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(57)【要約】
ウェアラブルデバイスに実装することができるシステム
が、本明細書で提示される。このシステムは、ウェアラ
ブルデバイスを用いて取り込まれたメディアイメージを
ユーザーが編集可能となるように設計されている。この
システムは、視線追跡データを用いて、取り込み時の前
、取り込み時の間、又は取り込み時の後であっても、様
々な編集機能を制御する。また、メディアイメージのど
のセクション又は領域が、ユーザー又は視聴者にとって
より興味のあるものであり得るかを決定するための方法
も提示される。この方法は、視線追跡データを用いて、
取り込まれたメディアに顕著性（saliency）を割り当て
る。システム及び方法のいずれにおいても、操作を向上
する目的で、視線追跡データが追加のセンサーからのデ
ータと組み合わされてよい。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェアラブルデバイス；
　ユーザーの周囲のメディアイメージを取り込むように前記デバイス上に搭載されたシー
ンカメラ；
　眼にレファレンスフレームを投射し、ユーザーの少なくとも片方の眼の視線追跡データ
を取り込むために、前記投射されたレファレンスフレームをディスプレイの第二レファレ
ンスフレームと関連付ける視線追跡サブシステム；及び
　前記視線追跡データに少なくとも部分的に基づいて前記シーカメラによって取り込まれ
たメディアイメージにタグ付けするための、前記シーンカメラ及び視線追跡サブシステム
と通信する１つ以上のプロセッサー
　を含む、メディアイメージを編集するためのシステム。
【請求項２】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記シーンカメラからの１つ以上のメディアイメージ
にタグ付けするために、前記視線追跡データで識別された前記ユーザーの意図的な、又は
無意識の眼の動きを利用するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記メディアイメージ内のビデオクリップの開始点及
び終点のうちの少なくとも１つを定めるために、前記シーンカメラからのメディアイメー
ジとタグを関連付けるように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記視線追跡イメージで識別された前記ユーザーの眼
の動きに少なくとも部分的に基づいて、前記シーンカメラからのメディアイメージの顕著
性値（saliency value）を特定するように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ウェアラブルデバイス上に１つ以上のセンサーをさらに含み、前記１つ以上のプロ
セッサーが、前記１つ以上のセンサーからのセンサーシグナルに少なくとも部分的に基づ
いて、前記シーンカメラによって取り込まれたメディアイメージにタグ付けするために、
前記１つ以上のセンサーと通信する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記１つ以上のセンサーが、慣性センサー、イメージセンサー、音響センサー、位置セ
ンサー、方向センサー、光センサー、バイオメトリックセンサー、ジェスチャセンサー、
ＥＥＧセンサーのうちの少なくとも１つを含み、ここで、そのようなセンサーは、ローカ
ルで又はリモートで連結されていてよい、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記センサーシグナル及び前記視線追跡データの両方
に少なくとも部分的に基づいて、前記シーンカメラによって取り込まれたメディアイメー
ジのタグ付け又は顕著性を知らせるように構成される、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記１つ以上のセンサーからのデータを、前記メディ
アイメージ及び前記視線追跡データのうちの一方又は両方と同期させて、前記データと前
記イメージとを相関させるように構成される、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ユーザーに視認可能であるように前記ウェアラブルデバイス上に搭載されるディス
プレイをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記ディスプレイを作動させることなく、前記視線追
跡データに少なくとも部分的に基づいて、前記シーンカメラによって取り込まれたメディ
アイメージにタグ付けするように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
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　前記ディスプレイの上又は近傍に１つ以上の領域又はインジケーターをさらに含み、前
記１つ以上のプロセッサーが、タグを前記メディアイメージと関連付けるために、前記視
線追跡データを分析して、前記ユーザーが前記１つ以上の領域又はインジケーターに向か
って注視する時点を識別するように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記ユーザーにとって妥当である前記メディアイメー
ジのセクションを選択し、並びにトリミング、クロッピング、回転、パン、ズーム、及び
前記セクションの所望される順序での配列のうちの少なくとも１つによって前記メディア
イメージのセクションを編集するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記視線追跡サブシステムに連結されて、複数の操作
モードに対応させるために前記視線追跡サブシステムの操作頻度を調節する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記システムが、ユーザー又は処理されたデータからの入力の一方又は両方を受けて、
メディアイメージのタグ付けを行うか、又は顕著性を決定するように設計される、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１５】
　オリジナルメディアイメージを保存するためのメモリをさらに含み、ここで、前記１つ
以上のプロセッサーは、前記オリジナルメディアイメージが、１つ以上のプロセッサーに
よって後に前記メモリから回復可能であるように、前記メディアイメージを非破壊的に編
集するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記１つ以上のプロセッサーが、前記視線追跡データの視線追跡精度の優雅な劣化（gr
aceful degradation）を利用するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記１つ以上のプロセッサーと通信して前記メディアイメージをリモート位置へ送信す
るトランシーバー又はその他の無線通信インターフェイスをさらに含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項１８】
　前記１つ以上のプロセッサーと通信して前記ウェアラブルデバイスからリモートにある
１つ以上のセンサーからデータを受信するトランシーバー又はその他の無線通信インター
フェイスをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　異なる観点から妥当なイベントを記録する目的で、近位に位置するウェアラブルデバイ
スによって決定されるビデオイメージ中の相対的顕著性を定量的に評価するためのシステ
ムであって：
　個々のユーザーによって装着されるように構成され、各々が、前記個々のユーザーの周
囲のメディアイメージを取り込むように前記デバイス上に搭載されたシーンカメラ、１つ
以上のセンサー、通信インターフェイス、及び前記ユーザーの眼にレファレンスフレーム
を投射し、前記ユーザーの眼の視線追跡データを取り込むために、前記投射されたレファ
レンスフレームをディスプレイの第二レファレンスフレームと関連付ける視線追跡サブシ
ステムを含んでいる複数のウェアラブルデバイス；並びに
　各ウェアラブルデバイスの通信インターフェイスを介して前記ウェアラブルデバイスと
通信するためのサーバー
　を含む、システム。
【請求項２０】
　前記１つ以上のセンサーをモニタリングして閾値イベントを識別するために、各ウェア
ラブルデバイス上に１つ以上のプロセッサーをさらに含み、ここで、前記１つ以上のプロ
セッサーが：
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　　前記閾値イベントが発生したことを確認するため、及び
　　前記閾値イベントに関連するメディアイメージをシェアするため
　のうちの少なくとも１つのために、他のウェアラブルデバイスと前記通信インターフェ
イスを介して通信する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記１つ以上のセンサーをモニタリングして閾値イベントを識別するために、各ウェア
ラブルデバイス上に１つ以上のプロセッサーをさらに含み、ここで、前記１つ以上のプロ
セッサーが：ａ）前記閾値イベントが発生したことを確認するため、及びｂ）前記閾値イ
ベントに関連するメディアイメージをシェアするためのうちの少なくとも１つのために、
前記サーバーと前記通信インターフェイスを介して通信する、請求項１９に記載のシステ
ム。
【請求項２２】
　前記１つ以上のセンサーをモニタリングして閾値イベントを識別するために、各ウェア
ラブルデバイス上に１つ以上のプロセッサーをさらに含み、ここで、前記１つ以上のプロ
セッサーが：
　　前記閾値イベントが発生したことを確認するため、及び
　　前記閾値イベントに関連するメディアイメージをシェアするため
　のうちの少なくとも１つのために、他のウェアラブルデバイス及び前記サーバーと前記
通信インターフェイスを介して通信する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　各視線追跡サブシステムが、前記ユーザーの眼の視線追跡データを取り込み；各ウェア
ラブルデバイスが、前記通信インターフェイスを用いて他のウェアラブルデバイスと、及
び前記サーバーと通信して、視線追跡データを前記顕著性評価及びイメージ選択に組み込
むために、前記シーンカメラ及び視線追跡サブシステムと通信する１つ以上のプロセッサ
ーを含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　ユーザーが装着しているウェアラブルデバイスからのメディアイメージを選択又は編集
するためであり：
　前記ウェアラブルデバイス上のシーンカメラを用いて、前記ユーザーの周囲のメディア
イメージを取り込むこと；
　眼にレファレンスフレームを投射し、ユーザーの少なくとも片方の眼の視線追跡データ
を取り込むために、前記投射されたレファレンスフレームをディスプレイの第二レファレ
ンスフレームと関連付ける視線追跡サブシステムを用いて視線追跡データを取り込むこと
；及び
　前記視線追跡データから識別される少なくとも１つの眼の事象の動作に少なくとも部分
的に基づいて、前記メディアイメージの選択及び編集のうちの少なくとも一方を行うこと
　を含む方法。
【請求項２５】
　前記ウェアラブルデバイス上の加速度計に基づいて、事故を含む閾値イベントを検出す
ること；
　をさらに含み、及び
　ここで、前記メディアイメージの選択及び編集のうちの少なくとも一方が、前記閾値イ
ベントの決定の直前の所定の時間にわたって、前記メディアイメージにタグ付けを自動的
に行うことを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記閾値イベント機能（threshold event functionality）の前記決定が、ユーザーの
凝視が前記システムにメディアイメージのクロッピングを行わせた可能性のある場合であ
っても、完全視野のメディアイメージを保存するための事故再構成作業を補助するために
、他の顕著性決定に優先することができる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
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　前記ウェアラブルデバイスが、メディアイメージ内の所定の顔を認識する、請求項２３
に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ウェアラブルデバイスが、慣性、イメージ、音響、位置、方向、光、バイオメトリ
ック、又はジェスチャセンサーのうちの１つ以上からのユーザー又はシステムが特定した
閾値読み取りを認識する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ウェアラブルデバイス上の通信インターフェイスを用いて、リモート位置からのメ
トリックス又はヒューリスティクスを受けること
　をさらに含み、
　ここで、前記メディアイメージの選択及び編集のうちの少なくとも１つが、前記メトリ
ックス又はヒューリスティクスに基づいて、前記メディアイメージの１つ以上のセグメン
トに顕著性を割り当てることを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　ユーザーのメディアイメージ中の顕著性の部分的決定の際の入力として、ソーシャルメ
ディアアプリケーションからのデータを用いることをさらに含む、請求項２３に記載の方
法。
【請求項３１】
　ピクチャフレームを作り出すためのユーザーの手の動きによって示唆される境界にメデ
ィアイメージをクロッピングすることをさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３２】
　笑い声と組み合わされた細目、笑顔、又は笑いなどの複数のセンサーからの入力に少な
くとも部分的に基づいて、メディアイメージに顕著性を割り当てることをさらに含む、請
求項２３に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ユーザーが、メディアイメージにタグ付けすることを、前記ウェアラブルデバイス
上での再生中及び別のデバイス上での前記メディアイメージの編集の前に選択することが
できる、請求項２３に記載の方法。
【請求項３４】
　ユーザーが凝視している領域に、又は前記ユーザーが凝視している領域外のイメージに
メディアイメージを自動的にクロッピングすることをさらに含む、請求項２３に記載の方
法。
【請求項３５】
　ユーザーの衝動性運動によって境界が定められた領域にメディアイメージを自動的にク
ロッピングすることをさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３６】
　ユーザーの瞳孔径に少なくとも部分的に基づいて、ビデオイメージの再生速度を自動的
に調節することをさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ユーザーの感情状態を推定することができる追加のセンサーからのデータに少なく
とも部分的に基づいて、ビデオイメージの再生速度を自動的に調節することをさらに含む
、請求項２３に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ウェアラブルデバイスが、音声による合図の認識を通して個別指導用又は説明用コ
ンテンツの作成を簡単にするように構成される、請求項２３に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ウェアラブルデバイスが、ユーザーの注視データを保存すること及びメディアイメ
ージデータに重ねることのうちの少なくとも１つを行うように構成される、請求項２３に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、眼、眼瞼、及び／又は人の片眼若しくは両眼のその他の構成要素の
動きに基づく疲労のモニタリング、目的を持ったコミュニケーション、及び／又はデバイ
スの制御のために、人の眼をモニタリングするための装置、システム、及び方法全般に関
する。さらに、本発明は、より具体的には、ウェアラブルデバイスで取り込まれたメディ
アイメージをユーザーが編集出来るようにするシステム及び方法に関する。このシステム
は、取り込み時の前、取り込み時の間、又は取り込み時の後であっても、ユーザーの少な
くとも片方の眼の視線追跡データを取り込んで様々な編集機能を制御するために、眼にレ
ファレンスフレームを投射し、投射されたレファレンスフレームをディスプレイの第二レ
ファレンスフレームと関連付ける視線追跡サブシステムを用いている。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電子デバイスが急激に広まり、次第に高性能及び高機能となるに従って、それが一
般的に用いられる機能は移り変わってきた。ポケットサイズのデバイスが、純粋な通信デ
バイスからコンテンツ消費デバイスとなる方向へ、コンテンツ作成デバイスとなる方向へ
移行するに従って、ユーザーも、巨大なコンテンツクリエーターとなる方向へ移行してき
た。これまでに撮影されたすべての写真のうちの１０パーセントが、２０１２年に撮影さ
れたものであると推計されている。類似の作成率は、ビデオシーンにも当てはまる。Ｇｏ
－Ｐｒｏカメラ及びＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓなどのヘッドマウントビデオキャプチャデ
バイスの登場が、ユーザーの通常の視野で取り込まれるビデオを促進している。残念なこ
とに、この供給過剰なイメージ撮影は、作り出されたコンテンツの質を上げては来なかっ
た。特にビデオシーンの場合、目的のクリップの検査、加工、編集、及び／又は取り出し
に要する時間は、記録されたビデオシーンの量に比例する。従って、取り込まれたビデオ
シーンの量が増加する場合、価値のあるコンテンツを抽出するのに要する時間の量は、お
およそ直線的に増加する。
【０００３】
　本出願中のすべての開示事項及び請求項において、「メディアイメージ」は、ビデオイ
メージ及び静止イメージのうちの少なくとも１つとして定義される。
【０００４】
　いずれの種類のメディアイメージであっても、コンテンツクリエーターにとっての典型
的な目標は、特定の視聴者にとって望ましいコンテンツを作成することである。「望まし
い」の定義は、視聴者に応じて変化し得る。特にビデオイメージに関しては、ビデオイメ
ージを選択し、編集するための１つの方法又は一式の基準は、ある視聴者には適切であり
得るが、別の視聴者にはそうでない可能性がある。さらに、他のイメージと時間的に近接
して取り込まれるイメージが、様々な理由から望ましい場合もある。望ましさ及び適切性
のこのような様々な具体化は、単に「顕著性（saliency）」と称される場合がある。
【０００５】
　メディアイメージは、注目すべきイベントを含んでいる可能性がある、特定の友人若し
