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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが平面内の可動要素で指し示すためのポインティング装置(１０)であって、
　少なくともその２つの直交軸（Ｙ，Ｚ）の回りの前記装置の角速度（ωＹ，ωＺ）を測
定するための少なくとも１つの第１のセンサ(２０)と、
　前記２つの軸（Ｙ，Ｚ）と１つの第３の直交軸（Ｘ）に関連して前記装置の線形加速度
（ａＸ，ａＹ，ａＺ）を測定するための少なくとも１つの第２のセンサ(３０)と、
　空間上の前記ポインティング装置の回転の関数として前記平面内の前記可動要素に与え
られる変位（ｙ，ｚ）を計算するためのモジュールであって、データ融合アルゴリズムを
実施することにより、前記ポインティング装置に与えられたねじれを補償するためのサブ
モジュール(５０)を含む、計算モジュール（４０）と
　を含み、
　前記データ融合アルゴリズムは、
　ｉ）少なくとも前記第１のセンサにより測定された角速度（ωＹ，ωＺ）と前記第２の
センサにより測定された線形加速度（ａＸ，ａＹ，ａＺ）とを入力として受け付けること
、
　ｉｉ）該受け付けた入力からポインティング装置に与えられたユーザの基準系の平面に
関するねじれを表す変数と可動要素の変位（ｙ，ｚ）を表すユーザの基準系におけるポイ
ンティング装置の角速度（ωＶ，ωＷ）とを含む状態ベクトルを評価すること
から構成されることを特徴とするポインティング装置。
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【請求項２】
　前記状態ベクトルは、ユーザの基準系における前記角速度（ωＶ，ωＷ）をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のポインティング装置。
【請求項３】
　前記第１のセンサは２軸ジャイロメータであることを特徴とする請求項１に記載のポイ
ンティング装置。
【請求項４】
　前記第１のセンサは３軸ジャイロメータであることを特徴とする請求項１に記載のポイ
ンティング装置。
【請求項５】
　前記角速度（ωＶ，ωＷ）は、前記ねじれを表す変数を用いて、前記第１のセンサが測
定した角速度から計算されることを特徴とする請求項４に記載のポインティング装置。
【請求項６】
　前記第２のセンサは出力（ａＸ、ａＹ、ａＺ）を生成する３軸加速度計であることを特
徴とする請求項１に記載のポインティング装置。
【請求項７】
　前記データ融合アルゴリズムがカルマンフィルタを実施することを特徴とする請求項１
に記載のポインティング装置。
【請求項８】
　前記カルマンフィルタは、下記条件：その状態ベクトル（ｘ）は前記ポインティング装
置の少なくとも１つのねじれ角（θ、ψ）を含む；その状態モデルは前記ねじれ角（θ、
ψ）の少なくとも１つの関数として少なくとも前記ポインティング装置の角速度（ω）の
表現を含む；その測定ベクトルは少なくとも前記第２のセンサの出力（ａＸ、ａＹ、ａＺ

）を含む；のうちの少なくとも１つを満たすことを特徴とする請求項７に記載のポインテ
ィング装置。
【請求項９】
　前記カルマンフィルタの前記状態ベクトルは事前選択された状態［θ０ψ０］に初期化
され、カルマンフィルタサンプリング工程ｋにおける状態ベクトル

【数１】

の事前推定は下記式：
【数２】

（式中、Ｔｅはフィルタサンプリング期間である）
を介し計算されることを特徴とする請求項８に記載のポインティング装置。
【請求項１０】
　前記カルマンフィルタのサンプリング工程ｋにおける測定結果
【数３】

の前記事前推定の値は下記式：
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【数４】

を介し計算されることを特徴とする請求項８に記載のポインティング装置。
【請求項１１】
　前記カルマンフィルタの利得Ｇは下記式：

【数５】

を介し計算されることを特徴とする請求項８に記載のポインティング装置。
【請求項１２】
　前記カルマンフィルタのサンプリング工程ｋにおいて事前推定される状態の補正は、下
記式：

【数６】

を介し計算されることを特徴とする請求項８に記載のポインティング装置。
【請求項１３】
　前記ユーザの基準系の前記角速度の成分ωｖとωｗは下記式：
【数７】

を介し計算されることを特徴とする請求項８に記載のポインティング装置。
【請求項１４】
　前記カルマンフィルタは下記条件：状態（ｘ０）の初期値に合致する信頼度の行列Ｐ０

は１０－２程度の選択値を含む；その状態モデルに合致した信頼度の行列Ｑはその最大が
前記第１のセンサの測定結果の雑音の標準偏差よりわずかに大きい選択値を含む；前記カ
ルマンフィルタの測定モデルに合致した前記信頼度の行列Ｒはその最大が前記第２のセン
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サの測定結果の雑音の標準偏差よりわずかに大きい選択値を含む；のうちの少なくとも１
つを満足することを特徴とする請求項８に記載のポインティング装置。
【請求項１５】
　前記カルマンフィルタは下記条件：その状態ベクトル（ｘ）は［ｃｏｓα／２、ｓｉｎ
α／２ｕ１、ｓｉｎα／２ｕ２、α／２ｕ３］形式の四元数である；その状態モデルは下
記形式である；
【数８】

その測定ベクトルは少なくとも前記第２のセンサ（ａＸ、ａＹ、ａＺ）の出力を含む；の
うちの少なくとも１つを満たすことを特徴とする請求項７に記載のポインティング装置。
【請求項１６】
　前記ユーザの基準系における前記角速度の成分ωｖとωｗは下記式：

【数９】

を介し計算されることを特徴とする請求項１５に記載のポインティング装置。
【請求項１７】
　前記カルマンフィルタは、下記条件：その状態ベクトル（ｘ）は［ａ，ｂ，ｃ，ｄ］＝
［ｓｉｎθ，ｃｏｓθ，ｓｉｎψ，ｃｏｓψ］の形式である；その状態モデルは下記形式
である；

【数１０】

その測定モデルは下記形式である；
【数１１】

のうちの少なくとも１つを満たすことを特徴とする請求項７に記載のポインティング装置
。
【請求項１８】
　前記ユーザの基準系における前記角速度の成分ωｖとωｗは下記式：
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【数１２】

により計算されることを特徴とする請求項１７に記載のポインティング装置。
【請求項１９】
　前記カルマンフィルタの前記状態ベクトルは［θ，ψ，ωｕ，ωｖ，ωｗ］の形式であ
り、その測定ベクトルは［ａｘ，ａＹ，ａｚ，ωＸ，ωＹ，ωＺ］の形式であることを特
徴とする請求項７に記載のポインティング装置。
【請求項２０】
　前記カルマンフィルタの状態モデルは下記形式：
【数１３】

