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(57)【要約】
特に卒中後の家庭でのリハビリテーションのためのセン
サ配列は、少なくとも二つのセンサを含む。それらセン
サは、ユーザの体に取り付けられる。各センサは、その
センサ配列の外にあるソースで生成される第一信号を受
信するための受信器と、その第一信号を処理し且つその
第一信号を受信するとすぐにそのセンサのアイデンティ
ティに関する情報を含む第二信号を初期化するセンサ処
理ユニットと、その第二信号を中央処理ユニットに送信
するための送信器とを含む。その第一信号及び／又はそ
の第二信号を受信するとすぐに、センサ毎にタイムスタ
ンプが生成される。それら異なるタイムスタンプの比較
を通じて、その第一信号のソースに対する各センサの位
置を決定するためである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの体に取り付けられる少なくとも二つのセンサを含む、特に卒中後の家庭でのリ
ハビリテーションのためのセンサ配列であって、
　各センサが：
　当該センサ配列の外にあるソースで生成される第一信号を受信するための受信器；
　前記第一信号を処理し且つ前記第一信号を受信するとすぐに前記センサのアイデンティ
ティに関する情報を含む第二信号を初期化するセンサ処理ユニット；
　前記第二信号を中央処理ユニットに送信するための送信器；を含み、
　タイムスタンプは、前記第一信号及び／又は前記第二信号を受信するとすぐに、異なる
タイムスタンプの比較を通じて前記第一信号のソースに対する各センサの位置を決定する
ために、センサ毎に生成される、
　センサ配列。
【請求項２】
　前記中央処理ユニットは、タイムスタンプ生成器を含み、
　タイムスタンプは、第二信号を受信する度に前記中央処理ユニットで生成され、
　各タイムスタンプは、前記センサのアイデンティティに関する情報と共に、前記中央処
理ユニットに別々に保存される、
　ことを特徴とする請求項１に従ったセンサ配列。
【請求項３】
　各センサは、タイムスタンプ生成器を含み、
　前記タイムスタンプ生成器は、互いに同期され、
　タイムスタンプは、第一信号の受信直後に前記センサ処理ユニットで生成され且つ保存
される、
　ことを特徴とする請求項１に従ったセンサ配列。
【請求項４】
　前記第一信号及び／又は前記第二信号は、音響信号、及び／又は、インパルス信号、及
び／又は、光信号である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに従ったセンサ配列。
【請求項５】
　前記センサ処理ユニットは、前記受信器が受信した信号と前記第一信号に対応する所定
の信号とを比較し、
　第二信号は、前記受信器が受信した信号が前記所定の信号と合致する場合にのみ前記セ
ンサ処理ユニットによって生成される、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったセンサ配列。
【請求項６】
　前記中央処理ユニットは、当該センサ配列の初期化をどのように進めるかの指示を出す
コミュニケーション手段を含む、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったセンサ配列。
【請求項７】
　各センサは、前記第一信号を受信するとすぐに異なる第二信号を生成し、それにより、
そのアイデンティティを前記中央処理ユニットに同時に示すようにする、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったセンサ配列。
【請求項８】
　前記センサは、前記第一信号のソースに対するそれらの位置を決定するために、オール
・ツー・オール通信においてそれらのタイムスタンプを相互に交換する、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったセンサ配列。
【請求項９】
　前記センサは、それらのタイムスタンプの交換後に順序付けプロセスを完了する、
　ことを特徴とする請求項８に従ったセンサ配列。
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【請求項１０】
　前記センサは、キャリアを含み、
　前記キャリアは、それらの位置の測定の実行のための相互間の最小距離が維持される態
