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(57)【要約】
　人間などの物体を検出するための１つ以上の技術及び
／又はシステムを提供する。例えば，センシングシステ
ムは，センサ配列を備えることができる。センサ配列は
，パッシブセンサとアクティブセンサとを含むことがで
きる。アクティブセンサは，パッシブセンサによって起
動されるまでは，スリープ状態（例えば，相対的に低い
電力状態）に設定することができる。例えば，物体の存
在（例えば，病室に進入しつつある看護師）を検出した
ことに応じて，物体検出データ（例えば，看護師の衛生
機会を示唆するもの）を生成するために，検出ゾーン内
で物体の動き及び／又は距離を検出するため，パッシブ
センサは，アクティブセンサをスリープ状態からアクテ
ィブ状態に起動させることができる。アクティブセンサ
は，検出タイムアウト，及び／又は物体が検出ゾーンを
離れたという判定に応じて，アクティブ状態からスリー
プ状態に遷移することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体を検出するためのセンシングシステムであって，
　第１のセンサ配列を備え，該第１のセンサ配列は，
　　　第１のパッシブセンサであって，
　　　　　物体の存在を検出したことに応じて，第１のアクティブセンサに起動信号を送
信するように構成された第１のパッシブセンサと，
　　　前記第１のアクティブセンサであって，
　　　　　前記第１のパッシブセンサから前記起動信号を受信したことに応じて，スリー
プ状態からアクティブ状態に遷移し，
　　　　　前記アクティブ状態にある間に，
　　　　　　　物体検出データを生成するために，第１の検出ゾーン内で前記物体の動き
又は距離の少なくとも一方を検出し，
　　　　　　　検出タイムアウト，又は前記物体が前記第１の検出ゾーンを離れたという
判定，の少なくとも一方に応じて，前記アクティブ状態から前記スリープ状態に遷移する
ように構成された第１のアクティブセンサと
　を含むセンシングシステム。
【請求項２】
　前記第１のパッシブセンサ及び前記第１のアクティブセンサは，センサ筐体内に含まれ
る請求項１記載のセンシングシステム。
【請求項３】
　前記第１のパッシブセンサは，第１のセンサ筐体内に含まれ，前記第１のアクティブセ
ンサは，第２のセンサ筐体内に含まれる請求項１記載のセンシングシステム。
【請求項４】
　前記第１のパッシブセンサは，前記起動信号をＲＦ信号として，前記第１のアクティブ
センサに送信するように構成される請求項１記載のセンシングシステム。
【請求項５】
　前記第１のセンサ配列は，
　　　前記物体検出データに基づいて，衛生機会を識別すること，又は，
　　　人間による領域への進入，もしくは領域からの退去を識別すること，
　のうちの少なくとも一方を実行するように構成される請求項１記載のセンシングシステ
ム。
【請求項６】
　前記第１のセンサ配列は，
　　　前記物体検出データをデータ記憶装置に保存すること，
　　　通信ネットワークを介して前記物体検出データを伝送すること，
　　　前記物体検出データをＲＦ信号として伝送すること，又は，
　　　指示器をアクティブにすること，
　のうちの少なくとも１つを実行するように構成される請求項１記載のセンシングシステ
ム。
【請求項７】
　前記第１のアクティブセンサは，
　　　非検出距離測定基準の第１セットに基づいて規定された非検出ゾーンを無視するよ
うに構成される請求項１記載のセンシングシステム。
【請求項８】
　前記非検出ゾーンは，患者ベッドゾーンを含む請求項７記載のセンシングシステム。
【請求項９】
　前記第１のアクティブセンサは，
　　　検出距離測定基準の第１セットに基づいて，前記第１の検出ゾーンを規定するよう
に構成される請求項１記載のセンシングシステム。



(3) JP 2017-512977 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

【請求項１０】
　前記第１の検出ゾーンは，ベッドサイドゾーン，出入口ゾーン，衛生ゾーン，又は衛生
機会ゾーンのうちの少なくとも１つを含む請求項９記載のセンシングシステム。
【請求項１１】
　前記第１のアクティブセンサは，
　　　検出距離測定基準の第２セットに基づいて，第２の検出ゾーンを規定するように構
成される請求項１記載のセンシングシステム。
【請求項１２】
　前記第１の検出ゾーンは，ベッドの第１のベッドサイドゾーンに相当し，前記第２の検
出ゾーンは，前記ベッドの第２のベッドサイドゾーンに相当し，非検出ゾーンは，患者ベ
ッドゾーンに相当する請求項１１記載のセンシングシステム。
【請求項１３】
　前記第１のセンサ配列は，
　　　第２のアクティブセンサを含み，該第２のアクティブセンサは，
　　　　　前記第１のパッシブセンサから第２の起動信号を受信したことに応じて，
　　　　　第２のスリープ状態から第２のアクティブ状態に遷移し，
　　　　　前記第２のアクティブ状態にある間に，
　　　　　　　第２の物体検出データを生成するために，第２の検出ゾーン内で前記物体
の第２の動き又は第２の距離のうちの少なくとも一方を検出し，
　　　　　　　第２の検出タイムアウト，又は前記物体が前記第２の検出ゾーンを離れた
という第２の判定，の少なくとも一方に応じて，前記第２のアクティブ状態から前記第２
のスリープ状態に遷移するように構成される請求項１記載のセンシングシステム。
【請求項１４】
　前記第１のアクティブセンサと前記第２のアクティブセンサは，前記物体がエリアに進
入しつつある，又はエリアを離れつつあるかどうか判断するために，前記物体を順次検出
するように構成される請求項１３記載のセンシングシステム。
【請求項１５】
　前記第１のセンサ配列は，入退路を横切るように照準が合わせられる請求項１記載のセ
ンシングシステム。
【請求項１６】
　前記第１のセンサ配列は，入退路に向けて照準が合わせられる請求項１記載のセンシン
グシステム。
【請求項１７】
　前記第１のセンサ配列は，バッテリによって給電される請求項１記載のセンシングシス
テム。
【請求項１８】
　物体を検出するための方法であって，
　第１のパッシブセンサを起動することであって，
　　　物体の存在を検出したことに応じて，第１のアクティブセンサに起動信号を送信す
る，ための第１のパッシブセンサを起動することと，
　第１のアクティブセンサを起動することであって，
　　　前記第１のパッシブセンサから前記起動信号を受信したことに応じて，スリープ状
態からアクティブ状態に遷移し，
　　　　　前記アクティブ状態にある間に，
　　　　　　　物体検出データを生成するために，第１の検出ゾーン内で前記物体の動き
又は距離の少なくとも一方を検出し，
　　　　　　　検出タイムアウト，又は前記物体が前記第１の検出ゾーンを離れたという
判定，の少なくとも一方に応じて，前記アクティブ状態から前記スリープ状態に遷移する
ための第１のアクティブセンサを起動することとを含む方法。
【請求項１９】
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　前記物体検出データに基づいて，衛生機会を識別することを含む請求項１８記載の方法
。
【請求項２０】
　物体を検出するためのセンシングシステムであって，
　第１のアクティブセンサを備え，該第１のアクティブセンサは，
　　　スリープ状態からアクティブ状態に遷移し，
　　　前記アクティブ状態にある間に，
　　　　　前記物体の衛生機会を示唆する物体検出データを生成するために，検出距離測
定基準の第１セットに基づいて規定される第１の検出ゾーン内で，前記物体の動き又は距