であり、式中、τは前記角速度の発展モデルの時定数であること、および、測定モデルは
以下の形式：
【数１４】

【数１５】

または、
の１つであることを特徴とする請求項１９に記載のポインティング装置。
【請求項２１】
　前記データ融合アルゴリズムは最適解決手順を実施することを特徴とする請求項１に記
載のポインティング装置。
【請求項２２】
　前記最適解決手順は基準として次の関数を有する最適化であり、
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【数１６】

本関数は以下の群
【数１７】

から選択される一対のベクトル（ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｓｅｎｓｏｒｓ、ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔｓｅｓｔｉｍａｔｅｄ）を有することを特徴とする請求項２１に記載のポイ
ンティング装置。
【請求項２３】
　三次元空間を自由に移動可能な物体であって、該物体の少なくとも２つの直交軸（Ｙ，
Ｚ）の回りの角速度（ωＹ，ωＺ）を測定するための少なくとも１つの第１のセンサと、
前記２つの軸（Ｙ，Ｚ）と１つの第３の直交軸（Ｘ）に関連して線形加速度（ａＸ，ａＹ

，ａＺ）を測定するための少なくとも１つの第２のセンサとを備えた物体の変位を制御す
る方法であって、
　ｉ）少なくとも前記第１のセンサにより測定された角速度（ωＹ，ωＺ）と前記第２の
センサにより測定された線形加速度（ａＸ，ａＹ，ａＺ）とを入力として受け付けるステ
ップと、
　ｉｉ）該受け付けた入力から前記物体に与えられたユーザの基準系の平面に関するねじ
れを表す変数と平面における前記物体の変位（ｙ，ｚ）を表すユーザの基準系における前
記物体の角速度（ωＹ，ωＺ）とを含む状態ベクトルを評価するステップと
　から構成されるデータ融合アルゴリズムを実行することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動センサが取り付けられた物体の利用に関し、この物体を携行するユーザ
の運動を平面内の点の運動に変換するために使用される。この物体は用語「ポインタ」に
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より総称的に示される。ユーザは通常、自分の手の中にポインタを保持するが、アプリケ
ーションに依存して他の携行様式（携行者（ｃａｒｒｉｅｒ）の頭または手足の１つに固
定すること等）が容易に考えられる。ポインタは、特には、以下の多様な機能を有する。
－ポインタがメニューから選択されるプログラムまたは機能であるオーディオ機器（テレ
ビ、ディスク読み取り／記録器、ハイファイシステム）のリモコン、
－ポインタが家電製品を指定しそれに機能を実行させる家電製品のリモコン、
－ポインタがコンピュータにより実行されるアプリケーションの機能としてプログラムさ
れたコンピュータリモコン、
－ゲームに依存してポインタがユーザにより操作される物体（ゴルフクラブ、テニスラケ
ット、ボウリングボール、拳銃、ヒップガン（ｈｉｐ　ｇｕｎ）、またはライフル等）で
あってよいコンピュータゲームインターフェース、
－運動能力低下者用のマンマシンインターフェースまたはリモコンの補助装置（例えば、
運動欠陥を有する人、すなわち画面にポインタを向けるために従来の携帯型マウスを使用
できない人を支援するためのポインタの頭への固定具、眼鏡、イヤホーン、あるいは頭の
運動に結び付けられた他の任意の部品）。一般的には、ポインタは命令の選択を可能にす
るボタンを装備している。このボタンは、機能（またはサービス）を実行するようにある
いは指し示すジェスチャ中に異なるポインタ状態を関連付けるようにプログラムされてよ
い（「押されたボタンに伴う軌跡」対「離されたボタンに伴う軌跡」。例えば、画面上の
点の状態だけではなく、それ自体が行為等に関連付けられ得るカーソルの軌跡も情報とし
てとることができる）。空間上のポインタの運動は回転と平行移動を含む。これらの運動
は様々なタイプのセンサにより測定されてよく、例えば、
－イメージセンサは、連続画像の比較と幾何学的変換により同一時間に回転と平行移動を
測定することができる。
－磁力計、加速度計、または単軸ジャイロメータは、単軸の回りの回転を測定することが
できる。
－磁力計、加速度計、および／またはジャイロメータの組み合わせは、平行移動およびい
くつかの軸の回りの回転を測定することができる。
－上述のタイプのセンサの組み合わせは、測定精度と、信頼区間の判別を可能にする冗長
度とを改善することができる。
－上記組み合わせは、１つまたは複数のカメラといくつかの磁力センサ、加速度センサお
よび／またはジャイロセンサを含むことができる。
加速度に反応しない別の回転センサは輝度センサであってもよい。センサが光電管である
場合、この光電管により受光される光量はその受光面積とその法線に対する光線の傾斜角
の余弦とに比例することが知られている。光源は、太陽、あるいは動作経験全体にわたっ
てその放射光線が互いに平行と考えられる十分離れて位置する他の（電球形）擬似点光源
であってよい。変わりやすい周囲輝度の問題を回避するために、「ハエの眼」多面型セン
サ（受光角方向は、最も高い光束を測定する面である）を利用できると有利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　これら運動感知ポインタのアプリケーションが解決しなければならない一般的な問題は
、ユーザがポインタを保持するやり方、特に空間上のポインタの配向を考慮することであ
る。実際、ポインタが水平に保持される代わりに例えば４５°で保持される場合、ポイン
タの水平または垂直方向運動は、ポインタが対角運動により指し示す画面上に伝達される
ことになる。この現象は「傾き（ｔｉｌｔ）」または「ねじれ（ｔｏｒｓｉｏｎ）」とい
う名で知られている。したがって、「傾き」または「ねじれ」は、ポインタが利用可能と
なるように補正されなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　この問題を解決するための第１の手順は、ユーザがポインタにねじれ運動を与えたとき
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にセンサが画面の基準系のほぼ固定された位置のままであるように、機械的手段を設ける
ことである。したがって、その基部が、ポインタに与えられるねじれ運動にもかかわらず
ほぼ固定されたままであるのに十分な慣性を有する振り子のやり方でポインタ内で移動で
きる１つまたは複数のセンサを設けることが可能である。このような装置は米国特許第５
，４５３，７５８号明細書に開示されている。船または航空機上のコンパスの場合のよう
に、回転軸によりポインタに結び付けられた一対の球からなる安定化装置内にセンサを密
閉することも可能である。このような装置は米国特許第５，４４０，３２６号明細書に開
示されている。ポインタのねじれを補償するためのこれら機械装置の第１の欠点は、これ
ら機械装置がねじれ角および変位速度の制限範囲に限定されるということである。第２の
欠点は、これらの装置がかさばるということである。第３の欠点は、これらの装置の機械
的慣性と誘起される水平方向の位置合わせの遅れとにあり、したがってこれらの装置は実
時間のポインティングアプリケーションから除外される。
【０００４】
　ポインタのこのねじれを補償するための第２の手順は、ポインタ上に埋め込まれたセン
サ（特に加速度計）のいくつかの測定結果を使用することによりねじれ角を計算し、その
後この測定結果にその係数が１つまたは複数のねじれ角に依存する１つまたは複数の回転
行列を適用することにより他のセンサの測定結果をポインタの基準系から画面の基準系へ
と変換することである。このような手順は特には、主センサがジャイロメータであり、ね
じれ角を計算するためのセンサが加速度計である米国特許第５，９０２，９６８号明細書
、主センサが加速度計に結合されたカメラであり、そのカメラの組み合わせにより傾き補
正を可能にする米国特許出願公開第２００４／００７５６５０号明細書、主センサがＧＰ
Ｓ受信機であり、傾き補正センサが一組の加速度計である米国特許出願公開第２００２／
０１４０７４５号明細書、および主センサが１つまたは複数のジャイロメータからなり、
傾き補正センサが１つまたは複数の加速度計からなる米国特許第７，１５８，１１８号明
細書に開示されている。この手順は、ねじれ角がいくつかのセンサだけの測定結果により
計算される限り雑音のある結果を与えるという欠点がある。
【０００５】
　本発明は、ポインタに与えられる配向を広い動作範囲で補償することができる小型装置
を提供することにより、従来技術により解決されなかった問題を解決する。したがって、
本発明は、データ融合に基づき様々な解決手順を実施することができる。このような手順
の第１の群は観測器を使用し、第２の群は最適化基準を用いる。
【０００６】
　この目的のため、本発明は、ユーザが平面内の可動要素で指し示すためのポインティン
グ装置を開示する。本ポインティング装置は、少なくともその２つの直交軸（Ｙ，Ｚ）の
回りの装置の角速度（ωｙ，ωｚ）を測定するための少なくとも１つの第１のセンサと、
２つの軸（Ｙ，Ｚ）と１つの第３の直交軸（Ｘ）に関連して装置の線形変位を測定するた
めの少なくとも１つの第２のセンサと、空間上のポインタの変位（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の関数と
して平面内の可動要素に与えられる変位（ｙ，ｚ）を計算するためのモジュールであって
、第１と第２のセンサの出力に適用されるデータ融合アルゴリズムを実施することにより
、ポインティング装置に与えられたねじれを補償するためのサブモジュールを含む計算モ
ジュールと、を含む。ここで、データ融合アルゴリズムは下記条件：その状態ベクトルは
オイラー角と四元数（ｑｕａｔｅｒｎｉｏｎｓ）からなる群から選択されるねじれの少な
くとも１つの表現を含む；その状態モデルは上記表現の少なくとも１つの一次微分方程式
を含む；その測定ベクトルは、少なくとも軸Ｘ，Ｙ，Ｚに関する第２のセンサの測定結果
を含む；のうちの少なくとも１つを満たす少なくとも１つの非線形演算子を含む。
【０００７】
　有利には、第１のセンサは２軸ジャイロメータである。
【０００８】
　有利には、第１のセンサは３軸ジャイロメータである。
【０００９】
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　有利には、第２のセンサは出力ａｘ、ａｙ、ａｚを生成する３軸加速度計である。
【００１０】
　有利には、データマージアルゴリズムは拡張カルマンフィルタである。
【００１１】
　有利には、カルマンフィルタは、下記条件：その状態ベクトル（ｘ）はポインティング
装置の少なくとも１つのねじれ角（θ、ψ）を含む；その状態モデルはねじれ角（θ、ψ
）の少なくとも１つの関数として少なくともポインティング装置の角速度（ω）の表現を
含む；その測定ベクトルは少なくとも第２のセンサの出力（ａｘ，ａｙ，ａｚ）を含む；
のうちの少なくとも１つを満たす。
【００１２】
　有利には、カルマンフィルタの状態ベクトルは事前選択された状態［θ０ψ０］に初期
化され、カルマンフィルタサンプリング工程ｋにおける状態ベクトル
【数１】

