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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リーダーデバイスと、
　前記リーダーデバイスと動作可能に結合される複数の参加者デバイスとを備え、前記リ
ーダーデバイスは、
　それぞれの仮想現実（ＶＲ）コンテンツに対応する複数のプレビュー画像を表示するよ
うに構成されたインターフェイスと、
　前記複数のプレビュー画像のうちのプレビュー画像を選択するように構成された選択デ
バイスと、
　前記リーダーデバイスおよび前記複数の参加者デバイスにおける前記選択されたプレビ
ュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツの提示を制御し、前記複数の参加者
デバイスの各々の少なくとも１つの機能を制御するように構成されたリーダーアプリケー
ションとを含み、
　前記複数の参加者デバイスの各参加者デバイスは、前記リーダーデバイスの制御に応答
して、前記選択されたプレビュー画像に対応するそれぞれのＶＲコンテンツに含まれる少
なくとも１つの画像を表示するように構成される、システム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの画像は、３次元（３Ｄ）パノラマおよび３次元フォトスフィアの
うちの１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　データネットワークルータをさらに備え、前記複数の参加者デバイスは、前記データネ
ットワークルータを介して前記リーダーデバイスと動作可能に結合される、請求項１また
は請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記リーダーデバイスは、無線データネットワークインターフェイスをさらに含み、前
記複数の参加者デバイスは、前記無線データネットワークインターフェイスを介して前記
リーダーデバイスと動作可能に結合される、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の
システム。
【請求項５】
　前記リーダーデバイスに応答して、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられる選
択されたＶＲコンテンツの音声コンテンツを再生するように構成された少なくとも１つの
音声デバイスをさらに備える、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの音声デバイスは、前記リーダーデバイスと無線で結合される、請
求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの音声デバイスは、複数の音声デバイスを含み、前記複数の音声デ
バイスの各音声デバイスは、前記複数の参加者デバイスのそれぞれの参加者デバイスに含
まれる、請求項５または請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記インターフェイスは、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれの
ＶＲコンテンツの提示中に、複数の注視インジケータを表示するようにさらに構成され、
前記複数の注視インジケータの各注視インジケータは、前記複数の参加者デバイスのそれ
ぞれの参加者デバイスに対応し、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞ
れのＶＲコンテンツ内においてそれぞれの参加者のユーザが現在見ている場所を示す、請
求項１～請求項７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記参加者デバイスの各々は、ＶＲ視覚コンテンツビューアを含む、請求項１～請求項
８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記インターフェイスは、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれの
ＶＲコンテンツの提示中に、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられる前記それぞ
れのＶＲコンテンツに対応する情報を含むパネルを表示するようにさらに構成される、請
求項１～請求項９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記パネルからの情報の提示は、
　前記複数の参加者デバイス上にテキスト注釈を表示すること、
　前記リーダーデバイスと動作可能に結合される少なくとも１つの音声デバイス上で音声
クリップを再生すること、および
　前記複数の参加者デバイスに地図を表示すること、のうちの少なくとも１つを含む、請
求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記インターフェイスは、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれの
ＶＲコンテンツの提示中に、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれの
ＶＲコンテンツにおける注目点を示す選択を受信するようにさらに構成され、
　前記複数の参加者デバイスは、前記注目点を示す前記選択に応答して、前記選択された
注目点に関連してマーカーを表示するようにさらに構成される、請求項１～請求項１１の
いずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記マーカーは、各参加者デバイスについて、前記注目点が、前記参加者デバイスのそ
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れぞれの視野内にあるか外にあるかを示す、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記注目点を示す前記選択を受信することは、前記リーダーデバイスのタッチスクリー
ン上において前記インターフェイス内で入力を受信することを含む、請求項１２または請
求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記マーカーは、前記マーカーに対応するドエルタイムの表示を含み、前記マーカーは
、前記ドエルタイムの終了後に消滅する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記リーダーデバイスおよび前記複数の参加者デバイスを収納および充電するように構
成されたコンテナをさらに備える、請求項１～請求項１５のいずれか１項に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記インターフェイスは、少なくとも１つのボタンを含み、前記リーダーデバイス上に
おける前記少なくとも１つのボタンのうちのボタンの選択は、前記複数の参加者デバイス
の各参加者デバイス上で対応する機能を同時に制御する、請求項１～請求項１６のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記インターフェイスは、前記リーダーデバイスと動作可能に結合される参加者デバイ
スの数の表示を含む、請求項１～請求項１７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
　リーダーデバイス手段と、
　前記リーダーデバイス手段と動作可能に結合される複数の参加者デバイス手段とを備え
え、前記リーダーデバイス手段は、
　それぞれの仮想現実（ＶＲ）コンテンツに対応する複数のプレビュー画像を表示するた
めのインターフェイス手段と、
　前記複数のプレビュー画像のうちのプレビュー画像を選択するための選択手段と、
　前記リーダーデバイス手段および前記複数の参加者デバイス手段における前記選択され
たプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツの提示を制御し、前記複数
の参加者デバイス手段の各々の参加者デバイス手段の少なくとも１つの機能を制御するた
めのリーダーアプリケーション手段とを含み、
　前記複数の参加者デバイス手段の各参加者デバイス手段は、前記リーダーデバイス手段
の制御に応答して、前記選択されたプレビュー画像に対応するそれぞれのＶＲコンテンツ
に含まれる少なくとも１つの画像を表示する、システム。
【請求項２０】
　前記複数の参加者デバイス手段を前記リーダーデバイス手段と動作可能に結合するため
のデータネットワーク接続手段と、
　前記リーダーデバイス手段に応答して、前記選択されたプレビュー画像に関連付けられ
る選択されたＶＲコンテンツの音声コンテンツを再生するための音声デバイス手段とをさ
らに備える、請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、「仮想現実旅行（ＶＩＲＴＵＡＬ　ＲＥＡＬＩＴＹ　ＥＸＰＥＤＩＴＩＯＮ
Ｓ）」と題する、２０１６年５月２６日に出願された米国仮特許出願第１５／１６５，８
５５号の優先権を主張し、かつその継続出願であり、それは、「仮想現実旅行（ＶＩＲＴ
ＵＡＬ　ＲＥＡＬＩＴＹ　ＥＸＰＥＤＩＴＩＯＮＳ）」と題する、２０１５年５月２７日
に出願された米国特許出願第６２／１６７，２０６号の優先権を主張し、これらはいずれ
もその全体が本明細書に引用により援用される。
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【０００２】
　技術分野
　この記載は、一般に仮想現実（ＶＲ）コンテンツの使用に関する。より具体的には、こ
の記載は、ＶＲコンテンツを（例えば教育環境において）補足的な授業ならびに／または
情報注釈および教材とともに提示して没入型ＶＲ旅行を提供することに関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　概要
　一般的な態様において、システムはリーダーデバイスを含むことができる。リーダーデ
バイスは、それぞれの仮想現実（ＶＲ）コンテンツに対応する複数のプレビュー画像を表
示するように構成されたインターフェイスを含み得る。リーダーデバイスは、複数のプレ
ビュー画像のうちのプレビュー画像を選択するように構成された選択デバイスと、選択さ
れたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツの提示を制御するように
構成されたリーダーアプリケーションとを含むこともできる。システムは、リーダーデバ
イスと動作可能に結合される複数の参加者デバイスをさらに含み得る。複数の参加者デバ
イスの各参加者デバイスは、リーダーデバイスに応答して、選択されたプレビュー画像に
対応するそれぞれのＶＲコンテンツに含まれる少なくとも１つの画像を表示するように構
成され得る。
【０００４】
　実現例は、以下の特徴の１つ以上を含み得る。例えば、少なくとも１つの画像は、３次
元（３Ｄ）パノラマを含み得る。少なくとも１つの画像は３Ｄフォトスフィアを含み得る
。
【０００５】
　システムはデータネットワークルータを含み得る。複数の参加者デバイスは、データネ
ットワークルータを介してリーダーデバイスと動作可能に結合され得る。リーダーデバイ
スは無線データネットワークインターフェイスを含むことができる。複数の参加者デバイ
スは、無線データネットワークインターフェイスを介してリーダーデバイスと動作可能に
結合され得る。
【０００６】
　システムは、リーダーデバイスに応答して、選択されたプレビュー画像に関連付けられ
る選択されたＶＲコンテンツの音声コンテンツを再生するように構成された少なくとも１
つの音声デバイスを含み得る。少なくとも１つの音声デバイスは、リーダーデバイスと無
線で結合され得る。少なくとも１つの音声デバイスは複数の音声デバイスを含むことがで
きる。複数の音声デバイスの各音声デバイスは、複数の参加者デバイスのそれぞれの参加
者デバイスに含まれ得る。
【０００７】
　インターフェイスは、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコン
テンツの提示中に、複数の注視インジケータを表示するように構成され得る。複数の注視
インジケータの各注視インジケータは、複数の参加者デバイスのそれぞれの参加者デバイ
スに対応し得、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツ内
においてそれぞれの参加者のユーザが現在見ている場所を示す。
【０００８】
　参加者デバイスの各々は、ＶＲ視覚コンテンツビューアを含み得る。
　インターフェイスは、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコン
テンツの提示中に、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテン
ツに対応する情報を含むパネルを表示するように構成され得る。リーダーデバイスはさら
