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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＨＭＤを通じて視聴されるようなＶＲ環境内で
ゲームアプリケーションをプレイするユーザのゲームプ
レイをサポートするコンパニオンアプリケーションに情
報を提供する。
【解決手段】方法は、ＨＭＤの３Ｄディスプレイを通じ
て提示されるようなユーザの仮想現実（ＶＲ）視聴環境
内にアクティブゾーンを画定し、メインコンテンツをＶ
Ｒ視聴環境のアクティブゾーン内に配置し、アクティブ
ゾーンの外側に１つ以上のペリフェラルゾーンを画定し
、セカンダリコンテンツをＶＲ視聴環境の第一ペリフェ
ラルゾーン内に配置し、セカンダリコンテンツ内の新規
のデータのエントリと併せてアクティブゾーン内にアト
ラクタを表示し、アトラクタが、第一ペリフェラルゾー
ンへユーザの注目を向け、アクティブゾーンに向けられ
る第一方向から第一ペリフェラルゾーンに向けられる第
二方向へＨＭＤの回転を検出し、メインコンテンツを一
時停止する。
【選択図】図５Ｄ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の３次元（３Ｄ）ディスプレイを通じて提示さ
れる仮想現実（ＶＲ）視聴環境内にアクティブゾーンを画定することであって、メインコ
ンテンツが前記アクティブゾーン内に提示される、前記アクティブゾーンを画定すること
と、
　前記アクティブゾーンの外側にあるペリフェラルゾーンを画定することであって、セカ
ンダリコンテンツが前記ペリフェラルゾーン内に提示される、前記ペリフェラルゾーンを
画定することと、
　前記ＶＲ視聴環境内にアトラクタを表示することであって、前記アトラクタは前記アク
ティブゾーン内に表示され、前記アトラクタは前記ペリフェラルゾーンへ注目を向けるよ
うに構成される、前記アトラクタを表示することと、
　前記ペリフェラルゾーンへ視聴注目を集めるように前記アトラクタを前記アクティブゾ
ーン内で動かすことと、
を備える、方法。
【請求項２】
　前記アトラクタを動かすことは、前記ＶＲ視聴環境内の焦点面において水平線に沿って
後方向及び前方向に前記アトラクタを動かすことを含み、
　前記水平線は、前記ペリフェラルゾーンへ向かう方向に沿って伸びる、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記アトラクタを動かすことは、前記ＶＲ視聴環境内で水平線の第１端から第２端へ前
記ペリフェラルゾーンへ向かう方向に前記アトラクタを動かすことを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記アトラクタが前記水平線の前記第２端に到達したことを検出することと、
　前記アトラクタを前記水平線の前記第１端に配置することと、
　前記アトラクタを前記水平線の第１端から第２端へ動かすことと、
をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アトラクタを動かすことは、前記ＶＲ視聴環境内の焦点面において曲線に沿って水
平方向および垂直方向に前記アトラクタを動かすことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ペリフェラルゾーンに近い前記アクティブゾーン内のポイントで終わる方向に前記
曲線に沿って前記アトラクタを動かすこと
をさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記アトラクタを表示することは、
　前記セカンダリコンテンツ内の新規のデータのエントリを検出することと、
　前記新規のデータの前記エントリにもとづいて前記アトラクタの表示をトリガーするこ
とと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記アクティブゾーンに向けられた第１方向から前記ペリフェラルゾーンに向けられた
第２方向への前記ＨＭＤの回転を検出することと、
　前記メインコンテンツを一時停止することと、
　前記ペリフェラルゾーン内に前記セカンダリコンテンツを表示することと、
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ｚ方向に焦点面に向かうまたは焦点面から離れるように前記アトラクタを動かすことを
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さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　方法を実行するためのコンピュータプログラムを格納する非一時的なコンピュータ可読
媒体であって、
　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の３次元（３Ｄ）ディスプレイを通じて提示さ
れる仮想現実（ＶＲ）視聴環境内にアクティブゾーンを画定するプログラムインストラク
ションであって、メインコンテンツが前記アクティブゾーン内に提示される、前記アクテ
ィブゾーンを画定するプログラムインストラクションと、
