは、両眼視のテストを構成するために行
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えばよい。
【０４３７】
　図１８は、着用者の両眼単一視の程度を評価するためのワース４灯テスト又はワース４
ドットテストを実施する方法１８００の例を示す図である。説明を容易にするため、方法
１８００は本明細書で説明する任意の拡張現実デバイスのような眼科用システムで行われ
ていると仮定する。しかし、本明細書で開示する様々な拡張現実デバイス又は他の類似の
デバイス要素又は部品を使って、方法１８００の任意の工程、工程の組み合わせ、又はそ
の一部を行うことができることは理解できよう。
【０４３８】
　ブロック１８０２において、眼科用デバイスはＷ４ＬＴプログラムを開始する。Ｗ４Ｌ
Ｔプログラムは、保存したプロセスでも、眼科用システムが提供する一連の機能でもよい
。Ｗ４ＬＴプログラムを開始することは、投影した画像の開始する深度面又は深度面のシ
ーケンスを、判定する又は取得することである。いくつかの実装形態では、Ｗ４ＬＴプロ
グラムは着用者の眼の眼球異常についての情報を組み込むことができる。眼球異常につい
ての情報は着用者又は臨床医が前の眼のテストプログラムで判定された、又はデータスト
ア（例えば、眼科用システムの一部のデータストア又はネットワークデータストア）から
取得したものを入力する。Ｗ４ＬＴプログラムを開始することは、着用者に投影する画像
又は潜在的な画像のシーケンスを判定することを含んでいてもよい。Ｗ４ＬＴプログラム
を開始することには、臨床医又は医師が眼の検査を実行するかどうか、又は検査を着用者
が自分で行うかどうかを判断することを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、眼
科用システムは、着用者又は臨床医から取得した入力に呼応してＷ４ＬＴプログラムを開
始する。場合によっては、システムは、所定のプロトコルに基づいて、あるいはシステム
が視力の衰えを感知したために、Ｗ４ＬＴテストを開始する。
【０４３９】
　ブロック１８０４では、眼科用システムは仮想画像を片方の眼（例えば、着色ドットの
組を右の眼に）に提示して、ブロック１８０６では眼科用システムが別の仮想画像を他方
の眼に（例えば、補足の着色ドットの組を左の眼に）提示する。例えば、眼科用システム
は左の画像を左の眼に、左のディスプレイを使って投影し、右の画像を右の眼に右のディ
スプレイを使って投影できる。右の画像と左の画像は、同時に存在する（例えば、正常な
両眼単一視を有する人が見た場合に揃う）要素を含んでいてもよい。右の画像と左の画像
は、固有であり、ずれて配置される（例えば、正常な両眼単一視を有する人が別の場所に
いるように感じられる）要素を含んでいてもよい。右の画像と左の画像は着色ドット、着
色機能、着色物体、着色アイコン、又は他の類似した要素を含むことができる。同様に、
右のディスプレイと左のディスプレイは偏光画像（例えば、ドット、機能、物体、アイコ
ンなど）を投影することができるように構成してもよい。眼科用システムは独立した画像
を、着用者のそれぞれの眼に投影し、独立した画像が、両眼単一視、複視、及び／又は片
眼を抑制している人々にとって、異なって、そしてはっきりと見えるように構成すること
もできる。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、着用者の個々の眼に独立した画
像を投影し、画像が異なる深度面に投影されるように構成してもよい。
【０４４０】
　ブロック１８０８では、システムはユーザから本明細書で説明するようなユーザインタ
ーフェースのようなある種のユーザインターフェースを介して両画像の輻輳に関する入力
を受け取ってもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは着用者が選択できる多
くの選択肢を提供するように構成してもよい。選択肢は、正常な視力を有する、又は視力
障害を有する人たちが投影した画像を見た結果に対応する異なる画像に対応するものでも
よい。例えば、着用者に提供された画像がＷ４ＬＴの４ドットに闘争する場合、画像は、
着用者にとって、その健康状態、すなわち、眼や光の光路の健康状態によって、４つのド
ット、５つのドット、３つのドット、２つのドットなどに見える。眼科用システムは、提
示された画像のうちのどれが、着用者が投影した画像を見たときに知覚するものに対応す
るかを表すユーザの入力を受け取ることができる。いくつかの実施形態では、眼科用シス
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テムは着用者が知覚したものを表す着用者からの他の指標を受け取ることができる。指標
は、着用者が知覚した画像に対応する単語、色、数、寸法、場所などを含んでいてもよい
。
【０４４１】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは両画像の輻輳を他覚的に判定するように構
成する。例えば、システムは、網膜に投影された画像を監視するように構成してもよい。
網膜に投影された画像を比較することによって、システムは、それらを一致させ、それら
画像が網膜の同じ部分に整列しているかどうかを判定するように構成してもよい。画像が
整列している場合には、システムは、着用者が正常で正しい視力を持っていると自動的に
、判定する。画像が整列していない場合には、システムは、着用者が二重視であると自動
的に判定する。いくつかの実装形態では、システムは、着用者の眼の画像の位置合わせを
監視するように構成されている。システムが、画像が整列していないと判定した場合には
、システムは警告を発し、眼のテストを開始する。
【０４４２】
　ブロック１８１０では、眼科用システムは、受信した入力を分析し、ユーザの視力障害
を識別する。いくつかの実施形態では、眼科用システムは両眼視又は両眼単一視の程度を
識別するように構成されている。いくつかの実施形態では、眼科用システムは複視、内斜
視、外斜視、下斜視、上斜視などの程度を識別するように構成されている。いくつかの実
施形態では、眼科用システムは右又は左の眼の抑制を識別するように構成されている。眼
科用システムは受け取った入力を投影した画像と比較して視力障害を判定するように構成
してもよい。眼科用システムは着用者の網膜上の画像の整列を比較し、自動的に視力障害
を判定するように構成できる。眼科用システムは受け取った入力を投影した画像の深度面
情報と比較して視力障害を判定するように構成してもよい。
【０４４３】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、システムが、着用者が焦点を合わせるの
に苦労している、あるいは視力の問題を抱えていると判定したら、テストを開始し、ブロ
ック１８１０から１８０２に戻るように構成してもよい。これは、１８１０～１８０２ま
での点線で表されている。
【０４４４】
　様々な実施形態では、気が散らないように、拡張現実デバイスを通した着用者の眼の前
の地上の視野は、遮蔽されているか、あるいは検査中は見えない。これは、例えば、必須
ではないが、着用者に画像が提供されているときなどである。いくつかの実施形態では、
レンズの前方の外の地上からの環境光が眼に入らないように遮断するため、システムは、
変化する光の量を遮断するように切替可能な液晶アレイのような一以上の空間光変調器を
含んでいてもよい。
【０４４５】
　システムは拡張現実デバイスとして説明してきたが、別の実施形態では、このシステム
は、仮想現実デバイスでもよい。いずれの場合も、この眼科用システムは、医療施設又は
検眼医の診療所その他でのテストのために医師又は臨床医が提供するデバイスでもよい。
他の実施形態では、この眼科用システムは、着用者に属していてもよく、またエンターテ
インメント（例えば、ゲームや映画）及び／又は作業活動などのような他の目的のために
採用されてもよい。上記のように、着用者のシステムで検査を行う利点の１つは、検査は
、一年を通して複数回（少なくとも、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、１８
、２４、又はそれ以上の回数）、便宜的に行うことができる。システムは、前のテストに
関する履歴データを記録して、時間と共にデータの変化を評価することができる。いくつ
かの実施形態では、検査の頻度やスケジュールは、結果及び／又はテスト結果の傾向に基
づいて変更することができる。例えば、テスト結果が、視力障害が進行している、あるい
は着用者が画像の焦点を合わせるのに以前より苦労している（例えば、焦点調節の揺らぎ
、輻輳のゆらぎ、片方の眼の斜視など）ことを示していれば、処置の頻度やスケジュール
を変更して処置の頻度や増加及び／又は処置の間隔を短くするなどを行ってもよい。同様
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にして、医療専門家、例えば、検眼医、眼科医、看護士、技師、医療アシスタントなどに
関わらず検査を行うことができる。
　検影法（Retinoscopy）
【０４４６】
　本明細書で説明する着用可能な拡張現実（又は仮想現実）デバイスを眼科用システムと
して使って検影器として機能させ、着用者又は患者の視力障害を判定してもよい。特に、
検影器として操作すると、拡張（又は仮想）現実デバイスを使って近視、遠視、乱視、及
び／又は他の視力障害を検出することができる。拡張（又は仮想）現実デバイスは、中和
（neutralization）などのような検影法技術を使うことによって、例えば、患者の眼の屈
折障害を判定するように構成してもよい。中和は、眼を横切って掃引する光線又はスポッ
トが網膜に像を形成し、網膜を横切る動きを実質的に停止させるまで眼の前方の屈折力を
調節することを含む。拡張（又は仮想）現実機器は、中和が達成されるまで異なる光学矯
正を行って光線を提供するように構成してもよい。よって、拡張（又は仮想）現実デバイ
スは、識別された視力障害を矯正する光学処方を判定するように構成することができる。
このようなデバイスを使って、眼の検査を行い、この検査は典型的には医師又は臨床医の
診療所又は着用者の自宅で自動的に行ってもよいことは理解できよう。一以上の実施形態
では、患者の個々の眼科用システムは、できれば、医師の監督の下で使用でき、あるいは
、医師の診療所は、診断目的で使用できる自身の眼科用システムを有している場合もある
。様々な実施形態では、この拡張（又は仮想）現実デバイスは、本明細書に開示されたデ
バイスと同様に構成することができる。
【０４４７】
　いくつかの実施形態では、着用可能な拡張（又は仮想）現実デバイスを使って検影法を
行い、着用者の眼を横切って掃引する光を使って視力障害を識別してもよい。検影法を実
行するように構成できるデバイスの例を本明細書で説明しているが、例えば、非限定的に
図５、１０Ｄ、１０Ｅ、２２Ａ、及び２２Ｃを参照しながら説明するデバイスが含まれる
。着用可能な拡張（又は仮想）現実デバイスは、光線を着用者の左右の眼それぞれに光線
を投影するように構成された拡張現実ディスプレイプラットフォームを含む。ディスプレ
イプラットフォームは、図５を参照して、本明細書で説明するように、ディスプレイレン
ズ１０６、又は本明細書で説明する他のディスプレイシステム又はプラットフォーム（例
えば、それぞれが本明細書で図５、２０Ａ、２２Ａ、２３Ｂ、２４Ａ、２４Ｃを参照しな
がら説明するディスプレイシステム６２、２０６２、２２６２、２３６２、２４６２、２
６６２、及び／又は図１４に示すディスプレイプラットフォーム１４０２）と類似した構
成とすることができる。いくつかの実装形態では、拡張現実デバイスのように、ディスプ
レイプラットフォームは、ディスプレイプラットフォーム（例えば、その前方のレンズ）
を通って光を地上又は環境を通し、着用者の眼に届ける。このようにして、着用者は、着
用者の前方の地上で物体を見ることができ、例えば、検影試験のタイプによって、潜在的
に遠方又は近くの物体を、固視することができる。眼の中に投影される光線の焦点は変化
させることができ、そうでない場合には光学矯正を提供することができる。このように、
着用可能な拡張現実デバイスは、着用者の眼の屈折障害に対処する検影法を実行するよう
に構成することができる。
【０４４８】
　いくつかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは、上述したディスプレイプラ
ットフォームと、光を着用者の眼に投影するように構成した少なくとも１つの光源を含む
。この目的に適した例示の光源については、図２２Ａを参照して本明細書で説明する光源
２２６８及び／又は図２２Ｃを参照して本明細書で説明する光源など、本明細書でさらに
詳しく説明する。この光源は、導波路を含んでいてもよく、ディスプレイ光源や、画像を
着用者の眼に投影して拡張現実又は仮想現実コンテンツを提供するために採用した対応す
る導波路（例えば、導波路積層体）を拡張してもよい。検影法に使用する少なくとも１つ
の光源は、着用者の眼を横切って掃引する光線を提供するように構成してもよい。いくつ
かの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスも網膜から反射した光を着用者の眼を横
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切って掃引する少なくとも１つの光源からの光線に呼応して測定するように構成したセン
サも含む。様々な実施形態では、センサが眼を撮像する。このセンサは、視線追跡センサ
あるいは眼に向かうように、例えば、眼を撮像するように構成された他の内向き光学セン
サ又はカメラを備えていてもよい。着用可能な拡張現実デバイスは、着用者の眼の屈折障
害に対処する検影法を実施するように構成することができる。例えば、拡張現実デバイス
は、光線で着用者の眼を一以上の方向に横切って掃引し、着用者の眼の背後（例えば、網
膜、眼底など）からの反射を検出、測定、又は撮像し、反射の監視と測定を通して視力障
害を判定するように構成してもよい。光学矯正は、光線に導入でき、反射は、そのような
光学矯正が着用者の屈折障害を充分に相殺することができるかどうかを判定するために観
察することができる。
【０４４９】
　少なくとも１つの光源は、拡張現実デバイスの着用者の眼を横切ってまたはその周り移
動する光線を提供するように構成してもよい。いくつかの実装形態では、少なくとも１つ
の光源が、眼を横切る比較的狭い光線又は光の帯を提供する。光線は、その光路の方向に
直交した方向に細長い断面を有していてもよい。この断面は、１方向に、それに垂直な方
向より長い。よって、光線は、いくつかの実施形態では帯状である。少なくとも１つの光
源が提供する光は一以上の方向に移動するように構成してもよい。少なくとも１つの光源
によって提供された光は、比較的狭い光線又は光の帯であり、光線又は光の帯の方向は変
更可能である。よって、少なくとも１つの光源は、近視、遠視、乱視、色素、加齢性黄斑
変性症、及び他の視力障害を識別するのに使用することができる光を提供するように構成
することができる。
【０４５０】
　センサは、拡張現実デバイスの着用者の眼の背後又は網膜から反射した光（例えば、検
影法反射、ｒｅｔ反射、又は反射）を感知し、及び様々な実施形態で眼の画像を形成する
ように構成してもよい。したがって、センサは、イメージセンサ又はカメラ、一以上の光
検出器、あるいは光や、恐らくは眼の画像を検出するとそれに呼応して信号を発信できる
他のデバイスでもよい。いくつかの実施形態では、センサは、優先的に着用者の眼からの
反射を通し（例えば、反射に予測される波長の帯域を通過させるように構成したバンドパ
スフィルタ）、他の波長帯の光を優先的に遮断するように調節された一以上のフィルタを
含んでいてもよい。フィルタは、物理的フィルタ及び／又は信号又は画像処理ソフトウェ
アを適用したフィルタでよい。
【０４５１】
　少なくとも１つの光源とセンサ（例えば、カメラ）は、少なくとも１つの光源から提供
される光の特徴、方向、方位及び／又は位置についての情報を処理し、センサが検出した
光の特徴、方向、方位、及び／又は位置についての情報を処理するように構成された制御
システムに結合できる。この情報から、制御システムは、着用者の眼の一以上の視力障害
を判定するように構成することができる。いくつかの実施形態では、制御システムは、少
なくとも部分的にセンサが検出した光の分析に基づいて、少なくとも１つの光源によって
提供された光を変更（例えば、方向、方位、並びに光線に与えた光学補正など）するよう
に構成してもよい。いくつかの実施形態では、制御システムは、予め定義したルーチンを
実行して視力障害を判定するように構成する。いくつかの実施形態では、制御システムは
、検影法のルーチンをルーチン中の任意の時点でセンサが検出した光の分析の結果に基づ
いて適応させてもよい。
【０４５２】
　拡張現実システムは、画像を着用者に投射するように構成してもよい。本明細書で説明
するように、拡張現実システムは、異なる深度面、遠近両方に対応して着用者に画像を提
供してもよい。したがって、着用者は、遠く及び近くの物体をシミュレートした画像を見
ながらディスプレイを固視することができる。このようにして、着用者は、弛緩した焦点
調節、あるいは、テストによる焦点調節を示すことができる。
【０４５３】



(170) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

　よって、拡張現実システムは、静的及び／又は動的検影法を提供するように構成するこ
とができる。静的検影法の場合、例えば、拡張現実デバイスは、着用者が弛緩した焦点調
節を行っているときに屈折障害を判定するように構成してもよい。動的検影法の場合、例
えば、拡張現実デバイスは、着用者が異なる距離で焦点調節を行っている間に検影法を行
うように構成することができる。検影法を実施しながら着用者が焦点を合わせる仮想画像
又は物体を提供することによって達成できる。眼の焦点調節を、本明細書で説明する方法
とシステムを通して追跡しながら画像又は物体までの距離を変更することができる。画像
までの距離は、例えば、本明細書で説明するように、ディスプレイデバイスの深度面を変
更することによって変更できる。例えば、光が投影されて画像を形成する導波路積層体を
伴うレンズは、特定の焦点距離とそれに関連付けられた深度面を提供する屈折力を有して
いてもよい。本明細書では、この構成についての例示の非限定的な例を、図１０Ｄ及び１
０Ｅを参照した導波路積層体とレンズの説明で示す。よって、眼から深度面までの距離を
知ることができる。場合によっては、このようなレンズ又は光線を投影する光学素子は、
例えば、電気信号を加えることによる選択又は調整が可能な可変屈折力を有している。し
たがって、このような場合には深度面を好みに応じて変更したり、調整したりすることが
できる。あるいは、又はさらに、本明細書で説明するように、着用者の前方の地上に、拡
張現実デバイスのディスプレイプラットフォームを通して見ることができる着用者の視野
の範囲内で実際の物体を置くことによって、物体までの距離を変更することもできる。こ
れらの方法のいずれを使っても、例えば、着用者の焦点調節反応を判定し、目標物の距離
を変更することができる。また、これらの方法を使って、例えば、眼の近点を判定しても
よい。これは、とりわけ、眼の遠点を決める静的検影法と比較することができる。
【０４５４】
　いくつかの実施形態では、本明細書で説明するように少なくとも１つの光源はファイバ
走査型ディスプレイを含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの光源はファイバ
走査型ディスプレイと光生成源を含む。ファイバ走査型ディスプレイは、光線を投影でき
る異なる深度面を提供するように構成することができる。よって、ファイバ走査装置は、
異なる量の球体を提供することにより、着用者にとって適した光学補正を判定することが
できる。様々な実施形態では、ファイバ走査型ディスプレイは、着用者の眼に向かって光
を送る又は送信することができるように、また、眼から反射した光を集光又は受光するこ
とができるように構成してもよい。ファイバ走査型ディスプレイは、光を着用者の眼を横
切って又は周りを掃引、又は移動するように構成してもよい。ファイバ走査型ディスプレ
イは、一以上の深度面から光を表示又は送信するように構成してもよい。いくつかの実装
形態では、ファイバ走査型ディスプレイは、一以上のファイバを有して光を生成又は分配
、及び着用者の眼から反射した光を受けることができるように構成してもよい。様々な実
装形態では、ファイバ走査型ディスプレイの一以上のファイバは、光を生成又は分配する
ように構成されているととともに、一以上の異なるファイバは、着用者の眼から反射した
光を受けることができるように構成されている。ファイバ走査型ディスプレイは、いくつ
かの実施形態では、マルチモードファイバを含んでいてもよい。この例として、図２８Ｂ
に示すマルチコアファイバ３６２を参照しながら本明細書に説明する。
【０４５５】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイプラットフォームは、本明細書の上記又は他の
箇所で説明するように、導波路積層体を有する。導波路積層体は、光を異なる焦点面から
投影するように構成してもよい。いくつかの実装形態では、本明細書で説明するように、
導波路積層体は、一以上の屈折力を有するレンズ又は他の要素（例えば、反射、回折など
）を積層形態で有する。
【０４５６】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイプラットフォームは、着用者の眼の異なる又は
目標部分に光を投影するように構成した適応光学素子を含む。いくつかの実装形態では、
本明細書の上記又は他の箇所で説明するように、適応光学素子は焦点可変素子（ＶＦＥ）
を含む。図１０Ｂ、１０Ｃ及び／又は１０Ｅを参照して、その例示の非限定的例を本明細
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書に説明する。いくつかの実施形態では、焦点可変素子は、薄膜ミラーを含む。薄膜ミラ
ーは、ミラー上に一以上の電極と、一以上の電極を制御して薄膜ミラーの形状を変更する
ように構成された制御システムを含んでいてもよい。他のタイプの適応光学系及びＶＦＥ
を採用してもよい。適応光学系又はＶＦＥは、検影法を使用した中和を介してテスト可能
な球の異なる量及び方向、及び／又は円筒（及び軸線）のような光学補正を提供できる。
【０４５７】
　いくつかの実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは、ディスプレイプラットフォ
ームの一部であるカメラを含む。カメラは、異なる深度面を提供する導波路に結合しても
よい。したがって、いくつかの実装形態では、眼科用システムは、光を第１の深度面から
投影して第１とは異なる第２の深度面での反射を測定するように構成してもよい。図２２
Ｃを参照して、画像取得システムの例示の非限定的例を本明細書に説明する。
【０４５８】
　着用可能な拡張現実デバイスは、着用者又は他の人が装置に入力できるように構成した
一以上のユーザインターフェース機能を有していてもよい。ユーザインターフェース機能
は装置と一体化してもよい。いくつかの実装形態では、ユーザインターフェース機能は、
装置と物理的には一体化されていないデバイスや要素によって提供される。例えば、ユー
ザインターフェース機能は、装置と通信できないデバイス又はシステムによって提供する
ことができる。これは、デバイスと有線又は無線の通信を行うスマートフォン、コンピュ
ータ、タブレット、又は他の演算装置でもよい。いくつかの実施形態では、例えば、有線
又は無線ネットワーク又は物理的にデバイスにリンクされた又はデバイスと一体化された
要素を介して、ユーザインターフェース機能は異なるデバイスやシステムと組み合わせて
提供してもよい。ユーザインターフェース機能をタッチスクリーンを有するデバイス上に
提供することにより、タッチスクリーンとの相互作用が着用可能な拡張現実デバイスに入
力を提供することができるようにしてもよい。音声認識システム並びに仮想タッチ機能を
さらに、あるいは代替として含んでいてもよい。したがって、ユーザインターフェース機
能は、接触に敏感な容量性機能、キーボード、ボタン、マイク、光検出器、又は着用者に
よる指示などのジェスチャを対益するためのカメラまたは追跡センサ又はグラフィカルユ
ーザインターフェースによって提供される様々なソフトウェア実行機能を含んでいてもよ
い。様々な実施形態では、バーチャルタッチスクリーンが、ユーザの眼とセンサに投影さ
れた画像を介して提供され、ユーザが体、例えば、指を動かすのを感知する。いくつかの
実施形態では、ユーザインターフェース機能は、着用者がジェスチャを通じてユーザ入力
を提供できるようなジェスチャ検出要素を含む。いくつかの実施形態では、ユーザインタ
ーフェース機能は、視線検出要素を含み、着用者が眼の視線を通してユーザ入力を提供で
きる（例えば、これには、着用者がボタンをしばらくの間固視しながら他の素子を選択す
ること、もしくは着用者がボタンを固視するときに瞬きをするなどを含んでいてもよい）
。このようなユーザインターフェースシステムは、本明細書に説明する他のデバイス及び
システムに採用できる。
【０４５９】
　いくつかの実装形態では、着用者、臨床医、又は医師は、インターフェースを使って検
影試験の制御面を制御することができる。これは、例えば、提供される画像又は光、及び
／又は光又は画像を投影する深度面の特徴を変更するために行ってもよい。これを使って
、着用者に提供される光及び光学補正を変更して、着用者に対する適した光学処方を判定
してもよい。
【０４６０】
　いくつかの実施形態では、眼科用デバイス（例えば、拡張又は仮想現実デバイス）は、
静的及び動的検影法の両方を提供するように構成してもよい。画像の焦点は、眼科用デバ
イスの適応光学素子（例えば、ＶＦＥ）を介して動的に変更できるので、両方のタイプの
検影法を同じデバイスで行うことができる。眼科用デバイスは、網膜への静的又は軌跡光
路を提供してもよいことは理解できよう。これは、ＦＳＤ（ファイバ走査型ディスプレイ
）のような光源又は眼科用デバイスの光生成源によって投影される光線でもよい。いくつ
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かの実装形態では、眼科用デバイスは、光を網膜を横切って掃引する、あるいは、光を網
膜上で移動させるように構成された追加の要素を含んでいてもよい。拡張現実デバイスを
使って検影法を行い、屈折障害を他覚的に判定することができ、患者からの主観的フィー
ドバックを使って屈折障害を判定する他の機器に比べて有利である。
【０４６１】
　静的検影法を提供するため、着用者の眼の焦点調節が弛緩しているときに拡張現実デバ
イスを使用する。これは、例えば、毛様体筋麻痺点眼薬を着用者の眼に使用することによ
って達成できる。光スポット又は光線を設け、着用者の眼を横切って移動させることがで
きる。レンズ及び／又は屈折補正、又は波面の形状を変更できる他の要素を適用して視力
障害を中和又は矯正することができる。反射、回折、及び／又は屈折を含む適応光学系又
はＶＦＥを採用してもよい。いくつかの実施形態では、静的検影法として操作する際、固
視に使用するビューのために拡張現実デバイスによって提供された画像を、遠く、例えば
、事実上無限遠である深度面から提供することができる。いくつかの実施形態では、静的
検影法として操作する際、拡張現実デバイスによって提供される眼を横切って掃引する光
は、静的深度面から提供することができる。仮想画像を投影する深度面は、無限と約０．
１ｍの間に置くことができる。いくつかの実装形態では、拡張現実デバイスは、点眼薬を
送達するためのスプレイ又は他の送達デバイス、又は瞳孔を開く、及び／又は着用者の眼
の焦点調節を弛緩させるのに使用するスプレイを含む。例えば、拡張現実デバイスは、毛
様体筋麻痺点眼薬を着用者の眼に噴霧するように構成してもよい。
【０４６２】
　動的検影法を提供するため、着用者の眼が焦点調節をできる場合には拡張現実デバイス
を使ってもよい。画像は着用者に表示してもよく、あるいは着用者が固視するために物体
を提供してもよい。画像又は物体の距離は、焦点調節を誘引するように変更してもよい。
いくつかの実施形態では、着用者の眼の焦点調節は監視及び／又は測定することができる
。この技術を使って、焦点調節の遅れや進みを測定できる。
【０４６３】
　本明細書に説明する拡張現実デバイスは、静的検影法と動的検影法の間の切替に使用す
ることができる。これは、拡張現実デバイスが使用中である場合に達成できる。拡張現実
デバイスは、着用者が見えるように様々な深度面から画像を提供するように構成すること
ができ、静的及び動的検影法の両方を実施可能である。例えば、拡張現実デバイスが提供
する画像は、動的に変更して静的検影法と動的検影法を切り替えてもよい。
【０４６４】
　前述の実施形態がそうであるように、入力は着用者が取得して診断を判定できる。いく
つかの実施形態では、拡張現実デバイスは、掃引光に対する網膜の反応を測定するように
構成される眼の走査モジュールを含んでいてもよい。この反応は、記録され、検影法専用
のアルゴリズムに基づいて分析され、患者に診断が下されてもよい。例えば、アルゴリズ
ムは、光が眼を横切って掃引され、反射が監視され、測定される場合には、少なくとも部
分的に検影法に基づいていてもよく、その場合、屈折障害は監視された、又は測定された
反射の特性に関連付けられる。いくつかの実装形態では、反射の動きの方向は屈折障害を
判定するのに使用できる。例えば、反射が、光が眼を横切って掃引されるのと同じ方向に
移動する場合、あるいは、「一体の」動きを示す場合は、拡張現実デバイスは、着用者の
眼が遠視であると判定することができる。同様に、反射が、光が眼を横切って掃引される
のと反対方向に移動する場合、あるいは、「反対」の動きを示す場合は、拡張現実デバイ
スは、着用者の眼が近視眼であると判定することができる。反射が、光が眼を横切って掃
引する方向と平行ではない方向に動く場合には、拡張現実デバイスは、着用者の眼は乱視
であると判定することができる。さらに、反射の、眼に提供される光の動きの方向に対す
る移動方向は、視力障害を矯正するのに正負の屈折力のいずれが必要かを示すことができ
る。例えば、「一体の」動きの場合には屈折障害を矯正するには正の屈折力が必要となる
ことを示し、「反対の」動きの場合には負の屈折力が必要となることを示し、斜めの動き
の場合には円筒形の屈折力が必要となることを示している。上述したように、異なる光学
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矯正（例えば、球及び／又は軸が可変の円筒形）を提供し、着用者の処方及び適した屈折
補正を判定することができる。
【０４６５】
　いくつかの実装形態では、反射の速度を、拡張現実デバイスの仮想作動距離と組み合わ
せて使うことにより、視覚障害の特徴を判定することもできる。例えば、反射の速度は、
眼（例えば、速度が速いと眼の屈折異常が軽く、又は屈折障害が小さい）の屈折異常又は
屈折障害と相関させることができる。
【０４６６】
　いくつかの実装形態では、反射の幅を使って視覚障害の特徴を判定することができる。
例えば、反射の幅は、眼の屈折障害に相関させることができる（例えば、反射の幅が広い
と、眼の屈折異常が軽く、又は屈折障害が小さい）。
【０４６７】
　いくつかの実装形態では、反射の、光線源に対する向きを利用して視覚障害の特徴を判
定してもよい。例えば、光線源に対する反射の方向の回転は、乱視を示唆する場合もある
。
【０４６８】
　いくつかの実装形態では、反射の相対的明るさを使って視覚障害の特徴を判定すること
ができる。例えば、反射の相対的明るさは、眼の屈折障害を判定するために使用すること
ができる（例えば、反射が明るいと、眼の屈折異常が軽く、又は屈折障害が小さい）。
【０４６９】
　反射の上記の特徴の任意の組み合わせを使用しても、屈折障害を判定することができる
。同様に、反射の上記の特徴の変化を単独で、又は任意の組み合わせで使用して、拡張現
実デバイスで屈折補正された場合、及び／又は屈折光学素子又は光学矯正を促す他の要素
の加算又は減算の結果として、屈折補正が屈折障害を改善させたか悪化させたかを判定す
ることができる。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、リアルタイムで屈折補正
が屈折障害を改善させたか悪化させたかを判定するように構成してもよい。眼科用システ
ムは、焦点調節、輻輳、及び／又は瞳孔サイズとこれらの物理的特長における変動を測定
することによって調節反射を測定又は監視して、着用者が正常な視力で画像を見ることが
できるかどうかを評価する。例えば、眼の焦点調節、輻輳、及び／又は瞳孔のサイズは、
静止した目標物を固視すると変動する。これらの変動は、眼が画像に焦点を合わせるのに
問題を有しているときに大きくなる。よって、眼科用システムは、眼の特徴の変動を監視
し、このバイオフィードバックを使って着用者が見る画質（例えば、着用者が物体又は画
像を正常な視力で見ているかどうか）を評価するように構成してもよい。
【０４７０】
　図１９は、検影法を行うための眼科用デバイスとして構成された拡張現実デバイスの着
用者の屈折障害を測定するための方法１９００を例示している。説明を容易にするため、
方法１９００は、本明細書で説明する拡張現実デバイスのような眼科用システムで行われ
ていると仮定する。しかし、本明細書で開示する様々な拡張現実デバイス又は他の類似の
デバイスの任意の要素又は部品を使って、方法１９００の任意の工程、工程の組み合わせ
、又は工程の一部を行うことができることは理解できよう。
【０４７１】
　ブロック１９０２において、眼科用システムは検影法プログラムを開始する。検影法プ
ログラムは、保存したプロセスでも、眼科用システムが提供する一連の機能でもよい。検
影法プログラムの開始には、検影試験又は他の眼の検査を以前に行ったことがある着用者
のためのような、開始の光学処方を判定又は取得することを含んでいてもよい。いくつか
の実装形態では、検影法プログラムは、着用者の眼の眼球異常についての情報を組み込ん
で、眼球異常についての情報は、着用者又は臨床医が以前の検影法プログラムで判定され
た、又はデータストア（例えば、眼科用システムの一部のデータストア又はネットワーク
データストア）から取得したものを入力することができる。検影法プログラムの開始には
、着用者に投影する光線を含んでいてもよい。検影法プログラムを開始することには、臨
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床医又は医師が眼の検査を実行するかどうか、又は検査を着用者が自分で行うかどうかを
判断することを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、着用者
又は臨床医から取得した入力に呼応して検影法プログラムを開始する。
【０４７２】
　ブロック１９０４では、光線を、着用者の眼を通って掃引する。光は、例えば、光線、
例えば、眼に投影するスポットでもよい。光は、平行化され、収束され、発散されるよう
に構成されてもよい。光は、眼を横切って掃引してもよいし、眼の周りを移動させてもよ
い。光線は、テストする光学補正、例えば、球及び／又は（変化軸を有する）円筒を設け
て焦点障害や乱視を判定してもよい。
【０４７３】
　ブロック１９０６では、眼科用システムの眼の走査要素は、掃引光、例えば、着用者の
眼からの反射に呼応して着用者の眼の反応を測定するように構成されている。眼の走査要
素は、カメラ又は本明細書で説明する他のセンサでもよい。眼の走査要素は、屈折障害を
判定するための反射の測定を分析するように構成してもよい。例えば、要素（例えば、カ
メラ）は、パターン認識測定、反応パターン、識別、センサ測定、反射追跡、明るさ測定
、速度追跡、方位判定、又は同種のもの用に構成された分析モジュールを含んでいてもよ
い。検影器プログラムは、パターン認識アルゴリズムで予め符号化されてパターンを識別
及び／又は任意のパターンを分析してもよい。検影器プログラムは、着用者からの以前の
画像で予め符号化して履歴分析において変化を識別してもよい。
【０４７４】
　ブロック１９０８では、着用者の眼の反応を、様々な視力障害の対応する反応値をまと
めた相関テーブルと比較することができる。例えば、ブロック１９０８では、眼科用シス
テムは、ブロック１９０６で測定した情報を相関テーブル又は様々な視力障害に対する測
定予測値に対応する他のデータと比較する。比較を使ってブロック１９０６で測定した反
射の特徴に基づいて屈折障害を判定することができる。
【０４７５】
　ブロック１９１０では、値を比較して視力障害があるかを判定する。特徴及びそれらの
視力障害との関係の例については本明細書ですでに述べた。例えば、方向、速度、明るさ
、及び／又は反射の幅を使用して屈折障害を判定してもよい。反射の形状を使って乱視な
どのような他の視力障害を判定してもよい。いくつかの実施形態では、着用者が焦点を合
わせるのに苦労している場合、又は視力の問題が起きた場合は、ブロック１９１０からブ
ロック１９０２への点線で表すように、テストを開始することができる。
【０４７６】
　様々な実施形態では、心の動揺を低減するため、拡張現実デバイスを通した着用者の眼
の前方の地上の視野は、遮蔽されているか、あるいは検影法中は見えない。これは、例え
ば、必須ではないが、着用者に画像が提供されているときなどである。いくつかの実施形
態では、眼のトラッキングを採用して着用者の心が動揺しているかどうかを監視すること
ができる。このシステムは、視線追跡システムの監視の結果に基づいて心の動揺を動的に
フィルタリングするように構成することができる。
【０４７７】
　システムは拡張現実デバイスとして説明してきたが、別の実施形態では、このシステム
は、仮想現実デバイスでもよい。いずれの場合も、このシステムは、医療施設又は検眼医
の診療所その他でのテストのために医師又は臨床医が提供するシステムでもよい。他の実
施形態では、このシステムは、着用者に属していてもよく、またエンターテインメント（
例えば、ゲームや映画）及び／又は作業活動などのような他の目的のために採用されても
よい。上記のように、着用者のシステムで検影法を実施する利点の１つは、処置を、１年
を通して複数回（少なくとも、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、１８、２４
、又はそれ以上の回数）便利に行うことができる。いくつかの実施形態では、処置の頻度
やスケジュールは、結果及び／又は検影試験結果の傾向に基づいて変更することができる
。例えば、テスト結果が、視力障害が低下していることを示している、あるいは着用者が
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その視力に苦労していることをシステムが（例えば、焦点調節の揺らぎ、輻輳のゆらぎな
どの分析を通して）検出した場合は、処置の頻度やスケジュールを変更して処置の頻度や
増加及び／又は処置の間隔を短くするなどを行ってもよい。同様にして、医療専門家、例
えば、検眼医、眼科医、看護士、技師、医療アシスタントがいるいないに関わらず、処置
を行うことができる。
　光の屈折（Photo-Refraction）
【０４７８】
　本明細書で説明するように、拡張現実デバイスは、デバイスが周知の可視もしくは不可
視光スペクトル技術を使って眼の前及び／又は内部を走査できるように構成された光走査
又は光感知モジュールを含んでいてもよい。このような技術の１つに、拡張現実デバイス
の着用者の眼から眼底反射を撮像することを含む光の屈折がある。眼底反射の画像は、様
々な屈折障害を判定するために使用することができる。このような技術は、着用者からの
フィードバックが必要なく、誤差を他覚的（objectively）に測定できるため、コミュニ
ケーションを取れない人をスクリーニングする際に有利となり得る。
【０４７９】
　この拡張現実デバイスは、本明細書に説明する拡張現実デバイスと類似するように構成
してもよい。拡張現実デバイスは、着用者の眼に画像を投影するように構成されたディス
プレイプラットフォームを含んでいてもよい。このディスプレイプラットフォームは、着
用者の眼を照明するように構成された一以上の光源を含んでいてもよい。拡張現実デバイ
スは、着用者の眼の画像を生成するように構成された、内向き撮像装置（例えば、カメラ
）を含んでいてもよい。このディスプレイプラットフォームは、光を環境からディスプレ
イプラットフォームを介して着用者の眼に届けるように構成してもよい。
【０４８０】
　光屈折装置として機能するように、拡張現実デバイスは、固視画像（fixation image）
を着用者の眼（例えば、着用者の視界の中心位置）に投影するように構成してもよい。着
用者の眼が固視画像を固視している状態で、拡張現実デバイスは、撮像装置が投影光から
眼底反射の画像を取り込むことができるように、着用者の眼を照明するように構成された
光を投影することができる。眼底反射の画像は、着用者の一以上の屈折障害を判定するた
めに使用することができる。投影光の深度面は、固視画像と略同じ深度面でもよい。いく
つかの実施形態では、固視画像を提供する代わりに、着用者は着用者から目標の距離に置
いた固視物に焦点を合わせるように指示される。そのような実施形態では、投影光の深度
面は、固視物までの目標の距離と略同じ距離でもよい。撮像装置は、眼を固視画像又は物
及び投影光と略同じ深度面から撮像するように構成してもよい。このようにして、着用者
の眼が撮像装置と同じ深度で実質的に焦点が合うようにする。いくつかの実施形態では、
撮像装置を着用者の網膜の共役面にくるように構成してもよい。したがって、様々な実施
形態では、眼からの撮像装置までの有効距離、投影光から眼までの有効距離、そして、固
視画像又は物から眼までの有効距離は、略同一とすることができる。いくつかの実施形態
では、眼から固視標、カメラ、及び／又は投影光までの有効距離は、少なくとも約０．３
３ｍ及び／又は約１０ｍ以下、少なくとも約０．５ｍ及び／又は約７ｍ以下、少なくとも
約１ｍ及び／又は約５ｍ以下、又は少なくとも約２ｍ及び／又は約３ｍ以下（例えば、約
２．４ｍ）である。
【０４８１】
　いくつかの実施形態では、光源は、着用者の眼から撮像装置までの光軸とは異なる光軸
に沿って投影光を提供することができる。光源が軸外位置にあるときに投影光を提供する
場合、撮像装置が取り込んだ眼底反射の画像は、屈折障害と相関させてもよい。正視眼の
場合、眼底反射は概ね網膜を充填（fill）する。近視眼の場合、眼底反射は、網膜の軸外
投影光と同じ側の三日月形を有する三日月形状を形成する。遠視眼の場合、眼底反射は、
網膜の軸外投影光と反対側の三日月形を有する三日月形状を形成する。光屈折装置は、乱
視、断片化した網膜力、レンズの障害物（例えば、白内障、腫瘍など）、斜視、及びそれ
と同等物を検出するように構成してもよい。いくつかの実施形態では、拡張現実デバイス
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は、着用者の眼の取得画像を、異なる屈折障害を有する保存された眼の画像と比較して、
着用者の眼に屈折障害がもしあれば、それを判定する。いくつかの実施形態では、拡張現
実デバイスはパターン認識を行い、着用者に屈折障害がもしあれば、それを識別及び／又
は判定するように構成される。
【０４８２】
　拡張現実デバイスは、検出された屈折障害に適した屈折補正の量を判定するように構成
してもよい。例えば、眼底反射の特徴を使って眼の中の屈折障害の量を判定してもよい。
したがって、拡張現実デバイスを使って本明細書に説明する測定値に少なくとも部分的に
基づいて自動的に屈折補正を判定してもよい。例えば、三日月のサイズと着用者の屈折障
害の量の間には関係がある。三日月のサイズは、着用者の眼と撮像装置との間の有効距離
、着用者の瞳孔の直径、着用者の屈折障害の量に概ね関連している。したがって、拡張現
実デバイスは、着用者の瞳孔のサイズを測定することによって、及び／又は眼底反射（例
えば、三日月のサイズ）の特徴を判定することによって、撮像装置の深度面を制御又は知
ることによって測定される眼の屈折障害を判定するように構成してもよい。
【０４８３】
　いくつかの実施形態では、拡張現実デバイスが光屈折媒体として作用しているときには
、瞳孔のサイズが大きくなるに従って、屈折障害に対するその感度を上げる。感度を上げ
るには、着用者の瞳孔を開くことができるようにする、あるいは開かせるのが有効である
。同様に、感度を上げるには、着用者に、無限遠にある目標物を固視させるのが有効であ
る。様々な実装形態では、拡張現実デバイスによって目標物を生成する。いくつかの実装
形態では、拡張現実デバイスは環境光を遮蔽するように構成してもよい。
【０４８４】
　いくつかの実施形態では、拡張現実デバイスは、説明した光屈折機能を使用して、着用
者の眼の能力又は挙動を追跡することができる。これを使用してフィードバックを一以上
のテストプロトコル及び／又は修正プロトコルに提供することができる。フィードバック
を利用して、着用者の能力、着用者の視力の改善、又は劣化、着用者の追跡疲労、及びそ
れと同種のものを評価してもよい。
【０４８５】
　例えば、様々な実施形態では、光屈折システムを使って、屈折補正が充分に屈折障害を
補正しているどうか、自然の水晶体が網膜の画像に焦点を合わせているかどうか、及び／
又は眼が、例えば、近い物体に対して正しく焦点調節をしているかどうかを見ることがで
きる。したがって、このシステムは、焦点調節ができ、着用者が焦点調節に苦労している
かどうか又は首尾よく焦点調節ができているかどうかを監視することができる。このシス
テムは、光学矯正の評価をアシストでき、及び／又は着用者に、彼／彼女の視力が低下し
ているかどうか、また、光学矯正が効果があるかもしれないことを知らせ、そうでない場
合には屈折障害についてさらにテストをすることができる。
　細隙灯（Slit Lamp）
【０４８６】
　本明細書の拡張現実／仮想現実デバイスの様々な実施形態は、細隙灯眼用診断装置とし
て構成できる。細隙灯機器については、https://en.wikipedia.org/wiki/Slit_lampを参
照のこと。拡張現実／仮想現実デバイスは、着用者の眼に画像を提供するように構成され
た内向きカメラを備えた頭部装着型ディスプレイを備えていてもよい。このデバイスは、
例えば、図３Ａ～３Ｃ、及び図５に示したような、フレーム６４と、着用者の眼の前方に
設けたディスプレイシステム６２と、ハードウェア電子処理システム７０とを備える。こ
のデバイスは、光源と、外向きカメラも備える。このデバイスは、ユーザが着用し、画像
を取得し、ユーザの眼の診断テストを行うものである。特にこのような眼科用デバイスは
、開口部（例えば、細隙）を照明し、細い照明光を生成する明るい光源を備える。生成さ
れた細い照明光は、ユーザの眼に向けた一以上のレンズとフィルタによって調整される。
いくつかの実施形態では、開口部の寸法（例えば、細隙の長さ及び／又は幅）を調整して
光線の寸法を変更できる。さらに、いくつかの実施形態では、細い照明光の眼への入射角
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及び／又は明るさを細隙灯診断装置の様々な実施形態で調整可能である。眼から反射した
光は、受信システム（例えば、カメラ、顕微鏡、及び／又はレンズ系）が受けて、非限定
的に瞼、涙腺、角膜、強膜、結膜、虹彩、水晶体、網膜などを含む、その細い光線が入射
する着用者の眼の様々な組織構造を検査することができる。様々な実施形態では、この細