様で、形成される、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったセンサ配列。
【請求項１１】
　先行する請求項の何れかに従ったセンサ配列によってユーザの体肢上のセンサ位置を決
定する方法であって、
　少なくとも二つのセンサを該センサの順番を気にすることなく前記ユーザの体の体肢上
に設置するステップ、
　前記センサが装着された前記体肢を前記第一信号のソースに向かって伸長させるステッ
プ、
　前記センサによって検出される第一信号を生成するステップ、
　前記第一信号を前記センサ処理ユニットで処理し且つ前記第一信号を受信するとすぐに
前記センサのアイデンティティに関する情報を含む第二信号を初期化するステップ、
　前記第一信号及び／又は前記第二信号が、スペクトル、パルス、及び／又は幅において
、前記センサ処理ユニットに保存された所定の信号に一致する場合に、前記タイムスタン
プ生成器によってタイムスタンプを生成するステップ、及び、
　前記第一信号のソースに対する前記センサの位置を評価するために異なるタイムスタン
プを比較するステップ、
　を含むセンサ位置の決定方法。
【請求項１２】
　前記第一信号は、前記ユーザが両腕を伸ばし且つユーザの手をたたくよう要請されるこ
とで、生成される、
　ことを特徴とする請求項１１に従ったセンサ位置の決定方法。
【請求項１３】
　前記タイムスタンプは、各センサで生成される、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に従ったセンサ位置の決定方法。
【請求項１４】
　前記タイムスタンプは、前記センサ処理ユニットで生成される、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に従ったセンサ位置の決定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、卒中のような神経筋疾患の治療のためのリハビリテーション及び／又は理学
療法のためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　卒中の後、患者は、しばしば、運動協調における乱れを経験する。これらの乱れは、ほ
とんど解明されておらず、しばしば、脳損傷の後の機能回復に関し最も活力を失わせるも
のとなる。協調におけるこれらの障害は、異常な筋肉の相乗作用の形で発現され、機能的
に何もできない状態である限られたステレオタイプの運動パターンをもたらす。筋肉の相
乗作用におけるこれらの制約の結果は、例えば、肩の外転と腕における肘の屈曲との間の
異常な結合であり、それは、彼／彼女が重力に対して障害のある腕の重さを持ち上げると
きの卒中生存者の到達空間を顕著に減少させる。これらの異常な相乗作用を緩和するため
の最新の理学療法の取り組みは、限定的な機能回復をもたらした。足における異常な相乗
作用の発現は、膝／臀部伸展と臀部の外転との結合をもたらす。これの結果は、立脚中の
障害のある足における臀部外転筋の収縮能力の低下である。
【０００３】
　卒中生存者が被る最も顕著な身体障害の一つは、上半身不随である。リハビリテーショ
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ン運動は、トレーニングが集中的でありその患者がその治療中にガイドされているならば
、運動制御を取り戻すのに効果的であることが分かっている。
【０００４】
　従来の治療が病院又はリハビリテーションセンタで施される場合、その患者は大抵、一
日に一回か二回、半時間のセッションの診察を受ける。これは、外来治療では週に一回か
二回にまで減らされる。
【０００５】
　最新の研究は、その患者の協調を改善するための筋運動が、遠隔リハビリテーションの
解決策の一環として家庭で行われ得ることを示している。監視されていない家庭での卒中
のリハビリテーションのための技術的な解決策は、運動中の患者の姿勢を取得するための
マーカ又はセンサの使用を必要とする。センサによる姿勢の取得は、魅力的であり、また
、よく検討される選択肢である。
【０００６】
　そのような取り組みに関連する問題は、既存のマーカ又はセンサベースの追跡システム
が、典型的には手、前腕、及び上腕であるユーザの体の上の特定の位置に選択されたセン
サを設置するのにユーザが十分熟練しており、その結果、一貫性のある結果が得られるこ
