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(57)【要約】
　本明細書は、視覚プロファイル又はターゲットアプリ
ケーションに基づいて、例えば仮想現実、拡張現実、又
は複合現実感（ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ）媒体等の媒体を修
正するための方法及びシステムを説明する。本明細書の
実施形態では、ユーザ及びユーザグループのために種々
の視覚プロファイルの識別を可能にする感覚データ交換
（ＳＤＥ）が作成される。ＳＤＥは、各種のユーザ及び
／又はユーザグループに応じて１つ以上の媒体を修正す
るために活用されてよい。
【選択図】図２０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって経験される状況を、前記ユーザがディスプレイを有するコンピューティ
ングデバイスを使用し、媒体を経験している間に改善する又は処理する方法であって、
　前記コンピューティングデバイスを使用し、複数のデータのうちの少なくとも１つのた
めの第１の値を取得することと、
　前記コンピューティングデバイスを使用し、前記複数のデータのうちの前記少なくとも
１つのための第２の値を取得することと、
　前記第１の値及び前記第２の値を使用し、経時的に前記複数のデータのうちの少なくと
も１つの変化を決定することと、
　経時的に前記複数のデータのうちの前記少なくとも１つの前記変化に基づいて、前記状
況の程度を決定することと、
　前記状況の程度を決定することに基づいて、前記媒体を修正することと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記コンピューティングデバイスが、仮想現実ビューデバイス、拡張現実ビューデバイ
ス、又は複合現実感ビューデバイスである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仮想現実ビューデバイス、前記拡張現実ビューデバイス、又は前記複合現実感ビュ
ーデバイスが、眼球運動データを取得するように構成されたカメラ、頭部動きの比率及び
／又は方向を検出するように構成されたセンサ、心拍数を検出するように構成されたセン
サ、及び脳波を検出するためのＥＥＧセンサのうちの少なくとも１つを備える、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記眼球運動データが、高速走査、衝動性運動、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径
、及び眼瞼裂距離を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記状況が、理解力、疲労、関わり、成績、視覚前庭の不一致に続発する映像酔いと関
連付けられる症状、心的外傷後ストレス障害と関連付けられる症状、調節機能障害に関連
する複視、予期せぬ周辺視野刺激による病原体伝染、両眼転導調節障害、固視ずれ、かす
み目及び近視、頭痛、焦点調節困難、見当識障害、姿勢の不安定、視覚的不快感、眼精疲
労、ドライアイ、流涙、異物感、眼の圧迫感、又は目の回りの痛み、嘔吐、胃の不快感、
画面表示に対する露出過度からの潜在的な光毒症、過剰なブルーライト曝露から生じるホ
ルモンの異常調節、斜位、肯定的感情の減少、及び否定的感情の増加のうちの少なくとも
１つである、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のデータが、高速走査、衝動性運動、固視、瞬目率、瞳孔直径、頭部動きの速
度、頭部動きの方向、心拍数、運動反応時間、円滑追跡、眼瞼裂距離、脳波活動の程度及
び比率、輻輳の程度、及び輻輳の程度のうちの少なくとも１つを含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項７】
　媒体を前記修正することが、前記媒体のコントラストを増加させること、前記媒体のコ
ントラストを減少させること、前記媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズを
より大きくすること、前記媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより小さ
くすること、前記媒体の明るさを強めること、前記媒体の明るさを減少させること、中心
視野に示される前記媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること及び
周辺視野の関心のある前記オブジェクトを減少させること、中心視野に示される前記媒体
に表示される関心のあるオブジェクトの量を減少させること及び周辺視野の関心のある前
記オブジェクトを増加させること、前記媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位
置に変更すること、視野からオブジェクトを削除し、ユーザが前記削除を認識するかどう
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かを測定すること、前記媒体内の色の量を増加させること、外部データ、人口統計データ
、又はトレンドデータに基づいて前記媒体のＲＧＢ値を変更する前記媒体内に示されるオ
ブジェクト内の陰影の程度を強化することのうちの少なくとも１つを含む、請求項２に記
載の方法。
【請求項８】
　前記状況が理解力である、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記変化が、高速走査の増加、衝動性運動の増加、固視の減少、瞬目率の上昇、瞳孔直
径の拡大、頭部動きの増加、心拍数の増加、反応時間の減少、瞼の分離の減少、脳波活動
の変化、及び円滑追跡の増加をのうちの少なくとも１つである、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記状況の前記程度が、前記ユーザの理解力の減少である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザの前記理解力の低下に基づいて、前記媒体が、前記媒体のコントラストを増
加すること、前記媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくするこ
と、前記媒体の明るさを強めること、中心視野に示される前記媒体に表示される関心のあ
るオブジェクトの量を増加させること及び周辺視野の関心のある前記オブジェクトを減少
させること、前記媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること、視
野からオブジェクトを削除し、ユーザが前記削除を認識するかどうかを測定すること、前
記媒体内の色の量を増加させること、前記媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度
を強化すること、及び外部データ、人口統計データ、又はトレンドデータに基づいて前記
媒体のＲＧＢ値を変更することのうちの少なくとも１つによって修正される、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記状況が疲労である、請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記変化が、固視の減少、瞬目率の上昇、並びに輻輳及び発散の変化のうちの少なくと
も１つである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記状況の前記程度が、前記ユーザの疲労の増加である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザの前記疲労の増加に基づいて、前記媒体が、前記媒体のコントラストを増加
すること、前記媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
、前記媒体の明るさを強めること、及びより多くの運動を増加させること又は導入するこ
とのうちの少なくとも１つによって修正される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ユーザによって経験される理解を、前記ユーザが仮想現実ビューデバイス、拡張現実ビ
ューデバイス、又は複合現実感ビューデバイスを通して媒体を経験している間に改善する
方法であって、
　複数のデータのための第１の値を取得することと、
　前記複数のデータの第２の値を取得することと、
　前記第１の値及び前記第２の値を使用して、経時的に前記複数のデータの変化を決定す
ることと、
　経時的に前記複数のデータの前記変化に基づいて、前記ユーザの理解力の削減の程度を
決定することと、
　理解力の削減の程度を決定することに基づいて媒体を修正することと
を含む、方法。
【請求項１７】
　前記複数のデータの前記第１の値及び前記第２の値を取得することが、基礎体温、心拍
数、体の動き、体の回転、体の方向、体の速度、又は体の大きさを検出するように構成さ
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れたセンサ、四肢の動き、四肢回転、四肢方向、四肢速度、又は四肢の大きさを測定する
ように構成されたセンサ、パルスオキシメータ、聴覚処理を測定するように構成されたセ
ンサ、味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定するための
センサ、例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集
するための任意の他の形式のコントローラ等の入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電気
眼球記録法、網膜電図写真、及び皮膚電気反応を測定するように構成されたセンサのうち
の少なくとも１つ以上を取得することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数のデータが、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔の大きさ、瞳孔の位置、凝視方向、凝視位
置、両眼転導、固視位置、固視持続時間、固視比率、固視カウント、サッカード位置、サ
ッカード角度、サッカード大きさ、プロサッカード、アンチサッカード、戻りの阻害、サ
ッカード速度、サッカード比率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、体重分散、
周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋電図検
査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽
和度、心拍数、血圧、有声化、推定遠心性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理、
及び聴覚処理のうちの少なくとも１つ以上を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記媒体を修正することが、前記媒体のコントラストを増加すること、前記媒体に表示
される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること、前記媒体の明るさを強め
ること、中心視野に示される前記媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加さ
せること及び周辺視野の関心のある前記オブジェクトを減少させること、前記媒体に表示
されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること、視野からオブジェクトを削除し
、ユーザが前記削除を認識するかどうかを測定すること、前記媒体内の色の量を増加させ
ること、前記媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること、及び外部デ
ータ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて前記媒体のＲＧＢ値を変更するこ
とのうちの少なくとも１つによって修正することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記媒体を前記修正することが、理解力の所定の増加を提供するために修正することを
含む、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　相互参照
　本出願は、主に以下の米国特許仮出願、すなわち
　「視覚機能データを集め、視覚機能データに基づいてメディアを修正するための方法お
よびシステム」の名称で、２０１６年１１月２３日に出願された米国特許仮出願第６２／
４２５，７３６号、
　同じ名称で２０１６年８月３１日に出願された米国特許仮出願第６２／３８１，７８４
号、
　「感覚データ交換プラットフォームを介してビジュアルコンテンツ表示を生成するため
のシステムおよび方法」の名称で、２０１６年７月１５日に出願された米国特許仮出願第
６２／３６３，０７４号、
　「ビジュアルコンテンツ表示」の名称で、２０１６年７月８日に出願された米国特許仮
出願第６２／３５９，７９６号、
　同じ名称で２０１６年４月１４日に出願された米国特許仮出願第６２／３２２，７４１
号、ならびに
　同じ名称で２０１６年４月８日に出願された米国特許仮出願第６２／３１９，８２５号
に依拠し、またこれら全体が参照により本明細書にも組み込まれる。
【０００２】
　本明細書は、一般に仮想環境に関し、より詳細には仮想現実に基づいた、拡張現実に基
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づいた、または複合現実に基づいた（ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ）メディアなどのメディアを、
人の視覚プロファイルおよび／またはオブジェクトアプリケーションに基づいて修正する
ための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、仮想現実（ＶＲ）環境、拡張現実（ＡＲ）、および複合現実（ＭｘＲ）のアプリ
ケーションが益々普及している。ＶＲは、その中で人々が現実世界に存在するかのように
課題を行い、行為を経験する、没入型の現実的な三次元（３Ｄ）をコンピュータがシミュ
レーションした環境を提供する非侵襲シミュレーション技術である一方で、ＡＲは、コン
ピュータが生成したメディアによって拡張または補足された現実世界の環境を描く。ＶＲ
／ＡＲ／ＭｘＲの最も直接的な経験は完全に没入型のＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステムによっ
て提供され、最も広く採用されたＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステムは、特殊な着用可能なヘッ
ドマウント表示装置（ＨＭＤ）を通してそれらがシミュレーションされた環境を表示する
。ＨＭＤは、通常眼鏡、ヘルメットまたはゴーグルに嵌合された画面およびレンズからな
り、表示装置は単眼（片目のみによって見られる表示装置）、双眼（ｂｉｎｏｃｕｌａｒ
）（両眼で単一画面を見る）、または両眼（ｂｉｃｈｏｐｔｉｃ）（それぞれの眼が、追
加の奥行きの合図を与える、立体的であることが可能な異なる画面または画像を見る）で
あってもよい。
【０００４】
　最近ＨＭＤは一般市民に導入されてきたが、ＨＭＤは新しい現象ではない。早くも１９
６０年代には、コンピュータ・グラフィックスの先駆者であるＩｖａｎ　Ｓｕｔｈｅｒｌ
ａｎｄが初期ＨＭＤを開発し、これは仮想画像を現実世界に重ね合わせることを可能にし
た。ＨＭＤ技術は、概して１９７０年代に軍隊、産業界、科学研究および芸能分野にわた
る使用を通して発展した。Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｆｌｉｇｈｔ　Ｈｅｌｍ
ｅｔ（登録商標）、Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｉ／Ｏ　Ｉ－Ｇｌａｓｓｅｓ（登録商標）、および
Ｄｙｎｏｖｉｓｏｒ（登録商標）などの初期に市販のＨＭＤは、それらの視野（ＦＯＶ）
が狭く、重量、物理的制約、およびシステムパラメータにおける固有の煩わしさに起因し
て、適用が限定されていた。最近の進歩は、ＨＭＤをより長時間の使用に対してより快適
にするように向けた。Ｇｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（登録商標）、Ｅｐｓｏｎ　Ｍｏｖｅｒ
ｉｏ（登録商標）、Ｖｕｚｉｘ　Ｗｒａｐ（登録商標）、およびＯｃｕｌｕｓ　Ｒｉｆｔ
（登録商標）を含む最近のＨＭＤ製品が市販されるようになり、技術発展の結果として益
々ありきたりになっている。例えばＯｃｕｌｕｓ　Ｒｉｆｔ（登録商標）の１つの型であ
る、Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ２（開発キット２）（ＤＫ２）は、高解像度、高い
リフレッシュレート（すなわち表示装置の画像が更新される頻度）、低残像（これはモー
ションブラーを除去する働きをする）、およびその先行モデルに比べると、より低遅延お
よび正確な動きに対して進歩した位置追跡を有する。ＨＭＤ技術の進歩および費用低減に
より、その広範囲の使用の可能性が増している。
【０００５】
　遺憾ながら、多くの視覚に関連した状態はこのような技術の使用に関連する。例えば映
像酔い（ＶＩＭＳ）またはシミュレータ酔いは視覚と前庭の不一致に関係し、ＨＭＤの使
用に関連した固有の顕著な体系的および知覚的問題が原因であり、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲに
基づいたＨＭＤに関連した技術の広範囲の採用および商業開発の障害になったままである
。従来の表示装置に通常関連しないＨＭＤの体系的および知覚的問題は、吐き気、胃の不
快感、失見当、姿勢の不安定性および視覚的不快感を含む。
【０００６】
　吐き気および不安定性の症状は、位置と動きの合図の不一致を含む様々な感覚入力の不
一致から生じ、視覚系および前庭系に不調和効果をもたらす。加えてＨＭＤの特定の型、
および仮想環境を提供する他の装置も、不適切な光学設計に起因するユーザの視覚系に不
一致の問題を有することがあり、輻輳性調節の不一致および視覚的不快感または疲労をも
たらす。眼精疲労、ドライアイ、流涙、異物感、眼の圧迫感、眼の周囲の痛み、頭痛、霧
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視、および焦点調節困難症を含む、視覚的不快感の高い発生率を報告している。近視、斜
位、固視ずれ、開散調節障害、および涙液層破壊時間（ＴＢＵＴ）の異常などの他の視覚
問題も報告されている。ＨＭＤを使用することにより調節痙攣を起こすことがあり、次い
で一過性近視を生じることがある。輻輳と調節との間の不一致が続くと、ユーザの瞳孔間
距離（ＩＰＤ）、および／またはシステムの光学距離間（ＩＯＤ）が斜位および固視ずれ
の変化をもたらすことがある。さらに視覚症状は、必ずしも実際に仮想環境（ＶＥ）に没
頭部している時に限定されず、むしろ視覚疲労、減少視野および斜位を含む視覚変化は、
ＨＭＤに基づいたＶＥに曝された後に続くことがある。ユーザは、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲに
曝された後、ＶＩＭＳおよび姿勢の不安定性が消失するまで運転または重機の操作を避け
る必要があることが多い。ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲに曝されている間および後の複雑な視作業
および読解は、ＶＩＭＳの重症度を増すことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＨＭＤ技術の進歩は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲにおけるその幅広い使用の可能性を提供して
いる。しかしＶＩＭＳは、この技術の公共の採用および商業開発に依然として障害になっ
たままである。ＶＥにおいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲによって誘発された視覚的不快感は、Ｈ
ＭＤなどのＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ装置の品質および設計を最適化することによって低減する
ことができる。しかしＶＩＭＳを最小にし、かつ／または取り除くために、視覚と前庭の
不一致を解決し、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲをユーザおよび／またはユーザの群の視覚能力に適
応させることができる方法およびシステムが依然として必要とされている。ＶＲ／ＡＲ／
ＭｘＲに対する現在の視覚測定および評価システムは本質的に定性的である。またＶＲ／
ＡＲ／ＭｘＲ環境でユーザが経験する品質を向上するために、定性的測定を確立すること
も必要である。
【０００８】
　また必要とされているものは、視覚メディアの許容できる修正を同定し、したがって不
快感のレベルを低減するために、人口構成または他の共通因子に基づいて人をグループ化
することができるシステムでもある。また不快感を低減するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディア
を修正し、提示するために、同定されたユーザまたはグループに適応できるシステムも必
要とされている。またデータおよびパターンに基づいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境を推奨し
、かつ／または自動的もしくは動的に変えるために、生体データおよびそれらのパターン
を含むデータの遅延および他の形を同定できるシステムも必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一部の実施形態では、本明細書はユーザが経験した状態を改善し、または治療する方法
をオブジェクトとする一方で、該ユーザは、これに限定されないが、従来のラップトップ
、携帯電話、タブレットコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ゲーム機、仮想現実
、拡張現実、および複合現実視覚装置などの表示装置を備えたコンピュータ装置を使用し
てメディアを経験している。方法は、該コンピュータ装置を使用して複数のデータの少な
くとも１つに対する第１の値を取得すること、該コンピュータ装置を使用して複数のデー
タの少なくとも１つに対する第２の値を取得すること、該第１の値および第２の値を使用
して、複数のデータの少なくとも１つの継時的な変化を決定すること、複数のデータの少
なくとも１つの継時的な該変化に基づいて、該状態の程度を決定すること、ならびに該状
態の程度の決定に基づいて該メディアを修正することを含む。
【００１０】
　任意選別で、コンピュータ装置は仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置である
。
【００１１】
　任意選別で、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置は、眼振データを取得する
ように構成されたカメラ、頭部運動の速度および／または向きを検出するように構成され
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たセンサ、心拍数を検出するように構成されたセンサ、ならびに脳波を検出するためのＥ
ＥＧセンサのうちの少なくとも１つを含む。
【００１２】
　任意選別で、眼振データは、迅速な走査、サッケード運動、瞬目率データ、固視データ
、瞳孔径、および眼瞼裂距離を含む。
【００１３】
　任意選別で、状態は、把握力、疲労、取組み、能力、視覚と前庭の不一致に続発する映
像酔いに関連した症状、心的外傷後ストレス障害に関連した症状、調節機能障害に関係す
る複視、意図しない周辺視野刺激に起因する感染、転導調節障害、固視ずれ、霧視および
近視、頭痛、焦点調節困難症（ｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｅｓ　ｉｎ　ｆｏｃｕｓｉｎｇ）、
失見当、姿勢の不安定性、視覚的不快感、眼精疲労、ドライアイ、流涙、異物感、眼の圧
迫感、眼の周囲の痛み、吐き気、胃の不快感、画面表示装置への過度の露出に由来する光
毒性の可能性、過度のブルーライトへの露出から起きるホルモン性調節異常、斜位、肯定
的感情の低減、ならびに否定的感情の増加のうちの少なくとも１つである。
【００１４】
　任意選別で、複数のデータは、迅速な走査、サッケード運動、固視、瞬目率、瞳孔径、
頭部運動の速度、頭部運動の方向、心拍数、モータの反応時間、滑動性追従、眼瞼裂距離
、脳波活動の程度および速度、輻輳の程度、ならびに輻輳の程度のうちの少なくとも１つ
を含む。
【００１５】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアのコントラストを低減すること、メディアに表示された関心対象のオブジェクトの
大きさをより大きくすること、メディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさを
より小さくすること、メディアの輝度を増加すること、メディアの輝度を低減すること、
中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクトの量を増加して、周辺
視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、中心視野に示されたメ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの量を低減して、周辺視野における関心オブ
ジェクトの該オブジェクトを増加すること、メディアに表示されたコンテンツの焦点をよ
り中心位置に変えること、視野からオブジェクトを除去して、ユーザが該除去を認識する
かどうかを測定すること、該メディアの色の量を増加すること、該メディアに示されたオ
ブジェクト内の陰影の程度を増加し、外部データ、人口統計、または傾向データに基づい
て該メディアのＲＧＢ値を変えることのうちの少なくとも１つを含む。
【００１６】
　任意選別で、状態は把握力である。
【００１７】
　任意選別で、変化は、迅速な走査の増加、サッケード運動の増加、固視の低減、瞬目率
の増加、瞳孔直径の増加、頭部運動の増加、心拍数の増加、反応時間の低減、瞼の分離の
低減、脳波活動の変化、および滑動性追従の増加のうちの少なくとも１つである。
【００１８】
　任意選別で、状態の程度は、ユーザの把握力の低減である。
【００１９】
　任意選別で、ユーザの該低減した把握力に基づいて、該メディアは、メディアのコント
ラストを増加すること、メディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大
きくすること、メディアの輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示され
た関心対象のオブジェクトの量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブ
ジェクトを低減すること、メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変え
ること、視野からオブジェクトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定す
ること、該メディアの色の量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰
影の程度を増加すること、および外部データ、人口統計、または傾向データに基づいて該
メディアのＲＧＢ値を変えることのうちの少なくとも１つによって修正される。
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【００２０】
　任意選別で、状態は疲労である。
【００２１】
　任意選別で、変化は、固視の低減、瞬目率の増加、ならびに輻輳および開散の変化のう
ちの少なくとも１つである。
【００２２】
　任意選別で、状態の程度はユーザの疲労の増加である。
【００２３】
　任意選別で、ユーザの該増加した疲労に基づいて、該メディアは、メディアのコントラ
ストを増加すること、メディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大き
くすること、メディアの輝度を増加すること、およびより多くの動作を増加しまたは導入
することのうちの少なくとも１つによって修正される。
【００２４】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザが経験した把握力を向上させる方法をオブジ
ェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を通して
メディアを経験しており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数
のデータに対する第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するため
に第１の値および第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユ
ーザの低減した把握力の程度を決定すること、ならびに低減した把握力の程度の決定に基
づいてメディアを修正することを含む。
【００２５】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００２６】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された遠心性応答、呼吸数、顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００２７】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００２８】
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　任意選別で、メディアを修正することは、把握力に既定の増加を提供するために修正す
ることを含む。
【００２９】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザが経験した疲労を低減する方法をオブジェク
トとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を通してメデ
ィアを経験しており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデ
ータに対する第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第
１の値および第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザ
の増加した疲労の程度を決定すること、ならびに増加した疲労の程度の決定に基づいてメ
ディアを修正することを含む。
【００３０】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの１つまたは複数を使用することのうちの少なくとも１つまたは複数を使用することを
取得することを含む。
【００３１】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視速度、固視回数、サッケード位置、サッケード角度
、サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速
度、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（
フーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電
気眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽
和度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００３２】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００３３】
　任意選別で、メディアを修正することは、疲労に既定の低減を提供するために修正する
ことを含む。
【００３４】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの取組みを増加する方法をオブジェクトとす
る一方で、ユーザは、表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験してお
り、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２
の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２
の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザの低減した取組み
の程度を決定すること、ならびに低減した取組みの程度の決定に基づいてメディアを修正
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することを含む。
【００３５】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００３６】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００３７】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００３８】
　任意選別で、メディアを修正することは、取組みに既定の増加を提供するために修正す
ることを含む。
【００３９】
　 一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの能力を向上する方法をオブジェクトとす
る一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装置を備
えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数のデータに対する
第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数のデータ
の継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用すること、複数のデータ
の継時的な変化に基づいて、ユーザの能力の向上の程度を決定すること、ならびに向上し
た能力の程度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【００４０】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動／回転／向き／速度／振幅を検出するように構成されたセンサ、四肢の運
動／回転／向き／速度／振幅を測定するように構成されたセンサ、脈拍数および酸素濃度
と同様の他のパラメータを測定するように構成されたセンサ、聴覚処理を測定するように
構成されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定
するセンサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバッ
クを収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計
、電気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサ



(11) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

のうちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００４１】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００４２】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００４３】
　任意選別で、メディアを修正することは、能力に既定の増加を提供するために修正する
ことを含む。
【００４４】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの視覚と前庭の不一致に続発する映像酔い（
ＶＩＭＳ）に関連した症状を低減する方法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想
現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通
してメディアを経験しており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、
複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定する
ために第１の値および第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて
、ユーザのＶＩＭＳ症状の低減の程度を決定すること、ならびにＶＩＭＳ症状の低減の程
度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【００４５】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００４６】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
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、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００４７】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００４８】
　任意選別で、メディアを修正することは、ＶＩＭＳ症状に既定の低減を提供するために
修正することを含む。
【００４９】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に関
連した症状を低減する方法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実
、または複合現実視覚装置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを
経験しており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに
対する第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値
および第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザのＰＴ
ＳＤ症状の低減の程度を決定すること、ならびにＰＴＳＤ症状の低減の程度の決定に基づ
いてメディアを修正することを含む。
【００５０】
　任意選別で、方法は、画像処理方法、機械学習方法、電気刺激、および化学的刺激のう
ちの少なくとも１つを複数のデータの継時的な変化と組み合わせることをさらに含み、組
合せは神経プログラミングのために使用される。
【００５１】
　任意選別で、方法は、画像処理方法、機械学習方法、電気刺激、および化学的刺激のう
ちの少なくとも１つを複数のデータの継時的な変化と組み合わせることをさらに含み、組
合せは光刺激を修正するために使用される一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、また
は複合現実視覚装置を通してメディアを経験している。
【００５２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００５３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
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、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００５４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００５５】
　任意選別で、メディアを修正することは、ＰＴＳＤ症状に既定の低減を提供するために
修正することを含む。
【００５６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの調節機能障害に関係する複視を低減する方
法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装
置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、
複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得す
ること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用す
ること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザの複視の低減の程度を決定する
こと、ならびに複視の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【００５７】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００５８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００５９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
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ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００６０】
　任意選別で、メディアを修正することは、複視に既定の低減を提供するために修正する
ことを含む。
【００６１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの意図しない周辺視野刺激に起因する感染を
低減する方法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合
現実視覚装置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており
、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の
値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の
値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザの感染の低減の程度
を決定すること、ならびに感染の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正することを
含む。
【００６２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００６３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００６４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００６５】
　任意選別で、メディアを修正することは、感染に既定の低減を提供するために修正する
ことを含む。
【００６６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの過度のブルーライトへの露出から起きるホ
ルモン性調節異常を低減する方法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡
張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメデ
ィアを経験しており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデ
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ータに対する第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第
１の値および第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ホルモ
ン性調節異常の低減の程度を決定すること、ならびにホルモン性調節異常の低減の程度の
決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【００６７】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００６８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００６９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００７０】
　任意選別で、メディアを修正することは、ホルモン性調節異常に既定の低減を提供する
ために修正することを含む。
【００７１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの画面表示装置への過度の露出に由来する光
毒性を低減する方法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、また
は複合現実視覚装置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験し
ており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する
第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および
第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザの光毒性の低
減の程度を決定すること、ならびに光毒性の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正
することを含む。
【００７２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
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されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００７３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００７４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００７５】
　任意選別で、メディアを修正することは、光毒性に既定の低減を提供するために修正す
ることを含む。
【００７６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの吐き気および胃の不快感を低減する方法を
オブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を
含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数
のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得するこ
と、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用するこ
と、複数のデータの継時的な変化に基づいて、ユーザの吐き気および胃の不快感の低減の
程度を決定すること、ならびに吐き気および胃の不快感の低減の程度の決定に基づいてメ
ディアを修正することを含む。
【００７７】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００７８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
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、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００７９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００８０】
　任意選別で、メディアを修正することは、吐き気および胃の不快感に既定の低減を提供
するために修正することを含む。
【００８１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの視覚的不快感を低減する方法をオブジェク
トとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装
置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数のデータに
対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数の
データの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用すること、複数の
データの継時的な変化に基づいて、視覚的不快感の低減の程度を決定すること、ならびに
視覚的不快感の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【００８２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００８３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００８４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
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メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００８５】
　任意選別で、メディアを修正することは、視覚的不快感に既定の低減を提供するために
修正することを含む。
【００８６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの失見当および姿勢の不安定性を低減する方
法をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装
置を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、
複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得す
ること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用す
ること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、失見当および姿勢の不安定性の低減の
程度を決定すること、ならびに失見当および姿勢の不安定性の低減の程度の決定に基づい
てメディアを修正することを含む。
【００８７】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの１つまたは複数を使用することのうちの少なくとも１つまたは複数を取得することを
含む。
【００８８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００８９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００９０】
　任意選別で、メディアを修正することは、失見当および姿勢の不安定性に既定の低減を
提供するために修正することを含む。
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【００９１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの頭痛および焦点調節困難症を低減する方法
をオブジェクトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置
を含む表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複
数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得する
こと、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用する
こ、複数のデータの継時的な変化に基づいて、頭痛および焦点調節困難症の低減の程度を
決定すること、ならびに頭痛および焦点調節困難症の低減の程度の決定に基づいてメディ
アを修正することを含む。
【００９２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００９３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００９４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【００９５】
　任意選別で、メディアを修正することは、頭痛および焦点調節困難症に既定の低減を提
供するために修正することを含む。
【００９６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの霧視および近視を低減する方法をオブジェ
クトとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示
装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数のデータ
に対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数
のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用すること、複数
のデータの継時的な変化に基づいて、霧視および近視の低減の程度を決定すること、なら
びに霧視および近視の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【００９７】



(20) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【００９８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【００９９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【０１００】
　任意選別で、メディアを修正することは、霧視および近視に既定の低減を提供するため
に修正することを含む。
【０１０１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの斜位を低減する方法をオブジェクトとする
一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装置を備え
たコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数のデータに対する第
１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数のデータの
継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用すること、複数のデータの
継時的な変化に基づいて、斜位の低減の程度を決定すること、ならびに斜位の低減の程度
の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【０１０２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【０１０３】
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　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【０１０４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【０１０５】
　任意選別で、メディアを修正することは、斜位に既定の低減を提供するために修正する
ことを含む。
【０１０６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの固視ずれを低減する方法をオブジェクトと
する一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装置を
備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数のデータに対す
る第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数のデー
タの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用すること、複数のデー
タの継時的な変化に基づいて、固視ずれの低減の程度を決定すること、ならびに固視ずれ
の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【０１０７】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【０１０８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【０１０９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
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ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【０１１０】
　任意選別で、メディアを修正することは、固視ずれに既定の低減を提供するために修正
することを含む。
【０１１１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの転導調節障害を低減する方法をオブジェク
トとする一方で、ユーザは、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装
置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験しており、方法は、複数のデータに
対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する第２の値を取得すること、複数の
データの継時的な変化を決定するために第１の値および第２の値を使用すること、複数の
データの継時的な変化に基づいて、転導調節障害の低減の程度を決定すること、ならびに
転導調節障害の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正することを含む。
【０１１２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【０１１３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【０１１４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ること、可能であればより長い視距離の使用を増加すること、シミュレーションされた距
離をより接近した焦点距離に一致させること、オブジェクトをより遅い速さで奥行きから
行き来させること、および既存のオブジェクトの衝突をあまり大きくさせないことのうち
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の少なくとも１つによって修正することを含む。
【０１１５】
　任意選別で、メディアを修正することは、転導調節障害に既定の低減を提供するために
修正することを含む。
【０１１６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの肯定的感情を増加する方法をオブジェクト
とする一方で、ユーザは、表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験し
ており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する
第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および
第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、肯定的感情の増加の
程度を決定すること、ならびに肯定的感情の増加の程度の決定に基づいてメディアを修正
することとを含む。
【０１１７】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【０１１８】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【０１１９】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【０１２０】
　任意選別で、メディアを修正することは、肯定的感情に既定の増加を提供するために修
正することを含む。
【０１２１】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザの否定的感情を低減する方法をオブジェクト
とする一方で、ユーザは、表示装置を備えたコンピュータ装置を通してメディアを経験し
ており、方法は、複数のデータに対する第１の値を取得すること、複数のデータに対する
第２の値を取得すること、複数のデータの継時的な変化を決定するために第１の値および
第２の値を使用すること、複数のデータの継時的な変化に基づいて、否定的感情の低減の
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程度を決定すること、ならびに否定的感情の低減の程度の決定に基づいてメディアを修正
することを含む。
【０１２２】
　任意選別で、複数のデータの第１の値および第２の値を取得することは、基礎体温、心
拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、身体の速度、または身体の振幅を検出するよ
うに構成されたセンサ、四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、四肢の速度、または四肢
の振幅を測定するように構成されたセンサ、酸素濃度計、聴覚処理を測定するように構成
されたセンサ、味覚および嗅覚処理を測定するように構成されたセンサ、圧力を測定する
センサ、従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを
収集するためのあらゆる他の形の制御装置などの入力装置、脳波計、心電計、筋電計、電
気眼振検査、網膜電図計、ガルバニック皮膚反応を測定するように構成されたセンサのう
ちの少なくとも１つまたは複数を取得することを含む。
【０１２３】
　任意選別で、複数のデータは、眼瞼裂、瞬目率、瞳孔径、瞳孔位置、凝視方向、凝視位
置、開散、固視位置、固視期間、固視率、固視回数、サッケード位置、サッケード角度、
サッケードの大きさ、プロサッケード、アンティサッケード、復帰抑制、サッケード速度
、サッケード率、画面距離、頭部方向、頭部固定、四肢追跡、重量配分、周波数領域（フ
ーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の出力、筋電図検査の出力、電気
眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚反応、体温、呼吸数、酸素飽和
度、心拍数、血圧、発声、推定された輸出性反応、呼吸、顔の表情、嗅覚処理、味覚処理
、および聴覚処理の少なくとも１つまたは複数を含む。
【０１２４】
　任意選別で、メディアを修正することは、メディアのコントラストを増加すること、メ
ディアに表示された関心対象のオブジェクトの大きさをより大きくすること、メディアの
輝度を増加すること、中心視野に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクト
の量を増加して、周辺視野における関心オブジェクトの該オブジェクトを低減すること、
メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変えること、視野からオブジェ
クトを除去して、ユーザが該除去を認識するかどうかを測定すること、該メディアの色の
量を増加すること、該メディアに示されたオブジェクト内の陰影の程度を増加すること、
および外部データ（人口構成または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変え
ることのうちの少なくとも１つによって修正することを含む。
【０１２５】
　任意選別で、メディアを修正することは、否定的感情に既定の低減を提供するために修
正することを含む。
【０１２６】
　一部の実施形態では、本明細書は、ユーザとの相互作用を実行する方法をオブジェクト
とする一方で、該ユーザは、ユーザから心理情報、感覚情報、および生体情報の少なくと
も１つを獲得することであって、心理情報、感覚情報、および生体情報の少なくとも１つ
は、該仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を使用して複数のデータの少なくと
も１つに対して１つまたは複数の値を含む、獲得すること、ユーザに獲得した心理情報、
感覚情報、および生体情報の少なくとも１つに対して恩恵を与えること、複数のデータの
少なくとも１つの継時的な変化を決定するために該１つまたは複数の値を使用すること、
ならびに複数のデータの少なくとも１つの継時的な該変化に基づいて、該メディアを修正
することを含む、仮想現実、拡張現実、または複合現実視覚装置を含む表示装置を備えた
コンピュータ装置を使用してメディアを経験している。
【０１２７】
　本明細書の前述および他の実施形態は、以下に提供された図面および詳細な説明におい
てより深く説明されるものである。
【０１２８】
　本明細書のこれらの、および他の特徴および利点は、添付図面に関連して考慮すると以
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下の詳細な説明を参照することによって、それらをより良く把握されることが諒解されよ
う。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１Ａ】本明細書の一実施形態による、例示的感覚データ交換プラットフォーム（ＳＤ
ＥＰ）とのユーザの相互作用を示すブロック図である。
【図１Ｂ】データ採取システムおよびデータ処理システムによって行われた機能の例示的
分割を示す図である。
【図１Ｃ】本明細書の一実施形態による、例示的機械学習システムを示す図である。
【図２】本明細書の一実施形態による、クエリプロセッサに達する前のセンサデータスト
リームの処理を示すブロック図である。
【図３】本明細書の一実施形態による、デジタルデータ源の概略を示す図である。
【図４Ａ】本明細書の一実施形態による、視覚データに対する特徴メトリックを示す図で
ある。
【図４Ｂ】本明細書の一実施形態による、色対混同要素のグラフ表示である。
【図４Ｃ】３Ｄ色輝度空間（３Ｄ　ｃｈｒｏｍｏｌｕｍｉｎａｎｃｅ　ｓｐａｃｅ）に投
影された表示装置色域の上面に落ちる所与の色度に対して輝度がどのように見出され得る
かを示すグラフである。
【図５】本明細書の一実施形態による、聴覚情報に対する特徴メトリックを示す図である
。
【図６】本明細書の一実施形態による、視線追跡に対する特徴メトリックを示す図である
。
【図７】本明細書の一実施形態による、手動入力に対する特徴メトリックを示す図である
。
【図８】本明細書の一実施形態による、頭部追跡に対する特徴メトリックを示す図である
。
【図９】本明細書の一実施形態による、電気生理学および自律神経観察データに対する特
徴メトリックを示す図である。
【図１０Ａ】本明細書の一実施形態による、精選されたデータを構築する画像分析の例示
的工程を示す図である。
【図１０Ｂ】本明細書の一実施形態による、精選されたデータを構築する画像分析の例示
的工程を示す図である。
【図１０Ｃ】本明細書の一実施形態による、精選されたデータを構築する画像分析の例示
的工程を示す図である。
【図１０Ｄ】本明細書の一実施形態による、精選されたデータを構築する画像分析の例示
的工程を示す図である。
【図１１Ａ】継時的な瞳孔位置および大きさならびに凝視位置を示す図である。
【図１１Ｂ】継時的な瞳孔位置および大きさならびに凝視位置を示す図である。
【図１２－１】データ分析鎖の例示的概要を示す図である。
【図１２－２】データ分析鎖の例示的概要を示す図である。
【図１３－１】本明細書の一部の実施形態による、求心および遠心性応答に対する例示的
メトリックの一覧を含む表を提供する。
【図１３－２】本明細書の一部の実施形態による、求心および遠心性応答に対する例示的
メトリックの一覧を含む表を提供する。
【図１３－３】本明細書の一部の実施形態による、求心および遠心性応答に対する例示的
メトリックの一覧を含む表を提供する。
【図１３－４】本明細書の一部の実施形態による、求心および遠心性応答に対する例示的
メトリックの一覧を含む表を提供する。
【図１３－５】本明細書の一部の実施形態による、求心および遠心性応答に対する例示的
メトリックの一覧を含む表を提供する。
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【図１４】ソフトウェア・アプリケーションからＳＤＥＰへのデータの流れの概略を示す
例示的流れ図である。
【図１５】本明細書の一実施形態による、工程流れの前処理部の例示的概略を示す図であ
る。
【図１６－１】分析鎖のパイソンスクリプト部の例示的概略を示す図である。
【図１６－２】分析鎖のパイソンスクリプト部の例示的概略を示す図である。
【図１６－３】分析鎖のパイソンスクリプト部の例示的概略を示す図である。
【図１６－４】分析鎖のパイソンスクリプト部の例示的概略を示す図である。
【図１７】本明細書の一実施形態による、メディアを修正する方法を示す流れ図である。
【図１８】本明細書の別の実施形態による、メディアを修正する方法を示す流れ図である
。
【図１９】本明細書の一部の実施形態による、把握力を高めるための例示的工程を説明す
る流れ図である。
【図２０】本明細書の一部の実施形態による、疲労を低減するための例示的工程を説明す
る流れ図である。
【図２１】本明細書の一部の実施形態による、取組みを増加するための例示的工程を説明
する流れ図である。
【図２２】本明細書の一部の実施形態による、機能を向上させるための例示的工程を説明
する流れ図である。
【図２３】本明細書の一部の実施形態による、視覚と前庭の不一致に続発する映像酔いに
関連した症状を低減するための例示的工程を説明する流れ図である。
【図２４】本明細書の一部の実施形態による、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に関
連した症状を低減するための例示的工程を説明する流れ図である。
【図２５】本明細書の一部の実施形態による、調節機能障害に関係する複視を低減するた
めの例示的工程を説明する流れ図である。
【図２６】本明細書の一部の実施形態による、意図しない周辺視野刺激に起因する感染を
低減するための例示的工程を説明する流れ図である。
【図２７】本明細書の一部の実施形態による、過度のブルーライトへの露出から起きるホ
ルモン性調節異常を低減するための例示的工程を説明する流れ図である。
【図２８】本明細書の一部の実施形態による、画面表示装置への過度の露出による光毒性
の可能性を低減するための例示的工程を説明する流れ図である。
【図２９】本明細書の一部の実施形態による、吐き気および胃の不快感を低減するための
例示的工程を説明する流れ図である。
【図３０】本明細書の一部の実施形態による、眼精疲労、ドライアイ、流涙、異物感、眼
の圧迫感、または眼の周囲の痛みのうちの少なくとも１つを含む、視覚的不快感を低減す
るための例示的工程を説明する流れ図である。
【図３１】本明細書の一部の実施形態による、失見当および姿勢の不安定性を低減するた
めの例示的工程を説明する流れ図である。
【図３２】本明細書の一部の実施形態による、頭痛および焦点調節困難症を低減するため
の例示的工程を説明する流れ図である。
【図３３】本明細書の一部の実施形態による、霧視および近視を低減するための例示的工
程を説明する流れ図である。
【図３４】本明細書の一部の実施形態による、斜位を低減するための例示的工程を説明す
る流れ図である。
【図３５】本明細書の一部の実施形態による、固視ずれを低減するための例示的工程を説
明する流れ図である。
【図３６】本明細書の一部の実施形態による、転導調節障害を低減するための例示的工程
を説明する流れ図である。
【図３７】本明細書の一部の実施形態による、肯定的感情を増加するための例示的工程を
説明する流れ図である。
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【図３８】本明細書の一部の実施形態による、否定的感情を低減するための例示的工程を
説明する流れ図である。
【図３９】本明細書の一部の実施形態による、メディアを修正する一方でマイクロトラン
ザクションが可能であるための例示的工程を説明する流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０１３０】
　様々な実施形態において、本明細書は、ユーザおよび／またはユーザの群の視覚プロフ
ァイルに従ってメディアを修正することができるための方法およびシステムを提供する。
【０１３１】
　別の実施形態では、本明細書は、方法、システムおよびメディア（広告および芸能）の
サードパーティ開発者に提供されるソフトウェアを説明し、サードパーティ開発者は、次
いでユーザの特有な視覚特徴に対してそのメディアの提示を最適化するために、ソフトウ
ェアおよびデータを使用する。
【０１３２】
　なお別の実施形態では、本明細書は、ユーザが経験したときにそのユーザの特有な視覚
特徴をリアルタイムで最適化することができる、ソフトウェアおよびデータをすでに組み
込んだメディア（広告および芸能）を直接提供するための方法、システム、およびソフト
ウェアを説明する。
【０１３３】
　一実施形態では、感覚データ交換プラットフォーム（ＳＤＥＰ）が提供され、ＳＤＥＰ
により、仮想現実（ＶＲ）、拡張現実（ＡＲ）、もしくは複合現実（ＭｘＲ）システムな
らびに／またはソフトウェアのメディアの開発者が、ユーザおよび／またはユーザの群の
ためにメディアを最適化することができてもよい。実施形態では、ユーザには、モバイル
プラットフォームおよびウェブサイトのプログラマおよび開発者を含んでもよい。実施形
態では、ＶＲ、ＡＲ、および／もしくはＭｘＲのメディアは、コンピュータ、携帯コンピ
ュータ装置、携帯機器、またはＶＲ、ＡＲ、および／もしくはＭｘＲのメディアを提示す
ることができるあらゆる他の装置を含む、１つまたは複数の電子メディア装置を通してエ
ンドユーザに提示される。
【０１３４】
　一実施形態では、ユーザは、ソフトウェアがユーザデータを収集し、それをＳＤＥＰに
提供できる手法で、ＳＤＥＰの少なくとも一部を具現化するソフトウェア・プログラムと
相互作用する。一実施形態では、ユーザは、データ収集を促進するためにＳＤＥＰと直接
または間接的に相互作用してもよい。一実施形態では、ＳＤＥＰは、複数の感覚および生
体データ入力、感覚および生体データを分析するための複数のプログラム命令、ならびに
一体化された視覚評価の配信のための複数の出力を備えた、動的な双方向データ交換プラ
ットフォームである。
【０１３５】
　一部の実施形態では、ＳＤＥＰは、一般の収集出力として「視覚データプロファイル」
または「視覚機能指数」（ＶＰＩ）を出力する。視覚データプロファイルまたは視覚機能
指数を使用して、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステムまたは従来のラップトップ、携帯電話、デ
スクトップもしくはタブレットコンピュータ環境に広告、ゲーム、またはコンテンツのメ
ディア提示を最適化してもよい。実施形態では、本明細書のプラットフォームは、人の生
活様式および習慣の理解を高めることがある多くの他のデータセットを取り入れることが
できる。加えて機械学習、コンピュータ視覚、および深層学習技法を利用して、個人デー
タの分析を通して健康転帰を監視し予測する助けになる。
【０１３６】
　一実施形態では、ＳＤＥＰは、ハードウェア（携帯電話、コンピュータまたはヘッドマ
ウント表示装置（ＨＭＤ）など）で実行されるオペレーティングシステムを介して使用さ
れる。別の実施形態では、ＳＤＥＰは、１つまたは複数のコンテンツ開発者によって使用
される。一実施形態では、ハードウェアおよびコンテンツ開発者の両方がＳＤＥＰを使用
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する。ＳＤＥＰは、ユーザが表されたコンテンツとどのように相互作用するか、ユーザは
コンテンツのどの側面に最も取り組むか、またユーザはどのように取り組むかに関するデ
ータを収集することができることがある。ＳＤＥＰを通して収集されたデータは、同様の
人口構成をもつユーザおよびまたはユーザの群に対してプロファイルを生成するために加
工されてもよい。コンテンツは、特定のプロファイルに対してそのユーザおよび同様のプ
ロファイルをもつ他のユーザの経験を最適化する手法で、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステムの
ハードウェア機能に一致するやり方で表されてもよい。
【０１３７】
　例えば経験は、斜位動作、具体的には視覚と前庭の不一致を最小にするために頭部運動
と同時に長期間の輻輳を低減できる手法でメディアを表すこと、調節性分離／機能障害を
最小にするためにＶＥ内のオブジェクトの光学帯／集束帯を混合すること、感染の経験を
低減するために中心刺激に取組み中に大きい周辺刺激を無効にすること、とりわけ高めら
れたＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲの経験が可能な方法でメディアを表すことによって最適化されて
もよい。
【０１３８】
　本明細書は多数の実施形態をオブジェクトとする。以下の開示は、当業者が本発明を実
施できるように提供される。本明細書に使用される言語は、いかなる特定の実施形態の一
般的な否定として解釈されるべきではなく、またはそこに使用された用語の意味を越えて
特許請求の範囲を限定するために使用されるべきではない。本明細書に画定された一般原
理は、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、他の実施形態およびアプリケーショ
ンに適用されてもよい。また使用された専門用語および言い回しは例示的実施形態を説明
するためにあり、限定とみなされるべきではない。したがって本発明は、最も広い範囲を
網羅する多数の代替形態、修正形態ならびに開示された原理および特徴と一致する等価物
と合致するべきである。わかりやすくするために、本発明に関係した技術分野で公知の技
術材料についての詳細は、本発明を無用に不明瞭にしないように詳述されていない。
【０１３９】
　用語「および／または」は、一覧にされた要素の１つもしくはすべて、または一覧にさ
れた要素のあらゆる２つ以上の組合せを意味する。
【０１４０】
　用語「含む」およびその変形は、これらの用語が本明細書および特許請求の範囲に現れ
た場合に限定の意味を有するものではない。
【０１４１】
　別段の指定がない限り、「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ（
１つまたは複数）」、および「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ（少なくとも１つ）」は交換可
能に使用され、１つまたは２つ以上を意味する。
【０１４２】
　個別のステップを含む本明細書に開示されたあらゆる方法に対して、ステップはあらゆ
る実行可能な順番で行われてもよい。また必要に応じて、２つ以上のステップのあらゆる
組合せが同時に行われてもよい。
【０１４３】
　また本明細書では、終点による数的範囲の列挙は、その範囲内に包含されるすべての整
数および少数を含む（例えば１～５は１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５
、その他を含む）。別段の指定がない限り、本明細書および特許請求の範囲に使用された
コンポーネント、分子量、その他の量を表すすべての数は、用語「約」により、いかなる
場合も修正されると把握するべきである。したがってそれと反対に示されていない限り、
本明細書および特許請求の範囲に説明された数値パラメータは近似値であり、これは本発
明によって獲得するように求められた所望の特性に依存して変化してもよい。少なくとも
、また特許請求の範囲に対して均等論を限定する試みとしてではなく、それぞれの数値パ
ラメータは報告された有効桁の数字を踏まえて、また通常の丸めの技法を適用することに
よって少なくとも解釈されるべきである
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【０１４４】
　本発明の広い範囲を示す数値範囲およびパラメータは近似値であるにもかかわらず、特
定の例に示された数値は、可能な限り正確に報告されている。しかしすべての数値は、そ
れらのそれぞれの試験測定において見出された標準偏差に必然的に起因する範囲を本質的
に含む。
【０１４５】
　本明細書では、特定の実施形態に関連して説明されたあらゆる特徴またはコンポーネン
トは、明確にそうではないと示されない限り、あらゆる他の実施形態に使用して実施され
てもよいことに留意されたい。
【０１４６】
　本明細書に表された求心性データおよび収集された遠心性データのすべては、携帯電話
、ラップトップ、タブレットコンピュータ、または特殊なハードウェア装置などのハード
ウェア装置を使用し、以下にさらに論じるように求心性データを表し、追跡し、監視し、
また、遠心性データを監視し、測定し、追跡するように明白に設計された複数のプログラ
ム命令を実行して行われることをさらに把握されたい。
【０１４７】
　一般的問題
　ＶＩＭＳの潜在的な誘発因子は、以下の要因領域に広く分類することができる、すなわ
ち、ハードウェア、ユーザ、課題、およびサービスである。方法およびシステムは、ＶＲ
／ＡＲ／ＭｘＲの開発および採用を容易にするために、これらの要因の１つまたは組合せ
を最適化できる必要がある。これらの要因をここで簡単に検討する。
【０１４８】
　ハードウェア要因
　ＶＩＭＳに影響を与えるハードウェア装置システムの変数は、閲覧モード（例えば単眼
、双眼または両眼）、ヘッドセット設計（例えば適合度、重量）、光学（例えば光学の不
整合、コントラスト、輝度）、視野（ＦＯＶ）、および時間差（すなわち伝達遅延）を含
む。ＨＭＤの重量は、視覚的不快感および傷害の経験に関連してきた。したがってハード
ウェア要因は、他の変数の中でとりわけ視野、解像度および／またはフレームレート、な
らびに時間差または潜伏時間を含む。
【０１４９】
　例えば視野（ＦＯＶ）は視覚的不快感の症状の発生に関与することがある。ＦＯＶの研
究は、狭いＦＯＶ（＜５０度）は自発運動の認知を低減し、広いＦＯＶ（＞１００度）は
シミュレータ酔いの現れ、およびレベルを増加することがあることを示す。完全な没入経
験に対して、少なくとも６０度のＦＯＶが推奨される。没入の感覚は水平および垂直ＦＯ
Ｖを分析することによって提供することができ、これによりコンテンツの提示を柔軟にす
ることができる。フライト・シミュレーション・アプリケーションでは、例えば水平ＦＯ
Ｖが４０度、垂直ＦＯＶが３０度内でオブジェクトの提示をセグメント化することにより
、人間工学を向上させ、パイロットの能力を向上させる。
【０１５０】
　画質全体に影響を与えることは別として、解像度もユーザのＶＩＭＳ経験に影響を与え
ることがある。ノイズがあり、または不鮮明な低質の画像を閲覧することは不快であるこ
とが多い。ヒトにおける視覚解像度は１分角であり、多くのＨＭＤシステムへの技術的限
界である。ＶＲ環境において知覚された距離に依存して、解像度が増加されると、オブジ
ェクトが近づくにつれて「画素知覚」が軽減する。とは言うものの、仮想現実（およびＡ
ＲおよびＭｘＲ）のアプリケーションにおける没入課題をより良好に果たすために、設計
工程に可能な最高の解像度を提供することが重要である。リフレッシュまたはフレームレ
ートは、視覚的快感に影響を与える別の要因である。
【０１５１】
　ほとんどのＶＲ／ＡＲおよび混合された環境システムは、乗り物酔いおよび視覚的不快
感に関係した同様の問題を有する。これらの問題の源の１つは、潜伏時間または遅延であ
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る。遅延は、ユーザが行為を引き起こした時から、ユーザが引き起こした行為の結果がＶ
Ｒ／ＡＲ／ＭｘＲメディアを通して見える時までにかかる時間を指す。また遅延は、ＶＲ
／ＡＲ／ＭｘＲメディアを表示するために使用される画面に帰することがある。具体的に
は画面の更新および応答時間などの画面の特徴は、遅延の測定値に帰することがある。遅
延の許容できるレベル、または乗り物酔いもしくは他の形の不快感をもたらす恐れがない
遅延の測定値は、人によって異なることがある。
【０１５２】
　人およびシステムの行為と反応との間の時間差は、視覚および前庭の合図のヒトの知覚
に影響を与えるので、ＶＩＭＳ症状のユーザの経験に潜在的に影響を及ぼす可能性がある
。したがってＨＭＤシステムのセンサ誤差を低減することにより、ＶＩＭＳの経験を最小
にすることがある。瞳距離（接眼レンズからその射出瞳までの固定距離）、輻輳需要、水
平視差、表示装置の垂直不整合、両眼間回転差、垂直水平の倍率差、輝度、焦点差、一時
非同期性、焦点距離、像面湾曲差および瞳孔間距離（ＩＰＤ）などのＨＭＤの光学特性は
すべてが潜在的な要因であり、これらが不整合し、または最適に調整されないときに、視
覚的不快感および頭痛を引き起こす可能性がある。
【０１５３】
　ユーザ要因
　ＶＩＭＳの影響に関係した別の要因は、ＶＩＭＳに対して人の感受性が異なることが公
知であるので、ユーザの特性である。ユーザの特性は、とりわけ年齢および性別、視覚障
害、可塑性、ならびに姿勢を含むことがある。
【０１５４】
　年齢は、ＨＭＤに関係した眼精疲労症状と非常に関係があることが示されている。２～
１２歳の小児は、未成熟な視覚系および成人の両眼機能より劣る両眼機能を有し、これに
より、ＨＭＤによって生じる視覚的不快感、および視力の低下、弱視、または斜視を含む
眼振の副作用の両方に小児がより影響を受けやすくなる。限定された融像範囲をもつ成人
は、より多くの視覚的不快感、具体的にはＶＥにおける刺激に応答して輻輳眼球運動を経
験した。したがってＨＭＤに影響を及ぼす年齢については、さらに研究し、将来のＨＭＤ
の設計に組み込む必要がある。性別については、女性は、男性の参加者に比べるとシミュ
レータ酔いがより多く報告され、ＨＭＤに基づいたＶＥからより多く離脱した。この差は
男性（いわゆる「マッチョ効果（ｍａｃｈｏ　ｅｆｆｅｃｔ）」）すなわちホルモン効果
により自己報告からの過小報告に起因することがある。別の可能性はＦＯＶにおける性差
であり、女性はより広いＦＯＶを有し、ちらつき知覚、感染および乗り物酔いの感受性に
対する危険性が増加する。
【０１５５】
　視覚障害のある人々は、そのような障害のない人々に比べて眼球運動の副作用を起こし
やすいことがあるが、この分野についてはより多くの研究が必要である。またこれらの症
状（片頭痛）を防止する乗り物酔いの過去の歴史または条件も、ＨＭＤに基づくＶＥにお
ける乗り物酔いになりやすさを予測するために注目に値する。人はＨＭＤに基づくＶＥに
慣れ、または適合することがあり（すなわち可塑性）、仮想環境に繰り返し曝された後に
症状が改善する。しかしこの慣れは群の中で差があり、ある特定の人々は他の人々より刺
激に繰り返し曝された後にはるかに速く適合する。
【０１５６】
　より可塑性の多い人々はＶＩＭＳを経験し難いことがあるが、ＶＥに適合するために必
要な時間には差があることがある。可塑性がより多いことは、初期症状を低減またはなく
すのではなく、むしろ典型的にはＶＥに繰り返し曝された後に症状の起こしやすさをより
速く向上させる機能と言い換えられる。
【０１５７】
　姿勢の安定性理論に基づいて、人の姿勢もＶＩＭＳに寄与することがある。姿勢の安定
はＶＩＭＳに対する原因およびＶＩＭＳの結果である可能性があるので、姿勢の安定はＶ
ＩＭＳにおいて特有の役割を有する。研究により、安定した姿勢の人はＶＩＭＳを起こし
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難く、姿勢の安定とＶＩＭＳとの間に逆相関関係を示唆することが指摘されている。姿勢
の安定は、視覚、前庭および実際の体性感覚である感覚入力の融合である。姿勢の安定に
関与する２つの神経反射は、前庭眼反射（網膜上のオブジェクトを安定化させる）および
前庭脊髄反射（身体が動いている間に姿勢を安定化させる）を含む。視覚入力と前庭入力
が同期しないとき、その結果は姿勢の不安定、ＶＩＭＳ、またはその両方である。姿勢の
不安定は露出後に数時間続くことがある。姿勢の不安定の危険に関係する際に、ＨＭＤユ
ーザの安全のための特別の考慮が留意されなければならない。ＨＭＤのユーザは、運転ま
たは運動などの潜在的に危険な活動に取り組む前に再適応／回復時間を許可する推奨が、
妥当であることがある。
【０１５８】
　課題要因
　課題特性もＶＩＭＳに潜在的に影響を及ぼすと定義されている。これらの課題の中で、
仮想環境（ＶＥ）における期間が最も注目に値する。ＶＥにより長く曝されるとＶＩＭＳ
の発生率は増加する。これらの症状は、露出後最高６０分まで続くことがある。ＶＩＭＳ
に影響を与えると示される別の重要な要因は感染（すなわち自発運動の錯覚）であり、感
染が速いほど吐き気の症状がより重度になる。ＨＭＤに基づくＶＲを座位で閲覧すること
は、座位が姿勢制御への要求を低減するので、症状を低減することがある。読解などのよ
り複雑な課題は、映画またはゲームを見た人より著しく高い、症状の重症度の点数および
眼球運動に関係した症状の点数の合計を誘発することがある。これらの発見は、需要がよ
り多くなる課題により恐らくある程度の眼精疲労が生み出されることを示唆している。映
画を見る、またはゲームをすることに比べると、読解の感度が増加したことは、読解が他
の課題より複雑にさせることがある脳の異なる領域の活動に起因するのかもしれない。別
法として、読解は注意および瞬目率に影響を及ぼす可能性があり、これらはＶＩＭＳの増
加にも寄与することがある。さらに不適切な垂直凝視角度により、動眼の変化および視覚
的不快感を増加させることがある。
【０１５９】
　サービス要因
　ハードウェア・コンポーネントにおける技術の進歩は、ＨＭＤの重量、システム時間の
遅延、および輝度を含む、生理学的人間工学的問題を低減する。しかしＶＩＭＳの多元的
な性質を考えると、視覚入力と前庭入力との間の不一致は重大な問題のままである。ＶＩ
ＭＳをさらに低減するには、コンテンツがどのように生成されるか、またコンテンツがサ
ービス要因にどのように影響を与えるかを考慮することが必要である。サービス要因は、
次いで閲覧者へのＶＩＭＳの影響を考慮することを必要とする。
【０１６０】
　サービスは、幅広い視聴者が共有した経験（例えば放送）、または狭い特定分野の視聴
者の経験（例えばビデオ・オン・デマンドシステムのロングテール・コンテンツ）を意図
して作成することができる。大規模の視聴者に対して、さらにＶＩＭＳを低減するにはコ
ンテンツの生成に非常に依存し、この場合ＦＯＶは、映画を見る、またはゲームをするこ
とが読解よりむしろ好まれるはずである没頭部環境を生成する。ユーザ要因は、感覚入力
の不一致を生み出す視覚的合図を低減することによって緩和することができる。このこと
は、閲覧者を固視からより多くそらすようにさせ（すなわち感染を低減する）、ＵＨＤ／
ＨＤＲ材料を閲覧することがすでに人気となってきた景色型のコンテンツをより多く作成
することによって行うことができる。
【０１６１】
　コンテンツは、他の手段の中でとりわけリニア放送、オンデマンド、またはダウンロー
ドを介して送信されてもよい。ＶＲのためのサービス要因は、ＨＭＤに配信されたビット
を認識する必要がある。ビットのこのストリーミングは、解像度およびフレームレートを
制約する一方で、フレームレートが潜伏時間のためのゲーティング要因である時間差また
は潜伏時間にも影響を与える。この程度のサービスを生成する方法は、プログレッシブ・
ダウンロード、オンデマンド・ストリーミング、またはリアルタイムのリニア・ストリー
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ミング配信を許可するべきである。このプログレッションは、コーデックの圧縮効率およ
び帯域幅の伸張が十分に進んで、オンライン・ストリーミングが可能になり、最終的にリ
アルタイムの符号化／ストリーミングが起きるまで、プログレッシブ・ダウンロードが最
初に行われた、映像ストリーミングのエボリューションのように追跡する。
【０１６２】
　ＶＲ環境は閲覧者と観察する環境との間の双方向性のレベルに左右される。認められた
量の双方向性はサービスに考案することができ、ＶＩＭＳの影響を低減すると考えるべき
である。
【０１６３】
　最適化されたサービス要因は、ＨＭＤの使用に対して最適化した視覚の人間工学の指針
一式を作成し、ユーザおよびコンテンツ社会に知らせることにより、ＶＩＭＳの影響を低
減することができる。
【０１６４】
　次世代のコンピュータによる計算は、ユーザとコンテンツと技術との間の相乗効果の新
しいレベルを表す、没入型プラットフォームが優位に立つであろう。ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ
は、ＰＣ、ウェブ、および電子メールの後の第４の主要なプラットフォームに移行する。
またＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲは、ブレイン・マシン（コンピュータ）インターフェース（ＢＭ
Ｉ／ＢＣＩ）として一般に公知の技術の一部である。ＢＭＩ／ＢＣＩは、これに限定され
ないが、ＥＥＧ、ＭＲＩ、ｆＭＲＩ、および超音波などの臨床アプリケーションを有する
。これらの臨床インターフェースのほとんどは実際にはモジュール式である。これらは侵
襲性または非侵襲性、および携帯用または非携帯用であることが可能である。非臨床アプ
リケーションはゲーム、軍隊などを含んでもよい。これらの異なる潜在的インターフェー
スの間で臨床および非臨床状況の分割は、インターフェースの移植性にある程度限定され
、非臨床は伝統的に移植性がより多い。最も集中する将来の開発および投資の領域は、特
にＡＲ、ＶＲ、およびＭｘＲを備えた非侵襲性ＢＭＩを組み込む、ゲームなどの移植可能
な非侵襲性システムである可能性が高いと予想される。臨床および非臨床アプリケーショ
ンのためにＢＭＩを標準化するために開発が必要である。
【０１６５】
　ＢＭＩ全体の標準化には、多くが閉ループである脳との多感覚インターフェースの相互
運用性、接続性およびモジュール方式を標準化する必要がある。したがって閉ループシス
テムの電流制限を考えると、これらの要件の標準化を支援することができる方法およびシ
ステムが必要とされている。
【０１６６】
　現在のＢＭＩの健康危機は、視覚と前庭の不一致に続発する映像酔い、調節機能障害に
関係する複視、意図しない周辺視野刺激に起因する感染、ブルーライトへの露出からのホ
ルモン性調節異常（概日リズム）、および画面表示装置への過度の露出に由来する光毒性
の可能性を含む。またＨＭＤは、性別、瞳孔間距離の差異、調節性振幅（年齢に依存する
）、姿勢の安定性、およびコンテンツに向けられた視覚的課題が多いほど、より破壊的で
ある傾向があるので、表示されるソフトウェア・コンテンツの型を含む、ユーザ要因によ
って影響を及ぼされる。
【０１６７】
　定義
　用語「仮想現実」すなわち「ＶＲ」は本明細書全体を通して使用され、また実施形態で
は、没入型コンピュータがシミュレーションした現実、すなわち三次元画像または人が内
側に画面を備えたヘルメットおよび／もしくはセンサと合致した手袋などの特殊な電子機
器を使用することにより、一見現実的な方法または物理的な方法で相互作用することがで
きる環境のコンピュータが発生したシミュレーションを指す。
【０１６８】
　実施形態では、これも本明細書全体を通してＶＲとともに使用される拡張現実（ＡＲ）
は、現実世界のユーザの視点にコンピュータが発生した画像を重ね合わせ、したがって合
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成図を提供する技術である。実施形態では、一般的なヘルメット状の装置は、頭部または
ヘルメットの一部として着用する表示装置デバイスであるＨＭＤであり、ヘルメットは片
目（単眼ＨＭＤ）または両眼（双眼ＨＭＤ）の正面に小型の表示光学を有する。実施形態
では、ＳＤＥＰは、あらゆる当事者が視覚的に表れた製品もしくはサービスを向上させ、
または別法として修正するためにアクセスできるクラウドベースのサービスである。
【０１６９】
　さらに実施形態では、複合現実（ＭｘＲ）も本明細書全体を通してＶＲおよびＡＲとと
もに使用される。ＭｘＲは、ハイブリッド・リアリティとも呼ばれ、物理的およびデジタ
ルオブジェクトが共存しリアルタイムで作用する視覚経験の新しいレベルを生成するため
に、ＶＲおよび／またはＡＲ環境を現実環境と融合することである。
【０１７０】
　実施形態では、ＶＲ、ＡＲ、およびＭｘＲ装置は、電子メディア装置、コンピューティ
ング装置、携帯電話を含む携帯コンピューティング装置、ラップトップ、パーソナルデジ
タル端末（ＰＤＡ）、またはＶＲ、ＡＲ、およびＭｘＲメディアを支援できるあらゆる他
の電子装置の１つまたは複数を含むことができる。本明細書は仮想現実のコンテンツに開
示されているが、以下に説明されるシステムおよび方法の任意およびすべても、拡張現実
環境ならびに複合現実環境に利用されてもよいことが、本明細書では留意されるべきであ
る。そのため仮想現実（ＶＲ）システムが説明されている場合、同じ概念は拡張現実（Ａ
Ｒ）および複合現実（ＭｘＲ）システムに適用してもよいことを当業者には把握されるべ
きである。
【０１７１】
　視線追跡の定義
　機能の用語では、いくつかの視線追跡の測定値は、視覚機能指数（ＶＰＩ）コンポーネ
ントの概念に入れることができ、ＶＰＩコンポーネントについては本明細書の次の章に定
義し説明する。瞬目率および転導の測定値は、疲労および回復の測定値に入れることがで
きる。凝視およびより具体的には固視位置は、反応および標的の測定値を見積もるために
使用することができる。また追跡眼球運動中の連続した誤差率も、標的測定値になること
ができる。
【０１７２】
　視線追跡のための物理的測定値の様々な例は、測定された値に対する予想された範囲、
および／または該当する場合それらの測定値に基づいた様々な状況もしくは分類に対する
閾値を所望の標準設備で入手可能であることがある。一部の参照値は、視線追跡の様々な
コンポーネントおよびサブコンポーネントを検討する章を通して提供される。
【０１７３】
　以下の用語は、動画記録および画像処理技法の組合せ、熟練者の採点、および／または
電気眼振検査（ＥＯＧ）記録から作成されるような視線追跡測定値に関連する。動画視線
追跡（ＶＥＴ）技法は、比例的瞼の開／閉、瞳孔径、瞳孔位置（顔に対する）およびそれ
ぞれの眼と無関係な凝視方向を見積もるために、明白なアルゴリズム分析および／または
機械学習を使用してもよい。ＥＯＧ記録は、瞼および眼球の動きを見積もるために、また
限定された精度で眼球の凝視方向を見積もるために使用されてもよい。どちらの記録様式
も、１秒当たり数十～数千回の率でサンプリングし、様々な測定値に対する位置、速度、
方向、および加速度の分析が可能であることがある。両眼の間の比較により転導の測定が
可能になり、次いでこれにより三次元（３Ｄ）の凝視方向を見積もることが可能になる。
【０１７４】
　眼瞼裂は瞼の開きを指す。典型的には幅が約３０ミリメートル（ｍｍ）で高さが１０ｍ
ｍであるが、ほとんどの測定結果は動画上で測定されたベースライン距離に比較すること
ができる。特に興味深いのは、以下の用語に関係する際の高さ（瞼間の亀裂の高さ）であ
る。
【０１７５】
　開きパーセント（ｐｅｙｅ　ｏｐｅｎ）は、左眼（ｐｌｅｆｔ　ｅｙｅ　ｏｐｅｎ）、
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右眼（ｐｒｉｇｈｔ　ｅｙｅ　ｏｐｅｎ）、または両眼（ｐｂｏｔｈ　ｅｙｅ　ｏｐｅｎ

