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(57)【要約】
【課題】リアルタイム画像分析に基づき機能の有効化お
よび無効化が可能なヘッドセットコンピュータを提供す
る。
【解決手段】ヘッドセットコンピュータのための動作条
件が、スピードセンサまたは加速度計からの入力と、ヘ
ッドセットコンピュータに組み込まれたカメラによって
撮像された画像に対して行った場面分析の結果とを用い
て判断される。ヘッドセットが所定のスピードを超える
速度で移動しており、かつ装着者が車両の運転席に座っ
ているとの判断が場面分析から返された場合、ヘッドセ
ットコンピュータの１つ以上の機能が無効化または制限
される。ヘッドセットコンピュータは、ディスプレイ動
作、携帯電話動作を無効化してもよく、オーディオイン
ターフェースオプションを変更してもよく、または他の
アクションを行ってもよい。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法であって：
　スピードセンサまたは加速度計を通じて得られたヘッドセットコンピュータの加速度ま
たは速度が所定の閾値より大きいか否かを判断することと、
　前記ヘッドセットコンピュータのカメラを介して前記ヘッドセットコンピュータのユー
ザから見た画像を撮像することと、
　前記撮像された画像を、車両の中から見た該車両の要素を表す１つ以上のテンプレート
画像と比較することと、
　前記加速度または前記速度が前記閾値より大きいか否かの前記判断、および、前記ヘッ
ドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していることを示す前記テンプレート画
像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュータの１つ以
上の機能を無効化することと、
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記無効化された１つ以上の機能は、マイクロディスプレイの動作を含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記無効化された１つ以上の機能は、３Ｇ／４Ｇセルラー無線の動作を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記ヘッドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していないことを示す前記テ
ンプレート画像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュ
ータの１つ以上の機能を有効化することをさらに含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記有効化された１つ以上の機能は、オーディオのみのモードにおける前記ヘッドセッ
トコンピュータの動作を含む、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記有効化された１つ以上の機能は、ブルートゥースのみのモードにおける前記ヘッド
セットコンピュータのワイヤレス通信の動作を含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記１つ以上のテンプレート画像の１つ以上は、前記ヘッドセットコンピュータのロー
カルメモリに記憶されていない、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記ヘッドセットコンピュータの全地球測位による現在の位置とそれに基づく付随する
管轄区域とを判断することと、
　前記判断された管轄区域に基づいて右側運転席車両または左側運転席車両を反映するた
めに前記１つ以上のテンプレート画像を更新することと、
をさらに含む方法。
【請求項９】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記比較される要素は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピードメータ、タ
コメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房／空調ベント、
サイドウインドウに対するフロントガラスの向き、車のドア、およびナビゲーションシス
テムのいずれか１つを含む、方法。



(3) JP 2018-191322 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

【請求項１０】
　マイクロディスプレイと、
　オーディオコンポーネントと、
　カメラと、
　スピードセンサまたは加速度計と、
　データ記憶媒体と、
　前記データ記憶媒体から検索された命令を実行する１つ以上のデータ処理マシンを含む
プログラマブルデータプロセッサを含むヘッドセットコンピュータであって、
　該命令は、
　　前記スピードセンサまたは加速度計から受信された加速度または速度が所定の閾値よ
り大きいか否かを判断することと、
　　前記カメラを用いて画像データを撮像することと、
　　前記画像データを処理して１つ以上の画像特徴を抽出することと、
　　前記画像特徴と速度情報および／または加速度情報とを組合せて、現在の環境が、前
記ヘッドセットコンピュータの少なくとも１つの機能を動作させるのに安全か否かを判断
することと、
　　前記現在の環境が安全であるか否かの判断の結果に従って前記ヘッドセットコンピュ
ータの機能を選択的に有効化または無効化することと、のための命令である、
　ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断された場合、前記マイクロディスプレイが無効化さ
れる、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断された場合、オーディオのみの機能が有効化される
、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全であると判断された場合、前記ヘッドセットコンピュータの機能
全てが有効化される、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１４】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断された場合、３Ｇ／４Ｇセルラー無線機能が無効化
される、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１５】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、前記現在の環境が安全でない
と判断された場合、ブルートゥースワイヤレス通信機能が有効化される、ヘッドセットコ
ンピュータ。
【請求項１６】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全であるか否かの前記判断において、ネットワークベースの記憶媒
体から１つ以上の画像特徴にアクセスすることをさらに含む、ヘッドセットコンピュータ
。
【請求項１７】
　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　現在の位置とそれに付随する管轄区域とを判断するための全地球測位システム（ＧＰＳ
）受信機をさらに含み、前記管轄区域に基づいて右側運転席か左側運転席かの判断をさら
に組合せて前記現在の環境が安全であるか否かを判断する、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１８】
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　請求項１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記抽出された１つ以上の画像特徴は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピ
ードメータ、タコメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房
／空調ベント、サイドウインドウに対するフロントガラスの向き、車のドア、およびナビ
ゲーションシステムのいずれか１つを表す、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項１９】
　ヘッドセットコンピュータの動作を制御するための非一時的コンピュータプログラムで