い光線は、その光線が眼に入射する箇所では薄いシート状の光となる。
【０４８７】
　着用者の眼、又はその視点の異なる組織構造は、照明光の方向、視線方向、照明光のデ
フォーカス量、及び／又は照明光の焦点深度などを変更することによって検査することが
できる（より詳しい説明はhttps://en.wikipedia.org/wiki/Slit_lampを参照のこと）。
所望の観察によって、及び着用者の眼の不透明度によって、直接焦点検査以外の方法も使
用できる。より具体的には、光は様々な角度、また狭幅から広幅までの様々な幅でよい。
【０４８８】
　図２０Ａは、細隙灯眼科診断装置として構成された着用可能な拡張現実デバイス／仮想
現実デバイス２０５０を略図で示す。デバイス２０５０は、定期的に（例えば、毎時、毎
日、毎週、隔週、毎月、半年に一度、毎年など）眼の細隙灯検査を行うように構成されて
いてもよい。デバイス２０５０はユーザの眼２０２０の視力障害の症状を検出し、そのよ
うな症状が検出されたときに眼の細隙灯検査を行うように構成してもよい。様々な実施形
態では、デバイス２０５０は不定期に眼の細隙灯検査を行うように構成することができる
。例えば、デバイス２０５０は眼の細隙灯検査を一時間に数回、一週間に数回、一ヶ月に
数回、一年に数回など行うように構成してもよい。したがって、このようなテストは、一
年で１、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、２４回以上行うことができる。こ
のようなテストは、ユーザの健康に問題がある場合にはより頻繁に行ってもよい。デバイ
ス２０５０は、医師の診療所又は病院で細隙灯診断ツールとして使用するように構成して
もよい。従来のテーブル／ベンチトップの細隙灯デバイスとは異なり、眼科用デバイス２
０５０はユーザ２０６０が着用できる。着用可能な細隙灯デバイス２０５０は伝統的なテ
ーブル／ベンチトップの細隙灯デバイスと比較すると、軽量、小型で嵩張らない。
【０４８９】
　着用可能なデバイス２０５０は、ディスプレイシステム２０６２に取り付けたフレーム
２０６４を含む。ディスプレイシステム２０６２は着用者２０６０の眼の前方に位置する
ように構成できる。眼科用デバイス２０５０の様々な実施形態のディスプレイシステム２
０６２は、フレーム２０６４に取り付けたディスプレイレンズ２０７６を備えていてもよ
い。いくつかの実施形態では、ディスプレイレンズ２０７６は、２つの眼のゾーンを備え
、それぞれの眼のゾーンが着用者の眼２０２０の前に位置する一体型レンズでもよい。い
くつかの実施形態では、ディスプレイシステム２０６２は、フレーム２０６４に取り付け
られ、それぞれが、着用者の眼２０６２それぞれの前に位置する接眼ゾーンを有する２つ
のディスプレイレンズを有していてもよい。
【０４９０】
　着用可能なデバイス２０５０は照明光２０３８を光源２０６８から着用者２０６０の眼
２０２０に投影するように構成してもよい。いくつかの実施形態では、光源２０６８は、
ディスプレイレンズ２０７６及び／又は着用者の眼に照明を提供するように構成された着
用可能な拡張現実デバイス／仮想現実デバイス２０５０の照明システムの一部でもよい。
このような実施形態のうちのいくつかでは、照明光２０３８はディスプレイレンズ２０７
６からユーザの眼に投影するものでもよい。いくつかの実施形態では、光源２０６８はデ
ィスプレイシステム２０６２の側に配置された補助光源としてもよい。このような実施形
態では、着用可能な拡張現実デバイス／仮想現実デバイス２０５０は、例えば、偏光器、
反射器、ビームスプリッタ、回折光学素子レンズ等のような光学部品を含み、着用者の眼
２０２０に向かって照明光２０３８を導くことができる。
【０４９１】
　投影された照明光２０３８の一部は、ユーザ２０６０の眼の様々な解剖学的特徴によっ
て反射、散乱及び／又は回折でき、一以上の撮像装置２０７４によって受けることができ
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る。電子ハードウェア処理装置２０７０を使ってユーザ２０６０の眼から受けた光を分析
して着用者の眼の様々な構造を検査できる。
【０４９２】
　照明光２０３８は一以上の撮像装置２０７４が充分検出できる明るさを有していてもよ
い。様々な実施形態では、撮像装置２０７４は内側を向いていてもよい。照明光２０３８
の断面形状は、着用者の顔面と眼２０２０の頭足軸線に沿った断面形状の寸法が、着用者
の顔と眼２０２０の鼻耳軸線に沿った断面形状の寸法より大きくなるように構成してもよ
い。例えば、照明光は、着用者の顔面と眼２０２０の頭足軸線に沿って測定した長さが着
用者の顔面と眼２０２０の鼻耳軸線に沿って計った長さよりも大きい長方形の断面形状を
有していてもよい。別の例では、照明光は、着用者の眼２０２０の頭足軸線に沿った長軸
線を有し、着用者の眼２０２０の鼻耳軸線に沿った短軸線を有する楕円形状の断面を有し
ていてもよい。
【０４９３】
　着用者の顔面と眼２０２０の頭足軸線に沿って測定した照明光２０３８の断面形状の高
さと、着用者の顔面と眼２０２０の鼻耳軸線に沿って測定した照明光２０３８の断面形状
の幅と比例関係を表すアスペクト比は、例えば、１．１：１～１．５：１、１．２５：１
～１．９：１、１．５１：１～２．６：１、約２：１～２．７５：１、約２．４９：１～
約３．２６：１、約３．０１：１～約５．２：１、約５．０１：１～約１０：１又は上記
範囲に含まれる部分範囲のアスペクト比でよい。したがって、光線は、光線が眼に入射す
る箇所では薄いシート状の光となる。
【０４９４】
　様々な実施形態では、ディスプレイシステム２０６２は図５に示すディスプレイシステ
ムに類似した構成でもよく、図５を参照しながら説明したディスプレイシステムの一以上
を有するものでもよい。例えば、ディスプレイシステム２０６２は一以上の光源２０２６
（例えば、赤外又は可視レーザ／発光ダイオード）及び、ユーザ２０６０の眼２０２０を
追跡するように構成された一以上の撮像装置２０２４（例えば、赤外及び／又は可視カメ
ラ）を含んでいてもよい。様々な実施形態では、光源２０６８は、視線追跡光源２０２６
を含んでいてもよい。様々な実施形態では、一以上の撮像装置２０７４は、視線追跡撮像
装置２０２４を含んでいてもよい。
【０４９５】
　図２０Ａに示すように、一以上の撮像装置２０７４はディスプレイシステム２０６２の
周囲に配置し、着用者の眼２０２０から光を受けるように構成してもよい。いくつかの実
施形態では、一以上の撮像装置２０７４は、ユーザの周囲の環境を撮像するように構成さ
れ、図５を参照しながら上記の広視野マシンビジョンカメラ１６に類似した光学及び機械
的特徴を有するカメラを備えていてもよい。様々な実施形態では、一以上の撮像装置２０
７４及び光源２０６８は下記に説明するように単一の装置として一体化されていてもよい
。
【０４９６】
　図２０Ａに示すように、光源２０６８は、ディスプレイシステム２０６２の周囲に配置
してもよい。様々な実施形態では、光源２０６８はディスプレイシステム２０６２の周囲
に配置され、レンズ、プリズム、ビームスプリッタ、ミラーなどの光学系及び／又は他の
光学部品を備える光学系を使って照明光２０３８を着用者の眼２０２０に投影するように
構成された一以上の発光ダイオードを備えていてもよい。いくつかの実施形態では、光源
２０６８は図５を参照しながら説明した投影システム１８に類似した構造及び機能特性を
有していてもよい
【０４９７】
　様々な実施形態では、光源２０６８は、上記のファイバ走査装置（ファイバ走査デバイ
ス：ＦＳＤ）に類似していてもよい。このような実施形態では、ファイバ走査装置は一以
上の光学部品（例えば、レンズ、反射素子、回折光学素子を有するライトガイド）と一体
化でき、ファイバ走査装置からの光を着用者の眼２０２０に向かって導いてもよい。いく
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つかの実施形態では、ディスプレイレンズ２０７６は、複数の、図１０Ｄの積層導波路組
立体１７８に類似した光学及び構造特性を有する導波路を備えていてもよい。いくつかの
このような実施形態では、ＦＳＤを備えた光源２０６８は、ＦＳＤからの光が複数の導波
路のうちの一以上を通って伝播するように、複数の導波路のうちの一以上に光を入射させ
るように構成されていてもよい。回折光学素子又は複数の導波路を組み込んだ他の光学部
品を使って複数の導波路からの光を着用者の眼２０２０に導くように構成してもよい。
【０４９８】
　ＦＳＤを含む光源２０６８は、光を様々なパターン（例えば、ラスタスキャン、スパイ
ラルスキャン、リサージュパターンなど）に投影することができる。光源２０６８のいく
つかの実施形態は、ＦＳＤに類似した一以上の光ファイバを含んでいてもよい。このよう
な実施形態では、一以上の光ファイバは、光を光源からディスプレイレンズ２０７６に導
くように構成してもよい。走査型ファイバをパターン中で走査駆動して、眼で、薄いシー
ト状、又は頭足方向に沿った方向が鼻耳方向又は薄いシートに沿った方向より長い断面形
状を有する光線を生成してもよい。ＦＳＤを備えるような光源２０６８の一以上の光ファ
イバは、着用者の眼２０２０から撮像装置２０７４まで光を受けるように構成してもよい
。あるいは、ファイバ走査型ディスプレイファイバを走査する、又はしない他のファイバ
を使用して眼から反射した光又は画像を収集してもよい。
【０４９９】
　光源２０６８から投影された照明光２０３８は、着用者の眼２０２０の特定の位置にお
いて入射するように導くことができる。例えば、照明光２０３８は、照明光２０３８の中
心が、着用者の眼の表面の所望の位置の法線に対して０から±約９０度の角度で入射する
ようになど、着用者の眼２０２０の所望の位置に入射させることができる。例えば、照明
光２０３８の中心は、眼の表面に対して垂直な軸線（又は法線）に対して１８０度の幅の
角度で走査できる。別の例では、照明光２０３８の中心は、眼と交差して瞳孔を通過する
軸線に対して１８０度の幅の角度で走査できる。様々な実施形態では、照明光２０３８の
中心は、ユーザの角膜、眼底、及び／又は水晶体の面全体にわたって走査して眼のさまざ
まな領域を撮像及び／又は検査してもよい。システム２０５０は、眼と交差して瞳孔を通
過する軸線に対して様々な角度を向いた様々な方向において眼を撮像するように構成する
こともできる。システム２０５０は、眼を、眼と交差して瞳孔を通る軸線に沿って撮像す
るように構成してもよい。
【０５００】
　様々な実施形態では、光源２０６８は、約１ミクロンから約１．０ｍｍのスポットサイ
ズの照明光を出力する走査型レーザ装置を備えていてもよい。例えば、照明光は、約１～
３ミクロン、約２～１０ミクロン、約５～２５ミクロン、約１０～３０ミクロン、約２０
～１００ミクロン、約５０～２００ミクロン、約７５～２５０ミクロン、約１００～３０
０ミクロン、約２２５～５００ミクロン、約３７５～６００ミクロン、約５００～７５０
ミクロン、約６５０～８５０ミクロン、約７２５ミクロン～１ｍｍ、又はこれらの範囲又
はこれらに含まれる部分的範囲の任意の値でよい。走査型レーザ装置は、眼の所望の領域
にわたって、所望の走査パターンで走査するように構成してもよい。例えば、所望の走査
パターンは、着用者の顔面の頭足軸線に沿った長さが着用者の顔面の鼻耳軸線に沿った長
さよりも長くなるようなパターンでもよい。走査型レーザ装置は約１ｋＨｚ～約５ＭＨｚ
の速度で走査して所望の走査パターンを生成するように構成してもよい。したがって、眼
の所望の領域に生成される所望の走査パターンは、走査期間にわたって直列（例えば、一
度に１つ）に照明される複数の画素を含むと考えてもよい。そのような実施形態のいくつ
かにおいて、一以上の撮像装置２０７４は、背後に散乱する、又は背後に反射する光を複
数の画素のそれぞれから受けるように構成された光検出器を含んでいてもよい。光検出器
が受けた光の強度は、走査角及び／又は照明光の位置と相関させて所望の領域の二次元画
像を生成してもよい。
【０５０１】
　光源２０６８から投影された光は着用者の眼２０２０の異なる焦点距離で焦点を合わせ
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てもよい。例えば、投影光の焦点は、角膜、虹彩、自然の水晶体、硝子体液、又は網膜と
一致してもよい。様々な実施形態では、図１０Ｂ、１０Ｃ及び１０Ｄを参照しながら説明
したように一以上の適応可能な光学素子又は焦点可変素子（ＶＦＥ）をオプションとして
使用して光源２０６８及び／又は光源２０６８から投影された光が集光する、あるいは基
点として生じるように見える焦点面から投影される光の入射角を変更してもよい。例えば
、光源２０６８から出力された光は、レンズ、プリズム、及び／又はミラー（例えば、図
１０Ｃの光学素子１０２４）を備えた光学系を使って変更して、照明光２０３８が集光す
る眼の中の深度及び／又はユーザ２０６０の眼２０２０に入射する照明光２０３８の方向
を変化させることができるようにすることができる。
【０５０２】
　様々な実施形態では、ＶＦＥは、変形可能なミラー装置を含んでいてもよい。例えば、
ＶＦＥは、薄膜ミラーに結合された一以上の電極でもよい。制御システムは一以上の電極
を選択的に制御して薄膜ミラーの形状を変更させることができる。これにより、積層導波
路組立体から発光される光の波面は、薄膜ミラーの形状を変更することによって変化させ
ることができる。走査型レーザ装置又はファイバ走査装置を備えた光源を含まない着用可
能なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能なミラーデバイスを含み、光線を誘導し、
及び／又は光線がユーザの眼の中に集光する深さを変化させてもよい。様々な実施形態で
は、ＶＦＥは変形可能なレンズを備えていてもよい。様々な実施形態では、ＶＦＥは変形
可能なレンズを備えていてもよい。変形可能なレンズは、静電エネルギーを与えることに
よって変形可能な弾性材料を含み、異なる曲率を有するレンズ又はレンズ状の面を形成し
てもよい。いくつかの実施形態では、ＶＦＥは電極の活性化で変形するレンズを備えてい
てもよい。いくつかのレンズは、電圧を電極にかけると、屈折率を変化させることができ
る（例えば、液晶レンズなど）。様々な実施形態では、デバイス２０５０は位相を変調す
る空間光変調器を備えていてもよい。走査型レーザ装置又はファイバ走査装置を備えた光
源を含む着用可能なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能なレンズ及び／又は位相を
変調する空間光変調器を含み、光線を誘導し、及び／又は光線がユーザの眼の中に集光す
る深さを変化させてもよい。
【０５０３】
　ディスプレイレンズ２０７６は、また、光源２０６８から出力された光を受けるように
構成された複数の積層導波路を備えていてもよい。複数の積層導波路は、図１０Ｄに示し
、図１０Ｄを参照しながら説明した積層導波路組立体１７８に類似した構造及び機能の特
性を有していてもよい。様々な実施形態では、複数の積層導波路は、光源２０６８から出
力された光を一以上の積層導波路に結合するように構成された回折光学素子を含んでいて
もよい。複数の積層導波路は、さらに一以上の積層導波路内を伝播する光の結合を解くよ
うに構成された回折光学素子を備えていてもよい。様々な実施形態では、光源２０６８か
らの光を複数の積層導波路と結合させる及び結合を解くように構成された回折光学素子は
、焦点面及び／又は照明光２０３８の着用者２０６０の眼２０２０に対する方向を変更す
るように構成してもよい。様々な実施形態では、複数の積層導波路は一以上のレンズ効果
層を備えていてもよい。例えば、レンズ効果層は、図１０Ｄに示したような積層導波路組
立体の導波路と結合することができる。
【０５０４】
　様々な実施形態では、レンズ効果層は静的であり、レンズ効果層の焦点距離及び／又は
他の光学特性は固定値である。このような実施形態では、光源２０６８からの光は所望の
方向で着用者の眼２０２０の所望の位置で焦点を合わせる又はデフォーカスする出力光線
を生成する光学及び機械的特性を有するレンズ効果層と結合される複数の積層導波路組立
体の導波路に結合できる。
【０５０５】
　様々な実施形態では、導波路積層体に含まれるレンズ層又は他の適応光学系は、動的で
あり、レンズ効果層の焦点距離及び／又は他の光学特性は電気、磁気、光学、及び／又は
機械的力をかけることによって変化させることができるようにしてもよい。このような実
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施形態では、光源２０６８からの光は複数の積層導波路組立体の一以上の導波路に結合し
、一以上のレンズ、レンズ効果層、又は適応光学素子の光学及び／又は機械特性を変更し
て所望の方向で着用者の眼２０２０の所望の位置で焦点を合わせる出力光線を生成するこ
とができる。したがって、例えば、適応光学系又は焦点可変素子を調整することによって
細隙光線の眼の上の集光位置は変更できる。
【０５０６】
　上述したように、照明光２０３８は、約２５ミクロン～約１ｍｍの間の幅を有していて
もよい。いくつかの実施形態では、照明光２０３８は約２５ミクロン未満の幅を有してい
てもよい。例えば、照明光２０３８は、約１～２４ミクロン（例えば、１から３ミクロン
、２～１０ミクロン、３～１５ミクロン、８～２４ミクロン）の幅を有していてもよい。
いかなる理論にも左右されることなく、照明光２０３８の幅は、焦点面を照明する断面形
状の着用者の顔面と眼２０２０の耳鼻方向に沿った最大距離でよい。例えば、照明光２０
３８の幅は、約２５～約１ｍｍ、約４０～約９５０ミクロン、約６０～約９００ミクロン
、約８０～約８５０ミクロン、約１００～約８００ミクロン、約１４０～約７５０ミクロ
ン、約１８０～約７００ミクロン、約２２０～約６５０ミクロン、約２８０～約６００ミ
クロン、約３２５～約５５０ミクロン、約３７５～約５００ミクロン、約４００～約４５
０ミクロン、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる部分的範囲の任意の値でよい。
【０５０７】
　さまざまな実施形態では、カメラはレンズ又は他の撮像光学素子を含む。このレンズ又
は他の撮像光学素子は眼を拡大表示するようにしてもよい。このレンズ又は他の撮像光学
素子は、変更、例えば、焦点を変更するように構成された適応光学系又は焦点可変光学素
子を含んでいてもよい。
【０５０８】
　これにより、眼科用デバイスのＦＳＤを使用して、上記のシステム及び方法を使って幅
狭（又は幅広光線）の光を提供し、眼の前後の部分を照明するようにしてもよい。光線の
焦点は、その内容を参照により本明細書に援用される米国特許出願第１４／５５５，５８
５号明細書で論じた多くの方法のうちの１つによって変化させてもよいことは理解できよ
う。上記と同様に、眼の走査モジュールを使用してユーザの眼の反応（例えば、反射パタ
ーン、回折パターン、散乱パターン）を走査し、分析して視力障害があるかどうかを判定
してもよい。様々な実施形態では、眼の照明された画像にパターンマッチングアルゴリズ
ムを使って異常があるか判定してもよい。
【０５０９】
　ファイバ走査装置を備えたデバイス２０５０を、光線を形成、整形、及び誘導するよう
に適応させる。これによりデバイス２０５０は任意の幅、瞳孔位置、方向、焦点位置の光
線２０３８を生成することができ、よって、細隙灯機器の機能を再現するように構成する
ことができる。積層導波路組立体の導波路に結合された回折光学素子はビームパラメータ
の組がそれぞれ異なる多数の異なる出力光線を生成するように構成してもよい。様々なビ
ームパラメータを、積層導波路組立体の導波路と結合できる追加の動的光学素子によって
さらに変更してもよい。さらに、積層導波路組立体の導波路は光線を投影できるとともに
眼からの後方散乱光を集光、撮像できる双方向に構成してもよい。
【０５１０】
　図２０Ｂは拡張現実／仮想現実デバイス２０５０を使って細隙灯検査を行う方法の例示
のフローチャート２０００を示す図である。細隙灯検査を行う方法は、電子ハードウェア
処理装置２０７０によって実行可能である。細隙灯検査を行う方法は、スケジュールに従
って、又はデバイス２０５０が、ユーザ２０６０が視力障害を有することを検出したとき
に実行可能である。図２０Ｂのブロック２００２を参照すると、細隙灯プログラムを開始
できる。ブロック２００４では、特定の焦点の光線（すなわち、ＦＳＤ、走査型レーザ、
又は他のディスプレイ又は補助光源による光源２０６８によって生成された光線）をユー
ザの眼２０２０の少なくとも一部に投影することができる。ユーザの眼２０２０の一部は
、結果として照明してもよい。ブロック２００６において、ユーザの眼２０２０の照明部
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分の画像は撮像システム２０７２によって取り込んでもよい。この機能は例えば、視線追
跡カメラ、あるいはこの目的のために設計された特別なカメラによって行なうことができ
ることは、理解できよう。ブロック２００８において、パターンマッチングアルゴリズム
は、取り込んだ画像に対して行ってもよい。パターンマッチングアルゴリズムは、電子ハ
ードウェア処理装置２０７０によって実行してもよい。いくつかの実施形態では、撮像シ
ステム２０７２から取り込んだ画像を、有線又は無線技術を使って電子ハードウェア処理
装置２０７０に転送することができる。パターンマッチングアルゴリズムは様々な眼の異
常を示唆する眼の画像の、周知のいくつかのパターンを有していてもよい。様々な実施形
態では、デバイス２０５０が取り込んだ画像は、履歴分析に対する以前に行った検眼鏡検
査中に取得したユーザの眼２０２０の画像と比較することができる。このような比較は、
時間と共に眼のある疾患の進行を追跡するのに有効である。取り込んだ画像が、周知のパ
ターンのいずれかとマッチしたら、眼科用システムはブロック２０１０に示した適した異
常を判定することができる。
【０５１１】
　様々な実施形態では、電子ハードウェア処理装置２０７０は、一台以上の撮像装置２０
７４が受光した光に基づいて着用者の眼の３Ｄマップを生成するよう構成してもよい。例
えば、画像処理法を使って取得した画像を組み合わせて合成し、眼の一以上の領域の三次
元トポグラフィーマップを生成してもよい。デバイス２０５０によって取得した画像に基
づいた眼の三次元マップは、非限定的に光源の位置及び強度（ルーナ）を変更すること、
光源の波長及び／又は色（クロマ）を変更することと、及び／又は一以上の撮像装置の位
置／レンズ／フィルタを変更することとを含む上記装置２０５０の異なる能力によって容
易に作成することができる。
　色覚異常（Color Blindness）
【０５１２】
　一以上の実施形態において、眼科用デバイスは、患者の、特定の色を検出することがで
きないという不全を試験するカラーテストを行ってもよい。例えば、デバイスは、赤－緑
色覚不全をテストするために設計された石原色覚検査を実施してもよい。テストには、図
２１Ａに示すものと類似した一連のカラープレート（「石原プレート」）を着用者に提示
することも含む。図２１Ａに示すように、カラープレートは、ドットの円を含み、そのド
ットはサイズがばらばらで、色はバラバラ又は統一されている。各円の中には、数字又は
形状を形成するドットのパターンになっている。いくつかの円の中には、数字や形状が、
正常な色覚を持つ者のみに明確にわかりやすいが、赤－緑色覚不全を有するものには見え
にくい、もしくは見えない。他の円の中には、数又は形状は赤－緑障害を持つビューアの
みが見える。いくつかの実施形態では、カラープレートは、周知の条件及び／又は着用者
の以前の反応に基づいて選択及び／又は変更してもよい。色又は他の刺激を徐々に変化さ
せて、着用者の色覚不全の境界を判定できる。つまり、色相は、第１の色から第２の色へ
複数の色相を通って変化させてもよい。例えば、検出された赤－緑不全を有する着用者は
徐々に赤色からオレンジ又は紫に変わるプレートを提示され、着用者のそれぞれの増分変
化に対する応答を記録する。
【０５１３】
　一以上の実施形態では、眼科用デバイスは、上記のプロセスフローと同様にプログラム
化され、カラープレートそれぞれの仮想画像を提供し、カラープレートに関するユーザの
入力を受信することによって石原色覚検査を行う。図５を参照して、カラープレートの仮
想画像はディスプレイ１０６又は他の発光モジュール２７によって提供するようにしても
よい。カラープレートは、光と地上からカラープレートを囲む背景を形成しながら拡張現
実ディスプレイデバイス６２に投影される。いくつかの実施形態では、デバイスはカラー
プレートの視認性を高めるために、カラープレートに加えて背景を提供してもよい。例え
ば、背景は、無地又は暗い背景であってもよい。黒に近似した暗い背景は、投影されない
が、それは照明不足の結果である。よって、暗い背景がもう一つの空間光変調器（spatia
l light modulator：ＳＬＭ）、例えば、２つ以上のＳＬＭの積層体を使って生成でき、
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光線を減衰させることができる、カラープレートを囲む領域が黒く、黒に近い色、グレイ
、あるいは暗めの色で着用者に提示されるようにしてもよい。液晶ディスプレイパネル、
ＭＥＭＳシャッタディスプレイ、ＤＬＰ　ＤＭＤアレイ、又は同種のものなど、様々なＳ
ＬＭを使用してもよい。暗視野知覚のために選択的に減衰させる方法の１つとして、他の
角度からの光を入射させながらある１つの角度からの光をすべて遮断する方法がある。い
くつかの実施形態では、多数のＳＬＭを使ってより多くの角度からの光を遮断することが
できる。
【０５１４】
　例えば、図２１Ｂは、２種のＳＬＭ２１８０及び２１８２を含む実施形態を示す。これ
は、液晶ディスプレイパネル、ＭＥＭＳシャッタディスプレイ、ＤＬＰ　ＤＭＤアレイ、
又は同種のものでよく、個々に制御されて異なる光線を遮断又は伝達する。例えば、第２
のパネル２１８２がポイント「ａ」２１８４で光線の伝達を遮断又は減衰すると、図示の
光線はすべて遮断される。しかし、第１のパネル２１８０のみがポイント「ｂ」２１８６
で光線の伝達を遮断又は減衰した場合には、下側の入射光線２１８８のみが遮断又は減衰
され、瞳孔２１４５に向かって伝達される。ＳＭＬを追加してその数が２台を超えると、
どの光線を選択的に減衰するかをより正確に制御できる可能性が高くなる。よって、上述
したように、カラープレートを表示する際に比較的暗い背景が提供されるようになる。
【０５１５】
　眼科用システムはユーザが赤－緑視力障害又は他の障害を有しているかどうかを、カラ
ーテストに対する着用者の応答から得た入力に基づいて自動的に判定する。カラープレー
トに関するユーザ入力は、ユーザにとって、数、文字、形状、又は他の画像特性の説明を
入力するのに適した何らかの方法によって作成及び／又は受信すればよい。例えば、入力
は、キーボード、数字パッド、又は石原プレートで使用される数字に対応するキー又は仮
想ボタンを有するタッチスクリーンなどのようなユーザインターフェースを介して受信し
てもよい。いくつかの実施形態では、このシステムは、着用者からの発話入力を受信し、
音声認識を使って、着用者のテストに対する応答を判定するように構成してもよい。ユー
ザインターフェースは、さらに、着用者にとって、数字又は形状が見えないということを
表す選択肢を有していてもよい。
【０５１６】
　いくつかの実施形態では、着用者は、眼科用デバイスを介して、例えば、ＦＳＤ又は他
の眼科用デバイスの表示素子によって投影された仮想ボタンを選択することによって、入
力するようにしてもよい。代わりに又はさらに、眼科用デバイスは、さらに着用者が投影
された石原プレートの数又は形状を見たかどうかを、着用者からの意識した入力がなくて
も判定できるように構成してもよい。例えば、システムは、着用者が石原プレートの中の
数字や形状の位置に対して数字や形状を見たことを表すだけの充分な長さの時間固視して
いること検出し、一方、着用者の画像の走査時間が長くなると、数字や形状が見えないこ
とを示していることになる。例えば、このシステムは、着用者の視線を、１秒間、５秒間
、１０秒間、又はそれ以上追跡してもよい。
【０５１７】
　様々な実施形態では、システムは、石原プレート以外のパターン及び／又は画像を使用
して着用者の異なる色を検出する能力をテストしてもよい。例えば、眼科用デバイスはＲ
ＧＢアノマロスコープとして機能するように構成してもよい。２つの画像及び／又は光源
のカラーマッチングに基づくテストを使って色検出テストを提供する。１つのソース又は
画像は、固定した制御色を有し、一方、他のソース又は画像は、ビューアによって調整可
能となっている（例えば、明るさを調整可能な固定スペクトル画像）。ビューアは様々な
制御色が提示され、調整可能な画像を制御画像に一致させるように試みる、もしくはその
一致ができないことを判定すればよい。
【０５１８】
　眼科用デバイスは、複数の着色光線又は画像を網膜に投影することによってこの機能を
実行することができる。上述したように、光源はＦＳＤ（又はＤＬＰなど）でもよい。又
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は、真にこの目的のために構成された別の光源２７でもよい。例えば、複数のＦＳＤを使
って光を投影し、それぞれのＦＳＤは、必要に応じてＲＧＢアノマロスコープによって異
なる色の光を投影する。あるいは、複数の色を生成する光源を使用してもよい。画像は、
ディスプレイを使って、例えば、本明細書のいずれかの箇所で説明するように、一以上の
導波路を介して投影してもよい。
【０５１９】
　いくつかの実施形態では、伝統的な分割画像を表示してもよい。他の実施形態では、全
視野画像を表示してもよい。他の実施形態では、不透明なバックスクリーンを、例えば、
電子機器及び／又はシャッタ及び／又は可動式バッフルなどを使ってデジタル的に、又は
機械的に追加してもよい。上述したように、これは、臨床医又は医師が処方してもよいし
、あるいは他の実施形態では、単にユーザによって使用するようにしてもよい。眼科用シ
ステムは、各画像に関する入力を受信することによって一以上の視力障害（例えば、マッ
チがあるか、又はマッチの不足があるか）を判定することができる。石原色覚検査を例示
しながら上述したように、ユーザ入力は、キーボード、タッチパッド、音声認識又は他の
入力装置などのユーザインターフェースを介して提供してもよいし、及び／又は眼科用デ
バイス内部に投影された仮想ユーザインターフェースを介して提供してもよい。受信した
入力に基づいて、眼科用システムは、ＲＧＢアノマロスコープテストの診断又は評価を提
供してもよい。
【０５２０】
　様々な実施形態では、眼科用システムはカラーテストを反復して及び／又は定期的に行
うように構成してもよい。例えば、システムは、着用者の色覚を定期的に、例えば、テス
トを一日数回、一週間、月、年、に１回以上行って時間と共に結果を比較してもよい。眼
科用システムは、例えば、テストを一年に１回、一年に２回、一年に３回、一年に４回、
一年に６回、一年に８回、一年に１０回、一年に１２回、一年に１６回、一年に１８回以
上行ってもよい。さらに、眼科用システムは、例えば、テストを一週間に１回、一週間に
２回、一週間に３回、一週間に４回、一週間に６回、一週間に８回、一週間に１０回、一
週間に１２回、一週間に１４回、一週間に１８回以上行ってもよい。さらに、眼科用シス
テムは、例えば、テストを一日に１回以上、一週間に２回、一週間に３回、一週間に４回
、一週間に５回、一週間に６回以上行ってもよい。いくつかの実施形態では、定期的にス
ケジュールを組んだテストを、色覚異常テスト結果の傾向に基づいて、さらに／又は着用
者が色の識別が困難であることの検出に基づいて自動的に調整してもよい。このような場
合、このシステムは、一日の様々な時間、様々な光の条件下で着用者の色覚をテストする
ことにより、着用者の色検出不全の重度又は時間による変化をよりよく検出できるように
なる。同様に、このシステムは、着用者色覚を、異なる深度面、焦点調節の程度、及び／
又は網膜の領域で反復してテストすることにより、より完全及び／又は正確な結果を得る
ことができる。したがって、このシステムは、色覚テストを行う際に深度面、焦点調節、
及び／又は網膜の領域を変更することが出来るようにしてもよい。月又は年のような長い
期間にわたってテストを反復することにより、着用者の黄斑変性症又は他の任意の進行状
態による色検出不全の改善又は悪化を追跡することができるようになる。
【０５２１】
　眼科用システムは、着用者の色検出不全を補償するような治療機能を有するように構成
してもよい。いくつかの実施形態では、このシステムは、検出（上記のように）及び治療
の両方の機能を有するように構成してもよい。治療機能は、ユーザの眼に入ってくる地上
からの色、強度及び／又は他の画像の質及び／又は光を変更することを含む。例えば、こ
のシステムは、検出しづらい色を含む画像の一部の光の強度を上げることによるカラーエ
ンハンサーとして機能してもよい。いくつかの実施形態では、このシステムは、例えば、
光の波長を変える、又は異なる波長の光を加えるなどによりそうした領域の色をシフトさ
せ、その着用者が検出しやすい色の光を提供するようにしてもよい。カラーシフトは、マ
ルチノッチ光学フィルタによって異なる光色素間のスペクトルの重複をノッチフィルタリ
ングすることで達成できる。例えば、色覚異常のある場合には、赤と緑の円錐形体の吸収
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スペクトルが、正常な状態よりも重なりが大きいため、赤と緑の区別が困難となる。マル
チノッチフィルタを使って、赤と緑の間の光の波長（例えば、赤と緑の両円錐体に対して
比較的高い吸収率を有する波長）のうちの一部をフィルタにかければ、眼に届く波長は、
赤又は緑を容易に識別できるようになる。拡張現実デバイスを備えた実施形態では、この
システムは、着用者の地上からの光の見え方を同様に変更することができる。拡張現実シ
ステムは、実時間、もしくは、近実時間でデバイスに入る光の色を検出することができ、
光を部分的に変更又は追加の光を投射することによって着用者の色検出不全を矯正するこ
とができる。例えば、このシステムは、外向きカメラを使って地上を撮像し、色センサで
物体の色を判定する。このシステムは、同じ又は異なる色の追加の光を投影して検出しづ
らい領域の光の強度を高めることによって着用者の色検出不全を少なくとも部分的に緩和
することができるようになる。このシステムは、さらに、周知の欠損色の名前を、外の光
の領域で拡張することによってその色であると判るようにするラベリング機能を組み込ん
でもよい。いくつかの実施形態では、重ね合わせを使うことによって、画像に色合いを加
えることなどにより、所望の増幅の光を投影して、ディスプレイの一部の色を増強させて
もよい。
【０５２２】
　仮想現実システムに類似の方法を使ってもよい。仮想現実システムは、前方及び外側を
向いたカメラを有し、着用者の前方の地上を撮像するとともに物体の色を判定する。仮想
現実システムは外向きカメラの出力に基づいて、上記のように色及び／又は明るさ及び／
又は他のパラメータにいくらかの変更を加えて地上の画像を着用者に対して再生できる。
例えば、この仮想現実システムは、検出しづらい領域の画像の強度を高めることによって
着用者の色検出不全を少なくとも部分的に緩和することができるようになる。
　検眼鏡／眼底鏡（Ophthalmoscope/Funduscope）
【０５２３】
　本明細書で説明するように、ユーザ２２６０が着用できる拡張現実／仮想現実デバイス
の様々な実施形態は、検眼鏡／眼底鏡として機能するように構成できる。図２２Ａは、検
眼鏡／眼底鏡として構成された着用可能なデバイス２２５０を略図で示す。デバイス２２
５０は、ディスプレイシステム２２６２に取り付けたフレーム２２６４を含む。ディスプ
レイシステム２２６２はユーザ２２６０の眼２２２０の前方に位置するように構成できる
。デバイス２２５０は光線２２３８を光源２２６８からユーザ２２６０の眼２２２０に投
影するように構成してもよい。投影された光線２２３８の一部は、ユーザ２２６０の眼２
２２０の様々な解剖学的特徴によって反射、散乱及び／又は回折でき、一以上の撮像装置
２２７４で受けるようにすることができる。電子ハードウェア処理装置２２７０を使って
ユーザ２２６０の眼２２２０から受けた光を分析してユーザの眼２２２０の様々な構造を
検査できる。
【０５２４】
　眼科用システム２２５０の様々な実施形態では、フレーム２２６４は構造的及び／又は
機能的に図３Ａ～３Ｃのフレーム６４に類似していてもよい。眼科用システム２２５０の
様々な実施形態では、ディスプレイシステム２２６２は構造的及び／又は機能的に図３Ａ
～３Ｃ及び図５のディスプレイシステム６２に類似していてもよい。眼科用システム２２
５０の様々な実施形態では、電子ハードウェア処理装置２２７０は、図３Ａ～３Ｃのロー
カル処理及びデータモジュール７０と類似していてもよい。
【０５２５】
　検眼鏡として構成された着用可能なデバイス２２５０を使って、眼２２２０の眼底を非
限定的に含むユーザの眼２２２０の様々な部分を検査することができる。眼底は、網膜、
視神経頭、黄斑、中心窩、眼の後極、及び他の構造を含む。着用可能なデバイス２２５０
は臨床医がユーザの眼の様々な機能を見ることができ、また、一以上の撮像装置２２７４
からの出力を見ることによって異常があればそれを検出できるように構成してもよい。例
えば、眼底は、微小循環を観察できる人間の体の部分のうちの１つである。したがって、
着用可能なデバイス２２５０によって眼底を検査することは、眼に関する健康状態だけで
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なく、身体の他の健康状態（例えば、脳の異常、心臓の異常など）も検出できるので有利
である。
【０５２６】
　デバイス２２５０の様々な実施形態のディスプレイシステム２２６２は、フレーム２２
６４に取り付けたディスプレイレンズ２２７６を備えていてもよい。いくつかの実施形態
では、ディスプレイレンズ２２７６は、２つの眼のゾーンを備え、それぞれの眼のゾーン
がユーザの眼２２２０の前に位置する一体型レンズでもよい。いくつかの実施形態では、
ディスプレイシステム２２６２は、フレーム２２６４に取り付けられ、それぞれが、ユー
ザの眼２２２０それぞれの前に位置する接眼ゾーンを有する２つのディスプレイレンズを
有していてもよい。
【０５２７】
　いくつかの実施形態では、光源２２６８は、ディスプレイレンズ２２７６及び／又はユ
ーザの眼に照明を提供するように構成された着用可能なデバイス２２５０の照明システム
の一部でもよい。このような実施形態のうちのいくつかでは、光線２２３８はディスプレ
イレンズ２２７６からユーザ２２６０の眼２２２０に投影するものでもよい。例えば、光
源２２６８はファイバ走査装置（ＦＳＤ）を備えていてもよく、ディスプレイレンズは複
数の導波路を備えていてもよい。ＦＳＤからの光を複数の導波路のうち一以上に入射させ
、複数の導波路のうちの一以上からユーザの眼２２２０に向けて発光させて検眼鏡／眼底
鏡の機能を行ってもよい。
【０５２８】
　いくつかの実施形態では、光源２２６８はディスプレイシステム２２６２の横に配置し
た補助光源でもよい。このような実施形態では、着用可能なシステム２２５０は、例えば
、レンズ又は他の屈折部品、反射面、偏光器、反射器、ビームスプリッタ、回折光学素子
、導波路、又は他の光学部品などのような光学部品を含み、光線２０３８を着用者の眼２
２２０に向けて導いてもよい。例えば、ある実施形態では、眼科用システム２２５０は追
加のＦＳＤを含み、ディスプレイレンズは追加の導波路（例えば、追加の導波路積層体）
を含んでいてもよい。追加のＦＳＤからの光は、一以上の追加の導波路に入射され、一以
上の導波路からユーザの眼２２２０に向かって発光して検眼鏡／眼底鏡の機能を行っても
よい。
【０５２９】
　様々な実施形態では、光源２２６８は、約１ミクロンから約１．０ｍｍのスポットサイ
ズの照明光を出力する走査型レーザ装置を備えていてもよい。例えば、照明光は、約１～
３ミクロン、約２～１０ミクロン、約５～２５ミクロン、約１０～３０ミクロン、約２０
～１００ミクロン、約５０～２００ミクロン、約７５～２５０ミクロン、約１００～３０
０ミクロン、約２２５～５００ミクロン、約３７５～６００ミクロン、約５００～７５０
ミクロン、約６５０～８５０ミクロン、約７２５ミクロン～１ｍｍ、又はこれらの範囲又
はこれらに含まれる部分的範囲の任意の値でよい。走査型レーザ装置は、眼の所望の領域
にわたって、所望の走査パターンで走査するように構成してもよい。走査型レーザ装置は
約１ｋＨｚ～約５ＭＨｚの速度で走査して所望の走査パターンを生成するように構成して
もよい。したがって、眼の所望の領域に生成される所望の走査パターンは、走査期間にわ
たって直列（例えば、一度に１つ）に照明される複数の画素を含むと考えてもよい。その
ような実施形態のいくつかにおいて、一以上の撮像装置２２７４は、背後に散乱する、又
は背後に反射する光を複数の画素のそれぞれから受けるように構成された光検出器を含ん
でいてもよい。光検出器が受けた光の強度は、走査角及び／又は照明光の位置と相関させ
て所望の領域の二次元画像を生成してもよい。
【０５３０】
　様々な実施形態では、着用可能な眼科用システム２２５０は中心に孔を有する凹面鏡を
備え、その孔を通して眼２２２０から受けた光を一以上の撮像装置２２７４に向けて誘導
していてもよい。このような実施形態では、光線２２３８は、この凹面鏡によってユーザ
の眼の中に反射できる。様々な実施形態では、レンズをミラーの開口の中に回転させて眼
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の屈折力を中和し、眼底の画像をより鮮明にするようにしてもよい。したがって、いくつ
かの実施形態では、着用可能な眼科用システム２２５０は、光線２２３８を光源２２６８
からユーザの眼の中に導き、ユーザ２２６０の眼２２２０から受け取った光を一以上の撮
像装置２２７４に導く一以上の光学部品を備えていてもよい。光学部品は、反射光学素子
、ビームスプリッタ、回折光学素子、屈折光学素子、方向転換要素を有するライトガイド
などを備えていてもよい。
【０５３１】
　上記のように、健康目的ではないアプリケーション（例えば、映画又はビデオを観る、
ゲームをするなどのエンターテインメント用、仕事用）システム２２５０は、眼底鏡のよ
うな適用方法に使用することもできる。このシステム２２５０は、定期的に（例えば、毎
時間、毎日、毎週、隔週、毎月、半年に一度、毎年など）検眼鏡／眼底鏡検査を行うよう
に構成してもよい。様々な実施形態では、システム２２５０は、不定期で眼２２２０の検
眼鏡／眼底鏡検査を行うように構成することができる。例えば、システム２２５０は検眼
鏡／眼底鏡検査を一時間に数回、一週間に数回、一ヶ月に数回、一年に数回など、行うよ
うに構成してもよい。したがって、このようなテストは、一年で１、２、３、４、５、６
、８、１０、１２、１６、２４回以上で終了することができる。このようなテストは、ユ
ーザが健康問題を有している場合、又は、システム２２５０が視覚障害の症状を検出した
場合（例えば、システム２２５０は、ユーザ２２６０が物体に焦点を合わせるのが難しい
ということを検出した場合）により頻繁に行ってもよい。システム２２５０は、検眼鏡／
眼底鏡検査として医師の診療所又は病院で使用するように構成してもよい。伝統的なテー
ブル／ベンチトップの検眼鏡／眼底鏡とは異なり、眼科用システム２２５０はユーザ２０
６０が着用できる。着用可能な検眼鏡／眼底鏡デバイス２０５０は伝統的なテーブル／ベ
ンチトップの検眼鏡／眼底鏡デバイスより軽量、小型で嵩張らない。
【０５３２】
　投影光２２３８は一以上の撮像装置２２７４によって検出されるのに充分な明るさを有
していてもよい。様々な実施形態では、投影光２２３８は、眼の直径約１ミクロン～約２
５ｍｍの円形部分を照明するように構成してもよい。例えば、投影光２２３８が照明する
眼の円形部分は、平均的な眼の中心窩から測定した網膜の直径と略等しい（例えば、±約
１０％以内（もしくはそれより小さい））。別の例として、投影光２２３８に照明される
眼の円形部分は、直径が約１ミクロン～約２５ミクロン、約２５ミクロン～約１００ミク
ロン、約５０ミクロン～約２５０ミクロン、約１００ミクロン～約５００ミクロン、約２
００ミクロン～約７５０ミクロン、約３５０～約８００ミクロン、約５００～約１．０ｍ
ｍ、約６００ミクロン～約１．５ｍｍ、約１．０ｍｍ～約２．０ｍｍ、約２．７ｍｍ～約
２５ｍｍ、約３．０ｍｍ～約２２ｍｍ、約３．５ｍｍ～約２０ｍｍ、約４．０ｍｍ～約１
８ｍｍ、約４．５ｍｍ～約１５ｍｍ、約５．０ｍｍ～約１２．５ｍｍ、約５．５ｍｍ～約
１１．０ｍｍ、約７．５ｍｍ～約１０ｍｍ、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる部分
的範囲の任意の値でよい。様々な実施形態では、投影光２２３８は、眼の寸法約１ミクロ
ン～約２５ｍｍの領域を照明するように構成してもよい。例えば、投影光によって照明さ
れる領域の寸法は、約１ミクロン以上で約３ミクロン以下、約２ミクロン以上で約５ミク
ロン以下、約５ミクロン以上で約１０ミクロン以下、約１０ミクロン以上で約１５ミクロ
ン以下、約１２ミクロン以上で約２５ミクロン以下、約２５ミクロン以上で約２５ｍｍ以
下、約５０ミクロン以上で約２０ｍｍ以下、約１００ミクロン以上で約１５ｍｍ以下、約
２５０ミクロン以上で約１０ｍｍ以下、約５００ミクロン以上で約５ｍｍ以下、約１．０
ｍｍ以上で約２．５ｍｍ以下、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる部分的範囲の任意
の値でよい。
【０５３３】
　様々な実施形態では、投影光２２３８は、所望の位置に向かって誘導しても（例えば、
焦点を合わせても）よい。走査型ファイバ装置、走査型レーザ装置、及び／又は適応光学
系を使って光線を特定の箇所に導いてもよい。例えば、投影光２２３８を、眼底に加え、
眼の他の部分を検査するため、角膜に導く、虹彩に導く、水晶体に導く、硝子体液に導く
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、又は網膜に導くなどしてもよい。眼の異なる部分を検査するため、投影光２２３８は、
眼の中の様々な深さに集光できる。これは、走査型ファイバ装置の走査角を変化させる、
投影光２２３８を集光するために使用する適応光学素子の焦点距離を変化させる、及び／
又は一以上の撮像装置２２７４のズームを変化させるなどによって達成できる。
【０５３４】
　図２２Ａに示すデバイス２２５０の様々な実施形態は、ユーザ２２６０の眼の様々な深
さからの画像を取り込むように構成してもよい。デバイス２２５０のいくつかの実施形態
では、一以上の撮像装置２２７４はユーザの眼２２６０の異なる深さから発せられる光を
取り込むように構成された撮像カメラを含んでいてもよい。例えば、撮像カメラのレンズ
の焦点距離を変えることでユーザの眼２２６０の異なる深さから発せられる光を取り込む
ことができる。ユーザの眼２２６０の異なる深さから発せられた光を取り込むように構成
されたデバイス２２５０のいくつかの実施形態は、ユーザの眼２２６０の異なる深さに位
置するユーザの眼２２６０の中の構造体に焦点を合わせた複数の撮像カメラを備えていて
もよい。ユーザの眼２２６０の特定の深さから発せされた光は、ユーザの眼２２６０の特
定の深さの構造体を見るように焦点を合わせた撮像カメラによって取り込んでもよい。ユ
ーザの眼２２６０の中の構造体に焦点を合わせた複数の撮像カメラを備えたデバイス２２
５０の実施形態を使ってユーザの眼２２２０の異なる深さから発せられた光と同時に収集
するように構成してもよい。