　前記アクティブゾーンの外側にあるペリフェラルゾーンを画定するプログラムインスト
ラクションであって、セカンダリコンテンツが前記ペリフェラルゾーン内に提示される、
前記ペリフェラルゾーンを画定するプログラムインストラクションと、
　前記ＶＲ視聴環境内にアトラクタを表示するプログラムインストラクションであって、
前記アトラクタは前記アクティブゾーン内に表示され、前記アトラクタは前記ペリフェラ
ルゾーンへ注目を向けるように構成される、前記アトラクタを表示するプログラムインス
トラクションと、
　前記ペリフェラルゾーンへ視聴注目を集めるように前記アトラクタを前記アクティブゾ
ーン内で動かすプログラムインストラクションと、
を備える、コンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　前記アトラクタを動かすプログラムインストラクションは、前記ＶＲ視聴環境内の焦点
面において水平線に沿って後方向及び前方向に前記アトラクタを動かすプログラムインス
トラクションを含み、
　前記水平線は、前記ペリフェラルゾーンへ向かう方向に沿って伸びる、請求項１０に記
載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記アトラクタを動かすプログラムインストラクションは、前記ＶＲ視聴環境内で水平
線の第１端から第２端へ前記ペリフェラルゾーンへ向かう方向に前記アトラクタを動かす
プログラムインストラクションを含み、
　前記アトラクタが前記水平線の前記第２端に到達したことを検出するプログラムインス
トラクションと、
　前記アトラクタを前記水平線の前記第１端に配置するプログラムインストラクションと
、
　前記アトラクタを前記水平線の第１端から第２端へ動かすプログラムインストラクショ
ンと、
をさらに備える、請求項１０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記アトラクタを動かすプログラムインストラクションは、前記ＶＲ視聴環境内の焦点
面において曲線に沿って水平方向および垂直方向に前記アトラクタを動かすことを含む、
請求項１０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記アクティブゾーンに向けられた第１方向から前記ペリフェラルゾーンに向けられた
第２方向への前記ＨＭＤの回転を検出するプログラムインストラクションと、
　前記メインコンテンツを一時停止するプログラムインストラクションと、
　前記ペリフェラルゾーン内に前記セカンダリコンテンツを表示するプログラムインスト
ラクションと、
をさらに備える、請求項１０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　ｚ方向に焦点面に向かうまたは焦点面から離れるように前記アトラクタを動かすプログ
ラムインストラクションをさらに備える、請求項１０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
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　コンピュータシステムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにカップリングされるメモリであって、前記メモリの中にインストラク
ションを格納したメモリと、
を備え、
　前記インストラクションは、
　前記コンピュータシステムにより実行される場合に、方法を前記コンピュータシステム
に実行させ、
　前記方法は、
　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の３次元（３Ｄ）ディスプレイを通じて提示さ
れる仮想現実（ＶＲ）視聴環境内にアクティブゾーンを画定することであって、メインコ
ンテンツが前記アクティブゾーン内に提示される、前記アクティブゾーンを画定すること
と、
　前記アクティブゾーンの外側にあるペリフェラルゾーンを画定することであって、セカ
ンダリコンテンツが前記ペリフェラルゾーン内に提示される、前記ペリフェラルゾーンを
画定することと、
　前記ＶＲ視聴環境内にアトラクタを表示することであって、前記アトラクタは前記アク
ティブゾーン内に表示され、前記アトラクタは前記ペリフェラルゾーンへ注目を向けるよ
うに構成される、前記アトラクタを表示することと、
　前記ペリフェラルゾーンへ視聴注目を集めるように前記アトラクタを前記アクティブゾ
ーン内で動かすことと、
を備える、コンピュータシステム。
【請求項１７】
　前記方法において前記アトラクタを動かすことは、前記ＶＲ視聴環境内の焦点面におい
て水平線に沿って後方向及び前方向に前記アトラクタを動かすことを含み、
　前記水平線は、前記ペリフェラルゾーンへ向かう方向に沿って伸びる、請求項１６に記
載のコンピュータシステム。
【請求項１８】
　前記方法において前記アトラクタを動かすことは、前記ＶＲ視聴環境内で水平線の第１
端から第２端へ前記ペリフェラルゾーンへ向かう方向に前記アトラクタを動かすことを含
み、
　前記方法は、
　前記アトラクタが前記水平線の前記第２端に到達したことを検出することと、
