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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一つのホストと、前記少なくとも一つのホストに結合された複数の周辺機器
と、ドッキング対象とを有するドッキング・システムであって、
前記ホストは前記ドッキング対象との無線ドッキングのために構成されており、ホスト・
プロセッサを有しており、前記ホスト・プロセッサは、
・周辺機器メッセージを送信する段階であって、各周辺機器メッセージは少なくとも一つ
の周辺機器のサービスの利用可能性を示す周辺機器データを含む、段階と、
・前記ドッキング対象とドッキングする段階と、
・選択された周辺機器を示す選択メッセージを受信する段階と、
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・前記ドッキング対象のために、前記選択された周辺機器へのアクセスを提供する段階と
を実行するよう構成されており、
前記ドッキング対象は、無線ドッキングのために構成された頭部装着可能装置であり、
前記頭部装着可能装置は
・前記周辺機器を含む動作環境の画像を捕捉するためのカメラと、
・ドッキング対象プロセッサとを有し、前記ドッキング対象プロセッサは、
・前記周辺機器メッセージを受領する段階と、
・前記周辺機器を識別するために前記画像を処理する段階と、
・前記頭部装着可能装置を介して、装着者の観察方向に基づいて前記動作環境内の焦
点位置を検出する段階と、

20

(2)

JP 6214828 B1 2017.10.18

・前記焦点位置を使って、前記識別された周辺機器のうちから周辺機器を選択する段
階と、
・受領された周辺機器メッセージに依存して前記選択された周辺機器へのアクセスを
提供するホストを決定することによって、選択されたホストを決定する段階と、
・前記選択されたホストにドッキングする段階と、
・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを送る段階と、
・前記選択された周辺機器にアクセスして、前記選択された周辺機器のサービスを使
う段階とを実行するよう構成されている、
ドッキング・システム。
【請求項２】
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・少なくとも一つの周辺機器および／または前記ホスト・プロセッサが、前記周辺機器の
ディスプレイ上に表示されるアクティブ視覚マーカーを提供するよう構成されており、
・前記ドッキング対象プロセッサが、前記画像において前記視覚マーカーを検出すること
によって前記周辺機器を識別するよう構成されている、
請求項１記載のドッキング・システム。
【請求項３】
請求項１記載のシステムにおいて使うための頭部装着可能装置であって、
・前記周辺機器を含む動作環境の画像を捕捉するためのカメラと、
・ドッキング対象プロセッサとを有し、前記ドッキング対象プロセッサは、
・前記周辺機器メッセージを受領する段階と、
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・前記周辺機器を識別するために前記画像を処理する段階と、
・当該頭部装着可能装置を介して、装着者の観察方向に基づいて前記動作環境内の焦
点位置を検出する段階と、
・前記焦点位置に基づいて、前記識別された周辺機器のうちから周辺機器を選択する
段階と、
・受領された周辺機器メッセージに依存して前記選択された周辺機器へのアクセスを
提供するホストを決定することによって、選択されたホストを決定する段階と、
・前記選択されたホストにドッキングする段階と、
・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを送る段階と、
・前記選択された周辺機器にアクセスして、前記選択された周辺機器のサービスを使
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う段階とを実行するよう構成されている、
頭部装着可能装置。
【請求項４】
当該頭部装着可能装置は、当該頭部装着可能装置を介して装着者によって知覚される前
記動作環境の上にオーバーレイを表示する表示ユニットを有しており、前記ドッキング対
象プロセッサは、前記オーバーレイを生成し、その中で前記周辺機器のうちの少なくとも
一つに視覚的にマーク付けするよう構成される、請求項３記載の頭部装着可能装置。
【請求項５】
前記ドッキング対象プロセッサが、前記マーク付けを、
・前記周辺機器の装着者への距離に基づいて前記周辺機器に視覚的に優先順位を付けるこ
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と；
・前記周辺機器を使った前記ドッキング対象の以前のセッションのセッション情報に基づ
いて前記周辺機器を視覚的に優先順位付けすること；
・装着者の現在状態に基づいて前記周辺機器に視覚的に優先順位付けすること；または
・利用可能だが装着者によって知覚される前記動作環境においては見えない周辺機器を視
覚的に示すこと
のうちの少なくとも一つによって行なうよう構成されている、
請求項４記載の頭部装着可能装置。
【請求項６】
前記ドッキング対象プロセッサが、
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・前記動作環境に対する観察方向を示すものとして前記画像における中心位置を取ること
によって、前記カメラを介して前記焦点位置を検出する段階であって、前記焦点位置は真
正面を見ている装着者の視野における中心位置に対応する、段階と、
・前記焦点位置に最も近い周辺機器を選択する段階とを実行するよう構成されている、
請求項３ないし５のうちいずれか一項記載の頭部装着可能装置。
【請求項７】
前記ドッキング対象プロセッサが、
・装着者の目の実際の配向を検出し、前記実際の配向の中心配向からのオフセットを決定
することによって視線方向を検出し、前記オフセットに依存して前記焦点位置をシフトさ
せるよう構成されている、
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請求項６記載の頭部装着可能装置。
【請求項８】
前記ドッキング対象プロセッサは、装着者の目から周辺機器までの観察距離を検出し、
前記観察距離に依存して前記焦点位置をシフトさせるよう構成されている、請求項７記載
の頭部装着可能装置。
【請求項９】
前記ドッキング対象プロセッサは、事前構成されたセットアップを参照することによっ
て前記動作環境における周辺機器を識別するよう構成されており、前記事前構成されたセ
ットアップは前記動作環境における前記複数の周辺機器の位置を定義する、請求項３ない
し８のうちいずれか一項記載の頭部装着可能装置。
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【請求項１０】
前記ドッキング対象プロセッサは、周辺機器の視覚的属性に基づいて周辺機器を認識す
ることによって、前記動作環境における周辺機器を識別するよう構成されている、請求項
３ないし９のうちいずれか一項記載の頭部装着可能装置。
【請求項１１】
前記ドッキング対象プロセッサは、前記画像における視覚マーカーを検出することによ
って前記周辺機器を識別するよう構成されている、請求項３ないし１０のうちいずれか一
項記載の頭部装着可能装置。
【請求項１２】
前記視覚マーカーが、
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・QRコード（登録商標）またはバーコード；
・グラフィック記号および／またはテキストを有するラベル；
・前記周辺機器のディスプレイ上に表示されるアクティブ視覚マーカー
である、請求項１１記載の頭部装着可能装置。
【請求項１３】
請求項１記載のシステムにおいてドッキング対象としての頭部装着可能装置において使
うためのドッキング対象のドッキング方法であって、
・前記周辺機器メッセージを受領する段階と、
・前記周辺機器を識別するために前記画像を処理する段階と、
・前記頭部装着可能装置を介して、装着者の観察方向に基づいて前記動作環境内の焦
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点位置を検出する段階と、
・前記焦点位置に基づいて、前記識別された周辺機器のうちから周辺機器を選択する
段階と、
・受領された周辺機器メッセージに依存して前記選択された周辺機器へのアクセスを
提供するホストを決定することによって、選択されたホストを決定する段階と、
・前記選択されたホストにドッキングする段階と、
・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを送る段階と、
・前記選択された周辺機器にアクセスして、前記選択された周辺機器のサービスを使
う段階とを含む、
方法。
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【請求項１４】
請求項２記載のシステムにおいてホストにおいて使うためのホストのドッキング方法で
あって、前記ホストは、ドッキング対象と無線ドッキングし、前記ドッキング対象のため
に前記周辺機器のうちの少なくとも一つへのアクセスを提供するよう構成されており、当
該方法は、
・周辺機器メッセージを送信する段階であって、各周辺機器メッセージは少なくとも一つ
の周辺機器のサービスの利用可能性を示す周辺機器データを含む、段階と、
・前記周辺機器のディスプレイ上に表示されるアクティブ視覚マーカーを提供する段階と
、
・前記ドッキング対象としての頭部装着可能装置をドッキングさせる段階と、
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・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを受信する段階と、
・前記ドッキング対象のために、前記選択された周辺機器へのアクセスを提供する段階と
を含む、
方法。
【請求項１５】
プロセッサに請求項１３または１４記載の方法を実行させるよう機能する、ホストとド
ッキング対象との間のドッキングのためのコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、ドッキング対象（dockee）と無線ドッキングするよう構成された少なくとも
一つのホストと、前記少なくとも一つのホストに結合された複数の周辺機器とを有するド
ッキング・システムに関する。前記ホストは一つまたは複数の組み込み周辺機器を有して
いてもよく、および／または少なくとも一つの外部周辺機器に結合するよう構成されてい
てもよい。ドッキングに際して、ホストは、ドッキング対象のために、それぞれの周辺機
器へのアクセスを提供しうる。
【０００２】
本発明はさらに、ドッキング対象、ホスト、ホスト方法、ドッキング対象方法およびホ
ストとドッキング対象との間のドッキングのためのコンピュータ・プログラム・プロダク
トに関する。
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【０００３】
本発明は、たとえばWi‑Fiを介した無線通信の分野に、より詳細には一つまたは複数の
周辺機器にアクセスするための頭部装着可能装置のホストへのドッキングに関する。この
コンテキストにおいて、周辺機器（peripheral）とは、ディスプレイ、キーボードもしく
はマウスのような外部装置またはスピーカーもしくは記憶ユニットのようなホストに組み
込まれた周辺機器でありうる。たとえば、TVがホストであってもよい。すなわちホストが
TVに組み込まれており、複数の周辺機器へのアクセスを提供しうるホストをなす。そのよ
うな周辺機器および／またはホストの他の任意の内部もしくは外部資源にアクセスするこ
とおよび／またはそれを使用することは、ホストによって提供されるサービスと呼ばれて
もよい。
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【背景技術】
【０００４】
無線ドッキングは、モバイル装置（ドッキング対象とも呼ばれる）が、（たとえばIEEE
802.11に記述されるWi‑Fiを使うことに基づく）無線リンク上の一組の一般的なメッセー
ジ交換プロトコルを通じて、ホスト装置（無線ドッキング・ステーションとも呼ばれる）
にワイヤを通じてローカルに取り付けられているまたは無線で接続されている一組の周辺
機器（マウス、ディスプレイ、機械ツールなど）にアクセスできるようにする。一つまた
は複数の有線または無線の周辺機器と一緒に結合されたホストは、無線ドッキング環境と
呼ばれることがある。
【０００５】
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無線ドッキングはたとえば特許文献１から知られている。無線ドッキング・ステーショ
ンは、少なくとも一つのドッキング対象とホストとの間の無線の保護された通信を可能に
しうる。無線ドッキング・ホストはその存在についての情報を、Wi‑Fiビーコンを通じて
提供してもよく、それを、ドッキング対象が、選ばれたホストを選択し、該ホストとの接
続を開始するために使用できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第2012/117306A!号
10