あって、該コンピュータプログラムは、コンピュータ読取り可能な命令を記憶したコンピ
ュータ読取り可能な媒体を含み、
　該命令は、プロセッサによりロードされ実行されると、該プロセッサに、
　スピードセンサまたは加速度計により検出されたヘッドセットコンピュータの加速度ま
たは速度が所定の閾値より大きいか否かを判断させ、
　前記ヘッドセットコンピュータのユーザから見た画像を撮像させ、
　前記撮像された画像を、車両の中から見た該車両の要素を表す１つ以上のテンプレート
画像と比較させ、
　前記加速度または前記速度が前記閾値より大きいか否かの前記判断、および、前記ヘッ
ドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していることを示す前記テンプレート画
像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュータの１つ以
上の機能を無効化または有効化させる、
非一時的コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２０１２年６月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／６６５，４００号
の利益を主張する２０１３年３月１５日に出願された米国特許出願第１３／８３７，０４
８号の継続出願であり、その全内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本願は、ヒューマンインターフェース／コンピュータインターフェースに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ノートパソコン（ＰＣ）、スマートフォン、タブレットコンピューティングデバイスな
どのモバイルコンピューティングデバイスは、現在、ビジネスと私生活の両方において、
データを生成、分析、伝達および消費するために用いられる一般的なツールとなっている
。高速ワイヤレス通信技術のユビキタス化とともに、デジタル情報へのアクセスの容易さ
が増すにつれて、消費者は、モバイルデジタルライフスタイルを享受し続けている。モバ
イルコンピューティングデバイスの一般的な用途は、多くの場合、デバイスにワイヤレス
でストリーム配信される大量の高解像度のコンピュータグラフィックス情報およびビデオ
コンテンツの表示を含む。これらのデバイスは、典型的には、表示スクリーンを含むが、
そのようなデバイスの物理的な大きさが可動性の向上のために制限されるため、高解像度
の大型ディスプレイの好ましい視覚体験は、そのようなモバイルデバイスでは容易に再現
され得ない。上述のデバイスのタイプの別の欠点は、ユーザインターフェースが、手に依
存するものであり、典型的には、ユーザが、物理的または仮想的なキーボードまたはタッ
チスクリーンディスプレイを用いてデータ入力や選択を行う必要があることである。結果
として、消費者は、現在、手に依存するモバイルデバイスを拡張するまたはこれに取って
代わる、ハンズフリーの高品質で携帯可能なカラー表示のソリューションを求めている。
【発明の概要】
【０００４】
　本願は、ヒューマンインターフェース／コンピュータインターフェースに関し、より特
定的には、車両を操作しているときなど、潜在的に安全でない状況で、ユーザがヘッドセ
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ットコンピュータを装着している可能性を判断する、ヘッドセットコンピュータに関する
。潜在的に安全でない条件が検知されると、ヘッドセットコンピュータの１つ以上（すな
わち１つまたは複数）の動作機能が無効化される。　
【０００５】
　最近開発されたマイクロディスプレイは、非常に小さな形状因子において、大型で高解
像度のカラー画像およびストリーミング映像を提供できる。そのようなディスプレイのた
めの１つのアプリケーションは、めがね、オーディオヘッドセット、またはビデオアイウ
ェアに類似の形式で、ディスプレイをユーザの視野内に配置した、ユーザの頭部に着用さ
れるワイヤレスヘッドセットコンピュータへの組み込みを含み得る。「ワイヤレスコンピ
ューティングヘッドセット」デバイスは、画像を拡大する１つ以上の小型高解像度マイク
ロディスプレイおよび光学系を含む。ＷＶＧＡマイクロディスプレイは、スーパービデオ
グラフィックスアレイ（ＳＶＧＡ）（８００×６００）解像度またはエクステンデッドグ
ラフィックスアレイ（ＸＧＡ）（１０２４×７６８）またはさらに高い解像度を提供でき
る。ワイヤレスコンピューティングヘッドセットは、データ能力およびストリーミング映
像能力を可能にする１つ以上のワイヤレスコンピューティングおよび通信インターフェー
スを含み、手に依存するデバイスより高い利便性および可動性を提供する。　
【０００６】
　そのようなデバイスに関するさらなる情報については、２００９年１月５日に出願され
たParkinsonらによる「Mobile Wireless Display Software Platform for Controlling O
ther Systems and Devices」と題された米国同時係属特許出願第１２／３４８，６４６号
、２００９年３月２７日に出願されたJacobsenらによる「Handheld Wireless Display De
vices Having High Resolution Display Suitable For Use as a Mobile Internet Devic
e」と題されたＰＣＴ国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ０９／３８６０１号、および２０１２年４
月２５日に出願されたJacobsenらによる「Improved Headset Computer」と題された米国
特許出願第６１／６３８，４１９号を参照されたい。これら全てはその全体が参照により
本明細書に組み込まれる。　
【０００７】
　ヘッドセットコンピュータ（ＨＳＣ）は、本明細書においては、ヘッドセットコンピュ
ーティングデバイスまたはヘッドマウントデバイス（ＨＭＤ）ともいう。ヘッドセットコ
ンピュータは、カメラと、例えばスピードセンサまたは加速度センサなどの他のセンサと
を備え得る。画像がカメラを用いて撮像され得る。撮像された画像は、特徴抽出を行う画
像処理技術を用いて処理され得る。特徴抽出は、ヘッドセットコンピュータによって（例
えば、ＨＳＣのプロセッサによって）ローカルで行うことができ、またはネットワーク上
のプロセッサ、例えばクラウド上のプロセッサによってリモートで行うことができる。検
知された画像特徴と現在のスピード情報および／または加速度情報との組み合わせを用い
て、ヘッドセットコンピュータを動作させるのに現在の環境が安全か否かを判断すること
ができる。ヘッドセットコンピュータの機能または特徴の動作は、前記の安全性判断の結
果に基づき修正できる。安全でない条件が検知された場合、制御される動作、機能および
／または特徴は、ＨＳＣの電力を切って「オフ」状態にすること、またはディスプレイが
無効化されオフにされる「オーディオのみ」モードでＨＳＣを動作させることを含み得る
。安全でない条件が検知されない場合は、ＨＳＣは制限されることなく動作できる。　
【０００８】
　例示的な実施形態では、ヘッドセットコンピュータのための動作条件が、スピードセン
サまたは加速度計からの入力と、ヘッドセットコンピュータに組み込まれているカメラに
よって撮像された画像に対して行った場面分析（例えば、特徴抽出を伴う画像処理）の結
果とを用いて、判断される。ＨＳＣが所定のスピードまたは加速度閾値を超えて移動して
いる場合、かつ装着者が明らかにモーター車両の運転席に座っているという決定を場面分
析が行った場合、ヘッドセットコンピュータの１つ以上の動作特徴または動作機能が無効
化され制限される。例えば、ディスプレイが無効化されたり、携帯電話動作が制限された
り、オーディオインターフェースオプションが変更されたり、または他のアクションが制
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御されたりし得る。　
【０００９】
　場面分析は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、ハンドルバー、ゲージ、レバー
、または、車両の運転手が車両操作中に典型的に見るものを示す他の要素の存在を検知し
てよい。　
【００１０】
　さらに、場面分析は、ヘッドセットコンピュータのユーザが運転中か否かを判断する際
に、車両の搭乗者からみた典型的な視野について行ってもよい。　