とを前提とする点にある。それ故、それらセンサは、ラベル付けされ、色付けされ、或い
は、並べられている。
【０００７】
　この前提は、ユーザが卒中の発作に見舞われた人であり、認知機能障害を被っているな
らば、非現実的なものとなる。それどころか、この場合、体肢上のそれらマーカの正確な
位置は、使用毎に異なるであろう。そのユーザが、自身の腕、手及び／又は指の運動を制
御不能なため、そのマーカ又はセンサを正確に同じ位置に取り付けることができないから
である。様々なセンサの必要な区別、及びそれらの配置に従った配備は、卒中の発作に見
舞われた人にとっては更なる負担となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、それらセンサをユーザの体の上に配置するためのインストラ
クションの量を最小限度にし、その結果、その取り付け手順を容易にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、ユーザの体に取り付けられる少なくとも二つのセンサを含む、特に卒中後
の家庭でのリハビリテーションのためのセンサ配列によって解決される。各センサは、そ
のセンサ配列の外にあるソースで生成される第一信号を受信するための受信器と、その第
一信号を処理し且つその第一信号を受信するとすぐにそのセンサのアイデンティティに関
する情報を含む第二信号を初期化するセンサ処理ユニットと、その第二信号を中央処理ユ
ニットに送信するための送信器とを含み、その第一信号及び／又は第二信号を受信すると
すぐに異なるタイムスタンプの比較を通じてその第一信号のソースに対する各センサの位
置を決定するために、センサ毎にタイムスタンプが生成される。
【００１０】
　これにより、そのユーザは、任意のセンサを選び、そして、どのセンサがその体のどの
部分に取り付けられる必要があるかを気にすることなしに、任意の所要の体部位にそれを
取り付けることができる。
【００１１】
　全てのセンサを異なる体部位に設置した後、その第一信号のソースに対する各センサの
距離は、各センサの位置を決定するために計算される。複数の異なる方法が、この計算を
実現するために確立され得る。
【００１２】
　それ故に、第一実施例に従ったセンサ配列は、タイムスタンプ生成器を有する中央処理
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ユニットを含み、タイムスタンプは、その中央処理ユニットにおいて、第二信号が受信さ
れる度に生成される。その後、そのタイムスタンプは、その中央処理ユニットにおいて、
そのセンサのアイデンティティに関する情報と共に保存される。
【００１３】
　代替的な実施例では、各センサがタイムスタンプ生成器を有し、全てのセンサのタイム
スタンプ生成器が相互に同期され、タイムスタンプは、そのセンサ処理ユニットにおいて
、その第一信号を受信した直後に生成され且つ保存される。この実施例では、各センサが
タイムスタンプ生成器を有する。従って、その中央処理ユニットのところで第二信号を失
うリスクは重要ではない。そのセンサ処理ユニットに保存されているタイムスタンプを、
必要なときにいつでも問い合わせることが可能であり、この問い合わせは、必要なだけ反
復され得るからである。
【００１４】
　第一信号及び／又は第二信号は、音響信号、及び／又は、インパルス信号、及び／又は
、光信号であってもよい。その第一信号は、例えば、そのユーザが両腕を伸ばしその手を
たたくことで生成されてもよい。これにより、音響信号及びインパルス信号が生成され、
それらの双方は、そのセンサが音響センサ又はインパルスセンサ又はその両方であるかに
応じてそれらセンサによって検出され得る。また、サウンド信号又は他の信号を出すため
の電子デバイス又は機械デバイスを使用することも可能である。これらのデバイスは、そ
の中央処理ユニット内に含まれていてもよい。
【００１５】
　その第一信号は、相互に相対的に人体上のそれらセンサの位置を決定できるようにする
信号であるべきなので、今日では、サウンド信号又はインパルス信号が好都合である。二
つの隣接するセンサでのその第一信号の検出の間に時間差が存在する必要があり、また、
その音波の進行又はそのインパルスの進行は、それらが簡単に検出されるように比較的遅
いものだからである。
【００１６】
　ユーザの手をたたくことによって生成されるインパルスを測定する場合、その測定は、