【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Bluetooth

Specification,

Core

Package

version

2.1+EDR、2007

年7月26日発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
さまざまな複雑な動作環境（たとえば、手術室、無線トラフィック・コントロール、金
融、ソフトウェア開発など）において、ユーザーはさまざまな周辺機器へのアクセスをも
ちうる。本稿では、周辺機器（peripheral）という単語は、ホストに結合され、情報の入
力もしくは出力、対話または制御といったユーザーのための機能を提供する任意の物理的

20

な装置、たとえばディスプレイまたは対話式ツールを含む。そのような機能の例は次のよ
うなことを含む：
・どの情報源が所与の時間において表示されるかを選択する；
・ディスプレイのある領域にズームインする；
・追加的情報を示す；
・いくつかの周辺機器のオン／オフを切り換える；
・注釈を生成する；
・メッセージを送受信する；
・他の人と通信する（たとえばビデオ・チャット）。
【０００９】
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ユーザーは、それらの周辺機器の選択された部分集合と対話することを望むことがあり
うる。たとえば、ユーザーは複数の異なる装置（たとえば複数のモニター、コントロール
・パネルなど）によって有意な情報を提供されることがある。あるタスクを実行するため
に、ユーザーは、一つまたは複数の選択された周辺機器の何らかの形の制御およびかかる
周辺機器との何らかの形の対話をもつ必要があることがある。
【００１０】
ユーザーは無線装置を有していてもよく、利用可能な周辺機器のリストから周辺機器ま
たはサービスを選択してもよく、該周辺機器と対話するためにそれと接続しようとしても
よい。そのような選択および接続をすることは、時間および努力を必要とし、ユーザー・
アクションを要求する。また、ユーザー（たとえば手術室における外科医）は、手をふさ

40

ぐ他のタスクに従事していることがある。これらの装置の制御または対話のためにユーザ
ーがマウスまたはキーボードを使う必要があるとしたら面倒であろう。
【００１１】
さらに、Wi‑Fi信号のレンジは数十メートルに達することがあるので、Wi‑Fiサービスを
提供するきわめて多くの装置がWi‑Fiレンジ内で発見されることがありうる。ユーザーは
、接続すべき正しい装置／サービスを選択することに関わってもよい。しかしながら、ユ
ーザーに呈示される装置／サービスのリストからは、どの項目がどの装置に対応するかが
あまり明瞭でないことがありうる。
【００１２】
必要とされるユーザー対話の量および時間を低減しつつ、使用のために周辺機器を選択
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することを可能にする無線ドッキングのためのシステムを提供することが本発明の目的で
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
この目的のために、本発明の第一の側面によれば、冒頭段落で述べたドッキング・シス
テムにおいて、前記ホストはホスト・プロセッサを有しており、前記ホスト・プロセッサ
は、
・周辺機器メッセージを送信する段階であって、各周辺機器メッセージは少なくとも一つ
の周辺機器のサービスの利用可能性を示す周辺機器データを含む、段階と、
・前記ドッキング対象とドッキングする段階と、
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・選択された周辺機器を示す選択メッセージを受信する段階と、
・前記ドッキング対象のために、選択された周辺機器へのアクセスを提供する段階とを実
行するよう構成されており、
前記ドッキング対象は、無線ドッキングのために構成された頭部装着可能装置であり、
前記頭部装着可能装置は
・前記周辺機器を含む動作環境の画像を捕捉するためのカメラと、
・ドッキング対象プロセッサとを有し、前記ドッキング対象プロセッサは、
・前記周辺機器メッセージを受領する段階と、
・前記周辺機器を識別するために前記画像を処理する段階と、
・前記頭部装着可能装置を介して、装着者の観察方向に基づいて前記動作環境内の焦
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点位置を検出する段階と、
・前記焦点位置を使って、前記識別された周辺機器のうちから周辺機器を選択する段
階と、
・受領された周辺機器メッセージに依存して前記選択された周辺機器へのアクセスを
提供するホストを決定することによって、選択されたホストを決定する段階と、
・前記選択されたホストにドッキングする段階と、
・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを送る段階と、
・前記選択された周辺機器にアクセスして、前記選択された周辺機器のサービスを使
う段階とを実行するよう構成されている。
【００１４】
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この目的のために、上記のシステムにおいて使うための頭部装着可能装置は、
・前記周辺機器を含む動作環境の画像を捕捉するためのカメラと、
・ドッキング対象プロセッサとを有し、前記ドッキング対象プロセッサは、
・前記周辺機器メッセージを受領する段階と、
・前記周辺機器を識別するために前記画像を処理する段階と、
・前記頭部装着可能装置を介して、装着者の観察方向に基づいて前記動作環境内の焦
点位置を検出する段階と、
・前記焦点位置に基づいて、前記識別された周辺機器のうちから周辺機器を選択する
段階と、
・受領された周辺機器メッセージに依存して前記選択された周辺機器へのアクセスを
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提供するホストを決定することによって、選択されたホストを決定する段階と、
・前記選択されたホストにドッキングする段階と、
・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを送る段階と、
・前記選択された周辺機器にアクセスして、前記選択された周辺機器のサービスを使
う段階とを実行するよう構成されている。
【００１５】
この目的のために、上記のシステムにおいて使うためのホスト装置が、ドッキング対象
として作用する前記頭部装着可能装置と無線ドッキングし、前記頭部装着可能装置のため
に前記周辺機器のうちの少なくとも一つへのアクセスを提供するよう構成されており、前
記ホストはホスト・プロセッサを有しており、前記ホスト・プロセッサは、
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・周辺機器メッセージを送信する段階であって、各周辺機器メッセージは少なくとも一つ
の周辺機器のサービスの利用可能性を示す周辺機器データを含む、段階と、
・前記ドッキング対象としての前記頭部装着可能装置をドッキングさせる段階と、
・選択された周辺機器を示す選択メッセージを受信する段階と、
・前記ドッキング対象のために、選択された周辺機器へのアクセスを提供する段階とを実
行するよう構成されている。
【００１６】
この目的のために、上記のシステムにおいてドッキング対象としての頭部装着可能装置
において使うためのドッキング対象のドッキング方法が提供される。本方法は、
・前記周辺機器メッセージを受領する段階と、

10

・前記周辺機器を識別するために前記画像を処理する段階と、
・前記頭部装着可能装置を介して、装着者の観察方向に基づいて前記動作環境内の焦
点位置を検出する段階と、
・前記焦点位置に基づいて、前記識別された周辺機器のうちから周辺機器を選択する
段階と、
・受領された周辺機器メッセージに依存して前記選択された周辺機器へのアクセスを
提供するホストを決定することによって、選択されたホストを決定する段階と、
・前記選択されたホストにドッキングする段階と、
・前記選択された周辺機器を示す選択メッセージを送る段階と、
・前記選択された周辺機器にアクセスして、前記選択された周辺機器のサービスを使

20

う段階とを含む。
【００１７】
この目的のために、上記のシステムにおいてホストにおいて使うためのホストのドッキ
ング方法が提供される。前記ホストは、ドッキング対象としての前記頭部装着可能装置と
無線ドッキングし、前記頭部装着可能装置のために前記周辺機器のうちの少なくとも一つ
へのアクセスを提供するよう構成されており、本方法は、
・周辺機器メッセージを送信する段階であって、各周辺機器メッセージは少なくとも一つ
の周辺機器のサービスの利用可能性を示す周辺機器データを含む、段階と、
・前記周辺機器のディスプレイ上に表示されるアクティブ視覚マーカーを提供する段階と
30

、
・前記ドッキング対象としての前記頭部装着可能装置をドッキングさせる段階と、
・選択された周辺機器を示す選択メッセージを受信する段階と、
・前記ドッキング対象のために、選択された周辺機器へのアクセスを提供する段階とを含
む。
【００１８】
上記の施策は、ドッキングが次のように達成されるという効果をもつ。使用されるべき
それぞれの周辺機器を選択するために前記システムにおいて使うための頭部装着可能装置
が提案される。複数の周辺機器が動作環境において存在する。ドッキングは、ドッキング
対象、この場合には頭部装着可能装置または頭部装着可能装置に結合された電話を操作す
るための追加的なI/O周辺機器として、選択された周辺機器を実際に提供することを意味
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する。たとえば、マウスまたはキーボードといった入力周辺機器は、実際に、前記装着可
能装置のための入力装置として動作する。動作環境において多くの周辺機器がある場合に
は、選択は、その装置を見ることによってなされ、ドッキング対象が知的にかつ自動的に
、複数の利用可能な周辺機器のうちの選択された周辺機器に接続できる。
【００１９】
ホストでは、ホスト・プロセッサが、周辺機器メッセージを送信するよう構成されてお
り、周辺機器メッセージはホストを識別するとともに、前記少なくとも一つの周辺機器の
利用可能性を示す周辺機器データを含み、これは、前記頭部装着可能装置が、前記周辺機
器メッセージを受信したときに、選択された周辺機器へのアクセスを提供する選択された
ホストを決定できるようにするためである。周辺機器メッセージは、周辺機器データを、
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無線送信レンジ内の任意のドッキング対象に転送するとともに、前記頭部装着可能装置に
、利用可能な周辺機器を通知する。
【００２０】
前記頭部装着可能装置は前記動作環境における周辺機器の画像を捕捉するためのカメラ
と、ドッキング対象プロセッサと呼ばれるプロセッサとを有する。カメラは、通例、前記
頭部装着可能装置、たとえばスマートゴーグルの装着者の観察方向に向けられている。動
作では、ドッキング対象プロセッサは、前記頭部装着可能装置を介して、動作環境に対す
る、装着者の焦点位置を検出する。焦点位置は、装着者の目が中心配向にあるため、真正
面を見る装着者の視野における中心位置に対応していてもよい。
【００２１】