【０５３５】
　複数のレンズ系（例えば、全体で負の屈折力を有するレンズ又は回折光学素子）と、導
波路から発せられた光が異なる深度面で基点として生じるが如く光を発するように構成さ
れた出力撮像素子とを含む積層導波路組立体に光を入射させるように構成された走査型光
源（例えば、ファイバ走査装置）を使って、ユーザの眼２２２０の異なる深さから同時に
光を収集するようにしてもよい。図２２Ｃは、複数の導波路（例えば、２２００５ａ、２
２００５及び２２００５ｃ）及び光を一以上の光源から複数の導波路のうちの１つに入射
させるように構成された第１の複数の走査型ファイバ装置（例えば、２２００３ａ及び２
２００３ｂ）を含む積層導波路組立体を備えた実施形態の概略部分図である。レンズ効果
層２２００７は複数の導波路のそれぞれと結合することができる。レンズ効果層２２００
７は、ユーザが、異なる導波路から発せられた光が異なる深さの層から基点として生じる
ように、ユーザが知覚するように実効負屈折力を提供するレンズ素子を含むことができる
。レンズ効果層２２００９は、複数の導波路のそれぞれと結合して眼の異なる深さから出
力される光を撮像することができる。レンズ効果層２２００９は角膜、虹彩、又は水晶体
を撮像するように構成された導波路と結合し、実効正屈折力を提供するレンズ素子を備え
る。網膜を撮像するように構成された導波路と結合されたレンズ効果層２２００９は、実
効負屈折力を提供して角膜と水晶体が提供する屈折力を補償するレンズ素子を含んでいて
もよい。
【０５３６】
　いくつかの実施形態では、レンズ効果層２２００７及び２２００９は、焦点距離及び／
又は屈折力を固定した静的レンズ素子を備えていてもよい。いくつかの実施形態では、レ
ンズ効果層２２００７及び２２００９は、焦点距離及び／又は屈折力を可変とした動的レ
ンズ素子を備えていてもよい。例えば、レンズ効果層２２００７及び２２００９は、本明
細書で説明するように、可変焦点距離及び／又は屈折力を有する焦点可変素子及び／又は
適応光学系を含んでいてもよい。
【０５３７】
　光の相反の原理によれば、ユーザの眼２２２０の異なる深さから発せられた光は、様々
な積層導波路組立体の導波路によって収集され、第２の複数の走査型ファイバ装置（例え
ば、２２０１０ａ及び２２０１０ｂ）に結合されていてもよい。第２の複数の走査型ファ
イバ装置（例えば、２２０１０ａ及び２２０１０ｂ）のそれぞれは、積層導波路組立体の
導波路が関連付けられており、受け取った光を検出器に向けて導くように構成されている
。様々な実施形態では、第１の複数の走査型ファイバ装置は、光を関連付けられた導波路
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に発するとともに、関連付けられた導波路から光を収集するようにも構成してもよい。し
たがって、第２の複数の走査型ファイバ装置はこれら実施形態から削除してもよい。さら
に第１の複数の走査型ファイバ装置が光を発するとともに光を収集するように構成された
実施形態では、ファイバカプラ／スプリッタを第１の複数の走査型ファイバ装置のそれぞ
れに結合し、光源からの光路と検出器への光路とを分離する。正の屈折力を有するレンズ
素子を備えたレンズ効果層（例えば、２２００９ａ及び２２００９ｂ）は、レンズ素子の
効果を受けた光の負の屈折力で補償するように構成してもよい。様々な実施形態では、正
の屈折力を有するレンズ素子は、図２２Ｃに示すように、積層導波路組立体と一体化され
る代わりに、導波路の出力部に配置してもよい。
【０５３８】
　第１及び／又は第２の複数のファイバ走査装置はそれぞれ、単一のコアファイバ又はマ
ルチコアファイバを備えていてもよい。上記のシステムの実装は同時に複数の波長の光を
発し、さらに／又は複数の波長の光を受けるように構成してもよい。上記のシステムの実
装は、本明細書で説明する、細隙灯診断ツールとして構成された眼鏡、共焦点顕微鏡とし
て構成された眼鏡、走査型レーザ検眼鏡として構成された眼鏡、二光子顕微鏡として構成
された眼鏡、ＯＣＴシステムとして構成された眼鏡などを非限定的に含む他の眼科用デバ
イスと一体化してもよい。
【０５３９】
　様々な実施形態では、光源２２６８は白色光を生成するように構成してもよい。したが
って、このような実施形態では、投影光２２３８は白色光を含む。いくつかの実施形態で
は、光源２２６８は可視スペクトル領域の波長の範囲を有する色光を生成するように構成
してもよい。例えば、光源２２６８は約４４０ｎｍ～約５１０ｎｍ、約４６０ｎｍ～約５
５０ｎｍ、約４９０ｎｍ～約５６０ｎｍ、約５３０ｎｍ～約６１０ｎｍ、約５５０ｎｍ～
約６２０ｎｍ、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる部分的範囲の任意の値の波長を有
する任意の色の光を生成することができる。
【０５４０】
　いくつかの実施形態では、光源２２６８は、赤外スペクトル光の波長範囲の波長を一以
上有する赤外光を生成するように構成してもよい。例えば、投影光２２３８は光の近赤外
スペクトル、光の中赤外スペクトル、及び／又は光の遠赤外スペクトルのうちの一以上の
波長を有していてもよい。別の実施形態としては、投影光２２３８は、約７００ｍｍ～約
１．５μｍ、約１．０μｍ～約２．３μｍ、約１．８μｍ～約３．２μｍ、約２．４μｍ
～約５．８μｍ、約３．２μｍ～約７．０μｍ、及び／又は約６．０μｍ～１３．０μｍ
の一以上の波長を有していてもよい。着用者２２６０の眼２２２０の中への投影光２２３
８の進入深さは、投影光２２３８に含まれる波長に依存してもよい。したがって、投影光
２２３８に含まれる波長を有利に変化させることにより、ユーザ２２６０の眼２２２０の
異なる深さにおける構造と解剖学的特徴の撮像が可能となる。
【０５４１】
　可視／赤外光を生成するように構成された光源２２６８を含むシステム２２５０の実施
形態は、蛍光眼科学で使用するように構成してもよい。例えば、蛍光色素は、ユーザの眼
２２２０に適用することができ、光源２２６８からの放射線を、蛍光色素を照射した後に
得られる蛍光を分析して、ユーザの眼２２２０の健康に関する情報を得ることができる。
様々な実施形態では、蛍光色素は、システム２２５０と一体化した流体送達システムによ
って送達できる。例えば、蛍光色素は、図５を参照しながら説明した薬剤分配モジュール
（２１）に類似した分配モジュールによって分配してもよい。蛍光眼科での用途に構成さ
れたシステム２２５０は、様々な眼疾患や状態を検出及び／又は診断するのに有効である
。例えば、角膜潰瘍を蛍光色素で染色すると、コバルトブルーの光を当てると緑色で表示
される。したがって、角膜潰瘍は、蛍光色素（例えば、フルオレセイン）を角膜に塗布し
、コバルトブルーの光の波長と類似した波長を有する光線２２３８を当てれば検出できる
。
【０５４２】
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　一以上の撮像装置２２７４の様々な実施形態には、撮像装置２２７４が一種類以上の所
望の波長範囲の光を着用者２２６０の眼２２２０から選択的に受けることができるように
構成されている一方、他の波長を減衰又はフィルタリングするように構成された一以上の
波長フィルタを含んでいてもよい。例えば、撮像装置２２７４は、撮像装置２２７４が可
視スペクトル領域、近赤外スペクトル領域、中赤外スペクトル領域、及び／又は遠赤外ス
ペクトル領域の光を選択的に受けることができるように構成された一以上の波長フィルタ
を含んでいてもよい。別の例として、撮像装置２２７４は、撮像装置２２７４が、約４４
０ｎｍ～約１２．０μｍ、約５００ｎｍ～約１０．０μｍ、約５５０ｎｍ～約８．５μｍ
、約６００ｎｍ～約５．０μｍ、約６５０ｎｍ～約３．０μｍ、約１．０μｍ～約２．５
μｍ、又は上記の範囲の又はそこに含まれる範囲の任意の値の光を選択的に受けることが
でき、一方で選択された範囲以外の波長を減衰又はフィルタリングするように構成された
一以上の波長フィルタを含んでいてもよい。
【０５４３】
　図２２Ａに示すように、一以上の撮像装置２２７４はディスプレイシステム２２６２の
周囲に配置し、ユーザの眼２２２０から光を受けるように構成してもよい。様々な実施形
態では、一以上の撮像装置２２７４は、ユーザの眼２２２０を追跡するように構成され、
図５を参照しながら上記赤外光カメラ２２２４に類似したカメラを含んでいてもよい。い
くつかの実施形態では、一以上の撮像装置２２７４は、ユーザの周囲の環境を撮像するよ
うに構成され、図５を参照しながら上記広視野マシンビジョンカメラ１６に類似したカメ
ラを備えていてもよい。様々な実施形態では、一以上の撮像装置２２７４及び光源２２６
８は下記に説明するように単一の装置として一体化されていてもよい。
【０５４４】
　図２２Ａに示すように、光源２２６８は、ディスプレイシステム２２６２の周囲に配置
してもよい。様々な実施形態では、光源２２６８はディスプレイシステム２２６２の周囲
に配置され、光線２２３８をユーザの眼２２２０に投影するように構成された一以上の発
光ダイオードを備えていてもよい。いくつかの実施形態ではレンズ、プリズム、ビームス
プリッタ、ミラー、ライトガイド（回折光学素子を持つもの又は持たないもの）、回折光
学素子、プリズム要素及び／又は他の光学部品を含む一以上の光学系を使って、光線２２
３８をユーザの眼２２２０に導いてもよい。いくつかの実施形態では、光源２２６８は図
５を参照しながら説明した投影システム１８に類似した特徴を有していてもよい。
【０５４５】
　様々な実施形態では、上述したように、光源２２６８は上記ファイバ走査装置（ＦＳＤ
）に類似していてもよい。このような実施形態では、光源２２６８は、光を光エミッタ（
例えば、レーザ／ＬＥＤ）からユーザ２２６０の眼２２２０に伝達するように同様に構成
された一以上の光ファイバを含んでいてもよい。このような実施形態では、ファイバ走査
装置は一以上の光学部品（例えば、反射素子、屈折素子、回折光学素子、回折光学素子を
有するライトガイド及び／又は他の光学部品）と一体化でき、ファイバ走査装置からの光
をユーザの眼２０２０に向かって導いてもよい。いくつかの実施形態では、ディスプレイ
レンズ２２７６は、複数の、図１０Ｄの積層導波路組立体１７８に類似した光学及び構造
特性を有する導波路を備えていてもよい。このような実施形態では、ＦＳＤを備えた光源
２２６８は、ＦＳＤからの光が複数の導波路のうちの一以上を通って伝播するように、複
数の導波路のうちの一以上に光を入射させるように構成されていてもよい。回折光学素子
又は複数の導波路を組み込んだ他の光学部品を使って複数の導波路からの光をユーザの眼
２０２０に導くように構成してもよい。
【０５４６】
　ＦＳＤとして構成された光源２２６８は、様々なパターン（例えば、ラスタスキャン、
スパイラルスキャン、リサージュパターンなど）及び速度で走査してもよい。光線２２３
８の投影光パターンは、ＦＳＤの走査パターン、ＦＳＤの走査速度及び／又は一以上の撮
像装置２２７４の速度に依存してもよい。ＦＳＤに類似して構成された光源２２６８のい
くつかの実施形態では、光を光源から伝達するように構成された光ファイバを使ってユー
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ザの眼２２２０から光を受けるように構成してもよい。
【０５４７】
　光源２２６８から投影された投影光２２３８は、着用者の眼２２２０の特定の位置にお
いて入射するように導くことができる。例えば、投影光２２３８は、投影光２２３８の中
心が、着用者の眼の表面の所望の位置の法線に対して０から±９０度の角度で入射するよ
うになど、着用者の眼２２２０の所望の位置に入射させることができる。例えば、投影光
２２３８の中心は、眼の表面に垂直な軸線（又は法線）に対して１８０度の幅の角度で走
査できる。別の例では、投影光２２３８の中心は、眼と交差して瞳孔を通過する軸線に対
して１８０度の幅の角度で走査できる。投影光２２３８はユーザの眼２２２０の後ろ側の
半球全体を照明するように構成してもよい。別の例として、光源２２６８からの投影光２
２３８は、ユーザの眼２２２０の所望の位置にユーザの視線に対して角度を有して入射さ
せることができる。光源２２６８から投影された光はユーザの眼２２２０の異なる焦点距
離で焦点を合わせてもよい。例えば、投影光の焦点面は、角膜、虹彩、自然の水晶体、硝
子体液、中心窩又は網膜と一致してもよい。
【０５４８】
　様々な実施形態では、図１０Ｂ、１０Ｃ及び１０Ｄを参照しながら上述したように適応
光学系又は焦点可変素子（ＶＦＥ）をオプションとして使用して光源２２６８及び／又は
光源２２６８から投影された光が集光する焦点面から投影される光の入射角を変更しても
よい。例えば、光源２２６８から出力された光は、レンズ、プリズム、及び／又はミラー
（例えば、図１０Ｃの光学素子１０２４）を備えた光学系を使って変更して、光線２２３
８が集光するユーザの眼２２２０の中の深度及び／又はユーザ２２６０の眼２２２０に入
射する光線２２３８の方向を選択できるようにすることができる。適応光学系を利用して
、光線２２３８の波面を制御／整形し、光線２２３８の方向を制御し、光線２２３８を収
束又は分散させ、及び／又は眼から受けた光から収差を取り除くことができる。
【０５４９】
　様々な実施形態では、ＶＦＥは、変形可能なミラーデバイスを含んでいてもよい。例え
ば、ＶＦＥは、薄膜ミラーに結合された一以上の電極でもよい。制御システムは一以上の
電極を選択的に制御して薄膜ミラーの形状を変更させることができる。これにより、積層
導波路組立体から発光される光の波面は、薄膜ミラーの形状を変更することによって変化
させることができる。走査型レーザ装置又はファイバ走査装置を備えた光源を含まない着
用可能なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能なミラーデバイスを含み、光線を誘導
し、及び／又は光線がユーザの眼の中に集光する深さを変化させてもよい。様々な実施形
態では、ＶＦＥは変形可能なレンズを備えていてもよい。変形可能なレンズは、静電エネ
ルギーを与えることによって変形可能な弾性材料を含み、異なる曲率を有するレンズ又は
レンズ状の表面を形成してもよい。いくつかの実施形態では、ＶＦＥは電極の活性化で変
形するレンズを備えていてもよい。いくつかのレンズは、電圧を電極にかけると、屈折率
を変化させることができる（例えば、液晶レンズなど）。様々な実施形態では、デバイス
２２５０は位相を変調する空間光変調器を備えていてもよい。走査型レーザ装置又はファ
イバ走査装置を備えた光源を含む着用可能なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能な
レンズ及び／又は位相を変調する空間光変調器を含み、光線を誘導し、及び／又は光線が
ユーザの眼の中に集光する深さを変化させてもよい。
【０５５０】
　ディスプレイレンズ２２７６は、光源２２６８から出力された光を受けるように構成さ
れた複数の積層導波路を備えて、もしくは組み込まれていてもよい。複数の積層導波路は
、図１０Ｄに示し、図１０Ｄを参照しながら説明した積層導波路組立体１７８に類似した
特徴を有していてもよい。様々な実施形態では、複数の積層導波路は、光源２２６８から
出力された光を一以上の積層導波路に結合するように構成された回折光学素子を含んでい
てもよい。複数の積層導波路は、さらに一以上の積層導波路内を伝播する光の結合を解く
ように構成された回折光学素子を備えていてもよい。様々な実施形態では、光源２２６８
からの光を複数の積層導波路と結合させる及び結合を解くように構成された回折光学素子
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は、焦点面及び／又は照明光２２３８のユーザ２２６０の眼２２２０に対する方向を変更
するように構成してもよい。様々な実施形態では、複数の積層導波路は一以上のレンズ効
果層を備えていてもよい。例えば、レンズ効果層は、図１０Ｄに示したような積層導波路
組立体の各導波路と結合することができる。様々な実施形態では、光源を使って検眼鏡／
眼底鏡光源を照明するために、このような導波路構成を有していてもよい。いくつかの実
施形態では、この導波路組立体及び／又はファイバ走査型ディスプレイ又は、光を導波路
組立体に結合する他の光源は、拡張現実又は仮想現実のために画像を眼に投影するために
使用するものと同じ要素を備えていてもよい。いくつかの実施形態では、この導波路組立
体及び／又はファイバ走査型ディスプレイ又は、光を導波路組立体に結合する他の光源は
、拡張現実又は仮想現実のために画像を眼に投影するために使用するものと同様の要素に
組み込まれていてもよい。例えば、導波路組立体にさらに導波路を追加して眼に照明をあ
て、さらに又は光を眼から集光して検眼鏡／眼底鏡撮像を行ってもよい。同様に、追加の
光源、例えば、ＦＳＤを追加して、光を導波路組立体の導波路に入射させて眼に照明をあ
てる及び又は光を眼から集光して検眼鏡／眼底鏡撮像を行ってもよい。
【０５５１】
　様々な実施形態では、レンズ効果層は静的であり、レンズ効果層の焦点距離及び／又は
他の光学特性は固定値である。このような実施形態では、光源２２６８からの光は所望の
方向でユーザの眼２２２０の所望の位置で焦点を合わせる出力光線を生成する特徴を有す
るレンズ効果層と結合される複数の積層導波路組立体の導波路に結合できる。
【０５５２】
　様々な実施形態では、レンズ効果層は動的であり、レンズ効果層の焦点距離及び／又は
他の光学特性は電気信号をかけることによって変化させることができる。このような実施
形態では、光源２２６８からの光は複数の積層導波路組立体の導波路に結合し、一以上の
レンズ効果層の特徴を変更して所望の方向でユーザの眼２２２０の所望の位置に入射する
出力光線を生成することができる。
【０５５３】
　ファイバ走査装置及び／又は上記の走査装置を含むシステム２２５０は、光線を形成、
整形、及び誘導するように構成する。これにより、システム２２５０は任意の幅、瞳孔位
置、方向、及び焦点位置の光線２２３８を生成することができ、よって、検眼鏡又は眼底
鏡の機能を再現するように構成することができる。積層導波路組立体の導波路に結合され
た回折光学素子はビームパラメータの組がそれぞれ異なる多数の異なる出力光線を生成す
るように構成してもよい。様々なビームパラメータを、積層導波路組立体の導波路と結合
できる追加の動的光学素子によって変更してもよい。さらに、積層導波路組立体の導波路
は光線を投影できるとともに眼からの後方散乱光を集光し、撮像できる双方向に構成して
もよい。
【０５５４】
　これにより、眼科用デバイス（又は他の光源）のＦＳＤを、光線を眼の前後の部分に投
影して、上記のシステムと方法を使ってユーザの眼の画像を取り込むように構成してもよ
い。光線の焦点は、その内容を参照により本明細書に援用される米国特許出願第１４／５
５５，５８５号明細書に説明した多くの方法のうちの１つによって変化させてもよいこと
は理解できよう。上記と同様に、眼の走査モジュールを使用してユーザの眼の眼からの光
（例えば、反射パターン、回折パターン、散乱パターン）を走査し、分析して視力障害が
あるかどうかを判定してもよい。上記の他の実施形態の場合のように、眼科用システムは
ユーザからの入力を受け取り、あるいは取り込んだ画像を分析し、それを様々なパターン
マッチングアルゴリズムを介して実行して異常があるかどうかを判定する。様々な実施形
態では、システム２２５０が取り込んだ画像は、履歴分析に対する先に行った検眼鏡検査
中に取得したユーザの眼２２２０の画像と比較することができる。このような比較は、時
間と共に眼のある疾患の進行を追跡するのに有効である。
【０５５５】
　図２２Ｂは、眼科用システム２２５０を使って眼（例えば、眼底又は網膜）を検査する
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方法の例示のフローチャート２２００を示している。眼を検査する方法は、光学システム
２２５０と連動して電子ハードウェア処理装置２２７０で実行できる。システム２２５０
はユーザ２２６０が焦点を合わせるが困難であるか、あるいは他の視覚障害を有している
と検出されたら眼の検眼鏡／眼底鏡検査を開始するよう構成してもよい。図２２Ｂのブロ
ック２２０２を参照すると、眼底鏡プログラムを開始できる。ブロック２２０４では特定
の焦点の光線を、光源２２６８を使用してユーザの眼の少なくとも一部に投影してもよい
。上述したように、光源２２６８はファイバ走査装置又は代替の光源、例えば、ユーザの
眼を追跡するように構成された赤外光源などを含んでいてもよい。結果としてユーザの眼
の部分は、照明してもよい。ブロック２２０６で、システムはユーザの眼の照明された部
分の画像を取り込む。この機能は、視線追跡カメラ、ＦＳＤ、あるいは上記のような目的
のために設計された特別なカメラ、によって行なうことができることは、理解できよう。
ブロック２２０８では、パターンマッチングアルゴリズムを使って取り込んだ画像を様々
な眼の異常を表す周知のいくつかの画像と比較してもよい。様々な実施形態では、システ
ム２２５０で取得した／取り込んだ画像を、色マッチングアルゴリズムを使って処理し、
取得した／取り込んだ画像の一以上の部分の色を、前に取得した／取り込んだ画像又はい
くつかの保存した画像の一以上の部分の色と比較することができる。いくつかの周知の画
像は、電子ハードウェア処理装置２２７０がアクセス可能なライブラリに保存してもよい
。例えば、システム２２５０が取得した／取り込んだ画像は履歴分析のためにユーザ２２
６０に関連付けられた電子医療記録（ＥＭＲ）に保存してもよい。
【０５５６】
　システム２２５０が取得した／取り込んだ画像は、例えば、パターンマッチングアルゴ
リズム、カラーマッチングなどのような、画像処理アルゴリズムを使って分析し、異常が
あるかを判定することができる。例えば、視神経頭が腫れた、又は縁部／マージンがぼや
けている場合には画像を分析して判定する。別の例として、画像を分析して視神経頭及び
／又は眼杯のサイズを測定してもよい。視神経頭及び／又は眼杯の測定したサイズを使っ
て視神経頭の杯部の直径と、視神経頭の合計の直径との間の比として計算できる、眼杯と
視神経頭の比を取得してもよい。眼杯と視神経頭の比の数値が高いと、緑内障を示唆して
いる場合もある。別の例として、画像を分析して眼底の色を判定してもよい。眼底の色が
暗いと、網膜色素変性症を示唆している場合もある。一方、淡い眼底の色は、眼底動脈閉
塞を引き起こしているユーザに見られる。検眼鏡によって取得した画像を分析して、例え
ば、出血や滲出液のような他の異常を検出してもよい。緑色のフィルタ（赤い光を実質的
に減衰させる）は、出血又は滲出液を容易に検出するのに有利である。高血圧性網膜症を
持つユーザは、システム２２５０によって得られた画像から検出することができる硬性白
斑、出血（まれに乳頭浮腫）及び／又は網膜浮腫を呈する場合がある。糖尿病性網膜症を
患うユーザのなかには、システム２２５０によって得られた画像から検出することができ
るドットブロット出血及び／又は硬性白斑を呈する者もある。糖尿病性網膜症を有するユ
ーザの中には、綿花状白斑又は軟性白斑を呈するものもある。
【０５５７】
　上述したように、共通の眼の疾患を探すのに加え、眼のマイクロキャピラリーは、他の
健康問題を示唆する場合もある。網膜又は網膜血管の条件が、特定の血管疾患又は他の疾
患を示唆する場合もある。例えば、得られる画像の４つの象限の各々の血管を検査して、
動脈の条件は通常は薄く、クロス静脈であると判定し、血管の数の判定、血管が直鎖又は
曲がりくねっているかの判定、血管の色と幅の判定、光の反射と交差ポイントの判定など
を行うことができる。これらの判定は、ユーザの健康の指標を提供することができる。例
えば、細動脈等の変化、動脈血管収縮／狭窄、動脈壁の変化（動脈硬化症）などは、高血
圧性網膜症を示すこともある。別の例として、静脈狭窄及び堆積による銅線動脈と銀線細
動脈、及び「動脈-細静脈（ＡＶ）／ニッキングニップ」の症状もまた、高血圧性網膜症
を示唆する可能性がある。視神経頭及び／又は微細動脈瘤の周りに新しい血管が形成され
ているのは糖尿病性網膜症を示唆する可能性がある。
【０５５８】
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　上述のように、様々な実施形態では、パターンマッチングアルゴリズムは、取り込んだ
画像を、異なる種類の疾病及び／又は眼の健康に影響を与える可能性のある異常を示唆す
る既知のパターンのライブラリと比較するように構成してもよい。取り込まれた画像に、
既知のパターンのいずれかに一致するパターンが含まれている場合は、眼科用システム２
２５０が、ブロック２２１０に示すように、対応する異常又は疾患の進行を判定するよう
に構成してもよい。パターンマッチングアルゴリズム及び／又は取り込んだ画像の結果は
、一以上の実施形態では、その後、臨床医及び／又はユーザに表示してもよい。
　共焦点顕微鏡検査／二光子顕微鏡検査／ＳＬＯ（Confocal Microscopy/Two-photon Mic
roscopy/SLO）
【０５５９】
　本明細書で説明するように、ユーザが着用することができる拡張現実／仮想現実システ
ムの種々の実施形態は、共焦点顕微鏡検査を行うように構成してもよい。図２４Ｃは、概
略的に、共焦点顕微鏡検査を行うように構成可能な着用可能なデバイス２６５０を示す。
デバイス２６５０は、ディスプレイシステム２６６２に取り付けたフレーム２６６４を含
む。ディスプレイシステム２６６２はユーザ２６６０の眼２６２０の前方に位置するよう
に構成できる。デバイス２６５０は光線２６３８を光源２６６８からユーザ２６６０の眼
２６２０に投影するように構成してもよい。投影された光線２６３８の一部は、ユーザ２
６６０の眼２６２０の様々な解剖学的特徴によって反射、散乱及び／又は回折でき、一以
上の撮像装置２６７４によって受けることができる。電子ハードウェア処理装置２６７０
を使ってユーザ２６６０の眼２６２０から受けた光を分析してユーザの眼２６２０の様々
な構造を検査できる。
【０５６０】
　眼科用システム２６５０の様々な実施形態では、フレーム２６６４は図３Ａ～３Ｃのフ
レーム６４に類似した特徴を有する。眼科用システム２６５０の様々な実施形態では、デ
ィスプレイシステム２６６２は図３Ａ～３Ｃ及び図５のディスプレイシステム６２に類似
した特徴を有している。眼科用システム２６５０の様々な実施形態では、電子ハードウェ
ア処理装置２６７０は、図３Ａ～３Ｃのローカル処理及びデータモジュール７０と類似し
ていてもよい。
【０５６１】
　眼科用システム２６５０の様々な実施形態のディスプレイシステム２６６２は、フレー
ム２６６４に取り付けたディスプレイレンズ２６７６を備え、そこを通して着用者が地上
を見ることができるように構成されていてもよい。いくつかの実施形態では、ディスプレ
イレンズ２６７６は、２つの眼のゾーンを備え、それぞれの眼のゾーンがユーザの眼２６
２０の前に位置する一体型レンズでもよいいくつかの実施形態では、ディスプレイシステ
ム２６６２は、フレーム２６６４に取り付けられ、それぞれがユーザの眼２６２０それぞ
れの前に位置する接眼ゾーンを有する２つのディスプレイレンズを有していてもよい。
【０５６２】
　光源２６６８は、一以上のレーザ、一以上のＬＥＤ、一以上のフラッシュランプ及び／
又は一以上のスーパールミネッセントダイオードを含む発光体を含んでいてもよい。いく
つかの実施形態では、光源２６６８は、ディスプレイレンズ２６７６及び／又はユーザ２
６６０の眼２６２０に照明をあてるように構成された着用可能なデバイス２６５０の照明
システムの一部でもよい。このような実施形態のうちのいくつかでは、光線２６３８はデ
ィスプレイレンズ２６７６からユーザ２６６０の眼２６２０に投影するものでもよい。例
えば、光源２６６８はファイバ走査装置（ＦＳＤ）を備えていてもよく、ディスプレイレ
ンズは、図１０Ｄを参照しながら説明した導波路積層体１７８に類似した特徴を持つ複数
の導波路を備えていてもよい。ＦＳＤからの光を複数の導波路のうちの一以上に入射させ
、複数の導波路のうちの一以上からユーザの眼２６２０に向けて発光させて共焦点顕微鏡
検査を行ってもよい。ディスプレイレンズの複数の導波路は、複数の導波路から放射され
た波面の特性を変化させることができる適応焦点要素と結合させてもよい。
【０５６３】
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　いくつかの実施形態では、光源２６６８はディスプレイシステム２６６２の横に配置し
た補助光源でもよい。このような実施形態では、着用可能なシステム２６５０は、例えば
、レンズ又は他の屈折部品、反射面、偏光器、反射器、ビームスプリッタ、回折光学素子
、導波路、又は他の光学部品などのような光学部品を含み、光線２６３８を着用者の眼２
６２０に向けて導いてもよい。例えば、光源２６６８は追加のＦＳＤを備えていてもよく
、ディスプレイレンズは追加の導波路の層を備えていてもよい。追加のＦＳＤからの光を
追加の層の導波路のうちの一以上に入射させ、追加の層の導波路のうちの一以上の導波路
からユーザの眼２６２０に向けて発光させて共焦点顕微鏡検査を行ってもよい。追加の層
の導波路の中の導波路は、追加の層の導波路から発せられた波面の特性を変化させること
ができる適応焦点要素と結合させてもよい。
【０５６４】
　デバイス２６５０が、共焦点顕微鏡として構成されている場合、光源２６３８からの光
出力は、第１の開口部を通って眼２６２０（例えば、網膜など）の所望の領域に向けられ
、第１のレンズを通して眼の一部に焦点を合わせることができる。様々な実施形態では、
第１のレンズは第一の開口部、特に眼の撮像したい領域を眼に撮像する。第１の開口部と
撮像される眼のこの領域は、（第１のレンズの）共役焦点面にある。眼の部分からの散乱
／反射／回折した光は、第２のレンズを介して、第２の開口部を介して一以上の撮像装置
２６７４に向かって導かれる。第２の開口部と撮像される眼のこの領域は、（第２のレン
ズの）共役焦点面にある。第２の開口部は、焦点がずれた光が眼の所望の領域から第２の
開口によって拒絶され、一以上の撮像装置２６７４に入射しないような寸法とすることが
できる。
【０５６５】
　様々な実施形態では、単一のレンズが第１のレンズと第２のレンズとして使用される。
単一のレンズは、眼とビームスプリッタとの間に配置されてもよく、ビームスプリッタは
、第１の開口部とレンズの間の光路中、並びに第２の開口部とレンズとの間の光路中に位
置させてもよい。上記のように、第１の開口部と測定する眼のこの領域は、レンズの共役
焦点面にある。同様に、第２の開口部と測定する眼のこの領域は、レンズの共役焦点面に
ある。
【０５６６】
　様々な実施形態では、第１及び第２の開口部は、デバイス２６５０が、眼２６２０の所
望の領域上に焦点があった光を導くように構成されたレンズの共焦点面に配置された単一
の開口部のみを含み、焦点がずれた光を拒絶しながら眼２６２０の所望の領域からの光を
受け取るように一致させることができる。
【０５６７】
　光源２６６８として構成された、そして／又は眼２６２０の所望の領域からの光を受信
し、一以上の撮像装置２６７４に向かって導くように構成されたファイバ走査装置を備え
るデバイス２６５０の様々な実施形態は、別個の第１及び／又は第２の開口部を含む必要
はない。その代わりに、いくつかのそのような実施形態では、ファイバ走査装置に含まれ
る光ファイバの出力開口部は、第１及び／又は第２の開口として構成することができる。
第１及び／又は第２の開口部は、ピンホールを含んでいてもよい。図示のように、ファイ
バ走査装置の同一のファイバが、照明光を投影するとともに、図２４Ｄ－１に示すような
一以上の撮像装置２６７４に向かって眼２６２０の所望の領域からの光を受けて導くよう
に構成されているデバイス２６５０の様々な実施形態は、その性質によって、共焦点顕微
鏡として構成されている。
【０５６８】
　上記のように、共焦点顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態に、
光源２６６８からの光をユーザの眼２６２０の所望の領域に向かって導くように光路中に
配置されたビームスプリッタ及び／又はファイバスプリッタ／カプラを含んでいてもよい
。ビームスプリッタはさらに、一以上の撮像装置２６７４に向かってユーザの眼２６２０
の所望の領域から発せられた光を導くように構成することができる。デバイス２６５０の



(196) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

様々な実施形態は、一以上の走査ミラー（例えば、水平及び垂直走査ミラー）、変形可能
ミラーデバイス等を含み、光源２６６８から出力された光は、ユーザの眼２６２０の領域
（例えば、網膜、角膜、水晶体、硝子体液）を横切って走査することができ、デバイス２
６５０によって共焦点顕微鏡検査を行うことができるようにしてもよい。水平及び垂直走
査ミラーは、システムの光軸線に対応できるとともに、横方向（ｘ及びｙ）に直交であっ
てもよい長手方向（ｚ）に比較すると、横方向（ｘ及びｙ）に走査することができる。図
２４Ｄ－２は、光源２６６８、一以上の撮像装置２６７４、ビームスプリッタ、レンズ効
果システム及び走査ミラーを含む眼鏡の実施形態の概略部分図である。図２４Ｄ－２に示
す走査ミラーは、いくつかの実施形態では、変形可能ミラーデバイスを備えていてもよい
。
【０５６９】
　光源２６６８としてファイバ走査装置（ＦＳＤ）を含むデバイス２６５０の一以上の実
施態様において、ＦＳＤは、ユーザの眼２６２０の領域を横切って光を走査するように構
成された３Ｄスキャンヘッドとして機能させてもよい。一以上の実施態様において、波長
が変化する光線（すなわち可視光スペクトル以外）を投影して（例えば、ＦＳＤ又は他の
光源を介して）付加的な３Ｄ分解能を提供してもよい。
【０５７０】
　図２４Ｄ－１は、投影光２６３８を出力するとともに、眼２６２０の所望の領域から光
を受け、受けた光を一以上の撮像装置２６７４に導くように構成されたファイバ走査装置
を含む、デバイス２６５０の実施形態の部分図を略図で示す。図示の実施形態では、ＦＳ
Ｄが光を積層導波路組立体の一以上の導波路に入射させるように構成されている。導波路
を伝播する光は、導波路に結合された回折光学素子によって導波路から外すことができる
。積層導波路組立体はさらに、任意の焦点可変素子（ＶＦＥｓ）及び／又は導波路から外
された光の波面を変化させるように構成された任意の適応光学素子を含んでいてもよい。
いくつかの実施形態では、積層導波路組立体は、さらに、ユーザの眼２６２０の領域を横
切って水平方向及び垂直方向の投影光２６３８を走査可能な変形可能ミラー装置を複数備
えていてもよい。
【０５７１】
　光源２６６８から投影された光は着用者の眼２６２０の異なる焦点距離で焦点を合わせ
てもよい。例えば、投影光２６３８の焦点は、角膜、虹彩、自然の水晶体、硝子体液、又
は網膜と一致してもよい。様々な実施形態では、図１０Ｂ、１０Ｃ及び１０Ｄを参照しな
がら説明したように、一以上の任意の適応可能な光学素子又は焦点可変素子（ＶＦＥ）を
使用して、光源２６６８及び／又は光源２６６８から投影された光が集光するあるいは基
点として生じるように見える焦点面から投影される光の入射角を変更してもよい。例えば
、光源２６６８から出力された光は、レンズ、プリズム、及び／又はミラー（例えば、図
１０Ｃの光学素子１０２４）を備えた光学系を使って変更して、投影光２６３８が集光す
る眼の中の深度及び／又はユーザ２６６０の眼２６２０に入射する照明光２６３８の方向
を変化させることができるようにすることができる。
【０５７２】
　様々な実施形態では、ＶＦＥは、変形可能なミラー装置を含んでいてもよい。例えば、
ＶＦＥは、薄膜ミラーに結合された一以上の電極でもよい。制御システムは一以上の電極
を選択的に制御して薄膜ミラーの形状を変更させることができるように構成されている。
これにより、積層導波路組立体から発光される光の波面は、薄膜ミラーの形状を変更する
ことによって変化させることができる。走査型レーザ装置又はファイバ走査装置を備えた
光源を含まない着用可能なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能なミラーデバイスを
含み、光線を誘導し、さらに／又は光線がユーザの眼の中に集束する深さを変化させても
よい。様々な実施形態では、ＶＦＥは変形可能なレンズを備えていてもよい。変形可能な
レンズは、静電エネルギーを与えることによって変形可能な弾性材料を含み、異なる曲率
を有するレンズ又はレンズ状の面を形成してもよい。いくつかの実施形態では、ＶＦＥは
電極の活性化で変形するレンズを備えていてもよい。いくつかのレンズは、電圧を電極に
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かけると、屈折率を変化させることができる（例えば、液晶レンズなど）。様々な実施形
態では、デバイス２６５０は位相を変調する空間光変調器を備えていてもよい。走査型レ
ーザ装置又はファイバ走査装置を備えた光源を含む着用可能なデバイス２６５０の実施形
態は、変形可能なレンズ及び／又は位相を変調する空間光変調器を含み、光線を誘導し、
さらに／又は光線がユーザの眼の中に集光する深さを変化させてもよい。
【０５７３】
　様々な実施形態では、光源２６６８は、約１ミクロンから約１．０ｍｍのスポットサイ
ズの照明光を出力する走査型レーザ装置を備えていてもよい。例えば、照明光は、約１～
３ミクロン、約２～１０ミクロン、約５～２５ミクロン、約１０～３０ミクロン、約２０
～１００ミクロン、約５０～２００ミクロン、約７５～２５０ミクロン、約１００～３０
０ミクロン、約２２５～５００ミクロン、約３７５～６００ミクロン、約５００～７５０
ミクロン、約６５０～８５０ミクロン、約７２５ミクロン～１ｍｍ、又はこれらの範囲又
はこれらに含まれる部分的範囲の任意の値のスポットサイズでよい。走査型レーザ装置は
、眼の所望の領域にわたって、所望の走査パターンで走査するように構成してもよい。走
査型レーザ装置は、約１ｋＨｚ～約５ＭＨｚの速度で走査して所望の走査パターンを生成
するように構成してもよい。したがって、眼の所望の領域に生成される所望の走査パター
ンは、走査期間にわたって直列（例えば、一度に一以上）に照明される複数の画素を含む
と考えてもよい。そのような実施形態のいくつかにおいて、一以上の撮像装置２２７４は
、背後に散乱する、又は背後に反射する光を複数の画素のそれぞれから受けるように構成
された光検出器を含んでいてもよい。光検出器が受けた光の強度は、走査角及び／又は照
明光の位置と相関させて所望の領域の二次元画像を生成してもよい。様々な実施形態では
、複数の光検出器を、後方散乱放射を収集するように構成された眼鏡の周囲に配置しても
よい。このような実施形態では、所望の領域の二次元画像を複数の検出器によって検出さ
れた強度を経時的に平均化することにより生成することができる。
【０５７４】
　様々な実施形態では、光源２６６８は、可視スペクトル領域範囲の波長を有する白色光
又は色光を生成するように構成してもよい。例えば、光源２６６８は、約４４０ｎｍ～約
５１０ｎｍ、約４６０ｎｍ～約５５０ｎｍ、約４９０ｎｍ～約５６０ｎｍ、約５３０ｎｍ
～約６１０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約６２０ｎｍ、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる
部分的範囲の任意の値の波長を有する任意の色の光を生成することができる。
【０５７５】
　いくつかの実施形態では、光源２６６８は、赤外スペクトル光の波長範囲の波長を一以
上有する赤外光を生成するように構成してもよい。例えば、投影光２６６８は、光の近赤
外スペクトル、光の中赤外スペクトル、及び／又は光の遠赤外スペクトルのうちの一以上
の波長を有していてもよい。別の実施形態としては、投影光２６６８は、約７００ｎｍ～
約１．５μｍ、約１．０μｍ～約２．３μｍ、約１．８μｍ～約３．２μｍ、約２．４μ
ｍ～約５．８μｍ、約３．２μｍ～約７．０μｍ、及び／又は約６．０μｍ～１３．０μ
ｍの一以上の波長を有していてもよい。
【０５７６】
　着用者２６６０の眼２６２０の中への投影光２６６８の進入深さは、投影光２６３８に
含まれる波長に依存してもよい。また、投影光２６３８と参照光との光路長差を波長に依
存させてもよい。したがって、投影光２６３８に含まれる波長を有利に変化させることに
より、ユーザ２６６０の眼２６２０の異なる深さにおける構造と解剖学的特徴の撮像が可
能となる。
【０５７７】
　図２４Ｃに示すように、一以上の撮像装置２６７４は、ディスプレイシステム２６６２
の周囲に配置し、ユーザの眼２６２０から光を受けるように構成してもよい。様々な実施
形態では、一以上の撮像装置２６７４は、内向きカメラを備えていてもよい。例えば、一
以上の撮像装置２６７４は、ユーザの眼２６２０を追跡するように構成され、図５を参照
しながら上述した赤外光カメラ２６２４に類似した特徴を有するカメラを含んでいてもよ
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い。いくつかの実施形態では、一以上の撮像装置２６７４は、ユーザの周囲の環境を撮像
するように構成され、図５を参照しながらすでに説明した広視野マシンビジョンカメラ１
６に類似したカメラを備えていてもよい。一以上の撮像装置２６７４は、フォトダイオー
ド（例えば、ＩＲ光用のシリコン系、ゲルマニウム系光電子増倍管（ＰＭＴ）、電荷結合
素子（ＣＣＤ）、ＣＭＯＳ系センサ、シャックハルトマン波面センサなど）を含んでいて
もよい。上記のように、様々な実施形態では、一以上の撮像装置２６７４を光源２６６８
として構成したＦＳＤと一体化させてもよい。例えば、ＦＳＤの光ファイバは眼から受け
取った光を受け取って、受け取った光を一以上の撮像装置２６７４に導くように構成して
もよい。
【０５７８】
　一以上の撮像装置２６７４の様々な実施形態には、撮像装置２６７４が１種類以上の所
望の波長範囲の光を着用者２６６０の眼２６２０から選択的に受けることができるように
構成されている一方、他の波長を減衰又はフィルタリングする一以上の波長フィルタを含
んでいてもよい。例えば、撮像装置２６７４は、撮像装置２６７４が、可視スペクトル領
域、近赤外スペクトル領域、中赤外スペクトル領域、及び／又は遠赤外スペクトル領域の
光を選択的に受けることができるように一以上の波長フィルタを含んでいてもよい。別の
例として、撮像装置２６７４は、撮像装置２６７４が、約４４０ｎｍ～約１２．０ｍｍ、
約５００ｎｍ～約１０．０ｍｍ、約５５０ｎｍ～約８．５ｍｍ、約６００ｎｍ～約５．０
ｍｍ、約６５０ｎｍ～約３．０ｍｍ、約１．０ｍｍ～約２．５ｍｍ、又は上記の範囲又は
これらに含まれる部分的範囲の任意の値の光を選択的に受けることができ、一方で選択さ
れた範囲以外の波長を減衰又はフィルタリングするように構成された一以上の波長フィル
タを含んでいてもよい。
【０５７９】
　一以上の撮像装置２６７４が取り込んだ情報及び／又は画像は、リアルタイムで、又は
後で処理することができる。様々な実施形態では、システム２６５０は、眼の動きを追跡
する光源及び検出器を含むことができる。眼の動きを追跡する光源及び検出器は、図５を
参照して説明したソース２６とカメラ２４に類似した特性を有することができる。視線追
跡光源及び検出器を使って眼の動きの影響を相殺し、及び／又はノイズを低減することが
できる。
【０５８０】
　上述したように、着用可能なデバイス２６５０は、可視光（通常ＲＧＢソースを介して
行われる）を伴う光を投影するだけでなく、他のマルチスペクトル成分（例えば、レーザ
光源、赤外線光源、ＬＥＤ光源など）を用いて構成し、波長とスペクトル組成の範囲を有
する光を放出するように構成してもよい。あるいは、他の実施形態では、時間と共に光の
波長をフレーム順、行の順、ピクセルごとなどに変化させることができる調整可能なレー
ザを使ってもよい（例えば、キャビティ長は、レーザで変更してもよく、あるいは回折格
子を変更してもよい）。
【０５８１】
　眼の異なる部分が、他の色又は光のスペクトルと良好に反応することができ、より正確
な画像化技術につながるので、マルチスペクトル発光は、撮像目的のために有利となり得
る。よって、共焦点顕微鏡として構成された着用可能なデバイス２６５０は、マルチスペ
クトル光を発光するように構成された追加の部品を備えていてもよい。
【０５８２】
　図２４Ｅは、眼科用システム２６５０を使って眼を検査する方法の例示のフローチャー
ト２６００を示している。眼を検査する方法は、光学システム２６５０と連動して電子ハ
ードウェア処理装置２６７０で実行できる。図２４Ｅを参照すると、例示的プロセスフロ
ー２６００が設けられている。ブロック２６０２で、共焦点顕微鏡検査プログラムを開始
できる。ブロック２６０４では、一以上の光線は、光源２６５４を使用して第１の開口部
を介してユーザの眼の所望の領域に導いてもよい。ブロック２６０６では、所望の領域の
１枚以上の画像は、一以上の撮像装置２６７４により第２の開口部を介して取得できる。
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ブロック２６０８では、所望の領域の取得した画像を分析して、眼２６２０の異常を検出
することができる。例えば、取得した画像は、異常を検出するパターンマッチングアルゴ
リズムを用いた電子ハードウェア処理装置２６７０によってアクセス可能な、保存されて
いる画像と比較できる。保存されていた画像は、健康な眼の画像、特定の疾患の影響を受
けた眼の特性を示す画像、及び／又は過去の検査から取得したユーザの眼の画像を含んで
いてもよい。電子ハードウェア処理装置２６７０は、取得したユーザの眼の画像の様々な
部分の定量的測定値（例えば、体積測定値）を取得するように構成してもよい。定量的測
定は、さらなる分析のために臨床医に送信してもよい。別の例として、一以上のパラメー
タを、取得した画像から抽出して、異常を検出してもよい。取得した画像及び／又は定量
的測定は、眼の健康又は疾患の進行を監視するために使用してもよい。
【０５８３】
　デバイス２６５０の様々な実施形態は、網膜又は角膜の画像診断のための共焦点顕微鏡
検査を含む走査型レーザ検眼鏡検査（scanning laser ophthalmoscopy：ＳＬＯ）を実施
するように構成してもよい。走査型レーザ検眼鏡として構成されたデバイス２６５０の実
施形態は、光源２６６８の発光体としてのレーザを備える。レーザからの光は、眼（例え
ば、網膜）の所望の領域に集束させることができる。レーザ光は、所望の領域を横切って
走査することができ、反射光を、小さな開口部（例えば、ピンホール）を通って取り込ん
で、焦点のずれた光を抑制又は排除してもよい。一以上の走査ミラーを使用して、所望の
領域を横切ってレーザ光を移動させることができる。いくつかの実施形態では、レーザ光
は、様々なパターン（例えば、ラスタースキャン、スパイラルスキャン、リサージュパタ
ーンなど）及び速度で走査できるように構成されているＦＳＤによって生成することがで
きる。所望の領域を横切る投影光パターンは、ＦＳＤの走査パターン、ＦＳＤの走査速度
、及び／又は一以上の撮像装置の速度に依存してもよい。このようにして、ＳＬＯを使っ
て、所望の領域の鮮明な、高コントラストの画像を取得することができる。ＳＬＯによっ
て取得した画像は、高度な空間感度を有することができる。
【０５８４】
　デバイス２６５０の様々な実施形態は、補償光学素子を使用して、角膜及び水晶体など
における眼の光学収差を除去する適応光学走査型レーザ検眼鏡（adaptive optics scanni
ng laser ophthalmoscopy：ＡＯＳＬＯ）を実行するように構成してもよい。様々な実施
形態では、例えば、デバイス２６５０は、レーザ光源２６５４から眼へ、及び撮像装置２
