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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと通信する第１のアクチュエータ及び第２のアクチュエータと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　　複数のピクセルを含む表示信号を受信することであって、前記複数のピクセルの各々
は色彩及び前記色彩の強度に関係付けられること、
　　前記色彩の強度に基づいて各色彩に触覚値を割り当てること、
　　テクスチャを含む触覚効果を決定することであって、前記触覚効果を決定することは
、前記複数のピクセルの１つ以上に関係付けられる前記触覚値を決定することを含むこと
、
　　前記触覚値が閾値よりも小さい場合に前記第１のアクチュエータを選択すること又は
前記触覚値が前記閾値以上の場合に前記第２のアクチュエータを選択することにより出力
アクチュエータを決定すること、及び
　　前記触覚効果に関係付けられる触覚信号を前記出力アクチュエータに送信すること
　　を行うように構成され、
　前記出力アクチュエータは、前記触覚信号を受信して、前記触覚効果を出力するように
構成される、システム。
【請求項２】
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　前記テクスチャは、振動触覚効果である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記テクスチャは、砂、トカゲの皮、又は煉瓦のテクスチャを含む、請求項１に記載の
システム。
【請求項４】
　前記第１及び/又は第２のアクチュエータは、偏心回転質量モータ、リニア共振アクチ
ュエータ、形状記憶合金、電気活性ポリマ、又は圧電アクチュエータの１つを含む、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　各色彩は強度を含み、前記触覚効果を決定することは、前記強度に対応するように前記
触覚値を調節することを更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記プロセッサと通信するディスプレイを更に備え、前記ディスプレイは前記表示信号
を受信して、画像を出力するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記テクスチャは、前記ディスプレイの表面に出力される、請求項６に記載のシステム
。
【請求項８】
　前記第１及び第２のアクチュエータは、前記ディスプレイに結合される、請求項６に記
載のシステム。
【請求項９】
　前記第１及び第２のアクチュエータ及び前記プロセッサを囲むように構成される筐体を
更に備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　Ｘ、Ｙ又はＺ方向に移動装置の筐体の移動を検出するように構成されるセンサを更に備
え、前記プロセッサは、前記移動に部分的に基づいて前記触覚効果を決定するように更に
構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記移動装置の前記移動は、仮想ワークスペースにおける移動に対応する、請求項１０
に記載のシステム。
【請求項１２】
　ユーザ相互作用を検出して、前記ユーザ相互作用に少なくとも部分的に基づいてセンサ
信号を前記プロセッサに送信するように構成されるタッチセンサ式インターフェースを更
に備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記センサ信号に少なくとも部分的に基づいて前記触覚効果を決定
するように更に構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記タッチセンサ式インターフェースは、前記ユーザ相互作用の速さを検出するように
構成され、前記触覚効果を決定することは、前記ユーザ相互作用の速さに対応するように
前記触覚効果を調節することを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記タッチセンサ式インターフェースは、前記ユーザ相互作用の圧力を検出するように
構成され、前記触覚効果を決定することは、前記ユーザ相互作用の圧力に対応するように
前記触覚効果の強度を調節することを含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　複数のピクセルを含む表示信号を受信するステップであって、前記複数のピクセルの各
々は色彩及び前記色彩の強度に関係付けられるステップと、
　前記色彩の強度に基づいて各色彩に触覚値を割り当てるステップと、
　テクスチャを含む触覚効果を決定するステップであって、前記触覚効果を決定すること
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は、前記複数のピクセルの１つ以上に関係付けられる前記触覚値を決定することを含むス
テップと、
　前記触覚値が閾値よりも小さい場合に第１のアクチュエータを選択すること又は前記触
覚値が前記閾値以上の場合に第２のアクチュエータを選択することにより出力アクチュエ
ータを決定するステップと、
　前記触覚効果に関係付けられる触覚信号を、前記触覚信号を受信し且つ前記触覚効果を
出力するように構成される前記出力アクチュエータに送信するステップと
　を含む、触覚効果を出力するための方法。
【請求項１７】
　Ｘ、Ｙ又はＺ方向に移動装置の移動を検出するように構成されるセンサからセンサ信号
を受信するステップを更に備え、前記触覚効果を決定することは、前記移動に部分的に基
づいて前記触覚効果を決定することを更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動装置の前記移動は、仮想ワークスペースにおける移動に対応する、請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　各色彩は強度を含み、前記触覚効果を決定することは、前記強度に対応するように前記
触覚値を調節することを更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　タッチセンサ式インターフェースからインターフェース信号を受信するステップを更に
含み、前記触覚効果は、前記インターフェース信号に少なくとも部分的に基づいて決定さ
れる、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、触覚フィードバックに関し、より詳細には、グラフィカルユーザイ
ンターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム及び方法に関する。
【０００２】
（関連出願への相互参照）
　本特許出願は、２００９年３月１２日に提出された“Ｌｏｃａｔｉｎｇ　Ｆｅａｔｕｒ
ｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｆｒｉｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ”と題された米国仮特許出願
第６１／１５９，４８２号への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書
に組み込まれる。
【０００３】
　本特許出願は、２００９年１１月１７日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｉｎ　ａ
ｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ”と題された米国仮特許出願第６１／２６２，
０４１号への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００４】
　本特許出願は、２００９年１１月１７日に提出された“Ｆｒｉｃｔｉｏｎ　Ｒｏｔａｒ
ｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ”と題された米国仮特許出
願第６１／２６２，０３８号への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細
書に組み込まれる。
【０００５】
　本特許出願は、２０１０年１月２９日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ　Ｉｎ　Ａ　Ｆｒｉｃｔｉｏ
ｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ”と題された米国特許出願第１２／６９６，８９３号への優先権を主
張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００６】
　本特許出願は、２０１０年１月２９日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
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ｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆｒｉｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　Ａｎｄ　Ａｄｄｉｔｉｏｎａ
ｌ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｅｆｆｅｃｔｓ”と題された米国特許出願第１２／６９６，９００号
への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００７】
　本特許出願は、２０１０年１月２９日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　Ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｕｒｆａｃｅ－Ｂａ
ｓｅｄ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｅｆｆｅｃｔｓ”と題された米国特許出願第１２／６９６，９０
８号への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００８】
　本特許出願は、２０１０年１月２９日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ａ　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ｅｎｇｉｎｅ”と題された米国特許出願第１２
／６９７，０１０号への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み
込まれる。
【０００９】
　本特許出願は、２０１０年１月２９日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｔｅｘｔｕｒｅｓ　Ｉｎ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅ
ｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｗｉｄｇｅｔｓ”と題された米国特許出願第１２／６９７，０
３７号への優先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【００１０】
　本特許出願は、２０１０年１月２９日に提出された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｔｏ　Ｒｅａ
ｌｉｚｅ　Ｔｅｘｔｕｒｅｓ”と題された米国特許出願第１２／６９７，０４２号への優
先権を主張する。その開示の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【００１１】
　過去数年にわたり、タッチスクリーン及び触覚フィードバックを組み込んだ装置の使用
が急増している。こうした装置は、携帯型オーガナイザ、電話、音楽プレーヤ、及びゲー
ムシステムとして使用される。触覚技術が進歩するにつれて、装置はテクスチャをシミュ
レートするように構成される触覚効果を組み込む場合がある。従って、グラフィカルユー
ザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム及び方法が必要とさ
れる。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明の実施形態は、グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを
用いるためのシステム及び方法を提供する。例えば、一実施形態では、グラフィカルユー
ザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステムは、触覚信号を受信
して、前記触覚信号に少なくとも部分的に基づいて、テクスチャをシミュレートするよう
に構成される触覚効果を出力するように構成されるアクチュエータと、ユーザ相互作用を
検出して、インターフェース信号を出力するように構成されるタッチセンサ式インターフ
ェースと、前記アクチュエータ及び前記タッチセンサ式インターフェースと通信するプロ
セッサであって、前記インターフェース信号を受信し、表示領域を定義する複数のピクセ
ルを含む表示信号を受信し、前記表示領域の第１の部分を定義するピクセルの第１のグル
ープに関連付けられる第１のテクスチャを決定し、前記表示領域の第２の部分を定義する
ピクセルの第２のグループに関連付けられる第２のテクスチャを決定し、前記アクチュエ
ータに、前記ユーザ相互作用が前記表示領域の前記第１の部分に関連付けられる場合、前
記第１のテクスチャをシミュレートするように構成される第１の触覚効果を出力させ、前
記ユーザ相互作用が前記表示領域の前記第２の部分に関連付けられる場合、前記第２のテ
クスチャをシミュレートするように構成される第２の触覚効果を出力させるように構成さ
れる触覚信号を送信するように構成されるプロセッサとを備える。
【００１３】
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　こうした例示の実施形態は、本発明を限定又は定義するのではなく、その理解を容易に
する例示を提供するために言及される。例示の実施形態は、発明の詳細な説明において検
討され、そこでは発明のさらなる説明が提供される。本発明の多様な実施形態によって提
供される利点は、本明細書を吟味することでさらに理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明のこれらの及び他の特徴、態様、及び利点は、添付の図面を参照して以下の詳細
な説明を読めば、よりよく理解される。
【図１】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムのブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムの例示である。