の事前推定は下記式を介し計算される。
【数２】

ここでＴｅはフィルタサンプリング期間である。
【００１３】
　有利には、カルマンフィルタサンプリング工程ｋにおける測定結果
【数３】

の事前推定は下記式を介し計算される。
【数４】

【００１４】
　有利には、カルマンフィルタの利得Ｇは以下の式を介し計算される。
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【数５】

【００１５】
　有利には、カルマンフィルタサンプリング工程ｋにおいて事前推定される状態の補正は
下記式を介し計算される。
【数６】

【００１６】
　有利には、ユーザの基準系における角速度の成分ωｖとωｗは下記式を介し計算される
。

【数７】

【００１７】
　有利には、カルマンフィルタは、下記条件：状態（ｘ０）の初期値に合致する信頼度の
行列Ｐ０は１０－２程度の選択値を含む；その状態モデルに合致した信頼度の行列Ｑはそ
の最大が第１のセンサの測定結果の雑音の標準偏差よりわずかに大きい選択値を含む；カ
ルマンフィルタの測定モデルに合致した信頼度の行列Ｒはその最大が第２のセンサの測定
結果の雑音の標準偏差よりわずかに大きい選択値を含む；のうちの少なくとも１つを満た
す。
【００１８】
　有利には、カルマンフィルタは、下記条件：その状態ベクトル（ｘ）は［ｃｏｓα／２
，ｓｉｎα／２ｕ１，ｓｉｎα／２ｕ２，α／２ｕ３］形式の四元数である；その状態モ
デルは下記形式である；
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【数８】

その測定ベクトルは、少なくとも第２のセンサの出力（ａｘ，ａｙ，ａｚ）を含む；のう
ちの少なくとも１つを満たす。
【００１９】
　有利には、ユーザの基準系の角速度の成分ωｖとωｗは下記式を介し計算される。
【数９】

【００２０】
　有利には、カルマンフィルタは下記条件：その状態ベクトル（ｘ）は［ａ，ｂ，ｃ，ｄ
］＝［ｓｉｎθ，ｃｏｓθ，ｓｉｎψ，ｃｏｓψ］形式である；その状態モデルは下記形
式である；

