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(57)【要約】
　スマートフォンが、ユーザの環境からの音声、画像及
び／又は他の刺激を検知し、自律的に作動して、推論又
は予想されたユーザの要望をかなえる。
一態様では、詳述される技術は、電話のカメラによって
見られたシーンの、電話ベースの認知に関する。そのシ
ーンに適用される画像処理タスクを、リソースコスト、
リソース制約、他の刺激情報（例えば、音声）、タスク
代替性などを参照することによって、様々な代替物の中
から選択することができる。電話は、画像処理タスクに
対し、そのタスクがいかにうまく進行中であるかに応じ
て、又は、そのタスクへのユーザの明らかな関心に基づ
いて、より多いか又はより少ないリソースを適用するこ
とができる。いくつかの構成では、データが、解析のた
め、又は、収集のために、クラウドに任されてもよい。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、メモリと、タッチスクリーンと、場所決定モジュールと、少なくとも１
つの音声又は画像センサとを含む、処理デバイスであって、前記メモリが、前記タッチス
クリーン上でユーザインタフェースを提示するように前記プロセッサを構成する命令を格
納し、前記ユーザインタフェースの第１の部分が、前記センサからの情報を提示し、前記
ユーザインタフェースの第２の部分が、前記デバイスの場所に関係付けられた情報を同時
に提示する、処理デバイス。
【請求項２】
　前記デバイスの場所に関係付けられた前記情報が、前記デバイスの周囲の付近を描く地
図を備え、前記命令が、前記ユーザの過去にあったアクションを示すピンを前記地図上に
提示するように、前記プロセッサを構成する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ユーザインタフェースの前記第１の部分が、聴覚シーン可視化表示を提示する、請
求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記メモリが、発話データを解析して、その話者を識別するように前記プロセッサを構
成し、且つ、前記聴覚シーン可視化表示において、前記識別された話者に対応するグラフ
ィカル画像を提示する、命令を格納する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記メモリが、音声データを解析して、複数の可能なタイプの中からその音声データの
タイプを決定するように、且つ、前記聴覚シーン可視化表示において、前記決定されたタ
イプに対応するアイコンを提示するように、前記プロセッサを構成する命令を格納する、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　プロセッサと、メモリと、画面と、少なくとも１つの音声センサとを含む、スマートフ
ォンデバイスであって、前記メモリが、前記タッチスクリーン上でユーザインタフェース
を提示するように前記プロセッサを構成する命令を格納し、前記ユーザインタフェースが
聴覚シーン可視化表示を含む、スマートフォンデバイス。
【請求項７】
　前記命令がまた、発話データを解析して、その話者を識別するように、且つ、前記聴覚
シーン可視化表示において、前記識別された話者に対応するグラフィカル画像を提示する
ようにも、前記プロセッサを構成する、請求項６に記載のスマートフォンデバイス。
【請求項８】
　前記命令がまた、音声データを解析して、複数の可能なタイプの中からその音声データ
のタイプを決定するように、且つ、前記聴覚シーン可視化表示において、前記決定された
タイプに対応するアイコンを提示するようにも、前記プロセッサを構成する、請求項６に
記載のスマートフォンデバイス。
【請求項９】
　前記命令が、前記表示されたアイコンを経時的に移動させ、時の経過を示すように、前
記プロセッサを構成する、請求項８に記載のスマートフォンデバイス。
【請求項１０】
　前記命令が、位置のシーケンスにおいて複数の異なるアイコンを前記画面上で同時に表
示するように、前記プロセッサを構成し、前記アイコンのシーケンスが、異なるタイプの
音声データ、及び、その時間的順序を示す、請求項８に記載のスマートフォンデバイス。
【請求項１１】
　前記デバイスが複数の音声センサを含み、前記命令が、複数の異なる音声ストリームに
対応するしるしを表示するように、前記プロセッサを構成し、前記しるしがまた、前記音
声ストリームが前記デバイスによって受信された元のそれぞれの空間的方向をも示す、請
求項８に記載のスマートフォンデバイス。
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【請求項１２】
　プロセッサと、メモリと、画面と、少なくとも１つの画像又は音声センサとを含む、ス
マートフォンデバイスであって、前記メモリが、センサデータを処理して、そのセンサデ
ータから情報を導出するように、且つ、前記導出された情報に対応する、前記画面上のし
るしを提示するように、前記プロセッサを構成する命令を格納し、前記提示されたしるし
が、いかなる画像センサによってキャプチャされた画像とも異なり、前記命令が、受信さ
れたユーザ入力に応答して、保存動作をセンサデータの前記処理中に行うように、前記プ
ロセッサを構成し、前記保存動作が、前記ユーザ入力が受信されたときの処理状態に対応
する情報を格納し、その処理状態から、前記デバイスが後の時間に前記センサデータの処
理を再開することができる、スマートフォンデバイス。
【請求項１３】
　プロセッサと、メモリと、タッチスクリーンと、少なくとも１つのセンサとを含む、ス
マートフォンデバイスであって、前記メモリが、
　前記タッチスクリーン上で、地図を含むユーザインタフェースを提示する動作であって
、前記地図が、前記スマートフォンが以前に用いられてセンサ関連アクションを行った場
所を示す、複数のグラフィカルなしるしを含む、動作と、
　前記提示されたしるしのうち１つにおけるタッチスクリーンユーザ入力に応答して、前
記地図上の、前記提示されたしるしの位置に対応する場所で、以前に受信されたセンサデ
ータに関係付けられた情報を表示する動作と
を含む動作を、前記スマートフォンデバイスに行わせる命令を格納する、スマートフォン
デバイス。
【請求項１４】
　少なくともいくつかの前記グラフィカルなしるしが、そのしるしに関連付けられた、過
去にあった日付を有し、その日付に、前記スマートフォンが以前に用いられてセンサ関連
アクションを行っており、前記命令が、
　ユーザにより作動可能なグラフィカルコントロールを、前記タッチスクリーン上で提示
する動作と、
　前記グラフィカルコントロールを通じて入力されたユーザ入力に応答して、グラフィカ
ルなしるしが表示される、過去にあった日付の範囲を変更する動作と
を含む動作を、前記スマートフォンデバイスにさらに行わせる、請求項１３に記載のスマ
ートフォンデバイス。
【請求項１５】
　プロセッサと、メモリと、画面と、画像センサとを含む、処理デバイスであって、前記
メモリが、前記タッチスクリーン上で、前記画像センサによって検知された画像に対応す
るデータを提示するように前記プロセッサを構成する命令を格納し、前記プロセッサが、
前記タッチスクリーン上で、スイープするレーダートレース効果をさらに提示して、画像
データを処理することにおけるデバイスアクティビティを示す、処理デバイス。
【請求項１６】
　前記命令が、前記スイープするレーダートレースを追跡しながら、前記画像センサによ
って撮像されたオブジェクトの向きについてのしるしを提示するように、前記プロセッサ
を構成する、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記しるしが、検知された画像データにおけるデジタルウォーターマークの向きを示す
、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　音源位置測定の方法であって、
　環境内の複数の無線電話を使用して、周囲の音声をサンプリングする動作と、
　第１の電話によって検知された音声情報を、第２の電話へ送信する動作と、
　前記第１の電話の位置を前記第２の場所に関係付ける、場所データを見極める動作と、
　前記第２の電話において、前記場所データ、前記第１の電話から受信された音声情報、
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及び、前記第２の電話によってサンプリングされた音声を処理して、前記第２の電話に対
する音源方向を見極める動作と
を含む方法。
【請求項１９】
　前記送信する動作が、ウィンドウ化周波数領域ベースの圧縮によって時間的に曖昧にさ
れていない情報を送信する動作を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　自動車内のカメラから画像をキャプチャするステップと、
　前記自動車が位置する交通環境の３Ｄモデルを生成するステップと
を含む方法。
【請求項２１】
　スマートフォン内のプロセッサを使用して、スマートフォンカメラによってキャプチャ
された画像内の第１及び第２の特徴を識別するステップと、
　前記第１及び第２の特徴の両方をなお含む、前記画像内のクランプ領域の最小サイズを
識別するステップと、
　前記第１及び第２の特徴の間の関係度を、クランプ領域の前記サイズに基づいて決定す
るステップと
を含む方法。
【請求項２２】
　スマートフォン内のプロセッサを使用して、スマートフォンカメラによってキャプチャ
された画像内の第１及び第２の関連特徴を識別するステップと、
　前記第１及び第２の特徴の両方をなお含む、前記画像内のクランプ領域の最小サイズを
識別するステップと、
　クランプ領域の前記最小サイズに含まれる第３の特徴もまた、前記第１及び第２の特徴
に関係付けられることを決定するステップと
を含む方法。
【請求項２３】
　プロセッサと、メモリと、タッチスクリーンと、少なくとも１つのセンサとを含む、ス
マートフォンデバイスであって、前記メモリが、
　前記タッチスクリーン上で、前記センサによって検知されたデータに関連付けられたし
るしを含むユーザインタフェースを提示する動作と、
　前記タッチスクリーン上で、ユーザタップパターンを検知する動作と、
　第１のしるしにおける第１のユーザタップパターンに応答して、前記しるしに関連付け
られた前記センサデータに関係付けられた第１のアクションに着手する動作と、
　前記第１のしるしにおける第２のユーザタップパターンに応答して、前記しるしに関連
付けられた前記センサデータに関係付けられた第２のアクションに着手する動作と
を含む動作を、前記スマートフォンデバイスに行わせる命令を格納し、
　前記第１又は第２のユーザタップパターンのうち１つが、シングルタップを備え、他の
ユーザタップパターンがダブルタップを備える、スマートフォンデバイス。
【請求項２４】
　前記命令が、
　前記第１のユーザタップパターンに応答して、前記スマートフォンデバイス内のプロセ
ッサによって、前記センサデータの処理に着手する動作と、
　前記第２のユーザタップパターンに応答して、前記センサデータをリモートコンピュー
タへ、処理のために送信する動作と
を含む動作を、前記スマートフォンデバイスに行わせる、請求項２３に記載のスマートフ
ォンデバイス。
【請求項２５】
　前記命令が、
　前記第１のユーザタップパターンに応答して、電子プロセッサによって人間の関与なし
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に、前記センサデータの処理に着手する動作と、
　前記第２のユーザタップパターンに応答して、人間の関与を含む処理によって、前記セ
ンサデータの処理に着手する動作と
を含む動作を、前記スマートフォンデバイスに行わせる、請求項２３に記載のスマートフ
ォンデバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願データ】
【０００１】
　米国において、本出願は、２００９年１０月２８日出願の米国特許仮出願第６１／２５
５，８１７号、２００９年１１月１３日出願の米国特許仮出願第６１／２６１，０２８号
、２００９年１１月２０日出願の米国特許仮出願第６１／２６３，３１８号、２００９年
１１月２５日出願の米国特許仮出願第６１／２６４，６３９号、２００９年１２月４日出
願の米国特許仮出願第６１／２６６，９６５号、及び、２００９年１２月１１日出願の米
国特許仮出願第６１／２８５，７２６号の優先権を主張する、２００９年１２月１７日出
願の一部継続出願第１２／６４０，３８６号である。
【０００２】
　本明細書は、米国特許第６，９４７，５７１号、２００８年１１月１４日出願の米国特
許出願第１２／２７１，７７２号、２００９年６月２４日出願の米国特許出願第１２／４
９０，９８０号、２００９年８月１７日出願の米国特許出願第６１／２３４，５４２号、
及び、２００９年８月１９日出願の国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０９／５４３５８を含む、譲受
人の以前の特許及び特許出願に詳述された技術に対する様々な拡張及び改良を詳述する。
【０００３】
　その以前の研究による原理及び教示は、ここで詳述される構成（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎ
ｔｓ）に関連して適用されるように意図され、逆の場合も同じである。（これらの以前の
特許及び出願の開示は、参照により本明細書に組み込まれる。）
【技術分野】
【０００４】
　本明細書は、様々な技術に関し、スマートフォン及び他のモバイルデバイスが、例えば
、直観的な聴覚及び視覚デバイスとしての機能を果たすことによって、ユーザの環境に応
答することを可能にすることに最も関係する。
【序論】
【０００５】
　携帯電話は、単一目的の通信ツールから多機能コンピュータプラットフォームへと進化
を遂げている。「Ｔｈｅｒｅ’ｓ　ａｎ　ａｐ　ｆｏｒ　ｔｈａｔ」は、よく知られてい
る言葉である。
【０００６】
　１０万を超えるアプリケーションがスマートフォン用に入手可能であり－圧倒的に様々
なサービスを提供している。しかし、これらのサービスの各々は、ユーザによって明示的
に識別され、起動されなければならない。
【０００７】
　これは、コンピュータに対して我々がより多くの注意を払う必要があるのではなく、よ
り少ない注意を払えばよいという、２０年以上前に遡るユビキタスコンピューティングの
ビジョンからは、程遠いものである。真に「スマート」な電話とは、アクションを－自律
的に－起こして、推論又は予想されたユーザの要望をかなえる電話であるだろう。
【０００８】
　この方向における飛躍は、携帯電話に、インテリジェントな視覚／聴覚デバイス－ユー
ザの環境を監視させ、視覚及び／又は他の刺激に応答して動作を自動的に選択させ、その
動作に着手させる－技術を、携帯電話に装備することであるだろう。
【０００９】
　このようなデバイスの実現には、多くの課題がある。これらの課題には、デバイスへの
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入力刺激が何を表すかを理解し、その理解に基づいてユーザの要望を推論し、それらの要
望を充足する際にユーザとインタラクトするための技術が含まれる。おそらく、これらの
課題のうち最大の課題は最初の課題であり、本質的に機械認知の長年の問題である。
【００１０】
　携帯電話カメラを考えられたい。キャプチャされるフレーム毎に、携帯電話カメラは、
１００万ほどの数（ピクセル値）を出力する。これらの数は、車、バーコード、ユーザの
子供、又は１００万もの他の物のうち１つを表すのか？
【００１１】
　仮定として、この問題には直接的なソリューションがありうる。それらのピクセルを「
クラウド」へ転送し、莫大な数の匿名のコンピュータに、描かれた被写体を１台のコンピ
ュータがついに識別するまで、あらゆる知られている画像認識アルゴリズムをそのデータ
に適用させることである。（１つの特定の手法は、その知られていない画像を、フリッカ
ー（Ｆｌｉｃｋｒ）及びフェイスブック（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）など、ウェブベースの公共
の写真リポジトリに投稿された数十億もの画像の各々と比較することであるだろう。最も
類似した投稿写真を発見した後、マッチするピクチャに関連付けられた記述語又は「メタ
データ」が示され、その知られていない画像の被写体を識別するために記述子として使用
されうる。）クラウドコンピューティング能力を数日又は数カ月（及び、数メガワットの
電力を）費やした後、答えが出されるだろう。
【００１２】
　そのようなソリューションは、しかし－時間の点からもリソースの点からも－実用的で
はない。
【００１３】
　幾分より実用的な手法は、アマゾン（Ａｍａｚｏｎ）のメカニカルターク（Ｍｅｃｈａ
ｎｉｃａｌ　Ｔｕｒｋ）など、クラウドソーシングサービスにその画像を投稿することで
ある。このサービスは、その画像を１人又は複数人のレビュアーに任せ、レビュアーが記
述用語をサービスに戻すように提供し、その記述用語が次いでデバイスに戻すように転送
される。他のソリューションが無効であると判明するとき、これは可能な代替手段である
が、多くの状況で時間遅延が甚だしい。
【００１４】
　一態様では、本明細書は、この認知の問題によりよく取り組むために用いることができ
る技術に関する。一実施形態では、入力刺激についてのより多くのよりよい情報を連続し
て得るために、画像処理構成が適用される。画像のコンテンツの大まかな感じは、１秒で
入手可能でありうる。より多くの情報は、２秒後に入手可能でありうる。さらなる処理に
より、さらにより精緻化された査定が３～４秒後に入手可能でありうる、などとなる。こ
の処理は、そのような処理が継続することをユーザが必要としないという－明示された、
暗示された、又は推論された－指示によって、任意の時点で中断することができる。
【００１５】
　そのような処理が迅速で満足の行く結果を生じず、画像の被写体がユーザにとって関心
のあるものであり続ける場合（又は、ユーザがそうでないと示さない場合）、画像は、よ
り網羅的で非常に長い解析のために、クラウドに任せられてもよい。ブックマークなどを
スマートフォンに格納して、ユーザがそのようなさらなる解析の結果を遡ってチェックし
、知ることができるようにしてもよい。又は、そのようなさらなる解析がアクション可能
な結論に達する場合、ユーザにアラートを出すことができる。
【００１６】
　適切なデバイス応答（複数可）の認知及び識別を、コンテキストなど、付帯情報によっ
て支援することができる。スマートフォンが、格納されたプロファイル情報から、ユーザ
が３５歳の男性であることを知り、ＧＰＳデータ及び関連付けられた地図情報から、ユー
ザがポートランドのスターバックス（Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ）に位置することを知り、時間
及び気象情報から、仕事日で暗く雪の降る朝であることを知り、デバイスの履歴から、こ
の場所に以前に何回か訪れた際、ユーザが電話の電子ウォレットを用いて、コーヒー及び
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新聞を買い、電話のブラウザを使用して、フットボールの結果をレポートするウェブサイ
トを見たことを呼び戻す場合、スマートフォンのタスクは、かなり簡素化される。もはや
、限りなく多数の可能性のある入力刺激はない。むしろ、入力の光景及びざわめきは、暗
く雪の降る朝のコーヒー店で普通に遭遇するタイプのものである可能性が高い（又は、逆
に言えば、例えば、東京の日当たりのよい公園で見られる光景及びざわめきである可能性
が低い）。そのような光景及びざわめきに応答して適切である、限りなく多数の可能性の
あるアクションもない。その代わりに、候補アクションは、３５歳の、フットボールに関
心のある、ポートランドで仕事に出かける途中にコーヒーを飲んでいるユーザに関連する
アクションである可能性が高い（又は、逆に言えば、例えば、東京の公園で座っている年
配の女性に関連のあるアクションである可能性が低い）。
【００１７】
　通常、最も重要なコンテキスト情報は、場所である。２番目に関連性が高いのは、典型
的には（現在の曜日、季節などまでに知らされた）アクションの履歴である。同様に重要
なものは、ユーザの社会的グループ又はユーザの人口統計学的グループ内の他の人々が、
類似の状況で何を行ったかについての情報である。（メイシーズ〔Ｍａｃｙｓ〕の特定の
場所で最後に立ち止まった９人の十代の少女が、通路端のディスプレイにある一足のブー
ツの画像をキャプチャし、全員が値段を知ることに関心を持ち、そのうち２人が、どのサ
イズの在庫があるかを知ることにも関心を持った場合、その場所で立ち止まる１０人目の
十代の少女がキャプチャする画像もまた、多分、同じブーツの画像であり、そのユーザは
、値段、及び、おそらく在庫があるサイズを知ることに関心がある可能性が高い。）その
ような付帯情報に基づいて、スマートフォンは、統計的に可能性が高い刺激に適した認識
ソフトウェアをロードすることができ、それに応答して、統計的に関連のあるアクション
に着手する用意をすることができる。
【００１８】
　１つの特定の実施形態では、スマートフォンは、入手可能な何百もの代替ソフトウェア
エージェントを有することができ－その代替ソフトウェアエージェントの各々は、複数の
異なる機能を行うことができてもよく、各機能は、例えば、応答時間、ＣＰＵ使用率、メ
モリ使用量、及び／又は、他の関連のある制約の点から異なる「コスト」を有する。電話
は次いで、プランニング課題に着手し、例えば、様々な入手可能なエージェント及び機能
からなるＮ分木を定義し、その木を通るパスをナビゲートして、最低コストで所望の組み
合わせの動作を行う方法を見極めることができる。
【００１９】
　時として、このプランニング課題は、適切なソリューションを発見しないことがあり、
又は、そのコストがひどく高いことを発見することがある。そのような場合、電話は、あ
る動作に－少なくともこの瞬間には－着手しないように決定することがある。電話は、そ
のようなタスクについてそれ以上何も行わないことがあり、又は、ソリューションを実用
的にする追加の情報が入手可能になった場合に備えて、少ししてから、再度試みることが
ある。又は、電話は、単に、データを－より有能なクラウドリソースによる処理のために
－クラウドに任せてもよく、又は、入力刺激を格納して、再び戻り、場合によっては後に
処理してもよい。
【００２０】
　システムの処理（例えば、画像処理）の多くは、推論的な性質であることがあり－現在
のコンテキストにおいて有用である可能性があることを予期して試みられうる。本技術の
別の態様によれば、そのような処理は、様々な要因に従って、スロットルアップ又はスロ
ットルダウンされる。１つの要因は、成功である。ある処理が決定的な結果を出しつつあ
るように思われる場合、その処理により多くのリソース（例えば、メモリ、ネットワーク
帯域幅など）を割り振ることができ、動作のさらなる段階へと継続することを許可するこ
とができる。その結果が思わしくないように見える場合、その処理により少ないリソース
を割り振るか－又は完全に停止することができる。もう１つの要因は、特定の処理の結果
に対するユーザの関心又はその欠如であり、この要因は、処理の継続が可能にされるかど
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うか、及び、どのリソースにより処理の継続が可能にされるかに、同様に影響を与えるこ
とができる。（ユーザの関心は－例えば、ユーザが画面上のある場所をタッチすることに
よって－明示／明確化されてもよく、又は、ユーザのアクション若しくはコンテキストか
ら－例えば、ユーザがカメラを動かして、画像フレームの中心にある特定の被写体の位置
決めをやり直すことによって－推論されてもよい。ユーザの関心の欠如は、ユーザのアク
ションによって、又は、そのようなアクションがないことによって、同様に明示又は推論
されてもよい。）さらにもう１つの要因は、スロットルアップ又はスロットルダウンされ
ている別の処理に対する、その処理の結果の重要性である。
【００２１】
　認知が達成された後（例えば、画像の被写体が識別された後）、携帯電話プロセッサ－
又はクラウドリソース－は、ユーザに提供されるべきである適切な応答を示唆することが
ある。描かれた被写体がバーコードである場合、ある応答が示されうる（例えば、製品情
報を調べる）。描かれた被写体が家族の一員である場合、異なる応答が示されうる（例え
ば、オンラインフォトアルバムに投稿する）。時として、しかし、適切な応答は、直ちに
明らかではない。もし、描かれた被写体が街路シーン又はパーキングメーターであるとし
たらどうなるだろうか－その後どうなるだろうか？ここでもまた、コンテキストなど、付
帯情報ソース、及び、自然言語処理からの情報を問題に適用して、適切な応答を決定する
助けとすることができる。
【００２２】
　スマートフォンのセンサは、刺激－マイクロフォンに対する音、画像センサに対する光
、加速度計に対する動き、磁力計に対する磁場、サーミスタに対する周辺温度等々－を絶
えず与えられる。これらの刺激のいくつかは、重要であることがある。多くは雑音であり
、無視することが最良である。電話は、もちろん、例えば、ＣＰＵ、バッテリ、無線帯域
幅、金銭の予算など、様々なリソースが制限されている。
【００２３】
　したがって、さらなる態様では、本技術は、集中するデータの何を処理すべきかを識別
すること、並びに、視覚的検索のためのデータ処理構成とプラットフォームの制約及びシ
ステムの他のニーズとのバランスを取ることを伴う。
【００２４】
　さらにもう１つの態様では、本技術は、例えば、視覚的オブジェクト（又は可聴ストリ
ーム）に対応した、モバイルデバイス画面上の「ボーブル（ｂａｕｂｌｅｓ）」の提示を
伴う。ボーブルのユーザ選択（例えば、タッチスクリーンのタップによる）は、オブジェ
クトに関係付けられた体験につながる。デバイスが次第に、オブジェクトについて理解を
深めるか、又は、より多くの情報を取得するにつれて、ボーブルの明瞭さ又はサイズが進
化することが可能である。
【００２５】
　初期の実装では、上記の種類のシステムは比較的に初歩的となり、多くの洞察を示すこ
とはない。しかし、少量の（又は連発する）データを、（そのようなデータに基づいたユ
ーザアクションについての情報と共に）アーカイブ及び解析するために、クラウドにフィ
ードバックすることによって、それらの初期のシステムは、そこからテンプレート及び他
のトレーニングモデルを構築することができるデータの基礎を確立することができ－その
ようなシステムの後続の世代が、刺激を与えられるとき、高度に直観的となり、且つ、応
答することを可能にする。
【００２６】
　以下で明らかになるように、本明細書は、多数の他の、発明の特徴及び組み合わせをも
詳述する。
【００２７】
　主として視覚的検索に関連して記載されるが、本明細書で詳述される原理は、他のセン
サから、又は、複数のセンサの組み合わせからの刺激の処理など、他の関連で適用可能で
あることを理解されたい。詳述される原理の多くは、さらにはるかにより幅広い適用可能
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性を有する。
【００２８】
　同様に、以下の説明は、少数の例示的実施形態に焦点を合わせるが、発明の原理は、こ
れらの特定の形式の実装に限定されないことを理解されたい。そのため、例えば、ブラッ
クボードデータ構造、ステートマシン構成物、認識エージェント、遅延実行等々、詳細が
具体的に述べられるが、いずれも（発行された特許請求の範囲によって特に明記されうる
場合を除いて）必須ではない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本技術のある態様を用いる実施形態をアーキテクチャ図で示す図である。
【図２】ローカルデバイスの、クラウド処理への関与を例示する図である。
【図３】認知処理の機能を、－システムモジュール及びデータ構造に関して－異なる態様
の機能性とマッピングする図である。
【図４】異なるレベルの空間的編成及び理解を例示する図である。
【図５】サービスの構成の意思決定において使用することができるデータ構造を示す図で
ある。
【図５Ａ】サービスの構成の意思決定において使用することができるデータ構造を示す図
である。
【図６】サービスの構成の意思決定において使用することができるデータ構造を示す図で
ある。
【図７】人工知能から知られ、本技術のある実施形態で用いられるプランニングモデルの
態様を示す図である。
【図８】人工知能から知られ、本技術のある実施形態で用いられるプランニングモデルの
態様を示す図である。
【図９】オペレーティングシステムによって行うことができる、４つのレベルの同時処理
を識別する図である。
【図１０】例示的実装のためのこれらの４つのレベルの処理をさらに詳述する図である。
【図１１】ユーザの意図を見極めることに関与する、ある態様を示す図である。
【図１２】ある実装で使用することができる循環的処理構成を描く図である。
【図１３】図１２の構成の別の図である。
【図１４】システム動作のある態様を描く概念図である。
【図１５】認識エージェント及びリソース追跡にそれぞれ関するデータを例示する図であ
る。
【図１６】認識エージェント及びリソース追跡にそれぞれ関するデータを例示する図であ
る。
【図１７】視空間のマシン理解を支援するために使用することができる、グラフィカルタ
ーゲットを示す図である。
【図１８】音声ベースの実装の態様を示す図である。
【図１９】様々な可能なユーザインタフェースの特徴を示す図である。
【図１９Ａ】様々な可能なユーザインタフェースの特徴を示す図である。
【図２０Ａ】閾値化されたブロブを使用した、オブジェクトのセグメント化の方法を例示
する図である。
【図２０Ｂ】閾値化されたブロブを使用した、オブジェクトのセグメント化の方法を例示
する図である。
【図２１】他の例示的ユーザインタフェースの特徴を示す図である。
【図２２】他の例示的ユーザインタフェースの特徴を示す図である。
【図２３Ａ】ユーザインタフェースにおけるレーダーの特徴を示す図である。
【図２３Ｂ】ユーザインタフェースにおけるレーダーの特徴を示す図である。
【図２４】他のユーザインタフェース技術を詳述する役目を果たす図である。
【詳細な説明】
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【００３０】
　多くの点で、本開示の主題は、コンピュータデバイスを使用して、ユーザが自分の環境
とインタラクトすることを可能にする際に、有用な技術と見なされうる。この幅広い範囲
により、開示された技術は、無数の応用例によく適するようになる。
【００３１】
　本開示で詳述される広い範囲及び様々な主題のため、順序正しい提示を達成することは
困難である。以下で明らかになるように、以下で提示される題目別のセクションの多くは
、他のセクションに基づき、また、他のセクションの基礎をなす。やむを得ず、そのため
、様々なセクションが幾分任意の順序で提示される。各セクションからの一般的原理及び
特定の詳細は共に、他のセクションにおいても応用されることを理解されたい。本開示の
長さが収拾のつかないほどに膨れ上がることを防ぐため（簡潔さは、特に特許明細書にお
いて、常に有益である）、異なるセクションの特徴の様々な並べ換え及び組み合わせは、
網羅的に詳述されるとは限らない。本発明者は、そのような組み合わせ／並べ換えを明示
的に教示することを意図するが、実際には、詳述された総合が、そのような教示に従って
システムを最終的に実装する者に委ねられることを必要とする。
【００３２】
　また、ここで詳述される技術は、以前に引用された特許出願で開示された技術に基づき
、これらの技術を拡張することにも留意されたい。読者はしたがって、これらの文書へと
導かれ、これらの文書は、本技術が適用されることを出願人が意図する構成を詳述し、本
開示を技術的に補うものである。
認知、中抜き検索（Ｄｉｓｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｄ　Ｓｅａｒｃｈ）
【００３３】
　携帯電話など、モバイルデバイスは、単なる通信ツールというより、認知ツールになり
つつある。一態様では、認知を、人にその人の環境について知らせるアクティビティと見
なすことができる。認知アクションには、以下が含まれうる。
・・感覚入力に基づいて特徴を感知すること、
・・形式を感知すること（例えば、オーケストレートされた構造を決定すること）、
・・外部構造及び関係を決定するなど、関連付け、
・・問題を定義すること、
・・問題解決状況を定義すること（例えば、そのテキスト：自分に何ができるか？答え．
それを読む）、
・・ソリューションのオプションを決定すること、
・・アクション及び応答を開始すること、
・・・識別は一般に、適切な応答の決定における最初の必須のステップである。
【００３４】
　視覚及び聴覚モバイルデバイスは、人にそれらの環境について知らせることに関与する
それらの処理を支援するツールである。
【００３５】
　モバイルデバイスは、驚くべき速さで急増している。多くの国々では（フィンランド、
スウェーデン、ノルウェイ、ロシア、イタリア及び英国を含む）、伝えられるところによ
れば、人々よりも携帯電話の方が多い。ＧＳＭアソシエーション（ＧＳＭ　Ａｓｓｏｃｉ
ａｔｉｏｎ）によれば、およそ４０億台ものＧＳＭ及び３Ｇ電話が現在使われている。ア
ップグレードサイクルはとても短く、デバイスは、平均して２４カ月に一度交換される。
【００３６】
　したがって、モバイルデバイスは、巨額の投資の中心となっている。グーグル（Ｇｏｏ
ｇｌｅ）、マイクロソフト（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）、アップル（Ａｐｐｌｅ）及びノキア
（Ｎｏｋｉａ）など、業界の巨大企業は、その巨大市場がこれらのデバイスの機能性の拡
張にかかっていると認識しており、研究開発に相応の多額の投資を行っている。そのよう
な広範囲に及ぶ、熱心な取組みを考えると、本明細書で詳述された技術を業界の巨大企業
が開発できないことは、そのような技術の発明性の証しである。
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【００３７】
　ビジュアルクエリなど、「中抜き検索」は、次世代のモバイルデバイスのための、最も
人を引き付けるアプリケーションの１つであると考えられる。
【００３８】
　一態様では、中抜き検索を、検索の開始における人間の役割を減らす（又は、なくすこ
とさえある）検索と見なすことができる。例えば、スマートフォンは常に、視覚的環境を
解析中であり、明示的にクエリを受けることなく、解釈及び関連情報を提供中であること
がある。
【００３９】
　別の態様では、中抜き検索を、グーグルを超えた次のステップと見なすことができる。
グーグルは、公共のウェブ上のテキスト情報のすべてを編成するために、モノリシックな
大規模システムを構築した。しかし、ビジュアルの世界は、グーグルにとってさえ大き過
ぎ、複雑過ぎて、支配できるものではない。無数の関係者が、－より大きい役割であれ、
より小さい役割であれ、特化された役割を各々が果たしながら－関与しなければならない
。「すべてを支配するための１つの検索エンジン」は、存在しないことになるであろう。
（無数の関係者の潜在的な関与を考えると、おそらく、代わりの名前は「超介在型検索（
ｈｙｐｅｒｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｄ　ｓｅａｒｃｈ）」となるであろう。）
アーキテクチャ図
【００４０】
　図１は、本技術のある原理を用いる実施形態を、アーキテクチャ図で示す。（機能性の
、ブロックへの分割は、幾分任意であることを理解されたい。実際の実装は、描かれ、記
載された特定の編成に従わないことがある。）
【００４１】
　ＩＣＰボーブル＆空間モデル（ＩＣＰ　Ｂａｕｂｌｅｓ　＆　Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｏｄ
ｅｌ）コンポーネントは、視空間、表示及びそれらの関係を伴うタスクを扱う。関連のあ
る機能の一部には、ボーブルを視覚的シーンの上にオーバーレイすることに関連した、姿
勢評価、追跡、及び、オルソ補正マッピングが含まれる。
【００４２】
　ボーブルは、一態様では、キャプチャされた画像の特徴と関連して画面上に表示される
拡張現実アイコンと見なされうる。これらのボーブルは、インタラクティブになることが
でき、ユーザにより調整可能である（すなわち、同一のシーンを見る異なるユーザの画面
上に、異なるボーブルが現れることが可能である）。
【００４３】
　いくつかの構成では、ボーブルは、システムによる最初のかすかな認識を示すように見
える。ディスプレイ上のある場所に潜在的な関心のある何か－視覚的特徴－があることを
、システムが見極め始めるとき、システムはボーブルを提示する。システムがその特徴に
ついてより多くを推定するにつれて、ボーブルのサイズ、形状、色又は明るさが変化し－
ボーブルをより目立つようにし、及び／又は、より多くの情報を与えるものにすることが
できる。ユーザがボーブルをタップし－その視覚的特徴への関心を表す場合、システムの
リソースマネージャ（例えば、ＩＣＰステートマシン〔ＩＣＰ　Ｓｔａｔｅ　Ｍａｃｈｉ
ｎｅ〕）は、他の領域よりも画像のその特徴の解析に、より多くの処理リソースを不均衡
に充てることができる。（ユーザのタップについての情報はまた、特徴又はボーブルにつ
いての情報と共にデータストアに格納されるので、その特徴へのユーザの関心を、次回は
より速く又は自動的に認識することができるようになる。）
【００４４】
　ボーブルが最初に現れるとき、視覚的特徴が、例えば、やや明るい点、又はエッジの輪
郭を伴う何かなど、視覚的に個別のエンティティを構成するように見えることを除いて、
視覚的特徴について何も知られていないことがある。このレベルの理解では、小さい星又
は円など、汎用ボーブル（おそらく「プロトボーブル〔ｐｒｏｔｏ－ｂａｕｂｌｅ〕」と
呼ばれる）を表示することができる。より多くの情報がその特徴について推定される（そ
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の特徴が、顔又はバーコード又は葉のように見える）につれて、次いで、その理解が増し
たことを反映するボーブルグラフィックを表示することができる。
【００４５】
　ボーブルは、性質的に商用であってもよい。いくつかの環境では、表示画面は、ユーザ
の注目をめぐって競い合う、複数の異なるボーブルであふれうる。この表示画面に取り組
むため、どのくらい多くの情報が画面上に提示されるかをスロットルする、ユーザにより
設定可能なコントロール－視覚的冗長コントロール－がありうる。加えて、又は別法とし
て、ユーザが商用ボーブル対非商用ボーブルの最大比を確立することを可能にする、コン
トロールを設けることができる。（グーグルのように、システムからの生データの集まり
は、広告をユーザに提示するよりも、長期的により価値があると判明することがある。）
【００４６】
　表示のために選択されるボーブルは、コンテキストの様々な次元に基づいて、ユーザに
最高の価値を供給するものであることが望ましい。場合によっては、－商用及び非商用の
双方の－ボーブルが、クラウド内で実施されるオークション処理に基づいて選択されても
よい。
【００４７】
　別のＧＵＩコントロールを、ユーザの現在の関心（例えば、観光、買い物、ハイキング
、懇親会、ナビゲート、食べることなど）を示すために設けることができ、ボーブルの提
示をそれに応じて調整することができる。
【００４８】
　例示されたＩＣＰボーブル＆空間モデルコンポーネントは、関連機能を供給する既存の
ソフトウェアツールから借りるか、又はそれに基づいて構築されてもよい。１つは、ＡＲ
ＴｏｏｌＫｉｔ－Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｌａｂ　ａ
ｔ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ（ｈｉｔｌ＜ｄｏｔ＞
Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ＜ｄｏｔ＞ｅｄｕ／ａｒｔｏｏｌｋｉｔ／）の研究から生まれた、
自由に使用可能なソフトウェアのセットであり、現在はシアトルのＡＲ　Ｔｏｏｌｗｏｒ
ｋｓ，Ｉｎｃ．（ａｒｔｏｏｌｗｏｒｋｓ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ）によってさらに開発されて
いる。もう１つの関連するツールのセットは、ＭＶ　Ｔｏｏｌｓ－普及しているマシンビ
ジョン機能のライブラリである。
【００４９】
　図１は、少数のみの認識エージェント（ＲＡ）を示し、数十又は数百ものＲＡが存在す
ることがある。これらのＲＡは、ピクセル又は他のコンテンツを認識し、そこから意味を
抽出する助けとなるコンポーネントである。一態様では、いくつかのＲＡを、特化された
検索エンジンになぞらえることができる。あるＲＡはバーコードを検索することができ、
あるＲＡは顔を検索することができる、などとなる。
【００５０】
　ボーブルのように、ＲＡを伴う競合の態様があることがある。すなわち、重複する機能
性が、いくつかの異なるプロバイダからのいくつかの異なるＲＡによって提供されうる。
特定のコンテキストで特定のデバイスにおいてどのＲＡを使用するべきかの選択は、ユー
ザ選択、サードパーティ再検討、コスト、システム制約、出力データの再利用可能性、及
び／又は、他の基準の相関的要素でありうる。最終的に、ダーウィン的なふるい分け（Ｄ
ａｒｗｉｎｉａｎ　ｗｉｎｎｏｗｉｎｇ）が起こることがあり、ユーザのニーズを最もよ
く満たすＲＡが優勢となる。
【００５１】
　スマートフォンベンダは最初に、電話にデフォルトセットのＲＡを備えることができる
。いくつかのベンダは、ＲＡ選択の制御の維持－囲い込み手法－を行うことがあるが、他
のベンダは、ユーザによる異なるＲＡの発見を促すことがある。アップルＡｐｐ　Ｓｔｏ
ｒｅなど、オンライン市場は、ＲＡ市場を供給するように進化することができる。異なる
顧客グループ及びニーズを満たすＲＡのパッケージが出現することがあり、例えば、いく
つかのパッケージは、視力が不十分な人々を支援するためのものであり（例えば、テキス
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トから音声への認識など、視力補助ＲＡがロードされる）、いくつかのパッケージは、最
も単純なユーザインタフェースを望む人々に応えるものであり（例えば、大きいボタンコ
ントロール、専門用語でない説明文）、いくつかのパッケージは、アウトドアのファンに
応えるものであり（例えば、鳥の鳴き声識別ＲＡ、木の葉識別ＲＡを含む）、いくつかの
パッケージは、世界を旅する人々に応えるものである（例えば、言語翻訳機能、及び、場
所に基づいた旅行者サービスを含む）、などとなる。システムは、ユーザがデバイスに、
異なるそのようなＲＡのセットを異なる時間にロードさせることができる、メニューを提
供してもよい。
【００５２】
　ＲＡの一部又は全部は、状況に応じて、クラウドに機能性をプッシュしてもよい。例え
ば、クラウドへの高速データ接続が使用可能であり、デバイスバッテリが完全な消耗に近
付きつつある場合（又は、ユーザがゲームをプレイ中であり－デバイスのＣＰＵ／ＧＰＵ
リソースの大部分を消費中である場合）、ローカルＲＡは、ほんのわずかのタスクをロー
カルで行うのみにして（例えば、アドミニストレーション）、残りをクラウドの対応物へ
、クラウドで実行するために送ってもよい。
【００５３】
　本開示の他のところで詳述するように、ＲＡにとって使用可能なプロセッサ時間及び他
のリソースを動的な方法で制御し－より多くのリソースを、それに値するように思われる
ＲＡに割り振ることができる。ＩＣＰステートマシンのディスパッチャコンポーネントは
、そのような監督を処理することができる。ＩＣＰステートマシンはまた、ＲＡ動作をロ
ーカルＲＡコンポーネントとクラウド対応物の間で分割することを管理することもできる
。
【００５４】
　ＩＣＰステートマシンは、アンドロイド（Ａｎｄｒｏｉｄ）オープンソースオペレーテ
ィングシステム（例えば、ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ＜ｄｏｔ＞ａｎｄｒｏｉｄ＜ｄｏｔ＞ｃｏ
ｍ／ｇｕｉｄｅ／ｔｏｐｉｃｓ／ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ．ｈｔｍｌ）から、並びに、
アイフォン（ｉＰｈｏｎｅ）及びシンビアン（Ｓｙｍｂｉａｎ）ＳＤＫからモデリングさ
れた態様を用いることができる。
【００５５】
　図１の右の方は、クラウド＆ビジネスルール（Ｃｌｏｕｄ　＆　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｒ
ｕｌｅｓ）コンポーネントであり、このコンポーネントは、クラウド関連処理へのインタ
フェースとしての機能を果たす。このコンポーネントはまた、クラウドオークションのた
めのアドミニストレーションを行い－複数のクラウドサービスプロバイダのうちどれがあ
るタスクを行うかを決定することもできる。このコンポーネントは、サービスプロバイダ
インタフェース（ＳＰＩ）を介してクラウドへ通信し、ＳＰＩは、本質的に任意の通信チ
ャネル及びプロトコルを利用することができる。
【００５６】
　個々のルールは異なるようになるが、この態様のアーキテクチャのためのモデルとして
使用可能である例示的ルールベースシステムには、Ｍｏｖｉｅｌａｂｓコンテントルール
ズアンドライツ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｒｕｌｅｓ　ａｎｄ　Ｒｉｇｈｔｓ）構成（例えば、
ｍｏｖｉｅｌａｂｓ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ／ＣＲＲ／）、及び、ＣＮＲＩハンドルシステム（
Ｈａｎｄｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）（例えば、ｈａｎｄｌｅ＜ｄｏｔ＞ｎｅｔ／）が含まれる
。
【００５７】
　左の方は、コンテキストエンジンであり、システムによって使用されるコンテキスト情
報（例えば、現在地はどこか？ユーザが何のアクションを過去１分間に行ったか？過去１
時間では？など）を提供し、処理するものである。コンテキストコンポーネントは、イン
タフェースを介してリモートデータにリンクすることができる。リモートデータには、任
意の外部情報、例えば、類似の休暇の目的地など、関係するアクティビティ、同等者、ソ
ーシャルネットワーク、消費されたコンテンツ、地理－本ユーザを他者に関係付けること
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ができるいかなるものも－が含まれうる。（デバイスが音楽認識エージェントを含む場合
、デバイスは、ユーザのフェイスブック友達のプレイリストを調べてもよい。デバイスは
、この情報を使用して、ユーザが聴く音楽のモデルを精緻化し－また、例えば、何のオン
ラインラジオ局にユーザがサブスクライブされているか、などについての知識を考慮して
もよい）。
【００５８】
　コンテキストエンジン及びクラウド＆ビジネスルールコンポーネントは、残存的なクラ
ウド側の対応物を有することができる。すなわち、この機能性を、ローカルの部分、及び
、クラウド内の対応物に分散させることができる。
【００５９】
　クラウドベースのインタラクションは、グーグルのＡｐｐエンジン（Ａｐｐ　Ｅｎｇｉ
ｎｅ）（例えば、ｃｏｄｅ＜ｄｏｔ＞Ｇｏｏｇｌｅ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ／ａｐｐｅｎｇｉｎ
ｅ／）、及び、アマゾンのエラスティックコンピュートクラウド（Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｃｏ
ｍｐｕｔｅ　Ｃｌｏｕｄ）（例えば、ａｗｓ＜ｄｏｔ＞ａｍａｚｏｎ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ／
ｅｃ２／）による、関連クラウドコンピューティングのために既に発行されているツール
及びソフトウェアの多くを利用することができる。
【００６０】
　図１の下部は、ブラックボード及びクラスタリングエンジン（Ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ　
ａｎｄ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ　Ｅｎｇｉｎｅ）である。
【００６１】
　クラスタリングエンジンは、コンテンツデータの項目（例えば、ピクセル）を共に、キ
ーベクトル（ＫｅｙＶｅｃｔｏｒｓ）でグループ化する。キーベクトルは、テキストキー
ワードに対する視聴覚的な対応物－関連結果を取得するために処理へ入力される要素のグ
ループ化－に、おおよそなぞらえることができる。
【００６２】
　ここでもまた、以前に参照されたＡＲＴｏｏｌＫｉｔは、この機能性のうち一定のもの
の基礎を提供することができる。ブラックボード機能性は、オープンソースブラックボー
ドソフトウェアＧＢＢｏｐｅｎ（ｇｂｂｏｐｅｎ＜ｄｏｔ＞ｏｒｇ）を利用することがで
きる。Ｊａｖａ仮想マシン上で実行する（且つ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔによるスクリプテ
ィングをサポートする）、もう１つのオープンソース実装は、ブラックボードイベントプ
ロセッサ（Ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ　Ｅｖｅｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）（ｃｏｄｅ＜ｄｏ
ｔ＞Ｇｏｏｇｌｅ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ／ｐ／ｂｌａｃｋｂｏａｒｄｅｖｅｎｔｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ／）である。
【００６３】
　前述の態様は、本明細書の以下及び他のセクションでさらに詳述される。
ローカルデバイス＆クラウド処理
【００６４】
　図２によって概念的に表されるように、中抜き検索は、ローカルデバイス及びクラウド
の強度／属性に依拠するべきである。（クラウド「パイプ」もまた、例えば、帯域幅及び
コストを含む制約によって、混合の要素として入る。）
【００６５】
　ローカルデバイスとクラウドの間の機能性の特定の配分は、実装毎に変わる。１つの特
定の実装では、機能性は以下のように分割される。
・ローカル機能性：
・・コンテキスト：
・・・ユーザのアイデンティティ、プリファレンス、履歴
・・・コンテキストメタデータ処理（例えば、自分はどこにいるか？自分はどの方向を向
いているか？）
・・ＵＩ：
・・・画面上のレンダリング＆フィードバック（タッチ、ボタン、可聴、近接など）
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・・全体的な向き：
・・・グローバルサンプリング、多くの構文解析のないカテゴリ化
・・・データ配置及び特徴抽出
・・・列挙された特徴のパッチワーク
・・・フレーム間の集まり、時間的特徴のシーケンス
・・クラウドセッション管理：
・・・認識エージェント（ＲＡ）による登録、関連付け＆二重セッション動作
・・認識エージェント（ＲＡ）管理：
・・・特定の機能性を有するＤＬＬと同種－特定のアイデンティティ及び形式を認識する
・・・リソース状態及び検出状態スケーラビリティ
・・・認識エージェントによって提供されたサービスの構成
・・・開発及びライセンシングプラットフォーム
・クラウド機能性：
・・ビジネスルール、セッション管理、認識エージェント制御など
・・ベリサイン（Ｖｅｒｉｓｉｇｎ）などを含む、多数の企業がここで寄与することがで
きる
・ここで詳述される技術は、以下を含む多様なソースからインスピレーションを受ける。