【図３ａ】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。
【図３ｂ】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。
【図４】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるための方法の流れ図である。
【図５】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムの例示である。
【図６】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図７】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図８】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図９】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテ
クスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図１０】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図１１】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図１２】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【図１３】本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの別の例示である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施形態は、グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを
用いるためのシステム及び方法を提供する。
【００１６】
（グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム
の例示的な実施形態）
　本発明の例示の実施形態は、例えば、携帯電話等のメッセージング装置を含む。例示の
実施形態では、メッセージング装置は、以前はＩｍｍｅｒｓｉｏｎ社のＶｉｂｅＴｏｎｚ
（Ｒ）振動触覚フィードバックシステムとして知られていた、Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ社のＴ
ｏｕｃｈＳｅｎｓｅ（Ｒ）３０００、ＴｏｕｃｈＳｅｎｓｅ（Ｒ）４０００、又はＴｏｕ
ｃｈＳｅｎｓｅ（Ｒ）５０００という振動触覚フィードバックシステムを搭載したＳａｍ
ｓｕｎｇ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｐｈｏｎｅ（ＳＣＨ－Ｗ４２０）を含む。他の実施形態では、
異なるメッセージング装置及び触覚フィードバックシステムが利用されてもよい。
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【００１７】
　例示のメッセージング装置は、ディスプレイ、スピーカ、ネットワークインターフェー
ス、メモリ、及びこうした各要素と通信するプロセッサを備える。また、例示のメッセー
ジング装置は、タッチセンサ式インターフェース及びアクチュエータも備える。これらは
共にプロセッサと通信する。タッチセンサ式インターフェースは、メッセージング装置と
ユーザの相互作用を感知するように構成され、アクチュエータは、触覚効果を出力するよ
うに構成される。例示のメッセージング装置は、ユーザ相互作用を検出してユーザ相互作
用に関連付けられるインターフェース信号をプロセッサに送信するように構成される操作
子をさらに備えてもよい。
【００１８】
　例示のメッセージング装置において、ディスプレイは、グラフィカルユーザインターフ
ェースをユーザに対して表示するように構成される。グラフィカルユーザインターフェー
スは、仮想オブジェクト、例えば、アイコン、ボタン、又は仮想キーボードを含んでもよ
い。例示のメッセージング装置は、例えば、ディスプレイの上に搭載されたタッチスクリ
ーン等のタッチセンサ式インターフェースをさらに備える。タッチセンサ式インターフェ
ースは、ユーザがグラフィカルユーザインターフェースに表示された仮想オブジェクトと
相互作用することを可能にする。例えば、一実施形態では、グラフィカルユーザインター
フェースは、仮想キーボードを含んでもよい。一実施形態では、タッチセンサ式インター
フェースは、ユーザが仮想キーボード上のキーに触れて、このキーに関連付けられる英数
字を入力することを可能にする。この機能性は、メッセージをタイプし、又はグラフィカ
ルユーザインターフェース内のオブジェクトと相互作用するために使用されてもよい。
【００１９】
　例示のメッセージング装置において、プロセッサは、触覚効果を決定して、触覚効果を
出力するように構成されるアクチュエータに触覚効果に対応する触覚信号を送信するよう
に構成される。例示のメッセージング装置において、この触覚効果は、タッチセンサ式イ
ンターフェースの表面でユーザが感知するテクスチャをシミュレートする。シミュレート
されるテクスチャは、ディスプレイ上に示されるユーザインターフェースに関連付けられ
てもよい。例えば、ディスプレイは、岩の形状を含むアイコンを示してもよい。このよう
な実施形態では、プロセッサは、タッチセンサ式インターフェースの表面上で岩のテクス
チャをシミュレートするように構成される触覚効果を決定してもよい。次に、プロセッサ
は、触覚効果を出力するように構成されるアクチュエータに触覚信号を送信するであろう
。アクチュエータは、触覚信号を受信すると、タッチセンサ式インターフェースの表面を
岩のテクスチャに近似させるように構成される周波数で振動のような触覚効果を出力する
であろう。例示の実施形態では、プロセッサは、触覚効果を決定するために触覚マップを
実装してもよい。例えば、例示の実施形態では、プロセッサは、各々が色彩に関連付けら
れる複数のピクセルを含む表示信号を受信してもよい。例えば、例示の実施形態では、表
示信号における各ピクセルは、赤、緑又は青の色彩に関連付けられてもよく、さらに色彩
ごとの強度に関連付けられてもよい。例示の実施形態では、プロセッサは、各色彩に対し
て触覚値を割り当て、さらに各色彩の強度に関連付けられる触覚強度を割り当てるであろ
う。次に、プロセッサは、触覚効果を出力するように構成されるアクチュエータに触覚値
及び触覚強度を含む触覚信号を送信するであろう。
【００２０】
　例示の実施形態では、プロセッサは、さらに外部トリガに基づいて触覚効果を決定して
もよい。例えば、例示の実施形態では、プロセッサは、ユーザ相互作用を検出するように
構成されるタッチセンサ式インターフェースからインターフェース信号を受信するように
構成される。次に、例示の実施形態では、プロセッサは、インターフェース信号に少なく
とも部分的に基づいて触覚効果を決定するであろう。例えば、プロセッサは、インターフ
ェース信号に少なくとも部分的に基づいて触覚値又は触覚強度を修正してもよい。例示の
実施形態では、タッチセンサ式インターフェースが高速又は高圧のユーザ相互作用を検出
する場合、プロセッサはより高強度の触覚効果を決定するであろう。
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【００２１】
　例示のメッセージング装置は、多くの目的で触覚効果を出力してもよい。例えば、一実
施形態では、触覚効果は、ユーザ相互作用に関連付けられるインターフェース信号をプロ
セッサが受信したことの確認として作用してもよい。例えば、グラフィカルユーザインタ
ーフェースは、ボタンを含んでもよく、タッチセンサ式インターフェースは、ボタンを押
すことに関連付けられたユーザ相互作用を検出して、プロセッサにインターフェース信号
を送信してもよい。これに応じて、プロセッサは、インターフェース信号を受信したこと
を確認するための触覚効果を決定してもよい。このような実施形態では、触覚効果は、タ
ッチセンサ式インターフェースの表面でテクスチャをユーザに感知させてもよい。例示の
実施形態では、プロセッサは、他の目的で触覚効果をさらに決定してもよい。例えば、例
示のメッセージング装置は、ユーザにディスプレイの境界を警告し、又はディスプレイの
表面のアイコン等のオブジェクトに対する識別としてテクスチャを出力してもよい。
【００２２】
　この例示は、本明細書で検討される一般的な主題を読者に紹介するために与えられる。
本発明は、この例示には限定されない。以下の段落は、グラフィカルユーザインターフェ
ース装置においてテクスチャを用いるためのシステム及び方法の様々な追加の非限定的な
実施形態及び例示を記載する。
【００２３】
（グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるための例示的な
システム）
　次に、複数の図面を通じて同様の番号が同様の要素を示す図面を参照すると、図１は、
本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャ
を用いるためのシステムのブロック図である。図１に示されるように、システム１００は
、例えば、携帯電話、ＰＤＡ（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ
）、携帯型メディアプレーヤ、携帯型コンピュータ、携帯型ゲーム装置又は他の何らかの
移動装置等のメッセージング装置１０２を備える。幾つかの実施形態では、メッセージン
グ装置１０２は、ラップトップ、タブレット、デスクトップＰＣ、又は他の類似の装置を
含んでもよい。さらに他の実施形態では、メッセージング装置は、ＰＣ又は他の何らかの
装置と共に使用される外部モニタを含んでもよい。メッセージング装置１０２は、ネット
ワークインターフェース１１２、タッチセンサ式インターフェース１１４、ディスプレイ
１１６、アクチュエータ１１８、スピーカ１２０、及びメモリ１２２と通信するプロセッ
サ１１０を備える。
【００２４】
　プロセッサ１１０は、メモリ１２２に記憶されるコンピュータ実行可能プログラム命令
を実行するように構成される。例えば、プロセッサ１１０は、メッセージング又は触覚フ
ィードバック生成のために１つ以上のコンピュータプログラムを実行してもよい。プロセ
ッサ１１０は、マイクロプロセッサ、ＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、１つ以上のＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、又は状態機械を備えてもよい。プロセッサ１１０は、例え
ば、ＰＬＣ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、ＰＩＣ
（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、ＰＬＤ（
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＲＯＭ（ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ若しくはＥＥＰＲＯＭ（ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）、又は他の類似の装置等のプログラム可能電子装置をさらに備えてもよい。
【００２５】
　メモリ１２２は、プロセッサ１１０によって実行されると、本明細書に記載したような
様々なステップをプロセッサ１１０に実行させる命令を記憶するコンピュータ可読媒体を
含む。コンピュータ可読媒体の実施形態は、限定されないが、電子、光学、磁気、又はプ
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ロセッサ１１０にコンピュータ可読命令を提供可能な他の記憶装置若しくは伝送装置を備
えてもよい。媒体の他の例は、限定されないが、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、磁気ディスク、メモリチップ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＡＳＩＣ、構成プロセッサ、
全ての光学媒体、全ての磁気テープ若しくは他の磁気媒体、又はコンピュータプロセッサ
が読取り可能な任意の他の媒体を含む。さらに、様々な他の装置は、例えば、ルータ、プ
ライベート若しくはパブリックネットワーク、又は他の伝送装置等のコンピュータ可読媒
体を含んでもよい。プロセッサ１１０及び記載された処理は、１つ以上の構造内にあって
もよく、１つ以上の構造にわたって分散されてもよい。
【００２６】
　プロセッサ１１０は、ネットワークインターフェース１１２と通信する。ネットワーク
インターフェース１１２は、例えば、赤外線、無線、Ｗｉ－Ｆｉ又はセルラネットワーク
通信等の１つ以上の移動式通信方法を備えてもよい。他の変形では、ネットワークインタ
ーフェース１１２は、例えば、イーサネット（登録商標）等の有線ネットワークインター
フェースを備える。メッセージング装置１０２は、例えば、セルラネットワーク及び／又
はインターネット等のネットワークを介して他の装置（図示せず）とメッセージ又は仮想
メッセージオブジェクトを交換するように構成され得る。装置間で交換されるメッセージ
の実施形態は、音声メッセージ、テキストメッセージ、データメッセージ、又は他の形態
のデジタルメッセージを含んでもよい。
【００２７】
　また、プロセッサ１１０は、１つ以上のタッチセンサ式インターフェース１１４とも通
信する。幾つかの実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４は、タッチスク
リーン又はタッチパッドを含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態では、タッチセンサ
式インターフェース１１４は、表示信号を受信してユーザに画像を出力するように構成さ
れるディスプレイの上に搭載されるタッチスクリーンを含んでもよい。他の実施形態では
、タッチセンサ式インターフェース１１４は、光学センサ又は別の種類のセンサを備えて
もよい。一実施形態では、タッチセンサ式インターフェースは、ＬＥＤ検出器を備えても
よい。例えば、一実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４は、ディスプレ
イ１１６の側部に取り付けられるＬＥＤ指検出器を備えてもよい。幾つかの実施形態では
、プロセッサは、単一のタッチセンサ式インターフェース１１４と通信し、他の実施形態
では、プロセッサは、複数のタッチセンサ式インターフェース、例えば、第１のタッチス
クリーン及び第２のタッチスクリーンと通信する。タッチセンサ式インターフェース１１
４は、ユーザ相互作用を検出し、ユーザ相互作用に基づいて、プロセッサ１１０に信号を
送信するように構成される。幾つかの実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１
１４は、複数の態様のユーザ相互作用を検出するように構成されてもよい。例えば、タッ