）が、最大開き距離に対してどの位開いているかを指し、通常所定の期間にわたって測定
される。
【０１７６】
　開き割合（ｐｅｙｅｓ　ｏｐｅｎ）は、眼が一定期間（例えば１セッション中（Ｐ_（
ｅｙｅｓ　ｏｐｅｎ｜ｓｅｓｓｉｏｎ）））にわたって開いている時間の割合を指す。「
開き」に対する閾値は変化してもよい（例えばＰｅｙｅｓ　ｏｐｅｎ（但しＰｂｏｔｈ　

ｅｙｅｓ　ｏｐｅｎ≧２５％である））。
【０１７７】
　瞬目は、およそ１０～４００ミリ秒（ｍｓ）に両眼（ｐｂｏｔｈ　ｅｙｅｓ　ｏｐｅｎ

＝０％）の完全な閉じと画定することができ、具体的に測定された瞬目閉じ時間は、ユー
ザと視線追跡方法との間の差に基づく。
【０１７８】
　瞬目率（頻度）（ｆｂｌｉｎｋ）は、すべての瞬目および／または一定期間にわたる瞬
目（例えばｆ_（ｂｌｉｎｋ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））に対して測定された１
秒当たり（ｓ－１またはＨｚ）の瞬目の平均数を指す。瞬目率は、瞬目率の変化の率また
は部分瞬目の完全瞬目に対する割合と呼ばれてもよい。
【０１７９】
　瞬目回数（Ｎ_ｂｌｉｎｋ）は、すべての瞬目および／または一定期間にわたる瞬目（
例えばＮ_（ｂｌｉｎｋ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））に対して測定された瞬目の
数を指す。
【０１８０】
　瞳孔径（Ｓ_ｐｕｐｉｌ）は、瞳孔径、具体的にはミリメートル（ｍｍ）単位の直径を
指す。
【０１８１】
　瞳孔位置（［ｘ，ｙ］_ｐｕｐｉｌ）は、顔の固定された参照フレーム内で、典型的に
は時間の関数として左の瞳孔（［ｘ，ｙ］_（ｌｅｆｔ_ｐｕｐｉｌ））または右の瞳孔（
［ｘ，ｙ_（ｒｉｇｈｔ_ｐｕｐｉｌ））の位置を指す。瞳孔位置の定義は初期瞳孔位置お
よび最終瞳孔位置を含み、初期瞳孔位置および最終瞳孔位置に依存する。
【０１８２】
　凝視方向（［θ，Ф］_ｇａｚｅ）は、顔に対する、典型的には時間の関数として左眼
（［θ，Ф］_（ｌｅｆｔ_ｇａｚｅ））または右眼（［θ，Ф］_（ｒｉｇｈｔ_ｇａｚｅ
））の視線の３Ｄ極座標における方向を指す。これは眼が見るものに関係なく眼が面して
いるところの測定値である。さらにこれは課題または標的に依存して関係の有無に分類さ
れてもよい。
【０１８３】
　凝視位置（［ｘ，ｙ，ｚ］_ｇａｚｅまたは［γ，θ，φ］_ｇａｚｅ）は、デカルトま
たは球の３Ｄ座標において、典型的には時間の関数として環境内の凝視の位置（もしくは
目的地）を指す。参照フレームは、ユーザ、装置または空間における他の何らかの点に対
してでもよいが、最も一般的には座標空間の原点がユーザの眼（一方または他方またはそ
の間の中間点）になる。凝視位置の定義は初期凝視位置および最終凝視位置を含み、初期
凝視位置および最終凝視位置に依存する。
【０１８４】
　転導は見積もられた凝視方向から導出され、両眼の角度差として数値化されてもよい（
正の差は開散であり、負の差は輻輳である）。凝視位置から導出されると、転導は眼／顔
から凝視位置の距離として数値化に寄与し、数値化され得る。輻輳および開散はそれぞれ
がその期間および変化率によって画定されてもよい。
【０１８５】
　固視位置（［ｘ，ｙ，ｚ］ｆｉｘａｔｉｏｎまたは［γ，θ，φ］ｆｉｘａｔｉｏｎ）
は、ある時点でユーザの凝視の見積もられた位置として測定されたデカルトまたは球の３



(35) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

Ｄ空間における固定の位置である。固視位置の定義は初期固視位置および最終固視位置を
含み、初期固視位置および最終固視位置に依存する。
【０１８６】
　固視継続時間（Ｄｆｉｘａｔｉｏｎ）は、典型的にはミリ秒または秒（ｓ）単位で測定
された固視の継続時間（すなわち眼の凝視が固視位置に到着した時とそれが離れる時との
間の期間）である。平均継続時間は下線Ｄｆｉｘａｔｉｏｎで表示され、すべての固視、
一定期間にわたる固視（例えば＿Ｄ_（ｆｉｘａｔｉｏｎ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎ
ｔ））および／または特定領域内の固視（例えば＿Ｄ_（ｆｉｘａｔｉｏｎ｜ｄｉｓｐｌ
ａｙ　ｃｅｎｔｅｒ））を表してもよい。固視継続時間の定義は固視の変化率を含み、固
視の変化率に依存する。
【０１８７】
　固視率（頻度）（ｆ_ｆｉｘａｔｉｏｎ）は、すべての固視、一定期間にわたる固視（
例えばｆ_（ｆｉｘａｔｉｏｎ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））および／または特定
領域内の固視（例えばｆ_（ｆｉｘａｔｉｏｎ｜ｄｉｓｐｌａｙ　ｃｅｎｔｅｒ））に対
して測定された１秒当たり（ｓ－１またはＨｚ）の固視の平均数を指す。
【０１８８】
　固視回数（数）（Ｎｆｉｘａｔｉｏｎ）は、すべての固視、一定期間にわたる固視（例
えばＮ_（ｆｉｘａｔｉｏｎ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））および／または特定領
域内の固視（例えばＮ_（ｆｉｘａｔｉｏｎ｜ｄｉｓｐｌａｙ　ｃｅｎｔｅｒ））に対し
て測定された固視の数を指す。
【０１８９】
　サッケード位置（［ｘ１，ｙ１，ｚ１｜ｘ２，ｙ２，ｚ２］ｓａｃｃａｄｅまたは［γ

１，θ１，φ１｜γ２，θ２，φ２］ｓａｃｃａｄｅ）は、デカルトまたは球の３Ｄ空間
におけるサッケード眼球運動の開始位置（１）および終了位置（２）を指す。参照フレー
ムは、概して所与のシナリオ内で凝視位置のために使用するシナリオと同じ参照フレーム
になる。サッケード位置の定義は、変更率、初期サッケード位置、および最終サッケード
位置を含み、変更率、初期サッケード位置、および最終サッケード位置に依存する。
【０１９０】
　サッケード角度（θｓａｃｃａｄｅ）は、一部のレベルの度（°）または弧度（ｒａｄ
）に対するサッケードの二次元（深さを無視する）方向を説明する角度を指す。そうでは
ないと明記されない限り、基準は垂直に上がり、角度は時計回りに増加する。基準は一部
の所望の方向からの（すなわち標的に向かって）サッケード方向の偏向を表示するために
特定されてもよい（例えばθｓａｃｃａｄｅ－ｔａｒｇｅｔ）。平均サッケード方向は下
線θｓａｃｃａｄｅで表示され、サッケードのすべてまたは一部分を表してもよく（例え
ば＿θ_（ｓａｃｃａｄｅ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））、方向は角度があるので
（すなわち円形）、平均方向は、関連基準が特定されない限り無原則であってもよい（例
えば＿θ_（ｓａｃｃａｄｅ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））。サッケード角度は標
的がユーザにどれほど関係するかを決定するために使用されてもよく、また標的に向かっ
て関連性の状況とも呼ばれる。
【０１９１】
　サッケードの大きさ（Ｍｓａｃｃａｄｅ）は、移動した距離についてのサッケードの大
きさを指し、これは視角の度（°）または弧度（ｒａｄ）、見積もられた凝視位置に関す
る物理的距離（例えばセンチメートル（ｃｍ）もしくはインチ（ｉｎ））、または表示装
置上の見積もられた凝視位置に関する表示空間における距離（例えば画素（ｐｘ））とし
て与えられてもよい。空間における特定点（Ｐ）を参照して、その点までの直線に平行な
サッケードの大きさのコンポーネントは以下のように与えられてもよい。
Ｍｓａｃｃａｄｅ－ｐ＝Ｍｓａｃｃａｄｅ・ｃｏｓ（θｓａｃｃａｄｅ－ｐ）
上式で、Ｍｓａｃｃａｄｅはサッケードの大きさであり、θｓａｃｃａｄｅ－ｐはサッケ
ード方向と点Ｐに向かうベクトルとの間の角度である。平均のサッケードの大きさは下線
Ｍｓａｃｃａｄｅで表示され、この表記はすべてのサッケードおよび／または時間もしく
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は空間およびサッケードの大きさに関する一部分、あるいは指定された点に対するサッケ
ードの大きさのコンポーネントに適用されてもよい。
【０１９２】
　プロサッケードは、空間内のある点、多くは標的、関心対象の領域またはある注意を捕
捉する事象に向かう動きを指す。上記の専門用語により、プロサッケードは、指定された
位置に対して比較的小さいサッケード角度および正の強度要素を有するはずである。
【０１９３】
　アンティサッケードは、多くは反感に起因し、または課題（目を離す指示）に基づいて
空間内のある点から離れる動きを指す。上記の専門用語により、アンティサッケードは、
指定された位置に対して比較的大きいサッケード角度（約±１８０°または±π　ｒａｄ
）および負の強度要素を有するはずである。
【０１９４】
　復帰抑制（ＩＯＲ）はアンティサッケードに関係し、情報が少ない最近固視した領域を
避けるために検索または自由閲覧中の傾向を説明する。ＩＯＲは場面のサンプリングを有
効にするための一般戦略を反映する。ＩＯＲはアンティサッケードによってさらに定義が
促進されてもよく、またはアンティサッケードの機能であってもよい。
【０１９５】
　サッケード速度（ｖｓａｃｃａｄｅ）すなわちサッケードの速度は、継時的な大きさの
変化（であり、概して強度要素から基準点に向かわない）と取られる。サッケード速度の
強度および方向の程度に基づいて、サッケード速度はユーザに対する標的の関連性の程度
を示してもよい。平均サッケード速度は下線ｖｓａｃｃａｄｅで表示され、すべてのサッ
ケードまたは時間および／もしくは空間内の一部分に適用されてもよい。
【０１９６】
　サッケード率（頻度）（ｆｓａｃｃａｄｅ）は、すべてのサッケード、一定期間にわた
るサッケード（例えばｆ_（ｓａｃｃａｄｅ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））、特定
領域内のサッケード（例えばｆ_（ｓａｃｃａｄｅ｜ｄｉｓｐｌａｙ　ｃｅｎｔｅｒ））
および／またはそれらの方向によって画定されたサッケード（例えばｆ_（ｓａｃｃａｄ
ｅ｜ｔｏｗａｒｄｓ　ｔａｒｇｅｔ））に対して測定された１秒当たり（ｓ－１またはＨ
ｚ）のサッケードの平均数を示す。
【０１９７】
　サッケード回数（数）（Ｎｓａｃｃａｄｅ）は、すべてのサッケード、一定期間にわた
るサッケード（例えばＮ_（ｓａｃｃａｄｅ｜ｔａｒｇｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ））、特定
領域内のサッケード（例えばＮ_（ｓａｃｃａｄｅ｜ｄｉｓｐｌａｙ　ｃｅｎｔｅｒ））
および／またはそれらの方向によって画定されたサッケード（例えばＮ_（ｓａｃｃａｄ
ｅ｜ｔｏｗａｒｄｓ　ｔａｒｇｅｔ））に対して測定されたサッケードの数である。
【０１９８】
　追従眼球運動（ＰＥＭ）は、凝視が空間を通して動くオブジェクトを追跡する滑動性追
従眼球運動、および頭部または身体運動に対して補完する前庭動眼運動の両方を指すため
に使用される。ＰＥＭは滑動性ＰＥＭの開始、継続時間、および／または方向を示すデー
タによってさらに画定されてもよい。また動く参照フレームから静止したオブジェクトの
補完的追跡も含む。ＰＥＭは、概して固視およびサッケードではなく、むしろ時折誤差を
修正するサッケードによって中断される連続した比較的遅い動きからなる。ＰＥＭ跡の滑
動性サッケード部は取り去られ、個別に分析されてもよい。
【０１９９】
　身体追跡の定義
　身体追跡は、時間関数および／または動きの階級（例えば頭部の頷き）に関連した時の
個別の事象として、身体および四肢の位置を測定することならびに見積もることを伴う。
情報源は、画像処理および分析の役に立つためのマーカ、位置追跡器、加速度計、ならび
に様々な手持ち式もしくは着用式装置、プラットフォーム、椅子、またはベッドの着用の
有無にかかわらず動画追跡を含む。
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【０２００】
　画面距離（ｄｓｃｒｅｅｎ）は、ユーザの眼（顔）と所与の表示装置との間の距離を指
す。統計量として、画面距離は画面上の様々な要素に向かう方向（視角）を決定するため
に重要であるが、時間的な変数として、画面距離は画面に向かい、また画面から離れるユ
ーザの動きを測定することができる。画面距離はユーザの眼（顔）と所与の表示装置との
間の変化率、初期位置、および最終位置に依存する。顔検出アルゴリズムと組み合わせて
、この測定はデバイスカメラおよび表示装置に対して公知の位置をもつ分離したカメラか
ら行われてもよい。
【０２０１】
　頭部方向（向き）（［θ，φ］ｆａｃｉｎｇ）は、身体に対して、または表示装置もし
くは環境内の他のオブジェクトに対して頭部が向く方向の３Ｄ極座標における方向を指す
。継時的に追跡して、これは頷き（取組みおよび疲労の両方）、振動、上下運動、または
あらゆる他の形の配向のような事象を抽出するために使用することができる。頭部方向は
、身体に対して、または表示装置もしくは環境内の他のオブジェクトに対する方向に向か
う変化率、初期位置、および最終位置に依存する。
【０２０２】
　固視および眼球運動に関連した様々な測定と同様だが、頭部固定が測定され、行為が推
測されてもよい。概して頭部固定は眼の固定よりはるかに長くなる。頭部運動は、前庭眼
球の補完と組み合わせたときに必ずしも眼球の凝視方向の変化を示すわけではない。頭部
固定は、頭部固定の変化率、初期位置、および最終位置に依存する。
【０２０３】
　サッケードおよびそれらの眼球運動に関連した様々な測定と同様だが、頭部サッケード
が迅速な個別の頭部運動として測定されてもよい。これらは、大きい視角にわたって凝視
をシフトするときにサッケード眼球運動に付随して起こる傾向がある。また頭部サッケー
ドを配向することは聴覚処理の一部でもあり、環境内の新規または予期しない音に応答し
て起きることがある。
【０２０４】
　頭部追跡は、追従眼球運動と同様だが、しばしば動くオブジェクトを追跡し、かつ／ま
たは動く参照フレームを補完する際に、より遅く持続する動きである傾向がある。
【０２０５】
　四肢追跡は、画像処理を備えた動画、またはそれら自体が動画、加速度計もしくは三角
測量によって追跡される着用型／携帯型装置を使用して、継時的に四肢の位置から行われ
てもよい様々な測定を指す。これは、コンピュータマウスおよび携帯用運動制御装置のよ
うなポインティングデバイスを含む。相対四肢位置は、指示方向のような二次測定を導出
するために使用されてもよい。四肢追跡は四肢の変化率、初期位置、および最終位置に依
存する。
【０２０６】
　重量配分は、ユーザが立っている、座っている、または横になっている間に身体運動、
位置および姿勢を測定するために使用できる、センサの空間配置の上の重量の配分を指す
。重量配分は、重量の変化率、初期位置、および最終位置に依存する。
【０２０７】
　また微表情、眉の位置、人の口の縁部、口角、および境界線、ならびにユーザの頬骨の
位置を含む顔の表情も記録されてもよい。
【０２０８】
　電気生理学および自律神経の定義
　電気生理学測定は、典型的には皮膚上に置かれた導電性電極による電位（電圧）または
電位差の記録に基づく。電極が置かれた身体の部分に依存して、様々な生理学および／ま
たは行為の測定が一連のメトリックおよび分析に基づいて行われてもよい。典型的な電圧
（非常に小さいマイクロボルトμＶ）が、１秒当たり（ｋＨｚ）数千回のサンプルレート
をもつ時間関数として記録される。電気生理学の記録は自律神経の機能を測定することが
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できる一方で、様々なセンサに関与する他の方法も使用することができる。圧力変換器、
光学センサ（例えばパルス酸化）、加速度計、その他は、連続したまたは事象に関係した
データを提供することができる。
【０２０９】
　周波数領域（フーリエ）分析は、時間関数（時間領域）としての電位差を周波数関数と
しての波形エネルギーに変換することができる。これは、スペクトログラムを生成するた
めに動く時間枠にわたって行うことができる。時間関数としての特定の周波数または周波
数の範囲の総エネルギーは、応答および状態の変化を測定するために使用することができ
る。
【０２１０】
　脳波検査（ＥＥＧ）は脳機能の電気生理学の記録を指す。時間平均および周波数領域分
析（以下に詳述されている）は状態の測定値を提供する。刺激、事象に関係した電位（Ｅ
ＥＧ－ＥＲＰ）についての正確な時間情報と組み合わせて、情報処理の特定の側面の波形
特性として分析することができる。
【０２１１】
　周波数帯は、通常脳活動（ＥＥＧ）と関連し、周波数領域分析の状況において周波数の
異なる範囲は、一般的に特有の神経工程または一般的状態の活動特性を探すために使用さ
れる。周波数範囲は１秒当たり（ｓ－１またはＨｚ）の周期を以下のように特定される。
・デルタ－４Ｈｚ未満の周波数。典型的には除波睡眠に関連する。
・シータ－４～７Ｈｚの周波数。典型的には眠気に関連する。
・アルファ－８～１５Ｈｚの周波数。
・ベータ－１６～３１Ｈｚの周波数。
・ガンマ－３２Ｈｚを超す周波数。
【０２１２】
　心電図検査（ＥＣＧ）は、心臓機能の電気生理学の記録を指す。この状況における関心
対象の主要測定は心拍数である。
【０２１３】
　筋電図検査（ＥＭＧ）は、筋肉の緊張および動きの電気生理学の記録を指す。必ずしも
明白な動きをもたらさない、微妙な筋肉活動の測定が行われてもよい。顔の上の電極は顔
の表情および反応を検出するために使用することができる。
【０２１４】
　電気眼振検査（ＥＯＧ）は、眼を横切る電気生理学の記録を指す。これは眼および瞼の
動きの繊細な測定値を提供できるが、瞳孔位置および凝視位置の抽出での使用に限定され
る。
【０２１５】
　網膜電図検査（ＥＲＧ）は、網膜活動の電気生理学の記録を指す。
【０２１６】
　ガルバニック皮膚反応（ＧＳＲ）（皮膚電気反応）は皮膚伝導性の測定である。これは
発汗に関係するような交感神経系の間接測定である。
【０２１７】
　体温測定は、離散または連続した手法でなされてもよい。体温の比較的急速な移行は、
刺激に応答する測定値であることがある。移行は、温度の変化率、初期温度、および最終
温度を追跡することによって測定されてもよい。
【０２１８】
　呼吸数は息の速度を指し、光学／動画、呼吸記録および聴覚を含む多くの源から測定さ
れてもよく、通常１分当たり（ｍｉｎ－１）の息で測定される。呼吸における短い休止（
すなわち息を止めた）は、発現および継続の時間に関して測定されてもよい。
【０２１９】
　酸素飽和度
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【数１】