くは親族を含んでいる可能性がある、ソーシャルメディアにおいて他者が興味深いと考え
る出来事を含んでいる可能性がある、特定の場所で取り込まれた可能性がある、及び／又
はユーザーが取り込みたいと考える感情を含んでいる可能性がある、といったいくつもの
理由から顕著と見なされ得る。視線追跡を他のセンサーに追加することにより、このプロ
セスの過程にて、視線追跡の出現なしでは利用できなかったであろうレベルの分析及び制
御がユーザーにとって可能となるものと想定される。
【０００６】
　「編集」の語によって意図する範囲を考察する際には、注意深い考慮が必要とされる。
典型的なフォト及びビデオアプリケーションの場合、「編集」は、典型的には、イメージ
の操作を意味し、又はビデオの場合は、トリミングしたイメージをより望ましい順番に再
配列するプロセスも含む。さらなる工程が実施されることになるイメージの選択若しくは
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タグ付けの工程は、このような工程は、正式には編集プロセスの一部と見なされるべきで
はあるが、「編集」に含まれない場合が多い。しかし、本出願内の開示事項及び請求項の
目的のために、「編集」は、選択及びタグ付けの工程を含むものとする。さらに、デジタ
ルメディア作成以前の時代には、すべての編集（選択及びタグ付けを含む）は、取り込み
の時点よりもかなり後に行われる必要があった。しかし、現在、ビデオ及びスチールカメ
ラには、取り込み時点の直後に、又は「カメラ内で（in-camera）」編集プロセスを行う
ことができる機能が含まれている。本明細書での開示事項では、編集プロセスを、取り込
みの最中、又はさらには取り込みの前の時点を含むようにシフトさせることができる方法
について述べる。しかし、本明細書で述べるシステム及び方法が実行されるまで、それを
行うことは実用的に実現可能ではなかった。
【０００７】
　残念なことに、多くのユーザーにとって、取り込んだままの状態のビデオイメージを消
費可能に仕上げられたビデオに変換するのに要する時間的な拘束は、このプロセスに対す
る最終的な障害である。この障害に直面した後の一般的な結果は、２通り存在する。第一
は、プロセス全体が放棄され、ビデオイメージが視聴者と共有されることがなくなってし
まうことである。第二の一般的な結果は、すべての編集が避けられ、質及び妥当性が極め
て低いイメージが視聴者と共有されることである。これらの結果はいずれも、クリエータ
ー及び視聴者の両方にとって望ましいものではない。クリエーターにとっては、このこと
により、ビデオを紹介可能な形態に編集することが難しすぎることが分かることで、ビデ
オを記録しようとする自身の意欲が減退し得る。消費者にとっては、粗悪なビデオイメー
ジを視聴することで、負の強化（negative reinforcement）が与えられ、将来的にビデオ
イメージを見たいと思わなくなり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　技術が進歩するに従って、コンテンツを作成するためのユーザーが携帯することのでき
るデバイスのフォームファクタも、移り変わってきた。かつては、コンテンツ作成デバイ
スには、他の技術は無かった。やがてスマートフォン及びタブレットでビデオの取り込み
が可能となり、以前には想像もできなかった小型軽量化の時代を迎えた。現在、ヘッドマ
ウントディスプレイが、消費者向けデバイスとして実現可能となり始めており、センサー
などからデータを単にログ記録するのではなく、コンテンツの作成を可能とするウェアラ
ブル技術における移り変わりを特徴付けている。さらに、コンタクトレンズ及び人工網膜
は、人の視覚系にとっての実行可能な向上である。本明細書のシステム及び方法は、ビデ
オの取り込み、視線追跡、及び顕著性を持つビデオの編集のこのようなモードにも適用可
能であり、本発明の一部と見なされる。視線追跡を通してユーザーの注視を特定するため
の必要不可欠な技術を、ここでウェアラブルデバイス及びインプラトデバイスへ組込むこ
とができることにより、眼は、デバイス入力及び編集のための実現可能なツールとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の最良の理解は、以下に提示される明細書及び請求項を充分に読むことから得ら
れるが、この概要は、本出願で述べるシステム及び方法の新しく有用な特徴の一部を読者
に知らせる目的で提供される。当然、この概要は、本発明のシステム及び方法の特徴のす
べてを完全に列挙することを意図するものではなく、また、いかなる形であっても、本出
願の詳細な記述の最後に提示される請求項の範囲を限定することを意図するものでもない
。
【００１０】
　本発明は、ウェアラブルデバイスに実装可能であるシステム及び方法を提供する。この
システムは、ウェアラブルデバイスを用いて取り込まれたメディアイメージをユーザーが
編集可能となるように設計される。このシステムは、取り込み時の前、取り込み時の最中
、又は取り込み時の後であっても、視線追跡データを用いて様々な編集機能を制御するこ
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とができる。また、メディアイメージのどのセクション又は領域が、ユーザー又は視聴者
にとってより興味のあるものであり得るかを決定するための方法も提示される。この方法
は、視線追跡データを用いて、取り込まれたメディアに顕著性を割り当てることができる
。これらのシステム及び方法のいずれにおいても、操作を向上する目的で、視線追跡デー
タが追加のセンサーからのデータと組み合わされてよい。
【００１１】
　上記を考慮して、本出願は、ウェアラブルデバイス、ユーザーの周囲のメディアイメー
ジを取り込むようにそのデバイスに搭載されたシーンカメラ、ユーザーの少なくとも片方
の眼の視線追跡データを取り込むための、眼にレファレンスフレームを投射し、投射され
たレファレンスフレームをディスプレイの第二レファレンスフレームと関連付ける視線追
跡サブシステム、及び視線追跡データに少なくとも部分的に基づいてシーカメラによって
取り込まれたメディアイメージにタグ付けするための、シーンカメラ及び視線追跡サブシ
ステムと通信する１つ以上のプロセッサーを含む、メディアイメージを編集するための装
置、システム、並びに方法について述べる。
【００１２】
　別の実施形態では、この装置、システム、及び方法は、異なる観点から妥当なイベント
を記録する目的で、近位に位置するウェアラブルデバイスによって決定されるビデオイメ
ージ中の相対的顕著性を定量的に評価することができるものであり、個々のユーザーによ
って装着されるように構成され、各ウェアラブルデバイスが、個々のユーザーの周囲のメ
ディアイメージを取り込むようにその上に搭載されたシーンカメラ、１つ以上のセンサー
、及び通信インターフェイスを含む複数のウェアラブルデバイス；各ウェアラブルデバイ
スの通信インターフェイスを介してウェアラブルデバイスと通信するためのサーバーを含
む。
【００１３】
　さらに別の実施形態では、ウェアラブルデバイス上のシーンカメラを用いてユーザーの
周囲のメディアイメージを取り込むこと；ウェアラブルデバイス上の視線追跡サブシステ
ムを用いてユーザーの少なくとも片方の眼の視線追跡データを取り込むこと；並びに視線
追跡データから識別された少なくとも１つの眼の事象の動作に少なくとも部分的に基づい
てメディアイメージを選択すること及び編集することのうちの少なくとも一方を含む、ユ
ーザーが装着したウェアラブルデバイスからのメディアイメージを選択又は編集するため
の方法が提供される。
【００１４】
　ここで提示される本発明の態様及び適用を、図面及び本発明の詳細な記述において以下
で述べる。特に断りのない限り、明細書及び請求項における語及び句には、適用可能な技
術分野の当業者にとって一般的かつ通常の慣習的な意味が与えられることを意図している
。本発明者らは、所望される場合、本発明者ら自身の辞書編集者であり得ることは充分に
認識している。本発明者らは、明確にそれ以外が述べられていない場合、自身の辞書編集
者として、明細書及び請求項の用語の一般的かつ通常の意味のみを用いることを明白に選
択し、そしてさらに、その用語の「特別の」定義を明白に示し、それがその一般的かつ通
常の意味からいかに異なるかを説明する。「特別の」定義を適用する意図のそのような明
確な記載が存在しない場合、その用語に対する単純な一般的かつ通常の意味が明細書及び
請求項の解釈に適用されるということが、発明者らの意図であり、所望するところである
。
【００１５】
　本発明のより完全な理解は、以下の説明のための図面と合わせて考慮される場合、詳細
な記述を参照することで得られるであろう。図面において、同じ符号は、図面全体を通し
て同じ要素又は作用を意味する。本発明の本代表的実施形態が、添付の図面で説明される
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】図１は、患者の眼及び／又は眼瞼の動きに基づいて患者のモニタリングを行うた
めの装置の実施形態を装着している入院患者の透視図である。
【図２】図２は、検出デバイス及び処理ボックスを含む図１の実施形態の拡大透視図であ
る。
【図３】図３は、人の眼及び／又は眼瞼の動きに基づいて人のモニタリングを行うための
別のシステムの透視図である。
【図４】図４は、図３のフレーム上のカメラの詳細図である。
【図５】図５Ａ～５Ｉは、図３のシステムでモニタリングされ得る複数のパラメーターの
グラフ表示である。
【図６】図６は、図３のフレーム上のカメラからのビデオ出力の詳細図である。
【図７】図７は、５素子センサーアレイ（five-element sensor array）からのシグナル
を処理するための回路の代表的実施形態を示す概略図である。
【図８】図８Ａ及び８Ｂは、飛行士のヘルメットに組み込まれた眼の動きをモニタリング
するための装置の別の実施形態を示す。
【図９】図９は、図８Ａ及び８Ｂの装置に含まれてよいカメラの概略図である。
【図１０】図１０Ａ及び１０Ｂは、それぞれ、複数のカメラからの同時出力及び人の眼の
開閉をそれぞれ示す図のイメージである。
【図１１】図１１Ａ～１１Ｃは、眼の動きのモニタリングを補助するために瞳孔の外周部
を識別するために作成される楕円グラフィックを示すグラフィック表示である。
【図１２】図１２Ａ及び１２Ｂは、人の眼の動きをモニタリングするための装置を装着し
た人の覚醒を試験するための方法を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、眼の動きに基づいてコンピュータデバイスを制御するための方法を
示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、経皮的に光を眼に到達させ、眼の瞳孔から出て発せられる光を検出
するための装置の前面図である。
【図１５】図１５は、人の眼及び／又は眼瞼の動きに基づいて人のモニタリングを行うた
めの装置のさらに別の実施形態の透視図である。
【図１６】図１６は、装置を装着している人の眼のイメージを取り込んでいる図１５の装
置を示す詳細図である。
【図１７】図１７は、本明細書のシステム及び方法に含まれてよいシステムアーキテクチ
ャの代表的実施形態を示す。
【図１８】図１８は、本明細書のシステム及び方法のためのアーキテクチャの代表的実施
形態を示す。
【図１９】図１９は、メディアイメージの選択及び／又は編集に用いられてよい代表的因
子を示すフローチャートである。
【図２０】図２０は、メディアイメージを共有するための代表的プロセスを示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面を参照すると、図１は、ベッド１２で患者１０の眼及び／又は眼瞼の動きを検出す
るための検出デバイス３０を装着している患者１０を示す。検出デバイス３０は、本明細
書で述べるいずれのバイオセンサーデバイスを含んでもよく、それは、例えば目的を持っ
たコミュニケーションのための意識的な眼の動きのモニタリング、例えば傾眠若しくはそ
の他の状態における無意識の眼の動きのモニタリング、及び／又は１つ以上の電子デバイ
ス（図示せず）の制御のために用いられてよい。検出デバイス３０は、検出された眼及び
／又は眼瞼の動きを、例えばビデオディスプレイ５０を用いて医療提供者４０と通信され
てよいデータストリーム、理解可能なメッセージ、及び／又はその他の情報へ変換する処
理ボックス１３０と連結されていてよい。
【００１８】
　図２を参照すると、装置又はシステム１４の代表的実施形態が示され、それは、従来の



(10) JP 2017-507400 A 2017.3.16

10

20

30

40

50

眼鏡２０に取り付け可能であり、目標に向けることができ、焦点を合わせることができる
検出デバイス３０を含む。眼鏡２０は、レンズ２１の間に延びるブリッジ２４を含むフレ
ーム２２に取り付けられた１対のレンズ２１、及びモダン２６を有する側枠部（side mem
bers）又はテンプル２５を含み、これらはすべて従来のものである。別の選択肢として、
レンズ２１が必要ではない場合もあることから、フレーム２２は、レンズ２１無しで提供
されてもよい。
【００１９】
　検出デバイス３０は、側枠部２５のうちの一方に取り付けるためのクランプ又はその他
の機構２７、並びに１つ以上の発光器３２及びセンサー３３（１つを図示）が搭載される
調節可能アーム３１を含む。発光器３２及びセンサー３３は、発光器３２が眼鏡２０を装
着した人の眼３００に向かってシグナルを発することができるように所定の関係で搭載さ
れ、センサー３３は、眼３００及び眼瞼３０２の表面から反射されたシグナルを検出する
ことができる。別の選択肢として、発光器３２及びセンサー３３は、互いに近接して搭載
されてもよい。
【００２０】
　１つの実施形態では、発光器３２及びセンサー３３は、例えば装着者の通常の視覚に対
する混乱又は妨害を最小限に抑えるために赤外範囲内である連続光又はパルス光をそれぞ
れ発生及び検出する。発光器３２は、所定の周波数のパルスとして光を発してよく、セン
サー３３は、その所定の周波数での光パルスを検出するように構成される。このパルスに
よる作動は、発光器３２によるエネルギー消費を削減することができ、及び／又はその他
の光源への干渉を最小限に抑えることができる。
【００２１】
　別の選択肢として、紫外光などの可視スペクトルを超えた、又は可視スペクトル内であ
る光のその他の所定の周波数範囲、又は電波、音波などのエネルギーのその他の形態が用
いられてもよい。
【００２２】
　処理ボックス１３０は、中に１つ以上のワイヤ（図示せず）が含まれるケーブル３４に
よって検出デバイス３０と連結される。処理ボックス１３０は、中央演算処理装置（ＣＰ
Ｕ）及び／又はその他の回路を含んでよい。処理ボックス１３０は、発光器３２及び／又
はセンサー３３を制御するための制御回路を含んでもよく、又はＣＰＵが、内部制御回路
を含んでよい。
【００２３】
　例えば、１つの実施形態では、制御回路は、発光器３２を制御して、１秒間あたり少な
くとも約５～２０パルスを例とする１秒間あたり何千パルスという高さから１秒間あたり
約４～５パルスという低さまでの所定の周波数でパルス化された明滅する赤外シグナルを
発生させてよく、それによって、１回あたり約２００ミリ秒という短さの目的を持たない
又は目的を持った瞬きの検出が容易となる。センサー３３は、発光器３２の明滅周波数に
固有の所定の周波数の光パルスのみを検出するように制御されてよい。このようにして、
発光器３２及びセンサー３３を所定の周波数に同期させることにより、システム１０は、
例えば、明るい太陽光、完全な暗闇、周囲赤外光のバックグラウンド、又は異なる明滅周
波数で作動しているその他の発光器によって出力シグナルが実質的に影響を受けることな
く、様々な周囲条件下で用いることができる。明滅周波数を調節することで、電力消費を
最小限に抑えると同時に、単位時間あたりの瞬き回数（例：１分間あたり約１０から約２
０回の瞬き）、各瞬きの継続時間（例：約２００ミリ秒から約３００ミリ秒）、及び／若
しくはＰＥＲＣＬＯＳ（すなわち、眼瞼が完全に若しくは部分的に閉じられる時間のパー
セント）の測定効率を最大化するか、又はシステムの効率を最大化することができる。
【００２４】
　制御回路及び／又は処理ボックス１３０は、当業者であれば理解されるように、発光器
３２によって発光される光の周波数、焦点、若しくは強度を調節するための、発光器３２
のオン及びオフを切り替えるための、センサー３３の閾値感度を調節するための、及び／
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又は閉じられた眼瞼からの最大の赤外反射を得る自己集束（self-focusing）を可能とす
るための、マニュアル及び／又はソフトウェアによる制御部（図示せず）を含んでよい。
【００２５】
　加えて、処理ボックス１３０はまた、発光器３２、センサー３３、ＣＰＵ、及び／又は
処理ボックス１３０内のその他のコンポーネントに電力を供給するための電源も含んでよ
い。処理ボックス１３０は、従来のＤＣ電池、例えば９ボルト電池、又は充電式のリチウ
ム、カドミウム、若しくは水素電池によって、並びに／又はシステム１４に取り付けられ
た、若しくは中に組み込まれた太陽電池によって電源が供給されてよい。別の選択肢とし
て、従来のＡＣアダプター又は１２ボルト自動車ライターア用ダプターなどのアダプター
（図示せず）が、処理ボックス１３０に接続されてもよい。
【００２６】
　別の選択肢として、人とデバイスとの間の直接のインターフェイスを提供するために、
受信器１５６が、ラジオ若しくはテレビの操作部（radio or television controls）、ラ
ンプ、ファン、ヒーター、モーター、振動触覚シート（vibro-tactile seats）、リモー
トコントロール輸送機、輸送機モニタリング若しくは制御デバイス、コンピューター、プ
リンター、電話、ライフラインユニット（lifeline unit）、電子玩具、又は補助コミュ
ニケーションシステムなどの様々なデバイス（図示せず）と直接連結されてもよい。
【００２７】
　さらなる別の選択肢として、バイオセンサーデバイス、個々の発光器、及び／又は検出
器によって発光及び／又は検出される光を制御するために、１つ以上のレンズ又はフィル
ターが備えられてよい。例えば、発光された光の角度が、プリズム若しくはその他のレン
ズを用いて変化されてよく、又は光は、眼に向けられる光を所定の形態のビームとするた
めに、若しくはセンサーによって反射光を受光するために、スリットを通して平行化（co
lumnated）又は集束されてよい。発光された光のビームの形態、例えば幅を制御するよう
に、又はセンサーの感度を調節するように調節可能であるレンズアレイが備えられてよい
。レンズは、当業者であれば理解されるように、プラスチックなどのケースに発光器と共
に入れられるか、又は別個のアタッチメントとして提供されてよい。
【００２８】
　図３を参照すると、眼の動きをモニタリングするためのシステム８１０のなお別の実施
形態が示される。一般的に、システム８１０は、ブリッジ８１４及び１対の耳保持部（ea