離の少なくとも一方を検出し，
　　　　　非検出距離測定基準のセットに基づいて規定される非検出ゾーンを無視し，
　　　　　検出タイムアウト，又は前記物体が前記第１の検出ゾーンを離れたという判定
，の少なくとも一方に応じて，前記アクティブ状態から前記スリープ状態に遷移するよう
に構成されるシステム。

【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
関連出願
　本出願は，「SENSOR　CONFIGURATION（センサ構成）」という名称で２０１４年１月１
７日に出願された米国仮特許出願第６１／９２８，５３５号の優先権を主張するものであ
り，この文献は，参照により本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本出願は，広くは，人間などの物体を検出するためのセンシングシステムに関する。例
えば，本出願は，医療従事者の衛生機会を識別するために，医療従事者などの物体を検出
するための方法及び／又はシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　病院，工場，レストラン，住宅など，多くの場所で，様々な衛生管理対策及び／又は疾
病管理対策を実施することがある。例えば，病院では，手術室に対して８５％の衛生遵守
基準を設定することができる。衛生機会は，手指消毒剤の使用又は手洗いのような衛生事
象を，個人が実行するべき状況又は計画に相当し得る。衛生機会の遵守によって，現在の
衛生水準は向上し得る一方，不遵守によって，現在の衛生水準は低下し得る。衛生を監視
する一例では，ディスペンサシステムから消費又は注出されたソープ，ローション，消毒
剤などの物質の量を測定することによって，衛生ディスペンサを監視することができる。
しかしながら，衛生ディスペンサの使用がより多いことが，衛生の向上に直接相関してい
ないことがある（例えば，医療従事者は，手術室で高感染リスク患者に触れた後のような
感染リスクが比較的高い状況ではなく，感染リスクが比較的低い状況で，衛生ディスペン
サを不用意に使用することがある）。
【発明の概要】
【０００４】
　本概要は，以下の詳細な説明でさらに記載されるコンセプトの抜粋を簡略化した形で紹
介するために提供される。本概要は，特許請求の対象の主要な要素又は本質的な特徴を明
らかにするものではなく，また，特許請求の対象範囲を限定するために用いられるもので
もない。
【０００５】
　特に，物体を検出するための１つ以上のシステム及び／又は技術について，本明細書で
提示する。一例では，センシングシステムは，センサ配列を備える。センサ配列は，パッ
シブセンサとアクティブセンサとを含む。パッシブセンサは，物体の存在を検出するよう
に構成することができる。例えば，パッシブセンサは，病室内に進入する看護師を，看護
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師の体温による看護師からの赤外線放射に基づいて検出することができる（例えば，パッ
シブセンサは，周囲温度からの温度変化を検出することができ，これにより，その温度変
化が差異閾値を超えている場合は，パッシブセンサは，物体が存在すると判定することが
できる）。パッシブセンサは，比較的低い消費電力を用いて作動することができる（例え
ば，パッシブセンサは，バッテリを用いて作動することができる）。パッシブセンサは，
比較的不正確であり得るため，パッシブセンサは，パッシブセンサで物体の存在を検出し
たことに応じて，アクティブセンサに起動信号を送信するように構成することができる。
アクティブセンサは，パッシブセンサよりも相対的に正確であり得るため，物体の動き及
び／又は距離を測定するために，アクティブセンサを起動させる。センサ配列は，１つ以
上のパッシブセンサと１つ以上のアクティブセンサとを含むことができる。一例では，セ
ンサ配列は，複数のアクティブセンサを起動させるように構成されたパッシブセンサを含
むことができる。他の例では，センサ配列は，１つのアクティブセンサを起動させるよう
に構成された複数のパッシブセンサを含むことができる。他の例では，センサ配列は，複
数のアクティブセンサを起動させるように構成された複数のパッシブセンサを含むことが
できる。
【０００６】
　アクティブセンサの作動は，相対的に大きな電力量を使用し得るので，アクティブセン
サは，パッシブセンサによって起動されるまでは，スリープ状態（例えば，相対的に低い
電力状態）にあるように構成することができる。例えば，アクティブセンサは，パッシブ
センサから起動信号を受信したことに応じて，スリープ状態からアクティブ状態に遷移す
ることができる。アクティブセンサは，アクティブ状態にある間は，物体検出データを生
成するために，第１の検出ゾーン内で物体の動き及び／又は距離を検出することができる
。例えば，エミッタで，１つ以上の信号（例えば，光子，光パルス，平行ビーム，三角ビ
ーム，超音波，ＲＦ信号，赤外線など）を放出することができ，これは，物体で反射され
ることができ，そして受信機（例えば，フォトダイオード，フォトダイオードアレイ，飛
行時間型測定装置など）で検出される。アクティブセンサは，飛行時間型装置（例えば，
超音波信号のような第１の信号とＲＦ信号のような第２の信号との間の到達時間差に基づ
いて飛行時間を測定する装置），カメラ装置，赤外線装置，レーダ装置，音響装置，など
のような任意のセンシング装置を含み得るものと理解できる。一例では，距離測定基準(m
etric)に基づいて，１つ以上の検出ゾーン（例えば，監視対象となる，患者ベッドゾーン
の左側の左ベッドサイドゾーン，及び患者ベッドゾーンの右側の右ベッドサイドゾーン）
を規定することができ，並びに／又は１つ以上の非検出ゾーン（例えば，監視対象となら
ない，患者ベッドゾーン）を規定することができる。検出タイムアウト（例えば，１０秒
），及び／又は物体が第１の検出ゾーンを離れた（例えば，看護師は，左ベッドサイドか
ら離れたかもしれない）という判定に応じて，アクティブセンサは，アクティブ状態から
スリープ状態に遷移することができる。このようにして，センサ配列は，パッシブセンサ
によって起動されるまではアクティブセンサがスリープ状態にあることで，相対的に低い
電力状態で作動しつつ，（例えば，患者に接した後の看護師の手洗いの機会のような，衛
生機会を示唆する）物体の正確な検出を提供することができる。
【０００７】
　上記及び関連する目的を達成するため，以下の説明及び添付の図面で，いくつかの例示
的な態様及び実施について記載する。これらは，１つ以上の態様を採用することができる
様々な方法を示すものであるが，ただし，そのうちのほんのいくつかにすぎない。本開示
の他の態様，効果，及び新規の特徴は，添付の図面を併用して考察される以下の詳細な説
明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】物体を検出する例示的な方法を示すフロー図である。
【図２Ａ】第１のセンサ配列を備えた例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図
である。
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【図２Ｂ】第１のセンサ配列の第１のアクティブセンサがアクティブ状態からスリープ状
態に遷移する一例を示す図である。
【図３Ａ】物体を検出するための例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図であ
る。
