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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検出光の第１値部分であることと、
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　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項２】
　前記第１コード化非英数文字データ源はアナログ変動値を有する、請求項１に記載の変
換装置。
【請求項３】
　前記第１コード化非英数文字データ源はディジタル式に変化する、請求項１に記載の変
換装置。
【請求項４】
　前記第１被検出光の第１値部分は第１対象物から発せられ、前記第１対象物は前記第１
値を生成するために変化する、請求項１に記載の変換装置。
【請求項５】
　前記第１対象物はアナログ変動値を有する、請求項４に記載の変換装置。
【請求項６】
　前記第１対象物はディジタル式に変化する、請求項４に記載の変換装置。
【請求項７】
　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属する、請求項１に記載の変換装置。
【請求項８】
　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属する、請求項１に
記載の変換装置。
【請求項９】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
　　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することと、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検出光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
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出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項１０】
　前記第１コード化非英数文字データ源はアナログ変動値を有する、請求項９に記載の変
換装置。
【請求項１１】
　前記第１コード化非英数文字データ源はディジタル式に変化する、請求項９に記載の変
換装置。
【請求項１２】
　前記第１値は前記第１コード化非英数文字データ源の第１位置である、請求項９に記載
の変換装置。
【請求項１３】
　前記第１被検出光の第１値部分は第１対象物から発せられ、前記第１対象物は前記第１
値を生成するために変化する、請求項９に記載の変換装置。
【請求項１４】
　前記第１対象物はアナログ変動値を有する、請求項１３に記載の変換装置。
【請求項１５】
　前記第１対象物はディジタル式に変化する、請求項１３に記載の変換装置。
【請求項１６】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は前記第１コード化非英数文字データ源の第１アナログ変動値であ
ることと、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検出光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項１７】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
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　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は前記第１コード化非英数文字データ源の第１ディジタル変動値で
あることと、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１光を検出した
ときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項１８】
　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することとからな
る、請求項１６に記載の変換装置。
【請求項１９】
　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することとからな
る、請求項１７に記載の変換装置。
【請求項２０】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
　　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することと、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
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　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は前記第１コード化非英数文字データ源のアナログ変動値であるこ