６７４から眼への光路中に配置された一以上の適応光学素子又はＶＦＥをオプションで含
んでいてもよい。適応光学素子又はＶＦＥは、例えば、変形可能ミラーなどを含むことが
でき、本明細書で説明するように構成してもよい。また、シャックハルトマン波面センサ
のような収差計は、例えば、本明細書に説明したように、眼からの戻り光を受け取るよう
に配置してもよい。収差計は、上述したように眼の収差波面を測定するように構成されて
いる。処理電子機器は、例えば、変形可能なミラーのような適応光学素子を駆動して、眼
へ、そして眼から向かう波面を変更し、波面上の眼の収差の影響を補償又は低減するよう
に構成してもよい。眼によって導入低減収差の結果として、ＡＯＳＬＯの精度は、ＳＬＯ
より高くすることができる。
【０５８５】
　また、共焦点顕微鏡検査、走査型レーザ検眼鏡検査、又は適応光学走査型レーザ検眼鏡
検査を行うための上述のシステム及び方法を使って、多光子顕微鏡検査又は二光子顕微鏡
検査（又は、多光子蛍光検査又は二光子蛍光顕微鏡検査）を行うことができる。例えば、
蛍光色素は、ユーザの眼の所望の又は対象の領域に適用できる。いくつかの実施形態では
、蛍光色素は、本明細書で説明するように着用可能なデバイス２６５０のポートから排出
され、眼に適用される。着用可能なデバイス２６５０は、蛍光色素の一以上の液滴を眼に
塗布又は噴霧できるように構成してもよい。蛍光は、二光子の吸収によって、対象領域に
生成できる。二光子吸収は、媒体による低エネルギー光の吸収と、その結果による高エネ
ルギー光の発光を含む。いくつかの場合には、低エネルギー光の二光子が吸収され、より
高いエネルギーの１個の光子が放出される。二光子吸収過程によって蛍光を励起するのに
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必要な光の量は高くてもよい。したがって、二光子顕微鏡検査を行うように構成された着
用可能なデバイス２６５０において光源２６６８の発光体は、高輝度光源を含んでいても
よい。いくつかの実施形態では、二光子顕微鏡検査を行うように構成されたシステムに含
まれる発光体の輝度は、１０１０～１０１２Ｗ／ｃｍ２程度とすることができる。発光体
は、二光子顕微鏡検査を行うための輝度レベルを提供することができる充分な電力を有す
る連続波（ＣＷ）レーザを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、発光体は、例え
ば、フェムト秒レーザ又はピコ秒レーザなどのパルスレーザを含んでいてもよい。パルス
レーザは、二光子励起効率を高めるのを助けることができる、より高いピークパワーを達
成するために、高い繰り返しレートで動作するように構成してもよい。他のいくつかの実
施形態では、発光体は、モードロックレーザ又は超高速パルス（例えば、ピコ秒パルスや
フェムト秒パルス）を出力するように設定されたファイバレーザを含んでいてもよい。レ
ーザから出射された光は、約７００～１６００ｎｍの間の波長を有していてもよい。
　走査レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡検査、及び／又は多光子顕微鏡検査を
行うように構成された眼鏡（アイウェア）に含まれる光源の様々な実施形態は、レーザを
含んでいてもよい。レーザからの光は、ファイバ走査装置（ＦＳＤ）に結合することがで
き、いくつかの実施形態においては、積層導波路組立体の一以上の導波路に光を注入する
。一以上の導波路を伝搬する光は、様々な実施形態において、回折光学素子や他の光学素
子によって結合から外すことができる。導波路から出力された光は、適応光学素子を含む
一以上の焦点可変素子によって整形して、ユーザの眼の対象領域に向けることができる。
しかしながら、ＦＳＤは、導波路積層体とともに使用する必要はない。様々な実施形態で
は、ＦＳＤは、様々なパターン（例えば、ラスタースキャン、スパイラルスキャン、リサ
ージュパターンなど）及び速度で走査するように構成してもよい。対象領域への投影光パ
ターンは、ＦＳＤの走査パターン、ＦＳＤの走査速度、及び／又は一以上の撮像装置の速
度に依存してもよい。いくつかの実施形態では、変形可能ミラー装置は、ユーザの眼の対
象領域に導波路から出力した光を誘導するために採用してもよい。変形可能なデバイスを
様々な方向へのＦＳＤのスキャンに加え、又はその代わりに採用してもよい。
【０５８６】
　様々な実施形態では、走査レーザ検眼鏡検査、適応光学走査型レーザ検眼鏡検査、及び
／又は多光子顕微鏡検査を行うように構成された眼鏡（アイウェア）に含まれる光源は、
約１ミクロン～約１．０ｍｍのスポットサイズを有する照明光を出力する走査型レーザ装
置を備えていてもよい。例えば、照明光は、約１～３ミクロン、約２～１０ミクロン、約
５～２５ミクロン、約１０～３０ミクロン、約２０～１００ミクロン、約５０～２００ミ
クロン、約７５～２５０ミクロン、約１００～３００ミクロン、約２２５～５００ミクロ
ン、約３７５～６００ミクロン、約５００～７５０ミクロン、約６５０～８５０ミクロン
、約７２５ミクロン～１ｍｍ、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる部分的範囲の任意
の値でよい。走査型レーザ装置は、眼の所望の領域を横切って、所望の走査パターンで走
査するように構成してもよい。例えば、所望の走査パターンは、着用者の顔面の頭足軸線
に沿った長さが着用者の顔面の鼻耳軸線に沿った長さよりも長くなるようなパターンでも
よい。走査型レーザ装置は約１ｋＨｚ～約５ＭＨｚの速度で走査して所望の走査パターン
を生成するように構成してもよい。したがって、眼の所望の領域に生成される所望の走査
パターンは、走査期間にわたって直列（例えば、一度に一以上）に照明される複数の画素
を含むと考えてもよい。そのような実施形態のいくつかにおいて、一以上の撮像装置２０
７４は、背後に散乱する、又は背後に反射する光を複数の画素のそれぞれから受けるよう
に構成された光検出器を含んでいてもよい。光検出器が受けた光の強度は、走査角及び／
又は照明光の位置と相関させて所望の領域の二次元画像を生成してもよい。
　いくつかの実施形態では、導波路から出力した光を、焦点可変素子によってユーザの眼
２６２０の対象領域に集束することができる。二光子励起は、光エネルギーが充分に高い
た対象領域の焦点体積で達成できる。例えば、様々な実施形態では、二光子励起は、ユー
ザの眼２６２０の対象領域の回折限界焦点体積内で励起することができる。様々な実施形
態では、レーザから出力された光は、回折限界スポットに対応するスポットサイズに集束
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させることができる。二光子励起が達成された対象領域の体積から放出された光は、一以
上の撮像装置２６７４に導くことができる。上述したように、導波路から出力された光は
、ユーザの眼の対象領域を水平及び／又は垂直方向に走査して対象領域の二次元画像を構
築してもよい。また、導波路から出力される光が集束される眼の中の深さを変化させるこ
とにより、三次元画像を構築することができる。様々な実施形態では、導波路から出力さ
れた光が集束される眼の中の深さは、ファイバ走査装置の走査角度に基づいて変化させる
ことができる。いくつかの実施形態では、光線２６３８が集束される眼の中の深さは、光
の波長を変化させることによって変更できる。いくつかの他の実施形態では、光線２６３
８が集束された眼の中の深さは、光線２６３８の伝播方向と整列した光線２６３８の長手
方向軸線に沿って光線を走査することにより変化させることができる。様々な実施形態で
は、光線２６３８の長手方向軸線は、ユーザ２６２０の視線と一致させることができる。
【０５８７】
　デバイス２６５０が二光子顕微鏡として構成されているときに一以上の撮像装置が受け
る光は、焦点体積に限定されているので、焦点外の光又は他の任意の迷光は、二光子放射
の波長用に構成された適切なフィルタを提供することによって排除することができる。こ
のようなフィルタは、実質的に他の波長の透過率を減少させながら、二光子励起過程の放
射に対応する波長の光を透過するように構成された透過フィルタを含んでいてもよい。他
のタイプのフィルタ又はフィルタ構成を使用して、他の波長から二光子励起過程の放射に
対応する波長を分離することができる。
【０５８８】
　したがって、様々な実施形態は、拡張又は仮想現実眼鏡は、多光子顕微鏡又は二光子顕
微鏡を含んでいてもよい。
【０５８９】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０を使用して、網膜トポグラフィ、深い眼底撮像
（すなわち、病変の検出）、網膜色素上皮（ＲＰＥ）変更、及び他の加齢性黄斑変性症を
可視化することができる。共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検
眼鏡、及び／又は二光子顕微鏡として構成されたデバイス２６５０は、また、マルチスペ
クトルの画像比較ができ、これにより、スペクトル及び深強化差動可視性によって網膜及
び網膜下の特性の視覚による識別を改善することができる。
【０５９０】
　様々な実施形態では、共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼
鏡及び／又は二光子顕微鏡として構成されたデバイス２６５０により、臨床医は、リアル
タイムでユーザの眼の取得画像を見ることができる。例えば、このシステムにより、臨床
医は、ユーザが見ている単語を読み取り、及び／又はユーザが見ているシーンを見ること
ができるように構成されてもよい。このデバイス２６５０は、臨床医が、リアルタイムで
ユーザが見るときに網膜のどの部分を使っているかを判定できるように構成してもよい。
例えば、通常、ほとんどのユーザは、見るときには、網膜の中心窩の領域に依存している
。しかし、黄斑変性症を持つユーザは、見るときに、網膜の他の部分に依存することもあ
る。本明細書で説明する拡張現実／仮想現実眼鏡の様々な実施形態では、例えば、共焦点
顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子顕微鏡と
して構成されたデバイス２６５０により、マイクロ視野テストを行うように構成してもよ
い。マイクロ視野テストを実行するように構成されたデバイスは、ユーザが見ることがで
きる網膜に小さな目標物を配置し、ユーザのフィードバック及び／又は小さな目標物を見
る能力に基づいて網膜の盲点を判定することを含む。
【０５９１】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態は、屈折障害を測定するよう
に構成してもよい。例えば、網膜の後ろの画像サイズは、臨床医によって測定し、それが
、小さい、大きい、焦点があっていない、又は他のいくつかの欠点を持っているかどうか
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を判定できる。
【０５９２】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態では、ユーザ２６６０の眼の
動きを追跡するように構成してもよく、これはユーザ２６６０が見ている目標物及びシー
ンをリアルタイムで見ることができるようになることから有利である。
【０５９３】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態は、網膜の厚み、黄斑の厚み
、及び／又は個々の網膜の層の厚みを測定するように構成してもよい。
【０５９４】
　例えば、走査型レーザ検眼鏡検査又は共焦点走査型レーザ検眼鏡検査（confocal scann
ing laser ophthalmoscopy：ｃＳＬＯ）を使って、走査パターン（例えば、ラスタスキャ
ン）に応じて、網膜を横切って走査することができる。網膜の走査した領域からの光を一
以上の撮像装置２６７４で受けて、網膜の二／三次元画像を構築してもよい。例えば、増
加する深さで取り込んだシーケンシャルｃＳＬＯ走査を組み合わせて、網膜又は視神経頭
の三次元トポグラフィック画像を作成することができる。画像積層体は、整列させて、最
終的な合成画像を作成し、網膜の厚さ、黄斑の測定、及び網膜のその他のパラメータを提
供することができる。一以上の実施形態において、開口部を、一以上の撮像装置２６７４
の正面に配置して、構築した網膜の二／三次元画像にノイズや収差を加える可能性のある
焦点が合っていない光を拒絶してもよい。
【０５９５】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態は、ユーザ２６６０の黄斑を
撮像するように構成してもよい。黄斑の画像は、上述のように、黄斑の厚さを測定するの
に有効である。黄斑画像は、また、黄斑の腫脹を判定するのに役立てることができる。こ
れは、機能が変わる前に、黄斑の構造変化を起こす緑内障の早期検出に有利となり得る。
例えば、緑内障は、網膜神経節細胞の損失、内網状層の変化、特定の網膜層の薄化などを
引き起こす可能性がある。これらの構造変化は、網膜及び／又は黄斑の画像から判定する
ことができる。
【０５９６】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態は、ユーザ２６６０の水晶体
の前後面の形状及び／又は厚さを撮像して水晶体の形状に基づいて焦点調節の状態を判定
し、及び／又は屈折障害を測定できるように構成してもよい。例えば、ユーザ２６６０は
、異なる深度面から光線２６３８を投影することによって、異なる深さの目標物に焦点を
合わせるようにすることができる。水晶体の焦点調節の状態、並びに網膜上に形成される
画像の大きさと視力の変化を撮像することにより、屈折障害の判定に役立てることができ
る。
【０５９７】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子
顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態は、中心窩の周りの錐体細胞
の空間分布及び異方性を判定するように構成してもよい。これは、ユーザが近視眼、正視
眼、又は遠視眼かどうかを判定する際に有利となり得る。例えば、近視眼のユーザの場合
は、正視眼と比較して、近視による中心窩錐体充填密度の減少が見られる。錐体充填密度
の変化も、錐体ジストロフィ及び／又は網膜色素変性症とユーザの中で観察することがで
きる。黄斑ジストロフィは、感光体構造の異常を引き起こす可能性がある。したがって、
黄斑ジストロフィは、ユーザの感光体構造を撮像することによって判定できる。
【０５９８】
　共焦点顕微鏡、走査型レーザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子



(203) JP 2018-509983 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

顕微鏡として構成されたデバイス２６５０の様々な実施形態は、蛍光顕微鏡検査法を行う
ように構成してもよい。例えば、蛍光色素をユーザの血管に注入し、蛍光顕微鏡検査を使
って、眼底又は網膜の血流をリアルタイムで追跡することができる。別の例として、蛍光
色素をユーザの血管に注入し、蛍光顕微鏡検査法を使って、神経線維層の個々のキャピラ
リーを撮像したり、神経線維層の厚さを判定したり、及び／又は眼の眼底の血管パターン
を判定したりすることができる。様々な実施形態では、蛍光色素は、システム２６５０と
一体化した流体送達システムによって送達できる。本明細書で説明するように、デバイス
は、蛍光色素を送達するための出力ポートを含んでいてもよい。したがって、蛍光顕微鏡
検査法は、眼の異なる疾患によって引き起こされる網膜の損傷から生じる神経線維層厚又
は脈管構造の変化、例えば、緑内障、黄斑ジストロフィなどを判定するのに役立つことも
ある。別の例として、蛍光顕微鏡検査法を使用して、同時錐体構造撮像を行うことによる
リポフスチン顆粒自己蛍光の分析と、網膜ジストロフィからの網膜損傷を追跡するための
錐体／網膜色素細胞比分析を行うことができる。さらに別の例として、特定の波長からの
黄斑への光損傷は、蛍光顕微鏡検査法で観察することができる。
【０５９９】
　眼科用システム２６５０は、健康目的ではないアプリケーション（例えば、映画やビデ
オを観る、ゲームをするなどの娯楽用、仕事用など）、並びに共焦点顕微鏡、走査型レー
ザ検眼鏡、適応光学走査型レーザ検眼鏡、及び／又は二光子顕微鏡として構成することも
できる。システム２６５０は、定期的に（例えば、毎時、毎日、毎週、隔週、毎月、半年
に１回、毎年など）共焦点顕微鏡検査を行うように構成してもよい。様々な実施形態では
、システム２６５０は、不定期で眼２６２０の共焦点顕微鏡検査を行うように構成しても
よい。例えば、システム２６５０は、共焦点顕微鏡検査、走査型レーザ検眼鏡検査、適応
光学走査型レーザ検眼鏡検査、及び／又は二光子顕微鏡検査を、１時間に数回、１週間に
数回、１ヶ月に数回、１年に数回など行うように構成してもよい。したがって、このよう
な検査は、１年で１、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、２４回以上で終了す
ることができる。このような検査は、ユーザの健康に問題がある場合にはより頻繁に行っ
てもよい。システム２６５０は、システム２６５０が、ユーザ２６６０が視力に問題を有
している、又は焦点を合わせるのが困難であると検出すると、共焦点顕微鏡検査、走査型
レーザ検眼鏡検査、適応光学走査型レーザ検眼鏡検査、及び／又は二光子顕微鏡検査を行
うように構成してもよい。システム２６５０は、医師の診療所、又は病院において共焦点
顕微鏡として使用できるように構成してもよい。しかしながら、眼科用システム２６５０
はユーザ２６６０が着用してもよい。
　自動屈折器（Autorefractor）
【０６００】
　一以上の実施形態では、眼科用デバイスを自動屈折器として機能するように構成しても
よい。自動屈折器は、人の屈折障害を他覚的に測定する。患者からの自覚的応答を必要と
するホロプタとは異なり、自動屈折器はユーザからの応答に依存するものではない。麻痺
剤（例えば、点眼薬）を使って、毛様体の筋肉を弛緩位置で維持、ユーザの焦点調節を不
可能にしてもよい。この眼が弛緩位置にあることで網膜をより一貫性を持って見ることが
できる。患者は、自動屈折器装置の内部に投影された画像を見るように求められる場合が
ある。この画像を、深度面をわたって焦点の内外に移動させ、マシンが読取値を取って画
像が網膜上に位置したときを判定する。マシンは、結果の平均をとり、処方を決定する。
【０６０１】
　この目的のため、眼科用デバイスは、ＦＳＤを使って一以上の画像を異なる深さに提供
し、眼走査モジュールを介して走査し、眼が様々な深さの画像に焦点を合わせている間に
網膜の画像を取り込んでもよい。以前の例の場合と同様に、様々なアルゴリズムを使用し
て、患者が適切に画像に焦点を合わせたときを判定し、その後、ユーザのための光学処方
を判定することができる。眼科用デバイスの処理装置を使用して、可視又は赤外光を使っ
て多数の他覚的屈折検査を行ってもよい。一以上の実施形態では、画質分析／コントラス
トピーク検出技術を使って分析してもよい。同様に、シャイナーダブルピンホールアライ
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ンメント、シャック－ハルトマングリッドアラインメント、及び／又は網膜顕微鏡反射中
和法を用いてもよい。
【０６０２】
　図２６Ａは、自動屈折器として構成された拡張及び／又は仮想現実システム２６００の
好ましい実施形態を示す。いくつかの実施形態では、システム２６００は、積層導波路組
立体１７８、焦点可変素子（ＶＦＥ）（例えば、形状が複数の電極に印加される電気信号
によって制御される変形可能ミラー膜）のような適応光学素子、又は光学特性を制御下で
変化させることができる光学素子、もしくはこれらの任意の組み合わせを含む。この例と
しては、図１０Ａ～１０Ｄを参照しながら本明細書で開示している。システム２６００は
また、ビームスプリッタ２６０２、カメラ２６０４、処理装置２６０６、及び正レンズ２
６０８を含んでいてもよい。システム２６００は、ユーザの眼５８と一致するように頭部
に装着することができる。自動屈折器システム２６００は、片眼用として図示しているが
、患者の両眼の屈折を同時にテストできる両眼用自動屈折器でもよい。システム２６００
は本明細書で説明した任意の他の要素または機能を含んでいてもよい。場合によっては、
自動屈折器の実施形態で使用されるが、本明細書で説明する他の機能では特に必要でない
追加の要素を拡張及び／又は仮想現実システムへの後付けとして設けてもよい。
【０６０３】
　積層導波路組立体１７８を使って、眼５８に波面曲率を変化させて光を伝達してもよい
。例えば、積層導波路組立体１７８は、眼５８に正の輻輳（vergence）又は負の輻輳を有
する光線並びに平行光線を含む光線を輻輳量を変えて伝達してもよい。
【０６０４】
　積層導波路組立体１７８は、複数の導波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０
）と複数のレンズ（１９２、１９４、１９６、１９８）を有していてもよい。いくつかの
実施形態では、レンズ（１９２、１９４、１９６、１９８）は負レンズである。図２６Ａ
に示すように、導波路と負レンズを交互に積層した構成に配置してもよい。積層導波路組
立体１７８は、複数の光源（２００、２０２、２０４、２０６、２０８）も含む。本説明
書で論じているように、これらの光源は、他の光源も使用できるが、ファイバ走査型ディ
スプレイでよい。各光源は、光を対応する導波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１
９０）に入射させ、そこから長さ方向を横切って光を眼５８に向けて方向を変えて略均等
に分配する。いくつかの実施形態では、光源（２００、２０２、２０４、２０６、２０８
）は、それぞれの導波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０）に平行光を入射さ
せることができ、各導波路は、異なる出力角度の範囲で平行光線を出力することができる
。光源（２００、２０２、２０４、２０６、２０８）が提供する光は、可視又は赤外線ス
ペクトルとすることができる。
【０６０５】
　いくつかの実施形態では、眼５８に最も近い第１の導波路１８２を使用して光線を正の
輻輳で眼まで送達させてもよい。これは、例えば、第１の導波路１８２と眼５８の間の正
のレンズ２６０８を提供することによって達成できる。正のレンズ２６０８は、正の輻輳
の程度を、通過する光線すべてに付与してもよい。図２６Ｂは、眼５８に伝達される正の
輻輳を有する光線の一例を示す図である。上記のように、この正の輻輳の光線は、第１の
導波路１８２から出る光から生じることがある。
【０６０６】
　残りの導波路（１８４、１８６、１８８、１９０）は、異なる輻輳量で眼５８に光線を
送達させることができる。例えば、積層体のうちの第２の導波路１８４を使って、積層体
のうち第１の導波路１８２より正の輻輳の程度が小さい光線を提供することができる。こ
れは、例えば、第２の導波路１８４から負レンズ１９２を通して光を伝達することによっ
て達成できる。負レンズ１９２は、ある程度の負の輻輳を、通過する光線に付与すること
により、その光線は、積層体のうちの第１の導波路１８２から出力されるものと比較して
正の輻輳が比較的小さくなる。
【０６０７】
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　同様に、積層体のうちの第３の導波路１８６を使って、正の輻輳の程度が積層体のうち
の第２の導波路１８４から出力されるものよりも小さい光線を提供することができる。例
えば、第３の導波路１８６を使用して、眼５８にゼロ輻輳の平行光線を提供することがで
きる。これは、第１の負レンズ１９２と追加の負レンズ１９４の両方を通って第３の導波
路１８６から光を伝達することによって達成できる。これら負レンズ（１９２、１９４）
のそれぞれは、ある程度の負の輻輳を通過する光線に付与することにより、その光線は、
積層体のうちの第１及び第２の導波路（１８２、１８４）から出力されるものと比較して
正の輻輳が比較的小さくなる。図２６Ｃは、眼５８に伝達されるゼロ輻輳を有する平行光
線の一例を示す図である。上記のように、この平行光線は、第３の導波路１８６から出る
光から生じることがある。
【０６０８】
　積層体のうちの第４の導波路１８８を使って、眼５８に、正の輻輳の程度が積層体のう
ちの第１、第２、及び第３の導波路（１８２、１８４、１８６）から基点として生じるも
のよりもさらに小さい光線を提供することができる。例えば、第４の導波路１８８を使用
して、眼５８にある程度の負の輻輳の光線を提供することができる。これは、積層体のう
ちの前の導波路から出力される光線と比較して、第４の導波路１８８から出る光線は、一
以上の追加の負レンズ１９６を通って進むという事実により達成できる。
【０６０９】
　そして、積層体のうちの第５の導波路１９０を使って、負の輻輳が、第４の導波路１８
８から基点として生じるものと比較してさらに大きい光線を提供することができる。ここ
でも、これは、第５の導波路１９０から出力された光線をさらに別の負レンズ１９８を通
して眼５８への光路に沿って伝達することにより達成させる。図２６Ｄは、眼５８に伝達
される負の輻輳を有する光線の一例を示す図である。上記のように、この負の輻輳の光線
は、第５の導波路１９０からで発せられる光から生じることがある。
【０６１０】
　積層導波路組立体１７８も、補正レンズ層１８０を有していてもよい。このレンズ層は
、ユーザが積層導波路組立体１７８の反対側に地上１４４からの光を見ている負レンズ（
１９２、１９４、１９６、１９８）の累積的影響を補償することができる。補正レンズ層
１８０は、また、積層導波路組立体１７８及びユーザの眼５８（例えば、正レンズが存在
する場合）との間に設けられた正レンズ２６０８を補償するように設計することができる
。
【０６１１】
　このように、積層導波路組立体１７８内の導波路を使って、負の輻輳を有する光線にコ
リメートされた光線に対して正の輻輳を有する光線から、異なる輻輳の範囲で制御可能に
眼５８への光線を提供することができる。実施形態は、最大度の正の輻輳を有する出力光
線が第１の導波路１８２から発せられたものであり、最大度の負の輻輳を有する出力光線
が最後の導波路１９０から発生するという観点から説明してきたが、これは、適切なレン
ズ（１９２、１９４、１９６、１９８、１８０、２６０８）の選択により逆とすることが
できる。さらに、必ずしもシステムが正の輻輳、負の発散、及びゼロ輻輳して光線を出力
することが可能である必要なく、いくつかのシステムは、これらの可能な輻輳のサブセッ
トを有する光線のみを出力することができる。そして、図示の積層型導波管アセンブリ１
７８は、５つの導波路を備えているが、他の実施形態では、利用可能な輻輳間で大きな範
囲の輻輳を有し、及び／又は小さいステップを有する光線を提供するために、追加の導波
路を含んでいてもよい。あるいは、他の実施形態は、デバイスを簡素化し、コストを低減
させる、などのために導波路の数を減らしてもよい。
【０６１２】
　図２６Ａに戻って参照する。積層導波路組立体１７８から出力される光線は、視軸（vi
sual axis）に沿ってユーザの眼に向けて伝播する。図示の実施形態では、これらの光線
は、積層導波路組立体１７８と眼５８の間に設けられたビームスプリッタ２６０２を介し
て送信される。ビームスプリッタ２６０２が、眼５８の視軸と整列すると、カメラ２６０
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４は、眼５８を見ることができるようになる。ビームスプリッタ２６０２は、積層導波路
組立体１７８と眼５８との間に位置しているように示されているが、これに代えて、眼５
８から積層された積層導波路組立体１７８の反対側に位置していてもよく、カメラ２６０
４は積層導波路組立体１７８を通って眼５８を見ることができる。
【０６１３】
　既に説明したように、自動屈折器システム２６００は、輻輳の様々な程度を有する光線
を使用して眼５８に画像を提供することができる。この画像は、眼５８に提供されるので
、カメラ２６０４を使って、眼５８の網膜を監視することができる。カメラ２６０４は処
理装置２６０６に網膜の画像を提供することができる。処理装置２６０６は、その後、網
膜の画像の画像処理アルゴリズムを実行し、自動屈折器システム２６００によって投影さ
れた画像が眼５８の網膜上に最も焦点が合ったときを判定することができる。このような
画像処理アルゴリズムは、例えば、コントラストピーク検出を含んでいてもよい。（眼５
８の網膜上に投影した画像は、画像がぼやけたときには、概ね比較的低いコントラストを
有し、眼５８が画像に対してシャープに焦点を合わせられたときにはピークコントラスト
となる）。処理装置２６０６は、輻輳の程度（正、平行、又は負かどうか）に基づいて眼
５８が網膜上に光の焦点を合わせられるようにするために必要な眼５８の屈折力を算出す
ることができる。処理装置２６０６は、眼の球面度数だけでなく、円筒形度数及び軸線も
計算するために、複数の経線における画質を決定することができる。
【０６１４】
　処理装置２６０６は、自動屈折器システム２６００の動作を制御することができる。一
実施形態例では、制御方法には、第１の輻輳値（正、平行、又は負かどうか）を有する光
線を使用して一以上の光源（２００、２０２、２０４、２０６、２０８）に画像を眼５８
に向けて投影させることを含んでもよい。そして、処理装置２６０６は、カメラ２６０４
を使用して、眼５８の網膜の画像を取り込むことができる。処理装置２６０６は、第１の
輻輳値を有する光線を使用する場合、網膜上に形成される画質のメトリックを決定するた
めに、取り込まれた網膜画像を分析することができる。
【０６１５】
　処理装置２６０６は、その後、一以上の光源に、第１の輻輳値とは異なる第２の輻輳値
を有する光線を使用して画像を眼５８に向けて投影する。処理装置２６０６は、次に、カ
メラ２６０４を使ってもう一度眼５８の網膜の画像を取り込み、網膜の画像を分析して、
第２の輻輳値を有する光線を使用して、網膜上に形成される画質のメトリックを判定する
ことができる。処理装置２６０６は、次に、第二の画質メトリックを第１の画質メトリッ
クと比較することができる。この比較に基づいて、処理装置２６０６は、最適化アルゴリ
ズムの種々の任意のものを使用して、眼５８に向かって画像を投影する際に使用する第三
の輻輳値を選択することができる。処理装置２６０６は、次に第３の輻輳値を有する光線
を使用する場合、網膜上に形成される画質を示す第３の画質のメトリックを計算すること
ができる。画質のメトリックが最大又は充分であると判定されるまで、このプロセスを反
復して実行することができる。そして、処理装置２６０６は、眼５８の屈折力をこの画質
のメトリックに対応する輻輳値に基づいて演算する。さらに処理装置２６０６は、自動屈
折器システム２６００が閾値を超えた屈折障害を示している場合には、この明細書で説明
したホロプタ法の実行を開始することができる。ホロプタシステムは、自動屈折器システ
ム２６００よる測定の精度のチェックとして使用する、又はその逆が可能である。このよ
うにして、本明細書で説明する自動屈折器システム２６００及びホロプタシステムを一緒
に使って患者の視力を特徴付けることができる。
【０６１６】
　図２６Ｅは、自動屈折器として構成された拡張及び／又は仮想現実システム２６５０の
別の好ましい実施形態例を示す。自動屈折器システム２６５０は、図２６Ａに示す自動屈
折器システム２６００の機能のすべてを有していてもよい（ただしビームスプリッタ２６
０２、カメラ２６０４、及び処理装置２６０６は、明確には示していない）。さらに、図
２６Ｅに示す自動屈折器システム２６５０は、眼５８の前のシステムの光路に沿って位置
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するシャイナーのピンホールディスク２６６０を含んでいてもよい。シャイナーのディス
ク２６６０は、例えば、積層導波路組立体１７８とビームスプリッタ２６０２の間に位置
してもよい。これは、２つ以上の小さい開口部を有する不透明なディスクである。図２６
Ｅに示すように、平行な光線がシャイナーのディスク２６６０に入射すると、光線は、２
つの開口部を通過できる光線を除いては眼に伝達されないように遮断される。正視眼の場
合には、２つの開口部のそれぞれを通って伝達された光線は眼５８の網膜上の共通スポッ
トに集光される。よって、カメラ２６０４が撮影した網膜画像は、単一のスポットで表れ
る。
【０６１７】
　図２６Ｅはシャイナーのディスク２６６０を通過する平行光線の正視眼への影響を示し
ているが、図２６Ｆ及び２６Ｇは、それぞれ、遠視眼及び近視眼に対して同じ効果を呈す
る。図２６Ｆに見られるように、遠視眼の屈折力は、単一のスポットにシャイナーのディ
スク２６６０の２つの開口部を透過した光線を集束するのに充分な強さがない。したがっ
て、カメラ２６０４で撮影した網膜画像は、遠視眼の前方にシャイナーのディスクを照明
する平行光線の場合には、２つの別個のスポットが見えるであろう。図２６Ｇに見られる
ように、近視眼の屈折力は強すぎるため、シャイナーのディスク２６６０の２つの開口部
を透過した光線は、網膜の前に集束する。これもまた、２つの別個のスポットが網膜に形
成される。
【０６１８】
　したがって、自動屈折器システム２６５０は、眼の網膜上に単一のスポットが形成され
るまでシャイナーのディスクに入射する光線の輻輳を変化させることができる。眼５８の
屈折力は、網膜上に単一のスポットが形成されるのに必要な光線の輻輳に基づいて算出で
きる。
【０６１９】
　処理装置２６０６は、自動屈折器システム２６５０の動作を制御することができる。１
つの好ましい実施形態では、制御方法には、第１の輻輳値（正、平行、又は負かどうか）
を有する光線を使用して一以上の光源（２００、２０２、２０４、２０６、２０８）にシ
ャイナーのディスク２６６０上に投影させることを含んでもよい。処理装置２６０６は、
カメラ２６０４を使用して、眼５８の網膜の画像を取り込むことができる。処理装置２６
０６は、網膜画像を分析して、明らかなスポットの数を判定することができる。１つのス
ポットしか明らかでない場合には、処理装置２６０６は第１の輻輳値に基づいて眼５８の
屈折力を計算することができる。あるいは、複数のスポットが明らかである場合には、処
理装置２６０６は第１の輻輳値とは異なる第２の輻輳値を選択することができる。処理装
置２６０６は、その後、シャイナーのディスク２６６０上に第２の輻輳値を有する光線を
投影することができる。処理装置２６０６は、再度カメラ２６０４を使って眼５８の網膜
の画像を取り込み、網膜画像を分析して明らかなスポットの数を判定することができる。
一以上のスポットが明らかな場合には、処理装置２６０６は第２の輻輳値に基づいて眼５
８の屈折力を計算することができる。そうでない場合は、第三の輻輳値を選択することが
でき、網膜上に形成されるスポットが一つになるまでプロセスを何度も繰り返すことがで
きる。その後、処理装置２６０６は輻輳値に基づいて眼５８の屈折力を演算することがで
きる。
【０６２０】
　本明細書で説明する自動屈折器又は他の診断方法のいずれかを使って、ユーザがコンテ
ンツを見てコンテンツの焦点が合っているかを確認しながらリアルタイムの調整を行うこ
とができる。さらに、ユーザの屈折障害の監視を長期間ベース（例えば数週間、数ヶ月、
又は数年）にわたり行い、ユーザの屈折障害の長期的な監視と分析を提供することができ
る。定期的にスケジュール化されたテストの頻度は、テスト結果の傾向に基づいて、又は
システムがユーザが視力に問題があると判定すると、自動的に調整してもよい。
　ＯＣＴ
【０６２１】
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　本明細書で説明するように、ユーザが着用可能な拡張現実／仮想現実着用可能なデバイ
スの様々な実施形態は、光コヒーレンストモグラフィ（optical coherence tomography：
ＯＣＴ）システムとして機能するように構成できる。図２３Ａ及び２３Ｂは、ＯＣＴシス
テムとして機能するように構成できる着用可能なデバイス２３５０を略図で示す。デバイ
ス２３５０は、ディスプレイシステム２３６２に取り付けたフレーム２３６４を含む。デ
ィスプレイシステム２３６２は、ユーザ２３６０の眼２３２０の前方に位置するように構
成できる。デバイス２３５０は、光線２３３８を光源２３５４からユーザ２３６０の眼２
３２０に投影するように構成してもよい。投影された光線２３３８の一部は、光線２３５
６としてユーザ２３６０の眼２３２０の様々な解剖学的特徴によって反射、散乱、及び／
又は回折でき、一以上の撮像装置２３５２によって受光することができる。電子ハードウ
ェア処理装置２３７０を使って、ユーザ２３６０の眼２３２０から受けた光を分析してユ
ーザの眼２３２０の様々な構造を検査できる。
【０６２２】
　着用可能なデバイス２３５０の様々な実施形態では、フレーム２３６４は図３Ａ～３Ｃ
のフレーム６４に類似した特徴を有していてもよい。着用可能なデバイス２３５０の様々
な実施形態では、ディスプレイシステム２３６２は、図３Ａ～３Ｃ及び図５のディスプレ
イシステム６２に類似した特徴を有していてもよい。デバイス２３５０の様々な実施形態
では、電子ハードウェア処理装置２３７０は、図３Ａ～３Ｃのローカル処理及びデータモ
ジュール７０と類似していてもよい。
【０６２３】
　眼科用システム２３５０の様々な実施形態のディスプレイシステム２３６２は、フレー
ム２３６４に取り付けたディスプレイレンズ２３７６を備えていてもよい。いくつかの実
施形態では、ディスプレイレンズ２３７６は、２つの眼のゾーンを備え、それぞれの眼の
ゾーンがユーザの眼２３２０の前に位置する一体型レンズでもよい。いくつかの実施形態
では、ディスプレイシステム２３６２は、フレーム２３６４に取り付けられ、それぞれが
、ユーザの眼２３２０それぞれの前に位置する接眼ゾーンを有する２つのディスプレイレ
ンズを有していてもよい。
【０６２４】
　光源２３５４は、一以上のＬＥＤ、一以上のフラッシュランプ、一以上のスーパールミ
ネッセントダイオード、及び／又はおそらく一以上のレーザを含んでいてもよい。様々な
実施形態では、光源はインコヒーレント（incoheren）光源である。いくつかの実施形態
では、光源２３５４は、ディスプレイレンズ２３７６、及び／又はユーザ２３６０の眼２
３２０に照明を提供するように構成されたデバイス２３５０の照明システムの一部でもよ
い。このような実施形態のうちのいくつかでは、光線２３３８は、ディスプレイレンズ２
３７６からユーザ２３６０の眼２３２０に投影されるものでもよい。例えば、光源２３５
４は、ファイバ走査装置（ＦＳＤ）を備えていてもよく、ディスプレイレンズは、図１０
Ｄを参照しながら上記に説明した導波路積層体１７８に類似した特徴を持つ複数の導波路
を備えていてもよい。ＦＳＤからの光を複数の導波路のうちの一以上に入射させ、複数の
導波路のうちの一以上からユーザの眼２３２０に向けて発光させてＯＣＴ機能を実行して
もよい。ディスプレイレンズの複数の導波路は、複数の導波路から発せられた波面の特性
を変化させることができる適応焦点要素と結合させてもよい。
【０６２５】
　いくつかの実施形態では、光源２３５４はディスプレイシステム２３６２の横に配置し
た補助光源でもよい。このような実施形態では、着用可能なデバイス２３５０は、例えば
、レンズ又は他の屈折部品、反射面、偏光器、反射器、ビームスプリッタ、回折光学素子
、導波路、又は他の光学部品などのような光学部品を含み、光線２３３８を着用者の眼２
３２０に向けて導いてもよい。例えば、光源２３５４は追加のＦＳＤを備えていてもよく
、ディスプレイレンズは追加の導波路の層を備えていてもよい。追加のＦＳＤからの光を
追加の層の複数の導波路のうちの一以上に入射させ、追加の層の導波路のうちの一以上の
導波路からユーザの眼２３２０に向けて発光させてＯＣＴ機能を行ってもよい。追加の層
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の複数の導波路の中の導波路は、追加の層の複数の導波路から発せられた波面の特性を変
化させることができる適応焦点要素と結合させてもよい。以下に詳細に説明されるように
、光源２３５４からの光線２３３８は、着用者の眼２３２０の所望の領域に入射させるこ
とができる。光線２３３８は、所望の領域の二／三次元画像に、着用者の眼２３２０の所
望の領域を横切ってｘ－、ｙ－、ｚ方向に沿って走査することができる。
【０６２６】
　ＯＣＴシステムとして構成された着用可能なデバイス２３５０は、干渉計を含んでいて
もよく、半透明又は不透明材料の表面下の画像（例えば、ユーザの眼２３２０にある様々
な構造体、ユーザの眼２３２０の中の様々な眼組織）を低倍率顕微鏡と同等の解像度で取
得することができる。システムは、組織の中の光撮像反射を使って断面画像を提供し、マ
イクロメートルの解像度の３Ｄ画像を生成するように構成してもよい。様々な実施形態で
は、光源２３５４からの光は、組織に導かれた投影光２３３８を生成し、ミラー又は反射
素子のような反射基準面に導かれた参照光を生成することができる。投影光２３３８が光
線２３５６として向けられる組織の表面下の特徴から反射するこの光の小部分が収集され
て反射基準面から反射する光と干渉する。干渉法技術を使うことにより、受け取った光子
の光路長を記録し、検出前に多数回散乱する大多数の光子を拒絶できるようになる。
【０６２７】
　様々な実施形態では、ビームスプリッタは、光源２３５４から出射された光の光路上に
配置することにより、投影光２３３８と参照光を生成することができる。図２３Ａ－１に
示すように、光源２３５４がＦＳＤを含むデバイス２３５０の実施形態では、ファイバス
プリッタ／カプラを使って投影光２３３８と参照光を生成し、眼２３２０の中の様々な構
造体から散乱したり後方反射したりする光を反射した参照光と組合せることができる。様
々な実施形態では、反射基準面は、可動反射体とすることができる。また、図２３Ａ－１
は、導波路積層体の中の回転機能を有する光ガイドも示しており、ＯＣＴ光線を眼に導き
、そこからの戻り光を受けるのに使用できる。この導波路ガイドは、本明細書で説明する
ように、画像を眼に投影するように構成された導波路積層体の中に含まれていてもよい。
挿入図は、光を参照アームに結合し、可動基準反射体（例えば、可動ミラー）から反射す
るために使用するファイバカプラ、並びに基準反射板から反射する光と、眼から戻った（
例えば、反射した又は後方散乱した、など）光とをともに受ける検出器を示す。
【０６２８】
　上記に説明したように、いくつかの実施形態では、ＬＥＤ（例えば、スーパールミネセ
ントＬＥＤ）のようなインコヒーレント光源を使用できる。このような光源により、コヒ
ーレンス長が短い干渉計が提供される。結果として、ＯＣＴ機器は光を画像に集光する焦
点深度又は領域が浅い。この領域は、光線の長手方向に沿って、長手方向（ｚ）に走査し
てＡスキャンと呼ばれるものを生成してもよい。さらに、眼に入射する光線のスポットサ
イズが小さいと、横方向の解像度を小さくすることができる。ここでも、光線を長手方向
に対して直交する方向や横方向（ｘ及びｙ）に走査して、Ｂ及びＣスキャンを生成し、よ
って、眼の組織と構造を示す２Ｄ及び３Ｄ画像を作成できる。
【０６２９】
　反射基準面の位置、投影光２３３８の波長、及び／又は参照光、又は投影光２３３８と
参照光の間の光路長差を変更する投影光２３３８と参照光との間の角度を変更することに
よって、上記領域を長手方向（ｚ方向）に走査することができる。投影光２３３８と参照
光との光路長差を変化させることにより、有利に、ＯＣＴシステムとして構成されたデバ
イス２３５０は、関心のある面から直接反射した光を収集しながら、バックグラウンド信
号を拒絶して、厚い試料の鮮明な３Ｄ画像構築できるようになる。
【０６３０】
　デバイス２３５０の一以上の実施形態において、光線を投影するだけでなく、眼の後方
散乱した光線２３５６を受けるように構成可能な３Ｄ走査ヘッドとして機能可能な光源２
３５４はＦＳＤを備えていてもよい。一以上の実施形態において、波長が変化する光線（
すなわち可視光スペクトル以外）を投影して（例えば、ＦＳＤ又は他の光源を介して）付
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加的な３Ｄ分解能を提供してもよい。ＯＣＴシステムは、時間領域又は周波数領域ＯＣＴ
を含んでいてもよい。様々な実施形態では、デバイス２３５０は、同時にスペクトル領域
の複数の波長を含む反射／後方散乱光を眼から受けて測定できるスペクトル（フーリエ）
領域ＯＣＴとして構成してもよい。
【０６３１】
　様々な実施形態では、光源２３５４は、約１ミクロンから約１．０ｍｍのスポットサイ
ズの照明光を出力する走査型レーザ装置を備えていてもよい。例えば、照明光はスポット
サイズが、約１～３ミクロン、約２～１０ミクロン、約５～２５ミクロン、約１０～３０
ミクロン、約２０～１００ミクロン、約５０～２００ミクロン、約７５～２５０ミクロン
、約１００～３００ミクロン、約２２５～５００ミクロン、約３７５～６００ミクロン、
約５００～７５０ミクロン、約６５０～８５０ミクロン、約７２５ミクロン～１ｍｍ、又
はこれらの範囲又はこれらに含まれる部分的範囲の任意の値でよい。走査型レーザ装置は
、眼の所望の領域にわたって、所望の走査パターンで走査するように構成してもよい。走
査型レーザ装置は約１ｋＨｚ～約５ＭＨｚの速度で走査して所望の走査パターンを生成す
るように構成してもよい。したがって、眼の所望の領域に生成される所望の走査パターン
は、走査期間にわたって直列（例えば、一度に一以上）に照明される複数の画素を含むと
考えてもよい。そのような実施形態のいくつかにおいて、一以上の撮像装置２３５２は、
背後に散乱する、又は背後に反射する光を複数の画素のそれぞれから受けるように構成さ
れた光検出器を含んでいてもよい。光検出器が受けた光の強度は、走査角及び／又は照明
光の位置と相関させて所望の領域の二次元画像を生成してもよい。
【０６３２】
　光源２３５４から投影された光は着用者の眼２３２０の異なる焦点距離で焦点を合わせ
てもよい。例えば、投影光の焦点は、角膜、虹彩、自然の水晶体、硝子体液、又は網膜と
一致してもよい。様々な実施形態では、図１０Ｂ、１０Ｃ及び１０Ｄを参照しながら説明
したように一以上の適応可能な光学素子又は焦点可変素子（ＶＦＥ）をオプションとして
使用して光源２３５４及び／又は光源２３５４から投影された光が集光する、あるいは基
点として生じるように見える焦点面から投影される光の入射角を変更してもよい。例えば
、光源２３５４から出力された光は、レンズ、プリズム、及び／又はミラー（例えば、図
１０Ｃの光学素子１０２４）を備えた光学系を使って変更して、照明光２３３８が集束す
る眼の中の深度及び／又はユーザ２３６０の眼２３２０に入射する光線２３３８の方向を
変化させることができるようにすることができる。
【０６３３】
　様々な実施形態では、ＶＦＥは、変形可能なミラー装置を含んでいてもよい。例えば、
ＶＦＥは、薄膜ミラーに結合された一以上の電極でもよい。制御システムは一以上の電極
を選択的に制御して薄膜ミラーの形状を変更させることができる。これにより、積層導波
路組立体から発光される光の波面は、薄膜ミラーの形状を変更することによって変更する
ことができる。走査型レーザ装置又はファイバ走査装置を備えた光源を含まない着用可能
なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能なミラーデバイスを含み、光線を誘導し、さ