は血液酸化の測定値であり、自律神経機能および生理状態の表示として使用されてもよい
。
【０２２０】
　心拍数は、１分当たり（ｍｉｎ－１）の脈拍で測定され、多数の源から測定されてもよ
く、自律神経機能および生理状態の表示として使用されてもよい。
【０２２１】
　血圧は、通常２つの値、すなわち最高（収縮）圧および最低（拡張）圧を水銀のミリメ
ートル（ｍｍＨｇ）で測定される。血圧は自律神経機能および生理状態の表示として使用
されてもよい。
【０２２２】
　遠心性音声記録の定義
　付近のマイクロフォンからの音声記録は、行為およびユーザからの自律反応さえも測定
することができる。声の応答は応答時間、応答の意味または内容（すなわち言ったこと）
、ならびに応答の継続時間（例えば「ｙｅａｈ（うん）」に対して「ｙｅｅｅｅｅｅｅａ
ａａａｈ（うーーーん）」）の測定値を提供することができる。あくび、うめき声または
いびきのような他の発話が測定されてもよい。たたく、揺れる、引っ掻くまたは概ねそわ
そわした行為のような他の可聴行為が測定されてもよい。ある特定の状況では、呼吸のよ
うな自律神経の行為が記録されてもよい。
【０２２３】
　話し言葉、語句およびより長い構文などの発声が記録され、特殊な応答を導出するため
にアルゴリズムでテキスト文字列に変換されてもよい。各コンポーネント（反応、単語、
音節）の発現および継続の時間が測定されてもよい。また他の非言語応答（怒声、うめき
声、鼻歌、その他）も特徴付けられてもよい。発声は、高さ、大きさ、および意味を含む
声のパラメータの範囲を反映することがある。
【０２２４】
　推定された遠心性応答は、音声によって記録され、一般的な状態もしくは雰囲気におけ
る刺激または信号のいずれかに離散的応答を示してもよい、関心対象のある特定の遠心性
応答を指す。関心対象の行為は、たたく、引っ掻く、反復される機械的相互作用（例えば
ペンをカチカチ鳴らす）、四肢の弾みもしくは振動、揺れるおよび他の反復または別法と
して顕著な行為を含む。
【０２２５】
　呼吸数、強度（大きさ）および潜在的様式（口に対する鼻）の測定などの呼吸も行われ
てもよい。
【０２２６】
　求心性分類／定義
　以下に論じる状態は、概して様々な刺激の状況において、または様々な刺激の応答で、
ならびに刺激と環境状態の組合せで測定される。刺激は求心性入力様式（視覚、聴覚、触
覚、その他）によって画定し、その特性によって説明することができる。特性はアプリケ
ーション（例えば画面上に表示されたスプライトの位置、大きさ、透明度の設定）によっ
て設定され、または画像／音声処理分析（例えばフーリエ変換、突起マッピング、オブジ
ェクト分類、その他）によって推測されてもよい。
【０２２７】
　以下に論じるように関心対象の領域は、事前に公知でありアプリケーションによって設
定されてもよく、様々な視覚刺激の位置および程度によって画定されてもよく、ならびに
／または連続し、関連し、かつ／もしくは突出した領域を同定する画像処理分析によって
データを収集後に導出されてもよい。刺激特性に加えて、遠心性測定は、関心対象の領域
（例えばユーザが固視する傾向がある領域は凝視位置データによって画定される）を同定
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するために使用されてもよい。同様に求心性および遠心性のどちらの測定も、概略分析（
例えば息を止めている間の固視の総数）のために期間を分割するために使用されてもよい
。
【０２２８】
　感覚データ交換プラットフォームの概説
　本明細書の一実施形態による、例示的ＳＤＥＰとのユーザの相互作用を示すブロック図
１００を示す、図１Ａを参照する。一実施形態では、ユーザ１０２はＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ
システム１０４と相互作用する。ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステム１０４は、ＨＭＤ、センサ
、および／またはあらゆる他の形のハードウェア要素１０６などの装置を含んでもよく、
ハードウェア要素１０６は刺激の形でユーザにＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアを表し、ユー
ザが表れたメディアと相互作用をしている間にユーザの応答データを収集することができ
る。メディアは、サーバによって、ネットワークを通して、またはＨＭＤにコンテンツを
提供できるあらゆる他の型のコンテンツ・プラットフォームによって連通されてもよい。
センサは、ユーザ１０２を監視するために生理学的センサ、生体認証センサ、または他の
基本的センサおよび高度なセンサであってもよい。加えてセンサは、音声、視覚、触覚、
またはユーザ１０２の視覚機能に直接または間接的に影響を与えることがある、あらゆる
他の型の環境条件を記録する環境センサを含んでもよい。またＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステ
ム１０４は、ソフトウェア要素１０８も含んでもよく、ソフトウェア要素１０８はハード
ウェア要素１０６と関連して実行されてもよい。例示的ソフトウェア要素１０８は、ゲー
ムプログラム、ソフトウェア・アプリケーション（ａｐｐｓ）、またはユーザ１０２にＶ
Ｒ／ＡＲ／ＭｘＲメディアを表すために寄与することがある、あらゆる他の型のソフトウ
ェア要素を含む。またソフトウェア要素１０８によりシステムがユーザの応答データを収
集できることもある。収集されたデータは、ユーザ、ソフトウェア・アプリケーション、
ゲーム（ある場合）、ユーザに表されたメディア、ユーザがシステムと相互作用する間の
セッション、またはあらゆる他のデータについての情報にタグ付けされてもよい。ハード
ウェア要素１０６とソフトウェア要素１０８の組合せは、ユーザ１０２にＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲメディアを表すために使用されてもよい。
【０２２９】
　一実施形態では、ユーザ１０２のＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステム１０４との相互作用から
収集された刺激および応答データは、データ源１１０を構成してもよい。データ源１１０
は、ソフトウェア要素１０８とＳＤＥＰ１１８との間の相互作用に基づいて、ＳＤＥＰ１
１８内に生成されてもよい。またソフトウェア要素１０８は、開発者のためのソフトウェ
ア開発キット（ＳＤＫ）に含まれた専用の関数呼び出しを通してＳＤＥＰ１１８と相互作
用もしてもよい（すなわち開発者は既定の機能を使用してＳＤＥＰ１１８から、またはＳ
ＤＥＰ１１８にデータを送受信してもよい）。ＳＤＥＰ１１８は、記憶装置および処理コ
ンポーネントを含んでもよく、コンピュータシステムであることが可能である。ＳＤＥＰ
１１８の機能性は、大部分が１つまたは複数のサーバおよびクラウドサービスに記憶し、
クラウドサービスから取り戻したデータ上に存在してもよい。データ源は、視覚データ、
音声データ、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステム１０４とともに開発されたセンサによって収集
されたデータ、ユーザプロファイルデータ、またはユーザ１０２に関係してもよいあらゆ
る他のデータの形であってもよい。視覚データは大部分が刺激データを含んでもよく、カ
メラ（携帯電話のカメラもしくは他の画像処理機器／装置など）から、またはゲームおよ
びアプリケーション（ａｐｐｓ）などの他の間接源から調達されてもよい。ユーザデータ
は、ログイン情報、またはユーザプロファイルから、ソーシャルメディア・アプリケーシ
ョンから、または他の個人源から導出された他のユーザの特殊情報に関連してもよい。実
施形態では、データ源は、求心性データ源および遠心性データ源に大マーカに分類され、
それらについては本明細書の次の章でより詳細に説明する。一実施形態では、ユーザプロ
ファイルデータは、別のデータベースから収集されてもよく、異なる源を通して提供され
てもよい。例示的一実施形態では、ユーザプロファイルデータは、１つまたは複数の眼の
健康保険会社を含むサービス提供会社によって提供されてもよい。他の実施形態では、ユ
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ーザプロファイルデータは、ユーザの装置、アプリケーション／ゲームにおけるオプトイ
ンオプション、またはあらゆる他の源から収集されてもよい。
【０２３０】
　データ源１１０はデータ採取システム１１２に提供されてもよい。データ採取システム
１１２は、データ処理システム１１４内でさらに処理に備えてデータを抽出し、かつ／ま
たは変換してもよい。データ源とデータセットとの間で連通するために使用されるオブジ
ェクトの組であるデータアダプタは、データ採取システム１１２を構成してもよい。例え
ば画像データのアダプタモジュールは、画像からメタデータを抽出してもよく、また画像
データの処理もしてもよい。別の例では、動画データアダプタモジュールも画像データ源
からメタデータも抽出してもよく、また大量の動画を配分されたファイルシステムに記憶
するために動画変換器も含んでもよい。別の例では、時系列データアダプタモジュールは
時系列にセンサデータを解析する。別の実施形態では、空間データアダプタモジュールは
、皮膚などの比較的小さい面積からデータを利用し、面積の測定結果に対するデータを空
間的に変換してもよい。別の例では、ユーザプロファイルデータアダプタモジュールは、
ログイン、ソーシャルメディア接続ＡＰＩ、電話による固有識別子などを通して一般的な
ユーザデータをソートしてもよい。
【０２３１】
　ＳＤＥＰ１１８は、データ採取システム１１２から調整されたデータを受信するデータ
処理システム１１４をさらに含んでもよい。データ処理システム１１４内の機械学習モジ
ュール１５２は、データをデータ提供システム１１６にデータを出力するために記憶装置
およびリアルタイムキューと連通してもよく、データ提供システム１１６はアプリケーシ
ョン・プログラム・インタフェース（ＡＰＩ）を含んでもよい。実施形態では、機械学習
システムは、データ採取システム１１２から出力されたデータを処理するために、１つま
たは複数の公知のカスタムモデルを実装してもよい。
【０２３２】
　図１Ｂは、データ採取システム１１２およびデータ処理システム１１４によって行われ
た機能の分割の例示的工程を示す。実施形態では、１７２でシステム１０４にあるアプリ
ケーションが刺激および応答データを収集する。刺激および応答データは、表示装置、色
、光、画像、位置、時間、ユーザ、セッション、およびユーザ相互作用に関係した他のデ
ータに関係した情報の形で転送される。データは、表示装置上に画像を提示する、スピー
カを通して音声を再生する、またアプリケーションの流れに関連するユーザ入力情報を取
るために使用された未加工の形でアプリケーション内に表されてもよい。追加の遠隔情報
ならびにより高度なシステムから記録する動画および音声（すなわちＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ
）も含まれてもよい。
【０２３３】
　１７４でソフトウェア・ツールキットはアプリケーションから未加工のプログラム情報
に取り込み、より物理的および／または生理学的に関連した形でデータを表すために、様
々な変換を適用してもよい。画像および動画は、表示装置ハードウェアについての情報と
組み合わせて、赤、緑および青（ＲＧＢ）値をＣＩＥ１９３１の色輝度の値（および／ま
たは何らかの他の生理学に関連した色輝度空間）に変換されてもよい。空間的表示装置の
情報（水平および垂直画素座標）は、物理的表示装置の大きさの見積もりおよびユーザの
閲覧距離と組み合わせて、頭部中心の視角および距離に変換されてもよい。データは視線
追跡から見積もられた凝視方向とさらに組み合わされてもよく、これは網膜座標にさらに
変換されてもよい。同様にユーザインタフェースのマーカ（例えばマウスカーソル）はそ
れらの変換された位置を有してもよい。実施形態では、何らかの他の関連データが変換せ
ずに通過してもよい。一部のアプリケーションでは、現在および前の相互作用についての
情報は、見積もる心理測定パラメータ（ブラケティング情報として示されている）に向か
う有益なサンプリングのための提案を備えるアプリケーションを提供するために、ツール
キットによって利用されてもよい。
【０２３４】
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　１７６では、機械学習または深層学習のアプリケーションに依拠する画像処理および分
析は、画像または音声情報を関連した特性（例えばエッジ、輪郭、質感など）およびオブ
ジェクトに分割されてもよく、それらに対して識別、空間的場所および範囲、動きなどの
ようなパラメータが見積もられてもよい。
【０２３５】
　１７８では、刺激および応答の未加工の物理的パラメータは組み合わされ、検出、弁別
、反応、精度、記憶、および他の派生的測定の心理測定の見積もりに分析されてもよい。
実施形態では、派生的測定は傾向分析のための測定を含んでもよい。
【０２３６】
　ユーザおよびセッションのデータは、後の表示および／または分析のための状況を提供
するために、刺激、応答、および分析データにタグ付けするために図１Ｂに例示された工
程全体を通して転送されてもよい。
【０２３７】
　実施形態では、１７４で分析から出力されたデータは、標的、反応、検出、弁別、およ
び視覚データを処理し表すために有益な、他のパラメータに対するグラフを含んでもよい
。
【０２３８】
　図１Ｃは、本明細書の一実施形態による例示的機械学習システム１５２を示す。上記の
ように、視覚データ、音声データ、センサデータ、およびユーザデータの形の入力データ
はＳＤＥＰ１１８と連結し、データ採取システム１１２を通して前処理される。処理され
た／変換されたデータは、機械学習システム１５２に提供される。実施形態では、機械学
習（ＭＬ）システムは、これに限定されないが、単純ベイズ、決定木などの１つまたは複
数の公知のカスタマイズされたデータモデルを使用して、変換されたデータを処理する。
実施形態では、ＭＬシステム１５２は、Ｋｅｙｓｔｏｎｅ　ＭＬおよびＶｅｌｏｘなどの
ソフトウェア・フレームワークに基づいてデータパイプラインを生成する。モデル化され
たデータはデータベース１５４に記憶されてもよい。一実施形態では、ＮｏＳＱＬ（Ａｃ
ｃｕｍｕｌｏ／ＨＢａｓｅ）、ＳＱＬ（ＭｙＳＱＬ）、およびオブジェクト記憶装置（未
加工の画像および動画データ用）の組合せが使用される。実施形態では、セルレベルのセ
キュリティがＨＩＰＡＡ（米国、医療保険の積算と責任に関する法律）に準拠して記憶装
置１５４に提供される。
【０２３９】
　一実施形態では、リアルタイムキュー１５６は処理パイプラインにストリーミングする
ためにＭＬシステム１５２と連通する。一実施形態では、リアルタイムキュー１５６はＫ
ａｆｋａなどの配分された出版・購読型メッセージシステムを使用して機能する。一実施
形態では、Ｋａｆｋａの代理店は、源から所望の頻度で画像、動画、および時系列データ
を収集し、これらは次いで様々なＯｐｅｎＣＶ（オープンＣＶ）およびカスタム画像処理
ライブラリを実行時に使用して処理される。
【０２４０】
　ＳＤＥＰ１１８は、ユーザ装置（例えばＨＭＤ）のハードウェア作動システムを介して
、かつ／またはコンテンツ開発者によって使用されてもよい。一例では、ハードウェアお
よびコンテンツ開発者の両方がＳＤＥＰを使用してもよい。この例では、データは、ユー
ザが表れたコンテンツとどのようにインターフェースで接続するか、ユーザはコンテンツ
の何の側面に最も取り組むか、どのように取り組むかについて収集されてもよい。さらに
取組みは、そのユーザおよび／または同じ層の類似したユーザに関する知見に基づいて増
加されてもよい。コンテンツは、人間工学的視点から経験を最適化する手法で、ハードウ
ェア能力に合わせるように表されてもよい。
【０２４１】
　実施形態では、ＳＤＥＰ１１８は、別のＡＰＩ１２２を供給するバックエンド分析のた
めのモジュール１２０をさらに含んでもよい。ＡＰＩ１２２は、次いでユーザ１０２とイ
ンターフェースで接続してユーザ１０２に修正されたメディアを提供してもよい。
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【０２４２】
　図２は、本明細書の一実施形態による、クエリプロセッサに達する前のセンサデータス
トリームの処理を示すブロック図である。一実施形態では、図２は、ＳＤＥＰによって受
信されたセンサデータストリームのためのラムダアーキテクチャ２００を示す。データ処
理アーキテクチャ２００は、データストリームおよびバッチを並行に処理することにより
、大量のデータを取り扱うように設計されてもよい。一実施形態では、リアルタイムでユ
ーザから収集されたセンサデータを含むセンサデータストリーム２０２は、リアルタイム
層２０４に提供される。リアルタイム層２０４はリアルタイムプロセッサ２１４を通して
オンラインデータを受信して処理してもよい。バッチ内に収集されたデータはバッチ層２
０６に提供されてもよい。バッチ層２０６は、既存の事象に付加される処理時間スタンプ
事象を受信して利用するために、マスターデータセット２２２を含む。バッチ層２０６は
、非常に大量のデータを取り扱うことができるバッチプロセッサ２１６を伴う、配分され
た処理システムを使用して結果を事前に計算してもよい。バッチ層２０６は、バッチ表示
２１８を発生するためにすべての利用可能なセンサデータを処理できることにより、正確
なデータを提供することを目指してもよい。バルクアップローダ２２０はデータベース２
１０内に記憶される出力をアップロードしてもよく、更新は既存の事前に計算されたバッ
チ表示を完全に交換する。両方の層から処理されたデータは、リアルタイムサービスおよ
びバッチサービスに対してそれぞれのデータベース２０８および２１０にアップロードさ
れてもよい。データベース２０８および２１０からのデータは、続いてクエリプロセッサ
２１２を通ってアクセスされてもよく、クエリプロセッサ２１２はサービス層の一部であ
ってもよい。クエリプロセッサ２１２は、事前に計算された表示を戻す、または処理され
たデータから表示を構築することにより、アドホッククエリに応答してもよい。実施形態
では、リアルタイム層２０４、バッチ層２０６、およびサービス層は独立して利用されて
もよい。
【０２４３】
　データ取得
　事象は、アプリケーション、ユーザおよび環境センサに由来する可能性があるデータス
トリーム内でコード化されてもよく、物事が起きたときを示す時間スタンプを担持しても
よい。発生の時間が明白なものはいずれも、「事象」と認められてもよい。関心対象のほ
とんどの事象は、時間が離散してもよく、時間スタンプはある状態の開始または終了のい
ずれかを示す。例外として、電気生理学的データは連続して記録され、概して他の事象と
ともに時間内に同期されたデータセグメントを平均することによって、または何らかの他
の分析によって分析されてもよい。
【０２４４】
　一実施形態では、ユーザ１０２との相互作用から収集されたデータは、求心性事象およ
び遠心性事象に対応して求心性データおよび遠心性データに大きく分類される。末梢神経
系では、求心性神経線維は求心性ニューロン（知覚ニューロン）の神経線維（軸索）であ
る。これは、感覚受容器または感覚器官から中枢神経系に向かって神経インパルスを運ぶ
、神経細胞体から離れて延在する長い突起（突出）である。神経活動の反対方向は遠心性
伝導である。逆に遠心性神経線維は、遠心性ニューロン（運動ニューロン）の神経線維（
軸索）である。これは、中枢神経系から離れて末梢効果器官（主に筋肉および腺）に向か
って神経インパルスを運ぶ、神経細胞体から離れて延在する長い突起（突出）である。
【０２４５】
　「刺激」は、通常ユーザが応答することがある物質界に離散した発生を形成する求心で
ある、１つまたは複数の事象に分類されてもよい。刺激事象はユーザから応答を生じても
生じなくてもよく、実際に全く意識して気付かない、または検知しないことさえあり、し
たがって事象が起きた場合に、これは分析に利用可能にされる。刺激的事象階級は、「特
別用途向け事象」ならびに「一般および／または派生的刺激事象」を含んでもよい。
【０２４６】
　特別用途向け事象は、視覚、音、および特定用途の他の感覚効果に特有であることがあ
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る多くの刺激事象階級を含んでもよい。すべての芸術資源が潜在的な視覚刺激であり、す
べての音声資源が潜在的な聴覚刺激である。これに限定されないが、味覚、嗅覚、触覚、
生理学的入力とともに心拍数、酸素濃度、基礎体温、位置データとともに加速度計、視覚
運動、四肢運動、姿勢制御装置、頭部運動／身体運動の方向、力、およびタイミングを含
む他の形の入力が存在してもよい。これらの要素の突然のもしくは段階的な出現もしくは
消滅、動きの発現もしくは消失、再生もしくは一時停止またはこれらの要素の状態の他の
変化が、それらの特殊な時間スタンプを決定する。これらの刺激事象階級を定義すること
は、ＳＤＥと連携するためにアプリケーション開発者を必要とすることがあり、画像／音
声処理および分析コードの特殊な開発を含んでもよい。
【０２４７】
　一般および／または派生的刺激事象は、すべてのアプリケーションにわたって包括的で
あり得るそれらの刺激事象である。これらは、場面を記録した動画（例えばヘッドマウン
トカメラ）または音声データから抽出され、アプリケーション（それ自体はそれらの事象
のより正確な記録を提供する）に直接由来しないそれらの求心性事象を含んでもよい。装
置の特殊だが特別用途ではない事象も分類されてもよい。同様にすべてのアプリケーショ
ンに行われた較正および他のアクティビティは、一般的であるとみなしてよい（しかし恐
らく使用されようとしているアプリケーションによって依然として分類されることが可能
である）。
【０２４８】
　一部の刺激事象は、大量のデータが収集されて分析された後まで明らかでなくてもよい
。新しい刺激事象階級がユーザ間の応答のパターンを説明するために生成された場合に、
検出されて調査される傾向があってもよい。加えて記述および予測分析は、ユーザの経験
を個人向けにするように、傾向／パターンに依存して刺激／コンテンツのリアルタイムの
交換を促すために行われてもよい。
【０２４９】
　「応答」は、通常は（実際にまたは想像で）気付いた刺激に潜在的に応答する、ユーザ
による離散行為または行為のパターンを形成する遠心である、１つまたは複数の事象に分
類されてもよい。応答は、電気生理学および／または自律神経監視センサによって測定さ
れる際に、生理学状態のあらゆる変化をさらに含んでもよい。応答は必ずしも意識され、
または自主的でなくてもよいが、応答は、可能な時は常に意識／無意識および自主的／非
自主的であると識別される。応答事象階級は、離散応答、時間ロックされた平均応答、時
間微分応答、および／または導出した応答事象を含んでもよい。
【０２５０】
　「離散応答」は、ユーザの意志に基づく行為に関連した最も一般的な応答事象を表し、
開始と終了が明らかな時間内（通常は約数秒または数ミリ秒続く）に離散する。これらは
、とりわけマウスまたはタッチスクリーン入力、発声、サッケードおよび追従眼球運動、
瞬目（自主的もしくは非自主的）、頭部または他の身体部運動および電気生理学的に検出
された筋肉運動を含む。
【０２５１】
　一部のデータ記録、特に電気生理的記録のノイズの性質に起因して、個別の刺激事象へ
の応答を検査することは困難である。時間ロックされた平均応答は、特定の刺激事象に応
答するパターンを指し、特定の刺激事象は多数の刺激応答事象を平均することにより抽出
されてもよい。特定の刺激のそれぞれの出現の直後の時間の長さ（通常は約数秒）に対す
るデータは別にして、次いでデータ内のノイズ（実際には恐らく無原則である）自体がそ
の特徴を測定され得る平均応答を残して打ち消すように、多くの「実験」を通じて平均さ
れる。
【０２５２】
　時間微分応答は、一部の応答、具体的には自律神経応答が継時的にゆっくりと変化する
ことを反映し、場合によって遅過ぎるので離散した刺激事象と関連付けられない。しかし
平均値、変化の速度、またはある特定の期間内の速度の加速（および他の導出された測定
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）は、他の測定状態（求心または遠心）と相互関連してもよい。
【０２５３】
　刺激事象と同様に、一部の応答事象はデータ収集前に明らかではなくてもよいが、その
代わりに継時的にそれらの事象自体が表れてもよい。人間または機械が導いた分析のどち
らを通しても、一部の特徴応答はデータ内に出現することがあり、それゆえ推定応答事象
と呼ばれることがある。
【０２５４】
　可能なときは常に応答は、引き起こした（引き起こすかもしれない）刺激と対にされる
。一部のアプリケーションは、（心理物理学的実験の場合でそうであるように）刺激およ
び応答がどのように対にされるかをデータストリーム内で明確化させてもよい。一般的場
合については、刺激事象階級は、現れた直後に応答がなされる傾向が確かな間の一定期間
与えられる。この時間枠に起きるあらゆる応答は刺激と対にされてもよい。応答が起きな
い場合は、ユーザがその刺激事象に応答しなかったと想定される。同様に応答事象は、作
用の直前に刺激が作用を引き起こす傾向がある間に一定期間与えられる。刺激の後および
応答の前の両方の時間枠は、以前に想定されなかった新しい刺激および応答事象階級の発
見の役に立つために調べられてもよい。
【０２５５】
　刺激および応答事象階級は、それらの特性（パラメータ、値、分類、その他）によって
画定されて弁別されてもよい。事象階級の一部の特性は、データ内の群または分類を確立
するために使用されてもよい。一部の特性は（もまた）様々なメトリックを計算するため
に使用されてもよい。特性は、事象階級または事象の個々の場合に固有の特定値を保持す
る、実際の数値であってもよい。特性は、グループ化または分析に依存して後に数値表現
に変換される可能性のいずれかのために名前付き同一性を保持する、分類別であってもよ
い。
【０２５６】
　刺激事象の特徴は主に刺激の物理的記述を構成してもよい。これらの特性には刺激の事
象階級を画定してよいものもあれば、刺激の特殊な発生（例えば時間スタンプ）を記載し
てよいものもある。刺激の名前付き同一性（例えばスプライト・ファイル名）および状態
情報（例えば配向または姿勢）は刺激特性である。画像の画素構成または音の波形は、刺
激の無数の異なる記述的特性を発生するために使用することができる。一部の刺激特徴は
、まさに一部の刺激事象階級自体が分析から出現することがあるように、データ分析を通
して発見する必要があることがある。
【０２５７】
　応答特性は、概して行われた応答の型もしくは分類、位置情報（例えばマウスクリック
が起きた場所、またはサッケードが生じた／達した場所、触感、凝視、固視、頭部の回転
、身体の回転、頭部の方向および速度、または身体／四肢運動）ならびに時間情報を含ん
でもよい。一部の導出された特性は、それに対して応答が行われる刺激の調査、例えば応
答が「正しかった」かまたは「間違っていた」かに由来してもよい。
【０２５８】
　図３は、デジタルデータの源の概略３００を示す。実施形態では、求心性データ３０４
は、視覚情報３０７、聴覚情報３０８、空間情報３１０、またはこれに限定されないが、
温度、圧力、および湿度を含む他の環境的に測定された状態を提供する源から収集されて
もよい。求心性データ３０４の源は、ユーザ３０２によって認識されたことを意味する事
象を含んでもよい。ユーザ３０２は、本明細書の様々な実施形態によるＶＲ／ＡＲ／Ｍｘ
Ｒシステムとインターフェースで接続するユーザであってもよい。
【０２５９】
　求心性および遠心性データは、複数の人々のために収集され、複数の人々のそれぞれに
対するプロファイルに対応する人口統計データに関係してもよく、人口統計データは、複
数の人々のそれぞれの少なくとも性別および年齢を含む。一旦このようなデータベースが
作成されると、視覚コンテンツ、電子公告、および他の個人用サービスが、作成されるこ
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とが可能であり、これらはそのサービスのメディアコンテンツに標的群の網膜・外側膝状
体・皮質路の上により大きな影響を与えることにより、少なくとも１つの特定の人口統計
学的属性を有する人々の群を標的とする。
【０２６０】
　求心性データ
　求心性（刺激）事象はＶＥにおいてユーザ３０２に提供された表示装置上に発生するあ
らゆるもの、スピーカもしくはヘッドホン／イヤホンに由来する事象、またはアプリケー
ションによって発生された触覚入力であってもよい。またデータはこれに限定されないが
、アプリケーション自体によって発生されないが、ユーザ３０２によって見て、聞いて、
または感じることがあるものの記録を保存することを意図した、ヘッドマウントカメラお
よびマイクロフォンを含む環境センサによって収集されてもよい。求心性データ３０４は
刺激の形であってもよく、これは分析的メトリックを構築するために使用される未加工の
コンポーネント（特徴または特徴の組）に分割されてもよい。
【０２６１】
　実施形態では、求心性（刺激）事象は遠心性（応答）事象と対にされる。対にする際に
、各コンポーネントの刺激特性は、分析のための各コンポーネントの応答特性と対にされ
てもよい。場合によっては、刺激特性の対または応答特性の対を、相関関係または依存関
係について調べてもよい。刺激／応答特性の対は、発生すると考えられるメトリックのほ
とんどの原因である。すべての分析は、様々な他の利用可能な事象特性に従ってグループ
化されフィルタリングされる前に、これらの特性の対によって分割されてもよい。実施形
態では、求心性３０４データおよび遠心性３０６データの源を含むすべてのデータ源に対
して、時間情報はユーザ３０２の感覚系への入力、およびユーザ３０２の感覚系からの出
力に相互に関係付ける必要がある。相互関係はユーザに対する特徴メトリックまたは心理
物理的メトリックを同定するために利用されてもよい。例えばＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステ
ム１０４が、オブジェクトが時間ｔＳ（刺激）に画面上に描かれたことを記録し、かつユ
ーザが時間ｔＲ（応答）に特定のキーを押したことも記録する場合、ユーザが刺激に応答
するのに掛かった時間はｔＲからｔＳを引くことによって導出される。代替実施形態では
、ユーザはキーを押し、または身振りを行い、またはタッチもしくは身振りを通してＡＲ
／ＶＲ／ＭｘＲ環境と相互作用してもよい。この例は求心性データ３０４および遠心性デ
ータ３０６を相互に関係付ける。
【０２６２】
　２つの型の求心性データ３０４を相互に関係付ける例は、ユーザが動くオブジェクトを
追跡していたことを示す所与の期間にわたってユーザの凝視位置が円滑に変化したことを
凝視追跡器が示す場合であってもよい。しかし同時に頭部追跡器も反対方向に円滑な動き
を示す場合、これはユーザの頭部が動いている間にユーザが静止したオブジェクトを追跡
していたことも示すことがある。
【０２６３】
　２つの型の求心性データ３０４を相互に関係付ける別の例は、視覚オブジェクトが時間
ｔ１に現れ、音声ファイルが時間ｔ２に再生された場合であってもよい。ｔ１とｔ２との
差が小さい（またはない）場合、ｔ１およびｔ２は同じ源に由来すると認識されてもよい
。差が大きい場合、ｔ１およびｔ２は異なる源に属することがある。
【０２６４】
　蓄積された応答事象から取り込んだデータは、行為のパターンを説明するために使用さ
れてもよい。応答のパターンは、取り出されることがあるパターンが何の刺激かとは無関
係に、ユーザの様々な行為または生理学状態を分類するために使用することができる。パ
ターンを取り出した刺激による応答をグループ化することにより、知覚機能の測定値を提
供することができる。場合によっては、刺激事象の分析はアプリケーション自体について
、またはユーザが取り組むように選別するのは何の経験かについての有益な情報を提供す
ることがある。分析は、以下のパラメータ、すなわち独自の事象、記述的統計、および／
または心理測定関数を含んでもよい。
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【０２６５】
　独自の事象は、未加工のデータが関心対象であり得る場合の例を表す。一部の珍しい刺
激または応答事象は、平均する機会を提供しないことがあるが、その代わりにそれらの希
少性ゆえに興味深い。一部の事象は、関心対象のセッションもしくは期間の終了を引き起
こし（例えばユーザが課題に失敗してやり直さなければならない）、または相互作用のあ
る曲面の開始の信号を送ってもよい。
【０２６６】
　記述的統計は要約されたメトリックを提供する。したがって事象もしくは刺激／応答の
事象の複数の発生または特性を対にすることが、一部の共通性によってグループ化される
ことがある場合、中心傾向（例えば平均）および変動性（例えば標準偏差）の測定値が見
積もられてもよい。これらの要約されたメトリックにより、未加工のデータにわたる行為
のより特別な意味合いをもつ簡潔な記載が可能になることがある。一部の最小レベルのデ
ータの蓄積はかなり正確であることを求められることがある。
【０２６７】
　心理測定関数は知覚感覚および知覚力の測定基準を形成してもよい。刺激事象の特定の
階級は、表示の中で変化する少なくとも１つの特徴とともに繰り返し示されるときは常に
、その刺激特性（応答も同様に変化すると仮定する）に対するユーザの応答パターンをマ
ッピングする機会がある。例えばゲーム内の特定のオブジェクトの大きさ（刺激特性）が
変化し、ユーザがそれを発見することもあれば、ユーザが発見しない（特性に応答しない
）こともある場合は、そのオブジェクトをユーザが発見する確率は、その大きさの関数と
して割り出されてもよい。これは複数の刺激／応答特性の対に対して、単一の刺激／応答
事象を対にすることに対して、または偶然同じ特性を対にすること（例えば大きさ／検出
）を有する多くの異なる刺激／応答事象の対に対して行われてもよい。刺激特性（大きさ
、コントラスト、継続期間、速度、その他）に対して割り出された応答特性（検出、弁別
、嗜好、その他）が複数の刺激レベルに対する平均応答で利用可能であるとき、そのデー
タに対する関数（例えば検出に対する大きさ）が適合されてもよい。その関数を説明する
変数自体が、行為を記述することができる。閾値は、一方では失敗し、他方では成功する
、またはとりわけ一方ではＡを選択し、他方ではＢを選択する場合を画定されてもよい。
【０２６８】
　視覚データ
　図３に戻って参照すると、一実施形態では、１つのアプリケーションに対して物理的表
示装置（複数可）および視覚環境からの視覚情報データ３０７は、１つまたは複数のカメ
ラによって捕捉された静止画像ファイルおよび／または動画ファイルの形である。一実施
形態では、データは、特定の刺激または場面を描くための命令の形である（はるかに少な
いデータ量が必要とされ、レンダリングの際に若干の追加時間が必要とされる）。
【０２６９】
　図４Ａは、本明細書の一実施形態による視覚データに対する特徴メトリックを示すブロ
ック図４００である。特徴メトリックはユーザセッションを特徴付けてもよく、時間平均
であってもよい。図４Ａを参照すると、スコープ４０２は、視覚データが場面全体（画像
表示装置全体またはユーザのヘッドマウントカメラからの画像全体）に対するかどうかを
指す。物理属性４０４は、場面またはその中のオブジェクトの客観的測定を指してもよい
。物理属性４０４は、網膜、頭部および身体に対する場所、直交３Ｄ色輝度、コントラス
ト対空間周波数対配向を含んでもよい。分類属性４０６は画像の名前付き特性であっても
よく、これはオブジェクトの名前付き同一性および／またはグループの同一性を含んでも
よい。
【０２７０】
　視覚刺激は、概してアプリケーションによって発生された（例えばアプリケーションに
よって直接提供された画像データ）、または（例えばヘッドマウントカメラから）記録さ
れた動画から取り込まれたデジタルとしてトゥルーカラー画像（２４ビット）に取り込ま
れてもよい。画像および動画は非可逆圧縮方式で圧縮されてもよく、この場合データの荷
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く同じ処理を進めるはずである。開発者は、一部の画像処理ステップを飛ばすことができ
、かつ／または分析のために場面のポストホック（事後）レンダリングができることがあ
る、刺激の表示についての情報を提供するように選別してもよい。視覚刺激は、これに限
定されないが、以下のコンポーネント、すなわちオブジェクト、大きさ、色度距離、輝度
コントラスト、色度コントラスト、空間特性抽出、突起マップおよび／または時間的力学
を含んでもよい。
【０２７１】
　オブジェクト（刺激）はアプリケーション自体からの情報によって、または機械学習（
ハールライク（Ｈａａｒ－ｌｉｋｅ）特性分類カスケード、または類似のもの）を介して
見出した画像（または動画フレーム）において同定されてもよい。一旦同定されると、オ
ブジェクト自体に属する（またはオブジェクトの中心の公知の大きさに対応する境界領域
内の）画素は、「オブジェクト」とタグ付けされる。オブジェクトの同じ幅／高さをもつ
（すなわちオブジェクトを含む中心領域を除いて、領域はオブジェクトの幅３、およびオ
ブジェクトの高さ３）オブジェクトの周囲の環帯内の画素（必ず画像／場面自体の境界内
にある）は、「周囲」とタグ付けされる。別の画像が周囲とまさに同じ領域で存在するが
オブジェクトが存在しない（したがってオブジェクトの「背後」にあるものが示されてい
る）場合、オブジェクトのない領域全体は「背景」とタグ付けされてもよい。メトリック
は周囲に対して、かつ可能であるときは背景に対して計算されてもよい。オブジェクトの
断片または一部は、オブジェクトを他のオブジェクトに分割するために使用されてもよく
、また同一性または分類変数のためにも使用されてもよい。オブジェクトは物理的オブジ
ェクトに対応する必要はなく、場面内の領域もしくは境界を含んでもよく、または単一の
画像特性（例えばエッジ）を含んでもよい。
【０２７２】
　オブジェクトの大きさは、明瞭度を決定するために、または公知の明瞭度からユーザが
オブジェクトを検出し、もしくは正しく同定するかどうかを予測するために重要である。
オブジェクトの大きさは、オブジェクト内の画素位置間の最長の水平および垂直距離に基
づいて幅および高さを、またはオブジェクトの位置を画定する長方形の境界ボックスの幅
および高さを画定されてもよい。首尾よく検出し、または他からオブジェクトを弁別する
必要があり得るより小さい特性は、オブジェクト内に配置されてもよい。オブジェクト内
の最小の特性は、その二次元（幅および高さ）の小さい方の１０％であると想定されても
よい。また最小の特性の大きさは、所与の閲覧距離に対して表示装置上の画素の大きさに
比例すると想定されてもよい。最小の特性の大きさは、画像のフーリエ変換の分析、また
はオブジェクト上で訓練したＨａａｒ－ｌｉｋｅ特性分類カスケード（もしくは同様の機
械学習に基づいたオブジェクト検出）から重要な特性を調べることによって、より明確に
見出されてもよい。
【０２７３】
　色、色度距離による２つの分割の１つ目は、いかなる輝度差と無関係にオブジェクとそ
の周囲／背景との間の色差の測定である。赤、緑および青の値は、オブジェクのすべての
画素、および周囲／背景のすべての画素にわたって独立して平均されてもよい。これらの
平均ＲＧＢ値はＣＩＥ３刺激値（Ｘ、ＹおよびＺ）に、次いで標準変換定数または（利用
可能な場合）使用された表示装置に特有の定数を使用してＣＩＥ色度（ｘおよびｙ）に変
換される。一実施形態では、標準主要色度、Ｄ６５における白色点、および最大白輝度１
に基づいてＯｐｅｎＣＶ機能「ｃｖｔＣｏｌｏｒ」から取り込んだ、ＲＧＢからＸＹＺへ
の変換に対する変換定数は、以下の通りである。
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【数２】

 
【０２７４】
　この実施形態では、ＲＧＢは以下の式を使用してｘｙに変換される。

【数３】

 
【０２７５】
　オブジェクの色度と周囲／背景の色度との間の絶対距離は、色度距離としてログされる
。次に線が２つの色度とＬ、ＭおよびＳ型錐体に対する３つの共通涙点（ｃｏｐｕｎｃｔ
ａｌ　ｐｏｉｎｔ）のそれぞれとの間の中点から引かれる。これらの線はＬ、ＭおよびＳ
型錐体の欠如に対する混同線であり、混同線に沿ってそれらの錐体型の１つがない人は、
色度を弁別できないはずである。オブジェクとこれらの３つの混同線のそれぞれに平行な
周囲／背景の色度との間の線のコンポーネントは、Ｌ、ＭおよびＳ型の特殊な色度距離と
してログされる。
【０２７６】
　図４Ｂは、本明細書の一実施形態による色の対の混同コンポーネントのグラフ表示を提
供する。図を参照すると、線１３０８は与えられた２つの色度の間に引かれている。図に
見られるように、３つの大きいドット、赤４１０、緑４１２、および青４１４はＬ、Ｍお
よびＳ型錐体のそれぞれに対する共通点である。各ドットから同様に色分けされた破線が
伸びる。太線４１６は３つの破線が交差する中点を有する。線４１６と中点から各共通点
まで引かれた線との間の角度に基づいて、３つの得られる混同線のそれぞれに対してその
線の平行なコンポーネントが決定される。実施形態では、色の間の平行線が特定の混同線
に近づくほど、対応する錐体が欠如した人は弁別することがより困難になる。コンポーネ
ントの長さを全長で割ると（商は区間［０，１］になる）、ほぼ混同される色になるはず
である。
【０２７７】
　図４Ｃは、３Ｄ色輝度空間に投影された表示装置の色域の上面に落ちる所与の色度に対
して輝度がどのように見出され得るかを示すグラフを示す。グラフは、コンピュータ画面
に対する完全な表示装置の色域の、ＣＩＥ１９３１色輝度空間への投影を示す。表示装置
上の画素の色を画定するために使用されるＲＧＢ空間は完全立法で表すことができる一方
で、輝度の実際の物理的特性はそれらの値から若干複雑に導出され、図６に見られる形状
によって表される。輝度コントラストは３方向に画定されてもよい。概して分析の状況は
３つのうち１つを使用するように提案するが、３つすべてがあらゆるオブジェクおよびそ
の周囲／背景に対してコンピュータで計算されてもよい。小さいオブジェクが大きい均一
な背景（例えばテキスト刺激に対して）の上に表された場合、ウェーバー・コントラスト
は、オブジェクおよび周囲／背景の平均ＲＧＢから算出されたＣＩＥ３刺激値Ｙ（輝度に
対応する）を使用してコンピュータで計算されてもよい。ここでは平均輝度は周囲輝度に
ほぼ等しいと想定される。ウェーバー・コントラストは正または負であることが可能であ
り、理論的に結合されない。実際に周期的であり、特に勾配（例えば正弦波格子）を備え
るオブジェク／周囲については、マイケルソン・コントラストは刺激内の最小および最大
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輝度値からコンピュータで計算されてもよい。マイケルソン・コントラストは、常に０～
１の値になる。ほとんどの場合、平均から、または最小および最大からではなく、すべて
の画素値からのコントラストをコンピュータで計算する必要がある。ＲＭＳコントラスト
（二乗平均平方根、または標準偏差）は、すべての画素に対するＣＩＥ３刺激値Ｙの標準
偏差を取り込むことによって見出すことができる。オブジェクのＲＭＳコントラストは１
つの測定レベルである。周囲／背景のＲＭＳコントラストに対するオブジェクのＲＭＳコ
ントラストは、もう１つの測定値である。最後にオブジェクおよび周囲の両方のＲＭＳコ
ントラストは、使用できるＲＭＳコントラストのさらに第３の測定値である。
【０２７８】
　色コントラストは、輝度コントラストに対して上述のすべての方法と無関係に、あらゆ
る対の色度値を算出されてもよい。これらの最も有益なものは、ＣＩＥＬＡＢ色空間のａ
＊およびｂ＊コンポーネント、または錐体拮抗型色空間のＬ対ＭおよびＳ対ＬＭコンポー
ネントのいずれかになる。あらゆる対の寸法に対して、ウェーバー、マイケルソンおよび
／またはＲＭＳコントラストは、分析される刺激の型に依存して算出されてもよい。加え
てＲＭＳコントラストは、Ｌ、ＭおよびＳ型錐体の欠如に対して算出される。すべての画
素に対するＣＩＥ色度値は、Ｌ、ＭおよびＳ型共通点に集中した３組の極座標に変換され
る。一実施形態では、以下の方程式はデカルト座標を極座標に変換するために使用され、
任意選別で［０，０］以外の中心点を提供する。
【数４】