チセンサ式インターフェース１１４は、ユーザ相互作用の速度及び圧力を検出して、この
情報をインターフェース信号に組み込んでもよい。
【００２８】
　また、図１に示される実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６とも通
信する。プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６に示されるユーザインターフェースの
図形表現を生成して、ディスプレイ１１６にこの図形表現を含む表示信号を送信するよう
に構成され得る。他の実施形態では、ディスプレイ１１６は、別の装置から表示信号を受
信するように構成される。例えば、幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６は、コン
ピュータモニタ等の外部ディスプレイを含んでもよい。ディスプレイ１１６は、表示信号
を受信して、その表示信号に関連付けられる画像を出力するように構成される。幾つかの
実施形態では、表示信号はＶＧＡ、ＨＤＭＩ（登録商標）、ＳＶＧＡ、ＶＩＤＥＯ、Ｓ－
ＶＩＤＥＯ、又は当技術分野で周知の他の種類の表示信号を含んでもよい。幾つかの実施
形態では、ディスプレイ１１６は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）又はプラズマスクリーンディスプレイ等のフラットスクリーンディスプレ
イを含む。他の実施形態では、ディスプレイ１１６は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ
　Ｔｕｂｅ）、又は当技術分野で周知の他の種類のディスプレイを含む。さらに他の実施
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形態では、ディスプレイ１１６は、タッチセンサ式インターフェース１１４を含んでもよ
く、例えば、ディスプレイ１１６は、タッチスクリーンＬＣＤを含んでもよい。さらに他
の実施形態では、ディスプレイ１１６は、フレキシブルスクリーン又はフレキシブルディ
スプレイを含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６は、その
表面の下側に取り付けられる触角基板を備えてもよい。このような実施形態では、ディス
プレイ１１６は可撓性材料から作られ、プロセッサ１１０から受信される信号に応答して
、触覚基板が曲がることで、ディスプレイ１１６の表面に隆起、谷間、又は他の特徴を形
成する。幾つかの実施形態では、触覚基板は、プラズマアクチュエータ、圧電アクチュエ
ータ、電気活性ポリマ、微小電気機械システム、形状記憶合金、流体グリッド又はガス充
填セルを含んでもよい。
【００２９】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６に示されるグラフィ
カルユーザインターフェースとの相互作用に関連付けられる信号をタッチセンサ式インタ
ーフェース１１４から受信する。例えば、一実施形態では、タッチセンサ式インターフェ
ース１１４は、タッチスクリーンを含んでもよく、ディスプレイ１１６上のグラフィカル
ユーザインターフェースは、仮想キーボードを含んでもよい。このような実施形態では、
ユーザが仮想キーボードのキーの１つと重なるタッチスクリーンの一部と相互作用すると
、タッチスクリーンは、このユーザ相互作用に対応するインターフェース信号をプロセッ
サ１１０に送信するであろう。このインターフェース信号に基づいて、プロセッサ１１０
は、ユーザが仮想キーボード上でキーの１つを押したことを決定するであろう。この機能
性は、ユーザがディスプレイ１１６上の他のアイコン及び仮想オブジェクトと相互作用す
ることを可能にする。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザは、タッチスクリーンをフ
リックして、仮想ボールを移動させ又は仮想つまみを回してもよい。
【００３０】
　また、図１に示されるように、プロセッサ１１０は、１つ以上のアクチュエータ１１８
、各アクチュエータ用のサスペンションシステム、並びに各アクチュエータ用の電力及び
制御配線を備える作動システムとも通信する。幾つかの実施形態では、メッセージング装
置１０２は、１つ以上の作動システムを備える。プロセッサ１１０は、触覚効果を決定し
て、その触覚効果に対応する触覚信号をアクチュエータ１１８に送信するように構成され
る。幾つかの実施形態では、触覚効果は、ディスプレイ１１６、タッチセンサ式インター
フェース１１４、又はメッセージング装置１０２の筐体の表面で感じられる振動触覚テク
スチャを含む。幾つかの実施形態では、触覚効果を決定することは、触覚効果を決定する
ための一連の計算を含んでもよい。他の実施形態では、触覚効果を決定することは、適切
な触覚効果を決定するためにルックアップテーブルにアクセスすることを含んでもよい。
さらに他の実施形態では、触覚効果を決定することは、ルックアップテーブルとアルゴリ
ズムとの組み合わせを含んでもよい。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、触覚効果を決定することは、触覚マップを含んでもよい。この
ような実施形態では、触覚効果を決定することは、表示信号をアクチュエータにマッピン
グすることを含んでもよい。例えば、表示信号は、各々が色彩に関連付けられる複数のピ
クセルを含んでもよい。このような実施形態では、各ピクセルは、赤、緑又は青の色彩に
関連付けられてもよい。さらに各色彩は、強度、例えば、１－８の強度に関連付けられて
もよい。このような実施形態では、触覚効果を決定することは、各色彩に触覚効果を割り
当てることを含んでもよい。幾つかの実施形態では、触覚効果は、動作の方向及び強度を
含んでもよい。例えば、一実施形態では、触覚信号は、回転アクチュエータを半分の力で
時計回りに回転させるように構成されてもよい。幾つかの実施形態では、動作の強度は、
色彩の強度に関連付けられてもよい。プロセッサ１１０は、触覚効果を決定すると、触覚
効果を含む触覚信号を送信する。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、表示信号
における一部のピクセルのみに触覚効果を割り当ててもよい。例えば、このような実施形
態では、触覚効果は、表示信号の一部のみに関連付けられてもよい。
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【００３２】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、触覚マップを利用して触覚効果を決定し
、それからディスプレイ１１６に表示信号を出力してもよい。他の実施形態では、プロセ
ッサ１１０は、触覚マップを用いて触覚効果を決定し、それからディスプレイ１１６に表
示信号を送信しなくてもよい。このような実施形態では、アクチュエータ１１８が触覚効
果を出力している間に、ディスプレイ１１６は、暗色又は休止のままであってもよい。例
えば、このような実施形態では、プロセッサ１１０は、メッセージング装置１０２に関連
付けられるデジタルカメラから表示信号を受信してもよい。幾つかの実施形態では、バッ
テリを節約するために、ユーザは、ディスプレイ１１６を非活性化していてもよい。この
ような実施形態では、プロセッサは、触覚マップを利用して、ディスプレイの表面にテク
スチャをシミュレートする触覚効果をユーザに提供してもよい。このテクスチャは、カメ
ラの焦点が合っているとき、又は他の何らかのイベントが発生したときに、ユーザに通知
するために使用されてもよい。例えば、プロセッサ１１０は、顔認識ソフトウェアを用い
て、ディスプレイ１１６が活性化された場合に、ディスプレイ１１６上の複数の場所で顔
に関係付けられるであろうテクスチャをシミュレートする触覚効果を決定してもよい。
【００３３】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、ユーザ相互作用又はトリガに少なくとも
部分的に基づいて触覚効果を決定してもよい。このような実施形態では、プロセッサ１１
０は、タッチセンサ式インターフェース１１４からインターフェース信号を受信して、こ
のインターフェース信号に少なくとも部分的に基づいて触覚効果を決定する。例えば、幾
つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、タッチセンサ式インターフェース１１４によ
って検出されるユーザ相互作用の場所に基づいて触覚効果を決定してもよい。例えば、一
実施形態では、プロセッサ１１０は、ユーザがディスプレイ１１６上で触れている仮想オ
ブジェクトのテクスチャをシミュレートする触覚効果を決定してもよい。他の実施形態で
は、プロセッサ１１０は、インターフェース信号に少なくとも部分的に基づいて触覚効果
の強度を決定してもよい。例えば、タッチセンサ式インターフェース１１４が高圧のユー
ザ相互作用を検出すると、プロセッサ１１０は、高強度の触覚効果を決定してもよい。別
の実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４が低圧のユーザ相互作用を検出
すると、プロセッサ１１０は、低強度の触覚効果を決定してもよい。さらに他の実施形態
では、プロセッサ１１０は、ユーザ相互作用の速度に少なくとも部分的に基づいて触覚効
果の強度を決定してもよい。例えば、一実施形態では、プロセッサ１１０は、タッチセン
サ式インターフェース１１４が低速のユーザ相互作用を検出すると、低強度の触覚効果を
決定してもよい。さらに他の実施形態では、プロセッサ１１０は、タッチセンサ式インタ
ーフェース１１４からユーザ相互作用に関連付けられるインターフェース信号を受信しな
い限り、触覚効果を何ら決定しなくてもよい。
【００３４】
　プロセッサ１１０は、触覚効果を決定すると、触覚効果に関連付けられる触覚信号をア
クチュエータ１１８に送信する。アクチュエータ１１８は、プロセッサ１１０から触覚信
号を受信して触覚効果を生成するように構成される。アクチュエータ１１８は、例えば、
圧電アクチュエータ、電気モータ、電磁アクチュエータ、音声コイル、形状記憶合金、電
気活性ポリマ、ソレノイド、偏心回転質量モータ（ＥＲＭ）又はリニア共振アクチュエー
タ（ＬＲＡ）であってもよい。幾つかの実施形態では、アクチュエータ１１８は、複数の
アクチュエータ、例えば、ＥＲＭ及びＬＲＡを備えてもよい。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、アクチュエータ１１８によって生成される触覚効果は、タッチ
センサ式インターフェース１１４又はディスプレイ１１６の表面にユーザが感知するテク
スチャをシミュレートするように構成される。このテクスチャは、ディスプレイ１１６に
示されるグラフィカルユーザインターフェースに関連付けられてもよい。例えば、ディス
プレイ１１６は、岩の形状を含むアイコンを示してもよい。このような実施形態では、プ
ロセッサ１１０は、タッチセンサ式インターフェース１１４の表面上で岩のテクスチャを
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シミュレートするように構成される触覚効果を決定してもよい。その後、プロセッサ１１
０は、触覚効果を出力するアクチュエータ１１８に触覚効果に関連付けられる触覚信号を
送信するであろう。例えば、アクチュエータ１１８は、触覚信号を受信すると、タッチセ
ンサ式インターフェースの表面に岩のテクスチャを含ませるように構成される振動を所定
の周波数で出力してもよい。他の実施形態では、アクチュエータ１１８は、ディスプレイ
１１６又はタッチセンサ式インターフェース１１４の表面に水、氷、革、砂、砂利、雪、
皮膚、毛皮、又は他の何らかの表面のテクスチャを含ませる振動を所定の周波数で出力す
るように構成されてもよい。幾つかの実施形態では、触覚効果は、メッセージング装置１
０２の異なる部分に、例えば、その筐体上に出力されてもよい。幾つかの実施形態では、
アクチュエータ１１８は、複数のテクスチャを同時に出力するように構成される多数の振
動を出力してもよい。例えば、アクチュエータ１１８は、ディスプレイ１１６の表面に砂
のテクスチャを含ませるように構成される振動を出力してもよい。また、アクチュエータ
１１８は、ユーザに砂地の中の岩のテクスチャを感知させるように構成される追加の振動
を出力するように構成されてもよい。
【００３６】
　幾つかの実施形態では、図１には示されていないが、メッセージング装置１０２は、複
数のアクチュエータを含んでもよい。２つ以上のアクチュエータを含む実施形態では、各
アクチュエータは、同時に異なる触覚効果を出力してもよいので、利用可能な触覚効果の
豊富度が増加する。例えば、各アクチュエータは、異なるテクスチャをシミュレートする
ように構成される異なる周波数又は種類の触覚効果を出力してもよい。幾つかの実施形態
では、ユーザは、メッセージング装置１０２上でこうしたテクスチャを同じ時間における
異なる場所で感知してもよい。例えば、一実施形態では、第１のアクチュエータは、第１
のアイコン上のテクスチャをシミュレートするように構成される第１の触覚効果を出力し
てもよい。一方で同時に、第２のアクチュエータは、第２のアイコン上の第２のテクスチ
ャをシミュレートするように構成される第２の触覚効果を出力してもよい。このような実
施形態では、ユーザは、第１のアイコン上で第１のテクスチャを感知し、同時に、第２の
アイコン上で第２のテクスチャを感知してもよい。他の実施形態では、双方のアクチュエ
ータは、組み合わされると単一のテクスチャをシミュレートするように構成される別個の
触覚効果を出力するように構成されてもよい。さらに、図１には示されていないが、メッ
セージング装置１０２は、複数のディスプレイを含んでもよい。幾つかの実施形態では、
各ディスプレイは、１つ以上のアクチュエータに関連付けられてもよい。このような実施
形態では、ユーザは、１つのディスプレイと相互作用して、他のディスプレイで対応する
触覚効果を感知してもよい。
【００３７】
　プロセッサ１１０は、様々な理由で触覚効果を決定してもよい。例えば、幾つかの実施
形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６に示されるオブジェクトのテクスチ
ャに対応する触覚効果を出力してもよい。このような実施形態では、ディスプレイは、複
数のオブジェクトを示してもよく、プロセッサは、ユーザがオブジェクトからオブジェク
トへと自身の指を動かすにつれて異なる触覚効果を決定して、それによりオブジェクトご
とに異なるテクスチャをシミュレートしてもよい。幾つかの実施形態では、触覚効果は、
ユーザ相互作用に関連付けられた信号をプロセッサ１１０が受信したことの確認として作
用してもよい。例えば、一実施形態では、グラフィカルユーザインターフェースはボタン
を備えてもよく、タッチセンサ式インターフェース１１４は、ボタンを押すことに関連付
けられるユーザ相互作用を検出してもよい。タッチセンサ式インターフェース１１４がユ
ーザ相互作用に関連付けられるインターフェース信号をプロセッサ１１０に送信すると、
プロセッサ１１０は、インターフェース信号の受信を確認するための触覚効果を決定して