腕が真っ直ぐにされたかを気にすることなく実施され得る。いずれにせよ、そのインパル
スは、腕に沿って進行するからである。
【００１７】
　光信号が第一信号として用いられた場合、その第一信号を受信するとすぐに二つの隣接
するセンサで生成される二つのタイムスタンプの間の差は、極めて小さいものとなり、そ
の測定手段は、タイムスタンプの差を検出するよう極めて正確である必要がある。現在、
光信号が用いられた場合であっても適度の結果を検出できる既存の測定手段は、極めてコ
ストの大きなものである。将来、そのような測定手段のためのコストがもはや高価ではな
いとなれば、光信号を第一信号として採用することも意味を成し得るであろう。
【００１８】
　一方で、第二信号として光信号を用いることは、光のスペクトルが極めて広く且つ容易
に決定できるものであり、また、それらセンサからのその発信とその中央処理ユニット（
より正確には、一実施例においてその中央処理ユニット内に備えられる感光性デバイスで
ある。）によるその測定との間に極めて短い遅れしか存在しないため、道理にかなうもの
となる。
【００１９】
　本発明の一実施例では、その第一信号は、そのユーザが両腕を伸ばしその手をたたくこ
とによって生成され得る。これにより、音響信号及びインパルス信号が生成され、それら
の双方は、そのセンサが音響センサ又はインパルスセンサであるかに応じてそれらセンサ
によって検出され得る。
【００２０】
　それらセンサが設置された体部位がその第一信号のソースに向けられたことを確かめる
ために、その中央処理ユニットは、そのセンサ配列の初期化をどのように始めるかのイン
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ストラクションを出すための、また、適切な測定を行うためにその第一信号のソースに対
してユーザ自身をどのように位置付けるかをそのユーザにアドバイスするためのコミュニ
ケーション手段を含んでいてもよい。それらセンサがユーザの腕に設置されたなら、その
ユーザは、最初に、例えば三つのセンサをその左腕に設置し、その後に、その手をたたく
ようその中央処理ユニットによって指示され得る。その左腕における互いに関連したそれ
らセンサの測定の後に、その中央処理ユニットは、その他のセンサをその右腕に設置しそ
の後にもう一度その手をたたくよう、或いは、その手をたたく代わりに、形はどうあれ、
彼がそれらセンサの設置を終え、例えば“設置完了”と言うことによって、若しくは、外
部ソースからの第一信号が生成され得るようにボタンを押すことによってそれらセンサの
識別手続の準備が整ったことを示すよう、そのユーザに指示してもよい。
【００２１】
　その外部ソースは、サウンド信号又は他の信号を第一信号として出すための電子的デバ
イスであってもよく機械的デバイスであってもよい。また、これらのデバイスは、その中
央処理ユニット内に含まれていてもよい。
【００２２】
　故意に生成されたものではなく単に偶然に生成されたものである周囲からの信号による
第二信号の生成を防止するために、そのセンサ処理ユニットは、その受信器が受信した信
号とそのセンサ処理ユニットに保存されたその第一信号に対応する所定の信号とを比較し
てもよく、それにより、第二信号は、その受信器が受信した信号が保存された信号に一致
する場合にのみ、そのセンサ処理ユニットによって生成される。これは、例えば音波の通
過を記録する受信器としてマイクロホンを用いることによって実現され、それにより、そ
のセンサ処理ユニットは、検出された音波が所定の信号に一致するか、或いは、他のノイ
ズによるものかを、例えば、そのスペクトル、波高、及び／又はパルス幅をチェックする
ことによって、チェックするようにしてもよい。
【００２３】
　一実施例では、その第一信号を受信するとすぐに各センサが異なるものを発信するよう
にしてもよい。その中央処理ユニットがその第二信号を受信しながらその第二信号を生成
するセンサのアイデンティティを同時に決定できるようにするためである。従って、各セ
ンサは、そのアイデンティティを同時に示す第二信号を生成してもよい。これは、例えば
、その第二信号が光信号である場合に、各センサがそのアイデンティティを特徴付ける異
なる波長を発することによって実現され得る。それら光信号は、その中央処理ユニット内
に備えられる感光性デバイスによって検出されてもよい。その中央処理ユニットでは、各