【００１１】
　総じて、本発明の原理によれば、ＨＳＣは、ＨＳＣを装着しているユーザが、動いてい
る車両を操作しようとしているまたは操作しているとき、ＨＳＣのディスプレイを自動的
にオフするまたは他の機能を制御することができる。したがって、運転手／ユーザが運転
中はＨＳＣを使用したいという気持ちになることを防ぎ、それによって、潜在的に危険な
状況を運転手／ユーザが引き起こすことを防ぐ。同時に、搭乗者（以下、運転手ではない
車両中にいる人のことをいう）は、車両で移動中、全機能を使用できるＨＳＣを使用し続
けることができる。　
【００１２】
　（ｉ）スピードデータおよび／または加速度データと（ｉｉ）場面分析結果との両方を
用いる例示的な実施形態では、それぞれを個別に用いる場合と比較して、有用でさらなる
忠実性が提供される。　
【００１３】
　本発明の原理によるヘッドセットコンピュータの動作を制御する例示的な方法は、ヘッ
ドセットコンピュータの加速度または速度が所定の閾値より大きいか否かを判断すること
と、前記ヘッドセットコンピュータのカメラを用いて前記ヘッドセットコンピュータのユ
ーザから見た画像を撮像することと、前記撮像された画像を、車両中にいる人（以下、同
乗者という）の視線など中から見た該車両の要素を表す１つ以上のテンプレート画像と比
較することと、前記ヘッドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していることを
示す前記テンプレート画像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセッ
トコンピュータの１つ以上の機能を無効化することと、を含む。　
【００１４】
　例えば、前記無効化された１つ以上の機能は、マイクロディスプレイの動作または３Ｇ
／４Ｇセルラー無線の動作を含み得る。　
【００１５】
　ヘッドセットコンピュータの動作を制御する例示的な方法は、前記ヘッドセットコンピ
ュータの前記ユーザが車両を操作していないことを示す前記テンプレート画像と前記撮像
された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュータの１つ以上の機能を有
効化することをさらに含み得る。　
【００１６】
　さらに、前記有効化された１つ以上の機能は、オーディオのみのモードにおける前記ヘ
ッドセットコンピュータの動作、またはブルートゥース（登録商標）のみのモードにおけ
る前記ヘッドセットコンピュータのワイヤレス通信の動作を含み得る。　
【００１７】
　前記１つ以上のテンプレート画像の１つ以上は、前記ヘッドセットコンピュータのロー
カルメモリに記憶され得るか、または、前記ＨＳＣにアクセス可能な非ローカルメモリに
記憶され得る。　
【００１８】
　例示的な方法は、前記ヘッドセットコンピュータの全地球測位による現在の位置と該現
在の位置に基づく付随する（associated）管轄区域とを判断することと、前記判断された
管轄区域に基づいて右側運転席車両または左側運転席車両を反映するために前記１つ以上
のテンプレート画像を更新することと、をさらに含み得る。　
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【００１９】
　前記比較される要素は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピードメータ、タ
コメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房／空調ベント、
サイドウインドウ（複数可）に対するフロントガラスの向き（windshield orientation）
、車のドア、およびナビゲーションシステムのいずれか１つを含み得る。　
【００２０】
　本発明の原理によれば、ヘッドセットコンピュータは、マイクロディスプレイと、オー
ディオコンポーネントと、カメラと、運動センサと、データ記憶媒体と、前記データ記憶
媒体から検索された命令を実行する１つ以上のデータ処理マシンを含むプログラマブルデ
ータプロセッサを含み、該命令は、（ｉ）前記運動センサから受信された加速度または速
度が所定の閾値より大きいか否かを判断することと、（ｉｉ）前記カメラを用いて画像デ
ータを撮像することと、（ｉｉｉ）前記画像データを処理して１つ以上の画像特徴（imag
e feature）を抽出することと、（ｉｖ）前記画像特徴と速度情報および／または加速度
情報とを組合せて、現在の環境が、前記ヘッドセットコンピュータの少なくとも１つの機
能を動作させるのに安全か否かを判断することと、（ｖ）前記現在の環境が安全であるか
否かの判断の結果に従って前記ヘッドセットコンピュータの機能を選択的に有効化または
無効化することと、のためのものであり得る。　
【００２１】
　例示的な実施形態では、現在の環境が安全でないと判断された場合、前記マイクロディ
スプレイが無効化され、オーディオのみの機能が有効化され、３Ｇ／４Ｇセルラー無線機
能が無効化され、ブルートゥースワイヤレス通信機能が有効化され得る。現在の環境が安
全であると判断された場合、前記ＨＳＣ機能全てが有効化され（fully enabled）得る。
　
【００２２】
　例示的な実施形態は、現在の環境が安全であるか否かの前記判断において、ネットワー
クベースの記憶媒体から１つ以上の画像特徴にアクセスすることをさらに含み得る。　
【００２３】
　他の例示的な実施形態は、現在の位置を判断し該現在の位置に基づきそれに付随する管
轄区域を判断するための全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機をさらに含み、前記管轄区
域に基づいて右側運転席か左側運転席かの判断をさらに組合せて前記現在の環境が安全で
あるか否かを判断する、または画像テンプレートを更新し得る。　
【００２４】
　前記抽出された１つ以上の画像特徴は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピ
ードメータ、タコメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房
／空調ベント、サイドウインドウに対するフロントガラスの向き、車のドア、およびナビ
ゲーションシステムのいずれか１つを表し得る。　
【００２５】
　さらに例示的な実施形態は、ヘッドセットコンピュータの動作を制御するための非一時
的コンピュータプログラム製品であって、該コンピュータプログラム製品は、コンピュー
タ読取り可能な命令を記憶したコンピュータ読取り可能な媒体を含み、該命令は、プロセ
ッサによりロードされ実行されると、該プロセッサに、前記ヘッドセットコンピュータの
加速度または速度が所定の閾値より大きいか否かを判断させ、前記ヘッドセットコンピュ
ータのユーザから見た画像を撮像させ、前記撮像された画像を、前述の車両の中から見た
該車両の要素を表す１つ以上のテンプレート画像と比較させ、前記ヘッドセットコンピュ
ータの前記ユーザが車両を操作していることを示す前記テンプレート画像と前記撮像され
た画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュータの１つ以上の機能を無効化
または有効化させる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　上記は、以下の本発明の例示的な実施形態のさらに具体的な説明から明らかになるであ
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ろう。添付図面において、異なる図全体にわたり、同様の部分は同様の参照符号で示す。
図面は必ずしも原寸に比例しておらず、本発明の実施形態の説明に重点が置かれている。
　　
【図１Ａ】本明細書で説明する手法が実装され得るヘッドセットコンピュータの例示的な
実施形態の斜視図である。
【図１Ｂ】ホストコンピューティングデバイス（例えば、スマートフォン、ＰＣなど）と
ワイヤレス通信を行い、ボイスコマンド、頭部の動きおよび手の動きに反応するユーザイ
ンターフェースを採用した、ヘッドセットコンピュータの例示的な実施形態を示す図であ
る。
【図２】ヘッドセットコンピュータのコンポーネントのハイレベルの電子システムブロッ
ク図である。
【図３Ａ】運転手から見た自動車内部から抽出された画像特徴を含む例示的な場面の図で
ある。
【図３Ｂ】搭乗者から見た自動車内部から抽出された画像特徴を含む例示的な場面の図で
ある。
【図４】オートバイ運転手から見た画像特徴を含む例示的な場面の図である。
【図５】旧式のトラクターの運転手から見た画像特徴を含む例示的な場面の図である。
