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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動眼科レンズであって、
　光学ゾーンと、周縁ゾーンと、可変焦点光学レンズとを含むコンタクトレンズと、
　前記コンタクトレンズの前記周縁ゾーン内に組み込まれたまぶた位置センサシステムで
あって、
　　上まぶたの位置および下まぶたの位置を検出するために複数の単独センサを有するセ
ンサアレイと、
　　上まぶたの位置および下まぶたの位置を検出するために前記センサアレイ内のそれぞ
れの単独センサをサンプリングし、これらサンプルをまぶたが開いた位置および目を細め
ている位置に相関するパターンに組み合わせ、出力制御信号を提供するように構成された
システムコントローラと、
　　前記出力制御信号に基づいて目を細めていると判断された場合に、前記可変焦点光学
レンズによって遠くの物体に焦点を合わせるか、又はズームインするように構成された少
なくとも１つのアクチュエータと、
　を含む、まぶた位置センサシステムと、を備える、電動眼科レンズ。
【請求項２】
　前記複数の単独センサが、目への入射光を検出するための光センサを備える、請求項１
に記載の電動眼科レンズ。
【請求項３】
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　前記まぶた位置センサシステムが、下流での使用のために、前記光センサから出力され
る信号を調節するように構成されている、前記光センサに接続された増幅器を更に備える
、請求項２に記載の電動眼科レンズ。
【請求項４】
　前記まぶた位置センサシステムが、前記増幅器から複数の入力を受信し、単一信号を出
力するように構成されたマルチプレクサを更に備える、請求項３に記載の電動眼科レンズ
。
【請求項５】
　前記まぶた位置センサシステムが、更なる信号処理のために、前記増幅器からのアナロ
グ信号を、サンプリングされたディジタル信号に変換するように構成されたアナログディ
ジタル変換器を更に備える、請求項４に記載の電動眼科レンズ。
【請求項６】
　前記まぶた位置センサシステムが、前記アナログディジタル変換器からの出力を受信し
、かつ下流での使用のために、サンプリングされたデータのフィルタリング、処理、及び
検出のうちの１つ又は２つ以上を含むディジタル信号処理を行って、入射光検出を可能に
するように構成されたディジタル信号処理装置を更に備える、請求項５に記載の電動眼科
レンズ。
【請求項７】
　前記ディジタル信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、請求項６に記載の電動眼
科レンズ。
【請求項８】
　電源装置を更に備える、請求項１に記載の電動眼科レンズ。
【請求項９】
　前記複数の単独センサが、接触又は近接を検出し、かつそれを示す信号を出力するため
の静電容量タッチセンサを備える、請求項１に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１０】
　前記センサシステムが、下流での使用のために、静電容量に比例する信号を出力するセ
ンサ調節器を更に備える、請求項９に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１１】
　前記まぶた位置センサシステムが、前記センサの導体から複数の入力を受信し、単一信
号を前記システムコントローラに出力するように構成されたマルチプレクサを更に備える
、請求項１０に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１２】
　前記まぶた位置センサシステムが、複数の対の電動コンタクトレンズ間の作用を調整す
るための通信チャネルを更に備える、請求項１に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１３】
　電動眼科レンズであって、
　可変焦点光学レンズを含むコンタクトレンズと、
　前記コンタクトレンズ内に組み込まれたまぶた位置センサシステムであって、
　　上まぶたの位置および下まぶたの位置を検出するために複数の単独センサを有するセ
ンサアレイと、
　　上まぶたの位置および下まぶたの位置を検出するために前記センサアレイ内のそれぞ
れの単独センサをサンプリングし、これらサンプルをまぶたが開いた位置および目を細め
ている位置に相関するパターンに組み合わせ、出力制御信号を提供するように構成された
システムコントローラと、
　　前記出力制御信号に基づいて目を細めていると判断された場合に、前記可変焦点光学
レンズによって遠くの物体に焦点を合わせるか、又はズームインするように構成された少
なくとも１つのアクチュエータと、
　を含む、まぶた位置センサシステムと、を備える、電動眼科レンズ。
【請求項１４】
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　前記複数の単独センサが、目への入射光を検出するための光センサを備える、請求項１
３に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１５】
　前記まぶた位置センサシステムが、下流での使用のために、前記光センサから出力され
る信号を調節するように構成されている、前記光センサに接続された増幅器を更に備える
、請求項１４に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１６】
　前記まぶた位置センサシステムが、前記増幅器から複数の入力を受信し、単一信号を出
力するように構成されたマルチプレクサを更に備える、請求項１５に記載の電動眼科レン
ズ。
【請求項１７】
　前記まぶた位置センサシステムが、更なる信号処理のために、前記増幅器からのアナロ
グ信号を、サンプリングされたディジタル信号に変換するように構成されたアナログディ
ジタル変換器を更に備える、請求項１６に記載の電動眼科レンズ。
【請求項１８】
　前記まぶた位置センサシステムが、前記アナログディジタル変換器からの出力を受信し
、かつ下流での使用のために、サンプリングされたデータのフィルタリング、処理、及び
検出のうちの１つ又は２つ以上を含むディジタル信号処理を行って、入射光検出を可能に
するように構成されたディジタル信号処理装置を更に備える、請求項１７に記載の電動眼
科レンズ。
【請求項１９】
　前記ディジタル信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、請求項１８に記載の電動
眼科レンズ。
【請求項２０】
　電源装置を更に備える、請求項１３に記載の電動眼科レンズ。
【請求項２１】
　前記複数の単独センサが、接触又は近接を検出し、かつそれを示す信号を出力するため
の静電容量タッチセンサを備える、請求項１３に記載の電動眼科レンズ。
【請求項２２】
　前記センサシステムが、下流での使用のために、静電容量に比例する信号を出力するセ
ンサ調節器を更に備える、請求項２１に記載の電動眼科レンズ。
【請求項２３】
　前記まぶた位置センサシステムが、前記センサの導体から複数の入力を受信し、単一信
号を前記システムコントローラに出力するように構成されたマルチプレクサを更に備える
、請求項２２に記載の電動眼科レンズ。
【請求項２４】
　前記まぶた位置センサシステムが、複数の対の電動コンタクトレンズ間の作用を調整す
るための通信チャネルを更に備える、請求項１３に記載の電動眼科レンズ。
【請求項２５】
　電動眼科レンズであって、
　可変焦点光学レンズを含む眼内レンズと、
　前記眼内レンズ内に組み込まれたまぶた位置センサシステムであって、
　　上まぶたの位置および下まぶたの位置を検出するために複数の単独センサを有するセ
ンサアレイと、
　　上まぶたの位置および下まぶたの位置を検出するために前記センサアレイ内のそれぞ
れの単独センサをサンプリングし、これらサンプルをまぶたが開いた位置および目を細め
ている位置に相関するパターンに組み合わせ、出力制御信号を提供するように構成された
システムコントローラと、
　　前記出力制御信号に基づいて目を細めていると判断された場合に、前記可変焦点光学
レンズによって遠くの物体に焦点を合わせるか、又はズームインするように構成された少
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なくとも１つのアクチュエータと、
　を含む、まぶた位置センサシステムと、を備える、電動眼科レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動又は電子眼科レンズに関し、より具体的には、まぶたの位置を検出する
ためのセンサ並びに関連したハードウェア及びソフトウェアを有する電動又は電子眼科レ
ンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスの小型化が継続するにつれ、多様な用途のための着用可能又は埋め込み可
能なマイクロ電子デバイスが形成される可能性が益々高まっている。それらの用途には、
身体化学（body chemistry）の局面の監視、自動的に、測定値に応答して、又は外部制御
信号に応答して、を含む様々な機構を介した、制御された用量の薬物又は治療薬の投与、
及び器官又は組織のパフォーマンスの増強が挙げられる。それらのデバイスの例には、グ
ルコース注入ポンプ、ペースメーカー、除細動器、補助人工心臓及び神経刺激装置が挙げ
られる。用途の新しい、特に有用な分野は、眼科用の着用可能なレンズ及びコンタクトレ
ンズにある。例えば、着用可能なレンズは、電子的に調整可能な焦点を有して、眼のパフ
ォーマンスを増強し又は向上させるレンズアセンブリを組み込むことができる。別の例で
は、着用可能なコンタクトレンズは、調整可能な焦点を有し又は有さずに、電子センサを
組み込んで、前角膜（涙膜）中の特定の化学物質の濃度を検出することができる。レンズ
アセンブリに埋め込まれた電子機器の使用は、電子機器との通信、電子機器への電力供給
及び／又は再充電方法、電子機器の相互接続、内部及び外部の検出及び／又は監視、並び
にレンズのすべての電子機器及び機能の制御に対する潜在的な要件をもたらす。
【０００３】
　人の眼は、数百万の色を識別する能力、変化する光条件に容易に順応する能力、及び信
号又は情報を、高速インターネット接続を超える速度で脳に伝達する能力を有する。コン
タクトレンズ及び眼内レンズ等のレンズは現在、近視（近眼）、遠視（遠眼）、老眼、及
び乱視等の視力障害を補正するために利用されている。しかしながら、追加の構成要素を
組み込んだ、適切に設計されたレンズを利用して、視力を向上させ、また視力障害を補正
することができる。
【０００４】
　コンタクトレンズは、近視、遠視、乱視、並びに他の視力障害を補正するために利用さ
れてもよい。コンタクトレンズはまた、着用者の目の自然な外観を向上させるために利用
されてもよい。コンタクトレンズ又は「コンタクト」は、単に、目の前面に配置されるレ
ンズである。コンタクトレンズを医療装置と見なし、視力を矯正するために、及び／又は
美容上若しくは他の治療上の理由から装着してもよい。コンタクトレンズは、視力を向上
させるために、１９５０年以降商業的に利用されている。初期のコンタクトレンズは、硬
質材料から作製又は製造され、比較的高価で脆弱であった。加えて、これらの初期のコン
タクトレンズは、コンタクトレンズを通して結膜及び角膜に十分な酸素を透過しない材料
から製造され、このことは、いくつかの有害な臨床的副作用を引き起こす可能性があった
。これらのコンタクトレンズが依然として利用されているが、それらは、初期快適性が低
いため、すべての患者に適していない。当分野における最近の開発は、ヒドロゲルに基づ
いて、現在非常に好評であり、広く利用されているソフトコンタクトレンズを生み出した
。具体的には、現在利用可能なシリコーンヒドロゲルのコンタクトレンズは、非常に高い
酸素透過率を有するシリコーンの利点を、ヒドロゲルの実証された快適性及び臨床成績と
組み合わせている。本質的に、これらのシリコーンヒドロゲル系コンタクトレンズは、高
い酸素透過率を有し、一般に、初期の硬質材料で作製されたコンタクトレンズよりも着用
が快適である。
【０００５】
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　従来のコンタクトレンズは、特定の形状を有して、上記に簡潔に示した様々な視力問題
を補正する高分子構造である。高い機能性を達成するために、様々な回路及び構成要素が
これらの高分子構造に一体化される必要がある。例えば、制御回路、マイクロプロセッサ
、通信デバイス、電力供給装置、センサ、アクチュエータ、発光ダイオード、及び小型ア
ンテナは、視力を補正するだけでなく、視力を向上させ、かつ本明細書に説明されるよう
な追加の機能性を提供するために、特注の光電子構成要素を介してコンタクトレンズに一
体化されてもよい。電子及び／又は電動コンタクトレンズは、ズームイン又はズームアウ
ト能力を介して、又は単にレンズの屈折能力を変更することを介して、向上された視力を
提供するように設計されてもよい。電子及び／又は電動コンタクトレンズは、色及び解像
度を向上させるように、テクスチャ情報を表示するように、リアルタイムで言語を字幕に
翻訳するように、ナビゲーションシステムから視覚的合図を提供するように、また画像処