【数５】

 
【０２７９】
　ＲＭＳコントラストは、それぞれの変換に対する半径座標に基づいて算出されてもよい
。
【０２８０】
　オブジェクの発見に加えて、アルゴリズムも、場面またはオブジェクト内に現れる、注
意を引き付け、ユーザが行っている課題に有益であり、もしくは別法として行為と相互に
関係するために独立変数として興味深い顕著な特性を同定してもよい。同定されたオブジ
ェクの内側のエッジおよびその他は、固視または他の応答に対する標的であってもよく、
それらの位置は応答する際に観察された位置誤差の原因となることがあり、正しい応答お
よび間違った応答と相互関係をもつに値することがある。領域、輪郭、表面、反射、影お
よび多くの他の特性はこのデータから抽出されてもよい。
【０２８１】
　突起マップは、刺激場面の将来の分析のために突起モデルを通知するためにユーザとの
相互作用から収集されるデータを指す。エッジ、輪郭および他の画像特性は、突起を測定
し、視線の固定を含むユーザ応答が落ちるかもしれないところを予測するために使用され
てもよい。複数のアルゴリズムは、場面における異なる型の特徴を強調するために適用さ
れてもよい。
【０２８２】
　また時間的力学も視覚表示装置または環境の特徴のために重要であり、あらゆるオブジ
ェクおよびそのオブジェクト特性は継時的に変化してもよい。あらゆる変化の時間、特に
出現／消失またはオブジェクトもしくは特徴の明度／コントラストの変化、動きの開始／
停止または急激な位置変化（ｘ、ｙ、ｚ平面において）、速度変化（または加速度もしく
は位置のあらゆるより高次の時間導関数）ならびにオブジェクトまたは特徴の状態または
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同一性の任意のおよびすべての変化をログすることが重要になる。またオブジェクトまた
は特徴の色度もしくは輝度の変化もログされるべきである。オブジェクの配向もしくはポ
ーズまたは周囲／背景に対するオブジェクの位置の変化からもたらされる出現の二次的変
化もログされてもよい。
【０２８３】
　聴覚データ
　図３に戻って参照すると、聴覚情報３０８は、スピーカなどの音声出力およびマイクロ
フォンを使用することにより環境から受信されてもよい。一実施形態では、聴覚情報３０
８は未加工の波形ファイルまたはより記述的用語（例えばこの音声ファイルはこの時に再
生された）で利用可能であってもよい。
【０２８４】
　図５は、本明細書の一実施形態による聴覚情報３０８（図３に示されている）に対する
特徴メトリック５００を示す。図５を参照すると、位置基準５０２は音の場所を同定する
ことが留意されることがある。環境内のオブジェクトまたはスピーカの、ユーザの頭部に
対する位置は、ユーザが頭部を動かすに際に変化する。ヘッドホンを通して把握された仮
想源の位置は、ユーザが頭部の方向を変える際に（頭部追跡および音処理がそれらの変化
を模擬するように一緒に作用しない限り）変化しなくてもよい。
【０２８５】
　音の物理属性５０４は（耳の間の強度、タイミングおよび周波数の差から導出された）
それらの場所、（波形から導出された）周波数成分、および源の成分差を含んでもよい。
分類属性５０６は画像の名前付き特性であってもよく、これらはオブジェクの名前付き同
一性、および／またはグループ同一性を含んでもよく、視覚刺激に関しては同様の説明に
従ってもよい。
【０２８６】
　聴覚（音）刺激は、概してアプリケーションによって発生され、または録音された音声
（例えばヘッドマウントマイクロフォン、好ましくは両耳）から取り込まれたデジタル波
形（空間的および時間的分解能またはビットレートおよび恐らく圧縮が変更しながら）と
して取り込まれてもよい。存在する場合は圧縮パラメータが記録されてもよい。開発者は
、一部の処理を飛ばすことができ得る、刺激の提示についての情報を提供するように選別
してもよい。視覚情報は、音反射または不明瞭化を考慮できるように、音声環境をモデル
化するために使用されてもよい。音声刺激は以下のパラメータ、すなわちフーリエ分解、
頭部中心位置、音環境、および／またはオブジェクを含むために分割されてもよい。
【０２８７】
　フーリエ分解は音波を音オブジェクに基づいて成分に分割するために行われてもよい。
時間領域波形データは、継時的に異なる音声周波数の振幅および位相が分析されてもよい
ように、周波数領域に変換されてもよい。これは、独立変数として音パラメータ（例えば
周波数、振幅、波長、形状およびエンベロープ、音質、位相、その他）の利用が可能にな
る。
【０２８８】
　頭部中心位置または頭部追跡データは環境音に必要であることがある。ユーザの耳に対
する音源の位置が導出されてもよく、可能なときは常に音波形がユーザの耳に存在する音
波形は、（理想的には両耳用のヘッドマウントマイクロフォンから）記録されてもよい。
両耳用ヘッドセット音源（例えばヘッドフォン／イヤホン）はこのための必要性を未然に
防いでもよい。
【０２８９】
　同様に身体および／または四肢に対する追跡データは、環境音に必要であることがある
。ユーザの身体および四肢に対する音源の位置が導出されてもよい。このデータは、環境
音を同定した頭部追跡データに関係してもよい。データにより、身体および四肢が頭部の
動きにどのように反応するかを理解できることがある。
【０２９０】
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　音環境はほとんどの一般的な使用の場合（例えば音はヘッドセットから、またはユーザ
の正面から直接もたらされる）には重要ではないが、ユーザが回答すると予測される環境
音を考慮するために重要になる。音を反映し、かつ／または遮断する（一般的に特殊な周
波数）環境内のオブジェクトは、明白な音源場所および音の他の周波数に依存する特性を
変えてもよい。物理的環境がその源からユーザへの音の伝播に影響を与える際に、物理的
環境を大雑把に特徴付けることは有益であることがある。
【０２９１】
　音声オブジェクトは、視覚オブジェクトを検出しセグメント化するために使用される、
同じ型の機械学習アルゴリズム（Ｈａａｒ－ｌｉｋｅ特性分類サッケードまたは類似のも
の）を使用して検出され、セグメント化されてもよい。これは、可能なときは常に正確な
音声事象の詳細を獲得するために使用されるべきであり、また局在化のために聴覚システ
ムによって使用される音声パラメータを抽出するために有益であることがある。
【０２９２】
　ほとんどの分析は、時間内に離散的に起きる視覚および（比較的程度は低いが）聴覚刺
激を中心に展開してもよい。他の刺激は、他の様式（例えば触感、味、匂い、その他）で
検知する刺激、またはアプリケーションとのユーザの相互作用の状況を画定する（例えば
環境照明および背景音声）、一般環境状態変数を含んでもよい。
【０２９３】
　他の刺激の例は以下を含んでもよい。
【０２９４】
　触覚刺激、この場合、開発者は、触覚フィードバック機構を使用することを選別しても
よく、開発者がそのように選別した場合、それらの事象の性質およびタイミングについて
の詳細を提供する。また触覚刺激は、直接の記録（可能性は低い）を介して導出されても
よく、または他の源（例えばマイクロフォンを介して物理的振動の騒音の聞き取り）から
導出されてもよい。
【０２９５】
　他の様式刺激、この場合、開発者は、匂い、味、温度、圧力、痛みまたはまだ論じてい
ない刺激事象を生み出す、離散的時間における他の感覚を開始することができることがあ
る。触覚刺激と同様に、このような刺激のあらゆる記録は、関数呼び出しを介してアプリ
ケーション自体から直接もたらされることが最良であるはずである。
【０２９６】
　環境刺激、すなわち離散的時間に起きず、絶え間ない状態または途切れなく繰り返す刺
激は、セッション中に起きる離散的刺激および応答に重要な状況を提供することがある。
環境光のレベルは一定感度、基線の瞳孔径、概日パターンおよびユーザの他の生理学的状
態に影響を及ぼすことがある。環境音は聴覚感度に影響を及ぼすことがあり、ある特定の
聴覚刺激を隠すことがあり、またユーザの生理学および他の状態にも影響を及ぼすことが
ある。また時刻が分類および相関関係に重要な変数であることもある。恐らくアプリケー
ションによってまだ記録されていないが、ユーザ入力は睡眠パターン、食生活および他の
生理学的な関連状態変数、ならびに温度、圧力、湿度を含む空間の分類の詳細（これらは
場所および他のサービスから導出されてもよい）についての情報を提供することができる
。
【０２９７】
　空間情報
　図３に戻って参照すると、一実施形態では、空間情報３１０はユーザ３０２の周りの設
定の詳細から構成されてもよい。これはユーザ３０２の空間配向およびユーザ３０２の周
りの物理空間を含んでもよい。
【０２９８】
　一実施形態では、設定はユーザ３０２とアプリケーションとの間の相互作用が行われる
環境である。設定データは、物理的設定、環境光レベル、室温、および他の型の設定情報
を含む、セッション中のほとんど静止しているものを指してもよい。実施形態では、空間
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情報３１０は設定データの一部である。設定データは概してユーザ３０２とのセッション
の間中一定であってもよく、したがって前に説明したように「事象」に分割されなくても
よい。設定データは物理的設定に関連してもよく、またはユーザ３０２の個人情報に関係
してもよい。
【０２９９】
　物理的設定データは、これに限定されないが、室内または屋外の設定などの物理空間の
あらゆる詳細に対応してもよく、データを分類またはフィルタリングするために有益であ
ることがある。例示的一実施形態では、環境照明の存在などの物理的設定データは、瞳孔
径、コントラスト感度などの測定値に直接影響を及ぼすことがある。照明は動画視線追跡
、ならびに場面の動画記録から導出されたあらゆる求心性事象の質に影響を及ぼすことが
ある。同様に、環境音はユーザの感度、ならびに音声記録から導出された求心性事象を特
徴付ける機能に影響を及ぼすことがある。
【０３００】
　ユーザの個人情報は、ユーザについてのあらゆる個人の大きい人口統計のデータ、また
はユーザの現在の生理学的もしくは知覚状態（それらはセッションの間中ほとんど変わら
ないままである）についての情報に関連してもよい。またこのデータは分類およびフィル
タリングに有益であることがある。個人情報は、ユーザの眼の視力（例えばそれらはユー
ザの眼鏡またはコンタクトレンズの認識から導出される）についてのあらゆる情報を含ん
でもよい。また個人情報は、直近の食事履歴などの食生活に関連した情報も含んでもよい
。さらに最新の睡眠時間の時刻、期間、および質、最近摂取したあらゆる精神活性物質（
例えばカフェイン）、ならびに最近の運動または他の身体活動がすべてデータ全体に影響
を与えてもよい。
【０３０１】
　遠心性データ
　視線追跡
　動画視線追跡および電気眼振検査は、眼球運動、凝視方向、瞬目および瞳孔径について
の情報を提供する。転導、疲労、覚醒、反感および視覚検索行為についての情報の測定が
これらから導出される。眼球運動に関連する情報は、プロサッケード運動（標的に向かう
）、アンティサッケード運動（意図しない標的に向かう）の開始、継続時間、および型、
アンティサッケード誤差の量（時間および意図した標的から意図しない標的への方向）、
滑動性追従、固視継続時間を備えた凝視、運動中および固視中の瞳孔の変化、瞬目率の頻
度および速度、ならびに眼球運動の頻度および速度を含む。転導に関連する情報は、（開
始および継続時間の観点から）輻輳および開散の両方を含んでもよい。情景、精度、検索
時間および効率（検索におけるサッケードの回数を最小にする）についての情報と組み合
わせることができる。
【０３０２】
　動画視線追跡データから導出された自律神経測定値は、覚醒および／または反感を増加
または低減させるものに向かって刺激選別を導くために使用されてもよい。凝視位置につ
いての要約情報は、関心または取組みを示してもよく、同様に刺激選別を導くために使用
されてもよい。
【０３０３】
　図３を参照すると、遠心性データ源３０６は動画視線追跡データ３１２を含んでもよい
。データ３１２は、凝視方向、瞳孔径、瞬目、およびビデオアイトラッカー（ＶＥＴ）ま
たは電気眼振計を使用して測定されてもよいユーザ３０２の眼に関連したあらゆる他のデ
ータを測定してもよい。またこれは、本明細書の例示的一実施形態による視線追跡のため
の特徴メトリック６００を示す、図６にも示されている。動画視線追跡６０２は、概して
ユーザの眼（複数可）の画像を記録すること、および瞳孔径および凝視方向の測定値が導
出されてもよい公知の光源（通常は赤外線）の瞳孔および特殊な反射を同定するために、
画像処理を使用することを伴う。（眼球の凝視方向の）角度分解能および時間的分解能（
１秒当たりのフレーム）は、一部の測定の可用性を制限することがある。離散的事象とし
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て記録される測定値もあれば、時代にわたる傾向および統計の分析のために時間をかけて
記録される測定値もある。
【０３０４】
　凝視方向
　典型的には視線追跡ハードウェアで提供されるソフトウェアは、較正のために使用され
る表示装置に繋がった座標に凝視方向の較正された見積もりを提供してもよい。この変換
の一部は別個に行うことができる／必要があることがある。外部ビューカメラを備えたヘ
ッドマウント設備については、凝視位置は頭部中心座標に、またはその環境において特定
オブジェクト（恐らく参照オブジェクトが提供される）に対する座標にあってもよい。凝
視方向は、１秒当たり試料内に一定の割合で提供されると想定される。以下のメトリック
のほとんどは、凝視方向データ、すなわちサッケード、追従、転導、パターン、および／
またはマイクロサッケードのこのストリームから導出される。
【０３０５】
　サッケード：（わずか数ミリ秒間の）凝視の急激な変化によって分離された比較的固定
した凝視方向の長引いた期間は、「固視」として、またその間の跳躍を「サッケード」と
してログされてもよい。固視は、位置、開始時間および終了時間、ならびに継続時間に留
意される。また場合によって、固視は安定性（固視している間の凝視方向の変動性）で評
価されてもよい。サッケードはそれらの方向（角度）、速さおよび距離に留意される。視
覚情報が（完全に）処理されていないとき、サッケード中に皮質抑制の期間が存在するこ
とは注目に値し、概して想定される。このサッケード抑制は、表示要素の中での動き、出
現または消失を知覚させることなく、表示装置を変えるために開発者によって活用されて
もよい。
【０３０６】
　追従：追従眼球運動は、凝視方向に通常のサッケードより遅い（視覚処理の皮質抑制な
しに）円滑な変化を特徴としてもよい。これらの滑動性眼球運動は、頭部が面する方向に
対して動いているオブジェクト、頭部が動いている間に静止したオブジェクト、または頭
部も動いている間に動いているオブジェクトを眼が追従／追跡するときに概して起きる。
また身体または参照フレームの動きも、オブジェクトを追跡するために追従眼球運動を起
こすことができる。追従は、見えないまたはぼやけている標的の予測した位置に基づいて
、視覚刺激がないときに起こすことができる。
【０３０７】
　転導：この測定値は、眼の間の凝視方向の差が凝視に対する深度座標を決定するために
使用できるように、両眼に対して同時に比較的細かい解像度の凝視方向を必要とすること
がある。転導は、輻輳の近点と無限に遠方に向かう間（そのすべては輻輳と開散との間の
転導の測定結果に基づいてモデル化されてもよい）のオブジェクトを測定するために、ユ
ーザから見たオブジェクトの距離に関連する。
【０３０８】
　パターン：眼球運動の繰り返されるパターンは、眼球の凝視方向データの機械学習分析
から導出されてもよく、応答事象、ユーザ相互作用の状態を特徴とするため、または適合
、訓練もしくは学習の効果を測定するために使用されてもよい。標的の視覚検索または課
題の完了に向かって場面の自由閲覧（例えば記憶課題において遅れた認識に対する場面の
詳細の学習）中のパターンが顕著である。また眼球運動パターンは、場面の突起マップを
生成するために、画像処理を誘導してモデルを生み出すために使用されてもよい。
【０３０９】
　マイクロサッケード：比較的高精度の方向および時間分解能で、マイクロサッケードの
作用を測定して特徴とすることが可能であることがある。マイクロサッケードは概して固
視中に現れ、動かずに、または長期に固視している間は特に興味深い。表示システムに入
るフィードバックは、トロクスラー消失をもたらす網膜上に静止したままである画像を生
成できることがある。マイクロサッケードは意識的な制御または自覚している意識を対象
としない。
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【０３１０】
　一定期間にわたって回答してもよい視線追跡マトリックスに関する質問例は、ユーザは
どこを最も見ているか（繰り返す事象に応答する可能性）、サッケードの眼球運動はどの
位の速さおよび精度か、ユーザはどの位迅速に標的を見つけるか、ユーザは標的を正しく
同定するか、どの位正確に追従／追跡するか、ある特定領域／刺激に対して嗜好性がある
かを含んでもよい。
【０３１１】
　自由閲覧または検索中に、サッケード間の固視（比較的安定した眼球の凝視方向）は通
常約２００～３００ミリ秒続く。サッケードは、１秒当たり最高５００度までの急速な加
速を有し、急速な減速で終了する。追従眼球運動は、オブジェクトの動き、もしくはオブ
ジェクトに対する頭部の動き、または両方から、動くオブジェクトを着実に固視するため
に起きる。転導眼球運動は、オブジェクトの近くに焦点を合わせるように眼を一緒に移動
させるために使用される。前庭の眼球運動は、頭部および／または身体運動から導出され
た補完的眼球運動である。
【０３１２】
　本明細書と少なくとも一部が共通の発明者の要件を有する、「脳の評価および監視のた
めの非侵襲的方法」の名称の国際公開第２０１５００３０９７Ａ１号パンフレットを参照
する。一例では、プロサッケード視線追跡試験が行われる。プロサッケード試験は、人の
凝視が静止オブジェクトから点滅した標的に向かって移動するために必要な時間量を測定
する。プロサッケード視線追跡試験は、例えばＴｈｅ　Ａｎｔｉｓａｃｃａｄｅ：　Ａ　
Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｂａｓｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｓｔ
ｕｄｉｅｓ，　ｂｙ　Ｓ．　Ｅｖｅｒｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｂ．　Ｆｉｓｃｈｅｒ，　Ｎｅ
ｕｒｏｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉａ　Ｖｏｌｕｍｅ　３６，　Ｉｓｓｕｅ　９，　１　Ｓｅｐ
ｔｅｍｂｅｒ　１９９８，　ｐａｇｅｓ　８８５－８９９　（“Ｅｖｅｒｌｉｎｇ”）に
記載されたように行われてもよい。
【０３１３】
　プロサッケード試験は、人が視覚刺激の標準化されたセットを提示している間に行われ
てもよい。一部の実施形態では、プロサッケード試験は、平均結果を獲得するために同じ
または異なる刺激で複数回行われてもよい。プロサッケード試験の結果は、例えばプロサ
ッケード反応時間を含んでもよい。プロサッケード反応時間は、自発的なサッケードの開
始の潜伏時間であり、正常な値はおよそ２００～２５０ｍｓに収まる。プロサッケード反
応時間は、高速プロサッケード８０～１３４ｍｓ、速い標準１３５～１７５ｍｓ、遅い標
準１８０～３９９ｍｓ、および低速（４００～６９９ｍｓ）の下位グループにさらに分け
られてもよい。
【０３１４】
　同様に、アンティサッケード視線追跡試験が行われてもよい。アンティサッケード試験
は、人の凝視が点滅した標的から離れて静止オブジェクトから所望の焦点に向かって移動
するために必要な時間量を測定する。アンティサッケード視線追跡試験は、例えばＥｖｅ
ｒｌｉｎｇに説明されたように実施することができる。一部の例では、アンティサッケー
ド試験はエラー時間および／またはエラー距離、すなわち視線が誤った方向に（点滅した
標的に向かって）動く時間または距離の量も測定してもよい。アンティサッケード試験は
、視覚刺激の標準セットを使用して行われてもよい。アンティサッケード試験の結果は、
例えばプロサッケードについて上記のように平均反応時間を含んでもよく、典型的な平均
反応時間はおよそ１９０～２７０ｍｓの範囲に収まる。他の結果は、眼球運動の初期方向
、眼の最終安静位置、最終安静位置までの時間、初期中心窩距離（すなわち中心窩が点滅
した標的の方向に動く距離）、中心窩の最後安静位置、および最終中心窩距離（すなわち
中心窩が所望の焦点の方向に動く距離）を含んでもよい。
【０３１５】
　また滑動性追従試験が行われてもよい。滑動性追従試験は、動く視覚刺激を円滑に追跡
するための人の能力を評価する。滑動性追従試験は、標的が画面を横切って動く際に人が
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標的を視覚で追うように求めることによって実施することができる。滑動性追従試験は視
覚刺激の標準セットを使用して行ってもよく、平均結果を獲得するために同じまたは異な
る刺激で複数回実施してもよい。一部の実施形態では、滑動性追従試験は次第に明るくな
る（フェードイン）、次第に暗くなる（フェードアウト）視覚刺激の使用に基づく試験を
含んでもよく、この刺激において人が標的を追跡するにつれて、標的はフェードインおよ
びフェードアウトする。滑動性追従試験中に集められたデータは、例えば初期応答潜伏時
間および標的追跡中に動きの方向に沿って中心窩位置を捕捉する試料の数を含んでもよい
。試料にされたそれぞれの中心窩の位置は、各試料に対するエラー値を発生するように同
時に標的の中心位置と比較されてもよい。
【０３１６】
　より高精度の追跡ハードウェアについては、眼振（眼の一定の震え）、ドリフト（不完
全制御に起因する）およびマイクロサッケード（ドリフトに対する補正）を測定すること
も可能であることがある。またこれらは凝視位置のグロス測定結果に対するノイズにも寄
与し、結果として固視は比較的安定した凝視位置測定にわたる平均位置を特徴とすること
が多い。別法として、凝視速度（角度／秒）の閾値を設定することができ、それより下の
値ではあらゆる小さい動きが固視内にあると考えられる。
【０３１７】
　サッケードは計画して実行する時間を必要とし、遅延または潜伏時間は、通常例えばサ
ッケードを引き出す視覚刺激の開始後少なくとも１５０ｍｓである。サッケードおよび延
長または短縮してもよい様々な状況の前に、潜伏時間について多くのことが言える。眼球
運動および視覚的場面で起きる事象の相対タイミングについての正確な情報を多く有する
ほど、サッケードにおける刺激パラメータの効果についてより多くのことが言える。
【０３１８】
　通常相互に関連しているが、注意の移動および凝視は必ずしも一緒に起きない。状況に
よっては、ユーザがユーザの視界周辺にある点に直接注意を向ける、例えば別の場所を観
察しながら１つの場所を監視することが効果的であることがある。これらのシナリオは、
視野および複数追跡に関係した測定値を発生するために有益であることがある。
【０３１９】
　視覚系のモデルに基づいてより大きい突出の場面内の領域を強調するために、画像処理
技法を使用することができる。例えばより高い空間周波数コントラストの領域（すなわち
エッジおよび線）は、注意および固視を捕捉する傾向がある。何であっても観察者が取り
組むことがある課題と組み合わせた視覚的場面で利用可能な情報に基づいて、カスタムの
突出マップを開発するために眼球の凝視方向を使用することが特殊な状況内で可能である
。このツールは、関心対象の領域またはより大きい取組みを強調するために使用すること
ができる。
【０３２０】
　瞳孔径
　瞳孔径は、凝視方向を導出するために必要な画像処理の一部として測定されてもよい。
瞳孔径は、概して光レベルに応答して、また自律神経過程を介してある特定の刺激事象に
も応答して変化してもよい。瞳孔応答は、意識的な制御または自覚を対象としない（極端
な照明変化の二次的な場合を除く）。一定期間にわたって回答してもよい視線追跡メトリ
ックに関する質問例は、瞳孔は異なる刺激にどのように応答するか、瞳孔は継時的にどの
ように振る舞うかを含んでもよい。
【０３２１】
　瞳孔径は、概して極めて明るいおよび暗いそれぞれで２～８ｍｍの間に収まる。瞳孔は
様々な内部および外部刺激に応答して拡張および収縮する。両方の観察者の間で基線の異
なる瞳孔径に起因して、また環境照明および生理学的状態に起因して、瞳孔応答は概して
基線から変化する割合として測定されてもよい。例えば基線の瞳孔径は、極端な刺激事象
の瞬間（画像が出現する）の直径であってもよく、応答は刺激事象後１秒間に瞳孔が拡張
または収縮する程度を測定される。眼色は収縮程度に影響を及ぼすことがあり、また年齢
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も要因になることがある。
【０３２２】
　光への応答、距離および他の空間に対する調整および動きの合図に加えて、瞳孔径は認
知的負荷、ある特定の画像および読解によって調節されることが多い。瞳孔径は視覚検索
の間および終了時に調節されることがある。比例した変化は数パーセント～数１０パーセ
ントの範囲であることが可能である。
【０３２３】
　応答がなされた場合、コンピュータで決定するための閾値は、状況および使用されるハ
ードウェアの感度に応じて変化する。また環境照明および／または表示装置の平均輝度の
変化も瞳孔径および比例した変化に大きく影響を有するので、閾値は適合性が必要であり
、データ自体によって決定される傾向がある（例えば事象自体が収縮するための閾値は、
１人のユーザに対して１セッション内に記録された瞳孔径値の範囲の百分率である）。
【０３２４】
　再度本明細書と少なくとも一部が共通の発明者の要件を有する、「脳の評価および監視
のための非侵襲的方法」の名称の国際公開第２０１５００３０９７Ａ１号パンフレットを
参照する。一例では、瞳孔応答が評価される。瞳孔応答は人の眼の中に明るい光を照らす
こと、およびその応答を評価することによって評価されることが多い。照明の制御が難し
い設定場所では、瞳孔応答は、国際情動写真システム（ＩＡＰＳ）規格などの写真の標準
化されたセットを使用して評価されてもよい。これらの写真は、瞳孔拡張を含む予想可能
な覚醒パターンを引き出すために決定されている。瞳孔応答試験は、照明条件の変化（人
の眼の中に光を照らすことを含む）などの種々の刺激、または写真、動画、もしくは他の
型の視覚データの提示を使用して行われてもよい。一部の実施形態では、瞳孔試験は、平
均結果を獲得するために同じまたは異なる刺激で複数回実施されてもよい。瞳孔応答試験
は、人の瞳孔径、瞳孔高さ、および／または瞳孔幅の初期読取りを取り込み、次いで瞳孔
応答を引き出すために人に視覚刺激を表すことによって実施されてもよい。瞳孔拡張の変
化（例えば直径、高さ、幅および／またはこれらの測定結果の一部もしくはすべてに基づ
いて算出された面積の変化）、ならびに拡張に必要な時間が測定される。瞳孔応答試験の
結果は、例えば拡張（散瞳）結果のセット、収縮（縮瞳）結果のセットを含んでもよく、
この場合、各セットは振幅、速度（拡張／収縮の速さ）、瞳孔径、瞳孔高さ、瞳孔幅、お
よび応答発現に対する遅延を含んでもよい。
【０３２５】
　瞬目
　動画視線追跡器、ならびにユーザの顔／眼領域のあまり専門的でない動画撮像は、閉眼
の素早さまたは長引いた期間を検出してもよい。取得の損失もデータ損失の期間の原因に
なることがあるので、事前注意をしてもよい。瞬目事象、意識または反射性、および疲労
もしくは焦燥の測定値に関係した時間にわたる瞬目率が記録されてもよい。視線追跡メト
リックに関する質問例は、図６に述べられている。実施形態では、これらは一定期間にわ
たって回答されてもよく、ユーザは刺激の発現に応答して瞬目しているか、瞬目率は刺激
に応答して変化しているか、瞬目率は全体に変化しているか、瞬目率は疲労を提言するか
を含んでもよい質問である。
【０３２６】
　成人における一般的な瞬目率は安静時に１分当たり約１０回の瞬目であり、概して焦点
を絞っている間（例えば読解）に１分当たりおよそ３回の瞬目に低減する。瞬目の他の特
質、例えば瞼の動きの距離／速さおよび瞬目の様々な段階の継続時間は、非視覚課題（例
えば聴覚刺激弁別を使用して）および他の測定における誤差率に関係し、可能なときは常
に瞼位置の詳細を分析するために動画記録（すなわち自動瞼追跡）を使用することが好都
合であることがある。１５０ｍｓより長い瞬目の継続時間は長い継続時間の瞬目とみなし
てもよい。
【０３２７】
　ほとんどの測定値と同様に、ベースラインから比例した変化は、瞬目の頻度または平均
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継続時間の絶対測定値より有益であることがある。概して重要度は統計的測定値に基づい
て割り当てられ、あらゆる偏差の意味は、その偏差が（例えばｔ試験を使用して見積もら
れたような）測定値の一般的な変動より大きい場合に大きい。
【０３２８】
　手動入力
　図３に戻って参照すると、別の遠心性データ源３０６は手動入力３１４であってもよい
。どれかはコンピュータと相互作用する従来のツールであり、多くの形で入手可能であっ
てもよい。関心対象の例示的手動入力３１４は、同一性の入力（キーを押した）、あらゆ
る他の身振り、タッチスクリーン上もしくはマウスによる位置座標（ｘ，ｙ，ｚ）、およ
び／または手もしくは他の四肢の（動画）追跡を含む。図７は、本明細書の一実施形態に
よる手動入力７０２に対する特徴メトリック７００を示す。
【０３２９】
　一定期間にわたって回答してもよい手動入力メトリックに関する質問例は、ユーザはど
こを最もクリック／タッチしているか（事象の反復に応答する可能性）、クリック／タッ
チはどの位速く正確か、ユーザはどの位速く標的を見つけるか、ユーザは標的を正しく識
別しているか、追跡はどの位正確か、ある特定領域／刺激に対して嗜好性があるか、ユー
ザはどのような種類の把持／タッチをしているか、手／眼の協調はどのようであるか、仮
想刺激に反射行為があるかを含んでもよい。
【０３３０】
　指、手および／もしくは腕、脚またはユーザの身体のあらゆる他の部分でなされた応答
は、概してタイミング、位置、軌道、圧力および分類データを生じることがある。これら
の応答は時間内に離散してもよいが、一部の持続したまたは状態の変数が同様に手動デー
タから引き出されてもよい。以下の分析応答メトリックは、分類、同一性、タイミング、
位置、および／または軌道を手動応答から導出されてもよい。
【０３３１】
　分類：クリック、タッチ、ドラッグ、スワイプおよびスクロールのような分類に加えて
、ダブルクリック、タップまたはプッシュ、複数の指の入力、その他のような下位分類が
あってもよい。アプリケーションによって検出可能な分類により１つの行為を別の行為か
ら区別するあらゆる変数は、異なる応答に重要であってもよい（また開発者によりその目
的のために使用される傾向がある）。
【０３３２】
　同一性：複数の入力様式に同じ型の応答事象、最も顕著であるのはコンピュータのキー
ボード上のキー、またはＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境に可能であり得るあらゆる他の身振りが
あるときは常に、入力の同一性が記録されてもよい。またこれは、方向パッド上に示され
た方向、クリックしたマウスボタン、および可能な場合はタッチしたタッチパッドの領域
（カーソル位置とは無関係）、またはあらゆる他の身振りも含む。
【０３３３】
　タイミング：すべての応答の開始時間および終了時間が記録されてもよく（例えばボタ
ン押圧は、ボタン押下事象およびボタン押上事象の両方をログする）、その間の応答から
導出することができる。このタイミング情報は、応答を引き出した刺激に応答を連結する
こと、および時間内に事象を相互に関連付けることが重要になる。
【０３３４】
　位置：視覚インターフェースに対して、位置は表示座標にあってもよい。位置は、クリ
ック、または追跡、ドラッグ、その他についてのある適切な比率で連続して記録されたよ
うな離散事象に対して唯一であってもよい。また可能な場合に、これらは網膜座標に（視
線追跡と組み合わせて）変換されてもよい。位置を理解することにより、網膜のトポグラ
フィが行われてもよく、網膜の領域は、それらの特殊な機能に関連付け、さらに脳、身体
、内分泌物、および自律神経系にさらに関連付けてマッピングされてもよい。動画／運動
捕捉によって記録された身振りに対して、身体中枢位置はあらゆるカーソルまたはユーザ
によって制御される他のオブジェクトの場所に沿って記録される。
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【０３３５】
　軌道：スワイプ、スクロールおよび他の動的身振りに対して、その発生を変えるあらゆ
る明白な位置に加えて、応答の軌道（すなわちベクトルとしての方向および速さ）を記録
することが可能であることがある。これは、実際に装置もこれらの行為に対して事象の型
を提供するまで、位置データに急速な変化の分析から導出される傾向がある。
【０３３６】
　頭部追跡
　頭部追跡測定値は、大部分が仮想、拡張、および複合現実表示装置と関連する。頭部追
跡測定値は、表示された視覚環境と同期する測定値だけでなく、それらの環境へのユーザ
の反応の測定値も提供することができる。刺激に向かって、または刺激から離れて配向し
て、表示された視覚環境および他の動きの行為の直線または非直線における代償運動は、
類似しているがより不正確な視線追跡からの測定値と同様の測定値を導出するために使用
することができる。覚醒、疲労および取組みと関連したそれらの導出された測定値は、前
に述べたように修正されてもよい。
【０３３７】
　頭部運動、具体的にはサッケードの頭部運動が不一致およびユーザへの不快感の原因で
あると判明した場合、そのような頭部運動の数を低減するために表示装置を修正すること
が望ましいいことがある。表示装置要素を頭部中心付近の領域内に保ち、かつ／または頭
部の方向をより遅く変えさせることにより、大部分の頭部運動は低減することがある。個
人差については、一部のユーザは、同じシナリオに対して他の人々より頭部を多く動かす
。そのようなユーザの動きを低減するために頭部を動かす人々を訓練することができるこ
とがある。
【０３３８】
　図３に戻って参照すると、頭部追跡データ３１６は遠心性データ３０６源の別の形であ
ってもよい。頭部追跡データ３１６はユーザ３０２の頭部の配向および動画追跡（ＶＥＴ
もしくは別の方法）またはＨＭＤ、ヘッドセット、もしくは他の着用装置上に配置された
位置センサからの物理位置を追跡してもよい。ユーザ３０２の頭部を追跡することに加え
て、ユーザの身体が追跡されてもよい。ユーザ３０２の身体およびその一部の位置は、動
画式のモーションキャプチャまたはウェアラブル装置内の加速度計から記録される傾向が
あり得る。この位置データは、手動応答データ（指、手もしくは腕の追跡に由来する）、
ならびに／または視線測定およびユーザの視覚環境の更新の役に立つために、環境に対す
る頭部の配向をコード化するために一般に使用されるはずである。また頭部位置データは
、環境に由来する音における頭影効果をモデル化するためにも使用されてもよい。図８は
、本明細書の一実施形態による頭部配向８０２および／または物理位置８０４を含んでも
よい、頭部追跡に対する特徴メトリック８００を示す。
【０３３９】
　一定期間にわたって回答してもよい頭部追跡メトリックに関する質問例は、ユーザはど
こを最も見ているか（繰り返す事象に応答する可能性）、頭部運動はどの位の速さおよび
精度か、どの位正確に追従／追跡しているか、ある特定領域／刺激に対して嗜好性がある
か、ユーザはオブジェクトを直接凝視しかつ／または追跡するために頭部および眼球運動
を正確に調整しているか、頭部運動はハードウェアに起因して低減しているか、ユーザは
ハードウェアに多くの調節を行っているか、ユーザはハードウェアによってある程度疲労
しているかが含まれてもよい。
【０３４０】
　頭部運動は、仮想、拡張、および複合現実の分野に特に重要であることがあり、概して
課題に依存して眼球運動と相互に関連してもよい。眼球運動を伴う頭部運動に対する傾向
には大きな個人差がある。読解のような課題の間、頭部運動は（眼球運動と組み合わせた
）凝視の移動の５％～４０％を占める可能性がある。ユーザが一般的に自身の頭部を動か
す程度は、視覚と前庭感覚の不一致からの酔いに影響を受ける主要な指標を判明すること
がある。
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【０３４１】
　サッケードおよび追従頭部運動はそれらの２つの様式で質的に異なる傾向があることが
ある。例えばユーザが、前方から右に自由に凝視を向けるのではなく、追従運動を使用し
て身体の正面から身体側部に右に９０度オブジェクトを追う場合、不一致は不快になり難
いことがある。追従オブジェクトの速度が比較的安定している場合は、不一致はほとんど
の動きを通して知覚できないはずである。
【０３４２】
　図３に戻って参照すると、ユーザ３０２の声の応答もマイクロフォンを介して追跡され
てもよい。発話認識アルゴリズムは、記録された音から意味論的意味を抽出し、応答の時
間（潜在的な個々の単語または音節）にマークを付けるはずである。あまり高度ではない
シナリオでは、声の応答の強度が、応答の時間にマークを付けるのに十分であることがあ
る。実施形態では、声および発話データは、知覚のレベルを決定するために、これに限定
されないが、頭部追跡、視線追跡、手動入力などの他のいくつかの形のデータと相互にk
関係付けられる。
【０３４３】
　電気生理学／自律神経の記録
　電気生理学および自律神経の測定値は、大部分が意識的影響および、ひいては機能の分
野以外に入る。これらの測定値は大部分が覚醒の状態に関連し、したがって刺激選別を導
くために使用されてもよい。ここで便宜上再度指摘すると、関心対象の測定値は、脳波検
査（ＥＥＧ、具体的に覚醒状態に関連した様々な周波数帯の活動）、ガルバニック皮膚反
応（ＧＳＲ、これも覚醒および感情刺激への反応に関連する）、心拍数、呼吸数、血液酸
化および骨格筋応答の潜在的測定値に由来するはずである。
【０３４４】
　再度本明細書と少なくとも一部が共通の発明者の要件を有する、「脳の評価および監視
のための非侵襲的方法」の名称の国際公開第２０１５００３０９７Ａ１号パンフレットを
参照する。一例では、脳波活動はアクティブ脳波試験を行うことによって評価される。ア
クティブ脳波試験は、ＥＥＧ（脳波検査）機器を使用し、当技術分野に公知の方法に従っ
て行われてもよい。アクティブ脳波試験は、人に種々の視覚刺激が表わされている間に行
われてもよい。一部の実施形態では、アクティブ脳波試験は、アクティブ脳波活動を評価
するのに適切な視覚刺激の標準化されたセットを表している間に行われてもよい。一部の
実施形態では、アクティブ脳波試験は、平均結果を獲得するために同じまたは異なる刺激
を使用して複数回行われてもよい。アクティブ脳波試験の結果は、例えばアルファ波、ベ
ータ波、デルタ波、およびシータ波の時間的かつ空間的測定結果を含んでもよい。一部の
実施形態では、アクティブ脳波試験の結果は、２つの型の脳波の割合を含んでもよく、例
えば結果はアルファ／シータ波の割合を含んでもよい。
【０３４５】
　同様に、パッシブ脳波試験が行われてもよい。パッシブ脳波試験は、人が眼を閉じてい
る間、すなわち視覚刺激がない間の脳波データを記録するために、ＥＥＧ（脳波検査）機
器を使用して行われてもよい。パッシブ脳波試験の結果は、例えばアルファ波、ベータ波
、デルタ波、およびシータ波の例えば時間的かつ空間的測定結果を含んでもよい。一部の
実施形態では、パッシブ脳波試験の結果は、２つの型の脳波の割合を含んでもよく、例え
ば結果はアルファ／シータ波の割合を含んでもよい。一部の実施形態では、パッシブ脳波
試験は、平均結果を獲得するために複数回行われてもよい。
【０３４６】
　可能であるときに、かつ電位および刺激表示装置／スピーカの両方の正確な時間情報に
依拠して、時間平均応答は反復検査から発生することができる。視覚または聴覚処理（事
象関連電位、ＥＲＰ）と関連した特徴波形は、様々なやり方で測定し操作することができ
る。これらはユーザからの意志的行為を必要としないので、これらはより低いレベルで、
ほぼ間違いなく知覚のより純粋な測定値を表す。
【０３４７】
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　図３に戻って参照すると、電気生理学データ３１８はさらに別の遠心性データ源３０６
であってもよく、遠心性データ源３０６は、概してｋＨｚ程度の比率で記録された電圧電
位の形で利用可能であってもよい。これは、皮膚または他の露出した組織（特に眼の角膜
）の上に置かれた電極の中で電圧電位の任意の、およびすべての測定を含んでもよい。ほ
とんどの使用の場合は恐らく非侵襲的に記録するものであるはずであるが、他の医療的に
正当な目的のために置かれた埋込型電極からのデータを分析する機会が生じることがある
。データは、概して１秒当たり数百または数千の試料の比率で収集されてもよい。分析は
波形を発生するために刺激事象への時間ロックされた平均応答、または活動の様々な状態
が推測され得る継時的に様々なフィルタリングされたデータの提示のいずれかに焦点を合
わせてもよい。例えばＥＥＧ（脳波図）は、脳の電気活動および他の神経活動を明らかに
するために、頭皮／頭部からの電極記録を集めるために使用されてもよい。記録は一次感
覚処理、二次の後の感覚処理、認知処理または応答発生（モータ処理、言語処理）の領域
に焦点を合わせてもよい。電気眼振検査（ＥＯＧ）は、相対眼球位置（凝視方向）に起因
する電場電位の変化を測定するために、眼の近くからの電極記録を集めるために利用され
てもよく、また網膜機能および筋活動の特質を測定することもできる。ＥＯＧは動画視線
追跡のための低い空間分解能物質を提供してもよい。網膜電図（ＥＲＧ）は、網膜から神
経活動を捕捉するために（最小の侵襲性で）角膜からの電極記録を集めるために使用され
てもよい。刺激の色度および空間的特質との相互関係により、異なる錐体型および網膜上
の場所からの応答を特徴付けできることがある（これもＥＥＧを介して記録された視覚誘
発電位の場合である）。心電図（ＥＣＧ）は、心臓機能に対応する神経筋活動を集め、刺
激に潜在的に応答する自律神経状態の測定値を提供するために使用されてもよい。神経筋
電位の測定は、骨格筋の収縮ならびに／または身体および四肢の運動（筋電図、すなわち
ＥＭＧを含む）から神経筋活動を記録するためにあらゆる場所に置かれた電極に関与して
もよい。ガルバニック皮膚反応（ＧＳＲ）の測定は、汗および皮膚の他の状態変化に起因
する導電変化を受ける皮膚にわたる電位差を測定することができる、電極に関与してもよ
い。これらの変化は無意識であり、刺激またはシナリオへの自律反応を明らかにしてもよ
い。
【０３４８】
　遠心性データ３０６の別の源は、心拍数、呼吸数、血液酸化、皮膚導電、および電気生
理学データ３１８に対するデータに類似した形のユーザ３０２からの他の自律神経（無意
識）応答についての情報を含む、自律神経監視データ３２０であってもよい。圧力変換器
または他のセンサは、呼吸数についてのデータに中継してもよい。パルスオキシメトリは
血液酸素化を測定できる。圧力変換器または他のセンサは血圧も測定できる。任意の、お
よびすべての無意識の自律神経測定値は、刺激への応答または他のデータの分類のための
一般的状態を明らかにしてもよい。図９は、本明細書の一実施形態による電気生理学監視
データ９０２および自律神経監視データ９０４に対する特徴メトリック９００を示す。
【０３４９】
　一定期間にわたって回答してもよい電気生理学監視データ９０２および自律神経監視デ
ータ９０４についての質問例は、事象に対する時間平均応答の特徴は何か、様々な周波数
帯または他の導出された状態が継時的に、または刺激への応答でどのように変化するかを
含んでもよい。
【０３５０】
　データを収集するためのセンサは、図１Ａの状況において上記のハードウェア１０６の
一部であってもよい。一部のセンサ（例えば脳波検査、電気眼振検査、網膜電図検査、心
臓血管監視、ガルバニック皮膚反応など）はＨＭＤに一体化することができる。図３に戻
って参照すると、一部のデータはユーザ３０２の身体上の他の場所にセンサを必要として
もよい。非接触センサは（動画であっても）一部の電気生理学データ３１８および自律神
経監視データ３２０を監視することができることがある。実施形態では、これらのセンサ
はスマート衣類および他の衣服であることが可能である。ユーザまたはユーザの現状を分
類するために、ユーザに対する撮像データを使用することが可能であることがある。また
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機能的撮像は刺激への無意識の応答についてのデータも提供してもよい。撮像様式には、
Ｘ線／コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴画像（ＭＲＩ）、眼科撮像、超音波、お
よび脳磁図（ＭＥＧ）が含まれる。撮像から導出された構造データは、電気生理学データ
の源を局所化するために使用されてもよい（例えばＭＲＩ　ＥＥＧ、およびＭＥＧの１つ
または複数の構造データを組み合わせる）。
【０３５１】
　メトリックは、これらの刺激／応答特性の対から推測できる直接測定、および直接測定
から推測できる間接測定に分割されてもよい。ほとんどの場合、刺激／応答特性の対の個
別の発生は、中心傾向および変動性を見積もるために統計的に組み合わされてもよいこと
を把握するべきである。単一の検査から、特定の記載の複数の反復検査から導出された記
述的統計から、またモデル化および予測に対する連続した変数として、刺激および／また
は応答特性を探索することからのデータに潜在的値がある。
【０３５２】
　顔パターン認識機械学習
　ＳＤＥＰは、製品のためにカスタマイズされた予測コンポーネントの開発が可能である
ために、製品と組み合わせたそのモデルおよび予測コンポーネントを利用してもよい。Ｓ
ＤＥＰの予測コンポーネントは収集工程を通して構築され、その収集工程により、一次源
および二次源の両方からの自然主義的または自発的な設定から視覚データの大規模データ
セットがキュレートされラベル付けされてもよい。データセットは写真、ユーチューブ動
画、ツイッチ、インスタグラム、および二次検索を通して、例えばインターネットなどを
通じて利用可能である顔データセットを含んでもよい。キュレートされラベル付けされた
データは、さらなる取組みに、また製品のためにカスタムプラットフォームを構築するた
めに利用されてもよい。
【０３５３】
　図１０Ａ～１０Ｄは、キュレートされたデータを構築する画像分析の例示的工程を示す
。図はモデルの例示的モバイルベースのタイプを説明する。他の実施形態では、モデルは
クラウド上で実行されてもよい。図１０Ａは被験者の例示的画像を示し、被験者ためにカ
スタマイズされた予測コンポーネントが開発されてもよい。図１０Ｂは被験者の画像を示
し、ここでＳＤＥＰは視線追跡、瞬目検出、凝視方向のための眼、および他のパラメータ
ならびに／または顔属性を同定する。実施形態では、眼は、一連の画像を通して、または
被験者の動画を通して追跡目的のために連続して同定される。
【０３５４】
　図１０Ｃは、自然主義的または自発的な設定からの視覚データのデータセット１００２
を示し、これは視線追跡、瞬目、および凝視方向の観点で顔属性を抽出するために使用さ
れてもよい。実施形態では、ＳＤＥＰシステムは、フレームが動画から抽出される異なる
条件下で大規模データセット１００２により訓練される。異なる条件には、とりわけ複雑
な顔変化、照明条件、閉鎖、および使用する一般的ハードウェアが含まれてもよい。実施
形態では、様々なコンピュータ視覚技法および深層学習がシステムを訓練するために使用
される。図１０Ｃおよび１０Ｄを参照すると、画像１００４は、被験者の感情を分析する
ために顔属性を抽出するために選別される。実施形態では、画像１００４を含むデータセ
ットからの画像はキュレートされラベル付けされる。
【０３５５】
　以下のステップは例示的データのキュレートおよびラベル付け工程の要点を説明する。
１．望ましいデータ源を同定する。
２．同時に、動画および静止画像から顔の重点検出を行うためのパイプラインを開発する
。これは、顔から眼球領域をセグメント化して選別するために顔の重点の局所化を活用す
ることによって達成されてもよい。さらに重点特性を使用して、下流分析にわたって取り
残すように可能な側面として画像の回転、ピッチ、および照明を決定してもよい。顔の表
情は感情を分析するために同定されてもよい。また瞬目、眼球運動、およびマイクロサッ
ケードも、検出システムの重点の一部として同定されてもよい。
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３．データ源スクレイプが同定され、眼球領域画像の標準化されたセットを獲得するため
にＳＤＥＰを通して供給されてもよい。最終画像は、ピッチ、回転、および照明の情報が
戻す際に利用可能であるように、眼球領域のみを含むようにセグメント化し／切り取られ
てもよい。
４．上記の処理からの出力は、瞬目、着色、斜視、および製品に対する関心対象の他のメ
トリックにラベル付けをするために、製品と組み合わされてもよい。
【０３５６】
　上述の収集されてラベル付けされたデータは、眼球領域のカスタム予測モデルを開発す
るために活用されてもよい。カスタマイズされた機械学習アルゴリズムは、瞬目率、疲労
、感情、凝視方向、注意、斜位、輻輳、開散、固視、凝視方向、瞳孔径などに及ぶ主要パ
ラメータを予測するために生成されてもよい。加えて、多様な手法は、デジタル刺激にお
ける画素レベル情報から利益を得て眼球応答との関係を連携して学習するために、ＳＤＥ
Ｐを活用してもよい。画素レベル情報は、ＲＧＢを既存の視覚モデリング・アルゴリズム
で溶融する輝度のＲＧＢに分割されてもよい。
【０３５７】
　実施形態では、視線追跡パラメータは視線追跡アルゴリズムから抽出される。一実施形
態では、顔に対する瞳孔位置は１つの測定値を提供し、その測定値から眼球運動を固視、
追従およびサッケードに分類する。一実施形態では、瞳孔径も両眼を独立して測定される
。一実施形態では、凝視方向は相対瞳孔位置から見積もられる。凝視位置は、両眼からの
データおよび転導の見積もりを含む他の測定値（すなわち顔と画面の相対位置）を使用し
て３Ｄ空間で測定されてもよい。凝視位置は別の測定値を提供し、その測定値から眼球運
動を分類する。
【０３５８】
　図１１Ａおよび１１Ｂは、瞳孔位置および瞳孔径ならびに凝視位置を継時的に示す。図
１１Ａは１回目の瞳孔位置および瞳孔径ならびに凝視位置を３Ｄで１１０４Ａおよび２Ｄ
で１１１０Ａに示す一方で、図１１Ｂは２回目の瞳孔位置および瞳孔径ならびに凝視位置
を３Ｄで１１０４Ｂおよび２Ｄで１１１０Ｂに示す。一実施形態では、２回目は１回目よ
り後である。画像内のあらゆる所与の点において、１秒（まで）のデータが示され、より
古いデータは青などの異なる色で示されている。薄青色の四角は観察者が見ていた表示装
置を表す。物理的寸法は一定の縮尺ではない（例えば閲覧距離は左パネルに現れる閲覧距
離より大きかった）。左パネル１１０４Ａおよび１１０４Ｂは、空間の３Ｄ等角図を示し
、ユーザの眼１１０６は左に、表示装置１１０８は右にある。
【０３５９】
　左側では、凝視位置が３Ｄで１１０４Ａおよび１１０４Ｂに示されている。観察者の表
示装置１１０８の表面から凝視位置まで線が引かれ、赤は表示装置１１０８の背後の凝視
位置を示し、緑は表示装置１１０８の正面の凝視位置を示す。３つの円は眼１１０６につ
いての情報を伝える。
１．最も大きい濃い灰色の外円は、空間において比較的固定した眼および顔の平均位置を
表す。
２．内側の薄い灰色の外形は、顔に対する平均瞳孔径および瞳孔位置（動くが径は変わら
ない）を表す。
３．黒で塗られた円は、相対瞳孔径ならびに顔に対する瞳孔位置（動き径が変わる）を示
す。
【０３６０】
　瞳孔情報が見つからないときは、眼を閉じている（または別法として不明瞭である）と
想定してもよい。
【０３６１】
　３Ｄの１１０４Ａおよび１１０４Ｂの凝視位置は黒いドット（黒線によって連結されて
いる）によって示されており、凝視方向は両眼から出る。表示装置からの凝視の奥行は、
表示装置から現在の凝視位置に緑線（正面）または赤線（背後）によってさらに示されて
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いる。
【０３６２】
　右側では、凝視位置１１１０Ａおよび１１１０Ｂが２Ｄで示されている。ここでは瞳孔
についての情報はない。また眼球運動を分類する情報が追加されている。
１．黒は、その間に灰色の外形が大きくなる固視を示し、固視の相対的な継続時間を示す
。
２．青は追従を示す。
３．緑（連結線を備える）はサッケードを示し、サッケード中に線が点を連結する。
【０３６３】
　ブレイン・マシン・インターフェース
　ブレイン・マシン（コンピュータ）インターフェース（ＢＭＩ／ＢＣＩ）の標準化全体
が、脳とインターフェースで接続する複数の知覚の相互運用性、結合性、およびモジュー
ル性を標準化することを必要とし、多くは閉ループである。本明細書の実施形態は、閉ル
ープの兆候の電流制限を前提として、これらの要件の標準化を支援する交換プラットフォ
ームを提供する。
【０３６４】
　加えてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲに対する電流測定値および評価システムは、実際は定性的で
ある。本明細書の実施形態は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境におけるユーザ経験の質を向上さ
せるために定性的測定の確立を助ける。この標準化は、これらのＨＭＤが非臨床的設定に
益々行き渡ってきているので必要である。
【０３６５】
　現在のＢＭＩ／ＢＣＩインターフェースは、これに限定されないが、ＥＥＧ、ＭＲＩ、
ＥＯＧ、ＭＥＧ、ｆＭＲＩ、超音波、およびマイクロ波を含み、実際はモジュール式であ
る。これらの異なる電位のインターフェースの中で、臨床および非臨床状況における分割
は、インターフェースの移植性に一部が限定され、非臨床状況は伝統的により移植性が多
い。視覚データは、結合性および相互運用性の異なる手段に対してＳＤＥＰ内で学習され
利用されてもよく、これは、これに限定されないが、ＭＲＩ、ＭＥＧなどを含むＢＭＩ／
ＢＣＩインターフェース内に含まれるより大きい機器に置き換えられる。
【０３６６】
　本明細書の実施形態は、ＨＭＤを作成するハードウェア・コンポーネント、およびＡＲ
／ＶＲ環境で使用されるアプリケーションに必要なソフトウェアの両方を標準化するため
に利用されてもよい、例示的使用事例を説明する。
【０３６７】
　ハードウェア・コンポーネントを参照すると、ＨＭＤの特性は標準化に重要であること
がある。例えばＨＭＤ装置は、データに関係する視覚を捕捉し、前に不可能だったやり方
で情報を集めるために、様々なパラメータを抽出するのに非常に適したカメラに組み込ま
れている。これは、他の連携されたセンサからの状況情報およびデータと組み合わせてデ
ータを研究し、ＢＭＩ／ＢＣＩシステムに知覚コンピューティングを入れるために独自の
機会を提供してもよい。カメラの最小の指定を画定するには、知覚コンピューティングに
対してこの型のデータ捕捉を達成する必要があることがある。
【０３６８】
　ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境に刺激を表示するソフトウェアコンポーネントを参照すると、
本明細書の実施形態は、焦点位置、密集、感染、調節性不一致、長期の輻輳および開散、
色輝度、フレームレート、シーケーシング、および他の要因を認識するためのシステムお
よび方法を提供する。それらを無視することにより、映像酔い、頭痛および／またはコン
ピュータ視覚症候群に対する複数点が生じることがある。実際にソフトウェアの開発者の
設計方法に最良のデータ収集およびパターン認識を確立するために定量化法が必要であり
、本明細書の実施形態の一部である。
【０３６９】
　ＨＭＤは、中心窩および周囲視覚の変化のために視覚と前庭刺激との間に矛盾を提供す
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る。またＨＭＤ画像は着用者の頭部運動で動かない。本明細書の実施形態は、捻じれた眼
球運動、転導眼球運動、凝視検出および非侵襲的方法でネイティブ視線追跡によって捕捉
されたデータからの瞳孔応答を測定できることがある。最小フレームレートおよび瞳孔捕
捉のようなデータに対するデータ捕捉は、したがって様々な実施形態によりＳＤＥＰに対
して標準化されてもよい。
【０３７０】
　上の実施形態の一部として構築されたＳＤＥＰは、ＨＭＤ、携帯電話、様々な視線追跡
器、画像および動画源などの異なる源からのデータ摂取モジュール、ｆＭＲＩ、Ｘ線など
の従来の撮像システム、ならびにＥＥＧ、ＥＯＧなどからのデータを含んでもよい。
【０３７１】
　機械学習モジュールは、バッチおよびリアルタイムモードでデータを処理し、ＡＰＩが
複数のアプリケーションと一体化しインターフェースで接続することができるように、Ａ
ＰＩとしてデータを露出してもよい。機械学習システムは、あらゆる画像または動画源か
ら瞳孔メトリック、瞬目検出および凝視を正確に検出するために深層畳み込みニューラル
ネットワークを使用してもよい。次いで他の機械学習コンポーネントは、このデータをＥ
ＥＧ、ＥＯＧ、ＥＭＧ、頭部運動データ、触覚データなどの知覚データ入力と相互に関係
させ、人の視覚の包括的な知覚モデルを構築してもよい。
【０３７２】
　視覚機能指数
　メトリックの重要な階級は、機能についてのメトリックであってもよい。ユーザの機能
は視覚機能指数（ＶＰＩ）の形で決定されてもよく、ＶＰＩは後に本明細書の実施形態に
詳細に説明される。
【０３７３】
　図１Ａに戻って参照すると、一実施形態では、メディアシステム１０４などによりユー
ザ１０２から収集されたデータは、ユーザ１０２（図１２の１２１０も指す）に視覚機能
指数（ＶＰＩ）を同定するために処理されてもよい。ＶＰＩはユーザ１０２がＶＲ／ＡＲ
／ＭｘＲシステム１０４と相互作用する間に評価されたユーザ１０２の視覚機能のレベル
を示してもよい。ＶＰＩは、類似のＶＰＩを有するユーザ１０２にユーザの群を同定する
ために使用されてもよい。ＶＰＩは、映像酔い（ＶＩＭＳ）または仮想経験から起きるあ
らゆる他の不快感を最小にするために、ユーザ１０２のためにＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディ
アを修正するためにさらに利用されてもよい。一実施形態では、メディアはユーザ１０２
のためにリアルタイムで修正される。別の実施形態では、ＶＰＩは保存され、類似のＶＰ
Ｉをもつ後続のユーザまたはユーザ１０２に続いてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアの表示を
修正するために使用される。
【０３７４】
　ＶＰＩは様々なやり方で測定され操作されてもよい。概して目標は、ユーザの視覚機能
を向上させることであってもよいが、操作も課題（例えば取組みのため）を増加すること
を目的としてもよく、これは少なくとも一時的に機能を低減することがある。代替実施形
態では、視覚に関係した機能指数以外または視覚に関連した指数に加えて、機能指数が測
定され操作されてもよい。例えば設計、取組み、および同種のものなどの他の領域は、機
能指数を通して測定され操作されてもよい。
【０３７５】
　再度図１２を参照すると、データ分析鎖の例示的概要が示されている。データ分析は１
２０２の最下部で始まり、ここでデータレベルはそれ以上簡略化されなくてもよい。１２
０２では、単一刺激のパラメータは、刺激の直接的特性に対応する異なる独立変数に基づ
いて、複数の測定値に使用することができる。単一応答のパラメータは、異なる従属変数
に基づいて、複数の測定値に使用することができる。１２０４では、独立変数および従属
変数は、ユーザの視覚機能の測定値を抽出するために対にされ、または他と組み合わせて
ユーザの視覚機能の測定値を発生するためにモデルに適合されてもよい。実施形態では、
対にすることは、１つまたは複数の刺激事象への応答事象を相互関係または他の統計的／