10

ドッキング対象プロセッサは、周辺機器を識別するために前記画像を処理するよう構成
されている。次に、焦点位置を使って、画像中の周辺機器のうちから周辺機器が選択され
る。これは、観察方向におけるカメラからの直線を動作環境の画像と交わらせることによ
る。選択されたところの周辺機器は下記では、選択された周辺機器と呼ばれる。単一のカ
メラについては、これは捕捉された画像の真ん中のピクセルではなくてもよいが、カメラ
の物理的な位置により、頭および目に関して補正されてもよい。たとえば、立体視カメラ
のために交わる直線が使われてもよい。交差点に最も近い周辺機器が選択される。
【００２２】
次に、選択された周辺機器へのアクセスを提供するホストを決定することによって、選
択されたホストが見出される。ドッキング対象プロセッサは、選択されたホストにドッキ

20

ングし、選択された周辺機器にアクセスするよう構成される。選択メッセージは、たとえ
ば装着者がある最小量の時間にわたって特定の周辺機器に焦点を合わせていたときに、生
成されてもよい。これは、装着者が単に見回しているのではなくある装置に焦点を合わせ
ていることを保証する。ホストは、ホスト・プロセッサを有し、該ホスト・プロセッサは
、動作では、選択された周辺機器を示す選択メッセージを受領し、その後、ドッキング対
象として頭部装着可能装置をドッキングさせ、選択された周辺機器へのアクセスを提供す
る。有利なことに、動作環境における複数の利用可能な周辺機器のうちで使用または制御
されるべき周辺機器が、装着者がその周辺機器を見ることによって、選択される。
【００２３】
本発明に基づく方法は、コンピュータ上でコンピュータ実装された方法として、あるい
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は専用ハードウェアにおいて、あるいは両者の組み合わせにおいて実装されてもよい。本
発明に基づく方法のための実行可能コードがコンピュータ・プログラム・プロダクト上に
記憶されてもよい。コンピュータ・プログラム・プロダクトの例はメモリ・デバイス、光
記憶デバイス、集積回路、サーバー、オンライン・ソフトウェアなどを含む。好ましくは
、コンピュータ・プログラム・プロダクトは、前記プログラム・プロダクトがコンピュー
タ上で実行されたときに本発明に基づく方法を実行するための、コンピュータ可読媒体上
に記憶された非一時的なプログラム・コード手段を有する。ある実施形態では、コンピュ
ータ・プログラムは、該コンピュータ・プログラムがコンピュータ上で実行されたときに
本発明に基づく方法のすべての段階を実行するよう適応されたコンピュータ・プログラム
・コード手段を有する。コンピュータ・プログラムは、コンピュータ可読媒体上に具現さ
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れてもよい。
【００２４】
任意的に、上記のドッキング・システムにおいて、少なくとも一つの周辺機器および／
または前記ホスト・プロセッサが、前記周辺機器のディスプレイ上に表示されるアクティ
ブ視覚マーカーを提供するよう構成され、前記ドッキング対象プロセッサは、画像中の該
視覚マーカーを検出することによって前記周辺機器を識別するよう構成されている。有利
なことに、前記周辺機器は、該アクティブ・マーカーを動的に示し、前記周辺機器を前記
画像中のその環境および／または他の同様の装置から区別するために前記視覚マーカーを
使って識別される。
【００２５】
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任意的に、前記頭部装着可能装置は、前記頭部装着可能装置を介して装着者によって知
覚される動作環境の上にオーバーレイを表示する表示ユニットを有しており、前記ドッキ
ング対象プロセッサは、前記オーバーレイを生成し、その中で前記周辺機器のうちの少な
くとも一つに視覚的にマーク付けするよう構成される。有利なことに、装着者は、ドッキ
ングのために利用可能な周辺機器に焦点を合わせることにおいて支援される。また、前記
ドッキング対象プロセッサは、周辺機器から装着者への距離に基づいて周辺機器に視覚的
に優先順位を付けることによって前記マーク付けを行なうよう構成されていてもよい。優
先順位付けとは、より好適な周辺機器が、たとえばハイライトによりまたは色もしくはグ
ラフィック記号を使って、視覚的により目立つようにされることを意味する。有利には、
装着者への近接性に基づいて、好適な周辺機器が視覚的に区別され、ランク付けされる。

10

また、ドッキング対象プロセッサは、ドッキング対象が周辺機器を使った以前のセッショ
ンのセッション情報に基づいて周辺機器を視覚的に優先順位付けすることによって前記マ
ーク付けを行なうよう構成されていてもよい。有利には、装着者は、該以前のセッション
における以前の使用を考慮に入れて、前記選択された周辺機器で作業することを選択し、
それを続けてもよい。たとえば、以前に使われたのと同じプリンタを使ってもよい。また
、ドッキング対象プロセッサは、装着者の現在状態に基づいて周辺機器に視覚的に優先順
位付けすることによって前記マーク付けを行なうよう構成されていてもよい。有利には、
本システムは、現在状態、たとえば座っているか立っているかを判別し、それに基づいて
好適な周辺機器を優先順位付けする。また、ドッキング対象プロセッサは、利用可能だが
装着者によって知覚されるところの動作環境においては見えない周辺機器を視覚的に示す
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ことによって前記マーク付けを行なうよう構成されていてもよい。たとえば、好適な周辺
機器が他のオブジェクトの背後に隠されていることがあり、あるいは単に視野外であるこ
とがあり、本システムはその位置を、矢印またはその周辺機器を表わす記号によって、グ
ラフィックにマーク付けしてもよい。
【００２６】
任意的に、頭部装着可能装置において、ドッキング対象プロセッサは、動作環境に対す
る観察方向を示すものとして画像における中心位置を取ることによって、カメラを介して
焦点位置を検出する段階であって、焦点位置は、装着者の目が中心配向（centered

orie

ntation）にあるために真正面を見ている装着者の視野における中心位置に対応する、段
階と、焦点位置に最も近い周辺機器を選択する段階とを実行するよう構成されている。有
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利には、画像中で検出される焦点位置に基づいて、焦点位置にあるまたは焦点位置に近い
周辺機器が選択される。
【００２７】
任意的に、頭部装着可能装置において、ドッキング対象プロセッサは、装着者の目の実
際の配向を検出し、前記中心配向からの前記実際の配向のオフセットを決定することによ
って視線方向を検出し、前記オフセットに依存して前記焦点位置をシフトさせるよう構成
されている。前記焦点位置は、装着者の目が中心配向にあるために真正面を見ている装着
者の視野における中心位置に対応してもよく、あるいは頭部装着可能装置が向いているの
とは異なる方向を装着者の目が見ているために中心外れ位置に対応してもよい。これは、
装着者の目に向けられた追加的な内向きカメラによって検出されうる。有利なことに、焦
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点位置は、装着者の実際の視線方向によって強化され、周辺機器は、画像における強化さ
れた焦点位置に基づいて選択される。
【００２８】
任意的に、頭部装着可能装置において、ドッキング対象プロセッサは、装着者の目から
周辺機器までの観察距離を検出し、前記観察距離に依存して前記焦点位置をシフトさせる
よう構成されている。有利なことに、焦点位置は周辺機器への実際の観察距離によって強
化され、周辺機器は画像における強化された焦点位置に基づいて選択される。
【００２９】
任意的に、頭部装着可能装置において、ドッキング対象プロセッサは、事前構成された
セットアップを参照することによって動作環境における周辺機器を識別するよう構成され
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ており、前記事前構成されたセットアップは動作環境における前記複数の周辺機器の位置
を定義する。たとえば、ドッキング・ホストは、注釈付けされた画像を提供してもよく、
ドッキング対象はその現在の画像を注釈付けされた画像と比較することができる。有利な
ことに、周辺機器は、画像において捕捉されたところの動作環境の既知の事前構成された
セットアップに対する位置に基づいて選択される。
【００３０】
任意的に、頭部装着可能装置において、ドッキング対象プロセッサは、周辺機器の視覚
的属性に基づいて周辺機器を認識することによって、動作環境における周辺機器を識別す
るよう構成されている。たとえば、属性は、ドッキング・ホスト、周辺機器自身によって
提供されてもよく、あるいは装置発見情報に基づいてインターネットから取得されてもよ

10

い。有利なことに、周辺機器は、形、特定の色、ブランドまたは型のような視覚的属性を
使って検出される。
【００３１】
任意的に、頭部装着可能装置において、ドッキング対象プロセッサは、画像における視
覚マーカーを検出することによって周辺機器を識別するよう構成されている。視覚マーカ
ーは、たとえば、QRコード（登録商標）またはバーコードであってもよい。そのような視
覚マーカーは、画像プロセッサによる読み取りのために設計されており、周辺機器につい
てのさらなる情報を含むことがある。視覚マーカーはたとえば、グラフィック記号および
／またはテキストを有するラベルであってもよい。有利には、そのような記号またはテキ
ストは、画像プロセッサによって検出されてもよく、明確にそれぞれの周辺機器を特定し