らに／又は光線がユーザの眼の中に集束する深さを変化させてもよい。様々な実施形態で
は、ＶＦＥは変形可能なレンズを備えていてもよい。変形可能なレンズは、静電エネルギ
ーを与えることによって変形可能な弾性材料を含み、異なる曲率を有するレンズ又はレン
ズ状の面を形成してもよい。いくつかの実施形態では、ＶＦＥは電極の活性化で変形する
レンズを備えていてもよい。いくつかのレンズは、電圧を電極にかけると、屈折率を変化
させることができる（例えば、液晶レンズなど）。様々な実施形態では、デバイス２３５
０は位相を変調する空間光変調器を備えていてもよい。走査型レーザ装置又はファイバ走
査装置を備えた光源を含む着用可能なデバイス２６５０の実施形態は、変形可能なレンズ
及び／又は位相を変調する空間光変調器を含み、光線を誘導し、さらに／又は光線がユー
ザの眼の中に集光する深さを変化させてもよい。
【０６３４】
　様々な実施形態では、光源２３５４は可視スペクトル領域範囲の波長を有する白色光又
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は有色光を生成するように構成してもよい。例えば、光源２３５４は約４４０ｎｍ～約５
１０ｎｍ、約４６０ｎｍ～約５５０ｎｍ、約４９０ｎｍ～約５６０ｎｍ、約５３０ｎｍ～
約６１０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約６２０ｎｍ、又はこれらの範囲又はこれらに含まれる部
分的範囲の任意の値の波長を有する任意の色の光を生成することができる。
【０６３５】
　いくつかの実施形態では、光源２３５４は、赤外スペクトル光の波長範囲の波長を一以
上有する赤外光を生成するように構成してもよい。例えば、投影光２３３８は光の近赤外
スペクトル、光の中赤外スペクトル、及び／又は光の遠赤外スペクトルのうちの一以上の
波長を有していてもよい。別の実施形態として投影光２３３８は、約７００ｎｍ～約１．
５μｍ、約１．０μｍ～約２．３μｍ、約１．８μｍ～約３．２μｍ、約２．４μｍ～約
５．８μｍ、約３．２μｍ～約７．０μｍ、及び／又は約６．０μｍ～１３．０μｍの一
以上の波長を有していてもよい。
【０６３６】
　着用者２３６０の眼２３２０の中への投影光２３３８の進入深さは、投影光２３３８に
含まれる波長に依存してもよい。また、投影光２３３８と参照光との光路長差を波長に依
存させてもよい。したがって、投影光２３３８に含まれる波長を有利に変化させることに
より、ユーザ２３６０の眼２３２０の異なる深さにおける構造と解剖学的特徴の撮像が可
能となる。
【０６３７】
　デバイス２３５０は、投影光２３３８の深さを変化させることにより、網膜及び／又は
種々の網膜層を画像化することができる。網膜及び／又は種々の網膜層の厚さは、これら
の画像から測定できる。網膜及び／又は種々の網膜層の厚さの測定値は、後極（posterio
r pole）を横切る網膜の厚さをマッピングしたり、半球間及び眼の間の非対称性をグラフ
にする後極非対称分析（posterior pole asymmetry analysis：ＰＰＡＡ）に使用したり
できる。したがって、デバイス２３５０を使用して、ユーザの眼２３２０の一方の網膜及
び／又は様々な網膜層の厚みを、平均的な健康な眼の網膜及び／又は種々の網膜層の厚み
と、及び／又はユーザの眼２３２０の他方の網膜及び／又は網膜層の厚さとを比較するこ
とができる。
【０６３８】
　デバイス２３５０は、着用者の眼２３２０の黄斑を撮像するように構成することができ
る。黄斑の画像は、上述のように、黄斑の厚さを測定するのに有効である。黄斑画像は、
また、黄斑の腫脹を判定するのに有効である。これは、機能性が変わる前に、黄斑の構造
変化を起こす緑内障の早期検出に有利となり得る。例えば、緑内障は、網膜神経節細胞の
損失、内網状層の変化、特定の網膜層の菲薄化などを引き起こす可能性がある。これらの
構造変化は、網膜及び／又は黄斑の画像から判定することができる。
【０６３９】
　デバイス２３５０は着用者２３６０の水晶体を撮像して前後面の形状及び／又は水晶体
の厚みに基づいて焦点調節状態を判定し、及び／又は屈折障害を測定するように構成する
ことができる。例えば、着用者２３６０は、異なる深度面から光線２３３８を投影するこ
とによって、異なる深さの目標物に焦点を合わせるようにすることができる。水晶体の焦
点調節状態、ならびに網膜上に形成され、さらに／又は着用者２３６０が見える画像の大
きさと視力の変化を撮像することにより、屈折障害を判定する。このような測定値はホロ
プタテストを行い、眼の屈折状態を監視し、屈折障害を修正できるテストを行う際の補助
として有用となり得る。
【０６４０】
　一以上の撮像装置２３５２の様々な実施形態には、撮像装置２３５２が１種類以上の所
望の波長範囲の光を着用者２２６０の眼２３２０から選択的に受けることができるように
構成されている一方、他の波長を減衰又はフィルタリングするように構成された一以上の
波長フィルタを含んでいてもよい。例えば、撮像装置２３５２は、撮像装置２３５２が選
択的に光を可視スペクトル領域、近赤外スペクトル領域、中赤外スペクトル領域、及び／
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又は遠赤外スペクトル領域の光を選択的に受けることができるように、一以上の波長フィ
ルタを含んでいてもよい。別の例として、撮像装置２３５２は、撮像装置２３５２が、約
４４０ｎｍ～約１２．０μｍ、約５００ｎｍ～約１０．０μｍ、約５５０ｎｍ～約８．５
μｍ、約６００ｎｍ～約５．０μｍ、約６５０ｎｍ～約３．０μｍ、約１．０μｍ～約２
．５μｍ、又は上記の範囲又はそこに含まれる範囲の任意の値の光を選択的に受けること
ができ、一方で選択された範囲以外の波長を減衰又はフィルタリングするように構成され
た一以上の波長フィルタを含んでいてもよい。
【０６４１】
　一以上の撮像装置２３５２によって取り込んだ情報及び／又は画像はリアルタイム又は
後で処理してもよい。様々な実施形態では、デバイス２３５０は、眼の動きを追跡する光
源及び検出器を含むことができる。眼の動きを追跡する光源及び検出器は、図５を参照し
て説明した光源２６とカメラ２４に類似した特性を有することができる。視線追跡光源及
び検出器を使って眼の動きの影響を相殺することができる。一以上の実施形態では、ＯＣ
Ｔシステムとして構成された着用可能なデバイス２３５０を使用して、優れた体内広視野
マイクロ血管造影撮像装置を提供することができる。
【０６４２】
　ＯＣＴシステムとして構成された着用可能なデバイス２３５０を使用して、網膜トポグ
ラフィ、深い眼底撮像（すなわち、病変の検出）、網膜色素上皮（ＲＰＥ）変更及び他の
加齢性黄斑変性症を可視化し、網膜脈管構造を可視化し、眼の眼底の血流を可視化し、眼
の眼底の血管の形状及び構造を可視化するなどができる。着用可能なデバイス２３５０は
、また、マルチスペクトルの画像比較ができ、これは、スペクトル及び深強化差動可視性
によって網膜及び網膜下の特性の視覚による識別を改善するのに有利である。
【０６４３】
　例えば、ＯＣＴ血管造影を行うようにデバイス２３５０を構成してもよい。したがって
、デバイス２３５０を使って網膜及び／又は脈絡膜毛細血管網における血流を可視化する
ことができる。網膜及び／又は脈絡膜毛細血管網における血流を可視化することは、血液
の動きをコントラストとして利用することにより、異常な血管の成長を検出するのに有利
となり得る。ＯＣＴ血管造影技術を用いて、網膜及び／又は脈絡膜毛細血管網の血流を可
視化することにより、例えば、ラジアル傍乳頭毛細管レベル、表在レベル及び深神経叢レ
ベルなどの網膜における血管ツリーの複数のレベルを、蛍光色素を使用せず撮像すること
ができる。デバイス２３５０を使って、網膜及び／又は網膜層の断片化のマルチカラー分
析を行うことができる。
【０６４４】
　上述したように、着用可能なデバイス２３５０は、可視光（通常ＲＧＢ光源を介して行
われる）を伴う光を投影するだけでなく、他のマルチスペクトル成分（例えば、レーザ光
源、赤外線光源、ＬＥＤ光源等）を用いて構成し、波長とスペクトル組成の範囲を有する
光を発するようにしてもよい。あるいは、他の実施形態では、時間と共に光の波長をフレ
ーム順、行の順、ピクセルごとなどに変化させることができる調整可能なレーザを使って
もよい（例えば、キャビティ長は、レーザで変更してもよく、あるいは回折格子を変更し
てもよい）。
【０６４５】
　眼の異なる部分が、他の色又は光のスペクトルと良好に反応することができ、より正確
な画像化技術につながるので、マルチスペクトル発光は、撮像目的のために有利となり得
る。よって、ＯＣＴシステムとして構成された着用可能なデバイス２３５０は、マルチス
ペクトル光を発光可能な追加の部品を備えていてもよい。例えば、デバイス２３５０をス
ペクトル（フーリエ）領域ＯＣＴを行うように構成してもよい。
【０６４６】
　一以上の実施形態では、着用可能なデバイス２３５０は、眼の後部の軟組織を貫通する
複数の角度からの異なる波長の光を伝達することができる。着用可能なデバイス２３５０
は、レーザトモグラフィ、ならびに白色光トモグラフィを行うことができる光源を含んで
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いてもよい。同様に、ＥＲＧ（網膜電図写真）又はＥＯＧ（電気眼球図記録法）、視線追
跡及び計算能力により、有利に、着用可能なデバイス２３５０が、正確に網膜組織から戻
ってくる光を集め、ノイズ削減し、処理することができるようになる。例えば、ＥＲＧ又
は視線追跡が測定中に眼の動きを検出すると、システムは、データを破棄又はフィルタリ
ングする、もしくはデータと異なる方法で処理する。このような処理により、画像が増強
もしくは改善される。加速度計、モーションセンサ、頭部姿勢追跡デバイスなどのような
他のセンサ又は感知システムを採用して、ユーザが動いたか、又は測定及び／又は取り込
んだ画像に振動を取り入れたかどうかを判定することができる。
【０６４７】
　図２３Ｃは、着用可能なデバイス２３５０を使って眼を検査する方法の例示のフローチ
ャート２３００を示している。眼を検査する方法は、着用可能なデバイス２３５０と連動
して電子ハードウェア処理装置２３７０で実行できる。デバイス２３５０は、ユーザ２３
６０が視力に問題を有しているか、又は焦点を合わせるのに問題があるかをデバイス２３
５０が検出すると、眼のＯＣＴ検査を行うように構成することができる。図２３Ｃを参照
すると、例示的プロセスフロー２３００が設けられている。ブロック２３０２で、ＯＣＴ
プログラムを開始できる。ブロック２３０４では、光の一以上の光線は光源２３５４を使
用してユーザの眼の一部に投影することができる。ブロック２３０６において、後方散乱
光２３５６及び／又は反射した参照光は、眼から後方に発せられる後方散乱光２３５６に
関連付けられたパラメータのセットを測定する光源２３５４又は他の撮像装置２３５２（
例えば、光検出器）として採用されるＦＳＤの光ファイバによって収集することができる
。ブロック２３０８では、システムは、後方散乱光２３５６に関連付けられた、測定した
パラメータセットに基づいてユーザの眼２３２０の部分の画像を外挿するように構成して
もよい。ブロック２３１０では、眼の動きを測定し、それを使用することにより外挿した
画像のノイズを削減し、より正確な画像を作成することができる。ブロック２３１２では
、眼２３２０のいかなる異常をも取得した画像から検出できるとともに臨床医又は医師と
通信できる。例えば、取得された画像は、異常を検出するパターンマッチングアルゴリズ
ムを用いた電子ハードウェア処理装置２３７０によってアクセス可能な、保存されている
画像と比較できる。保存された画像は、健康な眼の画像、特定の疾患の影響を受けた眼の
特性を示す画像及び／又は過去の検査から取得したユーザの眼の画像を含んでいてもよい
。電子ハードウェア処理装置２３７０は、取得したユーザの眼の画像の様々な部分の定量
的測定値（例えば、体積測定値）を取得するように構成してもよい。定量的測定は、さら
なる分析のために臨床医に伝達してもよい。別の例として、一以上のパラメータを取得し
た画像から抽出して、異常を検出してもよい。取得した画像及び／又は定量的測定値は、
眼の健康又は疾患の進行を監視するために使用してもよい。
【０６４８】
　図２３Ａを参照すると、光検出器２３５２を使用してＯＣＴ機能を行う着用可能なデバ
イス２３５０の概略が示されている。図２３Ｂに示すように、光源２３５４は、投影光２
３３８をユーザの眼２３２０に導く。光線は、ユーザの角膜と虹彩を通過してユーザの網
膜に到達する。光源２３５４が光を投影する角度は、撮像する必要がある網膜又は眼の空
間の領域に基づいて変更できることが理解できよう。図２３Ａに示すように、眼２３２０
に投影される光線（例えば、可視光、ＲＧＢ光、ＩＲ光、マルチスペクトル光）の一部は
、光線２３５６として後方散乱され、着用可能なデバイス２３５０の様々な部分に配置可
能な光検出器２３５２によって取り込まれる。図２３Ｂに示すように、例えば、光検出器
２３５２は、着用可能なデバイス２３５０のリムの周囲全体、着用可能なデバイス２３５
０のフレームの周囲、あるいは他の任意の適切な構成に配置されていてもよい。反射基準
面で反射された光源２３５４によって生成された参照光はまた、光検出器２３５２で受け
、後方散乱光２３５６と干渉してＯＣＴ信号を取得することができる。
【０６４９】
　光検出器２３５２（例えば、密度、角度、強度、スペクトル成分、等）及び／又はＯＣ
Ｔ信号が受ける光の一以上のパラメータを、光検出器２３５２によって一以上のアルゴリ
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ズムを使用する処理装置２３７０に通信して光検出器から伝達されたデータから画像を外
挿してもよい。一以上の実施形態では、光検出器は、フォトダイオード（例えば、ＩＲ光
用のシリコン系、ゲルマニウム系光電子増倍管（ＰＭＴ）、電荷結合素子（ＣＣＤ）、Ｃ
ＭＯＳ系センサ、シャックハルトマン波面センサなど）を含んでいてもよい。一以上の実
施形態では、マルチモードファイバを使用して、後方散乱光を受け、ＰＭＴ又は他の任意
のタイプの光検出器に導いてもよい。
【０６５０】
　後方散乱光２３５６は、例示の目的のために、光検出器２３５２へと角度を外れるよう
に図２３Ａに示されているが、後方散乱光２３５６がそれが放出されたのと同じ角度で反
射して戻ることができることが理解できよう。したがって、いくつかの実施形態は、一以
上の光検出器（図示せず）に後方散乱光を導くためのビームスプリッタを含んでいてもよ
い。
【０６５１】
　これは、図２３Ａに示すように、後方散乱光２３５６は、網膜から来る場合もあるが、
光はまた、角膜から反射したプルキンエ像（例えば、角膜の輝きなど）又は眼の他の任意
の輝きである可能性もあると理解されよう。光検出器によって、敏感な光のタイプ又はパ
ラメータが異なる場合がある。例えば、いくつかの光検出器は、角膜の輝きの追跡を得意
とし、そのようなセンサを戦略的に配置し、角膜の輝き又はプルキンエ像を検出するよう
にしてもよい。あるいは、他の光検出器は、光が網膜から後方散乱する様々な角度を識別
することを得意とし、網膜に光学的に共役となるように配置してもよい。よって、着用可
能なデバイス２３５０は、後方散乱光２３５６の異なるタイプ（又はパラメータ）を検出
するように構成される様々な光検出器を含んでいてもよい。
【０６５２】
　着用可能なデバイス２３５０は、健康目的ではないこと（例えば、映画又はビデオを観
る、ゲームをするなどのエンターテインメント用、仕事用など）、並びにＯＣＴシステム
として構成できる。着用可能なデバイス２３５０は、周期的に（例えば、毎時間、毎日、
毎週、隔週、毎月、年に２度、毎年など）、あるいは、デバイス２３５０が、ユーザ２３
６０が視力に問題を有しているか、又は焦点を合わせるのに問題があるかを検出すると、
ＯＣＴ検査を行うように構成することができる。様々な実施形態では、システム２３５０
は、不定期で眼２３２０の眼のＯＣＴ検査を行うように構成することができる。例えば、
着用可能なデバイス２３５０はＯＣＴ検査を一時間に数回、一週間に数回、一ヶ月に数回
、一年に数回など行うように構成してもよい。したがって、このような検査は、一年で１
、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、２４回以上で終了することができる。こ
のような検査は、ユーザの健康に問題がある場合にはより頻繁に行ってもよい。システム
２３５０は、医師の診療所、又は病院においてＯＣＴ検査として使用できるように構成し
てもよい。伝統的なテーブル／ベンチトップのＯＣＴシステムとは異なり、着用可能なデ
バイス２３５０はユーザ２３６０が着用できる。ＯＣＴシステムとして構成された着用可
能なデバイス２３５０は、伝統的なテーブル／ベンチトップのＯＣＴシステムより軽量、
小型で嵩張らない。
【０６５３】
　特定の実施形態では、医師、看護師、技師又は他のヘルスケア提供者がシステムを制御
する。あるいは、ユーザが、ＯＣＴシステムを制御する。いくつかの実施形態では、シス
テムは自動化されアルゴリズム制御される。例えば、そのようなＯＣＴ撮像を行うときな
どのパラメータが実施されるタイミングは、システムが判定する。システムは、例えば、
診断テストのうちの一以上が、眼の健康状態が低下している、あるいは健康問題の兆候が
検出されているなどの兆候に基づいてテストを開始するべきであると判定してもよい。あ
るいは、そのシステムは、上述したように、単に、プロトコル、例えば、スケジュールに
従ってテストを定期的に、又は非定期的に行うようにしてもよい。
【０６５４】
　デバイス２３５０の様々な実施形態は、聴覚、視覚、グラフィック及び／又は触覚によ
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る警告を、テストの開始に先立って、テスト中、及び／又はテスト実施後にユーザ２３６
０に提供できるコンポーネントを含む警告システムを含んでいてもよい。さらに、デバイ
ス２３５０は、聴覚、視覚、及び／又はグラフィックによる指示を、テストの開始に先立
って、テスト中、及び／又はテスト実施後にユーザ２３６０に提供する要素を含むように
してもよい。
　収差計（Aberrometer）
【０６５５】
　一以上の実施形態では、眼科用デバイスを収差計のように機能させてもよい。収差計は
、眼の中の不規則性を正確に測定する。これらの収差は、特に個人の指紋に類似した非常
に固有な収差である。デバイスは、波面が眼を通って通過する際にそれを測定する。収差
がない眼の場合は、波面は平坦である。欠陥を有する眼の場合には、波面は屈曲及び／又
は歪んでいる。これらの微細な収差は、光が角膜と水晶体を通って網膜に達するときにそ
の光を歪ませることができる。その結果、視力の質に大きな影響を与える可能性があると
ともに、深度感、コントラスト、色知覚、夜の視認性などに影響を与える。これらの収差
を識別することにより、眼鏡の処方がより正確になる。
【０６５６】
　屈折障害を識別するため、収差計は眼の中へのレーザ光の帯を送信することができる。
光は、角膜及び眼の水晶体を通り、網膜によって反射される。そして、反射した光を収差
計で測定して３Ｄ画像を生成することができる。収差計は典型的に、レーザ視覚矯正外科
手術を行うときに使用する。収差計によって生成されたマップは、角膜を正確に整形する
よう、レーザ光の送達を導く。
【０６５７】
　一以上の実施形態では、眼科用デバイスのファイバ走査型ディスプレイ（ＦＳＤ）は、
所望の波面に光を生成するために使用することができる。前の実施形態でそうであったよ
うに、与えた刺激に対する反応を測定できる。異なる周波数の波面を適用できることは理
解できよう。同様に、可視又は不可視光を眼に投影して作られる３Ｄ画像に対する正しい
解像度を生成することができる。一以上の実施形態では、図２３Ｃに示すプロセスフロー
と同様に、取り込んだデータを処理して異常がないかどうかを判定する。
【０６５８】
　図２７は、波面収差計として構成された拡張及び／又は仮想現実システム２７００の例
示の実施形態を示す。いくつかの実施形態では、システム２７００は、積層導波路組立体
１７８、焦点可変素子（ＶＦＥ）（例えば、形状が複数の電極に印加される電気信号によ
って制御される変形可能ミラー膜）のような適応光学素子、又は、光学特性を制御下で変
化させることができる光学素子、もしくはこれらの任意の組み合わせを含む。この例とし
ては図１０Ａ～１０Ｄを参照しながら本明細書で説明している。システム２７００はまた
、ビームスプリッタ２７０２、波面センサ２７１０、及び処理装置２７０６を含んでいて
もよい。システム２７００はユーザの眼５８と整列するように頭部に装着することができ
る。システム２７００は本明細書で説明した他の要素のいずれかを含んでいてもよい。場
合によっては、波面収差計の実施形態で使用されるが、本明細書で説明する他の機能では
特に必要でない追加の要素を拡張及び／又は仮想現実システムへの後付けとして設けても
よい。
【０６５９】
　積層導波路組立体１７８は、複数の導波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０
）と複数のレンズ（１９２、１９４、１９６、１９８）を有していてもよい。いくつかの
実施形態では、レンズ（１９２、１９４、１９６、１９８）は負レンズであるが、他の実
施形態では正レンズでもよい。図２７に示すように、導波路と負レンズを交互に積層した
構成に配置してもよい。積層導波路組立体１７８は複数の光源（２００、２０２、２０４
、２０６、２０８）も含んでいてもよい。本説明書で説明するように、これらの光源は、
他の光源も使用できるが、ファイバ走査型ディスプレイでよい。各光源は光を対応する導
波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０）に入射させ、そこからレンズを介して
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光を眼５８に向けて方向を変えて略均等に分配する。いくつかの実施形態では、光源（２
００、２０２、２０４、２０６、２０８）は、それぞれの導波路（１８２、１８４、１８
６、１８８、１９０）に平行光を入射させることができ、各導波路は、異なる出力角度の
範囲で平行光線を出力することができる。光源（２００、２０２、２０４、２０６、２０
８）が提供する光は、例えば、可視又は赤外線スペクトルとすることができる。他の実施
形態では、更に他の波長の光を使用することもできる。
【０６６０】
　他の実施形態に対してここで説明するように、積層導波路組立体１７８を単体で、ある
いは他の一以上の追加のレンズ又は適応光学系とともに使用して、眼５８への波面曲率の
変化量を変えて光を伝達することができる。波面収差計システム２７００は、同様にこの
ような配置を使って所望の特徴を有する光の波面を生成することができる。
【０６６１】
　積層導波路組立体１７８も、補正レンズ層１８０を有していてもよい。このレンズ層は
、ユーザが積層導波路組立体１７８の外側の地上１４４からの光を見ているとき負レンズ
（１９２、１９４、１９６、１９８）の累積的影響を補償することができる。補正レンズ
層１８０は、また、積層導波路組立体１７８及びユーザの眼５８との間に設けられた任意
の他の光学素子を補償するように設計することができる。
【０６６２】
　図２７に戻って参照すると、積層導波路組立体１７８から出力される光の波面は、視軸
に沿ってユーザの眼に向けて伝播する。図２７に示すように、いくつかの実施形態では、
積層導波路組立体１７８は、平面波面を有するプローブ光線を出力する。プローブ光線は
、積層導波路組立体１７８と眼５８の間に設けられたビームスプリッタ２７０２を介して
伝達される。プローブ光線は、次に、眼５８に入り、最終的には網膜により後方散乱され
る。プローブ光線が眼を通って伝搬する際、その平面波面は、眼５８の光学系における不
規則性や欠陥の影響を受ける場合がある。このような不規則性や欠陥は、波面も同様に不
規則になる可能性がある。
【０６６３】
　後方散乱したプローブ光線が眼から出ると、ビームスプリッタ２７０２によって波面セ
ンサ２７１０に向かって反射される。図２７に示すように、眼から出た波面は不規則にな
る可能性がある。収差波面の具体的な形状は、眼５８の不規則性又は欠陥に依存する。シ
ステムは、波面センサ２７１０への眼のほぼ瞳孔面で波面を中継するリレーレンズ系を含
んでいてもよい。波面センサ２７１０は、これらの波面の形状を測定及び特徴付けること
ができる。
【０６６４】
　図示の波面センサ２７１０はシャックハルトマン方式の波面センサである（ただし、他
の任意のタイプの波面センサも利用可能である）。これには、空間的に多くの異なる位置
において入射波面をサンプリングするレンズレットのアレイを含む。また、波面センサ２
７１０は、ＣＣＤ又はＣＭＯＳアレイのようなレンズレットアレイから一焦点距離だけ離
れて位置する検出器を含む。それぞれのレンズレットは、光のスポットを検出器に集光す
る。検出器上の各スポットの正確な位置は、対応するレンズレットの位置にある波面の局
所曲率に依存する。したがって、検出器は、スポットのアレイを含む画像を作成する。こ
の画像は、処理装置２７０６によって分析されて、各スポットの正確な位置を判定するこ
とができ、この位置は、対応するレンズレットの位置での波面曲率を表す。このようにし
て、処理装置２７０６は、レンズレットアレイによってサンプリングした各空間位置にあ
る波面の曲率を判定することができる。測定した波面の形状に基づき、処理装置は、低次
及び高次収差の両方を含む眼の収差を計算することができる。これらの収差は、数字、例
えば、ゼルニケ係数で表すことができる。
【０６６５】
　処理装置２７０６が、眼５８の収差を判定すると、これらの測定値を例えば、数値又は
グラフの形態で出力する。この測定値を使って眼５８に対する矯正光学処方のような治療
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プランを判定することができる。さらに、眼５８の収差の測定値を使って、光学的に修正
した画像を眼５８に投影するのに使用する適応光学素子を制御することができ、これによ
り、ユーザにより鮮明な画像を提供できる。例えば、いくつかの実施形態では、積層導波
路組立体は、仮想及び／又は拡張現実画像を眼５８に投影するのでそれによって出力され
た波面の形状を、処理装置２７０６を使用して制御することができる。このようにして、
ユーザに提供された画像を特別にユーザ自身の眼の収差に基づいて矯正することができる
。積層導波路組立体１７８は、眼５８の低次収差を矯正できるだけであり、高次収差を矯
正するためには異なる、又は追加の適応光学素子も設けてもよい。例えば、電気信号を複
数の電極に印加することによって形状が制御される変形可能な薄膜ミラーを使って高次収
差を矯正してもよい。このような変形可能な薄膜ミラーは、光源（２００、２０２、２０
４、２０６、２０８）と導波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０）の間の光路
に設けてもよい。他の多くの配置及び／又は適応光学素子も使用して、波面センサ２７１
０からの測定値に基づいて眼５８の低及び／又は高次収差を矯正してもよい。
【０６６６】
　図２７に示した拡張及び／又は仮想現実システム２７００も、着用者の眼を検査するの
に使用できる明視野カメラ又は明視野顕微鏡として構成してもよい。本明細書でさらに説
明するように、これは、光を図２７に示すレンズレットアレイに、又はその近傍に集束さ
せるレンズを含むことによって行うことができる。このようなデバイスの一以上の利点は
、異なる面に明視野が取り込まれた後、いつでもそれが取り込んだ明視野画像を演算で再
集束させることができる点である。例えば、このデバイスは、着用者の眼の明視野画像を
取り込むことができる。後処理では、この明視野画像は患者の網膜に焦点を合わせ、網膜
の検査を行うことができる。同じ明視野画像を眼の任意の他の組織に焦点を合わせて後処
理をしてもよい。
【０６６７】
　従来のカメラは、三次元の物体をカメラの視野内の物体空間から検出すると、平面な二
次元の光強度として記録にする。この平坦化効果は、カメラの視野内の物体の異なる点で
発生する光線を、画像面の対応する点にレンズによって集光するという撮像の結果である
。角度情報はこのプロセスで失われる。例えば、従来の画像の中の任意の画素で記録され
た光の強度は、視野の対応する点から異なる角度方位で基点として生じる光線のそれぞれ
の強度寄与を表すものではない。代わりに、画像面の各点において測定された強度は、対
応する視野内の点から異なる角度方位でカメラに入る様々な光線の結合強度を表す。よっ
て、深さのような、様々な特性は、従来の画像から定量的に判定することはできない。
【０６６８】
　従来のカメラの三次元から二次元への平坦化は、画像の情報内容を著しく制限する。恐
らく、この平坦化の最も単純な結果が、深さのあいまいさであり、焦点面の前後にある物
体がぼやけて（焦点がずれて）見える。
【０６６９】
　視野内からの異なる角度方位の光線のそれぞれの強度に関する情報を得る一方法として
、レンズレットのシャックハルトマンアレイのような波面センサを、図２７に示すように
センサ（例えば、ＣＣＤ又はＣＭＯＳセンサ）近傍に設けることがある。各レンズレット
は、視野から機器に入る光の波面の空間的にローカライズされた領域をサンプリングし、
局所的な角度情報をセンサに記録できるようにする。このようにして、センサは、異なる
角度方位から各レンズレットに到達するそれぞれの光線の強度を検出できる。各角度（θ
ｘ、θｙ）の各位置（ｘ、ｙ）におけるこの光強度の四次元情報は、機器の視野内の明視
野を定量化する。
【０６７０】
　上記のように、図２７に示すシステム２７００は、機器の光路にレンズを含み、光を波
面センサ２７１０のほぼ面に集光することによって明視野カメラ又は顕微鏡として構成す
ることができる。レンズは、例えば、ビームスプリッタ２７０２と波面センサ２７１０の
間に配置することができるが、他の適した位置もある。積層導波路組立体１７８を使って
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、眼５８を照明する一以上の光線を提供することができる。この光は、網膜によってビー
ムスプリッタ２７０２に向かって後方散乱させることができる。そして、光をレンズによ
って集光することができる。レンズは、この焦点面が波面センサ２７１０の位置又はその
近傍に位置するように位置決め又は構成することができる。そして、波面センサ２７１０
は、各角度（θｘ、θｙ）の各位置（ｘ、ｙ）における光の強度の四次元情報を収集する
ことができる。この明視野情報を、例えば、処理装置２７０６によって処理して、任意の
所望の面に焦点を合わせた画像を提供することができる。
　超音波（Ultrasound）
【０６７１】
　図２４Ａは、ユーザ２４６０が着用可能で、ユーザ２４６０の眼の超音波検査を行うよ
うに構成された着用可能なデバイス２４５０を略図で示す図である。このデバイス２４５
０は、ディスプレイシステム２４６２に取り付けたフレーム２４６４を含む。ディスプレ
イシステム２４６２は、ユーザ２４６０の眼２４２０の前方に位置するように構成できる
。着用可能なデバイス２４５０の様々な実施形態は、ユーザの眼２４２０に刺激を与える
超音波面（ultrasound wavefront）を生成する超音波刺激モジュールを備えていてもよい
。超音波刺激モジュールは、眼の部分（例えば、上まぶた、眼の軌道、強膜、角膜など）
に接触するように構成されたプローブ２４８１を含んでいてもよい。プローブ２４８１は
、超音波エネルギーを眼に送達させるように構成された超音波トランスミッタ２４７７と
、様々な構造体から反射及び／又は散乱した超音波エネルギーを受け取るように構成され
た超音波レシーバ２４７９とに接続するように構成してもよい。いくつかの実施形態では
、プローブ２４８１は、超音波トランスミッタとレシーバを組み合わせた超音波トランシ
ーバ２４７５に接続するように構成してもよい。いくつかの実施形態では、超音波刺激モ
ジュールを、超音波エネルギーを眼の一以上の部分に接触せずに眼の様々な部分に送達す
るように構成してもよい。例えば、超音波刺激モジュールは、電磁音響トランスデューサ
（electromagnetic acoustic transducer：ＥＭＡＴ）を備えていてもよい。超音波刺激
モジュールは、眼の中の様々な構造体から反射及び／又は散乱した超音波エネルギーを電
気信号に変換するように構成された一以上の超音波トランスデューサを備えていてもよい
。プローブ２４８１は、超音波を眼の様々な領域に伝達するとともに、眼の様々な領域か
ら反射した超音波を受け取るように構成することができる。
【０６７２】
　よって、着用可能なデバイス２４５０は、与えた刺激の反応を測定し、眼の様々な構造
体の画像を生成するように構成してもよい。例えば、様々な実施形態では、一以上の方向
を走査するようにプローブ２４８１は移動可能でもよい。いくつかの実施形態では、例え
ばプローブ２４８１を２つ又は３つの異なる潜在的直交方向（ｘとｙ、又は可能なｘ、ｙ
、及びｚのような）に走査して二次元画像又は三次元を生成してもよい。いくつかの実施
形態では、別の例として、プローブ２４８１を動かして、超音波エネルギーを異なる角度
で送受し、二次元及び／又は三次元画像を生成してもよい。同様に、超音波エネルギーを
検出する超音波センサを移動又は走査してもよい。例えば、超音波センサを２つ又は３つ
の異なる潜在的直交方向（ｘとｙ、又は可能なｘ、ｙ、及びｚのような）に走査して二次
元画像又は三次元を生成してもよい。図３Ａ～３Ｃのローカルな処理及びデータモジュー
ル７０に類似した特性を有する電子ハードウェア処理装置２４７０を使って、ユーザ２４
６０の眼２４２０から受けた超音波エネルギーを分析してユーザの眼２４２０の様々な構
造を検査できる。
【０６７３】
　着用可能なデバイス２４５０は、臨床医の動きや干渉によって起こりうるノイズを低減
することによってより正確な結果を生成してもよい。いくつかの実施形態では、超音波エ
ネルギーを連続的に任意の期間与えて超音波検査を行うことができる。あるいは、いくつ
かの実施形態では、超音波エネルギーをユーザ２４６０固有の所定のパターン又はプロト
コルに与えてもよい。
【０６７４】
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　着用可能なデバイス２４５０は、眼の水晶体、網膜、及び他の構造体を含む、眼の様々
な部分の画像を診断及び治療に使用するために得ることができる。例えば、低次（例えば
、２Ｗ／ｃｍ２未満の超音波パワー）及び／又は低周波数（例えば、約４０ｋＨｚ以下の
超音波周波数）を有する超音波エネルギーを使って、緑内障を治療したり、及び／又は眼
圧（ＩＯＰ）を下げたりすることができる。別の例では、エエルギーが約２Ｗ／ｃｍ２で
、約２１ＭＨｚの周波数を有する高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）を使って緑内障を治療
したり、眼圧（ＩＯＰ）を下げたりすることができる。別の例として、１Ｗ／ｃｍ２と約
５Ｗ／ｃｍ２との間の何分の１、及び約１ＭＨｚと約５ＭＨｚとの間の何分の１の超音波
エネルギーを、美容目的（例えばコラーゲンの生成促進及び／又は眼の下のくまの形成を
低減する）に使用することができる。超音波刺激は、強い視覚的反応と質的に類似した網
膜の反応を、短い待ち時間で呼び起こすことができる。高周波超音波を含む異なる超音波
周波数を使って、網膜剥離を含む様々な眼の病変を正確に識別することができる。例えば
、約８ＭＨｚの超音波周波数を使って眼のＡスキャンを得ることができる。別の例として
は、約１０ＭＨｚから１５ＭＨｚの間の超音波周波数を使って眼のＢスキャンを得ること
ができる。
【０６７５】
　図２４Ｂは、デバイス２４５０を使って眼を検査する方法の例示のフローチャート２４
００を示している。眼を検査する方法は、デバイス２４５０と連動して電子ハードウェア
処理装置２４７０で実行できる。デバイス２４５０は、デバイス２４５０が、ユーザ２４
６０が視力に問題を有しているか、又は焦点を合わせるのに問題があるかを検出すると、
眼の超音波検査を行うように構成することができる。図２４Ｂを参照すると、例示的プロ
セスフロー２４００が開示されている。ブロック２４０２で、超音波モードを開始できる
。前述したように、様々な実施形態では、別個の超音波生成成分が、ＡＲデバイスに結合
されていてもよい。例えば、超音波エネルギーは、超音波モードが開始されたら、拡張現
実／仮想現実着用可能なデバイス２４５０を一体化した一以上の超音波トランスデューサ
を備えた超音波刺激モジュールによって生成してもよい。ブロック２４０４では、ユーザ
に対し、超音波プロトコルを判定（決定）する。例えば超音波は、連続的に送達してもよ
く、また、ユーザに特有の特別のパターンに追従してもよい。ブロック２４０６では、超
音波波面又は面がユーザの眼に送達される。一以上の実施形態では、ブロック２４０８に
示すように眼の反応を測定する。例えば、眼の様々な構造体から反射した超音波を超音波
刺激モジュールのトランスデューサで受け取って電気信号に変換してもよい。この情報を
使って、デバイス２４５０によって超音波画像を作成又は生成できる。眼の異常があれば
、生成した超音波画像から臨床医、又はパターンマッチングアルゴリズムを使ってブロッ
ク２４１０に記載の異常を検出することができる処理装置が検出できる。
【０６７６】
　例えば、得られた超音波画像は、異常を検出するパターンマッチングアルゴリズムを用
いた電子ハードウェア処理装置２４７０によってアクセス可能な、保存されている画像と
比較できる。保存されていた画像は、健康な眼の画像、特定の疾患の影響を受けた眼の特
性を示す画像、及び／又は過去の検査から取得したユーザの眼の画像を含んでいてもよい
。電子ハードウェア処理装置２４７０は、取得したユーザの眼の画像の様々な部分の定量
的測定値（例えば、体積測定値）を取得するように構成してもよい。定量的測定値は、さ
らなる分析のために臨床医に送信してもよい。別の例として、取得した画像から一以上の
パラメータを抽出して、異常を検出してもよい。取得した画像及び／又は定量的測定値は
、眼の健康又は疾患の進行を監視するために使用してもよい。
【０６７７】
　図２４Ａに示すように、デバイス２４５０のディスプレイシステム２４６２は、フレー
ム２４６４に取り付けたディスプレイレンズ２４７６を備えていてもよい。いくつかの実
施形態では、ディスプレイレンズ２４７６は、２つの眼のゾーンを備え、それぞれの眼の
ゾーンがユーザの眼２４２０の前方に位置する一体型レンズでもよい。いくつかの実施形
態では、ディスプレイシステム２４６２は、フレーム２４６４に取り付けられ、それぞれ
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が、ユーザの眼２４２０それぞれの前に位置する接眼ゾーンを有する２つのディスプレイ
レンズを有していてもよい。光源２４６８からの照明を用いたディスプレイレンズ２４７
６は、ユーザの眼２４２０の特定の位置に、生成された超音波画像を投影することができ
る。ディスプレイレンズ２４７６は、図１０Ｄを参照しながら上記のような導波路積層体
１７８に類似した特徴を持つ複数の導波路を備えていてもよい。様々な実施形態では、複
数の導波路は、光源２４６８から出力された光を複数の導波路の一以上に結合するように
構成された回折光学素子を含んでいてもよい。複数の導波路は、さらに内部を伝播する光
の結合を解くように構成された回折光学素子及び／又は焦点可変素子を備えていてもよい
。回折光学素子及び／又は焦点可変素子は、投影された画像が、異なる深度面及び異なる
方向を基点として生じるように焦点面及び／又はディスプレイレンズ２４７６から投影さ
れる光の方向を変更するように構成してもよい。このようにして二／三次元画像をユーザ
の眼の所望の位置に投影することができる。このディスプレイレンズ２４７６を採用して
、超音波画像の結果を着用者に表示することができる。例えば、超音波画像に対応する２
Ｄ又は３Ｄ画像を提示するように、光を着用者の眼の中に投影して、本明細書で説明する
ように網膜に画像を形成してもよい。
【０６７８】
　様々な実施形態では、光源２４６８は、発光体（例えば、レーザ、ＬＥＤ，フラッシュ
ランプ、スーパールミネッセントダイオードなど）からの光をディスプレイレンズ２４７
６に伝達するように構成された複数の光ファイバを含むファイバ走査装置（ＦＳＤ）を備
えていてもよい。様々な実施形態では、ＦＳＤは、様々なパターン（例えば、ラスタース
キャン、スパイラルスキャン、リサージュパターンなど）及び速度で走査できる。また、
二／三次元画像は、ＦＳＤの走査パターンと走査速度を変更することによって、ユーザの
眼の所望の位置に投影することができる。上述したように、いくつかの実施形態では、着
用者の眼に投影された二又は三次元画像は、着用可能なデバイスを使って（例えば、トラ
ンスデューサを使ってなど）取得された超音波画像に対応していてもよい。
【０６７９】
　様々な実施形態では、デバイス２４５０は、超音波速記（ultrasonic stenography）を
行うように構成されていてもよい。例えば、トランスデューサ又は超音波源は、眼の異な
る構造体によって反射されて吸収されない、トランスデューサ又はセンサによってＦＳＤ
上の集光できる高周波超音波を生成するように構成してもよい。
【０６８０】
　様々な実施形態では、システムは聴診を行うように構成してもよい。様々な実施形態で
は、例えば、システムは、眼又は着用者から発せられる超音波エネルギーを検出及び測定
するトランスデューサ又はセンサを含んでいてもよい。このような構成は、超音波を生成
し、その超音波を着用者の眼に導くトランスデューサと、眼又は着用者から反射した超音
波を検出するセンサを備えたシステムとは対照的でもよい。超音波センサを使って、着用
者の眼の脈管構造を通る血流からのような、着用者から発せられた超音波エネルギーを検
出しても、もしくは「聞いて」もよい。様々な実施形態では、デバイス２４５０は、エネ
ルギーを可聴周波数範囲で送信及び／又は受信するように構成してもよい。着用者の脈管
構造からの超音波エネルギーを検出し、例えば、使って眼の眼底の血流の音分析を行って
もよい。
【０６８１】
　デバイス２４５０の様々な実施形態において、眼から受け取った超音波信号を分析して
ドップラーシフトを測定し、網膜の血管内を流れる血流の速さを測定してもよい。超音波
による伝統的な速度測定は、移動する音源から発生された音又は移動する目標物から反射
した音は、音の周波数がずれていくと唱えたドップラー原理に基づいている。この、いわ
ゆるドップラーシフトは、ＣＷドップラーとも呼ばれる連続波の超音波発信を介して受信
した、又は、ＰＷドップラーとも呼ばれるいくつかの超音波パルスの発信を介してサンプ
リングした受信信号から直接測定することができる。
【０６８２】
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　超音波撮像の利点の一つは、血液及び組織の速さを高精度、高フレームレートで測定で
きる点である。診断設定において、血流速度についての情報を使って、心臓弁の漏れに起
因する噴流パターンのような病理学に関する異常な血流を識別してもよい。さらに、組織
速度についての情報を使って、収縮性の低い心筋の領域の識別を通して心臓の機能を定量
化してもよい。超音波検査を行うように構成されたデバイス２４５０の様々な実施形態は
、クモ膜下出血、脳梗塞、及び頸動脈-海綿静脈洞瘻、症候性アテローム血栓性血管疾患
を伴うものとして識別できる眼の雑音を検出できる。超音波検査を行うように構成された
デバイス２４５０は、高血圧症のユーザに見られる頚動脈又は腎臓の雑音を検出すること
ができる。
【０６８３】
　デバイス２４５０は、健康目的ではないこと（例えば映画又はビデオを観る、ゲームを
するなどのエンターテインメント用、仕事用など）並びにＯＣＴシステムとして構成でき
る。デバイス２４５０は、定期的に（例えば、毎時、毎日、毎週、隔週、毎月、半年に１
回、毎年など）超音波検査を行うように構成されていてもよい。様々な実施形態では、デ
バイス２４５０は眼２４２０の超音波検査を不規則に行うように構成することができる。
例えば、デバイス２４５０は、超音波検査を１時間に数回、１週間に数回、１ヶ月に数回
、１年に数回など行うように構成してもよい。したがって、このような検査は、１年で１
、２、３、４、５、６、８、１０、１２、１６、２４回以上行うことができる。このよう
な検査は、ユーザが健康に問題を有している場合、もしくはデバイス２４５０がユーザが
焦点を合わせるのに苦労している、又は視力に問題を有していると検出した場合には、よ
り頻繁に行ってもよい。デバイス２４５０は、医師の診療所又は病院で超音波検査として
使用するように構成してもよい。
　電気眼球図記録法（ＥＯＧ）、脳波記録（ＥＥＧ）、及び網膜電図写真（ＥＲＧ）
【０６８４】
　様々な実施形態では、着用可能な拡張現実デバイスは、ＥＯＧ（電気眼球図記録法）、
ＥＥＧ（脳波記録）、及びＥＲＧ（網膜電図写真）のために構成された電極及び電子機器
を含むシステムに一体化してもよい。図２４Ｆに示すように、例えば、電極（２４５０）
は眼及び／又は人の頭部の周囲に位置させてもよい。いくつかの実施形態では、電極（２
４５０）は、拡張現実頭部装着型眼鏡、例えば、眼鏡のフレーム上に取り付けてもよい。
一以上の電極を、眼鏡の内面に配置してもよい。このような電極は、例えば、レンズを支
持する眼鏡の一部（例えば、リム）又はつる又は耳にかける部分、頭部装着型組立体を頭
部に支持するストラップ又は他の支持部材上に位置させてもよい。したがって、これらの
電極は額及び／又は側頭部、例えば、耳の上に接触することができる。電極は、眼、又は
眼の周りの顔面又は顔面組織に接触してもよい。
【０６８５】
　電極（２４５０）は、眼鏡のフレーム又は本体によって支持されるワイヤ又はリードに
接続してもよいし、さらに／又は無線技術を介してデバイスと接続状態となるように構成
してもよい。したがって、電極（２４５０）はユーザの身体の一部と直接接触することが
できる。電極（２４５０）は、ユーザの身体から離して配置してもよいし、電極（２４５
０）とユーザの身体との間に配置された、あるいは電位を測定するのに適した他の位置に
配置された特定の材料又は装置の一部を有していてもよい。
【０６８６】
　電極は、ローカル処理及びデータモジュール（７０）、リモート処理モジュール（７２
）、及び／又はリモートデータリポジトリ（７４）の任意の組み合わせ及び構成において
、電子的に且つ通信可能に接続してもよい。電圧測定は、電極（２４５０）から測定して
もよく、電極（２４５０）に対する電位差は、ローカル処理データモジュール（７０）又
はリモート処理モジュール（７２）によって判定してもよい。あるいは、電位差は、複数
の電極（２４５０）から直接求めてもよい。さらに、回路を電極上に、又は電極とローカ
ル処理及びデータモジュール（７０）との間に設けても設けなくてもよい。
【０６８７】
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　リモート処理モジュール（７２）は、電極（２４５０）から測定値を受信するように構
成してもよく、及び／又は制御信号を電極に直接、又はローカル処理及びデータモジュー
ル（７０）を介して送ってもよい。いくつかの実施形態では、ローカル処理及びデータモ
ジュール（７０）は制御信号の送信及び測定値の受信の一部又はすべてを行ってもよい。
同様に、測定値のＲＦ信号調整と信号処理は、ローカル処理及びデータモジュール（７０