(66) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

非統計的方法を通して組み合わせるものであってもよい。個々の対は１２０６で到着する
ためにフィルタリングされてもよく、１２０６では所与の型の相互作用に対して、独立変
数および従属変数の多くの対は、モデル分布のパラメータを見積もり、または記述的統計
を見積もるいずれかのために使用することができる。実施形態では、モデル分布は、測定
値が特定値になる頻度の見込みである。場合によっては、「釣鐘曲線」の古典的な形状を
有する一般的な分布が使用されてもよい。一旦記述的統計またはモデル適合の工程が完了
すると、１２０８でユーザの視覚の特性の物理的測定の個々の見積もりが発生されてもよ
い。個々のユーザの見積もりは、単一の相互作用または複数の相互作用からの集約尺度に
基づいてもよい。少なくとも１つの物理特質の測定値は、１２１０でＶＰＩのサブコンポ
ーネントに寄与するために正規化されてもよい。１２１２で、複数のＶＰＩのサブコンポ
ーネントの点数は、コンポーネントの点数を発生するために組み合わされてもよい（例え
ば平均される）。実施形態では、コンポーネントの点数はＶＰＩ全体を発生するためにさ
らに組み合わされてもよい。ＶＰＩ、そのサブコンポーネント、およびコンポーネントは
、本明細書の後続の章により詳細に検討される。
【０３７６】
　実施形態では、視覚機能の測定値はユーザに対する絶対的ではないが、相対的意味をも
つ標準化された「点数」として表わされてもよい。またこれは図１２の状況において１２
１０および１２１２で示されている。ユーザは一般集団またはその特定の一部に対する機
能のユーザのレベルを判断できることがある。特殊化されていないハードウェア（すなわ
ち制御された実験設定以外で使用される携帯機器）から記録するデータに関連した測定ノ
イズの推定高度に起因して、遠心現象（例えば瞳孔径、凝視方向、瞬目方向）および求心
パラメータ（例えば表示装置色輝度、閲覧距離、音声強度）の正確な測定値は入手不可能
である。したがって各測定値に対して「典型的な」範囲を画定し、それらの測定値の増減
に対して合理的な目標を設定するために、すべてのユーザの蓄積されたデータから中心傾
向（すなわち平均）および変動性（すなわち標準偏差）の見積りに依拠するように求めら
れることがある。
【０３７７】
　点数は、各型の測定値に対して、種々の型の各課題に対して、および概して各独自のシ
ナリオまたは状況に対して、独立して標準化されてもよい。これにより、異なる単位で、
異なる刺激に対して、かつ異なる種類のユーザ応答から取り込まれた測定値にわたって比
較および平均かが容易に可能になることがある。加えて任意のおよびすべての点数に対し
て、機能は平均をわずかにまたは著しく超えるまたは満たないと分類されてもよい。設定
の記述的基準は百分率数に基づいて決定されてもよい（所与の測定値は一般集団の間で通
常分布されると想定する）。以下のセッションにおける例は１０％および９０％を使用す
るが、百分率数は任意に選別されてもよく、特殊な状況に対して修正することができる。
ユーザの点数１０％は点数の底部または上部１０％に収まり、したがって「異常に」低い
、または高いそれぞれに想定されてもよい。
【０３７８】
　一実施形態では、ＶＰＩは１つまたは複数の以下のパラメータおよびサブパラメータの
組合せであってもよく、これは実際に求心性および遠心性の両方であってもよい。直接測
定は、概して単一刺激特徴への単一応答特徴に関係する。可能なときは常に、心理測定関
数は、刺激特質値が変化する際に応答パターン（平均応答、応答の可能性、または応答の
分類の割合）から構築されてもよい。直接測定は、以下のもの、すなわち方向、弁別、応
答時間、および／または誤差を含んでもよい。
【０３７９】
　間接測定は、直接測定のより高いレベルの解釈および／または直接測定の組合せであっ
てもよい。またこれらは、概して特殊な状況内または特殊な状況にわたる直接測定の弁別
、ならびに変数間の相互作用も含んでもよい。間接測定は、以下のもの、すなわち複数追
跡、疲労／持久力、順応／学習、嗜好、記憶、および／または状態が含まれてもよい。
【０３８０】
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　実施形態では、他の視覚に関するパラメータを使用してＶＰＩを算出してもよく、これ
に限定されないが、視野（Ｆ）、精度（Ａ）、複数追跡（Ｍ）、持久力（Ｅ）、および／
または検出／弁別（Ｄ）、合わせて略してＦＡＭＥＤを含んでもよく、以下により詳細に
説明される。
【０３８１】
　視野（Ｆ）
　図１Ａに戻って参照すると、視野（Ｆ）はあらゆる所与の瞬間にユーザ１０２が見る視
覚世界の範囲として説明されてもよい。中心視覚はユーザ１０２の視野の中心部を表し、
ここではユーザ１０２は読解のようなことに重要な最高の明瞭度を有する。周囲視覚はユ
ーザ１０２の視野の外部であり、これは将来の行為を導き、ユーザ１０２の焦点の外側の
重要な事象を獲得するために重要である。
【０３８２】
　視野は、精度および検出の測定値に基づいてユーザの中心または周辺視野にある刺激と
相互作用するときに、ユーザの相対機能を測定する。機能は概して視覚の偏心が増加する
につれて、ほとんどの刺激特性への感度が低減することに起因して、周辺では悪化するべ
きであると想定される。中心および周辺刺激との機能の割合は、一般集団の中で何らかの
平均および標準偏差を有し、他の測定値と同様に、正規化された点数は、ユーザが異常に
低いまたは高い視野能力を有するかどうかを決定するために使用される。
【０３８３】
　ユーザの視野の点数が異常に低い場合は、周辺に現れた刺激に対する精度および検出の
点数を増加することによって改善されることがある。これは、概してタイミングおよび位
置の一貫性を増加し、（オブジェクトの間および内部の）色度および輝度の差を増加し、
周辺に現れたときにあらゆる動く標的を遅くすることを伴うはずである。
【０３８４】
　精度（Ａ）
　図１Ａに戻って参照すると、精度（Ａ）は、正しい選択をすることと、ユーザ１０２に
よって行われる行為に正確であることの組合せであってもよい。精度の測定は２つのサブ
コンポーネント、すなわち反応と標的化に分けられてもよい。反応は、情報が入る際に処
理し作用するために掛かる時間に関係する。反応は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ経験の間に、速
やかに応答するユーザ１０２の能力を指すことがある。反応は、決定するために十分な情
報が刺激内で利用可能である（すなわち刺激の出現）時点と、ユーザの応答が記録される
時との間の期間として測定されてもよい。速やかな応答については、これは通常１秒未満
である。
【０３８５】
　ユーザの応答が異常に低い（異常に低い点数）である場合、課題が非常に難しく、標的
化および検出の文脈において後に論じる刺激パラメータの修正を必要とすることがある。
一実施形態では、あらゆる所与の測定に対するモデル分布（例えば反応時間に対する対数
正規分布）が見積もられる。切り捨ては見積もりから決定されてもよく、見積もりより５
％（またはあらゆる他の百分率）上に最も遅い期間が見つかった。切り捨て以上の反応時
間のあらゆる入力測定値は、「遅い」（または「著しく遅い」）とみなされる。しかし反
応のみが異常に遅い場合、他の点数が正常であるときは課題の取組みが乏しい、または注
意散漫の兆しであることがある。同時に現れた項目の数を低減する、または注意を保持す
るために追加の適合合図を加える（例えば視覚刺激の出現を添えるために音を加える）こ
とが有益であることがある。ユーザが動くオブジェクトの場所に応答するように求められ
る場合、ユーザは軌道を見積もり、阻止する応答を計画するために長引かせることを求め
ることがあり、標的を遅くすることにより反応を改善することがある。
【０３８６】
　応答時間は関連した測定値の検出に重要であることがあるが、刺激へのあらゆる応答に
関連する。応答時間は、概して刺激事象とその事象に対する応答との間の期間である。応
答時間は、情報を処理するために脳に必要な時間を測定するために使用されてもよい。一
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例として、表示装置上にパターンが出現することにより、ＥＲＧによって測定可能な網膜
からある特定のパターンの応答が起きることがある。刺激処理が平均ＥＲＧ波形から明ら
かになった後のある時点で、その同じ刺激の処理は、後頭部から記録された平均視覚誘発
電位（ＶＥＰ）波形内で明らかになる。その後のある時点で、ユーザからのボタン押し応
答までの平均時間は、刺激がモータ応答を発生する点まで完全に処理されたことを示す。
複数の時間スタンプが刺激および応答事象によって発生されてもよいが、応答時間は、概
して適切な応答を選別するのに必要な刺激の最も早い検出可能な変化から、応答が選別さ
れた最も早い表示までの間の時間として取り込まれるべきである。例えばオブジェクトが
表示装置上のある重点に向かって直線で動き始める場合、特定方向への動きのその初期ビ
ットで、ユーザはオブジェクトが行き着く場所を知るのに十分であることがある。ユーザ
はオブジェクトがそこに着くのを待つ必要はない。同様にクリックされるべき標的に向か
うマウスカーソル（またはＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境において許容されるあらゆる他の身振
り）の動き始めで、クリック事象が実際に起きるかなり前に応答が選別されたことを示す
ことがある。
【０３８７】
　実施形態では、改善、減衰および通常移動を含む応答のパターンにおける他の変化は、
知覚適合、知覚学習および訓練（学習の高い順）の結果として起きることがある。ユーザ
による適合および学習を考慮すると、説明できる応答のあらゆる変動を占めることができ
、それによって統計的ノイズの測定値が低減し、推理力が向上する。
【０３８８】
　また応答のパターンおよびその変化は、システム内の高い順の工程に関係することがあ
る。ユーザは、ユーザが課題を行っている間に課題をどのように実行するかについての方
針を変える傾向が時としてある。したがって実施形態では、ユーザがなしたあらゆる選択
は、視覚処理のモデルを知らせるかどうかに関わらず嗜好に対して分析される。
【０３８９】
　実施形態では、応答は、ユーザによる想起または認識を測定するためにシステムによっ
て使用される。想起は、以前に記録した情報の正確な発生である。認識は、以前に記録さ
れた情報と新しい情報との間の正しい差別化である。
【０３９０】
　継時的に特定の状況における測定から導出され、記憶の想起および認識ならびに記憶容
量の測定を行うことができる。これらは概して機能分類下に収められてもよく、ユーザは
標的とした練習で記憶機能を向上させてもよい。想起および認識は、刺激の中で意味類似
性によって向上することが多い。記憶範囲は、同様に項目を互いに関連付けるために学習
によって向上することがある。また項目を覚えなければならない期間は、記憶課題の機能
を変えるために操作されてもよい。また記憶期間の間に課題から気をそらす、または課題
がなくなることも、機能に非常に影響を与えることがある。
【０３９１】
　長期記憶については、特定の項目およびより一般的にもどちらにも記憶および回収を高
めるための練習があることがある。またある特定の物理的相互作用の状況内の筋肉記憶に
関連した測定値を導出することも可能であることがある。また知覚適合および知覚学習も
、測定および操作の対象である。
【０３９２】
　標的化は、ユーザの行為における時間および位置の正確さの測定に関係する。図１Ａに
戻って参照すると、標的化は、ＶＥにおけるオブジェクトの位置に対するユーザ１０２の
応答の正確さに関係することがある。標的化は、刺激に関するユーザの応答と最適値との
間の誤差として測定される。応答はクリック、タッチ、身振り、眼球運動、瞳孔応答、瞬
目、頭部運動、身体／四肢の運動、またはあらゆる他のものであることが可能である。ユ
ーザが時間内に正確に何らかの事象（反応測定を導く、その事象に応答する行為とは対照
的に）に応答すると予想される場合、ユーザの応答は速過ぎるか、または遅過ぎることが
ある。ユーザの応答の正確さにおけるばらつきは、標的化時間の誤差測定値（通常は約１
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秒以下）を産出する。加えてユーザの応答の位置は、一定のバイアス（平均誤差）および
／または画面上の画素もしくは何らかの他の物理的単位の距離で測定されたばらつきのレ
ベル（誤差の標準偏差）のいずれかを有してもよい。
【０３９３】
　実施形態では、システムは、理想的または最適な応答からユーザによってなされた誤っ
た選択および偏向を含む、ユーザの誤りに関係するデータを分析する。最も一般的にはこ
れらは刺激の誤認、不適切な時に応答すること（偽肯定応答）、適切な時に応答し損なう
こと（偽否定）、および応答のタイミングまたは位置の誤りであることがある。
【０３９４】
　ユーザの標的化の点数が異常に低い場合、標的が小さ過ぎる、または場所のばらつきが
大き過ぎることがある。応答のタイミングについては、事象のタイミングがより一致して
いると、同期応答がより容易になる。これは再発するリズムまたは標的事象の前に何らか
の定刻に起きる合図の形であってもよい。位置については、誤りは標的の可能な場所を限
定する、または動く標的の場合、より遅い速度を使用することによって低減することがで
きる。具体的にはタッチインターフェースまたは応答自体が標的を曖昧にさせることがあ
る（すなわち指が表示装置を覆っている）他の状況については、標的層をより大きくする
ことにより標的化の点数を上げることがある。
【０３９５】
　複数追跡（Ｍ）
　複数追跡（Ｍ）は、概してユーザが複数応答を同時にする、かつ／または複数の同時刺
激に応答する場合を指す。また複数追跡（Ｍ）は、ユーザが２つ以上の同時に起きる課題
を行っており、周辺で起きる刺激事象に応答する（恐らく注意が他の場所に焦点を合わせ
ている）場合も含む。周辺検出（偏心の関数としての検出）の測定値と分割的注意の状況
での他の機能測定値の組合せが含まれてもよい。
【０３９６】
　複数追跡（Ｍ）は、同時に複数のオブジェクトを検知するユーザの能力を表すことがあ
る。注意分割課題は、複数のことが１度に起きる際にユーザに行為を求めることがある。
複数追跡は、焦点的または分割的注意の状況で現れた刺激と相互作用するときに、ユーザ
の相対性能を測定する。焦点的注意では、ユーザは、概して場面の一部または限定された
数のオブジェクトもしくは特性に注意を払う必要がある。分割的注意を求める状況では、
ユーザは複数の領域を監視しなければならず、用心にもかかわらず重要な事象を逃す危険
を冒す。視野と同様に、精度および検出の測定が、異なる複数追跡の状況でのユーザの機
能を決定するために使用される。
【０３９７】
　ユーザの複数追跡の点数が異常に低い場合、ユーザは分割的注意を求める課題を行う能
力が劣っている、または焦点的注意を求める課題が並外れて優れていることを示すことが
ある。したがって分割的注意課題をより簡単にする、または焦点的注意課題をより難しく
することにより、複数追跡の点数を上げることがある。分割的注意の状況において、ユー
ザが監視する必要があるオブジェクトまたは領域の数を低減することにより、知覚荷重を
低減することが助けとなることがある。また継続時間（オブジェクトの持続）を増加させ
、分割的注意の速度を遅くすることも点数を上げることがある。
【０３９８】
　疲労／持久力（Ｅ）
　機能測定値は、疲労に起因して継時的に悪くなることがある。これは感度（検出）、正
しい弁別の低減、応答時間の増加、および誤差の率または大きさが悪くなることで明らか
になることがある。疲労の率（継時的な変化）および疲労の大きさ（機能測定値の最大低
減）は、任意のおよびすべての測定値に対して追跡されてもよい。疲労が発現する前の遅
延、ならびに休憩または行動の変更での回復率は、持久力を特徴とすることがある。
【０３９９】
　持久力（Ｅ）は、継時的に高いレベルの機能を維持するためのユーザの能力に関係する
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ことがある。持久力測定値は、継時的な精度および検出の点数の傾向に関係する。持久力
に対する２つの測定値は、疲労および回復である。
【０４００】
　疲労は、ある期間内に機能が低減する量の測定値である。疲労は、ユーザの機能が減少
率および機能が劣る程度の測定値とともに減少し始める点である。疲労の基本測定値は、
期間の後半の、前半と比べた点数の比率に基づいてもよい。十分に長い期間を与えると、
点数は、ユーザが疲れ果て、したがって比率が１未満になると、継時的に低減すると想定
される。比率１は疲労していないことを指すことがあり、１を超す比率は学習または訓練
の効果が疲労を伴わずに機能を向上させていることを提案することがある。ユーザの疲労
の点数が異常に低い場合は、ユーザは、ユーザが課題に取り組む途切れない時間の長さを
減らしたいと思っていることがある。より長くかつ／またはより頻繁に中断することによ
り、疲労の点数が上がることがある。概して課題の難度を低減することも同様に助けにな
るはずである。
【０４０１】
　回復は、間隔を置いて想定された期間の休憩を伴う期間の間に基線レベルに戻る機能の
測定である。回復は最適な機能に戻すためにユーザに効果的に提供される中断を使用する
ことに関係する。最近実施されている回復の基本測定は、２つの期間の第１の期間の後半
の、第２の期間の前半に対する点数の比率を比べることである。期間は、期間の間に少し
の休憩を取ったユーザの意図で選別されてもよい。何らかの疲労が確実に生じるように十
分に長い期間を与えると、点数は、休憩前が休憩後に比べてより低く、したがって比率が
１未満になると想定される。比率１は休憩を取る効果がないことを示し、１を超す比率は
中断後の取組みにおける低減、または中断にわたって、および中断にもかかわらず疲労が
存在することを示すことがある。
【０４０２】
　ユーザの回復の点数が異常に低い場合、ユーザはより長い中断を望んでいることがある
。ユーザは、測定可能な回復が存在するために、充分な疲労を経験していない可能性があ
る。ユーザにより長く取り組ませることで、連続した期間に回復の点数が上がることがあ
る。同様に課題の難度を上げることにより、より大きい疲労を生じ、回復により多くの余
地をもたらすことがある。
【０４０３】
　検出／弁別（Ｄ）
　検出／弁別（Ｄ）は、オブジェクトの存在を検出し、または複数のオブジェクトの中で
差別化するユーザの能力を指すことがある。このパラメータは、オブジェクトの様々な属
性に対するユーザの感度に依存することがある。応答事象が刺激事象の認知の信号を送る
ときは常に、ユーザが刺激を検知したと決定されてもよい。恐らく全く認知のレベルでは
ない無意識の処理も、電気生理学または他の応答から明らかになることがある。検出は、
刺激の場所に応答することにより、またはその刺激の存在と合致する応答の分類（例えば
刺激の何らかの物理的側面を正しく同定すること）によって明らかにすることができる。
検出に必要な刺激特性パラメータ／値の大きさは、ユーザの検知閾値を画定してもよい。
刺激のあらゆる特性は検出のために使用されると推測されてもよいが、その特性が刺激を
実質的に画定する唯一の特徴であった場合、またはその刺激特性は、ユーザが刺激に応答
したことがある広範囲の刺激に現れる場合、もっぱら特性への検出の結果であると考える
ことができるに過ぎない。
【０４０４】
　ユーザが刺激特性パラメータ／値を正しく同定する、または１つもしくは複数の刺激特
性に基づいて複数の代替案の間で何らかの選択をするときは常に、その相互作用は弁別の
測定値に向けて寄与してもよい。多くの場合、関心対象の測定値は、２つのものが異なる
とユーザがわかる前に、必要とされる２つのものがどのように違うかであってもよい（弁
別閾値）。弁別測定値はある特定の特性への感度に対する閾値を示すことがあるが、弁別
測定値は分類境界（例えば２つの名前付き色の間の境界）を同定するために使用されても
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よい。決定測定値と違い、弁別測定値は、必ずしも応答が正しいか／誤っているかに基づ
く必要はない。弁別測定値は、被験者の能力の代わりに経験を示すことがある。
【０４０５】
　決定／弁別の測定値は、刺激の最小の特性に基づいた色（色輝度）、コントラスト（色
輝度コントラスト）、および明瞭度測定値を検出することおよび／または弁別することに
関係する３つのサブコンポーネントの測定値に分割されてもよい。手動または声の応答か
らの遠心性測定値と組み合わせたこれらの求心性特性、視線追跡測定値（プロサッケード
の開始、アンティサッケードの低減、固視の持続および瞬目応答の低減）、凝視方向、瞳
孔径、瞬目、頭部追跡測定値、電気生理学および／または自律神経の記録された測定値、
顔パターン認識および機械学習などからの測定値は、感度を決定するために使用される。
すべての測定値は、わずかに見える刺激を検出する、またはほぼ同一の刺激を弁別するユ
ーザの能力に基づいてもよい。これらの測定値は、それらの特性の違い（検出されたオブ
ジェクトとそれらの周囲との間、または弁別されたオブジェクトの間）に基づいて異なる
サブコンポーネントに繋げられる。刺激オブジェクトは２つ以上の特性に差があり、した
がって１度に２つ以上のサブコンポーネントの測定に寄与することができる。
【０４０６】
　色差は、具体的には色度および／または輝度を指してもよい。ユーザの色の点数が異常
に低い場合、課題は色差を増加することでより容易にすることができる。特殊な色の欠如
は、色差の特殊な方向に対する色の点数を低くすることがある。より広範囲の色彩を使用
することにより、概して特殊な欠如の影響をより小さくし、点数を安定することが可能に
なる。
【０４０７】
　コントラストは、コントラストが一部の視覚的に画定された領域内の色度および／また
は輝度のばらつきを指すのに対して、この状況の色に関する測定値は平均色度および輝度
を指すという点で、色と異なる。ユーザのコントラストの点数が異常に低い場合、点数は
示されるコントラストの範囲を増加させることによって上がることがある。コントラスト
の感度は空間周波数によって変わるので、空間周波数を増加または低減する（それぞれは
パターンをより細かくまたは粗くさせる）ことでも助けになることがある。また色の点数
を上げる操作は、概してコントラストの点数も上げる。
【０４０８】
　特性が最小のユーザから導出した明瞭度測定値は、刺激を検出して弁別するために使用
することができる。また明瞭度測定値は、空間周波数は明瞭度の測定値に対しても関連し
た物理的特性であるという点でコントラストに関係する。ユーザの明瞭度の点数が異常に
低い場合、オブジェクトが概して小さ過ぎ、全体を拡大するべきであることがある。また
大きさの差を増加する、コントラストを増加する、また空間周波数を低減することも助け
になることがある。色またはコントラストより明瞭度ではさらに、動く刺激の速度が要因
である可能性があり、標的をゆっくりと動かすことにより明瞭度の点数を上げる助けにな
ることがある。
【０４０９】
　上記のパターンはすべて測定する特性に基づく。実施形態では、それらのパターンは継
時的に書き込まれる。傾向およびパターンは予測分析を可能にし、またエンドユーザの検
出能力および他のＶＰＩ／ＦＡＭＥＤ能力に基づいてユーザの経験を個人向けにする助け
になることがある。
【０４１０】
　存在する非常に多くの一般的状態は、検討した直接測定値から推測されてもよい。状態
はセッション毎に１回、ある特定の期間の間または継続的基準で、ならびに刺激事象に応
答して見積もられてもよい。これらは一般に応答の比率または行為の変化に関連すること
がある。図１３は、本明細書の一部の実施形態による求心性および遠心性源に対する例示
的メトリックの一覧を含む表を提供する。表は、求心性源が刺激事象および特性をもたら
すことがあることを示す。求心性源、刺激事象および特性の組合せは、さらに応答（遠心
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性源）と組み合わせたときに応答事象および特性を示すことがある。これらの組合せは、
心理測定値を示唆することがある。最終列では、表は様々な組合せから導出された各心理
測定に対する説明を提供する。
【０４１１】
　図１４は、ソフトウェア・アプリケーションからＳＤＥＰへのデータの流れの概略を示
す、例示的流れ図である。１４０２では、相互作用のためにユーザにインターフェースを
提供してもよいソフトウェア・アプリケーション。アプリケーションはＨＭＤ、またはユ
ーザの相互作用のためにＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境を提供できるあらゆる他の装置上で起動
するように設計されてもよい。アプリケーション・ソフトウェアによって収集された情報
は、１４０４でソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）に提供されてもよい。ＳＤＫは、アプ
リケーション・ソフトウェアの使用についての分析およびデータを発生するために、ソフ
トウェア開発ツールの群と協働する。１４０６では、データはＳＤＫからＳＤＥＰにセッ
ションデータとして提供される。１４０８では、セッションデータはＳＤＥＰで前処理さ
れ、これは分析に備えてデータを体系化し分類することを含んでもよい。１４１０では、
前処理された刺激および応答が発生され、さらに分析および処理に回される。１４１２で
は、データは分析され、機能指標もしくは点数またはＶＰＩの点数などの知覚可能な情報
の他の測定値に変換される。１４１４では、分析されたデータは、ユーザ経験を修正し、
個人向けにし、またはカスタム化するために、ＳＤＫおよび／またはアプリケーション・
ソフトウェアに送信して戻される。実施形態では、データは１４０２から移され、アプリ
ケーション・ソフトウェアから分析の鎖を通り、アプリケーション・ソフトウェアにリア
ルタイムで非侵入的に戻される。
【０４１２】
　図１５は、工程流れの前処理部（図１４の１４０８）の例示的概要１５００を示す。
【０４１３】
　図１６は、未加工のデータ（前処理された）を取り込み、適切な分析を選別して実施し
、「持久力」測定値および点数の標準化のそれぞれの見積もりのために、短期および長期
記憶に対する分析に基づいて集約尺度を送受信し、エンドユーザに表示するためにアプリ
ケーションに送信して戻される点数をコンピュータで計算するために、信頼できるデータ
処理機能のプログラミング言語の実装の例示的表示１６００である。実施形態では、使用
されるプログラミング言語はＰｙｔｈｏｎ（パイソン）である。図面は、ＶＰＩの点数を
導出するためにＦＡＭＥＤデータに対するいくつかのパイソン機能のアプリケーションを
示す。図面は各ＦＡＭＥＤ機能に対する色分け処理を示す。一実施形態では、ＦＯＶ機能
は赤、精度は緑、複数追跡は紫、持久力はオレンジ、検出は青である。一実施形態では、
平行四辺形は変数を表し、丸みを帯びた長方形は機能を表し、要素はユーザ／セッション
データに対して色分けされており、ユーザ／セッションデータは黄色で示されている。
【０４１４】
　図面を参照すると、大きい赤い外形１６０２のコンテンツは処理関数（ｖａ＿ｐｒｏｃ
ｅｓｓ＿ｄａｔａ）を表し、これは３つの主な部分、左部１６０４、中間部１６０６およ
び右部１６０８を含む。一実施形態では、左部１６０４は未加工データを取り込み、入力
データを集約する単一測定値を産出するデータに精度または検出／弁別分析機能のいずれ
かを適用する。それは、視野および複数追跡の測定値に対する中間レベル機能１６０６、
ならびに外部記憶装置に送信される。その第１の外部記憶装置またはキャッシュは、持久
力の測定に使用するためにごく最近から同様の測定値が戻る。中間レベル機能１６０６か
らの出力は、平均化のために中心傾向（すなわち算術平均）および変動性（すなわち標準
偏差）を見積もるために、測定値を蓄積する別の外部記憶装置に送信される。この第２の
外部記憶装置からのデータは、本測定結果と組み合わせて右基準部１６０８の点数に変換
される。また図面は、より広い鎖内の分析部１６００の配置を示すために図面の左下に小
さいサブチャート１６１０も示す。
【０４１５】
　図１７は、本明細書の一実施形態によるメディアを修正するための方法を示す流れ図を
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提供する。一実施形態では、方法は、図１Ａおよび様々な実施形態の状況で上に記載され
たＳＤＥＰ１１８内に実装される。ユーザはメディア、例えばＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディ
アを提示される。実施形態では、メディアは、ＨＭＤまたは装置をレンダリングするあら
ゆる他の型のＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアを通して提示される。ユーザがメディアを経験
している間に、１７０２ではＳＤＥＰはユーザの視覚データを受信する。一実施形態では
、ユーザは図１Ａのユーザ１０２に従う。一実施形態では、視覚データは、メディア実施
形態内で取り組む様々な求心性および遠心性データ源から受信される。１７０４では、視
覚データは、メディアを処理してそれを修正するために使用される。実施形態では、視覚
データはリアルタイムで処理される。メディアは、ユーザがメディアを最適な手法で経験
できるように修正されてもよい。メディアは、ＶＩＭＳ、またはそうでなければユーザの
視覚容量に基づいて誘発されることがある、あらゆる他の問題を最小にするために、ユー
ザの経験を向上させるために修正されてもよい。実施形態では、メディアは異なるアプリ
ケーションに対して異なって修正される。例えばメディアはゲームのユーザと、潜在的な
顧客であるユーザに対して異なって修正され、この場合メディアはゲームを通して、また
広告を通してそれぞれ表される。他の例では、メディアは特定のアプリケーションおよび
コンテンツ経験のユーザに対して異なって表されてもよい。一実施形態では、視覚データ
はそれを修正するためにリアルタイムで処理される。視覚データは、ここではバッチおよ
びリアルタイム分析の両方を通して開発された視覚モデル／プロファイル／ペルソナであ
り、自律神経データ入力とともに求心性および遠心性データの状況に合わせられる。別法
として視覚データはバッチに記憶されて修正のために分析される。メディアを処理する異
なる形は、図２の状況において上に説明されている。またＶＰＩも、様々なメトリックに
よりその修正のためにメディアを処理するために使用されてもよい。１７０６では、修正
されたメディアはユーザに表される。一実施形態では、修正されたメディアは同時にまた
は異なる時にユーザの群に表され、そこで群のユーザは同様の視覚データに対応してもよ
い。得られるメディアは前に表されたメディアに続き、ユーザに対して決定されたある特
定のメトリックに従って修正されてもよい。
【０４１６】
　図１８は、本明細書の別の実施形態によりメディアを修正するための方法を示す流れ図
を提供する。一実施形態では、方法は、図１Ａおよび様々な実施形態の状況で上に記載さ
れたＳＤＥＰ１１８内に実装される。ユーザはメディア、例えばＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメデ
ィアを表される。実施形態では、メディアは、ＨＭＤまたは装置をレンダリングするあら
ゆる他の型のＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディア通して表される。ユーザがメディアを経験して
いる間に、１８０２ではＳＤＥＰはユーザの視覚データを受信する。一実施形態では、ユ
ーザは図１Ａのユーザ１０２に従う。一実施形態では、視覚データは、メディア環境内で
取り組まれる様々な求心性および遠心性データ源から受信される。１８０４では、視覚デ
ータは、ユーザの視覚経験に直接または間接的に影響を及ぼすことがあるメトリックを同
定するために使用される。図１３の表の文脈において上に説明されたように、メトリック
はユーザの経験に影響を与える心理測定を分解する助けとなることがある。１８０６では
、メトリックから導出された情報は、メディアを処理しそれを修正するために使用されて
もよい。メディアは、ユーザが最適な手法でメディアを経験できるように修正されてもよ
い。メディアは、ＶＩＭＳまたはそうでなければユーザの視覚容量に基づいて誘発される
ことがある、あらゆる他の問題を最小にするために、ユーザの経験を向上させるために修
正されてもよい。実施形態では、メディアは異なるアプリケーションに対して異なって個
人向けに修正される。例えばメディアはゲームのユーザと、潜在的な顧客であるユーザに
対して異なって個人向けにされ、この場合メディアはそれぞれゲームを通して、また広告
を通して表される。一実施形態では、視覚データはそれを修正するためにリアルタイムで
処理される。別法として視覚データはバッチに記憶されて修正のために分析される。メデ
ィアを処理する異なる形は、図２の状況において上に説明されている。１８０８では、修
正されたメディアはユーザに表される。一実施形態では、修正されたメディアは同時にま
たは異なる時にユーザの群に表され、そこで群のユーザは同様の視覚データに対応しても
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よい。得られるメディアは前に表されたメディアに続き、ユーザに対して決定されたある
特定のメトリックに従って修正されてもよい。
【０４１７】
　使用例
　本明細書の様々な実施形態によるＳＤＥＰによって生成されたデータは、異なる形で使
用されてもよい。実施形態では、ＳＤＥＰによって出力されたデータは、ゲーマ、広告主
などに対して異なって包装されてもよい。
【０４１８】
　システムによって決定され、分析された感覚入力は、最終的に作業を起動して取組みを
してもよい。実施形態では、感覚情報はユーザから購入され、ＳＤＥＰなどのプラットフ
ォームを通してデータに値を追加した後に、感覚データ交換を生み出すために使用されて
もよい。本明細書の実施形態では、個人および潜在的顧客の感覚はＳＤＥＰで測定され、
監視されてもよい。
【０４１９】
　実施形態では、ＳＤＥＰは、スマートデバイス、ウェアラブル、視線追跡ツール、ＥＥ
Ｇシステム、ならびに仮想現実および拡張現実のＨＭＤなどの技術から発生したデータを
有利に使用することができる。例えばＥＥＧ帯は、脳内の電極、ならびに視覚ベンチマー
クを生成し、最終的に視力を継時的に向上する助けとなるように設計されたゲーム型アプ
リケーションに対する眼球運動を追跡するために使用されてもよい。
【０４２０】
　実施形態では、ＳＤＥＰによって出力されたデータは、医療使用（視力、眼精疲労、外
傷性脳損傷、および運動視機能）、運動選手／スポーツなどに対して異なって梱包されて
もよい。例えばアプリケーションは、デジタルの眼精疲労効果を一定期間にわたって追跡
する、または眼と脳を連結する重要な領域を測定することにより、フットボールなどの接
触型スポーツにおける外傷性脳損傷を検査する能力を含む。
【０４２１】
　実施形態では、本明細書のシステムおよび方法は、深層学習システムを開発するために
使用され、また人工ニューラルネットワークをモデル化するために使用される。深層学習
を含む人工ニューラルネットワークおよびその高度な形は、これに限定されないが、とり
わけ画像／発話認識、言語処理、顧客関係管理（ＣＲＭ）、生命情報科学、顔表情認識な
どの様々なアプリケーションを有する。実施形態では、ＳＤＥＰは、人間の感覚系をモデ
ル化するために遠心性情報と求心性情報との間のフィードバックループを使用する。さら
なる実施形態では、ＳＤＥＰは、情報の求心性源および遠心性源と組み合わせるために追
加のセンサから情報を調達する。
【０４２２】
　使用例１：該当メディア内の情報のユーザの把握力を向上するためにメディアを修正す
る
　一実施形態では、ユーザの把握力の程度は、知識および理解を試験することにより、す
なわち表示装置を通して複数の質問を表すこと、それらの質問に応答してユーザから入力
を受信すること、およびユーザがどの程度まで質問に正しく回答したかを決定することに
よって測定される。またユーザの把握力の程度は、行為の微妙な変化を含むユーザの行為
から、またユーザの自律神経および電気生理学測定からも推測されることがある。
【０４２３】
　より具体的には、本明細書は、該当メディアによって連通されるユーザの情報把握力を
向上させるために、ＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ環境に表示されたメディアを修正す
るためにユーザに提供される方法、システムおよびソフトウェアを説明する。図１９は、
本明細書の一部の実施形態により、把握力を向上させるためにメディアを修正するための
例示的工程を説明する流れ図を示す。１９０２では、さらに以下に説明されるように、複
数のデータに対する第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動データ（
素早い走査および／またはサッケード運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔径、瞼の



(75) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用するこ
とによって取得される。加えてＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ装置は、その中に組み込
まれる以下のセンサの１つまたは複数を含むことができる。
１．基礎体温、心拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、および／または身体の速度
を検出するように構成された１つまたは複数のセンサ
２．四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、および／または四肢の速度を測定するように
構成された１つまたは複数のセンサ
３．脈拍数および／または血液酸化を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
５．味覚および嗅覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
６．圧力を測定するための１つまたは複数のセンサ
７．従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを収集
するためのあらゆる他の形の制御装置などの少なくとも１つの入力装置
８．脳波検査を行うための装置
９．心電図検査を行うための装置
１０．筋電図検査を行うための装置
１１．電気眼振検査を行うための装置
１２．網膜電図検査を行うための装置
１３．ガルバニック皮膚反応を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
【０４２４】
　実施形態では、これらの装置の組合せによって取得されたデータは、眼瞼裂（その変化
率、初期状態、最終状態、および動的変化を含む）、瞬目率（その変化率および／または
部分瞬目の完全瞬目に対する比率を含む）、瞳孔径（その変化率、初期状態、最終状態、
および動的変化を含む）、瞳孔位置（その初期位置、最終位置を含む）、凝視方向、凝視
位置（その初期位置および最終位置を含む）、転導（比率に基づいた輻輳に対する開散、
継続時間、および／または動的変化を含む）、固視位置（その初期位置、最終位置を含む
）、固視継続時間（変化率を含む）、固視率、固視回数、サッケード位置（その変化率、
初期位置、および最終位置を含む）、サッケード角度（標的に向かうその関連性を含む）
、サッケードの大きさ（その距離、アンティサッケードまたはプロサッケードを含む）、
プロサッケード（その比率に対するアンティサッケードを含む）、アンティサッケード（
その比率に対するプロサッケードを含む）、復帰抑制（存在および／または大きさを含む
）、サッケード速度（大きさ、方向および／または標的に向かう関連性を含む）、サッケ
ード回数を含むサッケード率、追従眼球運動（それらの開始、継続時間、および／または
方向を含む）、画面距離（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭
部方向（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭部固定（その変化
率、初期位置、および／または最終位置を含む）、四肢追跡（その変化率、初期位置、お
よび／または最終位置を含む）、重量配分（その変化率、初期配分、および／または最終
配分を含む）、周波数領域（フーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の
出力、筋電図検査の出力、電気眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚
反応、体温（その変化率、初期温度、および／または最終温度を含む）、呼吸数（その変
化率、初期比率、および／または最終比率を含む）、酸素飽和度、心拍数（その変化率、
初期心拍数、および／または最終心拍数を含む）、血圧、発声（その高さ、大きさ、およ
び／または意味を含む）、推定された遠心性応答、呼吸数、顔の表情（微表情を含む）、
嗅覚処理、味覚処理、ならびに聴覚処理の１つまたは複数に関連するデータを含んでもよ
い。各データの型は考慮したときに重点を個別にまたは組み合わせて保持することがある
。
【０４２５】
　メディア内で一部の空間的に画定された工程のユーザの把握力を精査するために、シス
テムは、ユーザが見ているところの測定値を適用し、ユーザがメディア内の関係領域に対
するメディア内の無関係領域を見るのに費やす時間の割合を測定する。またシステムは、
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ユーザがほとんど焦点を合わせていない視覚空間のサンプリングに比べて、特定領域にそ
の注意に焦点を合わせる程度も測定できる。
【０４２６】
　一実施形態では、システムは、関心対象の関係領域の無関係領域に対する固視数、周波
数または平均継続時間の割合として定義された関係固視ＲＲｅｌ．Ｆｉｘ．の割合を決定
する。
【数６】

 
【０４２７】
　ユーザが無作為に見回しており、関係領域および無関係領域がほぼ等しい大きさである
場合、この割合はおよそ１であるべきである。ユーザが関係領域により多く焦点を合わせ
ている場合、割合は１を超えるべきであり、この割合が大きいほどシステムがユーザによ
り把握されていると考えられる。システムは、ユーザが該割合に基づいてメディアコンテ
ンツを把握しているか、または把握していないかを決定する。割合が所定の閾値を下回る
場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせていない、無作為に見回している、かつ／ま
たはメディアを把握していないと決定する。割合が所定の閾値を超えている場合は、シス
テムは、ユーザが焦点を合わせている、無作為に見回していない、かつ／またはメディア
を把握していると決定する。
【０４２８】
　一実施形態では、システムは、無関係領域に比べて関係領域に向かってより多くの眼球
運動を示すサッケードパラメータから導出された測定値を決定する。システムは、ユーザ
がサッケード運動に基づいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコンテンツを把握して
いるか、または把握していないかを決定してもよい。
【０４２９】
　サッケード角度に関しては、関係領域に対する絶対角度の平均｜θ｜ｓａｃｃａｄｅ－

ｒｅｌｅｖａｎｔは、ユーザがより頻繁に関係領域に向かって見ている場合は９０度より
はるかに小さく、ユーザが無作為に見回している場合はおよそ９０度であり、ユーザが概
して関係領域から眼をそらしている場合は９０度より大きくなければならない。ユーザが
関係領域に向かってより多く見ている場合、角度は９０度未満であるはずであり、システ
ムはユーザが焦点を合わせており、メディアを把握できると決定してもよい。角度が９０
度近くまたはそれ以上である場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせていない、無作
為に見回している、かつ／または把握力が低い、もしくはメディアを把握していないと決
定してもよい。
【０４３０】
　サッケードの大きさに関して、関係領域に対する平均の大きさのコンポーネントＭｓａ

ｃｃａｄｅ－ｒｅｌｅｖａｎｔは、ユーザが関係領域に向かってより頻繁に見ている場合
は有意な正であり、ユーザが無作為に見回している場合はおよそ０であり、ユーザが概し
て関係領域から眼をそらしている場合は有意な負であるべきである。ここでは正の平均の
大きさは有意なレベルの把握力を示唆するはずであるのに対して、およそ０または負の値
はユーザによるＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコンテンツの把握力が低いレベルを
示唆するはずである。実施形態では、システムは、該当メディアによって連通される情報
のユーザの把握力を向上させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境または従来のラップトッ
プ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコンピュータ環境内に表示されたメディ
アを修正するためにこの情報を使用する。
【０４３１】
　また関係固視定義の割合もサッケードパラメータに広げられてもよいが、これらは概し
て固視パラメータと等価であると想定されてもよい。
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【数７】

【０４３２】
　別の実施形態では、システムは、眼球運動は関連語または場面内のオブジェクトの間を
頻繁に行き来するという事実を活用する測定値を決定する。
【０４３３】
　システムは、把握力の測定値として関係すると公知の領域（ＡおよびＢ）間の固視相互
関係Ｃｆｉｘａｔｉｏｎを定義する。

【数８】

【０４３４】
　一実施形態では、システムは、
概して領域ＡおよびＢに向かう角度（θｓａｃｃａｄｅ－Ａ→０およびθｓａｃｃａｄｅ

－Ｂ→０）をもつサッケードに基づいてサッケード相互関係Ｃｓａｃｃａｄｅを定義する
。
【数９】

 
【０４３５】
　これらの種類の相互関係が大きいほど、システムは、より多くのユーザが場面内の２つ
の関係したオブジェクトの行為を監視しており、より大きな把握力を示すと決定する。シ
ステムは、ユーザが相互関係に基づいてメディアコンテンツを把握しているか、または把
握していないかを決定する。相互関係が所定の閾値を下回る場合は、システムは、ユーザ
が焦点を合わせていない、無作為に見回している、かつ／またはメディアを把握していな
いと決定する。相互関係が所定の閾値を超えている場合は、システムは、ユーザが焦点を
合わせている、無作為に見回していない、かつ／またはメディアを把握していると決定す
る。システムは、その代わりに逆が真であるように設計されてもよいことを理解されたい
。すなわち相互関係が所定の閾値を超えている場合は、システムは、ユーザが焦点を合わ
せていない、無作為に見回している、かつ／またはメディアを把握していないと決定する
。相互関係が所定の閾値を下回る場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせている、無
作為に見回していない、かつ／またはメディアを把握していると決定する。
【０４３６】
　場面の知識および何の領域が関係しているか、または信号の把握に関係するべきである
かの知識がない場合であっても、システムは、場面内に焦点が合わせられた注意の多少が
、把握力の程度を示すと想定されてもよい。より直接的な把握測定値（すなわち質問）と
組み合わせて、焦点の測定値は単純な正／誤測定値を取り込み、それをある大きさに割り
当てるために使用することができる。
【０４３７】
　一部の実施形態では、把握力は、話し手と聞き手の両方が同じものを閲覧しているとき
に、話し手に比べた聞き手の眼球運動データからも収集される。聞き手の眼球運動が話し
手の眼球運動に相互関係すると決定された際、共通の視覚場面で何かが説明されている間
にシステムはユーザが把握できると決定してもよい。システムは、話し手の眼球運動と聞
き手の対応する眼球運動との間の遅延が下がるときに、より大きく把握した結果であると
考えられることがある。
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【０４３８】
　聞き手の眼球運動の相互関係は、τ秒の遅延で話し手および聞き手に対する時間関数と
して、固視位置を使用して以下のように算出されてもよい。
【数１０】

実施形態では、上の相互関係はおよそτ＝２ｓでピークに達する。相互関係が大きいほど
、システムは、より多くのユーザが場面で２つの関係したオブジェクトの行為を監視して
おり、それによってより大きい把握力を提案すると決定する。システムは、ユーザが相互
関係に基づいてメディアコンテンツを把握しているか、または把握していないかを決定す
る。相互関係が所定の閾値を下回る場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせていない
、無作為に見回している、かつ／またはメディアを把握していないと決定する。相互関係
が所定の閾値を超えている場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせている、無作為に
見回していない、かつ／またはメディアを把握していると決定する。システムは、その代
わりに逆が真であるように設計されてもよいことを理解されたい。すなわち相互関係が所
定の閾値を超えている場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせていない、無作為に見
回している、かつ／またはメディアを把握していないと決定する。相互関係が所定の閾値
を下回る場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせている、無作為に見回していない、
かつ／またはメディアを把握していると決定する。
【０４３９】
　実施形態では、焦点の領域Ａｆｏｃｕｓは、所与の期間の記録に対する固視（Ｎｆｉｘ

ａｔｉｏｎ）または総固視継続時間（ΣＤｆｉｘａｔｉｏｎ）のある割合ｐ（例えば７５
％）を含有する視野（視覚角度の平方度）の最小面積として決定される。これは数または
継続時間によって画定された固視の部分集合のすべてを含有する最小円の面積を見積もる
こと、ならびにすべての可能な部分集合を反復すること、およびすべての部分集合の中で
最小面積を保つことにより、アルゴリズムで発見されてもよい。実施形態では、決定され
た面積は、ユーザにより大きい把握力を供給する面積を示してもよい。
【０４４０】
　眼をそらす
　ユーザが眼をそらす（凝視を避ける）行為は、資源を解放するために視覚系に入る詳細
な情報の量を限定するために機構を示す、認知的負荷と相互に関係する。システムは、ユ
ーザが表示装置から眼をそらす（ΣＤｆｉｘａｔｉｏｎ　ａｗａｙ）時間の量が大きいほ
ど、課題の要求が多い可能性があり、次いでこれは（眼をそらすことは上記のように認知
的負荷と相互に関係するので）より大きい把握力の証拠であると決定される。追加の実施
形態では、ユーザがあまり高くない空間周波数コントラストの領域に向かってより多く見
ると観察された場合、システムは、所与の課題の要求が大きいことにより、ユーザが眼を
そらす必要が生じ、したがって把握力がより大きい証拠であると再度決定することがある
。実施形態では、眼をそらす行為に関連した頭部運動は、把握力を決定するために眼球運
動の代わりに、または眼球運動に加えて使用されてもよい。
【０４４１】
　読解
　実施形態では、システムは、読解中の眼を追跡することによりユーザの把握力レベルを
決定する。システムは、読まれるテキストの知識を有し、これは把握力の測定値を決定す
るために使用される。実施形態では、測定値は特定の単語への固視継続時間、逆行サッケ
ードの数または頻度（一事例では、英語については、同じ行上／同じ文内で左向きのサッ
ケードが決定され、異なる言語に対してそれに応じて逆行サッケードの方向は異なり、測
定されてもよい）、および特定の文部分への固視継続時間に基づいて決定される。固視継
続時間が低いほど、かつ／または逆行サッケードの頻度が大きいほど、システムは、ユー
ザの把握力がより大きいと決定する。システムは、ユーザが固視継続時間に基づいてメデ
ィアコンテンツを把握しているか、または把握していないかを決定する。継続時間が所定
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の閾値を超える場合は、システムは、ユーザがメディアを把握するのに困難に直面してい
ると決定する。継続時間が所定の閾値を下回る場合は、システムは、ユーザが焦点を合わ
せている、かつ／またはメディアを把握していると決定する。
【０４４２】
　またシステムは、瞬目率（ｆｂｌｉｎｋ）が読解中に低減することも示し、これにより
瞬目の間の時間のばらつきも増加する。実施形態では、システムは、確立した基線に対し
て瞬目率の低下を決定する（ｆｂｌｉｎｋはｆｂｌｉｎｋより著しく少ない）。基線に対
して遅い瞬目の作用は、平均からの偏差を算出することによって決定されてもよい。平均
からの偏差が大きいほど、システムは、ユーザの把握力が大きいと決定する。
【０４４３】
　電気生理学
　実施形態では、電気生理学の記録はある特定のコンテンツ内の把握力の程度の測定値を
産出する。例えば電気生理学の事象に関係した電位（ＥＥＧ－ＥＲＰ）を使用して、読解
中に予期しない、および／または不適切な単語に対する一部の認知電位（Ｎ２、Ｎ４００
、Ｐ３００、Ｐ６００）の振幅に増加が見られることがある。実施形態では、システムは
、著しい振幅値に応答して、より大きい把握力を示すためにまれな、新規のまたは予期し
ない刺激から生じる認識ＥＥＧ電位（Ｎ２、Ｎ４４、Ｐ３００、Ｐ６００）の増加を決定
する。概してシステムは、基線に比べた振幅値の変化は把握力の程度に比例すると結論付
けてもよい。振幅の正の変化はより大きい把握力の結果であると考えてもよい一方で、低
下したまたは負の変化は焦点を合わせるかつ／または把握する能力が下がった結果である
と考えてもよい。
【０４４４】
　読むものに依存してこれらの振幅の変化の有無は、ユーザが読んでいるものを正しく解
釈しているかどうかをシステムが決定する助けとなる。より一般的には、一部のＥＥＧ－
ＥＲＰコンポーネントは認知的負荷を測定するために使用することができ、認知的負荷自
体がある特定の状況内で把握力の類似物であることがある。またガルバニック皮膚反応（
ＧＳＲ－ＥＲＰ）も使用することができ、値の増加は認知的負荷の増加を示し、したがっ
て把握力が大きくなることを示す。実施形態では、システムは、把握力の信号としてＧＳ
Ｒ－ＥＲＰの著しい増加を決定する。
【０４４５】
　実施形態では、システムは、把握力を測定するために概して脳波活動を使用する。例え
ばベータ／ガンマ周波数帯（２０～７０Ｈｚ）の活動が増加すると、連合学習を含む様々
な認知過程に繋ぐことができる。システムは、増加した把握力の信号であるベータおよび
ガンマ周波数帯（≧１６Ｈｚ）におけるＥＥＧの著しいエネルギーの増加を決定する。
【０４４６】
　タイミング
　応答時間は、概してユーザが正しいと推測するときに比べて、ユーザが正しいとわかっ
ているときの正しい応答はより速くなる。加えてシステムは、把握力を測定するために場
面または物語の主要なコンポーネントの導入への行為の相対的タイミングを使用する。実
施形態では、システムは、場面内の要素が不明瞭から適合に変わる、または課題／問題が
所定の時間に解決不可能から解決可能に進むとき、把握力の増加を決定する。実施形態で
は、システムは、この情報が具体的には新しい情報が入手可能になる瞬間を決定する。シ
ステムは、本明細書の様々な実施形態に説明された他の測定値を分析するために、新しい
情報が入手可能になった直後に基づいて適切な期間をさらに選別してもよい。
【０４４７】
　把握力の発現
　把握力の発現は、把握力の程度を測定するために上に一覧にされたものを含む、様々な
測定値から変化する状態によって明らかにすることができる。把握力の発現の測定値は、
必ずしも反応時間データほど正確でなくてもよく、把握を始める瞬間を同定する代わりに
、以下の測定値が一連の刺激および反応事象のどのような点でユーザが新しい理解を得る
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かを示してもよい。例えば正／誤応答に依拠する場合、システムは、正しい応答の百分率
が低い基線からより高いレベルに飛躍する時点を使用する。
【０４４８】
　システムは、適用できる場合、正しい応答の百分率が著しく増加する時点として把握力
の発現を決定する。一実施形態では、把握力の発現は１回目のフレームに対する２回目の
フレームから、または前のＮ個の応答に対する現在のＮ個の応答から、百分率の正しい応
答を比べるためにｔ試験を使用して決定される。但し数Ｎは統計的に有意であるように十
分に大きい。
【０４４９】
　標的検出
　実施形態では、システムは、標的の同定を知るには把握力を必要とする標的をユーザが
検出し、かつ／または選別するときに把握力の発現を決定する。加えてシステムは、ユー
ザが標的の同定および／または標的場所を指すこと、身振り、面することもしくは向けら
れた凝視を示す、声または手動の応答に基づいて、適切に検出および／または選別するこ
とができることを決定する。実施形態では、システムは、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディア内
の標的が正しく同定され、かつまたは配置される時点として把握力の発現を決定する。適
用できる場合、これは偶然可能であった比率または程度より大きい比率または程度である
べきである。システムは、より大きい把握力を示す特別の閾値より大きい把握力の発現の
比率を決定する。一方システムは、把握力が低減するまたは欠如する特別の閾値以下の把
握力の発現の比率の結果であると考えてもよい。システムは、ユーザが把握力の発現の比
率に基づいてメディアコンテンツを把握しているか、または把握していないかを決定する
。
【０４５０】
　固視継続時間
　場面の初期サンプリングは問題を解決するために必要な情報のすべてを取り込むが、ユ
ーザが行き詰まった場合、焦点が内方に向かうにつれて固視の継続時間が増加する。一旦
解決策が見つかると、固視継続時間は、ユーザが正常の走査を再開した際に減少し、利用
可能な情報を確認することによりそれらの解決策を検証する。したがって継時的に固視継
続時間内のピークを探し、その後あらゆる急落を見つけることにより把握力の発現を見積
もることができる。ユーザが、固視継続時間の増加に関連した初期サンプリングの後、低
い固視継続時間に関連した正常の走査を再開したとわかった場合、システムは、把握力の
発現を示すような実例を決定する。実例は、把握力の発現を決定するために対応するＶＲ
／ＡＲ／Ｍｘメディア内に表示された情報とさらに組み合わされる。実例が低い、または
存在しない場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせていない、無作為に見回している
、かつ／またはメディアを把握していないと決定する。実例が存在するかつ／または高い
場合は、システムは、ユーザが焦点を合わせている、無作為に見回していない、かつ／ま
たはメディアを把握していると決定する。実施形態では、システムは、有意により長い固
視継続時間（Ｄｆｉｘａｔｉｏｎ）の期間の終了として把握力の発現を決定する。
【０４５１】
　瞳孔拡張
　別の実施形態では、システムは把握力の発現を検出するために瞳孔拡張を使用する。ピ
ーク瞳孔拡張に対する大きさおよび時間は、把握力の程度および発現のそれぞれの信号を
送るために使用することができる。システムは、概して注目すべき事象として数秒前にい
くつかと比較して瞳孔のあらゆる有意な拡張を観察してもよい。システムは、ユーザが発
現時にピーク瞳孔拡張に対する大きさおよび時間に基づいてメディアコンテンツを把握し
ているか、または把握していないかを決定する。
【０４５２】
　実施形態では、システムは、瞳孔径の急速な著しい増加（Ｓｐｕｐｉｌ）を把握力の発
現と決定する。実施形態では、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内でレンデリングしたメディアの
コンテンツは、瞳孔拡張に関連する観察で要因とされる。例示的状況は、ユーザが課題に
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取り組んでメディアを通して提供された刺激から新規の意味を導出しているときである。
【０４５３】
　顔の合図
　実施形態では、システムは、顔の表情の一時的な変化は、困惑、心配、および集中のよ
うな状態の発現の表示として決定する。例示的一実施形態では、目を細めるユーザは困惑
している表示であるのに対して、細目を解除することは把握力が生じた表示である。実施
形態では、システムは、部分的な開眼から完全な開眼への移行（Ｐｂｏｔｈ　ｅｙｅｓ　

ｏｐｅｎの非ゼロ基線からの著しい増加）を適切な状況における把握力の発現と決定する
。システムは、ユーザが部分的な開眼から完全な開眼への移行に基づいてメディアコンテ
ンツを把握しているか、または把握していないかを決定する。
【０４５４】
　度合測定の急激な増加
　様々な実施形態において、システムは、把握力の発現を決定するために上記の測定値の
１つまたは組合せを使用する。システムは、この目的で上記の測定値をサンプリングする
。一例では、ユーザが低い、または基線の把握力の度合から把握力の高い度合に急に進ん
だ場合、システムは、把握の始まったときを決定することができる。実施形態では、把握
力の度合は、把握力のレベルおよび発現を同定するために上記の１つまたは複数の測定値
の組合せに基づく。アルゴリズムでこれは、前後で把握力の度合の測定値が最も大きく、
かつ統計的に有意な差がある時を見つけることによって確立されてもよい。システムは、
ユーザが度合測定の急激な差に基づいてメディアコンテンツを把握しているか、または把
握していないかを決定する。パラメータの急激な差は、該当パラメータに対する歴史的値
の所定の標準偏差より大きいものである。測定値が所定の標準偏差を過ぎると、パラメー
タは急激に変化したと判断され、それによってパラメータの値の範囲に基づいて把握状態
（増加または低減のいずれか）を示す。
【０４５５】
　把握の失敗または欠如
　実施形態では、システムは、把握の失敗または全般的な欠如を示す何らかの測定値を決
定する。把握力の度合に予期された変化、または把握力の発現のいかなる兆しもないこと
は、把握の失敗を示すことがある。システムは、不満または検索の発現の信号を送るよう
に決定した何らかの新しい行為を同定することがある。一実施形態では、体温および／ま
たは心拍数の増加は把握の課題の間に不満の信号を送ることがある。
【０４５６】
　一実施形態では、システムは、把握の欠如の信号として、わかる問題への応答の遅延に
関連した体温および／または心拍数の著しい増加を決定する。システムは、ユーザが把握
の欠如の信号として、わかる問題への応答の遅延に関連した体温および／または心拍数の
所定の増加に基づいて、メディアコンテンツを把握しているか、または把握していないか
を決定する。
【０４５７】
　把握と相互関係がないように思われる視線凝視位置、具体的には短い固視継続時間（＿
Ｄ_ｆｉｘａｔｉｏｎより著しく少ないＤ_ｆｉｘａｔｉｏｎ）および大きく飛躍する課題
空間全体をサンプリングするサッケード（＿Ｍ_ｓａｃｃａｄｅより著しく大きいＭ_ｓａ
ｃｃａｄｅ）を特徴とする非特異性検索は、一部の逃した合図に対して探し求めているこ
とを示すことがある。実施形態では、システムはこのような実例を把握の欠如の結果と考
える。
【０４５８】
　実施形態では、システムは、適切な状況での把握の欠如の表示として、著しく短い固視
継続時間および著しく大きいサッケードの大きさを特徴とする、無作為または焦点を合わ
せていない検索を決定する。システムは、ユーザが著しく短い固視継続時間および著しく
大きいサッケードの大きさを特徴とする無作為または焦点を合わせていない検索に基づい
て、メディアコンテンツを把握しているか、または把握していないかを決定する。
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【０４５９】
　他の相互関係
　実施形態では、システムは、行為の電気生理学および／または自律神経測定値と、複数
の選択肢の中から正しい選別をするような、曖昧性の少ない把握力測定値との間に新しい
相互関係を発見できる機械学習を使用する。一部の例では、上記の測定値の一部は特殊な
状況であり、程度の差はあるが安定しており、予期しているものの反対の信号を送ること
でさえあり得る。しかしユーザが偶然に予期したより良好な比率で正しく応答できる能力
は、把握および理解の兆候として取り込むことができる。システムは、すべての利用可能
な測定値を相互に関係させ、把握の傾向を探すことができる。したがってＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲ環境内に現れたメディアは、ユーザおよび／またはユーザの群に対してその把握力を
増加させるために修正される。
【０４６０】
　１９０４では、上記の複数のデータに対する第２の値が取得される。実施形態では、第
１の値および第２の値は、上記のデータの型を含む同じデータの型からなる。１９０６で
は、データの第１および第２の値は、継時的に複数のデータの１つまたは複数の変化を決
定するために使用される。現在使用している場合のシナリオの実施形態では、システムの
ハードウェアおよびソフトウェアによって追跡され記録された１つまたは複数の以下の変
化は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアのユーザによって低減された把握力に反映することが
ある。
１．眼瞼裂の高さの低減
２．瞬目率の増加
３．瞬目率に対する変化率の増加
４．部分的な瞬目の完全な瞬目に対する比率の増加
５．瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
６．凝視方向に対する標的の関係性の低減
７．凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
８．固視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
９．固視の継続時間の変化率の増加
１０．サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
１１．サッケードの角度に対する標的の関係性の低減
１２．アンティサッケード／プロサッケードの比率の増加
１３．復帰抑制の増加
１４．画面距離の増加
１５．標的に関係する頭部方向の低減
１６．標的に関係する頭部の固定の低減
１７．標的に関係する四肢の運動の低減
１８．重量配分の移動
１９．アルファ／デルタ脳波割合の低減
２０．アルファ／シータ脳波割合の増加
２１．体温の増加
２２．呼吸数の増加
２３．把握力の低減
２４．酸素飽和度が低い
２５．心拍数の増加
２６．血圧の変化
２７．発声の増加
２８．反応時間の増加
【０４６１】
　システムは、ユーザが以下の変化に基づいてＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ環境内の
メディアの把握力の程度が増加したと決定してもよい。
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１．瞳孔径に対する変化率の増加
２．輻輳率の増加
３．開散率の増加
４．固視率の増加
５．固視回数の増加
６．サッケード速度の増加
７．サッケード率の変化の増加
８．サッケード回数（サッケードの数）の増加
９．滑動性追従の増加
【０４６２】
　加えてシステムは、ユーザが特殊な型のユーザ課題と組み合わせた以下の変化に基づい
て、メディアの把握力の増加または低減を経験していると結論付けてもよい。したがって
システムは、ユーザが以下に一覧にしたデータの型を、自身の把握力のレベルを増加して
いる、または低減しているかを決定するために取り組む特殊な型の課題と一緒に両方を分
析する。
１．固視継続時間の増加
２．サッケードの大きさ（サッケードの距離）の低減
【０４６３】
　また他の変化も記録されてもよく、異なる方法で解釈することができる。これらは、こ
れに限定されないが、顔の表情の変化（特殊な表情に依存してもよい）、味覚処理の変化
、および嗅覚処理の変化を含んでもよい。
【０４６４】
　データ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化の上述の一覧は、把握力
を向上させるために必要な変数を決定するために使用されてもよいが、これらの一覧は排
他的ではなく、他のデータ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化を含ん
でもよいことに留意されたい。
【０４６５】
　１９０８では、決定された複数のデータの継時的な変化は、ユーザの把握レベルの変化
の程度を決定するために使用されてもよい。把握レベルの変化は把握力の向上または把握
力の低減のいずれを示してもよい。
【０４６６】
　１９１０では、ユーザにレンダリングしたメディアは、把握力の低減した（または向上
した）程度に基づいて修正されてもよい。実施形態では、メディアは、低減した把握に反
映するデータの変化のすべてに対処するために修正されてもよい。実施形態では、１つま
たは複数の以下の修正の組合せを行ってもよい。
１．メディアのコンテンツを増加する
２．関心対象のオブジェクトをメディアにより大きく表示させる
３．メディアの輝度を高める
４．視野の中心に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクトの量を増やし、
視野の周辺の関心対象の該オブジェクトを低減する
５．メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変える
６．視野からオブジェクトを除去し、ユーザが該除去を認識したかどうかを測定する
７．該メディア内の色の量を増やす
８．該メディアに示されたオブジェクト内の影の程度を増加する
９．外部データ（人口統計または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変える
【０４６７】
　１つまたは複数の以下の表示、すなわち眼瞼裂の高さの増加、瞬目率の低減、瞬目率に
対する変化率の低減、部分的な瞬目の完全な瞬目に対する比率の低減、凝視方向に対する
標的の関係性の増加、凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、固視
の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、課題が必要とする固視の継続時
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間の増加、固視の継続時間の変化率の低減、サッケードの初期位置および最終位置に対す
る標的の関係性の増加、サッケードの角度に対する標的の関係性の増加、アンティサッケ
ード／プロサッケードの比率の低減、復帰抑制の低減、画面距離の低減、標的に関係する
頭部方向の増加、標的に関係する頭部の固定の増加、標的に関係する四肢の運動の増加、
重量配分の移動の低減、アルファ／デルタ脳波割合の増加、アルファ／シータ脳波割合の
低減、標準体温、標準呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、標準心拍数、標準血圧、課
題に関係する発声、標的にされた顔の表情、および標的にされた味覚処理は、把握力の向
上を確認するために観察されてもよい。
【０４６８】
　実施形態では、把握力の向上の特定の百分率または範囲が画定されてもよい。実施形態
では、データに対する追加の値は、１９１０で修正が実行された後、１９１４で継時的に
データの変更をさらに決定するために、１９１２で取得されてもよい。１９１６では、把
握力の向上の新しい程度／百分率／範囲が取得されてもよい。１９１８では、システムは
、把握力の向上が特定の範囲または百分率内であるかどうかを決定する。向上が不十分で
あるとシステムが決定した場合、システムはメディアをさらに修正するためにステップ１
９１０にループバックしてもよい。したがってメディアは繰り返し修正されてもよく１９
１０、把握力は、１％～１００００％のどこかの向上の百分率、またはその中のあらゆる
増加を達するまで測定されてもよい。
【０４６９】
　使用例２：該当メディア内の情報からユーザの疲労の経験を低減するためにメディアを
修正する
　一実施形態では、ユーザの疲労の経験および／または疲労の重症度は、疲労の目に見え
る兆候ならびに疲労を示す生理学的測定値を観察することによって測定される。またユー
ザの疲労の程度は、行為の微細な変化を含むユーザの行為から、ならびにユーザの自律神
経および電気生理学的測定値からも推測されてもよい。情報源に依存して、疲労の測定値
は、ユーザが疲労している、またはユーザが疲労し始めていることを知らせることがある
。あくびをしている、居眠りをしている、または目を閉じている、およびある特定の電気
生理学的パターンのような一部の行為は、記録するデータセッションの始めであっても、
ユーザが疲労しているというほぼ明確な信号を送ることができる。実施形態では、多くの
他の測定値における個々の変動性からなる比較のための基線は、人が疲労し始めているか
どうかを結論付けるために決定される。例えばユーザの反応時間は、疲労にほとんどまた
は全く関係がない多くの理由のために遅いことがある。その例では、ユーザの反応時間が
時間枠にわたって遅くなり始めていると観察されると、疲労の信号を送ることがある。
【０４７０】
　より具体的には、本明細書は、メディアによって連通する情報から疲労の測定値を低減
させるために、ユーザにＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ環境内に表示されたメディアを
修正させる方法、システムおよびソフトウェアを説明する。図２０は、本明細書の一部の
実施形態により、疲労を低減するためにメディアを修正するための例示的工程を説明する
流れ図を示す。２００２では、以下にさらに説明するような複数のデータに対する第１の
値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動データ（迅速な走査および／または
サッケード運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔径、瞼の間の眼瞼（瞼）裂距離を取
得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用することによって取得される。加
えてＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ装置は、その中に組み込まれた以下のセンサの１つ
または複数を含むことができる。
１．基礎体温、心拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、および／または身体の速度
を検出するように構成された１つまたは複数のセンサ
２．四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、および／または四肢の速度を測定するように
構成された１つまたは複数のセンサ
３．脈拍数および／または血液酸化を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ



(85) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

５．味覚および嗅覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
６．圧力を測定するための１つまたは複数のセンサ
７．従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを収集
するためのあらゆる他の形の制御装置などの少なくとも１つの入力装置
８．脳波検査を行うための装置
９．心電図検査を行うための装置
１０．筋電図検査を行うための装置
１１．電気眼振検査を行うための装置
１２．網膜電図検査を行うための装置
１３．ガルバニック皮膚反応を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
【０４７１】
　実施形態では、これらの装置の組合せによって取得されたデータは、眼瞼裂（その変化
率、初期状態、最終状態、および動的変化を含む）、瞬目率（その変化率および／または
部分瞬目の完全瞬目に対する比率を含む）、瞳孔径（その変化率、初期状態、最終状態、
および動的変化を含む）、瞳孔位置（その初期位置、最終位置を含む）、凝視方向、凝視
位置（その初期位置および最終位置を含む）、転導（比率に基づいた輻輳に対する開散、
継続時間、および／または動的変化を含む）、固視位置（その初期位置、最終位置を含む
）、凝視継続時間（変化率を含む）、固視率、固視回数、サッケード位置（その変化率、
初期位置、および最終位置を含む）、サッケード角度（標的に向かうその関連性を含む）
、サッケードの大きさ（その距離、アンティサッケードまたはプロサッケードを含む）、
プロサッケード（その比率に対するアンティサッケードを含む）、アンティサッケード（
その比率に対するプロサッケードを含む）、復帰抑制（存在および／または大きさを含む
）、サッケード速度（大きさ、方向および／または標的に向かう関連性を含む）、サッケ
ード回数を含むサッケード率、追従眼球運動（それらの開始、継続時間、および／または
方向を含む）、画面距離（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭
部方向（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭部固定（その変化
率、初期位置、および／または最終位置を含む）、四肢追跡（その変化率、初期位置、お
よび／または最終位置を含む）、重量配分（その変化率、初期配分、および／または最終
配分を含む）、周波数領域（フーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の
出力、筋電図検査の出力、電気眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚
反応、体温（その変化率、初期温度、および／または最終温度を含む）、呼吸数（その変
化率、初期比率、および／または最終比率を含む）、酸素飽和度、心拍数（その変化率、
初期心拍数、および／または最終心拍数を含む）、血圧、発声（その高さ、大きさ、およ
び／または意味を含む）、推定された遠心性応答、呼吸数、顔の表情（微表情を含む）、
嗅覚処理、味覚処理、ならびに聴覚処理の１つまたは複数に関連するデータを含んでもよ
い。各データの型は考慮したときに重点を個別にまたは組み合わせて保持することがある
。
【０４７２】
　ユーザの疲労の測定値を精査するために、システムは、前に詳述したこれらの測定値に
基づいて把握力、取組みまたは他の導出された状態の変化の測定値に適用する。これらの
状態の重複の曖昧さを除去する際に重要なツールは、時間の考慮である。時刻は機能およ
び疲労の測定値に影響を及ぼすと予想され、異なる時刻からの測定値が入手可能であると
きに考慮される。セッション中、またはより一般的に、所与の課題の特定の行為または機
能の継続時間も、疲労を測定中に考慮される。したがって時刻および課題の継続時間に依
存して、測定値が疲労の信号を送る可能性が増加する。
【０４７３】
　疲労の一部の測定値は、概して疲労の直接測定値と、疲労の状態（疲労の従来の測定値
）への移行を示す測定値に分類されてもよい。
【０４７４】
　疲労の直接測定値は、基線比較と無関係に測定されてもよい。一部の実施形態では、こ
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れらは、通常眠気すなわち覚醒状態と休眠状態との間の移行状態に関連する行為および測
定値である。直接測定値の例は、疲労の目に見える兆候および疲労の生理学的測定値を含
んでもよい。
【０４７５】
　目に見える兆候
　疲労または眠気の目に見える兆候は、顔および頭部の撮像によって大部分が測定されて
もよい。動画視線追跡器はこれらの測定値を獲得するために使用されてもよく、ＥＯＧ記
録も一部の行為を捕捉してもよい。
【０４７６】
　特に下方に遅く上方に速いパターンの頭部の頷きは、同様に疲労の潜在的な信号である
。一実施形態では、下方に遅く動いた後上方に速く動く頭部の頷きは、疲労の表示と考え
られる。
【０４７７】
　特に延長期間に対して閉じたまたは部分的に閉じた眼は、さらに別の疲労の兆候である
可能性がある。長期に（ほとんど）閉じた眼は、疲労の表示と考えることができる。例え
ば眼が少なくとも５０％開いている時間の割合が７５％未満であるとき（Ｐｅｙｅｓ　ｏ

ｐｅｎ（但しｐｂｏｔｈ　ｅｙｅｓ　ｏｐｅｎ≧５０％）＜０．７５％）、システムはユ
ーザが疲労していると考える。
【０４７８】
　実施形態では、眼球疲労はドライアイと相互関係がある。異常に低い涙液層破壊時間は
疲労の信号である可能性がある。一部の実施形態では、特殊な撮像方法を使用して眼球疲
労を測定する。システムは、著しいドライアイの兆候（低い涙液層破壊時間など）を眼球
疲労の表示とみなす。
【０４７９】
　実施形態では、あくびをすることまたは他の発声および離散した呼吸は疲労の表示であ
る。あくびをすることまたは他の単独の深い空気の吸い込みは疲労した状態の信号を送る
可能性があり、時間および発生率の両方に書き留められてもよい。
【０４８０】
　疲労への移行の１つの目に見える兆候は眼球運動を通して決定される。一実施形態では
、システムは、遅い眼球運動の兆候であるサッケード速度および大きさの低減、ならびに
固視の頻度の低減、ひいては疲労の発現もしくは増加の兆候を決定する。
【０４８１】
　また一実施形態では、瞬目の周波数が短くおよび高く移行することは、疲労の発現の表
示とみなされる。この条件では、ユーザの眼は部分的にまたは完全に閉じ始め、瞬目は正
常パターンから一連の小さく速いリズムの瞬目に進む。
【０４８２】
　別の実施形態では、急激な垂直の眼球運動は疲労の表示とみなされる。
【０４８３】
　ユーザが疲労の状態に移行すると、無限に向かって消失する（ゼロ輻輳）凝視の深さお
よびもはや動く刺激を追跡しないことがある眼球運動を表示することがあり、または刺激
の出現に応答しないことがある。したがって別の実施形態では、延長した期間に対して無
限に向かう凝視の３Ｄ深さは、疲労の表示とみなされる。
【０４８４】
　生理学的測定値
　生理学センサは、疲労の生理学的表示を決定するために使用されてもよい。
【０４８５】
　一実施形態では、心拍数および／または体温の著しい低減は睡眠に関連し、ユーザが覚
醒時にこれらの兆候を表示するときに疲労の表示とみなされる。
【０４８６】
　一実施形態では、低い周波数のＥＥＧ信号（例えば徐波睡眠パターン）内のエネルギー



(87) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

の増加は、疲労の信号と解釈される。例えば低い周波数（＜１０Ｈｚ）のＥＥＧエネルギ
ーが増加し、高い周波数（≧１０Ｈｚ）のＥＥＧエネルギーが低減するトレードオフは疲
労の表示である。
【０４８７】
　疲労への移行は、行為および確立された基線からの著しい逸脱に基づいて継時的な他の
状態の変化から決定されてもよい。疲労の移行測定値は、目に見える兆候を通して、なら
びに行為の測定値を通して観察されてもよい。
【０４８８】
　行為の測定値
　ユーザが刺激に反応することによって費やされた時間の増加は、疲労の表示であるとみ
なされてもよい。加えてユーザの応答の正確さおよびタイミングの測定値の低下は、疲労
のレベルに比例することがある。
【０４８９】
　一部の実施形態では、活動の延長した期間にわたる「機能」メトリックの低減は、疲労
の表示とみなされる。
【０４９０】
　場合によっては、ユーザの用心が低減することにより、刺激に応答する際に減率が増加
する。これらの場合、適切な状況において応答の割合が低減することは、疲労の表示とみ
なされる。
【０４９１】
　一部の実施形態では、システムは、長期の活動の状況における把握力、取組み、および
他の興奮状態の著しい低減を疲労の信号と決定する。一実施形態では、散漫性は把握力お
よび／または取組みの低減、またメディア経験からユーザの離脱の信号を送ることで増加
する。長期の継続時間は、活動の性質に基づいて画定されてもよいが、概して数十分から
数時間の範囲であってもよい。
【０４９２】
　他の相互関係
　実施形態では、システムは、行為、生理学的および／または可視測定値の間の新しい相
互関係、睡眠のような曖昧性の少ない疲労の測定値、ならびに長期の後およびある特定の
時刻における行為を特徴付ける能力を発見できる機械学習を使用する。システムは、すべ
ての利用可能な測定値を相互に関係づけ、疲労の傾向を探すことができる。したがってＶ
Ｒ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内に現れたメディアは、ユーザおよび／またはユーザの群に対して
疲労を低減するために修正される。
【０４９３】
　２００４では、上記の複数のデータに対する第２の値が取得される。実施形態では、第
１の値および第２の値は、上記のデータの型を含む同じデータの型からなる。２００６で
は、データの第１および第２の値は、継時的に複数のデータの１つまたは複数の変化を決
定するために使用される。現在使用している場合のシナリオの実施形態では、システムの
ハードウェアおよびソフトウェアによって追跡され記録された１つまたは複数の以下の変
化は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアのユーザが経験した疲労の増加したレベルに反映する
ことがある。
１．眼瞼裂の変化率の低減
２．眼瞼裂距離の休息状態が低い
３．眼瞼裂距離の活性状態が低い
４．部分的な瞬目の完全な瞬目に対する比率の増加
５．瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
６．凝視方向に対する標的の関係性の低減
７．凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
８．開散率の増加
９．固視の初期位置および最終位置に対する関係性の低減
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１０．固視継続時間の増加
１１．サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
１２．サッケードの角度に対する標的の関係性の低減
１３．サッケードの大きさ（サッケードの距離）の低減
１４．アンティサッケード／プロサッケードの比率の増加
１５．滑動性追従の増加
１６．画面距離の増加
１７．標的に関係する頭部方向の低減
１８．標的に関係する頭部の固定の低減
１９．標的に関係する四肢の運動の低減
２０．アルファ／デルタ脳波割合の低減
２１．酸素飽和度が低い
２２．血圧の変化
２３．反応時間の増加
【０４９４】
　システムは、ユーザが以下の変化に基づいてＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ環境内の
メディアと相互作用をしている間に疲労のレベルの低減を経験していると決定してもよい
。
１．瞬目率の増加
２．瞬目率に対する変化率の増加
３．瞳孔径に対する変化率の増加
４．輻輳の比率の増加
５．固視継続時間の変化率の増加
６．固視率の増加
７．固視回数の増加
８．復帰抑制の増加
９．サッケード速度の増加
１０．サッケード率の変化の増加
１１．サッケード回数（サッケードの数）の増加
１２．重量配分の移動
１３．アルファ／シータ脳波割合の増加
１４．体温の増加
１５．呼吸数の増加
１６．心拍数の増加
１７．発声の増加
【０４９５】
　また他の変化も記録されてもよく、異なる方法で解釈することができる。これらは、こ
れに限定されないが、顔の表情の変化（特殊な表情に依存してもよい）、味覚処理の変化
、嗅覚処理の変化、および聴覚処理の変化を含んでもよい。
【０４９６】
　データ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化の上述の一覧は、疲労を
低減するために必要な変数を決定するために使用されてもよいが、これらの一覧は排他的
ではなく、他のデータ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化を含んでも
よいことに留意されたい。
【０４９７】
　２００８では、決定された複数のデータの継時的な変化は、ユーザの疲労レベルの変化
の程度を決定するために使用されてもよい。疲労レベルの変化は疲労の向上または疲労の
低減のいずれを示してもよい。
【０４９８】
　２０１０では、ユーザにレンダリングしたメディアは、疲労の低減した（または向上し
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た）程度に基づいて修正されてもよい。実施形態では、メディアは、増加した疲労に反映
するデータの変化のすべてに対処するために修正されてもよい。実施形態では、１つまた
は複数の以下の修正の組合せを行ってもよい。
１．メディアのコンテンツを増加する
２．関心対象のオブジェクトをメディアにより大きく表示させる
３．メディアの輝度を高める
４．視野の中心に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクトの量を増やし、
視野の周辺の関心対象の該オブジェクトを低減する
５．メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変える
６．視野からオブジェクトを除去し、ユーザが該除去を認識したかどうかを測定する
７．該メディア内の色の量を増やす
８．該メディアに示されたオブジェクト内の影の程度を増加する
９．外部データ（人口統計または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変える
【０４９９】
　１つまたは複数の以下の表示、すなわち眼瞼裂の高さの増加、部分的な瞬目の完全な瞬
目に対する比率の低減、瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、凝
視方向に対する標的の関係性の増加、凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係
性の増加、固視の初期位置および最終位置に対する関係性の増加、固視率の低減、固視回
数の低減、サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、サッケー
ドの角度に対する標的の関係性の増加、サッケードの大きさの増加、アンティサッケード
／プロサッケードの比率の低減、滑動性追従の低減、画面距離の低減、標的に関係する頭
部方向の増加、標的に関係する頭部の固定の増加、標的に関係する四肢の運動の増加、重
量配分の移動の低減、アルファ／デルタ脳波割合の増加、標準体温、標準呼吸数、９０～
１００％の酸素飽和度、標準血圧、標的に関係した顔の表情、標的に関係した味覚処理、
標的に関係した嗅覚処理、および標的に関係した聴覚処理は、疲労レベルの低減を確認す
るために観察されてもよい。
【０５００】
　実施形態では、疲労の増加の特定の百分率または範囲が画定されてもよい。実施形態で
は、データに対する追加の値は、２０１０で修正が実行された後、２０１４で継時的にデ
ータの変更をさらに決定するために、２０１２で取得されてもよい。２０１６では、疲労
のレベルの増加の新しい程度／百分率／範囲が取得されてもよい。２０１８では、システ
ムは、疲労のレベルの増加が特定の範囲または百分率内であるかどうかを決定する。増加
が特定された範囲より大きいとシステムが決定した場合、システムはメディアをさらに修
正するためにステップ２０１０にループバックしてもよい。したがってメディアは繰り返
し修正されてもよく２０１０、疲労のレベルは、１％～１００００％のどこかの向上の百
分率、またはその中のあらゆる増加を達するまで測定されてもよい。
【０５０１】
　一実施形態では、システムは多数の重量または機能を上記の１つまたは複数の測定値に
、所与のアプリケーションに対するそれらの統計的有意性に基づいて、それらの関係性に
基づいて、かつ／または解釈における曖昧性のそれらの程度に基づいて適用する。
【０５０２】
　システムは、好ましくは状況および測定値の所定の階層に基づいて様々な測定値に算術
的に重点をおき、測定値の第１の階層は測定値の第２の階層より大きい重点を有し、測定
値の第２の階層は測定値の第３の階層より大きい重点を有する。測定値はそれらの曖昧性
の程度およびある特定の状況に基づいた関係性に基づいて階層に分類される。
【０５０３】
　システムは、ある特定の概念に基づいた状態の間のタイミングの関係を決定するために
、取組みと把握力と疲労との間の相互関係などの異なる状態の任意のおよびすべての相互
関係をさらに追跡する。これらの相互関係は、即時でもまたは何らかの時間遅延を伴って
もよい（例えば疲労の増加から少し期間をおいた後に取組み継続時間が続く）。本明細書
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の実施形態では、任意のおよびすべての相互関係は、それらの相互関係が直感的であると
思われるか否かを見出してもよい。
【０５０４】
　見出されたあらゆる有意の相互関係に対して、システムは、記録されたデータに適合す
る所定のアルゴリズムに基づいて、含まれる測定値の相互作用をモデル化する。例えば位
置の精度、時間の精度などを検出、弁別するユーザの能力などの直接測定値は、様々なア
プリケーションにわたって求められる。また疲労および持久力に限定されないような間接
的測定値も、様々なアプリケーションにわたって監視される。しかしゲームアプリケーシ
ョンは、褒美／得点を決定するためにより有意であるように、ユーザの視覚的注意、複数
追跡への能力などの測定値を見出してもよい。それと同時に画面上の特殊な製品または色
により多く注意を払うユーザの能力により、広告アプリケーションが関係した測定値に向
かってより大きな有意性をおくことがある。
【０５０５】
　使用例３：該当メディア内の情報でユーザの取組みを向上するためにメディアを修正す
る
　一実施形態では、ユーザの取組みの程度は、多数の測定値から導出される。ユーザの取
組みは、ユーザが取り組んでいるか否かを２進状態として決定されてもよい。特定のアプ
リケーションまたは課題との２進のユーザの取組みは、事象へのユーザの応答またはその
欠如によって直接測定することができる。さらに上に詳述された把握力および疲労の測定
値は、把握力および／または疲労の必須条件のような取組みを表示するために使用するこ
とができる。またアプリケーション、装置および／または課題から離れて環境内の他のも
のに向かって配向した行為（すなわち何らかの他のものとの取組み）も、ユーザがアプリ
ケーション、装置および／または課題に取り組んでいるかどうかの信号を送ることができ
る。ユーザの取組みのレベルは、分割された注意と反対にユーザが焦点を合わせた注意お
よび課題にかかる時間の測定値を観察することによって導出することができる。またユー
ザの刺激の認知を高めるユーザの行為も、高められた取組みを示すことがある。刺激の認
知における高まりを示す行為には、とりわけ分野の適切な深さに傾くこと、瞬目率が遅く
なること、焦点を信号で送る視線転導を含んでもよい。
【０５０６】
　より具体的には、本明細書は、該当メディアによって連通される情報とのユーザの取組
みを向上させるために、ＶＲ、ＡＲおよび／もしくはＭｘＲ環境、または従来のラップト
ップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコンピュータ環境内に表示されたメデ
ィアを修正するためにユーザに提供される方法、システムおよびソフトウェアを説明する
。図２１は、本明細書の一部の実施形態により、取組みを向上させるためにメディアを修
正するための例示的工程を説明する流れ図を示す。２１０２では、さらに以下に説明され
るように、複数のデータに対する第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球
運動データ（素早い走査および／またはサッケード運動）、瞬目率データ、固視データ、
瞳孔径、瞼の間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラ
を使用することによって取得される。加えてＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ装置は、そ
の中に組み込まれる以下のセンサの１つまたは複数を含むことができる。
１．基礎体温、心拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、および／または身体の速度
を検出するように構成された１つまたは複数のセンサ
２．四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、および／または四肢の速度を測定するように
構成された１つまたは複数のセンサ
３．脈拍数および／または血液酸化を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
５．味覚および嗅覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
６．圧力を測定するための１つまたは複数のセンサ
７．従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを収集
するためのあらゆる他の形の制御装置などの少なくとも１つの入力装置
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８．脳波検査を行うための装置
９．心電図検査を行うための装置
１０．筋電図検査を行うための装置
１１．電気眼振検査を行うための装置
１２．網膜電図検査を行うための装置
１３．ガルバニック皮膚反応を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
【０５０７】
　実施形態では、これらの装置の組合せによって取得されたデータは、眼瞼裂（その変化
率、初期状態、最終状態、および動的変化を含む）、瞬目率（その変化率および／または
部分瞬目の完全瞬目に対する比率を含む）、瞳孔径（その変化率、初期状態、最終状態、
および動的変化を含む）、瞳孔位置（その初期位置、最終位置を含む）、凝視方向、凝視
位置（その初期位置および最終位置を含む）、転導（比率に基づいた輻輳に対する開散、
継続時間、および／または動的変化を含む）、固視位置（その初期位置、最終位置を含む
）、固視継続時間（変化率を含む）、固視率、固視回数、サッケード位置（その変化率、
初期位置、および最終位置を含む）、サッケード角度（標的に向かうその関連性を含む）
、サッケードの大きさ（その距離、アンティサッケードまたはプロサッケードを含む）、
プロサッケード（その比率に対するアンティサッケードを含む）、アンティサッケード（
その比率に対するプロサッケードを含む）、復帰抑制（存在および／または大きさを含む
）、サッケード速度（大きさ、方向および／または標的に向かう関連性を含む）、サッケ
ード回数を含むサッケード率、追従眼球運動（それらの開始、継続時間、および／または
方向を含む）、画面距離（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭
部方向（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭部固定（その変化
率、初期位置、および／または最終位置を含む）、四肢追跡（その変化率、初期位置、お
よび／または最終位置を含む）、重量配分（その変化率、初期配分、および／または最終
配分を含む）、周波数領域（フーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の
出力、筋電図検査の出力、電気眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚
反応、体温（その変化率、初期温度、および／または最終温度を含む）、呼吸数（その変
化率、初期比率、および／または最終比率を含む）、酸素飽和度、心拍数（その変化率、
初期心拍数、および／または最終心拍数を含む）、血圧、発声（その高さ、大きさ、およ
び／または意味を含む）、推定された遠心性応答、呼吸数、顔の表情（微表情を含む）、
嗅覚処理、味覚処理、ならびに聴覚処理の１つまたは複数に関連するデータを含んでもよ
い。各データの型は考慮したときに重点を個別にまたは組み合わせて保持することがある
。
【０５０８】
　メディア内で一部の空間的に画定された工程のユーザの取組みを精査するために、シス
テムは、ユーザが見ているところの測定値を適用し、ユーザがメディア内の関係領域に対
するメディア内の無関係領域を見るのに費やす時間の割合を測定する。
【０５０９】
　一実施形態では、有意な把握力の信号を送るあらゆる測定値、または課題との取組みの
信号を決定するために使用される際の把握力の発現。把握力の測定値は、把握力の必須条
件のような取組みを示すために使用することができる。
【０５１０】
　２進状態としての取組み
　ユーザがアプリケーションに取り組んでいるか否かを時間の関数として２進状態を割り
当てることは、曖昧性の少ない合図に依存してもよい。２進状態でユーザの取組みを示す
測定値（または合図）は以下を含んでもよい。
【０５１１】
　１．離散した意識的な応答
　一実施形態では、１００％未満の応答率、または応答の別のより低い基線率は、取り組
んでいない状態の表示であると決定される。応答率は、これに限定されないが、ユーザが
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逃すことがある応答が許容される短時間の状態などの状況に依存してもよい。一部の実施
形態では、ユーザは、マウスクリックまたは画面タッチなどの手動の相互作用を通して応
答することが予想されてもよい。システムは、ユーザがそのようにすることが予想された
あらゆる時点でユーザが応答したかどうかを書き留める。ユーザが応答に失敗した場合は
、ユーザはアプリケーションに取り組んでいない傾向がある。
【０５１２】
　一部の実施形態では、機能の急激な変化は、ユーザによって提供された正しい応答の総
百分率を通してシステムによって書き留められる。機能の急激な変化は、取組み（機能の
急激な変化が増加した）または離脱（機能の急激な変化が低減した）の信号を送ることが
ある。システムは、これに限定されないが、難易度にほとんどもしくは全く変化がない、
また機能の向上に影響を及ぼす学習／訓練を考慮に入れないことを含むような機能の変化
に対する他の原因を除外してもよい。したがって正しい応答の平均百分率から上方または
下方への著しい逸脱は、取組みまたは離脱のそれぞれの信号を送るとみなされる。システ
ムは、ユーザが反応する行為の有無に基づいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコン
テンツに取り組んでいるか、取り組んでいないかを決定してもよい。
【０５１３】
　２．注意散漫
　一実施形態では、注意が散漫した行為は離脱、または１つのものから離れて別のものに
向かう取組みの移行の信号を送ることができる。目の前にある課題に関係しない装置入力
は離脱の発現および恐らく継続時間を示す。アプリケーション、装置または課題から頭部
または眼を背けることは、同様に離脱を示すことがある。アプリケーション、装置または
課題に戻ることは再取組みの信号を送ることがある。システムは、取組みの欠如または離
脱を示す際に、特定の課題または刺激から相互作用が離れたと決定する。システムは、ユ
ーザがメディアから背けていることを示す身体および視線追跡測定値に基づいて、ユーザ
の注意の測定値を通して注意散漫に起因する離脱を決定する。システムは、注意が散漫し
た行為に基づいて、ユーザがＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコンテンツに取り組ん
でいる、取り組んでいない、または離脱しているかを決定してもよい。
【０５１４】
　取組みのレベル
　ユーザの取組みのレベルは、ユーザが他のものを除いてアプリケーション、装置または
課題に取り組んでいる程度を連続次元に沿ってさらに測定する。この相対測定値は、記録
された値の範囲に正規化されてもよい。一例では、固視継続時間の分布に比べた現行の項
目における固視継続時間が、相対測定値として使用される。別法として、注意を散漫にす
る刺激の存在で、１つの項目に対する別の項目に費やす時間または労力の割合は、取組み
のレベルを決定するために使用される。
【０５１５】
　１．課題に費やす時間
　一実施形態では、ユーザの相互作用は、２つ以上のアプリケーションまたは課題で測定
される。実施形態では、このような場合に、あらゆるアプリケーションまたは課題に取り
組むレベルは、それと相互作用していないことに費やした時間と比べた、それと相互作用
して費やした時間の割合として取られる。したがってシステムは、課題を行っている、ま
たは刺激を処理していることに費やしていない時間に比べた、課題を行っている、または
刺激を処理していることに費やした時間の割合として、課題に費やす相対時間を決定して
もよい。取組みは、課題に費やす相対時間の値に比例する。システムは、ユーザが課題を
行うことに比較的長い時間を費やす課題またはアプリケーションとより長く取り組んでい
ると決定する。システムは、課題に費やす相対時間に基づいて、ユーザがＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲ環境内のメディアコンテンツに取り組んでいる、取り組んでいない、または離脱して
いるかどうかを決定してもよい。
【０５１６】
　一実施形態では、ユーザは、アプリケーションまたは課題の間を切り替え、応答はそれ
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ぞれのアプリケーションまたは課題に対して記録される。この場合、システムは、アプリ
ケーション／課題との取組みのレベルを決定するために、それぞれのアプリケーション／
課題との相互作用の数および／または継続時間を使用する。したがってシステムは、各課
題との取組みの相対測定値と同じように、それぞれに対する課題に費やす時間を表示する
利用可能な課題の中の相互作用の比率を決定する。
【０５１７】
　一実施形態では、システムは視線追跡を行う。実施形態では、アプリケーション、装置
または課題の間の固視回数および／または継続時間、ならびにそれ以外のことの比率は、
取組みのレベルの測定値として使用される。したがってシステムは、それぞれの刺激また
は視覚領域との取り組みの相対測定値と同じように、課題に費やす時間を表示する刺激お
よび／または視覚領域の中の固視回数および／または継続時間の比率を決定する。
【０５１８】
　２．認知の向上
　一部の行為により、ユーザはより良好に刺激を認知することができ、刺激に取り組むユ
ーザのレベルの信号を送ることができる。一部の実施形態では、顔および／または身体追
跡は、ユーザが表示装置に向かって傾く、または保持している間に表示装置をユーザの顔
に近づけるとき、およびその度合を測定するためにシステムによって使用される。一実施
形態では、システムは、取組みの発現の表示として視覚刺激とユーザの眼との間の距離の
著しい短縮、および取組みのレベルの表示として基線からの比例偏差を決定する。システ
ムは、視覚刺激とユーザの眼との間の距離の著しい短縮に基づいて、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ
環境内のメディアコンテンツとのユーザの取組みのレベルを決定してもよい。
【０５１９】
　一実施形態では、両眼の凝視方向の追跡は、ユーザが刺激を閲覧するために適切な奥行
きで（これは凝視が適切な方向であるかどうかより優位である）自身の凝視位置を集中し
ている度合を測定するために使用される。一実施形態では、システムは、該当刺激との取
組みの信号として刺激を閲覧するために適切な奥行き（ここでは凝視の方向とは別個とみ
なされる）に向かって３Ｄ凝視位置の調節を決定する。システムは、刺激を閲覧するため
に適切な奥行きに向かう３Ｄ凝視位置の調節に基づいて、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメ
ディアコンテンツ内の刺激とのユーザの取組みのレベルを決定してもよい。
【０５２０】
　一部の実施形態では、取組みの相対測定値は、ユーザが、微妙な変化を見分ける役に立
つことができる刺激により確固としたまたは安定した固定を維持するときに示される。一
実施形態では、システムは、微妙な変化もしくは動き、または取組みの表示としてあらゆ
る変化もしくは動きの正確な発現を監視する状況における確固とした固定を決定する。シ
ステムは、微妙な変化もしくは動きを監視する状況における確固とした固定に基づいて、
ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコンテンツ内の刺激とのユーザの取組みのレベルを
決定してもよい。
【０５２１】
　刺激の付近または周囲でサンプリングをより多くすることにより、ユーザが刺激の詳細
を学ぶ際に取組みの増加を表示することがある。一実施形態では、システムは、焦点の領
域は質問内の刺激の空間広がりと相互に関係する焦点領域（「把握力」の文脈でも説明さ
れる）に基づいて、取組みのレベルを決定する。システムは、メディア内のユーザの焦点
領域に基づいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコンテンツ内の刺激とのユーザの取
組みのレベルを決定してもよい。
【０５２２】
　一実施形態では、システムは、進行中の課題との取組みの表示として、基線より著しく
下回る瞬目率を決定する。別法として、システムは、進行中の課題との取組みのレベルの
表示であるように、固定された領域内のユーザの所与の視線凝視位置の見積もりを決定す
る。瞬目率の低減は、取組みの増加するレベルを示すことができる。システムは、ユーザ
の瞬目率および／または視線凝視位置に基づいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内のメディアコ
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ンテンツとのユーザの取組みのレベルを決定してもよい。
【０５２３】
　場合によってユーザは、メディア内の刺激の微妙な変化を監視することに対して、メデ
ィア上に焦点を合わせるために身体の動きを低減するように息を止めることがある。一実
施形態では、システムは、取組みの表示として監視の状況において呼吸を低減または止め
ていると決定する。システムは、メディア内の刺激の変化を監視している間に、ユーザの
息に基づいてＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境、または従来のラップトップ、携帯電話、デスクト
ップもしくはタブレットコンピュータ環境内のメディアコンテンツとのユーザの取組みの
レベルを決定してもよい。
【０５２４】
　３．嗜好
　ユーザは２つ以上の選択肢がメディア内に現れたときに、あるオブジェクト（複数可）
をその他より好むことがある。データの所与の適切な源の関心対象のオブジェクトが１つ
のみであっても、システムは、取組みのレベルを導出するために、ユーザの現在置かれた
環境内のどこかと関心対象のオブジェクトを比較する状況で続く測定値を決定してもよい
。
【０５２５】
　概してユーザが好むオブジェクトをより多く見ることに加えて、一部の他の視線追跡測
定値は、嗜好、およびさらに進めると取組みを見積もるために使用することができる。一
実施形態では、システムは、選別をする直前にユーザの最終固視が選別の項目上にあるこ
とを予測する。したがってシステムは、選別がユーザによってなされたとき、選別の選択
された刺激の上の最終固視の継続時間が、その選別と、および選択された課題とのユーザ
の取組みのレベルに比例すると画定されることを決定する。この場合、選別は以下の選択
に結び付けられ、それ自体が嗜好（例えばユーザは明確に選択することなく選別を続ける
ことがある）を表示しない「選別」の例の場合を取り除く。別法として、決断の工程の始
めに、第１の固視の継続時間は最終的な選択と相互に関係する。システムは、選別がユー
ザによってなされるとき、あらゆる刺激の上の第１の固視の継続時間に基づいてＶＲ／Ａ
Ｒ／ＭｘＲ環境、または従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレッ
トコンピュータ環境内のメディアコンテンツとのユーザの取組みのレベルを決定してもよ
い。この場合、継続時間は選択された課題との取組みのレベルに比例すると決定される。
【０５２６】
　実施形態では、視線凝視の広いパターンは選別がなされる前に選別を明らかにすること
ができ、視線凝視のパターンは刺激が表れないときであっても選別に影響を与えることが
できる。また実施形態では、システムは、類似した特性をもつ新規のオブジェクトに対す
る嗜好を予測するために、オブジェクト内の特徴に対するユーザの嗜好を使用する。
【０５２７】
　凝視方向に加えて、嗜好／取組みの他の測定値は、他の視線追跡データに基づいてなさ
れてもよい。一実施形態では、システムは、ユーザの取組みのレベルを測定するために、
好みの課題の選別を決断中に増加する瞳孔の膨張を決定する。システムは、決断中に視線
追跡データから観察された瞳孔の膨張に基づいて、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境、または従来
のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコンピュータ環境内のメデ
ィアコンテンツとのユーザの取組みのレベルを決定してもよい。
【０５２８】
　嗜好／取組みの別の測定値は、瞬目から導出されてもよい。瞬目はユーザが開発のかな
り初期から視覚刺激に取り組んでいるときに抑制されていることを論じているが、システ
ムも離脱に関連するように固視がほとんどない課題に関連した領域とともに、瞬目が増加
すると決定することがある。また離脱は、瞬目が著しく増加した後に続く誤りを観察する
ことによって測定されてもよい。システムは、眼の瞬きの著しい増加に基づいて、ＶＲ／
ＡＲ／ＭｘＲ環境、または従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレ
ットコンピュータ環境内のメディアコンテンツとのユーザの離脱のレベルを決定してもよ
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い。
【０５２９】
　刺激への注意を表示することがある把握力の文脈で先に述べた、事象に関連した信号に
加えて、システムは、決断および／または選別を示すことができる一部のより一般化され
た測定値を決定してもよい。このような測定値は、ある特定の状況における取組みに比例
すると仮定することができる。一実施形態では、システムは、課題との取組みのレベルの
増加の表示として、選別中にＥＥＧ活動の２相の同期が増加したことを決定する。システ
ムは、ＥＥＧなどの電気生理学の測定結果に基づいて、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境、または
従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコンピュータ環境内の
メディアコンテンツとのユーザの取組みのレベルを決定してもよい。
【０５３０】
　ＥＥＧに加えて、他の生理学および自律神経の測定値は、取組みのレベルを決定するた
めにシステムによって使用されてもよい。一実施形態では、システムは、取組みのレベル
の増加が心拍数の増加に比例すると決定する。同様に血圧、酸素飽和度、および呼吸数の
変化は、皮膚導電（ＧＳＲ）の変化とともにシステムによって使用されてもよい。したが
って実施形態では、システムは、取組みの増加の表示として自律神経の覚醒の増加を、ま
た離脱として覚醒の低減を決定する。システムは、自律神経の覚醒の変化に基づいて、Ｖ
Ｒ／ＡＲ／ＭｘＲ環境、または従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタ
ブレットコンピュータ環境内のメディアコンテンツとのユーザの取組みのレベルを決定し
てもよい。
【０５３１】
　他の相互関係
　実施形態では、システムは、行為、生理学的および／または自律神経の測定値の間の新
しい相互関係、ならびに一致した相互作用、比例して高く課題に費やす時間、および知覚
的に高まる振る舞いのような曖昧性の少ない取組みの兆候を発見できる機械学習を使用す
る。一部の例では、上記の測定値の一部は特殊な状況であり、程度の差はあるが安定して
おり、予期しているものの反対の信号を送ることでさえあり得る。したがって取組みの曖
昧性の少ない有意な相互関係をもつ測定値は、それら自体の曖昧性が少なくなり、取組み
を同定する新しい方法になることがある。したがってＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境内に現れた
メディアは、ユーザおよび／またはユーザの群のためにその取組みの要因を増加するため
に修正される。
【０５３２】
　２１０４では、上記の複数のデータに対する第２の値が取得される。実施形態では、第
１の値および第２の値は、上記のデータの型を含む同じデータの型からなる。２１０６で
は、データの第１および第２の値は、継時的に複数のデータの１つまたは複数の変化を決
定するために使用される。現在使用している場合のシナリオの実施形態では、システムの
ハードウェアおよびソフトウェアによって追跡され記録された１つまたは複数の以下の変
化は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアとのユーザの増加した取組みに反映することがある。
１．眼瞼裂の変化率の低減
２．瞬目率に対する変化率の増加
３．瞳孔径に対する変化率の増加
４．輻輳の比率の増加
５．開散の比率の増加
６．固視継続時間の変化率の増加
７．固視率の増加
８．固視回数の増加
９．復帰抑制の増加
１０．サッケード速度の増加
１１．サッケード率の変化の増加
１２．サッケード回数（サッケードの数）の増加
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１３．滑動性追従の増加
１４．アルファ／シータ脳波割合の増加
【０５３３】
　システムは、ユーザが１つまたは複数の以下の変化に基づいてＶＲ、ＡＲおよび／また
はＭｘＲ環境内のメディアとの取組みの低減したレベルを有すると決定してもよい。
１．眼瞼裂距離の休息状態が低い
２．眼瞼裂距離の活性状態が低い
３．瞬目率の増加
４．部分的な瞬目の完全な瞬目に対する比率の増加
５．瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
６．凝視方向に対する標的の関係性の低減
７．凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
８．固視の初期位置および最終位置に対する関係性の低減
９．固視の継続時間の低減
１０．サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
１１．サッケードの角度に対する標的の関係性の低減
１２．課題に依存したサッケードの大きさ（サッケードの距離）の低減
１３．アンティサッケード／プロサッケードの比率の増加
１４．画面距離の増加
１５．標的に関係する頭部方向の低減
１６．標的に関係する頭部の固定の低減
１７．標的に関係する四肢の運動の低減
１８．重量配分の移動
１９．アルファ／デルタ脳波割合の低減
２０．体温の増加
２１．呼吸数の増加
２２．酸素飽和度が低い
２３．心拍数の増加
２４．血圧が低い
２５．発声の増加
【０５３４】
　また他の変化も記録されてもよく、異なる方法で解釈することができる。これらは、こ
れに限定されないが、顔の表情の変化（特殊な表情に依存してもよい）、味覚処理の変化
、嗅覚処理の変化、および聴覚処理の変化を含んでもよい。
【０５３５】
　データ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化の上述の一覧は、取組み
の向上に必要な変数を決定するために使用されてもよいが、これらの一覧は排他的ではな
く、他のデータ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化を含んでもよいこ
とに留意されたい。
【０５３６】
　２１０８では、決定された複数のデータの継時的な変化は、ユーザの取組みのレベルの
変化の程度を決定するために使用されてもよい。取組みのレベルの変化は取組みの向上ま
たは取組みの低減のいずれを示してもよい。
【０５３７】
　２１１０では、ユーザにレンダリングしたメディアは、取組みの低減した（または向上
した）程度に基づいて修正されてもよい。実施形態では、メディアは、低減した取組みに
反映するデータの変化のすべてに対処するために修正されてもよい。実施形態では、１つ
または複数の以下の修正の組合せを行ってもよい。
１．メディアのコンテンツを増加する
２．関心対象のオブジェクトをメディアにより大きく表示させる
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３．メディアの輝度を高める
４．視野の中心に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクトの量を増やし、
視野の周辺の関心対象の該オブジェクトを低減する
５．メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変える
６．視野からオブジェクトを除去し、ユーザが該除去を認識したかどうかを測定する
７．該メディア内の色の量を増やす
８．該メディアに示されたオブジェクト内の影の程度を増加する
９．外部データ（人口統計または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変える
【０５３８】
　１つまたは複数の以下の表示、すなわち眼瞼裂の高さの増加、瞬目率の低減、部分的な
瞬目の完全な瞬目に対する比率の低減、瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関
係性の増加、凝視方向に対する標的の関係性の増加、凝視の初期位置および最終位置に対
する標的の関係性の増加、固視の初期位置および最終位置に対する関係性の増加、課題に
依存する固視の継続時間の低減、サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関
係性の増加、サッケードの角度に対する標的の関係性の増加、課題に基づいたサッケード
の大きさの増加、アンティサッケード／プロサッケードの比率の低減、画面距離の低減、
標的に関係する頭部方向の増加、標的に関係する頭部の固定の増加、標的に関係する四肢
の運動の増加、重量配分の移動の低減、アルファ／デルタ脳波割合の増加、標準体温、標
準呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、標準心拍数、標準血圧、課題に関係する発声、
課題に関係する顔の表情、反応時間の低減、課題に関係する味覚処理、課題に関係する嗅
覚処理、および課題に関係する聴覚処理は、把握力の向上を確認するために観察されても
よい。
【０５３９】
　実施形態では、取組みの向上の特定の百分率または範囲が画定されてもよい。実施形態
では、データに対する追加の値は、２１１０で修正が実行された後、２１１４で継時的に
データの変更をさらに決定するために、２１１２で取得されてもよい。２１１６では、取
組みの向上の新しい程度／百分率／範囲が取得されてもよい。２１１８では、システムは
、取組みの向上が特定の範囲または百分率内であるかどうかを決定する。向上が不十分で
あるとシステムが決定した場合、システムはメディアをさらに修正するためにステップ２
１１０にループバックしてもよい。したがってメディアは繰り返し修正されてもよく２１
１０、取組みは、１％～１００００％のどこかの向上の百分率、またはその中のあらゆる
増加を達するまで測定されてもよい。
【０５４０】
　一実施形態では、システムは多数の重量または機能を上記の１つまたは複数の測定値に
、所与のアプリケーションに対するそれらの統計的有意性に基づいて、それらの関係性に
基づいて、かつ／または解釈における曖昧性のそれらの程度に基づいて適用する。
【０５４１】
　システムは、好ましくは状況および測定値の所定の階層に基づいて様々な測定値に算術
的に重点をおき、測定値の第１の階層は測定値の第２の階層より大きい重点を有し、測定
値の第２の階層は測定値の第３の階層より大きい重点を有する。測定値はそれらの曖昧性
の程度およびある特定の状況に基づいた関係性に基づいて階層に分類される。
【０５４２】
　システムは、ある特定の概念に基づいた状態の間のタイミングの関係を決定するために
、取組みと把握力と疲労との間の相互関係などの異なる状態の任意のおよびすべての相互
関係をさらに追跡する。これらの相互関係は、即時でもまたは何らかの時間遅延を伴って
もよい（例えば疲労の増加から少し期間をおいた後に取組み継続時間が続く）。本明細書
の実施形態では、任意のおよびすべての相互関係は、それらの相互関係が直感的であると
思われるか否かを見出してもよい。
【０５４３】
　見出されたあらゆる有意の相互関係に対して、システムは、記録されたデータに適合す
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る所定のアルゴリズムに基づいて、含まれる測定値の相互作用をモデル化する。例えば位
置の精度、時間の精度などを検出、弁別するユーザの能力などの直接測定値は、様々なア
プリケーションにわたって求められる。また疲労および持久力に限定されないような間接
的測定値も、様々なアプリケーションにわたって監視される。しかしゲームアプリケーシ
ョンは、褒美／得点を決定するためにより有意であるように、ユーザの視覚的注意、複数
追跡への能力などの測定値を見出してもよい。それと同時に画面上の特殊な製品または色
により多く注意を払うユーザの能力により、広告アプリケーションが関係した測定値に向
かってより大きな有意性をおくことがある。
【０５４４】
　使用例４：該当メディアと相互作用している間にユーザの全性能を向上するためにメデ
ィアを修正する
　一実施形態では、ユーザの全性能が測定され、メディアはユーザの性能を向上させるた
めに修正される。ユーザの性能はユーザの視覚性能、把握の能力、取組みレベル、疲労、
および様々な他のパラメータを組み合わせた形で決定されてもよく、これはＶＲ／ＡＲ／
ＭｘＲ環境、または従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコ
ンピュータ環境内のメディアを含むメディアと相互作用している間に、ユーザの全性能に
直接または間接的に影響を及ぼす。
【０５４５】
　一実施形態では、ＨＭＤまたはあらゆる他のＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲシステムなどによりユ
ーザから収集されたデータは、ユーザの全性能を決定するように処理されてもよい。デー
タはユーザのメディアとの相互作用の間に評価される性能のレベルを示してもよい。デー
タは、これに限定されないが、視覚を最小にすること、またはメディア経験から生じるあ
らゆる他の不快感などにより全性能を最適にするために、ユーザに対してＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲメディアを修正するためにさらに利用されてもよい。一実施形態では、メディアはユ
ーザに対してリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データが保存され、同様の
データをもつ後続のユーザに、またはユーザに続く、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディア、また
は従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコンピュータのメデ
ィアの提示を修正するために使用される。
【０５４６】
　より具体的には、本明細書は、該当メディアと相互作用する間にユーザの全性能を向上
させるために、ＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ環境に表示されたメディアを修正するた
めにユーザに提供される方法、システムおよびソフトウェアを説明する。図２２は、本明
細書の一部の実施形態により、全性能を向上させるためにメディアを修正するための例示
的工程を説明する流れ図を示す。２２０２では、さらに以下に説明されるように、複数の
データに対する第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動データ（素早
い走査および／またはサッケード運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔径、瞼の間の
眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用することに
よって取得される。加えてＶＲ、ＡＲおよび／またはＭｘＲ装置は、その中に組み込まれ
る以下のセンサの１つまたは複数を含むことができる。
１．基礎体温、心拍数、身体運動、身体の回転、身体の方向、および／または身体の速度
を検出するように構成された１つまたは複数のセンサ
２．四肢の運動、四肢の回転、四肢の方向、および／または四肢の速度を測定するように
構成された１つまたは複数のセンサ
３．脈拍数および／または血液酸化を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
５．味覚および嗅覚処理を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
６．圧力を測定するための１つまたは複数のセンサ
７．従来のキーボードおよびマウスならびにまたは手動のユーザ・フィードバックを収集
するためのあらゆる他の形の制御装置などの少なくとも１つの入力装置
８．脳波検査を行うための装置
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９．心電図検査を行うための装置
１０．筋電図検査を行うための装置
１１．電気眼振検査を行うための装置
１２．網膜電図検査を行うための装置
１３．ガルバニック皮膚反応を測定するように構成された１つまたは複数のセンサ
【０５４７】
　実施形態では、これらの装置の組合せによって取得されたデータは、眼瞼裂（その変化
率、初期状態、最終状態、および動的変化を含む）、瞬目率（その変化率および／または
部分瞬目の完全瞬目に対する比率を含む）、瞳孔径（その変化率、初期状態、最終状態、
および動的変化を含む）、瞳孔位置（その初期位置、最終位置を含む）、凝視方向、凝視
位置（その初期位置および最終位置を含む）、転導（比率に基づいた輻輳に対する開散、
継続時間、および／または動的変化を含む）、固視位置（その初期位置、最終位置を含む
）、固視継続時間（変化率を含む）、固視率、固視回数、サッケード位置（その変化率、
初期位置、および最終位置を含む）、サッケード角度（標的に向かうその関連性を含む）
、サッケードの大きさ（その距離、アンティサッケードまたはプロサッケードを含む）、
プロサッケード（その比率に対するアンティサッケードを含む）、アンティサッケード（
その比率に対するプロサッケードを含む）、復帰抑制（存在および／または大きさを含む
）、サッケード速度（大きさ、方向および／または標的に向かう関連性を含む）、サッケ
ード回数を含むサッケード率、追従眼球運動（それらの開始、継続時間、および／または
方向を含む）、画面距離（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭
部方向（その変化率、初期位置、および／または最終位置を含む）、頭部固定（その変化
率、初期位置、および／または最終位置を含む）、四肢追跡（その変化率、初期位置、お
よび／または最終位置を含む）、重量配分（その変化率、初期配分、および／または最終
配分を含む）、周波数領域（フーリエ）分析、脳波検査の出力、周波数帯、心電図検査の
出力、筋電図検査の出力、電気眼振検査の出力、網膜電図検査の出力、ガルバニック皮膚
反応、体温（その変化率、初期温度、および／または最終温度を含む）、呼吸数（その変
化率、初期比率、および／または最終比率を含む）、酸素飽和度、心拍数（その変化率、
初期心拍数、および／または最終心拍数を含む）、血圧、発声（その高さ、大きさ、およ
び／または意味を含む）、推定された遠心性応答、呼吸数、顔の表情（微表情を含む）、
嗅覚処理、味覚処理、ならびに聴覚処理の１つまたは複数に関連するデータを含んでもよ
い。各データの型は考慮したときに重点を個別にまたは組み合わせて保持することがある
。
【０５４８】
　実施形態では、システムは、行為、生理学的および／または自律神経の間の新しい相互
関係、ならびに曖昧性の少ない性能の測定値を発見できる機械学習を使用する。一部の例
では、上記の測定値の一部は特殊な状況である。システムは、すべての利用可能な測定値
を相互に関係させ、全性能の傾向を探すことができる。したがってＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環
境、または従来のラップトップ、携帯電話、デスクトップもしくはタブレットコンピュー
タ環境内に現れたメディアは、ユーザおよび／またはユーザの群のために性能を向上させ
、または最適化するために修正される。
【０５４９】
　２２０４では、上記の複数のデータに対する第２の値が取得される。実施形態では、第
１の値および第２の値は、上記のデータの型を含む同じデータの型からなる。２２０６で
は、データの第１および第２の値は、継時的に複数のデータの１つまたは複数の変化を決
定するために使用される。現在使用している場合のシナリオの実施形態では、システムの
ハードウェアおよびソフトウェアによって追跡され記録された１つまたは複数の以下の変
化は、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲメディアと相互作用する間のユーザの性能の全体の向上に反映
することがある。
１．眼瞼裂の変化率の低減
２．瞳孔径に対する変化率の増加
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３．輻輳の比率の増加
４．開散の比率の増加
５．固視継続時間の変化率の増加
６．固視率の増加
７．固視回数の増加
８．サッケード速度の増加
９．サッケード回数（サッケードの数）の増加
１０．滑動性追従の増加
【０５５０】
　システムは、ユーザが１つまたは複数の以下の変化に基づいてＶＲ、ＡＲおよび／また
はＭｘＲ環境内のメディアと相互作用する間に、低減した全性能レベルを有すると決定し
てもよい。
１．眼瞼裂距離の休息状態が低い
２．眼瞼裂距離の活性状態が低い
３．瞬目率の増加
４．瞬目率に対する変化率の増加
５．部分的な瞬目の完全な瞬目に対する比率の増加
６．瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
７．凝視方向に対する標的の関係性の低減
８．凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
９．固視の初期位置および最終位置に対する関係性の低減
１０．状況に基づいた固視の継続時間の変化
１１．サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関係性の低減
１２．サッケードの角度に対する標的の関係性の低減
１３．サッケードの大きさ（サッケードの距離）の低減
１４．アンティサッケード／プロサッケードの比率の増加
１５．復帰抑制の増加
１６．サッケード率の変化の増加
１７．画面距離の増加
１８．標的に関係する頭部方向の低減
１９．標的に関係する頭部の固定の低減
２０．標的に関係する四肢の運動の低減
２１．重量配分の移動
２２．アルファ／デルタ脳波割合の低減
２３．アルファ／シータ脳波割合の増加
２４．体温の増加
２５．呼吸数の増加
２６．酸素飽和度が低い
２７．心拍数の増加
２８．血圧が低い
２９．発声の増加
３０．反応時間の増加
【０５５１】
　また他の変化も記録されてもよく、異なる方法で解釈することができる。これらは、こ
れに限定されないが、顔の表情の変化（特殊な表情に依存してもよい）、味覚処理の変化
、および嗅覚処理の変化を含んでもよい。
【０５５２】
　データ取得コンポーネント、データの型、およびデータの変化の上述の一覧は、全体的
なユーザの性能を向上させるために必要な変数を決定するために使用されてもよいが、こ
れらの一覧は排他的ではなく、他のデータ取得コンポーネント、データの型、およびデー
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タの変化を含んでもよいことに留意されたい。
【０５５３】
　２２０８では、決定された複数のデータの継時的な変化は、ユーザの全性能のレベルの
変化の程度を決定するために使用されてもよい。全性能のレベルの変化は性能の向上また
は性能の低減のいずれを示してもよい。
【０５５４】
　２２１０では、ユーザにレンダリングしたメディアは、性能の低減した（または向上し
た）程度に基づいて修正されてもよい。実施形態では、メディアは、低減した性能に反映
するデータの変化のすべてに対処するために修正されてもよい。実施形態では、１つまた
は複数の以下の修正の組合せを行ってもよい。
１．メディアのコンテンツを増加する
２．関心対象のオブジェクトをメディアにより大きく表示させる
３．メディアの輝度を高める
４．視野の中心に示されたメディアに表示された関心対象のオブジェクトの量を増やし、
視野の周辺の関心対象の該オブジェクトを低減する
５．メディアに表示されたコンテンツの焦点をより中心位置に変える
６．視野からオブジェクトを除去し、ユーザが該除去を認識したかどうかを測定する
７．該メディア内の色の量を増やす
８．該メディアに示されたオブジェクト内の影の程度を増加する
９．外部データ（人口統計または傾向データ）に基づいて該メディアのＲＧＢ値を変える
【０５５５】
　１つまたは複数の以下の表示、すなわち眼瞼裂の高さの増加、瞬目率の低減、瞬目率に
対する変化率の低減、瞳孔の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、凝視
方向に対する標的の関係性の増加、凝視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性
の増加、固視の初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、固視継続時間の低
減、サッケードの初期位置および最終位置に対する標的の関係性の増加、サッケードの角
度に対する標的の関係性の増加、（課題に関係する）サッケードの大きさの増加、アンテ
ィサッケード／プロサッケードの比率の低減、復帰抑制の低減、サッケード率の変化の低
減、画面距離の低減、標的に関係する頭部方向の増加、標的に関係する頭部の固定の増加
、標的に関係する四肢の運動の増加、重量配分の移動の低減、アルファ／デルタ脳波割合
の増加、標準体温、標準呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、標準心拍数、標準血圧、
課題に関係した発声、課題に関係した顔の表情、反応時間の低減、課題に関係した味覚処
理、課題に関係した嗅覚処理、および課題に関係した聴覚処理は、把握力の向上を確認す
るために観察されてもよい。
【０５５６】
　実施形態では、全性能の向上の特定の百分率または範囲が画定されてもよい。実施形態
では、データに対する追加の値は、２２１０で修正が実行された後、２２１４で継時的に
データの変更をさらに決定するために、２２１２で取得されてもよい。２２１６では、全
性能の向上の新しい程度／百分率／範囲が取得されてもよい。２２１８では、システムは
、全性能の向上が特定の範囲または百分率内であるかどうかを決定する。向上が不十分で
あると決定した場合、システムはメディアをさらに修正するためにステップ２２１０にル
ープバックしてもよい。したがってメディアは繰り返し修正されてもよく２２１０、全性
能は、１％～１００００％のどこかの向上の百分率、またはその中のあらゆる増加を達す
るまで測定されてもよい。
【０５５７】
　一実施形態では、システムは多数の重量または機能を上記の１つまたは複数の測定値に
、所与のアプリケーションに対するそれらの統計的有意性に基づいて、それらの関係性に
基づいて、かつ／または解釈における曖昧性のそれらの程度に基づいて適用する。
【０５５８】
　システムは、好ましくは状況および測定値の所定の階層に基づいて様々な測定値に算術
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的に重点をおき、測定値の第１の階層は測定値の第２の階層より大きい重点を有し、測定
値の第２の階層は測定値の第３の階層より大きい重点を有する。測定値はそれらの曖昧性
の程度およびある特定の状況に基づいた関係性に基づいて階層に分類される。
【０５５９】
　システムは、ある特定の概念に基づいた状態の間のタイミングの関係を決定するために
、取組みと把握力と疲労との間の相互関係などの異なる状態の任意のおよびすべての相互
関係をさらに追跡する。これらの相互関係は、即時でもまたは何らかの時間遅延を伴って
もよい（例えば疲労の増加から少し期間をおいた後に取組み継続時間が続く）。本明細書
の実施形態では、任意のおよびすべての相互関係は、それらの相互関係が直感的であると
思われるか否かを見出してもよい。
【０５６０】
　見出されたあらゆる有意の相互関係に対して、システムは、記録されたデータに適合す
る所定のアルゴリズムに基づいて、含まれる測定値の相互作用をモデル化する。例えば位
置の精度、時間の精度などを検出、弁別するユーザの能力などの直接測定値は、様々なア
プリケーションにわたって求められる。また疲労および持久力に限定されないような間接
的測定値も、様々なアプリケーションにわたって監視される。しかしゲームアプリケーシ
ョンは、褒美／得点を決定するためにより有意であるように、ユーザの視覚的注意、複数
追跡への能力などの測定値を見出してもよい。それと同時に画面上の特殊な製品または色
により多く注意を払うユーザの能力により、広告アプリケーションが関係した測定値に向
かってより大きな有意性をおくことがある。
【０５６１】
実施例用途５：視覚前庭の不一致に続発する映像酔いと関連付けられる症状を減少させる
ために媒体を修正すること
　一実施形態では、視覚前庭の不一致に続発するユーザの映像酔い（ＶＩＭＳ）の症状が
測定され、媒体は、ユーザの症状を減少させるために修正される。
【０５６２】
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験するＶＩＭＳの症状を決定するため
に処理されてよい。データは、ユーザの媒体との対話中に又は対話後に示される症状のレ
ベルを示す場合がある。データは、例えば媒体の体験から生じる視覚的な不快感又は他の
不快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるものではなくＶＩＭ
Ｓ症状を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正するためにさ
らに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアルタイムで修正される
。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後続のユーザに対する
、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するために使用される
。
【０５６３】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に又はその媒体との対話後に、視覚前庭不一致に続発するユ
ーザのＶＩＭＳの症状を減少させるために修正するための、ユーザに提供される方法、シ
ステム、及びソフトウェアを説明する。図２３は、本明細書のいくつかの実施形態に従っ
て、視覚前庭不一致に続発するＶＩＭＳの症状を減少させるために媒体を修正するための
例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。２３０２で、以下にさらに説明され
るように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球
運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直
径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用
することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲ
デバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
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２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０５６４】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０５６５】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な兆候性評価基準の間の新しい相関を
発見できる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。シ
ステムは、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、ＶＩＭＳ症状の全体的な表示
における傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体
は、ユーザ及び／又はユーザのグループのために、視覚前庭不一致に続発するＶＩＭＳ症
状を減少させるために修正される。
【０５６６】
　２３０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
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値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２３０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中にＶＩＭＳ症状の増加を反映する場合がある。
１．目瞼裂変化率の減少
２．低距離目瞼裂休止状態
３．低距離目瞼裂活性状態
４．部分的な瞬き対完全な瞬きの割合増加
５．瞳孔の初期位置及び最終位置の標的関連性の減少
６．凝視方向のための標的関連性の減少
７．凝視初期位置及び凝視最終位置のための標的関連性の減少
８．固視初期位置及び固視最終位置のための関連性の減少
９．固視持続時間の変化又は輻輳持続時間の増加
１０．サッカード角度のための標的関連性の減少
１１．サッカード大きさ（サッカードの距離）の減少
１２．アンチサッカード／プロサッカードの割合の増加
１３．戻りの阻害の増加
１４．円滑追跡の増加
１５．画面距離の拡大
１６．標的関連頭部方向の減少
１７．標的関連頭部固定の減少
１８．標的関連四肢運動の減少
１９．体重分布のシフト
２０．アルファ／デルタ脳波比率の減少
２１．体温上昇
２２．呼吸数加速
２３．艇酸素飽和度
２４．心拍数増加
２５．血圧の変化
２６．反応時間の減少
【０５６７】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、ユーザのＶＩＭＳ症状の減少を決定してよい。
１．瞬目率の上昇
２．瞬目率の変化率の上昇
３．瞳孔の大きさの変化率の上昇
４．輻輳速度の増加
５．発散速度の増加
６．固視持続時間変化率の上昇
７．固視速度の増加
８．固視カウントの増加
９．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１０．サッカード速度の加速
１１．サッカード変化率の上昇
１２．サッカードカウントの上昇（サッカード数）
１３．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
１４．有声化の増加
【０５６８】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
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定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び
聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０５６９】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、ユーザの
ＶＩＭＳの症状を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、
これらのリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの
変化を含んでよいことに留意されたい。
【０５７０】
　２３０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、ユーザのＶＩＭＳ症状の変化
の程度を決定するために使用されてよい。ＶＩＭＳ症状の変化は、症状の削減又は症状の
増進のどちらかを示す場合がある。
【０５７１】
　２３１０で、ユーザに提供される媒体は、症状の削減（又は増進）の程度に基づいて修
正されてよい。実施形態では、媒体は、ＶＩＭＳ症状の増加を反映するデータのすべての
変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうちの１つ以上の組
合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０５７２】
　以下のインジケータのうちの１つ以上、つまり、眼瞬裂高さの増加、部分的な瞬き対完
全な瞬きの比率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方
向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、
固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視持続時間の減少、サッカードの
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関連性の
増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの
比率の減少、戻りの阻害の減少、円滑追跡の減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の
増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、ア
ルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽
和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減
少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理は、ＶＩＭＳ症
状の減少を確認するために観察されてよい。
【０５７３】
　実施形態では、視覚前庭不一致に続発する映像酔いと関連付けられた症状の減少の特定
のパーセンテージ又は範囲が定義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２３
１０で修正が実行された後、２３１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、
２３１２で取得されてよい。２３１６で、視覚前庭不一致に続発する映像酔いと関連付け
られた症状の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。２３１８で、
システムは、視覚前庭不一致に続発する映像酔いと関連付けられた症状の減少が、指定さ
れた範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断さ
れる場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ２３１０にループバックし
てよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく２３１０、全体的な性能は、１％
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から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが
達成されるまで測定されてよい。
【０５７４】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０５７５】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０５７６】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０５７７】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０５７８】
実施例用途６：心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）と関連付けられる症状を減少させる
ために媒体を修正すること
　心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）は、個人が衝撃的な出来事にさらされた後に発病
する状態である。本明細書の実施形態では、ＳＤＥＰは、ハードウェアソース及びソフト
ウェアソースからの生体情報の収集を可能にし、複数の感覚入力及び感覚出力並びに生理
的な入力及び生理的な出力が、ＰＴＳＤ等の状況において視覚的な挙動と人間の挙動の両
方にどのように影響を及ぼすのかを理解するために画像処理及び機械学習と組み合わされ
た機械学習技術及び深層学習技術を活用する。これらの学習を通じて、深く親密な神経生
理学的状態で人を理解し得る。学習は、ＰＴＳＤと関連付けられたユーザの症状に対処す
るために媒体を修正するために活用されてよい。追加の実施形態では、学習は、例えば神
経プログラミングを通して等、神経生理学的な刺激＋／－電子的な刺激を通して人体によ
って情報を知覚することを許す／可能にするために、ＨＭＤを通して光刺激を変調するた
めに使用される。本明細書の実施形態では、通信は、振幅、深度、面積、及び周波数の両
方で、直射日光／直接音、反射光／反射音、回折光／音、屈折光／屈折音を使用すること
により神経生理学的な＋／－電子的な刺激を通して変調される。さらに、通信は、振幅、
周波数、深度、及び面積の両方で、直接的、間接的な接触／味覚／嗅覚を使用することに
より、間接的神経生理学的な刺激＋／－電子的な刺激＋／－化学的な刺激を通して変調さ
れる。
【０５７９】
　本明細書の実施形態では、バイオエレクトロニックインプラントで記述されるのと同じ
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原理に基づいて、方向、位置、振幅、周波数、深度、パターン、及びこれらの光照射野の
組合せは、無傷のチャネルの方を好んで傷ついたチャネルを迂回することによって神経可
塑性のために、及び神経系、心臓系、聴覚系、嗅覚系、触覚系、味覚系、筋肉系、内分泌
系（ホルモン調節―例えば、概日リズムリセットのための網膜神経節細胞サブタイプ刺激
）、代謝系、免疫系、心理学系／精神系のための治療方法のための神経プログラミングの
ために、外側膝状体系の特定の視覚的なチャネル及びアクセサ視覚チャネルを可能にし、
部分的に、立体視（深度）、色、コントラスト、サイズ区別、オブジェクト／顔認識、境
界検出、眼球運動機能、瞳孔機能、視野、視覚記憶を含むが、これに限定されるものでは
ない視覚の異なる態様の活性化及び符号化を可能にする。
【０５８０】
　また、本明細書の実施形態は、例えばＰＲＩＭＡ、ＩＲＩＳ　Ｉ、及びＩＲＩＳ　ＩＩ
等であるが、これに限定されるものではない異なる種類の視覚インプラント（ｖｉｓｉｏ
ｎ　ｉｍｐｌａｎｔ）、並びに網膜の下又は網膜の外で固定されてよい他の視覚インプラ
ントにも適用可能である。
【０５８１】
　一実施形態では、ＰＴＳＤインタフェースを有する個人は、複数の感覚入力及び感覚出
力並びに生理学的入力及び生理学的出力が個人の視覚的な挙動及び人間の挙動にどのよう
にして影響を及ぼすのかを理解するために、システムとインタフェースで接続する。実施
例では、ＳＤＥＰデータベースは、増加した衝撃性眼球運動、瞳孔の拡張、色／赤ＲＧＢ
のより長い波長に対する色感度、心拍数増加、基礎体温上昇、両耳の状態での上昇した強
度レベルに対する聴覚感度、及び高いＲＧＢを有する画像／ビデオ／シーンでのパターン
に対する感度上昇、複数のオブジェクト認識要件を有する背景／前景の輝度減少を含んだ
、ＰＴＳＤのためのベンチマークを作成するために活用されてよい。例では、最小瞳孔反
応度を有するアンチサッカード誤差の増加、及び青色光に対する感度の上昇、及び華氏９
８．６度以上の基礎体温は、ＰＴＳＤ関係の懸念としてベンチマーク化されてよい。デー
タに基づいて、ＳＤＥＰを通して滴定視覚刺激及びＳＤＥＰ、刺激のリアルタイム動的交
換（ＲＤＥＳ）の使用による非刺激及び非視覚刺激を使用することによる治療学の提示は
、バイオエレクトロニックインプラントとの通信を介して、ＨＭＤを通して通信を介して
神経生理学的網膜を刺激できる。
【０５８２】
　係る刺激の治療効果は、衝動性眼球運動、瞳孔反応、色感度、心拍数、基礎体温、聴覚
感度、及び画像感度の減少／正規化のためのベンチマークと対照して測定されてよい。
【０５８３】
　一実施形態では、ユーザのＰＴＳＤの症状が測定され、媒体は、ユーザの症状を減少さ
せるために修正される。
【０５８４】
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験するＰＴＳＤの症状を決定するため
に処理されてよい。データは、ユーザの媒体との対話中に又は対話後に示される症状のレ
ベルを示す場合がある。データは、例えば媒体の体験から生じる視覚的な不快感又は他の
不快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるものではなくＰＴＳ
Ｄ症状を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正するためにさ
らに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアルタイムで修正される
。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後続のユーザに対する
、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するために使用される
。
【０５８５】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、ユーザのＰＴＳＤの症状を減少させるために修正するた
めの、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図２４は、本
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明細書のいくつかの実施形態に従って、ＰＴＳＤの症状を減少させるために媒体を修正す
るための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。２４０２で、以下にさらに
説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データ
は、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ
、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメ
ラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又
はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合が
ある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０５８６】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
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【０５８７】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な兆候性評価基準の間の新しい相関を
発見できる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。シ
ステムは、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、ＰＴＳＤ症状の全体的な表示
における傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体
は、ユーザ及び／又はユーザのグループのために、ＰＴＳＤ症状を減少させるために修正
される。
【０５８８】
　２４０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２４０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中にＰＴＳＤＳ症状の発生の増加を反映する場合
がある。
１．瞬目率の上昇
２．瞬目率の変化率の上昇
３．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
４．瞳孔の大きさの変化率の上昇
５．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
６．凝視方向のための標的関連性の減少
７．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
８．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
９．固視持続時間変化率の上昇
１０．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１１．サッカード角度の標的関連性の減少
１２．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１３．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１４．サッカード速度の加速
１５．サッカード変化率の上昇
１６．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
１７．画面距離の増加
１８．標的関連頭部方向の減少
１９．標的関連頭部固定の減少
２０．標的関連四肢運動の減少
２１．体重分布のシフト
２２．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
２３．体温の上昇
２４．呼吸数の増加
２５．心拍数の増加
２６．有声化の増加
２７．反応時間の増加
【０５８９】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、ユーザのＰＴＳＤ症状の発生の減少を決定してよい。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．輻輳率の上昇
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５．発散率の上昇
６．固視持続時間の増加
７．固視比率の上昇
８．固視カウントの増加
９．円滑追跡の増加
１０．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少
【０５９０】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、戻り
の阻害の増加、低酸素飽和度、低血圧、（特定の表情に依存する場合がある）顔表情の変
化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定
されるものではない。
【０５９１】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、ユーザの
ＰＴＳＤの症状の発生を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されて
よく、これらのリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデ
ータの変化を含んでよいことに留意されたい。
【０５９２】
　２４０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、ユーザのＰＴＳＤ症状の発生
の変化の程度を決定するために使用されてよい。ユーザのＰＴＳＤ症状の発生の変化は、
発生の削減又は発生の増進のどちらかを示す場合がある。
【０５９３】
　２４１０で、ユーザに提供される媒体は、ＰＴＳＤ症状の発生の削減（又は増進）の程
度に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、ＰＴＳＤ症状の発生の増加を反映
するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正
のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０５９４】
　以下のインジケータのうちの１つ以上、つまり、眼瞬裂高さの増加、部分的な瞬き対完
全な瞬きの比率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方
向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、
固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視持続時間の減少、サッカードの
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関連性の
増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの
比率の減少、戻りの阻害の減少、円滑追跡の減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の
増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、ア
ルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽
和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減
少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理は、ＰＴＳＤ症
状の減少を確認するために観察されてよい。
【０５９５】
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　実施形態では、ＰＴＳＤと関連付けられた症状の減少の特定のパーセンテージ又は範囲
が定義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２４１０で修正が実行された後
、２４１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、２４１２で取得されてよい
。２４１６で、ＰＴＳＤと関連付けられた症状の減少の新しい程度／パーセンテージ／範
囲が取得されてよい。２４１８で、システムは、ＰＴＳＤと関連付けられた症状の減少が
、指定された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分である
と判断される場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ２４１０にループ
バックしてよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく２４１０、全体的な性能
は、１％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリ
メントが達成されるまで測定されてよい。
【０５９６】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０５９７】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０５９８】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０５９９】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６００】
実施例用途８：調節機能障害に関連する複視を減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する調節機能障害に関係する複視の
程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的な不快感
又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるもので
はなく調節機能障害に関連する複視を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユー
ザのために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのため
にリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを
有する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示
を修正するために使用される。
【０６０１】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
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媒体を、その媒体との対話中に、調節機能障害に関連するユーザの複視を減少させるため
に修正するための、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。
図２５は、本明細書のいくつかの実施形態に従って、ユーザの複視の症状を減少させるた
めに媒体を修正するための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。２５０２
で、以下にさらに説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施
形態では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率デ
ータ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少な
くとも１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデ
バイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ
以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６０２】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
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理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６０３】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な兆候性評価基準の間の新しい相関を
発見できる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。シ
ステムは、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、調節機能障害に関連する複視
のユーザの経験における傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で
提示される媒体は、ユーザ及び／又はユーザのグループのために、ユーザの複視を減少さ
せるために修正される。
【０６０４】
　２５０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２５０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に複視の増加を反映する場合がある。
１．瞬目率の上昇
２．瞬目率の変化率の上昇
３．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
４．瞳孔の大きさの変化率の上昇
５．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
６．凝視方向のための標的関連性の減少
７．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
８．輻輳率の上昇 
９．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１０．固視持続時間の増加
１１．固視持続時間変化率の上昇
１２．固視比率の上昇
１３．固視カウントの増加
１４．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１５．サッカード角度の標的関連性の減少
１６．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１７．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１８．戻りの阻害の増加
１９．サッカード速度の加速
２０．サッカード変化率の上昇
２１．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２２．標的関連頭部方向の減少
２３．標的関連頭部固定の減少
２４．標的関連四肢運動の減少
２５．体重分布のシフト
２６．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少
２７．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
２８．体温の上昇
２９．呼吸数の増加
３０．低酸素飽和度
３１．心拍数の増加
３２．低血圧
３３．反応時間の増加
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【０６０５】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、ユーザの複視の減少を決定してよい。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．発散率の上昇
５．円滑追跡の増加
６．画面距離の増加
【０６０６】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、複視を減
少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリストは網
羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んでよいこ
とに留意されたい。
【０６０７】
　２５０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、ユーザの複視の変化の程度を
決定するために使用されてよい。複視の変化は、調節機能障害に関連する複視の削減又は
複視の増進のどちらかを示す場合がある。
【０６０８】
　２５１０で、ユーザに提供される媒体は、複視の削減（又は増進）の程度に基づいて修
正されてよい。実施形態では、媒体は、調節機能障害に関連する複視の増加を反映するデ
ータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうち
の１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０６０９】
　以下のインジケータ、つまり瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少、部分的な瞬き対完
全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のた
めの標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位
置のための標的関連性の増加、輻輳率の減少、固視の初期位置及び最終位置のための関連
性の増加、固視持続時間の減少、固視持続時間変化率の減少、固視比率の減少、固視カウ
ントの減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード
角度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッ
カード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッ
カード変化率の減少、サッカードカウントの減少、眼球再位置合わせ又は位置合わせの改
善及び協調的な眼球運動性、標的関連頭部方向の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関
連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常
な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タス
ク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅
覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、複視の減少を確認するために観察
されてよい。
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【０６１０】
　実施形態では、複視と関連付けられた症状の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定
義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２５１０で修正が実行された後、２
５１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、２５１２で取得されてよい。２
５１６で、複視と関連付けられた症状の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得
されてよい。２５１８で、システムは、調節機能障害に関連する複視の減少が、指定され
た範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断され
る場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ２５１０にループバックして
よい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく２５１０、全体的な性能は、１％か
ら１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが達
成されるまで測定されてよい。
【０６１１】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０６１２】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０６１３】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０６１４】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６１５】
実施例用途９：予期せぬ周辺視野刺激による病原体伝染を減少させるために媒体を修正す
ること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する予期せぬ周辺視野刺激による病
原体伝染の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚
的な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定さ
れるものではなく病原体伝染を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのた
めに修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリア
ルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する
後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正
するために使用される。
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【０６１６】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、予期せぬ周辺視野刺激による病原体伝染のユーザの経験
を減少させるために修正するための、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウ
ェアを説明する。図２６は、本明細書のいくつかの実施形態に従って、病原体伝染を減少
させるために媒体を修正するための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。
２６０２で、以下にさらに説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得され
る。実施形態では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、
瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成さ
れた少なくとも１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス
、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのう
ちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６１７】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
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数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６１８】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、予期せぬ周辺視野による病原体伝染
のユーザの経験における傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で
提示される媒体は、ユーザ及び／又はユーザのグループのために、ユーザの病原体伝染を
減少させるために修正される。
【０６１９】
　２６０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２６０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に病原体伝染の増加を反映する場合がある。
１．瞬目率の変化率の上昇
２．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
３．瞳孔の大きさの変化率の上昇
４．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
５．凝視方向のための標的関連性の減少
６．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
７．輻輳率の上昇 
８．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
９．固視持続時間の増加
１０．固視持続時間変化率の上昇
１１．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１２．サッカード角度の標的関連性の減少
１３．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１４．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１５．戻りの阻害の増加
１６．サッカード速度の加速
１７．サッカード変化率の上昇
１８．円滑追跡の増加
１９．標的関連頭部方向の減少
２０．標的関連頭部固定の減少
２１．標的関連四肢運動の減少
２２．体重分布のシフト
２３．低酸素飽和度
２４．心拍数の増加
２５．低血圧
２６．反応時間の増加
【０６２０】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、ユーザの病原体伝染の減少を決定してよい。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
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３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．発散率の上昇
６．固視比率の上昇
７．固視カウントの増加
８．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
９．画面距離の増加
１０．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少
１１．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
【０６２１】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、体温
の上昇、呼吸率の上昇、有声化の増加、（特定の表情に依存する場合がある）顔表情の変
化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定
されるものではない。
【０６２２】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、病原体伝
染を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリス
トは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んで
よいことに留意されたい。
【０６２３】
　２６０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、ユーザの病原体伝染の変化の
程度を決定するために使用されてよい。病原体伝染の変化は、予期せぬ周辺視野による病
原体伝染の削減又は病原体伝染の増進のどちらかを示す場合がある。
【０６２４】
　２６１０で、ユーザに提供される媒体は、病原体伝染の削減（又は増進）の程度に基づ
いて修正されてよい。実施形態では、媒体は、予期せぬ周辺視野による病原体伝染の増加
を反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下
の修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０６２５】
　以下のインジケータ、つまり瞬目率の変化率の減少、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率
の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性
の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための標的
関連性の増加、輻輳率の減少、固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視
持続時間の減少、固視持続時間変化率の減少、サッカードの初期位置及び最終位置のため
の標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（
タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減
少、サッカード速度の減少、サッカード変化率の減少、円滑追跡の減少、標的関連頭部方
向の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少
、アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸
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素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時
間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１
つ以上は、病原体伝染の減少を確認するために観察されてよい。
【０６２６】
　実施形態では、予期せぬ周辺視野刺激による病原体伝染の減少の特定のパーセンテージ
又は範囲が定義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２６１０で修正が実行
された後、２６１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、２６１２で取得さ
れてよい。２６１６で、予期せぬ周辺視野による病原体伝染の減少の新しい程度／パーセ
ンテージ／範囲が取得されてよい。２６１８で、システムは、病原体伝染の減少が、指定
された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断
される場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ２６１０にループバック
してよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく２６１０、全体的な性能は、１
％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメント
が達成されるまで測定されてよい。
【０６２７】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０６２８】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０６２９】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０６３０】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６３１】
実施例用途１０：過剰なブルーライト曝露から生じるホルモンの異常調節を減少させるた
めに媒体を修正すること
　ブルーライト曝露は、健康に影響を与えることが示されてきた。スクリーンデバイスを
通って伝達される電波に長期にわたり曝露することは、概日リズムを乱し、ホルモンに対
する影響を含んだ多様な方法で健康に影響を及ぼす場合がある。ブルーライトの影響は、
体のメラトニンの産生の減少を引き起こすと考えられている。また、ブルーライトへの長
期にわたる曝露は、眼の健康にもマイナス影響を与えると考えられている。
【０６３２】
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　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する過剰なブルーライト曝露から生
じるホルモン調節異常の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験か
ら生じる視覚的な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、
これに限定されるものではなくホルモン調節異常を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／Ｍｘ
Ｒ媒体をユーザのために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体は
ユーザのためにリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似
したデータを有する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／Ｍｘ
Ｒ媒体の提示を修正するために使用される。
【０６３３】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、過剰なブルーライト曝露から生じるユーザのホルモン調
節異常を減少させるために修正するための、ユーザに提供される方法、システム、及びソ
フトウェアを説明する。図２７は、本明細書のいくつかの実施形態に従って、ホルモン調
節異常を減少させるために媒体を修正するための例示的なプロセスを説明するフローチャ
ートを示す。２７０２で、以下にさらに説明されるように、複数のデータのための第１の
値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝
動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得する
ように構成された少なくとも１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、
ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下
のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６３４】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
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ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６３５】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、ユーザの過剰なブルーライト曝露か
ら生じるホルモン調節異常における傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又はユーザのグループのために、ホルモン調
節異常を減少させるために修正される。
【０６３６】
　２７０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２７０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中にホルモン調節異常の増加を反映する場合があ
る。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
５．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
６．凝視方向のための標的関連性の減少
７．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
８．発散率の上昇
９．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１０．固視持続時間の増加
１１．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１２．サッカード角度の標的関連性の減少
１３．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１４．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１５．戻りの阻害の増加
１６．円滑追跡の増加
１７．画面距離の増加
１８．標的関連頭部方向の減少
１９．標的関連頭部固定の減少
２０．標的関連四肢運動の減少
２１．体重分布のシフト
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２２．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少
２３．体温の上昇
２４．呼吸数の増加
２５．低酸素飽和度
２６．心拍数の増加
２７．低血圧
２８．反応時間の増加
【０６３７】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、ユーザのホルモン調節異常の減少を決定してよい。
１．瞬目率の上昇
２．瞬目率の変化率の上昇
３．瞳孔の大きさの変化率の上昇
４．輻輳率の上昇
５．固視持続時間変化率の上昇
６．固視比率の上昇
７．固視カウントの増加
８．サッカード速度の加速
９．サッカード変化率の上昇
１０．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
１１．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
【０６３８】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、有声
化の増加、（特定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、及び嗅
覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０６３９】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、ホルモン
調節異常を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これら
のリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を
含んでよいことに留意されたい。
【０６４０】
　２７０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、ユーザのホルモン調節異常の
変化の程度を決定するために使用されてよい。ホルモン調節異常の変化は、過剰なブルー
ライト曝露から生じる、ホルモン調節異常の削減又はホルモン調節異常の増進のどちらか
を示す場合がある。
【０６４１】
　２７１０で、ユーザに提供される媒体は、ホルモン調節異常の削減（又は増進）の程度
に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、過剰なブルーライト曝露から生じる
ホルモン調節異常の増加を反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよ
い。実施形態では、以下の修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
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更すること
【０６４２】
　以下のインジケータのうちの１つ以上、つまり、眼瞬裂高さの増加、部分的な瞬き対完
全な瞬きの比率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方
向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、
発散率の減少、固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視持続時間の減少
、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度のため
の標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／プ
ロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、円滑追跡の減少、画面距離の減少、標的
関連頭部方向の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシ
フトの減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１
００％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表
情、反応時間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理
は、ホルモン調節異常の減少を確認するために観察されてよい。
【０６４３】
　実施形態では、過剰なブルーライト曝露から生じるホルモン調節異常の減少の特定のパ
ーセンテージ又は範囲が定義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２７１０
で修正が実行された後、２７１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、２７
１２で取得されてよい。２７１６で、過剰なブルーライト曝露から生じるホルモン調節異
常の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。２７１８で、システム
は、ホルモン調節異常の減少が、指定された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを
判断する。減少が不十分であると判断される場合、システムは、媒体をさらに修正するた
めにステップ２７１０にループバックしてよい。したがって、媒体は、繰り返し修正され
てよく２７１０、全体的な性能は、１％から１００００％のどこかの改善のパーセンテー
ジ又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測定されてよい。
【０６４４】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０６４５】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０６４６】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０６４７】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
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一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６４８】
実施例用途１０：画面表示に対する露出過度からの潜在的な光毒症を減少させるために媒
体を修正すること
　画面表示に対する長期にわたる露出は、ユーザの光毒症の可能性を高めると考えられて
いる。一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ
／ＭｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう光毒症
の可能性を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的な不
快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるも
のではなく光毒症の可能性を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのため
に修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアル
タイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後
続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正す
るために使用される。
【０６４９】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、画面表示に対する露出過度からの潜在的な光毒症を減少
させるために修正するための、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを
説明する。図２８は、本明細書のいくつかの実施形態に従って、光毒症の可能性を減少さ
せるために媒体を修正するための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。２
８０２で、以下にさらに説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得される
。実施形態では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬
目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成され
た少なくとも１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、
ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうち
の１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６５０】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
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視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６５１】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、画面表示に対する露出過度からの光
毒症における傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される
媒体は、ユーザ及び／又はユーザのグループのために、光毒症を減少させるために修正さ
れる。
【０６５２】
　２８０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２８０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中にホルモン調節異常の増加を反映する場合があ
る。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．発散率の上昇
１２．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１３．固視持続時間の増加
１４．固視持続時間変化率の上昇
１５．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
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１６．サッカード角度の標的関連性の減少
１７．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１８．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１９．戻りの阻害の増加
２０．サッカード速度の加速
２１．サッカード変化率の上昇
２２．円滑追跡の増加
２３．画面距離の増加
２４．標的関連頭部方向の減少
２５．標的関連頭部固定の減少
２６．標的関連四肢運動の減少
２７．体重分布のシフト
２８．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
２９．体温の上昇
３０．呼吸数の増加
３１．心拍数の増加
３２．低血圧
３３．反応時間の増加
【０６５３】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、ユーザのホルモン調節異常の減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇
２．固視比率の上昇
３．固視カウントの増加
４．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
５．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
【０６５４】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、低酸
素飽和度、有声化の増加、（特定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理
の変化、嗅覚処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるもので
はない。
【０６５５】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、光毒症を
減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリストは
網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んでよい
ことに留意されたい。
【０６５６】
　２８０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、光毒症の変化の程度を決定す
るために使用されてよい。光毒症の変化は、画面表示に対する露出過度からの光毒症の削
減又は光毒症の増進のどちらかを示す場合がある。
【０６５７】
　２８１０で、ユーザに提供される媒体は、光毒症の削減（又は増進）の程度に基づいて
修正されてよい。実施形態では、媒体は、画面表示に対する露出過度からの光毒症の増加
を反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下
の修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
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５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０６５８】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位
置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、発散率の減少、固視の初期位置及び最
終位置のための関連性の増加、固視持続時間の減少、固視持続時間変化率の減少、サッカ
ードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関
連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカ
ードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッカード変化率の減少
、円滑追跡の減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の増加、標的関連頭部固定の増加
、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上
昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血
圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚処理、タス
ク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、光毒症の減少を確認する
ために観察されてよい。
【０６５９】
　実施形態では、画面表示に対する露出過度からの光毒症の減少の特定のパーセンテージ
又は範囲が定義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２８１０で修正が実行
された後、２８１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、２８１２で取得さ
れてよい。２８１６で、画面表示に対する露出過度からの光毒症の減少の新しい程度／パ
ーセンテージ／範囲が取得されてよい。２８１８で、システムは、光毒症の減少が、指定
された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断
される場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ２８１０にループバック
してよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく２８１０、全体的な性能は、１
％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメント
が達成されるまで測定されてよい。
【０６６０】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０６６１】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０６６２】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０６６３】
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　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６６４】
実施例用途１２：嘔吐及び／又は胃の不快感を減少させるために媒体を修正すること
　画面表示に対する長期にわたる露出は、嘔吐及び／又は胃の不快感を生じさせる場合が
ある。一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ
／ＭｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう嘔吐及
び／又は胃の不快感の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から
生じる視覚的な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、こ
れに限定されるものではなく嘔吐及び／又は胃の不快感を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ
／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、
媒体はユーザのためにリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され
、類似したデータを有する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ
／ＭｘＲ媒体の提示を修正するために使用される。
【０６６５】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、嘔吐及び／又は胃の不快感を減少させるために修正する
ための、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図２９は、
本明細書のいくつかの実施形態に従って、嘔吐及び／又は胃の不快感を減少させるために
媒体を修正するための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。２９０２で、
以下にさらに説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態
では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ
、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくと
も１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイ
ス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上
を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６６６】