理及びインターネットアクセスを提供するように設計されてもよい。レンズは、着用者が
暗い状況下で見ることを可能にするように設計されてもよい。レンズ上の適切に設計され
た電子機器及び／又は電子機器の配置は、例えば、可変焦点光学レンズを有することなく
網膜上に画像を投影することを可能とし、新奇な画像ディスプレーを提供し、起床警告さ
えも提供してもよい。代替的に、又はこれらの機能若しくは同様の機能のいずれかに加え
て、コンタクトレンズは、着用者のバイオマーカー及び健康指標を非侵襲的に監視するた
めの構成要素を組み込んでもよい。例えば、レンズ内に構築されたセンサは、糖尿病患者
が、血液を抜き取る必要性を有さずに、涙膜の構成成分を分析することによって、血糖値
を把握することを可能にし得る。加えて、適切に構成されたレンズは、コレステロール、
ナトリウム、及びカリウムレベル、並びに他の生物学的マーカーを監視するセンサを組み
込んでもよい。無線データ送信機と連結されるこのセンサは、患者が試験所に到着し、血
液を抜き取る無駄な時間を有する必要なく、医師が患者の血液成分をほぼ即時に入手する
ことを可能にし得る。加えて、レンズ内に構築されたセンサは、周辺光条件を補正するた
めに目への光の入射を検出するため、又はまばたきパターンの判定に使用するために利用
されてもよい。
【０００６】
　適切なデバイスの組み合わせは、潜在的に無制限の機能性を提供し得るが、光学等級の
ポリマーの一部分上に特別な構成要素を組み込むことに関連した多数の困難が存在する。
一般に、それらの構成要素をレンズ上に直接製造すること、及び、非平面状の表面に平面
状のデバイスを装着及び相互接続することは、多数の理由により困難である。一定の縮尺
で製造することもまた困難である。レンズ上又はレンズ内に配置される構成要素は、眼上
の液体環境から構成要素を保護する一方で、小型化され、わずか１．５平方センチメート
ルの透明ポリマー上に一体化される必要がある。追加の構成要素による付加的な厚さを有
するコンタクトレンズを、着用者にとって心地よくかつ安全なものにすることも困難であ
る。
【０００７】
　コンタクトレンズ等の眼科デバイスの面積及び体積の制約、並びにそのデバイスが利用
される環境を考慮すると、デバイスの物理的実現は、その大部分が光学プラスチックを含
む非平面状の表面に、多数の電子構成要素を装着し相互接続することを含む、多数の問題
を克服しなければならない。したがって、機械的かつ電気的に頑丈な電子コンタクトレン
ズを提供する必要性が存在する。
【０００８】
　これらは電動レンズであるため、電子機器を動作させるためのエネルギー、又はより具
体的には消費電流が、眼科レンズの規模でのバッテリ技術を考慮した場合に懸念事項とな
る。通常の消費電流に加えて、この性質の電動デバイス又はシステムは一般に、予備電流
備蓄、潜在的に広範囲の動作パラメーターにわたって動作を保証する精密な電圧制御及び
スイッチング能力、並びに例えば、数年にわたり潜在的にアイドリングのままにした後の
、１度の充電による最大１８時間のバースト消費を必要とする。したがって、必要とされ
る電力を提供する一方で、低コスト、長期の信頼性のある使用、安全性、及びサイズが最
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適化されるシステムへの必要性が存在する。
【０００９】
　加えて、電動レンズに関連付けられた機能性及び電動レンズを備えるすべての構成要素
間の高レベルの相互作用の複雑性のため、電動眼科レンズを備える電子機器及び光学のす
べての動作の調整及び制御に対する必要性が存在する。したがって、安全で低コストかつ
信頼性があり、低い電力消費率を有し、かつ眼科レンズへの組み込みのために拡張性のあ
る、すべての他の構成要素の動作を制御するシステムに対する必要性が存在する。
【００１０】
　電動又は電子眼科レンズは、電動又は電子眼科レンズを利用する個人の、特定の一意的
な生理学的機能を考慮しなければならない場合がある。より具体的には、電動レンズは、
所与の時間におけるまばたきの回数、まばたきの持続時間、まばたき間の時間、及び例え
ば、個人が居眠りしている場合等、任意の数の可能なまばたきパターンを含むまばたきを
考慮しなければならない場合がある。まばたき検出はまた、特定の機能性を提供するため
に利用されてもよく、例えば、まばたきは、電動眼科レンズの１つ又は２つ以上の態様を
制御する手段として利用されてもよい。更に、まばたきを判定するときには、光の強度レ
ベル、及び人のまぶたが遮断する可視光線の量の変化等の外部要因が考慮されなければな
らない。例えば、部屋が５４～１６１ルックスの照度を有する場合、光センサは、人がま
ばたきするときに生じる光の強度の変化を検出することができるほど高感度であるべきで
ある。
【００１１】
　周辺光センサ又は光センサは、例えば、室内灯に応じて明るさを調整するようにテレビ
に、夕暮れにスイッチが入るように光源に、及びスクリーンの明るさを調整するように電
話に等、多くのシステム及び製品に利用される。しかしながら、これらの現在利用される
センサシステムは、十分に小さくない、及び／又はコンタクトレンズへの組み込みのため
に十分に低い電力消費を有していない。
【００１２】
　異なる種類のまばたき検出器は、例えば、コンピュータに対してディジタル化されたカ
メラ等、人の目（複数可）に対して行われるコンピュータ視覚システムを用いて実行され
てもよいことにも留意すべきである。コンピュータのソフトウェア走行は、目の開閉等の
視覚的パターンを認識し得る。これらのシステムは、診断目的及び研究のための眼科臨床
設定において利用されてもよい。上述の検出器及びシステムとは異なり、これらのシステ
ムは、オフアイ使用が意図され、目を基点に遠くを見るよりはむしろ目を見るためのもの
である。これらのシステムは、コンタクトレンズ内に組み込めるほど小型ではないが、利
用されるソフトウェアは、電動コンタクトレンズとともに動作するソフトウェアに類似し
てもよい。どちらのシステムも、入力から学習し、それに応じてそれらの出力を調整する
人工の神経ネットワークのソフトウェア実行を組み込んでもよい。代替的に、統計学、他
の適合アルゴリズム、及び／又は信号処理を組み込む、生物学に基づかないソフトウェア
の実行が、高性能システムを作成するために利用されてもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、まばたき等の特定の生理学的機能を検出する手段及び方法、並びにセンサ
によって検出されるまばたきシーケンスの種類に従って、電子又は電動眼科レンズを作動
化及び／又は制御するために、それらを利用する手段及び方法に対する必要性が存在する
。利用されるセンサは、コンタクトレンズに使用されるための大きさ及び構成がなされな
ければならない。加えて、使用者のまぶたの位置を検出する必要性が存在する。使用者が
近くに焦点を合わせる必要が生じる指標の１つは、例えば、書面を読むために手に持つと
きに上まぶたが下がることである。このまぶたの位置の変化の検出を可変焦点レンズへの
入力として使用して、老眼を矯正することができる。まぶた位置センサを使用して、恐ら
く遠くに焦点を合わせるために使用者が目を細めているかどうかを検出することもできる



(7) JP 6169397 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

。まぶた位置センサを使用して、使用者が居眠りをしているかを検出する、例えば、使用
者を眠らせないように適切な警告を引き起こすことができる。まぶたの位置を検出するた
めの現行のシステムが存在するが、それらは、目及びまぶたからの反射に依存するカメラ
イメージャ、画像認識、及び赤外線放射体／検出器の組み合わせ等のデバイスに限定され
ている。まぶたの位置を検出するための現行のシステムは、眼鏡又は臨床環境の使用にも
依存しており、コンタクトレンズ内に容易には包含されない。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に従うまぶた位置センサを有する電子眼科レンズは、上で簡潔に説明される先行
技術に関連した制限を克服する。このまぶた位置センサを、現行の目対向検出システムに
見られるような臨床環境又は眼鏡を必要とする代わりに、コンタクトレンズ内に組み込む
ことができる。まぶた位置センサは、コンタクトレンズで用いるのに適切な寸法及び電力
消費量である。これは、コンタクトレンズ適用に必要な情報も出力し、例えば、老眼を矯
正するか、又は使用者に眠気を警告する。
【００１５】
　一態様によれば、本発明は電動眼科レンズに関する。電動眼科レンズは、光学ゾーン及
び周縁ゾーンを含むコンタクトレンズと、コンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれ
たまぶた位置センサシステムと、を備え、まぶた位置センサシステムは、まぶたの位置を
検出するために複数の単独センサを有するセンサアレイと、まぶたの位置を検出するため
にセンサアレイ内のそれぞれの単独センサをサンプリングし、出力制御信号を提供するよ
うに構成されるシステムコントローラと、出力制御信号を受信し、所定の機能を実装する
ように構成される少なくとも１つのアクチュエータとを含む。
【００１６】
　別の態様によれば、本発明は、電動眼科レンズに関する。電動眼科レンズは、コンタク
トレンズと、コンタクトレンズ内に組み込まれるまぶた位置センサシステムであって、ま
ぶたの位置を検出するために複数の単独センサを有するセンサアレイと、まぶたの位置を
検出するためにセンサアレイ内のそれぞれの単独センサをサンプリングし、出力制御信号
を提供するように構成されたシステムコントローラと、出力制御信号を受信し、所定の機
能を実装するように構成された少なくとも１つのアクチュエータとを含む、まぶた位置セ
ンサシステムと、を備える。
【００１７】
　更に別の態様によれば、本発明は、電動眼科レンズに関する。電動眼科レンズは、眼内
レンズと、眼内レンズ内に組み込まれたまぶた位置センサシステムと、を備え、まぶた位
置センサシステムは、まぶたの位置を検出するために複数の単独センサを有するセンサア
レイと、まぶたの位置を検出するためにセンサアレイ内のそれぞれの単独センサをサンプ
リングし、出力制御信号を提供するように構成されたシステムコントローラと、出力制御
信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも１つのアクチュエータ
とを含む。
【００１８】
　本発明は、まぶた又はまぶた位置センサを組み込むことができる電動又は電子眼科レン
ズに関する。まばたき反射及び涙拡散作用を含む様々な方法でまぶたが眼球を保護するこ
とは既知である。まぶたのまばたき反射は、目への脅威を予測したときにすぐに閉じるこ
とによって、眼球への外傷を防ぐ。まばたきはまた、涙を眼球表面にわたって拡散させ、
眼球表面の潤いを保ち、細菌及び他の異物を洗い流す。しかしながら、まぶたの動きは、
他の作用又は機能目的も示し得る。例えば、個人が近くの物体に焦点を合わせるとき、上
まぶたが下がる。結果的に、この動きの検出を、可変焦点光学を用いて電子眼科レンズへ
の入力として利用して、老眼に関連した視力調節の損失を補正することができる。あるい
は、個人が遠くの物体に焦点を合わせようとするとき、その個人は、目を細める場合があ
る。目を細めることに関連したまぶたの動きを、可変焦点光学を用いて電子眼科レンズへ
の入力として利用して、遠くの物体に焦点を合わせるか、又はズームインすることができ



(8) JP 6169397 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

る。加えて、まぶた位置センサを利用して、電子眼科レンズを着用する個人に、その個人
が居眠りする危険性があると警告することもできる。
【００１９】
　本発明は、より一般に、可変焦点光学が含まれる場合にそれを作動させることを含む、
任意の数の機能を実行する、電子システムを備える電動コンタクトレンズに関する。電子
システムは、１つ又は２つ以上のバッテリ又は他の電源、電力管理回路、１つ又は２つ以
上のセンサ、クロック発生回路、制御アルゴニズム及び回路、並びにレンズドライバ回路
を含む。
【００２０】
　電動眼科レンズの制御は、携帯遠隔装置等のレンズと無線で通信する手動式の外部のデ
バイスを通じて達成されてもよい。代替的に、電動眼科レンズの制御は、着用者からの直
接的なフィードバック又は制御信号を介して達成されてもよい。例えば、レンズ内に構築
されたセンサは、まばたき及び／又はまばたきパターンを検出してもよい。まばたきのパ
ターン又はシーケンスに基づいて、電動眼科レンズは、近くの物体又は遠くの物体のいず
れかに焦点を合わせるために、例えばその屈折力等、状態を変化させてもよい。
【００２１】
　まばたき検出アルゴリズムは、まばたきの特性、例えば、まぶたが開いているか、又は
閉じている場合、開いている状態又は閉じている状態でのまばたきの持続期間、まばたき
間の持続期間、及び所与の期間におけるまばたきの回数を検出するシステムコントローラ
の構成要素である。本発明に従う例示のアルゴリズムは、ある特定のサンプル速度で目へ
の光の入射をサンプリングすることに依存する。所定のまばたきパターンには、入射光サ
ンプルの最新履歴が記憶され、それと比較される。パターンが整合するとき、まばたき検
出アルゴリズムは、例えば、レンズドライバを作動させてレンズの屈折力を変化させるた