【図６】スピード情報および場面情報に基づいて動作を制御するためにヘッドセット内の
プロセッサによって実行される処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１Ａおよび１Ｂは、高解像度（ＶＧＡまたはそれ以上）マイクロディスプレイ要素１
０１０と以下に記載の他の機能とを組み込んだワイヤレスハンズフリーのコンピューティ
ングヘッドセットデバイス１００（本明細書ではヘッドセットコンピューティングデバイ
ス、ヘッドセットコンピュータ（ＨＳＣ）、またはヘッドマウントデバイス（ＨＭＤ）と
もいう）の例示的な実施形態を示す。　
【００２８】
　図１Ａは、ＨＳＣ１００を描写しており、概して、フレーム１０００と、ストラップ１
００２と、筐体部１００４と、スピーカ（複数可）１００６と、カンチレバーまたはアー
ム１００８と、マイクロディスプレイ１０１０と、カメラ１０２０と、を含む。また、筐
体１００４内に配置されているのは、以下ですぐに理解されるように、マイクロコンピュ
ータ（シングルまたはマルチコアプロセッサ）、１つ以上の有線もしくは無線インターフ
ェース、および／または光学インターフェース、付随するメモリおよび／または記憶装置
、およびさまざまなセンサを含む種々の電子回路である。　
【００２９】
　頭部装着フレーム１０００およびストラップ１００２は、概して、ユーザがヘッドセッ
トコンピュータデバイス１００をユーザの頭部に装着できるように構成されている。筐体
１００４は、概して、マイクロプロセッサ、メモリまたは他の記憶装置、低電力ワイヤレ
ス通信装置（複数可）などの電子機器を、他の付随する回路とともに収容する小型のユニ
ットである。スピーカ１００６は、マルチメディア表現におけるオーディオ部分、または
ユーザコマンドの認識を伝達するオーディオプロンプト、警報、もしくはフィードバック
などの情報がユーザに聞こえるように、ユーザに対してオーディオ出力を提供する。　
【００３０】
　マイクロディスプレイサブアセンブリ１０１０は、（静止）画像および（動画）映像な
どの視覚情報をユーザに表示するために用いられる。マイクロディスプレイ１０１０は、
アーム１００８に接続されている。アーム１００８は、概して、マイクロディスプレイサ
ブアセンブリがユーザの視野内、好ましくはユーザの目の前、または好ましくは目より少
し下もしくは上の周辺視野内に、配置され得るように、物理的な支持を提供する。また、
アーム１００８は、マイクロディスプレイサブアセンブリ１０１０と、筐体ユニット１０
０４内に収容された制御回路との電気的または光学的接続を提供する。　
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【００３１】
　筐体１００４内に配置された電子回路は、マイクロディスプレイ要素１０１０のための
ディスプレイドライバと、以下を含む入力および／または出力デバイスとを含んでよい：
ヘッドセットフレームに組み込まれ、および／または１つ以上の周辺機器ポートを介して
取り付けられた、１つ以上のマイクロフォン（複数可）、スピーカ（複数可）、衛星によ
る測量センサ、３軸～９軸自由度方位検知、大気センサ、健康状態センサ、ＧＰＳ、デジ
タルコンパス、圧力センサ、環境センサ、エネルギーセンサ、加速度用、位置用、高度用
、運動用、速度用もしくは光用センサ、カメラ（可視光、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ
）など）、付加のワイヤレス無線（ブルートゥース（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標
）、ＬＴＥ、３Ｇセルラー、４Ｇセルラー、ＮＦＣ、ＦＭなど）、補助照明、距離計、な
ど、および／またはセンサのアレイ。（ブルートゥースは、ワシントン州カークランドの
Bluetooth Sig, Inc.の登録商標であり、Ｗｉ－Ｆｉは、テキサス州オースチンのWi-Fi A
lliance Corporationの登録商標である。）　
【００３２】
　図１Ｂに示すように、ＨＳＣ１００の例示的な実施形態は、ボイスコマンドの認識、頭
部の動き１１０、１１１、１１２およびハンドジェスチャー１１３の検知、またはこれら
の任意の組み合わせにより、ユーザ入力を受け入れ可能である。ＨＳＣ１００に操作可能
に接続され、好ましくはＨＳＣ１００に統合されたマイクロフォン（複数可）は、音声コ
マンドを捕捉するのに用いることができ、そしてそれらの音声コマンドは、自動音声認識
（ＡＳＲ）技術を用いてデジタル化されて処理される（図２の２３１０ブロック）。音声
は、ＨＳＣ１００に対する一次入力インターフェースであってよい。ＨＳＣ１００は、ユ
ーザのボイスを検知し、音声認識を用い、コマンドを導き出すことができる。そして、Ｈ
ＳＣ１００は、音声認識から導き出されたコマンドを用いてさまざまな機能を実行する。
　
【００３３】
　ジャイロスコープ、加速度計、および他のマイクロ－電子機械的システムセンサは、Ｈ
ＳＣ１００に統合され、ユーザの頭部の動きを追跡するのに用いられて、ユーザ入力コマ
ンドを提供することができる。カメラまたは他の運動追跡センサは、ユーザ入力コマンド
のためのユーザのハンドジェスチャーをモニタするのに用いられ得る。カメラ（複数可）
、運動センサ（複数可）、および／または位置センサ（複数可）は、ユーザの頭部、手、
および／または体の動きおよび／または位置を少なくとも第１軸１１１（水平）において
、好ましくは第２軸（垂直）１１２、第３軸（奥行き）１１３、第４軸（ピッチ）、第５
軸（ロール）、および第６軸（ヨウ）においても、追跡するために、用いられる。３軸磁
気計（デジタルコンパス）が、ワイヤレスコンピューティングヘッドセットまたは周辺機
器に対して、完全な９軸自由度位置精度を提供するために、付加され得る。そのようなユ
ーザインターフェースのボイスコマンド自動音声認識および頭部運動追跡機能は、他のモ
バイルデバイスの手に依存する形態を克服する。　
【００３４】
　ヘッドセットコンピューティングデバイス１００は、リモートホストコンピューティン
グデバイス２００とワイヤレスで通信可能である。そのような通信には、ＨＳＣ１００が
リモート補助ディスプレイとして用いられ得るように、ホスト２００から受信した映像信
号をストリーミングすることが含まれ得る。ホスト２００は、例えば、ＨＳＣ１００と通
信するのに十分な演算能力を有する、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットデバ
イス、または他のコンピューティングデバイスであってよい。ホストは、さらに、インタ
ーネットなどの他のネットワーク２１０に接続可能であってもよい。ＨＳＣ１００および
ホスト２００はブルートゥース（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＷｉＭＡＸ、ま
たは他のワイヤレス無線リンク１５０などの１つ以上のワイヤレスプロトコルを介してワ
イヤレス通信可能である。　
【００３５】
　ＨＳＣ１００は、独立型で完全に機能し、ワイヤレスでインターネット接続されたコン
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ピュータシステムとして用いることができる。　
【００３６】
　マイクロディスプレイ１０１０を有するＨＳＣ１００によって、ユーザは、仮想ディス
プレイ４００で区画されたかなり大きい領域内の視野３００を選択できる。ユーザは、視
野３００の位置、大きさ（例えば、Ｘ－Ｙまたは３Ｄ範囲）および／または倍率を制御で
きる。　
【００３７】
　ＨＳＣは、図示するような単眼ヘッドマウントコンピュータや、ウェアラブルコンピュ
ータ、デジタルアイウェア、電子めがねなどの、さまざまな物理的形態で具現化されてよ
く、また他の形態で具現化されてもよい。　
【００３８】
　一実施形態では、ＨＳＣは、２０１１年２月１日に出願されたJacobsenらによる「Wire
less Hands-Free Computing Headset With Detachable Accessories Controllable By Mo
tion, Body Gesture And/Or Vocal Commands」と題された米国同時係属特許出願第１３／
０１８，９９９（これは、その全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載のＨＳ
Ｃの形態をとってもよい。　
【００３９】
　図２は、ヘッドセットコンピュータ１００の電子システムのハイレベル（最上位）のブ