にパネルからの情報の提示を容易にするように構成することができる。パネルからの情報
の提示は、複数の参加者デバイス上にテキスト注釈を表示すること、リーダーデバイスと
動作可能に結合される少なくとも１つの音声デバイス上で音声クリップを再生すること、



(5) JP 6524253 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

および／または複数の参加者デバイスに地図を表示することを含み得る。
【０００９】
　インターフェイスは、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコン
テンツの提示中に、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテン
ツにおける注目点を示す選択を受信するように構成され得る。複数の参加者デバイスは、
さらに、注目点を示す選択に応答して、選択された注目点に関連してマーカーを表示する
ように構成され得る。マーカーは、各参加者デバイスについて、注目点が、参加者デバイ
スのそれぞれの視野内にあるか外にあるかを示し得る。注目点を示す選択を受信すること
は、リーダーデバイスのタッチスクリーン上においてインターフェイス内で入力を受信す
ることを含み得る。マーカーは、マーカーと対応するドエルタイムの表示を含み得る。マ
ーカーは、ドエルタイムの終了の後に消滅するよう構成され得る。
【００１０】
　システムは、リーダーデバイスおよび複数の参加者デバイスを収納および充電するよう
に構成されたコンテナを含み得る。
【００１１】
　インターフェイスは少なくとも１つのボタンを含み得る。リーダーデバイス上における
少なくとも１つのボタンのうちのボタンの選択は、複数の参加者デバイスの各参加者デバ
イス上で対応する機能を同時に制御し得る。
【００１２】
　インターフェイスは、リーダーデバイスと動作可能に結合される参加者デバイスの数の
表示を含み得る。
【００１３】
　別の一般的な態様において、システムはリーダーデバイ手段スを含むことができる。リ
ーダーデバイス手段は、複数のプレビュー画像を表示するためのインターフェイス手段を
含むことができる。各プレビュー画像はそれぞれの仮想現実（ＶＲ）コンテンツと対応し
得る。リーダーデバイス手段はさらに、複数のプレビュー画像のうちのプレビュー画像を
選択するための選択手段を含むことができる。リーダーデバイス手段はさらに、選択され
たプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツの提示を制御するためのリ
ーダーアプリケーション手段を含むことができる。システムは、リーダーデバイス手段と
動作可能に結合される複数の参加者デバイス手段をさらに含み得る。複数の参加者デバイ
ス手段の各参加者デバイス手段は、リーダーデバイス手段に応答して、選択されたプレビ
ュー画像に対応するそれぞれのＶＲコンテンツに含まれる少なくとも１つの画像を表示す
るためのものである。
【００１４】
　実現例は、以下の特徴の１つ以上を含み得る。例えば、システムは、複数の参加者デバ
イス手段をリーダーデバイス手段と動作可能に結合するためのデータネットワーク接続手
段を含み得る。システムは、リーダーデバイス手段に応答して、選択されたプレビュー画
像に関連付けられる選択されたＶＲコンテンツの音声コンテンツを再生するための音声デ
バイス手段を含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実現例にしたがって情報提供的および／または教育仮想現実（ＶＲ）コンテンツ
を提示するためのシステムを示す図である。
【図２】実現例による、図１のシステムのコンポーネントのための収納ボックスおよび／
または充電ステーションを示す図である。
【図３】実現例による、図１のシステムのコンポーネントのための、図２の収納ボックス
に実装することができる充電トレイを示す図である。
【図４】実現例による、図１のシステムで使用することができるガイド（教師）デバイス
を示すブロック図である。
【図５】実現例による、図１のシステムで使用することができる探検者（生徒）デバイス
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を示すブロック図である。
【図６Ａ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図６Ｂ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図６Ｃ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図６Ｄ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図６Ｅ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図６Ｆ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図７Ａ】実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の
組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図７Ｂ】実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の
組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図７Ｃ】実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の
組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図８Ａ】実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の
組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための他のユーザイン
ターフェイスを示す図である。
【図８Ｂ】実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の
組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための他のユーザイン
ターフェイスを示す図である。
【図９Ａ】実現例による、ＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の組から選択
されるパノラマ（フォトスフィア）を見るおよび／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図９Ｂ】実現例による、ＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の組から選択
されるパノラマ（フォトスフィア）を見るおよび／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図９Ｃ】実現例による、ＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の組から選択
されるパノラマ（フォトスフィア）を見るおよび／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図９Ｄ】実現例による、ＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォトスフィア）の組から選択
されるパノラマ（フォトスフィア）を見るおよび／または提示するためのユーザインター
フェイスを示す図である。
【図１０Ａ】実現例による、パノラマ（フォトスフィア）を指導的注釈および情報ととも
に見るおよび／または提示するための別のユーザインターフェイス（例えば、図９Ａ～図
９Ｃのユーザインターフェイスとの関連で実施することができる）を示す図である。
【図１０Ｂ】実現例による、パノラマ（フォトスフィア）を指導的注釈および情報ととも
に見るおよび／または提示するための別のユーザインターフェイス（例えば、図９Ａ～図
９Ｃのユーザインターフェイスとの関連で実施することができる）を示す図である。
【図１０Ｃ】実現例による、パノラマ（フォトスフィア）を指導的注釈および情報ととも
に見るおよび／または提示するための別のユーザインターフェイス（例えば、図９Ａ～図
９Ｃのユーザインターフェイスとの関連で実施することができる）を示す図である。
【図１１Ａ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
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えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｂ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｃ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｄ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｅ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｆ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｇ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１１Ｈ】実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（例
えば、参加者デバイス上に示されるような）図９Ａ～図９Ｃのユーザインターフェイスを
示す図である。
【図１２】実現例による別のサイトマーカーを示す立体画像である。
【図１３Ａ】実現例による、図１のシステムとの関連で実施することができるステータス
画面表示を示す図である。
【図１３Ｂ】実現例による、図１のシステムとの関連で実施することができるステータス
画面表示を示す図である。
【図１３Ｃ】実現例による、図１のシステムとの関連で実施することができるステータス
画面表示を示す図である。
【図１３Ｄ】実現例による、図１のシステムとの関連で実施することができるステータス
画面表示を示す図である。
【図１３Ｅ】実現例による、図１のシステムとの関連で実施することができるステータス
画面表示を示す図である。
【図１３Ｆ】実現例による、図１のシステムとの関連で実施することができるステータス
画面表示を示す図である。
【図１４Ａ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択し、選択されたＶＲ
旅行内でパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための別のユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１４Ｂ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択し、選択されたＶＲ
旅行内でパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための別のユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１４Ｃ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択し、選択されたＶＲ
旅行内でパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための別のユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１４Ｄ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択し、選択されたＶＲ
旅行内でパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための別のユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１４Ｅ】実現例による、ＶＲ旅行（フィールドトリップ）を選択し、選択されたＶＲ
旅行内でパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための別のユーザイ
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ンターフェイスを示す図である。
【図１５Ａ】実現例による、ＶＲ旅行における手書き表記の使用を示す図である。
【図１５Ｂ】実現例による、ＶＲ旅行における手書き表記の使用を示す図である。
【図１６Ａ】実現例による、ＶＲ旅行における注目点を記すためのタッチスクリーン入力
の使用を示す図である。
【図１６Ｂ】実現例による、ＶＲ旅行における注目点を記すためのタッチスクリーン入力
の使用を示す図である。