めに、システムコントローラの活動を引き起こす。
【００２２】
　本発明のまばたき検出アルゴリズム及び関連した回路は、好ましくは、適度に広い範囲
の照明条件で動作し、かつ好ましくは、意図的なまばたきシーケンスと無意識のまばたき
を区別することができる。意図的なまばたきを利用して、電動眼科レンズを作動させ、か
つ／又は制御するために、最小のトレーニングが要求されることも好ましい。本発明のま
ばたき検出アルゴリズム及び関連した回路は、電動又は電子コンタクトレンズを介してま
ばたきを検出するための安全で低価格の確実な手段及び方法を提供し、それは、低電力消
費率も有し、電動又は電子眼科レンズを少なくとも作動させるか、又は制御するために、
眼科レンズに組み込むように拡張可能である。
【００２３】
　本発明は、まぶた又はまぶた位置センサを組み込む電動又は電子眼科レンズも対象とす
る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明の上記に述べた特徴及び利点、並びに他の特徴及び利点は、添付の図面に示され
るような以下の本発明の好ましい実施形態のより詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図１】本発明のいくつかの実施形態に従うまばたき検出システムを備える例示のコンタ
クトレンズを示す。
【図２】本発明に従う、種々の光の強度レベルで記録された可能な無意識のまばたきパタ
ーン対時間、及び最大の光の強度レベルと最小の光の強度レベルとの間のいくつかの地点
に基づく有効な閾値を示す、目の表面上の光の入射対時間のグラフ表示を示す。
【図３】本発明に従うまばたき検出システムの例示の状態遷移図。
【図４】本発明に従う、受信された光信号を検出及びサンプリングするために利用される
光検出経路の図表示。
【図５】本発明に従うディジタル調節論理のブロック図。
【図６】本発明に従うディジタル検出論理のブロック図。
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【図７】本発明に従う例示のタイミング図。
【図８】本発明に従うディジタルシステムコントローラの図表示。
【図９】本発明に従う自動利得制御の例示のタイミング図。
【図１０】本発明に従う、例示の集積回路ダイ上の光遮断及び光通過領域の図表示。
【図１１】本発明に従う電動コンタクトレンズのための、まばたき検出器を含む例示の電
子インサートの図表示。
【図１２】本発明に従う例示のまぶた位置センサの図表示。
【図１３】本発明に従う、２つの目の間の動作を同期化するための通信チャネルを有する
２つの例示のまぶた位置センサの図表示。
【図１４Ａ】本発明に従う、まぶたの位置を検出するためのコンタクトレンズ内に組み込
まれた第１の例示の電子システムの図表示。
【図１４Ｂ】図１４Ａの第１の例示の電子システムの拡大図。
【図１５】本発明に従うまぶた位置センサからの例示の出力の図表示。
【図１６Ａ】本発明に従うまぶたの位置を検出するためのコンタクトレンズ内に組み込ま
れた第２の例示の電子システムの図表示。
【図１６Ｂ】図１６Ａの第２の例示の電子システムの拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　従来のコンタクトレンズは、特定の形状を有して、上記に簡潔に示した様々な視力問題
を補正する高分子構造である。高い機能性を達成するために、種々の回路及び構成要素が
、これらの高分子構造に一体化されてもよい。例えば、制御回路、マイクロプロセッサ、
通信デバイス、電力供給装置、センサ、アクチュエータ、発光ダイオード、及び小型アン
テナは、視力を補正するだけでなく、視力を向上させ、かつ本明細書に説明されるような
追加の機能性を提供するために、特注の光電子構成要素を介してコンタクトレンズに一体
化されてもよい。電子及び／又は電動コンタクトレンズは、ズームイン及びズームアウト
能力を介して、又は単にレンズの屈折能力を変更することを介して、向上された視力を提
供するように設計されてもよい。電子及び／又は電動コンタクトレンズは、色及び解像度
を向上させるように、テクスチャ情報を表示するように、リアルタイムで言語を字幕に翻
訳するように、ナビゲーションシステムから視覚的合図を提供するように、また画像処理
及びインターネットアクセスを提供するように設計されてもよい。レンズは、着用者が暗
い状況下で見ることを可能にするように設計されてもよい。レンズ上の適切に設計された
電子機器及び／又は電子機器の配置により、可変焦点光学レンズを有することなく、例え
ば画像を網膜上に投影することが可能となり、新奇な画像ディスプレーを提供し、また起
床警告さえも提供し得る。代替的に、又はこれらの機能若しくは同様の機能のいずれかに
加えて、コンタクトレンズは、着用者のバイオマーカー及び健康指標を非侵襲的に監視す
るための構成要素を組み込んでもよい。例えば、レンズ内に構築されたセンサは、糖尿病
患者が、血液を抜き取る必要性を有さずに、涙膜の構成成分を分析することによって、血
糖値を把握することを可能にし得る。加えて、適切に構成されたレンズは、コレステロー
ル、ナトリウム、及びカリウムレベル、並びに他の生物学的マーカーを監視するセンサを
組み込んでもよい。無線データ送信機に結合されたこのセンサは、患者が試験所に到着し
、血液を抜き取る無駄な時間を有する必要なく、医師が患者の血液成分をほぼ即時に入手
することを可能にし得る。加えて、レンズ内に構築されたセンサは、周辺光条件を補正す
るために目への光の入射を検出するため、又はまばたきパターンの判定に使用するために
利用されてもよい。
【００２６】
　本発明の電動又は電子コンタクトレンズは、上述した視力障害のうちの１つ又は２つ以
上を有する患者の視力を補正し及び／若しくは向上させ、又は他の有用な眼科機能を実行
するのに必要な要素を含む。加えて、電子コンタクトレンズは、単に正常な視力を向上さ
せるためか、又は上述のとおり幅広く多様な機能性を提供するために利用されてもよい。
電子コンタクトレンズは、可変焦点光学レンズを含んでもよく、組み立てた前方光学がコ



(10) JP 6169397 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

ンタクトレンズ内に埋め込まれ、又は、レンズを有さない電子機器を単に任意の好適な機
能性のために埋め込んでいる。本発明の電子レンズは、上述したような任意の数のコンタ
クトレンズ内に組み込むことができる。加えて、眼内レンズはまた、本明細書に記載され
る種々の構成要素及び機能性を組み込んでもよい。しかしながら、説明を容易にするため
に、本開示は、単回使用、１日使い捨てを意図する、視力障害の補正のための電子コンタ
クトレンズに焦点を当てる。
【００２７】
　本発明は、可変焦点光学、又は実行され得る任意の数の多種多様な機能を実行するよう
に構成された任意の他のデバイスを作動させる電子システムを備える電動眼科レンズ又は
電動コンタクトレンズに採用されてもよい。電子システムは、１つ又は２つ以上のバッテ
リ又は他の電源、電力管理回路、１つ又は２つ以上のセンサ、クロック発生回路、制御ア
ルゴニズム及び回路、並びにレンズドライバ回路を含む。これらの構成要素の複雑性は、
必要とされる又は所望のレンズの機能性に応じて変化してもよい。
【００２８】
　電子又は電動眼科レンズの制御は、携帯遠隔装置等のレンズと通信する手動式の外部の
デバイスを通じて達成されてもよい。例えば、フォブ（fob）は、着用者からの手動入力
に基づいて電動レンズと無線で通信してもよい。代替的に、電動眼科レンズの制御は、着
用者からの直接的なフィードバック又は制御信号を介して達成されてもよい。例えば、レ
ンズ内に構築されたセンサは、まばたき及び／又はまばたきパターンを検出してもよい。
まばたきのパターン又はシーケンスに基づいて、電動眼科レンズは、近くの物体又は遠く
の物体のいずれかに焦点を合わせるために、例えばその屈折力等、状態を変化させてもよ
い。
【００２９】
　代替的に、電動又は電子眼科レンズのまばたき検出は、別の電子デバイスを作動化する
、又はコマンドを別の電子デバイスに送信する等の使用者と電子コンタクトレンズとの間
に相互作用がある、他の種々の使用のために使用されてもよい。例えば、眼科レンズのま
ばたき検出は、コンピュータ上のカメラとともに使用されてもよく、このカメラは、コン
ピュータスクリーン上で、目（複数可）が動く場所の追跡を維持し、使用者が検出された
まばたきシーケンスを実行するときに、それはマウスポインターに、項目上でダブルクリ
ックする、項目を強調表示する、又はメニュー項目を選択する等のコマンドを実行させる
。
【００３０】
　まばたき検出アルゴリズムは、例えば、まぶたが開いているか又は閉じているか、まば
たきの持続時間、まばたき中の持続時間、及び所与の時間のまばたきの数等の、まばたき
の特性を検出するシステムコントローラの構成要素である。本発明に従うアルゴリズムは
、ある特定のサンプリング速度で目への光の入射をサンプリングすることに依存する。所
定のまばたきパターンには、入射光サンプルの最新履歴が記憶され、それと比較される。
パターンが整合するとき、まばたき検出アルゴリズムは、例えば、レンズの屈折力を変化
させるレンズドライバを作動化すること等、システムコントローラに活動を引き起こして
もよい。
【００３１】
　まばたきは、まぶたの素早い開閉であり、目の不可欠な機能である。まばたきは、例え
ば、物体が目に近接して不意に現れたときに個人がまばたきする等、目を異物から保護す
る。まばたきは、涙を広げることによって、目の前面上に潤滑をもたらす。まばたきはま
た、混入物及び／又は刺激物を目から除去する役割も果たす。通常、まばたきは自動的に
行われるが、刺激物による場合には、外部刺激が原因となり得る。しかしながら、まばた
きはまた、例えば、言語又は身振り手振りでの伝達が不可能な個人が、「はい」に対して
１度、「いいえ」に対して２度まばたきができるといった目的もあり得る。本発明のまば
たき検出アルゴリズム及びシステムは、通常のまばたき反応と混同され得ないまばたきパ
ターンを利用する。換言すれば、まばたきが作用を制御するための手段として利用される
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場合、所与の作用に対して選択される特定のパターンは無作為で生じ得ない、そうでなけ
れば、不慮の作用が起こり得る。まばたき速度は、疲労、目の怪我、薬物治療及び疾患を
含むいくつかの要因によって影響され得るため、制御目的のまばたきパターンは、好まし
くは、まばたきに影響するこれら及び任意の他の変化するものを考慮する。無意識のまば
たきの平均長さは、約１００～４００ミリ秒の範囲である。平均的な成人男性及び女性は
、１０回の無意識のまばたき／分という速度でまばたきし、無意識のまばたき間の平均時
間は、約０．３～７０秒である。
【００３２】
　まばたき検出アルゴリズムの例示の実施形態は、以下の工程に要約されてもよい。
　１．使用者が、陽性まばたき検出のために実行する意図的な「まばたきシーケンス」を
定義する。
　２．まばたきシーケンスの検出及び無意識のまばたきの拒絶と一致する速度で、入射す
る光レベルをサンプリングする。
　３．サンプリングされた光レベルの履歴を、まばたきテンプレートの値によって画定さ
れる、期待される「まばたきシーケンス」と比較する。
　４．例えば、移行の間際等、比較の間に無視されるテンプレートの部分を示すために、
まばたき「マスク」シーケンスを任意で実装する。これは、プラス又はマイナス１の誤差
の時間枠等、使用者が所望の「まばたきシーケンス」から外れることを許容し得、レンズ
の作動、制御、及び焦点変更のうちの１つ又は２つ以上が起こり得る。更に、これは使用
者のまばたきシーケンスのタイミングの変化を許容し得る。
【００３３】
　例示のまばたきシーケンスは、以下のとおり画定されてもよい。
　１．０．５秒間まばたき（閉）する
　２．０．５秒間開く
　３．０．５秒間まばたき（閉）する
【００３４】
　１００ミリ秒のサンプリング速度で、２０サンプルのまばたきテンプレートが
　ｂｌｉｎｋ＿ｔｅｍｐｌａｔｅ＝［１，１，１，０，０，０，０，０，１，１，１，１
，１，０，０，０，０，０，１，１］によって得られる。
【００３５】
　まばたきマスクは、移行の直後にサンプルをマスクアウトするように画定され（０はサ
ンプルをマスクアウト又は無視する）、
　ｂｌｉｎｋ＿ｍａｓｋ＝［１，１，１，０，１，１，１，１，０，１，１，１，１，０
，１，１，１，１，０，１］によって得られる。
【００３６】
　任意で、幅広い移行領域は、よりタイミングの不確定性を許容するためにマスクアウト
されてもよく、
　ｂｌｉｎｋ＿ｍａｓｋ＝［１，１，０，０，１，１，１，０，０，１，１，１，０，０
，１，１，１，０，０，１］によって得られる。
【００３７】
　単一の長いまばたきを例に挙げると、この場合、２４サンプルテンプレートで１．５秒
のまばたき等、代替のパターンが実装されてもよく、
　ｂｌｉｎｋ＿ｔｅｍｐｌａｔｅ＝［１，１，１，１，０，０，０，０，０，０，０，０
，０，０，０，０，０，０，０，１，１，１，１，１］によって得られる。
【００３８】
　上記の例は、例示目的のためであって、特定のデータのセットを表さないということに
留意すべきである。
【００３９】
　検出は、サンプルの履歴をテンプレート及びマスクに対して論理的に比較することによ