・・生物学的：人間の視覚系＆より高いレベルの認知モデルとの相似
・・信号処理：センサフュージョン
・・コンピュータビジョン：画像処理演算（空間＆周波数ドメイン）
・・コンピュータ科学：サービスの構成＆リソース管理、パラレルコンピューティング
・・ロボット工学：自律的インタラクションのためのソフトウェアモデル（プラン（ＰＬ
ＡＮ）、ガゼボ（Ｇａｚｅｂｏ）など）
・・ＡＩ：評価／マッチ／実行モデル、ブラックボード、プランニングモデルなど
・・経済学：オークションモデル（セカンドプライスが勝つ．．．）
・・ＤＲＭ：権利表現言語＆ビジネスルールエンジン
・・人的要因：ＵＩ、拡張現実、
・・モバイル価値連鎖構造：ステークホルダ、ビジネスモデル、ポリシーなど
・・行動科学：ソーシャルネットワーク、クラウドソーシング／フォークソノミー、
・・センサ設計：磁力計、近接、ＧＰＳ、音声、光学（拡張被写界深度など）
【００６６】
　図３は、例示的認知処理の様々な機能を、－システムモジュール及びデータ構造に関し
て－異なる態様の機能性とマッピングする。したがって、例えば、直観的コンピューティ
ングプラットフォーム（Ｉｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ）
（ＩＣＰ）コンテキストエンジン（Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｅｎｇｉｎｅ）は、関連付け、問題
解決状況、ソリューションの決定、アクション／応答の開始、及び、管理の認知処理を、
システムのコンテキスト態様に適用する。すなわち、ＩＣＰコンテキストエンジンは、履
歴などに基づいてユーザの意図を決定し、そのような情報を使用して、システム動作の態
様に情報を与えるように試みる。同様に、ＩＣＰボーブル＆空間モデルコンポーネントは
、情報をユーザに提示すること、及び、ユーザから入力を受信することに関連して、同じ
処理の多くを供給する。
【００６７】
　ＩＣＰブラックボード及びキーベクトルは、他の目的の中でも、システムの向き適応の
態様と関連して使用されるデータ構造である。ブラックボードは、Ｄａｎｉｅｌ　Ｃｏｒ
ｋｉｌｌによって普及されたコンピュータ構成物への参照である。例えば、Ｃｏｒｋｉｌ
ｌ、Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｎｇ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ－Ｂｌａｃｋｂｏａｒｄ　ａｎｄ　
Ｍｕｌｔｉ－Ａｇｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　＆　ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ、Ｐｒｏｃｅｅｄ
ｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｓｐ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃ
ｅ、２００３年を参照されたい。
【００６８】
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　ＩＣＰステートマシン＆認識エージェント管理（Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　Ａｇｅｎｔ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）は、認識エージェントと共に、認識処理、及び、認識に関連付
けられたサービスの構成を処理する。ステートマシンは典型的には、リアルタイムオペレ
ーティングシステムである。（そのような処理はまた、例えば、ＩＣＰブラックボード及
びキーベクトルをも伴う。）
【００６９】
　クラウド管理＆ビジネスルール（Ｃｌｏｕｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　＆　Ｂｕｓｉｎ
ｅｓｓ　Ｒｕｌｅｓ）は、クラウド登録、関連付け、及び、セッション動作を扱い－認識
エージェント及び他のシステムコンポーネントと、クラウドの間のインタフェースを提供
する。
ボーブルをサポートするためのローカル機能性
【００７０】
　ボーブルに関するソフトウェアコンポーネントのうち１つ又は複数によって提供される
機能のいくつかには、以下が含まれうる。
・・ユーザのプロファイル、ユーザの一般的関心、ユーザの現在のコンテキスト内のユー
ザの現在の特定の関心を理解する。
・・ユーザ入力に応答する。
・・グローバルな画像処理ライブラリの選択されたモジュールを使用して、ストリーミン
グフレームの重複するシーン領域を、空間的に構文解析且つ「オブジェクト化（ｏｂｊｅ
ｃｔ－ｉｆｙ）」する
・・・シンボル（ピクセル解析結果、ＩＤ、属性など）の階層の層を、プロト領域に添付
する、プロトクエリの「キーベクトル」としてパッケージ化する。
・・ユーザにより設定された視覚的冗長レベル及びグローバルシーン理解に基づいて、ボ
ーブルプリミティブ表示機能／正射影をセットアップする。
・・キーベクトルを適切なローカル／クラウドアドレスに経路指定する
・・・一番上にリストされた黒点からの「フルコンテキスト」メタデータが添付される。
・・・ローカルの場合：キーベクトルを処理し、クエリ結果を出す。
・・キーベクトルクエリ結果を収集し、適切なボーブルをユーザ画面へ活性化／ブリット
（ｂｌｉｔ）する
・・・ボーブルは、「完全且つ十分にアクション可能」であることができ、又は、「中間
的な状態」を例示し、よって、より深いクエリのドリリング又はクエリ精緻化のためのユ
ーザインタラクションを予期することができる。
直観的コンピューティングプラットフォーム（ＩＣＰ）ボーブル
【００７１】
　サービス及び高価値ボーブル結果を提供するためのクラウド内の競合は、サプライヤに
とって優越及びビジネスの成功を促進するべきである。基本的品質の非商用サービスによ
りクラウドオークションの場所を確立することは、この市場を促進する助けとなることが
ある。
【００７２】
　ユーザは、ユーザの意図及び実際のクエリに応じて調整された商用侵入による、最高品
質及び最も関連のあるボーブルを望む（且つ、求めるはずである）。
【００７３】
　一方では、スクリーンリアルエステート（ｓｃｒｅｅｎ　ｒｅａｌ　ｅｓｔａｔｅ）の
買い手を２つのクラスに分割することができ、すなわち、非商用ボーブル及びセッション
を進んで提供する買い手（例えば、ブランディングのために顧客を獲得することを目標と
する）、及び、スクリーンリアルエステートを「制限」し、そのスクリーンリアルエステ
ートが表す商業的な機会に単に入札することを望む買い手である。
【００７４】
　グーグルは、もちろん、その「オークション処理へ、スポンサー付きハイパーリンク提
示への、キーワード」構成を収益化することに基づいて、巨大なビジネスを構築している
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。しかし、視覚的検索では、単一のエンティティが処理のすべての態様を同様に支配する
ようになるということは、起こりそうもないように思われる。むしろ、中間層の企業がユ
ーザクエリ／スクリーンリアルエステートの買い手のマッチメイキングを支援するように
なることは、起こりそうに思われる。
【００７５】
　ユーザインタフェースは、ユーザが関心のないボーブルを捨てる－関心のないボーブル
を画面から除去する（且つ、その視覚的特徴に関するさらなる情報の開発に充てられた、
あらゆる進行中の認識エージェント処理を終了する）－ことができる、コントロールを含
んでもよい。捨てられるボーブルについての情報を、データストアに記録することができ
、この情報を使用して、ユーザのプロファイル情報を拡張することができる。ユーザがス
ターバックスコーヒー店及び別個のコーヒー店のボーブルを捨てる場合、システムは、す
べてのコーヒー店へのユーザの関心の欠如を推論するようになりうる。ユーザがスターバ
ックスコーヒー店のみのボーブルを捨てる場合、ユーザの関心のより狭い欠如を見極める
ことができる。今後のボーブルの表示は、データストアを調べることができ、以前に捨て
られた（又は、繰り返し捨てられた）ボーブルは、再び正常には表示されないことがある
。
【００７６】
　同様に、ユーザがボーブルをタップする－関心を示す－場合、そのタイプ又はクラスの
ボーブル（例えば、スターバックス又はコーヒー店）には、どのボーブルを（多数の候補
の中で）表示するべきかを評価する際に、今後はより高いスコアを与えることができる。
【００７７】
　ボーブルとのユーザインタラクションについての過去にあった情報を、現在のコンテキ
スト情報と共に使用することができる。例えば、ユーザが午後のコーヒー店に関するボー
ブルを捨てるが、午前のものは捨てない場合、システムは、午前のコーヒー関連ボーブル
を提示し続けてもよい。
【００７８】
　ビジュアルクエリ問題に固有の複雑性は、多数のボーブルが中間的なもの、又は、プロ
トボーブルクラスとなり－ユーザを促し、導いて、人間レベルのフィルタリング、及び、
クエリ処理へのより深いナビゲーションを提供することを暗示する。あるシーンにおける
ボーブル表示の進行は、したがって、リアルタイムの人間の入力、並びに、他の要因の相
関的要素となりうる。
【００７９】
　ユーザがボーブルをタップするか、又は、他の方法でボーブルへの関心を表すとき（予
備のプロトボーブルをタップすることとは対照的に）、このアクションは通常、ボーブル
の主題に関するセッションを開始する。セッションの詳細は、個々のボーブルによって決
まるようになる。いくつかのセッションは、性質的に商用であってもよい（例えば、スタ
ーバックスボーブルをタップすると、スターバックス製品の１ドル値引きの電子クーポン
が生じてもよい）。他のセッションは、情報を提供するものであってもよい（例えば、あ
る像に関連付けられたボーブルをタップすると、その像又は彫刻家についてのウィキペデ
ィア（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）エントリの提示につながってもよい）。キャプチャされた画
像内の顔の認識を示すボーブルは、様々な動作（例えば、リンクトイン（ＬｉｎｋｅｄＩ
ｎ）など、ソーシャルネットワークからその人のプロファイルを提示する、そのピクチャ
の顔の注釈付きのコピーを、認識された人又はユーザのフェイスブックページに投稿する
、など）につながるかもしれない。時として、ボーブルをタップすると、いくつかの動作
のメニューが呼び出され、そこからユーザが所望のアクションを選択することができる。
【００８０】
　ボーブルをタップすることは、そのボーブルにとって、他のボーブルを超えたある種の
勝利を表す。タップされたボーブルが性質的に商用である場合、そのボーブルは、ユーザ
の注目をめぐる、且つ、ビューアの画面上のリアルエステートの一時的な使用をめぐる争
いに勝っている。場合によっては、関連付けられた支払いが－おそらくユーザに対して、
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ことによると別の相手（例えば、顧客をめぐる「勝利」を確保したエンティティ）に対し
て－行われてもよい。
【００８１】
　タップされたボーブルはまた、プリファレンスの投票－他のボーブルを超えた、そのボ
ーブルへの、可能なダーウィン的な承諾（Ｄａｒｗｉｎｉａｎ　ｎｏｄ）－をも表す。今
後、本ユーザに表示するためのボーブルの選択に影響を与えることに加えて、このような
肯定はまた、他のユーザに表示するためのボーブルの選択にも影響を与えることができる
。これは、うまくいけば、ボーブルプロバイダを、ユーザサービスでの優越に向かう好循
環に導くようになる。（ユーザのお気に入りのみが進行中の放送時間を得た場合、いくつ
の現在のテレビコマーシャルが生き残るだろうか？）
【００８２】
　上記に示したように、所与の画像シーンは、多数のボーブル－画面が有用に含むことが
できる、より多数のボーブルであることが多い－の表示の機会を提供することがある。こ
の多数の可能性を、扱いやすいセットに絞り込む処理は、ユーザから開始することができ
る。
【００８３】
　以前に示されたような冗長コントロール－単に、どのくらい盛んに画面がボーブルでオ
ーバーレイされることをユーザが望むかについての基礎を設定する－を始めとして、様々
な異なるユーザ入力を用いることができる。他のコントロールは、話題別のプリファレン
ス、及び、指定された商用－非商用の混合を示してもよい。
【００８４】
　もう１つの次元の制御は、画面の個々のエリアへのユーザの関心のリアルタイム表現で
あり、例えば、それについてユーザがさらに知るか、又は他の方法でインタラクトするこ
とを望む、特徴を示す。この関心は、そのような特徴上にオーバーレイされたプロトボー
ブルをタップすることによって示すことができるが、プロトボーブルは必須ではない（例
えば、ユーザは単に、画面の区別されていないエリアをタップして、プロセッサの注意を
画像フレームのその部分に集中させてもよい）。
【００８５】
　追加のユーザ入力は、コンテキスト的であり－他のところで詳述される多数の色々な情
報（例えば、計算コンテキスト、物理的コンテキスト、ユーザコンテキスト、物理的コン
テキスト、時間的コンテキスト、及び、過去にあったコンテキスト）が含まれる。
【００８６】
　ボーブル選択処理に入力される外部データには、サードパーティインタラクションに関
する情報－何のボーブルとインタラクトすることを他者が選んだか？－が含まれうる。こ
の要因を与えられた重みは、他のユーザ（複数可）と本ユーザの間の距離測定、及び、そ
れらのコンテキストと本コンテキストの間の距離によって決まる可能性がある。例えば、
類似のコンテキストの状況で、本ユーザの社会的な友達のアクションによって明示された
ボーブルプリファレンスに、異なる状況での他人のアクションよりもはるかに大きい重み
を与えることができる。
【００８７】
　もう１つの外部要因は、商業的に考慮すべき点である可能性があり、例えば、サードパ
ーティが、少しのユーザのスクリーンリアルエステートを少しの間に借りるために、いく
ら（及び、場合によっては誰に）進んで支払うか、である。上述のように、そのような問
題は、クラウドベースのオークション構成に要素として入ることが可能である。オークシ
ョンはまた、他のユーザからの個々のボーブルの人気を考慮に入れることもできる。この
態様の処理の実装では、オンライン広告リアルエステートをオークションするためのグー
グル技術（例えば、Ｌｅｖｙ、Ｓｅｃｒｅｔ　ｏｆ　Ｇｏｏｇｌｅｎｏｍｉｃｓ：Ｄａｔ
ａ－Ｆｕｅｌｅｄ　Ｒｅｃｉｐｅ　Ｂｒｅｗｓ　Ｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙ、Ｗｉｒｅ
ｄ　Ｍａｇａｚｉｎｅ、２００９年５月２２日を参照）－一般化されたセカンドプライス
オークションの変形形態－を参照することができる。出願人は、クラウドベースのオーク
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ション構成を、国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０９／５４３５８において詳述した。
【００８８】
　１つの特定の実装では、少数のボーブル（例えば、１～８個）が商用プロモーションに
割り振られてもよく（例えば、グーグルのようなオークション手順によって決定されるよ
うに、且つ、商用対非商用ボーブルのユーザ調整を受ける）、他のボーブルが、以前に述
べたものなど、非商用要因に基づいて選択されてもよい。これらの後者のボーブルは、ル
ールベースの方法で、例えば、以前に述べた異なる要因に重み付けして、ボーブル毎にス
コアを取得するアルゴリズムを適用して、選ばれてもよい。競合スコアが次いでランク付
けされ、最高スコアのＮ個のボーブル（ただし、Ｎは、冗長コントロールを使用してユー
ザにより設定されてもよい）が画面上に提示される。
【００８９】
　もう１つの実装では、商用ボーブルのための推測的な割り振りはない。その代わりに、
これらの商用ボーブルは、非商用ボーブルと類似の方法でスコア化される（典型的には、
異なる基準を使用するが、類似のスコアの範囲に合わせてスケールされる）。上位スコア
のＮ個のボーブルが次いで提示され－これらのボーブルは、すべて商用であっても、すべ
て非商用であっても、又は混合であってもよい。
【００９０】
　さらにもう１つの実装では、商用－非商用ボーブルの混合は、ユーザのサブスクリプシ
ョンサービスの相関的要素である。エントリレベルのユーザは、導入料金を支払うと、サ
イズが大きい、及び／又は、数が多い商用ボーブルが提示される。サービスプロバイダに
プレミアムサービスの支払いをするユーザには、より小さい、及び／又は、より少数の商
用ボーブルが提示されるか、又は、商用ボーブルの表示についてのユーザ自身のパラメー
タを設定する自由が与えられる。
【００９１】
　ボーブルを表すグラフィカルなしるしを、その特徴関連付けを示すように視覚的に調整
することができ、このしるしには、ユーザの注目を引き付けるためにアニメーションの要
素が含まれてもよい。ボーブルプロバイダは、様々なサイズのしるしをシステムに提供し
、－ユーザが、表示された画像のそのエリアにズームインするか、又は、他の方法でその
ようなボーブルへの潜在的な関心を表す場合－システムがボーブルサイズ－及び解像度－
を増すことができるようにしてもよい。場合によっては、システムは、警官の役を果たさ
なければならず－例えば、そのサイズが、格納されたルールによって確立された寸法を超
える、その外観がわいせつであると見なされる、などのために、提供されたボーブルを提
示しないことに決定する。（システムは、ボーブルを適切なサイズに自動的にスケールダ
ウンし、汎用のしるし－星など－を、不適切又は他の状態で使用不可能であるしるしの代
わりに用いてもよい。）
【００９２】
　ボーブルを、画像から見極められた視覚的特徴に関連する以外で提示することができる
。例えば、ボーブルは、デバイスがそのジオロケーションを知っていること、又は、デバ
イスがそのユーザのアイデンティティを知っていることを示すために、提示されてもよい
。様々な動作のフィードバックを、したがって、－画像コンテンツにかかわらず－ユーザ
に提供することができる。ある画像フィードバックもまた、－特定の特徴識別は別として
－ボーブルを介して提供されてもよく、例えば、キャプチャされた画像が、焦点又はコン
トラストなど、基本的な品質標準を満たすことである。
【００９３】
　各ボーブルは、ビットマップ表現を含むことができ、又は、グラフィカルプリミティブ
の集まりに関して定義することができる。典型的には、ボーブルのしるしは、平面ビュー
で定義される。ソフトウェアの空間モデルコンポーネントは、キャプチャされた画像内で
見極められた表面に従って、その投影を画面上へマッピングすること、例えば、斜めに見
られた店先に関連付けられたボーブルを外見的に傾け、おそらく遠近法によって曲げるこ
とを処理することが可能である。そのような論点については、以下のセクションでさらに
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論じる。
空間モデル／エンジン
【００９４】
　３Ｄ世界を２Ｄ画面上へ、満足の行くように投影且つ表示することは、楽しいユーザ体
験の確立において重要でありうる。したがって、好ましいシステムは、そのような目的を
果たすために、ソフトウェアコンポーネント（例えば、空間モデル又は空間エンジンなど
、様々に呼ばれる）を含む。
【００９５】
　３Ｄ世界を２Ｄでレンダリングすることは、３Ｄ世界について何かを理解することによ
って開始する。空のピクセルのフレーム－あらゆるジオロケーションデータ又は他の空間
理解が欠けている－から、どこで始めればよいのか？どのようにオブジェクトを見極めて
、カテゴリ化すればよいのか？画像シーンの動きを追跡してボーブルがそれに応じて再位
置決めされる方法は？幸いにも、そのような問題には、何度も多くの状況で直面されてき
た。マシンビジョン及びビデオ動き符号化は、多くの中でも、当業者が精通していると推
定され、当業者が本出願に関連してそこから引き出すことができる、有用な従来技術を提
供する２つの分野である。
・第一原理として：
・・カメラ及び表示された画面は、古典的な２Ｄ空間的構造である
・・カメラは、２Ｄ平面への３Ｄ世界の空間的投影を通じて機能する
・・ボーブル及びプロトボーブルは、空間的フレームワーク内で「オブジェクト化」され
る。
【００９６】
　以下に、空間理解を直交処理ストリームとして、並びに、コンテキスト項目及び属性項
目として体系化するための提案が続く。この提案は、３つの「空間レベル」－空間理解の
段階－の構成物を利用する。
【００９７】
　空間レベル１は、基本シーン解析及び構文解析を含む。ピクセルは、最初のグループに
クランプ化（ｃｌｕｍｐｅｄ）される。キャプチャされたシーンリアルエステート、並び
に、表示スクリーンリアルエステートの、ある基本理解が存在する。また、複数のフレー
ムにわたるシーンリアルエステートの流れについての、ある初歩的な知識も存在する。
【００９８】
　幾何学的に、空間レベル１は、単純な２Ｄ平面に関連して存続する。空間レベル１の動
作には、ピクセルデータから見極められた２Ｄオブジェクトのリストを生成することが含
まれる。ＯｐｅｎＣＶビジョンライブラリ（後述）によって行われる基本の動作は、この
解析の範囲に入る。スマートフォンのローカルソフトウェアは、空間レベル１の動作を扱
うことに堪能であってもよく、２Ｄオブジェクトの豊富なリストがローカルで作成されう
る。
【００９９】
　空間レベル２は、過渡的であり－空間レベル１の２Ｄプリミティブを多少理解するが、
まだ空間レベル３の完全な３Ｄ理解には至らない。このレベルの解析には、異なる空間レ
ベル１プリミティブを関係付けようとする－オブジェクトが２Ｄコンテキストにおいてど
のように関係するかを見極めるタスク、及び、３Ｄ理解の手がかりを探すタスクが含まれ
る。含まれるものは、オブジェクトのグループ（例えば、形状を定義する輪郭を形成する
異なるエッジ）を識別する、パターン－直線に沿ったオブジェクトなどに注目する、並び
に、消失点、水平線、及び、「上／下」の観念など、「世界の空間的手がかり」を見極め
るなどの動作である。「より近い／より遠い」の観念もまた、明らかにされうる。（例え
ば、顔は、一般に知られている寸法を有する。基本の特徴のセットが顔を表現する可能性
が高いように見え、且つ、このセットが、４８０ピクセルの高さであるシーン内で４０ピ
クセルの高さしかない場合、「より遠い」属性が集められうる－４００ピクセルの高さで
ある、顔のピクセルの集まりとは対照的である。）
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【０１００】
　空間レベル１プリミティブの不協和音が抜き出され、オブジェクト関連エンティティの
より短く、より意味のあるリストに合成される。
【０１０１】
　空間レベル２は、シーン及びシーンシーケンス上にＧＩＳのような編成を課し、例えば
、識別されたクランプ、オブジェクト、又は関心領域の各々に、それ自体の論理データ層
を－場合によっては、重複するエリアを有して－割り当てることができる。各層は、関連
付けられたメタデータのストアを有してもよい。このレベルで、－フレーム間の－オブジ
ェクト連続性を見極めることができる。
【０１０２】
　幾何学的に、空間レベル２は、キャプチャされたピクセルデータが、カメラによる２Ｄ
画像フレームへの３Ｄ世界の投影であることを認める。より前に見極められたプリミティ
ブ及びオブジェクトは、現実の完全な特徴付けであるように解釈されないが、むしろ、１
つのビューであると解釈される。オブジェクトは、それらのオブジェクトが見られる元の
カメラレンズに関連して見なされる。レンズ位置は、ピクセルデータが理解されるべき視
点を確立する。
【０１０３】
　空間レベル２の動作は典型的には、空間レベル１の動作よりもクラウド処理の方により
依拠する傾向がある。
【０１０４】
　例示的実施形態では、ソフトウェアの空間モデルコンポーネントは汎用であり－ピクセ
ルデータをより有用な形式へと抜き出す。異なる認識エージェントは次いで、それら自体
のバージョンのそのような処理をそれぞれ行うのではなく、それぞれのタスクを行う際に
、抜き出されたデータのこの共通プールから引き出すことができる。しかし、どの動作が
、当然この共通の方法で行われるというそのような一般用途のものであるか、及び、どの
動作が個々の認識エージェントに委ねられ－必要に応じてのみ行われるべきであるかを決
定する際に、境界線が引かれなければならない。（それらの結果は、それにもかかわらず
、例えば、ブラックボードによって共有されうる。）この境界線を任意に引くことができ
、設計者は、どの動作が境界線のどちら側に来るかを自由に決定することができる。時々
、境界線は、電話の動作中に動的に移動することがあり、例えば、認識エージェントが、
さらなる共通サービスサポートを要求する場合である。
【０１０５】
　空間レベル３の動作は、３Ｄに基づいている。データが完全な３Ｄ関係を明らかにする
かどうかにかかわらず（一般には、明らかにはしない）、これらの解析は、ピクセルが３
Ｄ世界を表現するという前提に基づいている。そのような理解は、あるオブジェクト認識
処理にとって有用で－不可欠ですら－ある。
【０１０６】
　空間レベル３は、このように、以前の理解のレベルに基づき、世界の相関にまで広がる
。ユーザは、所与の投影及び時空の軌跡を有する世界モデル内の観察者であると理解され
る。シーンから世界へ、及び、世界からシーンへのマッピングを行う変換方程式を適用し
て、システムが空間内のどこにあるのか、及び、オブジェクトが空間内のどこにあるのか
をシステムが共に理解するように、且つ、どのように物事が関係するかについてのあるフ
レームワークをシステムが有するようにすることができる。これらの解析のフェーズは、
ゲーム業界及び拡張現実エンジンにおける作業から引き出す。
【０１０７】
　空間レベル１に関連付けられた動作（及び、空間レベル２に関連付けられたいくつか）
とは異なり、空間レベル３に関連付けられた動作は一般に大変特化されるので、入ってく
るデータに対してルーチン的には行われない（少なくとも、現在の技術ではそのように行
われない）。むしろ、これらのタスクは、特定の３Ｄ情報を必要とすることがある特定の
認識タスクに委ねられる。
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【０１０８】
　いくつかの認識エージェントは、ユーザの環境の仮想モデルを構築し－且つ、そのモデ
ルを、検知されたオブジェクトで、それらの３Ｄコンテキストにおいてポピュレートする
ことができる。車両運転モニタは、例えば、ユーザの車のフロントガラスの外を見て－交
通安全に関連のある項目及びアクションに注目することができる。車両運転モニタは、交
通環境の３Ｄモデル、及び、その環境内のアクションを維持することができる。車両運転
モニタは、ユーザの妻（別のソフトウェアエージェントによって識別され、そのソフトウ
ェアエージェントがその識別をブラックボードに投稿した）が自分の赤いスバル（Ｓｕｂ
ａｒｕ）を運転しながら赤信号を通過することに－ユーザのビュー内で－注意することが
できる。そのような機能性をサポートするための３Ｄモデリングは確かに可能であるが、
電話の一般的なサービスによってルーチン的に行われるようになる動作の種類ではない。
【０１０９】
　これらの態様のうちいくつかを図４に示し、図４は、空間レベル１から、２へ、３へと
増していく空間理解の洗練を概念的に例示する。
【０１１０】
　例示的応用例では、異なるソフトウェアコンポーネントが、異なる空間レベルに関連付
けられた異なるタイプの情報を見極めることを担う。クランプ化エンジン（ｃｌｕｍｐｉ
ｎｇ　ｅｎｇｉｎｅ）は、例えば、空間レベル１の理解の生成に使用される。
【０１１１】
　クランプ化は、（一般に連続的な）ピクセルのグループを、関連するものとして識別す
るための処理を指す。この関係は、例えば、色又はテクスチャの類似性でありうる。又は
、この関係は、流れの類似性でありうる（例えば、フレームからフレームへと静的な背景
にわたってシフトする顔のピクセルの類似パターン）。
【０１１２】
　１つの構成では、システムがピクセルのクランプを識別した後、システムは、シンボロ
ジー（例えば、ＩＤ番号と同様に単純）を、クランプに関連付けられるように割り当てる
。これは、クランプのさらなる管理及び解析に関連して（及び、そうでない場合も、例え
ば、リンクトデータ（ｌｉｎｋｅｄ　ｄａｔａ）構成に関連して）有用である。プロトボ
ーブルがクランプに割り当てられ、識別シンボルを参照することによって追跡されてもよ
い。システムがクランプの位置を２Ｄ及び３Ｄにおけるカメラの位置に関係付けることに
よって行われた、構文解析及び向き調節動作の結果生じる情報が、クランプのシンボルを
参照することによって編成されてもよい。同様に、クランプに関連付けられた画像処理演
算の結果生じるデータを、クランプのシンボルを参照することによって識別することがで
きる。同様に、ユーザのタップがシンボルと関連して記録されてもよい。それによりクラ
ンプ関連情報を格納且つ管理することができるハンドルとしてのシンボルのこの使用は、
クランプに関するクラウドベースの処理、クランプ－オブジェクトの完全認識及びそれに
基づいた応答全体を通じての、クランプに関連付けられたボーブルの進化にまで及ぶ可能
性がある。（例えば、セッションＩＤを含む、より詳細な命名構成物は、以下で紹介され
る。）
【０１１３】
　これらの空間理解コンポーネントは、他のシステムソフトウェアコンポーネントと並列
に動作し、例えば、共通／グローバルな空間理解を維持し、エージェント及びオブジェク
トが利用することができる空間的フレームワークをセットアップすることができる。その
ような動作には、空間的環境についての現在の情報を共有可能データ構造（例えば、ブラ
ックボード）に投稿することが含まれる可能性があり、認識エージェントは、この共有可
能データ構造を参照して、何を見ているかを理解する助けとすることができ、グラフィッ
クシステムは、現在の景色の上にどのようにボーブルをペイントするかを決定する際に、
この共有可能データ構造を調べることができる。異なるオブジェクト及びエージェントは
、この３つのレベルに関連付けられた空間レベルフィールド及び属性項目をセットアップ
することができる。
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【０１１４】
　これらのシステムの継続的な世代を通じて、空間理解コンポーネントは、デバイスのほ
とんど反射的、機械的な反復機能になると予期される。
直観的コンピューティングプラットフォーム（ＩＣＰ）ステートマシン－サービスの構成
、サービス指向コンピューティング
【０１１５】
　以前に述べたように、ＩＣＰステートマシンは、本質的に、リアルタイムオペレーティ
ングシステムを備えることができる。ＩＣＰステートマシンは、スケジューリング、マル
チタスキング、エラー回復、リソース管理、メッセージング及びセキュリティなど、従来
のタスク、並びに、現在のアプリケーションにより特有であるいくつかの他のタスクを処
理することができる。これらの追加のタスクには、監査証跡機能性の提供、安全なセッシ
ョン管理の処理、及び、サービスの構成の決定が含まれうる。
【０１１６】
　監査証跡機能性は、商用エンティティに対し、彼らがスポンサーになるために支払いを
したボーブルが実際にユーザに提示されたという保証を提供する。
【０１１７】
　安全なセッション管理は、（例えば、暗号化により）盗聴などに対してロバストである
クラウドサービス及び他のデバイスとの、接続の確立及び維持を伴う。
【０１１８】
　サービスの構成は、ある機能（及び、これらのコンポーネント動作の関連オーケストレ
ーション／コレオグラフィ）を行うための動作の選択を指す。ディスパッチ処理は、例え
ば、リソースをアプリケーションにうまく調和させるなど、これらの態様のステートマシ
ンの動作に関与することができる。
【０１１９】
　ある高レベルの機能が、様々なより低いレベルの動作の異なる組み合わせからのデータ
を使用して、実装されてもよい。どの機能を利用すべきか、及び、いつかの選択は、いく
つかの要因に基づく可能性がある。１つは、何の他の動作が既に進行中であるか、又は完
了しているかであり－その結果もまた、このニーズを満たすことがある。
【０１２０】
　例示のため、バーコードの位置測定は通常、位置測定される水平コントラストの計算、
及び、位置測定される垂直コントラストの計算、及び、そのようなコントラストデータの
比較に依拠することがある。しかし、画像中の１６×１６ピクセルのタイルの２ＤのＦＦ
Ｔデータが別の処理から既に入手可能である場合、代わりにこの情報を使用して、候補バ
ーコードエリアが位置指定されるかもしれない。
【０１２１】
　同様に、ある機能が、画像内の長いエッジの場所についての情報を必要とすることがあ
り、長いエッジデータを作り出すための専用の動作が開始されうる。しかし、別の処理が
、フレーム内の様々な長さのエッジを既に識別していることがあり、これらの既存の結果
が単にフィルタリングされて、長いエッジが識別され、再使用されてもよい。
【０１２２】
　もう１つの例は、ハフ（Ｈｏｕｇｈ）変換ベースの特徴認識である。ＯｐｅｎＣＶビジ
ョンライブラリは、この機能が、間引かれたエッジ画像データを入力データとして使用す
ることが望ましいことを示す。ＯｐｅｎＣＶビジョンライブラリは、キャニー演算（Ｃａ
ｎｎｙ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）をエッジデータに適用することによって、間引かれたエッ
ジ画像データを生成することを、さらに推奨する。エッジデータは、さらに、ソーベルフ
ィルタを画像データに適用することによって、一般に生成される。そのため、ハフ手順の
「型通り」の実装は、ソーベルフィルタから開始し、その後にキャニー演算が続き、次い
でハフ法を呼び出すことになる。
【０１２３】
　しかし、エッジを、ソーベルフィルタ以外の方法によって決定することができる。また
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、間引かれたエッジを、キャニー以外の方法によって決定することができる。システムが
エッジデータ－ソーベルフィルタ以外の方法によって生成されたものであろうとも－を既
に有する場合、このエッジデータが使用されてもよい。同様に、別の処理が、改良された
エッジデータを既に作り出している場合－たとえキャニー演算によるものでない場合でも
、この改良されたエッジデータが使用されてもよい。
【０１２４】
　１つの特定の実装では、システム（例えば、ディスパッチ処理）は、異なるタイプのキ
ーベクトル間の大まかな度合いの機能的対応を確立する情報を有する、データ構造を参照
することができる。キャニーによって作り出されたキーベクトルエッジデータは、無限対
称指数フィルタ（Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ　Ｆ
ｉｌｔｅｒ）技術によって作り出されたエッジデータとの高度の機能的対応、及び、Ｍａ
ｒｒ－Ｈｉｌｄｒｅｔｈ手順によって見極められたエッジデータとの幾分より低い対応を
有するように示されうる。ハリス演算子によって検出されたコーナーは、Ｓｈｉ及びＴｏ
ｍａｓｉ方法によって検出されたコーナーと交換可能でありうる、などとなる。
【０１２５】
　このデータ構造は、１つの大きいテーブルを含むことができ、又は、いくつかのテーブ
ルに分解可能であり－各々のテーブルは特定のタイプの動作に特化される。図５は、例え
ば、エッジ発見に関連付けられたテーブルの一部を概略的に示し－対応の度合い（１００
にスケールされたもの）を示す。
【０１２６】
　特定の高レベルの機能（例えば、バーコードの復号）は、キャニーエッジフィルタなど
、特定の処理によって生成されたデータを必要とすることがある。キャニーフィルタ機能
は、システムにとって使用可能なソフトウェア処理アルゴリズムのライブラリで使用可能
であることがあるが、その動作を呼び出す前に、システムは、図５のデータ構造を調べて
、適切な代替データが既に入手可能又は処理中であるかどうかを確かめてもよい（好まし
いキャニーデータが既に入手可能ではないと仮定する）。
【０１２７】
　このチェックは、一番左の列に名目的に所望の機能がある行を発見することによって、
開始する。この手順は次いで、最高値を求めてその行中を走査する。キャニーの場合、最
高値は、無限対称指数フィルタの９５である。システムは、共有データ構造（例えば、ブ
ラックボード）をチェックして、そのようなデータが対象の画像フレーム（又は適切な代
用物）のために入手可能であるかどうかを判定することができる。発見される場合、その
ようなデータが、名目的に指定されたキャニーデータの代わりに使用されてもよく、バー
コード復号動作は、それに基づいて継続することができる。何も発見されない場合、ステ
ートマシン処理は継続し－次に高い値（複数可）（例えば、Ｍａｒｒ－Ｈｉｌｄｒｅｔｈ
の９０）を探す。ここでもまた、システムは、このタイプのいずれかのデータが入手可能
であるかどうかをチェックする。処理は、テーブル内の代替物のすべてがチェックされ尽
くすまで、進行する。
【０１２８】
　ここで好ましい実施形態では、このチェックは、ディスパッチ処理によって着手される
。このような実施形態では、大抵の認識処理は、カスケードされた動作のシーケンスとし
て行われ－各々が指定された入力を有する。ディスパッチ処理の使用により、付随するサ
ービスの構成の意思決定が集中化されることが可能となる。これにより、また、動作可能
なソフトウェアコンポーネントを、例えば、適切な入力リソースを求めてテーブルをチェ
ックすること、及び、他の処理の動作の意識を維持すること－そのようなコンポーネント
をより複雑にし、維持を困難にするであろう負荷－にも関与するのではなく、画像処理に
集中させることもできる。
【０１２９】
　いくつかの構成では、閾値が－バーコード復号機能によって、又は、システムによって
グローバルに－指定され、例えば、７５など、データ代用のために受け入れ可能である最
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小対応値を示す。そのような場合、直前に記載された処理は、ソーベル及びキルヒフィル
タからのデータを考慮することはなく－その理由は、それらのフィルタの、キャニーフィ
ルタとの対応の度合いが、７０でしかないためである。
【０１３０】
　他の実装は異なることがあるが、図５のテーブルは、対称ではないことに留意されたい
。例えば、キャニーが望ましい場合、ソーベルには７０のみの対応が示される。しかし、
ソーベルが望ましい場合、キャニーには９０の対応が示される。したがって、キャニーを
ソーベルの代わりに用いることはできるが、７５の閾値が設定される場合、逆もまた同様
ではない。
【０１３１】
　図５のテーブルは、汎用である。いくつかの特定の応用例では、しかし、このテーブル
は適切ではないことがある。ある機能は、例えば、エッジがキャニー（好ましい）、又は
、キルヒ若しくはラプラシアンにより発見されることを、必要とすることがある。その機
能の性質により、他のエッジファインダは満足の行くものになりえない。
【０１３２】
　システムは、個々の機能が１つ又は複数の動作のためのそれら自体の対応テーブルを提
供し－汎用テーブル（複数可）の適用を防止することを可能にすることができる。ある機
能のための特化された対応テーブルの存在は、その機能に関連付けられたフラグビットに
よって、又は他の方法で示すことができる。直前に挙げた例では、フラグビットは、図５
Ａのテーブルが代わりに使用されるべきであることを示してもよい。このテーブルは、－
その機能で使用するために名目的に指定されるキャニー演算のための－ただ１行のみを含
む。また、このテーブルは、－無限対称指数フィルタ及びラプラシアンのための－ただ２
列のみを有する。（他のデータは適切ではない。）対応値（すなわち、９５、８０）は省
かれてもよく－このテーブルが単純な代替処理のリストを含むことができるようにしても
よい。
【０１３３】
　共有データ構造内の代用可能なデータの発見を容易にするため、特定のキーベクトルが
何の情報を含むかを示す、命名規則を使用することができる。このような命名規則は、機
能のクラス（例えば、エッジ発見）、機能の特定の種（例えばキャニー）、データが基づ
く画像フレーム（複数可）、及び、データに特有の任意の他のパラメータ（例えば、キャ
ニーフィルタのためのカーネルのサイズ）を示すことができる。この情報は、逐語的に、
省略形による、全詳細を取得するために別のデータ構造を通じて解決可能である１つ又は
複数のインデックス値による、その他など、様々な方法で表すことができる。例えば、フ
レーム１３５７のためのキャニーエッジデータを含み、５×５のぼけカーネル（ｂｌｕｒ
ｒｉｎｇ　ｋｅｒｎｅｌ）により作り出されたキーベクトルは、「ＫＶ＿Ｅｄｇｅ＿Ｃａ
ｎｎｙ＿１３５７＿５×５」と命名されてもよい。
【０１３４】
　他の処理に、処理中であるデータのアラートを出すために、ある機能が初期化されると
き、空のエントリを共有データ構造に書き込むことができ－その機能の最終結果に従って
命名することができる。したがって、システムが、キャニー演算をフレーム１３５７で、
５×５のぼけカーネルにより行うことを開始する場合、空のファイルが、上述の名前で共
有データ構造に書き込まれてもよい。（この書き込みは、その機能によって、又は、ステ
ートマシン－例えば、ディスパッチ処理によって行われうる。）別の処理がその情報を必
要とし、空のエントリを有する適切に命名されたファイルを発見する場合、別の処理は、
このような処理が起動されていることを知る。別の処理は次いで、共有データ構造を監視
し、又は、共有データ構造に戻ってチェックし、必要とされた情報が入手可能になるとき
、取得することができる。
【０１３５】
　より詳細には、その情報を必要とする処理段階は、その入力パラメータの中に、所望の
エッジ画像の仕様－その必要とされた品質を与える記述子を含む－を含むようになる。シ
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あるデータのタイプ、及び、上述のような記述テーブルを調べて、適切なデータが現在入
手可能であるか、処理中であるかを判定するようになる。可能なアクションには、このと
き、受け入れ可能、入手可能なデータによりその段階を開始すること、データが入手可能
であると予期されるとき、後の時間まで開始を遅延させること、開始を遅延させ、必要と
されたデータを生成するようになる処理（例えば、キャニー）の開始をスケジュールする
こと、又は、必要とされたデータ及びそのデータを生成するために必要とされるであろう
リソースの不足により、その段階を遅延又は終了させることが含まれうる。
【０１３６】
　代わりのデータが特定の動作による使用に適切であるかどうかを検討する際、他のフレ
ームからのデータが検討されてもよい。カメラがフリーランニングモードである場合、そ
のカメラは毎秒多数（例えば、３０）のフレームをキャプチャ中であることがある。（上
記で挙げた例で）ある解析処理がフレーム１３５７を特に検討することがあるが、この解
析処理は、フレーム１３５６から、又は、フレーム１２００若しくは１５００からさえも
導出された情報を利用可能であってもよい。
【０１３７】
　この点で、コンテンツが比較可能である画像を包含するフレームのグループを識別する
ことが、助けとなる。２つの画像フレームが比較可能であるかどうかは、当然、例えば、
画像コンテンツ及び行われている動作（複数可）など、個々の状況によって決まるように
なる。
【０１３８】
　１つの例示的構成では、（１）関連のある関心領域が双方のフレーム内に現れる（例え
ば、同じ顔の被写体、又は、バーコードの被写体）場合、及び（２）ＡとＢの間のフレー
ムの各々もまた、その同じ関心領域を含む（これは、カメラが被写体を最初に見たときと
、カメラが被写体に戻ったときの間に、変化する被写体に対する、ある程度の保護をもた
らす）場合、フレームＡはフレームＢと比較可能であると見なされてもよい。
【０１３９】
　もう１つの構成では、２つのフレームの色ヒストグラムが、指定された閾値内までに類
似している（例えば、それらの色ヒストグラムが、０．９５又は０．９８より大きい相関
を有する）場合、それらの２つのフレームは比較可能であると見なされる。
【０１４０】
　さらにもう１つの構成では、ＭＰＥＧのような技術を画像ストリームに適用して、２つ
のフレーム間の差異情報を決定することができる。差異が閾値を超える場合、これらの２
つのフレームは比較不可能であると見なされる。
【０１４１】
　上述の基準に加えて課すことができる、さらなるテストは、フレーム内の関心特徴又は
関心領域の位置が比較的固定されることである（「比較的」とは、例えば、１０ピクセル
、フレーム幅の１０％など、許可された動きの閾値を可能にする）。
【０１４２】
　多くの様々な他の技術を、別法として使用することができ、これらの構成は例示的でし
かない。
【０１４３】
　１つの特定の実施形態では、モバイルデバイスは、比較可能な画像フレームを識別する
データ構造を維持する。このデータ構造は、例えば、以下のように、各グループの先頭及
び終了フレームを識別するテーブルのように単純でありうる。
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【表１】

【０１４４】
　いくつかの構成では、第３のフィールドが設けられてもよく－示された範囲内で、いく
つかの理由で比較可能ではない（例えば、焦点が合っていない）フレームを示す。
【０１４５】
　以前に述べられた例に戻ると、ある機能が入力データ「ＫＶ＿Ｅｄｇｅ＿Ｃａｎｎｙ＿
１３５７＿５×５」を望み、何も発見されない場合、その機能は、前述のテーブルによっ
て示された比較可能性（おおよそ等価）に基づいて、検索を拡大して、「ＫＶ＿Ｅｄｇｅ
＿Ｃａｎｎｙ＿１２００＿５×５」ないし「ＫＶ＿Ｅｄｇｅ＿Ｃａｎｎｙ＿１５００＿５
×５」を探すことができる。また、上記で示したように、その機能はここでも、他の方法
によってフレーム１２００～１５００のいずれかから作り出されたエッジデータを利用可
能であってもよい。
【０１４６】
　したがって、例えば、フレーム１２５０内の高い水平コントラストの領域、及び、フレ
ーム１３００内の低い垂直コントラストの領域を発見することによって、バーコードが位
置指定されてもよい。位置指定の後、このバーコードは、フレーム１３５０内で発見され
た境界線構造（エッジ）、並びに、フレーム１３６０、１３６２及び１３６４内で発見さ
れたシンボルパターンの相関を参照することによって、復号されてもよい。すべてのこれ
らのフレームは共通グループ内にあるので、デバイスは、それらのフレームの各々から導
出されたデータを、他のフレームの各々から導出されたデータと共に使用可能であると見
なす。
【０１４７】
　より高度な実施形態では、フレーム間の特徴追跡（流れ）を見極め、使用して、フレー
ム間の動きを識別することができる。したがって、例えば、デバイスは、フレームＡ内の
ピクセル（１００，１００）で開始する線が、フレームＢ内のピクセル（１０１，１０７
）で開始する同じ線に対応することを理解することができる。（ここでもまた、ＭＰＥＧ
技術を、例えば、フレーム間オブジェクト追跡のために使用することができる。）データ
を再登録するために適切な調整を行うことができ、又は、他の方法で調整を導入すること
ができる。
【０１４８】
　より単純な実施形態では、画像フレーム間の等価は、単に時間的近接に基づく。対象フ
レームの所与の期間（又はフレーム期間）内のフレームは、比較可能であると見なされる
。そのため、フレーム１３５７を求めて、キャニーエッジ情報を探す際、システムは、フ
レーム１３５２～１３６２（すなわち、プラス及びマイナス５フレーム）のうちいずれか
らのエッジ情報をも等価であるように受け入れることができる。この手法は、時として失
敗につながるようになるが、その単純さにより、ある状況では望ましくなりうる。
【０１４９】
　時として、代用された入力データを使用する動作は、代替処理からの入力データが動作
の名目的な所望の入力データの正確な特性のものではなかったために、失敗する（例えば
、その動作はバーコードを発見できない、又は、顔を認識できない）。例えば、まれでは
あるが、ハフ変換ベースの特徴認識は、入力データがキャニー演算子によって作り出され
たものではなく、代替処理によって作り出されたために、失敗するかもしれない。ある動
作が失敗する場合、－今度は異なる入力データのソースにより－再試行されてもよい。例
えば、キャニー演算子が、代替物の代わりに利用されてもよい。しかし、動作を繰り返す
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コスト、及び、２回目の試行の成功への期待が一般に低いことにより、そのような再試行
は一般に、ルーチン的に着手されない。再試行が試みられうる１つの場合は、ユーザアク
ションに応答してなど、トップダウンの方法で動作が開始された場合である。）
【０１５０】
　いくつかの構成では、最初のサービスの構成の決定は、ある程度、動作がトップダウン
で開始されたか、ボトムアップで開始されたか（これらの概念については、後述される）
によって決まる。ボトムアップの場合、トップダウンの場合よりも、例えば、異なる入力
データのソース（例えば、名目データソースへの対応がより少なく示されるソース）を代
わりに用いるために、より多くの自由が認められてもよい。
【０１５１】
　サービスの構成を決定する際に検討することができる他の要因には、電力及び計算の制
約、あるクラウドベースの動作にかかる金銭的なコスト、オークション結果、ユーザ満足
度ランキングなどが含まれうる。
【０１５２】
　ここでもまた、サービスの構成の決定の助けとするために、代わりの動作の各々のため
の相対的情報を与えるテーブルを調べてもよい。一例が、図６に示される。
【０１５３】
　図６のテーブルは、異なるエッジ発見機能を実行するために必要とされるＣＰＵ及びメ
モリについてのメトリックを与える。これらのメトリックは、何らかの実際の値（例えば
、記載された演算を所与のサイズ、例えば、１０２４×１０２４の画像で行うためのＣＰ
Ｕサイクル、及び、このような演算を実行するために必要とされるＲＡＭのＫＢ）であっ
てもよく、又は、例えば、０～１００のスケールで任意にスケールされてもよい。
【０１５４】
　ある機能が－好ましくはキャニー演算からの－エッジデータを必要とし、適切なデータ
が既に入手可能ではない場合、ステートマシンは、要求されたキャニー演算を呼び出すか
、別の演算を呼び出すかを決定しなければならない。システムメモリの供給が不十分であ
る場合、図６のテーブルは（図５のテーブルと共に）、無限対称指数フィルタが代わりに
使用されてもよいこと、すなわち、このフィルタは、ＣＰＵ負荷がわずかに大きいだけで
あるが、２５％少ないメモリを要することを示唆する。（図５は、無限対称指数フィルタ
の、キャニーとの対応が９５であり、そのため、機能的に代用可能であるはずであると示
す。）ソーベル及びキルヒは、はるかにより小さいメモリフットプリントを要するが、図
５は、これらが適切ではない場合があること（７０のスコア）を示す。
【０１５５】
　リアルタイムステートマシンは、様々なパラメータを検討することができ－これらのパ
ラメータは、図５及び図６のスコアに加えて、代替エッジ発見演算の各々についてのコス
ト、ユーザ満足度、現在のシステム制約（例えば、ＣＰＵ及びメモリ利用）についての他
のスコア、及び、他の基準などである。これらのパラメータは、多項式に従って異なる組
み合わせのパラメータの重み付け及び合計を行う処理へ、入力されてもよい。この処理の
出力は、呼び出される可能性のある異なる演算の各々についてのスコアを生じる。最高ス
コア（又は、式に応じて、最低）を有する演算が、本状況で最良であると見なされ、次い
で、システムによって開始される。
【０１５６】
　図５及び図６のテーブルは、このような機能のローカルデバイス実行のみを検討したが
、クラウドベースの実行もまた検討されてもよい。この場合、機能のプロセッサ及びメモ