20

うる。
【００３２】
任意的に、少なくとも一つの周辺機器および／または前記ホスト・プロセッサは、前記
周辺機器のディスプレイ上に表示されるアクティブ視覚マーカーを提供するよう構成され
る。視覚マーカーはたとえば、周辺機器自身によって制御される周辺機器のディスプレイ
に表示されるアクティブ視覚マーカーであってもよい。有利には、マーカーは、その周辺
機器において利用可能な実際のサービスまたは機能を表わすようホストによって動的に生
成／適応されてもよい。
【００３３】
本発明に基づく装置および方法のさらなる好ましい実施形態は付属の請求項において与
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えられ、その開示はここに参照によって組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
本発明のこれらおよび他の側面は、付属の図面を参照して以下の記述において例として
記述される実施形態を参照することから明白となり、さらに明快にされるであろう。
【図１】頭部装着可能装置を含むドッキング・システムを示す図である。
【図２】複数の周辺機器および頭部装着可能装置を有する動作環境の例を示す図である。
【図３】ドッキング対象において周辺機器を選択するためのドッキング方法を示す図であ
る。
【図４】ホストにおけるドッキング方法を示す図である。

図面は純粋に図的なものであ
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り、縮尺どおりに描かれていない。図面において、すでに記述された要素に対応する要素
は同じ参照符号をもつことがある。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
本稿では、無線ドッキングとは、ドッキング対象と呼ばれるモバイル装置が、提供する
ホストに無線で接続できるようにすることに関わる。無線ドッキングにより、ホストは該
ホストに組み込まれているおよび／または結合されている利用可能な周辺機器のサービス
をドッキング対象に提供し、それにより、モバイル装置上のアプリケーションがそれらの
周辺機器のサービスを利用でき、これらのアプリケーションで作業すること／これらのア
プリケーションとの対話の経験および生産性を向上させることができる。サービスの発見
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／広告および周辺機器への接続の管理は、ホストによって実行されてもよい。該ホストは
、前記サービスの機能を無線ドッキング・プロトコルを通じて利用可能にする。可能なホ
ストは、（これに限られないが）専用の無線ドッキング・ステーション装置、表示装置、
オーディオ装置、プリンタ、PCを含む。無線ドッキング・ホストは、ディスプレイ、USB
およびオーディオ・インターフェースをもつ小さな（PC様の）ドングルであってもよい。
可能な周辺機器は（これに限られないが）マウス、キーボード、表示装置、オーディオ装
置、ウェブカメラ、プリンタ、記憶装置、USBハブ、ネットワーク・インターフェース、
機械ツール、医療設備、産業コントロール・パネルなどを含む。これらの周辺機器は無線
であってもよく、Wi‑FiシリアルバスおよびWi‑Fi

Miracastのような規格をサポートして

、その機能を無線ネットワークを通じてホストに利用可能にしてもよい。有線の周辺機器

10

も無線ホストに接続されてもよい（たとえば、USB、HDMI（登録商標）、DVI、VGA、アナ
ログ・オーディオ、アナログ・ビデオなど）。周辺機器へのアクセスを提供するサービス
の次に、他のサービスは、たとえば、リモート・デスクトップ・アクセスもしくはある種
のアプリケーションへのアクセス、データベース・アクセス（たとえば文書アーカイブ）
、ネットワーク・ファイル・システム・アクセス、インターネットおよび特定のインター
ネット・サービス、DLNA（登録商標）もしくはUPnPサービスのような家庭ネットワーク・
サービスへのアクセスなどを提供することを含んでいてもよい。
【００３６】
革新的な装着可能モバイル装置、たとえばスマート装着可能眼鏡が市場でリリースされ
つつある。これらの装置は、装着者によって、担持されるのではなく、身につけられると

20

いう利点をもち、装着者によってハンズフリーで操作されうる。典型的には、頭部装着可
能装置はさまざまなセンサー（たとえばマイクロフォン、加速度計など）およびアクチュ
エーター（たとえばスピーカー、ディスプレイなど）をオンボードで有し、通例はカメラ
をも有する。これらのセンサーから、特に動作環境の画像を捕捉するカメラから抽出され
る情報が、装着者の位置および焦点、たとえば視線方向についての情報を導出するために
使われてもよい。動作環境において、たとえば手術室または産業コントロール・センター
のようなよく定義され、構造化された環境において、さまざまな周辺機器が存在していて
もよい。使用されるべきそれぞれの周辺機器が今、頭部装着可能装置を介して選択されう
る。スマートゴーグルにおける外向きのカメラは装着者が焦点を向けているのと同じ方向
を向くので、カメラはさらに、画像を処理することによって可視マーカー（たとえばQRコ
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ード（登録商標））またはオブジェクト属性を同定するために使われてもよい。
【００３７】
典型的には、頭部装着可能装置およびホスト装置はそれぞれ、装置に記憶された適切な
ソフトウェアを実行するマイクロプロセッサを有する。たとえば、そのソフトウェアは、
対応するメモリ、たとえばRAMのような揮発性メモリまたはフラッシュのような不揮発性
メモリ（図示せず）にダウンロードされたおよび／または記憶されたものであってもよい
。これらの装置は、マイクロプロセッサおよびメモリ（図示せず）を備えていてもよい。
あるいはまた、これらの装置は、全体的または部分的に、プログラム可能な論理において
、たとえばフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）として実装されてもよい。ド
ッキング対象およびホスト装置は、全体的または部分的に、いわゆる特定用途向け集積回
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路（ASIC）、すなわちその具体的な用途のためにカスタマイズされた集積回路（IC）とし
て実装されてもよい。
【００３８】
また、以下に記述される機能およびユニットは、少なくとも部分的には、プロセッサ回
路および記憶回路を含んでいてもよいハードウェア回路において実装されてもよい。プロ
セッサ回路が記憶回路において電子的に表現されている命令を実行するのである。
【００３９】
図１は、頭部装着可能装置を含むドッキング・システムを示している。本システムは、
一つまたは複数のドッキング対象１２０、たとえば頭部装着可能装置との無線通信のため
のホスト装置１００を含む。ホスト装置はサービス、たとえばオーディオもしくはビデオ
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（AV）データのレンダリングを提供するためにいくつかの周辺機器１１０、１１１、１１
２に結合されている。本稿ではAVデータは、任意の型のビデオ・データ、オーディオ・デ
ータまたはビデオとオーディオ・データの組み合わせのために使われることを注意してお
く。周辺機器は、ビーマーもしくはディスプレイ１１１のようなビデオ出力装置、スマー
トボード１１０もしくはタッチスクリーンのようなグラフィカル入出力装置、スピーカー
・システム１１２もしくはヘッドフォンのようなオーディオ出力装置、部屋制御ユニット
もしくはマウスのようなユーザー入力装置；プリンタもしくはデータ記憶ユニットのよう
なデータ処理装置を含む。実際的な環境では、さらなる周辺機器に結合されている複数の
ホストがあってもよい。
10

【００４０】
ホスト装置１００は、無線通信１５２を受け入れるためのホスト通信ユニット１０２、
たとえばそれ自身としてはよく知られているWi‑Fiユニットを有する。ホスト装置はさら
に、少なくとも一つのドッキング対象をドッキングさせるために構成されたホスト・プロ
セッサ１０１を有する。無線装置を無線ドッキング・ホスト（WDH:

wireless

docking

host）にドッキングさせるプロセスは、Wi‑Fiまたはブルートゥース（登録商標）のよ
うな利用可能な電波チャネルを介してデータ・リンクを確立するプロセスであり、それ自
身としては特許文献１で論じたように既知である。ブルートゥース（登録商標）の記述は
たとえば非特許文献１において見出すことができる。ドッキング・プロセスはドッキング
対象のために一つまたは複数の周辺機器へのアクセスを提供することに関わる。ホストは
、周辺機器を介して利用可能な構成およびサービスを制御するために周辺機器制御ユニッ
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ト１０３を有していてもよい。
【００４１】
ドッキング対象１２０は、ホストとの前記無線通信を受け入れるためのドッキング対象
通信ユニット１２１を有する。実際上、その目的のための複数の通信ユニット、たとえば
ブルートゥース（登録商標）、Wi‑Fiおよび60GHz（たとえばWiGig）があってもよい。ド
ッキング対象はさらに、前記少なくとも一つのサービスへのアクセスを得るためにドッキ
ング対象としてホスト装置とドッキングするよう構成されたドッキング対象プロセッサ１
２２を有する。
【００４２】
無線接続性をユーザーにとってより簡単にするための方法の一つは、無線ドッキングで
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ある。無線ドッキングでは、いわゆる無線ドッキング・ホストがいくつかのサービスをモ
バイル装置に対して利用可能にし、それを用いてモバイル装置は一度で通信をセットアッ
プできる。無線ドッキング・ホストによって利用可能にされる周辺機器および／またはサ
ービスの任意のグループは無線ドッキング環境と呼ばれる。無線ドッキング環境は単一の
ホストおよび複数の周辺機器を含んでいてもよく、あるいは一つの無線ドッキング・ホス
トがいくつかの（異なる）無線ドッキング環境を受け入れてもよい。無線ドッキング・ホ
ストは、そのサービスを、一つ一つの個々の選択によって利用可能にしてもよい。モバイ
ル装置のリーチ範囲内に、ドッキングするためのいくつかのドッキング・ホストがあって
もよい。
40