って実行されてもよい。論理的な動作は、ビット単位ベースで、テンプレート及びサンプ
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ル履歴シーケンスを排他的ＯＲ（ＸＯＲ）することであり、次いで、すべてのマスクされ
ていない履歴ビットがテンプレートに整合することを実証することである。例えば、上記
のまばたきマスクサンプルにおいて例示されるとおり、値が論理１であるまばたきマスク
のシーケンスの各場所では、まばたきは、シーケンスのその場所のまばたきマスクテンプ
レートに整合しなければならない。しかしながら、値が論理０であるまばたきマスクのシ
ーケンスの各場所では、まばたきが、シーケンスのその場所のまばたきマスクテンプレー
トに整合する必要はない。例えば、ＭＡＴＬＡＢ（登録商標）においてコード化される、
以下のＢｏｏｌｅａｎアルゴリズム等式が利用されてもよい。
　ｍａｔｃｈｅｄ＝ｎｏｔ（ｂｌｉｎｋ＿ｍａｓｋ）│ｎｏｔ（ｘｏｒ（ｂｌｉｎｋ＿ｔ
ｅｍｐｌａｔｅ，ｔｅｓｔ＿ｓａｍｐｌｅ））、
　式中、ｔｅｓｔ＿ｓａｍｐｌｅはサンプル履歴である。整合した値は、まばたきテンプ
レート、サンプル履歴、及びｂｌｉｎｋ＿ｍａｓｋと同じ長さを有するシーケンスである
。整合したシーケンスがすべて論理１である場合、優れた整合性が生じる。更に説明する
と、ｎｏｔ（ｘｏｒ（ｂｌｉｎｋ＿ｔｅｍｐｌａｔｅ，ｔｅｓｔ＿ｓａｍｐｌｅ））は、
各不整合性に対して論理０、及び各整合性に対して論理１を与える。反転したマスクで論
理和をとること（Logic oring）は、整合したシーケンスの各場所を、マスクが論理０で
あるような論理１に強制する。したがって、値が論理０として特定されるようなまばたき
マスクテンプレートにおける場所がより多いほど、人のまばたきに関してより広い誤差の
範囲が許容される。ＭＡＴＬＡＢ（登録商標）は、高級言語による数値計算、可視化及び
プログラミングのための処理であり、ＭａｔｈＷｏｒｋｓ、Ｎａｔｉｃｋ、Ｍａｓｓａｃ
ｈｕｓｅｔｔｓの製品である。まばたきマスクテンプレートにおいて論理０の数が大きく
なる程、期待される又は意図されるまばたきパターンに整合する誤検出への可能性がより
大きくなることにも留意すべきである。多様な期待される又は意図されるまばたきパター
ンは、１度に１つ又は２つ以上を作動化してデバイスにプログラミングされてもよいこと
が理解されなければならない。より具体的には、複数の期待される又は意図されるまばた
きパターンが、同じ目的又は機能性のために、あるいは異なる又は代替の機能性を実行す
るために利用されてもよい。例えば、１つのまばたきパターンが、レンズに、意図される
物体にズームイン又はズームアウトをさせるために利用されてもよく、一方で、別のまば
たきパターンが、例えば、ポンプ等のレンズ上の他のデバイスに治療薬の投与を送達させ
るために利用されてもよい。
【００４０】
　図１は、本発明の例示の実施形態に従う、電子まばたき検出器システムを備えるコンタ
クトレンズ１００をブロック図形態で示す。この例示の実施形態では、電子まばたき検出
器システムは、光センサ１０２、増幅器１０４、アナログディジタル変換器若しくはＡＤ
Ｃ　１０６、ディジタル信号処理装置１０８、電源１１０、アクチュエータ１１２、及び
システムコントローラ１１４を備えてもよい。
【００４１】
　コンタクトレンズ１００が使用者の目の前側表面上に配置されるときに、まばたき検出
器システムの電子回路は、本発明のまばたき検出アルゴリズムを実行するために利用され
てもよい。光センサ１０２、及び他の回路は、使用者の目によって引き起こされるまばた
き及び／又は種々のまばたきパターンを検出するように構成される。
【００４２】
　この例示の実施形態では、光センサ１０２は、コンタクトレンズ１００内に埋め込まれ
てもよく、周辺光１０１を受信し、入射光子を電子に変換し、それによって矢印１０３に
よって示される電流を増幅器１０４に流れ込ませる。光センサ又は光検出器１０２は、任
意の好適なデバイスを備えてもよい。１つの例示の実施形態では、光センサ１０２は、フ
ォトダイオードを備えてもよい。好ましい例示の実施形態では、フォトダイオードは、統
合能力を増加させ、光センサ１０２及び他の回路の全体的なサイズを減少させるために、
相補形金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ処理技術）に実装される。電流１０３は、入射光レベ
ルに比例し、光検出器１０２がまぶたで覆われるときに実質的に減少する。増幅器１０４
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は、利得を伴って入力に比例して出力を生成し、入力電流を出力電圧に変換するトランス
インピーダンス増幅器の役目を果たしてもよい。増幅器１０４は、ＡＤＣ　１０６によっ
て獲得されるのに十分な電圧及び電力を信号に与えること等、システムの残りの部分に対
して有効なレベルまで信号を増幅してもよい。例えば、光センサ１０２の出力は非常に小
さく、暗い環境で使用され得るため、増幅器は後続のブロックを駆動するために必要であ
り得る。増幅器１０４は、可変利得増幅器として実装されてもよく、その利得は、システ
ムの動作範囲を最大化するように、フィードバック装置において、システムコントローラ
１１４によって調整されてもよい。利得を提供することに加えて、増幅器１０４は、光セ
ンサ１０２及び増幅器１０４出力に適合するフィルタリング及び他の回路等の、他のアナ
ログ信号調節回路を含んでもよい。増幅器１０４は、光センサ１０２による信号出力を増
幅し、調節するための任意の好適なデバイスを備えてもよい。例えば、増幅器１０４は、
単に、単一の演算増幅器、又は１つ又は２つ以上の演算増幅器を備えるより複雑な回路を
備えてもよい。先に記載のとおり、光センサ１０２及び増幅器１０４は、目を通じて受け
取られた入射光の強度に基づいて、まばたきシーケンスを検出して隔離し、入力電流を最
終的にシステムコントローラ１１４に有効なディジタル信号に変換するように構成される
。システムコントローラ１１４は、好ましくは、種々の光の強度レベル条件において、種
々のまばたきシーケンス及び／又はまばたきパターンを認識し、適切な出力信号をアクチ
ュエータ１１２に提供するように事前プログラミング又は事前構成される。システムコン
トローラ１１４はまた、関連した記憶装置を備える。
【００４３】
　この例示の実施形態では、ＡＤＣ　１０６は、増幅器１０４からの連続的なアナログ信
号出力を、更なる信号処理に適切な、サンプリングされたディジタル信号へ変換するため
に使用されてもよい。例えば、ＡＤＣ　１０６は、増幅器１０４からのアナログ信号出力
を、ディジタル信号処理システム又はマイクロプロセッサ１０８等の後続の又は下流の回
路に有効であり得るディジタル信号に変換してもよい。ディジタル信号処理システム又は
ディジタル信号処理装置１０８は、フィルタリング、処理、検出、及び他には、入射光検
出の、下流での使用を可能にするサンプリングされたデータの操作／処理のうちの１つ又
は２つ以上を含む、ディジタル信号処理に利用されてもよい。ディジタル信号処理装置１
０８は、上述のまばたきシーケンス及び／又はまばたきパターンを用いてプログラミング
されてもよい。ディジタル信号処理装置１０８はまた、関連した記憶装置を備える。ディ
ジタル信号処理装置１０８は、アナログ回路、ディジタル回路、ソフトウェア、又はそれ
らの組み合わせを利用して実装されてもよい。示される例示の実施形態では、それはディ
ジタル回路に実装される。関連した増幅器１０４及びディジタル信号処理装置１０８とと
もに、ＡＤＣ　１０６は、例えば１００ミリ秒毎等、先に記載されたサンプリング速度に
一致して、好適な速度で作動化される。
【００４４】
　電源１１０は、まばたき検出システムを備える多種多様な構成要素に電力を供給する。
電力は、バッテリ、エネルギー収穫機（energy harvester）、又は当業者に周知の他の好
適な手段から供給されてもよい。本質的に、任意の種類の電源１１０が、システムのすべ
ての他の構成要素に信頼性のある電力を供給するために利用されてもよい。まばたきシー
ケンスは、システム及び／又はシステムコントローラの状態を変化させるために利用され
てもよい。更に、システムコントローラ１１４は、例えば、アクチュエータ１１２を通じ
て電子的に制御されたレンズの焦点又は屈折力を変化させる等、ディジタル信号処理装置
１０８からの入力に応じて、電動コンタクトレンズの他の態様を制御してもよい。
【００４５】
　システムコントローラ１１４は、サンプリングされた光レベルをまばたき作動パターン
と比較するために、光センサチェーン、即ち、光センサ１０２、増幅器１０４、ＡＤＣ　
１０６、及びディジタル信号処理システム１０８からの信号を使用する。図２を参照する
と、時間に対して種々の光の強度レベルで記録されたまばたきパターンサンプル及び有効
な閾値のグラフ表示が示される。したがって、異なる場所での光の強度レベルの変化を考
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慮すること等、種々の要因を考慮することは、目への光の入射をサンプリングするときに
、及び／又は種々の活動を実行する間に、まばたきの検出における誤差を軽減及び／又は
防止し得る。更に、目への光の入射をサンプリングするときに、周辺光の強度レベルの変
化が目又はまぶたに及ぼし得る効果を考慮することはまた、まぶたを低強度の光レベル及
び高強度の光レベルにおいて閉じたときに、まぶたがどのくらいの量の可視光線を遮断す
るか等、まばたきの検出における誤差を軽減及び／又は防止し得る。換言すれば、誤った
まばたきパターンが制御のために利用されることを防止するために、周辺光のレベルは、
好ましくは、以下で更に詳細が説明されるとおり考慮される。
【００４６】
　例えば、研究では、まぶたは、平均して約９９パーセントの可視光線を遮断するが、低
波長では、より少ない光がまぶたを通じて伝達される傾向を有し、約９９．６パーセント
の可視光線を遮断するということが判明している。長波長では、まぶたは、スペクトルの
赤外部分にかけて３０パーセントの入射光のみを遮断し得る。しかしながら、留意しなく
てはならないことは、異なる周波数、波長及び強度の光は、異なる効率でまぶたを通じて
伝達され得るということである。例えば、明るい光源を見たときに、個人がまぶたを閉じ
た状態で赤い光を見てもよい。個人の皮膚色素沈着等、個人によって、まぶたがどのくら
いの量の可視光線を遮断するかにおいても変化があってもよい。図２に示されるとおり、
種々の光レベルにわたるまばたきパターンのデータサンプルは、７０秒の時間間隔の過程
で模擬試験され、その中で目を通じて伝達された可視光線強度レベルは、模擬試験の過程
において記録され、有効な閾値が示される。閾値は、様々な光の強度レベルで、模擬試験
の過程にわたるサンプルまばたきパターンに対して記録された可視光線強度のピークピー
ク値の間の値に設定される。時間とともに平均光レベルを追跡し、閾値を調整しながら、
まばたきパターンを事前プログラムする能力を有することは、いつ個人がまばたきしてい
るか、対照的にいつ個人がまばたきしていないか、かつ／又は単にある特定の領域におけ
る光の強度の変化があるかを検出可能であることに不可欠であり得る。
【００４７】
　ここで図１を再度参照すると、更なる代替の例示の実施形態では、システムコントロー
ラ１１４は、まばたき検出器、眼筋センサ、及びフォブ制御のうちの１つ又は２つ以上を
含む源から入力を受信してもよい。一般化として、システムコントローラ１１４を作動化
及び／又は制御する方法は、１つ又は２つ以上の作動方法の使用を必要とし得るというこ
とが当業者には明白であろう。例えば、電子又は電動コンタクトレンズは、例えば、遠く
の物体に焦点を合わせること、又は近くの物体に焦点を合わせること等の種々の作用を実
行するときに、レンズを個人のまばたきパターン及び個人の毛様筋信号の双方を認識する
ようにプログラミングする等、個々の使用者に特有にプログラム可能であってもよい。い
くつかの例示の実施形態では、まばたき検出及び毛様筋信号検出等、電子コンタクトレン
ズを作動化するために複数の方法を使用することは、コンタクトレンズの作動が起こる前
に、各方法に対して、別の方法と照合される能力を与えてもよい。照合の利点は、意図せ
ずにレンズに作動化を引き起こす可能性を最小化する等、誤検出の軽減を含んでもよい。
１つの例示の実施形態では、照合することは投票スキームを伴ってもよく、そこで任意の
作用が起こる前にある特定の数の条件が満たされる。
【００４８】
　アクチュエータ１１２は、受信されたコマンド信号に基づいて特定の作用を実行するた
めの任意の好適なデバイスを備えてもよい。例えば、まばたき作動パターンが、上述のと
おりサンプリングされた光レベルと比較して整合される場合、システムコントローラ１１
４は、可変光学電子レンズ又は電動レンズ等のアクチュエータ１１２を有効にしてもよい
。アクチュエータ１１２は、電気デバイス、機械デバイス、磁気デバイス、又はそれらの
任意の組み合わせを備えてもよい。アクチュエータ１１２は、電源１１０からの電力に加
えてシステムコントローラ１１４から信号を受信し、システムコントローラ１１４からの
信号に基づいて、いくつかの作用を作り出す。例えば、システムコントローラ１１４の信
号が、近くの物体に焦点を合わせようとする着用者を示す場合、アクチュエータ１１２は