r support）、１つ以上の発光器８２０、１つ以上のセンサー８２２、及び／又は１つ以
上のカメラ８３０、８４０を含んでよいフレーム８１２を含む。フレーム８１２は、処方
箋レンズ、色付き（shaded）レンズ、又は保護レンズなどの１対のレンズ（図示せず）を
含んでよいが、含んでいなくてもよい。別の選択肢として、システムは、パイロットの酸
素マスク、眼の保護具、患者の人工呼吸装置、スキューバ若しくは水泳用マスク、ヘルメ
ット、ハット、ヘッドバンド、ヘッドバイザー、頭部保護具などのユーザーの頭部に装着
され得るその他のデバイス上に、又は頭部及び／若しくは顔面を保護する密閉型スーツ（
enclosed suits）などの中に備えられてもよい（図示せず）。システムのコンポーネント
は、ユーザーの視覚及び／又はデバイスの通常の使用への干渉をおおよそ最小限に抑える
デバイス上の様々な位置に備えられてよい。
【００２９】
　示されるように、発光器８２０のアレイが、フレーム８１２上に備えられており、例え
ば、縦方向アレイ８２０ａ及び横方向アレイ８２０ｂである。加えて、又は別の選択肢と
して、発光器８２０は、円形状アレイ（図示せず）などのその他の構成で備えられていて
よく、光フィルター及び／又は光拡散器を含んでいても、若しくは含んでなくてもよい。
代表的実施形態では、発光器８２０は、本明細書の他所で述べるその他の実施形態と同様
に、所定の周波数でのパルスを発光するように構成された赤外発光器である。発光器８２
０は、ユーザーの眼の片方を含むユーザーの顔面の領域上へレファレンスフレーム８５０
を投射するように、フレーム上に配置されてよい。示されるように、レファレンスフレー
ムは、その領域を４つの象限に分割する１対の交差したバンド８５０ａ、８５０ｂを含む
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。代表的実施形態では、交差したバンドの交点は、正面視（primary gaze）時、すなわち
、ユーザーがおおよそまっすぐ前を見ている場合の眼の瞳孔に実質的に対応する位置に配
置されてよい。別の選択肢として、その他のレファレンスフレームが提供されてもよく、
例えば、縦横の構成要素、角度のついた放射状構成要素、又はその他の直交構成要素が挙
げられる。以下でさらに説明するように、所望に応じて、実質的に静止して維持される１
若しくは２つのレファレンス点であっても、眼の相対的動きを判定するための充分なレフ
ァレンスフレームを提供し得る。
【００３０】
　ユーザーの眼瞼から反射される発光器８２０からの光を検出するために、センサー８２
２のアレイが、フレーム８１２上に備えられてもよい。センサー８２２は、本明細書の他
所で述べるその他の実施形態と同様に、眼瞼の開閉を識別する強度を有する出力シグナル
を発生させることができる。センサー８２２は、眼瞼の対応する部分から反射された光を
検出するために、対応する発光器８２０に近接して配置されてよい。別の選択肢として、
センサー８２２は、本明細書の他所で述べる実施形態と同様に、眼瞼が閉じた度合いをモ
ニタリングするために、例えばブリッジ８１４に沿って、縦方向アレイとしてのみ提供さ
れてもよい。さらなる別の選択肢として、発光器８２０及びセンサー８２２は、単一デバ
イスに発光及び検出の両機能を備えたソリッドステートバイオセンサー（図示せず）であ
ってよい。以下でさらに説明されるように、所望に応じて、発光器８２０及び／又はセン
サー８２２は、例えばカメラ８３０、８４０が充分な情報を提供する場合、取り除かれて
もよい。
【００３１】
　センサーアレイによって発生されたシグナルを用いてＰＥＲＣＬＯＳ又はその他のパラ
メーターを測定するために、回路及び／又はソフトウェアが備えられてよい。例えば、図
７は、例えばＰＥＲＣＬＯＳ測定値又はその他の注意パラメーター（alertness paramete
r）を得るために、５素子アレイからのシグナルを処理するために用いられてよい代表的
な概略図を示す。
【００３２】
　図３に戻ると、システム８１０は、ユーザーの片眼又は両眼に対して概略的に向けられ
た１つ以上のカメラ８３０も含む。各カメラ８３０は、ブリッジ８１４（又はフレーム８
１２上のその他の位置、例えば、ユーザーの視覚の妨害を最小限に抑える位置）に取り付
けられるか又はそれに近接する第一の端部、及びイメージをデジタルビデオシグナルに変
換することができるＣＣＤ又はＣＭＯＳを例とする検出器８３８と連結される第二の端部
８３７を含む光ファイバーバンドル８３２を含んでよい。図４に示されるように、例えば
イメージの焦点を光ファイバーバンドル８３２に合わせるために、対物レンズ８３４が光
ファイバーバンドル８３２の第一の端部に備えられてよい。やはり図４に示されるように
、所望に応じて、発光器８３６を備えるために、光ファイバーバンドル８３２は、端部が
レンズ８３４に近接してよい１つ以上の発光ファイバーを含んでよい。（１若しくは複数
の）発光ファイバーは、例えば図９に示される実施形態に類似し、以下でさらに記載され
る光源（図示せず）に接続されてよい。図３には、１つのカメラ８３０しか示されていな
いが（例：ユーザーの左眼をモニタリングするため）、ユーザーの他方の眼（例：右眼）
をモニタリングするために、光ファイバーバンドル、レンズ、（１若しくは複数の）発光
器、及び／又は検出器（もっとも、以下でさらに説明されるように、所望に応じて、これ
らのカメラは、共通の検出器を共有してもよい）を例とする類似のコンポーネントを含む
別のカメラ（図示せず）が対称の構成で備えられてよいことは理解される。
【００３３】
　所望に応じて、異なる角度から片眼又は両眼に面していることを例とする、各々の眼に
向けられた複数のカメラ（図示せず）を有することが望ましい場合もある。所望に応じて
、これらの（１若しくは複数の）カメラは、延長光ファイバー、プリズムレンズ、及び／
又は反射ミラー（例：赤外光を反射するもの）、眼に面しているレンズの側面の非貫通性
若しくは遮断性鏡面などを含んでよい。そのようなアクセサリーは、（１若しくは複数の
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）カメラに送信される眼のイメージの所望される方法での曲げ、回転、反射、又は反転の
ために備えられてよい。
【００３４】
　（１若しくは複数の）カメラ８３０は、発光器８２０及び／又は８３６によって発光さ
れる光、例えば赤外光又は可視光範囲を超えるその他の光の周波数を検出するように構成
されてよい。所望に応じて、（１若しくは複数の）光ファイバーバンドル８３２が、発光
器８３６のための１つ以上の発光ファイバーを含む場合、フレーム８１２上の発光器８２
０は取り除かれてよい。この実施形態では、例えば以下でさらに説明されるように、セン
サー８２２を取り除き、（１若しくは複数の）カメラ８３０を用いて、ユーザーの片眼又
は両眼の動きをモニタリングすることも可能であり得る。所望に応じて、システム８１０
は、例えば、ユーザーの顔のすぐ前の領域など、ユーザーの周囲をモニタリングするため
に、ユーザーの頭部から外側に向けられた第二のカメラ８４０を含んでよい。カメラ８４
０は、カメラ８３０に類似のコンポーネントを含んでよく、例えば、光ファイバーバンド
ル８４１、レンズ（図示せず）、及び／又は（１若しくは複数の）発光器（これも図示せ
ず）である。所望に応じて、カメラ８３０は、周囲光の条件下でイメージを生成するのに
充分な感度であってよく、発光器は、取り除かれてよい。カメラ８４０は、図３に示され
るように、別の検出器８３９に連結されてよく、又は以下でさらに説明されるように、（
１若しくは複数の）カメラ８３０と検出器８３８を共有してもよい。
【００３５】
　耳支持部８１６の一方又は両方は、代表的なプロセッサー８４２などのコントローラー
若しくはプロセッサー、送信器８４４、アンテナ８４５、（１若しくは複数の）検出器８
３８、８３９、及び／又は電池８４６を例とする１つ以上のコンポーネントを搭載するた
めのパネル８１８を含んでよい。プロセッサー８４０は、発光器８２０、センサー８２２
、及び／又はカメラ８３０、８４０（例：（１若しくは複数の）検出器８３８、８３９）
と、それらの作動を制御するために連結されてよい。送信器８４４は、センサー８２２及
び／又はカメラ８３０、８４０からの出力シグナルを受けて、例えば、以下で述べるよう
に、そのシグナルをリモート位置へ送信するために、プロセッサー８４２及び／又は（１
若しくは複数の）検出器８３８、８３９と連結されてよい。別の選択肢として、送信器８
４４は、センサー８２２及び／又はカメラ８３０、８４０からの出力リードと直接連結さ
れてもよい。フレーム８１２は、例えば、電源のオンオフの切り替え、又は発光器８２０
、センサー８２２、及び／若しくはカメラ８３０、８４０の強度及び／若しくは閾値の調
節のために、例えば耳支持部８１６上に、マニュアル制御部（図示せず）も含んでよい。
【００３６】
　所望される場合、システム８１０は、例えば、ユーザーの認知、感情、及び／又は行動
の状態に関連する追加の生物又は神経生理学的データの統合及び相互相関の目的で、生理
学的センサーを例とする１つ以上の追加のセンサーをフレーム８１２上に含んでもよい。
センサーは、センサーからのシグナルのモニタリング、記録、及び／又はリモート位置へ
の送信が可能となるように、プロセッサー８４２及び／又は送信器８４４に連結されてよ
い。例えば、１つ以上の位置センサー８５２ａ、８５２ｂが、例えばフレーム８１２の、
従ってユーザーの頭部の空間的方向を特定するために備えられてよい。例えば、頭部の傾
き又は動きを測定するために、例えばユーザーの頭部が前方に垂れているか又は側方に傾
いているかどうかをモニタリングするために、アクチグラフセンサーが備えられてよい。
音響センサー、例えばマイク８５４が、環境ノイズ又はユーザーによって発せられる音を
検出するために備えられてよい。
【００３７】
　加えて、システム８１０は、フレーム８１２上に１つ以上のフィードバックデバイスを
含んでよい。このようなデバイスは、例えば、傾眠又は意識欠如の状態を例とする所定の
状態が検出された場合に、ユーザーに警告する、及び／又はユーザーを起こすために、ユ
ーザーにフィードバックを提供することができる。フィードバックデバイスは、その起動
を制御することができるプロセッサー８４２と連結されてよい。例えば、触覚振動刺激を
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皮膚接触を通して提供することができる機械的バイブレーターデバイス８６０が、耳支持
部８１６を例とするユーザーと接触することができる位置に備えられてよい。比較的低パ
ワーの電気刺激を発生させることができる電極（図示せず）が備えられてよい。１つ以上
のＬＥＤなどの可視白色又は色付き光発光器が、ブリッジ８１４の上部を例とする所望さ
れる位置に備えられてよい。別の選択肢として、本明細書の他所でその他の実施形態と同
様に、ブザー又はその他のアラームなどの音響デバイス８６２が備えられてよい。さらな
る別の選択肢として、芳香器（aroma-emitters）が、フレーム８１０上、例えば、ブリッ
ジ８１４の上又はそれに近接して備えられてよい。
【００３８】
　加えて、又は別の選択肢として、１つ以上のフィードバックデバイスが、フレーム８１
２とは別であるが、ユーザーにフィードバック応答を提供することができる形で位置する
ように備えられてよい。例えば、音響的、視覚的、触覚的（例：振動シート）、又は嗅覚
的発生器がユーザーの近傍に備えられてよく、本明細書の他所で述べるいずれかのデバイ
スなどである。さらなる別の選択肢として、遠隔操作されるファン若しくはエアコンディ
ショニングユニットを例とするユーザーに対する熱刺激を発生させることができる発熱又
は冷却デバイスが備えられてよい。
【００３９】
　システム８１０はまた、本明細書の他所で述べるその他の実施形態と同様に、フレーム
８１２からリモートにあるコンポーネントを含んでもよい。例えば、システム８１０は、
受信器、プロセッサー、及び／又はディスプレイ（図示せず）を、フレーム８１２からの
リモート位置に含んでよく、例えば、同じ室内、近くにあるモニタリングステーション、
又はより遠くにある位置である。受信器は、センサー８２２、カメラ８３０、８４０、又
はフレーム８１２上に備えられるその他のセンサーのいずれかからの出力シグナルを含む
、送信器８４２によって送信されるシグナルを受けることができる。
【００４０】
　プロセッサーは、フレーム８１２上のコンポーネントからのシグナルを分析して、例え
ばグラフィック表示用にそのシグナルを処理するために、受信器に連結されてよい。例え
ば、プロセッサーは、センサー８２２及び／又はカメラ８３０、８４０からのシグナルを
、モニター上に表示するために処理してよく、それによって、ユーザーを他者がモニタリ
ングすることが可能となる。同時に、単一又は別々のディスプレイ上に、その他のパラメ
ーターが表示されてよい。例えば、図５Ａ～５Ｉは、フレーム８１２上に存在してよい種
々のセンサーの出力を示すシグナルを示しており、それらは、共通の時間軸で、又はそう
でなければ、例えば、ユーザーの眼の動き及び／又は傾眠のレベルに対して補正されて表
示されてよい。プロセッサーは、ビデオシグナルを、その他の感知されたパラメーターと
合わせて重ね合わせるか、又はそうでなければ同時に表示して、医師又はその他の個人が
、これらのパラメーターをモニタリングし、ユーザーの行動と個人的に相関させることを
可能とすることができる。
【００４１】
　カメラ８３０からのビデオシグナルが処理されて、瞳孔サイズ、例えば交差バンド８５
０で定められる４つの象限内を例とする位置、追跡眼球運動、視線移動距離（eye gaze d
istance）などの様々な眼のパラメーターがモニタリングされてよい。例えば、（１若し
くは複数の）カメラ８３０は、発光器８２２によって発光される光を検出する能力を有し
得ることから、（１若しくは複数の）カメラ８３０は、発光器によってユーザーの眼の領
域に投射されるレファレンスフレームを検出し得る。図６は、縦方向配列で配置される２
０個の発光器を有するシステムに含まれるカメラからの代表的ビデオ出力を示す。
【００４２】
　カメラは、縦方向バンドとして配列される光の２０個の別々の領域を検出することがで
きる。カメラはまた、「グリント（glint）」点Ｇ、及び／又は移動する明瞳孔Ｐも検出
することができる。従って、瞳孔の動きは、グリント点Ｇに対して、及び／又は縦方向バ
ンド１～２０に対してモニタリングすることができる。
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【００４３】
　発光器８２２がフレーム８１２に固定されていることから、レファレンスフレーム８５
０は、ユーザーに対して実質的に静止状態に維持することができる。従って、プロセッサ
ーは、レファレンスフレーム８５０に対して、直交座標（例：ｘ－ｙ又は角度－半径）で
の瞳孔の位置を特定することができる。別の選択肢として、レファレンスフレームが除去
される場合、瞳孔の位置は、ユーザーの眼のいずれかの静止「グリント」点、又はその他
の所定のレファレンス点に対して特定されてよい。例えば、カメラ８３０自体が、反射し
てカメラによって検出されてよい光の点を眼に投射してよい。この「グリント」点は、カ
メラ８３０がフレーム８１２に固定されていることから、実質的に静止状態に維持するこ
とができ、それによって、それに続く眼の相対的な動きを特定可能とする基になる所望さ
れるレファレンス点が提供される。
【００４４】
　図３に戻ると、別の選択肢としての実施形態では、カメラ８３２、８４０は、図９に示
される構成と同様に、単一の検出器（図示せず）と連結されてよい。光ファイバーバンド
ル８３２、８４１は、カメラ８３０、８４０からのイメージを、検出器の対応する領域に
送達し、及び／又は焦点を合わせるために、１つ以上のレンズと連結されてよい。検出器
は、例えば断面が約５から１０ミリメートル（５～１０ｍｍ）であるアクティブイメージ
ング領域（active imaging area）を有するＣＣＤ又はＣＭＯＳチップであってよい。代
表的実施形態では、検出器のアクティブイメージング領域は、カメラ８３０及びカメラ８
４０の両方からのイメージを同時に受けるのに充分な領域が存在する限りにおいて、正方
形、長方形、円形、又は楕円形であってよい。カメラ８３０、８４０からの同時のビデオ
イメージを表示する代表的な出力を、図１０Ａ及び１０Ｂに示し、以下でさらに述べる。
この別の選択肢では、充分な解像度及び処理を伴う場合、システム８１０から発光器８２
０及び／又はセンサー８２２を除去することが可能であり得る。
【００４５】
　図８Ａ及び８Ｂを参照すると、装置９１０を装着した個人の眼瞼の動きをモニタリング
するための装置９１０の別の実施形態が示される。本明細書の他所で述べるように、装置
９１０は、バイオセンサー、コミュニケーター、及び／若しくはコントローラーとして用
いられてよく、並びに／又は、例えば意識的－目的を持った及び／若しくは無意識－目的
を持たないユーザーの片眼又は両眼の動きのモニタリングためのシステムに含まれてよい
。
【００４６】
　示されるように、装置９１０は、ユーザーの頭部に装着されてよいヘルメット９１２、
及びバイオセンサーアセンブリー９２０を含む。ヘルメット９１２は、標準的な飛行士の
ヘルメットであってよく、ヘリコプター又はジェット飛行機のパイロットが用いるものな
どであり、例えば、それに搭載された暗視スコープ（night vision tubes）又はその他の
ゴーグル９１４を含む。所望に応じて、ヘルメット９１２は、片眼若しくは両眼の前又は
近傍に搭載された小型フラットパネルＬＣＤを例とする１つ以上のヘッドアップディスプ
レイを含んでよい（図示せず）。
【００４７】
　別の選択肢として、ヘルメット９１２は、ユーザーの頭部に装着されるように構成され
たフレーム又はその他のデバイスに置き換えられてもよい。例えば、本明細書の他所でさ
らに述べるように、図１５は、フレーム１０１２及びバイオセンサーアセンブリー１０２
０を含む装置１０１０の代表的実施形態を示す。本明細書で述べる他の実施形態と同様に
、一般的に、フレーム１０１２は、ブリッジ１０１２ａ、各眼の上若しくは周りに延び、
開口部１０１２ｃを定めるリム１０１２ｂ、及び／又は１対の耳支持部１０１２ｄを含む
。フレーム１０１２は、処方箋レンズ、色付きレンズ、及び／又は保護レンズなど、開口
部１０１２ｃの中又は全体にわたって搭載される１対のレンズ（これも図示せず）を含ん
でよいが、それらは、装置１０１０の作動にとって必要ではない。例えば、レンズは、青
若しくはグレーフィルター、偏光レンズなどを含んでよい。代表的実施形態では、レンズ
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は、例えば、カメラ１０２４によって取り込まれたイメージにおける過飽和、グリントな
どの発生を抑制するために、カメラ１０２４によって検出される帯域幅に相当する光の所
定の帯域幅を透過させるように選択されてよい。
【００４８】
　別の選択肢として、片方又は両方のレンズは、比較的小型のフラットパネルＬＣＤを例