【図３Ｂ】物体を検出するための例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図であ
る。
【図３Ｃ】物体を検出するための例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図であ
る。
【図３Ｄ】物体を検出するための例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図であ
る。
【図３Ｅ】物体を検出するための例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図であ
る。
【図３Ｆ】物体を検出するための例示的なセンシングシステムを示す構成ブロック図であ
る。
【図４】患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例を示す図である。
【図５】患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例を示す図である。
【図６Ａ】患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例を示す図である。
【図６Ｂ】物体を検出するために，第１のセンサ配列のパッシブセンサが第１のセンサ配
列のアクティブセンサを起動させる一例を示す図である。
【図７Ａ】患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例を示す図である。
【図７Ｂ】物体を検出するために，第１のセンサ配列のパッシブセンサが第１のセンサ配
列のアクティブセンサを起動させる一例を示す図である。
【図８Ａ】複数のセンサ配列による，物体の逐次検出の一例を示す図である。
【図８Ｂ】複数のセンサ配列による，物体の逐次検出の一例を示す図である。
【図８Ｃ】複数のセンサ配列による，物体の逐次検出の一例を示す図である。
【図９Ａ】検出構成の第１の区域に従って構成されたセンシングシステムの一例を示す図
である。
【図９Ｂ】検出構成の第２の区域に従って構成されたセンシングシステムの一例を示す図
である。
【図１０】本明細書に記載の規定のうち１つ以上を実現するように構成されたプロセッサ
実行可能命令を含み得る例示的なコンピュータ可読媒体を示す図である。
【図１１】本明細書に記載の規定のうち１つ以上が実施され得る例示的なコンピューティ
ング環境を示している。
【０００９】
詳細な説明
　請求項に係る主題について図面を参照して以下で説明するが，このとき，類似の要素は
，一般に，全体を通して同様の参照符号を用いて示している。以下の説明では，請求項に
係る主題についての理解を与えるため，説明を目的として，様々な具体的詳細が記載され
る。しかしながら，これら特定の詳細を省いても，請求項に係る主題を実施できることは
明らかであろう。また，請求項に係る主題の説明を容易とするため，構造及び装置は，ブ
ロック図の形式で示している。
【００１０】
　物体を検出する一実施形態を，図１の例示的な方法１００で示している。この方法は１
０２で開始する。１０４で，物体の存在を検出したことに応じて第１のアクティブセンサ
（例えば，位置感知装置，平行センサ，三角センサ，光飛行時間型距離センサなどのよう
な，アクティブ型赤外線センサ）に起動信号を送信するための，第１のパッシブセンサ（
例えば，パッシブ型赤外線センサ）を起動する。例えば，第１のパッシブセンサは，室内
に進入する人間からの赤外線放射による，周囲温度からの差異閾値を超える温度差を検出
することができる。
【００１１】
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　１０６で，第１のパッシブセンサから起動信号を受信したことに応じてスリープ状態（
例えば，相対的に低い電力状態）からアクティブ状態（例えば，第１のアクティブセンサ
のエミッタは，１つ以上の信号を検出ゾーンに向けて放出することができ，これは物体で
反射されて，第１のアクティブセンサの受信機で検出することができる）に遷移するため
の，第１のアクティブセンサを起動することができる。１０８で，第１のアクティブセン
サは，アクティブ状態にある間に，物体検出データを生成するために，第１の検出ゾーン
（例えば，ベッドサイドゾーン，出入口ゾーン，衛生ゾーン，衛生機会ゾーン，人数計数
ゾーンなど）のような１つ以上の検出ゾーン内で物体の動き及び／又は距離を検出するこ
とができる。物体検出データに基づいて，衛生機会及び／又は他の情報（例えば，人数，
セキュリティ違反など）を特定することができる。物体検出データは，保存すること，ネ
ットワークを介して伝送すること，ＲＦ信号によって伝送すること，及び／又は指示器（
例えば，光を点滅させる，手洗い画像のような画像を表示する，衛生ビデオのようなビデ
オを再生する，第１の検出ゾーンの衛生要件などの録音を再生する，など）をアクティブ
にするために用いること，ができる。１１０で，検出タイムアウト（例えば，８秒），及
び／又は物体が第１の検出ゾーンを離れたという判定に応じて，アクティブセンサは，電
力消費を防ぐために，アクティブ状態からスリープ状態に遷移することができる。このよ
うにして，パッシブセンサによって起動されるまではアクティブセンサが低電力スリープ
状態に維持されることで，無駄に電力を消費することなく，アクティブセンサは，比較的
正確な検出情報を提供する。本方法は１１２で終了する。
【００１２】
　図２Ａは，第１のセンサ配列２０２を備えたセンシングシステム２００の一例を示して
いる。第１のセンサ配列２０２は，第１のパッシブセンサ２０４（例えば，パッシブ型赤
外線センサ）及び／又は第１のアクティブセンサ２０８（例えば，位置感知装置，平行セ
ンサ，三角センサ，光飛行時間型距離センサなどのような，アクティブ型赤外線センサ）
を含むことができる。一例では，第１のセンサ配列２０２は，第１のパッシブセンサ２０
４及び／又は第１のアクティブセンサ２０８の動作を制御するように構成された，図示し
ていないマイクロコントローラを備えることができる（例えば，マイクロコントローラは
，第１のアクティブセンサ２０８をスリープ状態又はアクティブ状態に設定することがで
きる；マイクロコントローラは，第１のアクティブセンサ２０８によって収集された物体
検出データ２１０を保存，処理，及び／又は伝達することができる，など）。一例では，
第１のパッシブセンサ２０４及び第１のアクティブセンサ２０８は，センサ筐体内に含む
ことができる。パッシブセンサ２０４は，物体の存在を検出するように構成することがで
きる（例えば，第１のパッシブセンサ２０４は，人間２１４からの赤外線放射による，周
囲温度からの温度変化を検出することができる）。第１のパッシブセンサ２０４は，人間
２１４を検出したことに応じて，（例えば，第１のセンサ配列２０２に電力を供給するバ
ッテリなどの電力を節約するためにスリープ状態であり得る）第１のアクティブセンサ２
０８に，起動信号２０６を送信することができる。
【００１３】
　第１のアクティブセンサ２０８は，第１のパッシブセンサ２０４から起動信号２０６を
受信したことに応じて，スリープ状態からアクティブ状態に遷移するように構成すること
ができる（例えば，マイクロコントローラは，第１のパッシブセンサ２０４から起動信号
２０６を受信することができ，そして第１のアクティブセンサ２０８に検出の開始を指示
することができる）。第１のアクティブセンサ２０８は，アクティブ状態にある間に，物
体検出データ２１０を生成するために，第１の検出ゾーン２１２内で人間２１４の動き及
び／又は距離を検出することができる。一例では，第１の検出ゾーン２１２は，（例えば