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、例えば、動的マルチ液体光学ゾーンを介して電子眼科レンズの屈折力を変化させるため
に利用されてもよい。代替の例示の実施形態では、システムコントローラ１１４は、治療
薬が目（複数可）に送達されるべきであるということを示す信号を出力してもよい。この
例示の実施形態では、アクチュエータ１１２は、例えば、微小電気機械システム（ＭＥＭ
Ｓ）ポンプ等のポンプ及びリザーバを備えてもよい。先に記載のとおり、本発明の電動レ
ンズは、種々の機能性を提供してもよく、したがって、１つ又は２つ以上のアクチュエー
タは、機能性を実行するように様々に構成されてもよい。
【００４９】
　図３は、本発明のまばたき検出アルゴリズムに従う、例示のまばたき検出システムの状
態遷移図３００を示す。システムは、アイドル状態３０２から始まり、イネーブル信号ｂ
ｌ＿ｇｏがアサートされるのを待機する。イネーブル信号ｂｌ＿ｇｏが、例えば、まばた
きサンプリング速度に相応の１００ミリ秒の速度でｂｌ＿ｇｏをパルス化する発振器及び
制御回路によってアサートされるときに、次いで、状態マシンはＷＡＩＴ＿ＡＤＣ状態３
０４に移行し、そこでＡＤＣは、受信された光レベルをディジタル値に変換するように有
効化される。ＡＤＣは、その動作が完了したことを示すために、ａｄｃ＿ｄｏｎｅ信号を
アサートし、システム又は状態マシンはシフト状態３０６に移行する。シフト状態３０６
において、システムは、まばたきサンプルの履歴を保持するために、最も直近で受信され
たＡＤＣ出力値をシフトレジスタにプッシュする。いくつかの例示の実施形態では、ＡＤ
Ｃ出力値はまず、必要メモリを最小化するために、単一ビット（１又は０）をサンプル値
に提供するように閾値と比較される。次いで、システム又は状態マシンは、比較状態３０
８に移行し、そこで、サンプル履歴シフトレジスタの値が、上述のとおり、１つ又は２つ
以上のまばたきシーケンステンプレート及びマスクと比較される。整合が検出された場合
、レンズドライバの状態をトグルするものであるｂｌ＿ｃｐ＿ｔｏｇｇｌｅ、又は電動眼
科レンズによって実行される任意の他の機能性等、１つ又は２つ以上の出力信号がアサー
トされてもよい。次いで、システム又は状態マシンは完了状態３１０に移行し、その動作
が完了したことを示すために、ｂｌ＿ｄｏｎｅ信号をアサートする。
【００５０】
　図４は、受信された光レベルを検出し、サンプリングするために使用され得る例示の光
センサ又は光検出器信号経路ｐｄ＿ｒｘ＿ｔｏｐを示す。信号経路ｐｄ＿ｒｘ＿ｔｏｐは
、フォトダイオード４０２、トランスインピーダンス増幅器４０４、自動利得及び低域フ
ィルタリングステージ４０６（ＡＧＣ／ＬＰＦ）、及びＡＤＣ　４０８を備えてもよい。
ａｄｃ＿ｖｒｅｆ信号は、電源１１０（図１参照）からＡＤＣ　４０８へ入力されるか、
又は代替に、アナログディジタル変換器４０８内の専用回路から提供されてもよい。ＡＤ
Ｃ　４０８からの出力であるａｄｃ＿ｄａｔａは、ディジタル信号処理及びシステムコン
トローラブロック１０８／１１４（図１参照）に伝達される。個別のブロック１０８及び
１１４として図１に例示されているが、説明を簡単にするために、ディジタル信号処理及
びシステムコントローラは、好ましくは、単一ブロック４１０に実装される。イネーブル
信号ａｄｃ＿ｅｎ、開始信号ａｄｃ＿ｓｔａｒｔ、及びリセット信号ａｄｃ＿ｒｓｔ＿ｎ
は、ディジタル信号処理及びシステムコントローラ４１０から受信されるが、完了信号ａ
ｄｃ＿ｃｏｍｐｌｅｔｅはそこに伝達される。クロック信号ａｄｃ＿ｃｌｋは、信号経路
ｐｄ＿ｒｘ＿ｔｏｐの外部のクロック源から、又はディジタル信号処理及びシステムコン
トローラ４１０から受信されてもよい。ａｄｃ＿ｃｌｋ信号及びシステムクロックは、異
なる周波数で走行していてもよいことに留意すべきである。任意の数の異なるＡＤＣは、
異なるインターフェース及び制御信号を有してもよいが、光センサ信号経路のアナログ部
分の出力のサンプリングされたディジタル表現を提供する同様の機能を実行する本発明に
従って利用され得ることにも留意すべきである。光検出イネーブルｐｄ＿ｅｎ、及び光検
出利得ｐｄ＿ｇａｉｎは、ディジタル信号処理及びシステムコントローラ４１０から受信
される。
【００５１】
　図５は、受信されたＡＤＣ信号値ａｄｃ＿ｄａｔａを単一ビット値ｐｄ＿ｄａｔａまで
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減らすために使用され得るディジタル調節論理５００のブロック図を示す。ディジタル調
節論理５００は、信号の保持された値ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄを提供するために、光
検出信号経路ｐｄ＿ｒｘ＿ｔｏｐからデータａｄｃ＿ｄａｔａを受信するためのディジタ
ルレジスタ５０２を備えてもよい。ディジタルレジスタ５０２は、ａｄｃ＿ｃｏｍｐｌｅ
ｔｅ信号がアサートされるときに、ａｄｃ＿ｄａｔａ信号の新しい値を受け取るように、
またその他ではａｄｃ＿ｃｏｍｐｌｅｔｅ信号が受信されるときに、最新の受け取られた
値を保持するように構成される。この様式で、システムは、データがシステム電力消費量
を減らすようにラッチされれば、光検出信号経路を無効にしてもよい。次いで、保持され
たデータ値は、信号ｐｄ＿ｔｈの１つ又は２つ以上の閾値を提供するために、閾値生成回
路５０４において、例えば、積分ダンプ平均（integrate-and-dump average）又はディジ
タル論理に実装された他の平均方法によって平均化されてもよい。次いで、保持されたデ
ータ値は、信号ｐｄ＿ｄａｔａの１ビットデータ値を提供するように、比較器５０６を介
して１つ又は２つ以上の閾値と比較されてもよい。比較動作は、出力信号ｐｄ＿ｄａｔａ
の雑音を最小化するために、ヒステリシス、又は１つ又は２つ以上の閾値との比較を採用
してもよいということが理解されるだろう。ディジタル調節論理は、算出された閾値に従
って及び／又は保持されたデータ値に従って、図４に例示される信号ｐｄ＿ｇａｉｎを介
して、光検出信号経路内の自動利得及び低域フィルタリングステージ４０６の利得を設定
するために、利得調整ブロックｐｄ＿ｇａｉｎ＿ａｄｊ　５０８を更に備えてもよい。こ
の例示の実施形態において、６ビットワードは、複雑性を最小化すると同時に動作範囲に
わたる十分な解像度をまばたき検出に提供するということに留意すべきである。
【００５２】
　１つの例示の実施形態では、閾値生成回路５０４は、ピーク検出器、谷検出器、及び閾
値計算回路を備える。この例示の実施形態では、閾値及び利得制御値は、以下のとおり発
生され得る。ピーク検出器及び谷検出器は、信号ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄに保持され
た値を受信するように構成される。ピーク検出器は、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値の増
加を素早く追跡し、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値が減少する場合にゆっくりと減衰する
出力値ｐｄ＿ｐｋを提供するように更に構成される。動作は、電気分野において周知の古
典的ダイオード包絡線検出器のものに類似している。谷検出器は、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈ
ｅｌｄ値の減少を素早く追跡し、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値が増加する場合に高い値
までゆっくりと減衰する出力値ｐｄ＿ｖｌを提供するように更に構成される。谷検出器の
動作はまた、正の電源電圧に拘束される放電抵抗器を有するダイオード包絡線検出器に類
似している。閾値計算回路は、ｐｄ＿ｐｌ及びｐｄ＿ｖｌ値を受信するように構成され、
ｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖｌ値の平均に基づいて、中点閾値ｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄを算出する
ように更に構成される。閾値生成回路５０４は、中点閾値ｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄに基づいて
、閾値ｐｄ＿ｔｈを提供する。
【００５３】
　閾値生成回路５０４は、ｐｄ＿ｇａｉｎ値の変動に応じて、ｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖｌ
レベルの値を更新するように更に適合されてもよい。ｐｄ＿ｇａｉｎ値が１工程で増加す
る場合、ｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖｌ値は、光検出信号経路における期待された利得の増加
に等しい要因によって増加される。ｐｄ＿ｇａｉｎ値が１工程で減少する場合、ｐｄ＿ｐ
ｋ及びｐｄ＿ｖａｌ値は、光検出信号経路における期待された利得の減少に等しい要因に
よって減少される。この様式で、ｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖｌ値にそれぞれ保持されたピー
ク検出器及び谷検出器の状態、及びｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖｌ値から算出された閾値ｐｄ
＿ｔｈは、信号経路利得の変動を整合するように更新され、それによって、光検出信号経
路利得における意図的な変化からのみ起因する状態又は値での不連続性又は他の変化を回
避する。
【００５４】
　閾値生成回路５０４の更なる例示の実施形態では、閾値計算回路は、ｐｄ＿ｐｋ値の比
率又はパーセンテージに基づいて、閾値ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋを算出するように更に構成され
てもよい。好ましい例示の実施形態では、ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋは、ｐｄ＿ｐｋ値の８分の７



(17) JP 6169397 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

であるように有利に構成されてもよく、演算は、関連技術において周知のとおり、簡易な
３ビットの右シフト及び減法で実行されてもよい。閾値計算回路は、ｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄ
及びｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋのうちのより小さい方となるように、閾値ｐｄ＿ｔｈを選択しても
よい。この様式では、ｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖｌ値が等しくなることをもたらし得るフォ
トダイオードへの長期にわたる一定の光の入射の後でさえ、ｐｄ＿ｔｈ値は、ｐｄ＿ｐｋ
値と等しくは決してならないだろう。ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋ値は、長く間隔が空いた後でも、
まばたきの検出を確実にするということが理解されるだろう。閾値生成回路の挙動は、後
に論議されるとおり図９に更に示される。
【００５５】
　図６は、本発明の実施形態に従う、例示のディジタルまばたき検出アルゴリズムを実行
するために使用され得るディジタル検出論理６００のブロック図を示す。ディジタル検出
論理６００は、ここで１ビット値を有する信号ｐｄ＿ｄａｔａに例示されるとおり、図４
の光検出信号経路ｐｄ＿ｒｘ＿ｔｏｐから又は図５のディジタル調節論理からデータを受
信するように適合されたシフトレジスタ６０２を備えてもよい。シフトレジスタ６０２は
、ここ２４ビットレジスタで、受信されたサンプル値の履歴を保持する。ディジタル検出
論理６００は、サンプル履歴、並びに１つ又は２つ以上のまばたきテンプレートｂｌ＿ｔ
ｐｌ及びまばたきマスクｂｌ＿ｍａｓｋを受信するように適合された比較ブロック６０４
を更に備え、後の使用のために保持され得る１つ又は２つ以上の出力信号の１つ又は２つ
以上のテンプレート及びマスクへの整合を示すように構成される。比較ブロック６０４の
出力は、Ｄフリップフロップ６０６を介してラッチされる。ディジタル検出論理６００は
、マスキング動作のため、小さなシフトで同一のサンプル履歴セット上にあり得る継時比
較を抑制する計数器６０８又は他の論理を更に備えてもよい。好ましい例示の実施形態で
は、サンプル履歴は、陽性整合が判明された後、消去又はリセットされ、したがって、後
続の整合が識別可能になる前にサンプリングされる完全な新しい整合するまばたきシーケ
ンスを必要とする。ディジタル検出論理６００は、制御信号を光検出信号経路及びＡＤＣ
に提供するために、状態マシン又は類似の制御回路をまた更に備えてもよい。いくつかの
例示の実施形態では、制御信号は、ディジタル検出論理６００から分離される制御状態マ
シンによって生成されてもよい。この制御状態マシンは、ディジタル信号処理及びシステ
ムコントローラ４１０の一部であってもよい。
【００５６】