とするディスプレイに置き換えられてよく、又は以下でさらに説明されるように、シミュ
レーター及び／若しくは娯楽用デバイスとして用いられてよい、ヘッドアップディスプレ
イに類似のものを例とするイメージの投射が可能である領域（図示せず）を含んでよい。
さらなる別の選択肢として、本明細書の装置は、ハット、キャップ、ヘッドバンド、ヘッ
ドバイザー、眼及び頭部の保護具、フェイスマスク、酸素マスク、人工呼吸マスク、スキ
ューバ若しくは水泳用マスクなど（図示せず）、ユーザーの頭部に装着されてよいその他
のデバイスを含んでよい。
【００４９】
　本明細書の他所でさらに述べるように、装置９１０又は１０１０のコンポーネントは、
例えば、装置９１０又は１０１０の装着中におけるユーザーの視覚及び／又は通常の活動
への干渉をおおよそ最小限とするために、ヘルメット９１２又はフレーム１０１２（又は
その他の頭部装着デバイス）の様々な位置に備えられてよい。
【００５０】
　図８Ａ及び８Ｂに示されるように、バイオセンサーアセンブリー９２０は、例えばベル
クロ、ストラップ、及び／又はその他の一時的若しくは取り外し可能なコネクタ（図示せ
ず）を用いて、ヘルメット９１２の上部に搭載されたカメラ９２２を含む。このことによ
り、非使用時にカメラ９２２を取り外すことが可能となる。別の選択肢として、本明細書
で述べるその他の実施形態と同様に、カメラ９２２は、実質的に恒久的にヘルメット９１
２と接続されてよく、ヘルメット９１２（又はその他のフレーム）中に直接組み込まれる
、ヘッドマウントテレビ、ＬＣＤモニター、若しくはその他のデジタルディスプレイに接
続される、などである。
【００５１】
　バイオセンサーアセンブリー９２０はまた、ユーザーの片眼又は両眼のイメージングの
ための１つ以上の「エンド－カメラ（endo-cameras）」を備えるために、カメラ９２２か
らヘルメット９１２の前部へ延びる１つ以上の光ファイバーバンドル９２４も含む。カメ
ラ９２２から対応するゴーグル９１４のスコープ部へ延びる１対の光ファイバーバンドル
９２４が示される。代表的な実施形態では、光ファイバーバンドル９２４は、カメラ９２
２からゴーグル９１４まで延びるのに充分な長さであってよく、例えば、約１２から１８
インチの長さであるが、別の選択肢として、光ファイバーバンドル９２４は、約２から４
フィートの長さを例としてそれより長くてもよく、又は短くてもよく、ヘルメット９１０
上のカメラ９２２の位置に応じて異なる（又は、カメラ９２２がヘルメット９１０とは別
に備えられる場合）。
【００５２】
　光ファイバーバンドル９２４の端部９２６は、恒久的に又は取り外し可能にゴーグル９
１４に取り付けられてよく、例えば、ゴーグル９１４に接続されているか、又はそうでな
ければゴーグル９１４から延びるブラケット９１６に取り付けられてよい。別の選択肢と
して、光ファイバーバンドル９２４は、クリップ、留め具、接着剤など（図示せず）を用
いて、一時的又は実質的に恒久的にゴーグル９１４上に保持されてよい。示されるように
、光ファイバーバンドル９２４の端部９２６は、ゴーグル９１４の下部に搭載され、ユー
ザーの眼に向かって上向きの角度が付けられる。端部９２６の角度は、例えば、約４５度
のベース角から約１５度上下に調節可能であってよい。別の選択肢として、光ファイバー
バンドル９２４の端部９２６は、ヘルメット９１２及び／又はゴーグル９１４のその他の
位置に備えられてよいが、それでも、ユーザーの眼の方向に向けられている。
【００５３】
　さらに図９を参照すると、各光ファイバーバンドル９２４は、光ファイバーイメージガ
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イド９２８、すなわち、光イメージングファイバーバンドル及び発光ファイバーバンドル
９３０を含んでよく、例えば、収縮チューブ（図示せず）に包まれて、カメラ９２２から
光ファイバーバンドル９２４の端部９２６まで延びている。各発光ファイバーバンドル９
３０は、例えばカメラ９２２の内部にある光源と連結された１つ以上の光ファイバーを含
んでよい。例えば、カメラ９２２は、１つ以上のＬＥＤ９３４を含む（簡略化のための１
つを図示）発光ダイオード（ＬＥＤ）筐体９３２を含んでよく、（１若しくは複数の）発
光ファイバーバンドル９３０は、ＬＥＤ筐体９３２と連結されて、（１若しくは複数の）
端部９２６に光が送達されてよい。
【００５４】
　光源９３４によって発光される光は、通常の人の視覚範囲外、例えば赤外範囲であって
よく、例えば、定格出力波長は、約８４０から８８０ナノメートル（８４０～８８０ｎｍ
）であり、それによって、発光される光が、ユーザーの通常の視覚を大きく妨げることは
ない。本明細書の他所で述べる実施形態と同様に、光源は、実質的に連続的に光を発して
よく、又は所望される周波数の光パルスを発してもよい。例えば、所望される場合、発光
されるパルスの周波数、長さ、及び／又は振幅のうちの１つ以上を調節するために、コン
トローラー（図示せず）が（１若しくは複数の）光源９３４に連結されてよい。
【００５５】
　別の選択肢として、発光ファイバーバンドル９３０の代わりに、ユーザーの顔面及び／
又は片眼若しくは両眼を照らすためのその他の光源が備えられてもよい。例えば、本明細
書の他所で述べる実施形態と同様に、１つ以上の発光器（図示せず）が備えられてよく、
例えば、ヘルメット９１２及び／又はゴーグル９１４の１つ以上の領域に沿って配置され
る発光器アレイである。
【００５６】
　各光ファイバーバンドル９２４の端部９２６は、イメージガイド９２８の焦点を、所望
される形で、例えばユーザーの眼に向かって合わせることができる対物レンズ９３６（図
８Ａに示す）を例とする１つ以上のレンズを含んでよい。各イメージガイド９２８は、前
方視線（forward line of sight）（ゼロ度（０°）視野）を有してよく、対物レンズ９
３６は、約４５度（４５°）を例とするより広い視野を提供してよい。所望に応じて、視
線は、対物レンズ９３６の調節によって調節可能であってよく、例えば、約３０から６０
度（３０～６０°）である。さらに、対物レンズ９３６は、視距離を、例えば約２インチ
（２ｉｎ．）に最適化することができ、それによって、ユーザーの片眼又は両眼への焦点
合わせが改善される。従って、（１若しくは複数の）イメージガイド９２８は、ユーザー
の片眼又は両眼のイメージを、（１若しくは複数の）光ファイバーバンドル９２４を通し
てカメラ９２２に伝達することができる。
【００５７】
　図９に示されるように、カメラ９２２は、イメージングデバイス９４０のアクティブ領
域９４２上にある（１若しくは複数の）イメージガイド９２８（及び／又はカメラ９４４
）からのイメージを送達し及び／又はイメージの焦点を合わせるために、拡大セクション
９３８を例とする１つ以上のレンズを含んでよい。イメージングデバイス９４０は、イメ
ージを受けるための二次元アクティブ領域を備える様々な公知のデバイスであってよく、
例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤ検出器である。代表的実施形態では、イメージングデバイス
９４０は、ＣＭＯＳデバイスであってよく、センソベーション（Sensovation）製Ｍｏｄ
ｅｌ　ｃｍｏｓ　ＳａｍＢａ　ＨＲ－１３０、又はマイクロンイメージング（Micron Ima
ging）製Ｆａｓｔ　Ｃａｍｅｒａ　１３　Ｍｏｄｅｌ　ＭＩ－ＭＶ１３などである。拡大
セクション９３８は、Ｃマウント又はその他の接続法（図示せず）を介して、カメラ９２
２と機械的に接続されてよい。
【００５８】
　代表的実施形態では、各イメージガイド９２８は、例えば本明細書の他所で述べる光フ
ァイバーバンドルと同様に、１万から５万（１０，０００から５０，０００）ピクセルも
のイメージデータを提供する能力を有してよく、それらは、イメージングデバイス９４０
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のアクティブ領域９４２上に投射されてよい。図８Ａ及び８Ｂに示される装置９１０の場
合、両光ファイバーバンドル９２４からのイメージは、図９に示されるように、単一のイ
メージングデバイス９４０に投射され、すなわち、それによって、ユーザーの眼の各々か
らのイメージが占めるのは、アクティブ領域９４２の半分未満である。
【００５９】
　本明細書の他所で述べる実施形態と同様に、所望に応じて、装置９１０は、例えばユー
ザーの周囲をモニタリングするために、ユーザーの頭部から外側に向けられた「エキソ－
カメラ（exo-camera）」９４４を含んでよい。
【００６０】
　例えば、図８Ａに示されるように、カメラ９２２から延びる別の光ファイバーバンドル
９４５が備えられてよい。示されるように、光ファイバーバンドル９４５は、「前方向」
、すなわち、ユーザーがまっすぐ前を見る際とおおよそ同じ方向に向けられ、末端にはマ
イクロレンズ９４６を有する。この光ファイバーバンドル９４５は、その視野がヘルメッ
ト９１２に対して実質的に固定されるように、比較的短くてよく、及び／又は実質的に剛
性であってよい。別の選択肢として、エキソ－カメラ９４４は、上記で述べるエキソ－カ
メラ８４０同様に、例えばフレキシブル光ファイバーバンドルを含む、ヘルメット９１２
及び／又はゴーグル９１４のその他の場所に備えられてもよい。従って、エキソ－カメラ
９４４は、ユーザーから外側のイメージ、例えばユーザーの顔面のまっすぐ前方向のイメ
ージを提供することができる。
【００６１】
　エキソ－カメラ９４４は、１つ以上の発光ファイバーを含んでも又は含んでいなくても
よいが、イメージングデバイス９４０と、例えば拡大セクション９３８を介して、又は別
々に連結されてよいイメージガイドを含んでよい。従って、本明細書で述べるその他の実
施形態と同様に、エキソ－カメラ９４４からのイメージは、イメージガイド９２８から受
けるユーザーの眼の各々のイメージと同じアクティブ領域９４２上に送達されてよい。こ
の構成により、時間的及び／又は空間的同期を可能とするか、又は容易とすることができ
、それによって、（１若しくは複数の）エンド－カメライメージをエキソ－カメライメー
ジ上に重ねる、若しくは重ね合わせることが可能となるか、又は「三角測量」若しくは視
線追跡目的のその他のアルゴリズムを通して、ユーザーの頭部の方向位置（head directi
onal position）に対してユーザーの眼が「どこを」、「何を」、及び／又は「どれだけ
の時間」（注視の継続時間）見ているかを識別することが可能となる。
【００６２】
　従って、カメラ９２２は、１つ以上の「エンド－カメラ」から、すなわち、光ファイバ
ーバンドル９２４から、及びエキソ－カメラ９４４からのイメージを同時に取り込むこと
ができる。このことにより、各デバイスによって取り込まれたイメージを、確実に互いに
同期させることができ、すなわち、特定の時間に取得された一方の眼のイメージが、実質
的に同じ時間に取得された他方の眼のイメージに対応するように、互いに時間でリンクさ
せることができる。さらに、これらのイメージは、１つ以上の生理学的センサーを例とす
るその他のセンサーからのデータと実質的に同期させることもでき、このことにより、ユ
ーザーのモニタリング及び／若しくは診断、並びに／又はユーザーの行動の予測を行う能
力を向上させることができる。この同期のために、イメージデータは、比較的高い速度で
取り込まれてよく、例えば、１秒あたり約５００から７５０フレーム又はヘルツ（５００
～７５０Ｈｚ）である。別の選択肢として、例えばデータを受けるプロセッサーによって
同期されてよいイメージデータを取り込む別の検出器が備えられてもよい。この別の選択
肢では、取り込みに続くプロセッサー又はその他のデバイスによる同期を容易とするため
に、約３０から６０ヘルツ（３０～６０Ｈｚ）を例とするより遅い取り込み速度が用いら
れてよい。所望に応じて、カメラ９２２及び／又は付随するプロセッサーは、例えば１秒
間あたり約１５から６０（１５～６０）フレームの速度での比較的遅い眼部計測（oculom
etrics）を取り込む能力を有していてよい。
【００６３】
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　図１０Ａ及び１０Ｂは、２つのエンド－カメラ２０１０及びエキソ－カメラ２０２０か
らの同時イメージシグナルを受けるカメラからの（又は、別々のカメラ及び／若しくは検
出器からのイメージをコンパイルするデバイスからの）代表的な出力を示す。示されるよ
うに、エンド－カメラは、ユーザーの眼の各々に向かって向けられており、エキソ－カメ
ラは、外側に向かってユーザーの周囲に向けられている（すなわち、ユーザーの顔面のお
およそまっすぐ前方向）。図１０Ａでは、ユーザーの眼の両方２０１０Ｌ、２０１０Ｒは
、開いており、エキソ－カメライメージ２０２０は、ユーザーの前にある部屋の水平の視
界を示している。反対に、図１０Ｂでは、ユーザーの眼の一方２０１０Ｌは、完全に閉じ
られており、他方の眼２０１０Ｒは、眼瞼が瞳孔のほとんどを覆うように部分的に閉じら
れている。エキソ－カメライメージ２０２０は、ユーザーの頭部が、左に傾き、前に垂れ
始めたことを示している。
【００６４】
　図８Ａ、８Ｂ、及び９に戻ると、カメラ９２２（及び／又はカメラ９４４）からのイメ
ージは、装置９１０からケーブル９４８を介して転送される（図８Ａが最もよく分かる）
。例えば、本明細書の他所で述べるその他の実施形態と同様に、イメージングデバイス９
４０は、アクティブ領域９４２からの光学イメージを、ケーブル９４８を介して１つ以上
のプロセッサー及び／又はコントローラー（図示せず）に送ることができる電気シグナル
に変換することができる。別の選択肢として、本明細書で述べるその他の実施形態と同様
に、光ファイバーバンドル９２４及び／又はエキソ－カメラ９４４からのイメージは、装
置９１０から１つ以上のリモートデバイス、例えば、カメラ、検出器、及び／又はプロセ
ッサー（図示せず）に送られてよい。この別の選択肢では、バンドル９２４は、約２から
６フィートの長さであってよく、例えば、ユーザーが通常通りに移動可能であるが、それ
でも、（１若しくは複数の）リモートデバイスに連結された状態を維持可能であるのに充
分な長さが提供される。
【００６５】
　別の選択肢として、又は加えて、装置９１０は、無線送信器（図示せず）を含んでよく
、例えばブルートゥース若しくはその他のプロトコルを用いた、カメラ９２２と連結する
ことができる短距離又は長距離無線周波数（ＲＦ）送信器などである。送信器は、カメラ
９２２の中、又はヘルメット９１２の他所に位置されてよい。本明細書の他所で述べるそ
の他の実施形態と同様に、送信器は、イメージデータを表すイメージシグナルを、リモー
ト位置の受信器に送信することができる。なお別の選択肢として、装置９１０は、送信器
及び／若しくはケーブル９４８に代えて、又は加えて、イメージデータを保存するための
メモリ（これも図示せず）を含んでよい。例えば、データは、例えば航空機で用いられる
「ブラックボックス」レコーダーに類似のレコーダーデバイスに保存されてよく、それに
よって、レコーダーは、例えば輸送機事故、医療事象などの後の分析のために、後から回
収することができる。
【００６６】
　所望に応じて、装置９１０は、例えば、カメラ９２２の内部に、及び／又はヘルメット
９１２の上若しくは中に、装置９１０の様々なコンポーネントを制御するために、１つ以
上のコントローラー（図示せず）を含んでよい。例えば、コントローラーは、１つ以上の
ＬＥＤ９３４と連結されてよく、それによって、ＬＥＤ９３４は、所定のパルス、又は例
えばパルスの周波数、長さ、及び／若しくは振幅のうちの１つ以上を変化させる可変パル
スで光を発光し、例えば、装置９１０のエネルギー消費が低減される。加えて、装置９１
０は、装置９１０の１つ以上のコンポーネントに電力を供給するための、電池及び／又は
ケーブルを例とする１つ以上の電源も含んでよい。例えば、１つ以上の電池（図示せず）
が、イメージングデバイス９４０及び／又は（１若しくは複数の）ＬＥＤ９３４に電力を
供給するために、カメラ９２２の中に備えられてよい。
【００６７】
　図１５を参照すると、別の選択肢としてのバイオセンサーアセンブリー１０２０が示さ
れ、これは、本明細書で述べるその他の実施形態のいずれに備えられてもよく、及び／又
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は所望に応じて、本明細書で述べるその他の実施形態のコンポーネントのいずれを含んで
いてもよい。アセンブリー９２０とは異なり、複数の光源１０３０が、フレーム１０１２
上のいくつかの場所に備えられている。例えば、各光源１０３０は、例えば、約６４０～
７００ナノメートルの１つ以上の波長の赤外光、白色光を例とする広帯域可視光などの比
較的狭い又は広い帯域の光を発光するように構成された発光ダイオードを含んでよい。本
明細書のその他の実施形態と同様に、光源１０３０は、例えば、ユーザーの眼及び／又は
顔面を照らすために、レンズ、拡散器、又はその他の機能部（図示せず）を含んでよい。
光源１０３０は、例えば、１つ以上の縦方向アレイ、又はフレーム１０１２の対応する開
口部１０１２ｃの周囲に位置するその他のアレイとして、互いに間隔を空けて配置されて
よい。
【００６８】
　加えて、ユーザーの片眼又は両眼のモニタリングのために、及び所望に応じて、ユーザ
ーの周囲のモニタリングのために、個別のマイクロカメラ１０２４、１０４６が備えられ
てよい。例えば、示されるように、ＣＭＯＳ、ＣＣＤ、又はその他の検出器１０２４が、
各開口部１０１２ｃの下側を例とするフレーム１０１２上に、装置１０１０を装着してい
るユーザーの対応する眼の方向に検出器１０２４が向けられるように備えられてよい。図
１６に示されるように、各検出器１０２４は、例えば、フレームを装着している人の全体
的な視野から外して検出器１０２４を配置するために、フレーム１０１２の対応する開口
部１０１２ｃからずらされてよい。例えば、示されるように、フレームは、例えばフレー
ム１０１２によっておおよそ定められる平面に対して直交する、開口部１０１２ｃを通っ
て延びる注視軸線（eye-gaze axis）１０１３をおおよそ定めてよい。注視軸線１０１３
は、開口部１０１２ｃを通してまっすぐ前方を見ている場合のフレームを装着している人
が見る方向に対応し得る。検出器１０２４は、例えば検出器１０２４のアクティブ領域の
視野の中心を識別する検出器１０２４のセンターラインイメージング軸（centerline ima
ging axis）１０２５が、注視軸線１０１３からずれるようにフレーム１０１２に搭載さ
れてよい。１つの実施形態では、注視軸線１０１３及びセンターラインイメージング軸線
１０２５は、例えば検出器１０２４の方向を調節する前又は後に、軸線間に鋭角が定めら
れるように互いに交差していてよい。
【００６９】
　例えば、各検出器１０２４には、検出器１０２４の方向の調節を可能とし得る回転式マ
ウント（swivel mount）１０２６が備えられてよい。１つ以上のレンズ、フィルターなど
も（図示せず）、検出器１０２４を覆うように回転式マウント１０２６に固定されるか、
又はカメラ９２２と同様に、例えばそのアクティブ領域を覆うように、検出器１０２４に