とと、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項２１】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
　　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することと、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は前記第１コード化非英数文字データ源のディジタル変動値である
ことと、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項２２】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
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　　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することと、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は前記第１コード化非英数文字データ源の外部にある第１対象物の
アナログ変動値であることと、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【請求項２３】
　第１画像化装置と、
　　前記第１画像化装置は複数の画像化装置に属することと、
　　前記複数の画像化装置は複合視界を有することと、
　　前記第１画像化装置は第１視界を有することと、
　　前記第１視界は第１の３本の直交軸の組に沿って延びることと、
　　前記第１視界は前記複合視界に含まれることと、
　第１被検出光と、
　　前記第１被検出光は第１時点において前記第１画像化装置によって検出されることと
、
　第１コード化非英数文字データ源と、
　　前記第１コード化非英数文字データ源は複数のコード化データ源に属することと、
　第１コード光と、
　　前記第１コード光は前記第１コード化非英数文字データ源から発せられることと、
　　前記第１コード光は前記第１被検出光に含まれることと、
　前記第１コード化非英数文字データ源自身の第１可変属性と、
　　前記第１可変属性は、前記第１可変属性の変化に伴って変化する値と、前記第１コー
ド化非英数文字データ源自身が第１値を表すべく変化したこととを表すものであり、
　　前記第１可変属性は前記第１コード化非英数文字データ源の外部にある第１対象物の
ディジタル変動値であることと、
　　前記第１可変属性は第１用途を有することと、
　　前記第１用途は前記第１コード光によって表されることと、
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　　前記第１可変属性は前記第１時点において第１値を有することと、
　　前記第１値は第１値光によって表されることと、
　　前記第１値光は前記第１被検出光の第１値部分であることと、
　　前記第１値部分は前記第１コード光によって指定されることと、
　第１信号と、
　　前記第１信号は、前記第１画像化装置が前記第１時点において前記第１被検出光を検
出したときに前記第１画像化装置によって発せられることと、
　　前記第１信号は前記第１コード光を表すことと、
　　前記第１信号は前記第１値光を表すこととからなる変換装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本出願は、２０００年１２月１５日に提出された米国仮出願番号第６０／２５６，０８
６号並びに２００１年９月１１日に提出された米国仮出願番号第６０／３１８，９６２号
に基づく優先権を主張する。
【０００２】
　本装置は、画像化装置、コード化データ源、及び第１用途を有する可変属性からなり、
コード化データ源から発せられる光は第１用途を表すと共に、画像化装置によって検出さ
れた光のどの部分が可変属性を表すのかを指定する。コード化データ源は複数のコード化
データ源に属し得、画像化装置は複数の画像化装置に属し得る。
【０００３】
　本変換装置は、第１画像化装置と第１コード化データ源とからなる。第１画像化装置は
、第１の３本の直交軸の組に沿って延びる第１視界を有する。
　第１画像化装置によって、第１時点において第１被検出光が検出される。第１コード化
データ源から発せられる第１コード光は、第１被検出光に含まれる。
【０００４】
　この画像化装置が複数の画像化装置２１に属する場合、第１視界は複数の画像化装置の
複合視界２２に含まれ、第１被検出光は、複数の画像化装置によって検出される複合被検
出光１２に含まれる。第１コード化データ源が複数のコード化データ源に属し、複数のコ
ード化データ源のうちのいくつかのコード化データ源１１が複合視界に存在する場合、い
くつかのコード化データ源から発せられるコード光は、複合被検出光に含まれる。
【０００５】
　第１可変属性は、第１コード光によって表される第１用途を有する。第１可変属性は、
第１時点において第１値を有する。第１値は第１値光によって表される。第１値光は、第
１被検出光の第１値部分である。第１値部分は第１コード光によって特定される。
【０００６】
　第１可変属性は、アナログ表現又はディジタル表現を有する任意の物理属性であり得る
。例えば、第１可変属性は体積膨張温度計によって表される温度であり得る。第１用途は