リコストは本質的にゼロであるが、例えば、結果を受信するための時間の増大、ネットワ
ーク帯域幅の消費、及び、場合によっては金銭的なマイクロペイメントにおいて、他のコ
ストが負担されうる。これらのコストの各々は、代替サービスプロバイダ及び機能によっ
て異なることがある。これらの要因を査定するために、追加のスコアを、例えば、サービ
スプロバイダ及び代わりの機能毎に計算することができる。これらのスコアには、入力と
して、結果を取り戻す緊急性の指示、及び、クラウドベースの機能から予期されるターン
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アラウンド時間の増大と、ネットワーク帯域幅の現在の使用、及び、機能をクラウドベー
スのサービスへ委託することによって消費されるであろう追加の帯域幅と、企図された機
能（例えば、無限対称指数フィルタ）対、名目的に所望の機能（例えば、キャニー）の代
替性と、値段に対するユーザの敏感さの指示、及び、何の料金が（もしあれば）機能のリ
モート実行について査定されるようになるかとが含まれうる。様々な他の要因もまた関与
する可能性があり、ユーザプリファレンス、オークション結果などが含まれる。そのよう
な計算の結果生じるスコアを使用して、検討される異なるリモートプロバイダ／機能の中
で好ましいオプションを識別することができる。システムは次いで、この課題からの勝利
スコアを、ローカルデバイスによる機能の性能に関連付けられたものからの勝利スコアと
比較することができる。（スコアリングスケールは、比較可能であることが望ましい。）
次いで、そのような査定に基づいて、アクションを起こすことができる。
【０１５７】
　サービスの選択は、他の要因にも基づくことができる。コンテキスト、ユーザの意図の
指示などから、本状況に関連のある認識エージェントのセットを識別することができる。
これらの認識エージェントから、システムは、それらの所望の入力からなるセットを識別
することができる。これらの入力には、他の異なる入力を有する他の処理が含まれてもよ
い。関連のある入力のすべてを識別した後、システムは、示された入力並びに代替物を含
む、ソリューションツリーを定義することができる。システムは次いで、ツリー中で異な
るパスを識別し、（例えば、関連のある制約に基づいて）最適であると見なされるパスを
選択する。ここでもまた、ローカル及びクラウドベースの処理の双方を検討することがで
きる。
【０１５８】
　この点において、この技術は、例えば、「スマート環境」に関連して、人工知能（ＡＩ
）の分野において知られる「プランニングモデル」から引き出すことができる。
【０１５９】
　（以下のプランニングモデルの考察は、部分的には、Ｍａｒｑｕａｒｄｔ、「Ｅｖａｌ
ｕａｔｉｎｇ　ＡＩ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ　ｉｎ　Ｓｍａｒｔ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ」、ＡＣＭ　Ｃｏｎｆ．ｏｎ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　ａｎｄ　Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ　Ｍｅｄｉａ、２００８年、４８～５５ページ
から引き出す。）
【０１６０】
　スマート環境は、Ｘｅｒｏｘ　ＰＡＲＣのＭａｒｋ　Ｗｅｉｓｅｒによって考え出され
たように、「センサ、アクチュエータ、ディスプレイ及び計算要素に豊かに、且つ、目に
見えないように織り込まれ、我々の生活の日常的なものにシームレスに埋め込まれ、連続
的なネットワークを通じて接続される」環境である。そのような環境は、個別化されたサ
ービス（例えば、照明、暖房、冷房、加湿、画像の投影、アラートを出すこと、画像の記
録など）を控えめな方法でユーザに提供するデバイスの動的な全体的調和によって、特徴
付けられる。
【０１６１】
　図７は例示的である。ユーザの意図は、例えば、観察によって、且つ、コンテキストを
参照することによって識別される。この情報から、システムは、ユーザの推定された目標
を導出する。方策統合のステップは、これらの目標を満たすアクションのシーケンスを発
見しようと試みる。最後に、これらのアクションは、環境内で入手可能なデバイスを使用
して実行される。
【０１６２】
　環境は変わりやすいので、方策統合－サービスの構成を処理する－は、例えば、目標及
び入手可能なデバイスが変化するにつれて適合可能でなければならない。サービスの構成
タスクは、ＡＩ「プランニング」問題と見なされる。
【０１６３】
　ＡＩプランニングは、特定の目標を達成するために、自律的エージェントが実行しなけ
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ればならないアクションシーケンスを識別する問題に関する。エージェントが行うことが
できる各機能（サービス）は、演算子として表される。（前提及び事後条件（ｐｏｓｔ－
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ）を、これらの演算子に関連付けることができる。前提条件は、演
算子（機能）を実行するために存在しなければならない必要条件を記述する。事後条件は
、演算子の実行によってトリガされた環境内の変化－スマート環境が応答する必要がある
場合のある変化－を記述する。）プランニングに関して、図７の「方策統合」はプラン生
成に対応し、「アクション」はプラン実行に対応する。プラン生成は、スマート環境のた
めのサービス構成を伴う。
【０１６４】
　多数のプランナが、ＡＩ分野から知られている。例えば、Ｈｏｗｅ、「Ａ　Ｃｒｉｔｉ
ｃａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｉ
ｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌ
ｉｇｅｎｃｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、１７：１～３３、２００２年を参照されたい。実際に
は、ＡＩプランナ間の競合に専念する年次会議がある（ｉｐｃ＜ｄｏｔ＞ｉｃａｐｓ－ｃ
ｏｎｆｅｒｅｎｃｅ＜ｄｏｔ＞ｏｒｇを参照）。スマート環境内でサービスを合成するた
めの少数のプランナが、Ａｍｉｇｏｎｉ、「Ｗｈａｔ　Ｐｌａｎｎｅｒ　ｆｏｒ　Ａｍｂ
ｉｅｎｔ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ？」ＩＥＥＥ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ、Ｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ、３５（１）：７～２１、２００５
年において評価されている。スマート環境内のサービス構成のための他のプランナは、以
前に述べられたＭａｒｑｕａｒｄｔ論文で特に考察されており、ＵＣＰＯＰ、ＳＧＰ、及
びブラックボックス（Ｂｌａｃｋｂｏｘ）が含まれる。すべては一般に、ＰＤＤＬ（プラ
ンニングドメイン定義言語）－プランニングドメイン及び問題のための普及している記述
言語－の変形を使用する。
【０１６５】
　Ｍａｒｑｕａｒｄｔは、異なるプランナを単純なスマート環境シミュレーションで評価
しており－その一部が図８によって表され、図８は、５個から２０個の間のデバイスを用
い－各々は、２つのランダムに選択されたサービス、及び、ランダムに選択された目標を
有する。データは、モデルコンポーネント間で、示された線に沿ってメッセージの形式で
交換される。シミュレーション内のサービスは、それぞれ最大１２個の前提条件（例えば
、「ｌｉｇｈｔ＿ｏｎ」、「ｈａｖｅ＿ｄｏｃｕｍｅｎｔ＿Ａ」など）を有する。各サー
ビスはまた、様々な事後条件をも有する。
【０１６６】
　この研究は、すべての３つのプランナが満足の行くものであるが、ブラックボックス（
Ｋａｕｔｚ、「Ｂｌａｃｋｂｏｘ：Ａ　Ｎｅｗ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｈｅｏｒｅｍ　Ｐｒｏｖｉｎｇ　ｔｏ　Ｐｒｏｂｌｅｍ　
Ｓｏｌｖｉｎｇ」、ＡＩＰＳ、１９９８年）が最良に機能した、という結論を出した。目
標が解決可能でない場合、プランナは概して、目標を満たすためにプランを考案しようと
試みて不成功に終わるまでに過度の時間を要した、と、Ｍａｒｑｕａｒｄｔは言及した。
著者は、処理が１秒以内にソリューションを生じない場合、リソースを無駄にしないため
に、プランニング処理を終了（又は、異なるプランナを開始）した方がよい、という結論
を出した。
【０１６７】
　異なる分野の取組みからではあるが、出願人は、この後者の洞察が、ビジュアルクエリ
の分野において特定の目標を達成するためのサービスの構成を試行するときに、同様に適
用されるべきであり、すなわち、ソリューションツリー（又は他のプランニング手順）中
の満足の行くパスを迅速に考案することができない場合、ステートマシンは多分、この機
能を、入手可能なデータでは解決できないと見なすべきであり、ソリューションを発見し
ようと試みながらさらに多くのリソースを費やすべきではない、と考える。閾値間隔がソ
フトウェアで確立されてもよく（例えば、０．１秒、０．５秒など）、タイマをこの閾値
に対して比較することができ、閾値に達する前に適切な方策が発見されない場合、タイマ
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は、ソリューションの試みを中断することができる。
【０１６８】
　本技術の実施形態はまた、ウェブサービスの分野の研究から引き出すこともでき、ウェ
ブサービスはますます、複雑なウェブサイトの機能的コンポーネントとして含まれつつあ
る。例えば、旅行ウェブサイトは、あるウェブサービスを使用して航空券の予約を行い、
別のウェブサービスを使用して飛行機の座席を選択し、別のウェブサービスを使用してユ
ーザのクレジットカードに請求することがある。旅行ウェブサイトは、これらの機能的コ
ンポーネントを作り出す必要はなく、他者によって作り出され、提供された、複雑な機構
のウェブサービスを使用する。このモジュール手法－他者によって以前になされた作業を
利用する－は、システム設計及び引き渡しを速める。
【０１６９】
　この特定の形式のシステム設計は、様々な名称で通っており、これらの名称には、サー
ビス指向アーキテクチャ（ＳＯＡ）及びサービス指向コンピューティングが含まれる。こ
のスタイルの設計では、開発者は、個々のコンポーネント動作を行うためにソフトウェア
を記述しなくても済むが、どのウェブサービスを使用するべきかを決定し、そのようなサ
ービスへのデータの提出－及び、そのようなサービスからの結果の収集－をオーケストレ
ートするタスクが、依然として存在する。これらの問題に対する様々な手法が知られてい
る。例えば、Ｐａｐａｚｏｇｌｏｕ、「Ｓｅｒｖｉｃｅ－Ｏｒｉｅｎｔｅｄ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｒｏａｄｍａｐ」、Ｄａｇｓｔｕｈｌ　Ｓｅｍｉｎａｒ　
Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　０５４６２、２００６年、及び、Ｂｉｃｈｌｅｒ、「Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ｏｒｉｅｎｔｅｄ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ」、ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ、３９
：３、２００６年３月、８８～９０ページを参照されたい。
【０１７０】
　サービスプロバイダは当然、サービスを提供するための能力が有限であり、時として、
その能力を超える要求に優先順位を付けるという問題に対処しなければならない。この分
野の研究には、競合する要求の中で選び、需要に従って、サービスの料金を適合させるた
めのアルゴリズムが含まれる。例えば、Ｅｓｍａｅｉｌｓａｂｚａｌｉ他、「Ｏｎｌｉｎ
ｅ　Ｐｒｉｃｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒｓ」、ＡＣＭ
　Ｐｒｏｃ．ｏｆ　ｔｈｅ　２００６　Ｉｎｔ’ｌ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏｎ　Ｅｃｏｎ
ｏｍｉｃｓ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒ
ｃｈを参照されたい。
【０１７１】
　本技術のステートマシンは、サービス指向コンピューティング構成を用いて、処理負荷
の一部をリモートサーバ及びエージェントに配置することによって、（視覚的検索及びそ
の他のための）モバイルデバイスの機能性を拡張することができる。関連のあるウェブサ
ービスが、１つ又は複数のクラウドベースのブローカ処理に登録されてもよく、例えば、
それらのサービス、入力及び出力が、標準化された、例えば、ＸＭＬの形式で指定されて
もよい。ステートマシンは、システムのニーズをかなえるためのサービスを識別する際、
そのようなブローカ（複数可）を調べることができる。（ステートマシンは、複数のブロ
ーカのうち１つのブローカを調べて、個々のタイプのサービスを扱うブローカを識別する
ことができる。例えば、第１のクラスのサービス、例えば、顔認識に関連付けられたクラ
ウドベースサービスプロバイダは、第１のブローカによってカタログ化されてもよいが、
異なるクラスのサービス、例えば、ＯＣＲに関連付けられたクラウドベースサービスプロ
バイダは、第２のブローカによってカタログ化されてもよい。）
【０１７２】
　ユニバーサル・ディスクリプション・ディスカバリー・アンド・インテグレーション（
ＵＤＤＩ）仕様は、ウェブサービスについての情報をウェブサービスが発行するため、且
つ、ステートマシンが発見するための、１つの方法を定義する。他の適切な標準には、拡
張マークアップ言語（ｅｂＸＭＬ）を使用する電子ビジネス、及び、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１
１１７９メタデータレジストリ（ＭＤＲ）に基づくものが含まれる。ＷＳＤＬ－Ｓ及びＯ
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ＷＬ－Ｓ（後述）など、セマンティックベースの標準は、ステートマシンがセマンティッ
クモデルからの用語を使用して、所望のサービスを記述することを可能にする。記述論理
推論（ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｌｏｇｉｃ　ｉｎｆｅｒｅｎｃｅｓ）など、推理技術を
次いで使用して、ステートマシンによって提供された記述と、異なるウェブサービスのサ
ービス能力の間のセマンティック類似性を発見し、ステートマシンが自動的に適切なウェ
ブサービスを選択可能にすることができる。（他のところで上述したように、リバースオ
ークションモデルを使用して、例えば、いくつかの適切なウェブサービスの中から選択す
ることができる。）
直観的コンピューティングプラットフォーム（ＩＣＰ）ステートマシン－同時処理
【０１７３】
　システムを、応答する状態に維持するため、ＩＣＰステートマシンは、図９に概念的に
例示された様々なレベルの同時処理（認知に類似）を監督してもよい。４つのこのような
レベル、及び、それらの各範囲の大まかな要約は、以下の通りである。
・・反射的－ユーザ又はクラウドインタラクションなし
・・条件付き－意図に基づく、最小のユーザインタラクション、クラウドを従事させる
・・直観型（Ｉｎｔｕｉｔｅｄ）又は「浅いソリューション（Ｓｈａｌｌｏｗ　ｓｏｌｕ
ｔｉｏｎ）」－ユーザインタラクションによって支援され、意図及び履歴の解釈によって
情報を与えられた、デバイス上で達したソリューションに基づく
・・「深いソリューション（Ｄｅｅｐ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）」－ユーザ及びクラウドとの
セッションを通じて達した完全なソリューション。
【０１７４】
　図１０は、システムの異なる態様によって編成されたビジュアルクエリを行うこと、及
び、各々に関連付けられた要素を識別することに関連付けられた、これらの４つのレベル
の処理をさらに詳述する。
【０１７５】
　反射的処理を行うには、典型的には、ほんの一瞬のみを要する。いくつかの処理は、め
ったにリフレッシュされることはない（例えば、カメラ解像度であるもの）。他の処理－
カメラ焦点の査定など－は、１秒に数回（例えば、１回又は２回から数十回まで－フレー
ムキャプチャ毎に、など）繰り返されうる。通信コンポーネントは単に、ネットワーク接
続の存在をチェックしてもよい。プロトボーブル（アナログボーブル）が、画像分割の全
体の査定（例えば、明るいスポットがあるか？）に基づいて配置されてもよい。基本画像
分割の時間的態様には、例えば、赤いブロブの、３ピクセル右への－あるフレームから次
のフレームへの－流れなどが通知されてもよい。キャプチャされた２Ｄ画像は、画面上に
提示される。ユーザは典型的には、このレベルでは関与しないが、ただし、例えば、ユー
ザ入力－タップされたボーブルのような－が承認される。
【０１７６】
　条件付き処理を行うには、より長い時間がかかり（しかし、典型的には１秒未満）、例
えば、約０．５秒毎にリフレッシュされうる。これらの処理の多くは、コンテキストデー
タ及びユーザ入力への作用に関する。これらには、類似のコンテキスト状況で前回、ユー
ザが何のアクションに着手したか（例えば、ユーザが歩いて仕事に行く途中でしばしばス
ターバックスに入る）を呼び戻すこと、所望の冗長についてのユーザ命令に応答すること
、現在のデバイス状態（例えば、飛行機モード、省電力モード）に基づいて動作を構成す
ること、初歩的な向き調節動作を行うこと、ジオロケーションを決定することなどが含ま
れる。現在の画像及び他のコンテキストに関連のあるように見える認識エージェントがア
クティベートされ、又は、アクティベートのために準備される（例えば、画像が少々テキ
ストのように見えるので、可能なＯＣＲ認識のための処理を準備する）。認識エージェン
トは、同じく実行中である他のエージェントに気付くことができ、他のエージェントによ
る使用のために、結果をブラックボードに投稿することができる。ある動作からの出力を
示すボーブルが、画面上に現れる。クラウドベースのリソースとのハンドシェイキングが
行われて、使用するためのデータチャネルが準備され、チャネルの品質がチェックされる
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。クラウドベースのオークションを伴う処理では、そのようなオークションが、関連のあ
る背景情報（例えば、ユーザに関する）と共に公表され、異なるクラウドベースのエージ
ェントが参加するかどうかを決定し、且つ、あらゆる必要な準備を行うことができるよう
にしてもよい。
【０１７７】
　直観型の処理を行うには、さらにより長い時間がかかるが、大部分はデバイス自体にお
いてである。これらの処理は一般に、認識エージェントをそれらの作業でサポートするこ
と－必要とされたキーベクトルを合成すること、関連付けられたＵＩを提示すること、関
連機能を呼び出すこと、リソースに対する競合する要求に応答し、そのバランスを取るこ
となどを伴う。システムは、何のセマンティック情報が望まれるか、又は、ユーザによっ
て望まれる可能性が高い場合があるかを見極める。（スターバックスにいるユーザが典型
的に、ニューヨークタイムズ紙（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ）の表紙を撮像する場合
、ＯＣＲに関連付けられた動作が－ユーザの要求なしに－開始されてもよい。同様に、テ
キストのような画像の提示が、ＯＣＲ及びスペイン語への翻訳を要求するようにユーザに
促したことが過去にあった場合、これらの動作を開始することができ－クラウドベースの
翻訳エンジンを用意することが含まれる。）関連のあるオントロジー（Ｏｎｔｏｌｏｇｉ
ｅｓ）が識別され、用いられてもよい。認識エージェントによって投稿された出力ボーブ
ルを、デバイスによる、キャプチャされたシーンの理解に従って、幾何学的に再マッピン
グすることができ、他の態様の３Ｄ理解を適用することができる。ルールエンジンは、外
部データチャネル上のトラフィックを監視し、それに応じて応答することができる。迅速
なクラウドベースの応答が、－しばしば、メニュー、ウィンドウ、及び、他のインタラク
ティブなグラフィカルコントロールと共に－ユーザに戻され、提示されてもよい。機能の
サードパーティライブラリもまた、このレベルで関与することがある。
【０１７８】
　最終的な深いソリューションにはタイミングの制約がなく－数秒から数分、又はそれよ
り長く延びることがあり、典型的には、クラウド及び／又はユーザを関与させる。直観型
の処理は典型的には、個々の認識エージェントを伴うのに対して、深いソリューションは
、例えば、関連付けによってインタラクトする、いくつかのそのようなエージェントから
の出力に基づいてもよい。ソーシャルネットワーク入力もまた、例えば、同等者グループ
、ユーザが尊敬する、流行を作る人々、彼らの経歴などについての情報を使用して、この
処理に関与することがある。クラウドに出ると、例えば、複数のリモートエージェントが
サービスをデバイスに提供しようとして競合するとき、複雑な処理が展開中であることが
ある。クラウドに以前に提出されたあるデータは、より多くの又はよりよいデータの要求
を促すことがある。以前にリソースの不足に苦しんだ認識エージェントはこのとき、他の
状況が出力のニーズをクリアしたために、それらの認識エージェントが望むすべてのリソ
ースを許可されうる。自由の女神（Ｓｔａｔｕｅ　ｏｆ　Ｌｉｂｅｒｔｙ）の近くの、誰
もがほしがる１０×２０ピクセルの部分は、ハッピーボーブルプロバイダに与えられ、こ
のプロバイダは、その部分をタップするユーザ向けに楽しいインタラクティブ体験を配置
している。クラウドへのデータの定期的な流れが確立されて、進行中のクラウドベースの
、ユーザの要望の充足がもたらされてもよい。他の処理－多くはインタラクティブ－が、
視覚的検索の結果として、このフェーズの動作で起動されてもよく、例えば、スカイプ（
Ｓｋｙｐｅ）セッションを確立すること、ユーチューブ（ＹｏｕＴｕｂｅ）デモンストレ
ーションビデオを見ること、ＯＣＲされたフランス語のメニューを英語に翻訳することな
どである。
【０１７９】
　デバイスの起動時（又は、その動作の他のフェーズで）、デバイスは、入手可能であり
、適用する準備ができている認識エージェントの一部又は全部に対応するボーブルを表示
してもよい。これは、車が最初にスタートされるとき、ダッシュボードのすべての警告灯
が明るくなり、警告灯が必要に応じて機能することができることを実際に示すことに類似
している（又は、マルチプレイヤオンラインゲームで、集まった宝物及び武器－ユーザが
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ドラゴンとの戦いでそこから引き出すことがあるツール及びリソースなど－を、プレイヤ
が見せることに類似している）。
【０１８０】
　この構成は例示的でしかないことは理解されよう。他の実装では、他の構成を当然使用
することができる。
トップダウン及びボトムアップ、遅延アクティベーション（Ｌａｚｙ　Ａｃｔｉｖａｔｉ
ｏｎ）構造
【０１８１】
　アプリケーションは、様々な方法で開始されてもよい。１つは、ユーザ命令によるもの
（「トップダウン」）である。
【０１８２】
　大抵のアプリケーションは、あるセットの入力データ（例えば、キーベクトル）を必要
とし、出力データ（例えば、キーベクトル）のセットを作り出す。ユーザが（例えば、ボ
ーブルをタップする、メニューとインタラクトする、ジェスチャーする、又は、その他の
ことによって）、アプリケーションを起動するようにシステムに命令する場合、システム
は、「必要とされたキーベクトル」リスト又はツリーを構築することによってなど、何の
入力が必要とされるかを識別することによって、開始することができる。必要とされたキ
ーベクトルのすべてが（例えば、ブラックボード上に、又は「存在するキーベクトル」リ
スト又はツリー内に）存在する場合、アプリケーションは実行し（おそらく、明るいボー
ブルを提示し）、対応する出力データを生成することができる。
【０１８３】
　必要とされたキーベクトルのすべてが存在するのではない場合、アプリケーションに対
応するボーブルが表示されてもよいが、薄暗い表示のみである。キーベクトル出力の逆デ
ィレクトリを調べて、ユーザにより開始されたアプリケーションのための入力として必要
とされたキーベクトルを提供するために実行されうる、他のアプリケーションを識別する
ことができる。それらの他のアプリケーションによって必要とされたキーベクトルのすべ
てを、「必要とされたキーベクトル」に追加することができる。この処理は、これらの他
のアプリケーションによって必要とされたキーベクトルのすべてが「存在するキーベクト
ル」内に入るまで、継続する。これらの他のアプリケーションが、次いで実行される。そ
れらの結果として生じる出力キーベクトルのすべてが、「存在するキーベクトル」リスト
に入力される。トップレベルのアプリケーションのために必要とされた別のキーベクトル
が入手可能になるたびに、そのアプリケーションのボーブルが明るくされてもよい。最終
的に、必要な入力データのすべてが入手可能であり、ユーザによって開始されたアプリケ
ーションが実行される（且つ、明るいボーブルは、その事実を公表してもよい）。
【０１８４】
　アプリケーションを実行させることができるもう１つの方法は、「ボトムアップ」であ
り－その入力データの可用性によってトリガされる。ユーザがアプリケーションを呼び出
し、次いで、必要なデータを待つのではなく、処理が予約される。データの可用性は、ア
プリケーションのアクティベーション（及び、しばしば、次いで選択）を促進する。関連
する作業は、「遅延評価」という名前で知られている。
【０１８５】
　遅延アクティベーション構造の１つの特定の実装は、人工知能の分野から引き出し、す
なわち、マッチ／熟慮（又は評価）／実行構成を使用する生産システムアーキテクチャで
ある。（「マッチ」ステップは、ユーザがボタンを押すことによって、又は、システムが
ボトムアップのモダリティにあることによって、満たされてもよく、又は、省かれてもよ
い。）
【０１８６】
　条件付きルールは、処理を開始することができ－評価されなければならない基準である
。本状況では、条件付きルールは、ある入力データの可用性に関係することがある。例え
ば、現在の「存在するキーベクトル」ツリーを、システムにインストールされたトップレ
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ベルアプリケーションの全リストと比較することによって、「ボトムアップ」処理を定期
的にアクティベートすることができる。アプリケーションの入力要件のいずれかが既に存
在する場合、アプリケーションは実行を開始することができる。
【０１８７】
　アプリケーションの入力要件の一部（しかし、全部ではない）が既に存在する場合、対
応するボーブルが、適切な表示領域内に、すべてのその入力が満たされることがどのくら
い近いかを示す明るさで表示されてもよい。すべてのその入力が満たされた後、アプリケ
ーションは、ユーザ入力なしで起動してもよい。しかし、多くのアプリケーションは、「
ユーザアクティベーション」入力を有することがある。ボーブルがユーザによってタップ
される場合（又は、別のＵＩデバイスがユーザアクションを受信する場合）、アプリケー
ションはトップダウン起動モードに切り替えられて－他のアプリケーションを開始し－上
述のように－、残りの述語（ｐｒｅｄｉｃａｔｅ）入力データが収集されるので、トップ
レベルアプリケーションが次いで実行することができるようになる。
【０１８８】
　同様に、そのための一部の（全部ではない）入力が入手可能であるアプリケーションは
、コンテキストなど、状況によって、トップダウンのアクティベーションに与えられても
よい。例えば、ある条件である機能をアクティベートするという、ユーザの過去にあった
パターンは、推論されたユーザの意図としての機能を果たすことができ、それらの条件が
繰り返されるとき、その機能がアクティベートされるべきであることを知らせることがで
きる。（このようなアクティベーションは、推論されたユーザの意図が十分に強制的であ
る場合、必要な入力が入手可能でなくても、起こることがある。）
【０１８９】
　そのような構成では、リソースは、実行の準備ができている－又は、ほぼそうである－
機能にのみ適用される。機能は、日和見的に－適切な入力データの可用性が値するとき－
アクションを開始させられる。
定期的に行われる画像処理
【０１９０】
　いくつかのユーザが望む動作は常に複雑過ぎて、ポータブルシステム単体では行うこと
ができないものであり、クラウドリソースが関与しなければならない。逆に、ポータブル
システムが、クラウドリソースを全く使用することなく行うことができるべきである、い
くつかの画像関連動作がある。
【０１９１】
　後者を可能にし、前者を容易にするために、システム設計者は、機能によって又はユー
ザによって要求されることなく、キャプチャされた画像上でルーチン的に行われる、基本
的な画像処理演算のセットを指定してもよい。このような定期的に行われるバックグラウ
ンド機能は、他のアプリケーションが入力として使用することができる素材（ｆｏｄｄｅ
ｒ）（キーベクトルとして表された出力データ）を提供してもよい。これらのバックグラ
ウンド機能のうちいくつかはまた、別の目的を果たすこともでき、すなわち、他のデバイ
ス及びクラウドリソースへの効率的な転送、及び、他のデバイス及びクラウドリソースに
よる利用ための、画像関連情報の標準化／抜き出しである。
【０１９２】
　第１のクラスのそのような定期的に行われる動作は一般に、１つ又は複数の画像フレー
ム（又はその一部）を入力として取り、画像フレーム（又は部分フレーム）キーベクトル
を出力として作り出す。例示的動作には、以下が含まれる。
・・画像的（又は関心領域的）サンプリング又は補間：出力画像はソースと同じ寸法を有
していないことがあり、ピクセル深度も必ずしも同じではない
・・ピクセル再マッピング：出力画像はソースと同じ寸法を有しているが、ピクセル深度
は同じである必要はない。各ソースピクセルは独立してマッピングされる
・・・例：閾値化、「疑似色」、ピクセル値を典型値に置き換える
・・局所演算：出力画像はソースと同じ寸法を有しているか、又は、標準の方法で（例え
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ば、黒い画像境界を追加して）拡張される。各宛先ピクセルは、対応するソースピクセル
の周囲の固定サイズの局所近傍によって定義される
・・・例：６×６のソーベル垂直エッジ、５×５のライン－エッジの大きさ、３×３の極
大など
・・空間的再マッピング：例えば、遠近法によるか、又は、曲率の「歪み」を補正する
・・新しい空間内の「画像」へのＦＦＴ又は他のマッピング
・・画像計算：出力画像は、入力画像の和、最大などである
・・・シーケンス平均：各出力画像は、平均してｋ個の連続する入力画像となる
・・・シーケンス（ｏｐ）ｉｎｇ：各出力画像は、ｋ個の連続する入力画像の相関的要素
である
【０１９３】
　第２のクラスのそのようなバックグラウンド動作は、１つ又は複数の入力画像（又はそ
の一部）を処理して、１Ｄ又は２Ｄ領域又は構造のリストからなる出力キーベクトルを生
じる。この第２のクラスの例示的動作には、以下が含まれる。
・・長い直線の抽出：抽出された直線の線分（例えば、終点及び長さと共に、傾き－切片
の形式で表される）のリストを返す
・・長い直線が交差する点のリスト（例えば、行／列の形式で表される）
・・楕円ファインダ：抽出された楕円のリストを返す（この場合及び他の場合、注目され
た特徴の場所及びパラメータがリストに含まれる）
・・円柱ファインダ：可能性のある３Ｄ円柱のリストを返す（長い直線を使用）
・・ヒストグラムベースのブロブ抽出：それらのローカルヒストグラムによって区別され
る画像領域のリストを返す
・・境界ベースのブロブ抽出：それらの境界特性によって区別される画像領域のリストを
返す
・・各コンポーネントブロブ（完全画像を含む）が、その中に完全に含まれる互いに素の
サブブロブを有する、ブロブ「ツリー」。有用なスケール不変の（又は、少なくともスケ
ール耐性の）情報を保持することができる
・・・例：画像を複数の閾値で閾値化した結果
・・厳密な境界、例えば、閾値化されたブロブ領域の厳密な境界
・・不明瞭な境界、例えば、閾値化されたブロブの境界とは異なり、適度に密な領域境界
をもたらすが、小さい間隙又は不一致を有することがある、エッジ又は点のリスト
【０１９４】
　第３のクラスのそのようなルーチンの、進行中の処理は、出力キーベクトルデータとし
て、テーブル又はヒストグラムを作り出す。この第３のクラスの例示的動作には、以下が
含まれる。
・・色相、彩度、色、明るさ、エッジ値、テクスチャなどのヒストグラム
・・例えば、１Ｄ値の、特徴共起を示す、２Ｄヒストグラム又はテーブル：（色相、彩度
）、（ｘ－彩度、ｙ－彩度）、又は、ある他の組み合わせ
【０１９５】
　第４のクラスのそのようなデフォルトの画像処理演算は、共通の非画像オブジェクトに
おける動作からなる。この第４のクラスの例示的動作には、以下が含まれる。
・・分割／マージ：入力ブロブリストは、新しい異なるブロブリストを生じる
・・境界修復：入力ブロブリストは、より滑らかな境界を有するブロブのリストを生じる
・・ブロブ追跡：入力ブロブリストのシーケンスは、ブロブシーケンスのリストを生じる
・・正規化：画像ヒストグラム、及び、ヒストグラムベースのブロブのリストは、画像を
（おそらく、「領域タイプ」値及び「バックグラウンド」値（複数可）へ）再マッピング
するためのテーブルを返す
【０１９６】
　前述の動作は当然、例示的でしかない。ルーチン的に行うことができる、大変多くの他
の低レベルの動作がある。上記のタイプのかなり大きいセットは、しかし、一般に有用で
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あり、かなり小さいライブラリを必要とし、一般に入手可能なＣＰＵ／ＧＰＵ要件内で実
装可能である。
コンテキスト的にトリガされた画像処理：バーコード復号
【０１９７】
　これまでの考察は、システムが、様々なより特化された機能のための入力としての機能
を果たすことができるキーベクトルデータを提供するために、ルーチン的に行ってもよい
様々な動作について述べた。これらのより特化された機能は、トップダウンの方法で（例
えば、ユーザ命令によって）、又は、ボトムアップの方法で（例えば、すべてのデータ述
語の可用性によって）開始することができる。
【０１９８】
　直前に詳述された動作に加えて、システムはまた、処理を起動して、コンテキストに基
づいて他のキーベクトルを生成してもよい。
【０１９９】
　例示のため、場所を考えられたい。ジオロケーションデータを参照することによって、
デバイスは、ユーザが食料雑貨店にいると決定してもよい。この場合、システムは、食料
雑貨店に一般に関連のあるアプリケーションにとって有用でありうるキーベクトルデータ
を生成する、追加の画像処理演算の実行を自動的に開始してもよい。（これらの自動的に
トリガされたアプリケーションは、さらに、そのトリガされたアプリケーションのための
入力を提供するために必要とされる、他のアプリケーションを呼び出してもよい。）
【０２００】
　例えば、食料雑貨店で、ユーザはバーコードに遭遇すると予期されうる。バーコード復
号には、２つの異なる態様が含まれる。第１は、視野内でバーコード領域を発見すること
である。第２は、識別された領域内でラインシンボロジーを復号することである。前者の
態様に関連付けられた動作は、ユーザが食料雑貨店（又は他の小売店）にいると決定され
るとき、ルーチン的に着手することができる。すなわち、以前に詳述された、ルーチン的
に行われる画像処理演算のセットは、－食料雑貨店内のユーザの場所によってトリガされ
た－コンテキスト的にトリガされた動作のさらなるセットの追加によって、一時的に拡大
される。
【０２０１】
　バーコードの発見は、画像のグレースケールバージョンを解析して、水平方向に高い画
像コントラスト、及び、垂直方向に低い画像コントラストを有する領域を識別することに
よって、行うことができる。したがって、食料雑貨店内であるとき、システムは、ルーチ
ン的に行われる画像処理演算のカタログを拡大して、例えば、対象ピクセルの両側２～８
ピクセルなど、位置測定される水平グレースケール画像コントラストの測定の計算をも含
めてもよい。（１つのこのような測定は、複数の近接したピクセルの値の差異の絶対値を
合計することである。）コントラスト情報のこのフレーム（すなわち、ダウンサンプリン
グされたフレーム）は、キーベクトル－そのコンテンツについてラベルが付けられ、他の
処理が見て使用するために投稿される－を含むことができる。同様に、システムは、位置
測定される垂直グレースケール画像コントラストを計算し、これらの結果を別のキーベク
トルとして投稿することができる。
【０２０２】
　システムは、画像内の点毎に、ローカル垂直画像コントラストの計算された測定を、ロ
ーカル水平画像コントラストの計算された測定から減算することによって、これらの２つ
のキーベクトルをさらに処理してもよい。通常、この動作は、雑然としたデータのフレー
ムを－強度に正の点で、且つ、強度に負の点で－生じる。しかし、バーコード領域では、
雑然さがはるかに少なく－バーコード領域にわたって強度に正の値を有する。このデータ
もまた、他の処理が、ユーザが食料雑貨店内にいる間にルーチン的に作り出されるさらに
もう１つの（第３の）キーベクトルとして見るために、投稿することができる。
【０２０３】
　第４のキーベクトルを、閾値化動作を適用すること－ターゲット値を超える値を有する
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点のみを識別すること－によって、第３のキーベクトルから作り出してもよい。この動作
はしたがって、画像内で、特性において潜在的にバーコードのように、すなわち、水平コ
ントラストが強く、垂直コントラストが弱いように見える点を識別する。
【０２０４】
　第５のキーベクトルを、連結成分解析を適用すること－特性において潜在的にバーコー
ドのように見える点の領域（ブロブ）を定義すること－によって、第４のキーベクトルか
ら作り出してもよい。
【０２０５】
　第６のキーベクトルを、第５のキーベクトルによって作り出してもよく－３つの値から
なり、すなわち、最大ブロブ内の点の数、並びに、そのブロブの左上隅及び右下隅の場所
（画像フレームの左上隅のピクセルからの行及び列オフセットで定義される）である。
【０２０６】
　これらの６つのキーベクトルは、将来を見越して作り出される－ユーザが明示的にこれ
らのキーベクトルを要求することなく、ただ、ユーザが、食料雑貨店に関連付けられた場
所にいるからである。他のコンテキストでは、これらのキーベクトルは通常、作り出され
ることはない。
【０２０７】
　これらの６つの動作は、単一の認識エージェント（すなわち、バーコード位置指定エー
ジェント）を含んでもよい。又は、これらの６つの動作は、より大きい認識エージェント
（例えば、バーコード位置指定／読み取りエージェント）の一部であってもよく、又は、
個々に若しくは組み合わせてそれら自体の認識エージェントである下位機能であってもよ
い。
【０２０８】
　（バーコード読み取り処理における、より少数又はさらなる動作が同様に行われてもよ
いが、これらの６つは要点を例示する。）
【０２０９】
　バーコードリーダアプリケーションは、デバイス上にロードされたものの中にあっても
よい。食料雑貨店内であるとき、バーコードリーダアプリケーションは、とても低いレベ
ルの動作－例えば、１５，０００を超える値を求めて、上述の第６のキーベクトルの第１
のパラメータを調べるに過ぎないことを行う－で、うまくいくことがある。このテストが
満たされる場合、バーコードリーダは、システムに対し、ぼんやりとしたバーコードを示
すボーブルを、この第６のキーベクトルの第２及び第３のパラメータによって識別された
ブロブの隅の点の場所の間の中間にあるフレーム内の場所で提示するように、命令しても
よい。このボーブルは、バーコードかもしれない何か、及び、フレーム内でそれが現れる
場所をデバイスが検知したことを、ユーザに伝える。
【０２１０】
　ユーザがそのぼんやりとしたボーブルをタップする場合、これは、バーコードを復号す
るために必要とされた他の動作を（トップダウンで）起動する。例えば、第６のキーベク
トル内で識別された２つの隅の点の間の画像の領域が抽出され－第７のキーベクトルが形
成される。
【０２１１】
　一連のさらなる動作が次いで、続いて起こる。これらの動作には、抽出された領域を低
周波エッジ検出器によりフィルタリングすること、及び、ハフ変換を使用して、ほぼ垂直
な線を検索することが含まれうる。
【０２１２】
　次いで、フィルタリングされた画像内の行毎に、開始、中央及び終了バーコードパター
ンの位置が、バーコードの評価済みの右及び左のエッジをガイドとして使用して、相関を
通じて識別される。次いで、バーコードの数字毎に、行内の数字の位置が決定され、行の
その位置のピクセルが可能性のある数字コードと相関させられて、最良のマッチが決定さ
れる。これがバーコードの数字毎に繰り返され、候補バーコードペイロードが生じる。パ
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リティテスト及びチェックディジットテストが次いで、その行からの結果に対して実行さ
れ、そのペイロードの発生カウントがインクリメントされる。これらの動作が次いで、フ
ィルタリングされた画像内でさらにいくつかの行に対して繰り返される。最高発生カウン
トを有するペイロードが次いで、正しいバーコードペイロードと見なされる。
【０２１３】
　この時点で、システムは、バーコードのボーブルを明るく照らすことができ－データが
満足に抽出されたことを示すことができる。ユーザが明るいボーブルをタップする場合、
デバイスは、アクションのメニューを提示することができ、又は、復号されたバーコード
に関連付けられたデフォルトのアクションを起動することができる。
【０２１４】
　直前に記載された構成では、システムは、第６のキーベクトルを生成した後、そのルー
チン動作を停止するが、さらに進行した可能性がある。しかし、リソース制約のため、機
会がある毎に、例えば、第６のキーベクトルの第１のパラメータが１５，０００を超える
とき、さらに進行することは実用的でないことがある。
【０２１５】
　１つの代替構成では、システムは、例えば、３秒に一回、さらに進行してもよい。各３
秒間隔の間、システムは、第６のキーベクトルの第１のパラメータを監視し－（１）１５
，０００を超える値、及び（２）その３秒間隔内ですべての以前の値を超える値を探す。
これらの条件が満たされるとき、システムは、このフレームをバッファし、おそらく、い
ずれかの予めバッファされたフレームに上書きすることができる。３秒間隔の終わりに、
フレームがバッファされる場合、そのフレームは、その３秒間隔内のいずれかの第１のパ
ラメータの最大値を有するフレームである。そのフレームから、システムは次いで、－有
効なバーコードペイロードがうまく復号される場合、ボーブルを明るく照らす間ずっと－
関心領域を抽出し、低周波エッジ検出器を適用し、ハフ手順を使用して線を発見すること
等々を行うことができる。
【０２１６】
　機械的に３秒毎にバーコード読み取り動作を完了しようとするのではなく、システムは
、日和見的に－中間結果が特に見込みがあるとき－そのようにすることができる。
【０２１７】
　例えば、関心領域内の点の数が１５，０００を超えるときは常に、バーコード読み取り
処理が進行してもよいが、その値は、バーコード読み取りの試行が実りの多い可能性があ
る最小閾値である。バーコードをうまく読み取る可能性は、この点の領域がより大きくな
るにつれて増す。そのため、３秒に１回、復号処理でさらに進行するのではなく、さらな
る処理が、第６のキーベクトルの第１のパラメータで５０，０００（又は、１００，００
０若しくは５００，０００など）を超える値の発生によってトリガされてもよい。
【０２１８】
　このような大きい値は、はっきりと見えるバーコードがカメラのビューイングフレーム
のかなりの要部を占めることを示す。これは、ユーザによる意図的なアクション－バーコ
ードのよいビューをキャプチャすること－を示唆する。この場合、バーコード読み取り動
作の残りを起動することができる。これは、直観的感覚をデバイスの振る舞いにもたらし
、すなわち、ユーザはバーコードを撮像することを明らかに意図し、システムは－いかな
る他の命令もなしに－バーコード読み取り動作を完了するために必要とされたさらなる動
作を起動したということである。
【０２１９】
　同様に、システムは－あるタイプの動作に特に適した画像情報の可用性から－そのある
タイプの動作をユーザが意図するか、又はそれによって利益を得るであろうと推論するこ
とができる。システムは次いで、その動作のために必要とされた処理に着手し、直観的応
答を生じることができる。（テキストのような画像は、ＯＣＲ処理に関連付けられた動作
をトリガすることができ、顔のような特徴は、顔認識に関連付けられた動作をトリガする
ことができる、などである。）
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【０２２０】
　これは、コンテキストにかかわらず、行うことができる。例えば、デバイスは、現在の
環境についてのある手がかりを周期的にチェックすることができ、例えば、－バーコード
がビュー内にあるかもしれない場合に備えて－画像フレーム内の水平対垂直グレースケー
ルコントラストを時々チェックする。そのような動作は、ルーチン的にロードされ、又は
、コンテキストのためにロードされたものの中にはないことがあるが、例えば、いずれに
しても５秒に１回ほど着手することができ、その理由は、計算コストが小さく、視覚的に
有用な情報の発見がユーザによって評価されうるからである。
【０２２１】
　コンテキストに戻ると、ユーザの場所が食料雑貨店内であったため、システムが異なる
セットのバックグラウンド画像処理演算に自動的に着手したと同時に、システムは、他の
状況又はコンテキストに基づいて、そのセットのルーチン的に発生する処理動作を同様に
適合させることができる。
【０２２２】
　１つは、履歴（すなわち、ユーザの、又は、ユーザの社会的な同等者の）である。通常
、我々は、自宅でバーコードリーダを使用することはない。しかし、本のコレクターは、
家庭の書庫にある新しい本を、それらの本のＩＳＢＮバーコードを読み取ることによって
カタログ化することがある。最初にユーザが自宅でこの機能性のためにデバイスを用いる
とき、上述の第１から第６のキーベクトルを生成する動作がトップダウンの方法で起動さ
れる－ユーザがデバイスのＵＩを通じて、バーコードの読み取りに関心があることを示す
ので、起動される－ことが必要である場合がある。２回目も同様である。しかし、システ
ムは、（１）特定の場所、すなわち自宅にいるユーザ、及び（２）バーコード読み取り機
能性のアクティベーションの、繰り返された共起に気付くことが望ましい。そのような過
去にあったパターンが確立された後、システムは、ユーザが自宅の場所にいるときは常に
、上述の第１から第６のキーベクトルの生成をルーチン的に可能にしてもよい。
【０２２３】
　システムは、ユーザがバーコード読み取り機能性を自宅で夕方にのみアクティベートす
ることを、さらに見極めてもよい。このように、時間もまた、ある画像処理演算の自動起
動をトリガする、別のコンテキスト的要因であることが可能であり、すなわち、これらの
キーベクトルは、ユーザが夕方に自宅にいるとき、生成される。
【０２２４】
　社会的な情報もまた、トリガリングデータを提供することが可能である。ユーザは、一
人で行う趣味としてのみ、本をカタログ化することがある。配偶者が家にいるとき、ユー
ザは本をカタログ化しないことがある。配偶者が家にいることは、様々な方法で検知され
てもよい。１つは、配偶者の携帯電話からのブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）無線
信号ブロードキャストによるものである。このように、バーコード位置指定キーベクトル
は、（１）ユーザが自宅にいる、（２）夕方に、（３）ユーザの配偶者の近くではないと
き、自動的に生成されてもよい。配偶者がいる場合、又は、昼間である場合、又は、ユー
ザが家（及び、食料雑貨店）から離れている場合、システムは、バーコード位置指定に関
連付けられたキーベクトルをルーチン的に生成しないことがある。
【０２２５】
　このような繰り返される状況の共起を検出するために、ユーザの振る舞いのベイズ又は
他の統計モデルをコンパイル且つ利用し、次いで、それに基づいてアクションをトリガす
るために使用することができる。
【０２２６】
　（これに関連して、マイクロプロセッサ設計における分岐予測の科学は、情報を与える
ものでありうる。現代のプロセッサは、数十段階を含むことがあるパイプラインを含み－
１５又は２０ステップ先で使用されるべき命令をフェッチするロジックを必要とする。誤
った推測があると、パイプラインのフラッシュが必要となり－性能面で著しい不利益を被
る可能性がある。マイクロプロセッサはしたがって、分岐予測レジスタを含み、このレジ
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スタは、例えば、過去２５５回で条件付き分岐がどのように解決されたかを追跡する。こ
のような履歴情報に基づいて、プロセッサの性能は大幅に強化される。同様に、－ユーザ
及び代理人（例えば、ユーザの社会的な同等者、又は、人口統計学的な同等者）の双方に
よる－デバイス使用の過去にあったパターンを追跡すること、及び、そのような情報に基
づいてシステムの振る舞いを調整することで、重要な性能改善をもたらすことができる。
）
【０２２７】
　音声の手がかり（さらに後述する）もまた、ある画像処理演算の自動トリガリングに関
与してもよい。聴覚の手がかりが、ユーザが屋外にいることを示唆する場合、あるセット
の追加のバックグラウンド処理動作を起動することができ、この手がかりが、ユーザが運
転中であることを示唆する場合、異なるセットの動作を起動することができる。音声がテ
レビのサウンドトラックの顕著な特徴を有する場合、又は、この音声が、ユーザが職場環
境にいることを示唆する場合、同様である。システムにロードされ、実行中のソフトウェ
アコンポーネントは、このように、その特定の環境内で－遭遇することがある刺激－又は
、ユーザが要求することがある動作－を予想して、自動的に適合することができる。（同
様に、異なる音声処理動作を適用して、異なる音声機能によって必要とされたキーベクト
ルを生成する聴覚デバイスでは、視覚的環境から検知された情報は、通常は実行されるこ
とがないある音声処理動作が可能であることを指図するコンテキストを示すことができる
。）
【０２２８】
　環境の手がかりもまた、ある機能が選択され、起動され、又は調整されることを可能に
する。デバイスが、周辺温度が摂氏マイナス１０度であることを検知する場合、ユーザは
、推定上、冬の屋外にいる。顔認識が（例えば、ユーザ命令によって、又は、他の手がか
りによって）指示される場合、画像内に描かれたどの顔も帽子及び／又はスカーフにくる
まっていることがある。したがって、異なるセットの顔認識動作が用いられる－顔のある
部分のマスキングを考慮に入れる－ことは、例えば、コンテキストが、人々の髪及び耳が
露出されると予期される暑い夏の日である場合よりも、ありうることである。
【０２２９】
　システムとの他のユーザインタラクションが気付かれ、－気付かれたユーザインタラク
ションがそのような動作を含まない場合であっても－通常は実行されないある画像処理演
算の開始につながる可能性がある。（例えば、テキスト又は発話入力によって）デバイス