【数１０】

その測定モデルは下記形式である；
【数１１】

のうちの少なくとも１つを満たす。
【００２１】
　有利には、ユーザの基準系の角速度の成分ωｖとωｗは下記式を介し計算される。
【数１２】

【００２２】
　有利には、カルマンフィルタ（ｘ）の状態ベクトルは［θ，ψ，ωｕ，ωｖ，ωｗ］形
式であり、その測定ベクトルは［ａｘ，ａｙ，ａｚ，ωＸ，ωＹ，ωＺ］形式である。
【００２３】
　有利には、カルマンフィルタの状態モデルは下記形式である。
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【数１３】

ここで、τは角速度の発展モデル（ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ）の時定数であり、
測定モデルは以下の形式の１つである。

【数１４】

または
【数１５】

【００２４】
　有利には、最適解決手順は基準として次の関数を有する最適化である。
【数１６】

ここで、一対のベクトル（ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｓｅｎｓｏｒｓ、ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔｓｅｓｔｉｍａｔｅｄ）は下記群から選択される。
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【数１７】

【００２５】
　本発明はまた、空間上の物体であって、少なくとも２つの軸に関する物体の変位の角速
度と少なくとも２つの角度に関するそのねじれとの情報表現を提供する少なくとも１つの
センサを装備する物体の運動および／または配向を特徴づけるパラメータを推定する方法
を提供する。本方法では、観測器と最適解決手順との群から選択されるデータ融合アルゴ
リズムは、下記条件：その状態ベクトルはオイラー角と四元数からなる群から選択される
ねじれの少なくとも１つの表現を含む；その状態モデルは上記表現の少なくとも１つの一
次微分方程式を含む；その測定ベクトルは上記ねじれの少なくとも１つの情報表現を含む
；のうちの少なくとも１つを満たす。
【００２６】
　有利には、データ融合アルゴリズムは拡張カルマンフィルタを実施する。
【００２７】
　有利には、カルマンフィルタは下記条件：その状態ベクトル（ｘ）は物体のねじれ（θ
、ψ）の少なくとも１つの角度を含む；その状態モデルは物体のねじれ角（θ、ψ）の少
なくとも１つの関数として少なくとも物体の角速度（ω）の表現を含む；その測定ベクト
ルは少なくとも物体の線形加速度（ａｘ，ａｙ，ａｚ）を含む；のうちの少なくとも１つ
を満たす。
【００２８】
　有利には、カルマンフィルタ（ｘ）の状態ベクトルは［θ，ψ，ωｕ，ωｖ，ωｗ］形
式であり、その測定ベクトルは［ａｘ，ａｙ，ａｚ，ωＸ，ωＹ，ωＺ］形式である。
【００２９】
　有利には、非線形演算子は最適解決手順を実施する。
【００３０】
　本発明の別の利点は、ロール角とピッチ角を補償できるようにすることである（たいて
いの従来技術文書の場合のように前者だけでなく）。さらに、本発明は、その構成を特に
アプリケーションの目標コストと規定された性能の関数として選択することができるいく
つかのタイプのセンサと互換性がある。また、付加的な利点は、傾き補償アルゴリズムの
パラメータを目的コストと規定された性能の関数として調整することができるということ
である。
【００３１】
　いくつかの例示的な実施形態の以下の説明とその添付図面から本発明はさらに良く理解
され、その様々な特性と利点が浮かび上がる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施形態によるポインタのハードウェアアーキテクチャを単純化された
やり方で表す。
【図２】本発明の一実施形態における、画面上のポインタとカーソルの運動が計算される
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様々な基準系の定義を示す。
【図３】図２の様々な基準系を切り替えるための関係を示す。
【図４】本発明の説明に用いられる座標およびロール角とピッチ角について説明する。
【図５】３軸ジャイロメータを含む一実施形態におけるポインティング装置を表す。
【図６】本発明のいくつかの実施形態における処理タスクのフローチャートである。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施形態によるポインタのハードウェアアーキテクチャを簡略的に
表す。
【００３４】
　ポインティング装置１０すなわちポインタは、ＴＶリモコンの形式および形状（すなわ
ち、細長くかつユーザの手に保持され得る形式）を有すると有利である。あるいは、ポイ
ンティング装置１０は特にゲームアプリケーションではユーザの手足の１つに固定されて
もよい。ポインタは、平面（例えば、画面または書き込み面）内で動くことができる可動
要素に関連付けられる。この可動要素の運動はポインタの運動により制御される。ポイン
タは、リモコンによりアクセスが可能となる機能を制御するためにその面のいくつかにボ
タンを備えると有利である。ポインタは電源６０と制御対象用の送信チャネル７０とを含
む。高周波送信は、ブルートゥース波形およびプロトコル、あるいはＷｉ－Ｆｉ波形およ
びプロトコル（標準規格８０２．１１ｇ）により実行されてよい。送信は、赤外線または
高周波により実行されてよい。送信信号は、一方ではポインタの本体上に存在するボタン
のうちの１つの押し下げ（機能の実行をトリガする）に対応し、他方では制御対象の制御
画面上のカーソルの運動を制御するようにポインタの運動を感知することに対応する命令
である。これらの制御信号は、ユーザによりポインタに与えられるねじれを補償するため
のサブモジュール５０を含む計算モジュール４０により生成される。この計算モジュール
は、マイクロプロセッサ（例えば、計算時間という点で最も厳しいアプリケーションに対
してはＤＳＰ　Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＴＭＳ３２０ＶＣ５５０９）、あ
るいはＡＲＭコア（例えば、ＳＴＲ９ファミリー（特には、ＳＴＭのＳＴＲ９Ｆ１２ＦＡ
Ｗ３２）の１つ）を有する３２ビットマイクロコントローラを含む。計算モジュールはま
た、実行すべきコードと必要とする永久データとを格納するのに必要なフラッシュメモリ
と、ダイナミックワークメモリとを含むことが好ましい。計算モジュールは入力として２
つのタイプのセンサからの出力を受信する。一方、角速度センサ２０は、２軸または３軸
に関するポインタの回転を測定する機能を有する。これらのセンサは好ましくはジャイロ
メータである。これらは２軸ジャイロメータまたは３軸ジャイロメータであってよい。こ
れらの２つの実施形態のそれぞれの長所については、図５に関する解説に関連して本明細
書のさらに先で検討される。例えば、Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓにより提供されるジ
ャイロメータ（参考としてＡＤＸＲＳ３００）を使用することができる。しかしながら、
角速度を測定することができる任意のセンサも使用可能である。具体的には、その画像処
理が平行移動と回転の組み合わせである変位を推定するように連続画像を比較するカメラ
が考えられる。しかしながら、この場合、ジャイロメータに必要とされるものよりかなり
大きな計算能力を有する必要がある。また、地磁界に対するその変位の測定がこの磁場の
基準系に対する回転を測定できるようにする磁力計を使用することもできる。例えば、参
考としてＨｏｎｅｙｗｅｌｌ社のＨＭＣ１００１またはＨＭＣ１０５２あるいはＮＸＰ社
のＫＭＺ４１を有する磁力計を使用することができる。いずれのセンサが使用されても、
それらの測定結果はポインタの基準系において読み取られる。この基準系がユーザの基準
系およびポインタの基準系と（位置変換範囲内で）同一でない場合、測定は、可動要素の
不整合変位を生じさせる偏位に悩まされる。このため、計算モジュール４０内には、その
機能がポインタを保持するユーザの手足の変位の関数（この関数は、ユーザによりポイン
タに与えられるねじれの影響に対し補正される）として平面内の可動要素の変位を計算す
ることである補償サブモジュール５０が設けられる。補償サブモジュールは、入力として
、ポインタの線形加速度ａｘ、ａｙ、ａｚを測定する第２のセンサ３０からの出力を受信
する。好ましくは、センサ３０は３軸加速度計である。センサ２０と３０は両方とも、随
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意的に１つの同じ回路内にＭＥＭＳ（微小電気機械システム：Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）技術により作製される（例えば、参考加速度
計としてＡｎａｌｏｇ　ＤｅｖｉｃｅｓのＡＤＸＬ１０３、ＴｈｏｍｓｏｎのＬＩＳ３０
２ＤＬ、参考ジャイロメータとしてＭｅｌｉｘｉｓのＭＬＸ９０６０９、Ａｎａｌｏｇ　
ＤｅｖｉｃｅｓのＡＤＸＲＳ３００）と有利である。妥当ならば、ＭＥＭＳモジュールは
、特定の実施形態（図５により示すものなど）が異なる位置決めを正当化する場合を除き
、ポインティング装置の重心の近くに位置することになる。しかしながら、画像処理装置
が追加されたカメラはまた、２つのセンサ２０と３０を置き換えることができ、ポインタ
の変位の角速度と線形加速度は連続画像の相関から推定可能であることに留意されたい。
【００３５】
　図２には、ねじれを回避できるようにする基準系の変換を示す。
【００３６】
　我々は、用語「画面基準系」により、画面に結び付けられた直交基準系（ｘｙｚ）（こ
こで、ｚ軸は下方向向き）を定義する。可動要素の変位は軸ｙとｚに沿ったこの基準系内
で定義される。第２の基準系は装置の基準系（ＸＹＺ）に対応し、Ｘはポインティングの
主方向であり、Ｙは装置の右方向に向い、Ｚは装置の下方向に向かう。携行者基準系と名
付けられた最後の基準系（ｕｖｗ）はポインティング動作を生じる体の一部に関連付けら
れる。この基準系は、基準系（ＸＹＺ）を水平面に対応させて戻すことにより定義される
。したがって、携行者の基準系から装置の基準系への切り換えは、２つの連続的な回転（
ピッチθ、ロールψ）を介し実行される。また、携行者は必ずしも画面に対向していない
ので、この基準系から画面基準系（ｘｙｚ）への切り換えは回転（ヨーφ）を介し実行さ
れる。
【００３７】
　図３には、図２の様々な基準系間の切り替えの関係を示す。我々はここでは、可動要素
の水平変位として携行者の水平運動（回転を有する）と、可動要素の垂直変位として携行
者の垂直運動（回転を有する）を伝達しようとする。直観的に、我々は、ユーザが画面に
対向していなく（非零ヨー角）ても運動は常に水平および垂直的やり方で行われるのでそ
の結果は修正されないということがわかる。結局、回転は画面基準系ではなく携行者の基
準系において測定されなければならない。したがって、画面基準系から携行者の基準系へ
回転を伝達するヨー角は問題を生じない。
【００３８】
　したがって、可動要素の水平変位はωｗにより測定される軸ｗ回りの回転により定義さ
れ、垂直変位はωｖにより測定される軸ｖ回りの回転により定義される。
【００３９】
　我々は、装置の標準位置を、基準系（ｕｖｗ）と（ＸＹＺ）が整合する（すなわち、ピ
ッチとロール角が零である）位置であると定義する。このとき、装置は、ヨー角により画
面基準系に対して回転された水平面内に位置する。
【００４０】
　装置がこの位置にあるとき、２軸ジャイロメータにより測定される角速度（ωＹとωＺ