ロック図である。この電子システムは、任意のプログラマブルデジタルコンピュータシス
テムに典型的であるように、プロセッサ２１００と、メモリ２１０２と、大容量記憶装置
２１０４とを含む。電子システムはまた、マイクロディスプレイ２１１０と、１つ以上の
マイクロフォン２１１２、２１１４と、スピーカ２１０６、２１０８と、ワイヤレス通信
モジュール（複数可）２１０５と、カメラ２１２０と、加速度計２１５０、またはスピー
ド情報および／もしくは加速度情報を転送することのできる全地球測位システム（ＧＰＳ
）などの他のスピードセンサ２２００とを含む。　
【００４０】
　ＨＳＣ１００のユーザによる車両の操作など、安全でない環境に起因するＨＳＣ１００
の一定の機能を制限または抑制すべきか否かを判断するために、プロセッサ２１００は、
メモリ２１０２に記憶された命令２５１０を実行し、メモリ２１０２および／または記憶
装置２１０４に記憶されたデータにアクセスする。プロセッサ２１００は、例えば、ソフ
トウエアコードとして具現化された命令２５１０を実行してよい。プロセッサ２１００は
また、オペレーティングシステム２４００とオペレーティングシステム２４００のコンテ
キスト内で動作するアプリケーション２４１０とを利用して、さまざまな機能を提供して
よい。　
【００４１】
　例示的な実施形態では、プロセッサ２１００は、記憶された命令２５１０を実行して撮
像２３５０を行ったり場面分析２３６０を行ったりできる。撮像２３６０を行う命令は、
カメラ２１２０（図１Ａの１０２０）を呼出して、まずオートフォーカス、オートバラン
ス、および／または他の撮像機能を起動し、次いで撮像することを含んでよい。場面分析
２３６０を行うことにより、画像データが何らかの特定のオブジェクト、特徴、要素、ま
たはアクティビティを含むか否かが判断できる。場面分析２３６０は、例えばオブジェク
トまたは特徴の認識、識別、検知を含むさまざまな様式で行うことができ、コンテンツに
基づく画像検索を含み得る。撮像２３５０および場面分析２３６０は好ましくはリアルタ
イムで生じ、したがって、好ましくは低レベルシステムコールとして、またはオペレーテ
ィングシステム２４００内のカーネルレベル機能としてさえも、実現される。しかし、い
くつかの例では、撮像２３５０および場面分析２３６０はまた、オペレーティングシステ
ム２４００上で動作するアプリケーション２４１０として実現されてもよい。　
【００４２】
　メモリ２１０２および／または記憶装置２０１４は、プロセッサが実行すべき命令２５
１０を記憶するだけでなく、１つ以上の場面データテンプレート２３００も記憶できる。
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場面データテンプレート２３００は、自動車両の運転手および／または同乗者が典型的に
見る画像のデジタル表示（representation）である。　
【００４３】
　より特定的には、プロセッサ２１００は、組み込カメラ２１２０および加速度計２１５
０を自動的に使用して、車両運転手がヘッドセットコンピュータ１００を装着している時
を判断するように、プログラムされる。ＨＳＣ１００がそのような条件が存在すると判断
すると、ＨＳＣ１００の１つ以上の機能が無効化される。しかし、車両が所定のスピード
を超えて動いていることを加速度計２１５０（またはＧＰＳ２２００など）が示したとし
ても、場面分析２３６０が、ヘッドセットコンピュータのユーザは当該車両を操作してお
らず該ユーザは車両内の搭乗者であると結論づけた場合には、ＨＳＣは完全な機能を保持
してよい。スピードセンサ２２００または加速度センサ２１５０と、場面分析２３６０と
の組み合わせにより、運転手に有用な安全性機能が提供され、その一方で搭乗者には快適
な体験が提供される。搭乗者は、自動車両で移動中、ＨＳＣ１００の全機能を使用し楽し
むことができ、その一方で、自動遮断安全機能によって、車両の運転手はＨＳＣ１００を
完全には使用できなくなる、またはその状況で安全と分かっている一定の機能のみが少な
くとも有効化される。そのような低減された動作モードにおいて、ＨＳＣ１００は、オー
ディオ機能、および／または例えばブルートゥース接続機能だけなどの他の機能のみを有
効化してよい。したがって、運転手は依然として、車両に搭載されたブルートゥースオー
ディオシステムを使用してＨＳＣ１００内の３Ｇ／４Ｇセルラー無線で呼出しを行ったり
、他のオーディオコンテンツをストリーミングしたりすることができる。　
【００４４】
　図３Ａおよび３Ｂは、ＨＳＣ１００に記憶され得かつカメラ２１２０によって撮像され
た画像を表す、典型的な場面データ２３００を表す画像データを示す。　
【００４５】
　図３Ａは、運転手から見た車両内部のコンポーネントを表す場面３０００である。場面
３０００の主に認識可能なコンポーネント要素または画像特徴は、ステアリングホイール
３０１０である。しかし、場面３０００の他の要素または画像特徴も、場面分析２３６０
においては有用であり得て、これには、以下のものが含まれ得る：メーカーのロゴ３０１
２（ステアリングホイール３０１０の中央）；スピードメータ３０１４；タコメータ３０
１６；燃料レベル３０１８および他のゲージ；例えば手動変速機３０２１などの運転手制
御装置；暖房／空調ベント３０２３；フロントガラス３０２５とサイドウインドウ３０２
７との相対的な向き（orientation）；車のドア３０２９の存在；床３０３１；例えばナ
ビゲーションシステム３０３３などのダッシュボードの横に配置された他の機器。左側運
転席自動車および右側運転席自動車の両方についての、ドア３０２９とフロントガラス３
０２５とサイドウインドウ３０２７との相対的な向きを特定する画像特徴が、画像テンプ
レートおよび場面データ２３００に含まれ得る。　
【００４６】
　記憶されている場面データ２３００またはテンプレート画像は、右側運転席車両および
左側運転席車両の両方についてのデータを含み得る。さらに、そのような記憶された場面
データ２３００は、管轄区域のデータ（jurisdictional data）を含み得る。管轄区域の
データは、管轄区域の地理的位置、および左側運転席の管轄区域であるか右側運転席の管
轄区域であるかのデータを含み得る。例えば、ＧＰＳを備えるＨＳＣ１００が位置情報を
提供し、次いで、その位置情報が、ＨＳＣ１００の位置する管轄区域を判断するために用
いられ得る。そのような管轄区域の情報は、左側運転席車両または右側運転席車両用の場
面分析を優先させるのに用いられ得る。例えば、ＨＳＣ１００がカナダ内に位置するとＧ
ＰＳが判断した場合には、右側運転席車両用の場面分析が優先され得る。　
【００４７】
　記憶された場面要素２３００はまた、カメラ２１２０の可能なズーム設定を行うことが
できる。例えば、いくつかのズーム設定では、（ステアリングホイール３０１０の一部と
いくつかのゲージ３０１８のみなど）ダッシュボードの一部のみが見えるようにし、他の
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ズーム設定では、フロントガラス３０２５、サイドウインドウ３０２７、ドア３０２９、
および床３０３１の部分さえ見えるようにしてよい。そのようなさまざまな可能性は、特
に効果的な様式で場面データを記憶することによって、例えば、異なるズームレベルの所
定の場面の複数のバージョンを記憶することによって、または階層的な場面要素モデルを
用いることによって、実現できる。　
【００４８】
　記憶された場面データ２３００はまた、図３Ｂの場面３１００のような車両同乗者場面
の表現を含み得る。場面３１００は、前座席の搭乗者が見る典型的な場面である。いくつ
かの要素は同じままであるが（ナビゲーションシステム３０３３や手動変速機３０２１が
存在しているなどの点において同じ）、それらは、図３Ａの運転手場面３０００と比較し
て視野または場面３１００の（左右方向の）反対側に配置されている。しかし最も顕著な
のは、場面３１００には、ステアリングホイール３０１０とゲージ３０１８がなく、グロ
ーブボックス３１１０などの他の表示（indicative）アイテムの存在が含まれていること
である。　
【００４９】
　任意の便利な既知の場面分析（画像認識）アルゴリズムを場面分析２３６０で用いて、
撮像２３５０で得られた画像を場面データテンプレート２３００と比較してもよい。その
ようなアルゴリズムは、好ましくは比較的高速であってよい。なぜならば、ユーザのデバ
イスまたはデバイス機能へのアクセスが制御されているからである。アルゴリズムは、好
ましくはリアルタイムで実行され、よって、実装の際に選択されたプロセッサのタイプお