　前記アトラクタを前記水平線の前記第１端に配置することと、
　前記アトラクタを前記水平線の第１端から第２端へ動かすことと、
をさらに備える、請求項１６に記載のコンピュータシステム。
【請求項１９】
　前記方法において前記アトラクタを動かすことは、前記ＶＲ視聴環境内の焦点面におい
て曲線に沿って水平方向および垂直方向に前記アトラクタを動かすことを含む、請求項１
６に記載のコンピュータシステム。
【請求項２０】
　前記方法は、
　前記アクティブゾーンに向けられた第１方向から前記ペリフェラルゾーンに向けられた
第２方向への前記ＨＭＤの回転を検出することと、
　前記メインコンテンツを一時停止することと、
　前記ペリフェラルゾーン内に前記セカンダリコンテンツを表示することと、
をさらに備える、請求項１６に記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、ビデオゲームまたはゲームアプリケーションに関する。とりわけ、本開示は
、ＨＭＤを通じて視聴されるようなＶＲ環境内でゲームアプリケーションをプレイするユ
ーザのゲームプレイをサポートするコンパニオンアプリケーションに情報を提供する方法
及びシステムを説明し、そこでコンパニオンアプリケーションは、ペリフェラルゾーン内
に位置し、そこで新規の情報が視聴するために利用可能であるときに、ユーザの注目は、
コンパニオンアプリケーションに向けられる。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータが生成した仮想現実（ＶＲ）は、たとえば、シミュレートされた実環境、
またはイマジナリ環境にユーザが没入することを可能にする。没入を完了することによっ
て、ユーザがそのＶＲ環境内に存在するかのように、ユーザは、シミュレートされた環境
、またはイマジナリ環境とインタラクトすることが可能である。すなわち、ユーザは、Ｖ
Ｒ環境周囲を動き、見ることが可能であり、そのＶＲ環境内でオブジェクトとインタラク
トする可能性がある。
【０００３】
　ＶＲシステムは、いくつかの表示システムを使用して、ユーザにＶＲ環境を視聴させる
ことが可能である。これらの表示システムは、ユーザの正面に提示されるコンピュータモ
ニタまたは表示画面を備えることができる。表示画面がより小さい場合に、ユーザのＶＲ
エクスペリエンスは、周囲の実環境（たとえば、太陽光、実空間内のオブジェクトなど）
からの視覚刺激により妨げられる。ＶＲエクスペリエンスは、ディスプレイサイズを大き
くし、周囲の実環境の影響を低減させることにより改善されることができる。さらに、表
示システムは、周囲の実環境からの刺激を遮断するように設計されることができる。たと
えば、ユーザにより装着されるヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）は、物理的な実環
境からの光を遮断し、三次元（３Ｄ）においてＶＲ環境を視聴するために立体視スクリー
ニングシステムをユーザへ提示することが可能である。これらのＨＭＤは、頭部上に、ま
たは頭部にわたり装着されるマウントシステムと一体化される視聴ゴーグルを含むことが
できる。さらに他のより複雑なＶＲシステムは、動きセンサと一体化されることができ、
これらの動きセンサは、ユーザが現実世界内で動作をすることを可能にし、その後、これ
らの動作は、ＶＲの世界へ何らかの形で変換されることができる。たとえば、手のジェス
チャ／動きを使用して、ＶＲオブジェクトとインタラクトし、現実世界を通じて動くこと
（たとえば、物理的環境内で歩くこと）は、ＶＲ環境内の類似した動き（たとえば、ＶＲ
環境内で歩くことまたは走ること）に変換されることができる。
【０００４】
　ＶＲシステムは、軍事、不動産、医療、ビデオゲームなどのような、さまざまな産業に
より採用されている。ユーザをＶＲ環境内に完全に没入させることが可能であるので、そ
のＶＲ環境は、トレーニング、娯楽及び逃避のために実環境をシミュレートすることがで
きる。たとえば、ＶＲシステムは、軍事におけるパイロット訓練、医療産業内の手術手技
訓練、不動産業者によるリストの展示、または休暇目的地の体験のために使用されること
ができる。加えて、ＶＲ環境を使用して、キャラクタが超人的な力を有するファンタジー
世界などの、完全にイマジナリ環境をシミュレートすることができる。たとえば、ユーザ
がそのＶＲ環境内のゲームキャラクタのスキルと動きを持つようになることを可能にする
ビデオゲームＶＲ環境内に、ユーザを没入させることができる。その方式において、想像
上の動き及びスキルの感覚をユーザに与えることにより、ユーザは、現実のマージンを拡
張することが可能である。これは、身体障害者をＶＲ環境内で動く（たとえば、歩く）こ
とができるかのうように感じさせることに似ている。
【０００５】
　ＶＲ環境において、３６０度の弧でユーザにデータを利用可能にし、ユーザは、ユーザ
がそのデータ方向に向く限りデータとインタラクトすることができる。たとえば、ユーザ
が真っ直ぐ前方を見ているときに、データは、ＶＲ環境においてユーザから適切な方向に
提示される。しかしながら、ユーザの視線が前方向に向かうため、ユーザの側部、または