波長は、特定のセンサに専用のものとなり得る。従って、その第一信号のソースに対する
各センサのタイムスタンプは、それらタイムスタンプを比較し、それによりその第一信号
がどのセンサに一番目に、二番目に、或いは三番目に到達したかを正確に決定することに
よって、その第二信号を生成するセンサのアイデンティティと共に、その中央処理ユニッ
ト内に容易に保存され得る。第二信号が聴覚信号である場合、例えば、その周波数が各セ
ンサに対して特有となるよう選択されれば、同じことが適用される。
【００２４】
　それらセンサは、その第一信号のソースに対するそれらの相対位置を決定するために、
オール・ツー・オール通信（all-to-all　communication）においてそれらのタイムスタ
ンプを相互に交換してもよい。当然ながら、その第一信号のソースに対する相対位置の決
定の後に、それらセンサが、それらのアイデンティティがその後にそのユーザの体（例え
ば、手首から肩までである。）の上の配置順と一致するように、それらのタイムスタンプ
を交換した後で順序付けプロセスを完了することによって相互間でそれらのアイデンティ
ティを変更することも可能である。
【００２５】
　本発明に従ったそのセンサ配列におけるセンサは、それぞれ、ユーザの体に取り付けら
れるキャリア上に固定されてもよく、それらキャリアは、その第一信号の進行によるそれ
らタイムスタンプの測定における差を得るのに必要な、二つの隣接するセンサの間の最小
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距離をそれらキャリアが確保するといった態様で形成され得る。
【００２６】
　上述の目的に合致し、本発明の現時点における好適で典型的な実施例に従って他の有利
的な特徴をもたらす、特に卒中後の家庭でのリハビリテーションのためのセンサ配列が図
１及び２を参照しながら以下で説明される。
【００２７】
　最新技術に精通している者は、それらの図に関連して本書で与えられる説明が単に例示
を目的としたものであり本発明の範囲を限定することを意図しないものであることを容易
に認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】サウンド信号の通過を利用した、本発明に従ったセンサ配列を示す。
【図２】そのような配列におけるセンサの例であり、タイムスタンプがそのセンサで生成
されるところのセンサの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、特に脳卒中後の家庭でのリハビリテーションのためのセンサ配列１を示す。
【００３０】
　センサ１ａ、１ｂ、１ｃをユーザの腕２に設置するためのインストラクションの量を最
小限度としそれによって取り付け手順を容易にするために、そのセンサ配置は、センサ検
出及び識別機構を提供し、それは、例えば、第一実施例ではユーザが自分の手３をたたく
ことによって発生させる音響信号である第一信号のソースに対するセンサ１ａ、１ｂ、１
ｃの距離を計算することによってユーザの体の上へのそれらの配列を考慮した上でセンサ
１ａ、１ｂ、１ｃを配置できるようにする。
【００３１】
　センサ配列１は、６個の別々のセンサで構成され、それらのうちの３個１ａ、１ｂ、１
ｃは、ユーザの左腕２に取り付けられ、それらのうちの３個（図示せず。）は、ユーザの
右腕（同じく図示せず。）に配置される。
【００３２】
　センサ１ａ、１ｂ、１ｃのそれぞれは、キャリア４上に固定され、そのキャリアは、特
別な順番に従うことなくユーザの腕２に次々に取り付けられる。この実施例では、３個の
同等のセンサ１ａ、１ｂ、１ｃがユーザの手３、前腕及び上腕３ａ、並びに胴体３ｂのと
ころに取り付けられる。キャリア４は、図１においてユーザの左腕２のところにある曲線
によって示される第一信号の進行によってセンサ１ａ、１ｂ、１ｃの間で測定されるタイ
ムスタンプにおける差を得るのに必要な、２つの隣接するセンサ１ａと１ｂ、又は１ｂと
１ｃの間の最小距離を確保するために、キャリア４のそれぞれの間に最小距離ｄが存在す
るような態様で構築される。二つのセンサの間のその最小距離ｄは、タイムスタンプ生成
器の分解能に比例した第一信号の進行速度によって計算され得る。
【００３３】
　図２で示されるように、ユーザの手３に対するセンサ１ａ、１ｂ、１ｃの距離の計算の