）及び／又はリモート処理モジュール（７２）の全体又は一部で行うようにしてもよい。
電極（２４５０）の測定値及び導出されたパラメータは、全体又は部分的にローカル処理
及びデータモジュール（７０）及び／又はリモートデータリポジトリ（７４）に保存して
もよい。
【０６８８】
　電極（２４５０）からの電気信号測定値に基づいて、眼の位置を判定することができる
ので、眼のパターンを検出することができる。一以上の実施形態では、眼科用デバイス及
びシステムを使って電気眼球図記録法（ＥＯＧ）用に構成してもよい。ＥＯＧは、角膜と
眼の後方に位置するブルーフ膜との間の電位電圧を測定する。一以上の主要な適用方法は
、眼の動きを記録することである。ＥＯＧに対し、図２４Ｆの例に示すように一対の電極
を眼の左右及び／又は眼の上及び下に配置してもよい。いくつかの実施形態では、例えば
患者は、患者の眼が拡張されるように照明が明るい部屋に配置してもよい。眼が電極に向
けて動くと、電極間に電位差が発生し、眼の位置を判定でき、したがって眼の動きの量を
判定できる。様々な実施形態では、これらの電極を、眼鏡又は頭部装着型デバイスの内側
を向いた面に配置してもよい。場合によっては、これらの電極を眼鏡のパッド面に取り付
けてもよい。これらのパッド面は内側を向いていてもよい。これらの面は、頬、額、又は
こめかみのような顔面（前又は横）に電極を接触させることができる。場合によっては、
電極を、頬、額、又はこめかみのような顔面（前又は横）に接着させ、頭部装着型デバイ
スにワイヤ又はリードで接続してもよい。上記のように電子機器への無線接続も可能であ
る。例えば、上記の構成のいずれか又はそれ以外において、電子機器を採用して、ＥＯＧ
信号を受信及び／又は処理して眼の動き又は他の条件を判定してもよい。
【０６８９】
　一以上の実施形態では、眼科用デバイスは、ＥＥＧセンサを含んで脳活動をマッピング
してもよい。電極（２４５０）をユーザの頭部の周り及び／又は上に配置して、この領域
における電位を測定して比較してもよい。電極（２４５０）をヘルメット、ハット、キャ
ップ、ネット、又は他の筐体、フレーム、又は頭部又はその部分の上又はその周りの単数
又は複数の面に設けてユーザの頭部に配置しやすくしてもよい。いくつかの実施形態では
、例えば、ストラップを頭部の一部と内側又は下側に取り付けた電極を横切ってユーザの
頭部に接触するように配置してもよい。電極（２４５０）を無線又は有線技術を介して接
続し、それを眼科用デバイスに接続してもよい。いくつかの実施形態では、電極（２４５
０）は視神経に近い着用者の頭部の後部に配置される。ストラップ、フレーム、又は他の
可撓性を有する、又は剛性の部材は、一以上の電極を支持するとともに、それらの部材の
内面に配置して頭部に面し、接触するようにしてもよい。
【０６９０】
　ＥＥＧセンサは、脳に異常な活動やパターンがあればそれを検出し、ユーザ及び／又は
臨床医にそれを報告する。これは、脳の手術直後の患者にとって、又はリスクの高い患者
にとって特に有効となり得る。眼科用デバイスは、予めＥＧＧ感知モジュールとともにプ
ログラムを組んで、ＥＥＧセンサが収集したデータを分析してもよい。例えば、上記の構
成のいずれか又はそれ以外において、電子機器を採用してＥＥＧ信号を受信及び／又は処
理して、ＥＥＧセンサが収集したデータを分析してもよい。
【０６９１】
　一以上の実施形態において、眼科用デバイスは、ユーザの眼の周り及び／又は上に配置
する電極（２４５０）で構成し、網膜の残りの電位を比較してもよい。網膜電図写真（Ｅ
ＲＧ）は、光刺激に対する網膜の質量電気応答であり、網膜の中の種々の異なる細胞のタ
イプの電位を測定することができる。例としてフォトレセプタ、内網膜細胞、及び神経節
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細胞が挙げられる。例えば、電極（２４５０）は、コンタクトレンズを介して角膜及び下
まぶた、あるいは眼の近くの皮膚の間に挿入するなどして角膜に配置してもよい。しかし
、電極（２４５０）を配置して皮膚からのＥＲＧを記録してもよい。ＥＲＧは、眼のすぐ
上又は下、又は眼の下の外眼角の隣に配置してもよい。皮膚の電極が眼に接触していない
ので、ＥＲＧ信号振幅の減衰が起き、それが顕著になる可能性もある。様々な実施形態で
は、平均又は他の信号処理技術を使って信号とノイズの比率を上げることができる。患者
の眼を刺激して、角膜上に配置した電極が眼の後に位置する網膜の光を感知する細胞の電
気反応を測定する。概ね、光が眼に入ると、光は網膜の中の特殊化した細胞によって電気
エネルギーに変換される。ＥＲＧへの刺激はフラッシュでもパターンでもよく、背景光は
あってもなくてもよく、あるいは色が変化してもよい。例としては、フラッシュ（明所視
及び／又は暗順応桿体細胞活性を測定する）、フラッシュ（錐体細胞活性を測定するため
）、及び／又はパターン刺激（網膜神経節細胞活性を測定するため）を含む。ＥＲＧ電極
は、このプロセスに伴う電気的活性を測定する。他の測定法を使用してもよい。
【０６９２】
　この情報は、光学眼撮像技術と結合して眼の異常があればそれを検出することができる
。このような撮像技術は、本明細書のそれらを含んでいてもよい。
【０６９３】
　これらのパッド面は内側を向いていてもよい。このような面は、電極を眼、又は眼窩、
頬、額、こめかみなどのような顔面（正面又は側面）又はそれ以外の任意の場所に接触さ
せることができる。場合によっては、電極を、眼又は眼窩、頬、額、又はこめかみのよう
な顔面（前又は横）に接着させ、頭部装着型デバイスにワイヤで接続してもよい。上記の
ように電子機器への無線接続も可能である。例えば、上記の構成のいずれか又はそれ以外
において、電子機器を採用してＥＲＧ信号を受信及び／又は処理して、信号を分析しても
よい。
【０６９４】
　したがって、システム内に、他の撮像及び診断並びに本明細書で説明したような治療ツ
ールを含んでいてもよい。着用可能な拡張現実デバイスは、仮想現実デバイス及び／又は
拡張現実デバイスを備えていてもよい。電極は、システムに、拡張又は仮想現実システム
を含んでいてもよい。
【０６９５】
　電極が開示されているが、ＥＥＧ、ＥＯＧ、及び／又はＥＲＧに他のタイプのセンサを
使用してもよい。電極（２４５０）は、電位を測定できる電気コンダクタでもよく、及び
／又は上記のような特定のテストのための独自の電極の特殊なセットでもよい。
　光療法（Light Therapy）
【０６９６】
　一以上の実施形態では、光療法をユーザの眼の一以上の領域に選択的に行ってもよい。
光療法とは様々な適用方法で、選択的に光（例えば、マルチスペクトル光、青色光、ＩＲ
など）をあてることである。いくつかの実施形態では、適用方法によって、ディスプレイ
（６２、図３Ａ～３Ｄ）によってユーザの眼に投影される、又は伝達される一以上の波長
の光の量を増減することができる。
【０６９７】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイから又は通ってユーザの眼へ伝播する一以上又
は複数の波長の光の量の増減は、動的に調整し、又は、周囲環境からユーザの眼に向かっ
て伝播する光の波長に基づいて、及び／又はビューワに表示する画像の内容に基づいてリ
アルタイムに行うことができる。さらに、あるいはその代わりに、増減は、時刻、日付、
１年の時期、季節などのような時間的な考慮事項に基づいて決定してもよい。例えば、青
色光は、睡眠に影響することがわかっており、ディスプレイ（６２）は夜の青色光の出力
を調整するようにプログラムが組まれてもよく、あるいは、ユーザが睡眠サイクルに入る
ことが予測されているユーザの時間に時間的に近接しているかどうかに依存する。
【０６９８】
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　別の例では、青色光に過度に露出されると、特に網膜の細胞に対して有害であることが
わかっている。眼科用システムは、一以上の実施形態では、一以上のセンサを介して青色
光の過度の露出を検出するように、そして、青色光を選択的にフィルタにかけて網膜細胞
への損傷を防止するようにプログラムされてもよい。一以上のセンサは図５のカメラ（１
６）でもよいことは理解できよう。いくつかの他の実施形態では、センサの一つは、フレ
ーム（１０８）から外向きの専用のカラーセンサをであってもよい。青色光をフィルタに
かけることは、ディスプレイシステム（６２）からユーザの眼に投影される青色光の量を
減らすこと、及び／又はディスプレイ（６２）を通って周囲環境からユーザの眼に伝播す
る青色光をフィルタにてディスプレイ（６２）から取り除く又は遮断することを含んでい
てもよい。「青色光」は、ビューアが青色と知覚する一以上の波長の光を指し、青色光を
低減させるとは、これら一以上の波長の、ユーザの片眼又は両眼に届く光の量を減らすこ
とを指すことは理解できよう。
【０６９９】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイシステム（６２）によって投影されたある色の
光の量を減らすことは、波長選択フィルタ（例えば、カラーフィルタ）を使ってユーザの
眼までの光の通路に配置することによって達成されてもよい。例えば、フィルタは、導波
路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０）（図１０Ｄ）が複数のディスプレイ（２
００、２０２、２０４、２０６、２０８）から光を受ける箇所に設置してもよい。いくつ
かの実施形態では、フィルタは、青色光を複数のディスプレイ（２００、２０２、２０４
、２０６、２０８）からから受け取る導波路の面上のコーティングでもよい。いくつかの
実施形態では、フィルタは選択的に係合、解放してもよい。
【０７００】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイシステム（６２）がユーザの眼に導く特定の波
長の光の量（例えば、青色光）を、これらの導波路の光を生成する光源の強さを低減させ
ることによって減らしてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、ディスプレイ（６２
）は、異なる成分色（例えば、赤、緑、青色光）に対応する波長の光を出力する光源を使
ったカラー画像を表示するように構成してもよい。異なる成分色は、組み合わさると、フ
ルカラー画像を形成する。いくつかの実施形態では、ディスプレイ（６２）は、例えば、
青色光を減らす場合には青色光源の出力を減らすように構成してもよい。例えば、ローカ
ル処理モジュール（８２、図３Ａ～３Ｃ）及び／又はリモート処理モジュール（７２、図
３Ａ～３Ｄ）は、青色光源に対し、（例えば、光源に提供する電力を減らすことにより）
青色光の出力を、フルカラー画像を形成するために指定するであろう出力より減らすよう
に指示を出すように構成してもよい。いくつかの実施形態では、他の波長の光の量は、同
様に、フィルタを使って及び／又は光源からの所望の波長の光の発光を減らすことによっ
て積極的に好みに応じて低減してもよい。
【０７０１】
　ユーザの眼に届く光のいくつかの波長の量は、ユーザの眼に投影する画像コンテンツの
なかの光のこれらの波長の強さの分析によって低減するようにしてもよいことは理解でき
よう。ディスプレイ（６２）は、閾値でプログラム化し、それを超えてディスプレイ（６
２）をプログラム化すると、選択した波長の出力レベルが減るようにしてもよい。別のい
くつかの実施形態では、ディスプレイ（６２）を単に設定値によって特定の波長の出力は
すべて低減するようにプログラム化してもよい。特定の波長と出力レベルは、いくつかの
実施形態では、ユーザが選択可能としても、あるいは第三者（例えば、ヘルスケアプロバ
イダ）が治療プロトコルの一部としてプログラム化するようにしてもよい。
【０７０２】
　ディスプレイ（６２）によって、ある波長の出力を低減することに加え、又は代わりに
、いくつかの実施形態では、ディスプレイ（６２）は、周囲環境からユーザにディスプレ
イ（６２）を通って伝達される一以上の波長の光の量を低減してもよい。例えば、ディス
プレイ（６２）は、ユーザの視野の特定の部分を選択的に遮断又は遮蔽して、周囲環境か
らビューアの眼に届く一以上の波長の量を低減させてもよい。ユーザの視野の一部を遮断
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するための方法と装置は、本明細書中に参照により援用する米国特許出願公開第２０１５
／０２０５１２６に掲載されている。いくつかの実施形態では、光センサ、例えば、カメ
ラ（１６、図５）を使って、ディスプレイ（６２）に入射する一以上の波長の光のレベル
と発生方向又は位置を検出してもよい。そして、この情報を使用して（例えば、ディスプ
レイ（６２）の切替可能な要素を起動することによって）その方向の光を遮断して、ユー
ザの眼に到達する方向からの光の量へ減らしてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ
の視野の遮断された部分をディスプレイ（６２）によるユーザの眼に投影された画像によ
って置き換えてもよい。これらの投影画像は、ユーザの視野の遮断された部分の画像でも
よいが、周囲環境に存在するものより低減すべき波長の光のレベルを低くする。
【０７０３】
　過度の露出とは対照的に、いくつかの研究では、概して、光、あるいは、ある波長の光
への露出不足が、患者の概日リズムに計り知れない影響を及ぼし、うつ病、睡眠障害、及
び他の精神的な問題にリンクされていることがわかってきている。この目的のため、眼科
用システムは同様にプログラム化して、ある波長の光、例えば、白色光、青色光、あるい
は他の光のスペクトルに対する露出不足を一以上のセンサで検出し、光をユーザの眼に選
択的に投与（例えば、周期的な投射計画など）して不均衡を修正するようにしてもよい。
他の多くの同様の適用方法が想定される。上述したように、露出不足の光の波長は、一以
上のカメラ（１６）を使って検出してもよく、また、専用のカラーセンサを用いて検出し
てもよい。
【０７０４】
　光は、光源（例えば、ＬＥＤ、ＦＳＤ、マルチコアファイバ、ＤＬＰ，ＯＬＥＤ，ＩＲ
光源など）から投射してもよい。例えば、一以上の光の波長は、それらの光の波長の光源
の出力光を増やす（例えば、青色光の光源、赤色光光源に供給する電力を上げる）ことに
よって増やすことができる。一以上の実施形態では、ディスプレイ（６２）を含む眼科用
システムは、発光モジュール２７（例えば、多色偏光、レーザ、発光ダイオード、蛍光灯
、ダイクロイックランプ、フルスペクトルの光など）を含み、治療プロトコルに基づいて
選択的に光を投与してもよい。発光モジュール（２７）は、所望の波長の光を出力する補
助光源として機能してもよい。
【０７０５】
　光療法の様々な形態は、眼科用システムを通じて投与できることは理解できよう。この
ような光療法は、眼（又は眼の領域）の日光又は特定の波長を伴う光への露出を含んでも
よい。患者の症状、位置、環境（時刻、１年の時期、日付、季節などの外部のパラメータ
）、気分、入力、又は他の検出したうつ病又は異常の兆候などにより、眼科用システムは
適した治療プロトコルを判定することができる。いくつかの実施形態では、本明細書に開
示されるような気分及び／又は精神異常は、内向きカメラ（２４）及び／又はＥＥＧセン
サによって検出してもよいことが理解できよう。
【０７０６】
　治療プロトコルに関して、光は、定期的に又は連続的に所定量の時間の間、投与されて
もよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムはまた、所望の結果を達成するために
投与されるべき光の波長を決定するように構成されてもよい。細胞の成長及び修復の必要
性があると判定された場合、例えば、眼科用システムは、細胞の成長及び修復を促進する
ために決定された赤色に対応する波長の光を投与するように構成してもよい。他の治療パ
ラメータも、同様に、有効な治療プロトコルを決定する際に使用することができる。例え
ば、ディスプレイ（６２）は、ユーザにフルスペクトル光又は青色及び／又は緑色光を、
設定した時間及び／又は特定の時間帯（例えば、朝、日の出前を含む）に提供し、うつ病
の治療、季節性情動障害、及び／又は概日リズムのリセット（例えば、時差ぼけによる）
するように構成してもよい。有利なことに、ディスプレイ（６２）の可搬性により、１日
を通してユーザが着用でき、ユーザの１日の長さの近くと、夜と昼のタイミング及び長さ
をシステム（６２）を使って好みに応じて変更することができる。例えば、全スペクトル
及び／又は青色光は、午前中及び／又は夜間に生成され、周囲からの光を増強して異なる
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長さ又は異なる日照時間を有する日の影響を提供する。一以上の実施形態では、眼科用シ
ステムは、適切なプロトコルを決定するための光療法プログラムを保存することができる
。
【０７０７】
　一以上の実施形態では、眼科用システムを使用して、加齢性黄斑変性症（ＡＭＤ）を防
止又は軽減することができる。ＡＭＤは、疾患患者に重大な視覚喪失を引き起こす可能性
のある共通の眼の状態である。ＡＭＤは、乾燥形態又は湿潤形態のいずれかで患者に影響
を与えることができる。乾燥形態は、概して、網膜の劣化から徐々に視力が失われていく
。湿潤形態は、脈絡膜血管新生（ＣＮＶ）と呼ばれる網膜下の異常な血管の成長を含む。
これらの異常な血管は、流体及び／又は血液が漏れたり、視力の低下に影響したりする。
【０７０８】
　この目的のために、眼科用システムは、ＡＭＤ及び他の類似した関連疾患に対処するた
め、レーザ光線力学療法のための一以上の成分を含んでいてもよい。レーザ治療は、ＡＭ
Ｄの治療に有益であることが証明されている。眼科用システムは、黄斑変性症の位置を判
定し、ＡＭＤ又は他の関連疾患に最も影響を受けている領域へのレーザ治療又はレーザ光
線力学治療を施すように構成してもよい。レーザは、異常な血液細胞の増殖が軽減される
ように投射してもよく、場合によっては、レーザは、湿潤形態ＡＭＤの場合には、過剰血
液細胞を閉鎖又は減少させるのを助けることができる。
【０７０９】
　一以上の実施形態では、光線力学療法（ＰＤＴ）を使用して、上層の網膜に損傷を与え
ることなく、ＡＭＤに起因する異常な血管を閉じてもよい。眼科用システムは、血流を通
って移動し網膜下の異常な血管に集中する光増感剤（ビスダイン）を静脈内に注入する別
のモジュールを含んでいてもよい。
【０７１０】
　眼科用システムは、その後、低エネルギーレーザを（例えば、眼科システムのレーザモ
ジュールを介して）投与して光増感剤を活性化するように構成してもよい。光増感剤が活
性化すると、漏れた血管を閉鎖する化学反応を起こす。
　黄斑変性症（Macular Degeneration）
【０７１１】
　一以上の実施形態では、眼科用システムは、黄斑欠陥を検出、診断及び／又は補償する
ように構成してもよい。黄斑欠陥（例えば、穴、嚢胞、変性など）は、網膜の黄斑と中心
窩の組織のダメージで、ユーザの視野において異常、デッドスポット又は光に関する感度
の減少又は光に対する感度の欠如した領域などを引き起こす。黄斑欠陥の共通な形態は、
加齢性黄斑変性症（ＡＭＤ）、シュタルガルト病、ベスト病、及び他の変性状態を含む。
加齢性黄斑変性症は、網膜色素上皮層の萎縮によって特徴付けられる「乾性」ＡＭＤ、及
び失明を伴う網膜における異常な血管成長の合併症を発生する「湿潤」ＡＭＤを含む。黄
斑欠陥は、異常、視野の様々な部分の光に対する感度が低下したデッドスポット又は領域
、並びに、コントラストや色感度の損失を引き起こし得る。異常、感度が低下したデッド
スポット又は領域は、視野の中心付近ではなく、周辺部でしばしば発生する。
【０７１２】
　眼科用システムは、画像を検出する網膜の一部の能力を判定することにより、黄斑欠陥
を検出又は診断するように構成してもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは
、光３８を着用者の眼の中に投影するように構成された投影サブシステム１８を含み眼の
中に画像を形成する図５に示すようなユーザディスプレイデバイス６２である。ユーザデ
ィスプレイデバイス６２は、ディスプレイレンズ１０６を含み、筐体又はフレーム１０８
によってユーザの頭部又は眼に取り付けてもよい。ディスプレイレンズ１０６は、筐体１
０８によってユーザの眼２０の前に位置決めされた一以上の透明ミラー又は反射特性から
構成され、投影された光３８を眼２０の中に反射する（そしてビーム整形を容易にする可
能性もある）ように構成されていてもよい。これらの反射面は、部分的に透過性とし、ロ
ーカル環境から少なくとも一部の光を透過できるようにしてもよい。図１０Ｄは、さらに
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、ディスプレイデバイスの一実施形態を表す別の図であり、光を複数のそれぞれの導波路
１８２、１８４、１８６、１８８、１９０内に画像情報を入射させる際に使用できる複数
のディスプレイ２００、２０２、２０４、２０６、２０８を含み、そのそれぞれは、上記
のように、各導波路の長さ方向を横切る入射光を分配し、眼に向けて、下方に出射させる
ように構成してもよい。ディスプレイ２００、２０２、２０４、２０６、２０８は、ファ
イバ走査装置（ＦＳＤ）を含み、画像を形成してもよい。このようなデバイスは、網膜の
一部に画像を投影するように構成できる。
【０７１３】
　そして、このシステムは、着用者からの反応を検出する。例えば、画像は、網膜の健康
な部分に投影されるときにははっきりと見える小さなドットでよいが、欠陥部分に投影し
た場合には見えない可能性がある。いくつかの実施形態では、着用者は、そのような自動
的に、又は医療専門家のような他のユーザによって促されて、着用者が画像を見たかどう
かが示される。そして、ユーザは着用者の反応をユーザインターフェースを介して入力し
てもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、視標追跡カメラ２４又は類似し
た検出法を使って正確性を上げ、画像の投影に呼応して焦点や視線の変化、眼での継続眼
走査など、不随意の反応が起きているかどうかを意識的な入力を必要とせずに観察しても
よい。視標追跡カメラ２４は、図５に示すように、内向き（例えば、ユーザの眼に向いて
いる）カメラでもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、例えば手動入力又
は意識的に着用者の視線を画像又は投影された仮想ボタン画像を見るなどによって、画像
が見えたかどうかを示すように着用者に直接促すようにしてもよい。仮想ボタン画像がデ
ィスプレイレンズ１０６によって投影されてもよいし、着用者のボタンの選択は、視標追
跡カメラ２４によって、又はジェスチャ認識を介して検出することができる。
【０７１４】
　いくつかの実施形態では、上記のテストは、網膜の異なる部分で、又は、異なる画像を
用いて網膜の同じ部分で繰り返して黄斑欠陥の領域を検出してもよい。例えば、着用者が
画像を見ることができる網膜の特定の部分は、健康であると判定され、一方、同じ画像が
見えない網膜の部分は欠陥があると判定する。別の例では、主に波長が長い可視光、例え
ば、赤色光からなる画像を最初に投射する。主に波長が短い可視光、例えば、青色光から
なる画像を網膜の同じ箇所に投影し、着用者にとっての見え方に不均衡がある場合には着
用者の色感度が損失していることを示す。いくつかの実施形態では、コントラスト、彩度
、色相、強度、周期又は空間周波数、又は他の任意の特徴を着用者の網膜の異なる箇所に
提示して、黄斑欠陥による様々な感度の喪失を診断するように提示してもよい。上記のテ
ストの結果に加えて着用者の網膜の画像を使って、黄斑欠陥診断の信頼性を高めるように
してもよい。このような画像は、例えば、本明細書で種々説明した検眼鏡法又は眼底鏡法
、光コヒーレンストモグラフィ、又は他の撮像技術、によって取得することができる。
【０７１５】
　黄斑欠陥テストは、必要に応じて別個のテストにおいて行ってもよいし、時間と共に定
期的に及び／又は繰り返し行ってもよい。繰り返し分析により、加齢性又は他の黄斑変性
症などのような進行性黄斑欠陥の追跡が可能となる。これにより、黄斑欠陥診断機能は、
眼科診断のみのために装着するデバイスに組み込んでもよいし、あるいは、エンターテイ
メント、仕事、又は他の目的など、日常的に装着する装置の一部として、定期的に及び／
又は日、週、月、年などの様々なタイミングで検査が自動的に行われるように構成しても
よい。いくつかの実施形態では、着用者は、自動検査が行われる前に、警告音及び／又は
視覚的に表示されるメッセージなどによって通知されるようにしてもよい。黄斑欠陥テス
トの結果はリアルタイムで評価及び／又は診断装置で評価してもよいし、又、クラウドや
他のネットワークを介して伝達して遠隔で評価できるようにしてもよい。遠隔評価及び／
又は異常又は他の黄斑欠陥の診断は、デバイスに送信して戻し、下記に説明する治療又は
補償方法を可能にすることができる。着用者の眼固有の特性は、デバイスが記録し、送信
されたデータのセキュリティとプライバシーを確保するための身元確認に使用することが
できる。例えば、カメラは虹彩を撮像し、処理装置は、パターン認識を行って、着用者の
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身元が、テスト結果が対応する人の身元に対応するかどうかを決定してもよい。このシス
テムは、着用者がテスト結果が対応する人物である場合のみテスト結果を表示することが
できる。
【０７１６】
　眼科用システムは、直接光を網膜に投影することによって特に黄斑の周囲の健康な細胞
を狙うことによって黄斑変性症を補償するのを助ける。光を投影する場所を変えることに
よって、デバイスは選択的に健康的な細胞を狙い、ユーザの視力の質を改善することがで
きる。一以上の実施形態では、光投影源は、画像を導波路を介してユーザの眼の異なる箇
所に投影するように構成可能なファイバ走査型ディスプレイなどのファイバ走査装置（Ｆ
ＳＤ）を備える。このシステムは、選択的に網膜の異なる部分に光を投影するように構成
できる他のタイプのディスプレイを含んでいてもよい。この技術を利用して、選択的に画
像の画素を健康な網膜細胞に投影して、低減し、最小化し、又は損傷領域に投影される光
の性質を変化させてもよい。例えば、異常部位に投影した画素は拡大され明るくしてもよ
い。また、この技術は投影された画像データ自体に対する変更を必要としてもよく、また
処理装置は、画像の性質を、ユーザが画像を見たときに差に気づかないように変更しても
よい。
【０７１７】
　拡張現実デバイスを備えた実施形態では、このシステムは、着用者の地上からの光の見
え方を変更することができる。拡張現実システムは、実時間、もしくは、近実時間でデバ
イスに入る光を検出することができ、光を部分的に変更又は追加の光を投射することによ
って着用者の黄斑欠陥を矯正することができる。例えば、このシステムは、外向きカメラ
を使って地上を撮像してもよい。システムは、追加の光を投影して、着用者に地上の画像
を投影してもよい。画素は、健康な網膜細胞に選択的に投影することができ、一方、異常
部位に投影した画素は、低減、最小化、拡大、明るく、又はそうでなければ倍率、強度、
色相、彩度、空間周波数、又は他の品質に変更することができる。また、このシステムを
使用して、黄斑変性症のために光条件の変更に対して調整するのが困難な着用者のために
、概して、明るい部屋を暗く及び／又は夜間の視野を明るくすることができる。
【０７１８】
　仮想現実システムに類似の方法を使ってもよい。仮想現実システムは、前方及び外側を
向いたカメラを有し、着用者の前方の地上を撮像するとともに物体の色を判定する。仮想
現実システムは外向きカメラの出力に基づいて、上記のように明るさ、倍率、色、及び／
又は他のパラメータにいくらかの変更を加えて地上の画像を着用者に対して再生できる。
例えば、この仮想現実システムは、地上の画像の画素を選択的に投影して、少なくとも部
分的に着用者の黄斑欠陥を軽減してもよい。
【０７１９】
　拡張又は仮想現実システムでは、システムは、外向きカメラを使用して着用者に警告を
発してもよい。警告は、黄斑欠陥のために着用者に見えない危険な状態の検出に基づくも
のでもよい。このシステムは、外向きカメラからの画像と網膜上の異常部位の位置などの
ような着用者の周知の黄斑欠陥データとの相関関係に基づいて目に見える危険の存在を判
定してもよい。向かってくる物体、地面の孔、又は他の状態など、死角における危険が検
出された場合、システムは着用者に警告を出してもよい。警告は、視覚、聴覚、あるいは
触覚通知を含む。完全な失明の場合には、システムは、可聴通知などにより所望の項目（
例えば、椅子、テーブル、ベッドなど）の存在を検出し、着用者に近接情報を提供するよ
うに構成してもよい。
【０７２０】
　一以上の実施形態では、眼科用システムは、ユーザの眼の組織を診断又は評価して黄斑
変性症の位置を判定（決定）することができる。図１３を参照する。黄斑変性症の任意の
領域を診断、検出、及び／又は識別するための例示のプロセスフロー１３００を示す。１
３０２では、黄斑変性症診断／評価プログラムを開始する。上記の多くの実施形態では、
プログラムを予め符号化又は眼科用システムにダウンロードしてもよい。１３０４では、
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画像を一以上のＦＳＤを通して、ユーザの眼の特定の部分に投影する。例えば、画像（例
えば、小さいドット、小さい形状など）を（例えば、網膜の中心に形成された）ユーザの
眼の中心に導く。
【０７２１】
　１３０６では、システムは、任意のタイプのユーザインターフェースを通して画質に関
する入力を受け取る。例えば、ユーザは、画質を１から１０で評価するように求められる
ようにしてもよい。あるいは、別の実施形態では、画像を視覚的刺激を増減しながら投影
し、ユーザは画像がいつユーザの視野から現れたか、また消えたか、いつ画像の視覚刺激
が低下したか、さらに／又はいつ動いたかを識別する必要がある。いくつかの実施形態で
は、システムは、着用者が答えるまでに必要な時間を検出し、答えるのに長い時間がかか
る着用者は刺激を見るのが困難であると考えられる。同様に、例えば、ペリロブソンや正
弦波格子テストのようなこのような多くの技術を使ってもよい。１３０８では、受け取っ
たユーザの入力に基づいて、システムはユーザの眼のその部分の健康を判定してもよい。
【０７２２】
　１３１０では、システムは、眼の他の部分を同様に診断及び／又は評価する必要がある
かどうかを判定してもよい。必要がある場合には、ステップ１３０４～１３０８を繰り返
す。眼の他の様々な部分を同様にテストした後、１３１２でユーザの眼の様々な部分の健
康の結果を分析し、異常がある場合にはそれを識別する。
【０７２３】
　一以上の実施形態では、ＡＲシステムは、偏心固定測定用の小さいグラチクルターゲッ
ト（graticule target）を含むビズスコープ（visuscope）のように挙動する。投光光源
（例えば、ＦＳＤ）が、患者の網膜に画像を投影することができ、患者は、目標物の中心
を見ることを求められる。経緯線の目標物の中心に対する中心窩の反射の位置は、患者が
偏心固視（eccentric fixation）を有しているかどうか、そしてその程度を示すことがで
きる。同様にして、偏心固視の方向及び程度は、上記のプロセスによって判定することが
できる。
【０７２４】
　ユーザが一以上の異常部位を有していることが判定されたら、眼科用システムは変形し
た画像をユーザの眼に投影して画像のほとんどが健康な周囲の網膜の細胞を通して見える
ようにし、また、異常部位に投影されている画素はすべて調整される。投影すべき画像は
ユーザが健康な細胞を通して画像を見るが、画像自体の変更については気づかないように
予め決められたアルゴリズムを通して変更する必要があることは理解できよう。
　コントラストのテスト（Contrast Testing）
【０７２５】
　一以上の実施形態では、眼科用システムを着用者のコントラスト感度をテストするよう
に構成してもよい。コントラスト感度テストを使って、着用者が画像における異なる輝度
を識別できる能力を評価してもよい。コントラスト感度テストは、加齢性黄斑変性症、弱
視、及び／又は白内障のような状態があるかどうかも示すことができる。
【０７２６】
　眼科用システムは、静的又は変化する画像を投影することによってコントラスト感度テ
ストを行うように構成してもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、光３８
を着用者の眼の中に投影するように構成された投影サブシステム１８を含み眼の中に画像
を形成する、図５に示すようなユーザディスプレイデバイス６２でもよい。ユーザディス
プレイデバイス６２は、ディスプレイレンズ１０６を含み、筐体又はフレーム１０８によ
ってユーザの頭部又は眼に取り付けてもよい。ディスプレイレンズ１０６は、筐体８４に
よってユーザの眼２０の前に位置決めされた一以上の透明ミラー又は反射特性を備え、投
影された光３８を眼２０の中に反射させる（そしてビーム整形を容易にする可能性がある
）ように構成されていてもよい。これらの反射面は、部分的に透過性とし、ローカル環境
から少なくとも一部の光を透過できるようにしてもよい。図１０Ｄは、さらに、ディスプ
レイデバイスの一実施形態を表す別の図であり、複数のそれぞれの導波路１８２、１８４
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、１８６、１８８、１９０内に画像情報を入射させる際に使用できる複数のディスプレイ
２００、２０２、２０４、２０６、２０８を含み、そのそれぞれは、上記のように、各導
波路の長さ方向を横切る入射光を分配し、眼に向けて、下方に出射させてもよい。ディス
プレイ２００、２０２、２０４、２０６、２０８は、ファイバ走査装置（ＦＳＤ）を含み
、画像を形成してもよい。このようなデバイスは、着用者のコントラスト感度をテストす
るため、コントラストが変化する静的又は変化する画像を投影するように構成することが
できる。このようなデバイスは、また、コントラスト感度テストのために画像の前景と背
景部分をシミュレートするように構成することができる。前景と背景を異なる深度面から
投影してもよいし、単一平面でシミュレートしてもよい。例えば、変化する暗い前景面を
、明るい背景面と組み合わせて設けてもよい。
【０７２７】
　そして、このシステムは、着用者からの反応を検出する。例えば、画像はコントラスト
が徐々に増減する高コントラストの画像であってもよい。いくつかの、変化する画像を使
用する実施形態では、着用者は、自動的に、又は医療専門家のような他のユーザによって
促され、画像がいつ現れたか又は消えたかが示され、及び／又は着用者が異なる輝度の画
像間を識別できるかどうかが示される。静止画像を用いる他の実施形態では、目に見える
文字、数字、図形、又は他のパターンとして、画像の観察された内容を示すようにユーザ
に促すようにしてもよい。そして、ユーザは着用者の反応をユーザインターフェースを介
して入力してもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、視標追跡カメラ２４
又は類似した検出方法を使って正確性を上げ、画像の投影に呼応して焦点や視線の変化、
又は点滅に不随意な反応をするかを観察してもよい。視線追跡及び／又は頭部姿勢の測定
をさらに使って、測定したデータのノイズをフィルタにかけるとともに、画像が実際に網
膜の所望の部分に確実に投影されるようにしてもよい。視標追跡カメラ２４は、図５に示
すように、内向き（例えば、ユーザの眼に向いている）カメラでもよい。いくつかの実施
形態では、眼科用システムは、例えば、手動入力又は意識的に着用者の視線を画像又は投
影された仮想ボタン画像に向くなどによって、画像が見えた時、又は画像が消えたとき、
それを示すように着用者に直接促すようにしてもよい。いくつかの実施形態では、着用者
が設定した時間ボタンを見ることによって、仮想ボタン画像を選択してもよい。仮想ボタ
ン画像がディスプレイレンズ１０６によって投影されてもよいし、着用者のボタンの選択
は、視標追跡カメラ２４によって、又はジェスチャ又は音声認識を介して検出することが
できる。いくつかの実施形態では、視線追跡とジェスチャ認識の組み合わせを利用して、
着用者の応答を検出する。例えば、着用者がボタンを見て、片方、又は両眼を瞬きするこ
とによってボタンを選択して、応答を示すことができる。
【０７２８】
　いくつかの実施形態では、システムは、変化する画像を使用して、着用者のコントラス
ト感度を評価することができる。比較的コントラストが高い画像を、着用者に投影し、画
像のコントラストを徐々に減少させればよい。例えば、白い背景に対して表示された暗い
グレー画像を、画像が白色又はほぼ白色になるまで、徐々に明るくしてもよい。着用者は
、画像が背景色と類似しているために、もはや画像を識別することができなくなったとき
を指示すればよい。着用者のコントラスト感度の推定値をより正確に得るために、同じ又
は異なる画像でテストを複数回繰り返してもよい。例えば、画像は、それが明るくなるに
つれ、異なる番号／文字／形状に変更してもよく、着用者は、各変更後の画像の数字／文
字／形状を報告するようにたずねてもよい。同様に、画像及び／又はグレアテスト（以下
でより詳細に説明する）間で色変化を組み込んでもよい。
【０７２９】
　いくつかの実施形態では、システムは、静的な画像を使用して、着用者のコントラスト
感度を評価することができる。例えば、システムは、ペリ－ロブソンコントラスト感度チ
ャート等の画像を使用してもよい。ペリ－ロブソンチャートは、白い背景に大文字が複数
行含まれている。一番上の左の文字が黒色で印刷され、それに続く行及び／又は文字が、
順に明るいグレーで印刷され、一番下の右の文字が白に近い色で印刷されている。このシ
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ステムは、ペリ－ロブソンチャート又は類似した文字、数字、図形の配列、又はその他の
コントラストを増減したパターンを投影してもよい。着用者は、上記の応答方法のいずれ
かによって、文字や数字の配列を読んだり、形状又はパターンを説明したりするように求
められる。次に、システムは、着用者が正確に文字、数字、形状、又は他のパターンの存
在を検出することができている最も低いコントラストに基づいて、着用者のコントラスト
感度を判定できる。
【０７３０】
　同様に、システムは、コントラスト感度テスト用の静止画像として正弦波格子画像を使
用してもよい。正弦波格子画像は、明暗のある曖昧な平行の一連のバーを含む。バーは、
バーに対して垂直な軸線に沿った幅（すなわち、空間周波数）が異なっていてもよい。様
々なコントラストの振幅（すなわち画像の最も暗い部分と最も明るい部分との明度の差）
の一連の正弦波格子を着用者に見せてもよい。着用者は、各画像にバーが見えるかどうか
、もしそうであれば、どのバーが見えるかを示すよう、求められるようにしてもよい。し
たがって、システムは、様々な空間周波数に対する着用者のコントラスト感度を判定する
ことができる。いくつかの実施形態では、正弦波試験をグレアテストと組み合わせてもよ
い。例えば、デバイスはさらに、眼に向けて少なくとも１台の内向き光源を設けてグレア
条件をシミュレートし、着用者のコントラスト感度に対するグレアの影響を判定してもよ
い。
【０７３１】
　コントラスト感度テストは、必要に応じて別個のテストにおいて行ってもよいし、時間
と共に定期的に及び／又は繰り返し行ってもよい。繰り返し分析を行うことにより、以前
の結果の履歴分析を介して徐々にコントラスト感度を増減するとともに異常を監視又は検
出できるようになる。これにより、コントラスト感度テスト機能は、眼科診断のみのため
に装着する装置に組み込んでもよいし、あるいは、エンターテイメント、仕事、又は他の
目的など、日常的に装着するデバイスの一部として、定期的に及び／又は日、週、月、年
などの様々なタイミングで検査が自動的に行われるように構成してもよい。いくつかの実
施形態では、定期的にスケジュールを組んだテストの頻度をコントラスト感度テスト結果
の傾向に基づいて自動的に調整することができる。システムが、着用者のコントラスト感
度が減少していることを検出した場合、システムは、さらなるテストを開始し、さらに／
又は臨床医に連絡できる。例えば、システムは、着用者が暗い状態で見ることに困難を感
じている又は焦点をあわせようと苦労しているために、焦点調節／輻輳の変動を示してい
ることを検出したら、臨床医に連絡するようにしてもよい。拡張又は仮想現実システムで
は、システムは、外向きカメラを使用して着用者に警告を発してもよい。警告は、コント
ラスト感度の欠乏のために着用者に見えない危険な状態の検出に基づくものでもよい。こ
のシステムは、外向きカメラからの画像と着用者のコントラスト感度が下がる光条件のよ
うな着用者の周知のコントラスト感度データとの相関関係に基づいて目に見える危険の存
在を判定してもよい。例えば、暗い夜間条件で暗い色の物体が近づいてくる、又は地面に
穴があるなど、着用者が見えていないようであるなどの危険を検出すると、システムは、
着用者に警告を発することができる。警告は、視覚、聴覚、あるいは触覚通知を含む。
【０７３２】
　システムは、さらに、検出されたコントラスト感度欠乏に基づく治療機能を提供するこ
とができる。例えば、減少コントラスト感度を検出／診断した後、表示装置６２は、黄色
がかったガラスのようなコントラスト強調着色ガラスをシミュレートすることができる。
本明細書の他の箇所に説明されるように、着色シミュレーションは、色強調または他の処
理によって拡張現実システムで達成できる。仮想現実システムでは、外向きカメラ（複数
可）を使って地上を撮像してもよいし、ディスプレイデバイスを介して着用者に地上の画
像を投影する前に黄色の色合いフィルタを適用してもよい。
　視野（Visual Fields）
【０７３３】
　一以上の実施形態では、眼科用システムは、視野欠陥を検出、診断及び／又は補償する
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ように構成してもよい。視野テストを使って、被験者の視野の様々な位置における被験者
の固定及び／又は移動物体、及び／又は画像に対する視認性を分析することによって、中
央及び／又は周辺視野における視野欠損を検出することができる。視野テストは、暗点、
角膜の外傷、硝子体涙、外傷起因の白内障、網膜出血、網膜剥離、黄斑変性症、又は眼球
内出血（ねじり症候群）などの種々の条件の存在を示すことができる。
【０７３４】
　眼科用システムは、被験者の、視野の中の様々な位置での画像検出能力を判定すること
によって、視野テストを行うように構成してもよい。いくつかの実施形態では、眼科用シ
ステムは、光３８を着用者の眼の中に投影するように構成された投影サブシステム１８を
含み、眼の中に画像を形成する、図５に示すようなユーザディスプレイデバイス６２であ
ってもよい。ユーザディスプレイデバイス６２は、ディスプレイレンズ１０６を含み、筐
体又はフレーム１０８によってユーザの頭部又は眼に取り付けてもよい。ディスプレイレ
ンズ１０６は、筐体８４によってユーザの眼２０の前に位置決めされた一以上の透明ミラ
ー又は反射特性から構成され、投影された光３８を眼２０の中に反射させる（そしてビー
ム整形を容易にする可能性もある）ように構成されていてもよい。これらの反射面は、部
分的に透過性とし、ローカル環境から少なくとも一部の光を透過できるようにしてもよい
。図１０Ｄは、さらに、ディスプレイデバイスの一実施形態を表す別の図であり、光を複
数のそれぞれの導波路１８２、１８４、１８６、１８８、１９０内に画像情報を入射させ
る際に使用できる複数のディスプレイ２００、２０２、２０４、２０６、２０８を含み、
そのそれぞれは、上記のように、各導波路の長さ方向を横切る入射光を分配し、眼に向け
て、下方に出射させてもよい。ディスプレイ２００、２０２、２０４、２０６、２０８は
、ファイバ走査装置（ＦＳＤ）を含み、画像を形成してもよい。そのようなデバイスは、
周辺部のような、視野の一部で静止画又は動画像を投影するように構成してもよい。
【０７３５】
　そして、このシステムは、着用者からの反応を検出する。例えば、画像は、視野の健康
な部分に投影されるときにははっきりと見える小さなドットでよいが、欠陥部分に投影さ
れた場合には見えない可能性がある。いくつかの実施形態では、着用者は、そのような自
動的に、又は医療専門家のような他のユーザによって促され、着用者が画像を見たかどう
か及び／又は着用者が画像を観察した時間が示される。そして、ユーザは着用者の反応を
ユーザインターフェースを介して入力してもよい。いくつかの実施形態では、眼科用シス
テムは、視標追跡カメラ２４又は類似した検出方法を使って正確性を上げ、画像の投影に
呼応して焦点や視線の変化、又は点滅に不随意な反応をするかを観察してもよい。視線追
跡及び／又は頭部姿勢の測定をさらに使って、測定したデータのノイズをフィルタにかけ
るとともに、画像が実際に網膜の所望の部分に確実に投影されるようにしてもよい。視標
追跡カメラ２４は、図５に示すように、内向き（例えば、ユーザの眼に向いている）カメ
ラでもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、例えば手動入力又は意識的に
着用者の視線を画像又は投影された仮想ボタン画像を見るなどによって、画像が見えたど
うかを示すように着用者に直接促すようにしてもよい。いくつかの実施形態では、システ
ムは、着用者が確実に画像を見たことを確認するために画像の特性（例えば、数、色、文
字、形状、等）についてユーザによる検証を求める場合もある。仮想ボタン画像がディス
プレイレンズ１０６によって投影されてもよいし、着用者のボタンの選択は、視標追跡カ
メラ２４によって、又はジェスチャ認識を介して検出することができる。着用者の応答は
、音声認識によって検出することもできる。上記のように、例えば、システムは、画像を
見たこと、又は画像の一以上の特徴を示す着用者の口頭での指示を検出するようにしても
よい。
【０７３６】
　いくつかの実施形態では、システムを使用して、視野の周辺における着用者の視野の知
覚を評価してもよい。例えば、システムは、光軸近傍に静止固視標を提供してもよい。着
用者の視線が固視標に固定されている間、画像を、ディスプレイの外側部分の着用者の視
野の外に投影することができる。次に画像を、固視標に向かって、その固視標が視野に入
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るまで内側に移動してもよい。目標物が表示されたときに、上記の応答方法のいずれかに
よって指示するように着用者に求めてもよい。いくつかの実施形態では、着用者には、形
状、見かけ上のオブジェクトの数、又は他の特徴として、画像の特徴を説明するよう求め
てもよい。テストは、視野の左、右、上、及び／又は底部のような着用者の視野の周辺の
種々の象限又は箇所で繰り返してもよい。眼科用システムが、拡張現実システムを含む実
施形態において、ディスプレイでは固視標を提供しながら指又は他の適切なオブジェクト
のような物理的オブジェクトを投影された画像の代わりに使ってもよい。
【０７３７】
　視野テストは、必要に応じて別個のテストにおいて行ってもよいし、時間と共に定期的
に及び／又は繰り返し行ってもよい。繰り返し分析により、以前の結果の履歴分析を介し
て、視野欠損の進行の追跡が可能となる。これにより、視野テスト機能は、眼科診断のみ
のために装着するデバイスに組み込んでもよいし、あるいは、エンターテイメント、仕事