直接固定されてよい。
【００７０】
　（１若しくは複数の）回転式マウント１０２６は、１つ以上の軸線を中心に調節可能で
あってよく、例えば、センターラインイメージング軸線１０２５など、ユーザーの眼又は
顔面の方向を向いたピボット軸線を中心に、例えば斜め上方向及びフレーム１０１２から
離れるように回転可能であってよい。回転式マウント１０２６は、例えば、個々のユーザ
ーの眼を、検出器１０２４のアクティブ領域内の中心に合わせるために、検出器１０２４
の配向を調節可能とするものであってよい。回転式マウント１０２６は、所望される方向
で回転式マウント１０２６（及び結果として検出器１０２４）を選択的にロックするが、
必要に応じて回転式マウント１０２６の解放及び調節も可能とするための止めネジ、対応
するネジ山（mating threads）、カラー（collar）、及び／又はその他の機能部（図示せ
ず）を含んでよい。
【００７１】
　検出器１０２４は、イメージの焦点を検出器１０２４のアクティブ領域上に合わせるた
めのレンズ（図示せず）を含んでよい。所望に応じて、例えば検出器１０２４によって得
られたイメージから所望されない波長の光を除去するために、フィルター（図示せず）が
検出器１０２４上に備えられてよい。例えば、フィルターは、除去されなければ検出器１
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０２４のアクティブ領域に受光され、イメージ上におけるグリント若しくはその他の所望
されないアーチファクトの発生、検出器１０２４の飽和などを起こし得る可視光及び／若
しくは紫外光の強度を低下させるか、又はそれらを完全に除去してよい。
【００７２】
　加えて、又は別の選択肢として、本明細書の他所で述べるように、除去されなければ眼
のイメージ上にグリント又はその他のアーチファクトを発生させ得る外部光の所望されな
い帯域幅を除去するために、フレーム１０１２上に着色レンズが備えられてよい。例えば
、レンズは、除去されなければモニタリングされている眼の瞳孔、眼瞼、又はその他の構
造による所望されない反応を引き起こし得る所望される波長光の強度の低下又は除去を、
使用中に静的又は動的に行ってよい。さらなる別の選択肢として、検出器１０２４は、約
６４０～７００ナノメートルの波長の赤外光を例とする所望される帯域幅内の光のイメー
ジのみを取り込むように構成されてもよい。
【００７３】
　加えて、装置１０１０を装着している人の周囲のイメージを取り込むために、１つ以上
のエキソ－カメラ１０４６、１０４７がフレーム１０１２上に備えられてよい。示される
ように、第一の検出器１０４６は、これまでの実施形態と同様に、フレーム１０１２のブ
リッジ１０１２ａに搭載され、ユーザーから外側に向けられる。検出器１０４６は、本明
細書のその他の検出器又はカメラと同様に、フレーム１０１２に固定されて搭載されてよ
く、又は、例えば回転式マウント、折り曲げ式チップ（bendable tip）などを含んで調節
可能とされてもよい。
【００７４】
　所望に応じて、例えば検出器１０４６に加えて、又はその代わりに、１対の検出器１０
４７が、例えばリム１０１２ｂの左側及び右側に備えられてよい。例えば、左右の検出器
１０４７は、検出器１０４７によって三次元で取り込まれたイメージ中の物体の三角測量
又はその他の識別を容易とすることができる。
【００７５】
　エキソ－カメラ１０４６、１０４７は、所望される場合、類似の若しくは異なる視野、
解像度、焦点距離、又はその他の特徴を有していてよい。例えば、異なるエキソ－カメラ
は、相対的に広い若しくは狭い視野を有してよく、フレームを装着している人の周囲の異
なる領域のイメージを取り込むために異なる軸線に沿って延びていてよく、並びに／又は
より高い及び低い相対的解像度、焦点距離などを有していてよい。例えば、相対的に低い
解像度、広い角度の第一の検出器が、相対的に高い解像度、狭い角度の第二の検出器と合
わせて用いられてよく、例えば、それによって、第一の検出器からのイメージは、全般的
分析のために用いられてよく、一方第二の検出器からのイメージは、より高い粒度が所望
される場合に用いられてよい。加えて、又は別の選択肢として、第一及び第二の検出器は
、例えば、一方が、他方よりも近い物体又はシーンのイメージを取得するように、異なる
焦点距離を有していてよい。
【００７６】
　各検出器１０２４、１０４６は、それぞれの検出器１０２４、１０４６によって発生さ
れる、すなわち、検出器１０２４、１０４６のアクティブ領域で受けるイメージに相当す
るシグナルが、検出器１０２４、１０４６から他所へ通信されるように、個々のケーブル
、ワイヤセットなどと連結されていてよい。例えば、図１５に示されるように、検出器１
０２４、１０４６と連結された個々のケーブル又はワイヤセットを含むケーブル１０４８
は、フレーム１０１２から延びていてよい。ケーブル１０４８はまた、対応する光源１０
３０と連結された個々のケーブル又はワイヤセットも含んでよい。個々のケーブル又はワ
イヤセットは、所望される場合、例えば、装置１０１０の全体プロファイルを低減するた
めに、例えば、対応する検出器１０２４、１０４６又は光源１０３０からリム１０１２ｂ
に沿ってケーブル１０４８内部に取り込まれるまで、フレーム１０１２の中に埋め込まれ
ていてよい。
【００７７】
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　ケーブル１０４８は、例えば、本明細書のその他の実施形態と同様に、フレーム１０１
２とは別のプロセッサーボックス１０５０まで延びていてよい。例えば、プロセッサーボ
ックス１０５０は、光源１０３０を制御するための１つ以上のコントローラー又はプロセ
ッサー、検出器１０２４、１０４６からのイメージシグナルを保存するためのメモリなど
を含んでよい。加えて、プロセッサーボックス１０５０は、例えば装置１０１０のコンポ
ーネントを作動させるために、１つ以上の電源を含んでよい。別の選択肢として、本明細
書のその他の実施形態と同様に、１つ以上のプロセッサー、電源などは、フレーム１０１
２上に備えられてよい。所望に応じて、フレーム１０１２はまた、本明細書のその他の実
施形態と同様に、データの送信、指示の受信などのための１つ以上の送信機及び／若しく
は受信器（図示せず）、１つ以上のセンサー（これも図示せず）、並びに／又はその他の
コンポーネントも含んでよい。
【００７８】
　装置９１０（又は１０１０）を含むシステムは、本明細書の他所で述べるその他の実施
形態と同様に、装置９１０からリモートにあるコンポーネントを含んでよい。例えば、図
８Ａ及び８Ｂの装置９１０を参照すると（装置１０１０にも同等に適用されるが）、シス
テムは、１つ以上の受信器、プロセッサー、及び／又はディスプレイ（図示せず）を、装
置９１０からのリモート位置に含んでよく、例えば、同じ室内、近くにあるモニタリング
ステーション、又はより遠くにある位置である。受信器は、カメラ９２２からのイメージ
シグナル及び／又は装置９１０上のその他のセンサーからのシグナルを含む装置９１０上
の送信器によって送信されるシグナルを受けることができる。
【００７９】
　プロセッサーは、装置９１０からのシグナルを分析して、例えばグラフィック表示用に
そのシグナルを処理するために、受信器に連結されてよい。例えば、図１０Ａ及び１０Ｂ
に示されるイメージと同様に、プロセッサーは、カメラ９２２からのビデオシグナルを、
モニター上に表示するために処理してよく、それによって、例えば、医療専門家、管理者
、又はその他の共同作業者などの第三者が、ユーザーをモニタリングすることが可能とな
る。本明細書の他所で述べるその他の実施形態と同様に、単一モニター又は別々のディス
プレイ上に、同時にその他のパラメーターが表示されてよい。プロセッサーは、ユーザー
の眼のビデオシグナル及び／又はエキソ－カメライメージを、単独で、又はその他の感知
されたパラメーターと合わせて重ね合わせるか、又はそうでなければ同時に表示して、医
師又はその他の個人が、これらのパラメーターをモニタリングし、ユーザーの行動と個人
的に相関させることを可能とすることができる。
【００８０】
　加えて、図１１Ａ～１１Ｃを参照すると、プロセッサーは、ディスプレイ上に、例えば
ビデオイメージ上にグラフィックを重ね合わせて、眼３００の瞳孔３０１の識別及び／又
はモニタリングを容易とすることができる。示されるように、瞳孔３０１のエッジと周囲
の虹彩３０４との間のコントラストのために、プロセッサーは、この境界を近似し、片眼
又は両眼（図１１Ａ～１１Ｃでは、単純化のために片眼３００しか示していない）のイメ
ージデータ上に重ね合わせることができるグラフィックのハロー（halo）、楕円、又はそ
の他のグラフィック３０６を作り出すことができる。観察者は、このグラフィック３０６
を用いて、装置９１０のユーザーのモニタリングを容易とすることができる。
【００８１】
　加えて、又は別の選択肢として、プロセッサーは、ハローのサイズ及び／又は形状を仮
想的に特定して、ディスプレイ上に実際にハローを表示することなく、ユーザーのモニタ
リングを容易とすることができる。例えば、プロセッサーは、瞳孔３０１のエッジを識別
して、実際にハローを表示することなく、識別されたエッジに基づいて瞳孔３０１のサイ
ズ及び形状を特定することができる。従って、プロセッサーは、ハロー３０６及び／若し
くは瞳孔３０１の断面積又は直径を、リアルタイムで特定することができる。加えて、又
は別の選択肢として、プロセッサーは、サイズ及び／又は形状を用いて、ハロー３０６又
は瞳孔３０１の中心を識別し、それによって、例えばｘ－ｙ座標系において、ハロー３０
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６又は瞳孔３０１の中心の座標を特定することができる。
【００８２】
　加えて、又は別の選択肢として、プロセッサーは、瞳孔３０１（又はグラフィック３０
６）のサイズ及び／又は形状に関する情報を自動的に分析し、それによって、ビデオシグ
ナルを相関させて、人の傾眠レベル、又はその他の身体的及び／若しくは精神的状態を特
定することができる。この分析は、瞳孔の相対的位置、瞳孔のサイズ、及び／又は瞳孔の
離心率を、例えば経時でモニタリングすることを含んでよい。例えば、プロセッサーは、
瞳孔３００の直径を経時でモニタリングすることができ、それは、例えばリアルタイムで
、チャートの形態で表示されるか、時間の関数としてメモリに保存されるか、及び／又は
眼のイメージ上に重ね合わされてよい。
【００８３】
　例えば、図１１Ａは、例えば直径「ｄ１」を有するグラフィック３０６に相当する、周
囲条件下でのリラックス状態の瞳孔３０１を示し得る。図１１Ｂに示されるように、ユー
ザーが眼３００を瞬きするか、又は閉じている場合、瞳孔３０１は、直径「ｄ２」を有す
るグラフィック３０６で表されるように拡張していてよく、それによって、眼３００が再
度開かれた際に、瞳孔３０１は最初は拡張されている。プロセッサーは、グラフィック３
０６又は瞳孔３０１自体の直径の変化を比較して、瞬き又はその他の眼を閉じた後に瞳孔
３０１が直径「ｄ１」に戻るための遅延を特定することができる。この遅延、又は可視若
しくは不可視光のフラッシュに対する反応性の喪失は、少なくとも部分的に、傾眠のレベ
ル、中毒を例とする障害のレベル、及び／又は低酸素血症、低血糖症、脳卒中、心筋梗塞
、毒素、毒物などに起因する脳損傷若しくは脳死などの致死的又は末期的イベントを含む
医学的イベントの発生を示し得る。
【００８４】
　加えて、又は別の選択肢として、プロセッサーは、例えば、瞳孔が眼瞼３０２によって
部分的に覆われている場合に、瞳孔のおおよその離心率を特定することができる。例えば
、図１１Ｃに示されるように、眼瞼３０２が部分的に閉じられている場合、イメージ上に
重ね合わされたハロー３０６（又は、そうでなければ、実際に表示することなく、プロセ
ッサーによって仮想的に特定される）は、瞳孔３０１の露出した部分の幅「ｗ」及び高さ
「ｈ」に相当する楕円形状を採り入れてよい。高さ「ｈ」は、直径「ｄ１」と関連付ける
ことができ、すなわち、高さ「ｈ」の直径「ｄ１」に対する比率は、１以下であり得る（
ｈ／ｄ１≧１）。例えば、この比率は、瞳孔３０１が眼瞼３０２によって完全に覆われる
と、１からゼロに減少し得る。
【００８５】
　同様に、幅「ｗ」も、例えば、眼瞼３０２が瞳孔３０１の半分を超えて覆い始める際の
眼瞼３０２が瞳孔３０１を覆う度合いの指標として、直径「ｄ１」と関連付けることがで
きる（ｗ／／ｄ１≧１）。加えて、又は別の選択肢として、高さ及び幅の比率（ｈ／ｗ≧
１）は、例えば、眼瞼３０２による覆い度合いに基づいて、瞳孔３０１の離心率に関する
情報と関連付けることができる。同様に、瞳孔３０１の面積（例：ハロー３０６内）を、
算出し、モニタリングすることができる。そのようなパラメーターは、個別に、集合的に
、並びに／又はその他の眼部計測及び／若しくは生理学的パラメーターと共に分析して、
ユーザーの今後の行動をモニタリング、分析、及び／又は予測することができる。
【００８６】
　図１２Ａを参照すると、本明細書で述べる装置及びシステムのいずれかのユーザーの覚
醒度を試験するための代表的方法が示される。例えば、ユーザーは、上記でさらに述べた
ように、ユーザーの眼の片方又は両方をモニタリングする図８に示される装置８１０を装
着してよい。工程２２１０において、関連する状態下でのユーザーの片眼若しくは両眼の
ベース又はパラメーターが特定されてよい。例えば、弛緩時の瞳孔径が、周囲条件下で測
定されるか、又はそうでなければモニタリングされてよい。
【００８７】
　工程２２２０において、光の１つ以上のパルスが、片眼又は両眼に向かって発光されて
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よく、それは、例えばパルス化光のフラッシュの周波数と実質的に同じ周波数で、片眼又
は両眼の弛緩状態からの拡張及び／又は収縮を引き起こし得る。例えば、装置８１０上の
１つ以上の発光器が、所定の順序で作動されて、片眼又は両眼の拡張を引き起こしてよい
。その後、工程２２３０において、ユーザーの片眼又は両眼が、カメラ８３０又はセンサ
ー８２２により、例えば潜在意識下又は無意識下でモニタリングされて、眼が弛緩状態に
戻るための反応時間が特定されてよい。反応時間は、実験データベース又はその他のデー
タと比較されて、ユーザーの意識がある、覚醒している、及び／又は生存していることが
確認されてよい。所望される場合、工程２２２０及び２２３０は、所望される場合、例え
ば偽陰性特定を回避するために、１回以上繰り返されて、反応時間が確認され、及び／又
は平均反応時間が取得されてよい。
【００８８】
　例えば、閾値試験時では、光の単一のフラッシュを発生させて、瞳孔の応答をモニタリ
ングすることで充分であり得る。別の選択肢として、例えば、傾向の研究のために、又は
単一フラッシュの場合に起こり得る誤データを排除するために、一連のフラッシュが用い
られて瞳孔応答が経時でモニタリングされてもよい。一連のフラッシュの場合、パルスレ
ートは、光のフラッシュに応答して拡張した後、瞳孔が自然にその弛緩状態へ戻るのに要
する時間よりも長くするべきであり、例えば、少なくとも約５０から１００ミリ秒である
（５０～１００ｍｓ）。別の選択肢として、近赤外光（約６４０～７００ナノメートルの
波長を有する）を例とする光のパルスが、ユーザーの片眼又は両眼に向けられてよい。シ
ステムは、瞳孔の応答における周期的な変動を検出し得る。そのような応答は、例えば暗
闇で「見ている」又は暗闇で赤外光源を感知している暗視状態に恐らくは関連する原始的
な眼部計測応答（oculometric response）に起因するものであり得る。
【００８９】
　そのような瞳孔応答試験はまた、例えばユーザーが死亡している場合でも、眼が閉じて
いること及び／又は眼の動きをシステムがまったく検出することができないといった偽陽
性の識別に用いられてもよい。同様に、瞳孔応答試験はまた、ユーザーが睡眠状態又は意
識が無い状態であるかどうかを判定することも可能であり得る。加えて、瞳孔応答試験は
、ユーザーがアルコール、薬物などの影響下にあるかどうかの判定に用いられてもよく、
それは、光のフラッシュに応答しての拡張後、瞳孔がその弛緩状態に収縮して戻る速さに
影響を与え得る。加えて、又は別の選択肢として、瞳孔応答試験はまた、眼部計測測定値
と対応する化学的に特定された血中レベルとの間の相関に依存して、ユーザーの体内の薬
物若しくはアルコールの血中濃度又は量を特定するために用いられてもよい。
【００９０】
　図ｑ２Ｂを参照すると、閾値覚醒度を試験するための別の方法が示される。この方法は
、概略的に、工程２２４０において、所望される方法で片眼又は両眼を意識的に動かすよ
うにユーザーに指示する刺激を与えること、及び工程２２５０において、例えば、ユーザ
ーがその指示に従って片眼又は両眼を所望される方法で動かしたかどうかを確認する意識
的な動きについて、眼のモニタリングを行うことを含む。本明細書で述べる装置のいずれ
も、スピーカー、ライト、バイブレーター、又はその他の触覚デバイスを例とする１つ以
上の刺激デバイスを含んでよい。別の選択肢として、そのようなデバイスは、例えば、輸
送機のダッシュボード上、ビデオディスプレイ上など、ユーザーから離れて備えられても
よい。
【００９１】
　例えば、ユーザーは、装置上の視認可能なライトが作動された場合に、片眼又は両眼を
所定の時間閉じるように指示されてよい。ライトが作動すると、システムは、片眼又は両
眼をモニタリングして、ユーザーが所定の時間枠内で、及び／又は所定の方法（例：所定
の順番での１回以上の瞬き）で応答することを確認してよい。別の選択肢として、光のフ
ラッシュの代わりにその他の刺激が提供されてもよく、ディスプレイ（装置上又は装置と
は別の）上の視認可能な指示、聴取可能なシグナル（例：デバイス上又はデバイス近傍の
スピーカーからの声による指令）、触覚シグナルなどである。これらの実施形態では、ユ
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ーザーは、一連の動作を行うように指示されてよく、例えば、上又は下、左又は右を見る
、所望される順序で瞬きを行う、指示されるまで眼を閉じている、ディスプレイ上のポイ
ンターを追うなどである。そのような試験は、例えば、試験対象が、一連の試験の過程で
、又は種々の動作を行っている間、覚醒している、認識している、及び／又は警戒してい
るかどうかを確認するために有用であり得る。
【００９２】
　別の実施形態では、本明細書の他所で述べるものなどの装置及びシステムは、例えばコ
ンピューターマウス、ジョイスティックなどと同様に、コンピューターシステムの制御に
用いられてよい。例えば、図３に示され、それを参照して記載される装置８１０を参照す
ると、（１若しくは複数の）カメラ８３０は、コンピュータースクリーン又はその他のデ
ィスプレイ上のマウスポインタ―の指向及び／又は作動のために、ユーザーの（片方又は
両方の）瞳孔の位置をモニタリングするのに用いられてよい。カメラ９２２からのイメー
ジデータを受けるプロセッサーは、イメージデータを分析して、検出器９４０のアクティ