【図１７】実現例による、ＶＲ旅行における注目点を記すユーザインターフェイスを示す
図である。
【図１８】ここで記載される技術を実施するために使用することができるコンピュータデ
バイスおよびモバイルコンピュータデバイスの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　さまざまな図面における同様の参照符号は同様の要素を示す。
　詳細な記載
　以下の記載は、一般に、教育的および／または指導的環境における仮想現実（ＶＲ）コ
ンテンツ（例えば、３次元（３Ｄ）画像、音声、情報注釈など）の使用に関する。しかし
、本明細書に記載されるアプローチは、専門家のプレゼンテーション、見本市のプレゼン
テーション、会議のプレゼンテーションなどの他の設定でも使用できることが理解されよ
う。また、以下の記載では、ＶＲコンテンツを用いた教育的および／または情報提供的な
教材の提示について概説しているが、これらのアプローチは、ラップトップコンピュータ
、タブレット、または他の電子デバイス上で「マジックウィンドウ」モードを使用するな
ど、２次元（２Ｄ）視覚コンテンツを使用してそのような教材を提示するためにも使用す
ることができる。この開示の目的のために、画像、ユーザインターフェイスなどは、２Ｄ
画像または立体画像のいずれかとして示されてもよく、例示として示されている。他の実
現例では、３Ｄビデオのような他の画像、グラフィックス、構成および／またはアプロー
チを使用することができる。例えば、アクセシビリティ機能が追加／実装されてもよい。
例えば、テキストサイズ、音声プロンプト、または他の特徴の増加が、本明細書に記載さ
れた特徴に加えて、それと関連して、および／またはそれの代わりに実施されてもよい。
【００１７】
　学校の教室などの指導的環境では、教育的および情報提供的な教材は、生徒および／ま
たは視聴者の参加者の関心を十分に惹きつけることができないことがある。ＶＲハードウ
ェアおよび／またはＶＲコンテンツの、単独の、または従来の教育的教材および情報提供
教材と併せた使用は、より容易に生徒および／または視聴者の参加者を惹きつける没入型
教育体験を提供することができる。例えばＶＲハードウェアおよび／またはＶＲコンテン
ツは、教師および生徒が、これまでのフィールドトリップでは実際にアクセスできない世
界（または世界の外）の場所に（ＶＲ旅行または旅行とも呼ばれ得る）ＶＲフィールドト
リップに行くために使うことができる。例えば、教師や生徒は、ここに記載されるアプロ
ーチを使用して、教室の環境で、世界中の珊瑚礁、宇宙空間、世界の七不思議、世界中の
博物館など、媒体に富んだ没入型ＶＲ旅行を楽しむことができる。
【００１８】
　ここに記載されるシステムと技術を使用して、生徒（または視聴者）をより効果的に惹
きつけたい教師（または他のプレゼンター）は、ＶＲハードウェアおよびＶＲコンテンツ
を使用して、ＶＲ旅行を組み込むことで授業およびプレゼンテーションをより魅力的にす
ることによって、授業を従来の教材と組み合わせて固めてサポートする。このようなＶＲ
旅行は、それらの媒体が豊富なコンテンツのために、従来の教材（書籍、ビデオ、スライ
ドショーなど）よりもはるかに生徒の没入感が強くなり得る。
【００１９】
　以下の説明では、ＶＲ旅行を行う（提示する、体験するなどの）ためのシステムおよび
技術について説明する。そのようなシステムは、少なくともコンテンツコンポーネント、
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ソフトウェアコンポーネント、およびハードウェアコンポーネントを含むことができる。
使用される特定のコンポーネントは、特定の実現例に依存し得る。
【００２０】
　このようなＶＲ旅行（ＶＲフィールドトリップ）のためのコンテンツは、高解像度写真
パノラマまたはフォトスフィアのコレクションを、３Ｄビデオ、音声（周囲の音、ナレー
ション、音楽など）、情報表記、など、その他のデジタルコンテンツとともに含み得る。
例えば、ＶＲ旅行の一部として実施される画像は、ＶＲ旅行の一部として没入型３Ｄ体験
を提供する、高品質で高解像度の立体画像（例えば、３Ｄパノラマおよび／またはフォト
スフィア）であり得る。所与のＶＲ旅行のコンテンツは、教育コンテンツ供給者などのコ
ンテンツプロバイダ、教師、生徒などによって作成することができる。
【００２１】
　本明細書で論じるように、ＶＲ旅行システムは、仮想トリップ作成ツールを含むことが
でき、教師、生徒、または他の方法でＶＲ旅行を著作することができる。他の例では、Ｖ
Ｒ旅行のコンテンツをサブスクリプション単位で提供することができ、ＶＲ旅行のコンテ
ンツは、教科書、レッスンプラン、制度要件などの他のカリキュラム教材と整合させるこ
とができる。ＶＲ旅行のコンテンツ（例えば、視覚的コンテンツ）は、そのようなコンテ
ンツの所有者および／または保管人と提携することによって、既存の画像および／または
ビデオコレクション（例えば、インターネットベースのコレクション、プライベートコレ
クションなど）のような任意の数の利用可能なソースから取得することができる。
【００２２】
　例示的なＶＲ旅行システムに含めることができる例示的なハードウェアおよび機器を、
以下にさらに論じる図１～図３に示す。しかしながら、手短には、そのようなＶＲ旅行シ
ステム（キット）のハードウェアコンポーネントは、ＶＲ旅行を引率するためにＶＲ旅行
ガイド（例えば、教師）によって使用されるように構成されたタブレットコンピュータ（
または他のコンピューティングデバイス）、探検者（例えば、生徒）のためのビューア、
ルータ（例えば、インターネット接続を必要とせずにローカルネットワーク上でＶＲ旅行
を実行できるようにする）、ＶＲ旅行のために対応する音声（周囲の音、サウンドトラッ
ク、ナレーションなど）を提供するためのスピーカ、およびシステムの他のハードウェア
を輸送し、充電し、収納するための耐久性のあるボックスを含み得る。このようなハード
ウェアは、キットとして提供（販売）することができる。他の例では、教師や学校などが
適切なハードウェアを入手し、ＶＲ旅行のためのコンテンツおよびソフトウェアコンポー
ネントをダウンロードしてそのハードウェアにインストールすることができる。
【００２３】
　一実装例では、ソフトウェアコンポーネント（アプリケーションまたはアプリ）は、「
ガイド」アプリケーション（リーダーアプリケーションなど）および「探検者」アプリケ
ーション（参加者アプリケーションなど）の２つのアプリケーションとして実装できる。
このようなアプローチでは、ガイドアプリケーションは、ガイド（教師、インストラクタ
ー、プレゼンターなど）が、探検者が見るＶＲコンテンツを選択し、その途中の特定の注
目点を指摘して議論することによって、ＶＲフィールドトリップ（ＶＲ旅行）を通じて一
団の探検者（生徒、視聴者メンバーなど）を引率することを可能にする。探検者アプリケ
ーションは、ユーザがＶＲ旅行に参加し、ガイドによって旅行を通して引率されることを
可能にする。いくつかの実現例では、探検者アプリケーションは、シングルユーザモード
で動作するように、例えば、探検者が引率なしのＶＲ旅行に行く（体験する）ことを可能
にするように構成することができる。
【００２４】
　図１は、実現例にしたがって情報提供的および／または教育的仮想現実（ＶＲ）コンテ
ンツを提示するためのシステム１００を示す図である。図１に示すように、システム１０
０は、ガイドがＶＲ旅行（ＶＲフィールドトリップ）を作成、選択および／または引率す
ることを可能にするように構成されたガイド（例えば、教師、リーダーなど）デバイス１
１０を含む。図１のガイドデバイス１１０は、タブレットコンピュータとして図示されて
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いるが、他の実現例では、ガイドデバイスは、ラップトップコンピュータ、デスクトップ
コンピュータ、ネットブックなどの他の形態をとってもよい。
【００２５】
　システム１００はまた、ガイドデバイス１１０と探検者（例えば、生徒、参加者など）
デバイス１２０との間のデータ接続を提供するために使用されるルータ１３０を含むこと
ができる。図１のデータ接続は無線接続として示されているが、有線接続の使用も可能で
ある。他の実現例では、ガイドデバイス１１０は、無線ネットワークホットスポットとし
て動作することができる。このようなアプローチでは、ルータ１３０を省略し、探検者デ
バイス１２０は（例えば、無線データ接続を介して）ガイドと直接接続することができる
。さらに他の実現例では、システム１００は、いくつかの例として、インターネット接続
を提供するためのモデム（ケーブルモデム、光ファイバモデムなど）および／もしくはＶ
Ｒ旅行コンテンツを格納するためのサーバコンピュータなどの他のデータならびに／また
はネットワークデバイスを含むことができる。そのようなアプローチでは、システム１０
０は、遠隔の授業環境（例えば、オンラインクラスまたはコースのようなインターネット
上）で使用することができる。
【００２６】
　一実現例では、探検者デバイス１２０は、各々、単一の統合デバイスとして実現するこ
とができる。例えば、探検者デバイス１２０は、ＶＲビューア（ＶＲゴーグル）に統合（
例えば、永続的にインストール）される電子デバイス（例えば、スマートフォン、タブレ
ットなど）を含むことができる。そのような実現例では、教師および／または生徒は、Ｖ
Ｒビューアに対して電子デバイスを挿入／除去する必要がなく、ＶＲ旅行開始時のセット
アップ時間を短縮することができる。そのような統合された探検者デバイス１２０（およ
び探検者デバイス１２０の他の実現例）は、収納および／または充電ボックス／トレイ（
図２および図３に例示された実現例など）に効率的にパックされるように構成することが
できる。このようなアプローチでは、探検者デバイス１２０および／またはガイドデバイ
ス１１０がそのような充電トレイまたは充電／収納ボックスに置かれると、探検者デバイ
ス１２０および／またはガイドデバイス１１０は、電源に接続され充電され得る。充電シ
ステムは、有線および／または無線であり得る。
【００２７】
　探検者デバイス１２０のＶＲビューアは、（例えば、異なる教室の生徒による）教室環
境での探検者デバイス１２０の共用に望ましいであろうように、プラスチック、ゴム、ま
たは清潔で衛生的であるように保つのが容易な他の材料を用いて形成されたハウジングを
含むことができる。探検者デバイス１２０の電子デバイス内のバッテリは、バッテリ電力
の損失により生徒のＶＲ旅行が短くなることがないように、少なくとも２時間のＶＲ旅行
の間続くべきである。いくつかの実施態様では、探検者デバイス１２０の電子デバイスは
、ＶＲ旅行を行う（体験する）ために探検者デバイス１２０の一部として専ら動作するよ
うに構成することができる。
【００２８】
　他の実現例では、探検者デバイス１２０の電子デバイスは、探検者デバイス１２０のＶ
Ｒビューアから分離可能（例えば、挿入可能かつ取り外し可能）であり得る。そのような
実現例では、ＶＲビューアは、ＶＲ光学機器を含み得、耐久性があり、清掃が容易である
よう、フラップ、ドアなどを使用するなど、ＶＲビューアにおける対応する電子デバイス
の挿入および取り外しも可能にする、プラスチックで形成されたハウジングを有する。こ
のようなアプローチでは、探検者デバイス１２０の電子デバイスは、ＶＲ旅行を開始する
ときにＶＲビューアに挿入され、ＶＲ旅行を完了した後に（例えば、電子デバイスを再充
電するために）探検者デバイス１２０のＶＲビューアから除去され得る。そのようなアプ
ローチでは、探検者デバイス１２０の電子デバイスは、教師によって生徒に供給され、お
よび／または生徒が所有する電子デバイスとすることができる。さらに、探検者デバイス
１２０のＶＲビューアは、生徒に対して個々の使用のために（例えば、学年を通して）与
えられ得るか、または複数の生徒によって（例えば異なる教室において）共有され得る。
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【００２９】
　他の実現例では、ＶＲ旅行を体験するために、ボール紙ＶＲビューアなど、他のタイプ
のＶＲビューアを使用することができ、対応するＶＲ旅行システムの全体的なコストを低
減することができる。もちろん、他のタイプのＶＲビューアを使用して探検者デバイス１
２０を実現することもできる。さらに他の実現例では、（例えば、ＶＲビューアを使用せ
ずに）２Ｄ「マジックウィンドウ」モードで電子デバイス（タブレット、スマートフォン
、ノートブックなど）を使用して探検者デバイス１２０を実現することができる。ガイド
デバイス１１０および探検者デバイス１２０には、１つ以上のＶＲ旅行が事前にロードさ
れて、「ボックス外で」使用できる状態になり得る。
【００３０】
　図１に示すように、システム１００は、（例えば、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）接
続を使用して）ガイドデバイス１１０と無線で接続されるスピーカ１４０を含むこともで
きる。スピーカ１４０は、ＶＲ旅行に適した周囲音、サウンドトラック、情報提供的注釈
または他の情報のナレーションなど、ＶＲ旅行に関連付けられた音声を再生するように構