もよい。このような実施形態では、触覚効果は、タッチセンサ式インターフェース１１４
の表面でテクスチャをユーザに感知させてもよい。例えば、プロセッサは、プロセッサ１
１０がユーザ入力を受信したことを確認するために砂のテクスチャをシミュレートする触
覚効果を出力してもよい。他の実施形態では、プロセッサは、異なるテクスチャ、例えば



(12) JP 6463795 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

、水、氷、油、岩、又は皮膚のテクスチャを決定してもよい。幾つかの実施形態では、触
覚効果は、異なる目的を果たしてもよく、例えば、ユーザにディスプレイ１１６の境界を
通知し、又はユーザにディスプレイ１１６上の画像に関する触覚情報を提供してもよい。
例えば、幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６上の各アイコンは、異なるテクスチ
ャを含んでもよく、ユーザがあるアイコンから別のアイコンへと自身の指を動かすと、プ
ロセッサは、各アイコンのテクスチャをシミュレートする触覚効果を決定するであろう。
さらなる実施形態では、プロセッサは、ユーザの指がアイコンとの接触からディスプレイ
の背景との接触に移動すると、テクスチャを変化させ、それによりユーザがもはやアイコ
ンに触れていないことを通知してもよい。
【００３８】
　また、図１に示されるように、プロセッサ１１０は、スピーカ１２０とも通信する。ス
ピーカ１２０は、プロセッサ１１０から音声信号を受信して、ユーザに出力するように構
成される。幾つかの実施形態では、音声信号は、アクチュエータ１１８によって出力され
る触覚効果、又はディスプレイ１１６によって出力される画像に関連付けられてもよい。
他の実施形態では、音声信号は、触覚効果又は画像に対応しなくてもよい。
【００３９】
　図１には示されない幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、１つ以上のセンサ、
例えば、ＧＰＳセンサ、画像センサ、加速度計、場所センサ、回転速度センサ、光センサ
、カメラ、マイクロホン、または他の何らかの種類のセンサをさらに含んでもよい。セン
サは、加速、傾斜、慣性、又は場所の変化を検出するように構成されてもよい。例えば、
メッセージング装置１０２は、メッセージング装置の加速を測定するように構成される加
速度計を備えてもよい。センサは、プロセッサ１１０にセンサ信号を送信するように構成
される。
【００４０】
　センサ信号は、メッセージング装置１０２の位置、移動、加速、又は「急な動き（ｊｅ
ｒｋ）」（すなわち、加速の派生）に関連付けられる１つ以上のパラメータを含んでもよ
い。例えば、一実施形態では、センサは、複数のパラメータを含むセンサ信号を生成及び
送信してもよい。各パラメータは、一つの測定された並進又は回転軸に沿って又はその周
りの運動に関連付けられる。幾つかの実施形態では、センサは、プロセッサ１１０が１つ
以上の軸に沿った運動を示すように解釈するようにプログラムされる電圧又は電流を出力
する。
【００４１】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、センサ信号を受信して、仮想ワークスペ
ースを活性化し且つ仮想ワークスペースの「中」の仮想的運動に対応するようにＸ、Ｙ又
はＺ方向にメッセージング装置１０２の感知された運動を解釈するべきことを決定するで
あろう。次に、ユーザは、仮想ワークスペース内で装置１０２を動かして、仮想スペース
内でジェスチャを行なうことにより機能又はファイルを選択してもよい。例えば、仮想ワ
ークスペース内の機能上でＺ軸にメッセージング装置１０２を動かすことにより選択する
。幾つかの実施形態では、ユーザは、仮想ワークスペース内でジェスチャを用いてメッセ
ージング装置１０２によって出力される触覚効果を変更してもよい。
【００４２】
　図２は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。図２は、例えば、携帯電話、ＰＤＡ、
携帯型メディアプレーヤ、携帯型ゲーム装置、又は携帯型コンピュータ等のメッセージン
グ装置２００を含む。メッセージング装置２００は、例えば、セルラネットワーク又はイ
ンターネット等のネットワークを介して、音声メール、テキストメッセージ、及び他のデ
ータメッセージのような信号を送信及び受信するように構成される。メッセージング装置
２００は、無線ネットワークインターフェース及び／又は有線ネットワークインターフェ
ース（図２には示されない）を備えてもよい。図２には装置２００がハンドヘルドメッセ
ージング装置として例示されるが、他の実施形態は、例えば、ビデオゲームシステム及び
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／又はパーソナルコンピュータ等の異なる装置を含んでもよい。
【００４３】
　図２に示されるように、メッセージング装置２００は、筐体２０２及びディスプレイ２
１６を備える。幾つかの実施形態では、ディスプレイ２１６は、ＬＣＤディスプレイを含
んでもよい。他の実施形態では、ディスプレイ２１６は、プラズマディスプレイ、又は当
技術分野で周知の他の種類のディスプレイを含んでもよい。ディスプレイ２１６は、表示
信号を受信して、その表示信号に関連付けられる画像を出力するように構成される。幾つ
かの実施形態では、表示信号はＶＧＡ、ＨＤＭＩ、ＳＶＧＡ、ＶＩＤＥＯ、Ｓ－ＶＩＤＥ
Ｏ、又は当技術分野で周知の他の種類の表示信号を含んでもよい。図２に示される実施形
態では、ディスプレイ２１６はテクスチャ化されたボール２０４を含む。ディスプレイ２
１６は、テクスチャ選択アイコン２０６をさらに含む。テクスチャ選択アイコン２０６は
、岩、砂、及び水を含む。
【００４４】
　さらに図２を参照すると、メッセージング装置２００は、操作子２１４をさらに備える
。図２に示される実施形態では、操作子２１４は、ローラーボール及びボタンを備える。
また、メッセージング装置２００は、タッチセンサ式インターフェース２１８も備える。
図２に示される実施形態では、タッチセンサ式インターフェースは、ディスプレイ２１６
の上に配置されるタッチスクリーンを備える。幾つかの実施形態では、ディスプレイ２１
６及びタッチスクリーンは、例えば、タッチスクリーンディスプレイ等の単一の一体型構
成要素を含んでもよい。
【００４５】
　操作子２１４及びタッチセンサ式インターフェース２１８は、ユーザ相互作用を検出し
て、このユーザ相互作用に対応するインターフェース信号をプロセッサに送信するように
構成される。幾つかの実施形態では、ユーザ相互作用は、ディスプレイ２０６に示される
グラフィカルユーザインターフェースに関連付けられる。このような実施形態では、プロ
セッサは、インターフェース信号を受信して、このインターフェース信号に少なくとも部
分的に基づいて、ディスプレイ２１６上でグラフィカルユーザインターフェースを変更す
る。例えば、図２に示される実施形態では、ユーザは、テクスチャ選択アイコン２０６の
１つを選択するために操作子２１４又はタッチセンサ式インターフェース２１８のいずれ
かを用いてもよい。ユーザがテクスチャ化されたボール２０４用のテクスチャを選択した
場合、そのテクスチャに対応するようにディスプレイ上で外観が変化してもよい。例えば
、ユーザが砂のテクスチャアイコンを選択する場合、プロセッサは、ユーザがテクスチャ
化されたボール２０４と相互作用するときにユーザに砂状のテクスチャを感知させる触覚
効果を決定するであろう。又は、別の実施形態では、ユーザが岩のテクスチャアイコンを
選択する場合、プロセッサは、ユーザがテクスチャ化されたボール２０４と相互作用する
とユーザに岩のテクスチャを感知させる触覚効果を決定してもよい。
【００４６】
　メッセージング装置２００は、触覚信号を受信して、触覚効果を出力するように構成さ
れるアクチュエータをさらに備える（図２には示されない）。幾つかの実施形態では、触
覚効果は、メッセージング装置２００のユーザによって感知される振動触覚テクスチャを
含む。プロセッサ１１０は、触覚効果を決定して、その触覚効果に対応する触覚信号をア
クチュエータ１１８に送信するように構成される。幾つかの実施形態では、触覚効果を決
定することは、一連の計算を実行することを含んでもよい。他の実施形態では、触覚効果
を決定することは、ルックアップテーブルにアクセスすることを含んでもよい。さらに他
の実施形態では、触覚効果を決定することは、ルックアップテーブルとアルゴリズムとの
組み合わせを用いることを含んでもよい。プロセッサ１１０は、触覚効果を決定すると、
触覚効果に関連付けられる触覚信号をアクチュエータに送信する。アクチュエータは、プ
ロセッサ１１０から触覚信号を受信して触覚効果を出力する。ユーザは、ディスプレイ２
１６の表面を介して又はメッセージング装置２００の他の一部を通じて、例えば、操作子
２１４又は筐体２０２を介して触覚効果を感知してもよい。
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【００４７】
　図２に示される実施形態では、ディスプレイ２１６はテクスチャ化されたボール２０４
を含む。ユーザがテクスチャ化されたボール２０４と相互作用すると、プロセッサは、デ
ィスプレイ２１６の表面でテクスチャ化されたボール２０４のテクスチャをシミュレート
する触覚効果を決定するであろう。例えば、テクスチャ化されたボールは、砂のテクスチ
ャを含んでもよい。このような実施形態では、プロセッサは、砂の粗い砂利の感覚をシミ
ュレートする触覚効果を決定してもよい。幾つかの実施形態では、プロセッサは、砂上で
動きのあるテクスチャをシミュレートするために、テクスチャ化されたボール２０４の表
面上でユーザが指を動かすと、この触覚効果を変更してもよい。
【００４８】
　図３ａは、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置におい
てテクスチャを用いるためのシステムの例示である。図３ａは、例えば、携帯電話、ＰＤ
Ａ、携帯型メディアプレーヤ、携帯型ゲーム装置、又は携帯型コンピュータ等のメッセー
ジング装置３００を含む。メッセージング装置３００は、例えば、セルラネットワーク又
はインターネット等のネットワークを介して、音声メール、テキストメッセージ、及び他
のデータメッセージのようなメッセージを含む信号を送信及び受信するように構成される
。メッセージング装置３００は、無線ネットワークインターフェース及び／又は有線ネッ
トワークインターフェース（図３ａには示されない）を備えてもよい。図３ａには装置３
００がハンドヘルドメッセージング装置として例示されるが、他の実施形態は、例えば、
ビデオゲームシステム及び／又はパーソナルコンピュータ等の異なる装置を含んでもよい
。
【００４９】
　図３ａに示されるように、メッセージング装置３００は、ディスプレイ３１６を備える
。ディスプレイ３１６は、表示信号を受信して、この表示信号に少なくとも部分的に基づ
いて画像を出力するように構成される。メッセージング装置３００は、表示信号をディス
プレイ３１６に送信するように構成されるプロセッサ（図３ａには示されない）をさらに
備える。メッセージング装置３００は、ディスプレイ３１６の上に取り付けられるタッチ
センサ式インターフェース３１４をさらに備える。タッチセンサ式インターフェース３１
４は、ユーザ相互作用を検出して、このユーザ相互作用に対応するインターフェース信号
をプロセッサに送信するように構成される。ディスプレイ３１６は、２つのアイコン３０
２及び３０４を備える。ユーザがアイコン３０２及び３０４の一方と相互作用すると、タ
ッチセンサ式インターフェース３１４は、ユーザ相互作用を検出して、対応するインター
フェース信号をプロセッサに送信するであろう。このインターフェース信号に基づいて、
プロセッサは、ユーザが一方のアイコンに結び付けられたファイルを開き、又は当技術分
野で周知の他の何らかの動作を実行したことを決定してもよい。
【００５０】
　図３ａに示されるように、アイコン３０２及び３０４の各々は、テクスチャを含む。図
示の実施形態では、アイコン３０２は、煉瓦のテクスチャを含み、アイコン３０４は、岩
のテクスチャを含む。他の実施形態では、異なるテクスチャ、例えば、砂、水、油、草、
毛皮、皮膚、革、氷、木、又は当技術分野で周知の他の何らかのテクスチャが使用されて
もよい。図３ａに指３０６として示されるように、ユーザが各アイコンに関連付けられる
ディスプレイ３１６の一部と相互作用すると、プロセッサは、そのアイコンのテクスチャ
をシミュレートするように構成される触覚効果を決定するであろう。次に、プロセッサは
、触覚効果を出力するように構成されるアクチュエータ（図３には示されない）に触覚効
果に関連付けられる信号を出力するであろう。例えば、図３ａに示される実施形態では、
ユーザがアイコン３０２に関連付けられるディスプレイの一部と相互作用すると、アイコ
ン３０２は、煉瓦のテクスチャに関連付けられる触覚効果を決定するであろう。この触覚
効果は、ユーザの指３０６がモルタル上を横断するときに高出力のパルスによって区切ら
れるランダムな信号によって特徴付けられてもよい。他の実施形態では、ディスプレイ３
１６に示される画像に対応し得る異なるテクスチャをシミュレートするために他の触覚効
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果が用いられてもよい。
【００５１】
　図３ｂは、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置におい
てテクスチャを用いるためのシステムの例示である。図３ｂに示される実施形態では、触
覚効果を決定することは、表示信号をアクチュエータにマッピングすることを含む。図３
ｂに示される実施形態は、ディスプレイ３５０の拡大部分を含む。ディスプレイ３５０は
、プロセッサから表示信号を受信するように構成される。表示信号は、各々が色彩及びそ
の色彩の強度に関連付けられる複数のピクセルを含む。ディスプレイ３５０は、この表示
信号を受信して、この表示信号に関連付けられる画像を出力する。図３ｂに示される実施
形態では、ディスプレイ３５０の拡大部は、６個のピクセル３５１、３５２、３５３、３
５４、３５５、及び３５６を含む。各ピクセルは、色彩及び１－１０の範囲でその色彩に
対する強度に関連付けられる。例えば、ピクセル３５５は、緑の色彩及び１０のうちの３
の色彩強度に関連付けられる。このように、ディスプレイ３５０は、ピクセル３５５の場
所において強度３で緑の色彩を出力するであろう。
【００５２】
　図３ｂに示される実施形態では、プロセッサは、表示信号及びディスプレイ３５０上に
取り付けられるタッチセンサ式インターフェースから受信されるインターフェース信号に
少なくとも部分的に基づいて触覚効果を決定するであろう（図３ｂには示されない）。例
えば、図３ｂに示される実施形態では、プロセッサは、触覚効果を各ピクセルに関連付け
、又は「マッピング」するために表示信号を使用する。例えば、図３ｂに示される実施形
態では、プロセッサは、色彩ごとに異なる周波数の触覚効果を決定してもよい。プロセッ
サは、各ピクセルにおける触覚効果の強度を各ピクセルにおける色彩の強度にさらに関連