、この物理属性を使用する任意の用途であり得る。例えば、第１用途は温度制御であり得
る。
【０００７】
　画像化装置が第１時点において第１光を検出すると、画像化装置によって第１信号が発
せられる。第１信号は第１コード光を表し、かつ第１値光を表している。第１画像化装置
が複数の画像化装置に属する場合、第１信号は、複数の画像化装置によって出力（２３）
される複合信号３１に含まれる。
【０００８】
　第１コード化データ源が複数のコード化データ源に属する場合、第２コード光が、複数
のコード化データ源に属する第２コード化データ源から発せられる場合がある。第１被検
出光に第１コード光と第２コード光とが含まれる場合、第１画像化装置は、第１コード光
と第２コード光とを同時に検出し、第１信号は第１コード光と第２コード光との両者を表
し得る。
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【０００９】
　この文脈も含め本明細書において、「光を検出する」との表現は、単に光の存在を検出
することを意味するだけではなく、画像化装置がコード化データを表す信号を発生させる
ことができるように、データをコード化している光の特定の属性をも検出することも意味
する。いくつかのデータ源からの光を同時に検出する点において、空間的に離れたいくつ
かのバーコードからの光を同時に検出することができないバーコード読取装置は、画像化
装置とは区別される。
【００１０】
　画像化装置は、２００１年４月３０日に特許協力条約に基づく国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ
０１／１３７４２号として提出され、２００１年１１月８日に公開された国際出願公開公
報第ＷＯ０１／８４４７５　Ａ１号に開示されているデュアルモード画像化装置であって
もよい。図面に記載のコード化データ源は、デュアルモード画像化装置と併用するために
適する。バンド４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄ及びバンド４３Ａ，４３Ｂ，４３Ｃ，４
３Ｄは、赤外光を逆反射する。デュアルモード画像化装置は位置決めモードにある場合に
、これらバンドを検出する。デュアルモード画像化装置は応答モードにある場合に、視界
からの他の光を介して（ｏｖｅｒ）、カラーバンドをなすコード化領域４２Ａ，４２Ｂ，
４２Ｃ，４２Ｄからの光を検出する。バンド４３Ａ，４３Ｂ，４３Ｃ，４３Ｄは、方向を
画定するバンド４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄよりも広い。他の画像化装置や、その他
の形状のコード化データ源を使用することも可能である。
【００１１】
　コード化データ源は、それ自体が変化して、第１可変属性の第１値及び後続の値が提供
されることがある。コード化データ源は、第１可変属性の第１値及び後続の値を提供する
アナログ変動値であり得る。例えば、図４の４０Ｂでは、バンド４３Ｄの大きさが第１値
５１Ｄを表しており、このバンドが拡大して、後続の値が提供されることがある。
【００１２】
　コード化データ源のいずれの部分も、可変属性の値を表すアナログ変動値を有し得る。
アナログによって表現できる属性はいずれも、アナログ表現によって表され得る。例えば
、あるコード化データ源の一部分の第１の大きさが第１可聴周波数を表し、その第２の大
きさが第２可聴周波数を表す場合、このコード化データ源は楽器として使用することがで
きる。
【００１３】
　コード化データ源がディジタル式に変化して、第１可変属性の第１値及び後続の値が提
供されることがある。ディジタル式に表すことのできる可変属性はいずれもディジタル式
に表され得る。これは、コード部にあるカラーバンド（例えば、４２Ａ）の少なくとも１
つを変化させることによって実現され得る。
【００１４】
　図３に記載のディジタル表示装置５１Ｃを備えたディジタル読取り装置が、コード化デ
ータ源の一部をなしていてもよい。本図の例では、第１コード光によって表される第１用
途は、第１値光がディジタル読取り装置からの光であることを指定し得る。
【００１５】
　コード化データ源の第１位置４０Ａが、可変属性の第１の値を提供し、後続の位置５０
Ａが、その後続の値を提供してもよい。また、移動距離５１Ａが第１値を提供し、その後
の移動距離が後続の値を提供してもよい。位置は、画像化装置の組をなす３本の直交軸に
基づいて決定されることもあれば、参照コード化データ源に基づいて位置が決定されるこ
ともある。
【００１６】
　コード化データ源のアナログ変動値は、アナログ表現が可能な可変属性であれば何でも
表し得る。アナログ表現は、移動制御や上記した楽器の例において特に有用である。多数
ある例のほんの一部を下記に記載する。人がコード化データ源を移動させて、対象物をア
ナログ的に移動させてもよい。
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【００１７】
　コード化データ源を人の顔の数箇所に取り付けてもよい。この場合、表情の変化によっ
て、複数のコード化データ源の相対位置が変化するため、各表情の向き（ｅｘｐｒｅｓｓ
ｉｏｎ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）が特定の制御信号を表し得る。頷きなどの種々の動作