成されてもよい。他の実現例では、スピーカ１４０は、有線接続を使用してガイドデバイ
ス１１０に接続されてもよい。さらに他の実現例では、各探検者デバイス１２０は、図１
に示すスピーカ１４０の代わりに、関連付けられる無線または有線のスピーカ１４０（ま
たはヘッドセット）を含むことができる。いくつかの実現例では、探検者デバイス１２０
の電子デバイスの内部スピーカを使用するなど、ＶＲ旅行に関連する音を提供するための
他のアプローチが可能である。
【００３１】
　図２は、実現例に従って、図１のシステムのコンポーネント（ガイドデバイス１１０、
探検者デバイス１２０、ルータ１３０、およびスピーカ１４０）のための収納ボックス２
００を示す図である。図２に示すように、収納ボックス２００は木製の汽船トランクの外
観を有することができる。いくつかの例では、ボックス２００は、システム１００のコン
ポーネントに予めロードされたＶＲ旅行のためのような、生徒がＶＲ旅行（仮想フィール
ドトリップ）に行く（を経験する）仮想目的地を表すステッカーで装飾することができる
。実現例では、対応するＶＲ旅行に行った（を体験した）後に（例えば、生徒によって）
ボックス２００に追加することができる追加のステッカーを提供することができる。
【００３２】
　いくつかの実現例では、ボックス２００は、ガイドデバイス１１０、探検者デバイス１
２０および／またはスピーカ１４０の充電ステーションとして構成することもできる。例
えば、ボックス２００は、（例えば、有線充電クレードル内で、または充電パッドなど無
線（例えば、誘導性）充電システムを使用して、）ガイドデバイス１１０、探検者デバイ
ス１２０および／またはスピーカ１４０を充電するように構成された１つ以上の充電トレ
イを含むことができる。
【００３３】
　図３は、実現例による、図１のシステムのコンポーネント（例えば、ガイドデバイス１
１０、探検者デバイス１２０および／またはスピーカ１４０）用の充電トレイ３００を示
す図であり、充電トレイ３００は、図２の収納ボックス２００において実現される。充電
トレイ３００は一例として示されており、他の配置および／または構成も可能である。充
電トレイ３００の特定の構成は、少なくとも部分的に、ガイドデバイス１１０、探検者デ
バイス１２０および／またはスピーカ１４０を実現するために使用される電子デバイスに
依存する。
【００３４】
　充電トレイ３００は、トレイ３００上で充電している各デバイス（ガイドデバイス１１
０および探検者デバイス１２０）に対して対応する充電レベルインジケータ（図示せず）
を含むことができる。ある実現例では、各充電レベルインジケータは、例えば、１つ以上
の発光ダイオード（ＬＥＤ）を含むことができる。例えば、対応するデバイスが充電中で
あることを示すために赤色ＬＥＤを使用することができ、対応するデバイスが完全に充電
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されたことを示すために緑色ＬＥＤを使用することができる。もちろん、充電レベルイン
ジケータを実現するための他のアプローチも可能である。
【００３５】
　図４は、実現例にしたがって、図１のシステムのガイドデバイス１１０を実現するため
に使用することができるガイド（教師、リーダーなど）デバイスを示すブロック図である
。上述したように、ガイドデバイス１１０は、図１に示すように、タブレットコンピュー
タを含むことができる。他の実現例では、ガイドデバイス１１０は、ラップトップコンピ
ュータ、ネットブックなどの他の形態をとることができる。システム１００では、単一の
ガイドデバイス１１０が示されているが、他の実現例では、例えば共同授業環境において
、複数のガイドデバイス１１０を使用することができる。説明のため、ガイドデバイス１
１０は、図１に示すシステム１００におけるその使用に関して説明される。他の実現例で
は、ガイドデバイス１１０は、他のＶＲシステムでＶＲ旅行などのＶＲコンテンツを提示
および／または体験するために使用することができる。
【００３６】
　図４に示すように、ガイドデバイス１１０は、ＶＲ旅行（プレゼンテーションなど）を
選択および引率するために使用されるガイドアプリケーション１１２を含むことができる
。ガイドデバイス１１０はまた、１つ以上の関連するＶＲ旅行のＶＲコンテンツ（３Ｄ画
像、音声、情報提供的表記など）を含む仮想トリップコンテンツ１１４を含むことができ
る。ＶＲ旅行に含めることができるそのようなコンテンツの例は、本明細書で説明される
。ガイドデバイス１１０は、以下でさらに詳細に説明するように、教師、生徒などが、新
たなＶＲ旅行を著作したり、または既存のＶＲ旅行をカスタマイズすることを可能にする
ように構成された仮想トリップ作成部１１６を含むこともできる。
【００３７】
　図４に示すガイドデバイス１１０において、ガイドアプリケーション１１２は、（シス
テム１００において）関連する探検者デバイスを使用する生徒が選択されたＶＲ旅行に参
加するよう、ＶＲ旅行を引率する教師（または他の人物）が、特定のＶＲフィールドトリ
ップ（ＶＲ旅行）を選択し起動することを可能にするように構成することができる。ガイ
ドアプリケーション１１２はまた、ＶＲ旅行を引率する教師が、（選択されたＶＲ旅行に
含まれる複数のパノラマ／フォトスフィアから）特定のＶＲパノラマまたはＶＲフォトス
フィアを選択できるよう、またはＶＲ旅行に参加している生徒をＶＲ旅行の１つのパノラ
マ／フォトスフィアから別のパノラマ／フォトスフィアに移動させるよう構成することも
できる。次いで、選択されたＶＲパノラマまたはフォトスフィアは、（例えば、探検者ア
プリケーションを使用して）探検者デバイス１２０を用いて、参加している生徒に表示さ
れる（見られる）ことができる。ガイドアプリケーション１１２はまた、ＶＲ旅行リーダ
ー（教師）が、現在のＶＲ旅行に接続され、選択されたＶＲ旅行に行く（を体験する）準
備が整った生徒の数（例えば、いくつの探検者デバイス１２０がシステム１００に接続さ
れているか）を見ることを可能にすることができる。
【００３８】
　さらに、特定の実施の形態では、ガイドアプリケーション１１２は、教師（リーダー）
が、選択されたパノラマまたはフォトスフィア内の特定の場所または物に関連付けられる
精選された会話ポイントを見ること、ならびに／または（例えば、いくつかの例として、
テキスト、音声、および／もしくはグラフィックを使用して）接続された探検者デバイス
１２０および／もしくはスピーカ１４０を介して生徒にそれらの精選された会話ポイント
を提示することを可能にするよう構成され得る。ガイドアプリケーション１１２は、教師
（リーダー）が、本明細書に記載の技術を使用するなどして、選択されたＶＲパノラマま
たはフォトスフィアの特定の場所または項目に生徒（参加者）の注意を向けるように構成
することもできる。ガイドアプリケーション１１２はまた、各生徒が現在、選択されたパ
ノラマまたはフォトスフィアにおいてどこを見ている（注視している）かを教師を示すよ
うに構成することもできる。さらに、ガイドアプリケーション１１０は、教師が、音声の
オン／オフ、ＶＲ旅行の開始／一時停止／再開、および／またはＶＲ旅行の終了を可能に
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することができる。他の実現例では、ガイドアプリケーション１１０は、教師（リーダー
）が、ＶＲ旅行を引率するときに本明細書に記載されるような他のアクションを実行する
ことを可能にするように構成することができる。
【００３９】
　いくつかの実装形態では、ガイドアプリケーション１１２は、生徒のフィードバック機
構を提供するように構成することもできる。このようなフィードバック機構は、生徒が理
解を確認したり質問したりするために使用することができる。例えば、生徒は、「はい」
として親指を上に、または「いいえ」として親指を下にすることができ、所与の生徒のジ
ェスチャが生徒の探検者デバイス１２０のカメラによって取り込まれ、「はい」または「
いいえ」として解釈され、ガイドデバイス１１０上で教師に通信される。実現例では、生
徒は、（例えば、探検者デバイス１２０に含まれるマイクロフォンによって捕捉され得る
）「ホットワード」を使用することができ、または現在見られているＶＲパノラマもしく
はフォトスフィアの角に押し込まれたメニューをクリックすることによって、彼らは質問
をしたい旨を示す。次いで、生徒は、質問を発するように促され、質問は転写され、およ
び／または音声として保存され、ルータ１３０を介して教師（リーダー）に送信され、ガ
イドデバイス１１０に表示または再生される（または、スピーカ１４０を介して再生され
る）。
【００４０】
　図４に示すガイドデバイス１１０では、仮想トリップ作成部１１６は、新たなＶＲ旅行
の作成および／または既存のＶＲ旅行のカスタマイズを可能にするように構成することが
できる。例えば、仮想トリップ作成部１１６は、フォトスフィアを新たなＶＲ旅行に組み
合わせること、およびその新たなＶＲ旅行の３Ｄ空間内に注釈を追加することをサポート
するように構成することができる。仮想トリップ作成部１１６は、コンテンツプロバイダ
ーから得られたＶＲ旅行など、新たに作成されたＶＲ旅行であれ、または既存のＶＲ旅行
であれ、既存のＶＲ旅行にユーザが作成した注釈を追加できるように構成することもでき
る。ユーザが作成した注釈の追加には、示された注目点のＶＲパノラマまたはフォトスフ
ィア内における位置決めの変更、３Ｄモデルの３Ｄ空間への追加、ＶＲ旅行中に生徒が回
答する複数の選択肢の質問の追加、および／またはＶＲ旅行の３Ｄ空間に文書（または文
書へのハイパーリンク）を埋め込むことを可能にすることが含まれ得る。
【００４１】
　図５は、実現例による図１のシステムにおいて探検者（参加者など）デバイス１２０を
実現するために使用することができる探検者（生徒）デバイスを示すブロック図である。
上述のように、探検者デバイス１２０は、統合されたデバイスであってもよく、または別
個のコンポーネントを使用して実現されてもよい。説明のため、ガイドデバイス１１０と
同様に、探検者デバイス１２０を、図１に示すシステム１００におけるその使用に関して
説明する。他の実現例では、探検者デバイス１２０は、ＶＲ旅行などのＶＲコンテンツを
提示および／または体験するために他のＶＲシステムで使用することができる。
【００４２】
　図５に示すように、探検者デバイス１２０は、ＶＲビューア１２２（例えば、ＶＲゴー
グル）および電子デバイス１２４を含むことができる。電子デバイス１２４は、スマート
フォン、タブレットまたは他の適切な電子デバイスであり得る。図５に示されるように、
探検者デバイス１２０の電子デバイス１２４は探検者アプリケーション１２６および仮想
トリップコンテンツ１２８を含むことができる。いくつかの実現例では、仮想トリップコ
ンテンツ１２８は、電子デバイス１２４上に永続的に格納することができ、他の実現例で
は、例えば、ガイドデバイス１１０上のガイドアプリケーション１１２を使用して、ＶＲ
旅行が教師（リーダー）によって選択されると、仮想トリップコンテンツを電子デバイス
１２４にロードすることができる。他の実現例では、（関連付けられた仮想トリップコン
テンツを含む）シングルプレイヤーＶＲ旅行を探検者デバイス１２０にダウンロードする
などして、仮想トリップコンテンツ１２８を電子デバイス１２４にロードするための他の
アプローチを使用することができる。
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【００４３】
　図５の探検者デバイス１２０において、探検者アプリケーション１２６は、ＶＲ旅行に
参加している生徒がＶＲパノラマまたはフォトスフィアを自由に見る（探索）できるよう
に構成することができ、（例えば、加速度計を使用して）電子デバイス１２４によって検
出された生徒の頭部の動きを利用して、ＶＲパノラマまたはフォトスフィア内で生徒の視
野を移動させる。また、探検者アプリケーション１２６は、教師が、現在見られているＶ
Ｒパノラマまたはフォトスフィアの特定のポイントまたは対象に注意を喚起したいことを
生徒に（例えば、サイトマーカーまたはサイトマーカーの組を使用して）示すように構成
することもできる。生徒は（頭の動きを使って）示された注目点を見るために探索する（
自分の注視点を動かす）ことができる。そのようなサイトマーカーの例は、本明細書にお
いてさらに詳細に記載される。
【００４４】
　探検者アプリケーション１２６は、さらに、生徒がＶＲ旅行の中で「自撮り」するよう
に構成することができる。例えば、生徒は、探検者デバイス１２０に含まれる入力デバイ
スを使用して、好きなＶＲ旅行の場所のスクリーンショットを撮ることができる。ＶＲ旅
行が完了した後、生徒は、探検者デバイス１２０のカメラで自分自身の写真を撮るように
促されることができる。次に、探検者アプリケーション１２６は、ＶＲ旅行中に生徒が撮
影したスクリーンショットと、その生徒の写真とを重ね合わせることができる。このよう
な写真は、すべての生徒（参加者）と教師（リーダー）がアクセスできる共有ドライブに
彼らのＶＲの旅行を思い出として見るよう保存することができる。
【００４５】
　図６Ａ～図１７は、ＶＲ旅行における引率および参加の一部としてシステム１００内で