付けてもよい。例えば、プロセッサは、色彩強度８のピクセルが同様に触覚強度８を有す
ることを決定してもよい。プロセッサがディスプレイ上のピクセルを覆うユーザ相互作用
に関連付けられるインターフェース信号を受信すると、プロセッサは、ユーザが相互作用
するピクセルに関連付けられる触覚信号を出力するであろう。この触覚効果は、ディスプ
レイの表面でユーザにテクスチャを感知させるように構成される。
【００５３】
　例えば、図３ｂに示される実施形態では、プロセッサは、青のピクセルがノッキングの
触覚効果に関連付けられ、赤のピクセルがパルス性の振動に関連付けられ、緑のピクセル
がクリックの触覚効果に関連付けられることを決定してもよい。このような実施形態では
、タッチセンサ式インターフェースはユーザの指がピクセル３５１上を通過したことを検
出すると、プロセッサは、強度１のノッキングを決定するであろう。次に、ユーザの指が
ピクセル３５２上を移動すると、プロセッサは、強度５のパルス性の振動を決定するであ
ろう。そして、ユーザの指がディスプレイ３５０上をピクセル３５３まで移動し続けると
、プロセッサは、強度３のクリック効果を決定してもよい。
【００５４】
　こうした触覚効果は、ユーザがディスプレイ３５０の表面上で自身の指を動かすと、そ
の表面上でユーザにテクスチャを感知させるように構成される。幾つかの実施形態では、
メッセージング装置は複数のアクチュエータを含んでもよい。このような実施形態では、
プロセッサは、触覚信号をどのアクチュエータに出力するかを決定するように構成されて
もよい。例えば、一実施形態では、メッセージング装置は、異なる強度の触覚効果を出力
するように構成される２つのアクチュエータを備えてもよい。このような実施形態では、
プロセッサは、３未満の強度を有する全ての触覚効果が第１のアクチュエータによって出
力されるべきであり、３以上の強度を有する全ての触覚効果が第２のアクチュエータによ
って出力されるべきであることを決定してもよい。他の実施形態では、各色彩は、特定の
アクチュエータにマッピングされてもよい。例えば、このような実施形態では、青の色彩
に関連付けられる全ての触覚効果は、第１のアクチュエータによって出力されてもよく、
赤の色彩に関連付けられる全ての触覚効果は、第２のアクチュエータによって出力されて
もよく、緑の色彩に関連付けられる全ての触覚効果は、第３のアクチュエータによって出
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力されてもよい。他の実施形態では、メッセージング装置は、ディスプレイの表面で様々
なテクスチャをシミュレートするために、色彩、強度、触覚効果、及びアクチュエータの
異なる組み合わせを実装してもよい。
【００５５】
（グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるための方法）
　図４は、図１に示される装置に関して検討される本発明の一実施形態によるグラフィカ
ルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるための方法の流れ図である。
図４に示されるように、方法４００は、プロセッサ１１０が表示領域を定義する複数のピ
クセルを含む表示信号を受信すると開始する（４０２）。表示信号はＶＧＡ、ＨＤＭＩ、
ＳＶＧＡ、ＶＩＤＥＯ、Ｓ－ＶＩＤＥＯ、又は当技術分野で周知の他の種類の表示信号を
含んでもよい。表示信号は、メッセージング装置がディスプレイ１１６を介してユーザに
表示するグラフィカルユーザインターフェース又は他の画像を含んでもよい。幾つかの実
施形態では、表示領域は、当技術分野で周知の標準的なディスプレイサイズ、例えば、４
８０ピクセル×３２０ピクセルを含んでもよい。他の実施形態では、表示領域は、より大
きく又はより小さくてもよい。
【００５６】
　このように、タッチセンサ式インターフェース１１４はプロセッサ１１０にインターフ
ェース信号を送信して、プロセッサ１１０はインターフェース信号を受信する（４０４）
。幾つかの実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４は、タッチスクリーン
又はタッチパッドを含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態では、タッチセンサ式イン
ターフェース１１４は、表示信号を受信してユーザに画像を出力するように構成されるデ
ィスプレイの上に搭載されるタッチスクリーンを含んでもよい。他の実施形態では、タッ
チセンサ式インターフェース１１４は、ボタン、スイッチ、マウス、スクロールホイール
、ローラーボール、又は当技術分野で周知の何らかの他の種類の物理的装置インターフェ
ースを含んでもよい。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、単一のタッチセンサ
式インターフェース１１４と通信する。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、複数の
タッチセンサ式インターフェース１１４、例えば、タッチスクリーン及びローラーボール
と通信する。タッチセンサ式インターフェース１１４は、ユーザ相互作用を検出し、ユー
ザ相互作用に基づいて、プロセッサ１１０に信号を送信するように構成される。幾つかの
実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４は、複数の態様のユーザ相互作用
を検出するように構成されてもよい。例えば、タッチセンサ式インターフェース１１４は
、ユーザ相互作用の速度及び圧力を検出して、この情報をインターフェース信号に組み込
んでもよい。幾つかの実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４は、マルチ
タッチを検出することが可能である。
【００５７】
　次に、プロセッサ１１０は、表示領域の第１の部分を定義するピクセルの第１のグルー
プに関連付けられる第１のテクスチャを決定する（４０６）。ピクセルの第１のグループ
によって定義される表示領域の部分は、グラフィカルユーザインターフェース内のオブジ
ェクト、例えば、テキスト、図、又はアイコンを定義してもよい。幾つかの実施形態では
、プロセッサ１１０は、オブジェクトの特徴に関連付けられるテクスチャを決定するであ
ろう。例えば、オブジェクトがテキストを含む場合、プロセッサ１１０は、「ｌ」のよう
な背の高い文字に対してコーステクスチャ（ｃｏｕｒｓｅｔｅｘｔｕｒｅ）を決定し、「
ｏ」のような背の低い文字に対してソフトテクスチャ（ｓｏｆｔｅｒｔｅｘｔｕｒｅ）を
決定してもよい。別の実施形態では、プロセッサ１１０は、アイコンに関連付けられるフ
ァイルの内容に基づいてテクスチャを決定してもよい。例えば、プロセッサ１１０は、ユ
ーザの定義を超えるデータ量を含むファイルに対してコーステクスチャを決定し、それよ
り少ない量を含むファイルに対してソフトテクスチャを決定してもよい。第１のテクスチ
ャは、当技術分野で周知の多くのテクスチャのうちの１つ、例えば、鋼鉄、氷、毛皮、皮
膚、革、砂、サンドペーパ、岩、雪、水、又は油のテクスチャを含んでもよい。又は、幾
つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、第１のテクスチャがテクスチャを含まないこ
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とを決定してもよい。
【００５８】
　次に、プロセッサ１１０は、表示領域の第２の部分を定義するピクセルの第２のグルー
プに関連付けられる第２のテクスチャを決定する（４０８）。幾つかの実施形態では、表
示領域の第２の部分は、表示領域の第１の部分によって占められていない全ての表示領域
を含んでもよい。他の実施形態では、表示領域の第２の部分は、グラフィカルユーザイン
ターフェース内の特定のオブジェクト、例えば、テキスト、図形又はアイコンを含んでも
よい。さらに他の実施形態では、第２の部分は、第１の部分によって占められていない領
域のサブセットを含んでもよい。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、第２のテ
クスチャがオブジェクトの特徴に関連付けられることを決定するであろう。第２のテクス
チャは、当技術分野で周知の多くのテクスチャのうちの１つ、例えば、鋼鉄、氷、毛皮、
皮膚、革、砂、サンドペーパ、岩、雪、水、又は油のテクスチャを含んでもよい。幾つか
の実施形態では、プロセッサ１１０は、第２のテクスチャが第１のテクスチャと類似又は
同一であることを決定してもよい。又は、幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、
第２のテクスチャがテクスチャを含まないことを決定してもよい。
【００５９】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、第１及び第２の触覚効果を決定するため
に触覚マップを実装してもよい。このような実施形態では、プロセッサ１１０は、表示信
号を１つ以上のアクチュエータにマッピングしてもよい。幾つかの実施形態では、表示信
号をアクチュエータにマッピングすることは、表示信号に少なくとも部分的に基づいて、
ディスプレイ上の様々な場所における触覚効果を決定することを含む。例えば、表示信号
は、各々が色彩に関連付けられる複数のピクセルを含んでもよい。このような実施形態で
は、プロセッサ１１０は、表示信号における各色彩に触覚値を割り当てることによって触
覚効果を決定してもよい。次に、プロセッサ１１０は、触覚値に少なくとも部分的に基づ
いて触覚効果を決定するであろう。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、表示信
号における一部のピクセルのみに触覚値を割り当ててもよい。例えば、このような実施形
態では、触覚効果は、表示信号の一部のみに関連付けられてもよい。
【００６０】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、ユーザ相互作用又はトリガに少なくとも
部分的に基づいて第１の触覚効果及び第２の触覚効果を決定してもよい。このような実施
形態では、プロセッサ１１０は、タッチセンサ式インターフェース１１４からインターフ
ェース信号を受信して、このインターフェース信号に少なくとも部分的に基づいて触覚効
果を決定する。例えば、幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、タッチセンサ式イ
ンターフェース１１４から受信されるインターフェース信号に基づいて異なる強度の触覚
効果を決定してもよい。例えば、タッチセンサ式インターフェース１１４が高圧のユーザ
相互作用を検出すると、プロセッサ１１０は、高強度の触覚効果を決定してもよい。別の
実施形態では、タッチセンサ式インターフェース１１４が低圧のユーザ相互作用を検出す
ると、プロセッサ１１０は、低強度の触覚効果を決定してもよい。
【００６１】
　次に、プロセッサ１１０は、触覚信号を受信して触覚効果を出力するように構成される
アクチュエータ１１８に触覚信号を送信する（４１０）。アクチュエータ１１８は、例え
ば、圧電アクチュエータ、電気モータ、電磁アクチュエータ、音声コイル、リニア共振ア
クチュエータ、形状記憶合金、電気活性ポリマ、ソレノイド、偏心回転質量モータ（ＥＲ
Ｍ）又はリニア共振アクチュエータ（ＬＲＡ）であってもよい。触覚効果は、例えば、振
動、ノッキング、うなり、衝撃、又はトルクをメッセージング装置に与える当技術分野で
周知の複数の触覚効果のうちの１つを含んでもよい。幾つかの実施形態では、触覚信号は
、テクスチャをシミュレートする触覚効果をアクチュエータ１１８に出力させるように構
成される。幾つかの実施形態では、ユーザ相互作用が表示領域の第１の部分に関連付けら
れることをプロセッサ１１０が決定する場合、テクスチャは、第１のテクスチャを含むで
あろう。他の実施形態では、ユーザ相互作用が表示領域の第２の部分に関連付けられるこ
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とをプロセッサ１１０が決定する場合、テクスチャは、第２のテクスチャを含むであろう
。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、タッチセンサ式インターフェース１１４
から受信されるインターフェース信号に少なくとも部分的に基づいてユーザ相互作用の場
所を決定してもよい。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、別の要素、例えば、マウ
ス、スクロールホイール、又はローラーボール等のセンサ又は操作子から受信されるセン
サ信号に基づいてユーザ相互作用の場所を決定してもよい。
【００６２】
　最後に、ディスプレイ１１６は、表示信号を受信して、その表示信号に少なくとも部分
的に基づいて画像を出力する。幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６は、例えば、
ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）又はプラズマスクリーンディ
スプレイ等のフラットスクリーンディスプレイを含む。他の実施形態では、ディスプレイ
１１６は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、又は当技術分野で周知の他の
種類のディスプレイを含む。さらに他の実施形態では、ディスプレイ１１６は、タッチセ
ンサ式インターフェース１１４を含んでもよく、例えば、ディスプレイ１１６は、タッチ
スクリーンＬＣＤを含んでもよい。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、ディス
プレイ１１６に示されるユーザインターフェースの図形表現を生成してから、ディスプレ
イ１１６にこの図形表現を含む表示信号を送信するように構成される。他の実施形態では
、ディスプレイ１１６は、別の装置から表示信号を受信するように構成される。例えば、
幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６は、例えば、コンピュータモニタ等の外部デ
ィスプレイを含んでもよい。
【００６３】
（グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いる様々な実施形態
の例示）
　図５は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。図５は、メッセージング装置５０２を
備えるシステム５００を含む。メッセージング装置５０２は、ディスプレイ５１６を備え
る。ディスプレイ５１６は、ユーザにグラフィカルユーザインターフェースを表示するよ
うに構成される。さらに、ユーザ相互作用を検出するように構成されるタッチセンサ式イ
ンターフェースがディスプレイ５１６の上に取り付けられる。タッチセンサ式インターフ
ェースは、ユーザがディスプレイ５１６に示されるグラフィカルユーザインターフェース
と相互作用することを可能にする。例えば、ユーザがテキストを入力し、オブジェクトを