ために、センサ１ａ、１ｂ、１ｃのそれぞれは、その第一信号を受信するための受信器、
その第一信号を処理し且つその第一信号を受信するとすぐに第二信号を初期化するための
信号処理ユニット、及び、その第二信号を中央処理ユニット５に送信するための送信器を
含む。
【００３４】
　この実施例では、センサ１ａ、１ｂ、１ｃのそれぞれは更に、タイムスタンプ生成器（
例えば、クロックである。）を含み、センサ１ａ、１ｂ、１ｃ及び図示されていないセン
サの全てにおけるクロックは、相互に同期され、その結果、それらのアイデンティティと
相俟った異なるタイムスタンプの比較を通じて、ユーザの手に対するセンサ１ａ、１ｂ、
１ｃのそれぞれの位置の決定を可能にする。
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【００３５】
　センサ位置の決定方法は、次のように動作する。
【００３６】
　第一に、ユーザは、センサ１ａ、１ｂ、１ｃの順序やアイデンティティを気にすること
なく自身の左腕に任意の三つのセンサ１ａ、１ｂ、１ｃを取り付けるよう中央処理ユニッ
ト５によって案内される。その後、そのユーザは、両腕を伸ばし自身の手３をたたくよう
に指示される。或いは、そのユーザは、自身の手３をたたく必要はなく、ユーザが設置手
順を完了しセンサ１ａ、１ｂ、１ｃの位置決定を続ける準備が整っていることを中央処理
ユニット５に示すだけであってもよい。その後、中央処理ユニット５内の電子デバイス又
は機械デバイスがその第一信号のソースの方向にそのユーザの腕２を伸ばすようにそのユ
ーザを案内する。その後、中央処理ユニット５は、サウンド、インパルス、又は第一信号
として適切な何かをトリガーする。
【００３７】
　その第一信号のソースの方向にユーザの腕２を伸ばすステップは、その第一信号がイン
パルス信号（例えば、ユーザの手３をたたくことによる。）である場合には、そのインパ
ルス信号がユーザの腕２の内部を進行し、それ故、曲げられた腕がその測定結果を著しく
変えることもないので、無視されてもよい。
【００３８】
　受信器（ここでは、通り過ぎる音波を記録するマイクロホンである。）によって第一信
号が受信され、そしてそのセンサ処理ユニットに送信される度に、そのセンサ処理ユニッ
トは、そのマイクロホンが受信した信号とそのセンサ処理ユニットに保存された所定の信
号と比較する。その所定の信号に合致しない周囲からのノイズによるタイムスタンプの生
成を防止するために、その受信された信号がその保存された信号にスペクトル、波高、及
び／又はパルス幅において一致する場合に限り、タイムスタンプは、そのタイムスタンプ
生成器によって生成され、且つ、そのセンサ処理ユニットに保存される。
【００３９】
　同時に、或いは、その後まもなく、第二信号がセンサ処理ユニットによって生成され、
送信器によって（この実施例では、その第一信号の受信及びそのタイムスタンプの生成の
直後に、無線機によって）中央処理ユニット５に伝送される。なお、第二信号は、センサ
１ａ、１ｂ、１ｃのアイデンティティに関する情報及び対応するタイムスタンプを含む。
【００４０】
　中央処理ユニット５は、それらのタイムスタンプ及び全てのセンサ１ａ、１ｂ、１ｃの
アイデンティティを受信する。それら異なるタイムスタンプの比較は、どのセンサ１ａ、
１ｂ、１ｃがどの特定の体部位に設置されたかの情報（例えば、“アイデンティティ２”
を持つセンサ１ａは、左手にあり、“アイデンティティ１”を持つセンサ１ｂは、左前腕
にあり、“アイデンティティ３”を持つセンサ１ｃは、左上腕にある。）をもたらす。
【００４１】
　センサ１ａ、１ｂ、１ｃの全てが特定されるとすぐに、そのユーザは、左腕２における
センサ１ａ、１ｂ、１ｃの測定が完了したこと、及び、同じ測定がその右腕に対してもこ
れから実施される必要があることを知らされる。次のステップでは、左腕のセンサ１ａ、
１ｂ、１ｃの全ては、この測定に加わる必要がない。それらは既に場所を見つけ出された
からである。
【００４２】
　このようにして、センサ配列１は、そのユーザが、センサ１ａ、１ｂ、１ｃのどれがそ
の体のどの部位に取り付けられなければならないかということ、また、センサ１ａ、１ｂ
、１ｃの順番を考慮する必要なく、任意のセンサ１ａ、１ｂ、１ｃを取って、モニターさ
れる任意の体部位（例えば、左腕２である。）にそれを取り付けられるようにする。
【００４３】
　例えば、二つのセンサの間の測定時間の差が長すぎる或いは短すぎるために、それらの