，キッチン又はバスルームなどの室内への入退路を規定する）検出距離測定基準の第１セ
ットに基づいて規定することができる。他の例では，第１のアクティブセンサ２０８は，
（例えば，室内への入退路以外の部分を規定する）非検出距離測定基準の第１セットに基
づいて規定される非検出ゾーンを無視することができる。第１のセンサ配列２０２は，第
１のセンサ配列２０２のデータ記憶装置内に物体検出データ２１０を保存するように，通
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信ネットワークを介して物体検出データ２１０を伝送するように，物体検出データ２１０
をＲＦ信号として伝送するように，及び／又は指示器（例えば，光を点滅させる，画像を
表示する，ビデオを再生する，録音を再生する，など）をアクティブにするように，構成
することができる。一例では，第１のセンサ配列２０２は，物体検出データ２１０に基づ
いて，衛生機会を識別するように構成することができる（例えば，その人間２１４は，そ
の室内にいる間に衛生機会を持つことがある）。他の例では，第１のセンサ配列２０２は
，物体検出データ２１０に基づいて，人間２１４の入室及び／又は退室を識別（例えば，
人数を特定）するように構成することができる。
【００１４】
　図２Ｂは，第１のセンサ配列２０２の第１のアクティブセンサ２０８がアクティブ状態
からスリープ状態２１８に遷移する一例を示している。一例では，第１のアクティブセン
サ２０８は，図２Ａに示すように，第１の検出ゾーン２１２内で人間２１４を検出するこ
とができるように，第１のアクティブセンサ２０８は，第１のパッシブセンサ２０４によ
ってアクティブ状態に起動されていることがある。第１のアクティブセンサ２０８は，人
間２１４が第１の検出ゾーン２１２を離れた（例えば，人間２１４が非検出ゾーン２１６
に入ったかもしれない）と判定することがある。これによって，第１のセンサ配列２０２
による電力消費を節約するために，第１のアクティブセンサ２０８は，アクティブ状態か
らスリープ状態２１８に遷移することができる。
【００１５】
　図３Ａは，物体を検出するためのセンシングシステム３００の一例を示している。セン
シングシステム３００は，第１のパッシブセンサ３０４と第１のアクティブセンサ３０８
とを備えることができる。一例では，第１のパッシブセンサ３０４は，第１のセンサ筐体
内に含まれる。第１のアクティブセンサ３０８は，第１のセンサ筐体から離れた第２のセ
ンサ筐体内に含まれる。このようにして，第１のアクティブセンサ３０８は，第１のパッ
シブセンサ３０４の位置とは異なる離れた位置に配置することができる。第１のパッシブ
センサ３０４は，人間３１４などの物体の存在を検出したことに応じて，第１のアクティ
ブセンサ３０８に起動信号３０２（例えば，ＲＦ信号）を送信するように構成することが
できる。第１のアクティブセンサ３０８は，起動信号３０２を受信したことに応じて，ス
リープ状態からアクティブ状態に遷移するように構成することができる。第１のアクティ
ブセンサ３０８は，アクティブ状態にある間に，物体検出データ３１０（例えば，人数）
を生成するために，第１の検出ゾーン３１２内で人間３１４の動き及び／又は距離を検出
することができる。一例では，第１のアクティブセンサ３０８は，第１の非検出ゾーン３
１６を無視することができる。
【００１６】
　図３Ｂは，物体を検出するためのセンシングシステム３５０の一例を示している。セン
シングシステム３５０は，第１のパッシブセンサ３０４と第１のアクティブセンサ３０８
とを備えることができる。一例では，第１のパッシブセンサ３０４は，第１のセンサ筐体
内に含まれる。第１のアクティブセンサ３０８は，第１のセンサ筐体から離れた第２のセ
ンサ筐体内に含まれる。一例では，第１のパッシブセンサ３０４は，接続３５４（例えば
，ワイヤ，ネットワークなど）によって第１のアクティブセンサ３０８に接続されている
。このようにして，第１のアクティブセンサ３０８は，第１のパッシブセンサ３０４の位
置とは異なる離れた位置に配置することができる。第１のパッシブセンサ３０４は，人間
３１４などの物体の存在を検出したことに応じて，接続３５４を介して第１のアクティブ
センサ３０８に起動信号３５２を送信するように構成することができる。第１のアクティ
ブセンサ３０８は，起動信号３５２を受信したことに応じて，スリープ状態からアクティ
ブ状態に遷移するように構成することができる。第１のアクティブセンサ３０８は，アク
ティブ状態にある間に，物体検出データ３１０（例えば，人数）を生成するために，第１
の検出ゾーン３１２内で人間３１４の動き及び／又は距離を検出することができる。一例
では，第１のアクティブセンサ３０８は，第１の非検出ゾーン３１６を無視することがで
きる。
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【００１７】
　図３Ｃは，物体を検出するためのセンシングシステム３７０の一例を示している。セン
シングシステム３７０は，第１のパッシブセンサ３０４，第１のアクティブセンサ３０８
，第２のアクティブセンサ３７２，及び／又は図示していない他のアクティブセンサを備
えることができる。一例では，第１のパッシブセンサ３０４は，第１のセンサ筐体内に含
まれる。第１のアクティブセンサ３０８は，第１のセンサ筐体から離れた第２のセンサ筐
体内に含まれる。第２のアクティブセンサ３７２は，第１のセンサ筐体及び／又は第２の
センサ筐体から離れた第３のセンサ筐体内に含まれる。このようにして，第１のアクティ
ブセンサ３０８及び／又は第２のアクティブセンサ３７２は，第１のパッシブセンサ３０
４の位置とは異なる離れた位置に配置することができる。第１のパッシブセンサ３０４は
，人間３１４などの物体の存在を検出したことに応じて，起動信号３０２（例えば，第１
のＲＦ信号）を第１のアクティブセンサ３０８に，及び／又は第２の起動信号３７４（例
えば，第２のＲＦ信号）を第２のアクティブセンサ３７２に，送信するように構成するこ
とができる。第１のアクティブセンサ３０８は，起動信号３０２を受信したことに応じて
，スリープ状態からアクティブ状態に遷移するように構成することができる。第１のアク
ティブセンサ３０８は，アクティブ状態にある間に，物体検出データ３１０を生成するた
めに，第１の検出ゾーン３１２（及び／又は，例えば，第１のアクティブセンサ３０８で
検出するように構成された他の検出ゾーン）内で人間３１４の動き及び／又は距離を検出
することができる。一例では，第１のアクティブセンサ３０８は，第１の非検出ゾーン３
１６を無視することができる。第２のアクティブセンサ３７２は，第２の起動信号３７４
を受信したことに応じて，第２のスリープ状態から第２のアクティブ状態に遷移するよう
に構成することができる。第２のアクティブセンサ３７２は，第２のアクティブ状態にあ
る間に，第２の物体検出データ３７６を生成するために，第１の検出ゾーン３１２（及び
／又は，例えば，第２のアクティブセンサ３７２で検出するように構成された他の検出ゾ
ーン）内で人間３１４の動き及び／又は距離を検出することができる。一例では，第２の
アクティブセンサ３７２は，第１の非検出ゾーン３１６を無視することができる。
【００１８】
　センシングシステムは，１つ以上のパッシブセンサ及び／又は１つ以上のアクティブセ
ンサ（例えば，単一のパッシブセンサと複数のアクティブセンサ；複数のパッシブセンサ
と単一のアクティブセンサ；単一のアクティブセンサ；複数のアクティブセンサ；複数の
パッシブセンサと複数のアクティブセンサ；など）を備え得るものと理解できる。一例で