ブ領域９４２内の（片方又は両方の）瞳孔の相対位置を特定してよい。所望に応じて、１
つ以上のディスプレイが、ユーザーの眼の片方又は両方の前又は視野内に配置されるフレ
ーム８１２に対して固定されてよい。例えば、フラットパネルＬＣＤ又はその他のディス
プレイ（図示せず）が、レンズの代わりにフレーム８１２に搭載されてよい。そのような
装置は、例えば医療又はその他の研究施設内でのシミュレーション用、例えばビデオゲー
ムコンソールとしての娯楽用途などに用いられてよい。
【００９３】
　図１３を参照すると、本明細書で述べる装置又はシステムのいずれかを用いる検出され
た眼の動きに基づくコンピュータデバイスを制御するための代表的方法が示される。例え
ば、ユーザーの片方又は両方の眼をイメージングするための光ファイバーバンドル９２４
を含む図８Ａに示される装置９１０が用いられてよい。所望に応じて、以下でさらに説明
されるように、装置はまた、１つ以上のエキソ－カメラも有していてよく、例えば、ユー
ザーの片方又は両方の眼の近傍に配置され、ユーザー前方の視界に沿って外側に向けられ
てよい。まず、工程２３１０において、そのような装置を含むシステムの初期化、すなわ
ち、ベース又はレファレンス位置、直交成分を持つレファレンスフレームなどのレファレ
ンスフレームの確立を行うことが望ましいものであり得る。例えば、ユーザーは、ディス
プレイ上のポインター又はその他の所定の位置を見るように指示されてよく、それによっ
て、ユーザーの片眼又は両眼、及び従ってユーザーの片方又は両方の瞳孔が、実質的に静
止状態に維持される。プロセッサーは、ユーザーの片眼又は両眼が実質的に静止状態にあ
る間に、カメラ８３０からのイメージデータを分析し、例えば、レファレンスポイント又
は「ベース位置」に相当するイメージ上の瞳孔の位置を特定してよい。例えば、ポインタ
ー又はベース位置は、ユーザーの瞳孔の実質的にまっすぐ前に位置してよい。所望に応じ
て、ユーザーは、ディスプレイ上の２つ以上の識別された位置を順に見るように指示され
てよく、それによって、ユーザーの眼の相対的動きのスケールが得られる。この別の選択
肢では、例えば、ディスプレイに対するおおよその眼の動きの限界を識別するために、ユ
ーザーに、ディスプレイの対向するコーナー部を見させることが望ましいものであり得る
。
【００９４】
　初期化が完了すると、ユーザーは、例えばポインター及び／又はディスプレイの残りの
部分に対して、例えば左及び右、上及び下に、片眼又は両眼を自由に動かしてよい。工程
２３２０において、システムは、眼のそのような動きをモニタリングしてよく、すなわち
、プロセッサーが、イメージデータを分析して、（１若しくは複数の）ベース位置からの
ユーザーの（片方又は両方の）瞳孔の相対位置を特定してよい。例えば、ユーザーが自身
の（片方又は両方の）眼を、ベース位置から上及び右に、すなわち、コンピュータースク
リーン上ポインターに対して上及び右に動かす場合に、プロセッサーが、この動きを特定
してよい。それに応じて、工程２３３０において、プロセッサーは、ポインターを上及び
右に動かしてよく、すなわち、それによって、ユーザーの注視が追跡される。ユーザーが
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、自身の（片方又は両方の）眼の動きを止めると、プロセッサーは、ユーザーが現在見て
いるディスプレイ上の位置に到達したところで、ポインターを止めてよい。
【００９５】
　所望に応じて、工程２３４０において、ユーザーは、ポインターがディスプレイ上の所
望される位置まで移動したところで、例えば、マウスのボタンを押すことに類似した命令
を実行することが可能であってよい。例えば、プロセッサーは、所定の順序での１回以上
の目的を持った瞬きを例とするユーザーからのシグナルについてのイメージデータをモニ
タリングしてよい。これは、数秒間の長さを例とする所定の長さの１回の瞬きといった単
純なものから、例えばユーザーの片方又は両方の眼を含む一連の瞬きといったより複雑な
ものであってもよい。別の選択肢として、シグナルは、例えば３秒、５秒、又はそれ以上
の秒数の長さの瞬きを行わない所定の時間であってもよい。プロセッサーがシグナルを識
別すると、プロセッサーは、命令を実行してよい。例えば、ユーザーは、ディスプレイ上
のアイコン、文字命令などに到達した時点で、（片方又は両方の）眼の動きを止めてよく
、プロセッサーは、ポイントを、それがアイコン又は命令の上に重なるか、又はそうでな
ければその位置に来るまで移動させてよい。次に、ユーザーは、上記で説明されるように
、コンピューターマウス上のボタンの「ダブルクリック」と同様に、瞬き又は動作を行っ
てよく、それによって、プロセッサーは、選択された命令を完了するか、又は選択された
命令を所望される行先へ通信するよう指示される。例えば、選択された命令は、コンピュ
ータープログラムが実行されるか、又は装置若しくはその他のデバイスが作動、作動停止
、又はそうでなければ所望される方法で制御される結果となってよい。従って、システム
は、プロセッサー及び／又はディスプレイと連結されたコンピュータデバイスの制御から
、ライトのスイッチ若しくは輸送機のオン又はオフまで、様々な作業を完了するために用
いられてよい。そのような装置及び／又はシステムは、それによって、ハンズフリーで、
すなわち、ユーザーの（片方又は両方の）眼の動きだけでコンピューターを使用するため
の方法を提供することができる。
【００９６】
　例えば、１つの用途において、システムは、ヘリコプター、ジェット機、又はその他の
飛行機などの輸送機の操作に、例えば武器、ナビゲーションシステム、又はその他の輸送
機搭載システムの作動又はそうでなければ制御のために用いることができる。別の用途で
は、システムは、ビデオゲーム又はその他のシミュレーションにおいて、例えばバーチャ
ルリアリティーへの没頭を高めるために、用いることができる。例えば、システムは、複
数のメニュー、シーン、又はその他のアクティビティを通して、ユーザーが素早く操作す
ることを可能とすることができ、同時に、その他の機能、例えば、眼で制御される機能に
加えて、又はそれと同時にその他の活動を行うようにユーザーの両手を自由にして、それ
によって、より多くの及び／又はより複雑な作業を同時に行うことを可能とすることがで
きる。
【００９７】
　加えて、ディスプレイ上のポインターに対する眼の動きの追跡を向上するために、及び
／又はそうでなければ容易とするために、１つ以上のエキソ－カメラが用いられてもよい
。例えば、ディスプレイの方向に向けられたエキソ－カメラが、少なくとも片方の眼の近
傍に、例えば、眼からの所定の距離に、又はその他の関係で備えられてよい。従って、エ
キソ－カメラは、ディスプレイのイメージを提供することができ、例えば、エンド－カメ
ラでモニタリングされる眼の動きと同期し得るポインターの動きをリアルタイムで示す。
プロセッサーは、三角測量又はその他のアルゴリズムを用いてこのデータを関連付け、眼
の動きによるポインターの追跡の精度を高めることができる。このことにより、命令上に
ポインターを置いて瞬きを行うことによって命令を実行することをユーザーが意図する場
合、例えばディスプレイが複数の利用可能な命令を示している場合に、意図する命令が実
際に選択されるという精度を確保することができる。
【００９８】
　別の選択肢としての実施形態では、プロセッサーは、エンド－カメラからのビデオシグ
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ナルを受けて処理することで、エンド－カメライメージに基づいて眼の瞳孔のエッジを識
別し、識別されたエッジを用いて、エンド－カメライメージのレファレンスフレームに対
する瞳孔の座標を近似してよい。例えば、プロセッサーは、エンド－カメライメージに対
してｘ－ｙ座標系を割り当て、瞳孔のエッジを用いて、この座標系中での瞳孔の中心を識
別してよい。プロセッサーはまた、エキソ－カメラからのイメージを受けて処理し、エン
ド－カメライメージから得られた座標を、その人の周囲のエキソ－カメライメージと相関
させて、そのデバイスを装着している人が見ている位置を、その人の周囲に対して近似し
てもよい。
【００９９】
　例えば、エキソ－カメライメージを表示するために、ディスプレイ（図示せず）がプロ
セッサーに連結されてよく、プロセッサーは、例えば一式の十字線、カーソルなどのグラ
フィックをディスプレイ上に示されたエキソ－カメライメージ上に重ね合わせて、その人
が見ている近似的な位置を識別してよい。ディスプレイが、装置に外付けされた、又はフ
レーム中に組み込まれたものを例とする、装置を装着している人に示されるコンピュータ
ーディスプレイである場合、その人は、そのグラフィックを用いて、ディスプレイ上でナ
ビゲーションを行ってよい。例えば、その人は、ディスプレイ上に示される物体へとカー
ソルを移動させ、その物体上で、例えば瞬きするか、又は所定の時間にわたって注視する
ことによって「クリック」して、物体に関する識別又は追加情報を要求するなどの操作の
要求を行ってよい。
【０１００】
　図１４を参照すると、別の実施形態では、装置２４１０を装着しているユーザーの眼３
００に経皮的に光を当てるための装置２４１０が提供されてよい。装置２４１０は、図３
に示されるフレーム８１２など、本明細書で述べる実施形態のいずれとおおよそ類似して
いてもよい。
【０１０１】
　図１７を参照すると、全体としてのシステムアーキテクチャの代表的実施形態が示され
、これは、本明細書で述べる機能のいずれを行うために用いられてもよい。示されるよう
に、このシステムアーキテクチャは、一般的に、プロセッサー１０３５及びメモリ１０４
０、ハードウェアアブストラクション層（ＨＡＬ）１０３０及び外部ハードウェアとの物
理接続１２３５、オペレーティングシステム１０２５、頭部装着デバイスのためのミドル
ウェアサービスを扱う、以降ＥＦ－ＥｙｅＰと称するコントロール１０００を含む。ミド
ルウェアサービスの上には、ＥＦ－ＥｙｅＰオブジェクトのサードパーティアプリケーシ
ョンとのソフトウェア統合を促進するソフトウェアを含むソフトウェア層１０１５がある
。ミドルウェアサービスの上にはさらに、サードパーティーハードウェア統合、並びにＩ
ＥＥＥ　１１４９．１スタンダードテストアクセスポート及びバウンダリー－スキャンア
ーキテクチャによってサポートされるジョイントテストアクショングループ（ＪＴＡＧ）
によるシングルステップ及びブレイクポイントのようなオペレーションを含むデバグのた
めの一式のソフトウェアツール１０２０が存在する。ツール及び統合層の上にはＡＰＩ　
１０１０が、続いてアプリケーション１００５が存在する。
【０１０２】
　図１８は、オブジェクト１０００の細分を示し、最上部のアプリケーション１１００、
１１０５、１１１０、１１１５、及び１１１６は、ソフトウェアオブジェクトブロック１
０００内で実行される様々なユーティリティを示す。ＥｙｅＣと表示されるブロック１１
１０は、ＥｙｅＣｌｉｐｓ又はＥＣと称されるビデオイメージのアスペクトを表し、これ
は、例えばメディアイメージの取得、編集、操作、及び／又は処理のために、本明細書で
述べるシステムを用いて行うことができる方法を意味するために一般的に用いられる。
【０１０３】
　本出願内のすべての開示事項及び請求項において、「メディアイメージ」とは、ビデオ
イメージ及び静止イメージの少なくとも１つとして定義される。いずれの種類のメディア
イメージであっても、コンテンツクリエーターにとっての典型的な目標は、特定の視聴者
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にとって望ましいコンテンツを作成することである。「望ましい」の定義は、視聴者に応
じて変化し得る。特にビデオイメージに関しては、ビデオイメージを選択し、編集するた
めの１つの方法又は一式の基準は、ある視聴者には適切であり得るが、別の視聴者にはそ
うでない可能性がある。さらに、他のイメージと時間的に近接して取り込まれるイメージ
が、様々な理由から望ましい場合もある。望ましさ及び適切性のこのような様々な具体化
は、単に「顕著性」と称される場合がある。
【０１０４】
　メディアイメージは、注目すべきイベントを含んでいる可能性がある、特定の友人若し
くは親族を含んでいる可能性がある、ソーシャルメディアにおいて他者が興味深いと考え
る出来事を含んでいる可能性がある、特定の場所で取り込まれた可能性がある、及び／又
はユーザーが取り込みたいと考える感情を含んでいる可能性がある、といったいくつもの
理由から顕著と見なされ得る。視線追跡を他のセンサーに追加することにより、このプロ
セスの過程にて、視線追跡の出現なしでは利用できなかったであろうレベルの分析及び制
御がユーザーにとって可能となるものと想定される。
【０１０５】
　「編集」の語によって意図する範囲を考察する際には、注意深い考慮が必要とされる。
典型的なフォト及びビデオアプリケーションの場合、「編集」は、典型的には、イメージ
の操作を意味し、又はビデオの場合は、トリミングしたイメージをより望ましい順番に再
配列するプロセスも含む。さらなる工程が実施されることになるイメージの選択若しくは
タグ付けの工程は、このような工程は、正式には編集プロセスの一部と見なされるべきで
はあるが、「編集」の行為には含まれない場合が多い。しかし、本出願内のこの開示事項
及び請求項の目的のために、「編集」は、選択及びタグ付けの工程を含むものとする。さ
らに、デジタルメディア作成以前の時代には、すべての編集（選択及びタグ付けを含む）
は、取り込みの時点よりもかなり後に行われる必要があった。しかし、現在、ビデオ及び
スチールカメラには、取り込み時点の直後に、又は「カメラ内で」編集プロセスを行うこ
とができる機能が含まれている。本明細書での開示事項では、編集プロセスを、取り込み
の最中、又はさらには取り込みの前の時点を含むようにシフトさせることができる方法に
ついて述べる。しかし、本明細書で述べるシステム及び方法が実行されるまで、それを行
うことは実用的に実現可能ではなかった。
【０１０６】
　残念なことに、多くのユーザーにとって、取り込んだままの状態のビデオイメージを消
費可能に仕上げられたビデオに変換するのに要する時間的な拘束は、このプロセスに対す
る最終的な障害である。この障害に直面した後の一般的な結果は、２通り存在する。第一
は、プロセス全体が放棄され、ビデオイメージが視聴者と共有されることがなくなってし
まうことである。第二の一般的な結果は、すべての編集が避けられ、質及び妥当性が極め
て低いイメージが視聴者と共有されることである。これらの結果はいずれも、クリエータ
ー及び視聴者の両方にとって望ましいものではない。クリエーターにとっては、このこと
により、ビデオを紹介可能な形態に編集することが難しすぎることが分かることで、ビデ
オを記録しようとする自身の意欲が減退し得る。消費者にとっては、粗悪なビデオイメー
ジを視聴することで、負の強化が与えられ、将来的にビデオイメージを見たいと思わなく
なり得る。
【０１０７】
　技術が進歩するに従って、コンテンツを作成するためのユーザーが携帯することのでき
るデバイスのフォームファクタも、移り変わってきた。かつては、コンテンツ作成デバイ
スには、他の技術は無かった。やがてスマートフォン及びタブレットでビデオの取り込み
が可能となり、以前には想像もできなかった小型軽量化の時代を迎えた。現在、ヘッドマ
ウントディスプレイが、消費者向けデバイスとして実現可能となり始めており、センサー
などからデータを単にログ記録するのではなく、コンテンツの作成を可能とするウェアラ
ブル技術における移り変わりを特徴付けている。さらに、コンタクトレンズ及び人工網膜
は、人の視覚系にとっての実行可能な向上である。本明細書のシステム及び方法は、ビデ
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オの取り込み、視線追跡、及び顕著性を持つビデオの編集のこのようなモードにも適用可
能であり、本発明の一部と見なされる。視線追跡を通してユーザーの注視を特定するため
の必要不可欠な技術を、ここでウェアラブルデバイス及びインプラトデバイスへ組込むこ
とができることにより、眼は、デバイス入力及び編集のための実現可能なツールとなる。
【０１０８】
　より良いビデオクリップを視聴者へ最終的に確実に送り届けるために克服すべき第一の
障害は、興味のあるイメージの選択又は「タグ付け」である。典型的には、これは、最初
の編集工程で達成される。しかし、近年、イメージのオンザフライレーティング（on-the
-fly rating）を可能とする能力がスチールカメラに付与されてきた。この能力をウェア
ラブルデバイスで可能とするように思考を変えることは、タグ付けの異なる方法を必要す
るが、同時に、１つ以上のセンサーからの入力を用いてタグ付けする可能性を開くもので
もある。
【０１０９】
　タグ付け入力のための１つのそのようなセンサーは、視線追跡システムである。ビデオ
は、眼で見ることのできるものを取り込む目的で記録されるため、記録プロセスの過程に
おけるユーザーの注視に関する情報がタグ付けプロセスにとって有益であるとの推定は自
然なことである。ユーザーの注視方向、注視継続時間（「ドゥエル（dwell）」）、瞳孔
径、及び衝動性運動（saccadic activity）などのメトリックスは、記録イベント中にお
けるユーザーの意図に関する価値のある情報のいくつかの例に過ぎない。
【０１１０】
　本明細書のシステム及び方法のある実施形態は、 単眼（一眼）視線追跡技術の周辺技
術として設計される視線追跡サブシステムを用いてよく、システムの他の実施形態は、双
眼（両眼）視線追跡技術の周辺技術として設計される視線追跡サブシステムを用いてよい
。これらの実施形態は、ウェアラブルデバイスの設計及び意図する用途に対して特有のも
のである。ウェアラブルデバイスのある実施形態は、ユーザーに提示される単一ディスプ
レイを用いてよく、一方他の実施形態は、ユーザーに提示される２つのディスプレイを用
いてよい。視線追跡サブシステムの実施形態は、必ずしもこのディスプレイ構成の実施形
態に適合していなくてもよい。
【０１１１】
　本明細書の視線追跡サブシステムのある実施形態は、サブシステムのための主入力とし
てイメージセンサーを用いてよく、一方さらなる実施形態は、ユーザーの注視方向を特定
するのに適するデータを発生させることができる別の選択肢としてのセンサーを用いてよ
い。
【０１１２】
　従って、その他のセンサーが、視線追跡データと連携して用いられてよいということに
なる。例えば、ユーザーは、後からの検索が容易となるように、「セーブ」の語を口に出
すような単純な方法で言葉によってタグを付与してよく、又は友人の名前（若しくは、イ
メージ中の個人のその他の識別名）などのより複雑な言葉による合図を付与してもよい。
複数のセンサーからの入力を組み合わせるより高度な方法は、加速度計データ、位置及び
／又は方向データ、カメラセンサーからのウィンドウデータ（windowing data）、マイク
データ、タッチセンサーデータなどを含んでよく、これらの方法は、これらのセンサーの
１つ以上からのデータの解釈を含んでよい。
【０１１３】