使用可能なさまざまなユーザインターフェイス、ステータス画面、および画像を示す図で
ある。これらのさまざまなユーザインターフェイス、ステータス画面、および画像は、例
として、および説明のために与えられる。他の実現例では、異なる外見および／もしくは
構成を有する他のユーザインターフェイス、ステータス画面ならびに／または画像を、Ｖ
Ｒ旅行における引率および参加のために用いることができる。さらに、図６Ａ～図１７に
示されるユーザインターフェイス、ステータス画面および画像のさまざまな特徴は、所与
の実現例において適切な場合に、互いとの関連において使用することができる。１つのア
プローチの特徴を別のアプローチに関して具体的に説明することはないかもしれないが、
そのような包含または省略は、いずれのアプローチにおいてもその特徴の使用を排除また
は必要としない。さらに、説明のため、図６Ａ～図１７に示されるアプローチは、図１の
システム１００におけるそれらの実現に関して記載される。しかしながら、そのようなア
プローチは、他のシステムで実現することができる。
【００４６】
　図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃ、図６Ｄ、図６Ｅ、および図６Ｆは、実現例による、ＶＲ旅行
（フィールドトリップ）を選択および／または提示するためのユーザインターフェイス６
００を示す図である。ユーザインターフェイス６００では、利用可能なＶＲ旅行はプレビ
ュー画像を用いて示される。例えば、図６Ａでは、珊瑚礁ＶＲ旅行プレビュー画像６４０
が示される。教師は、例えば、ガイドデバイス１１０上のタッチスクリーン入力、または
マウスもしくはトラックパッドを使用してプレビュー画像６４０をポイントしてクリック
するなどの他の選択機構を使用して、このＶＲ旅行を選択することができる。図６にも示
されるように、ユーザインターフェイス６００は、ナビゲーションおよび制御メニュー（
またはドロワ）アイコン６１０、フィルタメニューアイコン６２０および検索アイコン６
３０を含む。これらのアイコンの各々に関連する操作の例を、図６Ｂ～図６Ｅを参照して
以下に説明する。
【００４７】
　図６Ｂに示すように、ガイドデバイス１１０上でナビゲーションおよび制御メニューア
イコン６１０を選択した結果、ガイドデバイス１１０上にナビゲーション制御メニュー（
ドロワ）６１２が開き得る。メニュー６１２から、教師は、システム１００に接続された
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生徒の数（例えば、ＶＲ旅行に参加する準備ができている生徒の数）を見たり、利用可能
なＶＲ旅行のリストを見たり、利用可能なＶＲ旅行のそれぞれの地理的位置を示す地図を
見たり、ダウンロードしたＶＲ旅行だけを表示するようにフィルタを設定したり、ＶＲ旅
行に参加している探検者デバイス１２０をオン／オフにしたり、他の設定にアクセスした
り、ＶＲ旅行システムに関するフィードバックを送信したり、および／またはヘルプを得
たりすることができる。
【００４８】
　図６Ｂに示すように、メニュー６１２の「すべてのビューアをオフにする」オプション
が選択されている。ステータス通知ボックス６１４によって示されるように、この選択の
結果、全ての探検者デバイス１２０はオフにされる（例えば、ＶＲ旅行から切断される）
。すべての探検者デバイス１２０がオフにされると、このメニューオプションは、接続さ
れたすべての探検者デバイス１２０をオンにするよう対応するオプションに変更すること
ができる。図６Ｃに示すように、メニュー６１２の「すべてのビューアをオンにする」オ
プションが選択されており、この結果、すべての探検者デバイス１２０はオンになる（例
えば、ＶＲ旅行に接続される）。
【００４９】
　図６Ｄに示すように、ガイドデバイス１１０上で（例えば、図６Ａに示すように）フィ
ルタメニューアイコン６２０を選択した結果、フィルタメニュー６２２がガイドデバイス
１１０上で開くことができる。メニュー６２２から、教師は特定の主題領域を選択するこ
とができ、表示されたプレビュー画像は、その選択に基づいてフィルタリングされ、選択
された主題領域内において利用可能なＶＲ旅行のみを表示することができる。
【００５０】
　図６Ｅに示すように、ガイドデバイス１１０上でユーザインターフェイス６００から（
例えば、図６Ａに示すように）検索アイコン６３０を選択する結果、検索画面６２２がガ
イドデバイス１１０上に開くことができる。検索画面６３２から、教師はＶＲ旅行を名前
で検索することができる。例えば、教師が有名な美術館のＶＲ旅行を引率したい場合、教
師は「美術館」という用語で検索するか、例えば「ルーヴル」などの特定の博物館を検索
することができる。
【００５１】
　図６Ｆに示すように、図６Ａのユーザインターフェイス６００は、利用可能なＶＲ旅行
に対応する複数のプレビュー画像を上下にページングするために（例えば、タッチスクリ
ーンジェスチャを使用して）スクロールすることができる。例えば、（例えば、図６Ａに
示されたビューからのページングダウンまたはスクロールダウンの後、）フライト・オブ
・フロンティアＶＲ旅行のためのプレビュー画像６４２が、図６Ｆに示されている。また
、図６Ｆに示すように、図６Ａ～図６Ｄと比較して、ユーザインターフェイス６００の上
部に沿ったメニューおよびアイコンは、タイムアウトの後などに消えてもよい（自動非表
示）。そのようなアプローチでは、メニューおよびアイコンは、ガイドデバイス１１０と
の対話（例えば、ガイドデバイス１１０のボタンおよび／またはタッチスクリーンとの対
話）に応答して、再び現れてもよい。
【００５２】
　図７Ａ、図７Ｂおよび図７Ｃは、実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラ
マ（フォトスフィア）の組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示す
るためのユーザインターフェイス７００を示す図である。この例では、珊瑚礁ＶＲ旅行が
図６Ａ～図６Ｆのユーザインターフェイス６００から選択されている。図７Ａに示すよう
に、ユーザインターフェイス７００は、（例えば、ユーザインターフェイス６００に戻る
）戻るアイコン７１０、パノラマまたはフォトスフィア選択メニュー７２０、および選択
されたＶＲ旅行のためのプレビュー画像７４０を含むことができる。
【００５３】
　図７Ｂでは、メニュー７２０上でパノラマまたはフォトスフィア（例えば、ウイルソン
島）の選択が強調表示されている。生徒がウィルソン島のＶＲパノラマまたはフォトスフ
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ィアおよびウィルソン島のＶＲパノラマまたはフォトスフィアに対応するプレビュー画像
７４２を探索すること（見ること）を始めることを可能にするために、教師が選択する（
押す、クリックするなど）することができるスタートボタン７４０がある。選択された旅
行の利用可能なＶＲパノラマまたはフォトスフィアは、（例えば、ガイドデバイス１１０
のタッチスクリーンインターフェイス上の左右スワイプ動作を使用して）メニュー７２０
上をスクロールすることができる。特定の実現例では、メニュー７２０のオプションがス
クロールされない所定の期間の後に、メニュー７２０の最も中央の選択用のプレビュー画
像をロードすることができる。他の実現例では、選択されたＶＲパノラマまたはフォトス
フィアが、ガイドデバイス１１０を使用して探検者デバイス１２０上で見るために開始さ
れるまで、同じＶＲ旅行プレビュー画像７４０が表示され得る。
【００５４】
　図７Ｃでは、ウィルソン島のＶＲパノラマまたはフォトスフィア７４４が開始され、表
示されており、生徒は探検者デバイス１２０を使用して対応する３Ｄ空間を探索すること
ができる。図７Ｃに示すように、メニュー（例えば、インターフェイス６００のトップメ
ニューおよびメニュー７２０）は示されていない（例えば、ウィルソン島のＶＲパノラマ
またはフォトスフィア７４４の選択に応答してタイムアウトしたか、または閉じられてい
る）。本明細書で説明するように、生徒が選択されたＶＲパノラマまたはフォトスフィア
７４４を探索している間に、スピーカ１４０を通して音声を再生することができる。その
ような音声は、周囲の音（例えば、海の音）、ナレーション、音楽および／または他の音
声を含むことができる。
【００５５】
　図８Ａおよび図８Ｂは、実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれるパノラマ（フォ
トスフィア）の組からパノラマ（フォトスフィア）を選択および／または提示するための
他のユーザインターフェイス８００を示す図である。図７Ａ～図７Ｃでのように、この例
では、珊瑚礁ＶＲ旅行が図６Ａ～図６Ｆのユーザインターフェイス６００から選択されて
いる。図８Ａに示すように、ユーザインターフェイス８００は、パネル化されたＶＲパノ
ラマおよびフォトスフィア選択メニュー上にウィルソン島ＶＲパノラマまたはフォトスフ
ィアのためのプレビュー画像８４０を含むことができる。
【００５６】
　図８Ｂでは、ユーザインターフェイス８００のパノラマまたはフォトスフィア選択メニ
ューは、リザード島ＶＲパノラマまたはフォトスフィアのためのプレビュー画像８４２を
示すよう、右側にスクロールされている。そのようなアプローチでは、所定の期間の後（
またはプレビュー画像８４２の選択に応じて）プレビュー画像８４２の表示を拡大するこ
とができ、および／またはプレビュー画像８４２にスタートボタンを追加することができ
、対応するＶＲ旅行に参加する生徒が見るために、（例えば、プレビュー画像またはスタ
ートボタンをクリックすることによって）リザード島ＶＲパノラマまたはフォトスフィア
を選択することができる。再び、生徒がユーザインターフェイス８００を使用して選択さ
れたＶＲパノラマまたはフォトスフィアを探索している間に、スピーカ１４０を通して音
声を再生することができる。そのような音声は、周囲の音（例えば、海の音）、ナレーシ
ョン、音楽および／または他の音声を含むことができる。
【００５７】
　図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃおよび図９Ｄは、実現例による、選択されたＶＲ旅行に含まれ
るパノラマ（フォトスフィア）の組から選択されるＶＲパノラマ（フォトスフィア）を見
るおよび／または提示するためのユーザインターフェイス９００を示す図である。図９Ａ
に示されているように、ユーザインターフェイス９００は、（現在選択されているＶＲパ
ノラマもしくはフォトスフィアを見ることを停止する、および／またはＶＲ旅行を停止す
る）終了アイコン９１０と、選択されたＶＲ旅行タイトル９２０（珊瑚礁）と、選択され
たＶＲパノラマまたはフォトスフィアのタイトル９３０（アポ島）と、音声ミュート／ミ
ュート解除アイコン９４０と、情報パネル起動アイコン９５０と、探検者デバイス再生／
一旦停止アイコン９６０およびアクションアイコン９７０（例えば、選択されたＶＲ旅行
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のＶＲパノラマまたはフォトスフィア間で切り替えるために使用することができる）と、
画像属性フィールド９８０（選択されたＶＲパノラマもしくはフォトスフィアに関する著
作権または他の情報を含むことができる）とを含み得る。
【００５８】
　図９Ｂに示すように、先に論じたのと同様の態様で、ユーザインターフェイス９００の
上部に沿って示されたメニュー項目は、隠すことができる（例えば、タイムアウト期間後
に自動的にまたは手動で隠される）。図９Ｂに示すように、再生／一時停止アイコン９６
０およびアクションアイコン９７０も、図９Ａのユーザインターフェイス９００の上部に
沿って表示される他のメニュー項目とともに隠すことができる。
【００５９】
　図９Ｃに示すように、ガイドデバイス１１０上で終了アイコン９１０を選択する結果、
ガイドデバイス１１０に終了ダイアログボックス９９０が表示されてもよい。対応するＶ
Ｒ旅行を引率する教師は、次いで、現在選択されているＶＲ旅行を提示することをやめる
か、または現在選択されているＶＲ旅行を提示し続けることを選択できる。図９Ｄに示す
ように、再生／一時停止アイコン９６０を選択する結果、現在のＶＲ旅行に接続されてい
る（参加している）すべての探検者デバイスが一時停止（または再開）し、情報通知９６
５を表示して、取られている、または取られた現在のアクションを示すことができる。同
様に、ミュート／ミュート解除アイコン９４０の選択は、現在のＶＲ旅行に関連する音声
をミュートまたはミュート解除することができ、アクションアイコン９７０の選択は、（
例えば、ユーザインターフェイス７００および８００にあるような）ＶＲパノラマまたは
フォトスフィア選択メニューを表示させて、選択されたＶＲパノラマまたはフォトスフィ
アを切り替えることができる。
【００６０】
　図１０Ａ、図１０Ｂおよび図１０Ｃは、実現例による、ＶＲパノラマ（フォトスフィア
）を指導的注釈および／または他の情報とともに見るおよび／または提示するための（ユ
ーザインターフェイス９００と同様の特徴を有する）別のユーザインターフェイス１００