は，センシングシステムは，図３Ｄの例３８０に示すように，（例えば，第１の検出ゾー
ン３１２内で人間３１４を検出したことに応じて）第１のアクティブセンサ３０８に起動
信号３０２を送信するように構成された第１のパッシブセンサ３０４を備え，さらに，（
例えば，第２の検出ゾーン３８６内で第２の人間３８８を検出したことに応じて）第２の
アクティブセンサ３７２に起動信号３８４を送信するように構成された第２のパッシブセ
ンサ３８２を備える。一例では，センシングシステムは，図３Ｅの例３９０に示すように
，第１のパッシブセンサ３０４，第２のパッシブセンサ３８２，及び第１のアクティブセ
ンサ３０８を備える。第１のパッシブセンサ３０４は，図３Ｅの例３９０に示すように，
（例えば，第１の検出ゾーン３１２内で人間３１４を検出したことに応じて）第１のアク
ティブセンサ３０８に起動信号３０２を送信するように構成される。第２のパッシブセン
サ３８２は，図３Ｆの例３９４に示すように，（例えば，第２の検出ゾーン３８６内で人
間３９６を検出したことに応じて）第１のアクティブセンサ３０８に起動信号３９８を送
信するように構成される。
【００１９】
　図４は，患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例４００を示している。病
室は，患者ベッドゾーン４０２を含み得る。センシングシステムは，第１のパッシブセン
サと第１のアクティブセンサとを含む第１のセンサ配列４０８を備えることができる。一
例では，第１のセンサ配列４０８は，病室への入退路を横切るように照準を合わせること
ができる。センシングシステムのための（例えば，検出のための）第１の検出ゾーン４０
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６（例えば，入退路を横切って広がる出入口ゾーン）は，検出距離測定基準の第１セット
に基づいて規定することができる。一例では，センシングシステムのための（例えば，無
視するための）第１の非検出ゾーン４０４（例えば，病室の入退域以外の部分）は，非検
出距離測定基準の第１セットに基づいて規定することができる。他の例では，第１の非検
出ゾーン４０４は規定しなくてもよく，単に，第１の検出ゾーン４０６の外の領域に対応
させることができる。第１のセンサ配列４０８のパッシブセンサは，第１の検出ゾーン４
０６内で看護師４１０などの物体を検出したことに応じて，第１のセンサ配列４０８のア
クティブセンサに起動信号を送信するように構成することができる。これによって，アク
ティブセンサは，スリープ状態からアクティブ状態に遷移することができ，電力節約のた
めにアクティブ状態からスリープ状態に遷移するまでの間に，（例えば，看護師４１０の
衛生機会を識別するための）物体検出データを生成するために，看護師４１０の動き及び
／又は距離を検出する。
【００２０】
　図５は，患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例５００を示している。病
室は，患者ベッドゾーン５０２を含み得る。センシングシステムは，第１のパッシブセン
サと第１のアクティブセンサとを含む第１のセンサ配列５０８を備えることができる。一
例では，第１のセンサ配列５０８は，病室への入退路に向けて照準を合わせることができ
る。センシングシステムのための（例えば，検出のための）第１の検出ゾーン５０６（例
えば，入退路から病室内へと広がる出入口ゾーン）は，検出距離測定基準の第１セットに
基づいて規定することができる。センシングシステムは，第１の非検出ゾーン５０４（例
えば，病室の入退域以外の部分）を無視するように構成することができる。第１のセンサ
配列５０８のパッシブセンサは，第１の検出ゾーン５０６内で看護師５１０などの物体を
検出したことに応じて，第１のセンサ配列５０８のアクティブセンサに起動信号を送信す
るように構成することができる。これによって，アクティブセンサは，スリープ状態から
アクティブ状態に遷移することができ，電力節約のためにアクティブ状態からスリープ状
態に遷移するまでの間に，（例えば，看護師５１０の衛生機会を識別するための）物体検
出データを生成するために，看護師５１０の動き及び／又は距離を検出する。
【００２１】
　図６Ａは，患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例６００を示している。
病室は，患者ベッドゾーン６０２を含み得る。センシングシステムは，第１のパッシブセ
ンサと第１のアクティブセンサとを含む第１のセンサ配列６０８を備えることができる。
一例では，第１のセンサ配列６０８は，患者ベッドゾーン６０２の第１のベッドサイドに
向けて照準を合わせることができる。センシングシステムのための（例えば，検出のため
の）第１の検出ゾーン６０６（例えば，患者ベッドゾーン６０２の第１のベッドサイドに
相当する）は，検出距離測定基準の第１セットに基づいて規定することができる。センシ
ングシステムは，第１の非検出ゾーン６０４（例えば，患者の動きを無視するように，患
者ベッドサイドゾーン６０２など，病室の第１のベッドサイド以外の部分）を無視するよ
うに構成することができる。第１のセンサ配列６０８のパッシブセンサは，第１の検出ゾ
ーン６０６内で物体を検出していないので，第１のセンサ配列６０８のアクティブセンサ
は，電力消費を節約するためにスリープ状態のまま維持することができる。
【００２２】
　図６Ｂは，物体を検出するために，第１のセンサ配列６０８のパッシブセンサが第１の
センサ配列６０８のアクティブセンサを起動させる一例６５０を示している。パッシブセ
ンサは，第１の検出ゾーン６０６（例えば，病室内の患者ベッドゾーン６０２の第１のベ
ッドサイド）内で看護師６１０などの物体を検出することができる。第１のセンサ配列６
０８のパッシブセンサは，看護師６１０を検出したことに応じて，アクティブセンサに起
動信号を送信するように構成することができる。これによって，アクティブセンサは，ス
リープ状態からアクティブ状態に遷移することができ，電力節約のためにアクティブ状態
からスリープ状態に遷移するまでの間に，（例えば，看護師６１０が患者ベッドゾーン６
０２内の患者に接した後に衛生装置６１２を使用する衛生機会を識別するための）物体検
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出データを生成するために，看護師６１０の動き及び／又は距離を検出する。
【００２３】
　図７Ａは，患者の病室内に構成されたセンシングシステムの一例７００を示している。
病室は，患者７１４のための患者ベッドゾーン７０２を含み得る。センシングシステムは
，第１のパッシブセンサと第１のアクティブセンサとを含む第１のセンサ配列７０８を備
えることができる。一例では，第１のセンサ配列７０８は，患者ベッドゾーン７０２の第
１のベッドサイド，患者ベッドゾーン７０２，及び患者ベッドゾーン７０２の第２のベッ
ドサイドを横切るように照準を合わせることができる。センシングシステムのための（例
えば，検出のための）第１の検出ゾーン７０６（例えば，患者ベッドゾーン７０２の第１
のベッドサイドに相当する）は，検出距離測定基準の第１セットに基づいて規定すること
ができる。センシングシステムのための（例えば，検出のための）第２の検出ゾーン７１
４（例えば，患者ベッドゾーン７０２の第２のベッドサイドに相当する）は，検出距離測
定基準の第２セットに基づいて規定することができる。センシングシステムは，第１の非
検出ゾーン７０４（例えば，患者７１４の動きを無視するように，患者ベッドサイドゾー