　例えば、シーンに向いているカメラセンサーの、ユーザーが注視している位置に対応す
る領域において飽和度が急速に変化することは、平均よりも高い保存される可能性を有し
得るビデオのセクションの明らかな例である。加えて、デバイスのマイクにおける急速で
持続的な変化は、群衆の大声での歓声に相当し得るものであり、これは、ビデオイメージ
が望ましいものである可能性がより高いことに相当し得る。
【０１１４】
　明白で単純な使用のケースは、ユーザーが、記録したばかりのビデオを特に重要である
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と意識的に決定することを含む。ユーザーは、特定の出来事のどの程度をタグ付けすべき
かどうかに特に関して、システムのオペレーションを補助するための追加情報を提供する
ことが可能であってよく、例えば、ａ）ビデオの最後の１０秒間、ｂ）メディアイメージ
に特定の人物が出現した長さ、及び／又はｃ）ユーザーの注視が、ユーザーがクリップの
終点（又は中間点）をタグ付けする直前に、同じ人物又は位置に向けられた長さである。
より複雑な使用のケースは、ユーザーが重要であると考え得るイベントのそれ自身の分析
を行うためのより高度なヒューリスティックスを有するシステムを含む。例えば、ユーザ
ーは、特定の顔が出現するいずれのビデオにもタグ付けするように、又は加速度計が＞０
．５Ｇを記録する間のいずれのビデオにもタグ付けするように、又は複数のセンサーデー
タに対するヒューリスティックスの組み合わせさえも、システムに予め指定してよい。
【０１１５】
　このような記載したシステムの特徴のすべては、タグ付けのプロセスを補助するために
設計されており、これは、編集プロセスにおける第一工程でしかない。編集プロセスをさ
らに改善するための方法を以下で述べ、並びに／又は図１９及び２０に示す。
【０１１６】
　広視野のカメラがウェアラブルデバイスに普及したことで、ユーザーが、自身の仕上が
ったビデオシーンをより狭いウィンドウにクロッピングすることを所望し得るということ
が非常に起こり得る。どのような場合であっても、ユーザーが見ているシーン中の位置（
「注視点」）が、ユーザーが編集中にクロッピングしたいと考え得る要素を含んでいる可
能性がより高い。従って、基本ビデオの記録の過程、又は単純若しくは複雑なタグ付け手
順の過程で注視点情報を取り込むことは、編集プロセスに価値を付加するものである。
【０１１７】
　双眼視線追跡の場合、視野内の平面（ｘ－ｙ）位置を特定することに加えて、奥行き（
ｚ）位置も、注視に対して算出されてよい。このことにより、ビデオの場合であれ、又は
静止フレームショットの場合であれ、カメラの焦点を、標的とする距離に合わせること、
又はより専門的な記録の場合に被写界深度を調節することが可能となる。
【０１１８】
　さらに、記録されたビデオの場合における衝動性運動は、ユーザーの側の興味の異なる
レベルを示し得る。注視標的の急速な変化は、異なる興味の標的領域を示すことができる
だけでなく、ユーザーの考え方の、又は記録されているシーンの要素の属性を示すメタデ
ータとしても作用することができる。加えて、ユーザーの衝動性運動の度合いが、編集プ
ロセスの過程でクロッピングする領域の境界を示し得ることも見出され得る。
【０１１９】
　その他の一般的ビデオ編集機能としては、スローモーション又はファストモーションク
リップの作成、フレームの異なる領域間のスムーズなパンの作成、及び揺らいでいるビデ
オシーンの安定化が挙げられる。これらの機能はすべて、視線追跡単独によって、又は上
記で考察したように外側に向いたカメラと組み合わされた場合には、視線追跡データを１
つ以上のその他のセンサーからのデータと組み合わせることによって、向上させることが
できる。
【０１２０】
　例えば、揺らいでいるビデオの安定化は、多くの場合、フレーム間の類似の特徴を識別
すること、及び隣接するフレームを標準化してこれらの特徴を静止状態に維持することに
よって達成される。残念なことに、これは、標準化プロセスがフレームのエッジからピク
セルを除去することから、ビデオのクロッピングも必要とする。視線追跡データを組み合
わせることによって、安定化の許容量の判定を補助することができ、例えば、ユーザーが
フレーム全体に興味を有する場合、可能な限り多くのピクセルを保存するために、最小限
のレベルの安定化が適用されてよい。しかし、ユーザーがフレームの特定の領域にのみ興
味を有する場合、考え得る最良のイメージを得るために、最大の安定化が適用されてよい
。
【０１２１】
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　所望に応じて、瞳孔の拡張及び収縮が、例えば、特定のクリップをスローモーションク
リップに引き伸ばすべきであるかどうかを判断するために、ユーザーの興奮の尺度として
用いられてよい。加えて、さらなるセンサーデータを拡張データと組み合わせて、ユーザ
ーの感情状態を判断してよく、その度合い（extension）は、興味のある領域を分析する
際にビデオクリップに適用される異なる一式の基準であり得る。
【０１２２】
　システムは、虹、日の出、日没、及び月の出など、典型的には興味のあるものである出
来事を認識するように構成されてよい。これらは、デバイス中のコンパス（又はその他の
方向センサー）からの入力も、ビデオイメージにタグ付けする決定の一部であり得る場合
に相当する。
【０１２３】
　群衆の中の複数のウェアラブルデバイスが法執行組織にとって有用であり得る場合が存
在する。爆弾の爆発及びそれに続くパニックという状況を考慮されたい。群衆の中の複数
の人が、このシステムを装備したデバイスを装着している場合、すべてのデバイスは、そ
のマイクを通して同時に爆発音を認識し、並びに／又は周囲の光及び／若しくはピクセル
飽和の大規模で急速な変化を同時に認識し得る。この広範囲に及ぶセンサーの入力及び分
析は、すべてのデバイスにその事件に繋がるビデオイメージを保存するように促してよく
（「クラッシュカメラ（crash camera）」）、及び／又はその事件の後にも、ビデオイメ
ージの保存を続けるように促してよい。すべてのデバイスからのこれらのビデオイメージ
の集積は、証拠及び被疑者について群衆を調べるための多くの視点を法執行側に与え得る
。さらに、事件の瞬間のマイク及びカメラデータの空間的分析により、事件の前、最中、
及び後の瞬間を、法執行側が再構築することが可能となり得る。
【０１２４】
　視線追跡を装備したカメラを搭載したウェアラブルデバイスを複数の人が装着している
場合において、共通の注視データが、取り込まれたビデオと組み合わされてよい。複数の
ウェアラブルカメラによって取り込まれたビデオを処理することによるカメラが共通の標
的を見ていることの判断には、大量のイメージ処理が関与する。視線追跡データを含める
ことにより、共通の要素を見るという視聴者の傾向を考えると、整列のプロセスを劇的に
低減し、処理パワーを削減することができる。さらに、共通の標的を見た群衆を抽出する
ことが意図される場合、視線追跡データを用いることにより、ある既知パーセントの群衆
が共通の標的を見ているということを明らかとするために、より大きな視野イメージを重
ねることに伴う不確かな確率的処理が除去される。
【０１２５】
　眼に向けられている（１若しくは複数の）カメラに対して特定の領域にユーザーの注視
が向けられている場合、視線追跡サブシステムがより高い注視精度を発生させることがで
き、注視が他所に動く場合、精度が低くなるという場合が存在し得る。例えば、視線を追
跡するカメラが、眼の前に直接配置される場合、ユーザーが下を向くと、まつ毛又は眼瞼
が、視線追跡に用いられる眼の重要な特徴を部分的に遮蔽してしまうことがあり、従って
、算出される注視の精度が低下してしまう。眼が特定の注視位置に動く場合におけるこの
ような精度の低下は、本明細書にて「優雅な劣化（graceful degradation）」と称され、
視線追跡システムの性能が劣化しているが、完全には失われていないことから、劣化した
情報は、そのようにマークされてよく、編集システムに提供される場合は、精度の低下し
た損傷データ（compromised data）として処理されてよいことを示している。
【０１２６】
　そのような場合、視線追跡データは、複数のセンサーから顕著性を演算する際に、重要
性又は妥当性の重み付けを変えて処理されてよい。視線追跡データが、顕著性のために考
慮される唯一のセンサーデータである場合、精度の低下した（劣化した）データがシステ
ムからの所望されない性能を引き起こすことのないように、マージンが定められてよい。
精度が低下している場合、ユーザーの経験は、予測可能で変化のないものであるはずであ
り、性能のこの優雅な劣化からフラストレーションが起こることはないはずである。
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【０１２７】
　視線追跡サブシステムの精度が最も高い領域は、眼に向いているセンサー及びディスプ
レイの形状に応じて、システムのディスプレイが占めるユーザーの視野の領域に相当し得
る。しかし、ディスプレイのサイズ及び／又は位置が、システムの異なる実施形態におい
て変化することから、その領域中での視線追跡サブシステムの正確性が変化し得る。さら
に、視線追跡サブシステムは、ディスプレイが占めるよりも広いユーザーの視野の領域に
わたる正確性が高まるように設計されてよいが、それでも、視線追跡サブシステムの正確
性が劣化する領域が存在することになると仮定することが自然である。この場合も、その
劣化は、優雅であり、ユーザーにとって目立たないものであるべきである。
【０１２８】
　システムは、細まっている眼を、音響センサーからの笑い声と組み合わせて（又は組み
合わせずに）、幸福又は笑顔を表すものとして解釈するように構成されてよい。これは、
システムがビデオイメージに顕著性を割り当てる基となるメトリックとして構成されてよ
い。さらに、ビデオイメージは、細目の開始及び終了によって区切られた時間、又は笑い
の開始及び終了によって区切られた時間に従ってトリミングされてよい。ＥＥＧセンサー
によって測定される脳波活動も用いられてよい。
【０１２９】
　多くのウェアラブル電子デバイスは、電池寿命を保護するために、積極的電源管理スキ
ーム（aggressive power-management schemes）に依存している。このようなデバイスに
おける消費電力の大きい部分の１つは、ディスプレイであり、このようなスキームは、多
くの場合、ディスプレイの作動状態の積極的管理を含む。このため、デバイスのディスプ
レイは、メディアイメージを取り込むプロセスの間、電源が落とされてよい。システム設
計のいくつかの側面は、所望される制御を確保するためにデバイスのディスプレイとの相
互作用を含む必要があり得るが、適切に機能するために、すべてのシステム機能がデバイ
スのディスプレイの電源をオンとすることに依存する必要はない。デバイスのディスプレ
イの電源をオンとする必要のないシナリオの１つのそのような例は、音響センサーからの
入力に基づいてビデオイメージに顕著性を有するとしてタグ付けすることであり得る。そ
れでも、システムが設計通りに作動していることのフィードバックをユーザーが受けるこ
とが望ましい場合があり、従って、デバイスのスピーカー（装備されている場合）に対し
て、特徴的なトーン又はユーザーが認識可能であるその他の音声を出力するようにシステ
ムから指示が出されてよい。
【０１３０】
　別の実施形態では、システムは、「魔法の瞬間」又はユーザーが期待している可能性の
あるレベルを超える顕著性を有するメディアイメージを自動的に認識するように構成され
てよい。これらの魔法の瞬間は、ビデオイメージ中の決定的時点に自社の製品が出現し得
る企業などの第三者にとって興味深いものであり得る。この例は、山岳地帯の遠方の山頂
へ向かって軽登山を行っている友人のグループであってよい。これらの友人の１人以上が
このシステムを装備したデバイスを装着していると、グループが山頂に居る間、ビデオイ
メージが取り込まれている。グループの１人が冗談を言って他の全員を笑わせ；偶然にも
同時に、グループの別の１人が、銘柄の付いたソフトドリンクを自分のバッグから取り出
し、蓋を開ける。このソフトドリンクの企業は、これでなければ、広告代理店を通じてこ
の瞬間を作り出すのに、何十万ドルという出費を行うことになった可能性があり、従って
、この企業としては、その代わりに、このユーザーに「魔法の瞬間」に対する報酬を支払
うことに興味を持つ可能性がある。
【０１３１】
　なお別の実施形態では、このシステムは、メディアイメージをクロッピングするために
、ユーザーのハンドジェスチャを認識するように構成されてよい。ユーザーは、自身の手
及び指を用いてピクチャフレームを作り出すオプションを有してよく、システムはそれを
、メディアイメージがクロッピングされるべき長方形領域として解釈することになる。こ
の仮想ピクチャフレームは、ユーザーによっていずれの方向に移動されてもよく、システ
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ムは、そのフレームのサイズ及び／又は位置の両方を追跡して、出力ビデオイメージを連
続的に調節してよい。
【０１３２】
　なお別の実施形態では、システムは、デバイスに物理的に位置していないか、又は接続
されていないセンサーからの入力を受けるように構成されてよい。このようなセンサーの
例としては、心拍数モニター、ＥＥＧ、パルスオキシメーター、又は自転車電力計（bicy
cle power meters）などのフィットネスデバイスが挙げられ得る。例えば、システムは、
サイクリストの出力が所定のレベルを超えるいずれの時点でも、サイクリストに対応する
いずれのビデオクリップにも自動的にタグ付けするようにプログラムされてよく、それは
、このような瞬間が、レースのエキサイティングな時間帯に対応し得るからである。
【０１３３】
　別の実施形態では、システムは、個別指導用又は説明用ビデオを簡単に作成したいと考
えるユーザーに応えるよう構成されてよい。これは、視線に基づくクロッピングを、「次
の工程では」、又は「ここで分かることは」、又は「これに細心の注意を払う」などの予
め構成された語句の認識によって行われるタグ付けと組み合わせることによって達成され
得る。これらの例では、ユーザーの視聴者は、そのシーンで見られたものをその通りに知
ることに興味を持ち得るものであることから、ユーザーの注視点は、メディアイメージ上
に自動的に重ねられてよく、又は別に保存されて、後の時点の編集プロセスで重ねられて
もよい。
【０１３４】
　なお別の実施形態では、システムは、ソーシャルメディアアプリケーションとインター
フェイス接続するように構成されてよく、それによって、ユーザーにとってトランスペア
レントであり得る動的な顕著性が可能となる。例えば、注目すべき報道価値のあるイベン
トに起因して、特定の場所がツィッター上で流行っている場合、システムは、ユーザーの
近くであり得るそのようないずれの場所にも基づいて、顕著性に対するメトリックス及び
ヒューリスティックスを周期的に更新してよい。次に、ユーザーがそのようないずれかの
場所に入った場合、そこで取り込まれるメディアイメージに対して、そこ以外で取り込ま
れることになるメディアイメージよりも高い顕著性が割り当てられてよい。このプロセス
は、ユーザーによって拒否又は促進されるように構成されてよく、この機能の作動は、ユ
ーザーにとって明らかであっても、又はトランスペアレントであってもよい。
【０１３５】
　別の実施形態では、メディアイメージを選択し、編集するための方法は、ユーザーの特
定のニーズに合うようにカスタマイズされてよい。しかし、多くの場合、ユーザーは、シ
ステム内に組み込まれているか、又はそれからリモートに位置する１若しくは複数のセン
サーからの入力に基づく複数のメトリックス及びヒューリスティックスを包含する予め定
められたテンプレートを単純に選択することを希望し得る。
【０１３６】
　別の実施形態では、装着者、例えばメアリーが、視線追跡を装備したディスプレイ付き
のデバイスをやはり装着しているリモートの個人、例えばジョンに向けてビデオを送信し
ていてよい。ジョンがディスプレイ上でそのビデオを見る際、彼の注視情報は、ネットワ
ーク（例：電気通信ネットワーク、インターネットなど）を介してメアリーに送信されて
、メアリーに注意を向けさせ、ビデオの取り込みが指示されてよい。さらに、ジョンは、
メアリーのビデオ取り込みを指定の方向に移動させたいというジョンの希望を示す付随す
る意味を持つ彼のディスプレイ上にあるアイコンを注視することによって、メアリーに、
彼女の頭の向きを変えるように指示してよく、又はメアリーを前後又は上下に移動させる
ように指示してよい。例えば、メアリーは、ジョンのための疑似的な映像を提供するため
に、アドベンチャービデオを記録していてよく、又はニュース若しくは娯楽ビデオを記録
していてよい。メアリーに与えられる指示は、複数のリモートビューアー／コントローラ
ーによって集約されてよく、その集約された所望される指示が、メアリーに与えられてよ
い。
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【０１３７】
　別の代表的実施形態では、本明細書のシステムは、視線制御によるヘッドマウント又は
ボディマウントカメラのズーム、焦点合わせ、回転、及び／又はパンのために用いられて
よい。例えば、多くのＨＭＤは、外側に向いたカメラを有する。高解像度のカメラ及びレ
ンズを有するものもある。別の実施形態によると、何らかの形でユーザーの注視で追跡す
るか、それによって制御されるか、又はそれに対して応答してよい電子制御された機械式
又は電子／光学式のズーム、焦点合わせ、又はパンの機能を有する一体化された、又は取
り付け可能のアクセサリーと連結するためのシステム及び方法が備えられてよい。
【０１３８】
　制御により、光学コンポーネントの物理的動き、及び／又はカメラチップ内の用いられ
るべきピクセルの電子選択、及び／又は標的とする若しくは所望される光を取り込むため
のその他の手段が起こる結果となり得る。そのようなシステムは、ユーザーの周囲のメデ
ィアイメージを取り込むためにシーンカメラが搭載されたウェアラブルデバイス；カメラ
のレンズ若しくはカメラのシステムの焦点合わせ、ズーム、パン、又はそれ以外の制御を
行うためのデジタル制御可能である一体化又は取り付け可能機構；ユーザーの少なくとも
片方の眼の視線追跡データを取り込む視線追跡システム；並びにデジタル（電子）制御可
能機構、シーンカメラ、及び視線追跡サブシステムと通信し、視線追跡データに少なくと
も部分的に基づいてシーンへのズーム、焦点合わせ、及びパンを行うように制御機構に指
示するための１つ以上のプロセッサーを含んでよい。
【０１３９】
　システムは、視線追跡データの解釈を行って、ユーザーの眼による注視動作に基づいて
、イメージ取り込み（静止又はビデオ）の様々なモードを行ってよい。カメラの制御は、
システムによって取り込まれた個々のデータ又は複合データによって決定されてよく、そ
れらとしては、２次元若しくは３次元空間での１つ以上のユーザーの注視点（片眼又は両