）はそれぞれωｖとωｗに等しい。これら２つの値は、ヨー角が何であれ、水平変位（ω

ｗにより表される軸ｗ回りの回転）と垂直変位（ωｖにより表される軸ｖ回りの回転）と
、したがって画面上の可動要素の変位（ｄＹとｄＺ）とに関する直接情報を与える。
【００４１】
　他方で、装置がもはや標準位置になく（ロールおよび／またはピッチ角が非零位置にあ
り、したがって基準系（ｕｖｗ）と（ＸＹＺ）が整合しない）、携行者が垂直および水平
変位（軸ｖとｗ回りの回転）を行う場合、測定結果ωＹとωＺはωｖとωｗとは異なる。
したがって、それらを画面上の可動要素の変位に直接関連付けることはできない。このと
き、ジャイロメータ測定結果ωＹとωＺを携行者の基準系（ｕｖｗ）に対応させ、変位ｄ

ｙとｄｚをそこから推定するためには、携行者の基準系（水平面）に対する装置の基準系
の配向（したがってピッチおよびロール角）を知る必要がある。
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【００４２】
　本発明の装置により、ピッチおよびロール角を考慮しつつ（適切であれば）角速度ωｖ

とωｗを決定することができる。
【００４３】
　図４は本発明の説明に使用される座標とロールおよびピッチ角について説明する。基準
系（ｕｖｗ）から基準系（ＸＹＺ）へ切り替えるための回転を表現する回転行列Ｒは式１
で表現される。
【数１８】

【００４４】
　加速度センサとジャイロセンサは、ポインティング装置の基準系（ＸＹＺ）において（
ａｘ，ａｙ，ａｚ）と（ωＹ，ωＺ）で表される測定結果をそれぞれ戻す。したがって、
解決すべき問題は基準系（ｕｖｗ）においてこれらの測定結果を表現することである。