ン７０２など，病室のベッドサイド以外の部分）を無視するように構成することができる
。第１のセンサ配列７０８のパッシブセンサは，第１の検出ゾーン７０６及び／又は第２
の検出ゾーン７１４内で物体を検出していないので，第１のセンサ配列７０８のアクティ
ブセンサは，電力消費を節約するためにスリープ状態のまま維持することができる。
【００２４】
　図７Ｂは，物体を検出するために，第１のセンサ配列７０８のパッシブセンサが第１の
センサ配列７０８のアクティブセンサを起動させる一例７５０を示している。パッシブセ
ンサは，第２の検出ゾーン７１４（例えば，病室内の患者ベッドゾーン７０２の第２のベ
ッドサイドに相当する）内で看護師７１０などの物体を検出することができる。第１のセ
ンサ配列７０８のパッシブセンサは，看護師７１０を検出したことに応じて，アクティブ
センサに起動信号を送信するように構成することができる。これによって，アクティブセ
ンサは，スリープ状態からアクティブ状態に遷移することができ，電力節約のためにアク
ティブ状態からスリープ状態に遷移するまでの間に，（例えば，看護師７１０が患者７１
４に接した後に衛生装置７１２を使用する衛生機会を識別するための）物体検出データを
生成するために，第２の検出ゾーン７１４内で看護師７１０の動き及び／又は距離を検出
する。
【００２５】
　図８Ａ～８Ｃは，複数のセンサ配列による，物体の逐次検出の一例を示している。第１
のセンサ配列８０８及び第２のセンサ配列８１２を，患者の病室内に構成することができ
る。第１のセンサ配列８０８は，第１のパッシブセンサ及び／又は第１のアクティブセン
サを含むことができる。第１のセンサ配列８０８のための第１の検出ゾーン８０６は，検
出距離測定基準の第１セットに基づいて規定することができる。第２のセンサ配列８１２
は，第２のパッシブセンサ及び／又は第２のアクティブセンサを含むことができる。第２
のセンサ配列８１２のための第２の検出ゾーン８１４は，検出距離測定基準の第２セット
に基づいて規定することができる。
【００２６】
　一例では，第１のパッシブセンサは，図８Ａの例８００で示すように，第１の検出ゾー
ン８０６内で看護師８１０などの物体の存在を検出することができる。第１のパッシブセ
ンサは，第１の検出ゾーン８０６内で看護師８１０の動き及び／又は距離を検出するため
に，第１のアクティブセンサに起動信号を送信することができる。一例では，看護師８１
０は，病室内に進入する間に，図８Ｂの例８５０で示すように，第１の検出ゾーン８０６
と第２の検出ゾーン８１４の両方にかかり得る。従って，第１のアクティブセンサは，第
１の検出ゾーン８０６内で看護師８１０の動き及び／又は距離を検出し，第２のアクティ
ブセンサは，第２の検出ゾーン８１４内で看護師８１０の動き及び／又は距離を検出する
（例えば，第２のアクティブセンサは，第２のパッシブセンサからの起動信号に基づいて
検出を開始することができる）。一例では，看護師８１０は，病室内にさらに進入する間
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に，図８Ｃの例８７０で示すように，第２の検出ゾーン８１４にかかり得る一方，第１の
検出ゾーン８０６にはかからない場合がある。従って，第１のアクティブセンサは検出し
ないが，第２のアクティブセンサは，第２の検出ゾーン８１４内で看護師８１０の動き及
び／又は距離を検出し得る。このようにして，病室に進入する看護師８１０の逐次検出（
及び／又は，例えば，退室する看護師８１０の検出）を容易に進めることができる。
【００２７】
　図９Ａ及び９Ｂは，異なる検出区域に手動で調整可能なセンシングシステムの例を示し
ている。図９Ａは，検出構成の第１の区域に従って構成されたセンシングシステムの一例
９００を示している。例えば，第１のパッシブセンサ９１２，第２のパッシブセンサ９１
４，第１のアクティブセンサ９１６，及び／又は第２のアクティブセンサ９１８は，選択
的に位置決め可能であり得る（例えば，センサは，上／下，左／右，斜めなどの複数の方
向に手動又は機械的に可動であり得る）。例えば，センシングシステムの設置者は，病室
９０４内で，第１のパッシブセンサ９１２及び第２のパッシブセンサ９１４を，最初に，
患者のベッド９０２に向けて位置決めすることができる。このようにして，第１のパッシ
ブセンサ９１２は，第１のパッシブ検出ゾーン９２２を有し，第２のパッシブセンサは，
第２のパッシブ検出ゾーン９２４を有する。設置者は，第１のアクティブセンサ９１６及
び第２のアクティブセンサ９１８を，最初に，反対の壁に互いに向かい合わせて位置決め
することができる。このようにして，第１のアクティブセンサ９１６は，第１のアクティ
ブ検出ゾーン９２０を有し，第２のアクティブセンサ９１８は，第２のアクティブ検出ゾ
ーン９２６を有する。
【００２８】
　第１のユーザ９０６が第１の経路９２８を取るときには（例えば，第１ユーザ９０６は
，第１のパッシブ検出ゾーン９２２の左側を通るかもしれない），第１のパッシブセンサ
９１２は，病室９０４内に進入する第１のユーザ９０６を検出しない場合があるので，第
１のパッシブセンサ９１２は，第１のユーザ９０６の検出のために第１のアクティブセン
サ９１６を起動させないことになる。第２のユーザ９０８が第２の経路９３０を取るとき
には（例えば，第２のユーザ９０８は，第２のパッシブ検出ゾーン９２４の右側を通るか
もしれない），第２のパッシブセンサ９１４は，病室９０４内に進入する第２のユーザ９
０８を検出しない場合があるので，第２のパッシブセンサ９１４は，第２のユーザ９０８
の検出のために第２のアクティブセンサ９１８を起動させないことになる。従って，設置
者は，図９Ｂの例９５０で示すように，第１のパッシブセンサ９１２を左に向けて調整す
ることができ，その結果として得られる調整後の第１のパッシブ検出ゾーン９２２ａは，
第１の入退路９３２を横切って，第１のパッシブ検出ゾーン９２２よりも大きい検出範囲
を提供する。設置者は，第１のアクティブセンサ９１６を左に向けて調整することができ
，その結果として得られる調整後の第１のアクティブ検出ゾーン９２０ａは，調整後の第
１のパッシブ検出ゾーン９２２ａとの望ましい重なりを有する。設置者は，第２のパッシ
ブセンサ９１４を右に向けて調整することができ，その結果として得られる調整後の第２
のパッシブ検出ゾーン９２４ａは，第２の入退路９３４を横切って，第２のパッシブ検出
ゾーン９２４よりも大きい範囲を提供する。設置者は，第２のアクティブセンサ９１８を
左に向けて調整することができ，その結果として得られる調整後の第２のアクティブ検出
ゾーン９２６ａは，調整後の第２のパッシブ検出ゾーン９２４ａとの望ましい重なりを有
する。このようにして，センシングシステムを，検出構成の第２の区域に調整することが
できる。設置者は，センサの不正な位置決め変更を抑制するために，センサ，及び／又は
センサを含む筐体のカバーを，ロックすることができる。
【００２９】
　さらに別の実施形態は，本明細書で提示される技術の１つ以上を実現するように構成さ
れたプロセッサ実行可能命令を含むコンピュータ可読媒体に関する。コンピュータ可読媒
体又はコンピュータ可読装置の例示的な実施形態を図１０に示しており，この場合の実現
形態１０００は，ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ－Ｒ，フラッシュドライブ，ハードディスクドライブ
のプラッタなどのようなコンピュータ可読媒体１００８を含み，その上にコンピュータ可
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読データ１００６が符号化されている。０又は１の少なくとも一方を含むバイナリデータ