選択し、又は当技術分野で周知の他の操作を実行することを可能にする。図５に示される
実施形態では、システム５００は、ハンドヘルド装置を含む。他の実施形態では、システ
ム５００は、例えば、ラップトップ若しくはデスクトップコンピュータ、又はキオスクに
あるディスプレイ等の大きな装置を含んでもよい。幾つかの実施形態（図５には示されな
い）では、システム５００は、例えば、マウス、スクロールホイール、又はローラーボー
ル等の操作子をさらに備えてもよく、それによってユーザがディスプレイ５１６上のグラ
フィカルユーザインターフェースと相互作用することが可能になる。
【００６４】
　図５に示されるように、ディスプレイ５１６は、テキスト５０４を表示する。ディスプ
レイ５１６は、テキスト５０４の一部に選択ボックス５０６をさらに表示する。これは、
ユーザがテキスト５０４内のテキストの一部５０６を選択したことを示す。幾つかの実施
形態では、ユーザは、例えば、テキストに関連付けられるディスプレイ５１６の一部をタ
ッピングすることによって、選択ボックス５０６内のテキストを強調していてもよい。他
の実施形態では、テキスト編集プログラムが、例えば、トラック変更機能の一部として、
ボックス５０６内のテキストを自動的に強調していてもよい。このような実施形態では、
選択ボックス５０６は、既存のテキストファイルへのユーザによる追記を含んでもよい。
【００６５】
　メッセージング装置５０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚効
果を出力するように構成されるアクチュエータ（図５には示されない）をさらに備える。
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幾つかの実施形態では、ユーザは、装置５０２の筐体上でテクスチャを感知してもよい。
他の実施形態では、ユーザは、ディスプレイ５１６の表面でテクスチャを感知することが
出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザが選択ボックス５０６に関連付けられる
ディスプレイ５１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクスチャをシミュレートす
るように構成される触覚効果を出力してもよい。さらに、このような実施形態では、アク
チュエータは、ユーザが選択ボックス５０６に関連付けられないディスプレイ５１６の一
部に触れると、異なるテクスチャをシミュレートする触覚効果を出力するように構成され
てもよい。例えば、ユーザが選択ボックス５０６と相互作用すると、アクチュエータは、
砂のテクスチャをシミュレートする触覚効果を出力してもよい。さらに、ユーザがディス
プレイ５１６の残りの部分と相互作用すると、アクチュエータは、水のテクスチャをシミ
ュレートする触覚効果を出力してもよい。他の実施形態では、アクチュエータは、異なる
テクスチャをシミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。幾つかの実
施形態では、ユーザは、選択ボックス５０６に関連付けられるように１つのテクスチャを
割り当て、ディスプレイ５１６の残りの部分に関連付けられるように別のテクスチャを割
り当ててもよい。
【００６６】
　幾つかの実施形態では、テクスチャは、選択ボックス５０６内のテキストに関連付けら
れてもよい。例えば、幾つかの実施形態では、アクチュエータは、“ｌ”のような背の高
い文字と相互作用するとコーステクスチャを出力し、“ａ”のような背の低い文字と相互
作用するとソフトテクスチャを出力してもよい。別の実施形態では、アクチュエータは、
大文字と相互作用するとコーステクスチャを出力し、小文字と相互作用するとソフトテク
スチャを出力してもよい。さらに他の実施形態では、テクスチャは、他の要素、例えば、
フォント、フォントサイズ、テキスト長、又は個々のワード長に関連付けられてもよい。
【００６７】
　幾つかの実施形態では、メッセージング装置５０２は、１つ以上のアクチュエータを備
えてもよい。このような実施形態では、こうしたアクチュエータは、触覚効果を生成する
ために組み合わせて使用されてもよい。例えば、各アクチュエータの触覚効果が結合され
ると、それらは１つのテクスチャをシミュレートする単一の触覚効果を形成してもよい。
他の実施形態では、メッセージング装置５０２は、アクチュエータを別々に用いてもよい
。例えば、第１のアクチュエータは、ユーザが選択ボックス５０６に関連付けられるディ
スプレイ５１６の一部と相互作用すると第１の触覚効果を出力してもよく、第２のアクチ
ュエータは、ユーザがディスプレイ５１６の残りの部分と相互作用すると第２の触覚効果
を出力してもよい。
【００６８】
　図６は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。図６は、上記システム５００に似たシ
ステム６００を含む。図６に示されるように、メッセージング装置６０２は、タッチセン
サ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ６１６を備える。幾つかの実施形
態（図６には示されない）では、システム６００は、例えば、マウス、スクロールホイー
ル、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによってユーザがディス
プレイ６１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用することが可能になる
。
【００６９】
　図６に示されるように、ディスプレイ６１６は、テキスト６０４を含む。ディスプレイ
６１６は、強調されたテキスト６０６をさらに含み、それは、図６に示される実施形態で
は、単語“ｐａｒｅｎｔｓ”の２つのインスタンスを含む。幾つかの実施形態では、ユー
ザは、例えば、そのテキストに関連付けられるディスプレイ６１６の場所をタッピングす
ることによって、テキストを強調されるように選択してもよい。他の実施形態では、テキ
スト編集プログラムが、例えば、テキスト編集プログラムの検索機能の一部として、自動
的に強調６０６していてもよい。このような実施形態では、強調されたテキスト６０６は
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、テキストファイル内の検索用語の全てのインスタンスを含んでもよい。
【００７０】
　メッセージング装置６０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚効
果を出力するように構成されるアクチュエータ（図６には示されない）をさらに備える。
幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ６１６の表面でこのテクスチャを感知す
ることが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザが強調されたテキスト６０６に
関連付けられるディスプレイ６１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクスチャを
シミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。さらに、このような実施
形態では、アクチュエータは、ユーザが強調されたテキスト６０６に関連付けられないデ
ィスプレイ６１６の一部に触れると、異なるテクスチャをシミュレートする触覚効果を出
力するように構成されてもよい。例えば、ユーザが強調されたテキスト６０６と相互作用
すると、アクチュエータは、草のテクスチャをシミュレートする触覚効果を出力してもよ
い。さらに、ユーザがディスプレイ６１６の残りの部分と相互作用すると、アクチュエー
タは、氷のテクスチャをシミュレートする触覚効果を出力してもよい。このような実施形
態は、ユーザが、文書を見なくても、文書内の検索用語の全ての場所を迅速に決定するこ
とを可能にする。他の実施形態では、アクチュエータは、異なるテクスチャをシミュレー
トするように構成される触覚効果を出力してもよい。幾つかの実施形態では、ユーザは、
強調されたテキスト６０６に関連付けられるように１つのテクスチャを割り当て、ディス
プレイ６１６の残りの部分に関連付けられるように別のテクスチャを割り当ててもよい。
幾つかの実施形態では、システム５００に関連して本明細書に記載されたように、メッセ
ージング装置６０２は、１つ以上のアクチュエータを備えてもよい。
【００７１】
　図７は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。図７は、上記システム５００に似たシ
ステム７００を含む。図７に示されるように、メッセージング装置７０２は、タッチセン
サ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ７１６を備える。幾つかの実施形
態（図７には示されない）では、システム７００は、例えば、マウス、スクロールホイー
ル、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによってユーザがディス
プレイ７１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用することが可能になる
。
【００７２】
　図７に示されるように、ディスプレイ７１６は、数字キーパッド７０４を含む。テクス
チャキー７０６が数字キーパッド７０４の中にある。図７に示される実施形態では、それ
は数字の５である。他の実施形態では、異なるキーがテクスチャキー７０６を含んでもよ
い。例えば、ユーザは任意のキーをテクスチャキー７０６に割り当ててもよい。さらに、
他の実施形態では、数字キーパッド７０４は、異なる種類のキー、例えば、ＱＷＥＲＴＹ
キーボード、又は当技術分野で周知の何らかの他のキーボードを含んでもよい。
【００７３】
　メッセージング装置７０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚効
果を出力するように構成されるアクチュエータ（図７には示されない）をさらに備える。
幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ７１６の表面でこのテクスチャを感知す
ることが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザがテクスチャキー７０６に関連
付けられるディスプレイ７１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクスチャをシミ
ュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。このような実施形態では、ア
クチュエータは、ユーザが数字キーパッド７０４の他の部分に触れる場合に、テクスチャ
を出力しなくてもよい。他の実施形態では、アクチュエータは、ユーザが数字キーパッド
７０４の他の部分と相互作用すると異なるテクスチャを出力するが、ユーザがディスプレ
イ７１６の他の部分と相互作用するとテクスチャを出力しないように構成されてもよい。
このような実施形態は、ユーザが、ディスプレイ７１６を見なくても、数字キーパッド７
０４上の自身の指の場所を迅速に決定することを可能にしてもよい。
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【００７４】
　幾つかの実施形態では、メッセージング装置７０２は、数字キーパッド７０４上の各キ
ーに関連付けられる一意のテクスチャをシミュレートするように構成されるより複雑な触
覚効果を出力するように構成されてもよい。例えば、幾つかの実施形態では、メッセージ
ング装置７０２は、数字キーパッド７０４上の各キーに対する端部をシミュレートするよ
うに構成される触覚効果を出力してもよい。幾つかの実施形態では、こうした触覚効果は
、各キーについて４つの端部をシミュレートする振動を含んでもよい。幾つかの実施形態
では、触覚効果は、キーごとに深さ又は表面特徴をシミュレートするようにさらに構成さ
れてもよい。一実施形態では、触覚効果は、完全には平坦でないキー、例えば、僅かに窪
んだキーをシミュレートするように構成されてもよい。この機能性により、ユーザがある
キーを別のキーと区別することが可能であり、ユーザがキーの中央部をキーの端部と区別
することがさらに可能であってもよい。幾つかの実施形態では、類似の機能性が、より大
きなキーボード、例えば、完全なＱＷＥＲＴＹキーボード上でテクスチャをシミュレート
するのに適用されてもよい。幾つかの実施形態では、システム５００に関連して本明細書
に記載されたように、メッセージング装置７０２は、１つ以上のアクチュエータを備えて
もよい。
【００７５】
　図８は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。図８は、上記システム５００に似たシ
ステム８００を含む。図８に示されるように、メッセージング装置８０２は、タッチセン
サ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ８１６を備える。幾つかの実施形
態（図８には示されない）では、システム８００は、例えば、マウス、スクロールホイー
ル、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによってユーザがディス
プレイ８１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用することが可能になる
。
【００７６】
　図８に示されるように、ディスプレイ８１６は、各々がメッセージング装置８０２のハ
ードドライブにファイルを保持するフォルダ８０４、８０６、８０８、及び８１０を含む
。図８に示されるように、フォルダ８０６及び８０８は共にテクスチャを備えているが、
フォルダ８０４及び８１０はテクスチャを備えていない。幾つかの実施形態では、ユーザ
は、追加のフォルダを作成して、そうしたフォルダにテクスチャを割り当ててもよい。他
の実施形態では、ユーザは、フォルダを除去してもよい。従って、テクスチャを含み又は
含まないフォルダの多くの組み合わせが可能である。幾つかの実施形態では、フォルダ８
０４、８０６、８０８、及び８１０は、メッセージング装置８０２で実行され得るアプリ
ケーションへのリンクを有するアイコンを含んでもよい。
【００７７】
　メッセージング装置８０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚効
果を出力するように構成されるアクチュエータ（図８には示されない）をさらに備える。
幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ８１６の表面でこのテクスチャを感知す
ることが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザがフォルダ８０６に関連付けら
れるディスプレイ８１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクスチャをシミュレー
トするように構成される触覚効果を出力してもよい。このような実施形態では、アクチュ