０を示す図である。図１０Ａに示すように、ユーザインターフェイス１０００は、（現在
選択されているＶＲパノラマおよび／またはフォトスフィアを見ることを停止するか、ま
たは現在のＶＲ旅行を停止する）終了アイコン１０１０と、選択されたＶＲ旅行タイトル
１０２０（珊瑚礁）と、例えば、ユーザインターフェイス９００内のアイコン９５０によ
って起動することができる情報パネル（ドロワ）とを含み得る。
【００６１】
　図１０Ａの情報パネル１０４０は、（現在見られているＶＲパノラマまたはフォトスフ
ィアの地理的位置を示す）地図セクション１０４２と、現在のＶＲパノラマまたはフォト
スフィアのタイトル（アポ島）および見られている場所に関する情報的注釈を含むことが
できる注釈セクション１０４４とを含むことができる。情報パネル１０４０はまた、音声
ミュート／ミュート解除アイコン１０４６（情報パネル１０４０に関連する音声をミュー
ト／ミュート解除することができる）と、情報パネル１０４０を閉じるために使用できる
終了アイコン１０４８とを含むことができる。ユーザインターフェイス９００と比較して
、ユーザインターフェイス１０００で見られている現在のＶＲパノラマまたはフォトスフ
ィアのタイトルは、ＶＲ旅行のタイトル１０２０の次ではなく、情報パネル１０４０の注
釈パネル１０４４に含まれる。
【００６２】
　図１０Ｂは、終了アイコン１０１０、ＶＲ旅行タイトル１０２０、および情報パネル１
０４０の地図パネル１０４２が隠れた（見えない）ユーザインターフェイス１０００を示
しており、これは手動で、またはタイムアウト期間が経過した後に達成することができる
。（例えば、ガイドデバイス１１０を使用して）ユーザインターフェイス１０００と対話
することは、メニュー項目および／または地図パネル１０４２を再び表示させることがで
きる。
【００６３】
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　図１０Ｃは、この例では、表示されたＶＲパノラマまたはフォトスフィアの一面を強調
表示する（生徒の注意を引く）ために教師が使用できる（または関連するＶＲコンテンツ
に含まれ得る）サイトマーカー１０５０とともに表示されたユーザインターフェイス１０
００を示す。図１０Ｃにおいて示されるように、サイトマーカー１０５０と対応する注釈
１０５２は、ユーザインターフェイス１０００の情報パネル１０４０において強調表示す
ることができる。サイトマーカー１０５０との対応で強調表示される特定の注釈は、（例
えば図６Ｂおよび図６Ｃに関して記載されたように）設定メニューから選択され得るなど
のように、ＶＲ旅行との関連において用いられる言語選択に依存してもよい。
【００６４】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、図１１Ｃ、図１１Ｄ、図１１Ｅ、図１１Ｆ、図１１Ｇおよび図１
１Ｈは、実現例による、サイトマーカーおよび／または注視インジケータを含む（参加者
デバイス１２０上に表示され得るようなユーザインターフェイス９００と同様の特徴を伴
う）ユーザインターフェイス１１００を示す図である。図１１Ａに示すように、ユーザイ
ンターフェイス１１００は、ＶＲパノラマまたはフォトスフィアに示されたスキューバダ
イバーに、例えば生徒の注意を引くためのサイトマーカー１１５０を含み、スキューバダ
イバーは、ＶＲパノラマまたはフォトスフィアの現在の視野の中心にある。このパノラマ
またはフォトスフィアを見ている生徒が、自分の頭を上および右に動かすなどして、自分
の視線をサイトマーカー１１５０（およびスキューバダイバー）から遠ざけると、サイト
マーカー１１５０は、探検者デバイス１２０によって表示されるように、図１１Ａと比較
して、図１１Ｂに示すように、関心の対象（例えば、スキューバダイバー）とともに移動
することができる。
【００６５】
　ユーザインターフェイス１１００において、生徒が、その視線を、サイトマーカー１１
５０および関連の関心の対象がＶＲパノラマまたはフォトスフィアの現在表示されている
部分の外に移動するように、サイトマーカー１１５０および関連の関心の対象（スキュー
バダイバー）からそらし続ける場合、サイトマーカー１１５０は、形状を、図１１Ｃに示
すサイトマーカー１１５２（矢印の形状）のような形（形状）に変更することができ、関
心の対象が生徒の現在の視野の外にあることを示すことができる。図１１Ｃのサイトマー
カー１１５２は、関心の対象を彼または彼女の視野に戻すために、彼または彼女の視線を
どこに移動させるべきかについて生徒に方向的支援を提供することもできる。関心の対象
が生徒の現在の視野内に戻ると、サイトマーカー１１５２はサイトマーカー１１５０に戻
ることができる。他の実施態様では、他の構成を有するサイトマーカーを使用することが
できる。例えば、プッシュピンの画像によってサイトマーカー１１５０を表すことができ
るかもしれない。他の実施例では、関連する関心の対象が生徒の現在の視野外にあるとき
に使用されるサイトマーカー１１５２の長さおよび／もしくはサイズまたは他のサイトマ
ーカー構成は、例えば、サイトマーカー１１５２のサイズを変えるなどして、関心の対象
がＶＲパノラマまたはフォトスフィアの現在の視認可能部分（生徒の現在の視野）からど
のくらい遠く離れているかの指標を提供することができる。
【００６６】
　図１１Ｄにおいて、サイトマーカー１１５０は、ユーザインターフェイス１１００にお
いてサイトマーカー１１５０のタイムアウト期間（５０％で示される）を追跡するために
使用できるドエルタイマを含むものとして示されている。例えば、いくつかの実現例では
サイトマーカー１１５０は、所定の期間の間ユーザインターフェイス１１００において継
続的に表示された後、タイムアウトしてから消えてもよい（もはや表示されなくてもよい
）ので、ユーザインターフェイス１１００に示されたＶＲパノラマまたはフォトスフィア
の生徒の視野を持続的に妨げないようにすることができる。
【００６７】
　図１１Ｄのユーザインターフェイス１１００はまた、現在のＶＲ旅行に接続された各生
徒の視線がどこを見ているかを教師に示すことができる注視インジケータ１１６０を含む
。これらの注視インジケータに基づいて、教師は生徒に関心の対象に向かって視線を動か
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すよう指示できる。例えば、各注視インジケータ１１６０は、それぞれの生徒の現在の視
野の中心点を示すことができ、各生徒は、異なる注視インジケータ１１６０アイコンによ
って表される。また、図１１Ｅ～図１１Ｈは、ＶＲ旅行に参加している間に探検者デバイ
ス１２０を使用して表示され得るような、ドエルタイムインジケータを伴うサイトマーカ
ー１１５０および１１５２の実現を示す立体画像を示す。
【００６８】
　図１２は、実現例による別のサイトマーカー構成１２５０を示す立体画像１２００であ
る。画像１２５０では、サイトマーカー１２５０はプッシュピンの画像を用いて実現され
る。そのような実現例では、ドエルタイマタイムアウト期間の進行は、タイムアウト期間
が経過するにつれて、青から赤のようにプッシュピンの色を徐々に変化させて、ピンを底
から徐々に赤色で充填することによって示すことができる。
【００６９】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、図１３Ｃ、図１３Ｄ、図１３Ｅ、および図１３Ｆは、実現例によ
る、図１のシステムとの関連で（例えば、探検者／生徒デバイス１２０上で）実施するこ
とができるステータス画面表示１３１０，１３２０，１３３０，１３４０，１３５０およ
び１３６０を示す図である。図１３Ａ～図１３Ｆの例では、システム１００の探検者デバ
イス１２０は、非統合電子デバイス１２４およびＶＲビューア１２２を使用して実現する
ことができ、電子デバイス１２４は、ＶＲ旅行の開始時にＶＲビューア１２２に挿入され
得、ＶＲ旅行が終了した後にＶＲビューア１２２から除去され得る。
【００７０】
　この例では、図１３Ａは、生徒がシステム１００を用いて行く（提示される）ＶＲ旅行
に参加するために、電子デバイス１２４がルータ１３０および／またはシステム１００の
ガイドデバイス１１０と接続するプロセス中に表示され得るステータス画面１３１０を示
している。図１３Ｂは、電子デバイス１２４が探検者アプリケーション１２６をロード／
起動するプロセス中に表示され得るステータス画面１３２０を示す。図１３Ｃは、探検者
アプリケーション１２６がロードされた後、電子デバイス１２４がＶＲビューア１２２（
例えば、ボール紙ビューア）に挿入される準備が整ったときに表示され得るステータス画
面１３３０を示す。
【００７１】
　図１３Ｄは、電子デバイスが（例えば、ガイドデバイス１１０から、および／または探
検者アプリケーション１２６に）ＶＲ旅行のための仮想トリップコンテンツをロードして
いる、および／または教師（指導者）がＶＲ旅行を開始するのを待っていることを示すた
めに表示され得る立体視ステータス画面１３４０を示す。図１３Ｅは、探検者デバイス１
２０の電子デバイス１２４が、ＶＲ旅行を開始したり、ＶＲ旅行における新たなＶＲパノ
ラマまたはフォトスフィアの探索を開始したりするなど、教師によるアクションを待って
いることを示すために表示され得るステータス画面１３５０を示す。図１３Ｆは、ＶＲ旅
行が教師（リーダー）によって一時停止されたことを示すために表示され得るステータス
画面１３６０を示す。
【００７２】
　図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｃ、図１４Ｄおよび図１４Ｅは、実現例による、ＶＲ旅行
（フィールドトリップ）を選択および／または提示し、選択されたＶＲ旅行内でパノラマ
（またはフォトスフィア）を選択および／または提示するための別のユーザインターフェ
イス１４００を示す図である。図１４Ａに示すように、ユーザインターフェイス１４００
は、メインメニュー起動アイコン１４１０、および世界の七不思議ＶＲ旅行のためのプレ
ビュー画像１４２０を含む、利用可能な旅行のための複数のプレビュー画像を含むことが
できる。いくつかの実施例では、複数のプレビュー画像は、他の利用可能なＶＲ旅行を見
るためにスクロール（例えば、上下および左右）することができる。
【００７３】
　図１４Ｂは図１４Ａにおいて示されるようなプレビュー画像１４２０の選択の後におけ
るユーザインターフェイス１４００を示す。図１４Ｂのユーザインターフェイス１４００
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は、（ユーザインターフェイス１４００が、図１４Ａに示す複数のＶＲ旅行プレビュー画
像に戻る結果となってもよい）戻るアイコン１４１５、選択されたＶＲ旅行のための利用
可能なＶＲパノラマまたはフォトスフィアのためのプレビュー画像のメニュー１４３０、
およびＶＲ旅行に接続された生徒数のインジケータ１４３２を含む。
【００７４】
　図１４Ｃでは、ユーザインターフェイス１４００は、世界の七不思議ＶＲ旅行内でマチ
ュピチュＶＲパノラマのためにプレビュー画像１４４０を強調表示した後に示される。図
１４Ｃに示すように、ユーザインターフェイス１４００は、図１４Ａに示すＶＲ旅行選択
画面にユーザインターフェイス１４００を戻すことができる終了アイコン１４１７を含む
。さらに、図１４Ｃでは、プレビュー画像１４４０の強調表示に応答して、より大きなプ
レビュー画像１４４２がロードされる。また、図１４Ｃでは、ＶＲ旅行に接続された探検
者デバイスの数を示すインジケータ１４３２が、図１４Ａに示したようにユーザインター
フェイス１４００の中心から、ユーザインターフェイス１４００の右上隅に移動される。
【００７５】
　（例えば、図１４Ｃには示されていないスタートボタンを使用して）マチュピチュＶＲ
パノラマまたはフォトスフィアを開始／ロードした後、ユーザインターフェイス１４００
は、図１４Ｄに示すように現れてもよい。図１４Ｄに示されるように、ユーザインターフ
ェイス１４００は、選択されたＶＲパノラマまたはフォトスフィアにおける手書き表記の
入力を有効／無効にするために使用され得るボタン１４５０を含む。図１４Ｄのユーザイ
ンターフェイス１４００はまた、ＶＲ旅行に参加している探検者デバイス１２０上で選択
されたＶＲパノラマまたはフォトスフィアの自動パンを有効／無効にするために使用され
得るボタン１４６０を含む。図１４Ｅは、ユーザインターフェイス１４００を、ユーザイ
ンターフェイス１４００の上部に沿ったメニュー項目ならびにボタン１４５０および１４
６０が（例えば、自動隠しタイムアウト期間が経過した後）隠された状態で、示す。
【００７６】
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、実現例による、ＶＲ旅行における手書き表記を提示するた
めのユーザインターフェイス１５００および１５５０を示す図である。図１５Ａは、シス
テム１００のガイドデバイス１１０に表示されてもよいように、川を示す円を伴う「ＲＩ
ＶＥＲ（川）」の手書き表記を伴うユーザインターフェイス１５００を示す。図１５Ｂは
、対応するＶＲ旅行に関連付けられた探検者デバイス１２０上に表示され得るように、図
１５Ａの手書き表記を伴う立体視ユーザインターフェイス画像１５５０を示す。