(129) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６６７】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、嘔吐及び／又は胃の不快感における
傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユー
ザ及び／又はユーザのグループのために、嘔吐及び／又は胃の不快感を減少させるために
修正される。
【０６６８】
　２９０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。２９０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に嘔吐及び／又は胃の不快感の増加を反映する
場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
５．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
６．凝視方向のための標的関連性の減少
７．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
８．発散率の上昇
９．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
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１０．固視持続時間の増加
１１．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１２．サッカード角度の標的関連性の減少
１３．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１４．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１５．戻りの阻害の増加
１６．円滑追跡の増加
１７．画面距離の増加
１８．標的関連頭部方向の減少
１９．標的関連頭部固定の減少
２０．標的関連四肢運動の減少
２１．体重分布のシフト
２２．体温の上昇
２３．呼吸数の増加
２４．低酸素飽和度
２５．心拍数の増加
２６．低血圧
２７．有声化の増加
２８．反応時間の増加
【０６６９】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、嘔吐及び／又は胃の不快感の減少を決定してよい。
１．瞬目率の上昇
２．瞬目率の変化率の上昇
３．瞳孔の大きさの変化率の上昇
４．輻輳率の上昇
５．固視持続時間変化率の上昇
６．固視比率の上昇
７．固視カウントの増加
８．サッカード速度の加速
９．サッカード変化率の上昇
１０．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
１１．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
１２．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
【０６７０】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び
聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０６７１】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、嘔吐及び
／又は胃の不快感を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく
、これらのリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータ
の変化を含んでよいことに留意されたい。
【０６７２】
　２９０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、嘔吐及び／又は胃の不快感の
変化の程度を決定するために使用されてよい。嘔吐及び／又は胃の不快感の変化は、嘔吐
及び／又は胃の不快感の削減又は嘔吐及び／又は胃の不快感の増進のどちらかを示す場合
がある。
【０６７３】
　２９１０で、ユーザに提供される媒体は、嘔吐及び／又は胃の不快感の削減（又は増進
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）の程度に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、嘔吐及び／又は胃の不快感
の増加を反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では
、以下の修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０６７４】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減
少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連
性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、発散率の減少、固視
の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視持続時間の減少、サッカードの初期
位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関連性の増加
、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの比率
の減少、戻りの阻害の減少、円滑追跡の減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の増加
、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、正常な
体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク
関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚
処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、嘔吐及び／又は胃の不快感の減少を
確認するために観察されてよい。
【０６７５】
　実施形態では、嘔吐及び／又は胃の不快感の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定
義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、２９１０で修正が実行された後、２
９１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、２９１２で取得されてよい。２
９１６で、嘔吐及び／又は胃の不快感の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得
されてよい。２９１８で、システムは、嘔吐及び／又は胃の不快感の減少が、指定された
範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断される
場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ２９１０にループバックしてよ
い。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく２９１０、全体的な性能は、１％から
１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが達成
されるまで測定されてよい。
【０６７６】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０６７７】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０６７８】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
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、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０６７９】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６８０】
実施例用途１３：視覚的不快感を減少させるために媒体を修正すること
　画面表示に対する長期にわたる露出は、眼精疲労、ドライアイ、流涙、異物感、眼の圧
迫感、又は目の回りの痛みのうちの少なくとも１つを含む視覚的不快感を生じさせる場合
がある。一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／Ａ
Ｒ／ＭｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう眼精
疲労、ドライアイ、流涙、異物感、眼の圧迫感、又は目の回りの痛みのうちの少なくとも
１つを含む視覚的不快感の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験
から生じる視覚的な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが
、これに限定されるものではなく視覚的な不快感を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／Ｍｘ
Ｒ媒体をユーザのために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体は
ユーザのためにリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似
したデータを有する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／Ｍｘ
Ｒ媒体の提示を修正するために使用される。
【０６８１】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、視覚的な不快感を減少させるために修正するための、ユ
ーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３０は、本明細書の
いくつかの実施形態に従って、視覚的な不快感を減少させるために媒体を修正するための
例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。３００２で、以下にさらに説明され
るように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球
運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直
径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用
することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲ
デバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
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８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６８２】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６８３】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、視覚的な不快感における傾向を探す
ことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又
はユーザのグループのために、嘔吐及び／又は胃の不快感を減少させるために修正される
。
【０６８４】
　３００４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３００６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に視覚的な快感の増加を反映する場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
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４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．発散率の上昇
１２．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１３．固視持続時間の増加
１４．固視持続時間変化率の上昇
１５．固視比率の上昇
１６．固視カウントの増加
１７．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１８．サッカード角度の標的関連性の減少
１９．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
２０．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
２１．戻りの阻害の増加
２２．サッカード速度の加速
２３．サッカード変化率の上昇
２４．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２５．円滑追跡の増加
２６．画面距離の増加
２７．標的関連頭部方向の減少
２８．標的関連頭部固定の減少
２９．標的関連四肢運動の減少
３０．体重分布のシフト
３１．体温の上昇
３２．呼吸数の増加
３３．低酸素飽和度
３４．心拍数の増加
３５．低血圧
２６．有声化の増加
３７．反応時間の増加
【０６８５】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、視覚的な不快感の減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇 
２．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
３．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇 
【０６８６】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び
聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０６８７】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、視覚的な
不快感を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらの
リストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含
んでよいことに留意されたい。
【０６８８】
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　３００８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、視覚的な不快感の変化の程度
を決定するために使用されてよい。視覚的な不快感の変化は、視覚的な不快感の削減又は
視覚的な不快感の増進のどちらかを示す場合がある。
【０６８９】
　３０１０で、ユーザに提供される媒体は、視覚的な不快感の削減（又は増進）の程度に
基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、視覚的な不快感の増加を反映するデー
タのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうちの
１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０６９０】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂変化率の上昇、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減
少、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的
関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のため
の標的関連性の増加、発散率の減少、固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加
、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、固視持続時間の減少、
固視持続時間変化率の減少、固視比率の減少、固視カウントの減少、サッカード角度のた
めの標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／
プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッカード変
化率の減少、サッカードカウントの減少、円滑追跡の減少、画面距離の減少、標的関連頭
部方向の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの
減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％
の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反
応時間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうち
の１つ以上は、視覚的な不快感の減少を確認するために観察されてよい。
【０６９１】
　実施形態では、視覚的な不快感の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義されてよ
い。実施形態では、データの追加の値は、３０１０で修正が実行された後、３０１４で経
時的にデータの変化をさらに決定するために、３０１２で取得されてよい。３０１６で、
視覚的な不快感の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。３０１８
で、システムは、視覚的な不快感の減少が、指定された範囲又はパーセンテージ内である
かどうかを判断する。減少が不十分であると判断される場合、システムは、媒体をさらに
修正するためにステップ３０１０にループバックしてよい。したがって、媒体は、繰り返
し修正されてよく３０１０、全体的な性能は、１％から１００００％のどこかの改善のパ
ーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測定されてよい。
【０６９２】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０６９３】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
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価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０６９４】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０６９５】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０６９６】
実施例用途１４：見当識障害及び姿勢の不安定を減少させるために媒体を修正すること
　画面表示に対する長期にわたる露出は、見当識障害及び姿勢の不安定を生じさせる場合
がある。一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／Ａ
Ｒ／ＭｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう見当
識障害及び姿勢の不安定の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験
から生じる視覚的な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが
、これに限定されるものではなく見当識障害及び姿勢の不安定を減少させるために、ＶＲ
／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態
では、媒体はユーザのためにリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保
存され、類似したデータを有する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ
／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するために使用される。
【０６９７】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、見当識障害及び姿勢の不安定を減少させるために修正す
るための、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３１は
、本明細書のいくつかの実施形態に従って、見当識障害及び姿勢の不安定を減少させるた
めに媒体を修正するための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。３１０２
で、以下にさらに説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施
形態では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率デ
ータ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少な
くとも１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデ
バイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ
以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
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４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０６９８】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０６９９】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、見当識障害及び姿勢の不安定におけ
る傾向を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユ
ーザ及び／又はユーザのグループのために、見当識障害及び姿勢の不安定を減少させるた
めに修正される。
【０７００】
　３１０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３１０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
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ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に見当識障害及び姿勢の不安定の増加を反映す
る場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．発散率の上昇
１２．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１３．固視持続時間変化率の上昇
１４．固視比率の上昇
１５．固視カウントの増加
１６．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１７．サッカード角度の標的関連性の減少
１８．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１９．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
２０．戻りの阻害の増加
２１．サッカード速度の加速
２２．サッカード変化率の上昇
２３．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２４．標的関連頭部方向の減少
２５．標的関連頭部固定の減少
２６．標的関連四肢運動の減少
２７．体重分布のシフト
２８．体温の上昇
２９．呼吸数の増加
３０．低酸素飽和度
３１．心拍数の増加
３２．低血圧
３３．有声化の増加反応時間の増加
【０７０１】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、見当識障害及び姿勢の不安定の減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇 
２．固視持続時間の増加
３．円滑追跡の増加
４．画面距離の増加
５．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
６．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇 
７．安定的な体重分布
【０７０２】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び
聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
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【０７０３】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、見当識障
害及び姿勢の不安定を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよ
く、これらのリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデー
タの変化を含んでよいことに留意されたい。
【０７０４】
　３１０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、見当識障害及び姿勢の不安定
の変化の程度を決定するために使用されてよい。見当識障害及び姿勢の不安定の変化は、
見当識障害及び姿勢の不安定の削減又は見当識障害及び姿勢の不安定の増進のどちらかを
示す場合がある。
【０７０５】
　３１１０で、ユーザに提供される媒体は、見当識障害及び姿勢の不安定の削減（又は増
進）の程度に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、見当識障害及び姿勢の不
安定の増加を反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態
では、以下の修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０７０６】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位
置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、発散率の減少、固視の初期位置及び最
終位置のための関連性の増加、固視持続時間変化率の減少、固視比率の減少、固視カウン
トの減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角
度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカ
ード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッカ
ード変化率の減少、サッカードカウントの減少、標的関連頭部方向の増加、標的関連頭部
固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アルファ脳波／デルタ
脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数
、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚
処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、見当識障害及
び姿勢の不安定の減少を確認するために観察されてよい。
【０７０７】
　実施形態では、見当識障害及び姿勢の不安定の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が
定義されてよい。実施形態では、データの追加の値は、３１１０で修正が実行された後、
３１１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、３１１２で取得されてよい。
３１１６で、見当識障害及び姿勢の不安定の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が
取得されてよい。３１１８で、システムは、見当識障害及び姿勢の不安定の減少が、指定
された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断
される場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ３１１０にループバック
してよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく３１１０、全体的な性能は、１
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％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメント
が達成されるまで測定されてよい。
【０７０８】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０７０９】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０７１０】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０７１１】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０７１２】
実施例用途１５：頭痛及び焦点調節困難を減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう頭痛及び焦
点調節困難の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視
覚的な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定
されるものではなく頭痛及び焦点調節困難を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体
をユーザのために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザ
のためにリアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデ
ータを有する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体
の提示を修正するために使用される。
【０７１３】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、頭痛及び焦点調節困難を減少させるために修正するため
の、ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３２は、本明
細書のいくつかの実施形態に従って、頭痛及び焦点調節困難を減少させるために媒体を修
正するための例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。３２０２で、以下にさ
らに説明されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、デ
ータは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視デ
ータ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つの
カメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び
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／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場
合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０７１４】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０７１５】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、頭痛及び焦点調節困難における傾向
を探すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及
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び／又はユーザのグループのために、頭痛及び焦点調節困難を減少させるために修正され
る。
【０７１６】
　３２０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３２０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に頭痛及び焦点調節困難の増加を反映する場合
がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．発散率の上昇
１２．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１３．固視持続時間変化率の上昇
１４．固視比率の上昇
１５．固視カウントの増加
１６．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１７．サッカード角度の標的関連性の減少
１８．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１９．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
２０．戻りの阻害の増加
２１．サッカード速度の加速
２２．サッカード変化率の上昇
２３．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２４．画面距離の増加
２５．標的関連頭部方向の減少
２６．標的関連頭部固定の減少
２７．標的関連四肢運動の減少
２８．体重分布のシフト
２９．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
３０．体温の上昇
３１．呼吸数の増加
３２．低酸素飽和度
３３．心拍数の増加
３４．血圧の変化
３５．有声化の増加
３６．反応時間の増加
【０７１７】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、頭痛及び焦点調節困難の減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇 
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２．固視持続時間の増加
３．円滑追跡の増加
４．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
【０７１８】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び
聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０７１９】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、頭痛及び
焦点調節困難を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、こ
れらのリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変
化を含んでよいことに留意されたい。
【０７２０】
　３２０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、頭痛及び焦点調節困難の変化
の程度を決定するために使用されてよい。頭痛及び焦点調節困難の変化は、頭痛及び焦点
調節困難の削減又は頭痛及び焦点調節困難の増進のどちらかを示す場合がある。
【０７２１】
　３２１０で、ユーザに提供される媒体は、頭痛及び焦点調節困難の削減（又は増進）の
程度に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、頭痛及び焦点調節困難の増加を
反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の
修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０７２２】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位
置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、発散率の減少、固視の初期位置及び最
終位置のための関連性の増加、固視持続時間変化率の減少、固視比率の減少、固視カウン
トの減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角
度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカ
ード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッカ
ード変化率の減少、サッカードカウントの減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の増
加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アル
ファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和
度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少
、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上
は、頭痛及び焦点調節困難の減少を確認するために観察されてよい。
【０７２３】
　実施形態では、頭痛及び焦点調節困難の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義さ
れてよい。実施形態では、データの追加の値は、３２１０で修正が実行された後、３２１
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４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、３２１２で取得されてよい。３２１
６で、頭痛及び焦点調節困難の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよ
い。３２１８で、システムは、頭痛及び焦点調節困難の減少が、指定された範囲又はパー
センテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断される場合、システ
ムは、媒体をさらに修正するためにステップ３２１０にループバックしてよい。したがっ
て、媒体は、繰り返し修正されてよく３２１０、全体的な性能は、１％から１００００％
のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測
定されてよい。
【０７２４】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０７２５】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０７２６】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０７２７】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０７２８】
実施例用途１６：かすみ目及び近視を減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろうかすみ目及
び近視の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的
な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定され
るものではなくかすみ目及び近視を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザ
のために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのために
リアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有
する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を
修正するために使用される。
【０７２９】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、かすみ目及び近視を減少させるために修正するための、
ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３３は、本明細書
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のいくつかの実施形態に従って、かすみ目及び近視を減少させるために媒体を修正するた
めの例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。３３０２で、以下にさらに説明
されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、
眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳
孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを
使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭ
ｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある
。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０７３０】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
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【０７３１】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、かすみ目及び近視における傾向を探
すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／
又はユーザのグループのために、かすみ目及び近視を減少させるために修正される。
【０７３２】
　３３０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３３０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中にかすみ目及び近視の増加を反映する場合があ
る。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．輻輳率の上昇
１２．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１３．固視持続時間変化率の上昇
１４．固視比率の上昇
１５．固視カウントの増加
１６．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１７．サッカード角度の標的関連性の減少
１８．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１９．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
２０．戻りの阻害の増加
２１．サッカード速度の加速
２２．サッカード変化率の上昇
２３．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２４．画面距離の増加
２５．標的関連頭部方向の減少
２６．標的関連頭部固定の減少
２７．標的関連四肢運動の減少
２８．体重分布のシフト
２９．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
３０．体温の上昇
３１．呼吸数の増加
３２．低酸素飽和度
３３．心拍数の増加
３４．低血圧
３５．反応時間の増加
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【０７３３】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、かすみ目及び／又は近視の減少を決定してよい。
１．発散率の上昇
２．固視持続時間の増加
３．円滑追跡の増加
４．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇 
【０７３４】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び
聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０７３５】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、かすみ目
及び／又は近視を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、
これらのリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの
変化を含んでよいことに留意されたい。
【０７３６】
　３３０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、かすみ目及び／又は近視の変
化の程度を決定するために使用されてよい。かすみ目及び／又は近視の変化は、かすみ目
及び／又は近視の削減又はかすみ目及び／又は近視の増進のどちらかを示す場合がある。
【０７３７】
　３３１０で、ユーザに提供される媒体は、かすみ目及び／又は近視の削減（又は増進）
の程度に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、かすみ目及び／又は近視の増
加を反映するデータのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以
下の修正のうちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０７３８】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位
置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、輻輳率の減少、固視の初期位置及び最
終位置のための関連性の増加、固視持続時間変化率の減少、固視比率の減少、固視カウン
トの減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角
度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカ
ード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッカ
ード変化率の減少、サッカードカウントの減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の増
加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アル
ファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和
度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少
、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上
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は、かすみ目及び／又は近視の減少を確認するために観察されてよい。
【０７３９】
　実施形態では、かすみ目及び／又は近視の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義
されてよい。実施形態では、データの追加の値は、３３１０で修正が実行された後、３３
１４で経時的にデータの変化をさらに決定するために、３３１２で取得されてよい。３３
１６で、かすみ目及び／又は近視の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得され
てよい。３３１８で、システムは、かすみ目及び／又は近視の減少が、指定された範囲又
はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断される場合、
システムは、媒体をさらに修正するためにステップ３３１０にループバックしてよい。し
たがって、媒体は、繰り返し修正されてよく３３１０、全体的な性能は、１％から１００
００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが達成される
まで測定されてよい。
【０７４０】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０７４１】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０７４２】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０７４３】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０７４４】
実施例用途１７：斜位を減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう斜位の程度
を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的な不快感又は
任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるものではな
く斜位を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正するためにさ
らに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアルタイムで修正される
。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後続のユーザに対する
、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するために使用される
。
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【０７４５】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、斜位を減少させるために修正するための、ユーザに提供
される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３４は、本明細書のいくつかの
実施形態に従って、斜位を減少させるために媒体を修正するための例示的なプロセスを説
明するフローチャートを示す。３４０２で、以下にさらに説明されるように、複数のデー
タのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動データ（高速走査
運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）
裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用することによって取得
される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に
組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０７４６】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
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んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０７４７】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、斜位における傾向を探すことができ
る。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又はユーザの
グループのために、斜位を減少させるために修正される。
【０７４８】
　３４０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３４０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に斜位の増加を反映する場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．発散率の上昇
１２．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１３．固視持続時間変化率の上昇
１４．固視カウントの増加
１５．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１６．サッカード角度の標的関連性の減少
１７．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１８．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１９．戻りの阻害の増加
２０．サッカード速度の加速
２１．サッカード変化率の上昇
２２．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２３．画面距離の増加
２４．標的関連頭部方向の減少
２５．標的関連頭部固定の減少
２６．標的関連四肢運動の減少
２７．体重分布のシフト
２８．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
２９．低酸素飽和度
３０．低血圧
３１．反応時間の増加
【０７４９】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
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はＭＸ環境で媒体と対話しながら、斜位の減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇
２．固視持続時間の増加
３．固視比率の上昇
４．円滑追跡の増加
５．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇 
６．眼位
【０７５０】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、体温
の上昇、呼吸数の増加、心拍数の増加、有声化の増加、（特定の表情に依存する場合があ
る）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよい
が、これに限定されるものではない。
【０７５１】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、斜位を減
少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリストは網
羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んでよいこ
とに留意されたい。
【０７５２】
　３４０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、斜位の変化の程度を決定する
ために使用されてよい。斜位の変化は、斜位の削減又は斜位の増進のどちらかを示す場合
がある。
【０７５３】
　３４１０で、ユーザに提供される媒体は、斜位の削減（又は増進）の程度に基づいて修
正されてよい。実施形態では、媒体は、斜位の増加を反映するデータのすべての変化に対
処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうちの１つ以上の組合せが実
行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０７５４】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位
置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、発散率の上昇、固視の初期位置及び最
終位置のための関連性の増加、固視持続時間変化率の減少、固視カウントの減少、サッカ
ードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関
連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカ
ードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカード速度の減少、サッカード変化率の減少
、サッカードカウントの減少、画面距離の減少、標的関連頭部方向の増加、標的関連頭部
固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アルファ脳波／デルタ
脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数
、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚
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処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、斜位の減少を
確認するために観察されてよい。
【０７５５】
　実施形態では、斜位の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義されてよい。実施形
態では、データの追加の値は、３４１０で修正が実行された後、３４１４で経時的にデー
タの変化をさらに決定するために、３４１２で取得されてよい。３４１６で、斜位の減少
の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。３４１８で、システムは、斜位
の減少が、指定された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判断する。減少が不十
分であると判断される場合、システムは、媒体をさらに修正するためにステップ３４１０
にループバックしてよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されてよく３４１０、全体
的な性能は、１％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ又はその中の任意の
インクリメントが達成されるまで測定されてよい。
【０７５６】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０７５７】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０７５８】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０７５９】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０７６０】
実施例用途１８：固視ずれを減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう固視ずれの
程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的な不快感
又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるもので
はなく固視ずれを減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正する
ためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアルタイムで修
正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後続のユーザ
に対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するために使
用される。
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【０７６１】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、固視ずれを減少させるために修正するための、ユーザに
提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３５は、本明細書のいくつ
かの実施形態に従って、固視ずれを減少させるために媒体を修正するための例示的なプロ
セスを説明するフローチャートを示す。３５０２で、以下にさらに説明されるように、複
数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動データ（
高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼
瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用することによ
って取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、
その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０７６２】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
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んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０７６３】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、固視のずれにおける傾向を探すこと
ができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又はユ
ーザのグループのために、固視のずれを減少させるために修正される。
【０７６４】
　３５０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３５０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に固視のずれの増加を反映する場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１２．固視持続時間変化率の上昇
１３．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１４．サッカード角度の標的関連性の減少
１５．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１６．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１７．戻りの阻害の増加
１８．サッカード速度の加速
１９．サッカード変化率の上昇
２０．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２１．画面距離の増加
２２．標的関連頭部方向の減少
２３．標的関連頭部固定の減少
２４．標的関連四肢運動の減少
２５．体重分布のシフト
２６．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
２７．低酸素飽和度
２８．低血圧
２９．反応時間の増加
【０７６５】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、固視のずれの減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇
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２．発散率の上昇
３．固視持続時間の増加
４．固視比率の上昇
５．固視カウントの増加
６．円滑追跡の増加
７．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇 
【０７６６】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、体温
の上昇、呼吸数の増加、心拍数の増加、有声化の増加、（特定の表情に依存する場合があ
る）顔表情の変化、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよい
が、これに限定されるものではない。
【０７６７】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、固視のず
れを減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリス
トは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んで
よいことに留意されたい。
【０７６８】
　３５０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、固視のずれの変化の程度を決
定するために使用されてよい。固視のずれの変化は、固視のずれの削減又は固視のずれの
増進のどちらかを示す場合がある。
【０７６９】
　３５１０で、ユーザに提供される媒体は、固視のずれの削減（又は増進）の程度に基づ
いて修正されてよい。実施形態では、媒体は、固視のずれの増加を反映するデータのすべ
ての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうちの１つ以上
の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０７７０】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期位
置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の
初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、固視の初期位置及び最終位置のための
関連性の増加、固視持続時間変化率の減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための
標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タ
スク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの比率の減少、サッカード速度の
減少、サッカード変化率の減少、サッカードカウントの減少、画面距離の減少、標的関連
頭部方向の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフト
の減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００
％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、
反応時間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のう
ちの１つ以上は、固視のずれの減少を確認するために観察されてよい。
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【０７７１】
　実施形態では、固視のずれの減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義されてよい。
実施形態では、データの追加の値は、３５１０で修正が実行された後、３５１４で経時的
にデータの変化をさらに決定するために、３５１２で取得されてよい。３５１６で、固視
のずれの減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。３５１８で、シス
テムは、固視のずれの減少が、指定された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判
断する。減少が不十分であると判断される場合、システムは、媒体をさらに修正するため
にステップ３５１０にループバックしてよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されて
よく３５１０、全体的な性能は、１％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ
又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測定されてよい。
【０７７２】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０７７３】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０７７４】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０７７５】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０７７６】
実施例用途１９：両眼転導調節障害を減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう両眼転導調
節障害の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的
な不快感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定され
るものではなく両眼転導調節障害を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザ
のために修正するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのために
リアルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有
する後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を
修正するために使用される。
【０７７７】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される