エータは、ユーザがフォルダ８０４に関連付けられるディスプレイ８１６の一部に触れる
場合に、テクスチャを出力しなくてもよい。さらに、このような実施形態では、ユーザが
フォルダ８０８に関連付けられるディスプレイ８１６の一部に触れると、アクチュエータ
は、異なるテクスチャをシミュレートするように構成される異なる触覚効果を出力しても
よい。幾つかの実施形態では、アクチュエータは、ユーザがフォルダ８０４、８０６、８
０８、又は８１０の１つに関連付けられないディスプレイ８１６の他の部分と相互作用す
ると、異なるテクスチャを出力するように構成されてもよい。このような実施形態により
、ユーザが、ディスプレイ８１６を見なくても、どのフォルダに触れているかを迅速に決
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定することが可能であってもよい。
【００７８】
　幾つかの実施形態では、メッセージング装置８０２は、フォルダに関連付けられるファ
イルに基づいてテクスチャを決定してもよい。例えば、幾つかの実施形態では、フォルダ
８０８はオーディオファイルを含んでもよい。このような実施形態では、メッセージング
装置８０２は、オーディオファイルの種類に基づいてテクスチャを決定してもよく、例え
ば、ファイルがハードロックであればコーステクスチャを決定し、ファイルがクラシック
であればソフトテクスチャを決定してもよい。別の実施形態では、メッセージング装置は
、フォルダ内のファイルの特性に基づいてテクスチャを決定してもよい。例えば、フォル
ダ８０６は、保護されたファイル又は読取り専用ファイルを含んでもよい。一方で、フォ
ルダ８０８は、修正可能なオーディオファイルを含んでもよい。このような実施形態では
、メッセージング装置８０２は、ユーザがフォルダ８０６と相互作用するとコーステクス
チャを決定し、ユーザがフォルダ８０８と相互作用すると静かな又はソフトなテクスチャ
を決定してもよい。他の実施形態では、フォルダに関連付けられる異なる要因、例えば、
フォルダサイズ、フォルダの中身、フォルダが作成されてからの時間、フォルダのタイト
ル、ファイル若しくはフォルダの作成者、又は当技術分野で周知の他の何らかの要因が触
覚効果を決定するために用いられてもよい。幾つかの実施形態では、システム５００に関
連して本明細書に記載されたように、メッセージング装置８０２は、１つ以上のアクチュ
エータを備えてもよい。
【００７９】
　図９は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置において
テクスチャを用いるためのシステムの例示である。図９は、上記システム５００に似たシ
ステム９００を含む。図９に示されるように、メッセージング装置９０２は、タッチセン
サ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ９１６を備える。幾つかの実施形
態（図９には示されない）では、システム９００は、例えば、マウス、スクロールホイー
ル、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによってユーザがディス
プレイ９１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用することが可能になる
。
【００８０】
　図９に示されるように、ディスプレイ９１６は、３次元オブジェクト９０４の２次元レ
ンダリングを含む。３次元オブジェクト９０４の１側面は、テクスチャ化された側面９０
６を含む。他の実施形態では、３次元オブジェクト９０４は、異なる形状を含んでもよい
。幾つかの実施形態では、ユーザは、コンピュータ支援設計プログラムで異なる形状を有
するオブジェクト、例えば、球又は三角形を描いてもよい。さらに、他の実施形態では、
ユーザは、３次元オブジェクト９０４の追加の側面にテクスチャを割り当ててもよい。さ
らに他の実施形態では、ディスプレイ９１６は、テクスチャ化された側面の複数の組み合
わせを有する複数の３次元オブジェクトを含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態では
、ディスプレイ９１６は、３次元オブジェクト９０４の複数のビューを含んでもよい。こ
のような実施形態では、各ビューは、異なるテクスチャを含んでもよい。
【００８１】
　メッセージング装置９０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚効
果を出力するように構成されるアクチュエータ（図９には示されない）をさらに備える。
幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ９１６の表面でこのテクスチャを感知す
ることが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザがテクスチャ化された側面９０
６に関連付けられるディスプレイ９１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクスチ
ャをシミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。このような実施形態
では、アクチュエータは、ユーザが３次元オブジェクト９０４の他の部分に触れる場合に
、テクスチャを出力しなくてもよい。他の実施形態では、アクチュエータは、ユーザが３
次元オブジェクト９０４に関連付けられないディスプレイ９１６の部分と相互作用すると
、異なるテクスチャを出力するように構成されてもよい。さらに他の実施形態では、メッ
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セージング装置９０２は、ユーザが３次元オブジェクト９０４を回転又は移動させると、
テクスチャを出力してもよい。このような実施形態により、ユーザが、ディスプレイ９１
６を見なくても、３次元オブジェクト９０４のどのビューがディスプレイ９１６上に示さ
れているかを迅速に決定することが可能であってもよい。幾つかの実施形態では、システ
ム５００に関連して本明細書に記載されたように、メッセージング装置９０２は、１つ以
上のアクチュエータを備えてもよい。
【００８２】
　図１０は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置におい
てテクスチャを用いるためのシステムの例示である。図１０は、上記システム５００に似
たシステム１０００を含む。図１０に示されるように、メッセージング装置１００２は、
タッチセンサ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ１０１６を備える。幾
つかの実施形態（図１０には示されない）では、システム１０００は、例えば、マウス、
スクロールホイール、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによっ
てユーザがディスプレイ１０１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用す
ることが可能になる。
【００８３】
　図１０に示されるように、ディスプレイ１０１６は、単純なコンピュータ支援設計プロ
グラムのためのグラフィカルユーザインターフェースを含む。ディスプレイ１０１６は、
３次元オブジェクト１００４の２次元レンダリングをさらに含む。ディスプレイ１０１６
は、線選択ボックス１００６をさらに含む。線選択ボックス１００６は、線の太さが増す
３つの線アイコン１００８、１０１０、及び１０１２を含む。他の実施形態では、３次元
オブジェクト１００４は、異なる形状を含んでもよい。例えば、ユーザは、球又は平行四
辺形のような異なる形状のオブジェクトを描いてもよい。さらに、他の実施形態では、線
選択ボックス１００６ではなく、コンピュータ支援設計プログラムは、異なる機能性を制
御するように構成される異なるボックス、例えば、形状選択ボックス、テキスト入力ボッ
クス、ハッチング選択ボックス、又は当技術分野で周知の他の何らかの特徴を修正するよ
うに構成されるボックスを含んでもよい。
【００８４】
　メッセージング装置１００２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚
効果を出力するように構成されるアクチュエータ（図１０には示されない）をさらに備え
る。幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ１０１６の表面でこのテクスチャを
感知することが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザが線選択ボックス１００
６に関連付けられるディスプレイ１０１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクス
チャをシミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。幾つかの実施形態
では、メッセージング装置１００２は、ユーザが選択する線の太さに関連付けられるテク
スチャをシミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。例えば、太い線
１００８に対してコーステクスチャを出力し、細い線１０１２に対してソフトテクスチャ
を出力してもよい。幾つかの実施形態では、メッセージング装置１００２は、ユーザがオ
ブジェクトを描く間に触覚効果を出力してもよい。他の実施形態では、メッセージング装
置１００２は、ユーザが線を選択するときにだけ触覚効果を出力してもよい。さらに他の
実施形態では、メッセージング装置１００２は、ユーザが３次元オブジェクト１００４と
相互作用すると触覚効果を出力し、ユーザがディスプレイ１０１６の他の部分と相互作用
すると触覚効果を出力しなくてもよい。幾つかの実施形態では、システム５００に関連し
て本明細書に記載されたように、メッセージング装置１００２は、１つ以上のアクチュエ
ータを備えてもよい。
【００８５】
　図１１は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置におい
てテクスチャを用いるためのシステムの例示である。図１１は、上記システム５００に似
たシステム１１００を含む。図１１に示されるように、メッセージング装置１１０２は、
タッチセンサ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ１１１６を備える。幾
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つかの実施形態（図１１には示されない）では、システム１１００は、例えば、マウス、
スクロールホイール、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによっ
てユーザがディスプレイ１１１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用す
ることが可能になる。
【００８６】
　図１１に示されるように、ディスプレイ１１１６は、テキストファイルを読むためのイ
ンターフェースを含み、それはスクロールバートラック１１０４、スクロールバー１１０
６、及びテキスト１１０８を含む。図１１に示される実施形態では、ユーザは、テキスト
１１０８の異なる部分にスクロールするために、スクロールバートラック１１０４に沿っ
てスクロールバー１１０６を上下に動かしてもよい。幾つかの実施形態では、ユーザは、
スクロールバートラック１１０４の一部をタッピングして、スクロールバートラック１１
０４上のその地点に関連付けられる部分にスクロールバー１１０６及びテキスト１１０８
を動かしてもよい。他の実施形態では、スクロールバートラック１１０４及びスクロール
バー１１０６は、異なる外観を含んでもよく、又は異なる機能を実行してもよい。例えば
、幾つかの実施形態では、スクロールバートラック１１０４及びスクロールバー１１０６
は、ディスプレイ１１１６の上部又は下部に配置されて、ユーザがディスプレイを水平に
動かすことを可能にしてもよい。さらなる実施形態では、スクロールバートラック１１０
４及びスクロールバー１１０６は、異なる種類のユーザインターフェース、例えば、描画
アプリケーション、ウェブ閲覧アプリケーション、Ｅメールアプリケーション、又は当技
術分野で周知の他の何らかのアプリケーションを制御するために用いられてもよい。
【００８７】
　メッセージング装置１１０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚
効果を出力するように構成されるアクチュエータ（図１１には示されない）をさらに備え
る。幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ１１１６の表面でこのテクスチャを
感知することが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザがスクロールバー１１０
６に関連付けられるディスプレイ１１１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクス
チャをシミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。このような実施形
態では、アクチュエータは、ユーザがスクロールバートラック１１０４の一部に触れる場
合に、異なるテクスチャを出力しなくてもよい。さらに、幾つかの実施形態では、アクチ
ュエータは、ユーザがスクロールバートラック１１０４に沿ってスクロールバー１１０６
を動かすと変化するテクスチャを出力してもよい。例えば、幾つかの実施形態では、ユー
ザがスクロールバートラック１１０４をさらに下に動かすと、より粗くなるテクスチャを
シミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。このような実施形態は、
ユーザが、ディスプレイ１１１６を見なくても、又はテキスト１１０８を読むことから気
を散らされることなく、スクロールバートラック１１０４上の自身の指の場所を迅速に決
定することを可能にしてもよい。幾つかの実施形態では、システム５００に関連して本明
細書に記載されたように、メッセージング装置１１０２は、１つ以上のアクチュエータを
備えてもよい。
【００８８】
　図１２は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置におい
てテクスチャを用いるためのシステムの例示である。図１２は、上記システム５００に似
たシステム１２００を含む。図１２に示されるように、メッセージング装置１２０２は、
タッチセンサ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ１２１６を備える。幾
つかの実施形態（図１２には示されない）では、システム１２００は、例えば、マウス、
スクロールホイール、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによっ
てユーザがディスプレイ１２１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用す