【００７７】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、実現例による、ＶＲ旅行における注目点を記すためのタッ
チスクリーン入力の使用を示す図である。図１６Ａおよび図１６Ｂに示すアプローチでは
、ＶＲ旅行を引率する教師は、タッチスクリーンディスプレイと対話することによって注
目点を示すことができる。例えば、教師は、タッチスクリーンディスプレイ上で注目点（
例えば、図１５Ａおよび図１５Ｂに記された川）において「長押し」を実行してもよい。
長押しの後、注目点は、システム１００のガイドデバイス１１０上で、図１６Ａに示され
る同心円サイトマーカー１６４０でマークされてもよい。図１６Ｂは、注目点を示すため
に対応するＶＲ旅行に関連付けられた探検者デバイス１２０上に表示され得るように、図
１６Ａの同心円サイトマーカー１６４０を伴う立体視ユーザインターフェイス画像１６５
０を示す。他の実施態様では、図１６Ａおよび図１６Ｂは、本明細書に記載のサイトマー
カーに対応する外観または他の外観を有するサイトマーカーなどの異なる外観を有し得る
。
【００７８】
　図１７は、実現例による、ＶＲ旅行における注目点を記すユーザインターフェイス１７
００を示す図である。図１７におけるユーザインターフェイス１７００における注目点は
、サイトマーカー１７５０によって示される。図１７のサイトマーカー１７５０は、（例
えば、メニュー選択または他の適切な機構を介して）関連付けられる探検者デバイス１２
０上で入力機構を使用するなどして、対応するＶＲ旅行を体験する生徒（参加者）によっ
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て追加されてもよい。本明細書に記載されているような指向性サイトマーカーおよび注視
インジケータは、例えば、図１１Ａ～図１１Ｈに示されたアプローチとの関連で使用する
こともできる。
【００７９】
　一般的な態様において、システムはリーダーデバイスを含み得る。リーダーデバイスは
、それぞれの仮想現実（ＶＲ）コンテンツに対応する複数のプレビュー画像を表示するよ
うに構成されたインターフェイスを含み得る。リーダーデバイスは、複数のプレビュー画
像のうちのプレビュー画像を選択するように構成された選択デバイスと、選択されたプレ
ビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツの提示を制御するように構成され
たリーダーアプリケーションとを含むこともできる。システムは、リーダーデバイスと動
作可能に結合される複数の参加者デバイスをさらに含み得る。複数の参加者デバイスの各
参加者デバイスは、リーダーデバイスに応答して、選択されたプレビュー画像に対応する
それぞれのＶＲコンテンツに含まれる少なくとも１つの画像を表示するように構成され得
る。
【００８０】
　実現例は、以下の特徴の１つ以上を含み得る。例えば、少なくとも１つの画像は、３次
元（３Ｄ）パノラマを含み得る。少なくとも１つの画像は３Ｄフォトスフィアを含み得る
。
【００８１】
　システムはデータネットワークルータを含み得る。複数の参加者デバイスは、データネ
ットワークルータを介してリーダーデバイスと動作可能に結合され得る。リーダーデバイ
スは無線データネットワークインターフェイスを含むことができる。複数の参加者デバイ
スは、無線データネットワークインターフェイスを介してリーダーデバイスと動作可能に
結合され得る。
【００８２】
　システムは、リーダーデバイスに応答して、選択されたプレビュー画像に関連付けられ
る選択されたＶＲコンテンツの音声コンテンツを再生するように構成された少なくとも１
つの音声デバイスを含み得る。少なくとも１つの音声デバイスは、リーダーデバイスと無
線で結合され得る。少なくとも１つの音声デバイスは複数の音声デバイスを含むことがで
きる。複数の音声デバイスの各音声デバイスは、複数の参加者デバイスのそれぞれの参加
者デバイスに含まれ得る。
【００８３】
　インターフェイスは、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコン
テンツの提示中に、複数の注視インジケータを表示するように構成され得る。複数の注視
インジケータの各注視インジケータは、複数の参加者デバイスのそれぞれの参加者デバイ
スに対応し得、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツ内
においてそれぞれの参加者のユーザが現在見ている場所を示す。
【００８４】
　参加者デバイスの各々は、ＶＲ視覚コンテンツビューアを含み得る。
　インターフェイスは、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコン
テンツの提示中に、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテン
ツに対応する情報を含むパネルを表示するように構成され得る。リーダーデバイスはさら
にパネルからの情報の提示を容易にするように構成することができる。パネルからの情報
の提示は、複数の参加者デバイス上にテキスト注釈を表示すること、リーダーデバイスと
動作可能に結合される少なくとも１つの音声デバイス上で音声クリップを再生すること、
および／または複数の参加者デバイスに地図を表示することを含み得る。
【００８５】
　インターフェイスは、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコン
テンツの提示中に、選択されたプレビュー画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテン
ツにおける注目点を示す選択を受信するように構成され得る。複数の参加者デバイスは、



(22) JP 6524253 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

さらに、注目点を示す選択に応答して、選択された注目点に関連してマーカーを表示する
ように構成され得る。マーカーは、各参加者デバイスについて、注目点が、参加者デバイ
スのそれぞれの視野内にあるか外にあるかを示し得る。注目点を示す選択を受信すること
は、リーダーデバイスのタッチスクリーン上においてインターフェイス内で入力を受信す
ることを含み得る。マーカーは、マーカーと対応するドエルタイムの表示を含み得る。マ
ーカーは、ドエルタイムの終了の後に消滅するよう構成され得る。
【００８６】
　システムは、リーダーデバイスおよび複数の参加者デバイスを収納および充電するよう
に構成されたコンテナを含み得る。
【００８７】
　インターフェイスは少なくとも１つのボタンを含み得る。リーダーデバイス上における
少なくとも１つのボタンのうちのボタンの選択は、複数の参加者デバイスの各参加者デバ
イス上で対応する機能を同時に制御し得る。
【００８８】
　インターフェイスは、リーダーデバイスと動作可能に結合される参加者デバイスの数の
表示を含み得る。
【００８９】
　別の一般的な局面では、システムは、図１および図４に示され上に記載されるリーダー
デバイス手段のようなリーダーデバイス手段を含み得る。リーダーデバイス手段は、図６
Ａ～図１０Ｃおよび図１４Ａ～図１７に示され、本明細書に記載されるインターフェイス
手段のような、複数のプレビュー画像を表示するためのインターフェイス手段を含み得る
。各プレビュー画像はそれぞれの仮想現実（ＶＲ）コンテンツと対応し得る。リーダーデ
バイス手段は、複数のプレビュー画像のうちのプレビュー画像を選択するためのタッチス
クリーン、マウス、トラックパッドなどを含む、本明細書に記載の選択手段のような、選
択手段をさらに含み得る。リーダーデバイス手段は、さらに、図４に示され、本明細書で
説明されるリーダー（ガイド）アプリケーション１１２のような、選択されたプレビュー
画像に関連付けられるそれぞれのＶＲコンテンツの提示を制御するためのリーダーアプリ
ケーション手段を含み得る。システムは、図１および図５に示され、本明細書に記載され
るような参加者（探検者）デバイスのような、リーダーデバイス手段と動作可能に結合さ
れる複数の参加者デバイス手段をさらに含み得る。複数の参加者デバイス手段の各参加者
デバイス手段は、リーダーデバイス手段に応答して、選択されたプレビュー画像に対応す
るそれぞれのＶＲコンテンツに含まれる少なくとも１つの画像を表示するためのものであ
る。
【００９０】
　実現例は、以下の特徴の１つ以上を含み得る。例えば、システムは、図１に示され、本
明細書に記載されるような、複数の参加者デバイス手段をリーダーデバイス手段と動作可
能に結合するためのデータネットワーク接続手段を含み得る。システムは、例えば、本明
細書に記載され、図１に示されるような、リーダーデバイス手段に応答して、選択された
プレビュー画像に関連付けられる選択されたＶＲコンテンツの音声コンテンツを再生する
ための音声デバイス手段をさらに含み得る。
【００９１】
　図１８は、本明細書に記載の技術とともに用いられ得る汎用コンピュータデバイス１８
００および汎用モバイルコンピュータデバイス１８５０の例を示す。コンピューティング
デバイス１８００は、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端末
、サーバ、ブレードサーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピュータといった、
さまざまな形態のデジタルコンピュータを表わすことを意図している。コンピューティン
グデバイス１８５０は、携帯情報端末、セルラー電話、スマートフォン、および他の同様
のコンピューティングデバイスといった、さまざまな形態のモバイルデバイスを表わすこ
とを意図している。ここに示すコンポーネント、それらの接続および関係、ならびにそれ
らの機能は例示であることが意図されているに過ぎず、本文書に記載のおよび／または請
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求項に記載の本発明の実現例を限定することを意図していない。
【００９２】
　コンピューティングデバイス１８００は、プロセッサ１８０２、メモリ１８０４、記憶
装置１８０６、メモリ１８０４および高速拡張ポート１８１０に接続している高速インタ
ーフェイス１８０８、ならびに低速バス１８１４および記憶装置１８０６に接続している
低速インターフェイス１８１２を含む。コンポーネント１８０２，１８０４，１８０６，
１８０８，１８１０および１８１２の各々はさまざまなバスを用いて相互に接続されてお
り、共通のマザーボード上にまたは他の態様で適宜搭載され得る。プロセッサ１８０２は
、コンピューティングデバイス１８００内で実行される命令を処理可能であり、この命令
には、ＧＵＩのためのグラフィック情報を高速インターフェイス１８０８に結合されてい
るディスプレイ１８１６などの外部入出力デバイス上に表示するためにメモリ１８０４内
または記憶装置１８０６上に記憶されている命令が含まれる。他の実現例では、複数のプ
ロセッサおよび／または複数のバスが、複数のメモリおよび複数種類のメモリとともに必
要に応じて用いられ得る。また、複数のコンピューティングデバイス１８００が接続され
得、各デバイスは（例えばサーババンク、ブレードサーバのグループ、またはマルチプロ
セッサシステムとして）必要な動作の一部を提供する。
【００９３】
　メモリ１８０４は情報をコンピューティングデバイス１８００内に記憶する。一実現例
では、メモリ１８０４は１つまたは複数の揮発性メモリユニットである。別の実現例では
、メモリ１８０４は１つまたは複数の不揮発性メモリユニットである。また、メモリ１８
０４は、磁気ディスクまたは光ディスクといった別の形態のコンピュータ読取可能媒体で
あってもよい。
【００９４】
　記憶装置１８０６は、コンピューティングデバイス１８００に大容量記憶を提供可能で
ある。一実現例では、記憶装置１８０６は、フロッピー（登録商標）ディスクデバイス、
ハードディスクデバイス、光ディスクデバイス、またはテープデバイス、フラッシュメモ
リもしくは他の同様のソリッドステートメモリデバイス、またはストレージエリアネット
ワークもしくは他のコンフィギュレーションにおけるデバイスを含む多数のデバイスとい
った、コンピュータ読取可能媒体であってもよく、または当該コンピュータ読取可能媒体
を含んでいてもよい。コンピュータプログラムプロダクトが情報媒体内に有形に具体化さ
れ得る。また、コンピュータプログラムプロダクトは、実行されると上述のような１つ以
上の方法を実行する命令を含み得る。情報媒体は、メモリ１８０４、記憶装置１８０６、
またはプロセッサ１８０２上のメモリといった、コンピュータ読取可能媒体または機械読
取可能媒体である。
【００９５】
　高速コントローラ１８０８はコンピューティングデバイス１８００のための帯域幅集約
的な動作を管理するのに対して、低速コントローラ１８１２はより低い帯域幅集約的な動
作を管理する。そのような機能の割当ては例示に過ぎない。一実現例では、高速コントロ
ーラ１８０８はメモリ１８０４、ディスプレイ１８１６に（例えばグラフィックスプロセ
ッサまたはアクセラレータを介して）、およびさまざまな拡張カード（図示せず）を受付