(157) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

媒体を、その媒体との対話中に、両眼転導調節障害を減少させるために修正するための、
ユーザに提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３６は、本明細書
のいくつかの実施形態に従って、両眼転導調節障害を減少させるために媒体を修正するた
めの例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。３６０２で、以下にさらに説明
されるように、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、
眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳
孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを
使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭ
ｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある
。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０７７８】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
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理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０７７９】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、両眼転導調節障害における傾向を探
すことができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／
又はユーザのグループのために、両眼転導調節障害を減少させるために修正される。
【０７８０】
　３６０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３６０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に両眼転導調節障害の増加を反映する場合があ
る。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の大きさの変化率の上昇
８．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
９．凝視方向のための標的関連性の減少
１０．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１１．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１２．固視持続時間変化率の上昇
１３．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１４．サッカード角度の標的関連性の減少
１５．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１６．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１７．戻りの阻害の増加
１８．サッカード速度の加速
１９．サッカード変化率の上昇
２０．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
２１．画面距離の増加
２２．標的関連頭部方向の減少
２３．標的関連頭部固定の減少
２４．標的関連四肢運動の減少
２５．体重分布のシフト
２６．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
【０７８１】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、両眼転導調節障害の減少を決定してよい。
１．輻輳率の上昇
２．発散率の上昇
３．固視持続時間の増加
４．固視比率の上昇



(159) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

５．固視カウントの増加
６．円滑追跡の増加
７．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇 
【０７８２】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、体温
の上昇、呼吸数の増加、低酸素飽和度、心拍数の増加、低血圧、有声化の増加、（特定の
表情に依存する場合がある）顔表情の変化、反応時間の増加、味覚処理の変化、嗅覚処理
の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０７８３】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、両眼転導
調節障害を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これら
のリストは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を
含んでよいことに留意されたい。
【０７８４】
　３６０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、両眼転導調節障害の変化の程
度を決定するために使用されてよい。両眼転導調節障害の変化は、両眼転導調節障害の削
減又は両眼転導調節障害の増進のどちらかを示す場合がある。
【０７８５】
　３６１０で、ユーザに提供される媒体は、両眼転導調節障害の削減（又は増進）の程度
に基づいて修正されてよい。実施形態では、媒体は、両眼転導調節障害の増加を反映する
データのすべての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のう
ちの１つ以上の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
１０．可能なときにより長い視距離の使用を増加する
１１．シミュレーションされた距離を焦点距離とより緊密に一致させる
１２．よりゆっくりしたペースで奥行きの中に及び奥行きの中からオブジェクトを移動す
る
１３．既存のオブジェクト不一致をより顕著にする
【０７８６】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂変化率の上昇、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減
少、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の大きさの変化率の減少、瞳孔の初期
位置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視
の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、固視の初期位置及び最終位置のため
の関連性の増加、固視持続時間変化率の減少、サッカードの初期位置及び最終位置のため
の標的関連性の増加、サッカード角度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（
タスク関連）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減
少、サッカード速度の減少、サッカード変化率の減少、サッカードカウントの減少、画面
距離の減少、標的関連頭部方向の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増
加、体重分布のシフトの減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な
呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、
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タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタ
スク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、両眼転導調節障害の減少を確認するために観察さ
れてよい。
【０７８７】
　実施形態では、両眼転導調節障害の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義されて
よい。実施形態では、データの追加の値は、３６１０で修正が実行された後、３６１４で
経時的にデータの変化をさらに決定するために、３４１２で取得されてよい。３６１６で
、両眼転導調節障害の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。３６
１８で、システムは、両眼転導調節障害の減少が、指定された範囲又はパーセンテージ内
であるかどうかを判断する。減少が不十分であると判断される場合、システムは、媒体を
さらに修正するためにステップ３６１０にループバックしてよい。したがって、媒体は、
繰り返し修正されてよく３６１０、全体的な性能は、１％から１００００％のどこかの改
善のパーセンテージ又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測定されてよい
。
【０７８８】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０７８９】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０７９０】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０７９１】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０７９２】
実施例用途２０：肯定的感情を増加させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう肯定的感情
の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的な不快
感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるもの
ではなく肯定的感情を増加させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正
するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアルタイム
で修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後続のユ
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ーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するため
に使用される。
【０７９３】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、肯定的感情を増加させるために修正するための、ユーザ
に提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３７は、本明細書のいく
つかの実施形態に従って、肯定的感情を増加させるために媒体を修正するための例示的な
プロセスを説明するフローチャートを示す。３７０２で、以下にさらに説明されるように
、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動デー
タ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間
の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用すること
によって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイス
は、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０７９４】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
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終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０７９５】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、肯定的感情における傾向を探すこと
ができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又はユ
ーザのグループのために、肯定的感情を増加させるために修正される。
【０７９６】
　３７０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３７０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に肯定的感情の減少を反映する場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の上昇
５．瞬目率の変化率の上昇
６．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
７．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
８．凝視方向のための標的関連性の減少
９．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
１０．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１１．固視持続時間の増加
１２．固視持続時間変化率の上昇
１３．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１４．サッカード角度の標的関連性の減少
１５．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１６．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１７．戻りの阻害の増加
１８．サッカード速度の加速
１９．円滑追跡の増加 
２０．標的関連頭部方向の減少
２１．標的関連頭部固定の減少 
２２．標的関連四肢運動の減少 
２３．体重分布のシフト 
２４．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少 
２５．体温の上昇 
２６．呼吸数の増加
２７．低酸素飽和度
２８．心拍数の増加
２９．低血圧
３０．反応時間の増加
【０７９７】
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　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
はＭＸ環境で媒体と対話しながら、肯定的感情の増加を決定してよい。
１．瞳孔の大きさの変化率の上昇
２．固視比率の上昇
３．固視カウントの増加
４．サッカード速度の加速
５．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
６．画面距離の増加
７．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
８．有声化の増加
【０７９８】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、輻輳
率の上昇、発散率の上昇、（特定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、反応時間
の増加、味覚処理の変化、嗅覚処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよいが、これに
限定されるものではない。
【０７９９】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、肯定的感
情を増加させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリス
トは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んで
よいことに留意されたい。
【０８００】
　３７０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、肯定的感情の変化の程度を決
定するために使用されてよい。肯定的感情の変化は、肯定的感情の削減又は肯定的感情の
増進のどちらかを示す場合がある。
【０８０１】
　３７１０で、ユーザに提供される媒体は、肯定的感情の削減（又は増進）の程度に基づ
いて修正されてよい。実施形態では、媒体は、肯定的感情の減少を反映するデータのすべ
ての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうちの１つ以上
の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０８０２】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の減少、瞬目率の変化率の減少
、部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関
連性の増加、凝視方向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための
標的関連性の増加、固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視持続時間の
減少、固視持続時間変化率の減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連
性の増加、サッカード角度のための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連
）の増加、アンチサッカード／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、サッカ
ード変化率の減少、円滑追跡の減少、標的関連頭部方向の増加、標的関連頭部固定の増加
、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、アルファ脳波／デルタ脳波比率上
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昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素飽和度、正常な心拍数、正常な血
圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間減少、タスク関連味覚処理、タス
ク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ以上は、肯定的感情の増加を確認
するために観察されてよい。
【０８０３】
　実施形態では、肯定的感情の増加の特定のパーセンテージ又は範囲が定義されてよい。
実施形態では、データの追加の値は、３７１０で修正が実行された後、３７１４で経時的
にデータの変化をさらに決定するために、３７１２で取得されてよい。３７１６で、肯定
的感情の増加の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。３７１８で、シス
テムは、肯定的感情の増加が、指定された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判
断する。増加が不十分であると判断される場合、システムは、媒体をさらに修正するため
にステップ３７１０にループバックしてよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されて
よく３７１０、全体的な性能は、１％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ
又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測定されてよい。
【０８０４】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０８０５】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０８０６】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０８０７】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０８０８】
実施例用途２１：否定的感情を減少させるために媒体を修正すること
　一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶＲ／ＡＲ／Ｍ
ｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろう否定的感情
の程度を決定するために処理されてよい。データは、媒体の経験から生じる視覚的な不快
感又は任意の他の快感を最小限に抑えることによって等であるが、これに限定されるもの
ではなく否定的感情を減少させるために、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正
するためにさらに活用されてよい。一実施形態では、媒体はユーザのためにリアルタイム
で修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する後続のユ
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ーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正するため
に使用される。
【０８０９】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に、否定的感情を減少させるために修正するための、ユーザ
に提供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３８は、本明細書のいく
つかの実施形態に従って、否定的感情を減少させるために媒体を修正するための例示的な
プロセスを説明するフローチャートを示す。３８０２で、以下にさらに説明されるように
、複数のデータのための第１の値が取得される。実施形態では、データは、眼球運動デー
タ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間
の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された少なくとも１つのカメラを使用すること
によって取得される。さらに、ＶＲデバイス、ＡＲデバイス、及び／又はＭｘＲデバイス
は、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
８．脳波記録を実行するためのデバイス
９．心電図検査を行うためのデバイス
１０．筋電図検査を行うためのデバイス
１１．電気眼球図記録を行うためのデバイス
１２．網膜電図写真を実行するためのデバイス、及び
１３．皮膚電気反応を測定するように構成された１つ以上のセンサ
【０８１０】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
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終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０８１１】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、否定的感情における傾向を探すこと
ができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又はユ
ーザのグループのために、肯定的感情を増加させるために修正される。
【０８１２】
　３８０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３８０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。現在の用途のケースシナリオの実施形態では、システムのハードウェア及び
ソフトウェアによって追跡され、記録される以下の変化のうちの１つ以上が、ＶＲ媒体、
ＡＲ媒体、及び／又はＭｘＲ媒体と対話中に否定的感情の増加を反映する場合がある。
１．眼瞼裂変化率の減少
２．低距離眼瞼裂休止状態
３．低距離眼瞼裂活性状態
４．瞬目率の変化率の上昇
５．部分的な瞬き対完全な瞬きの比率の上昇
６．瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
７．凝視方向のための標的関連性の減少
８．凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少 
９．発散率の上昇
１０．固視の初期位置及び最終位置のための関連性の減少 
１１．固視持続時間の増加
１２．サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の減少
１３．サッカード角度の標的関連性の減少
１４．サッカードの大きさ（サッカードの距離）の減少
１５．アンチサッカード／プロサッカードの比率の上昇
１６．戻りの阻害の増加
１７．円滑追跡の増加 
１８．標的関連頭部方向の減少
１９．標的関連頭部固定の減少 
２０．標的関連四肢運動の減少 
２１．体重分布のシフト 
２２．アルファ脳波／デルタ脳波比率の減少
２３．アルファ脳波／シータ脳波比率の上昇
２４．体温の上昇 
２５．呼吸数の増加
２６．低酸素飽和度
２７．心拍数の増加
２８．高血圧
２９．反応時間の増加
【０８１３】
　システムは、以下の変化のうちの１つ以上に基づいて、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又
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はＭＸ環境で媒体と対話しながら、否定的感情の減少を決定してよい。
１．瞬目率の上昇
２．瞳孔の大きさの変化率の上昇
３．輻輳率の上昇
４．固視持続時間変化率の上昇
５．固視比率の上昇
６．固視カウントの増加
７．サッカード速度の加速
８．サッカード変化率の上昇
９．サッカードカウント（サッカードの数）の増加
１０．画面距離の増加
１１．有声化の増加
【０８１４】
　また、他の変化は、さまざまな方法で記録されてもよく、解釈できる。これらは、（特
定の表情に依存する場合がある）顔表情の変化、反応時間の増加、味覚処理の変化、嗅覚
処理の変化、及び聴覚処理の変化を含んでよいが、これに限定されるものではない。
【０８１５】
　データ取得構成要素、データの型、及びデータの変化の上述されたリストは、否定的感
情を減少させるために必要とされる変数を決定するために使用されてよく、これらのリス
トは網羅的ではなく、他のデータ取得構成要素、データの型、及びデータの変化を含んで
よいことに留意されたい。
【０８１６】
　３８０８で、経時的に決定された複数のデータの変化は、否定的感情の変化の程度を決
定するために使用されてよい。否定的感情の変化は、否定的感情の削減又は否定的感情の
増進のどちらかを示す場合がある。
【０８１７】
　３８１０で、ユーザに提供される媒体は、否定的感情の削減（又は増進）の程度に基づ
いて修正されてよい。実施形態では、媒体は、否定的感情の増加を反映するデータのすべ
ての変化に対処するために修正されてよい。実施形態では、以下の修正のうちの１つ以上
の組合せが実行されてよい。
１．媒体のコントラストを増加させること
２．媒体に表示される関心のあるオブジェクトのサイズをより大きくすること
３．媒体の明るさを強めること
４．中心視野に示される媒体に表示される関心のあるオブジェクトの量を増加させること
、及び周辺視野の関心のある該オブジェクトを減少させること
５．媒体に表示されるコンテンツの焦点をより中心位置に変更すること
６．視野からオブジェクトを削除し、ユーザが該削除を認識するかどうかを測定すること
７．該媒体内の色の量を増加させること
８．該媒体内に示されるオブジェクト内の陰影の程度を強化すること
９．外部データ（人口統計データ又はトレンドデータ）に基づいて該媒体のＲＧＢ値を変
更すること
【０８１８】
　以下のインジケータ、つまり眼瞬裂高さの増加、瞬目率の変化率の減少、部分的な瞬き
対完全な瞬きの比率の減少、瞳孔の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、凝
視方向のための標的関連性の増加、凝視の初期位置及び最終位置のための標的関連性の増
加、発散率の減少、固視の初期位置及び最終位置のための関連性の増加、固視持続時間の
減少、サッカードの初期位置及び最終位置のための標的関連性の増加、サッカード角度の
ための標的関連性の増加、サッカードの大きさ（タスク関連）の増加、アンチサッカード
／プロサッカードの比率の減少、戻りの阻害の減少、円滑追跡の減少、標的関連頭部方向
の増加、標的関連頭部固定の増加、標的関連四肢運動の増加、体重分布のシフトの減少、



(168) JP 2019-519053 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

アルファ脳波／デルタ脳波比率上昇、正常な体温、正常な呼吸数、９０～１００％の酸素
飽和度、正常な心拍数、正常な血圧、タスク関連有声化、タスク関連顔の表情、反応時間
減少、タスク関連味覚処理、タスク関連嗅覚処理、及びタスク関連聴覚処理のうちの１つ
以上は、否定的感情の減少を確認するために観察されてよい。
【０８１９】
　実施形態では、否定的感情の減少の特定のパーセンテージ又は範囲が定義されてよい。
実施形態では、データの追加の値は、３８１０で修正が実行された後、３８１４で経時的
にデータの変化をさらに決定するために、３８１２で取得されてよい。３８１６で、否定
的感情の減少の新しい程度／パーセンテージ／範囲が取得されてよい。３８１８で、シス
テムは、否定的感情の減少が、指定された範囲又はパーセンテージ内であるかどうかを判
断する。減少が不十分であると判断される場合、システムは、媒体をさらに修正するため
にステップ３８１０にループバックしてよい。したがって、媒体は、繰り返し修正されて
よく３８１０、全体的な性能は、１％から１００００％のどこかの改善のパーセンテージ
又はその中の任意のインクリメントが達成されるまで測定されてよい。
【０８２０】
　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０８２１】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０８２２】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０８２３】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０８２４】
実施例用途２２：マイクロトランザクションから生じる媒体を修正すること
　システムによって決定され、分析される感覚入力が、最終的に仕事及び遊びの関わりを
動かしてよい。実施形態では、感覚情報は、ユーザから購入され、例えばＳＤＥＰ等のプ
ラットフォームを通してデータに値を追加した後に感覚データ交換を生じさせるために使
用されてよい。本明細書の実施形態では、個人及び潜在的な消費者の感覚は、ＳＤＥＰを
用いて測定され、モニタされてよい。ＳＤＥＰは、感覚データ、ユーザデータ、環境及び
場所のコンテキストに基づいたユーザ挙動に対する傾向に関するデータ分析を提供してよ
い。ＳＤＥＰの実施形態は、リアルタイムで予測推奨を作成するために、及び企業が、コ
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ンテンツ／広告に対するリアルタイムの動的変更を使用して消費者に対して経験を個人化
する能力を可能にするために機械学習技術及び深層学習技術を使用してよい。
【０８２５】
　実施形態では、ＨＭＤ又は類似する装置とインタフェースで接続するユーザがモニタさ
れる。ユーザは、コンテンツの種類及び他の表現の提案に関してユーザの経験をより良く
理解し、カスタマイズするためにさらに活用されてよい自分の精神測定データ／感覚デー
タ／生体データを共有するオプションを提供される場合がある。ユーザがデータを共有す
ることを選ぶと仮定すると、一実施形態では、インタフェースで接続中に、ＳＤＥＰは、
第１の感覚状態を有するためにユーザを決定する。一実施形態では、感覚状態は、第１の
瞬目率、瞳孔拡張の第１の程度、衝動性運動の第１の程度、任意の他の眼球運動、眼瞼裂
間距離、顔表情、及び／又は例えば以下のユーザケースシナリオで説明されるパラメータ
等の１つ以上の他のパラメータを含む。さらに、一定の比率（コマ／１秒あたり）でユー
ザに提示されるコンテンツの画像処理は、コンテンツを、オブジェクトの色（ＲＧＢ）値
、コントラスト、サイズ及び位置を含んだ中心的な精神測定未処理データに分解してよい
。さらに、例えばフィットネスモニタバンドまたは腕時計等のスマートデバイスは、心拍
数及び基礎体温に関するデータを入手し、提供してよく、スマートクロージングは、呼吸
数並びに体及び四肢の動きに関するデータを提供してよく、スマートシューズは、体重／
圧力分散に関するデータを提供してよい。同様に、ユーザの種々の精神測定データ／感覚
データ／生体データを提供する他のソースがあってよい。評価基準の組合せの例は、とり
わけ理解力レベル、疲労レベル、関わりのレベルを含む。さらに、ＳＤＥＰは、第２の感
覚状態を決定し、第２の感覚状態は、第１の状態に対する、測定された精神測定データ／
感覚データ／生体データの変化を示す。ＳＤＥＰによって測定される精神測定データ／感
覚データ／生体データは、同じ持続時間にユーザに提供される視覚データの特徴と結合さ
れてよい。該結合は、映像部分及び／又は映像部分の特徴の集合を変更して、同じユーザ
から又は本実施形態で説明されるユーザとしての類似したプロファイルを有するユーザの
グループ全体で、より大きい関わりを示す所望される精神測定結果／感覚結果／生体結果
を受け取るためにさらに使用されてよい。ＳＤＥＰは、このようにして各視覚測定基準及
び各視覚測定基準の以後の重みを活用して、変換測定基準を作成する。さらに、変換測定
基準は、所望される製品に対する成功したジェスチャとともに追加の値でＳＤＥＰによっ
て作成されてよい。ユーザプロファイルは、人口動態、又は任意の他のパラメータに従っ
てグループ化されてよい。
【０８２６】
　一例では、ＨＭＤを使用し、スポーツイベント及び広告内（ｉｎ－ａｄ）表示を見るユ
ーザは、色青（ＲＧＢ値、輝度レベル）の特定の陰影であるブランドの付いたシャツを示
される。ユーザは、自分のＨＭＤシステムで高度データ設定値を共有することを選んだ可
能性がある。最初の１分間の期間中－ＳＤＥＰは、特定のＲＧＢ値での赤のメタデータ傾
向がユーザの人口動態の中の男性で傾向を示していたことに注目した。傾向は、青のシャ
ツを赤に変更し、さらに赤を色赤の特定の陰影に変更することによって広告表示中のユー
ザでリアルタイムにＡ／Ｂ試験されてよい。色赤の特定の陰影は、ユーザに関して注記さ
れた、ユーザのＨＭＤで有効にされた設定値を通して共有された個人的な傾向に基づいて
ユーザに個人化できるであろう。ユーザのＨＭＤを通してＳＤＥＰによって注記された個
人的な傾向は、心拍数の増加、温度、及びオブジェクトに向かう運動とともに、視覚の完
全固視前のアンチサッカード誤差、定常状態からの瞳孔の拡張、広告がＶＲ／ＡＲ／Ｍｘ
Ｒ環境のどこに置かれるのかに関係する頭部の動きを含んだ瞬目率の減少、減少衝動性運
動等であるが、これに限定されるものではないユーザの関わりのための定量化可能な評価
基準を含んでよい。
【０８２７】
　実施形態では、ＳＤＥＰは、例えばサードパーティ又はコンテンツプロバイダ等の別個
のエンティティに、ＳＤＥＰと共有される精神測定ユーザデータ／感覚ユーザデータ／生
体ユーザデータについて、定期的な（周期的な）更新を提供するためにユーザとインタフ
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ェースで接続してよい。共有される精神測定データ／生体データ／感覚データの割合及び
この共有の持続時間は、ユーザと別個のエンティティとの間で発生するマイクロトランザ
クションまたは一連のマイクロトランザクションのための基礎として使用されてよい。実
施形態ではＳＤＥＰは、ユーザとの係るマイクロトランザクションを有効にするためのプ
ラットフォームを提供する。いくつかの実施形態では、ユーザの分配収益は、ＳＤＥＰと
定期的に共有される精神測定データ／感覚データ／生体データの量に比例してよい。
【０８２８】
　したがって、一実施形態では、例えばＨＭＤによって等ユーザから、又は任意の他のＶ
Ｒ／ＡＲ／ＭｘＲシステムから収集されるデータは、ユーザが体験する場合があるであろ
う、例えばサードパーティ又はコンテンツのソース等の別個のエンティティの知識のため
にユーザによって任意選択で共有されるデータの範囲を決定するために処理されてよい。
データは、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体をユーザのために修正するためにさらに活用されてよ
い。さらに、共用されるデータの範囲及び持続時間は、ユーザと取引するために活用され
てよい。一実施形態では、トランザクションは経済報酬の形をとり、報酬の額は、共有さ
れるデータの範囲及び持続時間に比例する。一実施形態では、媒体はユーザのためにリア
ルタイムで修正される。別の実施形態では、データは保存され、類似したデータを有する
後続のユーザに対する、又は後に該ユーザに対するＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の提示を修正
するために使用される。
【０８２９】
　より詳細には、本明細書は、ＶＲ環境、ＡＲ環境、及び／又はＭｘＲ環境で表示される
媒体を、その媒体との対話中に修正する一方で、精神測定データ／感覚データ／生体デー
タとの交換での報酬を伴う、ユーザとのマイクロトランザクションを可能にするために提
供される方法、システム、及びソフトウェアを説明する。図３９は、本明細書のいくつか
の実施形態に従って、マイクロトランザクションを可能にする一方で媒体を修正するため
の例示的なプロセスを説明するフローチャートを示す。３９０２で、例えばユーザの精神
測定データ／感覚データ／生体データ等の複数のデータのための第１の値が取得される。
実施形態では、データは、眼球運動データ（高速走査運動及び／又は衝動性運動）、瞬目
率データ、固視データ、瞳孔直径、瞼間の眼瞼（瞼）裂距離を取得するように構成された
少なくとも１つのカメラを使用することによって取得される。さらに、ＶＲデバイス、Ａ
Ｒデバイス、及び／又はＭｘＲデバイスは、その中に組み込まれた以下のセンサのうちの
１つ以上を含む場合がある。
１．基礎体温、心拍数、体の動き、体の回転、体の方向、及び／又は体の速度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサ
２．四肢の動き、四肢回転、四肢方向、及び／又は四肢速度を測定するように構成された
１つ以上のセンサ
３．脈拍数及び／又は血液酸素化を測定するように構成された１つ以上のセンサ
４．聴覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
５．味覚処理及び嗅覚処理を測定するように構成された１つ以上のセンサ
６．圧力を測定するための１つ以上のセンサ
７．例えば、従来のキーボード及びマウス及び又は手動ユーザフィードバックを収集する
ための任意の他の形式のコントローラ等の少なくとも１つの入力装置
【０８３０】
　実施形態では、これらのデバイスの組合せによって取得されるデータは、（その変化率
、初期状態、最終状態、及び動的変化を含んだ）眼瞼裂、（その変化率及び／又は部分的
な瞬き対完全な瞬きの割合を含んだ）瞬目率、（その変化率、初期状態、最終状態、及び
動的変化を含んだ）瞳孔の大きさ、（その初期位置、最終位置を含んだ）瞳孔位置、凝視
方向、（初期位置及び最終位置を含んだ）凝視位置、（比率、持続時間、及び／又は動的
変化に基づいた輻輳対発散を含んだ）両眼転導、（その初期位置、最終位置を含んだ）固
視位置、（変化率を含んだ）固視持続時間、固視比率、固視カウント、（その変化率、初
期位置、及び最終位置を含んだ）サッカード位置、（標的に向かうその関連性を含んだ）
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サッカード角度、（その距離、アンチサッカード又はプロサッカードを含んだ）サッカー
ドの大きさ、（その比率対アンチサッカードを含んだ）プロサッカード、（その比率対プ
ロサッカードを含んだ）アンチサッカード、（存在及び／又は大きさを含んだ）戻りの阻
害、（大きさ、方向、及び／又は標的に向かう関連性を含んだ）サッカード速度、サッカ
ードカウントを含んだサッカード比率、（その開始、持続時間、及び／又は方向を含んだ
）追跡眼球運動、（その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）画面距離、（
その変化率、初期位置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部方向、（その変化率、初期位
置、及び／又は最終位置を含んだ）頭部固定、（その変化率、初期位置、及び／又は最終
位置を含んだ）四肢追跡、（その変化率、初期分布、及び／又は最終分布を含んだ）体重
分布、周波数領域（フーリエ）分析、脳波記録出力、周波数バンド、心電図検査出力、筋
電図検査出力、電気眼球図記録出力、網膜電図写真出力、電気皮膚反応、（その変化率、
初期体温、及び／又は最終体温を含んだ）体温、（その変化率、初期比率、及び／又は最
終比率を含んだ）呼吸数、酸素飽和度、（その変化率、初期心拍数、及び／又は最終心拍
数を含んだ）心拍数、血圧、（そのピッチ、ラウドネス、及び／又はセマンティクスを含
んだ）有声化、推定遠心性反応、呼吸、（微表情を含んだ）顔の表情、嗅覚処理、味覚処
理、及び聴覚処理のうちの１つ以上に関するデータを含んでよい。各データ型は、個別に
又は組み合わせての両方で考慮に入れられるときに重みを保持してよい。
【０８３１】
　一実施形態では、システムは、機械学習を使用して行動評価基準、電気生理学的評価基
準、及び／又は自律神経系評価基準、及びより明確な評価基準の間の新しい相関を発見で
きる。いくつかの例では、上述された評価基準のいくつかは文脈に特有である。システム
は、すべての利用可能な評価基準を相互に関連付け、否定的感情における傾向を探すこと
ができる。その結果、ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ環境で提示される媒体は、ユーザ及び／又はユ
ーザのグループのために修正される。
【０８３２】
　３９０４で、上述された複数のデータの第２の値が取得される。実施形態では、第１の
値及び第２の値は、上述されたデータ型を含んだ同じデータ型である。３９０６で、デー
タの第１の値及び第２の値は、経時的に複数のデータの１つ以上の変化を決定するために
使用される。異なるタイプのデータ変化が記録されてよく、異なるように解釈できる。
【０８３３】
　３９０８で、経時的に決定された複数のデータにおける決定された変化は、データベー
スに記憶されてよい。ＳＤＥＰによって測定される精神測定データ／感覚データ／生体デ
ータは、同じ持続時間内にユーザに提供される視覚データの特徴と結合されてよい。デー
タベースは、ＳＤＥＰ及び／又は例えばサードパーティ、企業、若しくはユーザに提示さ
れるコンテンツのコンテンツプロバイダ等の別個のエンティティによって維持されてよい
。データは、ユーザの挙動をモデル化し、媒体を修正するために本明細書に説明される種
々の実施形態に従ってさらに処理される。該結合は、映像部分及び／又は映像部分の特徴
の集合を変更して、同じユーザから又は本実施形態で説明されるユーザとしての類似した
プロファイルを有するユーザのグループ全体で、より大きい関わりを示す所望される精神
測定結果／感覚結果／生体結果を受け取るためにさらに使用されてよい。ＳＤＥＰは、こ
のようにして各視覚測定基準及び各視覚測定基準の以後の重みを活用して、変換測定基準
を作成する。さらに、変換測定基準は、所望される製品に対する成功したジェスチャとと
もに追加の値でＳＤＥＰによって作成されてよい。ユーザプロファイルは、人口動態、又
は任意の他のパラメータに従ってグループ化されてよい。
【０８３４】
　３９１０で、経時的に決定された変更の量及び持続時間が、ユーザに報酬を与えるため
に使用されてよい。報酬は、自分の精神測定データ／感覚データ／生体データを共有する
ことを選ぶユーザの代わりに別個のエンティティによって提供されてよい。
【０８３５】
情報のソースに重みを付ける
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　一実施形態では、システムは、所与の用途のためのその統計的な意義に基づいて、その
関連性に基づいて、及び／又は解釈におけるその曖昧さの程度に基づいて上述された評価
基準のうちの１つ以上に数値重み又は好みを適用する。
【０８３６】
　一実施形態では、システムはまず、上記に示されたデータが収集される媒体コンテキス
トを決定する。コンテキストは、例えばパズルゲーム、アクションゲーム、映画、広告、
戦略ゲーム、ソーシャルネットワーク等のアプリケーションのタイプ、又は他の形のメデ
ィアアプリケーションを含んでよい。特定の状態選好を信号で知らせてよいコンテキスト
に適切な評価基準が、代替解釈が最も少ないそれらの評価基準に与えられる。また、評価
基準を解釈するとき、より一般的な（より特定的ではない）状態の方を好むことが好まし
い。例えば、心拍数の上昇は、理解力の高まりでなくても、少なくとも高められた覚醒状
態を示唆する。
【０８３７】
　別の実施形態では、特定の状況又は状態は、任意の他の状況又は状態と関係なく決定さ
れる。状況又は状態は、疲労、関わり、成績、理解力、視覚前庭の不一致に続発する映像
酔いと関連付けられる症状、心的外傷後ストレス障害と関連付けられる症状、調節機能障
害に関連する複視、予期せぬ周辺視野刺激による病原体伝染、両眼転導調節障害、固視ず
れ、かすみ目及び近視、頭痛、焦点調節困難、見当識障害、姿勢の不安定、視覚的不快感
、眼精疲労、ドライアイ、流涙、異物感、眼の圧迫感、又は目の回りの痛み、嘔吐、胃の
不快感、画面表示に対する露出過度からの潜在的な光毒症、及び過剰なブルーライト曝露
から生じるホルモンの異常調節を含んでよい。別の実施形態では、状態は特定のシナリオ
で潜在的に相互に関連付けられるので、特定の状況又は状態は、任意の他の状態との相互
関連で決定される。例えば、特定の応用例では、理解力は関わりを必要とする。しかしな
がら、他の応用例では、関わりは必ずしも理解力を必要としない場合がある。疲労が高ま
るにつれ、関わり及び理解力はおそらく減少する。関わり及び理解力は、ユーザが単に無
関心になる場合、疲労を増加させずに減少する場合もある。その結果、これらの状態の測
定は、独立して且つ並行して行われ、後にそれらの評価基準の相互作用の検討が続くべき
である。
【０８３８】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。以下の評価基準が、網羅的ではなく例示的であることは当業者に明ら
かであろう。他の評価基準及び／又は評価基準の組合せは、異なる層で使用され得る。
１．第１の層
ａ．理解力の視線追跡手段。これは、関連固視（Ｒ＿（Ｒｅｌ．Ｆｉｘ．））、関連領域
に対する絶対角度の平均（｜θ｜ｓａｃｃａｄｅ―ｒｅｌｅｖａｎｔ）、関連領域に対す
る平均規模成分（Ｍｓａｃｃａｄｅ―ｒｅｌｅｖａｎｔ）、固視相関（Ｃｆｉｘａｔｉｏ

ｎ）、サッカード相関（Ｃｓａｃｃａｄｅ）、聞き手の眼球運動の相互関連、焦点の領域
（Ａｆｏｃｕｓ）等の理解力の評価基準の組合せを含んでよい。それは、焦点の領域が、
問題の刺激の空間広がりと著しく相互に関連付けられる焦点の領域（Ａｆｏｃｕｓ）に基
づいた関わりのレベルを含んでもよい。
ｂ．まれな刺激、新規の刺激、又は予期しない刺激から生じる認知ＥＥＧ電位（Ｎ２、Ｎ
４４、Ｐ３００、Ｐ６００）の多大な振幅規模増加
ｃ．部分的に開いた目から完全に開いた目への遷移（非ゼロベースラインからのｐｂｏｔ

ｈ　ｅｙｅｓ　ｏｐｅｎの著しい増加）
ｄ．著しく短い固視持続時間及び著しく大きいサッカードの大きさによって特徴付けられ
る無作為の又は集中していない検索
ｅ．１００％未満の反応割合（又はいくらか低い、コンテキストに応じた反応のベースラ
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イン割合）等の関わりの評価基準、及び例えば長期間の活動にわたる『性能』測定基準の
削減及び適切なコンテキストでの反応の減少する割合等の疲労の評価基準の組合せ
ｆ．の欠如又は離脱を示すといての特定のタスク又は刺激から離れる相互作用
ｇ．各タスクとの関わりの相対的な評価基準としてのそれぞれのためのタスクに対する時
間を示す利用可能なタスク間の相互作用の比率、及び各刺激又は視覚領域との関わりの相
対的な評価基準としてのタスクに対する時間を示す刺激及び／又は視覚領域の間の固視カ
ウント及び／又は固視持続時間の比率に比較されない、タスクを実行する又は刺激を処理
するのに費やされる時間の割合としてのタスクに対する相対的な時間を含んだ関わりの他
の評価基準
ｈ．関わり始まりの表示として視覚的な刺激とユーザの目との間の距離の著しい短縮、及
び関わりのレベルの表示としてのベースラインからの比例する逸脱、及びあくび又は他の
顕著な及び別々の呼吸等の関わり及び疲労の評価基準の組合せ
ｉ．例えば（ほとんど）閉じられた目の長期にわたる期間、及び突然の垂直眼球運動等の
疲労の評価基準
２．第２の層
ａ．例えば確立されたベースラインに対する瞬目率の遅延（ｆｂｌｉｎｋより著しく少な
いｆｂｌｉｎｋ）、及びベースラインより著しく少ない瞬目率等の評価基準の組合せ。ま
た、例えば瞬目率の著しい増加及びより短くかつより頻繁な瞬きへの遷移等の瞬目率の上
昇の評価基準の組合せ。
ｂ．適用可能なとき、正しい反応のパーセントが著しく増加する時点としての理解の開始
ｃ．ＶＲ／ＡＲ／ＭｘＲ媒体の標的が正しく識別される及び又は位置を突き止められる時
点としての理解の開始
ｄ．著しく長い固視持続時間（Ｄｆｉｘａｔｉｏｎ）の期間の終わり、選択された刺激に
対する最後の固視の持続時間、及び選択がなされるとき、任意の刺激に対する第１の固視
の持続時間としての理解の開始に関係する評価基準の組合せ
ｅ．例えば、瞳孔拡張（Ｓｐｕｐｉｌ）の迅速且つ著しい増加、及び選択タスクとの関連
での著しい瞳孔拡張等の評価基準の組合せ
ｆ．関わり又は離脱をそれぞれ信号で知らせるような正しい反応の平均パーセントからの
著しい上方へ又は下方への逸脱
ｇ．刺激をその刺激との関わりの信号として見るための（ここでは凝視の方向とは別個に
考えられる）適切な深さに向かう３Ｄ凝視位置、及び疲労を示すとして長期間無限に向か
う凝視の３Ｄ深さの調整
ｈ．微妙な変化又は動きがないかモニタする状況での不動の固視、又は関わりを示すとし
ての任意の変化又は動きの正確な開始、及びモニタする状況での削減される又は保持され
る呼吸
ｉ．サッカードの大きさ及び固視頻度の削減によって特徴付けられる眼球運動パターンの
変化
３．第３の層
ａ．ＧＳＲ－ＥＳＰの著しい増加
ｂ．ベータ周波数帯域及びガンマ周波数帯域（≧１６Ｈｚ）でのＥＥＧのエネルギーの著
しい増加、選択タスク中のＥＥＧ活動の両側位相同期性の増加、及び低周波（＜１０Ｈｚ
）エネルギーが増加し、高周波（≧１０Ｈｚ）ＥＥＧエネルギーが減少するトレードオフ
ｃ．理解力の問題に対する反応遅延に関連する体温及び／又は心拍数の著しい増加。また
、関わりの増加を示す自律覚醒の増加、及び離脱としての覚醒の減少、及び疲労を示す心
拍数及び体温の著しい減少
ｄ．重要な理解力、又は理解の開始、及び理解力の著しい削減、関わり、及び長期にわた
る活動との関連での他の興奮状態を知らせる任意の評価基準
ｅ．眼球疲労を示すドライアイ（例えば、低涙液層破壊時間）の著しい兆候
【０８３９】
　システムは、好ましくは、コンテキスト及び評価基準の所定の階層に基づいて多様な評
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価基準に算術的に重みを付け、評価基準の第１の層は、評価基準の第２の層よりも大きい
重みを有し、評価基準の第２の層は、評価基準の第３の層よりも大きい重みを有する。評
価基準は、その曖昧さの程度及び任意の所与のコンテキスト状況に対する関連性に基づい
て層に分類される。
【０８４０】
　システムは、特定のコンテキストに基づいて状態間のタイミング関係を決定するために
、例えば関与、理解力、及び疲労の間の相関等の異なる状態のありとあらゆる相関をさら
に追跡する。これらの相関は、即時であることもあれば、いくらかの時間的な遅延を有す
る場合もある（例えば、関わりの減少の後には、いくらかの期間の後に疲労の増加が続く
）。本明細書の実施形態により、ありとあらゆる相関が、それらが直感的に見えるかどう
かは関わりなく、見つけられてよい。
【０８４１】
　見つけられる任意の重大な相関のために、システムは、記録されたデータに適合する所
定のアルゴリズムに基づいて評価基準を含むことの相互作用をモデル化する。例えば、位
置の正確さ、時間の正確さ等を検出し、区別するユーザの能力等の直接的な評価基準が、
多様な応用例全体で必要とされる。例えば、疲労及び忍耐力等であるが、これに限定され
るものではない間接的な評価基準も、多様な応用例全体でモニタされる。しかしながら、
ゲーミングアプリケーションが、ユーザの視覚的な注意の評価基準、マルチトラックする
能力、及び他を、報酬／ポイントを決定するためにより重要であると気づく場合がある。
一方、画面上の特定の製品又は色により多くの注意を払うユーザの能力は、関係する評価
基準をより重要視するために広告アプリケーションにつながる場合がある。
【０８４２】
　上記の実施例は、本発明のシステムの多くの応用例を単に示すに過ぎない。本発明のい
くつかの実施形態しか本明細書に説明されていないが、本発明が、本発明の精神又は範囲
から逸脱することなく多くの他の特定の形式で実施される可能性があることを理解された
い。したがって、本実施例及び実施形態は、制限的ではなく例示的と見なされるべきであ
り、本発明は、添付の特許請求の範囲の中で修正されてよい。
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