【００４３】
ユーザーにとってモバイル装置を使うのをより便利にするもう一つの方法は、周辺機器
装置、たとえばモニターもしくはTVがその機能、その画面をモバイル装置に無線で利用可
能にすることである。もちろん、モバイル装置の無線リーチの範囲内にこれらの無線周辺
機器装置のいくつかがあることもしばしばある。Wi‑Fiアライアンスによって認証されるM
iracastは、これが可能である技術である。本稿では、周辺機器と組み合わさって、周辺
機器入力および／または出力機能へのアクセスを提供するための機能を提供する任意の装
置がホストと呼ばれる。
【００４４】
伝統的には、上述した装置は、たとえばWi‑Fi

Directを使ってその無線ドッキング環

境またはその機能を無線で利用可能にするために、Wi‑Fi通信を用いてもよい。Wi‑Fi接続
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をセットアップすることは、二つの装置がWi‑Fiを通じて「関連付け」されるまでに、か
なりの数のステップを行ない、いくつかのメッセージを交換することを要求する。これは
、正しい装置が接続されることを確実にするために、かなりのユーザー関与を要求するこ
とがあるとともに、時間がかかり、その間、ユーザーは接続がセットアップされ、開始さ
れるのを待たねばならない。二つの装置がWi‑Fiを通じて関連付けられたとき、そのWi‑Fi
接続は暗号学的に保護され、IP接続が確立される。Wi‑Fi装置は自らを無線で発見可能に
することができる。これは、二つの装置が関連付けられる前に行なわれることができるの
で、これは関連付け前の発見と呼ばれる。関連付け前の発見にはいくつかの型がある。一
つは、関連付け前の装置発見であり、それにより装置およびその名前、機能などのような
装置のいくつかの属性が発見されることができる。これは、IEEE802.11からよく知られて

10

いるビーコン・フレームおよびプローブ要求フレームおよびプローブ応答フレームを通じ
てなされてもよい。もう一つの型は、関連付け前のサービス発見であり、これによりWi‑F
i装置によって提供されるサービス、たとえば印刷、表示などがIEEE802.11u一般広告サー
ビス（GAS:

Generic

Advertisement

Service）フレームを通じて他者により発見され

ることができる。そのような発見は、無線ドッキングのために提供されている無線ドッキ
ング環境についての情報を含んでいてもよい。
【００４５】
Wi‑Fi信号のレンジは数十メートルに達することがあるので、Wi‑Fiサービスを提供する
かなりの数の装置がWi‑Fiレンジ内で発見されることがある。ユーザーは、接続するため
の正しい装置／サービスを選択することに関わる必要がある。しかしながら、ユーザーに
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対して呈示される装置／サービスのリストからは、どの名前がどの装置に対応するかがあ
まりはっきりしないことがある。たとえば、ユーザーは、自分のモバイルMP4プレーヤー
に存在するコンテンツを大きなディスプレイ上で示すことに関心がある。Miracastは、Wi
‑Fiを通じて受領されたビデオを表示するサービスについてのWi‑Fiアライアンスの商標名
である。ユーザーの近傍において、Wi‑Fiを通じて受領されたビデオをレンダリングする
サービスを提供するいくつかのディスプレイがあることがある。これは、Miracast対応デ
ィスプレイを備えた多くの会議室および柔軟な仕事場をもつ現代のオフィスビルにおいて
成り立つことがあるが、このWi‑Fiサービスを提供するいくつかのTVを備えた家庭の家庭
状況でも成り立つことがある。複数の周辺機器をもつそのような環境はさらに、本稿では
動作環境（operating

environment）と呼ばれる。

30

【００４６】
図１では、ドッキング・システムは少なくとも一つのホストと、複数の周辺機器と、ド
ッキング対象としての頭部装着可能な装置とを有する。頭部装着可能装置はカメラ１２３
を有する。たとえば前方を見るカメラをもつヘッドマウントディスプレイである。頭部装
着可能装置が装着者によって身につけられているとき、装着者は周辺機器の一つと対話す
ることを望むことがあり、それらの周辺機器が存在する動作環境の方向を見ているであろ
う。
【００４７】
ホスト１００は、ドッキング対象としての頭部装着可能装置と無線ドッキングするよう
構成されている。ドッキングすると、ホストは頭部装着可能装置のために周辺機器のうち
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の少なくとも一つへのアクセスを提供する。頭部装着可能装置１２０は、周辺機器のうち
の少なくとも一つにアクセスするために、ホストのドッキング対象として無線ドッキング
するために構成されている。頭部装着可能装置のカメラ１２３は、装着者がそれらの周辺
機器の方向を見ているときに動作環境の画像を捕捉するよう構成されている。
【００４８】
頭部装着可能装置１２０は、動作環境に対する装着者の観察方向を検出するためにドッ
キング対象プロセッサ１２２を有する。画像を捕捉するためのカメラが頭部装着可能装置
に既知の仕方で結合されているので、ドッキング対象プロセッサは頭部装着可能装置を介
して前記検出を実行することができる。頭部装着可能装置およびそのカメラの配向は頭部
装着可能装置を実際に身につけている間、既知なので、ドッキング対象プロセッサは装着
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者が捕捉された画像の中心近くの焦点に集中していると想定してもよい。観察方向および
焦点を判別するさらなる実施形態はのちに論じる。
【００４９】
ドッキング対象プロセッサはさらに、それらの周辺機器を識別するために画像を処理す
るよう構成される。周辺機器は装着者が見ている動作環境において存在しているので、一
つまたは複数の周辺機器が認識され、識別されうる。ドッキング対象プロセッサはさらに
、観察方向に基づいて、画像中の周辺機器から周辺機器を選択するよう構成される。周辺
機器を識別し、そのうちの一つを選択するためのさまざまなオプションはのちに論じる。
【００５０】
ドッキング対象プロセッサはさらに、選択された周辺機器へのアクセスを提供するホス

10

トを決定することによって、選択されたホストを決定するよう構成される。無線通信のレ
ンジ内にいくつかのホスト装置があることがある。たとえば、事前構成された動作環境に
ついてのプロトコル・メッセージまたは情報の交換が、選択された周辺機器に結合された
選択されたホストを決定するために使われてもよい。最後に、ドッキング対象プロセッサ
はさらに、選択されたホストにドッキングし、選択された周辺機器にアクセスするよう構
成される。
【００５１】
ホスト・プロセッサ１０１は、選択された周辺機器を示す選択メッセージを受領し、頭
部装着可能装置をドッキング対象としてドッキングさせ、選択された周辺機器へのアクセ
スを提供するよう構成される。
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【００５２】
任意的に、少なくとも一つの周辺機器が視覚マーカー、たとえばラベルもしくはQRコー
ド（登録商標）を提供するよう構成される。ドッキング対象プロセッサはさらに、画像中
の視覚マーカーを検出することによって周辺機器を識別するよう構成されてもよい。
【００５３】
図２は、複数の周辺機器および頭部装着可能装置を有する動作環境の例を示している。
この図における動作環境２５０は、複数の周辺機器、たとえばディスプレイ２５１、２５
２、２５３に接続されたいくつかのホスト装置２６１、２６２、２６３を示している。投
影スクリーン、機械ツール、コントロール・パネル、医療設備などのようなさらなる周辺
機器があってもよい。頭部装着可能装置１３０は、上記の図１と同様にカメラ１３３と、
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ドッキング対象プロセッサおよび無線通信ユニットのような電子回路のための区画１３２
とを備えたスマート眼鏡として示されている。使用時には頭部装着可能装置は、使いたい
周辺機器を見ている装着者（図示せず）によって装着されていると想定される。
【００５４】
頭部装着可能装置は、頭部装着可能装置を介して装着者によって知覚される動作環境の
上にオーバーレイを表示するための表示ユニットを有していてもよい。表示ユニットはそ
れ自身としては図示されていないが、区画１３２に統合されていてもよく、表示されるオ
ーバーレイが眼鏡を介して現実世界のビューとの組み合わせで知覚されるように位置され
る。装着者の現実世界のビューの上にそのようなオーバーレイを提供することは、強化現
実感（augmented

reality）と呼ばれてもよい。ドッキング対象プロセッサは、オーバー
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レイを生成するよう構成されていてもよい。たとえば、実際の焦点位置および／または選
択された周辺機器がオーバーレイにおいて、矢印、ハイライトされたウィンドーまたはグ
ラフィック記号によって視覚的に示されてもよい。ドッキング対象プロセッサは、オーバ
ーレイにおいて、周辺機器のうちの少なくとも一つの視覚的にマーク付けするよう構成さ
れていてもよい。さまざまな例についてこれから述べる。
【００５５】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、周辺機器から装着者への距離に基づいて周辺
機器に視覚的に優先順位を付けることによって前記マーク付けを行なうよう構成される。
ユーザーの視野内のドッキング可能な装置の、いわゆる近接性に基づく優先順位付けであ
る。強化スマート眼鏡を装着しているユーザーがドッキング可能な装置をみつけたいとき
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は、利用可能な装置が、装着者までのその現在の距離に基づいて、強化されたオーバーレ
イにおいて視覚的に優先順位を付けられる。たとえば、手が届く範囲内の装置は、最大の
視覚的注意をもって呈示されてもよい。オープンなオフィス環境では、ドッキング対象の
ための周辺機器として作用できる多くの装置があることがあるが、若干数のみが装着者と
の相互作用のために直接利用可能または好適でありうる。周辺機器への距離または近接性
検出はたとえば、オブジェクト認識および視点補正を使ってスマート眼鏡内のカメラを介
して、あるいはカメラ画像およびドッキング可能な周辺機器から発されるRSSI値のような
信号強度指標を使って、実行されることができる。
【００５６】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、ドッキング対象がそれらの周辺機器を使った