、又は他の目的など、日常的に装着するデバイスの一部として、定期的に及び／又は日、
週、月、年などの様々なタイミングで検査が自動的に行われるように構成してもよい。い
くつかの実施形態では、定期的にスケジュールを組んだテストの頻度を視野テスト結果の
傾向に基づいて自動的に調整することができる。
【０７３８】
　拡張又は仮想現実システムでは、システムは、外向きカメラを使用して着用者に警告を
発してもよい。警告は、視野欠損のために着用者に見えない危険な状態の検出に基づくも
のでもよい。このシステムは、外向きカメラからの画像と着用者の周辺視野が狭くなる象
限のような着用者の周知の視野データとの相関関係に基づいて目に見えない危険の存在を
判定してもよい。向かってくる物体、地面の孔、又は他の状態など、欠損象限における危
険が検出された場合、システムは着用者に警告を出してもよい。警告は、視覚、聴覚、あ
るいは触覚通知を含む。
　レーザ光線力学療法（Laser Photodynamic Therapy）
【０７３９】
　一以上の実施形態では、眼科用システムは、様々な眼の状態を治療するために、着用者
の眼にレーザ治療を行うように構成してもよい。例えば、眼科用システムは、レーザ（例
えば、レーザ（２７）、図５）を含んでいてもよく、又、眼組織を変質させるために選択
された特定の時間長だけ、選択された波長及び強度のレーザ光を着用者の眼に照射しても
よい。
【０７４０】
　レーザ治療によって治療可能な条件の一以上として、眼科用システムを使用して、加齢
性黄斑変性症（ＡＭＤ）を防止又は軽減することができる。ＡＭＤは、疾患患者に重大な
視覚喪失を引き起こす可能性のある共通の眼の状態である。ＡＭＤは、乾燥形態又は湿潤
形態のいずれかで患者に影響を与える可能性がある。乾燥形態は、概して、網膜の劣化か
ら徐々に視力が失われていく。湿潤形態は、脈絡膜血管新生（ＣＮＶ）と呼ばれる網膜下
の異常な血管の成長を含む。これらの異常な血管は、流体及び／又は血液が漏れ、視力の
低下に影響する。
【０７４１】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、ＡＭＤ及び／又は他の関連疾患に対処す
るため、レーザ光線力学療法のための一以上の成分を含んでいてもよい。レーザ治療は、
ＡＭＤの治療に有益であることが証明されている。眼科用システムは、黄斑変性症の箇所
を判定し、ＡＭＤ又は他の関連疾患に最も影響を受けている領域へのレーザ治療又はレー
ザ光力学治療を施すように構成してもよい。いくつかの実施形態では、黄斑変性症の位置
は、網膜及び網膜を取り囲む組織を撮像することを含む、眼の撮像によって（例えば、カ
メラ（２４）を使用して、図５）、及び／又は脈絡膜血管新生の存在及び位置を判定する
視野テストによって判定できる。脈絡膜血管新生の位置が判定されると、レーザ光が選択
的にその場所に照射されることができる。レーザは、異常な血管の増殖が軽減されるよう
に投影してもよく、場合によっては、レーザは、湿潤形態ＡＭＤの場合には、他の組織又
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は血液細胞を除去又は破壊することに加え、過剰血管を閉鎖又は減少させるのに役立つ。
【０７４２】
　異常な血管増殖は（例えば、脈絡膜血管新生又はＣＮＶによる、網膜の後の脈絡膜にお
いて）湿潤ＡＭＤで起こり得ることが理解できよう。異常な血管が中心視力領域に、血液
／流体（血液細胞を含む）が漏出する可能性がある。有利なことに、レーザに異常な血管
を露光することにより、露出部位で凝固を引き起こす可能性があるため、血管からの流体
の漏れを低減することにより、黄斑を遮るものがない状態に維持することができるように
なる。レーザを使用して凝固を生じさせることは、レーザ光凝固術とも呼ばれることがあ
る。理論によって限定されることなく、レーザによって提供される光エネルギーは、組織
及び／又は血管内の流体を加熱するため、組織及び／又は血管を含む流体を密閉及び／又
は破壊できると考えられる。
【０７４３】
　レーザ光凝固は、様々な形態をとり得るとともに、様々な状態を治療できる。いくつか
の実施形態では、光凝固は、網膜芽細胞腫を治療する。例えば、レーザ光線は、瞳孔を通
って狙い、網膜芽細胞腫腫瘍を取り巻き血液を供給する血管に焦点を合わせ、光線によっ
て生じた熱で血管を破壊することができる。その結果、腫瘍を形成する癌細胞は栄養素が
不足し、よって腫瘍のサイズが減少するか、破壊される。
【０７４４】
　いくつかの実施形態では、レーザ光凝固は、通常は黄斑の近くである網膜の小さい領域
における漏れのある特定の血管を識別して密閉する焦点光凝固でもよい。いくつかの他の
実施形態では、レーザ光凝固は、散乱（汎網膜）光凝固であってもよい。このような散乱
治療（scatter treatment）を使って、網膜のより広い面積をかけて広がった新しい異常
な血管の成長を遅らせることができる。何百ものレーザ火傷や露出が網膜上で行われ、比
較的広い面積に亘って血管の成長をとめることができる。
【０７４５】
　一以上の実施形態では、光線力学療法（ＰＤＴ）を使用して、上層の網膜に損傷を与え
ることなく、ＡＭＤに起因する異常な血管を閉じてもよい。眼科用システムは、光増感剤
（ビスダイン）を静脈内に注入する別のモジュールを含んでいてもよく、あるいは、光増
感剤を（例えば、医療専門家によって）別に注入してもよい。そして、光増感剤は、血流
を通って移動し網膜下の異常な血管に集中する。
【０７４６】
　眼科用システムは、その後、低エネルギーレーザを（例えば、眼科システムのレーザモ
ジュールを介して）投与して光増感剤を活性化するように構成してもよい。光増感剤が活
性化すると、漏れた血管を閉鎖する化学反応を起こす。
【０７４７】
　一以上の実施態様では、眼科用システムは、選択的に、ユーザの目にレーザ治療を施す
ための一以上のレーザモジュールを含んでいてもよい。疾患又は適用の存在及び／又は位
置を判定することによって、治療を必要とする領域が判定され、治療プロトコルを決定す
ることができるとともに、レーザ治療は、特に、眼の特定の部分（単数又は複数）に送達
されるようにレーザを起動してもよい。
【０７４８】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、レーザ治療の一部として着用者に視覚及
び／又は聴覚情報を配信するように構成してもよい。視覚情報をディスプレイ（６２、図
５）上に表示し、可聴情報はスピーカ（６６、図３Ａ～３Ｄ）を用いて送達できることが
理解できよう。
【０７４９】
　例えば、眼科用システムは、着用者をレーザ光に露出する前に、着用者に視覚及び／又
は聴覚指示（instruction）を提供するように構成してもよい。いくつかの実施形態では
、眼科用システムは、レーザ治療の一部として着用者に画像を表示するように構成されて
いる。これは、いくつかの治療において、例えば、ビューアの眼を特定の方向に向けて、
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例えば、レーザからの光により眼の特定の部分へアクセスしやすくすることができるため
に、さらに／又は眼を所望の方向に向けておくために望ましい。このような実施形態では
、眼科用システムは、着用者の眼に焦点を合わせるための物体を表示することによって、
目を向けるように構成してもよい。その物体を一以上の安定位置に維持することにより、
着用者の眼を特定の方向に維持しやすくすることができる。いくつかの他の実施形態では
、表示された物体を移動させて、眼が所定のパターンを描くように眼の動きを促すことが
できる。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、レーザから光へ露出した後に、着
用者に指示を与えるようにしてもよい。例えば、眼科用システムは、さまざまなアクショ
ンを取るように着用者に指示を表示、及び／又は、可聴指示を出して、例えば、レーザ治
療後に回復しやすくすることができる。例として、指示は、設定した時間長だけまぶたを
閉じること、設定した回数だけ瞬きをすることのうちの一以上を含んでいてもよい。
　薬の送達（Delivery of Medication）
【０７５０】
　本明細書で説明するように、１つ以上の実施形態では、眼科用デバイスは、薬物分注モ
ジュール（medication dispending module）（２１）を含むシステム６２（図５）のよう
な、拡張又は仮想現実システムを含んでいてもよい。薬剤分注モジュール（２１）は、有
利に、ディスプレイシステム（６２）のユーザ又は着用者に処方薬を送達するように構成
してもよい。薬剤の分注は、場合によっては、処方された治療プロトコルに基づいて行わ
れてもよい。
【０７５１】
　一例として、眼科用システムは、着用者に、例えば生理食塩水などの液体を分注するよ
うに構成してもよい。いくつかの実施形態では、液体溶液を（例えば、一以上の出口が噴
霧器である実施形態における出口２２を使用して）ミストとして、スプレイとして、液滴
として、及び／又は液体の流れとして送達してもよい。出口２２の開口の寸法と形状及び
／又は開口を出る液体溶液の速度と圧力を、特定の適用方法に合わせて好みに応じて選択
して、ミスト、スプレイ、液滴、又は流れを出力するようにしてもよいことは理解できよ
う。一例では、眼科用デバイスは、着用者の眼が乾燥しているかどうかを検出し、着用者
の眼が実際に乾燥していることを検出したら、出口２２から液体を出力するように構成し
てもよい。例えば、眼科用システムは、ミストを出力するように構成できるので、ドライ
アイに罹患している患者又は着用者にミストを送達することができる。
【０７５２】
　生理食塩水などの液体を眼に投与することにより、様々な状態に伴うドライアイ症状の
治療又は軽減に役立つことは理解できよう。例えば、関節リウマチを有する患者には、角
膜及び結膜の乾燥が見られることがあるので、このような液体が役に立ち得る。理論によ
って限定されることなく、リンパ球浸潤は、涙形成腺を破壊すると考えられ、それによっ
て乾燥を引き起こす。結果として、患者は視界がぼやけ、及び／又は、眼の中や周りに異
物感を感じる。さらに、重度な乾燥は角膜を永久的に傷つけてしまう場合もある。生理食
塩水のような液体を眼に定期的に投与すれば、乾燥を軽減又は防止でき、よって上記のよ
うな乾燥による影響を緩和することができる。本明細書で説明するように、さらに概して
言えば、液体の投与は、例えば、他の結合組織疾患でも見られるシェーグレン症候群及び
強皮症のような「角膜乾性角結膜炎」症候群を治療するために使用することができる。
【０７５３】
　いくつかの実施形態では、乾燥の程度は、眼、例えば、角膜にフルオレセイン染料を用
いれば検出することができる。染料は、眼組織を乾燥によって損傷された脱上皮化領域を
緑色に染めて発色させると考えられる。いくつかの実施形態では、眼科用システムは、眼
に染料を塗布するように構成され、眼科用システムのカメラを使って、眼の組織の染色を
検出することができる、例えば、角膜の緑色を検出できる。検出された染色の量（例えば
、緑色の強度）を相関させ、眼に投与した液体の量、例えば、眼の乾燥に対処するために
投与した生理食塩水の量を決めるために使用してもよい。
【０７５４】
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　一般的に、いくつかの実施形態では、眼の乾燥は、眼を撮像し乾燥を、又は水分がある
かどうかを検出することによって検出することができる。検出されたパラメータが閾値に
達すると、眼科用システムが、眼に液体を投与するように構成してもよい。例えば、眼の
細胞組成及び特性のマルチスペクトル撮像及び眼底鏡検査を使用してもよい。いくつかの
他の実施形態では、眼組織の輝きを検出するための内向きカメラを用いて眼の乾燥を検出
してもよい。湿っている場合には、光が反射し、乾いている場合には反射が少ない。いく
つかの実施形態では、カメラと眼の色センサを使って、眼充血又は眼の赤みを検出しても
よい。眼の赤みのレベル又は充血眼は、眼科用システムでは乾燥していると解釈される。
いくつかの他の実施形態では、まばたきの度合いを、ユーザの眼の乾燥を判定するために
使用してもよい。例えば、閾値を上回るまばたきの率又は頻度の場合には、乾燥又は他の
眼の刺激があることを示しており、これを引き金として、眼への液体の投与を行ってもよ
い。いくつかの実施形態では、複数のテスト又は乾燥の指標を、互いに関連して検出し、
乾き判定の精度を高めてもよい。
【０７５５】
　本明細書に開示するように、環境や着用者から検出された一以上の条件を引き金として
、薬剤の送達を始動するようにしてもよいことが理解できよう。いくつかの実施形態では
、眼科用システムは、一以上のセンサを含み、着用者及び／又は環境の温度、直前に眼に
液体を送達してからの経過時間、周囲の湿度、及び花粉又は微粒子数の一以上を測定して
もよい。眼科用システムはまた、様々な測定の閾値でプログラム化されていてもよい。眼
科用システムは、さらに、特定の閾値を超えると、着用者の眼に適切な液体を送達するよ
うにプログラム化してもよい。例えば、異物の存在（例えば、花粉又は微粒子数によって
、又は眼の異物を検出するための眼のカメラ検査によって判定される）が閾値を超えると
、それは、眼に刺激があると考えられ、生理食塩水又は水流を眼に投与し、刺激物を洗い
流すようにしてもよい。場合によっては、リモートデータベースのようなデータベースや
カレンダーを調べて、異物の存在の可能性を検証又は判定してもよい。例えば、異なるタ
イプの花粉が、年間の異なる時期に存在し、ユーザが特定のタイプの植物の花粉に対して
敏感であるとわかっていることにより、年間での特定のタイプの花粉があるとわかってい
る時期には薬物に眼に対する薬物の投与の閾値が低くなることは理解できよう。年間の別
の時期には、眼科用システムはこの閾値を上げることができる。いくつかの実施形態では
、化学物質又は液体のような他の刺激物、例えば、塩素の存在は、検出又は推定が可能で
ある。例えば、彼／彼女の周囲を撮像することによって、及び／又はユーザの位置を検出
することによって、ユーザが塩素プールにいると判定することができる。プールを出ると
きに眼科用システムは、眼に水をかけて流して塩素の含まれた水を取り除くように構成し
てもよい。別の例では、治療プロトコルは、時間と共に液体の送達の所定回数を指定して
もよいし、また、眼科用システムは、その期間内に一定の時間間隔で液体を送達するよう
に構成してもよい。
【０７５６】
　いくつかの実施形態では、液体は、他のタイプの治療と連動して送達してもよい。例え
ば、光線療法又はレーザ治療は、着用者に、感光性の液体、例えば、感光性染料の適用か
ら利益を得ることができる。いくつかの実施形態では、ビタミンＢ２（リボフラビン）を
角膜に適用して近視用紫外線活性化リボフラビン処理を行い、次いで紫外線Ａ（ＵＶＡ）
光を（眼科用システム又は外部ソースから）設定した時間（例えば、２０分）だけ眼に導
いて、歪んだ角膜をより強く、硬く、平坦にしてもよい。感光性の液体は、あたった光に
反応し、コントラスト及び／又は眼の特徴を撮像する能力を改善することができる。例え
ば、染料は選択的に特定の材料又は構造体、例えば血管の上又は中に蓄積し、撮像装置（
例えば、カメラ２４）がこれらの眼の中の血管を撮像する能力を改善することができる。
別の例として、眼への瞳孔拡開液の塗布により眼の診断がしやすくなる。拡開液を利用し
て眼の内部が見やすくすることができる。
　他の治療のためのプラットフォーム（Platform for Other Therapies）
【０７５７】
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　有利なことに、眼科用システムがユーザに近接していることから、眼科用システムは、
治療プロトコルに基づいて、ユーザに他のタイプの治療を提供することできる。これら他
のタイプの治療の例として、２、３例を挙げると、特定の時間（例えば、顔面又は頭蓋骨
のマッサージ）における振動、音（例えば、両耳性うなりなど）、温度（例えば、冷却、
加熱手段）などがある。
【０７５８】
　図５を再び参照すると、これらの他の治療を容易にするために、いくつかの実施形態で
は、ディスプレイデバイスは、着用者と接触するように構成されている端子部（３０ａ）
に接続されたアクチュエータ（３０）を含み、着用者に振動治療を施すことができる。図
示のように、アクチュエータ（３０）は、フレーム（１０８）上に装着することができ、
端子部（３０ａ）は、着用者の顔面や頭蓋骨に接触するように配置することができる。ア
クチュエータ（３０）は、例えば、着用者との接触点における圧力を印加して除去するこ
とにより、端子部（３０ａ）を前後に移動して着用者に振動を与えるように構成してもよ
い。単一のアクチュエータ（３０）が示されているが、眼科用システムは、複数のアクチ
ュエータ（３０）をフレーム（１０８）に取り付け、及び／又はそうでない場合には着用
者に取り付け、眼科用システムと電子通信を行うように構成してもよいことが理解できよ
う。
【０７５９】
　適したアクチュエータの例としては、圧電アクチュエータが挙げられ、これは、有利に
小型にできるとともに、広い周波数域又は間隔で振動を生成することができる。アクチュ
エータの別の例として、偏心カム、偏心回転質量（ＥＲＭ）振動モータ（例えば、ページ
ャモータ）、リニア共振アクチュエータ（ＬＮＡ）が挙げられる。いくつかの実施形態で
は、これらのアクチュエータを使用して、フレーム（１０８）の振動を起こすことができ
、これにより、アクチュエータとの単一接触点のみでなく、振動をフレーム（１０８）と
着用者との間に形成される複数の接触点に分散する。いくつかの実施形態では、アクチュ
エータ（３０）はまた、２つの以上の軸線に沿って移動して、例えば、着用者との接触点
でブラッシング又は混練運動を提供するように構成されてもよい。
【０７６０】
　いくつかの実施形態では、一以上のアクチュエータ（３０、図５）は、触覚又は振動治
療を着用者に提供してもよい。例えば、アクチュエータ（３０）は着用者との接触点で振
動を提供するように動いてもよく、及び／又は、フレーム（１０８）を振動させてフレー
ム（１０８）を介して着用者に振動を提供してもよい。別の例として、上記のように、ア
クチュエータ（３０）は、着用者の顔面又は頭蓋骨の面に沿ってブラッシング又は移動す
るように構成してもよい。いくつかの実施形態では、眼科用システムはアクチュエータ（
３０）を有し、特定の箇所を、長時間、例えば、指圧治療を提供するなどのために圧力を
加えるように構成されていてもよい。いくつかの実施形態では、アクチュエータ（３０）
は、非接触の触覚超音波治療を提供する超音波を放射する超音波周波数で振動するように
構成してもよい。
【０７６１】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは着用者に温度治療を提供するように構成し
てもよい。図５を引き続き参照すると、ディスプレイデバイスは、コネクタ（２８ａ）を
介して加熱／冷却出口（２８）と連通する温度調節器（２９）を含んでいてもよい。いく
つかの実施形態では、温度調節器（２９）は、抵抗加熱フィラメント及び／又は冷媒を含
む冷却コイルを有する冷却装置を含んでいてもよい。いくつかの他の実施形態では、温度
調節器（２９）は、熱電効果を利用する熱電加熱装置又は冷却装置として、所望の加熱又
は冷却の程度を達成してもよい。温度調節器（２９）は、ガス源（例えば加圧空気）を含
み、ガスをコネクタ（２８ａ）を介して加熱／冷却出口（２８）に送達してもよい。この
ような構成では、コネクタ（２８ａ）は、チャネル又はチューブであってもよく、加熱／
冷却出口（２８）は、通過するガスが出て、着用者、例えば、着用者の片眼又は両眼に導
く開口部であってもよい。温度調節器（２９）は、例えば、特別な治療のためにガスがビ
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ューアに導かれる前に、好みに応じて、加熱又は冷却を行う。
【０７６２】
　いくつかの実施形態では、コネクタ（２８ａ）は、熱をフレーム（１０８）に提供及び
／又はフレーム（１０８）から除去する熱パイプであってもよく、加熱／冷却出口（２８
）は、単にコネクタ（２８ａ）と温度調節器（２９）との間の接触点であってもよい。こ
のような構成では、一以上の熱パイプは、フレーム（１０８）に沿って配置されてもよい
。このような構成を使って、フレーム（１０８）の温度を調節してもよく、それにより、
温度に基づいた治療が、着用者の眼の周囲に適用できるようになる。いくつかの実施形態
では、温度調節器（２９）は、フレーム（１０８）に組み込まれていてもよい。
【０７６３】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、加熱装置及び／又は冷却装置（２９、図
５）を使って温度治療を実行するように構成してもよい。例えば、本明細書で説明するよ
うに、加熱及び／又は冷却した空気の流れ（例えば、加熱／冷却出口（２８）を介して）
は、着用者、例えば着用者の片眼又は両眼に適用してもよい。別の温度治療として、フレ
ーム（１０８）を加熱及び／又は冷却して、ビューアの眼及びそれに隣接する領域に対し
て治療プロトコルの一部として異なる温度を当てるようにしてもよい。一以上の実施形態
では、眼科用デバイスは、ＥＥＧセンサ（３１、図５）を含んで脳活動をマッピングして
もよい。ＥＥＧセンサ（３１）は、脳に異常な活動やパターンがあればそれを検出し、ユ
ーザ及び／又は臨床医にそれを報告することができる。これは、脳の手術直後の患者にと
って、又はリスクの高い患者にとって特に有効となり得る。眼科用デバイスは、予めＥＥ
Ｇ感知モジュールとともにプログラム化してＥＥＧセンサ（３１）が収集したデータを分
析してもよい。単一のＥＥＧ（３１）センサを図示しているが、眼科用デバイスは複数の
ＥＥＧセンサを備え、複数の箇所で着用者と接触するように構成できることは理解できよ
う。
【０７６４】
　他の実施形態では、眼科用システムは、治療プロトコルに基づいて、他のタイプの薬剤
又は治療を送達するように構成してもよい。有利なことに、眼科用システムの着用者への
近接度により、例えば、着用者との直接的な物理的接触、音、及び／又は温度に基づいた
治療を含む、様々な他のタイプの治療が着用者に対して容易に施術できるようになる。こ
れら他のタイプの治療は、２、３例を挙げると、特定の時間（例えば、顔面又は頭蓋骨の
マッサージ）における振動を含む触覚的刺激、音（例えば、両耳性うなりなど）、温度（
例えば、冷却、加熱手段）などがある。
【０７６５】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは、スピーカ（６６、図３Ａ～３Ｄ）のよう
なスピーカを使ってユーザへの音治療を行うように構成してもよい。例えば、眼科用シス
テムは、スピーカ（６６）を通して着用者の耳に両耳性うなりを送達するように構成して
もよい。一対のスピーカ（６６）を、着用者のそれぞれの耳に対して１つずつ設けてもよ
い。音治療の別の例として、眼科用システムは着用者の眼に音波を導くように構成しても
よい。例えば、いくつかの実施形態では、眼科用システムは、一以上のスピーカ又は音ト
ランスデューサ（６７、図５）を備えていてもよい。スピーカ（６７）はフレーム（１０
８）に取り付けてもよく、また、着用者の眼に向けて導いて、眼に音刺激を与えてもよい
。
【０７６６】
　これらの治療法は着用者の身体及び／又は精神状態の判定に基づいて施術することがで
きることは理解できよう。例えば、眼科用システムはＥＥＧセンサ（３１）を備え、これ
らの他の治療法のうちの１つを始めるきっかけがあるかどうかを検出するために利用され
てもよい。いくつかの実施形態では、ＥＥＧセンサ（３１）は、ストレスの指標である脳
内の電気的活動を検出するために利用されてもよい。そのような活動を検出すると、眼科
用システムは、ストレスレベルを低減する目的で着用者にマッサージ療法を施術するよう
に構成してもよい。
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【０７６７】
　いくつかの実施形態では、眼科用システムは着用者への薬剤送達の一部として、あるい
は、他の治療の一部として、着用者（例えば患者）に警告を発するように構成してもよい
。警告は、視覚的なものでも、音ベースの警告、圧力ベースの警告、及び／又は温度ベー
スの警告などを含む、着用者が感じ取ることができる他の動作に基づくものでもよいこと
は理解できよう。例えば、この警告は、音声の通知、眼科用システムによるユーザのタッ
プ／加圧、熱を加える又は取り除く、空気の流れを着用者に向けるなどの形態をとり得る
。一以上の実施形態では、患者は彼らに向けられた警告を受け取り、投薬又は他の上記の
治療を行っている間、彼らの眼を開いたままに維持させる、及び／又は視覚的な合図に焦
点を合わせるようにしてもよい。いくつかの実施形態では、その眼を開いた状態で維持さ
せることは、着用者が固視するための物体又は画像を表示させることにより容易となる。
いくつかの他の実施形態では、警告は、着用者に表示された視覚的な合図に集中するよう
指示、あるいは促してもよい。視覚的な合図は、移動可能でもよく、さらに、その移動す
る合図の、着用者の眼による追跡を利用することにより、それらの眼の異なる配向及び／
又はビューを提供することができる。なお、ディスプレイシステムは、視覚的な警告を所
望の深度面に設定して、着用者が焦点調節及び／又は輻輳を変更しなくても、その警告が
はっきり見える及び／又は読めるようにしてもよいことは理解できよう。
【０７６８】
　本明細書で開示するように、眼科用デバイスは、拡張現実頭部装着型眼科用システム又
は仮想現実頭部装着型眼科用システムでもよい。拡張現実頭部装着型眼科用システムは、
光を地上から頭部装着型眼科用システムを着用している着用者の眼の中に到達するように
構成してもよいことは理解できよう。一方で、仮想現実頭部装着型眼科用システムは、光
を頭部装着型眼科用システムの前の地上から頭部装着型眼科用システムを着用している着
用者の眼の中に到達しないように構成してもよい。このような仮想現実システムでは、外
の地上からの光は着用者の眼に地上の画像を形成しない。むしろ、いくつかの実施形態で
は、システムを着用している着用者が見る地上の画像は、眼科用システムのディスプレイ
によって表示されるものに限られる。
【０７６９】
　図２５を参照しながら、眼科用システムの好ましい実施形態２５００について簡単に説
明する。眼科用システムの他の実施形態は、追加の構成要素（例えば、発光モジュール、
超音波モジュール、撮像モジュール、電極など）を備えていてもよいことは理解できよう
。図２５は、眼科用システムに対する基本の構造を示すものであるが、異なる適用方法に
は眼科用システムと組み合わせて他の構成要素を使ってもよいことは理解できよう。眼科
用システムは、概して画像生成処理装置８１２と、少なくとも一以上のＦＳＤ（又は他の
空間光変調器）８０８、表示又は画像処理回路８１０、結合光学素子８３２、及び少なく
とも一以上の光学組立体８０２を含む。システムは、視線追跡サブシステム８０８を含ん
でいてもよい。
【０７７０】
　図２５に示すように、表示回路は、画像生成処理装置８１２と、マキシムチップ８１８
、温度センサ８２０、圧電ドライブ／トランスデューサ８２２、赤色レーザ８２６、青色
レーザ８２８、及び緑色レーザ８３０、及びすべての３種のレーザ８２６、８２８、８３
０を結合するファイバ結合器と通信する回路８１０を備えていてもよい。
【０７７１】
　画像生成処理装置は、ユーザに最終的に表示される画像を生成する機能を果たす。画像
生成処理装置は、治療又は診断内容に伴う画像又は映像を、ユーザに３Ｄで投影できるフ
ォーマットに変換してもよい。例えば、３Ｄコンテンツを生成する際、仮想コンテンツ又
は画像は、特定の画像の部分が特定の深度面に表示され、他の部分は、他の深度面に表示
されるようにフォーマットする必要がある。あるいは、画像のすべてを特定の深度面で生
成してもよい。あるいは、同時に見たときに画像がユーザの眼にとってコヒーレントで快
適に見えるように、画像生成処理装置はプログラム化してわずかに異なる画像を左右の眼
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に供給してもよい。
【０７７２】
　一以上の実施形態では、画像生成処理装置８１２は、画像及び／又は光を時系列的に光
学組立体に送達する。仮想シーンの第１の部分が最初に送達されて、光学組立体は、第１
の部分を第１の深度面に投影してもよい。そして、画像生成処理装置８１２は同じシーン
の別の部分を送達し、光学組立体が第２の部分を第２の深度面に投影してもよい。
【０７７３】
　画像生成処理装置８１２はさらに、メモリ８１４、ＣＰＵ８１８、ＧＰＵ８１６、及び
他の画像生成及び処理用の回路を備えていてもよい。画像生成処理装置は、眼科用システ
ムのユーザに提示する所望の仮想コンテンツでプログラム化してもよい。いくつかの実施
形態では、画像生成処理装置は、着用可能な眼科用システムの中に収納されていてもよい
ことは理解できよう。他の実施形態では、画像生成処理装置及び他の回路はウェアラブル
光学素子と結合したベルトパックに収納されていてもよい。
【０７７４】
　また、眼科用システムは、光を光変調器（例えばＦＳＤ）から光学組立体８０２に導く
結合光学素子８３２を備えていてもよい。結合光学素子８３２は、光をＤＯＥ組立体に導
くために使用する一以上の従来のレンズでもよい。また、眼科用システムは、ユーザの眼
を追跡してユーザの焦点を決定するように構成された視線追跡サブシステム８０６を含ん
でいてもよい。
【０７７５】
　一以上の実施形態では、ソフトウェアのぼけを使って、仮想シーンの一部としてぼけを
導入してもよい。ぼけモジュールは、一以上の実施形態において処理回路の一部でもよい
。ぼけモジュールは、ＤＯＥ内に供給する画像データの一以上のフレームの一部をぼかす
ようにしてもよい。このような実施形態では、ぼけモジュールは、特定の深度のフレーム
に表示されそうにないフレームの部分をぼかしたり、又はぼけを使って深度面の推移を曖
昧にしたりしてもよい。
　外向きカメラ（Outward Looking Camera）
【０７７６】
　本明細書で説明するように、いくつかの実施形態では、このシステムは、一以上の外向
き（例えば、前向き）カメラを備え、周囲環境から画像情報を取り込み、この画像情報は
、システムの着用者に提示される画像としてその後表示されてもよい。いくつかの実施形
態では、システムによって着用者に提示される画像は、再描画され、カメラがもともと取
り込んだ画像に対して変更された画像を提供するようにしてもよい。その変更は、カメラ
が取り込んだ画像情報を受け取って処理する処理装置、例えば、画像処理装置により、表
示された画像を生成する光変調器に通信する変更を含むように行ってもよい。いくつかの
実施形態では、着用者の地上のビュー及びそのビューの特別な特徴を診断又は治療の目的
に合うように好みに応じて変更できる。
【０７７７】
　図５を参照すると、頭部装着型健康システムは、一以上の外向きカメラ１６（例えば、
２つの外向きカメラ）を含み、着用者の周りで地上を撮像してもよい。このシステムは、
カメラ（１６）が取り込んで画像情報（例えば画像）を処理し、画像情報を再描画して着
用者に表示することができる。いくつかの実施形態では、このデバイスは、光をディスプ
レイデバイス１０８から着用者の眼に投影して、地上の再描画画像を着用者に投影しても
よい。
【０７７８】
　いくつかの実施形態では、再描画ステップにおいて、処理装置は着用者に表示される画
像の特性を選択的に変更するように構成してもよい。例えば、処理装置は、着用者の網膜
の健康及び非健康な細胞の分布に基づいて、画像の一部を、例えば、これらの部分が健康
な網膜の細胞に投影されるように選択的に変更するように構成し、一方で、非健康な網膜
の細胞に投影される画像の部分は減少させたり、最小化したり、拡大したり、明るくした
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り、又は倍率、強度、色相、彩度、空間周波数、又は他の品質を変更したりしてもよい。
同様に、画像のうち、任意の所望の部分は、倍率、強度、色相、彩度、空間周波数、又は
他の品質を変更してもよく、必要に応じて緩和及び／又は任意の周知の着用者の眼科的状
態を補償してもよい。いくつかの実施形態では、画像の波面を変更及び／又は整形しなお
して焦点に関する条件を緩和してもよい。他の例では、システムを使って、例えば、地上
のユーザの視野の全体又は一部を、再描画したコンテンツに置き換えることで、光の状態
を調整して変更するのが困難な着用者に対し、概して明るい部屋を暗くする、及び／又は
夜間のビューを明るくして、好みに応じて地上のより暗いビュー又はより明るいビューを
提示することができる。別の例では、このシステムは、色盲の着用者を含む着用者の視力
を上げるために色を変更又はシフトすることができる。このシステムは、拡張現実ディス
プレイ又は仮想現実ディスプレイを含んでいてもよいこと、そして、本説明書で開示する
再描画画像情報をいずれかのタイプのディスプレイにコンテンツを表示する際に適用でき
ることは理解できよう。
【０７７９】
　引き続き図５を参照する。いくつかの実施形態では、健康システムは、着用者の周り、
例えば、（前）の地上を撮像する一以上の前向き及び外向きカメラ１６を有していてもよ
い。このシステムは、画像の領域の強度、色相、彩度、及び／又は空間周波数などのよう
な画像の様々な特徴を判定するように構成してもよい。このシステムは、処理し、再描画
し、ディスプレイデバイス１０８を介して外向きカメラ１６によって取り込んだ画像に基
づく地上の画像を、上記のような明るさ、倍率、色、波面、及び／又は他のパラメータを
変更して着用者に対して再生してもよい。いくつかの実施形態では、ディスプレイデバイ
スは、ディスプレイを通って着用者の眼に入る光を増大させて所望の変更を行って、部分
的な画像のみを着用者の眼に投影してもよい。例えば、拡張現実システムは、本明細書の
他の箇所で説明したように、着用者の周知の色検出不全に基づいて画像の一部の色をシフ
トしてもよい。別の例では、拡張現実システムは、着用者の周知のコントラスト感度不全
に基づいて画像の２つ以上の部分の間の明るさの差を高めるようにしてもよい。
【０７８０】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイは、本明細書で説明するように、光フィールド
ディスプレイでもよい。
　透過型適応光学系と反射型適応光学系を有するシステムの例
【０７８１】
　一以上の実施形態では、反射型適応光学系（reflective adaptive optics）を含み、球
面収差、乱視、及び／又は高次収差などのような状態を矯正するように眼科用システムを
構成してもよい。近視、遠視、及び乱視、及び／又は高次収差のようないくつかの収差は
、例えば、図２９Ａに示すシステム２９００のような、透過型適応光学（transmissive a
daptive optics）素子を含むシステムによって矯正することができる。透過型適応光学系
による近視、遠視、及び乱視、及び／又は高次収差の治療は、本明細書の他の箇所でより
詳細に説明する。図２９Ａのシステム２９００は、本明細書の他の箇所で説明するような
任意の着用可能な拡張又は仮想現実デバイスに組み込まれていてもよい。
【０７８２】
　拡張現実デバイスにおいて、システム２９００は、瞳孔共役面２９０４に位置し、眼の
瞳孔２９０６に近づく入射光を変更して収差を矯正するように構成された透過型焦点可変
素子２９０２（ＶＦＥ）のような適応光学素子を含んでいてもよい。いくつかの実施形態
では、地上からの光は一連のレンズ２９１０、２９１２、２９１４、２９１６によって地
上から透過型ＶＦＥ２９０２を通って着用者の眼２９０８の瞳孔２９０６に伝達される。
地上からの光は平行光の波面として入射し、各対のレンズ２９１０／２９１２、２９１４
／２９１６は、無限焦点望遠鏡を形成し、望遠鏡の入力及び出力は平行光を含んでいても
よい。図示のように透過型ＶＦＥは２つの無限焦点望遠鏡の間にある。いくつかの実施形
態では、システムは、リレーを含み、システムはテレセントリックに構成してもよい。フ
ァイバ走査型ディスプレイ２９１８は追加の光を投影して眼２９０８に拡張現実画像を形
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成してもよい。ファイバ走査型ディスプレイ２９１８の出力光線２９２０を地上からシス
テム２９００に入射する光と結合するために、ファイバ走査型ディスプレイ２９１８から
の光をビームスプリッタ２９２２に投影して、補正ＶＦＥ２９０２をビームスプリッタ２
９２２と眼２９０８の間に配置してもよい。このようにして、地上からの光とファイバ走
査型ディスプレイ２９１８からの光は、共に、両光源からの画像を、近視、遠視、及び／
又は乱視のような着用者の収差を透過型ＶＦＥ２９０２又は他の適応光学素子によって潜
在的に矯正した状態で着用者の眼に向けてもよい。
【０７８３】
　図２９Ｂに示す反射型システム２９０１のようなシステムは、近視、遠視、及び乱視、
及び／又は高次収差を有する着用者の同様な矯正を提供できる。図２９Ａに示すような透
過型ＶＦＥ２９０２よりむしろ、反射型システムの実施形態は反射型ＶＦＥ２９２６（例
えば、可動式薄膜ミラー又は他の変形可能なミラー）を含んでいてもよい。反射型適応光
学系による近視、遠視、及び乱視、及び／又は高次収差の治療は、本明細書の他の箇所で
より詳細に説明する。
【０７８４】
　反射型ＶＦＥ２９２６（例えば、可動式薄膜ミラー又は他の変形可能なミラー）を組み
込んだシステムは、無限焦点望遠鏡を含むレンズ２９１０、２９１２、２９１４、及び２
９１６のような図２９Ａのシステム２９００と同じ素子の多くを含んでいてもよい。ファ
イバ走査型ディスプレイ２９１８の出力光線２９２０は、画像共役面２９２４に位置する
ビームスプリッタ２９２２で地上からの光と結合してもよい。いくつかの実施形態では、
システムは、リレーを含み、テレセントリックに構成してもよい。図２９Ｂに示すように
、第２のビームスプリッタ２９２８を含んでいてもよい。地上からの光は、ビームスプリ
ッタ２９２８に入射し、少なくとも一部が瞳孔共役面２９０４に位置する反射型ＶＦＥ２
９２６で反射される。反射型ＶＦＥ２９２６は例えば、本明細書で説明するようなＭＥＭ
Ｓデバイス又は変形可能なミラーを備えていてもよい。修正した波面は、レンズ２９１４
、２９１６を介して反射して着用者の眼２９０８の瞳孔２９０６に入射する。反射型ＶＦ
Ｅ２９２６の波面に適用された修正により、高次収差があるにもかかわらず、本明細書の
他の箇所で説明したように、波面は地上からの光とファイバ走査型ディスプレイ２９１８
からの光の正常な画像を形成する。
【０７８５】
　これらの設計の変形も可能である。
　結論
【０７８６】
　本説明書で説明するように、開示の頭部装着型ディスプレイは、有利に、健康関係の診
断、監視及び治療をユーザに行う際に使用できる、ユーザが着用可能な診断又は健康シス
テムの一部を形成してもよい。いくつかの実施形態では、健康関係の診断、監視及び治療
には、眼科診断分析、監視、及び治療を含んでいてもよい。しかしながら、本明細書での
開示を考慮して、診断又は健康システムは、眼科用適用方法だけに限らず、概して健康関
係の診断、監視、治療に適用可能であることは理解できよう。
【０７８７】
　本説明書で説明するように、ユーザが着用可能な診断システムが提供される。ユーザが
着用可能な診断システムは、ユーザに装着するように構成されたフレームと、前記フレー
ムに取り付けられ、前記ユーザの眼に画像を導くように構成された拡張現実ディスプレイ
とを備える。光検出装置は、フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼から反射した光を
検出するように構成される。ユーザが着用可能な診断システムは、又、前記ユーザの健康
状態分析を前記光検出装置又は他の検出可能なパラメータによって検出した光に基づいて
実行するように構成された処理装置を備える。上記の特徴の様々な詳細についてはすでに
説明してきており、その説明の一部について読者への助けとして下記に述べる。
【０７８８】
　いくつかの実施形態では、フレームは、フレーム（６４）（図３Ａ～３Ｄ）に対応し、
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拡張現実ディスプレイは、ディスプレイ（６２）（図３Ａ～３Ｄ）に対応する。拡張現実
ディスプレイは、導波路を介して地上を見えるように、又、光を導波路から外へ、そして
ユーザの眼の中に導くことによって画像を形成するように構成される導波路を備える。導
波路は導波路の積層体の一部であり、積層体の導波路のそれぞれは、導波路の積層体の中
の他の一以上の導波路と比べて発散の量が異なる光を出力するように構成してもよい。い
くつかの実施形態では、導波路及び導波路積層体は、それぞれ、図１０Ｄ～１０Ｅ，２７
、及び２８Ａ～２８Ｇに示す導波路（１８２、１８４、１８６、１８８、１９０）及び積
層導波路組立体（１７８）に対応する。
【０７８９】
　ディスプレイは、ユーザへ光を出力する又はユーザからの情報を撮像するとともに、地
上の外からの光を遮断するように構成してもよいことは理解できよう。いくつかの実施形
態では、診断システムは、ユーザの視野のある領域を遮蔽することによって健康状態分析
を実行するように構成してもよい。
【０７９０】
　いくつかの実施形態では、処理装置は、ローカル処理及びデータモジュール（７０）又
はリモート処理モジュール（７２）（図３Ａ～３Ｄ）に対応してもよい。処理装置は、本
明細書で開示する任意の健康状態分析を実行するように構成又はプログラム化してもよい
ことは理解できよう。
【０７９１】
　いくつかの実施形態では、光検出装置は内向きカメラのような内向き（ユーザを向いた
）撮像装置でもよい。カメラは、場合によっては赤外カメラでもよい。カメラは、いくつ
かの実施形態では図５のカメラ（２４）に対応するものでもよい。光検出装置の他の例は
、図２３Ａ及び２３Ｂの光検出器（２３５２）を含む。
【０７９２】
　処理装置は、光検出装置が提供するデータを使って健康状態分析を実行するように構成
し、データは、ユーザの片眼もしくは両眼から反射した検出光から導き出してもよい。例
えば、光検出装置はユーザの眼の動きを追跡するように構成してもよい。いくつかの実施
形態では、ユーザが着用可能な診断システムは、光をユーザに向けて発光するように構成
された光源を備え、光検出装置はユーザが反射した発光光全体又は一部を検出するように
構成される光源を備えていてもよい。光源は、複数の波長の光を発光するように構成して
もよく、診断システムは、発光した波長を撮像するユーザの特徴に基づいて変更するよう
に構成してもよい。いくつかの用途では、光源は、ユーザが見ることなしに眼又は周囲の
組織を、撮像できるという利点を有する赤外光又は不可視光を発光するように構成しても
よい。光源は、図５の光源（２６）、及び／又はいくつかの実施形態では、図２３Ａ及び
２３Ｂの光源２３５４に対応してもよい。光源は、例えば、他の発光体と波長が異なる光
を発光するように構成された複数の離散的発光体を含んでいてもよく、異なる波長の光は
、発光体に選択的に電力を供給することによって発光されるようにしてもよいことは理解
できよう。
【０７９３】
　いくつかの実施形態では、拡張現実ディスプレイは、パターンの光を投影してユーザの
眼の中に画像を形成するように構成されたファイバを備えるファイバ走査型ディスプレイ
である。いくつかの用途では、ファイバ走査型ディスプレイの少なくとも何本かのファイ
バを光検出装置の一部として使用して、ユーザの眼を撮像するための光を受ける、又は取
り込むことができる。有利なことに、ファイバ内で光の伝播が複数の方向に起こり、ファ
イバ走査型ディスプレイの同じファイバは、光を眼に投影し、（例えば、空間光変調器か
ら、又は直接光源から）、そして、健康状態分析中に光の反射した部分も受け取り、例え
ば、イメージセンサに光を導くように構成してもよい。いくつかの実施形態では、ファイ
バ走査型ディスプレイは、例えば、眼に投影された光を伝播する走査ファイバに光を投影
する発光体に選択的に電力を提供することによって、眼に投射した光の波長を変更するよ
うに構成してもよい。このような波長の変更と、それらの波長その後の光の反射と検出を
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有利に利用して光が反射する組織からの立体情報を提供することができる。いくつかの実
施形態では、ファイバ走査型ディスプレイは図２８Ａ及び２８Ｂのファイバ（３５２、３
６２）を使ったディスプレイに対応してもよい。
【０７９４】
　処理装置は、光検出装置が受け取る光に基づいて様々な健康状態分析を実行するように
構成してもよい。例えば、光検出装置は、ユーザのまぶたを監視するように構成してもよ
く、又、処理装置は、このまぶた監視に基づいた健康状態分析を実行するように構成して
もよい。別の例として、光検出装置は、ユーザの瞳孔を監視するように構成してもよく、
又、処理装置は、この瞳孔監視に基づいた健康状態分析を実行するように構成してもよい
。
【０７９５】
　いくつかの実施形態では、光検出装置はユーザの眼の眼底を撮像するように構成しても
よい。いくつかの健康状態分析では、光検出装置は眼底の微小循環を撮像するように構成
してもよい。本明細書で述べたように、微小循環異常は、微小循環撮像から導出した情報
を使って検出可能な様々な健康問題を表す可能性がある。例えば、処理装置は、この微小
循環撮像からの情報に基づいて脳の健康状態及び心臓の健康状態を分析するように構成し
てもよい。別の例では、処理装置は、撮像した微小循環に基づいて高血圧症を検出するよ
うに構成してもよい。
【０７９６】
　いくつかの実施形態では、処理装置は、光検出装置によって取り込んだ情報を使って、
眼の動き、眼の動きのパターン、まばたきのパターン、眼の輻輳、疲労、眼の色の変化、
眼の焦点の深さ、眼の焦点距離の変化、眼筋疲労、ドライアイ、及び高血圧症のうち一以
上を検出することによって、健康状態分析を実行するように構成してもよい。いくつかの
実施形態では、パターン認識を、健康状態分析の一部として光検出装置から受けた情報に
適用してもよい。
【０７９７】
　いくつかの実施形態では、処理装置は、眼の眼圧を検出することによって健康状態分析
を実行するように構成してもよい。これは、例えば、パターン、彩度、又は眼から受け取
った後方散乱光の量を検出するための光検出装置を使って光を眼の中に投影することによ
って達成できる。
【０７９８】
　本説明書で説明するように、ユーザが着用可能な健康又は診断システムは、例えば、デ
ィスプレイ（例えばディスプレイ（６２）（図３Ａ～３Ｄ））又は他の光源（例えば、発
光モジュール（２７）（図５））を介してユーザの眼に光を提供することができる。いく
つかの実施形態では、処理装置は拡張現実ディスプレイに光による刺激をユーザの眼に与
えるように指示することによって健康状態分析を実行するように構成してもよい。
【０７９９】
　本説明書で説明するように、ディスプレイは、有利なことに、画像をユーザの視野の中
の異なる深度面及び／又は異なる位置に表示するように構成してもよく、それにより、デ
ィスプレイが眼を任意の深度面及び／又は任意の方向に焦点を合わせ及び収束できるよう
になる。いくつかの健康状態分析では、眼が好きなように異なる深度面に焦点合わせ及び
収束できるようにさせる機能は、診断目的で利用できる。一以上の画像を異なる深さに表
示して、これら変化する深さに焦点を合わせる片眼又は両眼の画像を健康状態分析のため
に取り込んでもよい。さらに、又は代わりに、画像を表示して眼が特定の方向及び／又は