タイムスタンプが矛盾する場合、これは、センサ１ａ、１ｂ、１ｃの全てが正しく設置さ
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いないことの何れかを表す。この場合、そのユーザは、センサの位置と中央処理ユニット
５に対する自身の腕２の位置とをもう一度チェックするよう求められ、そして、例えば自
身の手をたたくことによって第一信号をもう一度生成するよう求められる。
【００４４】
　代替的な実施例（図示せず。）では、中央処理ユニット５は、中央タイムスタンプ生成
器を含み、そこでは、タイムスタンプは、第二信号がこの第二信号を発するセンサ１ａ、
１ｂ、１ｃのアイデンティティに関する情報と共にセンサ配列１から中央処理ユニット５
に伝送される度に中央処理ユニット５で生成される。一実施例では、その第二信号の受信
の直後に或いはその受信と同時に、その第二信号を生成し且つ伝送したセンサ１ａ、１ｂ
、１ｃを区別するために、センサ１ａ、１ｂ、１ｃのそれぞれは、その第一信号を受信す
るとすぐに極めて際立った態様（例えば、センサ１ａ、１ｂ、１ｃによって生成される第
二信号が光信号であれば、各センサは、そのアイデンティティを特徴付ける異なる波長を
発することを意味する。）で応答する。この場合、それら光信号は、中央処理ユニット５
内に備えられる感光性デバイス６によって検出され、その後、処理ユニット５で処理され
る。処理ユニット５では、異なる波長のそれぞれがセンサ１ａ、１ｂ、１ｃの特定のもの
に専用であり、その信号を受信するとすぐに、受信と同時に生成されるタイムスタンプを
、センサ１ａ、１ｂ、１ｃの適合するものにアドレスすることができるようにする。これ
は、その第一信号がセンサ１ａ、１ｂ、１ｃのどれにその左腕上で一番目に、二番目に、
或いは三番目に到達したかを正確に決定できるようにする。
【００４５】
　更なる実施例では、センサ１ａ、１ｂ、１ｃは、その第一信号のソースに対するそれら
の相対位置を決定するために、オール・ツー・オール通信においてそれらのタイムスタン
プを相互に交換し合うようにしてもよい。その後、センサ１ａ、１ｂ、１ｃのそれぞれは
、順序付けプロセスを個別に行うようにしてもよい。これにより、センサ１ａ、１ｂ、１
ｃのそれぞれがその音源（ここでは、中央処理ユニット５である。）からのその相対位置
を知ることとなる。センサ１ａ、１ｂ、１ｃにおいてセンサの設置に関する情報が利用可
能であるならば、センサ１ａ、１ｂ、１ｃのそれぞれは、自身を支持する体部位を知って
いることとなる。これは、センサのデータ処理のかなりの部分が、中央処理ユニット５上
ではなく、センサ１ａ、１ｂ、１ｃ上で行われる場合に、重要である。
【００４６】
　当然のことながら、その第一信号のソースに対する相対位置の決定の後に、センサ１ａ
、１ｂ、１ｃが、それらのアイデンティティがその後にユーザの体（例えば、手首から肩
である。）の上における設置順に合致するよう、それらのタイムスタンプの交換後に順序
付けプロセスを完了することによって、相互間でそれらのアイデンティティを変更するこ
ともまた可能である。
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月23日(2009.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一信号を生成するためのソース；
　中央処理ユニット；
　ユーザの体に取り付けられた少なくとも二つのセンサ；を含み、
　家庭でのリハビリテーションのため、ソースに対する少なくとも二つのセンサの位置を
決定するためのシステムであって：
　各センサが：
　前記第一信号を受信するための受信器；
　前記第一信号を処理し且つ前記第一信号を受信するとすぐに前記センサのアイデンティ
ティに関する情報を含む第二信号を初期化するセンサ処理ユニット；及び
　前記第二信号を前記中央処理ユニットに送信するための送信器；を含み、
　タイムスタンプは、前記第一信号及び／又は前記第二信号を受信するとすぐに、異なる
タイムスタンプの比較を通じて前記ソースに対する各センサの位置を決定するために、セ
ンサ毎に生成される、
　センサ配列。
【請求項２】
　前記中央処理ユニットは、タイムスタンプ生成器を含み、
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　タイムスタンプは、第二信号を受信する度に前記中央処理ユニットで生成され、