10

以前のセッションのセッション情報に基づいてそれらの周辺機器を視覚的に優先順位付け
することによって前記マーク付けを行なうよう構成されていてもよい。これは、ユーザー
の視野内のドッキング可能な装置のセッション指向の優先順位付けと呼ばれてもよい。ユ
ーザーがあるドッキング可能な装置と以前に対話したことがあるとき、その装置に以前に
関係していたセッション情報（たとえばコール・リスト）および／または最後のドッキン
グされたセッションからの装置／ユーザーのパフォーマンス（たとえばタイプ・スピード
）の両方が、その周辺機器との潜在的なドッキングのための優先度を決定するために入力
パラメータとして使用されてもよい。この情報は、強化されたオーバーレイにおいてドッ
キング可能な装置を優先順位付けするために使われる。たとえば、優先度を表わすために
サイズ、透明度、色、テキストを使う。セッション情報は、安全な取り出しのために（た

20

とえばユーザーがやめたところから続けるために）ドッキング可能な装置内に記憶されて
もよく、あるいは別の装置上に、たとえばホストに記憶されてもよい。以前のセッション
からのパフォーマンスに関係した履歴情報は頭部装着可能装置、周辺機器またはクラウド
に記憶されることもできる。
【００５７】
優先順位付けする間、マルチセッション対話をサポートするドッキング可能な周辺機器
装置が利用可能であるとき、視覚的な優先度レベルは、その装置上に残っている利用可能
な資源、たとえば残りメモリ、CPUサイクル、印刷待ち行列などに基づいていてもよい。
【００５８】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、装着者の現在状態に基づいて周辺機器に視覚

30

的に優先順位付けすることによって前記マーク付けを行なうよう構成されていてもよい。
これは、ユーザーの現在状態との関係でのドッキング可能装置の優先順位付けと呼ばれて
もよい。今や装置は、ユーザーの現在状態に対するそのサポートのレベルに基づいて、強
化されたオーバーレイにおいて視覚的に優先順位付けされる。たとえば、スマート眼鏡装
着者が着席している間に会合においてプレゼンテーションをしたいとき、システムは、利
用可能であり装着者の状態にとって適切である、このセッションのための周辺機器装置を
、たとえば装着者が着席しているテーブルにおけるローカルなディスプレイおよび入力装
置とドッキングさせるために、探す。しかしながら、装着者が立っているときは、強化さ
れたスマート眼鏡オーバーレイ内での入力装置選択は異なる優先度レベルをもって示され
、別の装置、たとえばジェスチャー認識のためのカメラがより高い優先度をもつ。実際上

40

、装着者状態検出はスマート眼鏡装置によって、さまざまなセンサー、たとえば加速度計
、圧力センサー（高度のため）、ジャイロスコープ（頭の配向のため）、カメラ（座って
いることを推定するための眼鏡からデスクまでの距離のため）を使って実行できる。潜在
的なドッキング対象が感知機能をもち、現在使用されていなければ、検出は、該潜在的な
ドッキング対象を介してリモートに実行されることもできる。たとえば、ドッキング対象
がカメラを有していれば、ドッキング対象がユーザーの状態を、ユーザーの現在状態／活
動に基づいてドッキングのためのその適切さを判定するために、リモートに推定すること
ができる。当該スマート眼鏡が発見モードにある場合は、諸潜在的なドッキング対象が、
コンテキストを決定するためにその機能のいくつかを一時的に提供することによって、優
先度レベル決定プロセスを支援できる。
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【００５９】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、利用可能だが装着者によって知覚されるとこ
ろの動作環境においては見えない周辺機器を視覚的に示すことによって前記マーク付けを
行なうよう構成されていてもよい。これでユーザーの注意が、その視野外のドッキング可
能な周辺機器装置に向けて喚起される。たとえば、高い優先度のドッキング可能な周辺機
器がユーザーの視野の外で利用可能であり、ユーザーがそのような装置を探しているとき
、その装置の実際の位置に近いが装着者の視野内に記号が示されてもよい。また、スマー
ト眼鏡の左または右側のモーターがアクチュエーションされて、ユーザーがさらに左また
は右を見回すべきであることを示してもよい。代替的または追加的に、強化されたオーバ
ーレイは矢印を示してもよく、矢印のサイズ／色がドッキング可能な装置の優先度のレベ

10

ルを示してもよい。
【００６０】
それぞれのホストと個々の周辺機器との間の接続は、頭部装着可能装置１３０やその装
着者には知られていない。この問題を解決するために、頭部装着可能装置内のドッキング
対象プロセッサは、動作環境に対する装着者の観察方向を検出し、周辺機器を識別するた
めに前記画像を処理し、観察方向に基づいて前記画像中の周辺機器から周辺機器を選択し
、選択された周辺機器へのアクセスを提供するホストを決定することによって、選択され
たホストを決定するよう構成されている。その後、選択されたホストへのドッキングおよ
び選択された周辺機器へのアクセスが実行されてもよい。
20

【００６１】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、動作環境に対する観察方向を示すものとして
画像における中心位置を取ることによって、カメラを介して焦点位置を検出するよう構成
されている。焦点位置は、装着者の目が中心配向（centered

orientation）にあるため

に真正面を見ている装着者の視野における中心位置に対応する。ドッキング対象プロセッ
サは、焦点位置に最も近い周辺機器を選択するよう構成されている。
【００６２】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、装着者の目の実際の配向を検出し、前記中心
配向からの前記実際の配向のオフセットを決定することによって視線方向を検出するよう
構成されている。それ自身としては、観察方向を決定するための目の実際の配向を追跡す
ることは知られている。その後、前記オフセットに依存して前記焦点位置がシフトさせら

30

れる。ドッキング対象プロセッサは、装着者の目から周辺機器までの観察距離を検出し、
前記観察距離に依存して前記焦点位置をシフトさせるよう構成されていてもよい。たとえ
ば、距離は、装着者が頭部装着可能装置と対話することによってオートフォーカス点を適
応させられるオートフォーカス・カメラを使って決定されてもよい。さらに、装着者の目
からある距離を超えない周辺機器のみを選択するよう、距離範囲が使用されてもよい。あ
るいはまた、距離は、たとえばWi‑Fiベースの距離測定を使って、たとえばIEEE微細時間
測定（FTM:

Fine

Time

Measurement）を使って検出されてもよい。

【００６３】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、事前構成されたセットアップを参照すること
によって動作環境における周辺機器を識別するよう構成されている。事前構成されたセッ

40

トアップは動作環境における前記複数の周辺機器の位置を、たとえば複数のディスプレイ
またはコントロール・パネルの相互距離および位置を定義してもよい。事前構成されたセ
ットアップは頭部装着可能装置に既知であってもよく、たとえば構成（configuration）
セッションの間に記憶されてもよい。あるいはまた、事前構成されたセットアップは少な
くとも一つのホストによって、たとえば図１に示した周辺機器制御ユニット１０３におい
て記憶され、維持されてもよい。これらのホストは互いと通信し、互いの周辺機器につい
ての情報を関連付け前の発見メッセージにおいて提供できるようにされていてもよい。
【００６４】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、周辺機器の視覚的属性に基づいて周辺機器を
認識することによって、動作環境における周辺機器を識別するよう構成されている。たと
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えば、周辺機器の既知の画像またはモデルを使うことによって周辺機器を識別し、該モデ
ルを該画像にマッチさせるために、それ自身としては既知の画像認識が使われてもよい。
【００６５】
任意的に、ドッキング対象プロセッサは、画像における視覚マーカーを検出することに
よって周辺機器を識別するよう構成されている。たとえば、視覚マーカーはQRコード（登
録商標）またはバーコードであってもよい。そのような視覚マーカーは、ドッキング対象
プロセッサによるそのようなコードに格納されているある量のデータを読み取ることを可
能にする。視覚マーカーは、グラフィック記号および／またはテキストを有するラベル、
あるいは周辺機器のディスプレイに表示されるアクティブな視覚マーカーであってもよい
10

。
【００６６】
上記のシステムは、スマート装着可能装置（たとえばスマートゴーグル）の使用を介し
てリッチな情報コンテキストにおいて複数の周辺機器から特定の装置を選択し、頭部装着
可能装置を選択された周辺機器に、その周辺機器に結合されたホストを介して、自動的に
ドッキングさせることを可能にする。ドッキングはさらに、頭部装着可能装置に関連する
スマートフォンまたはタブレットのような関連装置を含むよう拡張されてもよい。前記選
択は、カメラを有する頭部装着可能装置（たとえばスマートゴーグル）の装着者が選択さ
れる装置を見ることによって実行されてもよい。頭部装着可能装置は、捕捉された画像を
処理して装着者が見ている焦点位置を識別し、次いでその位置に最も近い装置を同定して
もよい。たとえば、焦点位置を見出すことは、頭部装着可能装置上の3Dジャイロスコープ

20

および加速度計を介した視線方向検出に関わってもよい。たとえば、識別は、視覚マーカ
ー検出、形状認識、ブランドもしくはラベル検出のうちの一つまたは複数に関わってもよ
い。
【００６７】
ある好ましい実施形態では、本システムは、装着者、たとえば手術室における外科医が
身につける外向きのカメラを備えたスマートゴーグルまたはヘッドマウントディスプレイ
を含んでいてもよい。頭部装着可能装置はスタンドアローンの装置であってもよく、ある
いは関連付けられたスマートフォンまたはタブレットと連携して機能してもよい。スタン
ドアローンの頭部装着可能装置またはスマートフォン／タブレットとの組み合わせをドッ
キング対象と称する。ホストは、複数の周辺機器装置、たとえば生命徴候モニター、腹腔

30

鏡カメラ・ディスプレイなどといった視覚情報が表示される複数の表示装置が接続された
、スタンドアローンの無線ドッキング・ステーションであってもよい。
【００６８】
たとえば、周辺機器が表示装置であり、ドッキングが成功であった場合、ドッキング対
象によってたとえばMiracast出力データの形で提供される情報がこれらの周辺機器上に表
示されてもよい。ここではドッキング対象がMiracast源であり、周辺機器がMiracastシン
クである。視覚情報は、ネットワーク／インターネット上のサーバーによって、ドッキン
グ対象の制御のもとで提供されてもよい。たとえば、HTMLページまたは他の情報源が表示
される。
【００６９】