【数１９】

【００４５】
　基準系のこの変更を行うための従来技術で提案された解決策（特には、ＭＥＭＳマイク
ロ加速度計およびマイクロジャイロメータを採用する米国特許第７１５８１１８号明細書
により開示されたもの）は、以下の２つの要点により特徴づけられる。
－画面上の可動要素の変位への影響を除去するために携行者に対する装置のロール角を補
償する。これは一般的には加速度測定により行われる。他方では、ピッチ角はロール角と
同様に外乱を引き起こすが、これは補償されない。
－基準系を変更するための式の解析解。この場合、センサ測定結果は前処理なしに使用さ
れ、ロール角は加速度測定結果だけに基づいて決定される。したがって、画面上のカーソ
ルの変位は、振動外乱が存在する場合（環境震動、低振幅の手の震えは測定雑音の増加、
故障センサと等価である）あるいは突然の動作がなされた場合に、損なわれることがある
。実際、これらの現象は加速度計により直接測定されるがそれにもかかわらず解析式によ
り補正されなく、したがって結果の品位は低下する。したがってこの実施形態は余り頑強
ではない。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　本発明の好ましい実施形態では、ロール角とピッチ角の推定は同時であり、データ融合
手順により行われ、これにより携行者に対する装置の配向に関する画面上での可動要素の
変位の頑強性を改善することができる。２種類の解決手順、すなわち観測器を呼び出す手
順と最適化基準を使用する手順とが使用可能である。第１の群では、好ましい実施形態は
拡張カルマンフィルタ（ＥＫＦ）を呼び出す。フィルタの利得により修正する測定ベクト
ルに基づき計算される技術革新であるカルマンフィルタでは、状態モデルにより事前推定
される状態ベクトルがサンプリング周波数で挿入される。カルマンフィルタの拡張バージ
ョンは、非線形の状態および測定モデルを使用できるようにする。この手順については、
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本明細書のさらに先で詳細に説明する。このフィルタ技術を採用することにより、ロール
角とピッチ角を推定するように加速度測定結果とジャイロ測定結果をマージすることが可
能になった。このようにして、測定結果に存在する誤差（測定雑音、外乱等）は互いに補
正される。センサ測定結果を平滑化する操作がこのように行なわれ、これにより最適であ
りしたがって振動外乱に対して頑強な解に至る。これは、いかなる震動もない画面上での
可動要素の変位を生成することによる本装置を採用することの明確な利点を表す。例示的
な最適化手順は、本明細書のさらに先で示される。
【００４７】
　図５は３軸ジャイロメータを含む実施形態のポインティング装置を表す。上に示したよ
うに、角速度センサは２軸または３軸を有することができる。第１の場合、角速度センサ
は２つの単一軸センサまたは２軸センサを必要とする。本発明によれば、ピッチ角（３０
°未満）の小さな値のポインタの運動に基づき平面内の可動要素の変位を計算することが
できる。この条件は、恐らく、運動の振幅が特に著しいゲームを除くたいていのポインタ
アプリケーションにおいて満足される。２つの測定軸を有するジャイロメータの選択は、
３軸ジャイロメータに基づく解より実施するのが簡単でかつそれほど高価でない解である
。この第２の解では、ポインティング装置は例えば、３軸加速度計ＭＥＭＳセンサ２０と
、３つの単一軸あるいは１つの単一軸と１つの２軸からなる３軸ジャイロメータＭＥＭＳ
センサ３０とを含む。第３番目のジャイロメータ軸は、ピッチ角の値に関する制約を回避
できるようにする。ピッチ角とロール角の補償は完全であり、このとき画面上のカーソル
の変位は携行者上の装置の配向と無関係になる。例示的アプリケーションを図５に示す。
センサは、その配向が携行者により保持される底面部とは異なる装置の最上部に位置する
。センサ軸は基準系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）により定義される。装置の携行者が軸ｗ回りの回転を
行なうと、装置の傾斜部に置かれたジャイロメータは、ピッチ角θに依存して、軸ＸとＺ
の回りの回転を検知する。このとき軸ＸとＺの回りの角速度の測定の知識を加味した角度
θの決定により、軸ｗ回りの角速度を推定することができる。３軸ジャイロメータ測定の
利点はまた、その形状が基準配向を定義できない装置（例えば、その基準系が配向を決定
できない球状の装置）に関し強調することができる。
【００４８】
　図６は本発明の一実施形態における処理タスクのフローチャートである。実行される処
理タスクは、第１の場合ではポインティング装置の軸Ｘ回りの角速度が零に等しくなるよ
うにとられしたがってモデルと計算から削除されるということだけにより、上に示された
２つの実施形態（２軸または３軸ジャイロメータ）では区別される。示された実施形態で
はねじれ補償演算は、２つの工程、すなわちＥＫＦによるピッチ角θとロール角ψを推定
する工程１と、ユーザの基準系に対する可動要素の変位に関係する角速度成分ωｖ、ωｗ

を計算する工程２と、で実行される。
【００４９】
　ＥＫＦはカルマンフィルタの非線形バージョンである。例えば、ＫＡＬＭＡＮ　Ｒ．Ｅ
．Ａ　ｎｅｗ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ｌｉｎｅａｒ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　
ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｂｌｅｍｓ．Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　
ＡＳＭＥ－Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，８２，ｐ．３
５－４５，１９６０；ＷＥＬＣＨ　Ｇ．，ＢＩＳＨＯＰ　Ｇ．，Ａｎ　ｉｎｔｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｋａｌｍａｎ　Ｆｉｌｔｅｒ．ＳＩＧＧＲＡＰＨ　２００１を
参照。問題は、推定誤差共分散を最小化することにより、統計的やり方でこのフィルタフ
ァミリーにより解決される。結局、その初期形態で使用されるカルマンフィルタは最適解
決手順である。問題が非線形なやり方（ＥＫＦ）で定義された場合、状態変数の誤差の共
分散の伝搬は状態変数の現在値で定義されるヤコビアン行列により計算される。したがっ
て、線形化が各計算工程で必要であり、これは数値的不安定性の源、したがって解の発散
の源となることがある。それにもかかわらず、ＥＫＦは、その頑強性と得られる結果の品
質を前提として、物理的方法では最も広く採用されるフィルタである。このフィルタの実
施は、Ｂａｒｒａｕｄ（ＢＡＲＲＡＵＤ　Ａ．Ｏｕｔｉｌｓ　ｄ’ａｎａｌｙｓｅ　ｎｕ
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ａｌｙｓｉｓ　ｔｏｏｌｓ　ｆｏｒ　ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ］．Ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｂ
ｙ　Ｈｅｒｍｅｓ－Ｌａｖｏｉｓｉｅｒ，Ｐａｒｉｓ，２００２）により提案されたＥＫ
Ｆの頭文字語「ＱＲ」により知られたタイプの因数分解を使用することにより、好ましい
やり方で行われる。この実施は、ＥＫＦの標準的な実施より良好な分散行列の安定性を提
供するという利点を発揮する。このアルゴリズムは以下のように簡潔に考えられる。
【００５０】
　我々はシステムの状態を代表する変数を含む状態ベクトルの初期化から始める。
【数２０】