　各タイムスタンプは、前記センサのアイデンティティに関する情報と共に、前記中央処
理ユニットに別々に保存される、
　ことを特徴とする請求項１に従ったシステム。
【請求項３】
　各センサは、タイムスタンプ生成器を含み、
　前記タイムスタンプ生成器は、互いに同期され、
　タイムスタンプは、第一信号の受信直後に前記センサ処理ユニットで生成され且つ保存
される、
　ことを特徴とする請求項１に従ったシステム。
【請求項４】
　前記第一信号及び／又は前記第二信号は、音響信号、及び／又は、インパルス信号、及
び／又は、光信号である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに従ったシステム。
【請求項５】
　前記センサ処理ユニットは、前記受信器が受信した信号と前記第一信号に対応する所定
の信号とを比較し、
　第二信号は、前記受信器が受信した信号が前記所定の信号と合致する場合にのみ前記セ
ンサ処理ユニットによって生成される、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったシステム。
【請求項６】
　前記中央処理ユニットは、当該センサ配列の初期化をどのように進めるかの指示を出す
コミュニケーション手段を含む、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったシステム。
【請求項７】
　各センサは、前記第一信号を受信するとすぐに異なる第二信号を生成し、それにより、
そのアイデンティティを前記中央処理ユニットに同時に示すようにする、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったシステム。
【請求項８】
　前記センサは、前記第一信号のソースに対するそれらの位置を決定するために、オール
・ツー・オール通信においてそれらのタイムスタンプを相互に交換する、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったシステム。
【請求項９】
　前記センサは、それらのタイムスタンプの交換後に順序付けプロセスを完了する、
　ことを特徴とする請求項８に従ったシステム。
【請求項１０】
　前記センサは、キャリアを含み、
　前記キャリアは、それらの位置の測定の実行のための相互間の最小距離が維持される態
様で、形成される、
　ことを特徴とする先行する請求項の何れかに従ったシステム。
【請求項１１】
　先行する請求項の何れかに従ったシステムによってユーザの体肢上の少なくとも二つの
センサの位置を決定する方法であって、
　少なくとも二つのセンサを該センサの順番を気にすることなく前記ユーザの体の体肢上
に設置するステップ、
　前記センサが装着された前記体肢を前記ソースに向かって伸長させるステップ、
　前記センサによって検出される第一信号を生成するステップ、
　前記第一信号を前記センサ処理ユニットで処理し且つ前記第一信号を受信するとすぐに
前記センサのアイデンティティに関する情報を含む第二信号を初期化するステップ、
　前記第一信号及び／又は前記第二信号が、スペクトル、パルス、及び／又は幅において
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、前記センサ処理ユニットに保存された所定の信号に一致する場合に、前記タイムスタン
プ生成器によってタイムスタンプを生成するステップ、及び、
　前記ソースに対する前記センサの位置を評価するために異なるタイムスタンプを比較す
るステップ、
　を含む方法。
【請求項１２】
　前記第一信号は、前記ユーザが両腕を伸ばし且つユーザの手をたたくよう要請されるこ
とで、生成される、
　ことを特徴とする請求項１１に従った方法。
【請求項１３】
　前記タイムスタンプは、各センサで生成される、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に従った方法。
【請求項１４】
　前記タイムスタンプは、前記センサ処理ユニットで生成される、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に従った方法。
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