のような，このコンピュータ可読データ１００６は，これにより，本明細書に記載の原理
の１つ以上に従って動作するように構成されたコンピュータ命令１００４のセットを構成
している。いくつかの実施形態において，プロセッサ実行可能コンピュータ命令１００４
は，例えば，図１の例示的な方法１００の少なくとも一部などの方法１００２を実行する
ように構成されている。いくつかの実施形態において，プロセッサ実行可能命令１００４
は，例えば，図２Ａの例示的なシステム２００の少なくとも一部，図３Ａの例示的なシス
テム３００の少なくとも一部，図３Ｂの例示的なシステム３５０の少なくとも一部，及び
／又は図３Ｃの例示的なシステム３７０の少なくとも一部などのシステムを実現するよう
に構成されている。本明細書で提示される技術に従って動作するように構成された，多く
のこのようなコンピュータ可読媒体が，当業者によって考案される。
【００３０】
　主題について，構造的特徴及び／又は方法論的動作に特化した表現で説明したが，添付
の請求項で規定される主題は，上記の特定の特徴又は動作に必ずしも限定されないことは
理解されるべきである。むしろ，上記の具体的な特徴及び動作は，請求項の少なくとも一
部を実現する例示的形態として開示している。
【００３１】
　本出願で使用される場合の，「コンポーネント」，「モジュール」，「システム」，「
インタフェース」という用語，及び／又は類似の用語は，一般的に，ハードウェア，ハー
ドウェアとソフトウェアの組み合わせ，ソフトウェア，又は実行中のソフトウェアのいず
れかであるコンピュータ関連エンティティを指すものである。例えば，コンポーネントは
，プロセッサ上で動作するプロセス，プロセッサ，オブジェクト，実行ファイル，実行ス
レッド，プログラム，及び／又はコンピュータであり得るが，ただし，これらに限定され
ない。例として，コントローラ上で動作するアプリケーションと，コントローラは，どち
らもコンポーネントであり得る。１つ以上のコンポーネントを，１つのプロセス及び／又
は実行スレッドに含むことができ，１つのコンポーネントを，１つのコンピュータ上に局
在化させること，及び／又は２つ以上のコンピュータに分散させることができる。
【００３２】
　また，開示の主題を実現するようにコンピュータを制御するソフトウェア，ファームウ
ェア，ハードウェア，又はそれらの任意の組み合わせを生成するために標準的なプログラ
ミング及び／又は工学技術を用いて，請求項に係る主題を，方法，装置，又は製造品とし
て実現することができる。本明細書で使用される場合の「製造品」という用語は，任意の
コンピュータ可読装置，キャリア，又は媒体からアクセス可能なコンピュータプログラム
を包含するものである。当然のことながら，本構成に対して，請求項に係る主題の範囲又
は趣旨から逸脱することなく，数多くの変更を実施することができる。
【００３３】
　図１１及び以下の解説は，本明細書に記載の規定のうちの１つ以上の実施形態を実施す
るのに適したコンピューティング環境についての簡単な概要を提示している。図１１の動
作環境は，適切な動作環境の一例にすぎず，その動作環境の利用範囲又は機能に関して何
らかの限定を示唆するものではない。コンピュータデバイスの例として，パーソナルコン
ピュータ，サーバコンピュータ，ハンドヘルド又はラップトップデバイス，モバイルデバ
イス（携帯電話機，パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ），メディアプレーヤなど
），マルチプロセッサシステム，家庭用電子機器，ミニコンピュータ，メインフレームコ
ンピュータ，上記のシステム又はデバイスのいずれかを含む分散コンピューティング環境
などが含まれるが，ただし，これらに限定されない。
【００３４】
　実施形態は，１つ以上のコンピュータデバイスで実行される「コンピュータ可読命令」
という一般的文脈において説明されるものの，これは必須ではない。コンピュータ可読命
令は，（後述の）コンピュータ可読媒体によって分散させることができる。コンピュータ
可読命令は，特定のタスクを実行するか，又は特定の抽象データ型を実現する関数，オブ
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ジェクト，アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ），データ構造など
のようなプログラムモジュールとして実現することができる。一般に，コンピュータ可読
命令の機能は，様々な環境における要求に応じて，統合又は分散させることができる。
【００３５】
　図１１は，本明細書で提示する１つ以上の実施形態を実施するために構成されたコンピ
ュータデバイス１１１２を備えるシステム１１００の一例を示している。一構成では，コ
ンピュータデバイス１１１２は，少なくとも１つの処理装置１１１６及びメモリ１１１８
を備える。コンピュータデバイスの厳密な構成及びタイプに応じて，メモリ１１１８は，
（例えば，ＲＡＭのような）揮発性，（例えば，ＲＯＭ，フラッシュメモリなどのような
）不揮発性，又はこれら２つの何らかの組み合わせとすることができる。この構成を，図
１１に破線１１１４で示している。
【００３６】
　他の実施形態では，デバイス１１１２は，さらに追加の特徴及び／又は機能を備えるこ
とができる。例えば，デバイス１１１２は，さらに，追加の（例えば，リムーバブル及び
／又は非リムーバブル）記憶装置を備えることができ，それには，磁気記憶装置，光学記
憶装置などが含まれるが，ただし，これらに限定されない。このような追加の記憶装置を
，図１１に記憶装置１１２０で示している。一実施形態では，本明細書で提示する１つ以
上の実施形態を実施するためのコンピュータ可読命令は，記憶装置１１２０内にあってよ
い。記憶装置１１２０は，さらに，オペレーティングシステム，アプリケーションプログ
ラムなどを実現するための他のコンピュータ可読命令を記憶することもできる。コンピュ
ータ可読命令は，例えば，処理装置１１１６で実行するためにメモリ１１１８にロードす
ることができる。
【００３７】
　本明細書で使用される場合の「コンピュータ可読媒体」という用語は，コンピュータ記
憶媒体を含む。コンピュータ記憶媒体として，コンピュータ可読命令又は他のデータなど
の情報を記憶するための任意の方法もしくは技術で実現される揮発性及び不揮発性，リム
ーバブル及び非リムーバブルの媒体が含まれる。メモリ１１１８及び記憶装置１１２０は
，コンピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記憶媒体として，ＲＡＭ，ＲＯＭ，Ｅ
ＥＰＲＯＭ，フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術，ＣＤ－ＲＯＭ，デジタル多用途
ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光学記憶装置，磁気カセット，磁気テープ，磁気ディス
ク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置，又は所望の情報を記憶するのに用いることができ
，デバイス１１１２によるアクセスが可能な他の任意の媒体が含まれるが，ただし，これ
らに限定されない。このようなコンピュータ記憶媒体は，いずれも，デバイス１１１２の
一部とすることができる。
【００３８】
　デバイス１１１２は，さらに，デバイス１１１２が他のデバイスと通信することを可能
とする通信接続（群）１１２６を有することができる。通信接続（群）１１２６として，