ここで、

【数２１】

Ｐ０：初期状態誤差に結び付けられた共分散行列
Ｐ０_ｆ：状態誤差（Ｐ０＝Ｐ０_ｆ

Ｔ．Ｐ０_ｆ）の共分散の行列Ｐ０の因数分解形式
Ｅ［ｘ］は数学的期待値である。
Ｔは転移行列演算子である。
以下の他の表記に基づいて：

【数２２】

ｆ，ｈ：状態モデルの関数、測定モデルの関数
次に、状態ベクトルと測定ベクトルの発展を予測するための以下の２つのモデルが定義さ
れる。
【数２３】

次に、モデル化雑音（Ｑ）の共分散と測定雑音（Ｒ）の共分散を考慮して、状態ベクトル
に適用される補正を以下のように定義する。
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【数２４】

ここで
【数２５】

ＨＭ：直交因数分解によるＭの三角化（ｔｒｉａｎｇｕｌａｒｉｚａｔｉｏｎ）
Ｒｆ，：測定雑音の共分散の行列Ｒの因数分解形式（Ｒ＝Ｒｆ

Ｔ．Ｒｆ）
Ｑｆ，：モデル化雑音の共分散の行列Ｑの因数分解形式（Ｑ＝Ｑｆ

Ｔ．Ｑｆ）
Ｇはカルマンフィルタにおける利得と一般的に呼ばれる量である。行列は実際には各サン
プリング工程において計算されることに留意されたい。但し、指標ｋは式を読み易くする
ために上では省略された。
【００５１】
　第１の実施形態では、問題を解決するために選択された状態ベクトルはｘ＝［θψ］。
ここでθとψはそれぞれピッチ角とロール角である。測定ベクトルはｙ＝［ａｘａｙａｚ

］（１または複数の加速度計の測定結果）。状態モデルの式は角速度の表現に基づいて得
られる。
【数２６】

ここで、角度φは、基準系（ｕｖｗ）から基準系（ＸＹＺ）への切り替えを可能にするヨ
ー角を表す。しかしながら、これらの基準系の定義を前提とすると、この角度は零であり
したがってその微分係数も零である。
【００５２】
　ωの表現は、

【数２７】
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したがって、θの発展を伝達する３つの関係が存在する。
【数２８】

ここでα＝±１。
【００５３】
　我々は、２つまたは３つのジャイロ測定結果を含むことができる式１５を使用すること
を選択し、これによりフィルタの頑強性を高める（ジャイロメータと加速度計の測定結果
を併用する）。次に、パラメータαは他の２つの表現の１つにより決定される。したがっ
て、ジャイロ測定結果はモデルの入力変数として使用される。また、ωｘはロール角の微
分係数に等しいということに留意されたい。
【００５４】
　したがって、状態モデルの式は
【数２９】

２つの軸に関する角速度のセンサを有する実施形態では、ωｘ＝０と仮定される。
【００５５】
　測定モデルの式は
【数３０】

最終的に、ユーザの基準系における角速度は以下の関係により決定される。
【数３１】

【００５６】
　次に、カルマンフィルタにおいて実施されるアルゴリズムの様々な工程を以下に詳述す
る。
【００５７】
　初期化工程では、初期状態ベクトルｘ０は零に等しくなるようにあるいは事前選択され
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た状態［θ０ψ０］にとられる。
Ｘ０＝［００］　　またはＸ０＝［θ０ψ０］　　　　　式２０
【００５８】
　次に、ねじれの推定は以下の計算の連続により拡張カルマンフィルタ内で行なわれる。
－選択された動的モデル（以下の式では、Ｔｅはサンプリング周期である）の数値積分法
による状態ベクトルの事前推定：
【数３２】

－測定結果の事前推定：
【数３３】

－式７、８、９により定義されたカルマンフィルタの利得Ｇの計算（ＱＲタイプのＥＫＦ
の因数分解形式を使用）。
【数３４】

【００５９】
　次に、成分ωｖとωｗは下記式により計算することができる。

【数３５】

【００６０】
　ＥＫＦのアルゴリズムを実施するためには、初期状態に与えられる信頼度に関する一連
のパラメータ（これらは行列Ｐ０内でグループ化される）、状態モデルに与えられる信頼
度に関する一連のパラメータ（これらは行列Ｑ内でグループ化される）、測定モデルに与
えられる信頼度に関する一連のパラメータ（これらは行列Ｒ内でグループ化される）を決
定する必要がある。
【００６１】
　次に、これらのパラメータは試行錯誤により調節される。それにもかかわらず、いくつ
かの一般的指示を与えることができる。行列Ｐ０は、状態の初期値に与えられる信頼度を
伝達する。初期状態は零であると仮定されるが、これは現実とはかなりかけ離れているか
もしれない。したがって、初期状態に過度に高い信頼度を与える必要はない（したがって
、比較的高いＰｏ値１０－２程度でよい）。
【００６２】
　行列Ｑは、状態モデルに与えられる信頼度を伝達する。θの発展方程式の不正確性は、
式の積分中の数値的不正確性からだけでなくジャイロ測定の雑音からも生じる。したがっ
て、行列Ｑのθ関連要素に関し選択される値は、ジャイロメータの測定結果雑音の標準偏
差よりわずかに大きい。ψ関連要素に関し選択される値はさらに小さく（約１０－２の割
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【００６３】
　行列Ｒは測定モデルに与えられる信頼度を伝達する。後者の不正確性は、測定結果雑音
だけでなく加速度計により測定される固有の加速度（手の震え、突然の動き等）にも関係
する。したがって、この行列に関し選択される値は加速度計の測定結果雑音の標準偏差よ
りわずかに大きい。
【００６４】
　いくつかの変形実施形態が可能である。いくつかの実施形態に関し、カルマンフィルタ
の状態変数の数を最小化することができる２段階アルゴリズムを保有すると有利である。
【００６５】
　第１の変形実施形態の本質は、ねじれ角θとψを同じねじれの四元数公式（ｑｕａｔｅ
ｒｎｉｏｎ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）により置換することにある。この変形は、計算パ
ワーの点で大食いなピッチ角とロール角の正弦および余弦計算を回避するという利点を発
揮する。一般的に、回転四元数は４つの要素により定義される。