け得る高速拡張ポート１８１０に結合される。当該実現例では、低速コントローラ１８１
２は記憶装置１８０６および低速拡張ポート１８１４に結合される。さまざまな通信ポー
ト（例えばＵＳＢ、ブルートゥース（登録商標）、イーサネット（登録商標）、無線イー
サネット）を含み得る低速拡張ポートは、キーボード、ポインティングデバイス、スキャ
ナ、またはスイッチもしくはルータといったネットワーキングデバイスなどの１つ以上の
入出力デバイスに、例えばネットワークアダプタを介して結合され得る。
【００９６】
　コンピューティングデバイス１８００は、図に示すように多数の異なる形態で実現され
てもよい。例えば、コンピューティングデバイス１８００は標準的なサーバ１８２０とし
て、またはそのようなサーバのグループ内で複数回実現されてもよい。また、コンピュー



(24) JP 6524253 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ティングデバイス１８００はラックサーバシステム１８２４の一部として実現されてもよ
い。さらに、コンピューティングデバイス１８００はラップトップコンピュータ１８２２
などのパーソナルコンピュータにおいて実現されてもよい。あるいは、コンピューティン
グデバイス１８００からのコンポーネントは、デバイス１８５０などのモバイルデバイス
（図示せず）内の他のコンポーネントと組合されてもよい。そのようなデバイスの各々が
コンピューティングデバイス１８００，１８５０の１つ以上を含んでいてもよく、システ
ム全体が、互いに通信する複数のコンピューティングデバイス１８００，１８５０で構成
されてもよい。
【００９７】
　コンピューティングデバイス１８５０は、数あるコンポーネントの中でも特に、プロセ
ッサ１８５２、メモリ１８６４、ディスプレイ１８５４などの入出力デバイス、通信イン
ターフェイス１８６６、およびトランシーバ１８６８を含む。また、デバイス１８５０に
は、マイクロドライブまたは他のデバイスなどの記憶装置が提供されて付加的なストレー
ジが提供されてもよい。コンポーネント１８５０，１８５２，１８６４，１８５４，１８
６６および１８６８の各々はさまざまなバスを用いて相互に接続されており、当該コンポ
ーネントのいくつかは共通のマザーボード上にまたは他の態様で適宜搭載され得る。
【００９８】
　プロセッサ１８５２は、メモリ１８６４に記憶されている命令を含む、コンピューティ
ングデバイス１８５０内の命令を実行可能である。プロセッサは、別個の複数のアナログ
およびデジタルプロセッサを含むチップのチップセットとして実現されてもよい。プロセ
ッサは、例えば、ユーザインターフェイス、デバイス１８５０が実行するアプリケーショ
ン、およびデバイス１８５０による無線通信の制御といった、デバイス１８５０の他のコ
ンポーネントの協調を提供し得る。
【００９９】
　プロセッサ１８５２は、ディスプレイ１８５４に結合された制御インターフェイス１８
５８およびディスプレイインターフェイス１８５６を介してユーザと通信し得る。ディス
プレイ１８５４は、例えば、ＴＦＴ　ＬＣＤ（薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ）もし
くはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイ、または他の適切なディスプレイ技術
であり得る。ディスプレイインターフェイス１８５６は、ディスプレイ１８５４を駆動し
てグラフィックおよび他の情報をユーザに提示するための適切な回路を含み得る。制御イ
ンターフェイス１８５８はユーザからコマンドを受信し、当該コマンドをプロセッサ１８
５２に提出するために変換し得る。さらに、外部インターフェイス１８６２が、デバイス
１８５０と他のデバイスとの隣接通信を可能にするために、プロセッサ１８５２と通信し
た状態で提供されてもよい。外部インターフェイス１８６２は、例えば、ある実現例では
有線通信を提供し、他の実現例では無線通信を提供してもよく、また、複数のインターフ
ェイスが用いられてもよい。
【０１００】
　メモリ１８６４は情報をコンピューティングデバイス１８５０内に記憶する。メモリ１
８６４は、１つもしくは複数のコンピュータ読取可能媒体、１つもしくは複数の揮発性メ
モリユニット、または１つもしくは複数の不揮発性メモリユニットの１つ以上として実現
され得る。さらに、拡張メモリ１８７４が提供され、例えばＳＩＭＭ（Single In Line M
emory Module）カードインターフェイスを含み得る拡張インターフェイス１８７２を介し
てデバイス１８５０に接続されてもよい。このような拡張メモリ１８７４はデバイス１８
５０に余分のストレージスペースを提供し得るか、またはデバイス１８５０のためのアプ
リケーションもしくは他の情報をさらに記憶し得る。具体的には、拡張メモリ１８７４は
上述のプロセスを実行または補足するための命令を含み得、さらにセキュア情報を含み得
る。ゆえに、例えば、拡張メモリ１８７４はデバイス１８５０のためのセキュリティモジ
ュールとして提供されてもよく、デバイス１８５０のセキュアな使用を許可する命令でプ
ログラムされてもよい。さらに、ハッキング不可能なようにＳＩＭＭカード上に識別情報
を置くといったように、セキュアなアプリケーションが付加的な情報とともにＳＩＭＭカ
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ードを介して提供されてもよい。
【０１０１】
　メモリは、以下に記載のように、例えばフラッシュメモリおよび／またはＮＶＲＡＭメ
モリを含み得る。一実現例では、コンピュータプログラムプロダクトが情報媒体内に有形
に具体化される。コンピュータプログラムプロダクトは、実行されると上述のような１つ
以上の方法を実行する命令を含む。情報媒体は、メモリ１８６４、拡張メモリ１８７４、
またはプロセッサ１８５２上のメモリといった、コンピュータ読取可能媒体または機械読
取可能媒体であり、これは、例えばトランシーバ１８６８または外部インターフェイス１
８６２上で受信され得る。
【０１０２】
　デバイス１８５０は、必要に応じてデジタル信号処理回路を含み得る通信インターフェ
イス１８６６を介して無線通信し得る。通信インターフェイス１８６６は、とりわけ、Ｇ
ＳＭ（登録商標）音声通話、ＳＭＳ、ＥＭＳ、またはＭＭＳメッセージング、ＣＤＭＡ、
ＴＤＭＡ、ＰＤＣ、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＣＤＭＡ２０００、またはＧＰＲＳといっ
た、さまざまなモードまたはプロトコル下の通信を提供し得る。そのような通信は、例え
ば無線周波数トランシーバ１８６８を介して起こり得る。さらに、ブルートゥース、Ｗｉ
－Ｆｉ、または他のそのようなトランシーバ（図示せず）を用いるなどして、短距離通信
が起こり得る。さらに、ＧＰＳ（全地球測位システム）レシーバモジュール１８７０が付
加的なナビゲーション関連および位置関連の無線データをデバイス１８５０に提供し得、
当該データはデバイス１８５０上で実行されるアプリケーションによって適宜用いられ得
る。
【０１０３】
　また、デバイス１８５０は、ユーザから口頭情報を受信して当該情報を使用可能なデジ
タル情報に変換し得る音声コーデック１８６０を用いて可聴的に通信し得る。音声コーデ
ック１８６０も同様に、例えばデバイス１８５０のハンドセット内で、スピーカを介すな
どしてユーザに可聴音を生成し得る。そのような音は音声電話からの音を含んでいてもよ
く、録音された音（例えば音声メッセージ、音楽ファイル等）を含んでいてもよく、さら
に、デバイス１８５０上で実行されるアプリケーションが生成する音を含んでいてもよい
。
【０１０４】
　コンピューティングデバイス１８５０は、図に示すように多数の異なる形態で実現され
てもよい。例えば、コンピューティングデバイス１８５０はセルラー電話１８８０として
実現されてもよい。また、コンピューティングデバイス１８５０は、スマートフォン１８
８２、携帯情報端末、または他の同様のモバイルデバイスの一部として実現されてもよい
。
【０１０５】
　本明細書に記載のシステムおよび技術のさまざまな実現例は、デジタル電子回路、集積
回路、特別に設計されたＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、コンピュータハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、および／またはそれらの組合せで実現され得る。これ
らのさまざまな実現例は、少なくとも１つのプログラマブルプロセッサを含むプログラマ
ブルシステム上で実行可能および／または解釈可能な１つ以上のコンピュータプログラム
における実現例を含んでいてもよく、当該プロセッサは専用であっても汎用であってもよ
く、ストレージシステム、少なくとも１つの入力デバイス、および少なくとも１つの出力
デバイスからデータおよび命令を受信するように、かつこれらにデータおよび命令を送信
するように結合されている。
【０１０６】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーションまたはコードとしても公知）はプログラマブルプロセッサのための機械命令を含
んでおり、高レベル手続きおよび／もしくはオブジェクト指向プログラミング言語で、な
らびに／またはアセンブリ／機械言語で実現され得る。本明細書において使用する「機械
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ータをプログラマブルプロセッサに提供するために用いられる任意のコンピュータプログ
ラムプロダクト、装置および／またはデバイス（例えば磁気ディスク、光ディスク、メモ
リ、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ））を指し、機械命令を機械読取可能信号
として受信する機械読取可能媒体を含む。「機械読取可能信号」という用語は、機械命令
および／またはデータをプログラマブルプロセッサに提供するために用いられる任意の信
号を指す。
【０１０７】
　ユーザとの対話を提供するために、本明細書に記載のシステムおよび技術は、情報をユ
ーザに表示するためのディスプレイデバイス（例えばＣＲＴ（陰極線管）またはＬＣＤ（
液晶ディスプレイ）モニタ）と、ユーザが入力をコンピュータに提供する際に使用可能な
キーボードおよびポインティングデバイス（例えばマウスまたはトラックボール）とを有
するコンピュータ上で実現され得る。他の種類のデバイスを用いてユーザとの対話を提供
することもでき、例えば、ユーザに提供されるフィードバックは任意の形態の感覚フィー
ドバック（例えば視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚フィードバック
）であり得、ユーザからの入力は、音響、スピーチ、または触覚入力を含む任意の形態で
受信され得る。
【０１０８】
　本明細書に記載のシステムおよび技術は、バックエンドコンポーネントを（例えばデー
タサーバとして）含む、またはミドルウェアコンポーネントを（例えばアプリケーション
サーバとして）含む、またはフロントエンドコンポーネント（例えば、ユーザが上記のシ
ステムおよび技術の実現例と対話する際に使用可能なグラフィックユーザインターフェイ
スもしくはウェブブラウザを有するクライアントコンピュータ）、またはそのようなバッ
クエンド、ミドルウェア、もしくはフロントエンドコンポーネントの任意の組合せを含む
コンピューティングシステムにおいて実現され得る。システムのコンポーネントは、任意
の形態または媒体のデジタルデータ通信（例えば通信ネットワーク）によって相互に接続
され得る。通信ネットワークの例として、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）、
ワイドエリアネットワーク（「ＷＡＮ」）、およびインターネットが挙げられる。
【０１０９】
　コンピューティングシステムはクライアントおよびサーバを含み得る。クライアントお
よびサーバは一般に互いにリモートであり、典型的に通信ネットワークを介して対話する
。クライアントとサーバとの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行されて互いにクラ
イアント－サーバ関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【０１１０】
　多数の実施形態を説明した。しかしながら、明細書の精神および範囲から逸脱すること
なくさまざまな変更がなされ得ることが理解されるであろう。
【０１１１】
　また、図面に示す論理フローは、所望の結果を達成するために、示されている特定の順
序、または起こる順序を必要としない。また、記載のフローとは他のステップが提供され
てもよく、または当該フローからステップが除去されてもよく、記載のシステムに他のコ
ンポーネントが追加されてもよく、または当該システムからコンポーネントが除去されて
もよい。したがって、他の実施形態も以下の請求項の範囲内にある。
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