モデム，ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ），統合ネットワークインタフェー
ス，無線周波数送信機／受信機，赤外線ポート，ＵＳＢ接続，又はコンピュータデバイス
１１１２を他のコンピュータデバイスに接続するための他のインタフェースを含むことが
できるが，ただし，これらに限定されない。通信接続（群）１１２６は，有線接続又は無
線接続を含むことができる。通信接続（群）１１２６によって，通信媒体を送信及び／又
は受信することができる。
【００３９】
　「コンピュータ可読媒体」という用語は，通信媒体を含み得る。通信媒体は，一般に，
コンピュータ可読命令又は他のデータを，搬送波又は他の転送機構などの「変調データ信
号」に表現するものであり，また，任意の情報配信媒体を含む。「変調データ信号」とい
う用語は，その信号に情報を符号化するように，その特性の１つ以上が設定又は変更され
た信号を含み得る。
【００４０】
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　デバイス１１１２は，キーボード，マウス，ペン，音声入力装置，タッチ入力装置，赤
外線カメラ，ビデオ入力装置，及び／又は他の任意の入力装置などの入力装置（群）１１
２４を備えることができる。さらに，１つ以上のディスプレイ，スピーカ，プリンタ，及
び／又は他の任意の出力装置などの出力装置（群）１１２２を，デバイス１１１２に備え
ることができる。入力装置（群）１１２４及び出力装置（群）１１２２は，有線接続，無
線接続，又はそれらの任意の組み合わせによって，デバイス１１１２に接続することがで
きる。一実施形態では，他のコンピュータデバイスからの入力装置又は出力装置を，コン
ピュータデバイス１１１２のための入力装置（群）１１２４又は出力装置（群）１１２２
として使用することができる。
【００４１】
　コンピュータデバイス１１１２のコンポーネントは，バスなどの種々の相互接続によっ
て接続することができる。そのような相互接続として，ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓのような
ペリフェラルコンポーネントインタコネクト（ＰＣＩ），ユニバーサルシリアルバス（Ｕ
ＳＢ），ＦｉｒｅＷｉｒｅ（ＩＥＥＥ　１３９４），光バス構造などを含むことができる
。他の実施形態では，コンピュータデバイス１１１２のコンポーネントは，ネットワーク
によって相互接続することができる。例えば，メモリ１１１８は，ネットワークで相互接
続された物理的に異なる場所に配置された複数の物理メモリユニットで構成することがで
きる。
【００４２】
　コンピュータ可読命令を記憶するために使用される記憶装置を，ネットワーク上に分散
させてもよいことは，当業者であれば理解できるであろう。例えば，ネットワーク１１２
８を介してアクセス可能なコンピュータデバイス１１３０で，本明細書で提示する１つ以
上の実施形態を実施するためのコンピュータ可読命令を記憶することができる。コンピュ
ータデバイス１１１２は，コンピュータデバイス１１３０にアクセスして，コンピュータ
可読命令の一部又は全部を，実行のためにダウンロードすることができる。あるいは，コ
ンピュータデバイス１１１２は，必要に応じて，コンピュータ可読命令の断片をダウンロ
ードすることができ，又は，一部の命令はコンピュータデバイス１１１２で実行し，一部
の命令はコンピュータデバイス１１３０で実行することができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態の様々なオペレーションを，本明細書で提示している。一実施形態
では，記載したオペレーションの１つ以上で，１つ以上のコンピュータ可読媒体に記憶さ
れるコンピュータ可読命令を構成することができ，それらは，コンピュータデバイスで実
行されることで，該コンピュータデバイスに，記載のオペレーションを実行させる。それ
らのオペレーションの一部又は全部について記載された順序は，それらのオペレーション
が必ず順序に依存することを意味するものと解釈されてはならない。他の順序で，本記載
の効果を得られることは，当業者であれば理解できるであろう。また，全てのオペレーシ
ョンが，本明細書で提示した各実施形態に必ずしも含まれるわけではないことは理解され
るであろう。さらに，一部の実施形態では，全てのオペレーションが必要なわけではない
ことも理解されるであろう。
【００４４】
　また，「第１」，「第２」，及び／又は類似の用語は，別段の規定がある場合を除き，
時間的側面，空間的側面，順序などを意味するものではない。むしろ，これらの用語は，
特徴，要素，アイテムなどの，単なる識別子，名称などとして使用される。例えば，第１
のオブジェクトと第２のオブジェクトは，一般的に，オブジェクトＡとオブジェクトＢ，
又は２つの異なるもしくは２つの同等のオブジェクト，又は１つの同じオブジェクトに相
当する。
【００４５】
　また，本明細書で使用される場合の「例示的」とは，必ずしも効果的なものとしてでは
なく，一例，実例，説明などとして役立つことを意味する。本明細書で使用される場合の
「又は」は，排他的な「又は」ではなく，包含的な「又は」を意味するものである。さら
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形を指していることが文脈から明らかである場合を除き，一般的には，「１つ又は複数」
を意味するものと解釈される。また，「ＡとＢの少なくとも一方」，及び／又は類似の表
現は，一般に，「Ａ又はＢ」を意味するか，又は「ＡとＢの両方」を意味する。さらに，
「含む（includes）」，「有している（having）」，「有する（has）」，「有して（wit
h）」，及び／又はこれらの変化形は，詳細な説明又は請求項のいずれかで使用される限
りにおいて，これらの用語は，「備えている（comprising）」という用語と同様に包含的
な意味のものである。
【００４６】
　また，本開示について，１つ以上の実現形態に関連して図示及び説明したが，他の当業
者は，本明細書及び添付の図面を読解及び理解することで，均等な変更及び変形に想到す
るであろう。本開示は，かかるすべての変形及び変更を含むものであり，以下の請求項の
範囲によってのみ限定される。特に上記のコンポーネント（例えば，要素，リソースなど
）によって実行される種々の機能に関して，かかるコンポーネントを記述するために使用
される用語は，特に指定のない限り，開示の構造と構造的に等価ではなくても，記載のコ
ンポーネントの特定の機能を実行する（例えば，機能的に等価である）任意のコンポーネ
ントに該当するものとする。さらに，本開示の特定の特徴が，いくつかの実現形態のうち
の１つのみに関して開示されていることがあるものの，かかる特徴は，要求に応じて，所
与又は特定の用途に効果的であり得るように，その他の実現形態における１つ以上の他の
特徴と組み合わせることができる。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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【図３Ｄ】 【図３Ｅ】

【図３Ｆ】 【図４】
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【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図１０】 【図１１】
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