よびオペレーティングシステムに依存して、高優先度のオペレーティングシステムコール
もしくは割り込みとして具現化されるか、またはオペレーティングシステムカーネルに組
み込むことさえできる。　
【００５０】
　例示的な変形形態では、プロセッサ２１００は、記憶された命令２５１０を実行して撮
像２３５０を行い、その場面データをクラウドベースの場面分析のためにホスト２００に
アップロードして場面分析決定を受信できる。クラウドベースのリソースを利用すること
により、クラウドベースの場面分析は、ＨＳＣ１００上で（すなわち、ローカルで）行わ
れる場面分析２３６０よりも、計算負荷の重い（computationally intense）場面分析を
行うことができる。クラウドベースの場面分析は、リソースに制限があるためにローカル
メモリ２１０２に記憶するのは実際的でない可能性がある車両場面の巨大なライブラリに
アクセスできる。クラウドベースの場面分析は、適切な場面分析（画像認識）アルゴリズ
ム（十分に速い処理と決定を可能にするデザイン上の決定）と共に用いれば、ＨＳＣ１０
０の動作機能へのユーザのアクセスを限定するのに用いることもできる。そのようなクラ
ウドベースの分析は、メモリ負荷や計算負荷の重い処理のいくつかをＨＳＣ１００から低
減したり除去したりするのに有用であり得る。　
【００５１】
　図４はオートバイの運転手にとっての典型的な場面４０００である。ここでは、ハンド
ルバー４０１０と、ガソリンタンクおよびゲージ４０１４と、ミラー４０２８と、シフト
レバー４０２１などの要素が場面データテンプレート２３００に含まれ得る。　
【００５２】
　図５は、旧式のトラクターの運転手から見た場面５０００である。場面５０００では、
運転手は、非常に大きなステアリングホイール５０１０の極めて近くに座ることがあり得
て、したがって、ステアリングホイール５０１０の一部分５０１２のみが見えることがあ
り得る。他の要素には、場面５０００の認識のための画像特徴として抽出可能な、ゲージ
（複数可）５０１８と、レバー５０２１と、トラクターのボンネット部５０３３とが含ま
れ得る。　
【００５３】
　図６は、スピードセンサ２１５０と場面分析２３６０とを用いてＨＳＣ１００に対する
制御を実現するためにプロセッサ２１００が実行し得る、処理６０００のフローチャート
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である。最初のステージ６００において、スピードおよび／または加速度が、閾値と比較
されて判断される。例えば、加速度計２１５０またはＧＰＳ２２００は、急激な加速や例
えば４マイル／時（ＭＰＨ）などの一定の量を超える等速のスピードを示し得る。　
【００５４】
　スピードおよび／または加速度が低い（すなわち閾値未満の）場合、処理は、ステージ
６１０に進み、ヘッドセットコンピュータ１００の全ての特徴、モード、および機能が有
効化され得る。　
【００５５】
　しかし、加速度またはスピードが所定量を超える（すなわち閾値より大きい）場合、ス
テージ６０２に至る。ステージ６０２では、１つ以上の画像がカメラ２１２０を用いて撮
像される。ステージ６０２で撮像された画像は、次いで、ステージ６０４で場面分析２３
６０により処理される。場面分析ステージ６０４は、メモリ２１０２または記憶装置２１
０４の何れかを介してアクセスされた、さまざまな場面データテンプレート６０６を利用
できる。場面データテンプレート６０６（または図２の２３００）は、場面３０００、３
１００、４０００、５０００に関して上記説明したもののような自動車両の運転手および
搭乗者が典型的に見る場面の代表的なものであり得る。　
【００５６】
　次のステージ６０８は、ＨＳＣ１００のユーザが車両の中または上に乗って移動してい
るか否かについて、判断してよい。ＨＳＣ１００のユーザが車両内または車両上に乗って
いない場合には、全ての利用可能な動作モードがアクティブにされるステージ６１０に至
り得る。　
【００５７】
　ステージ６０８の場面分析においてユーザ（ＨＳＣ１００の装着者）は車両内にいると
結論づけられた場合、ステージ６１２に至る。ステージ６１２において、ユーザが車両内
または車両上に乗っている搭乗者であるかについて判断が行われる。ユーザが搭乗者であ
ると判断されると、処理は、ステージ６１０に至ることができ、全ての動作モードが有効
化される。　
【００５８】
　しかし、装着者が運転手であると判断されると、ステージ６１４に至る。ステージ６１
４において、ＨＳＣ１００の動作特徴または機能の１つ以上のモードが有効化されまたは
無効化される。一例として、ステージ６２０－１では、ディスプレイを無効化できる。ス
テージ６２０－２では、３Ｇまたは４Ｇセルラーなどのワイヤレス通信インターフェース
を無効化できる。ステージ６２０－３では、マイクロフォンおよびスピーカなどのオーデ
ィオ機能のみ有効化できる。ステージ６２０－４では、ディスプレイ、スピーカ、および
マイクロフォンがブルートゥースインターフェースによってのみ有効化され、セルラーボ
イス機能が有効化される。ブルートゥース（ＢＴ）モードであるステージ６２０－４によ
って、運転手は、車両内に設置された外部の安全なブルートゥースシステムを用いてボイ
スによる通話の機会を与えられることができる。　
【００５９】
　他のさまざまなことも可能である。例えば、ＨＳＣ１００のユーザが、一定の特別のコ
マンドがボイス認識機能を介して提供されることなどによって、運転手の検知機能６００
０を受け付けないようにする（override）こともできる。　
【００６０】
　本明細書で記述した例示的な実施形態は、地上車両に限られているが、当業者ならば、
開示された発明の実施形態を他の環境に適用できること、またＨＳＣ１００の安全な使用
を保証する他のコンテキストに適用できることが分かるであろう。　
【００６１】
　上述の例示的な実施形態は多くの異なる様式で実現できることを理解されたい。いくつ
かの例では、本明細書で記述したさまざまな「データプロセッサ」は、それぞれ、中央処
理装置と、メモリと、ディスク装置または他の大容量記憶装置と、通信インターフェース
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（複数可）と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス（複数可）と、他の周辺機器とを有する、
物理的または仮想的汎用コンピュータによって実現され得る。汎用コンピュータは、プロ
セッサに変形されて、例えば、ソフトウエア命令を該プロセッサにロードして、次いで該
命令を実行させて、そこに記述された機能を実行することにより、上述の処理を実行する
。　
【００６２】
　当該分野で知られているように、そのようなコンピュータは、システムバスを含み得る
。バスは、コンピュータまたは処理システムのコンポーネント間のデータ転送に用いられ
るハードウエアラインの集合である。バス（複数可）は、コンピュータシステムの異なる
要素間で情報の転送を可能にする、当該要素（例えば、プロセッサ、ディスク記憶装置、
メモリ、入力／出力ポート、ネットワークポートなど）を接続する、本質的に共有される
コンジット（複数可）である。１つ以上の中央処理装置ユニットがシステムバスに取り付
けられ、コンピュータ命令の実行のために備えられている。また、システムバスには、典
型的には、コンピュータにさまざまな入力デバイスおよび出力デバイス（例えば、キーボ
ード、マウス、ディスプレイ、プリンタ、スピーカ、など）を接続するためのＩ／Ｏデバ
イスインターフェースも取り付けられる。ネットワークインターフェース（複数可）によ
り、コンピュータは、ネットワークに取り付けられたさまざまな他のデバイスに接続でき
る。メモリは、実施形態を実現するために用いられるコンピュータソフトウエア命令およ
びデータのための揮発性記憶機能を提供する。ディスク装置または他の大容量記憶装置は
、例えば本明細書で記述したさまざまな手順を実現するために用いられるコンピュータソ
フトウエア命令およびデータのための不揮発性記憶を提供する。　
【００６３】
　したがって、実施形態は、典型的には、ハードウエア、ファームウエア、ソフトウエア
、またはこれらの任意の組み合わせによって、実現され得る。　
【００６４】
　一定の実施形態では、本明細書で記載した手順、デバイス、および処理は、コンピュー
タプログラム（製品）であり、プログラム製品には、システムのためのソフトウエア命令
の少なくとも一部を提供するコンピュータ読取り可能な媒体（例えば、１つ以上のＤＶＤ
－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ディスケット、テープなどの取り外し可能な記憶媒体など）が