40

ドッキング対象は、ホストに接続されたすべての周辺機器に、それらの部分集合に、あ
るいは個々の周辺機器にドッキングされてもよい。ドッキングのプロセスは：
１）無線ドッキング・ホストおよびそれぞれのホストについての接続された周辺機器につ
いての情報の発見、
２）ドッキング対象と無線ドッキング・ホストとの間の無線リンクをセットアップ、
３）一組のメッセージを使って無線ドッキング・ホストに接続された複数の周辺機器から
どの周辺機器を使用すべきかを選択する。
４）周辺機器固有のメッセージング・プロトコル（Miracast、Wi‑Fiシリアルバス、WiGig
ディスプレイ拡張）を使って、制御／対話目的のためにドッキング対象と選択された周辺
機器との間のセッションをセットアップする。
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【００７０】
ある可能な実施形態では、周辺機器は一義的な識別のための視覚マーカー（たとえばQR
コード（登録商標）・ステッカー、バーコード、符号化された光をもつLEDなど）を有し
、それが頭部装着可能装置のカメラまたは異なるセンサーによってデコードされることが
できる。視覚マーカーは静的（たとえば、一意的な識別子を表示し、装着可能装置のカメ
ラによって認識されることができるステッカー）または動的（表示装置のコーナーに表示
される動的に生成されたQRコード（登録商標）であって、該QRコード（登録商標）の一部
として一意的な装置識別子がエンコードされている）でありうる。
【００７１】
ホストおよび接続された周辺機器は、それらの周辺機器と視覚マーカーとの間の関係が

10

既知であるような仕方で構成されてもよい。該構成は、たとえばホストに、たとえば無線
ドッキング環境データ構造の一部として、あるいはドッキング対象が接続されているネッ
トワーク内のサーバー装置上に記憶されていてもよい。ホストまたはネットワーク・サー
バー装置は、記憶されている構成情報を取り出すために問い合わせインターフェースを提
供してもよい。ホストは、ビーコン・フレーム、プローブ応答またはGASフレームを使う
無線ドッキング対象との関連付け前の発見の情報交換の間にも、記憶されている構成情報
を提供してもよい。あるいはまた、構成データは、接続されている周辺機器のそれぞれの
間で分配されてもよい。そのような周辺機器がWi‑Fiをサポートする場合には、該周辺機
器は、記憶されている構成データを取り出すための問い合わせインターフェースを提供し
てもよく、あるいはP2P関連付け前の装置発見に加えられた既存のまたは新たな情報要素

20

を使って関連付け前の発見の間にこのデータを提供してもよく、あるいはGAS問い合わせ
応答メッセージにおいてこのデータを提供してもよい。
【００７２】
頭部装着可能装置のある実施形態では、ひとたび装着可能装置の外向きカメラからくる
画像内で視覚マーカーが検出されたら、マーカーについてのまたはマーカーから抽出され
る情報が、以前に記憶された構成情報からその周辺機器についての情報を取り出すために
使われる。該構成は、ホストに接続することによって、ネットワーク内のサーバーに問い
合わせを送ることによって、ビーコン・フレーム、プローブ応答もしくはGASフレームを
使って無線ドッキング・ホストによって送られる関連付け前の発見情報をパースすること
によって取り出されてもよい。次いで、該構成情報は、ドッキングさせるための周辺機器

30

を決定し、ドッキング対象と選択された周辺機器との間のセッションをセットアップする
ために使われる。
【００７３】
ある実施形態では、装着者が現在焦点を当てている周辺機器装置に対してセッションが
セットアップされる。あるいはまた、現在、装着者の視野内にある周辺機器装置に対して
セッションがセットアップされる。さらにもう一つの実施形態では、ドッキング・セッシ
ョンの開始以来装着者が見たことのある周辺機器装置に対してのみセッションがセットア
ップされる。あるさらなる実施形態では、その周辺機器装置についての取り出された情報
（たとえばフレンドリーな装置名、装置型、ブランド、提供されるサービス）が装着可能
装置のディスプレイに示され、表示されている取り出された情報が周辺機器装置から人の

40

目にはいる光線の反射と重なるような仕方で位置決めされてもよい（すなわち、強化現実
感）。
【００７４】
ある実施形態では、装着可能な装置の前記装置へのドッキングは、前記装置の形状が頭
部装着可能装置のカメラに結合されたドッキング対象プロセッサによって認識されるとき
に、生起する。たとえば、捕捉された画像は別個のプロセッサ（たとえばコンピュータ）
にストリーミングされてもよい。ホストおよび接続された周辺機器は、各周辺機器の形状
についての情報がホストに、あるいは無線ドッキング対象が接続されているネットワーク
内のサーバー上に記憶されるよう構成されてもよい。ひとたび頭部装着可能装置の外向き
カメラからくる画像内で、ある装置の既知の形状が検出されたら、該形状情報は構成デー
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タ内の記憶されている形状情報との相関を調べられる。肯定的なマッチの後、以前の記憶
された構成情報からのその周辺機器についての詳細な情報が取り出されることができる。
この情報は、次いで、ドッキングのための周辺機器を選択し、無線ドッキング対象と選択
された周辺機器との間でセッションをセットアップするために使われる。
【００７５】
ある実施形態では、同じまたは類似の形状をもつ多数の周辺機器の間での周辺機器の検
出を支援できるために、周辺機器の相対位置も構成され（configured）、記憶される。た
とえば、ディスプレイ第１がディスプレイ第２の上方かつディスプレイ第３の右に置かれ
る。選択されたディスプレイは装着者の焦点を決定するために頭部装着可能装置の加速度
計およびジャイロスコープを通じて検出される観察方向との関連で決定される。その位置

10

は、特定の既知の参照点に対して、たとえば周辺機器が接続されているホストに対して、
構成され、記憶されてもよい。
【００７６】
ある実施形態では、周辺機器の選択は、装着者の固定した位置を与えられての、頭部装
着可能装置の加速度計およびジャイロスコープによる装着者の視線方向の検出に関わる。
装着者はたとえば、手術室における手術台の近くのある特定の位置に、または床上におけ
るあるマークされた位置に立っている。これは、装着可能装置による、あるいは装着可能
装置が加速度計およびジャイロスコープのデータをリアルタイムで送る別個のプロセッサ
（たとえばコンピュータ）による環境の認識を要求する。視線方向がある周辺機器の位置
と交差するとき、以前に記憶された構成情報からの該周辺機器についての詳細な情報が取

20

り出されることができる。次いで、この情報は、ドッキングのために周辺機器を選択し、
ドッキング対象と選択された周辺機器との間のセッションをセットアップするために使わ
れる。
【００７７】
ある実施形態では、頭部装着可能装置を選択し、周辺機器にドッキングさせることは、
周辺機器のブランド／ラベルがスマートゴーグルのカメラによって、たてば光学式文字認
識を通じて認識されるときに生起する。可能性としては、捕捉された諸画像が別個のプロ
セッサ（たとえばカメラ）にストリーミングされる。この目的に向け、無線ドッキング・
ホストおよびその接続された周辺機器は、各周辺機器のブランド／型についての情報がた
とえばホストに記憶されるように構成される。装置のブランド／ラベルは構成データ内の
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記憶されているブランド／ラベル情報と相関を調べられる。肯定的なマッチの後、その周
辺機器についての詳細な情報が取り出されることができる。この情報は、次いで、ドッキ
ングのための周辺機器を選択し、無線ドッキング対象と選択された周辺機器との間でセッ
ションをセットアップするために使われる。
【００７８】
ある実施形態では、上述したプロセスの一つに従ってドッキングのためにある特定の周
辺機器が選択されたとき、ユーザー入力制御イベントが自動的に、選択された周辺機器に
向けられることができる。ドッキング・セッションは、装着者がある時間期間にわたって
よそを見ている場合あるいは別の周辺機器が選択された場合に打ち切られてもよい。これ
は、たとえば選択された周辺機器にどの情報が示されるべきかを選択するための、この自
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動選択機構に基づく該特定の周辺機器に対する装着者の制御を可能にする。ユーザー入力
制御イベントは音声制御コマンドまたはジェスチャー制御コマンドの形であってもよく、
該コマンドは、装着可能装置によってまたは別のシステム、たとえば装着可能センサー、
汎用ユーザー・インターフェース、キーボード／マウス・インターフェース、タッチパッ
ドまたはタッチスクリーンを介して検出される。装着者の選好／構成に依存して、現在使
われていない周辺機器がスイッチオフされてもよいことを注意しておく。
【００７９】
ある実施形態では、本システムは、ドッキング・セッションを保持してもよく、あるい
はユーザー・コマンドにおいてドッキング・セッションを終わらせてもよい。たとえば、
装着者が十分長い時間にわたってよそを見るときに、特定の目の動きを通じて、ジェスチ
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ャーまたは音声制御を介して、セッションを終わらせてもよい。
【００８０】
ある実施形態では、頭部装着可能装置は、諸周辺機器装置のホストとの構成の間に使わ
れる。たとえばある視覚マーカーをある周辺機器と相関させること、これらの装置がどの
形状をもつか、これらの装置が互いの間でどの相対位置をもつか、どの装置が装置の一つ
または複数の部分集合の一部になるか。たとえば、動作環境およびホストの構成は、ホス
トが構成モードにされている間に、逐次的な仕方で、装着者が使用しうる周辺機器装置を
選択的に見ることによってセットアップされてもよい。
【００８１】
ある実施形態では、装着可能装置は無線通信、たとえば60GHz
i‑Fi