のウェブブラウザに、近所のレストランを識別するためのクエリを出すユーザを考えられ
たい。このクエリは、カメラ又は画像を含むものではない。しかし、そのようなインタラ
クションから、システムは、ユーザが間もなく（１）場所を変更し、（２）レストラン環
境にいるようになると、推論してもよい。したがって、システムは、例えば、（１）新し
い場所にナビゲートすること、及び（２）レストランメニューに対処することにおいて、
助けとなることがある画像処理演算を起動してもよい。
【０２３０】
　ナビゲーションは、カメラからの画像を、（例えば、ＳＩＦＴを使用して、グーグルス
トリートビュー（Ｓｔｒｅｅｔｖｉｅｗ）又は他の画像リポジトリからの）ユーザの予期
されたルートに沿った縁石側の画像とパターンマッチングすることによって、支援されて
もよい。関連のある画像をグーグルから獲得することに加えて、デバイスは、スケール不
変の特徴変換動作に関連付けられた画像処理演算を開始することができる。
【０２３１】
　例えば、デバイスは、カメラによって異なるスケール状態でキャプチャされた画像フレ
ームを再サンプリングし、各々についてのキーベクトルを作り出すことができる。これら
の各々に対して、ガウス関数の差分（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｇａｕｓｓｉａｎｓ
　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）が適用され、さらなるキーベクトルを生じてもよい。処理制約が許
す場合、これらのキーベクトルをブラーフィルタにより畳み込み、またさらなるキーベク
トルなどを作り出すことが－すべて、ＳＩＦＴパターンマッチングの使用の可能性を予想
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して－できる。
【０２３２】
　レストランメニューを見ることを予想して、ＯＣＲ機能性に付随する動作を起動するこ
とができる。
【０２３３】
　例えば、デフォルトのセットのバックグラウンド画像処理演算は、長いエッジのための
検出器を含むが、ＯＣＲでは、短いエッジを識別することが必要となる。したがって、短
いエッジを識別するアルゴリズムが起動されてもよく、この出力をキーベクトルにおいて
表すことができる。
【０２３４】
　閉輪郭を定義するエッジを使用して、文字－候補ブロブを識別することができる。文字
の線を、これらのブロブの位置から導出することができ、スキュー補正を適用することが
できる。文字ブロブのスキュー補正された線から、候補語領域を見極めることができる。
パターンマッチングを次いで適用して、それらの語領域のための候補テキストを識別する
ことができる。等々となる。
【０２３５】
　前述のように、これらの動作のすべてがあらゆる処理された画像フレームで行われうる
とは限らない。ある初期の動作がルーチン的に行われてもよく、（１）タイミングトリガ
、（２）これまでに処理されたデータの見込みがある属性、（３）ユーザ指示、又は（４
）他の基準に基づいて、さらなる動作に着手することができる。
【０２３６】
　食料雑貨店の例に戻ると、コンテキストは、着手される画像処理演算のタイプに影響を
与えることができるのみでなく、異なるタイプの情報（画像情報、並びに、例えばジオロ
ケーションなど、他の情報の双方）に起因するように、意味に影響を与えることもできる
。
【０２３７】
　食料雑貨店で画像のフレームをキャプチャする、ユーザの電話を考えられたい。電話は
、直ちに応答し－ユーザがスープの缶の方に向いていることを示唆してもよい。電話は、
ジオロケーションデータ及び磁力計（コンパス）データを、その特定の店のレイアウトに
ついての格納された情報－カメラがスープの棚の方を向いていることを示す－と共に参照
することによって、これを行うことができる。ボーブルは、その初期段階で、この最初の
推測をユーザへ、例えば、食料雑貨店の品目を表すアイコンによって、又はテキストによ
って、又はリンクされた情報によって伝えてもよい。
【０２３８】
　一瞬の後、キャプチャされたフレーム内のピクセルの初期処理中に、デバイスは、白い
ピクセルのブロブの隣にある赤いピクセルのブロブを見極めてもよい。食料雑貨店コンテ
キストに関連付けられた参照データソースを参照することによって（且つ、ここでもまた
、おそらく、ジオロケーション及びコンパスデータにも依拠して）、デバイスは、その品
目がキャンベル（Ｃａｍｐｂｅｌｌ’ｓ）スープの缶（その可能性が最も高い）又はケチ
ャップのボトル（その可能性がより低い）であると、迅速に（例えば、１秒未満で）推測
してもよい。長方形を表示画面上に重ね合わせ－デバイスによって検討中であるオブジェ
クト（複数可）の輪郭を描いてもよい。
【０２３９】
　１秒後、デバイスは、白い背景上の、トマトスープと書かれた－キャンベルスープの仮
説にさらなる信頼性を与える－大きい文字に対する、ＯＣＲ動作を完了していてもよい。
さらに、短い間隔の後、電話は、画像の赤いエリア内の様式化されたスクリプト「キャン
ベル」をなんとか認識し－そのオブジェクトが、キャンベルの配色をまねているストアブ
ランドのスープではないことを確認していてもよい。さらにすぐに、電話は、すぐ近くの
缶で見えるバーコードを復号し、サイズ、ロット番号、製造日、及び／又は、キャンベル
トマトスープに関する他の情報を詳述していてもよい。各段階で、ボーブル－又はリンク
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された情報－は、カメラが向いている方のオブジェクトの、デバイスによる精緻化された
理解に従って、進化する。（任意の時点で、ユーザは、デバイスに対し、－おそらく、素
早く振ることによって－その認識作業を停止するように命令し、バッテリ及び他のリソー
スを他のタスクのために保つことができる。）
【０２４０】
　対照的に、ユーザが屋外にいる（例えば、ＧＰＳ及び／又は明るい日差しによって検知
される）場合、白いピクセルのブロブの隣にある赤いピクセルのブロブに関する、電話の
最初の推測は、キャンベルスープ缶ではない可能性が高くなる。むしろ、電話は、そのブ
ロブを、米国の国旗、又は花、又は衣料品、又はギンガムのテーブルクロスであると推測
する可能性の方が高いことがあり－ここでもまた、屋外コンテキストに対応する情報のデ
ータストアを参照することによる。
直観的コンピューティングプラットフォーム（ＩＣＰ）コンテキストエンジン、識別子
【０２４１】
　アーサー　Ｃ．クラークは、「十分に進歩したいかなる技術も、魔法と区別がつかない
」と述べたと伝えられている。「進歩した」は、多くの意味を有する可能性があるが、魔
法に似た何かをモバイルデバイスに吹き込むために、本明細書ではこの用語を「直観的」
又は「スマート」と解釈する。
【０２４２】
　直観的振る舞いの重要な部分は、ユーザのありそうな意図を検知する－且つ、次いでそ
れに応答する－能力である。図１１に示すように、意図は、ユーザのみではなく、ユーザ
の過去の相関的要素でもある。加えて、意図は、ユーザの同等者のアクティビティ、及び
、彼らの過去の相関的要素と見なすこともできる。
【０２４３】
　意図の決定においては、コンテキストが鍵となる。すなわち、例えば、どこにユーザが
いるか、この場所で前回、何のアクティビティにユーザ及び他者が携わったかなどを知る
ことが、現時点でユーザの可能性の高いアクティビティ、ニーズ及び要望を見極める上で
価値があるという意味で、コンテキストは意図の推定に情報を与える。ユーザの振る舞い
についてのこのような自動化された推理は、人工知能の中心的な目標であり、この主題に
ついて多くのことが書かれてきた。（例えば、Ｃｈｏｕｄｈｕｒｙ他、「Ｔｏｗａｒｄｓ
　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｄａｔａｂａｓｅｓ：Ｕｓｉｎｇ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ｓｔ
ａｔｉｓｔｉｃａｌ　Ｍｏｄｅｌｓ　ｔｏ　Ｓｕｍｍａｒｉｚｅ　Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ　Ｌ
ｉｖｅｓ」、ＩＥＥＥ　Ｄａｔａ　Ｅｎｇ．Ｂｕｌｌ、２９（１）：４９～５８、２００
６年３月を参照。）
【０２４４】
　画像、音声、動き情報、場所、及びブルートゥース信号など、センサデータは、ユーザ
の可能性が高いアクティビティを推論する際（又は、起こりそうもないアクティビティを
除外する際）に有用である。Ｃｈｏｕｄｈｕｒｙで述べられたように、センサ情報を、複
数のアクティビティの間で弁別する助けとすることができる特徴へと処理する、ソフトウ
ェアモジュールに、そのようなデータを提供することができる。特徴には、高レベルの情
報（周囲におけるオブジェクトの識別、又は、すぐ近くの人々の数、その他など）、又は
、低レベルの情報（可聴周波数コンテンツ又は振幅、画像の形状、相関係数、その他など
）が含まれうる。そのような特徴から、計算モデルは、起こりそうなアクティビティ（例
えば、歩く、話す、コーヒーを買う、など）を推定することができる。
【０２４５】
　モバイルデバイスセンサによって提供された豊富なデータに加えて、コンテキスト（及
び、したがって意図）を理解する際に有用な他の特徴を、すぐ近くのオブジェクトから導
出することができる。木は、屋外コンテキストを示唆し、テレビは、屋内コンテキストを
示唆する。いくつかのオブジェクトは、関連付けられたメタデータを有しており－コンテ
キスト上の理解を大幅に促進する。例えば、ユーザの環境内のいくつかのオブジェクトは
、ＲＦＩＤなどを有することがある。ＲＦＩＤは、一意のオブジェクトＩＤを搬送する。
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これらの一意のオブジェクトＩＤに関連付けられ、典型的にはリモートデータストア内に
あるものは、ＲＦＩＤが添付されるオブジェクトについての固定メタデータ（例えば、色
、重さ、所有権、出所など）である。そのため、関連情報をピクセルのみから推定しよう
とするよりも、モバイルデバイス内－又は、モバイルデバイスがリンクする環境内－のセ
ンサは、これらの情報のキャリアを検知し、関連メタデータを取得し、本コンテキストを
理解する際にこの情報を使用することができる。
【０２４６】
　（ＲＦＩＤは例示的でしかなく、他の構成もまた用いることができ、例えば、デジタル
ウォーターマーキング、フィンガープリンティングなどである。）
【０２４７】
　ユーザのアクティビティは複雑であり、オブジェクトデータもセンサデータも、曖昧で
ない結論に向いていないので、ユーザの可能性が高いアクティビティ及び意図を推論する
ための計算モデルは、一般に確率的である。生成技術を使用することができる（例えば、
ベイズ、隠れマルコフなど）。クラス境界のための弁別技術（例えば、事後確率）もまた
、用いることができる。関係確率的及びマルコフネットワークモデルでも、同様である。
これらの手法では、確率は、ユーザの社会的グループ（複数可）内の他者のプロパティに
よって決まる可能性もある。
【０２４８】
　１つの特定の構成では、意図の決定は、ローカルデバイス観察に基づき、クラウドに格
納されうるテンプレートに対してマッピングされる。
【０２４９】
　意図を見極めることによって、本技術は、刺激に対する可能な応答の探索空間を縮小し
、本技術を使用して、入力データをセグメント化し、アクティビティ、オブジェクトを見
極め、識別子を作り出すことができる。識別子を、明示的な導出されたメタデータにより
構築することができる。
【０２５０】
　少々バックアップするため、あらゆるコンテンツオブジェクトが識別されることが望ま
しい。理想的には、オブジェクトの識別子は、グローバル一意且つ永続的となる。しかし
、モバイルデバイスのビジュアルクエリでは、この理想は達成不可能であることが多い（
ただし、例えば、デジタルウォーターマーク付きのしるしを有するオブジェクトの場合を
除く）。それにもかかわらず、ビジュアルクエリセッション内では、見極められた各オブ
ジェクトが、セッション内で一意である識別子を有することが望ましい。
【０２５１】
　一意識別子（ＵＩＤ）の１つの可能な構成物には、２つ又は３つの（又はそれより多い
）コンポーネントが含まれる。１つは、トランザクションＩＤであり、セッションＩＤで
あってもよい。（１つの適切なセッションＩＤは、疑似乱数であり、例えば、ＭＡＣ識別
子など、デバイス識別子がシードされたＰＲＮジェネレータによって作り出されるもので
ある。他の構成では、セッションＩＤは、センサが直前にオフ又はスリープ状態からアク
ティベートされたＵＮＩＸ時間など、セマンティック情報を搬送することができる）。こ
のようなトランザクションＩＤは、他の識別コンポーネントのために必要とされる範囲を
縮小する役目を果たし、識別子を一意にする助けとなる。このようなトランザクションＩ
Ｄはまた、オブジェクト識別を特定のセッション又はアクションのコンテキスト内に入れ
る。
【０２５２】
　識別子のもう１つのコンポーネントは、明示的オブジェクトＩＤであることが可能であ
り、以前に参照されたクランプＩＤであってもよい。これは典型的には、割り当てられた
識別子である。（いくつかの明確に識別可能な特徴又はオブジェクトを含めるようにクラ
ンプが決定される場合、さらなるビットをクランプＩＤに付加して、同じものを区別する
ことができる。）
【０２５３】
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　さらにもう１つのコンポーネントを、オブジェクト又は状況から、何らかの方法で導出
することができる。１つの簡単な例は、「フィンガープリント」－オブジェクト自体の特
徴から導出された、統計的に一意の識別情報（例えば、ＳＩＦＴ、画像署名など）である
。加えて、又は別法として、このコンポーネントは、コンテキスト、意図、推定された特
徴－後続の処理によってアイデンティティの決定を支援するために使用することができる
、本質的に任意のもの－に関する情報からなることがある。この第３のコンポーネントは
、導出されたメタデータ、又は、オブジェクトに関連付けられた「オーラ」であると見な
すことができる。
【０２５４】
　オブジェクト識別子は、そのようなコンポーネントの連結又は他の組み合わせでありう
る。
パイスライスなど
【０２５５】
　システムによって呼び出された異なる認識処理は、並行して、又は、循環的な連続した
方法で動作することができる。後者の場合、クロック信号などが、別々のパイスライスが
アクティベートされる律動を提供してもよい。
【０２５６】
　図１２は、このような循環的処理構成を、パイスライスの循環として示す。各スライス
は、認識エージェント処理又は別の処理を表す。矢印は、あるスライスから次のスライス
への進行を示す。右の拡大されたスライスによって示されるように、各スライスは、いく
つかの別個の段階又は状態を含むことができる。
【０２５７】
　本技術が直面する問題は、リソース制約である。制約がなかったならば、視覚／聴覚デ
バイスは、無数のリソース集中的認識アルゴリズムを、入ってくるデータの各フレーム及
びシーケンスに絶えず適用し－ユーザにとって潜在的な関心があるあらゆる項目について
、各々をチェックすることができるであろう。
【０２５８】
　現実世界では、処理にはコストがかかる。この問題は、入ってくるデータに適用される
べきであり、且つ、各々に充てるためのリソースのタイプ及び量を動的に決定しているべ
きである、動的識別処理の１つとして表現することができる。
【０２５９】
　図１２では、パイスライス（認識エージェント処理）の異なる段階は、リソース消費の
さらなるレベルに対応する。最も内部の（指し示された）段階は一般に、最も少ないリソ
ースを使用する。累積リソース負荷は、スライスの連続する段階による処理により増大す
る。（各段階は、それに先行した段階よりもリソース集中的となることが多いが、このこ
とは必須ではない。）
【０２６０】
　このタイプの振る舞いが達成可能である１つの方法は、認識及び他の動作を、モノリシ
ックな動作としてではなく、「カスケードされた動作のシーケンス」として実装すること
による。このようなシーケンスはしばしば、比較的低いオーバーヘッドを有する初期動作
に関与し、これらの動作は－－成功するとき－－より多くのリソースを必要とすることが
ある動作によって継続されうるが、現在は、可能性の高い成功の初期インジケータの後に
のみ開始される。この技術はまた、ある動作によって正常に使用された関連特徴に対する
、既に使用可能なキーベクトルの日和見的代用を容易にし、ここでもまた、前述のように
、リソースオーバーヘッドを減らすこともできる。
【０２６１】
　考察の目的で、顔認識エージェントを考えられたい。顔を識別するため、一連のテスト
が適用される。いずれかが失敗する場合、顔が存在することはありそうもないことである
。
【０２６２】
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　最初のテスト（多数の処理に共通する）は、カメラによって作り出された画像が、（例
えば、暗いハンドバッグ又はポケット内にあるときのカメラ出力と対比して）いずれかの
種類の特徴を有するかどうかをチェックすることである。これは、画像中のピクセルの場
所のまばらなサンプリングのための、グレースケールピクセル値の単純なヒストグラム解
析によって行われてもよい。ヒストグラム解析が、サンプリングされたピクセルのすべて
が実質的に同じグレースケール出力を有することを示す場合、さらなる処理をスキップす
ることができる。
【０２６３】
　ヒストグラムが、ピクセルグレースケール値においてある多様性を示す場合、画像を次
にエッジについてチェックすることができる。見極めることができるエッジのない画像は
、使用不可能な画像、例えば、大変ぼけているか、焦点が合っていない画像である可能性
が高い。上記に示したように、様々なエッジ検出フィルタが当業者によく知られている。
【０２６４】
　エッジが発見される場合、顔の検出手順は次に、いずれかのエッジが曲がっており、閉
領域を定義するかどうかをチェックしてもよい。（ある実装ではルーチンのバックグラウ
ンド動作として実行する楕円ファインダは、処理がこのステップで開始できるようにして
もよい。）
【０２６５】
　そうである場合、色ヒストグラムが行われて、閉領域内のかなりの割合のピクセルの色
相が互いに類似するかどうかが判定されてもよい（肌は、顔の大部分を構成する）。「か
なりの」は、３０％、５０％、７０％などより大きいことを意味してもよい。「類似」は
、ＣＩＥＬＡＢの意味で距離閾値内又は角回転内を意味してもよい。事前定義された肌の
色合いの範囲内の色のテストが、オプションで適用されてもよい。
【０２６６】
　次に、閾値化動作が適用されて、閉領域内の最も暗い５％のピクセルが識別されてもよ
い。これらのピクセルを解析して、これらのピクセルが、２つの目と調和するグループを
形成するかどうかを判定することができる。
【０２６７】
　このようなステップは、同様に、顔の候補（複数可）のための固有ベクトルの生成中ず
っと継続する。（顔の固有ベクトルは、顔の高次元ベクトル空間表現の確率分布の共分散
行列から計算される。）そうである場合、－ローカル又はリモートの－参照データ構造内
のマッチを求めて、固有ベクトルが検索されてもよい。
【０２６８】
　動作のいずれかが負の結果を生じる場合、システムは、見極めることができる顔が存在
しないという結論を下し、そのフレームに対するさらなる顔発見の取組みを終了すること
ができる。
【０２６９】
　これらのステップのすべてが、単一のパイスライス処理内の段階を形成することができ
る。別法として、１つ又は複数のステップは、基本的であり、且つ、いくつかの異なる処
理にとって有用であると見なされてもよい。そのような場合、そのようなステップ（複数
可）は、専用のパイスライス処理の一部を形成することはないが、代わりに別個でありう
る。そのようなステップ（複数可）を、１つ又は複数のパイスライス処理で実装し－他の
エージェント処理と共に循環的に実行し、それらの結果をブラックボードに投稿すること
ができる（他のエージェントがそれらの結果を発見することができるかどうかにかかわら
ず）。又は、そのようなステップ（複数可）を、他の方法で実装することができる。
【０２７０】
　システムの制限されたリソースを、異なる進行中の処理に適用する際、検出状態は、有
用な概念になりうる。各瞬間に、各エージェントによって求められる目標（例えば、顔を
認識すること）に達する可能性がより多いか又はより少ないと思われうる。すなわち、各
エージェントは、「大変見込みがある」から「中間的」を通じて「大変思わしくない」へ
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と至る連続体における、瞬時検出状態を有してもよい。検出状態が「見込みがある」の場
合、より多くのリソースがその取組みに割り振られてもよい。その検出状態が「思わしく
ない」に向かう傾向がある場合、より少ないリソースを割り振ることができる。（ある時
点で、システムにそのエージェントの取組みを終了させる、思わしくない状態の閾値に達
してもよい。）検出状態は、エージェント処理が関係する特定のパラメータに合わせて調
整される（別個の、又は、エージェント処理に含まれる）ソフトウェアルーチンによって
、循環的に定量化することができる。
【０２７１】
　あるリソースの割り振りの増大は、エージェント処理の次に続く段階が呼び出されると
き、発生する傾向がある（例えば、ＦＦＴ演算－７番目の段階で発生するかもしれない－
は、ヒストグラム演算－４番目の段階で発生するかもしれない－よりも、本質的に複雑で
ある）。しかし、システムはまた、リソースの割り振りを基本動作の複雑性とは別に計る
こともできる。例えば、所与の画像処理演算は、システムのＣＰＵ又はＧＰＵで行われる
かもしれない。ＦＦＴは、計算用の１ＭＢのスクラッチパッドメモリ、又は１０ＭＢで実
行されるかもしれない。ある処理は、いくつかの状況では（より高速に応答する）キャッ
シュデータストレージを使用することを許可されるかもしれないが、他の状況では、（よ
り遅く応答する）システムメモリのみを使用することを許可されるかもしれない。ある段
階は、ある場合には４Ｇネットワーク接続へのアクセスが付与されうるが、別の場合には
より遅い３Ｇ又はＷｉＦｉネットワーク接続へアクセスが付与されうる。最も見込みがあ
る結果を生じる処理には、システムリソースの消費において特権的ステータスを付与する
ことができる。
【０２７２】
　さらなる構成では、リソースの割り振りは、エージェントのその目標達成における状態
によって決まるだけでなく、そのためのエージェントの速度又は加速度によっても決まる
。例えば、最初のリソース取組みレベルに応答して、見込みがある結果が速く現れつつあ
る場合、追加のリソースを適用することができるだけでなく、見込みがある結果がそれほ
ど速く現れなかった場合より、より多くの追加のリソースを適用することができる。リソ
ースの割り振りは、このように、検出状態（又は、性能若しくは結果の他のメトリック）
のみによって決まる可能性があるのではなく、このような測定の１次又は高次導関数によ
っても決まる可能性がある。
【０２７３】
　関連して、ある検出エージェント処理のある段階によって作り出されたデータは、大変
見込みがあるので、その処理が１つ又は複数の段階より先にジャンプして－間にある段階
をスキップすることができることがある。これは、例えば、スキップされた段階（複数可
）が処理に必須の結果を出さないが、単に、またさらなる段階による処理の価値があると
いう、より大きい信頼を得るために着手される場合でありうる。例えば、認識エージェン
トは、段階１、２及び３を行い、次いで－段階３の出力からの信頼メトリックに基づいて
－段階４をスキップし、段階５を実行（又は、段階４及び５をスキップし、段階６を実行
するなど）してもよい。
【０２７４】
　リソース割り振り及び段階スキップは、検出状態によって促されうることと全く同様に
、ユーザ入力によっても促すことができる。ユーザが特定の処理を奨励する場合、その処
理に特別のリソースを割り振ることができ、及び／又は、そうでなければ、見込みがある
結果が足りないためにその動作が自動的に縮小されていたかもしれない時点を超えて、そ
の処理が継続してもよい。（例えば、前述の検出状態の連続体が、スコア０＜全く思わし
くない＞から１００＜全く有望な＞に及び、そのスコアが３５の閾値を下回る場合に処理
が通常は動作を終了する場合、ユーザがその処理を奨励する場合はその閾値を２５又は１
５まで下げてもよい。閾値の変化の量を、受けた奨励の量に関係付けることができる。）
【０２７５】
　ユーザの奨励は、明示又は暗示されうる。明示された奨励の一例は、ユーザが入力信号
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（例えば、画面のタップなど）を提供し、特定の動作が行われることを命令すること（例
えば、システムに対して、描かれた人を識別するために画像を処理するように命令するＵ
Ｉコマンド）である。
【０２７６】
　いくつかの実施形態では、カメラは画像を連続してキャプチャしており－特定のユーザ
命令なしに視覚的環境を監視している。そのような場合、ユーザがシャッターボタンなど
をアクティベートする場合、そのアクションを、その瞬間にフレーミングされた画像を処
理するようにと、明示されたユーザの奨励の証拠として解釈することができる。
【０２７７】
　暗示された奨励の一例は、ユーザが、画像内に描かれた人をタップすることである。こ
れは、その人についてもっと知るための合図として意図され、又は、ランダムな行為であ
ることがある。とにかく、システムに、画像のその部分に関する処理、例えば、顔認識へ
のリソース割り振りを増大させれば、十分である。（他の処理もまた優先されてもよく、
例えば、その人が身につけたハンドバッグ又は靴を識別すること、及び、顔認識による識
別の後にその人についての事実を調査すること－ソーシャルネットワーク、例えば、リン
クトイン又はフェイスブックの使用を通じて、グーグル、ｐｉｐｌ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ、又
は他のリソースの使用を通じてなど－である。）
【０２７８】
　タップの場所を、どのくらいの量のリソース増大が異なるタスクに適用されるべきであ
るか（例えば、奨励の量）を決定する際に、使用することができる。人が画像内の顔をタ
ップする場合、ユーザが画像内の人の靴をタップする場合よりも、より多くの特別のリソ
ースが顔認識処理に適用されてもよい。この後者の場合、靴識別処理に、顔認識処理より
も大きいリソース増大が割り振られてもよい。（靴をタップすることで、靴認識処理が既
に進行中ではない場合、開始することもできる。）
【０２７９】
　暗示されたユーザ奨励のもう１つの例は、ユーザがカメラを位置決めして、特定の被写
体が画像フレームの中心点にあるようにすることである。これは、システムがフレームの
時系列に留意する場合に特に有望であり、この際、カメラは新しい方向に向けられ－特定
の被写体が中心点に移動される。
【０２８０】
　前述のように、被写体は、いくつかの部分（靴、ハンドバッグ、顔など）からなること
がある。そのような各部分とフレームの中心の間の距離は、奨励の量と逆相関すると見な
すことができる。すなわち、中心フレームの部分は、暗示的に最も奨励され、他の部分は
、距離と共に連続的により少なく奨励される。（数学関数は、距離を奨励に関係付けるこ
とができる。例えば、フレームの中心とされる部分は、０～１００のスケールで、１００
の奨励値を有することができる。画像フレームの遠い周辺の任意の部分は、０の奨励値を
有することができる。中間の位置は、直線関係、力関係、三角関数、又は他の方法による
奨励値に対応してもよい。）
【０２８１】
　カメラがズームレンズ（又はデジタルズーム機能）を装備しており、カメラが特定の被
写体（又は一部）にズームインされるフレームの時系列に留意する場合、そのようなアク
ションを、その特定の被写体／部分のための暗示されたユーザ奨励として見なすことがで
きる。フレームの時系列なしであっても、ズームの度合いを示すデータを、フレーミング
された被写体へのユーザの関心の測定として見なすことができ、奨励の測定へと数学的に
変換することができる。
【０２８２】
　例えば、カメラが１Ｘから５Ｘのズーム範囲を有する場合、５Ｘのズームは、１００の
奨励係数に対応してもよく、１Ｘのズームは、１の奨励係数に対応してもよい。中間ズー
ム値は、直線関係、力関係、三角関数などによる奨励係数に対応してもよい。
【０２８３】
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　意図の推論はまた、画像フレーム内の特徴の向きに基づいてもよい。ユーザは一般に、
所期の被写体を垂直にフレーミングする向きで、イメージングデバイスを押さえると考え
られる。加速度計データを参照することによって、又は他の方法で、デバイスは、ユーザ
がイメージャを「風景」モード画像をキャプチャするための位置で押さえているか、「ポ
ートレート」モード画像をキャプチャするための位置で押さえているかを見極めることが
でき、そこから「垂直」を決定することができる。垂直に向けられた主軸（例えば、大体
対称の軸）を有する、画像フレーム内のオブジェクトは、垂直から傾いているオブジェク
トよりも、ユーザの意図の被写体である可能性がより高い。
【０２８４】
　（画像フレーム内でユーザの意図の被写体を推論するための他の手がかりは、米国特許
第６９４７５７１号で論じられている。）
【０２８５】
　これまでの考察は、負でない奨励値を企図したが、他の実施形態では、負の値を、例え
ば、特定の刺激に対する明示又は暗示されたユーザの無関心、フレームの中心から画像特
徴が遠く離れていることなどに関連して、利用することができる。
【０２８６】
　奨励－正及び負の種類の双方－を、他の処理によって提供することができる。バーコー
ド検出器が、フレームの中心のオブジェクトがバーコードであると検知することを開始す
る場合、その検出状態メトリックは増加する。このような結論は、しかし、フレームの中
心の被写体が顔である可能性に、異議を唱える傾向がある。したがって、第１の認識エー
ジェントによる検出状態メトリックの増加は、その第１のエージェントと相互排他的であ
る可能性が高い他の認識エージェントにとって、負の奨励としての機能を果たすことがで
きる。
【０２８７】
　複数の認識エージェントのための奨励及び検出状態メトリックを、様々な数学的アルゴ
リズムによって組み合わせて、ハイブリッド制御メトリックを生じることができる。１つ
は、それらの和であり－２つのエージェント（奨励についての負の値がない）の場合、０
～２００に及ぶ出力を生じる。もう１つは、それらの積であり、０～１０，０００に及ぶ
出力を生じる。それらのそれぞれのハイブリッド制御メトリックが変化するとき、リソー
スを異なる認識エージェントに再割り振りすることができる。
【０２８８】
　認識エージェントは、アプリケーションに応じて、異なる粒度及び機能のものでありう
る。例えば、直前に論じた顔認識処理は、多数の段階の単一のパイスライスであってもよ
い。又は、いくつかの、又は数十の、関連のより単純な処理－各々それ自体のスライス－
として実装することができる。
【０２８９】
　図１２のパイスライス認識エージェントが、ＤＬＬ－所望のクラスのサービスを提供す
るために選択的にロード／呼び出されるコード－に類似していることは、理解されよう。
（実際に、いくつかの実装では、ＤＬＬに関連付けられたソフトウェア構成物を、例えば
、オペレーティングシステムで使用して、エージェントコードのロード／アンロードを管
理すること、そのような機能性の可用性を他のソフトウェアに発行することなどができる
。ＤＬＬベースのサービスもまた、認識エージェントと共に使用することができる。）し
かし、好ましい認識エージェントは、ＤＬＬとは異なる振る舞いを有する。一態様では、
この異なる振る舞いは、スロットリング又は状態ホッピングとして記述されうる。すなわ
ち、それらの実行－及び、リソースのサポート－は、１つ又は複数の要因、例えば、検出
状態、奨励などに基づいて変わる。
【０２９０】
　図１３は、図１２の構成の別の図を示す。この図は、異なる処理が異なる量のプロセッ
サ時間及び／又は他のリソースを消費する場合があることを明確にする。（実装は、もち
ろん、単一のプロセッサシステム又はマルチプロセッサシステム上でありうる。今後は、



(50) JP 2013-522938 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

マルチプロセッサシステムの異なるプロセッサ又は「コア」は、別々のタスクを行うよう
に割り当てられてもよい。）
【０２９１】
　時として、認識エージェントは、処理リソース、入力データ、又はそうでないものかに
かかわらず、満足の行くリソースの不足のために、その目標（複数可）を達成することが
できない。追加又はよりよいリソースがあれば、その目標は達成されるかもしれない。
【０２９２】
　例えば、顔認識エージェントは、画像がキャプチャされたとき、カメラが４５度傾いた
ために、画像内に描かれた人の顔を認識することができない場合がある。その角度では、
鼻は口の上－顔が存在するかどうかを見極める際に、エージェントが適用した可能性のあ
る基準－にはない。より多くの処理リソースがあれば、その基準が緩められるか、又は除
去されるかもしれない。或いは、別のエージェント－例えば、向き調節エージェント－か
らの、例えば、画像内の実際の水平線の傾きを識別する結果が入手可能であったならば、
顔が検出されたかもしれない。水平線の傾きを知ることで、顔認識エージェントが－顔を
識別することを可能にしたであろう－異なる角度から、「上」を理解することを可能にし
たかもしれない。（同様に、以前に又は後にキャプチャされたフレームが解析された場合
、顔が見極められたかもしれない。）
【０２９３】
　いくつかの構成では、他のリソースが入手可能になるとき、システムは、入力刺激（例
えば、画像）のさらなる解析を行う。簡単な例を挙げると、ユーザが電話をハンドバッグ
に入れ、カメラセンサが暗くなるか、又はどうしようもないほど焦点が合わなくなるとき
（又は、ユーザが電話をテーブルの上に置いたので、電話が固定されたシーン－おそらく
、テーブル又は天井－を凝視するとき）、ソフトウェアは、それらの目標を以前に達成す
ることができなかったエージェント処理を再アクティベートし、データを再検討してもよ
い。次々と入ってくる動画を処理する混乱、及び、関連付けられたリソース負荷がなけれ
ば、これらのエージェントはこのとき、例えば、以前に逃した顔を認識するという、それ
らの本来の目標を達成することができる場合がある。これを行う際、システムは、他のエ
ージェント処理からの出力データ－対象エージェントが最初に実行中であったときに入手
可能なもの、及び、また、対象エージェントが終了した後まで入手可能ではなかったそれ
らの結果の双方－を呼び戻してもよい。この他のデータは、以前に不成功であった処理が
その目標を達成する助けとなることがある。（電話の以前の動作中に収集された、収集さ
れた「ごみ」が、手がかり、及び、エージェントが実行された最初の処理環境で見落とさ
れた－又は、まだ入手可能ではなかった－助けとなる情報を求めて、見直されてもよい。
）このような「事後の熟考」動作中のバッテリの消耗を低減するため、電話は省電力状態
に切り替わってもよく、例えば、ある処理回路を無効にすること、プロセッサクロック速
度を下げることなどを行ってもよい。
【０２９４】
　関連構成では、電話でそれらの目標を達成することなく終了した処理の一部又は全部が
、クラウドで継続されてもよい。電話は、不成功のエージェント処理についての状態デー
タをクラウドへ送信し、電話が終わったところで、クラウドプロセッサが解析（例えば、
アルゴリズムステップ及びデータ）を再開できるようにしてもよい。電話はまた、他のエ
ージェント処理からの結果－不成功のエージェント処理が終了されたとき、入手可能でな
かったものを含む－をクラウドに提供することもできる。ここでもまた、以前に廃棄され
た情報がクラウドの処理との新しい関連性を持つようになる場合に備えて、データの「ご
み」を可能性のあるリソースとしてクラウドに提供することもできる。クラウドは、－電
話システムが見落とした可能性のある、有用な価値ある情報又は意味を発見しようと試み
て－すべてのそのようなデータの収集動作を行うことができる。これらの結果が電話に返
されるとき、これらの結果は、さらに、電話が過去又は現在に処理している情報を電話に
再査定させ、おそらく、そうでなければ逃していたであろう有用な情報を、電話が見極め
ることができるようにしてもよい。（例えば、そのデータ収集処理において、クラウドは
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、水平線が４５度傾いているように見えることを発見し、電話の顔認識エージェントが、
そうでなければ逃していたであろう顔を識別できるようにしてもよい。）
【０２９５】
　前述の考察は、認識エージェントに焦点を合わせたが、同じ技術をまた、例えば、向き
又はコンテキスト、その他の確立など、認識の補助的なものなど、他の処理に適用するこ
ともできる。
さらに制約について
【０２９６】
　図１４は、ある実施形態で用いることができる技術のある態様を描く概念図である。図
の最上部は、実行されうる認識エージェント（ＲＡ）サービスで満ちたホッパーを示し－
大部分は、そのサービスのための入力として使用されるべき１つ又は複数のキーベクトル
に関連付けられる。しかし、システム制約により、すべてのこれらのサービスの実行が可
能にされるわけではない。したがって、ホッパーの底は、制約によってゲートで制御され
るものとしてグラフィカルに図示され－バッテリ状態、ＣＰＵにおける他の需要などに応
じて、より多いか又はより少ないサービスが開始できるようになる。
【０２９７】
　実行可能にされるこれらのサービスは、ホッパーの下に示される。これらのサービスが
実行するとき、これらのサービスは、中間又は最終結果をブラックボードに投稿してもよ
い。（いくつかの実施形態では、これらのサービスは、ＵＩマネージャへ、別の認識エー
ジェントへ、監査証跡又は他のデータストアへなど、他の処理又はデータ構造へ出力を提
供して、オペレーティングシステムへ信号－例えば、ステートマシンを前進させるためな
ど－を出してもよい。）
【０２９８】
　知られているガベージコレクション技術がブラックボードで用いられて、もはや関連の
ないデータが除去される。除去されたデータは、ディスクファイルなど、長期ストアに転
送されて、他の解析においてリソースとしての機能を果たすようにしてもよい。（除去さ
れたデータはまた－下記のように－クラウドへ転送又はコピーされてもよい。）
【０２９９】
　いくつかのサービスは、完了まで実行して終了し（図では、１本の取り消し線によって
図示される）－他のサービスを実行可能にするリソースを解放する。他のサービスは、完
了より前にキルされる（二重取り消し線によって図示される）。これは、様々な理由で起
こる可能性がある。例えば、サービスからの中間結果が、見込みがないことがある（例え
ば、ある楕円はこのとき、顔よりも車のタイヤである可能性がより高いように見える）。
又は、システム制約は変わることがあり－例えば、リソースの不足のため、あるサービス
の終了を必要とする。又は、他のより見込みがあるサービスは、実行する準備ができ、リ
ソース再割り振りを要求することがある。図１４の例示には描かれないが、キルされる処
理からの中間結果は、－それらの動作中、又は、それらがキルされる時点で－ブラックボ
ードに投稿されてもよい。（例えば、ある楕円が顔よりも車のタイヤのように見える場合
、顔認識アプリケーションは終了してもよいが、車両認識エージェントは、そのような情
報を使用することができる。）
【０３００】
　ブラックボードに投稿されたデータは、様々な方法で使用される。１つは、ボーブルの
画面表示をトリガして、他のユーザインタフェース要件を満たすことである。
【０３０１】
　ブラックボードからのデータはまた、認識エージェントサービスへの入力として、例え
ば、入力キーベクトルとして、入手可能にされてもよい。加えて、ブラックボードデータ
は、新しいサービスが実行するための理由を知らせてもよい。例えば、楕円の検出は、－
ブラックボード上にレポートされるとき－顔認識サービスが実行されるべきであることを
知らせてもよい。ブラックボードデータはまた、（概念上の）ホッパー内で既に待機中の
サービスの関連性スコアを増し－そのサービスが実行されるようになる可能性をより高く
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してもよい。（例えば、その楕円が実際に車のタイヤであるという指示は、そのエージェ
ント処理が実行されるに至るほどに、車両認識処理の関連性スコアを増してもよい。）
【０３０２】
　関連性スコアの概念が、図１５に示される。データ構造は、実行される可能性のあるサ
ービスのリストを維持する（図１４のホッパーに類似）。関連性スコアは、各々について
示される。これは、そのサービスを実行する重要性の相対的指示である（例えば、１～１
００のスケールによる）。このスコアは、ブラックボード、コンテキスト、明示されたユ
ーザの意図、ユーザ履歴などで発見されたデータを含む、－特定のサービス及びアプリケ
ーションに応じた－複数の変数の相関的要素でありうる。関連性スコアは典型的には、よ
り多くのデータが入手可能になる、コンテキストが変化するなどにつれて、時間と共に変
化する。進行中の処理は、現在の条件に基づいて、関連性スコアを更新することができる
。
【０３０３】
　いくつかのサービスは、高度に関連があるようなスコアになるが、提供されうるよりも
多くのシステムリソースを要求し、そのため実行しないことがある。他のサービスは、関
連が弱いものでしかないようなスコアになることがあるが、リソース消費が大変控えめな
ので、それらの低い関連性スコアにかかわらず、実行されうるということがある。（この
クラスでは、以前に詳述された、定期的に行われる画像処理演算である場合がある。）
【０３０４】
　サービスを実行するためのコストを－リソース要件に関して－示すデータが、例示され
たデータ構造内で提供される（図１５のコストスコアという見出しの下）。このデータは
、関連性－コスト解析が行われることを可能にする。
【０３０５】
　例示されたコストスコアは、複数の数の配列であり－各々は、特定のリソース要件、例
えば、メモリ使用量、ＣＰＵ使用量、ＧＰＵ使用量、帯域幅、他のコスト（金銭的費用に
関連付けられたサービスのためなど）などに対応する。ここでもまた、例示的構成では、
任意の０～１００のスコアが示される。３つの数のみが示される（メモリ使用量、ＣＰＵ
使用量、及びクラウド帯域幅）が、より多くの又はより少ない数がもちろん使用されうる
。
【０３０６】
　関連性－コスト解析は、システム保証と同じように単純又は複雑になりうる。単純な解
析は、組み合わせられたコスト成分を関連性スコアから減算することであり、例えば、デ
ータ構造内の第１のエントリでは、－７０の結果を生じる。もう１つの単純な解析は、関
連性を、総計のコスト成分で除算することであり、例えば、第１のエントリでは、０．３
９６の結果を生じる。
【０３０７】
　類似の計算を、キュー内のすべてのサービスに対して行い、それによりサービスの順序
付けを決定することができる最終スコアを生じることができる。最終スコア列は、図１５
で、上記の第１の解析に基づいて提供される。
【０３０８】
　単純な実施形態では、サービスは、直観的コンピューティングプラットフォームに付与
されたリソース予算に達するまで、開始される。プラットフォームには、例えば、３００
ＭＢのＲＡＭメモリ、クラウドへの２５６Ｋビット／秒のデータチャネル、５０ミリワッ
トの電力消費量、並びに、ＣＰＵ、ＧＰＵ、及び／又は、他の制約のあるリソースについ
て同様に定義された予算が付与されうる。（これらの割り振りは、デバイスオペレーティ
ングシステムによって設定されてもよく、他のシステム機能が呼び出されるか、又は終了
するとき、変化してもよい。）これらの閾値のいずれかに達するとき、状況が変化するま
で、それ以上の認識エージェントサービスは開始されない。
【０３０９】
　単純ではあるが、この構成は、定義されたリソース予算のうち最初のものに達するとき
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、すべてのサービスを制限する。一般に好ましいものは、関連のある制約のうちいくつか
又は全部を考慮して、呼び出されたサービスを最適化しようとする構成である。したがっ
て、２５６Ｋビット／秒のクラウド帯域幅制約に達する場合、システムは、クラウド帯域
幅を必要としないさらなるサービスを、なお開始してもよい。
【０３１０】
　より高度な構成では、各候補サービスには、そのサービスに関連付けられた異なるコス
ト成分の各々についての性能指数スコアが割り当てられる。これは、最終スコアの計算の
ための上述の減算又は除算の手法によって、若しくは他の方法で行うことができる。減算
の手法を使用すると、図１５で最初にリストされたサービスのメモリ使用量についての３
７のコストスコアは、９のメモリ性能指数（すなわち、４６～３７）を生じる。ＣＰＵ使
用量及びクラウド帯域幅についてのサービスの性能指数は、それぞれ－１８及び３１であ
る。それらの異なるリソース要件に関して候補サービスにスコアを与えることによって、
システムリソースをより効率的に利用するサービスの選択を行うことができる。
【０３１１】
　新しい認識エージェントが起動され、他の認識エージェントが終了し、他のシステム処
理が変わるとき、リソースのヘッドルーム（制約）が変化するようになる。これらの動的
な制約は追跡され（図１６）、認識エージェントを起動（又は終了）する処理に影響を与
える。メモリ集中的なＲＡがその動作を完了し、４０ＭＢのメモリを解放する場合、プラ
ットフォームは、１つ又は複数の他のメモリ集中的なアプリケーションを起動して、最近
解放されたリソースを利用してもよい。
【０３１２】
　（異なるサービスの選択による異なるリソースの消費を最適化するタスクは、線形プロ
グラミングにおける課題であり、そのための多数の周知の手法があることは、当業者には
理解されよう。本明細書で詳述された構成は、実際に採用されうるものよりも単純である
が、概念を例示する助けとなる。）
【０３１３】
　図１５に戻ると、例示されたデータ構造はまた、「条件」データをも含む。あるサービ
スは、高度に関連があることがあり、リソースは、そのサービスを実行するために十分で
あることがある。しかし、実行に先立つ条件がまだ満たされないことがある。例えば、必
要なデータを提供する別の登録エージェントサービスが、まだ完了していないことがある
。又は、ユーザ（又はエージェントソフトウェア）がまだ、サービスによって要求された
支出を承認していないか、又は、サービスのクリックラップの法律上の契約に同意してい
ない、などのことがある。
【０３１４】
　サービスが実行を開始した後、リソース制約が変化して、総計の直観的コンピューティ
ングプラットフォームがその最大予算を超えるようにする場合であっても、そのサービス
が完了まで実行できるようにするために、プログラムされたバイアスが存在してもよい。
異なるバイアスを異なるサービスに、且つ、所与のサービスのための異なるリソースに関
連付けることができる。図１５は、異なる制約、例えば、メモリ、ＣＰＵ及びクラウド帯
域幅のためのバイアスを示す。場合によっては、バイアスは１００％未満であってもよく
、その場合、そのリソースの可用性がバイアスの数字より低い場合、そのサービスは起動
されることはない。
【０３１５】
　例えば、あるサービスは、総計のＩＣＰ帯域幅がその最大値の１１０％になるまで、実
行を継続してもよいのに対して、別のサービスは、１００％の閾値が越えられるとき、直
ちに終了してもよい。
【０３１６】
　あるサービスが特定のリソースの低ユーザである場合、より高いバイアスが許可されて
もよい。又は、あるサービスが高い関連性スコアを有する場合、より高いバイアスが許可
されてもよい。（バイアスは、バイアス＝９０＋関連性スコア、又は１００、どちらでも
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より大きい方など、関連性スコアから数学的に導出されてもよい。）
【０３１７】
　異なるサービス及び異なる制約に割り当てられたバイアスに応じて、リソース需要が指
図するとき、このような構成は、プログラマブルな方法でサービスの縮小を可能にする。
【０３１８】
　いくつかの構成では、スロットルバックされたリソースによってではあるが、サービス
が実行可能にされてもよい。例えば、あるサービスは通常、５０Ｋビット／秒の帯域幅要
件を有することがある。しかし、特定の状況では、その実行は、４０Ｋビット／秒の使用
に制限されてもよい。ここでもまた、これは、最適化における課題であり、その詳細は応
用例によって異なるようになる。
ローカルソフトウェア
【０３１９】
　１つの特定の実施形態では、モバイルデバイス上のローカルソフトウェアを、６つの異
なるクラスの機能を行うものとして概念することができる（インストール、及び、オペレ
ーティングシステムへのそれ自体の登録は含まない）。
【０３２０】
　第１のクラスの機能は、ユーザと通信することに関する。このクラスは、ユーザが入力
を提供し、例えば、ユーザが誰であるか、ユーザが何に関心を持っているか、何の認識動
作がユーザに関連があるか（木の葉：イエス、車両タイプ：ノー）などを指定することを
可能にする。（ユーザは、関心に応じて、異なる認識エンジンを申し込みしてもよい。）
ユーザインタフェース機能性もまた、－タッチスクリーン及びキーボード上の入力を検知
する、情報を表示画面上に出力するなど－ハードウェアＵＩデバイスのために必要とされ
たサポートを提供する。
【０３２１】
　ユーザと有効に通信するため、ソフトウェアは、ユーザの環境のある３Ｄ理解を有する
ことが望ましく、例えば、表現されている３Ｄ領域があるという知識によって情報が与え
られて、画面上に提示された２Ｄ情報を編成する方法、及び、カメラが３Ｄ世界を表現す
ることを知りながら、カメラによってキャプチャされた２Ｄ情報を理解する方法である。
これには、正射影ブリッティングプリミティブ（ｏｒｔｈｏｇｒａｐｈｉｃ　ｂｌｉｔｔ
ｉｎｇ　ｐｒｉｍｉｔｉｖｅｓ）のライブラリが含まれうる。これは、第２のクラスに入
る。
【０３２２】
　第２のクラスの機能は、一般的な向き調節、正射影、及び、オブジェクトシーン構文解
析に関する。これらの能力は、オブジェクト認識動作に情報を与える助けとなることがで
きる、コンテキストの共通項（例えば、空は上にある、この画像内の水平線は２０度右に
傾いている、など）を提供する。
【０３２３】
　第３のクラスは、実際のピクセル処理に入り、キーベクトル処理及びパッケージングと
呼ばれうる。これは、多数の知られているピクセル処理動作－変換、テンプレートマッチ
ング等々－である。ピクセル及びクランチ（ｃｒｕｎｃｈ）を取る。
【０３２４】
　８×８ブロックのピクセルは、多くの画像処理演算（例えば、ＪＰＥＧ）でよく知られ
ているが、そのグループは、本コンテキストではそれほど優勢ではない（ただし、ある状
況で使用されうる）。その代わりに、５つのタイプのピクセルグループが優勢である。
【０３２５】
　第１のグループは、全くグループではないが、グローバルである。例えば、レンズキャ
ップが付いているか？焦点の一般的な状態は何か？これは、－あるとしても－多くの構文
解析のないカテゴリである。
【０３２６】
　第２のグループは、長方形のエリアである。長方形のピクセルのブロックが、任意の数
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の動作のために要求されうる。
【０３２７】
　第３のグループは、長方形でない連続的なエリアである。
【０３２８】
　第４は、列挙されたピクセルのパッチワークである。まだ単一のフレーム内であるが、
これは、第２の及び第３のグループの組み合わせであり－首尾一貫性のある観念（例えば
、特定の認識タスクへの関連性など、含まれたピクセル間の関係を示す、あるメトリック