ることが可能になる。
【００８９】
　図１２に示されるように、ディスプレイ１２１６は、地図アプリケーション又はグロー
バルポジショニングシステム（ＧＰＳ）受信機のためのグラフィカルユーザインターフェ



(25) JP 6463795 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

ースを含む。グラフィカルユーザインターフェースは、経路１２０４、目的地１２０６、
及び経路１２０４に沿って又はその付近に複数の建物１２０８、１２１０、及び１２１２
を含む。幾つかの実施形態では、経路１２０４は、図５に示されるものよりはるかに長く
てもよい。例えば、幾つかの実施形態では、経路１２０４は、その全体が示されるのに複
数の画面を必要としてもよい。従って、それは、常に経路１２０４の一部のみが示される
ように細分されてもよい。さらなる実施形態では、中間地点及び当技術分野で周知の他の
事項がグラフィカルユーザインターフェースに示されてもよい。
【００９０】
　メッセージング装置１２０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚
効果を出力するように構成されるアクチュエータ（図１２には示されない）をさらに備え
る。幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ１２１６の表面でこのテクスチャを
感知することが出来る。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザが目的地１２０６に関連
付けられるディスプレイ１２１６の一部に触れると、アクチュエータは、テクスチャをシ
ミュレートするように構成される触覚効果を出力してもよい。このような実施形態では、
アクチュエータは、ユーザがディスプレイ１２１６の他の部分に触れる場合に、テクスチ
ャを出力しなくてもよい。従って、テクスチャは、ユーザがディスプレイ１２１６上の目
的地１２０６の場所を迅速に決定することを可能にしてもよい。他の実施形態では、グラ
フィカルユーザインターフェースのさらなる特徴がテクスチャを含んでもよい。例えば、
経路１２０４がテクスチャを含んでもよい。このような実施形態では、ユーザは、ディス
プレイ１２１６の表面上で自身の指を動かして、指が経路１２０４に触れるとテクスチャ
を感知してもよい。
【００９１】
　さらに他の実施形態では、メッセージング装置１２０２は、ユーザの経路に沿って他の
建物にテクスチャを自動的に割り当ててもよい。例えば、幾つかの実施形態では、メッセ
ージング装置は、所定の種類の建物、例えば、全ての給油所、レストラン、又は病院にテ
クスチャを自動的に割り当ててもよい。一実施形態では、建物１２０８は病院を含んでも
よく、建物１２１０は商店街を含んでもよく、建物１２１２は給油所を含んでもよい。こ
のような実施形態では、ユーザは、給油所を検索してもよい。この検索の一部として、ユ
ーザは、自身の経路に沿って全ての給油所にテクスチャを割り当てることを可能にする検
索メニューを入力してもよい。次に、ユーザは、給油所を探すために、ディスプレイ１２
１６の表面上で指を走らせてもよい。ユーザは、ディスプレイ１２１６に触れると、建物
１２１２に関連付けられるディスプレイの一部でテクスチャを感知して、それが給油所で
あることを知るであろう。他の実施形態では、インターフェースの異なる部分がテクスチ
ャに関連付けられてもよい。例えば、一実施形態では、経路１２０４に沿った１つ以上の
曲がり角がテクスチャに関連付けられてもよい。別の実施形態では、経路１２０４に沿っ
た１つ以上の中間地点がテクスチャに関連付けられてもよい。
【００９２】
　幾つかの実施形態では、システム５００に関連して本明細書に記載されたように、メッ
セージング装置１２０２は、１つ以上のアクチュエータを備えてもよい。
【００９３】
　図１３は、本発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェース装置におい
てテクスチャを用いるためのシステムの例示である。図１３は、上記システム５００に似
たシステム１３００を含む。図１３に示されるように、メッセージング装置１３０２は、
タッチセンサ式インターフェースの下部に配置されるディスプレイ１３１６を備える。幾
つかの実施形態（図１３には示されない）では、システム１３００は、例えば、マウス、
スクロールホイール、又はローラーボール等の操作子をさらに備えてもよく、それによっ
てユーザがディスプレイ１３１６上のグラフィカルユーザインターフェースと相互作用す
ることが可能になる。
【００９４】
　図１３に示されるように、ディスプレイ１３１６は、ソーシャルネットワーキングアプ
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リケーション用のページを含む。ディスプレイ１３１６は、写真ボックス１３０４、名前
ボックス１３０６、状況ボックス１３０８、及びテクスチャ１３１０をさらに含む。写真
ボックス１３０４は、ユーザが自身のソーシャルネットワーキングページに写真を投稿す
ることを可能にするように構成される。図１３に示される実施形態では、ユーザは、写真
を投稿していないか、又は自身のネットワーク以外のユーザが写真ボックス１３０４にア
クセス出来ないようにソーシャルページを保護している。名前ボックス１３０６は、ユー
ザが自身の名前又は何らかの他の識別特性を投稿することを可能にするように構成される
。図１３に示される実施形態では、名前ボックス１３０６は、“Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ’ｓ　
Ｓｏｃｉａｌ　Ｐａｇｅ”というテキストを含む。他の実施形態では、ユーザは、追加の
情報、例えば、所属政党、連絡先情報、性別、又は関係状況を投稿することが出来る。状
況ボックス１３０８は、ユーザ又はユーザの友人がユーザのソーシャルネットワーキング
ページに状況更新を投稿することを可能にするように構成される。幾つかの実施形態では
、こうした更新は、テキスト更新、画像更新、映像更新、又はテクスチャ更新を含んでも
よい。図１３に示される実施形態では、状況更新ボックス１３０８は、２つの更新を含む
。第１に、それは、“Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ　ｉｓ　ｒｅａｄｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｗｅｅｋ
ｅｎｄ”というテキスト更新を含む。第２に、それは、テクスチャ更新１３１０を含む。
【００９５】
　メッセージング装置１３０２は、テクスチャをシミュレートするように構成される触覚
効果を出力するように構成されるアクチュエータ（図１３には示されない）をさらに備え
る。幾つかの実施形態では、ユーザは、ディスプレイ１３１６の表面でこのテクスチャを
感知することが出来る。例えば、図１３に示される実施形態では、テクスチャ更新１３１
０は、木板のテクスチャを含む。ユーザ又はユーザのソーシャルネットワーキングページ
への訪問者がテクスチャ更新１３１０に触れると、メッセージング装置１３０２は、木板
のテクスチャをシミュレートするように構成される触覚効果を出力するであろう。他の実
施形態では、テクスチャ更新１３１０は、異なるテクスチャ、例えば、油、砂、水、草、
毛皮、皮膚、トカゲの皮、革、サンドペーパ、煉瓦、又は岩のテクスチャを含んでもよい
。幾つかの実施形態では、ユーザは、自身のソーシャルネットワーキングページに現在の
気分に関連付けられるテクスチャを投稿してもよい。他の実施形態では、ユーザは、友人
への贈り物又はメッセージとして友人のページにテクスチャを投稿してもよい。さらに他
の実施形態では、ユーザは、テクスチャをソーシャルネットワーキングページの他の部分
と関連付けてもよい。例えば、幾つかの実施形態では、ユーザは、写真、メッセージ、状
況、又はソーシャルネットワーキングページの他の何らかの部分にテクスチャを投稿して
もよい。
【００９６】
　幾つかの実施形態では、システム５００に関連して本明細書に記載されたように、メッ
セージング装置１３０２は、１つ以上のアクチュエータを備えてもよい。
【００９７】
（グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム
及び方法の利点）
　グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム
及び方法には多くの利点が存在する。例えば、グラフィカルユーザインターフェース装置
においてテクスチャを用いるためのシステム及び方法は、以前に使用されていない触覚効
果を移動装置に付与する。この新しい効果は、ユーザが装置のディスプレイを見なくても
、ユーザが移動装置から情報を受信するための新しい手段を提供する。例えば、グラフィ
カルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム及び方法は
、ユーザが異なるテクスチャを異なるアイコン、ボタン、又はディスプレイの他の要素に
割り当てることを可能にしてもよい。従って、ユーザは、アイコンを見なくても、どのア
イコンに触っているかを決定することが可能であってもよい。これにより、装置の利便性
が高まり、視覚障害者にとってより便利な装置となってもよい。また、それは、歩行中又
は運転中のように、気が散る状況で移動装置を頻繁に用いるユーザによって以前に利用さ
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れていなかった異なる種類のアプリケーションの採用を増加させ得る。
【００９８】
　さらに、グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるための
システム及び方法は、他の仕事からユーザの気を散らさずに、ユーザにより多くの情報を
提供し得る。従って、それはユーザによるエラーの可能性を減らすであろう。例えば、ユ
ーザは、グラフィカルユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシ
ステム及び方法を利用している場合、誤ったアイコンを押し又は誤ったキーを押すことが
あまり起こらないであろう。この機能性は、ユーザ満足度を高めると共に、グラフィカル
ユーザインターフェース装置においてテクスチャを用いるためのシステム及び方法を組み
込む技術の普及率を増加させることに役立ってもよい。
【００９９】
（概論）
　本明細書における「適合される」又は「構成される」という用語は、追加のタスク又は
ステップを実行するように適合され又は構成される装置を排除しない開放型及び包括型の
言語の意味で用いられる。さらに、「基づく」は、１つ以上の記載された条件又は値に「
基づく」プロセス、ステップ、計算、又は他の動作が、実際には、こうした記載以上の追
加の条件又は値に基づいてもよいという点で、開放型及び包括型の意味で用いられる。本
明細書に含まれる見出し、リスト、及び番号付けは、説明の簡略化のみを目的としており
、限定することを意図していない。
【０１００】
　本願の主題の態様による実施形態は、デジタル電子回路で、又は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、若しくはこれらの組み合わせで実装され得る。一
実施形態では、コンピュータは、１つ又は複数のプロセッサを備えてもよい。プロセッサ
は、例えば、プロセッサに結合されるＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒ
ｙ）等のコンピュータ可読媒体を備え又はそれへのアクセスを有する。プロセッサは、セ
ンササンプリングルーチン、触覚効果選択ルーチン、及び上記の選択された触覚効果を発
生させるための信号を生成する適切なプログラミングを含む１つ以上のコンピュータプロ
グラムを実行するように、メモリに記憶されるコンピュータ実行可能プログラム命令を実
行する。
【０１０１】
　このようなプロセッサは、マイクロプロセッサ、ＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａ
ｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、及び状態機械を含んでもよい。このようなプロセッサは
、ＰＬＣ、ＰＩＣ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｒ）、ＰＬＤ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＲＯＭ（
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ若しくは
ＥＥＰＲＯＭ（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－
ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、又は他の類似の装置等のプログラム可能電子装置をさらに備
えてもよい。
【０１０２】
　このようなプロセッサは、プロセッサによって実行されるときに、プロセッサによって
実行され又は支援される本明細書に記載のステップをプロセッサに実行させ得る命令を記
憶し得る媒体、例えば有形のコンピュータ可読媒体を備え又はそれと通信してもよい。コ
ンピュータ可読媒体の実施形態は、限定されないが、全ての電子、光学、磁気、又はコン
ピュータ可読命令をウェブサーバ内のプロセッサ等のプロセッサに提供可能な他の記憶装
置を含んでもよい。媒体の他の例は、限定されないが、フロッピー（登録商標）ディスク
、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気ディスク、メモリチップ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＡＳＩＣ、構成プロセ
ッサ、全ての光学媒体、全ての磁気テープ若しくは他の磁気媒体、又はコンピュータプロ
セッサが読取り可能な任意の他の媒体を含む。また、様々な他の装置は、例えば、ルータ



(28) JP 6463795 B2 2019.2.6

10

、プライベート若しくはパブリックネットワーク、又は他の伝送装置等のコンピュータ可
読媒体を含んでもよい。記載されたプロセッサ及び処理は、１つ以上の構造内にあっても
よく、１つ以上の構造にわたって分散されてもよい。プロセッサは、本明細書に記載の１
つ以上の方法（又は方法の一部）を実行するためのコードを備えてもよい。
【０１０３】
　本願の主題はその特定の実施形態に関して詳細に記載されてきたが、先述の理解を達成
すると、当業者であれば、このような実施形態への代替、変形、及び均等物を容易に製造
し得ることが理解されるであろう。従って、本開示は、限定ではなく例示を目的として提
示されているのであって、当業者には自明の本主題への修正、変形及び／又は追加を包含
することを除外しないことが理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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