深度面に焦点を合わせ及び収束できるようにしてもよい。これを使えば、例えば、光検出
装置を移動させることなく、眼の所望のビューを取得することができる。
【０８００】
　いくつかの実施形態では、光検出装置は複数の光検出器を備え、光検出器をユーザに対
して異なる角度で配置することができる。このような構成を使って、眼の異なるビュー、
例えば、同時に撮った異なるビューを健康状態分析のために取り込むことができる。光検
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出器の例は、図２３Ａ及び２３Ｂの光検出器（２３５２）を含んでいてもよい。
【０８０１】
　ノイズ及び／又は視覚的アーチファクト（artifact：人工物）が、光検出装置によって
取り込まれた画像の中に存在してもよいことは理解できよう。診断システムは、眼の動き
を追跡し、追跡した眼の動き及び／又は頭の動きなどのような他の動きに基づいてこれら
の画像のノイズを低減するように構成してもよい。例えば、眼の動きは、眼の異なるビュ
ーを提供してもよく、これを利用して観察した特徴が特定のビューにのみ存在する眼のア
ーチファクトであるかどうか、あるいは、観察した特徴が、本当に眼に存在するかどうか
（よって、異なる画像のビューの多くに存在するかどうか）を判定することができる。頭
部装着型ディスプレイシステムに取り付けた加速度計を使って頭の動きを追跡することが
できることは理解できよう。
【０８０２】
　本明細書に使用されることによって、撮像及び光検知は、可視及び不可視波長で起き得
ることは理解できよう。不可視波長の光の例として赤外光が挙げられる。
【０８０３】
　様々な他のセンサがユーザが着用可能な健康又は診断システムに設けられてユーザの非
視覚的診断を行ってもよいことは理解できよう。このような他のセンサの例には、ＥＥＧ
センサも含まれる。処理装置は、ＥＥＧセンサから取得したデータを使って、脳活動を検
出することによって健康状態分析を実行するように構成してもよい。いくつかの実施形態
では、システムは、脳活動の検出を引き金として警告を出すように構成してもよい。警告
は、ユーザと臨床医の一方又は両方に発信してもよい。
【０８０４】
　いくつかの他の実施形態では、他のセンサは温度センサ、圧力センサ、光センサ、非侵
襲性血糖センサ、及びＥＴＣＯ２センサの群の中から選択された一以上のセンサを含んで
いてもよい。
【０８０５】
　また、他のセンサは、ユーザの周囲環境の一以上の条件を監視するように構成した一以
上のセンサを含んでいてもよく、システムは、一以上のセンサで収集したデータを使って
健康状態分析を実行するように構成してもよい。例えば、一以上のセンサは、周囲環境を
撮像するように構成されたカメラを含んでいてもよい。処理装置は、カメラからの情報を
使ってユーザが摂取する食料、薬品、栄養素、及び毒素を識別し分析するように構成して
もよい。いくつかの実施形態では、処理装置は、他のユーザ健康データで識別した食料、
薬品、栄養素、又は毒素を相関させるように構成してもよい。いくつかの実施形態では、
処理装置は、カメラから受け取った情報に基づいてユーザの頭部姿勢を判定するように構
成してもよい。カメラは、いくつかの実施形態では図５のカメラ（１６）に対応するもの
でもよい
【０８０６】
　いくつかの実施形態では、他のセンサは位置センサ及び方位センサの一方又は両方を含
んでいてもよい。位置及び方位センサの例として、加速度計、ＧＰＳセンサ、コンパス、
ジャイロスコープ、慣性測定装置、及びカメラが挙げられる。いくつかの用途では、処理
装置は、ユーザの位置に基づいて環境情報を判定することによって健康状態分析を実行す
るように構成してもよい。処理装置は、位置を特徴付ける情報にアクセスすることによっ
て健康状態分析を実行するように構成してもよい。位置を特徴付ける情報は、花粉数、人
口統計、大気汚染、環境有害物質、医療機関、スマートサーモスタット生活様式の統計デ
ータ（smart thermostats lifestyle statistics）からの情報、あるいは、医療機関への
近接度のうちの一以上を含む。いくつかの実施形態では、処理装置はクラウドベースのデ
ータベースにアクセスして位置を特徴付ける情報を取得するように構成してもよい。位置
を特徴付ける情報は、処理装置によって診断システムの一以上のセンサから取得した情報
と組み合わせて健康状態分析の結果に到達するようにしてもよい。
【０８０７】
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　いくつかの実施形態では、他のセンサは、周囲環境についての情報及び／又はユーザの
活動についての情報を集めるために使用できるマイクを含んでいてもよい。例えば、マイ
クはユーザが咀しゃくしていることを表す音を取り込み、ユーザが本当に食料を咀しゃく
しているのかを処理装置で判定するように構成してもよい。食料を食べることは、生理学
的状態において様々な変更が伴う場合があることは理解できよう。例えば、食料を摂取す
るタイミングは、本明細書で開示した様々な健康状態を診断する際に考慮するのに有効な
変数である。マイクはいくつかの実施形態では図３Ａ～３Ｄのマイク（５５）に対応して
もよい。
【０８０８】
　診断システムは、ユーザに非視覚的刺激を与えるための一以上の出力デバイスを含んで
いてもよい。このような出力デバイスの一例は、処理装置がユーザに聴覚刺激を与えるこ
とによって健康状態分析を実行するように構成可能なスピーカを含む。別の例として、一
以上の出力デバイスは加熱装置及び／又は冷却装置を備えていてもよい。スピーカは、い
くつかの実施形態では、図３Ａ～３Ｄのスピーカ（６６）に対応するものでもよく、加熱
装置及び／又は冷却装置は、図５の温度調節器（２９）に対応するものでもよい。
【０８０９】
　処理装置がプログラム可能であり、有利なことに、どのようにして健康状態分析を実施
するかについての広い許容範囲を有していることは理解できよう。例えば、処理装置は、
ユーザ又は臨床医が入力しなくても健康状態分析を自律的に行うように構成してもよい。
健康状態分析は、場合によっては、ユーザが日常生活を送っている間に、単に背景にて実
施することもできる。例えば、診断システムは健康状態分析の引き金となる状態（例えば
、精神状態及び／又は生理学的状態））を検出してもよい。このシステムは、健康状態分
析を行い、その分析結果をユーザ及び／又は臨床医に提供してもよい。有利なことに、こ
の自動検出、分析及び結果のルーティングは、リアルタイムで、もしくは遅れることなく
健康状態に対処することができるバイオフィードバックループを提供することができる。
いくつかの他の場合において、臨床医又はユーザからの入力は、健康状態分析を誘導する
のに有効であり、よって、健康状態分析は、半自律的に行ってもよい。さらに別の場合に
おいて、診断システムは、臨床医の制御下で健康状態分析を実行するようにしてもよい。
このような制御は、例えば、分析が臨床医に他の判定を行って、ユーザが着用可能な診断
システムが測定できるパラメータとは別の、ユーザに関する他のデータを取得するように
求める場合に有利である。診断システムが健康状態分析を自律的に、半自律的に、又は臨
床医の制御下で行うように構成してもよく、システムは、健康状態分析の結果を臨床医に
提供するように構成してもよいことは理解できよう。そして、臨床医は、結果を検討し、
ユーザにさらに診断を助言する、治療プロトコルを開発するなどしてもよい。
【０８１０】
　現行の健康データに基づいた健康状態分析を一度行うことに加え、診断システムは、時
間と共に健康データを追跡するように構成してもよい。診断システムは、この追跡した健
康データに基づいて健康状態分析を実行するように構成してもよい。いくつかの実施形態
では、診断システムは同時期の健康データを過去の健康データと比較するように構成して
もよい。診断システムは、同時期の健康データと過去の健康データとの比較に呼応して、
ユーザ及び／又は臨床医に警告を送るように構成してもよい。いくつかの実施形態では、
診断システムは、健康状態分析の開始を示す警告を送るように構成してもよい。
【０８１１】
　いくつかの実施形態では、診断システムは、ユーザの健康データを、集団内の他のユー
ザ又は個人からのデータと比較するように構成してもよい。例えば、診断システムはユー
ザのための健康データを特定の年齢層の個人個人の標準データと比較するように構成して
もよい。
【０８１２】
　いくつかの実施形態では、本明細書で開示するように、診断システムはユーザに向けて
音波を放射するように構成された音放射装置と、フレームに取り付け、ユーザから反射し
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た音波を検出するように構成された音検出装置を備えていてもよい。しかしながら、光検
出装置は、いくつかの実施形態では省略してもよいし、あるいは、他の実施形態では保持
してもよい。処理装置は、音検出装置単体又は光センサなどのような他のセンサと組み合
わせて検出された情報に基づいて、ユーザの健康状態分析を実施するように構成してもよ
い。いくつかの実施形態では、音放射装置はユーザの眼に超音波刺激を与えるように構成
してもよい。いくつかの実施形態では、音放射装置は超音波を放射するように構成しても
よく、音検出装置は、ユーザから反射した超音波を検出するように構成してもよい。
【０８１３】
　本明細書で開示するように、ユーザが着用可能なシステムは、ユーザに対して、健康状
態分析に加え、又はその代わりに健康療法プロトコルを行うためのユーザが着用可能な保
健システムでもよい。ユーザが着用可能な保健システムは、ユーザに装着するように構成
されたフレームと、フレームに取り付けられて画像をユーザの眼に導くように構成された
拡張現実ディスプレイと、拡張現実ディスプレイにユーザに対して健康療法プロトコルを
実施させるように構成された処理装置とを備えていてもよい。処理装置は、本明細書で開
示する任意の健康療法プロトコルを行うように構成又はプログラム化してもよいことは理
解できよう。
【０８１４】
　上記のように、フレームは、フレーム（６４）（図３Ａ～３Ｄ）に対応し、拡張現実デ
ィスプレイは、ディスプレイ（６２）（図３Ａ～３Ｄ）に対応してもよい。また上記のよ
うに、拡張現実ディスプレイは、地上のビューを提供し、画像情報をユーザの眼に導くよ
うに構成された導波路の積層体を備えていてもよい。また、処理装置は、ローカル処理及
びデータモジュール（７０）又はリモート処理モジュール（７２）（図３Ａ～３Ｄ）に対
応してもよい。
【０８１５】
　いくつかの実施形態では、健康療法プロトコルは、拡張現実ディスプレイを介してユー
ザに健康療法画像情報を提供することを含む。例えば、健康療法画像情報は健康に関する
警告を含んでいてもよい。これらの健康に関する警告を提供するにあたり、場合によって
は、ユーザが着用可能な保健システムは、ユーザの生理反応を監視するように構成された
センサを備えていてもよい。処理装置は、これらの生理反応に関するセンサからの情報を
受け取ってもよく、又、本明細書で述べた任意のセンサから受信した情報に基づいて健康
に関する警告を選択するように構成してもよい。
【０８１６】
　拡張現実ディスプレイは、多数の深度面に亘って情報を表示するように構成して、ユー
ザの眼はこれらの深度面のうちの一以上に焦点をあわせることができるようにしてもよい
ことは理解できよう。その結果、ユーザは、ユーザの眼が焦点を合わせている面とは異な
る深度面の警告は見えにくくすることができる。ユーザがより注目しやすく、かつユーザ
が異なる深度面に焦点を再び合わせる必要のない警告を提供するため、いくつかの実施形
態では、健康システムは、ユーザの眼の焦点深度を検出するように構成したイメージセン
サを備えていてもよい。さらに、システムは、焦点深度に対応する深度面に、健康に関す
る警告を表示するように構成してもよい。
【０８１７】
　場合によっては、拡張現実ディスプレイが画像を可変焦点面に及び／又は異なる方向か
らユーザの視野に投影する能力は、健康療法プロトコルの一部として利用することができ
る。いくつかの実施形態では、本明細書で説明するように、拡張現実ディスプレイは画像
を眼に投射して、健康療法プロトコルが行われている間に、眼の焦点を様々な方向又は焦
点面に合わせるように構成してもよい。
【０８１８】
　拡張現実ディスプレイが、屈折力を有しており、ユーザの眼に入射する光の通路を変更
することができることは理解できよう。いくつかの実施形態では、健康システムで行う健
康療法は、ユーザの眼に入射する光の経路をユーザの眼に対する処方に基づいて変更する
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ことを含んでいてもよい。
【０８１９】
　いくつかの実施形態では、健康療法プロトコルは、拡張現実ディスプレイを介してユー
ザに視覚的刺激を与えることを含んでいてもよい。一部のユーザは、比較的弱い眼と、比
較的強い眼を有する場合があることは理解できよう。処理装置は、ユーザの強い眼に比べ
て弱い目に与える視覚的刺激を強くするように構成してもよい。いくつかの実施形態では
、視覚的刺激は、ユーザの網膜の周辺部に選択的に導かれる健康療法画像情報を備えてい
てもよい。
【０８２０】
　上記のように、健康システムは、ユーザの眼の焦点深度を検出するように構成されたイ
メージセンサを備えていてもよい。視覚的刺激を提供することと組み合わせて、検出した
焦点深度をシステムで使って、検出した焦点深度に対応する深度面上に視覚的刺激を与え
てもよい。
【０８２１】
　いくつかの実施形態では、健康療法プロトコルは、拡張現実ディスプレイを介してユー
ザに光療法を提供することを含んでいる。例えば、健康システムは、異なる波長の光への
ユーザの露出を検出するように構成された光センサを備え、システムは、センサが検出し
た光の波長に基づいて光をユーザに投与するように構成してもよい。場合によっては、シ
ステムは青色光への過度の露出を検出すると、ユーザの眼に伝播している青色光の量を減
らすように構成してもよい。過度の露出とは、閾値を超えた青色光の量に対応する。閾値
は、ユーザ又は臨床医が設定するか、あるいは、いくつかの実施形態では、健康システム
が行う分析によって決定してもよい。いくつかの他の場合には、過度の露出に対処する変
わりに、一以上の波長の光への露出不足を検出すると、システムを一以上の波長の光をユ
ーザに投与するように構成してもよい。本説明書で説明するように、異なる時間又は異な
る時間長だけ異なる波長の光に露出されることにより、ユーザの概日リズムに影響を与え
ることがある。いくつかの実施形態では、システムは、ユーザの眼に伝播する光の一以上
の波長の光の量を投与する又は減らすことにより、ユーザの概日リズムを変更することが
できるように構成してもよい。ある波長の光の量を投与又は低減することは、ディスプレ
イによって出力されたいくつかの波長の光の量を変更すること、及び／又は、ディスプレ
イを通してユーザの眼に伝達されるいくつかの波長の光の量を変更することを含んでいて
もよい。
【０８２２】
　概日リズムに加え、光への露出はユーザの精神状態にも影響を与える。いくつかの実施
形態では、健康システムは、ユーザの眼に伝播する光のうちの一以上の波長の光の量を投
与又は低減することによって、ユーザの精神状態を変更するように構成してもよい。光を
投与するということは、ユーザの眼の中に伝播する一以上の波長の光の量を増やすことを
含むことは理解できよう。光の投与又は低減は、健康システムが感知したパラメータに呼
応して行うことができる。例えば、健康システムは、ユーザの身体的状態、環境、気分を
監視し、又はうつ病又は精神異常の兆候を検出するように構成してもよい。光療法は、検
出又は監視の結果に基づいて選択することができる。
【０８２３】
　画像情報を提供するためのディスプレイに加え、ユーザが着用可能なシステムは、ユー
ザへの非光学的刺激を与えるための一以上の周辺出力デバイスを備えていてもよい。例え
ば、一以上の周辺出力デバイスは、振動装置を備えていてもよく、また、処理装置は、ユ
ーザにマッサージを提供するように振動装置に指示を出すことを含む健康療法プロトコル
を実行するように構成してもよい。いくつかの実施形態では、振動装置はユーザの顔面と
頭蓋骨のマッサージをしてもよい。いくつかの他の実施形態では、システムは振動装置を
利用して、ユーザに触覚フィードバック又は触覚警告を提供するように構成してもよい。
振動装置は、図５の振動装置（３０）に対応してもよい。
【０８２４】
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　いくつかの他の実施形態では、一以上の周辺出力デバイスは、スピーカーを備えていて
もよい。処理装置は、健康療法プロトコルを実行するためにスピーカーに指示を出すよう
に構成してもよい。例えば、２台以上のスピーカー、少なくとも各耳に１台のスピーカー
を設けて、スピーカーを通してユーザに両耳性うなりを提供してもよい。
【０８２５】
　本明細書で述べたように、長期間及び／又は長時間に亘って周期的に着用することがで
きる健康システムの能力は、健康療法プロトコルの効果を高めることができるという利点
を有する。いくつかの実施形態では、健康システムは、時間と共に健康データを追跡する
ように構成することができる。健康システムは、さらに、過去の健康データで同時期の健
康データの分析を行い、分析に基づいて治療プロトコルを調整するように構成することが
できる。
【０８２６】
　本説明書で説明するように、健康システムは、リモートデータベースと接続してもよい
。有利なことに、この接続により、現存の健康療法プロトコルの調整、及び／又は新しい
健康療法プロトコルの取得ができる。例えば、システムは、ユーザの条件に基づいて健康
療法プロトコルをダウンロードするように構成してもよい。リモートデータベースは、図
３Ａ～３Ｄのリモートデータリポジトリ（７４）に対応するものでもよい。
【０８２７】
　本明細書で説明するように、着用可能な診断システムは、臨床医が着用して患者を診断
してもよい。いくつかの実施形態では、着用可能な診断システムは、臨床医に装着するよ
うに構成されたフレームと、フレームに取り付けられ、臨床医の眼に画像を導くように構
成された拡張現実ディスプレイと、患者の眼を撮像するように構成された外向き撮像装置
と、撮像装置によって取り込んだ眼の画像に基づいて患者の健康状態分析を実行するよう
に構成された処理装置とを有し、診断システムは、刺激を患者に与えて応答を誘発し、刺
激に対する応答を診断システムによって測定するという刺激応答測定分析プロセスを使っ
て診断を行うように構成してもよい。いくつかの実施形態では、外向きカメラを、患者の
眼の内部を撮像するように構成されている。
【０８２８】
　本明細書で開示した、ユーザが着用可能な診断又は健康システムは、下記のうち、一以
上の利点を提供することができることは理解できよう。いくつかの実施形態では、頭部装
着型ディスプレイは、ユーザの自然の焦点調節－輻輳反射に従って画像を表示することが
できる。これにより、従来の拡張又は仮想現実システムが引き起こしていた眼精疲労及び
／又は不快感を減らすことにより、デバイスの長時間の着用が容易となる。ユーザ、特に
ユーザの眼に対する頭部装着型表示への近接度、及び長期にわたる情報収集能力により診
断テストと継続的な治療が容易になる。場合によっては、数時間、１日のほとんど、数日
、数週間、数ヶ月、数年などの期間、ユーザが頭部装着型ディスプレイを付けている間は
ずっと診断テストと治療を連続的に又は周期的に行うことができる。有利なことに、長時
間にわたる診断又は治療情報を集める能力により、診断の正確性と、治療の有効性を高め
ることができる。いくつかの実施形態では、健康又は診断システムは、ユーザが静止して
座っている又は臨床医の診療所でストレスを受けている状態ではなく、様々な環境で様々
な行動を起こして生活している間にデータ収集するという、より動的な分析を提供するこ
とにより、さらに健康状態分析を改善することができる。
【０８２９】
　いくつかの実施形態では、頭部装着型表示システムは、特定のパラメータに関するより
多くの情報（この情報を複数回、例えば、上述したように、数日、数週間、数ヶ月、数年
など、長い時間枠に亘って検出することにより）と、広く多様な情報との両方を提供する
ことができる。例えば、本明細書で開示したように、頭部装着型ディスプレイシステムは
、ユーザを監視するセンサと、周囲環境を監視するセンサを含む複数のセンサを備えても
よい。環境を監視するセンサは、外向きカメラ（例えば、カメラ１６（図５））を含んで
いてもよいことは理解できよう。さらに、健康又は診断システムは、位置センサ（例えば
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、ＧＰＳセンサ）と電子的にリモートデータリポジトリ（７４）のような外部情報源と通
信する能力を有していてもよい。いくつかの実施形態では、リモートデータリポジトリ（
７４）は、クラウドベースのデータベースであってもよく、通信は、ネットワークを介し
て、例えばインターネットを通じて行ってもよい。本明細書で説明するように、システム
は、ユーザの位置を検出することができるとともに、周囲環境を特徴付ける情報を例えば
、リモートデータリポジトリから取得することができる。この情報は、例えば、花粉数、
汚染、人口統計、環境有害物質、室内気候と大気品質条件、生活様式の統計データ、医療
機関への近接度などを含んでいてもよい。
【０８３０】
　頭部装着型ディスプレイシステムにより、任意のタイプの診断情報及び／又は本明細書
で開示される様々な診断分析の結果を、例えば、ユーザの他の生理学的パラメータに関連
する情報、周囲環境についての情報、又は時間や日付のような時間情報などの他の情報と
相関させることができる。例えば、この他の情報は、システム又はリモート処理ユニット
によってローカルで分析して、診断分析の結果が他の情報のどれに依存して変化するかな
どを判定する。いくつかの他の実施形態では、特別な診断結果は、特定の環境条件に相関
して起きる場合がある。この相関を使って治療プロトコルを開発してもよい。特定の環境
及び／又は環境内の物体又は条件が、悪い生理学的応答の引き金になるということがわか
っていれば、頭部装着型ディスプレイシステムを、悪い反応の可能性を表す警告及び／又
は環境、条件、及び／又は排除すべき物の推奨を表示するように構成してもよい。例えば
、頭部装着型ディスプレイシステムのカメラは、（例えば、メニューを読むためのテキス
ト認識を使うことにより）レストランのメニュー項目を検出するように構成することがで
きるとともに、相関している、又は過去に相関していたことがわかっている、ユーザに悪
い生理的反応を引き起こすような項目に対する警告を表示するようにしてもよい。さらに
、このシステムは、ユーザが（例えば、画像認識を介して、食料のパッケージ上の単語や
コードのような識別子を認識することによって、など）摂取した項目を認識し、その後の
ユーザのその食料に対する生理的反応を相関させるように構成してもよい。他の例では、
内向きカメラは、長期間にわたる眼精疲労の結果の眼筋疲労を検出し、ユーザに眼筋疲労
を引き起こすと相関された眼の刺激に対する警告を表示してもよい。
【０８３１】
　さらに、ローカルシステム又はリモート処理ユニットは、診断情報及び／又は複数のユ
ーザに対する結果に対するアクセスを有し、ユーザの診断結果を他のユーザのそれと比較
して、さらにこれらの他の情報のいずれかとのリンク又は相関を検証してもよい。
【０８３２】
　本明細書で開示した、ユーザが着用可能な健康又は診断システムは、ユーザに機密の個
人健康情報へのアクセスを提供できることは、理解できよう。さらに、ユーザ情報の誤っ
た帰属があると、特に、これらの健康結果が履歴データの分析から導出される場合には、
ユーザに提供される治療の有効性、及びユーザの将来的な健康状態分析結果の正確性に悪
影響を及ぼす可能性がある。個人情報の誤った帰属は、例えば、システムがシステムの現
在のユーザに対するデータを取得したが、例えば、システムエラーや特定のユーザの、他
のユーザによるなりすましを介して、この情報を他のユーザの履歴データと関連付けてし
まった場合などにおきる可能性がある。その結果、いくつかの実施形態では、ユーザが着
用可能な健康又は診断システムは、本明細書で開示する監視、診断、又は治療などのいず
れかを行う前にユーザの身元を判定又は認証するように構成されている。このような認証
は、ユーザによる単純なパスワード入力や他のセキュリティ情報などを含んでいてもよい
。
【０８３３】
　いくつかの他の実施形態では、ユーザによるセキュリティ情報の入力に加え、又はその
代わりに、生体データ認証を行うことができる。このような生体データには、例えば、指
紋スキャン、虹彩スキャン、又は瞳孔スキャンなどが含まれていてもよい。
【０８３４】
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　いくつかの実施形態では、カメラ（２４、図５）の一方又は両方のような内向きカメラ
を虹彩スキャナとして利用してユーザの一以上の眼の虹彩認証を行ってもよい。有利なこ
とに虹彩には、経時的に安定して、各個人に固有である固有の特徴セットを含む。その結
果、固有のパターンを定義することができる特徴セットを使って、多くの場合、指紋より
高い精度で個人を識別することができる。これらの特徴セットは、例えば、虹彩のキャプ
チャ画像の一部として内向きカメラで取り込み、健康又は診断システムは、画像を分析し
て、固有の虹彩の特徴セットと一致するユーザの虹彩の特徴セットがあるかどうかを分析
するようにしてもよい。ユーザ固有の虹彩の特徴セットがあるとわかったら、健康又は診
断システムは、その一致を知らせ、ユーザはまさに健康又は診断システムを着用している
と判定される。次に、システムは、そのユーザに関連付けられた監視、診断、又は治療の
実行へと進む。
【０８３５】
　いくつかの他の実施形態では、内向きカメラをユーザの一以上の眼に対する網膜スキャ
ナとして使用することができる。このような網膜スキャンは、ユーザの眼に光を導くよう
に構成された赤外光発光体（例えば、光源２６６８、図２４Ｃ）を含んでいてもよい。ユ
ーザの網膜の中の血管のパターンは固有であり、典型的には経時的に変化することはなく
、血管は、周囲の組織に比べて赤外光を反射する量が異なることは理解できよう。この差
分光反射によって形成された固有のパターンがカメラで検出されるようにしてもよい。検
出された網膜のパターンがユーザの保存された網膜のパターンと一致すれば、健康又は診
断システムは、一致を示す信号を提供し、ユーザは、まさに健康又は診断システムを着用
していると判定される。上記のように、システムは、そのユーザに関連付けられた監視、
診断、又は治療の実行へと進む。
【０８３６】
　いくつかの実施形態では、セキュリティレベルを上げるため、監視、診断、又は治療を
行う前に複数の認証プロトコルを実行してもよい。例えば、虹彩と網膜スキャンの両方を
実行してもよい。有利に、ユーザが着用可能な健康又は診断システムは、すでに、必要な
眼科用ハードウェア（例えば、光源及び眼のイメージャ）を含んでおり、望ましい眼ベー
スの認証を実行してもよい。
【０８３７】
　本明細書で開示するユーザが着用可能な健康又は診断システムは様々な他の利点をもた
らす。例えば、健康診断と治療の両方を行うように構成された単一のディスプレイデバイ
スの一体化により、治療を容易とするユーザとのフィードバックループを提供することが
できる。場合によっては、連続してユーザの健康及び／又は環境を監視することによって
、リアルタイムの警告を表示して、治療プロトコルを容易とし、行動の変化に基づいたプ
ロトコルが正常に実装される可能性を高めることができる。
【０８３８】
　本明細書で説明し、さらに／又は図に示したプロセス、方法、及びアルゴリズムのそれ
ぞれは、一以上の物理的演算システムによって実行されるコードモジュール、ハードウェ
アコンピュータ処理装置、アプリケーション固有の回路、及び／又は特定のそして特別の
コンピュータ命令を実行するように構成された電子ハードウェアによって具現化でき、全
体又は部分的に自動化することができるということは理解できよう。例えば、演算システ
ムは、特定のコンピュータ命令でプログラム化された汎用コンピュータ（例えば、サーバ
）又は特殊目的コンピュータ、特殊目的回路などを含んでいてもよい。コードモジュール
を、動的リンクライブラリにインストールした実行可能なプログラムにコンパイルすると
ともにリンクしてもよいし、あるいは、解釈プログラミング言語で書いてもよい。いくつ
かの実施形態では、任意の機能独自の回路で特別な操作と方法を行ってもよい。
【０８３９】
　さらに本開示の機能のいくつかの実施形態は、充分に数学的に、コンピューター的に、
又は技術的に複雑なため、例えば、これに関連する計算の量や複雑性のため、又は略リア
ルタイムで結果を提供するためにこの機能を実行するには、アプリケーション固有のハー
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ドウェア又は一以上の物理的演算装置（適切な特殊で実行可能な命令）が必要かもしれな
い。例えば、映像は、それぞれに数百万の画素を含む多くのフレームを含んでいてもよく
、特別にプログラム化されたコンピュータハードウェアは、ビデオデータを処理して、所
望の画像処理タスク又はアプリケーションを商業的に合理的な時間内に提供する必要があ
る。
【０８４０】
　コードモジュール又はあらゆるタイプのデータを、あらゆるタイプの非一時的コンピュ
ータ可読媒体、例えば、ハードドライブ、固体メモリ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、光学ディスク、揮発性又は非揮発性記憶装置、これ
らの組み合わせ、及び／又は同種のものを含む物理的コンピュータ記憶装置などに保存で
きる。いくつかの実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、ローカル処理及びデ
ータモジュール（７０）、リモート処理モジュール（７２）、及びリモートデータリポジ
トリ（７４）のうちの一以上の一部でもよい。方法及びモジュール（又はデータ）は生成
されたデータ信号として（例えば、搬送波又は他のアナログ又はデジタル伝播信号の一部
として）、無線ベース及び有線／ケーブルベースの媒体を含む様々なコンピュータ可読伝
送媒体で伝送でき、（例えば、単一又は多重アナログ信号として、又は多重離散デジタル
パケット又はフレームとして）様々な形態をとることができる。開示されたプロセス又は
プロセスステップの結果は、持続的に、あるいはあらゆるタイプの非一時的な有形コンピ
ュータ記憶装置に保存することができ、あるいはコンピュータ可読伝達媒体を介して通信
できる。
【０８４１】
　本明細書で説明する、及び／又は添付の図面に示したフローダイアグラムのあらゆるプ
ロセス、ブロック、状態、ステップ、又は機能は、潜在的にコードモジュール、セグメン
ト、又はプロセスの一以上の実行可能な命令を含む特別な機能（例えば、論理的又は算術
的）又は中のステップを含むコードの一部を表すと解釈すべきである。様々なプロセス、
ブロック、状態、ステップ、又は機能は、本明細書で示した例から、組合せ、再配置、追
加、削除、修正、あるいは変更が可能である。いくつかの実施形態では、追加の又は異な
る演算システム又はコードモジュールが、本明細書で説明する機能の一部又はすべてを実
行することができる。本明細書で説明した方法とプロセスは、特定の順番に限定されるこ
とはなく、ブロック、ステップ、又はそれに関連する状態は、適した、例えば、直列に、
並行して、又は、それ以外の方法で他の順番で行ってもよい。タスク又はイベントを、開
示した好ましい実施形態に追加や削除をしてもよい。さらに、本明細書で説明した実施形
態の様々なシステムコンポーネントが分離しているのは、例示の目的のためであり、その
ように分離することがすべての実施形態で必要であると考えるべきではない。ここで説明
したプログラムコンポーネント、方法、及びシステムは、概して単一のコンピュータ製品
に組み込んでもよく、又は複数のコンピュータ製品にパッケージ化してもよいことは理解
できよう。
【０８４２】
　前述の明細書において、本発明について特定の実施形態を参照しながら説明してきた。
しかしながら、本発明のより広い精神と範囲を逸脱することなく、様々な修正や変更を行
ってもよいことは明らかである。例えば、走査ファイバディスプレイ（ＦＳＤ）に加え、
本明細書で開示した実施形態において投影光や画像は他のタイプのディスプレイによって
提供されてもよいことは理解できよう。このタイプのディスプレイの他の例として、液晶
ディスプレイ、マイクロミラーベースのディスプレイ（例えば、ＤＬＰディスプレイ）、
及びＯＬＥＤディスプレイが挙げられる。
【０８４３】
　いくつかの実施形態では、眼に液体を点眼することに加え、又はその代わりとして、粉
体や粉体の薬のような固体材料を眼科用システムで眼に送達してもよい。
【０８４４】
　よって、明細書及び図面は、限定的な意味ではなく、例示的な意味に捉えるべきである
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。
【０８４５】
　実際、開示のシステムと方法はそれぞれいくつかの革新的局面を有しており、そのどれ
をとっても本明細書で開示された所望の属性に対して責任を負うものでもなく、要求され
るものでもないことは理解できよう。上記の様々な特徴とプロセスは、互いに独立してあ
るいは様々に組み合わせて使用することができる。すべての可能な結合及び副結合は本開
示の範囲内に含まれるものである。
【０８４６】
　この明細書の別の実施形態の内容で説明したある特性は、単一の実施形態と組み合わせ
て実施してもよい。逆に、単一の実施形態の内容で説明した様々な特性を、複数の実施形
態で別々に、又は任意の適した小結合として実施してもよい。さらに、上記の説明では、
特性についてある組み合わせにおいて起こると説明しており、そのように初めに主張して
いるが、主張している組み合わせの一以上の特性は、場合によってはその組み合わせから
削除してもよく、主張した組み合わせは小結合又は小結合の変形に向けてもよい。それぞ
れ及びすべての実施形態において、必要又は欠かせない単一の特徴又は特徴のグループは
ない。
【０８４７】
　読者が本明細書の構成をわかりやすくなるように、この出願全体を通して見出しをつけ
ている。これらの見出しは、その見出しに記された特定のトピックに概して関連する方法
、装置、及び構造体の例をグループにまとめてもよい。しかし、見出しの下に論じる様々
な特徴が特定のトピックに関するものであっても、その見出しは、その任意の見出しの下
に論じられている特徴が、見出しに並べられているそのトピック（単数又は複数）のみへ
の適用に限定されるものと解釈されるべきではないことは理解できよう。例えば、見出し
には「近視／遠視／乱視」と標してもよい。しかし、この見出しに含まれる主題は、見出
し「老眼」、「検影法」、「自動屈折器」、及び他の章の見出しの下の内容など、他の章
に含まれる主題にも同様に適用可能である。あるいは、他の章の主題が「近視／遠視／乱
視」の章にも適用可能である。
【０８４８】
　実際、様々な図（例えば、図５）に示すように、様々な健康状態分析及び／又は治療を
同じ健康システムに共存させてもよい。さらに、本明細書に開示するように、複数の健康
状態分析及び／又は治療を容易にするため、同じ特徴を適用してもよい。例えば、薬剤送
達に使用する構造体は、本明細書で開示するように様々な診断にも利用できる。結果とし
て、いくつかの実施形態による健康システムは、異なる見出しの下に開示されている特徴
の組合せも含め、本明細書で開示する構造的特徴の様々な組合せを含んでいてもよい。さ
らに、健康システムは、異なる見出しで開示されたものも含め、本明細書で開示する健康
状態分析と治療を様々な組合せで行うように構成してもよい。
【０８４９】
　本明細書で使用する、とりわけ、「できる」「してよい」「可能性がある」「例えば」
などの条件語句は、特に記載がない限り、又は使用している箇所の文脈内で理解できない
限り、概して、そのいくつかの実施形態では含まれる特徴、要素、及び／又はステップが
、他の実施形態では含まれないことを伝えようとするものであることは理解できよう。よ
って、このような条件語句は、概してその機能、要素及び／又はステップが一以上の実施
形態では必ず必要であるということを意味するものではなく、一以上の実施形態が、著者
が入力や指示をしたかどうかに関わらず、これらの特徴、要素、及び／又はステップが特
別な実施形態に含まれているかどうか又は行われるかどうかを決定する論理を含んでいる
と示唆することを意図しているものではない。「含む」「備える」「有する」などの用語
は、同義語であり、包括的に使用され、オープンエンド形式で、追加の要素、特徴、行為
、操作などを排除するものではない。また、「又は」は包括的な意味で使用されており（
排他的な意味ではなく）、これを、例えば、要素のリストをつなげる時に使用する場合に
は、そのリストの中の１つ、いくつか、又はすべての要素を意味する。さらに、本出願で
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使用する名詞は、特に記載がない限り、「一以上」又は「少なくとも１つ」を意味すると
解釈するものとする。同様に、操作が図面で特定の順に描写されているが、望ましい結果
を出すためには、これらの操作がここで示した特別な順番で又は順次実施されなければな
らないのでも、又は、これらの図示した操作がすべて実施されなければならないわけでも
ないと認識すべきものである。さらに、図面は一以上の例示のプロセスをフローチャート
の形態で概略で示す場合もある。しかし、図示されていない他の動作も、概略で示されて
いる例示の方法やプロセスに組み込んでもよい。例えば、一以上の追加の操作を例示の任
意の操作の前、後、同時、又は間に行うことができる。さらに、操作は他の実施形態では
再配置又は順序を付け直してもよい。状況によっては、マルチタスクと平行処理が有利な
場合もある。さらに、各種システム構成要素を上記の実施形態に分けているのは、全ての
実施形態でこのように分ける必要があるわけではなく、また、説明したプログラムの構成
要素とシステムは、一般的に一緒に単一のソフトウェア製品に一体化する、もしくは複数
のソフトウェア製品内にパッケージ化することができることは理解できよう。さらに、他
の実施形態は下記の特許請求の範囲に含まれる。場合によっては、請求の範囲に記載の動
作は、異なる順番で行っても所望の結果を得られる。
【０８５０】
　よって、請求の範囲は本明細書で示す実施形態に限定されるものではなく、この開示、
原理、及び本明細書で開示した新規な特徴に一致しながらも最も広い範囲が認められるべ
きものである。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】
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【図１７Ｃ】 【図１７Ｄ】
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【図１８】 【図１９】

【図２０Ａ】 【図２０Ｂ】
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【図２１Ｂ】 【図２２Ａ】
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【図２３Ａ】 【図２３Ａ－１】
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【図２４Ａ】 【図２４Ｂ】

【図２４Ｃ】 【図２４Ｄ－１】
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【図２４Ｅ】 【図２４Ｆ】

【図２５】 【図２６Ａ】
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【図２６Ｂ】 【図２６Ｃ】

【図２６Ｄ】 【図２６Ｅ】
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【図２６Ｆ】 【図２６Ｇ】

【図２７】 【図２８Ａ】
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【図２８Ｃ】 【図２９Ａ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月16日(2017.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザに装着するように構成されたフレームと、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼に画像を導くように構成された拡張現実
ディスプレイであって、導波路の積層体を有し、各導波路は、前記導波路を介して地上を
視認すること可能とし、且つ光を前記導波路から前記ユーザの眼の中に導くことにより画
像を形成するように構成される拡張現実ディスプレイと、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザの眼から反射した光を検出するように構成さ
れた光検出装置と、
　前記光検出装置が検出した光に基づいて、前記ユーザの健康状態分析を実行するように
構成された処理装置と
を備えたユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項２】
　前記導波路の積層体の各導波路は、前記導波路の積層体の中の他の一以上の導波路と比
べて発散の量が異なる光を出力するように構成されている請求項１に記載のユーザが着用
可能な健康診断システム。
【請求項３】
　前記拡張現実ディスプレイは、パターンの光を投影して前記ユーザの前記眼の中に画像
を形成するように構成されたファイバを備えるファイバ走査型ディスプレイであり、
　前記光検出装置は前記ファイバ走査型ディスプレイの前記ファイバを備え、
　前記ファイバは前記ユーザの眼を撮像する光を受けるように構成されている請求項１に
記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項４】
　前記ユーザに向かって光を発光するように構成された光源をさらに備え、
　前記光検出装置は、前記ユーザが反射した前記発光光のすべて又は一部を検出するよう
に構成されており、
　前記光源は、複数の波長の光を発光するように構成されており、
　前記システムは、撮像される前記ユーザの特徴に基づいて前記発光される波長を変更す
るように構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項５】
　前記処理装置は、前記光検出装置によって取り込んだ情報を使用して、眼の動き、眼の
動きのパターン、まばたきのパターン、眼の輻輳、疲労、眼の色の変化、眼の焦点深度、
眼の焦点距離の変化、のうち一以上を検出することによって、前記健康状態分析を実行す
るように構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項６】
　前記処理装置は前記光検出装置によって検出された後方散乱光の量または密度に基づい
て眼圧を検出するように構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断シ
ステム。
【請求項７】
　前記光検出装置は、
　前記眼底内の微小循環を撮像し、 
　前記撮像した微小循環に基づいて脳の健康状態と心臓の健康状態を分析するように構成
されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
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【請求項８】
　前記ユーザの周囲環境の一以上の状態を監視するように構成された一以上のセンサをさ
らに備え、
　前記システムは、前記一以上のセンサによって収集したデータを使用して前記健康状態
分析を実行するように構成され、
　前記一以上のセンサは、前記周囲環境を撮像するように構成されたカメラを備え、
　前記カメラと前記処理装置は前記ユーザが摂取する食料、薬品、栄養素、及び毒素を識
別し分析するように構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システ
ム。
【請求項９】
　前記一以上のセンサが位置センサを備え、
　前記処理装置は、前記ユーザの位置に基づいて環境情報を取得することによって前記健
康状態分析を実行するように構成され、
　前記環境情報は、花粉数、人口統計、大気汚染、環境有害物質、貧困、生活様式の統計
データ、あるいは、医療機関への近接度のうちの一以上を含む請求項８に記載のユーザが
着用可能な健康診断システム。
【請求項１０】
　前記システムは時間と共に健康データを追跡するように構成され、前記システムが同時
期の健康データを過去の健康データと比較するように構成されている請求項１に記載のユ
ーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１１】
　前記システムは、前記健康状態分析を実行する前に前記ユーザの身元を認証するように
構成され、前記システムは、前記光検出装置を使用して虹彩スキャンと網膜スキャンの内
の一方又は両方を行うことによって前記ユーザの前記身元を認証するように構成されてい
る請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１２】
　さらに、音波を前記ユーザに向けて放射するように構成された音放射装置と、
　前記フレームに取り付けられ、前記ユーザから反射した音波を検出するように構成され
た音検出装置と、
を備えており、
　前記処理装置は、前記音声検出装置が検出した情報に基づいて、前記ユーザの健康状態
分析を実行するように構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断シス
テム。
【請求項１３】
　前記音放射装置は前記ユーザの前記眼に超音波刺激を与えるように構成されている請求
項１２に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１４】
　前記処理装置は前記拡張現実ディスプレイに指示して健康療法プロトコルを前記ユーザ
に実行するように構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム
。
【請求項１５】
　さらに前記ユーザの眼の焦点深度を検出するように構成されたイメージセンサを含み、
前記システムは、健康に関する警告を前記焦点深度に対応する深度面上に表示するように
構成されている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１６】
　さらに前記ユーザの眼の焦点深度を検出するように構成されたイメージセンサを含み、
前記システムは、前記焦点深度に対応する深度面上に視覚的刺激を与えるように構成され
ている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
【請求項１７】
　前記システムは、前記ユーザの前記眼に向けて伝播する光の中の一又は複数の波長の光
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の量を投与する又は低減することにより前記ユーザの概日リズムを変更するように構成さ
れている請求項１に記載のユーザが着用可能な健康診断システム。
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