又はあるヒューリスティック）を有することが多い。
【０３２９】
　第５は、ピクセルのフレーム間の集まりである。これらは、ピクセルデータの時系列を
含む（フレームでないことが多い）。他のグループのように、特定の形式は、応用例に応
じて大幅に変わるようになる。
【０３３０】
　このピクセル処理クラスの機能の別の態様は、リソースが有限であり、例えば、顔を認
識するなど、それらの目標の達成に向かって進行しつつあるように見える処理に、ますま
す増える量で割り振られるべきであり、逆の場合も同じであることを認める。
【０３３１】
　ローカルソフトウェアによって行われるべき第４のクラスの機能は、コンテキストメタ
データ処理である。これは、例えば、ユーザによって入力された、センサによって供給さ
れた、又は、メモリから呼び戻された、多くの種類の情報を集めることを含む。
【０３３２】
　「コンテキスト」の１つの形式上の定義は、「エンティティ（ユーザ及びアプリケーシ
ョン自体を含む、ユーザとアプリケーションの間のインタラクションに関連があると考え
られる人、場所又はオブジェクトの状況を特徴付けるために使用することができる、任意
の情報」である。
【０３３３】
　コンテキスト情報には多くの種類がある可能性があり、計算コンテキスト（ネットワー
ク接続性、メモリ可用性、ＣＰＵ競合など）、ユーザコンテキスト（ユーザプロファイル
、場所、アクション、プリファレンス、近所の友達、ソーシャルネットワーク（複数可）
、及び、状況など）、物理的コンテキスト（例えば、照明、雑音レベル、トラフィックな
ど）、時間的コンテキスト（時刻、日、月、季節など）、上記の履歴などが含まれる。
【０３３４】
　ローカルソフトウェアのための第５のクラスの機能は、クラウドセッション管理である
。ソフトウェアは、異なるクラウドベースサービスプロバイダを、個々のタスクを実行す
るためのリソースとして登録すること、クラウドとの二重セッションをインスタンス化す
る（ＩＰ接続を確立し、トラフィックの流れを管理する）こと、リモートサービスプロバ
イダをピングする（例えば、それらのサービスが間もなく必要とされうるというアラート
を出す）ことなどを行う必要がある。
【０３３５】
　ローカルソフトウェアのための第６の最後のクラスの機能は、認識エージェント管理で
ある。これらの機能には、認識エージェント及びサービスプロバイダが、それらの入力要
件と、ランタイムでロード（又はアンロード）されなければならない、それらが依拠する
共通ライブラリ機能と、他のシステムコンポーネント／処理とのそれらのデータ及び他の
依存性と、共通項の処理を行うためのそれらの能力（場合によっては、他のサービスプロ
バイダに取って代わる）と、それらのシステムリソースの最大使用についての情報と、そ
れらの動作の各段階（図１２の考察を参照）及び各々によって課せられたリソース要求に
ついての詳細と、スロットルダウンされたリソースによるそれらの性能／振る舞いについ
てのデータなどとを、－携帯電話へ－発行するための構成が含まれる。この第６のクラス
の機能は次いで、これらのパラメータが与えられると、現在の状況に基づいて、認識エー
ジェントを管理し、例えば、結果及び現在のシステムパラメータに応じて、それぞれのサ
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ービスの強度をスロットルアップ又はスロットルダウンする。すなわち、認識エージェン
ト管理ソフトウェアは、エージェントの動作がシステムリソース制約に従って仲介される
手段としての機能を果たす。
サンプルの視覚的アプリケーション
【０３３６】
　１つの例示的アプリケーションは、表面上の複数の硬貨を見て、それらの合計額を計算
する役目を果たす。システムは、楕円発見処理（例えば、ハフアルゴリズム）を適用して
、硬貨を位置指定する。これらの硬貨は、互いに上に重なり合うことがあり、いくつかは
部分的にしか見えないことがあり、アルゴリズムは、検出する楕円の各部分の中心－各々
が異なる硬貨に対応する－を決定することができる。これらの楕円の軸は、ほぼ平行であ
るはずであり（斜めのビュー、すなわち、すべての硬貨が画像内で円として描かれるとは
限らないと仮定する）－このことは、この手順をチェックするものとしての機能を果たす
ことができる。
【０３３７】
　楕円が位置指定された後、硬貨の直径が査定されて、それぞれの額が識別される。（査
定された直径をヒストグラム化して、予期される直径で、又は、予期される直径比率で、
クラスタ化するようにすることができる。）
【０３３８】
　様々ないくつかの硬貨が存在する場合、これらの硬貨が、直径の比率のみによって－色
又はしるしを参照することなく－識別されてもよい。１０セント硬貨の直径は１７．９１
ｍｍであり、１ペニー硬貨の直径は１９．０５ｍｍであり、５セント硬貨の直径は２１．
２１ｍｍであり、２５セント硬貨の直径は２４．２６ｍｍである。１０セント硬貨に対し
て、１ペニー硬貨、５セント硬貨及び２５セント硬貨は、１．０６、１．１８及び１．３
５の直径比率を有する。１ペニー硬貨に対して、５セント硬貨及び２５セント硬貨は、１
．１１及び１．２７の直径比率を有する。５セント硬貨に対して、２５セント硬貨は、１
．１４の直径比率を有する。
【０３３９】
　これらの比率はすべて一意であり、即座の見極めを可能にするために十分広い間隔が空
いている。２つの硬貨が１．１４の直径比率を有する場合、小さい方は５セント硬貨に違
いなく、他方は２５セント硬貨に違いない。２つの硬貨が１．０６の直径比率を有する場
合、小さい方は１０セント硬貨に違いなく、他方は１ペニー硬貨に違いない、などとなる
。他の比率が発見される場合、何かが誤っている。（硬貨が楕円として描かれる場合であ
っても、直径の比率を決定することができ、その理由は、同じ視点から見られた楕円の寸
法が同様に比例するためであることに留意されたい。）
【０３４０】
　硬貨のすべてが同じタイプである場合、見えているしるしによって識別されてもよい。
【０３４１】
　いくつかの実施形態では、色もまた使用することができる（例えば、１ペニー硬貨を１
０セント硬貨と区別する際に支援するため）。
【０３４２】
　識別された２５セント硬貨の額を、識別された１０セント硬貨の額と、識別された５セ
ント硬貨の額と、識別された１ペニー硬貨の額と合計することによって、この表面上の硬
貨の合計額が決定される。この額をユーザに、適切なユーザインタフェース構成を通じて
提示又は公表することができる。
【０３４３】
　関連するアプリケーションは、山積みの硬貨を見て、それらの硬貨の発行国を決定する
。各国の異なる硬貨は、硬貨間の寸法の比率の一意のセットを有する。したがって、－上
記のような－直径比率の決定は、ある硬貨の集まりが米国のものか、カナダのものか、な
どを示すことができる。（１ペニー硬貨、５セント硬貨、１０セント硬貨、２５セント硬
貨、及び、カナダの５０セント硬貨は、例えば、１９．０５ｍｍ、２１．２ｍｍ、１８．
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０３ｍｍ、２３．８８ｍｍ及び２７．１３ｍｍの直径を有するので、その山が５セント硬
貨及び１ペニー硬貨のみを含む場合、ある曖昧さがあるが、他の硬貨が含まれる場合、こ
れは解決される）。
拡張環境
【０３４４】
　いくつかの構成では、シーンのマシンビジョン理解は、視野内で１つ又は複数の特徴又
はオブジェクトを位置決めすることによって支援され、それについての参照情報が知られ
（例えば、サイズ、位置、角度、色）、それによってシステムは、－関係により－他の特
徴を理解することができる。１つの特定の構成では、ターゲットパターンがシーンに含ま
れ、そこから、例えば、視空間内の表面までの距離及びその向きを見極めることができる
。そのようなターゲットはしたがって、距離及び向き情報をカメラシステムへ信号で送る
、ビーコンとしての機能を果たす。１つのそのようなターゲットは、トリップコード（Ｔ
ＲＩＰｃｏｄｅ）であり、例えば、ｄｅ　Ｉｐｉｎａ、ＴＲＩＰ：ａ　Ｌｏｗ－Ｃｏｓｔ
　Ｖｉｓｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｕｂｉｑｕｉ
ｔｏｕｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　ａｎｄ　Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｉｎｇ、Ｖｏｌ．６、Ｎｏ．３、２００２年５月、２０６～２１９ページに詳
述されている。
【０３４５】
　Ｉｐｉｎａ論文で詳述されるように、ターゲット（図１７に示す）は、ターゲットの半
径を含む情報を符号化し、カメラ付きシステムがカメラからターゲットまでの距離、及び
、ターゲットの３Ｄ姿勢を共に決定することを可能にする。ターゲットが視空間内のある
表面上（例えば、壁面）に位置する場合、Ｉｐｉｎａの構成は、カメラ付きシステムが、
壁までの距離、及び、カメラに対する壁の空間的な向きを共に理解することを可能にする
。
【０３４６】
　トリップコードは、スポットコード（ＳｐｏｔＣｏｄｅ）、次いで、ショットコード（
ＳｈｏｔＣｏｄｅ）（及び、時として、バンゴ〔Ｂａｎｇｏ〕）として継続的に知られな
がら、様々な実装を経てきた。現在は、ＯＰ３　Ｂ．Ｖ．によって商品化されていると考
えられる。
【０３４７】
　トリップコードターゲットの美的感覚は、いくつかの応用例には適していないが、他の
応用例にはよく適している。例えば、カーペット又はじゅうたんが、例えば、カーペット
の幅にわたって規則的又は不規則的な位置に位置する、繰り返されるデザイン特徴として
、トリップコードターゲットを組み込んで作られてもよい。そのようなカーペットの上に
立っている人を含むシーンを見るカメラは、その人までの距離を決定する際に（且つ、床
を包含する平面を定義するためにも）ターゲットを参照することができる。同様に、この
ターゲットを、壁紙、家具用の布製カバー、衣類、その他など、他の材料の設計に組み込
むことができる。
【０３４８】
　他の構成では、トリップコードターゲットは、人間の視覚系には見えないインクで印刷
することによって、それほどはっきり見えないようにされるが、例えば、赤外線スペクト
ルでは可視である。モバイル電話で使用される多くの画像センサは、赤外線スペクトルへ
の感度がよい。そのようなターゲットは、したがって、人間の注意から逃れるとしても、
キャプチャされた画像データから見極めることができる。
【０３４９】
　また、さらなる構成では、トリップコードの存在を、他のシーン特徴の中でカモフラー
ジュし、それにもかかわらず、モバイル電話によるその検出を可能にするようにすること
ができる。
【０３５０】
　１つのカモフラージュ方法は、カメラセンサによる画像シーンの周期的サンプリングに
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依拠する。そのようなサンプリングは、ある品目が人間によって直接点検されるときには
はっきりと見えない視覚的アーチファクト（例えば、エイリアシング、モアレ効果）を、
カメラによりキャプチャされた画像に導入することができる。画像センサの規則的間隔の
フォトセンサセルによって撮像されるとき、このようなアーチファクトの影響を通して現
れるように、トリップコードターゲットを導入するように設計されたパターンで、オブジ
ェクトを印刷することができるが、そうでなければ、このオブジェクトは見る人にとって
はっきりと見えない。（この同じ原理は、コピーに基づく偽造に強い小切手の作成で、有
利に使用される。「ボイド（ＶＯＩＤ）」という語など、潜像が、オリジナルの文書設計
のグラフィカル要素に組み込まれる。この潜像は、見る者にとってはっきりと見えない。
しかし、コピー機のイメージングシステムによってサンプリングされるとき、周期的サン
プリングは「ボイド（ＶＯＩＤ）」という語を浮かび上がらせ、コピーに現れるようにす
る。）様々なそのような技術は、ｖａｎ　Ｒｅｎｅｓｓｅ、Ｈｉｄｄｅｎ　ａｎｄ　Ｓｃ
ｒａｍｂｌｅｄ　Ｉｍａｇｅｓ－ａ　Ｒｅｖｉｅｗ、Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｎｄ　Ｃｏｕｎｔｅｒｆｅｉｔ　Ｄｅｔｅｒｒｅｎｃ
ｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ＩＶ、ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．４６７７、３３３～３４８ページ
、２００２年に詳述されている。
【０３５１】
　もう１つのカモフラージュ方法は、カラー印刷が一般に４つのインク、すなわち、シア
ン、マゼンタ、黄色及び黒（ＣＭＹＫ）で行われるという事実に依拠する。通常、黒の素
材は、黒インクで印刷される。しかし、黒はまた、シアン及びマゼンタ及び黄色を刷り重
ねることによって模造することもできる。人間にとって、これらの２つの技術は、基本的
に区別できない。デジカメでは、しかし、これらの２つの技術を容易に見極めることがで
きる。この理由は、黒インクが典型的には、比較的多い量の赤外光を吸収するのに対して
、シアン、マゼンタ及び黄色チャネルは、そうしないからである。
【０３５２】
　黒に見えるべきである領域では、印刷処理は、（例えば、白い下地の上に）重複するシ
アン、マゼンタ及び黄色インクのエリアを適用することができる。このエリアを次いで、
黒インクを使用して、トリップコードでさらに刷り重ね（又は事前印刷）することができ
る。見る者にとっては、このエリアはすべて黒く見える。しかし、カメラには、赤外線の
振る舞いからその違いが分かる。すなわち、黒インクの付いたトリップコードの領域内の
ある点で、白い下地を暗くする黒インクがあり、この黒インクは、そうでなければ白い下
地から反射されるかもしれない、いかなる入射する赤外線照明をも吸収する。例えば、ト
リップコードターゲットの外側、又は、その周辺内－であるが、白が正常に現れるところ
－の別の点で、赤外線照明は、シアン、マゼンタ及び黄色インクを通過し、白い下地から
センサに戻るように反射される。
【０３５３】
　カメラの赤センサは、赤外線照明に最も応答するので、トリップコードターゲットが区
別されるのは、赤チャネル内である。カメラは、赤外線照明を（例えば、１つ又は複数の
ＩＲ　ＬＥＤによって）提供してもよく、又は、周囲照明が十分なＩＲ照明を提供しても
よい。（将来のモバイルデバイスでは、第２の画像センサが、例えば、赤外線検出のため
に特に構成されたセンサにより、設けられてもよい。）
【０３５４】
　直前に記載された構成を、－黒領域のみでなく－あらゆるカラー印刷画像で使用するた
めに構成することができる。そうするための詳細は、米国特許出願公開第２００６／００
０８１１２号において提供されている。そのような構成によって、トリップコードターゲ
ットを、印刷が視覚的シーンに現れうるどんなところでも隠し、そのようなターゲットを
参照することによって、シーン内のある特徴及びオブジェクトの正確な測定を可能にする
ことができる。
【０３５５】
　トリップコードなど、丸いターゲットは、計算を容易にするために望ましいが、例えば
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、異なる楕円形の姿勢になっているそのような形状の認識では、他の形状のマーカーを使
用することができる。表面の３Ｄ位置を決定するために適した正方形のマーカーは、ソニ
ー（Ｓｏｎｙ）のサイバーコード（ＣｙｂｅｒＣｏｄｅ）であり、例えば、Ｒｅｋｉｍｏ
ｔｏ、ＣｙｂｅｒＣｏｄｅ：Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ
　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｔａｇｓ、Ｐｒｏｃ．ｏｆ　Ｄ
ｅｓｉｇｎｉｎｇ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　
２０００年、１～１０ページに詳述されている。様々な他の参照マーカーが、－個々の応
用例の要件に応じて－別法として使用される。
【０３５６】
　いくつかの構成では、デジタルウォーターマークデータを搬送するように、トリップコ
ード（又はサイバーコード）をさらに処理することができる。これは、上述され、上記特
許出願に詳述されている、ＣＭＹＫ構成によって行うことができる。そのようなマシン可
読データキャリアにステガノグラフィックデジタルウォーターマークデータによりマーク
を付けるための他の構成、及び、そのような構成のための応用例は、米国特許第７１５２
７８６号及び米国特許出願公開第２００１／００３７４５５号に詳述されている。
マルチタッチ入力、画像再マッピング、及び他の画像処理
【０３５７】
　他のところで上述したように、ユーザは、プロトボーブルをタップして、システムが処
理中である特徴又は情報への関心を表してもよい。このユーザの入力は、例えば、システ
ムが追加のリソースをその取組みに適用するべきであると指示することによって、その処
理の優先度を上げる。そのようなタップは、プロトボーブルをボーブルへとより速く成熟
させることにつながる可能性がある。
【０３５８】
　ボーブルをタップすることはまた、他の目的を果たすこともできる。例えば、ボーブル
は、アップルのアイフォン（すなわち、そのマルチタッチＵＩ）によって普及したものと
類似の方法で、ユーザインタフェースの目的のためのタッチのターゲットであってもよい
。
【０３５９】
　以前の画像マルチタッチインタフェースは、画像を、区別されていない全体として扱っ
た。ズームなどが、画像内に描かれた特徴とは関係なく実施された。
【０３６０】
　本技術のさらなる態様によれば、マルチタッチ及び他のタッチスクリーンユーザインタ
フェースは、表示された画像の１つ又は複数の部分が何を表すかについてのある知識によ
って部分的に決まる動作を行う。
【０３６１】
　簡単な例を挙げるため、机の表面中に散乱したいくつかの品目の斜めの角度のビューを
考えられたい。１つは、－画像フレーム内で楕円として描かれた－硬貨である場合がある
。
【０３６２】
　モバイルデバイスは、以前に詳述されたような様々なオブジェクト認識ステップを適用
し、潜在的に異なるオブジェクトに対応する画像のエッジ及び領域を識別することが含ま
れる。ボーブルが現れうる。画像内の硬貨（又は、硬貨に関連付けられたボーブル）の場
所をタップして、ユーザは、－机の上を見下ろす平面ビュー内であるかのように－硬貨が
円として提示されるように、画像が再マッピングされるべきであることを、デバイスに知
らせることができる。（これは、時として、オルソ補正〔ｏｒｔｈｏ－ｒｅｃｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ〕と呼ばれる。）
【０３６３】
　これを行うため、システムは、その形状が円であることを最初に知ることが望ましい。
そのような知識は、いくつかの代替ソースに由来することが可能である。例えば、ユーザ
は、この情報を（例えば、ＵＩを通じて－硬貨をタップし、次いで、画像の縁に提示され
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た円コントロールをタップして、タップされたオブジェクトの本当の形状が円形であると
示すことによるなど）明示的に示してもよい。又は、そのような硬貨が、デバイスによっ
て、－例えば、その色及びしるしを参照することによって－ローカルに認識されてもよい
（又は、クラウド処理がそのような認識を提供してもよい）。又は、デバイスは、楕円の
形状を有するあらゆるセグメント化された画像特徴が実際には斜めの視点から見た円であ
ると仮定してもよい。（いくつかのオブジェクトは、－斜めでさえ－検知可能なマシン可
読符号化を含み、オブジェクトの本来の形状を示してもよい。例えば、ＱＲバーコードデ
ータが長方形のオブジェクトから見極められ、オブジェクトの真の形状が正方形であるこ
とを示してもよい。）その他もある。
【０３６４】
　画像内の硬貨の描写（又は対応するボーブル）をタップすることで、－それ以上のこと
がなくても－画像を再マッピングさせてもよい。他の実施形態では、しかし、そのような
命令は、ユーザからの１つ又は複数のさらなる指図を必要とする。例えば、ユーザのタッ
プは、デバイスに、行うことができるいくつかの代替動作を詳述するメニュー（例えば、
グラフィカル又は聴覚による）を提示させてもよい。１つは、平面再マッピングでありう
る。
【０３６５】
　そのような命令に応答して、システムは、キャプチャされた画像のスケールを楕円の短
軸の寸法に沿って拡大し、その短軸の長さが楕円の主軸の長さに等しくなるようにする。
（別法として、類似の効果を有して、画像を主軸に沿って縮小することができる。）そう
する際に、システムは、描かれたオブジェクトをその平面ビュー形状により近くなるよう
に再マッピングしており、画像の残りもまた再マッピングされる。
【０３６６】
　別の構成では、スケーリング係数をただ１つの方向に適用するのではなく、画像が２つ
の異なる方向に沿ってスケールされてもよい。いくつかの実施形態では、シアリング、又
は、差分スケーリング（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓｃａｌｉｎｇ）（例えば、遠近法
的効果に取り組むため）を使用することができる。
【０３６７】
　メモリは、それにより斜めのビューからのオブジェクトの平面形状についての推論を決
定することができる、ルールのセットを格納することができる。例えば、あるオブジェク
トがほぼまっすぐの４面を有する場合、そのオブジェクトは－反対の面がカメラのビュー
内で平行でない場合であっても－長方形であると仮定されてもよい。そのオブジェクトが
、はっきりと見える第３次元の範囲を有しておらず、明るい色で広く一様である－おそら
く、明るい色に囲まれたいくつかの高周波の暗いマーキングがある－場合、そのオブジェ
クトは１枚の紙であると仮定されてもよく－多分、ＧＰＳが米国内の場所を示す場合、８
．５：１１（又は、ＧＰＳが欧州内の場所を示す場合、１：ＳＱＲＴ（２））のアスペク
ト比である。再マッピングは、－他の知識が不足する際に－そのような情報を用いて、描
かれたオブジェクトの、平面ビューに近似するものへのビュー変換を行うことができる。
【０３６８】
　いくつかの構成では、画像フレーム内のあるセグメント化されたオブジェクトについて
の知識を使用して、同じフレーム内の別のオブジェクトについての結論を知らせるか、又
は精緻化することができる。最大寸法が３０ピクセルである丸いオブジェクト、及び、最
大寸法が１５０ピクセルである別のオブジェクトを描く、画像フレームを考えられたい。
後者のオブジェクトは、－ある処理によって－コーヒーカップであると識別されてもよい
。参照情報のデータストアは、コーヒーカップの最も長い寸法が典型的には３～６インチ
であることを示す。次いで、前者のオブジェクトを、約１インチの寸法を有する（例えば
、他の画像内に描かれた丸いオブジェクトの場合にありうるような、１フィート又は１メ
ートルではない）と推定することができる。
【０３６９】
　単なるサイズ分類以上のものを、このように推論することができる。例えば、データス
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トアには、関連付けられた品目を共にグループ化する情報が含まれうる。タイヤ及び車。
空及び木。キーボード及びマウス。シェービングクリーム及びかみそり。塩及びコショウ
入れ（時として、ケチャップ及びマスタードのディスペンサーと共に）。硬貨及び鍵及び
携帯電話及び財布。その他。
【０３７０】
　そのような関連付けを、様々なソースから収集することができる。１つは、フリッカー
又はグーグルイメージ（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｍａｇｅｓ）など、画像アーカイブからのテキ
ストメタデータである（例えば、記述メタデータにおいてかみそりを有するすべての画像
を識別し、そのような画像のメタデータからすべての他の用語を収集し、発生に関してラ
ンク付けし、例えば、上位２５％を保持する）。もう１つは、自然言語処理によるもので
あり、例えば、米国特許第７３８３１６９号で詳述されるように、逆のセマンティック関
係を見極めることによって拡張された、１つ又は複数のテキスト（例えば、辞書及び百科
事典）の前方連結（ｆｏｒｗａｒｄ－ｌｉｎｋｉｎｇ）解析を実施することによる。
【０３７１】
　寸法の知識を、類似の方法で推定することができる。例えば、参照データの種の集まり
を、データストアに入力することができる（例えば、キーボードの最長寸法は約１２～２
０インチであり、電話は約８～１２インチであり、車は約２００インチである、など）。
画像を次いで、既知の品目を含むフリッカーから、他のものと共に収集することができる
。例えば、フリッカーは現在、「キーボード」という用語のタグが付いたほぼ２００，０
００もの画像を有する。それらの画像のうち、３００を超える画像にはまた、「コーヒー
カップ」という用語のタグも付いている。これらの３００以上の画像における、類似のキ
ーボードでない形状の解析により、追加されたオブジェクトが、キーボードの最長寸法の
およそ３分の１である最長寸法を有することが明らかになる。（類似の解析によって、機
械学習処理は、コーヒーカップの形状が一般に円筒形であると推定することができ、その
ような情報を、デバイスによって調べられる－ローカル又はリモートの－知識ベースに追
加することもできる。）
【０３７２】
　上述のもののような推論は典型的には、最終的なオブジェクト識別を行わない。しかし
、これらの推論は、ある識別を他の識別より可能性が高い（又は、より可能性が低い）も
のにし、したがって、例えば、確率的な分類子において有用である。
【０３７３】
　時として、画像の再マッピングは、画像自体を超えるものに基づくことができる。例え
ば、画像は、例えばビデオからの、画像のシーケンスのうち１つであってもよい。他の画
像は、他の視点からのものであってもよく、そのシーンの３Ｄモデルを作成可能にしても
よい。同様に、デバイスがステレオイメージャを有する場合、３Ｄモデルを形成すること
ができる。再マッピングは、このような３Ｄモデルを参照することによって進行すること
ができる。
【０３７４】
　同様に、ジオロケーションデータを参照することによって、同じ概略位置からの他の画
像が識別され（例えば、フリッカーなどから）、３Ｄモデルを作成するために、又は、そ
うでなければ再マッピング動作に情報を与えるために使用されてもよい。（同様に、フォ
トシンス〔Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈｓ〕が人気及び可用性を獲得し続ける場合、フォトシン
スは、そこから再マッピングが進行することができる豊富なデータを提供する。）
【０３７５】
　そのような再マッピングは、ＯＣＲなど、認識アルゴリズムが適用される前に、キャプ
チャされた画像に適用することができる、助けとなるステップである。例えば、以前の例
の机の写真がまた、机から上に傾いた電話をも描いており、ＬＣＤ画面が電話番号を表示
していることを考えられたい。電話の傾き及び見る角度のため、この表示は長方形として
見えないが、偏菱形として見える。四辺形の形状を認識すると、デバイスは、この四辺形
の形状を長方形に再マッピングしてもよい（例えば、横ずれ変換〔ｓｈｅａｒ　ｔｒａｎ
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ｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ〕を適用することによる）。ＯＣＲは次いで、再マッピングされた
画像において進行し－電話画面上に表示された文字を認識することができる。
【０３７６】
　マルチタッチユーザインタフェースに戻ると、デバイス画面上に表示された２つ以上の
特徴をタッチすることによって、追加の動作を開始することができる。
【０３７７】
　いくつかの動作は、他の再マッピング動作を行う。以前の机の例が、机の表面から上に
傾いた電話／ＬＣＤディスプレイの双方、及び、水平に置かれている名刺をも描いている
ことを考えられたい。机に対する電話ディスプレイの傾きのため、これらの２つのテキス
トを有する特徴は、異なる平面にある。単一の画像から双方をＯＣＲするには、中間物が
必要となる。
【０３７８】
　ユーザが双方のセグメント化された特徴（又は、双方に対応するボーブル）をタッチす
る場合、デバイスは、選択された特徴のジオメトリを査定する。デバイスは次いで、電話
について、ＬＣＤディスプレイのはっきりと見える平面に垂直に伸びるベクトルの方向を
計算し、名刺の表面から垂直に伸びるベクトルについて同様に計算する。これらの２つの
ベクトルを次いで平均して、中間ベクトル方向を生じることができる。画像フレームを次
いで再マッピングし、計算された中間ベクトルが垂直に上方へ伸びるようにすることがで
きる。この場合、画像が変換されて、ＬＣＤディスプレイの平面と名刺の平面の間の中間
の角度になる平面上に、平面ビューが生じている。このような再マッピングされた画像提
示は、異なる平面に置かれている２つの対象からテキストをＯＣＲするための最適な中間
物であると考えられる（各々におけるテキストが、再マッピングされた画像描写において
類似のサイズであると仮定する）。
【０３７９】
　類似の画像変換は、マルチタッチインタフェースを使用して画像から選択された３つ以
上の特徴に基づくことができる。
【０３８０】
　説明の看板が至るところにある史跡にいるユーザを検討されたい。これらの看板は、異
なる平面にある。ユーザのデバイスは、３つの看板を描く画像のフレームをキャプチャし
、これらの看板を、それらのエッジ及び／又は他の特徴から、潜在的な関心のある個別の
オブジェクトとして識別する。ユーザは、ディスプレイ上ですべての３つの看板に（又は
、対応するボーブルに、共に又は順次に）タッチする。直前に記載されたもののような手
順を使用して、３つの看板の平面が決定され、それに対して画像が再マッピングされる、
中間物を見る視点－平均看板面に垂直な方向からそのシーンを見る－が次いで作成される
。
【０３８１】
　中間物を見る視点から３つの看板を提示する代わりに、代替手法は、各看板を別々に再
マッピングして、平面ビューに現れるようにすることである。これは、単一の画像を３つ
の異なる画像に－それぞれ異なる再マッピングにより－変換することによって、行うこと
ができる。又は、異なる看板を構成するピクセルを、同じ画像フレーム内で異なって再マ
ッピングすることができる（再形成され、多分拡大された看板の描写を合わせるように、
すぐ近くの画像を曲げる）。
【０３８２】
　さらにもう１つの構成では、３つの看板に（同時に、又は順次に）タッチすることで、
指定されたオブジェクトの他の画像を、フリッカー又はフォトシンスなど、画像アーカイ
ブから取得することを伴う動作を開始する。（ユーザは、デバイス上のＵＩとインタラク
トして、例えば「フリッカーからの他のピクセルデータで拡張する」など、ユーザの意図
を明らかにしてもよい。）これらの他の画像は、キャプチャされた画像との姿勢の類似性
（例えば、緯度／経度に加えて、向き）によって、又は他の方法（例えば、他のメタデー
タ対応、パターンマッチングなど）で識別されてもよい。より高い解像度の、又は、より
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しっかりとした焦点の看板の画像が、これらの他のソースから処理されてもよい。これら
の看板の抜粋を、適宜スケール及びレベルシフトし、次いで、ユーザによってキャプチャ
された画像フレームにブレンド及びペーストし－おそらく、上記で詳述されたように処理
することができる（例えば、中間物画像面に再マッピングする、別々に再マッピングする
－おそらく、３つの異なる画像に、又は、再形成された看板の抜粋を合わせるように曲げ
られた合成写真に－など）。
【０３８３】
　直前に詳述された構成では、キャプチャされた画像内で見える影の解析により、デバイ
スが、シーンについてのある３Ｄ知識（例えば、オブジェクトの深度及び姿勢）を単一の
フレームから得ることが可能となる。この知識は、上記で詳述された動作のいずれかに情
報を与える助けとなりうる。
【０３８４】
　画像（又は抜粋）の再マッピングがＯＣＲを支援可能であることと全く同じように、画
像（又は抜粋）の再マッピングはまた、何の他の認識エージェント（複数可）が起動され
るべきであるかの決定を支援することもできる。
【０３８５】
　画像内で２つの特徴（又はボーブル）をタップすることで、描かれたオブジェクト間の
空間的関係を決定するための処理を開始することができる。ＮＡＳＣＡＲレースのカメラ
ビューでは、ボーブルは、異なるレースカーをオーバーレイし、それらの動きを追跡して
もよい。隣り合っている車のためのボーブルをタップする（又は、描かれた車自体をタッ
プする）ことによって、デバイスは、これらの車の各々の場所データを取得してもよい。
これは、例えば、（カメラ光学系の詳細、及び、これらの車の本当のサイズを知り）これ
らの車の場所を、画像フレーム内のそれらのスケール及び位置から推定することによって
、ビューアの視点から相対的に決定することができる。又は、デバイスは、車のリアルタ
イムのジオロケーションを追跡する１つ又は複数のウェブリソースにリンクすることがで
き、例えば、そこから、ユーザデバイスは、車間の間隔が８インチであり接近しつつある
ことをレポートすることができる。
【０３８６】
　（以前の例のように、この特定の動作は、ユーザが画面をタップするとき、いくつかの
可能な動作のメニューから選択されてもよい。）
【０３８７】
　ボーブルを単にタップする代わりに、さらなる新機軸は、１つ又は複数のボーブルを画
面上でドラッグすることに関する。これらのボーブルを互いの上に、又は、画面のある領
域上にドラッグすることができ、それにより、ユーザは、所望のアクション又はクエリを
知らせる。
【０３８８】
　いくつかの顔を有する画像において、ユーザは、対応するボーブルのうち２つを第３の
ボーブルの上にドラッグしてもよい。これは、例えば、示された人々がある社会的関係を
有するという、グループ化動作を示してもよい。（この関係についてのさらなる詳細が、
ユーザがテキスト入力を使用することによって、又は、発話されたテキストによって－音
声認識を通じて－入力されてもよい。）ネットワークグラフの意味では、２人の個人を表
すデータオブジェクト間で、リンクが確立される。この関係は、他のデバイス処理動作が
、示された個人をどのように扱うかに対して、影響を与えることができる。
【０３８９】
　別法として、すべての３つのボーブルが、画像フレーム内の新しい場所にドラッグされ
てもよい。この新しい場所は、グループに関連付けられるべき－推論的に（例えば、コン
テキスト）－、又は、ユーザ入力によって明示されるべき、動作又は属性を示すことがで
きる。
【０３９０】
　特徴－プロキシボーブル（ｆｅａｔｕｒｅ－ｐｒｏｘｙ　ｂａｕｂｌｅｓ）のもう１つ
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のインタラクティブな使用は、画像の編集におけるものである。３つの顔、すなわち、２
人の友達及び１人の他人を有する画像を考えられたい。ユーザは、この画像をオンライン
リポジトリ（フェイスブック）に投稿することを望む場合があるが、最初に他人を除去す
ることを望む場合がある。ボーブルを、この目的のために操作することができる。
【０３９１】
　アドビ（Ａｄｏｂｅ）フォトショップ（Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ）ＣＳ４は、スマートスケ
ーリング（Ｓｍａｒｔ　Ｓｃａｌｉｎｇ）と呼ばれる機能を導入しており、この機能は、
ｒｓｉｚｒ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍなど、オンラインサイトから既に知られたものである。保存
されるべきである画像のエリアが示され（例えば、マウスで描かれた境界ボックスによる
）、他のエリア（例えば、余分な特徴を有する）が次いで縮小又は削除される。画像処理
アルゴリズムは、保存されたエリアを不変のまま保ち、余分な特徴を以前に有した編集済
み領域と組み合わせる。
【０３９２】
　本システムでは、画像のフレームを処理して、見極められた特徴に対応するボーブルを
生成した後、ユーザは、ある特徴（例えば、他人）が削除されるべきであること、及び、
２つの他の特徴（例えば、２人の友達）が保たれるべきであることを示す、一連のジェス
チャーを実行することができる。例えば、ユーザは、望まれていないボーブルにタッチし
、表示画面の下縁部まで指をスイープして、対応する視覚的特徴が画像から除去されるべ
きであることを示してもよい。（ボーブルは、指の後を追っても追わなくてもよい）。ユ
ーザは次いで、友達ボーブルの各々をダブルタップして、それらのボーブルが保たれるべ
きであることを示してもよい。もう１つのジェスチャーは、メニューを呼び出し、そこか
ら、ユーザは、編集ジェスチャーのすべてが入力されたことを示す。プロセッサは次いで
、ユーザの命令に従って画像を編集する。「元に戻す」ジェスチャー（例えば、画面上の
反時計回りの半円の指の跡）は、編集が満足の行かないものであると判明した場合にその
編集を取り消すことができ、ユーザは別の編集を試みてもよい。（システムは、画面上の
ジェスチャー、例えば、指で「ｅ」の文字をなぞることによって、又はメニューからの選
択によって、又は他の方法で、編集ボーブルジェスチャーを受信するためのモードにされ
てもよい。）
【０３９３】
　一連のボーブルのタップの順序により、ユーザの意図についての情報をシステムに伝え
、対応する処理を引き出すことができる。
【０３９４】
　新しい街にいる旅行者が、各々の名所（例えば、エッフェル塔、凱旋門、ルーブル美術
館など）の写真が付いた、様々な関心点を紹介する看板を見ることを考えられたい。ユー
ザのデバイスは、これらの写真の一部又は全部を認識し、描かれた各名所に対応するボー
ブルを提示してもよい。特定の順序でこれらのボーブルにタッチすることで、タップされ
た順序で、タップされた名所までの歩き方を取得するように、デバイスに命令してもよい
。又は、名所の各々についてのウィキペディアのエントリを取って来て、示された順序で
提示するように、デバイスに行わせてもよい。
【０３９５】
　特徴－プロキシボーブルは、個々のオブジェクト又は画像特徴に関連付けられるので、
－タップされるか、又はジェスチャーに含まれるとき－対応するオブジェクト／特徴に応
じて、応答を有することができる。すなわち、ジェスチャーに対する応答は、含まれたボ
ーブルに関連付けられたメタデータの相関的要素でありうる。
【０３９６】
　例えば、人に対応するボーブルをタップすることで、像又はレストランに対応するボー
ブルをタップすることとは異なる何かを示す（又は、入手可能な動作の異なるメニューを
呼び出す）ことができる。（例えば、前者のタップは、その人の名前及び社会的なプロフ
ァイルの表示又は公表を、例えば、フェイスブックから引き出してもよく、２番目のタッ
プは、その像又はその彫刻家についてのウィキペディア情報を呼び出してもよく、後者の
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タップは、レストランのメニュー、及び、任意の現在のプロモーションについての情報を
生じてもよい。）同様に、２つ以上のボーブルのタップを含むジェスチャーはまた、タッ
プされたボーブルが何を表すかによって決まる意味を有することもできる。
【０３９７】
　経時的に、異なるボーブルにわたって全体的に一貫しているジェスチャー語彙は、標準
化されるようにしてもよい。１回タップすることで、例えば、ボーブルのタイプに対応す
る特定のタイプの紹介情報を呼び出してもよい（例えば、人に関連付けられたボーブルが
タップされる場合は名前及びプロファイル、ビルに関連付けられたボーブルがタップされ
る場合はオフィスの住所及び案内表示、史跡のためのボーブルがタップされる場合はウィ
キペディアページ、小売用製品のためのボーブルがタップされる場合は製品情報など）。
２回タップすることで、例えば、ここでもやはり対応するオブジェクト／特徴に合わせて
調整された、最も頻繁に呼び出される４つの動作のハイライトメニューを呼び出してもよ
い。ボーブルへのタッチ、及び、その場所を指で揺り動かすことで、別の応答－スクロー
ルバーが付いた、省略されてない選択肢のメニューの表示など－を開始してもよい。もう
１回揺り動かすことで、このメニューを引っ込ませてもよい。
アーキテクチャについての注記
【０３９８】
　本明細書は、いくつかの特徴を詳述する。実装を特徴のサブセットで実現することはで
きるが、やや好ましさに欠ける。より乏しい特徴のセットより、より豊富な特徴のセット
を実装する理由を、以下の考察で説明する。
【０３９９】
　例示的ソフトウェアフレームワークは、以下のように、様々なコンポーネントを使用し
て、スマートフォンで実行する視覚的ユーティリティアプリケーションをサポートする。
・１．画面は、リアルタイムで修正されたカメラ画像であり、画像の一部に付着すること
ができ、且つ、一度に起こる（可能性のある）複数のアクションのための値表示及びコン
トロールポイントとしての機能を同時に果たすことができる、動的アイコン（ボーブル）
によってオーバーレイされる。画面はまた、－ちょうどユーザの注目の焦点に合った－価
値のある、収益化可能な広告スペース（グーグルの検索ページに類似したようなもの）で
もある。
・２．デバイスのための多数のアプリケーションは、単なる「スナップショット」ではな
く、カメラ画像のライブシーケンスを処理する。多くの場合、複雑な画像判断が必要とさ
れるが、応答性は優先されたままである。
・３．実際のアプリケーションは通常、表示されたボーブル、及び、ディスプレイによっ
て示された現在見える「シーン」に関連付けられるようになり－ユーザインタラクション
がこれらのアプリケーションのすべてレベルの標準部分になることが可能になる。
・４．画像の基本セット－特徴抽出機能は、バックグラウンドで実行することができ、見
えるシーンの特徴がアプリケーションにとって常に入手可能になることを可能にする。
・５．個々のアプリケーションは、システムリソースの「一人占め」を許可されないこと
が望ましく、その理由は、見えるシーン内の変化により多くの有用性が増減するようにな
るので、２つ以上のアプリケーションが一度にアクティブになることが多いからである。
（これは一般に、アプリケーションを有用にするために十分活発に保つために、適切なデ
ィスパッチ機能によるマルチタスキングを必要とする。）
・６．アプリケーションを、シーンデータ又はユーザの要望を監視することができる比較
的低負荷の機能により、複数の層で設計し、より集中的な機能が適切なときに呼び出され
るようにすることができる。ディスパッチ構成は、このコード構造をサポートすることが
できる。
・７．多数のアプリケーションは、デバイス自体の実際の機能を超えた動作を行うために
、クラウドベースの部分を含んでもよい。ここでもまた、ディスパッチ構成は、この機能
をサポートすることができる。
・８．アプリケーションは、相互に有用であるデータの投稿及びアクセスを行うための方
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法（例えば、ブラックボード）を必要とすることが多い。
【０４００】
　厳密でなく、順序付けされない形であるが、以下は、上記の態様を－単に個々に望まし
いだけでなく－全体の一部にすることができる、相互関係のいくつかである。
・１．ライブシーンを参照するアプリケーションは一般に、すべての（又は、少なくとも
多数の）フレームからの基本画像特徴の効率的な抽出に依拠するものであり－そのため、
リアルタイムの特徴を入手可能にすることは、重要な考慮すべき点である（それにもかか
わらず、あるアプリケーションでは、必要とされないことがある）。
・２．効率的なアプリケーション開発及びテストを可能にするため、並びに、様々な機能
によりデバイス上のアプリケーションをサポートするために、オプションで、任意のアプ
リケーションのかなりの部分を「クラウド内」に入れるための能力は、ほぼ義務的となる
。そのような機能から、多くの利益が生じる。
・３．多数のアプリケーションは、支援されていないソフトウェアの現在の機能を超える
認識機能によって、利益を得るようになる。これらのアプリケーションは、ユーザとのイ
ンタラクションが有効であることを求めるようになる。さらに、モバイルデバイスは一般
に、ユーザインタラクションを促し－ＧＵＩがこの要件をサポートする場合にのみ、一貫
した、フレンドリーなインタラクションが可能となる。
・４．複雑なアプリケーションを、制限された柔軟性のないリソースを有するデバイス上
でサポートするには、ソフトウェアアーキテクチャからの全面的なサポートが必要となる
。ＰＣスタイルのアプリケーションをこれらのデバイス上に押し込めることは、一般に、
慎重な再設計をしない限り、満足の行くものではない。階層化ソフトウェアのマルチタス
キングは、このデバイス制約のある環境内で魅力的なユーザ体験をもたらす重要なコンポ
ーネントになりうる。
・５．画像情報を効率的な方法で複数のアプリケーションに提供することは、情報を一度
だけ作り出すこと、及び、その情報を必要とするあらゆるアプリケーションによるその使
用を可能にすることによって－情報アクセス及びキャッシングの非効率性を最小にする方
法で－最良に行われる。「ブラックボード」データ構造は、この効率を達成する１つの方
法である。
【０４０１】
　このように、詳述された技術の態様は個々に有用であるが、組み合わせると、それらの
最高の効用を実現することができる。
さらに処理、使用モデル、コンパス及びセッションについて
【０４０２】
　上述のように、いくつかの実装は、フリーランニングベースで画像をキャプチャする。
制限されたバッテリ電力が制約である場合（現在は通常そうであるように）、システムは
、ある実施形態では、この継続する画像の流れを、高度に選択的なモード－デバイスの計
算機能のかなりの部分（例えば、１０％又は５０％）を、めったにデータの解析に適用し
ない－で処理してもよい。その代わりに、システムは、低電力消費状態で動作し、例えば
、著しい電力コストをかけずに動作を行い、及び／又は、（例えば、毎秒キャプチャされ
うる１５、２４又は３０フレームのうち）毎秒又は毎分、少数のフレームのみを調べる。
（Ａ）最初の低レベルの処理が、画像内に描かれたオブジェクトを正確に認識することが
できる高い確率を示す、及び（Ｂ）コンテキストが、そのようなオブジェクトの認識がユ
ーザに関連するであろう高い確率を示す場合にのみ、システムは、電力消費が増大される
第２のモードにスロットルアップする。この第２のモードでは、電力消費は、第１のモー
ドの電力消費の２倍を超えるか、又は、１０、１００、１０００倍以上であってもよい。
（示された確率は、特定の実装に応じて計算された数値スコアに基づくことができる。こ
れらのスコア－成功するオブジェクト認識の、及び、ユーザとの関連性の－がそれぞれの
閾値を超える（又は、単一の閾値を超える式によって結合する）場合にのみ、システムは
第２のモードに切り替わる。）もちろん、ユーザが関心又は奨励を明示的又は暗示的に知
らせる場合、若しくは、コンテキストが指図する場合もまた、システムは、第１のモード
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から出て第２のモードに切り替わることができる。
【０４０３】
　ある拡張現実（ＡＲ）アプリケーションのための新生の使用モデルで、例えば、ユーザ
がスマートフォンを外に出して、（例えば、所望のコーヒー店又は地下鉄の駅へナビゲー
トするために）変わりつつある表示に集中しながら、ある都市の街路を歩くと予期される
ものは、賢明ではない。大変多くの代替物が好ましいように思われる。
【０４０４】
　１つは、ガイダンスを、イヤホン又はスピーカを通じて聞こえるように提供することで
ある。発話されたガイダンスを提供するのではなく、より繊細な聴覚の手がかりを利用し
－ユーザが、車のクラクション又は連れの話など、他の聴覚入力によりよく注意を払うこ
とを可能にすることができる。１つの聴覚の手がかりは、ユーザが正しい方向に歩いてお
り、所期の目的地に近付きつつあるかどうかを知らせるために、繰り返し率又は頻度が変
化する、時々のトーン又はクリック音であってもよい。ユーザが交差点で誤って曲がろう
とするか、又は、目的地へ向かうのではなく離れるように移動する場合、このパターンは
、違いを示すような方法で変化することができる。１つの特定の構成は、ユーザが所期の
目的地に向かって進行するにつれてより頻繁になり、ユーザが正しい方向から向きを変え
る場合に減少する、まばらなクリック音のパターンによる、ガイガーカウンタのような音
響効果を用いる。（１つの特定の実施形態では、聴覚のフィードバックの音量が、ユーザ
の動きに従って変化する。ユーザが、例えば、信号機で立ち止まる場合、音量を大きくし
て－ユーザが異なる方向を向き、音声フィードバックによって、どの方向に進行するべき
であるかを識別することを可能にしてもよい。ユーザが再び歩き出した後、ユーザがもう
一度立ち止まるまで、音声の音量を小さくすることができる。音量又は他のユーザフィー
ドバックの強度レベルは、このように、ユーザがナビゲーション方向に従って進行中であ
るときに下がり、ユーザが立ち止まるか、又は予期された進路からそれるときに上がるこ
とができる。）
【０４０５】
　動きは、加速度計出力による、ＧＰＳ座標を変更することによる、カメラによって検知
される景色を変更することによる、その他など、様々な方法で検出することができる。
【０４０６】
　聴覚フィードバックの代わりに、上記の構成は、振動性のフィードバックを代わりに用
いることができる。
【０４０７】
　モバイルデバイスの磁力計を、これらの実装で使用して、方向を検知することができる
。しかし、モバイルデバイスは、ユーザ及びユーザの前方移動の方向に対して、任意の方
法で向きが調節されてもよい。磁力計は、北の方を向いているユーザのベルトに留められ
る場合、デバイスが－デバイスがベルト上でどのように向けられているかに応じて－北、
又は南、又はいずれかの他の方向を向いていることを示してもよい。
【０４０８】
　この問題に取り組むため、デバイスは、ユーザが向いている方向を正確に示すように、
磁力計出力に適用されるべき補正係数を見極めることができる。例えば、デバイスは、時
々のＧＰＳ測定結果を参照することによって、それに沿ってユーザが移動中である方向ベ
クトルを検知することができる。１０秒間に、ユーザのＧＰＳ座標の緯度が増しているが
、経度は変わっていない場合、ユーザは－推定上、北寄りの方向を向いている間は－北へ
移動している。デバイスは、この期間中の磁力計の出力に留意することができる。ユーザ
が明らかに北を向いていた間に、その磁力計が「東」を示していたような形でデバイスの
向きが調節される場合、９０度の補正係数を見極めることができる。その後、デバイスは
、－そのような解析が、異なる補正が適用されるべきであると示すまで－ユーザが向いて
いる方向を決定するために、磁力計によって示された方向から９０度を減算することを知
る。（そのような技術は幅広く適用可能であり－本明細書で詳述される特定の構成に限定
されない。）
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【０４０９】
　もちろん、そのような方法は、歩行のみではなく、自転車に乗ること、及び、他の形態
の移動手段にも適用可能である。
【０４１０】
　詳述された構成は、画像がキャプチャされるときに解析されること、及び、そのキャプ
チャがユーザデバイスによって行われることを仮定したが、いずれも必須ではない。同じ
処理が、以前に、及び／又は、他のところでキャプチャされた画像（又は音声）で行われ
てもよい。例えば、ユーザのデバイスは、１時間又は１週間前に、例えば、市の駐車場に
ある公共のカメラによって、キャプチャされた画像を処理してもよい。他の画像のソース
には、フリッカー及び他のそのような公共の画像リポジトリ、ユーチューブ及び他のビデ
オサイト、公共のウェブをクローリングすることによって収集された画像などが含まれる
。
【０４１１】