が特定の制御信号を表し得る。歯など数箇所にコード化データ源を取り付けて、この移動
や向きで制御命令を表してもよい。
【００１８】
　コード化データ源をコンタクトレンズに組み込めば、使用者を特定し、視線の向きを追
跡することができる。コード化データ源を指の上に載せ、指を文字や絵を書くように動か
すと、書いた文字や絵が表示装置に表示されるようにしてもよい。人がコード化データ源
を動かして、音の種々の属性を制御することもある。これによって、既存の楽器の模倣や
、新たな楽器の作製が可能となる。
【００１９】
　第１コード化データ源からの第１コード光は、第１値光を発する第１対象物の第１位置
を指定し得る。第１画像化装置は、第１被検出光の第１値部分としてこの第１値光を検出
することがある。第１対象物が変化して、第１可変属性の第１値及び後続の値が提供され
ることがある。
【００２０】
　対象物がアナログ変動値を有し、可変属性の第１値及び後続の値が提供されることがあ
る。対象物から発せられる光は、可変属性の第１値及び後続の値を表す値光を含むことが
ある。
【００２１】
　この例を図２に示す。本例では、コード化データ源４０Ｂは、例えば、コード化データ
源を基準とした変位量５２Ｂ，５３Ｂを指定することによって対象物の位置を指定してい
る。本例において、対象物は、体積、温度、圧力など、可変長の液柱によって表される任
意の可変属性を表し得る液柱である。
【００２２】
　対象物がディジタル式に変化して、第１可変属性の第１値及び後続の値が提供されるこ
とがある。この例を図３に示す。本例では、コード化データ源４０Ｃは、ディジタル読取
り装置に対する変位５２Ｃ，５３Ｃである。読取り装置から発せられる光は、可変属性の
第１値５１Ｂ及び後続の値を表し得る。ディジタル式に表すことのできる可変属性はいず
れもディジタル式に表され得る。
【００２３】
　画像化装置は、デュアルモード方式であれ、その他の方式であれ、空間的に離間された
部品を有し得る。この構成によって、視界が拡大することがある。また、この構成によっ
て、参照点を基準としてコード化データ源を容易に発見できるようになることもある。
【００２４】
　画像化装置は、コード化データ源から来る光の物理属性値の範囲の一部を選択的に検出
する素子を複数備えてもよい。画像化装置のいくつかの素子によっていくつかの部分が検
出されて、これら部分が結合され、コード化データ源の画像を描画することなく、光の物
理属性の全範囲が検出され得る。
【００２５】
　コード化データ源から来る光の発生源は様々である。例えば、周囲から反射した光もあ
れば、コード化データ源の一部をなす光源からの光、適切な放射を与えて発せられた光、
適切な放射を与えて固有の減衰時間を伴って発せられた光、画像化装置の近くに存在し、
コード化データ源を照光している光源からの光もあれば、これらが組み合わされることが
ある。
【００２６】
　光は可視光だけに限定されない。例えば、赤外光、ミリメートル波、及びこれより長い
波長の光を用いることができる。光は、本明細書に記載した機能を提供するために必要な
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、電磁スペクトルの任意の部分の放射エネルギーであり得る。音響エネルギーなど、本明
細書に記載した機能を提供できる他の放射エネルギーも本明細書が意図する「光」に含ま
れる。
【００２７】
　この文脈も含め本明細書において、第１製品部分から第２製品部分への「信号」との表
現、並びに第１製品部分と第２製品部分とが「信号接続されている」との表現は、第１製
品部分の第１物理状態によって、第２製品部分の第２物理状態が発生することを指す。こ
れは、種々の直接的原因による手段（ｃａｕｓａｌ　ｍｅａｎｓ）によって、又は任意の
各種伝達手段によって達成され得る。伝達信号は、有線、無線、ファイバなど、各種ポイ
ントツーポイント方式、ブロードキャスト方式によるエネルギ伝達のいずれかであり得る
。伝送信号は、伝送信号の一形式、伝送信号の第２の形式、及び伝送信号の種々の組み合
わせにまたがって存在することがある。
【００２８】
　ここで、いくつかの原因（ｃａｕｓｅ）が各種処理モードのいずれかによって作動する
ことがある。固定回路などの設定済みの処理素子、プログラマブルゲートアレイやニュー
ラルネットワークなどの設定可能な処理素子、又はデータ記憶媒体に記録された命令など
を用いて処理を行なうこともあれば、これらを併用して処理を行なうこともある。処理は
、スタンドアロンで行なわれることも、ローカル情報システムを介して行なれることも、
ネットワーク接続された情報システムを介して行われることもあれば、これらの組み合わ
せで行なわれることもある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　可変属性がコード化データ源の位置である本装置の形態を示す図。
【図２】　可変属性が対象物のアナログ属性である本装置の形態を示す図。
【図３】　可変属性が対象物のディジタル属性である本装置の形態を示す図。
【図４】　可変属性がコード化データ源のアナログ属性である本装置の形態を示す図。
【図５】　本装置の各要素間の接続を示す模式図。
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