IEEE802.11adを使ったW

10

P2P通信のためにビーム整形アンテナをもつ。アンテナはカメラと同じ方向に向け

られてもよい。頭部装着可能装置は、向き付けられたWi‑Fiビーム内で発見される利用可
能な装置を追跡する。頭部装着可能装置は、上述したプロセスの一つを使ってのマッチす
る装置の探索を制限するために前記利用可能性情報を使ってもよい。頭部装着可能装置は
、向き付けられたビーム内で発見される利用可能な装置のための接続をセットアップする
ためにも前記利用可能性情報を使ってもよい。
【００８２】
図３は、ドッキング対象において周辺機器を選択するためのドッキング方法を示してい
る。ドッキング対象方法は、ドッキング対象と一つまたは複数のホストとの間の無線通信
を可能にする。ホストおよびドッキング対象は、図１および図２を参照して解説した。ド
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ッキング対象は、頭部装着可能装置のカメラを介して選択される周辺機器にアクセスする
ためにホストと無線ドッキングするよう構成されている。ドッキング対象方法は最初にSt
art

５０１において始まり、ユーザーが頭部装着可能装置を自分の頭に置く、すなわち

装着者になって、画像を捕捉するためにカメラを作動させることによってトリガーされる
。次に、DT̲FOC

５０２において、頭部装着可能装置を介して焦点位置が検出される。動

作環境における焦点位置は装着者の観察方向に基づき、装着者が自分の注意の焦点を合わ
せた動作環境内の位置に対応する。たとえば、焦点位置は、頭部装着可能装置の前向きの
カメラの画像の中心であってもよい。ID̲PRF

５０３において、捕捉された画像が諸周辺

機器を識別するために処理される。次に、段階SEL

５０４において、焦点位置に基づい

て画像中の周辺機器からある周辺機器が選択される。頭部装着可能装置がすでに、どのホ
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ストが識別され選択された周辺機器に結合されているかについての構成データを有してい
る場合には、そのホストが直接選択され、プロセスは段階INIT̲DCK

５０５におけるドッ

キングによって続けられる。たとえば複数のホストがレンジ内にあるときに構成がまだ未
知であれば、選択された周辺機器へのアクセスを提供するホストを決定するために、周辺
機器情報が段階SEL̲Hで取り出される。選択されたホストがこうして決定されたら、選択
されたホストにドッキングして選択された周辺機器にアクセスするために、プロセスは段
階INIT̲DCK

５０５におけるドッキングによって続けられる。周辺機器の使用が終了され

たとき、本方法はノードEND

５０７において終了する。

【００８３】
任意的に、ドッキング方法において、装着可能装置は、周辺機器の実際の検出および選

40

択が行なわれる前に、いくつかのドッキング・ホストとドッキングする。これはより高速
であることがある。そうすれば装着可能装置は前記ホストとの（再びの）関連付けを回避
できるからである。また、ドッキング・ホストはすでにすべての周辺機器を、その特定の
ドッキング対象とのドッキングのために準備し、リザーブしていてもよいが、無線ドッキ
ング・プロトコルを使って「周辺機器選択」アクションが行なわれた後になってはじめて
、前記周辺機器が選択され、周辺機器固有メッセージング・プロトコルを使って操作され
ることができる。
【００８４】
図４は、ホストにおけるドッキング方法を示している。ホスト方法は、ホストとドッキ
ング対象としての頭部装着可能装置との間の無線通信を可能にする。ホストとドッキング
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対象は図１および図２を参照して解説した。ホストは、周辺機器へのアクセスを提供する
ための無線ドッキングのために構成されている。ホスト方法は最初にStart

６０１にお

いて始まり、ホストおよび周辺機器に電源投入することによってトリガーされる。次の段
階TR̲ID

６０２では、ホスト方法は、QRコード（登録商標）、テキストまたはバーコー

ドのようなアクティブな識別子を生成し、それらの識別子を対応する周辺機器上で表示す
ることに関わってもよい。また、ホストは、周辺機器の利用可能性およびまたは他の属性
をアナウンスするよう周辺機器構成データを送信してもよい。次に、段階R̲SEL

６０３

において、ホストは選択された周辺機器を示す選択メッセージを受領してもよい。段階PR
F

６０４では、ホストは、選択された周辺機器が接続されているかどうかを判定する。

接続されていなければ、本方法は段階TR̲ID

６０２に続く。周辺機器が利用可能であり

10

、ホストに結合されている場合には、本方法は、ドッキング対象として頭部装着可能装置
をドッキングさせることによって、段階DOCK

６０５に続く。最後に、段階AC̲PR

６０

６において、ホストは選択された周辺機器へのアクセスを提供する。セッションが中断さ
れる場合には、本方法はノードEND

６０７で終了する。

【００８５】
実際上は、これらの方法はホスト・ソフトウェア（ホスト方法）およびドッキング対象
ソフトウェア（ドッキング対象方法）、たとえばいわゆるアプリにおいて実装されてもよ
い。そのようなコンピュータ・プログラム・プロダクトは、ホストとドッキング対象との
間の無線ドッキングのためであり、プロセッサにホスト方法またはドッキング対象方法を
実行させるよう機能するプログラムを含む。よって、本発明は、プログラム可能コンポー
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ネントを使ってハードウェアおよび／またはソフトウェアにおいて実装されうる。
【００８６】
本発明は主として無線ドッキングおよび別個の周辺機器を使った実施形態によって説明
されてきたが、本発明は（ドッキング対象の役割をもつ）頭部装着可能装置が一つまたは
複数の周辺機器もしくはサービスへのアクセスを得るまたは一つまたは複数の周辺機器も
しくはサービスを共有するために（ホストの役割をもつ）さらなる無線装置に接続するこ
とを望む任意の無線システムのためにも好適である。よって、ホストは、ホストの役割を
実行する任意の制御ユニットであってよく、他の何らかの装置に統合されていてもよく、
装着者にとって可視である必要はない。周辺機器は、制御または対話のために装着者によ
って物理的に使用されることが意図されているすべての装置を含む。
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【００８７】
周辺機器は、物理的なドッキング・システムまたはドッキング・ステーション（の一部
）であってもよい。周辺機器はさらなる周辺機器をも含んでいてもよい。たとえば、周辺
機器は、一つまたは複数のLEDまたはLEDストリップを備えた装置であってもよく、一つま
たは複数のさらなる周辺機器を取り付けるためのさらなるコネクタを有していてもよい。
ドッキング・ステーションは、一つまたは複数のディスプレイが位置されうるフレームで
あってもよい。それぞれのディスプレイがさらなるそれぞれの周辺機器である。フレーム
はたとえば、2×2の諸ディスプレイを受け入れてもよく、一方、どの位置がドッキングの
ために利用可能であるまたは意図されているかを示すために異なるLED信号が使われても
よい。ドッキング・ステーションはそれぞれのLED信号をアクティブ化してもよく、ホス
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トはそれぞれの位置および対応するLED信号をドッキング対象に知らせてもよい。画像に
おいて、まずドッキング・ステーションが識別され、その後、ホストによって提供される
追加的データに基づいて、ホストによって提供される周辺機器のうちの一つまたは複数、
たとえばフレーム内の前記ディスプレイのうちの一つに対して接続がされる。
【００８８】
上記の記述は明確のために、種々の機能ユニットおよびプロセッサに言及しつつ本発明
の実施形態を記述していることは理解されるであろう。しかしながら、本発明から外れる
ことなく、異なる機能ユニットまたはプロセッサの間での機能のいかなる好適な配分が使
われてもよいことは明白であろう。たとえば、別個のユニット、プロセッサまたはコント
ローラによって実行されるように示されている機能が同じプロセッサまたはコントローラ
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によって実行されてもよい。よって、特定の機能ユニットへの言及は、厳密な論理的また
は物理的構造または編成を示すのではなく、単に記載される機能を提供するための好適な
手段への言及とみなされるものである。本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェアまたはこれらの任意の組み合わせを含むいかなる好適な形で実装されてもよい。
【００８９】
本稿において、「有する／含む」の語は、挙げられている以外の要素や段階の存在を排
除しないこと、要素の単数表現はそのような要素の複数の存在を排除しないこと、参照符
号があったとしても特許請求の範囲を限定するものではないこと、本発明がハードウェア
およびソフトウェアの両方によって実装されてもよいこと、いくつかの「手段」または「
ユニット」がハードウェアまたはソフトウェアの同じ項目によって表現されうること、プ
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ロセッサが、可能性としてはハードウェア要素と協働して一つまたは複数のユニットの機
能を充足してもよいことを注意しておく。さらに、本発明は前記実施形態に限定されるの
ではなく、本発明は上記のまたは互いに異なる従属請求項に記載された一つ一つの事項ま
たは該事項の組み合わせにある。
【要約】
ドッキング・システムが少なくとも一つのホスト（１００）と、複数の周辺機器（１１０
、１１１、１１２）と、頭部装着可能装置（１２０）とを有する。ホストは、ドッキング
対象としての頭部装着可能装置との無線ドッキングのために構成される。頭部装着可能装
置は、動作環境中の周辺機器の画像を捕捉するためのカメラ（１２３）と、ドッキング対
象プロセッサとを有する。ドッキング対象プロセッサは、頭部装着可能装置を介して、装
着者の観察方向に基づいて動作環境内の焦点位置を検出し、周辺機器を識別するために前
記画像を処理し、前記焦点位置を使って、前記画像中の周辺機器のうちから周辺機器を選
択し、選択された周辺機器へのアクセスを提供するホストを決定することによって、選択
されたホストを決定し、前記選択されたホストにドッキングして前記選択された周辺機器
にアクセスするよう構成されている。ホストは、前記選択された周辺機器を示す選択メッ
セージを受信し、前記ドッキング対象として前記頭部装着可能装置をドッキングさせ、前
記選択された周辺機器へのアクセスを提供するよう構成されたホスト・プロセッサ（１０
１）を有する。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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