　（ライブ及び予め用意された画像データ、例えば、ライブ画像静止又はストリーム、及
び、予め記録されたデータファイルを共に入れ替え可能に扱うことができるように、処理
ソフトウェアを設計することは、有利である。これにより、見たところ異なるユーザアプ
リケーションが、同じ内部コアを用いることができるようになる。ソフトウェア設計者に
とって、これはまた、ライブ画像アプリケーションを既知の画像又はシーケンスで繰り返
しテストできるようになるため、有用でもある。）
【０４１２】
　多くの人々は、ボイスメールを、テキストに書き換えられた形式で見直すこと－長々と
話す人のあらゆる発声を聞くよりも、関連のあるコンテンツを求めてざっと読むこと－を
好む。同様に、視覚的な画像のシーケンスに基づいた結果を、多くのユーザによって、そ
のシーケンスをキャプチャするために要した時間よりも速く見直し、把握することができ
る。
【０４１３】
　市街地のブロックを歩いていくユーザが着用するヘッドウェアに搭載されたカメラを組
み込んでいる、次世代モバイルデバイスを考えられたい。そのブロックの範囲中に、カメ
ラシステムは、２０秒以上のビデオを収集することができる。オーバーレイされたＡＲ提
示が画像に基づいて結果を与えるのを（歩行中に）見て気が散るのではなく、ユーザは、
素早く身をかわして歩行者及び障害物を避けるという目前のタスクに集中することができ
る。その間に、システムは、キャプチャされた画像を解析し、結果情報を後に見直すため
に格納することができる。（又は、歩行中に画像をキャプチャする代わりに、ユーザが立
ち止まり、カメラ付きスマートフォンをスイープして、画像のパノラマをキャプチャし、
次いで、電話をポケット又はハンドバッグにしまってもよい。）
【０４１４】
　（結果情報は、任意の形式であってもよく、例えば、画像内のオブジェクトの識別、そ
のようなオブジェクトに関して取得された音声／ビデオ／テキスト情報、視覚刺激に応答
して取られた他のアクションについてのデータなどがある。）
【０４１５】
　都合のよい瞬間に、ユーザは、スマートフォンの画面をちらりと見て（又は、アイウェ
アのヘッドアップディスプレイをアクティベートして）、キャプチャされたフレームのシ
ーケンスに基づいて出た結果を見直すことができる。このような見直しは、応答情報のみ
の提示を伴うことができ、及び／又は、それぞれの応答が基づいた、キャプチャされた画
像を含むことができる。（応答がオブジェクトに基づく場合、オブジェクトは、シーケン
スのいくつかのフレームに現れうる。しかし、応答は、これらのフレームのうち１つに対
して提示されるだけでよい。）結果の見直しは、デバイスによって、標準化された提示で
指図することができ、又は、ユーザによって指図することができる。後者の場合、ユーザ
は、ＵＩコントロールを用いて、結果データ（画像データと関連して提示されても、そう
でなくてもよい）内をナビゲートすることができる。１つのＵＩは、アップルのアイフォ
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ンファミリによって普及した、よく知られているタッチインタフェースである。例えば、
ユーザは、シーン（例えば、１秒若しくは５秒、又は、数分、別々にキャプチャされたフ
レーム）のシーケンス内でスイープすることができ、各シーンは、追加の情報を提示する
ためにタップすることができる、オーバーレイされたボーブルを有する。もう１つのナビ
ゲーションコントロールは、グラフィカル又は物理的なシャトルコントロール－アドビプ
レミア（Ａｄｏｂｅ　Ｐｒｅｍｉｅｒ）など、ビデオ編集製品からよく知られている－で
あり－ユーザが画像及び／又は応答のシーケンスの早送り、停止又は逆戻しをすることを
可能にする。結果情報の一部又は全部は、視覚よりむしろ聴覚の形式で与えられ得る。ユ
ーザインタフェースは、例えばタッチ応答よりむしろ声応答であり得る。
【０４１６】
　視覚情報がビデオの形式で収集されたが、ユーザは、静的シーンの形式で情報を見直す
ことが最も情報量が多い、と気付くことがある。これらの静的フレームは一般に、ユーザ
によって選択されるが、デバイスによって事前フィルタリングして、例えば、低品質であ
る（例えば、ぼやけているか、又は、前景にある障害物によって遮られているか、又は、
多くの情報内容を有していない）フレームを省いてもよい。
【０４１７】
　デバイスにより取得された応答のナビゲーションは、（例えば、各画像フレーム又は各
応答を表示しながら）シーケンス全体をトラバースする必要はない。いくつかのモダリテ
ィは、情報内で前方にスキップし、例えば、毎秒フレーム、又は１０フレーム毎、又は、
ある他のフレームカウント又は時間の間隔に対応させられた応答（及び／又は画像）のみ
を提示してもよい。又は、見直しは、顕著な点、又は内容に基づいて、前方にスキップす
ることができる。例えば、いかなる識別された特徴又は対応する応答もないシーケンスの
部分は、完全にスキップされてもよい。１つ又は少数の識別された特徴（又は他の応答デ
ータ）を有する画像は、短い間隔で提示されてもよい。多数の識別された特徴（又は他の
応答データ）を有する画像は、より長い間隔で提示されてもよい。ユーザインタフェース
は、例えば、キャプチャに３０秒を要したシーケンスを、１０秒、又は２０秒、又は３０
秒、又は６０秒などで見直すことができるように、ユーザが見直しの全体のペースを設定
することができる、コントロールを提示してもよい。ユーザインタフェースはまた、ユー
ザが任意の見直しを停止して、さらなる検討又はインタラクションを可能にし、又は、特
定の描かれた特徴についてさらなる解析及びレポートをするようにデバイスに要求するこ
とができる、コントロールを提供することもできる。応答情報は、画像がキャプチャされ
た順序に対応する順序、若しくは逆の順序（最新のものを最初にする）で見直されてもよ
く、又は、評価された、ユーザとの関連性に基づいて、又は、ある他の時間的順序ではな
い方法で順序付けすることができる。
【０４１８】
　そのようなインタラクション及び解析は、セッションベースの構成物を用いていると見
なされてもよい。ユーザは、画像シーケンスの最中で見直しを開始し、前方又は後方に、
継続的に、又は飛び回るようにトラバースすることができる。そのようなセッション構成
の利点の１つは、結果をリアルタイムで見ることとは対照的に、後に獲得される画像が、
以前に獲得された画像の理解に情報を与える助けとなりうることである。一例を挙げると
、ある人の顔がフレーム１０で明らかにされる（且つ、顔認識技術を用いて認識される）
ことがあるのに対して、その人の後頭部のみがフレーム５に示されうる。それにもかかわ
らず、この画像を１つの集まりとして解析することによって、その人にフレーム５で正し
くラベルを付けることができ、フレーム５のシーンの他の理解は、そのような知識に基づ
くことができる。対照的に、シーン解析が全く現在及び先行のフレームのみに基づく場合
、その人はフレーム５で匿名となる。
さらに視覚的動作及び関連する観念について
【０４１９】
　デバイス上のリソース及び「クラウド」の中で、所望のタスクを動的に配分する能力に
より、詳述されたシステムは、制限されたメモリ及び計算リソースに関連してアプリケー
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ション応答を最適化するために、よく適している。
【０４２０】
　紙幣の単位名の確認など、複雑なタスクでは、タスク全体を、最も時間又はコスト効果
的なプロバイダに任せることができる。ユーザが米国の紙幣を認識することを望み、それ
を行うことができる外部プロバイダ（例えば、入札者）が発見される場合、高レベルのタ
スクをクラウド内で行うことができる。効率のため、クラウドサービスプロバイダは、デ
バイス上で行われたサブタスクによって抽出された－例えば、その画像データを処理して
、必要とされる外部帯域幅を最小にする－、又は、個人的に識別可能又は異質のデータを
除去するためにフィルタリングされた、画像特徴データを使用することができる。（この
ローカルで処理されたデータを同時にまた、他のタスクにとっても－ローカル及びリモー
トの両方で－使用可能にすることもできる。）
【０４２１】
　いくつかの構成では、外部プロバイダの処理の詳細は、ローカルデバイスに知られてお
らず、ローカルデバイスは、必要とされた入力データのタイプ及びフォーマット、並びに
、提供された出力データのタイプ／フォーマットについてのみ、命令される。他の構成で
は、プロバイダは、その処理を行う際に適用された特定のアルゴリズム／解析についての
情報を発行し、ローカルデバイスが、代わりのプロバイダの間で選択を行う際に、この情
報を考慮できるようにする。
【０４２２】
　計算モデルが、あるタスクが常にデバイス上で行われることが可能であることに集中す
る限り、これらの基本動作は、デバイス毎に構想された、可能性が高いクラウドアプリケ
ーションのタイプに合わせて調整されるようになる。例えば、アプリケーションが、紙幣
又は他の文書の特定の解像度、コントラスト及び適用範囲を有する画像を必要とするよう
になる場合、マッチング機能が、提供された「画像獲得」機能のために必要とされるよう
になる。
【０４２３】
　一般に、トップダウンの思考は、デバイスが提供するためのいくつかの大変具体的な低
レベルの特徴及び機能をもたらす。その時点で、設計者は、ブレーンストーミングを少々
行うことになる。これ以上有用な何の特徴又は機能を、これらは示唆するか？　そのよう
な一般に有用な機能のリストがまとめられた後、基本動作のスィートを選択することがで
き、メモリ及び電力要件を最小化するために準備することができる。
【０４２４】
　余談として、Ｕｎｉｘは長い間、中間ストレージを最小化することができる「フィルタ
チェーン」を使用してきた。変換のシーケンスを行うために、カスケード可能な「フィル
タ」がステップ毎に設けられる。例えば、変換Ａ－＞Ｂが、実際には以下のシーケンスで
あると仮定する。
Ａ｜ｏｐｌ｜ｏｐ２｜ｏｐ３＞Ｂ
【０４２５】
　各ステップがある項目を同じか又は類似のサイズの新しい項目に取り込み、Ａがそれで
も最後には入手可能になると仮定する場合、メモリ要件は、サイズ（Ａ）＋サイズ（Ｂ）
＋２バッファであり、各バッファは典型的には、全オブジェクトサイズよりはるかに小さ
く、動作が完了するとき、割り振り解除される。複雑な局所変換を、例えば、このように
少数の単純な局所演算を組み合わせることによって得ることができる。行われる動作のス
トレージ及び数を共に減らし、時間、電力、又は双方を節約することができる。
【０４２６】
　少なくともいくつかのアプリケーションは当然、短い画像シーケンスを入力として、考
えられる。システム設計は、短い、おそらく固定長（例えば、３若しくは４、又は４０フ
レーム）の画像シーケンスバッファを設けることによって、この考えをサポートすること
ができ、このバッファは、あらゆる画像獲得動作のための行き先である。様々なアプリケ
ーション要件を、このバッファへの様々な書き込み方法を提供することによってサポート
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することができ、すなわち、１つ又は複数の新しい画像がＦＩＦＯ挿入される、１つ又は
複数の新しい画像がフィルタを介して結合され（最小、最大、平均、．．．）、次いでＦ
ＩＦＯ挿入される、１つ又は複数の新しい画像がフィルタを介して、対応する現在のバッ
ファ要素と結合され、次いで挿入される、などである。
【０４２７】
　ある画像シーケンスが、特定の方法で満たされた固定サイズのバッファによって表され
る場合、画像をシーケンスから抽出することは、画像をそのバッファから抽出することに
置き換えられるようになる。そのような各抽出は、画像のセットをバッファから選択し、
フィルタを介して結合して、抽出された画像を形成することができる。抽出の後、バッフ
ァは不変であることがあり、１つ又は複数の画像が除去されていることがあり、又は、そ
れらの画像のいくつかが基本画像動作によって更新されうる。
【０４２８】
　パターン認識で一般に使用される画像の、少なくとも３つのタイプのサブ領域がある。
最も一般的であるのは、通常は点又は行の断片のリストとしての、幾何学的関係が損なわ
れていない、単なる抽出された点のセットである。次は、おそらく、連続する行の断片の
リストとしての、画像の接続された領域である。最後は、おそらく、画像内のピクセル値
の配列及びオフセットとしての、長方形のサブ画像である。
【０４２９】
　サポートするべきこれらの特徴タイプのうち１つ又は複数を決めると、表現を効率又は
一般性のために選択することができ－例えば、画像上の任意のところに位置する「１－ｄ
」曲線は、単にピクセルのシーケンスであり、よって、あるタイプのブロブである。した
がって、双方が同じ表現、及び、よって、全く同じサポート機能（メモリ管理など）を使
用することができる。
【０４３０】
　表現が選択された後、任意のブロブ「抽出」は、単一の２ステップ動作である可能性が
ある。第１に、ブロブ「本体」を定義し、第２に、ピクセル値を画像からそれらの対応す
るブロブの場所にコピーする。（これは「フィルタ」動作であってもよく、結果として画
像をもたらし、並びに静的画像に適用可能となるフィルタ動作の任意のシーケンスに従っ
てもよい。）
【０４３１】
　画像であっても、処理のための「オークション」処理は、内部フォーマットから適切な
外部フォーマットへ、且つ、適切な外部フォーマットから変換するために使用可能な動作
を有することを含むことができる。ブロブ及び他の特徴では、かなり様々なフォーマット
変換がサポートされる可能性がある。
【０４３２】
　画像処理又はコンピュータビジョンパッケージの「通常」の考察から少々外れて、詳述
された構成で実行されうるアプリケーションの性質、及び、含まれる（典型的でない）制
約及び自由に戻ることは、おそらく有用である。
【０４３３】
　例えば、いくつかのタスクは、直接のユーザアクションによって「トリガされる」よう
になるが、他のタスクは、適切なとき、単に開始され、それら自体をトリガすると予想さ
れうる。すなわち、ユーザは、スマートフォンを駐車場に向けて、「自分の車を発見する
」アプリケーションをトリガするかもしれず、そのアプリケーションは、画像のスナップ
写真を撮り、それを解析しようと試みることになる。それどころか、ユーザはそのアプリ
ケーションをトリガすることを好み、次いで、車が識別されたことをデバイスが知らせる
まで、カメラを周囲にパンしながら、駐車場内を歩き回るだろう。ディスプレイは次いで
、ユーザの現在地からキャプチャされた、車がハイライトされた画像を提示してもよい。
【０４３４】
　このようなアプリケーションは普及するかもしれないし、そうでないかもしれないが、
多くのものは、画像が獲得され、サンプリングされ、可能性が高いターゲットの存在につ
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いて調べられ、そのターゲットの検出が「実際」のアプリケーションをトリガするように
なり、そのアプリケーションがより多くの計算能力を候補画像に注ぐようになるという、
処理ループを含むようになる可能性が高い。処理は、成功したとアプリケーション及びユ
ーザが同意するまで継続するようになり、又は、明らかに成功しないことで、ユーザにそ
の処理を終了させる。望ましくは、「仮検出」ループがカメラのみで実行可能であり、い
かなる外部リソースも、有用であるかもしれないと期待する理由があったときにのみ呼び
込まれるようにするべきである。
【０４３５】
　もう１つのタイプのアプリケーションは、オブジェクト追跡用であるだろう。ここでは
、既知のタイプのオブジェクトが（方法を問わず）位置指定されると、画像の連続がその
後に獲得され、アプリケーションが終了されるか又はオブジェクトが失われるまで、その
オブジェクトの新しい場所が決定され、示される。この場合、アプリケーションは、外部
リソースを使用して、オブジェクトを最初に位置指定するかもしれず、それらのリソース
を使用して、既知の検出パターンを、検出されていた特定のインスタンスに特化させるよ
うになる可能性が大変高いが、新しいパターンインスタンスを使用する次の「追跡」アプ
リケーションは、電話上で支援を受けずに実行することが望ましい。（おそらく、このよ
うなアプリケーションは、遊び場で子供の世話をする際の支援となる。）
【０４３６】
　いくつかのアプリケーションでは、パターン認識タスクがかなり粗雑である－おそらく
、フレームのシーケンス内の青のパッチ（例えば、セーター）を追跡する－ことがあるが
、他のアプリケーションでは、例えば、紙幣の認証など、大変高度であるかもしれない。
上記の２つのように、かなり少数の制御ループは、非常に多数の単純なアプリケーション
には十分となる可能性が高い。これらのアプリケーションは、抽出される特徴、用いられ
るパターンマッチング技術、及び、頼りにされる外部リソース（もしあれば）の性質が異
なるようになる。
【０４３７】
　上記のように、少なくとも少数のパターン認識アプリケーションは、基本モバイルデバ
イス上で、ネイティブで実行することができる。すべてのパターン認識方法が、そのよう
な制限されたプラットフォームにとって適切になるとは限らない。可能なものには、特に
、大変小さいテンプレート、又は、大変小さい要素を用いる合成テンプレートによる、単
純なテンプレートマッチングと、検出されたパラメータのための適度な解像度要件による
、ハフスタイルのマッチングと、ニューラルネット検出とが含まれるであろう。ネットを
トレーニングするには、多分、外部リソースが必要となるが、特に、ＤＳＰ又はグラフィ
ックスチップを用いることができる場合、その適用をローカルに行うことができることに
留意されたい。大きいデータベースルックアップを用いるか、又は、計算集中的過ぎる任
意の検出技術（例えば、Ｎ空間最近傍（Ｎ－ｓｐａｃｅ　ｎｅａｒｅｓｔ－ｎｅｉｇｈｂ
ｏｒ））、は、多分、外部リソースを使用して最良に行われる。
【０４３８】
　前述のように、クランプ化は、ピクセルのグループを関連するものとして識別するため
の処理を指す。
【０４３９】
　１つの特定の手法は、「共通運命」を有する、例えば、共通の動きを共有する、シーン
項目をグループ化することである。もう１つの手法は、マルチ閾値又はスケール空間ツリ
ーに依拠する。データ構造は、クランプが識別された方法（複数可）を示すシンボルのタ
グを格納することができる。
【０４４０】
　共通の動きの方法は、画像間の点／特徴の２Ｄの動きを考慮する。これらの動きは、例
えば、ほぼ同一の変位、又は、ある画像方向に沿ったほぼ直線の変位、又は、画像点の周
りのほぼ共通の回転でありうる。
【０４４１】
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　マルチ閾値ツリー方法を使用して、画像内でネストされたブロブのツリーを関連付ける
ことができる。図２０Ａ及び２０Ｂは、例示的である。要するに、画像（又は抜粋）は閾
値化され－各ピクセル値が検査されて、閾値を満たすか、超えるかが判定される。最初に
、閾値は黒に設定されうる。あらゆるピクセルは、この基準に合格する。閾値の値が次い
で上げられる。画像の部分は、閾値テストを満たさなくなり始める。エリア（ブロブ）は
、閾値テストが満たされるところに現れる。最終的に、閾値は明るい（高い）レベルに達
する。このテストに合格する、少数の小さい場所のみが残る。
【０４４２】
　図２０Ａ及び２０Ｂによって示されるように、画像全体が黒閾値に合格する。暗い閾値
では、単一のブロブ（長方形）がテストを満たす。この閾値が増大されるにつれて、２つ
の楕円のブロブエリアが分化する。閾値を明るい値へ上げ続けることで、第１のエリアを
２つの明るい楕円に分離させ、第２のエリアを単一の小さい明るいエリアへと分解させる
。
【０４４３】
　ピクセル値をこのような変動閾値に対してテストすることにより、画像フレーム内のピ
クセルの関連クランプを識別するための迅速且つチェックの方法がもたらされる。
【０４４４】
　実用的な実装では、画像が最初にガウス又は他のわずかなぼけにより処理されて、わず
かな雑音アーチファクトが結果に極度に影響を与えないようにされうる。
【０４４５】
　（この方法の変形は、エッジ検出器としての役目を果たすことができる。例えば、閾値
がいくつかの値に渡って上げられる間に、ブロブのうち１つの輪郭が大体固定されたまま
である場合、この輪郭は、エッジであるとして見極められる。このエッジの強度は、輪郭
が本質的に固定される閾値の値の範囲によって示される。）
【０４４６】
　輝度値に対する閾値化が詳述されたが、他の閾値メトリックを同様に、例えば、色、テ
クスチャの程度などに対して比較することができる。
【０４４７】
　そのような方法によって識別されたクランプは、画像特徴及びキーベクトルなど、他の
データのための、組織化する構成物としての役目を果たすことができる。例えば、画像デ
ータから抽出された特徴／キーベクトルが関係付けられることを識別するための１つの手
法は、それらを含む最小の閾値化されたブロブを識別することである。ブロブが小さいほ
ど、特徴が多分、より関係付けられる。同様に、第１及び第２の特徴が関係付けられるこ
とが知られている場合、最初の２つの特徴を含む、最小の閾値化されたブロブを発見する
ことによって、関係する他の特徴を評価することができる。そのブロブ内のいかなる他の
特徴もまた、多分、第１及び第２の特徴に関係付けられる。
自由及び制約
【０４４８】
　いくつかのパターン認識方法の実用性は、アプリケーションの要求で、浮動小数点演算
を行う、又は、ＤＳＰのベクトル演算を呼び出すための、プラットフォームの能力によっ
て決まる。
【０４４９】
　より一般には、直観的コンピューティングプラットフォームにおいて、いくつかの具体
的な自由及び制約がある。自由には、すぐ近くの通信アクセサリデバイス上にあるか、ク
ラウド内にあるかにかかわらず、オフデバイスリソースをタスクが使用する能力が含まれ
、デバイス上で実行することが「どうしてもできなかった」アプリケーションが、そのよ
うに実行するように見えることが可能となる。制約には、制限されたＣＰＵパワー、制限
された使用可能メモリ、及び、変動するリソースでアプリケーションが続行する必要性が
含まれる。例えば、使用可能なメモリが制限されるかもしれないだけでなく、突然減らさ
れ（例えば、通話が開始される）、次いで、より高い優先順位のアプリケーションが終了
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するとき、再度使用可能になるかもしれない。
【０４５０】
　速度もまた制約であり－一般に、メモリとの緊張関係にある。迅速な応答への要望は、
平凡なアプリケーションであってもメモリ上限に反して押し上げるかもしれない。
【０４５１】
　特徴表現の点から、メモリ制限は、値の明示的配列（可能なパラメータの数に比例する
メモリ要件）よりもむしろ、要素の順序付きリスト（エントリの数に比例するメモリ要件
）の維持を助長することがある。動作シーケンスは、全中間画像ではなく、最小限のバッ
ファを（上述のように）使用するかもしれない。画像の長いシーケンスは、１つ又は複数
の平均された結果と共に、短い実際のシーケンスによって、「フェイク」されるかもしれ
ない。
【０４５２】
　キャニーエッジ演算子など、いくつかの「標準」のイメージング機能は、一般的な使用
にとってはリソース集中的過ぎることがある。しかし、同じことが、ＦＦＴ処理－スマー
トフォンのアプリケーションがますます用いている動作－について、以前に言われた。
検討に適したデバイス上の処理
【０４５３】
　上記の制約の関連において、以下の概要は、ローカルデバイスのレパートリーに含まれ
うる幅広く有用な動作のクラスを詳述する。
・Ｉ．タスク関連動作
・・Ａ．画像関連
・・・ｉ．画像シーケンス演算
・・・・ａ）画像をシーケンスから抽出する
・・・・ｂ）画像をシーケンス範囲から生成する
・・・・ｃ）特徴又はＲＯＩをシーケンス中で追跡する
・・・ｉｉ．画像変換
・・・・ａ）点別再マッピング
・・・・ｂ）アフィン変換
・・・・ｃ）局所演算：例えばエッジ、局所平均、．．．
・・・・ｄ）ＦＦＴ又は関連
・・・ｉｉｉ．画像からの視覚的特徴抽出
・・・・ａ）２Ｄ特徴
・・・・ｂ）１Ｄ特徴
・・・・ｃ）３Ｄのような特徴
・・・・ｄ）完全画像－＞ＲＯＩのリスト
・・・・ｅ）非局所特徴（色ヒストグラム、．．．）
・・・・ｆ）スケール、回転不変量強度特徴（ｒｏｔａｔｉｏｎ－ｉｎｖａｒｉａｎｔ　
ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　ｆｅａｔｕｒｅｓ）
・・・ｉｖ．特徴操作
・・・・ａ）２Ｄ特徴からの２Ｄ特徴
・・・・ｂ）１Ｄ－１Ｄなど
・・・・ｃ）２Ｄ特徴からの１Ｄ特徴
・・・ｖ．ＵＩ－画像フィードバック（例えば、画像上でタグ関連シンボルをオーバーレ
イする）
・・Ｂ．パターン認識
・・・ｉ．特徴セットのセットからパターンを抽出する
・・・ｉｉ．シーケンス、画像又は特徴セットをタグに関連付ける
・・・ｉｉｉ．タグ又はタグセットを特徴セットから「認識する」
・・・ｉｖ．合成又は複雑なタグを、「認識された」タグのより単純なセットから「認識
する」
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・・Ｃ．アプリケーション関連通信
・・・ｉ．システム状態から必要な機能のリストを抽出する
・・・ｉｉ．入札の要求をブロードキャストする－応答を収集する
・・・ｉｉｉ．抜き出されたデータを送信し、アウトソース結果を受信する
・ＩＩ．アクション関連動作（多くは既に基本システムアクション内で存在するようにな
る）
・・・ｉ．システム機能をアクティベート／アクティベート解除する
・・・ｉｉ．システムメッセージを作成／消費する
・・・ｉｉｉ．システム状態を検出する
・・・ｉｖ．システムを新しい状態へ移行する
・・・ｖ．保留中、アクティブ及び完了済みアクションのキューを維持する
ユーザ体験及びユーザインタフェース
【０４５４】
　本技術の１つの特定の実施形態は、訓練されていないユーザが、モバイルデバイスの使
用を通じて、どのツールを使用するかを決定する必要なしに、自分の環境について（及び
／又は、自分がいるところのオブジェクトについて）の情報を発見できるようにしながら
、要望されるときはいつでも、どこでも、中断された発見体験を継続するための能力を提
供する。
【０４５５】
　アイフォンなど、既存のシステムが、そのようなニーズを満たさないことは理解されよ
う。例えば、ユーザは、所望の特定のタイプの情報をもたらすために、何千もの異なるア
イフォンアプリケーションのうちどれ（複数可）が起動されるべきであるかを、決定しな
ければならない。また、ユーザが動作を指図中にさえぎられる場合、後の時間又は場所で
発見処理を再開する方法はない。すなわち、ユーザは、オブジェクト又は環境とのインタ
ラクションのポイントで、発見を体験しなければならない。後の探究又は共有のためにそ
の体験を「保存」する能力はない。
【０４５６】
　図１９は、画面１０２及び発見ボタン１０３を含む、例示的ユーザインタフェースを有
するスマートフォン１００を示す。
【０４５７】
　発見ボタン１０３は、電話にその発見モード－入ってくる刺激を解析して、意味及び／
又は情報を見極める－をアクティベートさせるように、ハードワイヤード又はプログラム
される。（いくつかのモダリティでは、電話は常にそのような刺激を解析中であり、ボタ
ンアクションは必要とされない。）
【０４５８】
　描かれた画面１０２は、トップペイン部分１０４及び下方ペイン部分１０６を有する。
これら２つのペインの相対的サイズは、バー１０８によって制御され、バー１０８は、描
かれたペインを分離する。グラフィカルユーザインタフェース設計者によく知られている
構成物を使用して、バー１０８をユーザによってドラッグして、トップペインをより大き
く、又は、ボトムペインをより大きくすることができる。
【０４５９】
　例示的ボトムペイン１０６は、地図、画像、ＧＩＳ層、その他など、空間的情報を提示
する役目を果たす。例示的ボトムペイン１０６は、ジオロケーションペインと呼ばれうる
ものであるが、その機能性を限定するように解釈されるべきではない。
【０４６０】
　例示的トップペイン１０４は、以下の考察でセンサペインと呼ばれる－しかし、これも
また限定ではない。図示のモードでは、このペインは音声情報、すなわち、聴覚シーン可
視化を提示する。しかし、ボタン１３１がＵＩ上に提示され、ボタン１３１によって、こ
のトップペインを切り替えて、視覚情報を提示することができる（この場合、ボタンが次
いで「音声」となり－ユーザが元に切り替えることができるようになる）。磁力計、加速
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度計、その他など、他のタイプのセンサデータもまた、このペイン内に提示されうる。
【０４６１】
　トップペインで開始すると、スマートフォンの１つ又は複数の音声センサ（マイクロフ
ォン）は、音声環境を聴く。話者／音声認識ソフトウェアは、キャプチャされた音声を解
析して、話している人（複数可）を識別し、話されている言葉を見極めようと試みる。マ
ッチがなされる（例えば、ローカルに、又は、クラウド内に格納された、格納済み話者特
徴付けデータを使用する）場合、識別された話者に対応するアイコン１１０が、ディスプ
レイの縁に沿って提示される。スマートフォンが、（例えば、ユーザの電話帳から、又は
、フェイスブックからの）認識された話者の格納された画像１１０ａにアクセスできる場
合、この画像をアイコンとして使用可能である。そうでない場合、デフォルトアイコン１
１０ｂを用いることができる。（認識ソフトウェアが、指定された信頼性を持って性別判
定を行うことができる場合、男性及び女性話者に対して異なるデフォルトアイコンが用い
られうる。）例示されたＵＩは、２人の話者が検出されたことを示すが、他の状況では、
さらに多くてもさらに少なくてもよい。
【０４６２】
　音声認識に加えて、ウォーターマーク検出及びフィンガープリント計算／ルックアップ
など、処理を音声ストリームに適用して、その音声ストリームを識別することができる。
これら又は他の手法によって、ソフトウェアは、周囲の音声において音楽を検出し、その
ような検出を示すアイコン１１２を提示することができる。
【０４６３】
　他の別個の音声タイプもまた検出され、示されうる（例えば、道路の騒音、鳥の鳴き声
、テレビ等々。）
【０４６４】
　アイコン（１１０、１１２など）の各々の左側には、波形表示１２０がある。描かれた
実施形態では、実際のデータに基づいた波形が表示されるが、要望される場合、予め用意
された描写を使用することができる。（スペクトルヒストグラムなど、他の形式の表現を
使用することができる。）例示されたアナログ波形は、左に移動し、最新のデータが右に
来る（テキストの行を読む我々の体験に類似している）。各波形の最新の間隔のみが、左
の見えない所に移動する前に、提示される（例えば、３、１０又は６０秒）。
【０４６５】
　周囲の音声の、別個の波形へのセグメント化は、概算であり、正確な分割は困難である
。２つの異なるマイクロフォンを用いる単純な実施形態では、２つの音声ストリームの間
の差分信号が決定され－第３の音声ストリームがもたらされる。第１の話者が話し中であ
ると検知されるとき、これらの３つの信号のうちより強いものが提示される（波形１２０
ａ）。その話者が話し中でないとき、その波形（又は別のもの）が、大幅に減衰されたス
ケールで提示され－話者が黙り込んだ（が、周囲の音声レベルは、レベルがあまり小さく
ならなかったかもしれない）ことが示される。
【０４６６】
　第２の話者でも同様に、アイコン１１０ｂによって示される。その人の音声が認識され
る（又は、ある人間の音声が見極められるが、識別されず－しかし、アイコン１１０ａに
よって示された話者ではないことが知られる）とき、３つの音声信号のうちより大きいも
のが波形形式１２０ｂで表示される。その話者が黙り込むとき、かなり減衰された波形が
提示される。
【０４６７】
　波形１２０ｃが同様に提示されて、検知されたバックグラウンド音楽が示される。３つ
のソースのうちどれであっても、話者の音声と最も相関性のないものからのデータが、提
示されうる。ここでもまた、音楽が中断される場合、波形をソフトウェアによって減衰し
て、同じことを示すことができる。
【０４６８】
　前述のように、数秒の音声のみが波形１２０によって表現される。その間に、スマート
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フォンは、音声を解析中であり、意味を見極めている。この意味には、例えば、話者のた
めの音声認識テキスト、及び、音楽のための曲識別が含まれうる。
【０４６９】
　音声ストリームについての情報が見極められるとき、ボーブル（アイコン）１２２によ
って表現することができる。ボーブルが、まだ画面を横断している波形によって表現され
る音声の抜粋に対応する場合、ボーブルは、ボーブル１２２ａ（例えば、話者の最近の発
声のためのテキストファイルを示すことができる）など、波形に近接して配置されうる。
ボーブル１２２ａは、対応する波形と共に、その波形が仮想停止ゲート１２３で見えない
所に消えるまで、左へ移動する。その時点で、ボーブルは短いスレッド１２４上にスレッ
ド化される。
【０４７０】
　ボーブル１２２は、ひもでつながれた真珠のように、スレッド１２４上で列を作る。ス
レッド１２４は、制限された数のボーブル（例えば、２から５）を保持するために十分な
長さでしかない。スレッドが一杯になった後、追加された各ボーブルは、最も古いものを
見えない所に押し込む。（消えているボーブルはなお、履歴において使用可能である。）
新しいボーブルが到着しない場合、既存のボーブルは、ある時間間隔の後、「年を取って
駄目になる」ので、画面から消えるように設定されうる。この間隔は、ユーザにより構成
されうるものであり、例示的間隔は、１０若しくは６０秒、又は、１０若しくは６０分な
どであってもよい。
【０４７１】
　（いくつかの実施形態では、プロトボーブルは、任意の関連情報が見極められる前であ
っても、波形又は他の特徴に関連して提示されうる。そのような場合、プロトボーブルを
タップすることで、電話にその処理の焦点を、関連付けられた特徴に関する情報の取得に
合わせさせる。）
【０４７２】
　ボーブル１２２は、見えるしるしを含んで、その内容をグラフィカルに示すことができ
る。例えば、ある曲が認識される場合、対応するボーブルは、関連付けられたＣＤカバー
アートワーク、アーティストの顔、又は、音楽配信者のロゴ（ボーブル１２２ｂなど）を
含んでもよい。
【０４７３】
　別の音声シーン可視化は、電話に対するそれらの方向を参照することにより、異なる音
声ストリームを識別し、描く。例えば、ある波形は、右上から入ってくるように表示され
るかもしれないが、別の波形は、左から到着するように表示されうる。中央のハブは、ボ
ーブル１２２がそれに対して（ひも１２４上のように）蓄積する、そのような波形のため
の停止ゲートとしての役目を果たす。ハブをタップすることで、格納された履歴情報を呼
び戻す。このような構成を、図１９Ａに示す。
【０４７４】
　スマートフォンによるすべてのアクション発見の履歴は、－ローカルで、及び／又は、
リモートで－まとめられ、格納されうる。格納された情報には、発見された情報（例えば
、曲のタイトル、発話されたテキスト、製品情報、テレビ番組のタイトル）のみが含まれ
うるか、又は、さらなるもの－音声ストリームの記録、及び、カメラによってキャプチャ
された画像データなどが含まれうる。ユーザが適切なプロファイル設定によって選択する
場合、履歴には、キーベクトル、加速度計、及び、すべての他のセンサデータなどを含む
、セッション中に電話によって処理されたすべてのデータが含まれうる。
【０４７５】
　加えて、又は別法として、ユーザインタフェースには、「保存」ボタン１３０が含まれ
うる。このコントロールのユーザアクティベーションにより、システムの情報状態が格納
される。もう１つのユーザコントロール（図示せず）は、格納された情報をシステムにリ
ストアできるようにするので、－異なる場所及び時間であっても－デバイス解析及びユー
ザ発見が継続できるようになる。例えば、ユーザが書店で本を拾い読み中であり、且つ、
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ポケットベルがユーザをすぐ近くのレストランの空いているテーブルへと呼び出す場合、
ユーザは「保存」を押すことができる。後に、このセッションを呼び戻すことができ、例
えば、デバイスがそのジャケットアート又はバーコードを参照することにより、関心のあ
る本を探し、且つ、デバイスが、バックグラウンドで再生中であった曲を識別して、ユー
ザは発見を継続することができる。
【０４７６】
　図１９は、音声環境についての情報をセンサペイン１０４で示すが、同様の構成物を用
いて、視覚環境についての情報を、例えば、本明細書の他の部分で詳述された構成を使用
して、提示することができる。前述のように、「カメラ」ボタン１３１をタップすること
で、モダリティを音声から視覚へ（且つ、逆に）切り替える。視覚モードでは、このセン
サペイン１０４を使用して、拡張現実モードのインタラクションを表示することができる
。
【０４７７】
　図１９の、より下方のジオロケーションペイン１０６を見ると、地図データが示される
。地図は、グーグルマップ、ビング（Ｂｉｎｇ）、その他など、オンラインサービスから
ダウンロードされうる。
【０４７８】
　地図データの解像度／粒度は最初に、スマートフォンがその現在地を知る粒度によって
決まる。高度に正確な場所情報が分かる場合、精巧に詳細な地図が提示されうる（例えば
、ズームインされる）が、大体の場所しか分からない場合、それほど詳細ではない地図が
示される。ユーザは、ズームイン又はアウトして、従来のように、スケールコントロール
１４０によって、より多くの、又はより少ない詳細を取得することができる。ユーザの場
所は、より大きいプッシュピン１４２又は他のしるしによって示される。
【０４７９】
　ユーザが、例えば、表示されたボーブルをタップすることによって、発見動作に携わる
たびに、より小さいピン１４６が地図上に立てられ－遭遇の場所をメモリアライズ（ｍｅ
ｍｏｒｉａｌｉｚｉｎｇ）する。発見動作についての情報（時間及び場所を含む）は、ピ
ンに関連して格納される。
【０４８０】
　ユーザがピン１４６をタップする場合、以前の発見についての情報がストレージから呼
び戻され、新しいウィンドウ内で提示される。例えば、ユーザがショッピングモールで１
足のブーツの発見体験をした場合、より以前の遭遇中にユーザに提示された値段及び他の
情報と共に、このブーツの画像が表示されうる（ユーザによりキャプチャされたものか、
又は、ストックフォト）。もう１つの発見は、ナイトクラブでのある曲の認識、又は、教
室内のある顔の認識に関与したかもしれない。すべてのそのようなイベントが、表示され
た地図上のピンによってメモリアライズされる。
【０４８１】
　ジオロケーションペインは、時間コントロール１４４（例えば、グラフィカルスライダ
）によって、以前の発見の再検討を容易にする。一方の極端では、以前の発見が示されな
い（又は、過去１時間以内の発見のみ）。しかし、コントロールを変えることによって、
地図は追加のピン１４６でポピュレートされ－各ピンは、以前の発見体験、及び、その発
見体験が行われた場所を示す。コントロール１４４は、例えば、先週、先月又は去年の発
見を示すように設定されうる。「Ｈ」（履歴）ボタン１４８がアクティベートされて、ス
ライダ１４４が現れるようにされうるが－これにより、過去にあった発見にアクセスでき
るようになる。
【０４８２】
　いくつかの地理的な場所（例えば、ショッピングモール又は学校）では、ユーザの発見
の履歴が豊富過ぎて、ピンが地図を雑然とふさぐことがないように、フィルタリングされ
なければならないことがある。このため、あるモードは、発見の開始及び終了日を、（例
えば、スライダ１４４のような、一対のコントロールによって）ユーザにより設定できる
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ようにする。又は、例えば、ノードストローム（Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ）、ブーツ、音楽、
顔、人々の名前など、キーワードフィルタが適用されうる。
【０４８３】
　コンパスの矢印１４６がディスプレイ上に提示されて、地図の理解が支援される。描か
れたモードでは、地図上の「上」は、電話が向けられる方向である。矢印１４６がタップ
される場合、この矢印は、さっと垂直の向きになる。地図が次いで回転されて、地図上の
「上」が北に対応するようになる。
【０４８４】
　ユーザは、所望のものと同じくらい多く、又は同じくらい少ない、ユーザのアクション
についての情報を、他者と共有することに応じることができる。あるシナリオでは、ユー
ザのプロファイルは、地元のショッピングモールでの自分の発見を、ただし、自分のフェ
イスブックソーシャルネットワークアカウント上で選ばれた友人のみと、且つ、ユーザが
（自動的にすべてのアクションを記録する、システムの履歴アーカイブとは対照的に）発
見を明示的に保存した場合にのみ、共有することを可能にする。ユーザが、書店で特定の
本についての情報を発見し、ボーブルを保存する場合、この情報は、データストアクラウ
ドに投稿される。ユーザが１週間後にショッピングモールに戻り、より以前の訪問からの
ボーブルを再検討する場合、ユーザは、ある友人がその間にその書店におり、ユーザの格
納された発見体験に基づいて、その本を見たことを発見することができる。その友人はそ
の本についてのコメントを投稿し、場合によっては、同じ主題の別の本を推奨したかもし
れない。このように、発見についてのクラウドアーカイブを、他者が発見し、他者自身の
内容により拡張するために、共有することができる。
【０４８５】
　同様に、ユーザは、ユーザの発見履歴の一部又は全部を、例えば、視聴者測定、群衆ト
ラフィック解析、その他などの目的で、商用エンティティが使用可能にすることに同意し
てもよい。
例示的な動作のシーケンス
【０４８６】
　図１９の構成は、ユーザインタラクションなしで提示可能であることは理解されよう。
表示された動作のモードは、デバイスが任意の期間の非活動の後に戻るスクリーンセーバ
ーなど、デバイスのデフォルトでありうる。
【０４８７】
　ある特定の構成では、電話がかけられるとき、ソフトウェアがアクティベートされる。
アクティベーションは、デバイスの動き、又は、他のセンサイベント（例えば、視覚刺激
変化、又は、画面上でタップを検知すること）によってトリガされうる。動作の最初の１
秒くらいで、カメラ及びマイクロフォンは、既にアクティベートされていない場合、アク
ティベートされる。電話は、（例えば、ローカルＷｉＦｉノード、又は、他の全体のチェ
ックを識別することによって）迅速な位置の概算を行う。ある場所情報が入手可能になる
とすぐに、対応する地図データが画面上に提示される（地図の中心が対応する場所からの
電話の距離が、１００ヤード又は１マイルなど、格納された閾値を超えない場合、キャッ
シュされた地図データのフレームは十分でありうる）。電話はまた、クラウドサービスへ
の接続を確立し、電話の場所を送信する。ユーザのプロファイル情報は、オプションで、
最近の履歴データと共に呼び戻される。
【０４８８】
　アクティベーションの１秒から３秒の間、デバイスは、環境についてのフィードバック
を処理し始める。画像及び／又は音声シーンセグメント化が起動される。検知されたデー
タに関するキーベクトルは、クラウド処理へのストリーミングを開始することができる。
より精緻化されたジオロケーションを決定することができ、更新された地図データを取得
／提示することができる。以前の発見体験に対応するプッシュピンを、地図上でプロット
することができる。ユーザの友人の場所を示すアイコンなど、他のグラフィカルオーバー
レイもまた提示されうる。ユーザが、繁華街又はショッピングモールにいる場合、別のオ
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ーバーレイが、商品を特売で提供している店、又は、それらの店内の場所を示してもよい
。（このオーバーレイは、選択に基づいて、例えば、小売店の得意客クラブの会員に対し
て、提供されうる。ＲＳＳタイプの配信は、そのようなサブスクリプション情報を電話へ
、オーバーレイ提示のために供給してもよい。）もう１つのオーバーレイは、すぐ近くの
車道などの現在の交通状態を示してもよい。
【０４８９】
　はっきり見える、関心のある特徴は既に、視覚的シーン（例えば、バーコード）内で識
別され、カメラビュー内でハイライトされ、又は輪郭が描かれうる。高速画像セグメント
化動作の結果（例えば、それは顔である）に、例えば、長方形の輪郭を描くことによって
、同様に注目することができる。デバイス側の認識動作の結果は、例えば、センサペイン
１０４上のボーブルとして現れてもよい。ボーブルＵＩは、タップされうるという意味で
、アクティベートされ、関連情報を提示するようになる。ボーブルを同様に、所望の動作
を信号で送るために、画面全体に渡ってドラッグすることができる。
【０４９０】
　まだ、ユーザは電話でアクションを取っていない（ただし、例えば、ポケット又はハン
ドバッグから電話を持ち上げることを除く）。
【０４９１】
　電話が視覚的発見モードである場合、オブジェクト認識データが、（例えば、ローカル
で、又は、クラウドから）センサペイン上で現れ始めることがある。データは、タイド（
Ｔｉｄｅ）洗剤の箱を認識し、例えば、それに応じてブランドの付いたボーブルをオーバ
ーレイしてもよい。
【０４９２】
　ユーザは、タイドボーブルを画面の異なる角へドラッグして、異なるアクションを信号
で送ることができる。ある角は、ごみ入れアイコンを有してもよい。別の角は、「保存」
アイコンを有してもよい。タイドボーブルをそこへドラッグすることで、発見を継続する
ために後に呼び戻され、再検討されうる、履歴データストアにタイドボーブルを追加する
。
【０４９３】
　ユーザがタイドボーブルをタップする場合、あらゆる他のボーブルが画面上でグレー表
示にされうる。電話は－そのタップがユーザによる関心／意図の表現であると理解して－
、リソースを、選択されたボーブルによって示されたオブジェクトのさらなる解析に転じ
る。
【０４９４】
　ボーブルをタップすることで、そのボーブルのためのコンテキストメニューを呼び出す
こともできる。そのようなメニューを、ローカルに供給することができ、又は、クラウド
から提供することができる。タイドでは、メニューオプションには、使用説明書、ユーザ
がメーカーにフィードバックを提供することができるブログなどが含まれうる。
【０４９５】
　メニューオプションの１つは、ユーザがさらなるメニューオプションを望むことを信号
で伝えることができる。このオプションをタップすることで、他の、より人気のないオプ
ションを取得し、そのオプションをユーザに提示するように、電話に指図する。
【０４９６】
　別法として、又は加えて、メニューオプションの１つは、ユーザがオブジェクト認識結
果に満足していないことを、信号で伝えることができる。このオプションをタップするこ
とで、さらに激しく動いて、さらなる発見をするように試みるように、電話（及び／又は
クラウド）に指図する。
【０４９７】
　例えば、書店にいるユーザは、アルバート・アインシュタインを描く本のカバーの画像
をキャプチャしてもよい。電話は、その本を認識し、本のレビュー及び購入オプションな
ど、リンクを提供してもよい。ユーザの意図は、しかし、アインシュタインについてのさ
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らなる情報を取得することであったかもしれない。元に戻って、さらに働くように電話に
伝えることで、電話がアインシュタインの顔を認識し、次いで、その本ではなく、その人
に関するリンクのセットを提示することにつながる可能性がある。
【０４９８】
　いくつかのユーザインタフェースでは、メニューオプションは、一度タップされるか、
二度タップされるかに応じて、代わりの意味を有してもよい。特定のメニューオプション
のシングルタップは、より多くのメニューオプションが表示されることを、ユーザが望む
ことを示してもよい。同じメニューオプションの２回のタップは、ユーザが元のオブジェ
クト認識結果に満足せず、他の結果を望むことを、信号で伝えてもよい。二重の意味は、
表示されたメニュー説明文にテキストで示されうる。
【０４９９】
　別法として、慣例が生じることがあり、それにより、シングルタップの意味が与えられ
ると、ユーザは２回のタップのメニューの意味を推論することができる。例えば、シング
ルタップは、電話のローカルリソースを使用して、示されたタスクを行うための命令を指
示することができるのに対して、ダブルタップは、クラウドリソースによるその同じタス
クの実行を指図する。又は、シングルタップは、コンピュータリソースを排他的に使用し
て、示されたタスクを行うための命令を指示することができるのに対して、ダブルタップ
は、アマゾンのメカニカルタークサービスを使用することによるなど、人間により支援さ
れた実行のためにタスクを任せるための命令を指示することができる。
【０５００】
　ボーブルをタップする代わりに、ユーザは、１つ又は複数のボーブルを円で囲むこと－
画面上でグラフィックの周囲を指でなぞることによって、関心を示すことができる。この
形式の入力により、ユーザは、ボーブルのグループへの関心を示すことができるようにな
る。
【０５０１】
　このようなジェスチャー（２つ以上のボーブルへの関心を示す）を使用して、単に２つ
のボーブルを別々にタップすることとは異なるアクションをトリガすることができる。例
えば、図２４のアップル及びＮＡＳＡボーブルを共通の円の中に囲むことで、アップル及
びＮＡＳＡの両方に関する情報を探し求めるように、システムに指図することができる。
それに応じて、デバイスは、例えば、ＮＡＳＡアイフォンアプリについての情報を提供し
てもよく、このアプリにより、ＮＡＳＡ画像がアイフォンのユーザにとって入手可能とな
る。そのような発見は、アップル及びＮＡＳＡのロゴを別々にタップすることによっては
、生じていなかったであろう。同様に、ＮＡＳＡのロゴ及びローリング・ストーンズのロ
ゴをまとめて円で囲むことで、ボイジャー宇宙船（フィクション－「スターマン」という
映画で紹介された）に搭載された金メッキの銅ディスクにローリング・ストーンズの曲が
含められたことについての、ウィキペディアの記事の発見につながる、検索をトリガして
もよい。
【０５０２】
　図２１Ａは、図１９とはやや異なる発見ＵＩを示す。視覚的発見が画面の大部分を占有
し、画面の底部の帯が、検知された音声情報を表示している。この白黒の描写でははっき
り見えないが、図２１Ａの画面の中央に渡って、「Ｏ」という様式化された文字（オレゴ
ニアン（Ｏｒｅｇｏｎｉａｎ）新聞のバナーからの活字書体を使用）からなる、オーバー
レイされた赤いボーブル２０２がある。この場合、電話は、オレゴニアンの記事から、デ
ジタルウォーターマーク信号を検知し－このボーブルの表示をトリガした。
【０５０３】
　ボーブルをクリックすることで、ボーブルを、アニメのように、図２１Ｂに示されたコ
ンテキスト依存メニューへと変換させる。中央には、図２１Ａで発見されたオブジェクト
（例えば、新聞の記事）を表現するグラフィックがある。左上には、ユーザがその記事又
はリンクを他者にメール送信することができる、メニュー項目がある。右上には、その記
事がユーザアーカイブに保存されることを許可する、メニュー項目がある。
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【０５０４】
　左下には、ユーザがその記事に関する注釈を書くことができる、ブログへのリンクがあ
る。右下には、その記事に関連付けられたビデオへのリンクがある。
【０５０５】
　新聞の読者は、次に、カジノの広告に遭遇することがある。電話によって検知されると
き、ボーブルが再度現れる。このボーブルをタップすると、例えば、演奏者の今度のコン
サートのチケットを買うため、コンテストに参加するため、及び、カジノホールの３６０
度の没入型ツアーに出るための、異なるセットのメニューオプションが立ち上がる。「保