【数３６】

ここで、αは回転角度であり、
【数３７】

は、この回転の軸である。
次の状態ベクトルが選択される。
ｘ＝［ｑ０ｑ１ｑ２ｑ３］
状態モデルは次の通りである。
【数３８】

【数３９】

は２つの四元数の乗算を表わす。
２つの測定軸を有する角速度のセンサの場合はωｘ＝０
測定モデルはＹ＝［ａｘａｙａｚ］
角速度ωｖとωｗはその後下記式により得られる。



(23) JP 5987247 B2 2016.9.7

10

20

30

40

【数４０】

【数４１】

はｑの共役四元数である（すなわち、ｑ＝ｑ０＋ｑ１．ｉ＋ｑ２．ｊ＋ｑ３．ｋならば
【数４２】

【００６６】
　２つの工程を有するアルゴリズムの第２の変形は、上に説明した第１の実施形態に対し
て、ピッチ角とロール角の直接計算を削除する。これにより計算時間を節約することもで
きる。それにもかかわらず、この変形では、カルマンフィルタにおけるジャイロメータ測
定結果と加速度計測定結果を結合させることはない。したがって、震動に対する抗力が低
下するかもしれない。以下の状態ベクトルが使用される。

【数４３】

状態モデルは、
【数４４】

測定モデルは、
【数４５】

【００６７】
　これらのモデルは、２軸および３軸に関する角速度のセンサを有する装置に等しく適用
される。角速度ωｖとωｗはその後、角速度の２軸測定の場合には下記式により得られる
。
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角速度の３軸測定の場合には、
【数４７】

【００６８】
　式３２は、他の変形で見られるようにωｘを零にとることにより２軸測定の場合には式
３１となる。
【００６９】
　上述の実施形態では、アルゴリズムは、２つの主工程に分解され、状態ベクトルの次元
を減少させるとともにフィルタにおける計算を簡単にするという利点を有する。それにも
かかわらず、変形の本質は、単一工程における問題の解決にある。このとき、状態ベクト
ルと測定ベクトルは次のようになる。
ｘ＝［θψωｕωｖωｗ］
ｙ＝［ａＸａＹａＺωｘωＹωＺ］
２つの測定軸を有する角速度のセンサの場合にはωｘ＝０。この変形では、我々は角度θ
とψを、基準系（ＸＹＺ）から基準系（ｕｖｗ）への切り換えを伝える回転角度（先の場
合とは逆の回転）であると定義することを提案する。これにより、基準系（ｕｖｗ）にお
いて表現される角速度ベクトルに基づいてθとψを表現することができる。したがって、
状態変数は状態モデルの式により関連付けられ、したがってこの公式化をより頑強にする
。
【００７０】
　状態モデルは次のようになる。

【数４８】

ここで、τ：角速度の発展モデルの時定数。
【００７１】
　測定モデルは、角速度センサの２つの軸または３つの軸の測定結果が使用されるかに依
存して異なる。２軸の場合、
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【数４９】

３軸の場合、
【数５０】

【００７２】
　この公式化は調整パラメータの数の増加を引き起こすということに留意されたい。また
、いかなる物理法則も装置の携行者の「無秩序運動」を記述することができないので、角
速度の発展モデルの選択は一般的には厄介である。それにもかかわらず、この実施形態は
、必ずしも測定結果ωｘを使用することなく角速度の成分ωｕの推定値を利用できるとい
う利点を発揮する。
【００７３】
　拡張カルマンフィルタは非線形観測器の範疇に入る。このフィルタは一般的には、その
頑強性および得られる結果の品質のために採用される。それにもかかわらず、このフィル
タは数値的不安定性問題および収束の証明の欠如を起こす傾向があるかもしれない。他の
観測器、例えばその収束が数学的に立証可能な高利得観測器またはスライディングホリゾ
ン観測器（ｓｌｉｄｉｎｇ－ｈｏｒｉｚｏｎ　ｏｂｓｅｒｖｅｒｓ）を使用してもよい。
これらの観測器はまた、限定された数の調整パラメータにしたがって実施の容易さを発揮
する。上述の状態および測定モデルを使用することにより後者を実行することができる。
【００７４】
　状態発展および測定モデルについて記述するためのＥＫＦを含む本発明の実施形態にお
いて考慮された先の情報はまた、コストまたは誤差が最小化された非線形演算子を含む手
順の場合に利用することができる。測定モデルは一般的に、時点ｔにおける実際の測定結
果と時点ｔ－１における状態の推定値を知るモデルにより予測された測定結果との相違を
大域的に測定する誤差規範内で考慮される。状態の発展のモデルはその一部として、一般
的には、これらの誤差最小化手順の出発値を定めるために利用される。発展関数は以前の
状態推定に適用され、これにより最適化関数の起動データとして次の状態を予測すること
が可能になる。
【００７５】
　したがって、ねじれ角の補償はまた、観測器を呼び出さない最適解決手順を介し実行さ
れてもよい。このタイプの最適化手順としては、例えば傾斜降下、ニュートン最適化、ま
たは準ニュートンと称する最適化手順等が挙げられる。カルマンフィルタの場合のように
、以下の２つの異なる処理を実施することができる。
－変数θψωｕωｖωｗの同時最適化
－連続的な２工程（最適化による角度［θψ］の推定および式１９を使用したωｖとωｗ

の解析的計算）における推定。
【００７６】
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　これら両方の場合、最適化基準は以下のように定義される。
【数５１】

第１の処理（１工程解決）の場合、
【数５２】

そして第２の処理（２工程解決）の場合、
【数５３】

【００７７】
　計算能力の節約が震動および加速度測定の他の外乱の平滑化より重要であるいくつかの
アプリケーションでは、解析的解決手順は最適解決手順より好ましい場合があるというこ
とに留意されたい。
【００７８】
　この場合、解析的解決は次の２工程で行われる。
－加速度測定結果の式（式２）に基づき配向θおよびψのｃｏｓ／ｓｉｎの計算（次式が
導出される）。
【数５４】
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我々は、角度θが
【数５５】

存在するという仮定をし、これにより
【数５６】

の符号の不確定性を除去することができる。
－ωｖとωｗの計算
【数５７】

【００７９】
　上述の例は本発明の実施形態の例示として挙げられた。これらは、以下の特許請求の範
囲により定義される本発明の範囲を決して制限しない。
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