眼で特定される）、注視継続時間、衝動性運動の一般的パターン、見ている要素若しくは
状況に関する衝動性運動のパターン（テキスト、顔、シーン、コンテンツを表示している
ディスプレイスクリーン、ムービー、店の陳列、手術、軍隊訓練、保安員による保安活動
、スポーツ活動の全体にわたる眼の動き）、衝動性運動の頻度、体の部分（眼、互いの眼
での会話を含む）、服などに対する注視を含む人に特有の注視、瞬きの率及び継続時間、
瞳孔拡張、細目、ウィンク（意図的な瞬き）、上記要素の予測可能な予め定められた組み
合わせ、集められたユーザーの眼のデータを用いて特定された顕著性の動作に適合するよ
うに決定された動作の組み合わせを含むその他の眼部計測が挙げられる。
【０１４０】
　システムは、複数のユーザー全体にわたってデータを収集してよく、意図的動作（例：
ズーム、焦点合わせ、又はパンを制御するための装着者によって明白に意図される眼のジ
ェスチャ）、又は意図しない動作（例：そのようなパターンの解釈、並びに／又は、顕著
性を有するシーンイメージの取り込み、並びにカメラのズーム、パン、及び焦点合わせ機
構の望ましい制御との関連付け）のパターンを識別し、抽出するための大人数のユーザー
（ビッグデータ）を含む。
【０１４１】
　取り込まれたイメージデータと眼の動作に関するメタデータとの出力に連結された編集
システムが考慮される。編集システムを用いてユーザーが行う動作は、登録及び／又は保
存されてよい。所望に応じて、カメラの制御、並びに上記システムの性能、分析、及び向
上に寄与するデータを取り込むために、その他のセンサーが含まれてよい。これらとして
は、本明細書の他所で述べるように、１つ以上の慣性、音響、バイオメトリック、及び／
又はその他のセンサーが挙げられ得る。
【０１４２】
　レンズ制御機構は、ヘッドマウントデバイス（ＨＭＤ）への取り付け可能アクセサリー
として提供されてよく、又はＨＭＤ内に一体化されたハードウェア及びソフトウェアソリ
ューションとして提供されてもよい。アクセサリーとして提供される場合、ハードウェア



(35) JP 2017-507400 A 2017.3.16

10

20

30

40

50

は、可変屈折力を有するレンズなどの追加のさらなる交換可能コンポーネントを有してい
てよい。システムは、インストールプロセスの過程で、ユーザーの注視によって較正され
てよい。この較正には、シーンカメラ及び／又はディスプレイが組込まれてよく、それに
よって、シーンカメラに対するアクセサリーカメラの相対的位置が決定される。較正は、
継続的に行われる自動更新を含んでよい。
【０１４３】
　視聴者の眼、シーン、音、及び／又はその他の入力のこれまでの知識を用いてクリップ
の開始及び／又は終了点を指定することによって予測可能なビデオクリップの場面を最適
に抽出するために、データテンプレートが作成されてよい。そのようなこれまでの知識は
、推測的に決定されてよく、続いて、様々なビデオ記録の状況において、ユーザーの中で
収集され、改良されてよい。これは、ユーザーが、充分な電池の残量がある場合、野球の
試合を例とするイベント全体にわたってカメラをオンにしておいてよいことを意味する。
重要なヒット、得点、アウト、及びその他のプレーがクリップされ、魅力的なビデオに構
成されてよい。そのようなビデオは、手動若しくは自動で、個人的に、ソーシャルメディ
アを介してシェアされてよく、又はさらにはバイヤーに販売されるか、若しくはライフブ
ログライブラリ（life-blog library）の要素として維持されてもよい。その他のテンプ
レート化可能なビデオとしては：
　　誕生日パーティ：ハッピーバースデーを歌いながらロウソクを吹き消す；
　　トラック／クロスカントリーレース：娘／息子が親（ＨＭＤを装着）の近くを走る、
又はゴールラインを切る
　　フットボールの試合：クォーターバックがボールを投げ、レシーバーがそれをキャッ
チしてタッチダウンへと走る；
　　野球の試合：ピッチャーが投球し、バッターがホームランを打つ－及びその他のイベ
ント、それによって、ユーザーは、試合全体を記録してよく、ユーザーの物理的観点から
顕著性を持つイベントが抽出されてよい。さらに、本明細書の他所で述べるように、クリ
ップは、適切に制御されたカメラ設備による自動ズーム、焦点合わせ、被写界深度、及び
パンによって向上されてよい；
　　ディナーパーティでのディナーテーブルで人々をスキャニング：装着者は、招待客を
見回す。ビデオは、ユーザーのスキャン終了時点から開始時点まで戻る方向で、又はその
逆で眼によってクリップされる（eye-clipped）。乾杯の間を例として、さらに細かく選
択されてもよい；
　　眺望を前にして休暇中のファミリー／グループビデオ：最も興味深いグループの集ま
りを抽出したビデオ又はイメージ；
　　休日；
　　具体的作業機能；
　　授与イベント；
　　祝典、
　が挙げられ得る。
【０１４４】
　追加のデータと関連付けられる場合、これらのビデオテンプレートは、時間、場所、人
物、イベント、サブイベント、パフォーマンス情報などに関する補足テキストによって自
動的に向上されてよい。
【０１４５】
　別の実施形態では、複数ユーザーのシーンが、共通の場所で複数のユーザーのために記
録され、上述のようにテンプレートによって情報が付与され、続いてリアルタイム又は非
リアルタイムで、シーンショットの複合セットへと構築されて魅力的なビデオ作品を形成
するクリップを含んでよい。これらは、テンプレート、注視データ、及びその他の感覚入
力によって駆動される高品質電子制御カメラを備えたＨＭＤを装着しているユーザーを多
く有する可能性が高い。ビデオフィード及びクリップは、注視同期、地上同期（geo-sync
hronized）、及び／又は時間同期されて、高品質のリアルタイム又は非リアルタイムでの
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「クラウドソーシングによる（crowd-sourced）」ビデオが作成されてよい。さらに、ビ
デオキャプチャと組み合わされた著名人、プロフェッショナル、又は専門家の注視データ
からの許可された注視拡張ビデオ（licensed Gaze-Augmented Video）が、リアルタイム
又は非リアルタイムで、取り込まれ、販売されてよい。別のシーンは、プレイヤーの観点
から送信される注視データ付きのシーンカメラによる球技の試合である。ビデオは、プレ
イヤーの注視方向のインジケーター（レチクル）が重ねられてよく、又はビデオは、プレ
イヤーの注視（上記で概説したように）及び／又はその他のセンサーによって駆動される
ズームなどで向上され得る。レチクルが重ねられたビデオ又は注視で向上された（ズーム
された＋）ビデオは、試合の視聴者に、トレーニングのレビューのためにプレイヤーのコ
ーチに、意欲的な就学年代のスポーツ選手に、又はビデオゲーム作成者に対して、リアル
タイムで提供／販売されてよい。そのような向上されたビデオの価値は、スポーツ及び娯
楽から、軍隊トレーニング、手術などまで、膨大な範囲の活動に及び得る。
【０１４６】
　アイクリップ（EyeClips）のための別の実施形態は、広告主のためのビデオのクリップ
である。広告主は、大金を費やして、製品ショットを含み得るか、又は製品ショットに関
連し得る現実の魅力的で情緒的なシナリオを作成している。ＨＭＤ装着者は、広告主にと
って価値のある高品質のビデオ；例えばコカ・コーラの缶が写っているクリップを記録す
る意図で、特定の活動（急流下りラフティング、マウンテンバイク、スキー、スカイダイ
ビング）のために自身のカメラを（充分な電池残量がある場合）作動させるように動機付
けされ得る。選択されたクリップを広告主に送信するための、及び価値のあるクリップに
対して広告主が代金を支払うためのシステムが提供されてよい。
【０１４７】
　別の実施形態は、集合意識（Collective Consciousness）と称されるものを含み、これ
は、個々の株式、株式市場の方向性、国際的イベント、政治的な成果、映画の成果、劇場
の成果、リアルタイムでのスポーツイベントの予測、健康上の脅威、並びに人の観察、感
覚入力、及び関連する測定可能な人の反応に基づいてある程度予測可能であるその他の出
来事を予測するためのシステム及び方法である。
【０１４８】
　本明細書で述べる感覚取り込みデータを有するウェアラブルコンピューターは、今まで
は存在していなかった予測データの作成を可能とする。コンピューターの装着者は、特定
のデータを取り込むこと、並びに場合によっては、イメージ、音、人の反応、及び／又は
感覚入力が所望される特定の場所を探し出すことが求められてよい。又は、装着者は、自
身が関与することなく、データが個人的に取り込まれるか、又は集約されて匿名とされる
ことを可能とするように許可するよう求められてよい。関連する視線追跡データ、眼部計
測、バイオメトリック、及びその他のセンサーを有するビデオキャプチャの普及に伴って
、将来のイベント及び成果を予測するための集合意識又は集合潜在意識（collective sub
-consciousness）を利用するためのシステムが提供されてよい。例えば、フロリダのオレ
ンジ果樹園の労働者は、カメラ及びディスプレイを有する視線追跡可能ウェアラブルコン
ピューターを装備していてよい。労働者の収穫動作及び今回のオレンジジュースの見込み
を予測する観察に関するデータが収集されてよい。折に触れて、個々の労働者は、ディス
プレイ情報を介して、オレンジをより詳細に調べる、又は収穫物若しくはその他の情報に
関する意見を求める質問に応答するなどのより有用なデータを取り込む特定の動作を行う
ように指示されてよい。カメラ及びディスプレイを有する視線追跡可能ウェアラブルコン
ピューターを装備しているホワイトカラー労働者は、自身のテレビ視聴、ラジオ聴取、又
はウェブブラウジングの習慣について、並びに／又はテレビ放送（ポータブル感覚キャプ
チャ装備ニールソンモニタリングデバイス（portable, sensory-capture-equipped, Neil
son monitoring device））、ラジオショー、及び／若しくはウェブコンテンツに対する
自身の反応についてモニタリングされてよい。そのようなデータから誘導可能である集合
意識も分析されてよく、リアルタイム若しくは非リアルタイムで装着者にフィードバック
されてよい質問、指示、及び／又は動作がそこから得られてよい。
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【０１４９】
　別の実施形態は、単眼ディスプレイ上での双眼視線追跡を用いて、ＵＩ、ＵＸ、及び／
又はその他の拡張現実双眼／単眼視線追跡（Other Augmented Reality Binocular/monocu
lar tracking）のための３Ｄ拡張を提供することを含む。２つのカメラを用いた追跡によ
って３次元（３Ｄ）注視データ（単一眼から得られる平面ｘ－ｙ軸データに加えてｚ軸を
有する）を取り込むことにより、３次元の注視点が得られる。システムは、様々な方法で
双眼視線追跡データを用いるために、ディスプレイを装備していないか、又は単一眼用の
１つのディスプレイ、両眼用の１つのディスプレイ、若しくは各眼用の１つのディスプレ
イを装備していてよい。
【０１５０】
　２つのディスプレイが備えられる場合、ディスプレイ用のオプションは、部分的視野用
、ディスプレイを通しての透明性及び情報を重ねる拡張現実を有する完全視野用、又は外
部世界のすべてのイメージが遮蔽され、そうでなければ不透明であるディスプレイ上にい
ずれの拡張現実も重ねて表示される完全視野用であっても、各眼に対して１つを含んでよ
い。
【０１５１】
　双眼注視情報を得るために両眼に向けられる２つのカメラを用いる場合、注視情報を算
出するプロセッサーは、ディスプレイデータを制御するプロセッサーに、ＵＩ情報又は「
拡張現実」（若しくは「ＡＲ」）情報／イメージの３次元重なりイメージを提示するため
の情報を送って、片方の眼で見ることのできる単一のモノディスプレイ、両方の眼で見る
ことのできる単一のモノディスプレイ、又は両方の眼で別々に見ることのできる２つのモ
ノディスプレイ上にある程度の量のシミュレーション立体イメージを作成してよい。この
方法により、双眼視線追跡は、単一のディスプレイスクリーン上で、効果的な３次元ディ
スプレイ又は３次元ダイアログを可能とし得る。ユーザーが視線を集中させる、又は視線
を逸らすに従って、ディスプレイは変化して、次元性の感覚が作り出され得る。ユーザー
の両眼の焦点が、距離Ｚにある物品に合わせられる場合、両眼は、ユーザーが提示された
シーンを見るのに片方の眼、恐らくは利き眼だけを用いている場合であっても、ともむき
筋を介して並行して動く。次元性をエミュレートする情報を提示するためのシステムは、
眼の優位性に対して敏感であり得る。
【０１５２】
　ＵＩは、ディスプレイ上に焦点の合っていない要素のイメージを提示し、視線を逸らす
又は合わせることによって焦点を合わせる動機をユーザーに与える。例えば、そのイメー
ジが表面上はより近くにあり、ユーザーがそのイメージに焦点を合わせることを選択し、
ユーザーが視線を合わせるか（双眼視線追跡カメラによって測定可能なように、より詳細
に見ようとして）又は視線を逸らせる（さらに遠くを見ようとして）場合の適切なフィー
ドバックがある場合、イメージは、互いに対してシフトされて、焦点が合わさせるか、又
は焦点が外されてよい。ユーザーが、人工的に不明瞭なイメージで提示され得る何かをよ
り詳細に見たいと考える際に、ユーザーが視線を合わせる／逸らせる場合、イメージは、
片方又は両方の眼で見られる通りに調整されてよい。
【０１５３】
　加えて、又は別の選択肢として、瞳孔拡張も追跡されて、シーンビュー内の知覚される
次元性を変化させる時点が判断されてよい。例えば、単一の利き眼で遠くの物体を見てい
る場合、手前に示されるべき物体は、焦点が外されて示されてよい。ユーザーがこの利き
眼を、少しの程度であっても（例えば０．５度）シフトさせて焦点の外れた手前のイメー
ジを注視する場合、イメージは、焦点が合った状態とされてよく、それによって、ユーザ
ーの瞳孔の反応が引き起こされ、さらには、この新たな標的がより近いという感覚が作り
出される。同時に、遠くのイメージは、距離のより強い知覚を作り出すように調整されて
よい。
【０１５４】
　意図的な／無意識のタグ付け又は編集により、様々な方法でのディスプレイを用いた対
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話によって、価値のある可能性のあるクリップの開始点及び／又は終点のタグ付けをユー
ザーが意図的にリアルタイムで行うことが可能となる。このタグ付けは、ディスプレイを
用いた、又はディスプレイを用いない対話を介して行われてよい。ディスプレイを用いた
対話の場合、ユーザーとディスプレイとの間にダイアログが存在してよく、ユーザーが注
視対象とするビジュアルメニューが組み込まれ、凝視、ドゥエル、衝動性運動、オンスク
リーン、オフスクリーン、オン／オフスクリーン操作によってディスプレイが制御される
。ディスプレイは、不透明、半透明、又は透明であってよい。それは、部分視野ディスプ
レイ又は完全視野ディスプレイであってよい。ダイアログは、タグ付け作業の迅速化、タ
グ付けを行うかどうかの判断、何に対してタグ付けを行うかの判断、クリップをどの程度
の長さにするべきかに関する情報の入手、視野内における顕著性を有する領域への焦点合
わせ、テキストによるクリップの向上、音声による注釈、特殊効果、メタデータとして視
認可能又は利用可能であってよいその他の感覚情報の組み込みをユーザーが行う補助とな
り得る。メディアイメージにタグ付けを行うための追加のオプションとしては、以下の１
つ以上が挙げられ得る：
　　タグ付けは、クリップが記録される前又は後に、非リアルタイムで行われてよい；
　　タグ付けは、ディスプレイを用いることなく、その他の入力又は制御によって行われ
てよい；
　　タグ付けは、視線追跡及び／又はディスプレイ機能が組み込まれてよいコンタクトレ
ンズのユーザーがシステムに組み込まれた場合に行われてよい。
【０１５５】
　タグ付け及び編集を制御するためのユーザーとプロセッサーとの間のダイアログには、
ＥＥＧ又はその他のバイオメトリックス源からのデータ収集が組み込まれてよく、脳波刺
激を介してのフィードバック又は感覚フィードバックがユーザーに提供されてよい。クリ
ップ編集、重ね合わせ、効果、及び向上を算出するための処理は、ローカルで実施され、
割り当てられたユーザーのプロセッサー間でシェアされてよく、又はリモートサーバーで
実施されてもよい。
【０１５６】
　本発明は、ユーザーの部分視野、複数の部分視野、又はユーザーの完全視野までの中で
ディスプレイが観察可能である場合の操作を支援するものである。ディスプレイは、完全
な透明であるものから、ユーザーから見える世界及びディスプレイを拡張するためにディ
スプレイを通して見える実世界のイメージ上に重ねられたいずれかのイメージのいずれか
の明度レベルのものまで様々であってよい。さらに、イメージが完全に電子的に作成され
る不透明ディスプレイ（典型的には、バーチャルリアリティーディスプレイと称される）
が組み込まれる構成が、補足イメージ又は視覚制御、及び上述したように重ねられるフィ
ードバックと共に用いられてもよく、それは、ユーザーの明確な動作によって終点がタグ
付けされるビデオクリップの開始点のヒューリスティック選択を明らかに実証し、支援す
るものである。
【０１５７】
　簡便さのために、本明細書で示され、記載される操作は、様々な相互接続された機能ブ
ロック又は別個のソフトウェアモジュールとして記載される。しかし、これは必須ではな
く、これらの機能ブロック又はモジュールが同等に集約されて、境界が明確ではない単一
のロジックデバイス、プログラム、又は操作となる場合もあり得る。いずれの場合であっ
ても、機能ブロック及びソフトウェアモジュール、又は記載される特徴は、単独で、又は
ハードウェア又はソフトウェアのいずれであってもよいその他の操作と組み合わされて実
行されてよい。このような機能ブロックは、明らかに、ウェアラブルディスプレイ技術の
使用を支援しており、網膜、一体化された、投射された、又はその他のディスプレイを有
するウェアラブルコンタクトレンズ、及び一体化された視線追跡機能を有するウェアラブ
ルコンタクトレンズ上へのイメージの投射を含む。
【０１５８】
　本明細書のいずれの実施形態と共に示される要素又はコンポーネントも、具体的実施形
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態のための代表例であり、本明細書で開示されるその他の実施形態で、又はそれと組み合
わせて用いられてよいことは理解される。本発明には、様々な改変及び別の選択肢として
の形態が可能であるが、その具体例を、図面で示し、本明細書で詳細に記載してきた。し
かし、本発明は、開示される特定の形態又は方法に限定されるものではなく、逆に、本発
明は、添付の請求項の範囲内に含まれるすべての改変、均等物、及び別の選択肢のすべて
を含むものであることは理解されるべきである。
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