存」オプションもまた提供される。画面の中央には、カジノのロゴが付いた長方形がある
。
【０５０６】
　デジタルウォーターマーク付きの薬剤の瓶を見ると、図２２に示された、さらにもう１
つのコンテキストメニューが立ち上がる。中央には、錠剤がどのように見えるべきである
かの画像があり－（例えば、旅行者がいくつかの異なる錠剤を混合した瓶から）薬を飲む
とき、安全性のチェックが可能となる。薬はまた、名前（「Ｆｅｄｒａｔｒｙｌ」）、強
さ（「５０ｍｇ」）によって、且つ、処方医師（「Ｌｅｓｌｉｅ　Ｋａｔｚ」）によって
も識別される。あるメニューオプションは、ユーザの医師（又は薬剤師）に電話をかけさ
せる。このオプションは、ユーザの電話帳で処方医師の名前を検索し、その番号に電話を
かける。もう１つのオプションは、自動化された処方薬補充要求を薬局に提出する。もう
１つのリンクは、その薬物についてのよくある質問を提示し、且つ、ＦＤＡにより要求さ
れた開示情報を含む、ウェブサイトにつながる。「保存」オプションもまた設けられる。
【０５０７】
　同様に、ＰＤＦ文書のウォーターマークは、文書に固有のメニューオプションを明らか
にすることができ、ギャップ（Ｇａｐ）ジーンズタグのバーコードは、取扱表示及びファ
ッションのヒントにつながることが可能であり、本のカバーのアートワークの認識は、本
のレビュー及び購入機会を含むメニューオプションの表示をトリガすることができ、顔の
認識は、その人のフェイスブックページを見る、名前の注釈付きの写真をフリッカーに格
納する、その他など、オプションを立ち上げることができる。同様に、ウォーターマーク
付きのラジオ又はテレビのオーディオ／ビデオは、サンプリングされた番組についての情
報の発見などにつながることが可能である。
【０５０８】
　図２３は、画像処理に関連付けられた、「レーダー」ユーザインタフェース手がかりを
描く。明るくされた赤いバー２０２（図２４Ａに図示）は、－仮想回転軸から－画像全体
に渡って繰り返してスイープする。（描かれた場合では、この回転軸は画面外にある。）
スイープは、ユーザに、電話の画像処理アクティビティについてのアラートを出す。各ス
イープは、キャプチャされたデータの新しい解析を示すことができる。
【０５０９】
　デジタルウォーターマークは典型的には、ウォーターマークペイロードが検出可能にな
る前に、見極められなければならない向きを有する。キャプチャされた画像の向きが、ウ
ォーターマークの向きと大体一直線になる場合、検出が容易になる。いくつかのウォータ
ーマークは、ウォーターマークの向きを識別するために迅速に見極められうる、向き信号
を有する。
【０５１０】
　図２３Ｂの画面ショットでは、レーダートレース（ｒａｄａｒ　ｔｒａｃｅ）２０２に
より、そのすぐ跡を追って、瞬時のゴーストパターンが現れる。このパターンは、ウォー
ターマークの向きと一直線に合わせられたグリッドを示す。傾いたグリッド（図２３Ｂに
描かれたものなど）を見ることで、電話の向きをわずかに変えるようにユーザに促すこと
ができるので、グリッドラインが画面の縁に平行になり－ウォーターマーキング復号を支
援する。
【０５１１】
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　もう１つの視覚の手がかり－これは時間的なものである－として、ボーブルは、一定の
時間が経過した後、それらの空間的な係留を失い、画面の縁に流れ着いてもよい。最終的
に、ボーブルは、見えない所にすべり込んでもよい（が、なお、ユーザの履歴ファイルで
は使用可能となってもよい）。このような構成を図２４に示す。（他の実施形態では、ボ
ーブルは画像特徴に空間的に関連付けられたままであり－関連付けられた視覚的特徴が視
界から出るときにのみ、消える。音声では、且つ、オプションで画像では、ボーブルは、
別法として、時の経過と共に適所で活気づいてもよい。）
【０５１２】
　聴覚的発見は、上記で詳述された処理と並行することができる。プロトボーブルを、検
出された音に直ちに関連付け、より多くの情報が入手可能であるとき、完全なボーブルへ
と精緻化することができる。異なるタイプの音声ウォーターマーク復号及びフィンガープ
リンティング／ルックアップを使用して、曲などを識別することができる。音声認識は、
進行中でありうる。ある音声は、迅速にローカルで処理され、クラウド内でより徹底的な
処理を受けてもよい。ローカル処理の結果生じるボーブルは、クラウド処理が完了され、
元の結果を確認した後、異なる外観（例えば、太字になる、又は、より明るく、又は、カ
ラー対モノクロ）を呈してもよい。（視覚解析でも、－ローカル及びクラウド処理によっ
て、又は、代わりの識別機構、例えば、ＳＩＦＴ及びバーコード読み取りによって－最初
の識別が確認されるとき、同様である。）
【０５１３】
　前述のように、ユーザは、ボーブルをタップして、関連付けられた情報及びコンテキス
トメニューを明らかにすることができる。あるボーブルがタップされるとき、他のオブジ
ェクトの処理が保留又は縮小されるので、ユーザが関心を示したところに処理が焦点を合
わせることができる。ユーザが、表示されたメニューオプションのうち１つをタップする
場合、デバイスＵＩは、選択された動作をサポートするものに変化する。
【０５１４】
　認識された曲では、コンテキストメニューは、アーティスト名、トラック名、配信者、
ＣＤ名、ＣＤアートワークなどを提示する、中央ペインを含みうる。周囲は、例えば、ユ
ーザがその音楽をアイチューンズ（ｉＴｕｎｅｓ）又はアマゾンで購入するか、又は、そ
の曲のユーチューブ音楽ビデオを見ることができるようにする、リンクであってもよい。
話された音声では、タップにより、話者の言葉の転写を表示し、且つ、友人へ送信する、
フェイスブックへ投稿する、話者の発話の格納された記録を再生する、その他など、オプ
ションを提供する、メニューを開くことができる。
【０５１５】
　音声の時間的性質のため、ユーザインタフェースは、ユーザがより以前の時間からの情
報にアクセスできるようにするコントロールを含むことが望ましく－そのボーブルは、既
に画面から除去されたかもしれない。１つの手法は、ユーザが、所望の音声トラックを後
方へ（例えば、波形１２０ｂを右へ）スイープできるようにすることである。このアクシ
ョンは、進行中の波形の表示を一時停止し（しかし、すべての情報はバッファされる）、
その代わりに、音声及び関連付けられたボーブルを、格納された履歴から順次呼び戻す。
所望のボーブルがそのような方法で画面にリストアされるとき、ユーザはそのボーブルを
、対応する発見体験を求めて、タップすることができる。（時間領域をナビゲートするた
めの他のデバイスを、別法として提供することができ、例えば、シャトルコントロールで
ある。）
【０５１６】
　そのような時間的ナビゲーションを容易にするために、インタフェースは、呼び戻され
た波形に沿った１０秒又は６０秒毎のチックコード（ｔｉｃ　ｃｏｄｅｓ）など、相対的
時間情報の、又は、呼び戻されたボーブルに関連付けられたテキストのタイムスタンプ（
例えば、「２：４５前」）を有する、表示を設けてもよい。
【０５１７】
　ソフトウェアのユーザインタフェースは、「後で」ボタンなどを含み、ユーザが発見情
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報をリアルタイムで再検討中ではなくなることを信号で送ることができる。コンサートの
場にいるユーザは、例えば、このモードをアクティベートし－自分の注意が他のところに
集中されるようになると認めることができる。
【０５１８】
　このコントロールは、電話に対して、発見データで表示を更新する必要がなく、データ
を直ちに処理する必要すらもないことを示す。代わりに、デバイスは単に、すべてのデー
タをクラウドへ、処理のために（単にキャプチャされた音声及び画像データだけでなく、
ＧＰＳの場所、加速度計情報なども）転送することができる。クラウドからの結果を、完
了時に、ユーザの履歴に格納することができる。後のより都合のよい時間に、ユーザは、
格納されたデータを呼び戻し、注目された発見を－それらの発見は即時性の制約により処
理されなかったので、おそらく、より詳細に－探究してもよい。
【０５１９】
　もう１つのユーザインタフェースの特徴は、例えば、後のアクセスのために、ボーブル
がドラッグされた先でくっつく「ドック」（アップルのＯＳ　Ｘオペレーティングシステ
ムのドックに類似のもの）でありうる。ボーブルがそのような方法でドックに入れられる
とき、そのボーブルに関連付けられたすべてのキーベクトルが保存される。（別法として
、現在のセッションに関連付けられたすべてのキーベクトルが保存され－後の動作のため
により有用なコンテキストを提供する。）ボーブルがドックへドラッグされる場合、関連
データ（ボーブル固有、又は、セッション全体）がクラウドによって処理されて、示され
たオブジェクトに関するより詳細な情報が見極められるように、デバイスプリファレンス
を設定することができる。
【０５２０】
　さらにもう１つのインタフェースの特徴は、ボーブルがドラッグされうる先の「ワーム
ホール」（又は「共有」アイコン）でありうる。これは、ユーザの友人と共有するために
、ボーブル、又は、関連情報（例えば、ボーブル関連キーベクトル、又は、セッションデ
ータ全体）を投稿する。ワームホールに置かれたボーブルは、例えば、地図表示上の独特
なピンとして、ユーザの友人のデバイス上にポップアップ可能である。友人がユーザに同
行中であるとき、ボーブルは、友人のデバイスのカメラビュー上に、友人のデバイスによ
って見られるようなシーンの対応する部分上のオーバーレイとして、現れてもよい。関連
情報の他の表示は、もちろん使用可能である。
さらに音源位置測定について
【０５２１】
　スマートフォンは、ユビキタスになるにつれて、新規な方法で協調することができる。
１つは、高度な音源位置測定を行うことである。
【０５２２】
　従来技術（例えば、米国特許出願公開第２００８／００８２３２６号及び米国特許出願
公開第２００５／０１１７７５４号）から知られているように、空間的に分離されたマイ
クロフォンからの信号を使用して、検知された音声信号における、相関性のある特徴間の
時間遅延に基づいて、音声が発出する元の方向を見極めることができる。異なる個人によ
って携行された電話は、空間的に分離されたマイクロフォンとしての役目を果たすことが
できる。
【０５２３】
　音源位置測定の必要条件は、成分音声センサの位置を理解することである。ＧＰＳは、
使用可能な１つの位置指定技術である。しかし、より正確な技術が現れつつある。１つは
、特許公報の国際公開第０８／０７３３４号パンフレットに詳述されている。この、又は
他の技術によって、携帯電話の相対的場所が、１メートル未満（場合によっては、さらに
１センチメートルに近い）精度内で決定されうる。
【０５２４】
　そのような位置測定技術を使用して、３つの空間次元で協調する各電話の位置を識別す
ることができる。さらなる精緻化は、電話本体のセンサ（複数可）の場所及び向きを知る
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こと、及び、電話の向きを知ることに由来することが可能である。前者の情報は、各電話
に固有であり、ローカル又はリモートデータストレージから取得されうる。加速度計及び
磁力計など、電話内のセンサを使用して、電話の向き情報を生成することができる。最終
的に、各マイクロフォンの６Ｄ姿勢が決定されうる。
【０５２５】
　これらの電話は次いで、この情報を他の電話と共有する。これらの電話のマイクロフォ
ンによって検知されるとき、タイムスタンプの付いた音声のデジタルストリームをブロー
ドキャストするように、これらの電話をプログラムすることができる。（いくつかのスト
リームのためのデータは、いくつかのマイクロフォンを有する電話によってブロードキャ
ストされうる。）場所情報もまた、各電話によってブロードキャストすることができ、又
は、１台の電話が、国際公開第０８／０７３３４号パンフレットで詳述されたものなど、
適切な技術を使用して、別の電話の場所を見極めてもよい。ブロードキャストは、ブルー
トゥース又はジグビー（Ｚｉｇｂｅｅ）又は８０２．１１など、短距離無線技術によるも
のでありうる。ボンジュール（Ｂｏｎｊｏｕｒ）など、サービス発見プロトコルを使用し
て、電話間でデータを交換することができ、又は、別のプロトコルを使用することができ
る。
【０５２６】
　ＭＰ３圧縮は一般に、音声圧縮のために使用されるが、その使用は、現在の状況では支
持されていない。ＭＰ３などは、音声を、サンプリングウィンドウ毎に、周波数係数の連
続セットとして表現する。このサンプリングウィンドウは、実際には、時間的不確実性の
ウィンドウである。この不確実性は、音源を位置測定することができる精度を制限する。
特徴相関が時間遅延に正確に関係付けられるために、圧縮されていない音声、又は、時間
情報を正確に保つ圧縮（例えば、無損失のデータ圧縮）が使用されることが好ましい。
【０５２７】
　一実施形態では、第１の電話が、１つ又は複数の第２の電話によって検知且つブロード
キャストされた音声データを受信し、－それ自体のマイクロフォンによって検知されたデ
ータと共に－音源の方向を判断する。この決定は次いで、他の電話と共有されうるので、
他の電話自体で決定を行う必要はない。音源の場所は、第１の電話からのコンパスの方向
として明示されうる。望ましくは、第１の電話の場所が他の電話に知られるので、第１の
電話に対する音源位置測定情報を他の電話の位置に関係付けることができるようになる。
【０５２８】
　もう１つの構成では、環境内の専用デバイスが、すぐ近くのセンサからの音声ストリー
ムを収集する役目を果たし、音源位置測定の決定を行い、その結果を、関係する電話にブ
ロードキャストする。この機能性は、照明コントローラ、サーモスタット、その他など、
他のインフラストラクチャデバイスに組み込まれうる。
【０５２９】
　音声方向を２次元で決定することは、大部分の応用例では十分である。しかし、マイク
ロフォン（電話）の間隔が３次元で空いている（例えば、異なる高度にある）場合、音源
方向を３次元で決定することができる。
【０５３０】
　センサの間隔が、（単一の電話上の複数のマイクロフォンなど、多数の応用例で一般的
であるように）数センチメートルではなく、数メートル空いている場合、音源を、その方
向によってのみでなく、その距離によっても位置測定することができる。方向情報に基づ
いて三角測量を使用し、且つ、それら自体のそれぞれの場所が分かると、２つ以上の空間
的に分離された電話は、各々から音源までの距離を決定することができる。既知の電話の
場所からの距離及び方向により、音源の位置を決定することができるようになる。前述の
ように、センサが３次元で分散している場合、この位置情報を３次元で解決することがで
きる。（ここでもまた、これらの計算を１台の電話によって、他の電話からのデータを使
用して行うことができる。結果として生じる情報を、次いで共有することができる。）
リンクトデータ
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【０５３１】
　本技術の別の態様によれば、データ及びリソースのウェブ２．０の概念（例えば、リン
クトデータに関連する）が、有形のオブジェクト及び／又は関連キーベクトルデータ、並
びに、関連付けられた情報と共に使用される。
【０５３２】
　リンクトデータは、Ｓｉｒ　Ｔｉｍ　Ｂｅｒｎｅｒｓ　Ｌｅｅによって奨励された、ウ
ェブ上で参照解除可能なＵＲＩを介してデータをエクスポーズ、共有及び接続するための
構成を指す。（例えば、Ｔ．Ｂ．Ｌｅｅ、Ｌｉｎｋｅｄ　Ｄａｔａ、ｗｗｗ＜ｄｏｔ＞ｗ
３＜ｄｏｔ＞ｏｒｇ／ＤｅｓｉｇｎＩｓｓｕｅｓ／ＬｉｎｋｅｄＤａｔａ．ｈｔｍｌを参
照。）
【０５３３】
　要するに、ＵＲＩが使用されて、有形のオブジェクト及び関連付けられたデータオブジ
ェクトが識別される。ＨＴＴＰ　ＵＲＩは、人々及びユーザエージェントによってこれら
のオブジェクトを参照し、ルックアップ（「参照解除」）することができるように、使用
される。ある有形のオブジェクトが参照解除されるとき、その有形のオブジェクトについ
ての有用な情報（例えば、構造化されたメタデータ）が提供される。この有用な情報は、
－他の関連情報及び有形のオブジェクトの発見を改善するために－他の関連ＵＲＩへのリ
ンクを含むことが望ましい。
【０５３４】
　ＲＤＦ（リソース記述フレームワーク）は一般に、リソースについての情報を表現する
ために使用される。ＲＤＦは、リソース（例えば、有形のオブジェクト）を、主語、述語
及び目的語からなる、いくつかのトリプルとして記述する。これらのトリプルは、時とし
て、アサーションと呼ばれる。
【０５３５】
　トリプルの主語は、記述されたリソースを識別するＵＲＩである。述語は、どのような
種類の関係が主語と目的語の間に存在するかを示す。述語もまた、典型的にはＵＲＩであ
り－特定のドメインに関する標準化された語彙から引き出されるものである。目的語は、
リテラル値（例えば、名前又は形容詞）であってもよく、又は、主語に何らかの形で関係
付けられる別のリソースのＵＲＩであってもよい。
【０５３６】
　異なる知識表現言語を使用して、有形のオブジェクト及び関連付けられたデータに関す
るオントロジーを明示することができる。ウェブオントロジー言語（ＯＷＬ）はその１つ
であり、ＲＤＦスキーマとの互換性を提供するセマンティックモデルを使用する。ＳＰＡ
ＲＱＬは、ＲＤＦ表現と共に使用するためのクエリ言語であり－クエリが、連言、選言、
及びオプションのパターンと共に、トリプルパターンからなることを可能にする。
【０５３７】
　本技術のこの態様によれば、モバイルデバイスによってキャプチャされ、作り出された
データの項目には、一意及び永続的な識別子がそれぞれ割り当てられる。これらのデータ
には、基本のキーベクトル、セグメント化された形状、認識されたオブジェクト、これら
の項目について取得された情報などが含まれる。これらのデータの各々は、クラウドベー
スのレジストリシステムに記録され、このレジストリシステムはまた、関連するルーティ
ング機能をもサポートする。（データオブジェクト自体もまた、長期の格納のためにクラ
ウドへプッシュされてもよい。）データに関する関連アサーションは、モバイルデバイス
からレジストリへ提供される。したがって、ローカルデバイスに知られている各データオ
ブジェクトは、クラウド内のデータを介してインスタンス化される。
【０５３８】
　ユーザは、画像をキャプチャしながら、カメラをスイープしてもよい。そのようなアク
ションを通じて集められ、処理され、及び／又は識別されたすべてのオブジェクト（及び
関連データ）は、識別子が割り当てられ、クラウド内で存続する。１日又は１年後、別の
ユーザがそのようなオブジェクトに対して、（例えば、ある木がホワイトオークである、
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など）アサーションを作成することができる。カメラが特定の場所を、特定の時間に素早
く見ることであっても、クラウド内で無期限にメモリアライズ（ｍｅｍｏｒｉａｌｉｚｅ
ｄ）される。そのようなコンテンツは、この基本のクラウドベースの形式において、協調
のために組織化する構成物となりうる。
【０５３９】
　データの命名は、クラウドベースのシステムによって割り当てることができる。（クラ
ウドベースのシステムは、割り当てられた名前を発信側のモバイルデバイスに戻すように
レポートすることができる。）モバイルデバイスに知られているようなデータを識別する
情報（例えば、上述のクランプＩＤ又はＵＩＤ）をクラウドベースのレジストリに提供す
ることができ、そのデータについての別のアサーションとして、クラウド内でメモリアラ
イズすることができる。
【０５４０】
　クラウドベースのレジストリによって維持されたデータの部分ビューには、以下が含ま
れうる。

【表２】

【０５４１】
　このように、この態様では、モバイルデバイスは、クラウドベースのレジストリが複数
のソフトウェアオブジェクト（例えばＲＤＦトリプル）を、モバイルデバイスが処理する
データの項目毎に、及び／又は、そのカメラの視野内で発見された物理的オブジェクト又
は特徴毎に、インスタンス化することを可能にするデータを提供する。大変多くのアサー
ションを、各々について作成することができる（私はキャニーデータである、私はある場
所及び時間でキャプチャされた画像に基づいている、私は、緯度Ｘ、経度／Ｙから北を見
ると見える、質感の高い青いオブジェクトである、など）。
【０５４２】
　重要なことには、これらの属性を、他のデバイスによって投稿されたデータとリンクさ
せることができ－ユーザのデバイスによって、入手可能な画像データ及びコンテキストの
みから見極めることができない、新しい情報の獲得及び発見を可能にする。
【０５４３】
　例えば、ジョンの電話は、ある形状をビルとして認識するが、その街路アドレスを見極
めること、又はそのテナントを知ることができないことがある。ジェーンは、しかし、そ
のビルで働いていることがある。彼女の特定のコンテキスト及び履歴のため、彼女の電話
がビル関連画像データに関連してレジストリに以前に提供した情報においては、そのビル
の住所及びいくつかのテナントについての情報を含む、そのビルについての情報がより豊
富であることがある。ジオロケーション情報及び形状情報における類似性によって、ジェ
ーンの電話がそれについて情報を提供したビルを、ジョンの電話がそれについて情報を提
供した同じビルである可能性が高いものとして識別することができる。（新しいアサーシ
ョンをクラウドレジストリに追加して、ジェーンのビルのアサーションをジョンのものに
明示的に関係付けることができ、逆もまた同様である。）ジョンの電話がレジストリに対
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して、そうするように要求した場合（且つ、関連のあるプライバシー保護手段が許可する
場合）、レジストリは、ジョンの電話に、ジェーンの電話によって提供されたそのビルに
ついてのアサーションを送信することができる。ここで作用している、根底にある機構は
、仲介されたクラウドソーシングであると見なすことができ、アサーションは、参加者も
同意するポリシー及びビジネスルールフレームワーク内で作成される。
【０５４４】
　関連付けられたアサーションの豊富なセットを有する場所（例えば、場所によって、且
つ、オプションで時間によっても決定される）は、新しい発見体験をもたらす。モバイル
デバイスは、ＧＰＳ場所及び現在時間など、単純なアサーションを、リンクトデータ又は
他のデータリポジトリ内で検索又は発見体験を開始するためのエントリポイントとして、
提供することができる。
【０５４５】
　また、クラウド内のアサーションのアクセス又はナビゲーションに、モバイルデバイス
上のセンサによって影響を与えることができることにも留意されたい。例えば、ジョンは
、ＧＰＳ又は他のセンサによって決定されるような、そのビルとの特定の近接内（例えば
、１０ｍ、３０ｍ、１００ｍ、３００ｍなど）にいる場合にのみ、そのビルに関するジェ
ーンのアサーションにリンクすることを許可されてもよい。この許可は、ジョンが静止し
ているか、又は、ＧＰＳ、加速度計若しくは他のセンサによって決定されるような歩く速
度（例えば、毎分１００フィート若しくは３００フィート未満）で移動中である必要があ
る場合に、さらに限定されてもよい。モバイルデバイス内のセンサからのデータに基づく
そのような制限は、望まれていないか、又はより関連性の少ないアサーション（例えば、
広告など、スパム）を減らし、データのリモート又はドライブバイ（又はフライバイ）マ
イニングに対する、あるセキュリティを提供することができる。（様々な構成を用いて、
ＧＰＳ又は他のセンサデータのスプーフィングと戦うことができる。）
【０５４６】
　同様に、２人の関係者が、ジオロケーション、時間、ソーシャルネットワークのつなが
りなどにおける近接など、ある特色を共有するときにのみ、クラウド内に格納されたアサ
ーションがアクセスされてもよい（又は、対象についての新しいアサーションが作成され
てもよい）。（後者は、ジョンが、例えば友達として、ジェーンに社会的にリンクされる
ことを示す、フェイスブック又はリンクトインなど、ソーシャルネットワークデータスト
アを参照することによって、示すことができる。）ジオロケーション及び時間のそのよう
な使用は、社会慣習に近似し、すなわち、人々の大きいグループが集まるとき、発生する
自然発生的なインタラクションは価値のある可能性があり、その理由は、そのグループの
メンバが共通の関心、特色などを有する高い見込みがあるからである。アサーションにア
クセスし、それを投稿するための能力、及び、他者の存在に基づいて新しい発見体験を可
能にすることは、このモデルの結果として生じる。
【０５４７】
　場所は、画像データのセットが関連付けられる、よくある手がかりである。他の手がか
りもまた、使用することができる。
【０５４８】
　ゾウの調査員を考えられたい。知られているゾウ（例えば、自然保護区域内にいる）に
は、一般に名前が付けられ、顔の特徴（傷跡、しわ及びきばを含む）によって識別される
。調査員のスマートフォンは、あるゾウについての顔の特徴ベクトルを大学データベース
に提出してもよく、大学データベースは、顔のベクトルをゾウの名前に関連付けるために
存在する。しかし、そのような顔のベクトル情報がクラウドベースのレジストリに提出さ
れるとき、より大量の情報が明らかにされ、例えば、以前の目撃の日付及び場所、そのゾ
ウを見たことがある他の調査員の名前などである。ここでもまた、データセット間の対応
が見極められた後、さらなるアサーションをレジストリに追加することによって、この事
実をメモリアライズすることができる。
【０５４９】
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　モバイルデバイスのカメラ、マイクロフォン及び他のセンサによって検知された刺激に
ついてのアサーションの、このようなクラウドベースのリポジトリは、特に他のリンクト
データシステム（そのうちの少数は、ｌｉｎｋｅｄｄａｔａ＜ｄｏｔ＞ｏｒｇに詳述され
ている）内の情報と関係付けられるとき、グローバルに有用な情報の莫大なストアを迅速
に備えることができることは理解されよう。格納されたアサーションによって明示された
理解は、部分的に、そのデバイスがそのような情報に寄与する個々のユーザのプロファイ
ル及び履歴を反映するので、知識ベースは特に豊富である。（ウェブのグーグルのインデ
ックスは、比較すると小さく見えることがある。）
【０５５０】
　（有形のオブジェクトの識別に関連して、潜在的に有用な語彙は、ＡＫＴ（高度知識技
術（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ））オントロジ
ーである。ＡＫＴは、そのトップレベルにクラス「Ｔｈｉｎｇ（物）」を有し、その下に
２つのサブクラスである「Ｔａｎｇｉｂｌｅ－Ｔｈｉｎｇ（有形物）」及び「Ｉｎｔａｎ
ｇｉｂｌｅ－Ｔｈｉｎｇ（無形物）」がある。「Ｔａｎｇｉｂｌｅ－Ｔｈｉｎｇ」には、
ソフトウェアから亜原子粒子まで、現実及び想像上のあらゆるものが含まれる（例えば、
ミッキーマウス（Ｍｉｃｋｅｙ　Ｍｏｕｓｅ）の車）。「Ｔａｎｇｉｂｌｅ－Ｔｈｉｎｇ
」は、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ（場所）」、「Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ－Ｒｅｇｉｏｎ（地
理的領域）」、「Ｐｅｒｓｏｎ（人）」、「Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ－Ｄｅｖｉｃ
ｅ（移動手段デバイス）」、及び、「Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｂｅａｒｉｎｇ－Ｏｂｊ
ｅｃｔ（情報を伝えるオブジェクト）」を含む、サブクラスを有する。この語彙を拡張し
て、本技術に関連して遭遇されると予期されるオブジェクトについての識別を提供するこ
とができる。）
拡張空間
【０５５１】
　本技術の１つの応用例は、夜空に関する（現実の、又は人工的な）画像上に情報を提示
する機能である。
【０５５２】
　ユーザは、スマートフォンを空の特定の点に向け、画像をキャプチャすることがある。
小型のハンドヘルドイメージングデバイスで星の光をキャプチャすることは困難であるた
め、この画像は、それ自体では画面上の提示のために使用することはできない。しかし、
ジオロケーション、磁力計及び加速度計データをサンプリングして、ユーザがそこからカ
メラを向けた場所、及び、カメラを向けた向きを示すことができる。グーグルスカイ（Ｇ
ｏｏｇｌｅ　Ｓｋｙ）プロジェクト（グーグルアース（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｅａｒｔｈ）イン
タフェースを通じて使用可能）など、夜空のデータベースを調べて、キーのその部分に対
応するデータを取得することができる。スマートフォンプロセッサは次いで、このデータ
を、例えば、グーグルサービスから直接、画面上で再生することができる。又は、スマー
トフォンプロセッサは、アイコン、ボーブル又は他のグラフィカルなしるしを、空の向け
られた部分にある星の位置に対応する、画面上の場所にオーバーレイすることができる。
ギリシャ（及び／又は、インド、中国など）の星座を示す線を、画面上に描画することが
できる。
【０５５３】
　星自体は、カメラによってキャプチャされた画像内では見えないことがあるが、他の局
所特徴は、はっきりと見えることがある（木、家など）。星及び星座データ（アイコン、
線、名前）をこの実画像の上に表示し－見える周囲に対して星がどこに位置するかを示す
ことができる。このようなアプリケーションはまた、例えば、ユーザが（星の位置が対応
する）表示されるビューイング時間を前方又は後方に変更することを可能にするスライダ
コントロールにより、はっきりと見える星の弧を通じて、星を動かすことなどの提供を含
むこともある。ユーザはしたがって、北極星が今晩の特定の時間に、特定の木の後ろから
上ることを発見することができる。
他のコメント
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【０５５４】
　本明細書は、譲受人の以前の特許出願との関係を以前に述べたが、繰り返しを有する。
これらの開示は同時に読まれ、全体として解釈されるべきである。出願人は、各開示にお
ける特徴が他の開示における特徴と組み合わせられることを意図する。したがって、例え
ば、本明細書に記載された構成及び詳細を、米国特許出願第１２／２７１，７７２号及び
第１２／４９０，９８０号に記載されたシステム及び方法の異なる実装において使用する
ことができるが、これらの特許出願の構成及び詳細を、本明細書に記載されたシステム及
び方法の異なる実装において使用することができる。他の記載された文書についても同様
である。したがって、本出願において開示された方法、要素及び概念は、これらの関連出
願において詳述された方法、要素及び概念と組み合わせられることを理解されたい。いく
つかは本明細書で特に詳述されたが、－並べ換え及び組み合わせが多数であるため－多く
は詳述されていない。しかし、すべてのそのような組み合わせの実装は、提供された教示
から、当業者には容易である。
【０５５５】
　例示的特徴及び例を参照して、我々の発明の研究の原理を記載し、例示したが、本技術
はそのように限定されないことは理解されよう。
【０５５６】
　例えば、スマートフォンなど、モバイルデバイスが参照されたが、本技術は、あらゆる
種類のデバイス－ポータブル及び固定の双方－での効用を見出すことは理解されよう。Ｐ
ＤＡ、オーガナイザ、ポータブル音楽プレイヤ、デスクトップコンピュータ、ラップトッ
プコンピュータ、タブレットコンピュータ、ネットブック、ウルトラポータブル、ウェア
ラブルコンピュータ、サーバなどはすべて、本明細書で詳述された原理を使用することが
できる。特に企図されたスマートフォンには、アップルのアイフォン、及び、グーグルの
アンドロイド仕様に従うスマートフォン（例えば、ＨＴＣ　Ｃｏｒｐ．によってＴ－モバ
イル（Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ）用に製造されたＧ１電話、モトローラドロイド（Ｍｏｔｏｒｏ
ｌａ　Ｄｒｏｉｄ）電話、及び、グーグルネクサス（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｎｅｘｕｓ）電話）
が含まれる。「スマートフォン」（又は「携帯電話」）という用語は、厳密に言えばセル
ラーでも電話でもないもの（例えば、最近公表されたアップルｉＰａｄデバイス）であっ
ても、すべてのこのようなデバイスを包含するように解釈されるべきである。
【０５５７】
　（そのタッチインタフェースを含む、アイフォンの詳細は、アップルの米国特許出願公
開第２００８／０１７４５７０号において提供されている。）
【０５５８】
　同様に、本技術をまた、拡張現実（ＡＲ）メガネなど、顔に着用する装置を使用して実
装することもできる。そのようなメガネは、－ユーザの前のシーン上にオーバーレイされ
るか、又は、そのシーンをブロックする－コンピュータ情報をユーザによって見ることが
できる表示技術を含む。仮想現実ゴーグルは、そのような装置の一例である。例示的技術
は、米国特許第７３９７６０７号及び米国特許出願公開第２００５／０１９５１２８号に
詳述されている。市販用に提供された物には、Ｖｕｚｉｘ　ｉＷｅａｒ　ＶＲ９２０、Ｎ
ａｔｕｒａｌｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｃｋｉｒ　５、及び、ｅｚＧｅａｒによるｅｚＶｉｓｉ
ｏｎ　Ｘ４ビデオグラス（Ｖｉｄｅｏ　Ｇｌａｓｓｅｓ）が含まれる。来たるべき代替物
は、ＡＲコンタクトレンズである。そのような技術は、例えば、米国特許出願公開第２０
０９０１８９８３０号、及び、Ｐａｒｖｉｚ、Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　ｉ
ｎ　ａ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｌｅｎｓ、ＩＥＥＥ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ、２００９年９月にお
いて詳述されている。一部又は全部のそのようなデバイスは、例えば、無線で、（ユーザ
によって、又は他の方法で携行された）他のコンピューティングデバイスと通信してもよ
く、又は、内蔵された処理機能を含むことができる。同様に、一部又は全部のそのような
デバイスは、既存のスマートフォン及び特許文献から知られている他の機能を組み込んで
もよく、これらの機能には、電子コンパス、加速度計、カメラ（複数可）、プロジェクタ
（複数可）、ＧＰＳなどが含まれる。
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【０５５９】
　さらに、レーザ式距離測定（ＬＩＤＡＲ）等の機能が電話（及び関連デバイス）におい
て標準となり、本技術と共に用いられる。
【０５６０】
　詳述された技術は、ボーブルを頻繁に参照したが、他のグラフィカルアイコン－詳述さ
れた構成では必ずしもボーブルの目的を果たすとは限らない－を、例えば、ユーザインタ
フェースに関連して用いることができる。
【０５６１】
　本明細書は、冗長コントロール、スコアリング構成、その他など、ユーザの画面上に配
置されたボーブルを制限するための様々な構成を詳述した。いくつかの実施形態では、非
プログラマブルな固定の制約（例えば、３０個のボーブル）を設けて、ウィルスベースの
サービス妨害攻撃がインタフェースを無用にするまで画面をボーブルで圧倒することを防
ぐようにすることは、役に立つ。
【０５６２】
　本明細書に記載されたようなボーブルは、最も一般には画像及び音声の特徴に関連付け
られるが、他の目的を果たすこともできる。例えば、ボーブルは、どのタスクが現在動作
中であるかをユーザに示し、他のステータス情報を提供することができる。
【０５６３】
　本技術の商用の実装が、本明細書に提示されたユーザインタフェースとは全く異なるユ
ーザインタフェースをおそらく利用することに留意されるべきである。本文書に詳細化さ
れている事項は、関連する技術の説明を支援する柱である（多くの場合において、それら
は、それ自体で発明と確信される）。同様に、インタラクションの詳細なユーザモダリテ
ィは、例示的でしかない。すなわち、商用の実装は、おそらく他のものを利用する。
【０５６４】
　本開示で参照されたスマートフォン及び他のコンピュータデバイスの設計は、当業者に
よく知られている。大まかに言えば、各々は、１つ又は複数のプロセッサ（例えば、イン
テル〔Ｉｎｔｅｌ〕、ＡＭＤ又はＡＲＭ型のもの）と、１つ又は複数のメモリ（例えば、
ＲＡＭ）と、ストレージ（例えば、ディスク又はフラッシュメモリ）と、ユーザインタフ
ェース（例えば、キーパッド、ＴＦＴ　ＬＣＤ又はＯＬＥＤ表示画面、タッチ又は他のジ
ェスチャーセンサ、カメラ又は他の光学センサ、コンパスセンサ、３Ｄ磁力計、３軸加速
度計、マイクロフォンなどを、グラフィカルユーザインタフェースを提供するためのソフ
トウェア命令と共に含んでもよい）と、これらの要素の間の相互接続（例えば、バス）と
、他のデバイスと通信するためのインタフェース（ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、Ｃ
ＤＭＡ２０００、ＴＤＭＡ、ＥＶ－ＤＯ、ＨＳＤＰＡ、ＷｉＦｉ、ＷｉＭａｘ、メッシュ
ネットワーク、ジグビー（Ｚｉｇｂｅｅ）及び他の８０２．１５構成、若しくは、ブルー
トゥースなど、無線、並びに／又は、イーサネット（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）ローカルエリア
ネットワーク、Ｔ－１インターネット接続などを通じたものなど、有線であってもよい）
とを含む。
【０５６５】
　より一般には、本明細書で詳述された処理及びシステムコンポーネントは、コンピュー
ティングデバイスのための命令として実装されてもよく、これらの命令には、マイクロプ
ロセッサ、グラフィックス処理ユニット（ｎＶｉｄｉａ　Ｔｅｇｒａ　ＡＰＸ　２６００
など、ＧＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（例えば、テキサスインスツルメンツ〔Ｔｅｘ
ａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ〕ＴＭＳ３２０シリーズのデバイス）などを含む、様々な
プログラマブルなプロセッサのための汎用プロセッサ命令が含まれる。これらの命令は、
ソフトウェア、ファームウェアなどとして実装されてもよい。これらの命令はまた、様々
な形式のプロセッサ回路に実装することもでき、これらのプロセッサ回路には、プログラ
マブルな論理デバイス、ＦＰＧＡ（例えば、Ｘｉｌｉｎｘ　Ｖｉｒｔｅｘシリーズのデバ
イス）、ＦＰＯＡ（例えば、ＰｉｃｏＣｈｉｐブランドのデバイス）、及び、特定用途向
け回路－デジタル、アナログ、及び、混合のアナログ／デジタル回路を含む－が含まれる



(92) JP 2013-522938 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

。命令の実行を、複数のプロセッサ間で分散させることができ、及び／又は、１つのデバ
イス内の複数のプロセッサにわたって、若しくは、複数のデバイスのネットワークにわた
って並列にすることができる。コンテンツ信号データの変換もまた、異なるプロセッサ及
びメモリデバイスの間で分散されてもよい。「プロセッサ」又は「モジュール」（フーリ
エ変換プロセッサ、又は、ＦＦＴモジュール、その他など）への参照は、特定の形式の実
装を要するのではなく、機能性を指すものと理解されたい。
【０５６６】
　詳述された機能性を実装するためのソフトウェア命令は、当業者によって、本明細書で
提供された説明から容易に作り出すことができ、例えば、Ｃ、Ｃ＋＋、ビジュアルベーシ
ック（Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ）、Ｊａｖａ、パイソン（Ｐｙｔｈｏｎ）、Ｔｃｌ、パ
ール（Ｐｅｒｌ）、スキーム（Ｓｃｈｅｍｅ）、ルビー（Ｒｕｂｙ）などで記述すること
ができる。本技術によるモバイルデバイスは、異なる機能及び行為を行うためのソフトウ
ェアモジュールを含むことができる。知られている人工知能システム及び技術を用いて、
推論を行い、結論を出し、上述の他の決定を行うことができる。
【０５６７】
　一般に、各デバイスは、ハードウェアリソース及び汎用機能へのインタフェースを提供
するオペレーティングシステムソフトウェアを含み、また、ユーザによって望まれた特定
のタスクを行うために選択的に呼び出すことができるアプリケーションソフトウェアをも
含む。知られているブラウザソフトウェア、通信ソフトウェア、及び、メディア処理ソフ
トウェアを、本明細書で詳述された使用の多数に合わせて構成することができる。ソフト
ウェア及びハードウェア構成データ／命令は一般に、磁気又は光ディスク、メモリカード
、ＲＯＭ、その他など、有形のメディアによって搬送される１つ又は複数のデータ構造に
おける命令として格納され、ネットワークを介してアクセスされうる。いくつかの実施形
態は、埋め込みシステム－ユーザには、オペレーティングシステムソフトウェア及びアプ
リケーションソフトウェアの区別がつかない、専用コンピュータシステム－として実装さ
れてもよい（例えば、基本的な携帯電話の場合に一般的であるように）。本明細書で詳述
された機能性を、オペレーティングシステムソフトウェア、アプリケーションソフトウェ
ア内で、及び／又は、埋め込みシステムソフトウェアとして実装することができる。
【０５６８】
　ソフトウェアの格納に加えて、上記で参照された様々なメモリコンポーネントを、本技
術によって利用される様々な情報（例えば、コンテキスト情報、テーブル、閾値など）の
ためのデータストアとして使用することができる。
【０５６９】
　本技術を、様々な異なる環境で実装することができる。１つは、アンドロイドという、
グーグルから入手可能なオープンソースオペレーティングシステムであり、リナックス（
Ｌｉｎｕｘ）カーネル上で実行するものである。アンドロイドアプリケーションは、一般
にＪａｖａで記述され、それら自体の仮想マシン内で実行する。
【０５７０】
　アプリケーションを大きいモノリシックなコードのブロックとして構築するのではなく
、アンドロイドアプリケーションは典型的には、「アクティビティ」及び「サービス」の
集まりとして実装され、必要に応じて選択的にロードすることができる。本技術の１つの
実装では、最も基本的なアクティビティ／サービスのみがロードされる。次いで、必要に
応じて、他のアクティビティ／サービスが開始される。これらのアクティビティ／サービ
スは、メッセージを互いに送信し、例えば、互いにウェイクアップすることができる。そ
のため、あるアクティビティが長円を探す場合、そのアクティビティは、見込みがある長
円が探し出される場合は顔検出器アクティビティをアクティベートすることができる。
【０５７１】
　アンドロイドのアクティビティ及びサービスは（及び、アンドロイドのブロードキャス
トレシーバもまた）、メッセージを搬送する「インテントオブジェクト」（例えば、特定
のタイプのキーベクトルを生成するなど、サービスを要求する）によってアクティベート
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される。この構成物によって、ある条件が生じるまで、コードは休止状態にあることがで
きる。顔検出器は、開始するために長円を必要とすることがある。顔検出器は、長円が発
見されるまでアイドル状態であり、長円が発見される時間にアクションを開始する。
【０５７２】
　アクティビティとサービスの間で情報を共有する（例えば、以前に述べたブラックボー
ドの役割を果たす）ため、アンドロイドは、「コンテンツプロバイダ」を利用する。これ
らのコンテンツプロバイダは、データを格納且つ検索し、すべてのアプリケーションにと
ってアクセス可能にする役目を果たす。
【０５７３】
　アンドロイドＳＤＫ及び関連文書は、ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ＜ｄｏｔ＞ａｎｄｒｏｉｄ＜
ｄｏｔ＞ｃｏｍ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌで入手可能である。
【０５７４】
　本明細書に記載された別々の機能性を、異なるデバイス上で実装することができる。例
えば、スマートフォンがリモートサービスプロバイダのサーバと通信するシステムでは、
異なるタスクをあるデバイス又は他のデバイスによって排他的に行うことができ、又は、
実行をデバイス間で分散させることができる。画像からのバーコード又は固有値データの
抽出は、そのようなタスクの２つの例に過ぎない。したがって、特定のデバイス（例えば
、スマートフォン）によって行われているような動作の記述は、限定的ではなく例示的で
あり、別のデバイス（例えば、リモートサーバ又はクラウド）による、又は、デバイス間
で共有された動作の性能もまた、明示的に企図されることを理解されたい。（また、３つ
以上のデバイスが共通して用いられてもよい。例えば、サービスプロバイダは、画像検索
、オブジェクトのセグメント化、及び／又は、画像分類など、いくつかのタスクを、その
ようなタスク専用のサーバに任せてもよい。）
【０５７５】
　同様に、特定のデバイス上に格納されているデータの記述もまた例示的であり、データ
を、ローカルデバイス、リモートデバイス、クラウド内、分散型など、どこに格納するこ
ともできる。
【０５７６】
　動作は、明確に識別可能なハードウェアによって排他的に行われる必要はない。むしろ
、いくつかの動作を、他のサービス（例えば、クラウドコンピューティング）に任せるこ
とができ、これらのサービスは、またさらに一般に匿名のシステムによるそれらの実行を
処理する。そのような分散システムは、大規模（例えば、世界中のコンピューティングリ
ソースを含む）であっても、ローカル（例えば、ポータブルデバイスが、ブルートゥース
通信を通じてすぐ近くのデバイスを識別し、すぐ近くのデバイスのうち１つ又は複数をあ
るタスク－ローカルの地理からのデータに寄与するなど－に含めるときのようなものであ
り、この点では、Ｂｅｒｏｓの米国特許第７２５４４０６号を参照されたい。）であって
もよい。
【０５７７】
　同様に、ある機能が、あるモジュール、エージェント、処理などによって行われている
ように詳述されたが、他の実装では、そのような機能を、そのようなエンティティの別の
ものによって、又は他の方法で行う（又は完全に省く）ことができる。
【０５７８】
　時として「認識エージェント」、及び、時として「動作」が参照されるが、他の時には
、「機能」、及び、時として「アプリケーション」又は「サービス」又は「モジュール」
又は「タスク」又は「段階」などが参照される。異なるソフトウェア開発環境では、これ
らの用語は異なる個々の意味を有することがある。本明細書では、しかし、これらの用語
は一般に入れ替え可能に使用される。
【０５７９】
　上述のように、多数の機能を、複数のコンポーネント段階の順次的な動作によって実装
することができる。そのような機能は、多段階の（カスケードされた）分類子であると見
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なされてもよく、より後の段階は、より前の段階で処理された領域又は値を検討するのみ
である。このタイプの多数の機能では、ある段階からの出力を調べ、基準が満たされる場
合にのみ、次の段階をアクティベートする、閾値又は類似の判断がある可能性がある。（
先行する段階によって出力されたパラメータが１５，０００を超える値を有した場合にの
みトリガした、バーコードデコーダは、このタイプの一例である。）
【０５８０】
　多数の実施形態では、様々なコンポーネントによって行われる機能、並びに、それらの
入力及び出力は、（例えば、コンポーネントによって）標準化されたメタデータの形式で
指定又は発行され、ディスパッチ処理によってなど、同じものを識別することができるよ
うになる。ＸＭＬベースのＷＳＤＬ標準を、いくつかの実施形態で使用することができる
。（例えば、Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　
（ＷＳＤＬ）　Ｖｅｒｓｉｏｎ　２．０　Ｐａｒｔ　１：Ｃｏｒｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ、
Ｗ３Ｃ、２００７年６月を参照。）ＷＳＤＬ－Ｓと呼ばれる、ＷＳＤＬの拡張は、他の機
能の中でも、サービスの構成を容易にすることによって、再利用可能性を改善するセマン
ティック要素を含めるように、ＷＳＤＬを拡張する。（代替セマンティック対応規格は、
サービス用オントロジーウェブ言語（Ｏｎｔｏｌｏｇｙ　Ｗｅｂ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｆ
ｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ：ＯＷＬ－Ｓ）である。クラウドベースサービスプロバイダと通
信するために、ＸＭＬベースのシンプルオブジェクトアクセスプロトコル（ＳＯＡＰ）を
－一般に、ウェブサービスプロトコルスタックの基礎層として－利用することができる。
（ジーニー（Ｊｉｎｉ）、共通オブジェクト要求ブローカアーキテクチャ（Ｃｏｍｍｏｎ
　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｂｒｏｋｅｒ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）（ＣＯＲ
ＢＡ）、表現状態転送（Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ）（ＲＥＳＴ）、及び、マイクロソフトのウィンドウズコミュニケーションファウン
デーション（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）（
ＷＣＦ）など、他のサービスベースの技術もまた適切である。）
【０５８１】
　ウェブサービスのオーケストレーションを、ウェブサービスビジネスプロセス実行言語
（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ　
Ｌａｎｇｕａｇｅ）２．０（ＷＳ－ＢＰＥＬ　２．０）を用いて実施することができる。
コレオグラフィは、Ｗ３Ｃのウェブサービスコレオグラフィ記述言語（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ｃｈｏｒｅｏｇｒａｐｈｙ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）（Ｗ
Ｓ－ＣＤＬ）を用いることができる。ＪＢｏｓｓのｊＢＰＭ製品は、ＷＭ－ＢＰＥＬ　２
．０及びＷＳ－ＣＤＬの双方で使用するために構成された、オープンソースプラットフォ
ームである。アクティブエンドポインツ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔｓ）は、ＷＳ
－ＢＰＥＬ　２．０のためのオープンソースソリューションを、ＡｃｔｉｖｅＢＰＥＬと
いう名で提供し、ソースフォージ（ＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅ）のｐｉ４ＳＯＡは、ＷＳ－
ＣＤＬのオープンソース実装である。ウェブサービスのためのセキュリティを、ＷＳセキ
ュリティ（ＷＳ－Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）（ＷＳＳ）通信プロトコルの使用を通じて提供する
ことができ、その普及しているＪａｖａライブラリ実装は、アパッチ（Ａｐａｃｈｅ）の
ＷＳＳ４Ｊである。
【０５８２】
　本技術のある実装は、画像処理機能（ソフトウェア）の既存のライブラリを使用する。
これらには、ＣＭＶｉｓｉｏｎ（Ｃａｒｎｅｇｉｅ　Ｍｅｌｌｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔ
ｙによる－特にカラー画像分割が得意）と、ＩｍａｇｅＪ（国立衛生研究所によって開発
されたＪａｖａルーチンの自由に配布可能なパッケージであり、例えば、ｅｎ＜ｄｏｔ＞
Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ＜ｄｏｔ＞ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／ｌｍａｇｅＪを参照）と、ＯｐｅｎＣ
Ｖ（インテルによって開発されたパッケージであり、例えば、ｅｎ＜ｄｏｔ＞Ｗｉｋｉｐ
ｅｄｉａ＜ｄｏｔ＞ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／ＯｐｅｎＣＶ、及び、書籍のＢｒａｄｓｋｉ、Ｌ
ｅａｒｎｉｎｇ　ＯｐｅｎＣＶ、Ｏ’Ｒｅｉｌｌｙ、２００８年を参照）が含まれる。評
判の良い商用ビジョンライブラリパッケージには、コグネックス（Ｃｏｇｎｅｘ）による
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ビジョンプロ（Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ）、及び、マトロックスイメージングライブラリ（
Ｍａｔｒｏｘ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｌｉｂｒａｒｙ）が含まれる。
【０５８３】
　繰り返される動作が着手されるリフレッシュレートは、コンピューティングコンテキス
ト（バッテリ容量、他の処理要求など）を含む、状況によって決まる。いくつかの画像処
理演算は、あらゆるキャプチャされたフレームに対して着手されてもよく、又は、ほぼそ
うであってもよい（例えば、レンズキャップ又は他の障害物がカメラのビューをふさぐか
どうかをチェックする）。他の画像処理演算は、３フレーム毎、１０フレーム毎、３０フ
レーム毎、１００フレーム毎などに着手されてもよい。又は、これらの動作は、時間によ
って、例えば、１０秒毎、０．５秒毎、まる１秒毎、３秒毎などにトリガされてもよい。
又は、これらの動作は、キャプチャされたシーン内の変化などによってトリガされてもよ
い。異なる動作は、異なるリフレッシュレートを有することがあり－単純な動作は頻繁に
繰り返され、複雑な動作はそれほどでもない。
【０５８４】
　以前に述べたように、画像データ（又は、画像データに基づくデータ）は、解析のため
にクラウドに任せられてもよい。いくつかの構成では、これは、ローカルデバイス処理の
代わりに（又は、あるローカルデバイス処理がなされた後）行われる。時として、しかし
、そのようなデータをクラウドに渡し、クラウドで、且つ、ローカルデバイス内の双方で
同時に処理することができる。クラウド処理のコストは通常小さいので、プライマリコス
トは、帯域幅のものでありうる。帯域幅が使用可能である場合、たとえデータがローカル
でも処理される場合であっても、データをクラウドへ送信しない理由はほとんどないこと
がある。いくつかの場合には、ローカルデバイスが結果をより速く返すことがあり、他の
場合には、クラウドがこのレースに勝つことがある。双方を同時に使用することによって
、ユーザに対して、２つの応答のうち速い方を常に提供することができる。（また、上述
のように、ローカル処理が停滞するか、又は見込みがなくなる場合、縮小されてもよい。
その間に、クラウド処理は激しく動き続け－おそらく、ローカルデバイスが決して提供し
ない結果を生じることがある。）加えて、グーグルなど、クラウドサービスプロバイダは
、クラウドベースのデータ処理機会へのアクセスから他の利益を収集することができ、例
えば、そのデータストアがそれに関して比較的力を失った地理的環境の詳細を知る（もち
ろん、適切なプライバシー保護を受ける）ことができる。
【０５８５】
　時として、ローカル画像処理を一時停止し、後に再開してもよい。１つのそのような場
合は、電話をかけるか、又は受ける場合であり、デバイスは、そのリソースをその通話の
サービスにのみ適用することを選んでもよい。電話はまた、ユーザが電話に対して画像処
理を停止するように明示的に指図することができる、ＵＩコントロールを有してもよい。
いくつかのそのような場合、関連のあるデータがクラウドへ転送され、クラウドが処理を
継続し、結果を電話へ返す。
【０５８６】
　ローカルの画像処理が迅速で満足の行く結果を生じず、画像の被写体がユーザにとって
関心のあるものであり続ける場合（又は、ユーザがそうでないと示さない場合）、画像は
、より網羅的で非常に長い解析のために、クラウドへ任せられてもよい。ブックマークな
どをスマートフォンに格納して、ユーザがそのようなさらなる解析の結果を遡ってチェッ
クし、知ることができるようにしてもよい。又は、そのようなさらなる解析がアクション
可能な結論に達する場合、ユーザにアラートを出すことができる。
【０５８７】
　詳述された技術の動作に含まれた意思決定を、いくつかの異なる方法で実装することが
できることは理解されよう。１つは、スコアリングによるものである。異なる代替物のた
めの関連する入力に関連付けられたパラメータが提供され、組み合わせられ、重み付けさ
れ、例えば、多項式に従って、異なる組み合わせで合計される。最大（又は最小）スコア
を有する代替物が選択され、その代替物に基づいてアクションが取られる。他の構成では
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、ルールベースエンジンを用いることができる。そのような構成は、条件付きルール、例
えば、ＩＦ（条件（複数可））、ＴＨＥＮアクション（複数可）などを明示する、格納さ
れたデータを参照することによって、実装される。適応モデルもまた用いることができ、
適応モデルでは、ルールが、例えば、過去にあった使用のパターンに基づいて進化する。
ヒューリスティックな手法もまた用いることができる。さらに他の決定処理が個々の状況
に適する場合があることは、当業者には理解されよう。
【０５８８】
　本明細書によるシステムを実装する当業者は、関係する様々な技術に精通していると推
定される。
【０５８９】
　無線技術の新生の分野は、「コグニティブ無線」と呼ばれる。そのレンズを通じて見る
と、本技術の名称は「コグニティブイメージング（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｉｍａｇｉｎｇ
）」となるかもしれない。コグニティブ無線からの説明を適合させると、コグニティブイ
メージングの分野は、「無線イメージングデバイス及び関連ネットワークが、ユーザコン
テキストに応じてユーザのイメージングのニーズを検出し、且つ、イメージングサービス
をそれらのニーズにとって最適な方法により無線で提供するために、セマンティック抽出
及びコンピュータ間の通信をサポートして、イメージング構成物の抽出において十分コン
ピュータ的にインテリジェントであるポイント」であると見なすことができる。
【０５９０】
　本開示は、例示的実施形態において、行為の特定の順序付け、及び、要素の特定の組み
合わせを詳述したが、他の方法は、行為の順序を変えてもよく（場合によっては、いくつ
かの行為を省き、他の行為を追加する）、他の組み合わせは、いくつかの要素を省き、他
の要素を追加するなどしてもよいことは理解されよう。
【０５９１】
　完全なシステムとして開示されたが、詳述された構成の副次的組み合わせもまた、別々
に企図される。
【０５９２】
　ある実施形態では、インターネットが参照された。他の実施形態では、他のネットワー
ク－複数のコンピュータのプライベートネットワークを含む－もまた用いることができ、
又は代わりに用いることができる。
【０５９３】
　主として、画像キャプチャ及び処理を行うシステムに関連して詳述されたが、対応する
構成は、音声又は他の刺激（例えば、接触、匂い、動き、向き、温度、湿度、気圧、微量
化学物質など）をキャプチャし、処理するシステムに等しく適用可能である。いくつかの
実施形態は、複数の異なるタイプの刺激に応答することができる。
【０５９４】
　音声シーンアナライザ（Ｋｕｂｏｔａ他、Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　３Ｄ　Ａｕｄｉｔｏｒｙ　Ｓｃｅｎｅ　Ｖｉｓｕａｌｉｚｅｒ－Ｔｏ
ｗａｒｄｓ　Ａｕｄｉｔｏｒｙ　Ａｗａｒｅｎｅｓｓ　Ｗｉｔｈ　Ｆａｃｅ　Ｔｒａｃｋ
ｉｎｇ、１０ｔｈ　ＩＥＥＥ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｙｍｐ．、４６８～４７６ペー
ジ、２００８年による）の態様を示す、図１８を考えられたい。Ｋｕｂｏｔａシステムは
、３Ｄサウンドをマイクロフォンアレイによりキャプチャし、サウンドを位置測定且つ分
離し、分離されたサウンドを音声認識技術によって認識する。Ｊａｖａ可視化ソフトウェ
アは、いくつかの表示を提示する。図１８の第１のボックスは、人々からの発話イベント
及び背景音楽を、タイムラインに沿って示す。第２のボックスは、選択された時点のマイ
クロフォンアレイに対するサウンドソースの配置を示す。第３のボックスは、望まれない
サウンドソースを除去するように、方向フィルタリングを可能にする。第４のボックスは
、特定の話者の選択、及び、その話者の言葉の転写を可能にする。これらの表示とのユー
ザインタラクションは、顔追跡によって達成され、例えば、画面により近付き、所望の話
者の方に向かって移動することで、ユーザがその話者の発話を選び、フィルタリングする
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ことができる。
【０５９５】
　本技術に関連して、あるシステムは、カメラベースのシステムのための空間モデルコン
ポーネントに類似した構成を使用して、３Ｄ聴覚シーンの共通可視化を提供することがで
きる。ボーブルを、位置、時間及び／又はクラスに応じて、識別された音源上に配置する
ことができる。ユーザは、システムとのインタラクションを通じて音源をセグメント化す
ることに携わり－ユーザがより多くの情報を望むサウンドを分離することができるように
してもよい。例えば、背景音楽について、話者を識別する、音源を位置指定する、ジャン
ルで分類するなどの情報を提供することができる。既存のクラウドベースのサービス（例
えば、シャザム（Ｓｈａｚａｍ）及びミドミ（Ｍｉｄｏｍｉ）など、ポピュラー音楽認識
サービス）は、そのような構成における音声識別／分類の一部を提供するように構成され
うる。
【０５９６】
　大学の講義のコンテキストでは、学生のモバイルデバイスは、教授の声、及び、すぐ近
くの学生によるいくつかの偶然の副次的な会話をキャプチャすることがある。副次的な会
話の色々と興味深い詳細によって気が散らされると、学生は、講義の一部を瞬間的に聞き
逃してしまうことがある。電話の画面を指でスイープしながら、学生は、約１５秒前の時
間（例えば、１フレームにつき５秒）の、様々な顔ボーブルを示す画面に戻る。教授に対
応する顔ボーブルを認識すると、学生はその顔ボーブルをタップし、教授の声のみから転
写されたテキストが次いで提示され（及び／又は、聞こえるようにされ）－学生は聞き逃
したことを理解できるようになる。（見直しを速めるため、レンダリングは、スキップ又
は短縮し、教授の発話中に一時停止してもよい。短縮は、ある割合、例えば５０％で行っ
てもよく、又は、０．５秒より長いあらゆる一時停止を０．５秒まで削ることができる。
）又は、学生は単に、教授のボーブルを画面の最上部にスワイプし－その場所へのブック
マークを、格納された話者の音声データに格納してもよく、学生は次いで、そのコンテン
ツを後に見直すことができる。
【０５９７】
　音源位置測定を行うには、２つ以上のマイクロフォンが使用されることが望ましい。グ
ーグルによるネクサスフォンハンドセット、及び、モトローラによるドロイドフォンハン
ドセットは、２つのマイクロフォンを備えているが、このためではない。（これらの複数
のマイクロフォンは、アクティブノイズキャンセリング構成において用いられる。）この
ように、これらのハンドセットは、第２の音声センサと共に、適切なソフトウェアの使用
を通じて、音源位置指定（並びに音源認識）を行うように構成されうる。（各々における
第２の音声センサは、マイクロメカニカルＭＥＭｓマイクロフォンである。このようなデ
バイスは、電話のハンドセットにおいてますます一般的になりつつある。例示的マルチマ
イクロフォン音源位置指定システムは、公報の米国特許出願公開第２００８／００８２３
２６号及び米国特許出願公開第２００５／０１１７７５４号で詳述されている）。
【０５９８】
　音源認識についての追加の情報は、例えば、Ｍａｒｔｉｎ、Ｓｏｕｎｄ　Ｓｏｕｒｃｅ
　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ：　Ａ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ
　Ｍｏｄｅｌ、ＰｈＤ　Ｔｈｅｓｉｓ、ＭＩＴ、１９９９年６月において見られる。音源
位置指定についての追加の情報は、例えば、公報の米国特許出願公開第２００４／０２４
０６８０号及び米国特許出願公開第２００８／０１８１４３０号において見られる。この
ような技術を、ある実施形態では、顔認識及び／又は音声認識技術と組み合わせることが
できる。
【０５９９】
　詳述された実施形態は、比較的汎用であるように記載されるが、他の実施形態は、特定
の目的又は知識領域を満たすように特化されてもよい。例えば、１つのそのようなシステ
ムは、鳥及びそれらの鳴き声を識別するように、且つ、鳥の目撃のクラウドソースによる
データベースを更新するようになど、特に巧みに作られた画像及びサウンド認識エージェ
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ントのスィートにより、バードウオッチャーに合わせて調整されてもよい。もう１つのシ
ステムは、多様であるが特化された機能性の集まりを提供してもよい。例えば、あるデバ
イスは、印刷されたデジタルウォーターマークを読み取るためのディジマーク（Ｄｉｇｉ
ｍａｒｃ）により提供された認識エージェント、バーコードを読み取るためのリンクミー
モバイル（ＬｉｎｋＭｅ　Ｍｏｂｉｌｅ）認識エージェント、パッケージングから認証マ
ーキングを復号するためのＡｌｐＶｉｓｉｏｎ認識エージェント、曲を識別するためのシ
ャザム又はグレースノート（Ｇｒａｃｅｎｏｔｅ）音楽認識エージェント、テレビ放送を
認識するためのニールセン（Ｎｉｅｌｓｅｎ）認識エージェント、ラジオ放送を識別する
ためのアービトロン（Ａｒｂｉｔｒｏｎ）認識エージェント、等々を含んでもよい。（認
識されたメディアコンテンツに関連して、このようなシステムはまた、米国特許出願第１
２／２７１，７７２号及び第１２／４９０，９８０号に詳述されたものなど、他の機能性
を提供することもできる。）
【０６００】
　詳述された技術は、ＹｏｕＴｕｂｅ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍから取得されたユーザ生成コンテ
ンツ（ＵＧＣ）など、ウェブから取得されたビデオデータと共に使用することができる。
本明細書で詳述されたもののような構成によって、ビデオのコンテンツを見極めることが
できるので、適切な広告／コンテンツの組み合わせを決定することができ、ユーザの体験
の他の強化を提供することができる。特に、出願人は、本明細書で開示された技術を使用
して、米国特許出願公開第２００８／０２０８８４９号及び第２００８／０２２８７３３
号（ディジマーク）、米国特許出願公開第２００８／０１６５９６０号（ＴａｇＳｔｏｒ
ｙ）、米国特許出願公開第２００８／０１６２２２８号（Ｔｒｉｖｉｄ）、米国特許出願
公開第２００８／０１７８３０２号及び第２００８／００５９２１１号（Ａｔｔｒｉｂｕ
ｔｏｒ）、米国特許出願公開第２００８／０１０９３６９号（グーグル）、米国特許出願
公開第２００８／０２４９９６１号（ニールセン）、並びに、米国特許出願公開第２００
８／０２０９５０２号（ＭｏｖｉｅＬａｂｓ）に詳述されたＵＧＣ関連システムを強化し
、拡張することができることを企図する。
【０６０１】
　詳述されたコンテンツ信号（例えば、画像信号、音声信号など）の処理には、これらの
信号を様々な物理的形式で変換することが含まれることは理解されよう。画像及びビデオ
（物理的空間中を移動し、物理的オブジェクトを描く電磁波の形式）は、カメラ又は他の
キャプチャ機器を使用して物理的オブジェクトからキャプチャされてもよく、又は、コン
ピューティングデバイスによって生成されてもよい。同様に、物理的媒体中を移動する音
圧波は、音声トランスデューサ（例えば、マイクロフォン）を使用してキャプチャされ、
電子信号（デジタル又はアナログ形式）に変換されてもよい。これらの信号は典型的には
、上記のコンポーネント及び処理を実装するために、電子及びデジタル形式で処理される
が、電子、光学、磁気及び電磁波形式を含む、他の物理的形式で、キャプチャ、処理、転
送且つ格納されてもよい。コンテンツ信号は、処理中に様々な方法で、様々な目的のため
に変換され、信号及び関連情報の様々なデータ構造表現が作り出される。さらに、メモリ
内のデータ構造信号が、探索、ソート、読み取り、書き込み及び検索中の操作のために変
換される。これらの信号はまた、ディスプレイ又は音声トランスデューサ（例えば、スピ
ーカ）を介したキャプチャ、転送、格納及び出力のために変換される。
【０６０２】
　読者は、類似又は同一のコンポーネント、処理などを指すとき、時として異なる用語が
使用されることに留意されたい。これは部分的には、経時的な、数名の関与による本技術
の開発のためである。
【０６０３】
　本明細書で開示された異なる実施形態内の要素及び教示はまた、交換され、組み合わせ
られるものでもある。
【０６０４】
　ＦＦＴへの参照はまた、逆ＦＦＴ及び関連する変換（例えば、ＤＦＴ、ＤＣＴ、それぞ
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れの逆変換など）をも含むように理解されたい。
【０６０５】
　ＳＩＦＴが参照されており、ＳＩＦＴは、参照により組み込まれた文書の一定のものに
おいて詳述されるように、スケール不変の特徴に基づいて、パターンマッチング動作を行
うものである。ＳＩＦＴデータは、それによりオブジェクトを認識することができるフィ
ンガープリントとしての機能を本質的に果たす。
【０６０６】
　同様に、ブラックボード（又は他の共有データ構造）に投稿されたデータもまた、フィ
ンガープリントとしての機能を果たすことができ－画像又はシーンを特徴付ける視覚的に
有意な情報を備え、それにより画像又はシーンが認識されうる。ビデオシーケンスでも同
様であり、ユーザデバイスが検知中である刺激について、時間的及び経験的なデータの集
まりからなるブラックボードを生じることができる。又は、そのような場合のブラックボ
ードデータをさらに抜き出すことができ、この抜き出しは、フィンガープリンティングア
ルゴリズムをそのデータに適用し、一般に一意の識別データのセットを生成することによ
って行い、それにより最近キャプチャされた刺激が識別され、且つ他のパターンの刺激と
マッチングされうる。（ピカソは、時間的、空間的に乱雑な画像要素のセットが、シーン
に関連のある知識をもたらし、それによりシーンの本質が理解されうることを、ずっと以
前に予見した。）
【０６０７】
　上述のように、人工知能技術は、本技術の実施形態において重要な役割を果たすことが
できる。最近この分野に参入したのは、ウォルフラムリサーチ（Ｗｏｌｆｒａｍ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ）によるアルファ（Ａｌｐｈａ）製品である。アルファは、キュレートされた
データの知識ベースを参照することによって、構造化入力に応答して、回答及び可視化を
計算する。本明細書で詳述された構成から収集された情報をウォルフラムアルファ製品に
提示して、応答情報をユーザへ戻すように提供することができる。いくつかの実施形態で
は、システムによって収集された用語及び他のプリミティブからクエリを構築することに
よって、システムによって構成された異なるクエリのメニューの中から選択することによ
って、その他によってなどして、ユーザがこの情報の提出に関与する。他の構成では、こ
れはシステムによって扱われる。加えて、又は別法として、アルファシステムからの応答
情報を、グーグルなど、他のシステムへの入力として提供して、さらなる応答情報を識別
することができる。ウォルフラムの米国特許出願公開第２００８／００６６０５２号及び
第２００８／０２５０３４７号は、アルファ技術の態様をさらに詳述しており、この技術
は現在、アイフォンアプリケーションとして使用可能である。
【０６０８】
　もう１つの補助的な技術は、グーグルボイス（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｖｏｉｃｅ）であり、従
来の電話システムにいくつかの改良を提供するものである。そのような機能を、本技術と
共に使用することができる。
【０６０９】
　例えば、グーグルボイスによって提供された音声－テキスト転写サービスを用いて、ユ
ーザのスマートフォンのマイクロフォンを使用しながら、話者の環境から周囲の音声をキ
ャプチャし、対応するデジタルデータ（例えば、ＡＳＣＩＩ情報）を生成することができ
る。このシステムは、そのようなデータを、グーグル又はウォルフラムアルファなどのサ
ービスに提出して、関連情報を取得することができ、その関連情報をシステムが次いで－
画面表示によって、又は音声によって（例えば、既知のテキスト－音声システムによって
）、又は他の方法で－ユーザへ戻すように提供することができる。同様に、グーグルボイ
スによってもたらされた音声認識を使用して、会話ユーザインタフェースをスマートフォ
ンデバイスに提供することができ、それにより、本明細書で詳述された技術の機能を発話
によって選択的に呼び出し、制御することができる。
【０６１０】
　別の態様では、ユーザがコンテンツ（音声又は視覚）をスマートフォンデバイスでキャ
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プチャし、ここで開示される技術を用いるシステムが応答を返すとき、その応答情報をテ
キストから音声に変換し、ユーザへ、例えば、グーグルボイスのユーザのボイスメールア
カウントへ配信することができる。ユーザは、このデータリポジトリに任意の電話から、
又は、任意のコンピュータからアクセスすることができる。格納されたボイスメールを、
その可聴形式で見直すことができ、又は、ユーザはその代わりに、例えば、スマートフォ
ン又はコンピュータ画面上に提示された、テキスト対応物を見直すことを選択することが
できる。
【０６１１】
　（グーグルボイス技術の態様は、米国特許出願公開第２００８／０２５９９１８号に詳
述されている。）
【０６１２】
　音声情報は、時として、視覚情報の理解を支援することができる。異なる環境は、異な
るサウンド現象によって特徴付けられ、この現象が、その環境についての手がかりとして
の機能を果たすことができる。タイヤノイズ及びエンジン音は、車内又は路傍の環境を特
徴付けてもよい。暖房、換気及び空調の送風機のブーンとうなる音、又はキーボード音は
、職場環境を特徴付けてもよい。鳥、及び、木に吹く風の雑音は、屋外を知らせてもよい
。帯域制限され、コンパンダにより処理された、めったに静かにならない音声は、テレビ
がすぐ近くでついていること－おそらく、家の中－を示唆してもよい。砕ける波が繰り返
される音は、海辺の場所を示唆する。
【０６１３】
　そのような音声の場所の手がかりは、視覚画像処理に関連して様々な役割を果たすこと
ができる。例えば、そのような手がかりは、視覚的環境内でオブジェクトを識別する助け
となることができる。職場のような音の存在下でキャプチャされる場合、見たところ円筒
形のオブジェクトを描く画像は、木の幹よりもコーヒーマグ又は水のボトルである可能性
がより高い。海辺の音声環境内の丸みのあるオブジェクトは、タイヤである場合があるが
、貝殻である可能性がより高い。
【０６１４】
　そのような情報の利用は、無数の形式を取ることができる。１つの特定の実装は、認識
されうる個々のオブジェクトと異なる（音声）場所の間の関連付けを確立しようとする。
制限された音声の場所のセットが識別されてもよく、例えば、屋内若しくは屋外、又は、
海辺／車／職場／家／不確定である。異なるオブジェクトに、次いで、そのような環境内
で発見される相対的な見込みを（例えば、０～１０の範囲で）示すスコアを、与えること
ができる。そのような曖昧性除去データを、インターネット（クラウド）上の公的にアク
セス可能なデータベースなど、データ構造内で保持することができる。これは、屋内／屋
外の場合の簡単な例である。
【表３】

【０６１５】
　（屋内及び屋外スコアは必ずしも逆相関であるとは限らず、いくつかのオブジェクトは
、ある程度、双方の環境内で発見される可能性が高い場合があることに留意されたい。）
【０６１６】
　円筒形のように見えるオブジェクトが画像フレーム内で見極められ、－使用可能な画像
解析からは－そのオブジェクトが木の幹であるか水のボトルであるかについて曖昧である
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場合、曖昧性除去データ、及び、聴覚環境についての情報を参照することができる。聴覚
環境が「屋外」の属性を有する（及び／又は、「屋内」である属性が不足している）場合
、候補オブジェクト「木」及び「水のボトル」の屋外曖昧性除去スコアがチェックされる
。「木」の屋外スコアは１０であり、「水のボトル」の屋外スコアは８であるので、この
五分五分の見込みは、「木」の方を選ぶように決定される。
【０６１７】
　聴覚環境の認識を、本明細書の他のところで記載された画像解析構成の音声対応物であ
る技術及び解析を使用して、行うことができる。又は、他の技術を使用することができる
。しかし、聴覚環境の認識は不確実であることが多い。この不確実性を、曖昧性除去スコ
アの使用の要素に入れることができる。
【０６１８】
　直前に挙げた例では、環境からキャプチャされた音声は、屋内環境に関連付けられたい
くつかの特徴、及び、屋外環境に関連付けられたいくつかの特徴を有することがある。音
声解析は、したがって、例えば、６０％の可能性で屋外であり、４０％の可能性で屋内で
ある、というファジーな結果に終わることがある。（これらの割合は、合計して１００％
になってもよいが、その必要はなく、場合によっては、これらの割合は合計してより多く
又はより少なくなってもよい。）これらの査定を使用して、オブジェクト曖昧性除去スコ
アの査定に影響を与えることができる。
【０６１９】
　多数のそのような手法があるが、１つは、以下の表によって示されるものなど、単純な
乗算によって、候補オブジェクトのオブジェクト曖昧性除去スコアに、音声環境の不確実
性により重み付けすることである。
【表４】

【０６２０】
　この場合、たとえ聴覚環境が高度の確実性で知られていないとしても、曖昧性除去デー
タは、オブジェクトの識別において有用である。
【０６２１】
　直前に挙げた例では、視覚解析－のみで－は、等しい確率を有する２つの候補識別、す
なわち、木である可能性があること、水のボトルである可能性があることを示唆した。視
覚解析は、あるオブジェクトに対していくつかの異なる可能な識別－あるものが他のもの
より、ありそうである－を決定するようになることが多い。最もありそうな識別が、最終
的な識別として使用されてもよい。しかし、本明細書で示された概念は、そのような識別
を精緻化する助けとなることができ－時として、異なる最終結果につながる。
【０６２２】
　描かれたオブジェクトが４０％の可能性で水のボトルであり、３０％の可能性で木であ
るという結論を（例えば、円筒形の形状の視覚的な質感の不足に基づいて）出す、視覚解
析を考えられたい。この査定を、－視覚解析のみによって決定されたオブジェクト確率に
よるさらなる乗算によって－上述の計算と共にカスケードすることができる。
【表５】
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【０６２３】
　この場合、－たとえ、画像解析のみでは、その形状は水のボトルである可能性が最も高
いという結論を出したとしても－オブジェクトは木として識別されうる（１．８が最高ス
コア）。
【０６２４】
　これらの例は、作用中の原理を例示するために、やや極度に単純化されたものであり、
実際の実施では、より複雑な数学及び論理演算が確かに使用されるであろう。
【０６２５】
　これらの例は、２つの代替オブジェクト識別を簡単に示したが、実際の実装では、多数
の可能な代替物の分野からの１つのタイプのオブジェクトの識別を同様に行うことができ
る。
【０６２６】
　曖昧性除去データの編集、例えば、異なるオブジェクトを異なる環境に関連付けること
については、何もまだ言われていない。これは大きな仕事になりうるが、いくつかの代替
手法がある。
【０６２７】
　ユーチューブなどのビデオコンテンツサイト、及び、フリッカーなどの画像コンテンツ
サイトを考えられたい。サーバは、静止及びビデオ画像ファイルをそのようなソースから
ダウンロードし、知られている画像解析技術を適用して、－たとえ多数のオブジェクトが
認識されないままでありうるとしても－各々内で示されたあるオブジェクトを識別するこ
とができる。各ファイルをさらに解析して、オブジェクトが見つかる環境のタイプ（例え
ば、屋内／屋外、海辺／職場／その他）を視覚的に推測することができる。たとえわずか
な割合のビデオ／画像のみが有用な情報を与える（例えば、ある屋内ビデオでベッド及び
机を識別する、ある屋外写真で花を識別する、など）場合でさえ、且つ、たとえ解析のい
くつかが不正確である場合でさえ、全体で、情報の統計的に有用な選択をそのような方法
で生成することができる。
【０６２８】
　直前に論じた構成では、視覚情報のみを参照することによって、環境が分類されうるこ
とに留意されたい。壁は屋内環境を示し、木は屋外環境を示す、などとなる。音は、デー
タマイニングの一部を形成してもよいが、これは必須ではない。他の実施形態では、類似
の構成は、別法として－又は加えて－コンテンツ及び環境特徴付けのために音解析を用い
ることができる。
【０６２９】
　ユーチューブ、フリッカー及び他のコンテンツサイトはまた、記述メタデータ（例えば
、キーワード、ジオロケーション情報など）をも含み、記述メタデータもまた、描かれた
画像についての情報を求めて、又は、描かれたオブジェクトの認識を他の方法で支援する
（例えば、複数の可能なオブジェクト識別の間で決定する）ために、マイニングすること
ができる。国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０９／５４３５８を含む、以前に参照された文書は、様
々なそのような構成を詳述している。
【０６３０】
　音声情報を使用して、どのタイプのさらなる画像処理演算が着手されるべきであるか（
すなわち、動作のルーチンのセットを超えて）を決定する助けとすることもできる。音声
が職場環境を示唆する場合、これは、テキストＯＣＲ関連動作が関連するかもしれないこ
とを示唆してもよい。デバイスはしたがって、そのような動作に着手してもよいのに対し
て、別の音声環境内（例えば、屋外）の場合、デバイスはそのような動作に着手していな
くてもよい。
【０６３１】
　オブジェクトとそれらの典型的環境の間の追加の関連付けが、百科事典（例えば、ウィ
キペディア）及び他のテキストの自然言語処理によって収集されてもよい。他のところで
上述したように、米国特許第７３８３１６９号は、辞書及び他の大きい言語の著作物を、
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世界についてのそのような「常識」情報の厖大なソースとしての機能を果たす語彙知識ベ
ースを編集するために、ＮＬＰ技術によってどのように処理することができるかについて
記載している。そのような技術によって、あるシステムは、例えば、対象「キノコ」を環
境「森」（及び／又は「スーパーマーケット」）に、「ヒトデ」を「海」に、などと関連
付けることができる。もう１つのリソースは、Ｃｙｃであり－常識知識の大型のオントロ
ジー及び知識ベースをまとめている人工知能プロジェクトである（ＯｐｅｎＣｙｃは、オ
ープンソースライセンスで入手可能である。）
【０６３２】
　環境曖昧性除去データの編集はまた、人間の関与を利用することもできる。ビデオ及び
画像を、アマゾンのメカニカルタークサービスの使用を通じてなど、査定のために見る者
に提示することができる。特に発展途上国では、多くの人々は、報酬を求めて画像の主観
解析を進んで提供し、例えば、描かれたオブジェクト、及び、それらのオブジェクトが見
られる環境を識別する。
【０６３３】
　同じ技術を用いて、異なる音を異なる環境に関連付けることができる（ケロケロ鳴くカ
エルを池に、航空機エンジンを空港に、など）。音声認識－グーグルボイス、ドラゴンナ
チュラリースピーキング（Ｄｒａｇｏｎ　Ｎａｔｕｒａｌｌｙ　Ｓｐｅａｋｉｎｇ）、ビ
アボイス（ＶｉａＶｏｉｃｅ）など（メカニカルタークを含む）によって行われるものな
ど－もまた、環境又は環境の属性を認識するために用いることができる。（「背もたれ及
びトレイを、直立の固定の位置に戻してください．．．」は、飛行機の環境を示す。）
【０６３４】
　直前に詳述された特定の構成は、代替オブジェクト識別の曖昧性を除去するために、音
声情報を使用したが、音声情報を、画像解析に関連して多数の他の異なる方法で使用する
ことができる。例えば、異なる環境内で異なるオブジェクトに遭遇する、スコア化された
見込みを識別するデータ構造ではなく、音声が、単にＳＩＦＴ特徴のいくつかの異なる用
語集のうち１つを選択する（又は、用語集をまとめる）ために使用されてもよい（ＳＩＦ
Ｔについては、他のところで論じる）。音声が海辺の雑音を含む場合、オブジェクト用語
集は、海辺のそばで発見されるオブジェクト（ホッチキスではなく、貝殻）についてのＳ
ＩＦＴ特徴のみを含むことができる。画像解析システムによって探される多数の候補オブ
ジェクトは、このように、聴覚刺激に従って制約されてもよい。
【０６３５】
　音声情報をこのように、－個々の応用例の要件に応じて－画像解析を支援するために、
非常に多数の方法で用いることができ、前述はごくわずかである。
【０６３６】
　聴覚刺激が画像の解析／理解に情報を与える助けとなりうることと全く同様に、視覚刺
激は、音声の解析／理解に情報を与える助けとなりうる。カメラが明るい太陽の光を検知
する場合、これは屋外環境を示唆し、キャプチャされた音声の解析はしたがって、屋外に
対応する参照データのライブラリを参照して進行してもよい。カメラが、蛍光灯の特性で
ある色スペクトルを有する、規則的に明滅する照明を検知する場合、屋内環境が仮定され
てもよい。最上部全体が青く、質感の高い特徴が下方にある画像フレームがキャプチャさ
れる場合、屋外コンテキストが仮定されてもよい。これらの状況でキャプチャされた音声
の解析は、そのような情報を使用することができる。例えば、低レベルの背景雑音は、暖
房、換気及び空調の送風機ではなく－風である可能性が高く、大きいクリック音はキーボ
ードの雑音ではなく、猛り狂うリスである可能性がより高い。
【０６３７】
　ユーチューブ及びフリッカーが画像情報のためのソースを提供することと全く同様に、
音声情報のための多数の自由に使用可能なソースがインターネット上にある。１つは、こ
れもまたユーチューブである。それらの小売用に提供された物に対応する、無料の、忠実
度の低い物を提供する、音響効果のオンラインライブラリもある（例えば、ｓｏｕｎｄｅ
ｆｆｅｃｔ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ、ｓｏｕｎｄｄｏｇ＜ｄｏｔ＞ｃｏｍ、ｓｏｕｎｄｓｎａｐ
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＜ｄｏｔ＞ｃｏｍなど）。これらは一般に、よく整理された分類法で提示され、例えば、
Ｎａｔｕｒｅ（自然）：Ｏｃｅａｎ（海）：ＳｕｒｆＧｕｌｌｓＡｎｄＳｈｉｐＨｏｒｎ
（打ち寄せる波カモメ及び船の警笛）、Ｗｅａｔｈｅｒ（天候）：Ｒａｉｎ（雨）：Ｈａ
ｒｄＲａｉｎＯｎＣｏｎｃｒｅｔｅＩｎＴｈｅＣｉｔｙ（都市のコンクリートに降る土砂
降り）、Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ（移動手段）：Ｔｒａｉｎ（列車）：Ｃｒｏｗｄ
ｅｄＴｒａｉｎＩｎｔｅｒｉｏｒ（満員の列車内）などである。記述テキストデータをマ
イニングして、関連付けられた環境を決定することができる。
【０６３８】
　前述の考察は、聴覚刺激と視覚刺激の間の相互作用に焦点を合わせたが、本技術による
デバイス及び方法は、温度、場所、磁場、匂い、微量化学物質検知など、あらゆる種類の
刺激及び検知されたデータと共に、そのような原理を用いることができる。
【０６３９】
　磁場については、スマートフォンは、例えば、電子コンパスの目的で、ますます磁力計
を備えつつあることは理解されよう。そのようなデバイスは極めて高感度であり－その理
由は、かすかな地球磁場（例えば、３０～６０マイクロテスラ、０．３～０．６ガウス）
に応答する必要があるからである。変調された磁場のエミッタを使用して、電話の磁力計
に信号を送り、例えば、情報を電話に通信することができる。
【０６４０】
　アップルのアイフォン３Ｇは、３軸ホール効果磁力計（旭化成によって製造されたと考
えられる）を有し、この磁力計は、ソリッドステート回路を使用して、印加された磁場及
び極性に比例した電圧を生じさせる。現在のデバイスは、高速データ通信用に最適化され
ていないが、将来の実装は、そのような機能を優先させることができる。それにもかかわ
らず、有用なデータレートを容易に達成することができる。音声及び視覚入力とは異なり
、電話は、磁気入力の受信を最適化するために、特定の方向に向けられる必要はない（３
Ｄセンサのため）。電話はまた、ユーザのポケット又はハンドバッグから取り出される必
要すらもない。
【０６４１】
　１つの構成では、小売店は、時変信号により駆動される、隠された電磁石を含む、視覚
的なプロモーションディスプレイを有してもよい。この時変信号は、データをすぐ近くの
電話に送信する役目を果たす。このデータは、任意のタイプであってもよい。このデータ
は、例えば、プロモーション対象品目から１ドル値引きされる、受信者が使用可能なクー
ポンを提示する、磁力計駆動型スマートフォンアプリケーションに、情報を提供すること
ができる。
【０６４２】
　磁場データは単に、電話に対して、異なる通信媒体を通じて送信された関連情報の可用
性のアラートを出してもよい。初歩的なアプリケーションでは、磁場データは単に、モバ
イルデバイスに信号を送り、指定された入力コンポーネント、例えば、ブルートゥース、
ＮＦＣ、ＷｉＦｉ、赤外線、カメラ、マイクロフォンなどをオンにすることができる。磁
場データはまた、キー、チャネル、又は、その媒体で有用な他の情報を提供することもで
きる。
【０６４３】
　もう１つの構成では、異なる製品（又は、異なる製品に関連付けられた、棚に取り付け
られたデバイス）は、異なる磁気データ信号を出すことができる。ユーザは、スマートフ
ォンを特定の製品に近付けることによって、競合する伝送の中から選択する。磁場は、エ
ミッタからの距離に指数関数的に比例して低下するので、電話は、最強（最も近い）信号
を他の信号とは区別することが可能である。
【０６４４】
　さらにもう１つの構成では、棚に取り付けられたエミッタは通常アクティブではないが
、ユーザ又はユーザの意図を検知することに応答して、アクティブになる。エミッタは、
ボタン又は動きセンサを含んでもよく、ボタン又は動きセンサが磁気エミッタを５～１５
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秒間アクティベートする。又は、エミッタは、照明の変化（より明るいか、又はより暗い
）に応答するフォトセルを含んでもよい。ユーザは、電話の明るくされた画面をフォトセ
ルに提示し（又は、手でフォトセルを影にし）、磁気エミッタに５秒のブロードキャスト
を開始させてもよい。その他もある。
【０６４５】
　アクティベートされた後、磁場を利用して、例えば、カメラ、ＮＦＣ又はマイクロフォ
ンなど、使用されるために位置決め又は向けられる必要のある他のセンサをどのように利
用するかについて、ユーザに知らせることができる。固有の方向性、及び、距離に対する
感度により、磁場データは、ターゲットの方向及び距離を確立する（例えば、カメラを向
けて焦点を合わせる）際に有用になる。例えば、エミッタは、あるパッケージを既知の場
所（例えば、原点）に有する座標系を作成し、モバイルデバイスのためのグランドトゥル
ースデータを提供することができる。これを（一般に現在の）モバイルデバイス加速度計
と組み合わせることで、正確な姿勢評価が可能となる。
【０６４６】
　バーコード又は他のマシン可読データを製品から読み取り、それに基づいて応答をトリ
ガするための様々なアプリケーションが、スマートフォン用に入手可能にされている（且
つ、例えば、米国特許出願公開第２００１／００１１２３３号、第２００１／００４４８
２４号、第２００２／００８０３９６号、第２００２／０１０２９６６号、米国特許第６
３１１２１４号、第６４４８９７９号、第６４９１２１７号及び第６６３６２４９号から
知られている）。同じ構成を、スマートフォンの磁力計を使用して、磁気的に検知された
情報を使用して実施することができる。
【０６４７】
　他の実施形態では、磁場は、微小方向（ｍｉｃｒｏ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ）の提供に
関連して使用されてもよい。例えば、店内で、エミッタからの磁気信号は、微小方向をモ
バイルデバイスユーザに伝えることができ、例えば、「通路７へ行く、左側で製品Ｘを探
す、Ｙドルで現在特売中、この品目のピクチャを最初にキャプチャした３名までに２ドル
の追加値引きあり」（又は、関連プロモーションディスプレイの）。
【０６４８】
　関連アプリケーションは、店内の個々の製品への方向を提供する。ユーザは、所望の製
品の名前をキー入力し、又は話し、それらの名前は、様々なシグナリング技術の任意のも
のを使用して、店のコンピュータへ送信される。コンピュータは、店内の所望の製品の場
所を識別し、ユーザを案内するために方向データを定式化する。これらの方向は、磁気的
に、又は他の方法でモバイルデバイスに伝えられてもよい。磁気エミッタ、又は、いくつ
かのエミッタのネットワークは、ユーザを所望の製品へと案内する助けとなる。
【０６４９】
　例えば、所望の製品のエミッタは、ホーミングビーコンとしての機能を果たすことがで
きる。各エミッタは、各々が製品識別子を含むフレーム又はパケットでデータを送信して
もよい。ユーザに提供された最初の方向（例えば、左へ行き、通路７を発見し、次いで、
半分ほど行った右側）はまた、ユーザによって望まれた製品のための店の製品識別子を提
供することもできる。ユーザのモバイルデバイスは、これらの識別子を使用して、所望の
製品からの磁気放射に「合わせる」ことができる。コンパス又は他のそのようなＵＩは、
ユーザがそれらの方向によって示された全体のエリア内で製品の正確な場所を発見する助
けとなることができる。ユーザが所望の各製品を発見するとき、モバイルデバイスはもは
や、その製品に対応する放射に合わせなくてもよい。
【０６５０】
　店内の通路及び他の場所は、それら自体のそれぞれの磁気エミッタを有してもよい。ユ
ーザに提供された方向は、自動ナビゲーションシステムによって普及した「ターンバイタ
ーン」型にすることができる。（そのようなナビゲーション技術を、他の実施形態でも用
いることができる。）モバイルデバイスは、そのルートに沿った様々な中間地点からのエ
ミッタを検知することによって、それらの方向のユーザの進行を追跡し、次のステップ（
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複数可）について、ユーザに促すことができる。さらに、エミッタは、ブルートゥース又
は他のシグナリングによってなど、モバイルデバイスの近接を検知し、信号で送るデータ
をユーザ及びユーザの位置に合わせて適合させてもよい。
【０６５１】
　複数のユーザにサービスするため、複数のエミッタ（例えば、製品識別エミッタではな
く、ナビゲーションエミッタ）のあるネットワークからの伝送を時分割多重化し、データ
をパケット又はフレームで送信することができ、その各々は、所期の受信者を示す識別子
を含む。この識別子を、方向の要求に応答してユーザに提供することができ、ユーザのデ
バイスが、そのデバイスを対象とした伝送を他の伝送とは区別することを可能にする。
【０６５２】
　そのようなエミッタからのデータをまた、周波数分割多重化し、例えば、あるアプリケ
ーションのための高周波データ信号、及び、別のアプリケーションのための低周波データ
信号を出すこともできる。
【０６５３】
　磁気信号を、任意の知られている構成を使用して変調することができ、これらの構成に
は、限定されないが、周波数、振幅、最小又は位相シフトキーイング、直交振幅変調、連
続位相変調、パルス位置変調、トレリス変調、チャープ又は直接シーケンススペクトル拡
散などが含まれる。異なる順方向誤り訂正コーディング方式（例えば、ターボ、リードソ
ロモン、ＢＣＨ）を用いて、正確でロバストなデータ伝送を保証することができる。異な
るエミッタからの信号を区別することを支援するため、異なる無線局によるスペクトルの
共有に類似した方法で、変調ドメインを、異なるエミッタ、又は、クラス若しくはエミッ
タの間で分割することができる。
【０６５４】
　モバイルデバイスは、本明細書で詳述された応用例のためにデバイスの磁力計を使用す
るように特に構成された、ユーザインタフェースを備えることができる。このユーザイン
タフェースは、よく知られているＷｉＦｉユーザインタフェースに類似してもよく－使用
可能なチャネルについての情報をユーザに提示し、ユーザが、利用するべきチャネル、及
び／又は、避けるべきチャネルを指定することができるようにしてもよい。上記で詳述さ
れた応用例では、ＵＩは、何のエミッタに合わせるべきであるか、又は、－他のデータを
無視して－何のデータをリッスンするべきであるかを、ユーザが指定することができるよ
うにしてもよい。
【０６５５】
　タッチスクリーンインタフェース－ジェスチャーインタフェースの１つの形式－が参照
された。本技術の実施形態で使用することができる、もう１つの形式のジェスチャーイン
タフェースは、スマートフォンの動きを検知することによって－キャプチャされた画像内
の特徴の動きを追跡することによって－動作する。そのようなジェスチャーのインタフェ
ースのさらなる情報は、ディジマークの米国特許第６９４７５７１号に詳述されている。
ユーザ入力がシステムに提供されるべきであるときは常に、ジェスチャーの技術を用いる
ことができる。
【０６５６】
　さらに先を見越すと、表情（例えば、まばたきするなど）、及び／又は、ユーザから検
出されたバイオメトリック信号（例えば、脳波又はＥＥＧ）に応答するユーザインタフェ
ースもまた、用いることができる。そのような構成は、ますます周知となっており、いく
つかは、米国特許出願公開第２００１／００５６２２５号、第２００２／００７７５３４
号、第２００７／０１８５６９７号、第２００８／０２１８４７２号及び第２００９／０
２１４０６０号に詳述されている。電話機のカメラシステム（及び補助的なクラウドリソ
ース）を利用してそのような入力および制御動作を認識しうる。
【０６５７】
　本譲受人は、デジタルウォーターマーキング及びフィンガープリントに基づいた技術を
含む、コンテンツ識別技術における広範な経歴を有する。これらの技術は、あるビジュア
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ルクエリにおいて重要な役割を有する。
【０６５８】
　ウォーターマーキングは、例えば、流通ネットワーク内で個別の媒体／物理的オブジェ
クトを識別するために使用可能な、唯一のコンテナに依存しない技術である。ウォーター
マーキングは幅広く展開され、数え切れないほどの曲、映画及び印刷文書がそうであるよ
うに、米国内のテレビ及びラジオの本質的にすべてにデジタルウォーターマークが付いて
いる。
【０６５９】
　オブジェクトアイデンティティの指示を、オブジェクト自体の固有の部分として提供す
ることによって、デジタルウォーターマークは、オブジェクトのアイデンティティに基づ
いて、モバイルデバイス－オブジェクトのインタラクションを容易にする。
【０６６０】
　ウォーターマークを符号化／復号するための技術は、例えば、ディジマークの米国特許
第６６１４９１４号及び第６１２２４０３号、ニールセンの米国特許第６９６８５６４号
及び第７００６５５５号、並びに、アービトロンの米国特許第５４５０４９０号、第５７
６４７６３号、第６８６２３５５号及び第６８４５３６０号に詳述されている。
【０６６１】
　ディジマークは、本主題に関連のある様々な他の特許出願を有する。例えば、米国特許
出願公開第２００７／０１５６７２６号、第２００８／００４９９７１号及び第２００７
／０２６６２５２号を参照されたい。
【０６６２】
　オーディオフィンガープリンティングの例は、米国特許出願公開第２００７／０２５０
７１６号、第２００７／０１７４０５９号及び第２００８／０３０００１１号（ディジマ
ーク）、第２００８／０２７６２６５号、第２００７／０２７４５３７号及び第２００５
／０２３２４１１号（ニールセン）、第２００７／０１２４７５６号（グーグル）、米国
特許第７５１６０７４号（Ａｕｄｉｔｕｄｅ）、並びに、第６９９０４５３号及び第７３
５９８８９号（双方ともシャザム）に詳述されている。画像／ビデオフィンガープリンテ
ィングの例は、米国特許第７０２０３０４号（ディジマーク）、第７４８６８２７号（Ｓ
ｅｉｋｏ－Ｅｐｓｏｎ）、米国特許出願公開第２００７／０２５３５９４号（Ｖｏｂｉｌ
ｅ）、第２００８／０３１７２７８号（Ｔｈｏｍｓｏｎ）、及び、第２００２／００４４
６５９号（ＮＥＣ）に詳述されている。
【０６６３】
　ノキアは、視覚的検索技術（Ｐｉｘｔｏ）に従事したＰｈｉｌｉｐｐ　Ｓｃｈｌｏｔｅ
ｒによって設立された、ベイエリアの新設企業を獲得し、その「ポイントアンドファイン
ド（Ｐｏｉｎｔ　＆　Ｆｉｎｄ）」プログラムにおいて、その分野の研究を継続している
。この研究は、例えば、米国特許出願公開第２００７／０１０６７２１号、第２００８／
００７１７４９号、第２００８／００７１７５０号、第２００８／００７１７７０号、第
２００８／００７１９８８号、第２００８／０２６７５０４号、第２００８／０２６７５
２１号、第２００８／０２６８８７６号、第２００８／０２７０３７８号、第２００９／
００８３２３７号、第２００９／００８３２７５号及び第２００９／００９４２８９号に
詳述されている。これらの文書に詳述された特徴及び教示は、本出願に詳述された技術及
び構成と組み合わせるために適しており、逆の場合も同じである。
【０６６４】
　簡潔にするため、記載された技術の無数の変形形態及び組み合わせは、本書に列挙され
ない。出願人は、本明細書の複数の概念を、－それら自体の間で、並びに、引用された従
来技術から知られている概念と共に－組み合わせ、代用及び入れ替え可能であることを理
解し、意図している。また、詳述された技術は、－現在の、及び来るべき－他の技術と共
に効果的に含まれうることは理解されよう。
【０６６５】
　本明細書を過度に長くすることなく、包括的な開示を提供するため、出願人は、上記で
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参照された文書及び特許開示を参照により組み込む。（そのような文書は、それらの教示
の特定のものに関連して上記で引用された場合であっても、それらの全体として組み込ま
れる。）これらの参照文献は、本明細書で詳述された構成に組み込むことができ、且つ、
本明細書で詳述された技術及び教示がそれらに組み込まれうる、技術及び教示を開示して
いる。
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