含まれる。そのようなコンピュータプログラム（製品）は、当該分野で周知のように、任
意の適切なソフトウエアインストレーション手順によってインストールできる。他の実施
形態では、少なくともソフトウエア命令の一部が、ケーブル、通信接続および／またはワ
イヤレス接続を介してダウンロードされてもよい。　
【００６５】
　実施形態は、１つ以上の手順によって読み取られ実行され得る、非一時的マシン読取り
可能な媒体に記憶された命令として実現されてもよい。非一時的マシン読取り可能な媒体
は、マシン（例えば、コンピューティングデバイス）によって読取り可能な形態で、情報
を記憶または送信するための任意の機構を含み得る。例えば、非一時的マシン読取り可能
な媒体には、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）；ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）；磁
気ディスク記憶媒体；光学記憶媒体；フラッシュメモリデバイス；その他を含む記憶装置
が含まれ得る。　
【００６６】
　さらに、ファームウエア、ソフトウエア、ルーチン、または命令は、一定のアクション
および／または機能を行うように、本明細書で記載されている可能性もある。しかし、本
明細書に含まれるそのような記載は、便宜上のためだけのものであって、そのようなアク
ションは実際には、ファームウエア、ソフトウエア、ルーチン、命令などを実行するコン
ピューティングデバイス、プロセッサ、コントローラ、または他のデバイスから生じるこ
とを理解されたい。　
【００６７】
　また、ブロック図およびネットワーク図に含まれる要素はこれよりも多くても少なくて
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もよく、異なるように配置されてもよく、また異なるように表現されてもよいことも、理
解されたい。しかし、一定のインプリメンテーションは、ブロック図およびネットワーク
図に影響し、実施形態の実行を示すブロック図およびネットワーク図の数は、特定の方法
で実装されて決定されてよいことをさらに理解されたい。　
【００６８】
　したがって、さらなる実施形態は、さまざまなコンピュータアーキテクチャ、物理的、
仮想的、クラウドコンピュータ、および／またはこれらの組み合わせで実現されてもよく
、したがって、本明細書で記載したコンピュータシステムは、例示のみを意図しており、
実施形態の限定を意図するものではない。　
【００６９】
　本発明をその例示的な実施形態を参照しつつ具体的に示して説明してきたが、添付の特
許請求の範囲に包含される本発明の範囲を逸脱することなく、さまざまな形および詳細の
変更がなされ得ることが、当業者によって理解されるであろう。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
［態様１］
　ヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法であって：
　ヘッドセットコンピュータの加速度または速度が所定の閾値より大きいか否かを判断す
ることと、
　前記ヘッドセットコンピュータのカメラを介して前記ヘッドセットコンピュータのユー
ザから見た画像を撮像することと、
　前記撮像された画像を、車両の中から見た該車両の要素を表す１つ以上のテンプレート
画像と比較することと、
　前記ヘッドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していることを示す前記テン
プレート画像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュー
タの１つ以上の機能を無効化することと、
を含む方法。
［態様２］
　態様１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記無効化された１つ以上の機能は、マイクロディスプレイの動作を含む、方法。
［態様３］
　態様１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記無効化された１つ以上の機能は、３Ｇ／４Ｇセルラー無線の動作を含む、方法。
［態様４］
　態様１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記ヘッドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していないことを示す前記テ
ンプレート画像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュ
ータの１つ以上の機能を有効化することをさらに含む、方法。
［態様５］
　態様４に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記有効化された１つ以上の機能は、オーディオのみのモードにおける前記ヘッドセッ
トコンピュータの動作を含む、方法。
［態様６］
　態様４に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記有効化された１つ以上の機能は、ブルートゥースのみのモードにおける前記ヘッド
セットコンピュータのワイヤレス通信の動作を含む、方法。
［態様７］
　態様１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記１つ以上のテンプレート画像の１つ以上は、前記ヘッドセットコンピュータのロー
カルメモリに記憶されていない、方法。
［態様８］
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　態様１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記ヘッドセットコンピュータの全地球測位による現在の位置とそれに基づく付随する
管轄区域とを判断することと、
　前記判断された管轄区域に基づいて右側運転席車両または左側運転席車両を反映するた
めに前記１つ以上のテンプレート画像を更新することと、
をさらに含む方法。
［態様９］
　態様１に記載のヘッドセットコンピュータの動作を制御する方法において、
　前記比較される要素は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピードメータ、タ
コメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房／空調ベント、
サイドウインドウに対するフロントガラスの向き、車のドア、およびナビゲーションシス
テムのいずれか１つを含む、方法。
［態様１０］
　マイクロディスプレイと、
　オーディオコンポーネントと、
　カメラと、
　運動センサと、
　データ記憶媒体と、
　前記データ記憶媒体から検索された命令を実行する１つ以上のデータ処理マシンを含む
プログラマブルデータプロセッサを含み、
　該命令は、
　　前記運動センサから受信された加速度または速度が所定の閾値より大きいか否かを判
断することと、
　　前記カメラを用いて画像データを撮像することと、
　　前記画像データを処理して１つ以上の画像特徴を抽出することと、
　　前記画像特徴と速度情報および／または加速度情報とを組合せて、現在の環境が、前
記ヘッドセットコンピュータの少なくとも１つの機能を動作させるのに安全か否かを判断
することと、
　　前記現在の環境が安全であるか否かの判断の結果に従って前記ヘッドセットコンピュ
ータの機能を選択的に有効化または無効化することと、のための命令である、
　ヘッドセットコンピュータ。
［態様１１］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断され、かつ前記マイクロディスプレイが無効化され
る、ヘッドセットコンピュータ。
［態様１２］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断され、かつオーディオのみの機能が有効化される、
ヘッドセットコンピュータ。
［態様１３］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全であると判断され、かつ前記ヘッドセットコンピュータの機能全
てが有効化される、ヘッドセットコンピュータ。
［態様１４］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断され、かつ３Ｇ／４Ｇセルラー無線機能が無効化さ
れる、ヘッドセットコンピュータ。