　図７は、まばたき検出サブシステムから光検出信号経路に使用されるＡＤＣ　４０８（
図４）に提供された制御信号のタイミング図を示す。イネーブル及びクロック信号ａｄｃ
＿ｅｎ、ａｄｃ＿ｒｓｔ＿ｎ及びａｄｃ＿ｃｌｋは、サンプルシーケンスの開始時に作動
化され、アナログディジタル変換処理が完了するまで継続する。１つの例示の実施形態で
は、ＡＤＣ変換処理は、パルスがａｄｃ＿ｓｔａｒｔ信号に提供されるときに開始される
。ＡＤＣ出力値は、ａｄｃ＿ｄａｔａ信号に保持され、処理の完了は、ａｄｃ＿ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ信号のアナログディジタル変換器論理によって示される。ＡＤＣの前に増幅器の
利得を設定するために利用されるｐｄ＿ｇａｉｎ信号がまた、図７に示される。この信号
は、変換前にアナログ回路バイアス及び信号レベルを安定させるために、機動時間の前に
設定されるように示される。
【００５７】
　図８は、ディジタルまばたき検出サブシステムｄｉｇ＿ｂｌｉｎｋ　８０２を備えるデ
ィジタルシステムコントローラ８００を示す。ディジタルまばたき検出サブシステムｄｉ
ｇ＿ｂｌｉｎｋ　８０２は、マスター状態マシンｄｉｇ＿ｍａｓｔｅｒ　８０４によって
制御されてもよく、ディジタルシステムコントローラ８００の外部のクロック発生器であ
るｃｌｋｇｅｎ　８０６からクロック信号を受信するように適合されてもよい。ディジタ
ルまばたき検出サブシステムｄｉｇ＿ｂｌｉｎｋ　８０２は、上述のとおり、光検出サブ
システムへ制御信号を提供し、光検出サブシステムから信号を受信するように適合されて
もよい。ディジタルまばたき検出サブシステムｄｉｇ＿ｂｌｉｎｋ　８０２は、まばたき
検出アルゴリズムにおける動作のシーケンスを制御するために、状態マシンに加えて上述



(18) JP 6169397 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

のディジタル調節論理及びディジタル検出論理を備えてもよい。ディジタルまばたき検出
サブシステムｄｉｇ＿ｂｌｉｎｋ　８０２は、マスター状態マシン８０４からのイネーブ
ル信号を受信し、完了若しくは終了指示、及びまばたき検出指示をもとのマスター状態マ
シン８０４に提供するように適合されてもよい。
【００５８】
　図９は波形である図９Ａ～９Ｇを提供し、閾値生成回路及び自動利得制御（図５）の動
作を示す。図９Ａは、様々な光レベルに応じて、フォトダイオードによって提供され得る
光電流対時間の例を示す。プロットの第１の部分では、光レベル及び生じた光電流は、プ
ロットの第２の部分と比較して比較的低い。プロットの第１の部分及び第２の部分の双方
において、光及び光電流を低減するための２回のまばたきが見られる。まぶたによる光の
減衰は、１００パーセントでなくてもよいが、目への光の入射の波長に対するまぶたの透
過特性に応じて、低い値であり得るということに留意されたい。図９Ｂは、図９Ａの光電
流波形に応じて捕獲されるａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値を示す。簡単にするために、ａ
ｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値は、一連の離散ディジタルサンプルとしてよりもむしろ連続
的なアナログ信号として示される。ディジタルサンプル値は、対応するサンプル時間での
、図９Ｂに示されるレベルに対応するということが理解されるだろう。プロットの上部及
び下部の破線は、ａｄｃ＿ｄａｔａ及びａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ信号の最大値及び最
小値を示す。最大と最小との間の値の範囲はまた、ａｄｃ＿ｄａｔａ信号の動作範囲とし
て周知である。以下で論議されるとおり、光検出（photodection）信号経路利得は、プロ
ットの第２の部分において異なる（低い）。一般に、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値は、
光電流に正比例し、利得の変動は比例の定量又は定数にのみ影響する。図９Ｃは、閾値生
成回路によるａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値に応じて算出されたｐｄ＿ｐｋ、ｐｄ＿ｖｌ
及びｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄ値を示す。図９Ｄは、閾値生成回路のいくつかの例示の実施形態
におけるａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値に応じて算出されたｐｄ＿ｐｋ、ｐｄ＿ｖｌ及び
ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋ値を示す。ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋ値は、常にいくつかのｐｄ＿ｐｋ値の比率
であるということに留意されたい。図９Ｅは、ｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄ及びｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋ
値を伴うａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値を示す。長期にわたって、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈ
ｅｌｄ値が比較的一定であるところでは、ｐｄ＿ｖｌ値が同じレベルまで減衰するにつれ
て、ｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄ値はａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値に等しくなるということに留
意されたい。ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋ値は常に、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値を若干下回るよ
うに保たれている。また、図９Ｅに示されるのは、ｐｄ＿ｔｈの選択であり、そこではｐ
ｄ＿ｔｈ値は、ｐｄ＿ｔｈ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｔｈ＿ｍｉｄの値よりも低くなるように選択
される。この方法で、閾値は常にｐｄ＿ｐｋ値からいくらか距離が離れるように設定され
、光電流及びａｄｃ＿ｄａｔａ保持信号の雑音に起因するｐｄ＿ｄａｔａの誤った移行を
回避する。図９Ｆは、ａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値とｐｄ＿ｔｈ値の比較によって生成
されたｐｄ＿ｄａｔａ値を示す。ｐｄ＿ｄａｔａ信号は、まばたきが起こっているときに
低い、二値の信号であるということに留意しなくてはならない。図９Ｇは、これらの波形
例に対するｔｉａ＿ｇａｉｎ対時間の値を示す。ｔｉａ＿ｇａｉｎの値は、図９Ｅにａｇ
ｃ＿ｐｋ＿ｔｈとして示されるｐｄ＿ｔｈが高閾値を超え始めるときに、低く設定される
。類似の挙動が、ｐｄ＿ｔｈが低閾値を下回って減少し始めるときに、ｔｉａ＿ｇａｉｎ
を上昇させるために生じるということが理解されるだろう。図９Ａ～９Ｅの各々の第２の
部分を再度見てみると、より低いｔｉａ＿ｇａｉｎの効果は明瞭である。特に、ａｄｃ＿
ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ値は、ａｄｃ＿ｄａｔａ及びａｄｃ＿ｄａｔａ＿ｈｅｌｄ信号の動作
範囲の中間近くに維持されるということに留意されたい。更に、ｐｄ＿ｐｋ及びｐｄ＿ｖ
ｌ値は、単に光検出信号経路利得における変動のため、ピーク及び谷検出器状態及び値に
おいて不連続性が回避されるように、上述のとおり利得変動に従って更新されることに留
意すべきである。
【００５９】
　図１０は、集積回路ダイ１０００上の例示の光遮断及び光通過特徴を示す。集積回路ダ
イ１０００は、光通過領域１００２、光遮断領域１００４、接着パッド１００６、パッシ
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ベーション開口部１００８、及び光遮断層開口部１０１０を備える。光通過領域１００２
は、例えば、半導体処理において実装されるフォトダイオードのアレイ等、光センサ（例
示されていない）の上に位置付けられる。好ましい例示の実施形態では、光通過領域１０
０２は、できる限り多くの光を光センサに到達することを可能にし、それによって感度を
最大化する。これは、製造に利用される半導体処理において、又は後処理において許容さ
れる、ポリシリコン、金属、酸化物、窒化物、ポリイミド、及び光受信器上の他の層を除
去することを通じて行われてもよい。光通過領域１００２はまた、例えば、反射防止コー
ティング、フィルター、及び／又は拡散器等の光検出を最適化する他の特別な処理を受信
してもよい。光遮断領域１００４は、露光量を必要としないダイ上の他の回路を覆っても
よい。他の回路の性能は、例えば、先に述べたとおり、コンタクトレンズ内への組み込み
のために必要とされる超低電流回路において、バイアス電圧及び発振器周波数を変化する
こと等、光電流によって低下され得る。光遮断領域１００４は、薄い、不透明な、反射性
材料で優先的に形成され、例えば、アルミニウム又は銅は、半導体ウエハー処理及び後処
理において既に使用されている。金属で実装される場合、光遮断領域１００４を形成する
材料は、短絡状態を防止するために、回路下部及び接着パッド１００６から絶縁されなけ
ればならない。このような絶縁は、例えば、酸化物、窒化物、及び／又はポリイミドなど
の、通常のウエハーパッシベーションの一部としてダイ上に既に存在するパッシベーショ
ンによって、又は後処理の間に追加される他の誘電体によって提供されてもよい。マスキ
ングは、伝導性の光遮断金属が、ダイ上の接着パッドと重なり合わないように、光遮断層
開口部１０１０を許容する。光遮断領域１００４は、ダイ接着の間にダイを保護し、短絡
を回避するために、追加の誘電体又はパッシベーションで覆われる。この最終パッシベー
ションは、接着パッド１００６への接続を可能にするために、パッシベーション開口部１
００８を有する。
【００６０】
　図１１は、本実施形態（発明）に従うまばたき検出システムを備える電子インサートを
有する例示のコンタクトレンズを示す。コンタクトレンズ１１００は、電子インサート１
１０４を備えるソフトプラスチック部分１１０２を備える。このインサート１１０４は、
例えば、作動に応じて近く又は遠くに焦点を合わせること等、電子機器によって作動化さ
れるレンズ１１０６を含む。集積回路１１０８は、インサート１１０４上に装着し、バッ
テリ１１１０、レンズ１１０６、及びシステムの必要性に応じて他の構成要素に接続する
。集積回路１１０８は、光センサ１１１２及び関連した光検出器信号経路回路を含む。光
センサ１１１２は、レンズインサートを通して外側を向き、目から見て外側に向くため、
周辺光を受信することができる。光センサ１１１２は、例えば、単一のフォトダイオード
又はフォトダイオードのアレイとして等、集積回路１１０８上に実装されてもよい（図の
ように）。光センサ１１１２はまた、インサート１１０４上に装着され、かつワイヤリン
グ配線１１１４と接続された分離デバイスとして実装されてもよい。まぶたが閉じるとき
に、光検出器１１１２を含むレンズインサート１１０４は覆われ、それによって、光検出
器１１１２に入射する光レベルを低減する。光検出器１１１２は、周辺光を測定し、使用
者がまばたきするかどうかを判定する。
【００６１】
　まばたき検出アルゴリズムの追加の実施形態は、例えば、固定されたテンプレートを使
用することによって又はマスクの「考慮しない」間隔（０の値）を拡大することによって
よりもむしろ、測定された第１のまばたきの終了時間に基づく第２のまばたきの開始のタ
イミングによって、まばたきシーケンスの持続時間及び間隔において、より多くの変化を
可能にすることができる。
【００６２】
　まばたき検出アルゴリズムは、マイクロコントローラを走行するディジタル論理又はソ
フトウェアにおいて実装されてもよいことが理解されるだろう。アルゴリズム論理又はマ
イクロコントローラは、光検出信号経路回路及びシステムコントローラを有する単一の特
定用途向け集積回路であるＡＳＩＣに実装されてもよく、あるいは、複数の集積回路にわ
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たって区分されてもよい。
【００６３】
　本発明のまばたき検出システムは、視力診断、視力矯正、及び視力補助よりも広範な用
途を有するということに留意すべきである。これらの広範な用途は、身体障害を有する個
人のための多種多様な機能性を制御するために、まばたき検出を利用することを含む。ま
ばたき検出は、目の上に、又は目から離れて設置されてもよい。
【００６４】
　別の例示の実施形態に従って、電動又は電子眼科レンズは、まぶた又はまぶた位置セン
サを組み込んでもよい。まばたき反射及び涙拡散作用を含む様々な方法でまぶたが眼球を
保護することは既知である。まぶたのまばたき反射は、目への脅威を予測したときにすぐ
に閉じることによって、眼球への外傷を防ぐ。まばたきはまた、涙を眼球表面にわたって
拡散させ、眼球表面の潤いを保ち、細菌及び他の異物を洗い流す。しかしながら、まぶた
の動きは、他の作用又は機能目的も示し得る。例えば、個人が近くの物体に焦点を合わせ
るとき、上まぶたが下がる。結果的に、この動きの検出を、可変焦点光学を用いて電子眼
科レンズへの入力として利用して、老眼に関連した視力調節の損失を補正することができ
る。あるいは、個人が遠くの物体に焦点を合わせようとするとき、その個人は、目を細め
る場合がある。目を細めることに関連したまぶたの動きを、可変焦点光学を用いて電子眼
科レンズへの入力として利用して、遠くの物体にズームインすることができる。加えて、
まぶた位置センサを利用して、電子眼科レンズを着用する個人に、その個人が居眠りする
危険性があると警告することもできる。加えて又は代替の用途において、感知データは、
誘発事象としてではなく、収集処理の一部として単に利用され得ることにも留意すべきで
ある。例えば、感知データは、病状の治療において、収集、記録、及び利用されてもよい
。換言すれば、このようなセンサを利用するデバイスは、使用者に可視である様式で状態
を変化しなくてもよく、むしろデバイスはデータを記録するだけでもよいということも理
解されるべきである。例えば、このようなセンサは、使用者が、一日を通して適切な虹彩
反応を有するかどうか、又は問題のある病状が認められるかどうかを判定するために使用
され得る。
【００６５】
　ここで図１２を参照すると、目１２００上に例示のまぶた位置センサシステムが図示さ
れている。システムは、コンタクトレンズ１２０２内に組み込まれる。上まぶた及び下ま
ぶたが示され、上まぶたは、閉鎖が増大する順に、可能性のある位置１２０１、１２０３
、及び１２０５を有する。下まぶたも、上まぶたに対応する閉鎖レベル、即ち、位置１２
０７、１２０９、及び１２０５によって図示されている。まぶたが閉じると、それらは、
同一の位置、即ち、１２０５を占有する。例示の実施形態に従うコンタクトレンズ１２０
２は、センサアレイ１２０４を備える。このセンサアレイ１２０４は、１つ以上の光セン
サを含む。この例示の実施形態において、センサアレイ１２０４は、１２個の光センサ１
２０６ａ～１２０６ｌを備える。上まぶたが位置１２０１にあり、下まぶたが位置１２０
７にあるとき、すべての光センサ１２０６ａ～１２０６ｌは露出され、周辺光を受信し、
したがって、本明細書に記載の電子回路によって検出され得る光電流を作り出す。まぶた
が位置１２０３及び１２０９で部分的に閉じると、上位及び下位の光センサ１２０６ａ及
び１２０６ｂは被覆され、他の光センサ１２０６ｃ～１２０６ｌよりも少ない光を受信し
、電子回路によって検出され得る相応により低い電流を出力する。まぶたが位置１２０５
で完全に閉じると、すべてのセンサ１２０６ａ～１２０６ｌは被覆され、電流が相応に減
少する。この例示のシステムを使用して、センサアレイ内のそれぞれの光センサをサンプ
リングし、かつまぶたの位置を判定するためにセンサ位置に対する光電流出力を使用する
ことによって、まぶたの位置を検出することができる。光センサは、コンタクトレンズ上
の好適な位置に配置されるべきであることが理解され、例えば、まぶたの位置を確実に判
定するのに十分なサンプル位置を提供する一方で、障害物のない光学ゾーン（おおよそ大
きく開いた瞳孔によって占有される領域）を妨害しない。この例示のシステムを使用して
、センサを定期的にサンプリングし、かつ測定結果を経時的に比較することによって、ま
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ばたきを検出することもできる。まぶたの位置をコントローラ（図示されず）によって使
用して、機能を開始することができる。例えば、読書において見られるように近くの物体
に焦点を合わせるとき、まぶたは、典型的には下垂するか、又は下がる。したがって、上
で簡潔に説明されるように、まぶたの位置を、恐らく他のセンサとともに使用して、老眼
の個人が近くに焦点を合わせたいという欲求を検出することができる。
【００６６】
　図１３は、２つの目１３００がコンタクトレンズ１３０２で部分的に被覆された例示の
システムを図示する。センサアレイ１３０４は、図１２に関して先に記載されたように、
まぶたの位置を判定するために、コンタクトレンズ１３０２の両方に存在する。この例示
の実施形態において、コンタクトレンズ１３０２はそれぞれ、電子通信構成要素１３０６
を備える。それぞれのコンタクトレンズ１３０２中の電子通信構成要素１３０６は、双方
向通信がコンタクトレンズ１３０２間で起こることを可能にする。電子通信構成要素１３
０６は、無線周波数（ＲＦ）トランシーバ、アンテナ、光センサ１３０８用のインターフ
ェース回路、及び関連又は類似した電子構成要素を備えてもよい。線１３１０で表される
通信チャネルは、コンタクトレンズ１３０２間の効果的な通信を可能にするために、適切
なデータプロトコルを用いた適切な周波数及び電力でのＲＦ伝送を備えてもよい。２つの
コンタクトレンズ１３０２間のデータの伝送は、目配せ又は無意識のまばたきではなく、
真の目的のあるまばたきを検出するために、例えば、両まぶたが閉じたことを検証するこ
とができる。伝送は、システムが、両方のまぶたが同様の程度だけ閉じたか、例えば、ど
ちらのまぶたが使用者が間近で読書することに関連しているかを判定することも可能にし
得る。データ伝送は、外部デバイス、例えば、眼鏡、使用者のこめかみに着用されるパッ
チ、又はスマートフォンに対して行われてもよい。
【００６７】
　図１４Ａ及び１４Ｂは、まぶたの位置の光センサが、上で説明されるように、コンタク
トレンズ１４０２、又はより具体的には、電動又は電子眼科レンズでの活動を引き起こす
ために使用される例示の電子システム１４００を図示する。図１４Ａは、レンズ１４０２
上の例示の電子システム１４００を示し、図１４Ｂは、システム１４００の分解組立図で
ある。光１４０１は、図１２に関して先に記載されたように、１つ又は２つ以上の光セン
サ１４０４への入射である。これらの光センサ１４０４を、フォトダイオード、硫化カド
ミウム（ＣｄＳ）センサ、又は周辺光を電流に変換するのに好適な他の技術を用いて実装
することができる。光センサ１４０４の選択に応じて、増幅器１４０６又は他の好適な回
路は、その後の回路又は下流回路による使用のために、入力信号の調節に必要とされ得る
。マルチプレクサ１４０８は、単一のアナログディジタル変換器１４１０（ＡＤＣ）が複
数の光センサ１４０４からの入力を受け入れることを可能にする。マルチプレクサ１４０
８を、光センサ１４０４の直後、増幅器１４０６の直前に配置してもよいか、又は電力消
費量、ダイの寸法、及び設計の複雑さを考慮して、使用されなくてもよい。まぶたの位置
を検出するために複数の光センサ１４０４が目の上の様々な位置で必要とされるため、下
流の処理構成要素（例えば、増幅器、アナログディジタル変換器、及びディジタルサイン
処理装置）の共有は、電子回路に必要とされる寸法を著しく減少させ得る。増幅器１４０
６は、利得を伴って入力に比例する出力を作成し、入力電流を出力電圧に変換するトラン
スインピーダンス増幅器として機能し得る。増幅器１４０６は、システムの残り部分に対
して使用可能なレベルまで信号を増幅する、例えば、ＡＤＣ　１４１０によって獲得され
るのに十分な電圧及び電力を信号に与えることができる。例えば、増幅器１４０６は、光
センサ１４０４の出力が極めて小さく、かつ微光環境で使用され得るため、その後のブロ
ックを駆動することが必要であり得る。増幅器１４０６を、可変利得増幅器として実装す
ることもでき、システム１４００のダイナミックレンジを最大限にするために、その利得
をシステムコントローラ１４１２で調節することができる。利得の提供に加えて、増幅器
１４０６は、フィルタリング等の回路を調節する他のアナログ信号並びに光センサ１４０
４及び増幅器１４０６出力に適切な他の回路を含み得る。増幅器１４０６は、光センサ１
４０４によって出力される信号を増幅及び調節するために、任意の好適なデバイスを備え
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てもよい。例えば、増幅器１４０４は、単に単一の演算増幅器、又は１つ若しくは２つ以
上の演算増幅器を備えるより複雑な回路を備え得る。
【００６８】
　上で説明されるように、光センサ１４０４及び増幅器１４０６は、目の上の様々な位置
で入射光１４０１を検出し、かつ入力電流を、システムコントローラ１４１２によって最
終的に利用可能なディジタル信号に変換するように構成される。システムコントローラ１
４１２は、好ましくは、まぶたの位置を検出するために目の上のそれぞれの光センサ１４
０４をサンプリングし、かつ適切な出力信号をアクチュエータ１４１４に提供するように
予めプログラミングされる。システムコントローラ１４１２はまた、関連した記憶装置を
備える。システムコントローラ１４１２は、光センサ１４０４の最新のサンプルを、まぶ
たが開いた位置及び目を細めている位置に相関する予めプログラミングされたパターンに
組み合わせることができる。パターンが、近くに視力調節することに関連したまぶた垂下
、例えば、上まぶたの垂下のパターンに整合すると、システムコントローラ１４１２は、
アクチュエータ１４１４に電動コンタクトレンズに関連した可変電力光学の焦点状態の変
化を引き起こさせ得る。確実な検出のために、使用者のまぶたのパターンを様々な周辺光
下及び焦点距離状況下で記録することが、システムコントローラ１４１２のプログラミン
グに必要とされ得る。システム１４００は、まぶたの位置の変化、周辺光、影における通
常の変化と他の現象とを区別する必要があり得る。この区別を、周波数、増幅器利得、及
び他のシステムパラメーターのサンプリングの適切な選択、コンタクトレンズ内のセンサ
配置の最適化、まぶたの位置パターンの判定、周辺光の記録、それぞれの光センサと隣接
した光センサ及びすべての光センサとの比較、並びにまぶたの位置を独自に見分けるため
の他の技法を介して達成することができる。
【００６９】
　この例示の実施形態において、ＡＤＣ　１４１０を使用して、増幅器１４０６からマル
チプレクサを通して出力される連続アナログ信号を、更なる信号処理に適切なサンプリン
グされたディジタル信号に変換することができる。例えば、ＡＤＣ　１４１０は、増幅器
１４０６から出力されるアナログ信号を、ディジタル信号処理システム又はマイクロプロ
セッサ１４１６等のその後の回路又は下流回路によって使用可能であり得るディジタル信
号に変換することができる。ディジタル信号処理システム又はディジタル信号処理装置１
４１６は、フィルタリング、処理、検出、及び他には、入射光検出の、下流での使用を可
能にするサンプリングされたデータの操作／処理のうちの１つ又は２つ以上を含む、ディ
ジタル信号処理に利用されてもよい。ディジタル信号処理装置１４１６を、様々なまぶた
パターンで予めプログラミングすることができる。ディジタル信号処理装置１４１６はま
た、関連した記憶装置を備える。ディジタル信号処理装置１４１６を、アナログ回路、デ
ィジタル回路、ソフトウェア、及び／又は好ましくは、それらの組み合わせを利用して実
装することができる。関連した増幅器１４０６及びディジタル信号処理装置１４１６とと
もに、ＡＤＣ　１４１０は、例えば１００ミリ秒毎等の前述のサンプリング速度に従って
、好適な速度で作動する。
【００７０】
　電力源１４１８は、まぶた位置センサシステム１４００を備える多数の構成要素に電力
を供給する。電力源１４１８を利用して、電力をコンタクトレンズ上の他のデバイスに供
給することもできる。電力は、バッテリ、エネルギー収穫機（energy harvester）、又は
当業者に周知の他の好適な手段から供給されてもよい。本質的に、任意の種類の電源１４
１８が、システムのすべての他の構成要素に信頼性のある電力を供給するために使用され
てもよい。アナログからディジタルに処理されたまぶた位置センサアレイパターンは、シ
ステムコントローラ１４１２又はシステムコントローラ１４１２の一部の作動を可能にし
得る。更に、システムコントローラ１４１２は、例えば、アクチュエータ１４０８を通じ
て電子的に制御されたレンズの焦点又は屈折力を変化させる等、ディジタル信号処理装置
１４１４からの入力に応じて、電動コンタクトレンズの他の態様を制御してもよい。
【００７１】
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　ここで図１５を参照すると、コンタクトレンズ上の３つの異なる垂直位置で位置付けら
れた３つの光センサの例示の出力特性が図示されている。出力特性は、それぞれの光セン
サへの入射光に比例する電流を表し得るか、又は下流信号、例えば、ＡＤＣ（図１４の要
素１４１０）の出力時の時間に対するサンプリングされたディジタルデータ値を表し得る
。例えば、暗い部屋から明るい玄関へと歩き、その後、暗い部屋に戻るとき、全体の入射
光１５０２が増加し、安定状態を保ち、その後、減少する。３つすべての光センサ１５０
４、１５０６、及び１５０８は、まぶたが開いたままの状態である場合、光センサ１５０
４及び１５０８に対して点線１５０１及び１５０３で示される周辺光の信号に類似した信
号を出力するであろう。周辺光レベル１５０２の変化に加えて、目を細めた状態のまぶた