［態様１５］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、前記現在の環境が安全でないと
判断され、かつブルートゥースワイヤレス通信機能が有効化される、ヘッドセットコンピ
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［態様１６］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全であるか否かの前記判断において、ネットワークベースの記憶媒
体から１つ以上の画像特徴にアクセスすることをさらに含む、ヘッドセットコンピュータ
。
［態様１７］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　現在の位置とそれに付随する管轄区域とを判断するための全地球測位システム（ＧＰＳ
）受信機をさらに含み、前記管轄区域に基づいて右側運転席か左側運転席かの判断をさら
に組合せて前記現在の環境が安全であるか否かを判断する、ヘッドセットコンピュータ。
［態様１８］
　態様１０に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記抽出された１つ以上の画像特徴は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピ
ードメータ、タコメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房
／空調ベント、サイドウインドウに対するフロントガラスの向き、車のドア、およびナビ
ゲーションシステムのいずれか１つを表す、ヘッドセットコンピュータ。
［態様１９］
　ヘッドセットコンピュータの動作を制御するための非一時的コンピュータプログラム製
品であって、該コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読取り可能な命令を記憶し
たコンピュータ読取り可能な媒体を含み、
　該命令は、プロセッサによりロードされ実行されると、該プロセッサに、
　ヘッドセットコンピュータの加速度または速度が所定の閾値より大きいか否かを判断さ
せ、
　前記ヘッドセットコンピュータのユーザから見た画像を撮像させ、
　前記撮像された画像を、車両の中から見た該車両の要素を表す１つ以上のテンプレート
画像と比較させ、
　前記ヘッドセットコンピュータの前記ユーザが車両を操作していることを示す前記テン
プレート画像と前記撮像された画像との前記比較に基づき、前記ヘッドセットコンピュー
タの１つ以上の機能を無効化または有効化させる、
非一時的コンピュータプログラム製品。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月17日(2018.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロディスプレイと、
　オーディオコンポーネントと、
　カメラと、
　スピードセンサまたは加速度計と、
　データ記憶媒体と、
　前記データ記憶媒体から検索された命令を実行する１つ以上のデータ処理マシンを含む
プログラマブルデータプロセッサを含むヘッドセットコンピュータであって、
　該命令は、
　　前記スピードセンサまたは加速度計から受信された加速度または速度が所定の閾値よ
り大きいか否かを判断することと、
　　前記カメラを用いて画像データを撮像することと、
　　前記画像データを処理して１つ以上の画像特徴を抽出することと、
　　前記画像特徴と速度情報および／または加速度情報とを組合せて、現在の環境が、前
記ヘッドセットコンピュータの少なくとも１つの機能を動作させるのに安全か否かを判断
することと、
　　前記現在の環境が安全であるか否かの判断の結果に従って前記ヘッドセットコンピュ
ータの機能を選択的に有効化または無効化することと、のための命令である、
　ヘッドセットコンピュータ。
【手続補正書】
【提出日】平成30年9月26日(2018.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の搭乗者であるユーザが装着しているヘッドセットコンピュータであって、
　マイクロディスプレイと、
　画像データを取得するカメラと、
　ヘッドセットコンピュータの速度または加速度を検知する運動センサと、
　前記ユーザが発する音声を検知するマイクロフォンと、
　データ記憶媒体と、
　前記データ記憶媒体から検索された命令を実行する１つ以上のデータ処理マシンを含む
プログラマブルデータプロセッサとを含み、
　該命令は、
　　前記カメラから前記画像データを受信することと、
　　前記運動センサから速度データまたは加速度データを受信することと、
　　前記マイクロフォンからの前記ユーザの音声コマンドを取得して音声認識することと
、
　　前記受信した画像からの前記ユーザのハンドジェスチャーと、前記受信した速度デー
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タまたは加速度データからの前記ユーザの頭部の動きとの少なくとも一方を、前記ヘッド
セットコンピュータへのユーザ入力として認識することと、
　　受信した前記速度データまたは加速度データを使用して、前記ヘッドセットコンピュ
ータの速度または加速度が所定の閾値より大きいか否かを判断することと、
　　前記画像データを処理して１つ以上の画像特徴を抽出することと、
　　前記画像特徴と速度情報または加速度情報とを組合せて、現在の環境が、前記ヘッド
セットコンピュータの少なくとも１つの機能を動作させるのに安全か否かを判断すること
と、
　　前記現在の環境が安全であるか否かの判断の結果に従って前記ヘッドセットコンピュ
ータの機能を選択的に有効化または無効化することと、のための命令である、
　ヘッドセットコンピュータ。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断された場合、前記マイクロディスプレイが無効化さ
れる、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項３】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断された場合、オーディオのみの機能が有効化される
、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項４】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全であると判断された場合、前記ヘッドセットコンピュータの機能
全てが有効化される、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項５】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全でないと判断された場合、３Ｇ／４Ｇセルラー無線機能が無効化
される、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項６】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、前記現在の環境が安全でないと
判断された場合、ブルートゥースワイヤレス通信機能が有効化される、ヘッドセットコン
ピュータ。
【請求項７】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記現在の環境が安全であるか否かの前記判断において、ネットワークベースの記憶媒
体から１つ以上の画像特徴にアクセスすることをさらに含む、ヘッドセットコンピュータ
。
【請求項８】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　現在の位置とそれに付随する管轄区域とを判断するための全地球測位システム（ＧＰＳ
）受信機をさらに含み、前記管轄区域に基づいて右側運転席か左側運転席かの判断をさら
に組合せて前記現在の環境が安全であるか否かを判断する、ヘッドセットコンピュータ。
【請求項９】
　請求項１に記載のヘッドセットコンピュータにおいて、
　前記抽出された１つ以上の画像特徴は、ステアリングホイール、メーカーのロゴ、スピ
ードメータ、タコメータ、燃料計、バッテリゲージ、油圧計、温度計、手動変速機、暖房
／空調ベント、サイドウインドウに対するフロントガラスの向き、車のドア、およびナビ
ゲーションシステムのいずれか１つを表す、ヘッドセットコンピュータ。
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