は、位置１５１０によって示され、まぶたが開いた状態の位置１５１２及び１５１４のま
ぶたとは異なる。目を細めることによってまぶたが閉じると、上位の光センサ１５０４は
、上まぶたによって被覆された状態になり、まぶたによる光センサの妨害のため、相応に
より低いレベルを出力する。周辺光１５０２が増加するにもかかわらず、光センサ１５０
４は、まぶたが部分的に閉じているため、より少ない光を受信し、より低い信号を出力す
る。同様の応答が、目を細めている間被覆された状態になる光センサ１５０８で観察され
る。中位のセンサ１５０６は、目を細めている間被覆されず、したがって、光レベルの増
加を観察し続け、出力レベルが相応して増加する。この例が１つの特定の事例を図示して
いるが、センサ位置の様々な配置及びまぶたの動きをどのように検出することができるか
は明らかであろう。
【００７２】
　図１６Ａ及び１６Ｂは、コンタクトレンズ１６０２内に組み込まれた代替の例示の検出
システム１６００を図示する。かさねて、図１６Ａは、レンズ１６０２上のシステム１６
００を示し、図１６Ｂは、システム１６００の分解組立図を示す。この例示の実施形態に
おいて、静電容量タッチセンサ１６０４が光センサの代わりに利用される。静電容量タッ
チセンサは、電子工学業界、例えば、タッチスクリーンディスプレイにおいて普及してい
る。基本な原理は、例えば、誘電体によって被覆されるグリッドを実装することによって
、静電容量が近接又は接触によって変化するように、可変コンデンサ１６０４が物理的様
式で実装されることである。センサ調節器１６０４は、例えば、可変コンデンサを備える
発振器における変化を測定することによって、又は一定周波数のＡＣ信号で一定のコンデ
ンサに対する可変コンデンサの比率を感知することによって、静電容量に比例する出力信
号を作成する。下流回路を低減させるために、センサ調節器１６０６の出力をマルチプレ
クサ１６０８と組み合わせてもよい。この例示の実施形態において、図１４に関して上で
説明される必要な信号調節回路は、簡潔さのために省略されている。システムコントロー
ラ１６１０は、例えば、それぞれのセンサを順に作動させて、値を記録することによって
、マルチプレクサ１６０８を介して静電容量センサ調節器１６０６から入力を受信する。
その後、それは、測定された値と予めプログラミングされたパターン及び過去のサンプル
を比較して、まぶたの位置を判定することができる。その後、それは、アクチュエータ１
６１２の機能を作動させることができ、例えば、可変焦点レンズをより近い焦点距離に変
化させる。コンデンサタッチセンサ１６０４は、光検出器について先に記載されたパター
ンに類似した物理的パターンで配置されてもよいが、まぶたの位置で静電容量の変化を検
出するために最適化されるであろう。センサ、更に言うと、全電子システムは、カプセル
に封入され、生理食塩水コンタクトレンズ環境から隔離される。まぶたがセンサ１６０４
を被覆すると、前述の周辺光の変化ではなく、静電容量の変化が検出される。
【００７３】
　図１４Ｂの光センサに関して図示されるように、必要に応じて、静電容量タッチセンサ
に従って、ＡＤＣ回路及びディジタル信号処理回路を利用することができることに留意す
べきである。
【００７４】
　１つの例示の実施形態では、電子機器及び電気的連結は、光学ゾーンではなく、コンタ
クトレンズの周縁ゾーンに作製される。代替の例示の実施形態に従って、電子機器の位置
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決めは、コンタクトレンズの周縁ゾーンに限定される必要はないことに留意すべきである
。本明細書に記載されるすべての電子部品は、薄膜技術及び／又は透明な材料を用いて製
造されてもよい。これらの技術が利用される場合、電子部品は、光学に適合する限りは、
任意の好適な場所に配置されてもよい。
【００７５】
　ディジタル信号処理ブロック及びシステムコントローラ（それぞれ、図１４Ｂの１４１
６及び１４１２、並びに図１６Ｂのシステムコントローラ１６１０）の活動は、利用可能
なセンサ入力、環境、及び使用者の反応に依存する。入力、反応、及び決定閾値は、眼科
調査、事前プログラミング、トレーニング、及び適合／学習アルゴリズムのうちの１つ又
は２つ以上から判定されてもよい。例えば、まぶたの動きの一般的な特性は、文献におい
て十分に実証されており、広範囲の使用者の集団に適用可能であり、またシステムコント
ローラに予めプログラミングされてもよい。しかしながら、一般的な期待応答からの個人
の偏差は、電子眼科デバイスの動作における応答を改善し続ける、トレーニングセッショ
ン又は適合／学習アルゴリズムの一部に記録されてもよい。１つの例示の実施形態では、
使用者は、使用者が近焦点を望むときに、デバイスと通信する携帯フォブを作動すること
によってデバイスをトレーニングしてもよい。次いで、デバイスの学習アルゴリズムは、
内部決定アルゴリズムを改善するために、フォブ信号の前及び後に記憶装置のセンサ入力
を参照してもよい。このトレーニング期間は１日間続き得、その後、デバイスは自立的に
センサ入力のみで動作し、フォブを必要としないだろう。
【００７６】
　眼内レンズ又は人工水晶体（ＩＯＬ）は、目の中に埋め込まれるレンズであり、水晶体
と差し替える。それは、白内障の個人のために使用されてもよく、又は単に種々の屈折障
害の治療のために利用されてもよい。人工水晶体は、目の水晶体嚢内の適所にレンズを保
持するために、ハプティクスと呼ばれるプラスチック横支柱を有する小さなプラスチック
レンズを典型的に備える。本明細書に記載される任意の電子機器及び／又は構成要素は、
コンタクトレンズのものと類似の方法で人工水晶体内に組み込まれてもよい。
【００７７】
　図示及び説明されたものは、最も実用的かつ好ましい実施形態であると考えられるが、
当業者であれば、本明細書に説明及び図示した特定の設計及び方法からの変更はそれ自体
当業者にとって自明であり、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく使用できること
は明らかであろう。本発明は、記載及び例示した特定の構成に限定されないものであるが
、添付の「特許請求の範囲」内に含まれ得るすべての変更例と整合するように構成される
べきである。
【００７８】
〔実施の態様〕
（１）　電動眼科レンズであって、
　光学ゾーンと、周縁ゾーンとを含むコンタクトレンズと、
　前記コンタクトレンズの前記周縁ゾーン内に組み込まれたまぶた位置センサシステムで
あって、まぶたの位置を検出するために複数の単独センサを有するセンサアレイと、まぶ
たの位置を検出するために前記センサアレイ内のそれぞれの単独センサをサンプリングし
、出力制御信号を提供するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号
を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも１つのアクチュエータとを
含む、まぶた位置センサシステムと、を備える、電動眼科レンズ。
（２）　前記複数の単独センサが、目への入射光を検出するための光センサを備える、実
施態様１に記載の電動眼科レンズ。
（３）　前記まぶた位置センサシステムが、下流での使用のために、前記光センサから出
力される信号を調節するように構成されている、前記光センサに接続された増幅器を更に
備える、実施態様２に記載の電動眼科レンズ。
（４）　前記まぶた位置センサシステムが、前記増幅器から複数の入力を受信し、単一信
号を出力するように構成されたマルチプレクサを更に備える、実施態様３に記載の電動眼
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科レンズ。
（５）　前記まぶた位置センサシステムが、更なる信号処理のために、前記増幅器からの
アナログ信号を、サンプリングされたディジタル信号に変換するように構成されたアナロ
グディジタル変換器を更に備える、実施態様４に記載の電動眼科レンズ。
【００７９】
（６）　前記まぶた位置センサシステムが、前記アナログディジタル変換器からの出力を
受信し、かつ下流での使用のために、サンプリングされたデータのフィルタリング、処理
、及び検出のうちの１つ又は２つ以上を含むディジタル信号処理を行って、入射光検出を
可能にするように構成されたディジタル信号処理装置を更に備える、実施態様５に記載の
電動眼科レンズ。
（７）　前記ディジタル信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、実施態様６に記載
の電動眼科レンズ。
（８）　電源装置を更に備える、実施態様１に記載の電動眼科レンズ。
（９）　前記複数の単独センサが、接触又は近接を検出し、かつそれを示す信号を出力す
るための静電容量タッチセンサ（capacative touch sensors）を備える、実施態様１に記
載の電動眼科レンズ。
（１０）　前記センサシステムが、下流での使用のために、静電容量に比例する信号を出
力するセンサ調節器を更に備える、実施態様９に記載の電動眼科レンズ。
【００８０】
（１１）　前記まぶた位置センサシステムが、前記センサの導体から複数の入力を受信し
、単一信号を前記システムコントローラに出力するように構成されたマルチプレクサを更
に備える、実施態様１０に記載の電動眼科レンズ。
（１２）　前記まぶた位置センサシステムが、複数の対の電動コンタクトレンズ間の作用
を調整するための通信チャネルを更に備える、実施態様１に記載の電動眼科レンズ。
（１３）　電動眼科レンズであって、
　コンタクトレンズと、
　前記コンタクトレンズ内に組み込まれたまぶた位置センサシステムであって、まぶたの
位置を検出するために複数の単独センサを有するセンサアレイと、まぶたの位置を検出す
るために前記センサアレイ内のそれぞれの単独センサをサンプリングし、出力制御信号を
提供するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の
機能を実装するように構成された少なくとも１つのアクチュエータとを含む、まぶた位置
センサシステムと、を備える、電動眼科レンズ。
（１４）　前記複数の単独センサが、目への入射光を検出するための光センサを備える、
実施態様１３に記載の電動眼科レンズ。
（１５）　前記まぶた位置センサシステムが、下流での使用のために、前記光センサから
出力される信号を調節するように構成されている、前記光センサに接続された増幅器を更
に備える、実施態様１４に記載の電動眼科レンズ。
【００８１】
（１６）　前記まぶた位置センサシステムが、前記増幅器から複数の入力を受信し、単一
信号を出力するように構成されたマルチプレクサを更に備える、実施態様１５に記載の電
動眼科レンズ。
（１７）　前記まぶた位置センサシステムが、更なる信号処理のために、前記増幅器から
のアナログ信号を、サンプリングされたディジタル信号に変換するように構成されたアナ
ログディジタル変換器を更に備える、実施態様１６に記載の電動眼科レンズ。
（１８）　前記まぶた位置センサシステムが、前記アナログディジタル変換器からの出力
を受信し、かつ下流での使用のために、サンプリングされたデータのフィルタリング、処
理、及び検出のうちの１つ又は２つ以上を含むディジタル信号処理を行って、入射光検出
を可能にするように構成されたディジタル信号処理装置を更に備える、実施態様１７に記
載の電動眼科レンズ。
（１９）　前記ディジタル信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、実施態様１８に
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（２０）　電源装置を更に備える、実施態様１３に記載の電動眼科レンズ。
【００８２】
（２１）　前記複数の単独センサが、接触又は近接を検出し、かつそれを示す信号を出力
するための静電容量タッチセンサを備える、実施態様１３に記載の電動眼科レンズ。
（２２）　前記センサシステムが、下流での使用のために、静電容量に比例する信号を出
力するセンサ調節器を更に備える、実施態様２１に記載の電動眼科レンズ。
（２３）　前記まぶた位置センサシステムが、前記センサの導体から複数の入力を受信し
、単一信号を前記システムコントローラに出力するように構成されたマルチプレクサを更
に備える、実施態様２２に記載の電動眼科レンズ。
（２４）　前記まぶた位置センサシステムが、複数の対の電動コンタクトレンズ間の作用
を調整するための通信チャネルを更に備える、実施態様１３に記載の電動眼科レンズ。
（２５）　電動眼科レンズであって、
　眼内レンズと、
　前記眼内レンズ内に組み込まれたまぶた位置センサシステムであって、まぶたの位置を
検出するために複数の単独センサを有するセンサアレイと、まぶたの位置を検出するため
に前記センサアレイ内のそれぞれの単独センサをサンプリングし、出力制御信号を提供す
るように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の機能を
実装するように構成された少なくとも１つのアクチュエータとを含む、まぶた位置センサ
システムと、を備える、電動眼科レンズ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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