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ユーザの背後部のデータを提示しない。ユーザは、視聴するために利用可能であっても、
この提示されていないデータを意識しない可能性がある。たとえば、ユーザのゲームプレ
イ中に、ユーザは、手元の作業（たとえば、ボスとの戦い、食べ物の採取、砂漠の横断な
ど）に完全に集中し、周囲環境を意識しない可能性がある。この情報は、ユーザにとって
重要及び／または有用である可能性があるが、未知のままである。
【０００６】
　本開示の実施形態が生じるのは、このコンテキストにおいてである。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示の実施形態は、仮想現実（ＶＲ）環境（たとえば、ヘッドマウントディスプレイ
（ＨＭＤ）を通じて視聴されるような）においてゲームアプリケーションをプレイするユ
ーザのゲームプレイをサポートする情報を提供することに関し、そこでこの情報は、ユー
ザのペリフェラルゾーンに位置する（たとえば、ユーザのゲームプレイをサポートするコ
ンパニオンアプリケーション内に設けられるような）ことができ、そこでユーザの注目は
、新規の情報が視聴するために利用可能であるときにペリフェラルゾーンに向けられる。
本開示のいくつかの発明の実施形態を以下に記載する。
【０００８】
　１つの実施形態において、ＨＭＤに情報を提供する方法を開示する。この方法は、ＨＭ
Ｄの三次元（３Ｄ）ディスプレイを通じて提示されるような、ユーザのＶＲ視聴環境内に
アクティブゾーンを画定することを備える。方法は、メインコンテンツをＶＲ視聴環境の
アクティブゾーン内に配置することを備える。その方式において、メインコンテンツは、
ユーザの視線がアクティブゾーン方向へ向けられる（たとえば、ＶＲ視聴環境へ前方向に
向けられる）ときに、ＨＭＤに提示される。方法は、アクティブゾーンの外側に、たとえ
ば、ＶＲ視聴環境内のユーザの側部などに１つ以上のペリフェラルゾーンを画定すること
を備える。方法は、セカンダリコンテンツをＶＲ視聴環境の第一ペリフェラルゾーン内に
配置することを備える。方法は、セカンダリコンテンツ内の新規のデータのエントリと併
せてアクティブゾーン内にアトラクタを表示することを備え、そこでこのアトラクタは、
第一ペリフェラルゾーンへユーザの注目を向ける。方法は、アクティブゾーンに向けられ
る第一方向から第一ペリフェラルゾーンに向けられる第二方向へＨＭＤの回転を検出する
ことを備える。方法は、ユーザがセカンダリコンテンツを視聴している間などに、メイン
コンテンツを一時停止することを備える。
【０００９】
　別の実施形態において、情報を提供するためのコンピュータプログラムをＨＭＤに格納
する非一時的なコンピュータ可読媒体を開示する。コンピュータ可読媒体は、ＨＭＤの３
Ｄディスプレイを通じて提示されるようなユーザのＶＲ視聴環境内にアクティブゾーンを
画定するプログラムインストラクションを含む。コンピュータ可読媒体は、メインコンテ
ンツをＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内に配置するプログラムインストラクションを含
む。コンピュータ可読媒体は、アクティブゾーンの外側に１つ以上のペリフェラルゾーン
を画定するプログラムインストラクションを含む。コンピュータ可読媒体は、セカンダリ
コンテンツをＶＲ視聴環境の第一ペリフェラルゾーン内に配置するプログラムインストラ
クションを含む。コンピュータ可読媒体は、セカンダリコンテンツ内の新規のデータのエ
ントリと併せてアクティブゾーン内にアトラクタを表示するプログラムインストラクショ
ンを含み、そこでアトラクタは、第一ペリフェラルゾーンへユーザの注目を向ける。コン
ピュータ可読媒体は、アクティブゾーンに向けられる第一方向から第一ペリフェラルゾー
ンに向けられる第二方向へＨＭＤの回転を検出するプログラムインストラクションを含む
。コンピュータ可読媒体は、メインコンテンツを一時停止するプログラムインストラクシ
ョンを含む。その方式において、ユーザがセカンダリコンテンツを視聴している間に、メ
インコンテンツ（たとえば、ゲームアプリケーション、ビデオなど）を一時停止するため
、ユーザは、メインコンテンツのいずれも見逃さないで済む。
【００１０】
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　さらに別の実施形態では、コンピュータシステムを開示する。コンピュータシステムは
、プロセッサ及びメモリを含み、このメモリは、プロセッサにカップリングされ、その中
にインストラクションを格納し、これらのインストラクションは、コンピュータシステム
により実行される場合に、情報をＨＭＤに提供する方法をコンピュータシステムに実行さ
せる。この方法は、ＨＭＤの三次元（３Ｄ）ディスプレイを通じて提示されるような、ユ
ーザのＶＲ視聴環境内にアクティブゾーンを画定することを備える。方法は、メインコン
テンツをＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内に配置することを備える。その方式において
、メインコンテンツは、ユーザの視線がアクティブゾーン方向へ向けられる（たとえば、
ＶＲ視聴環境へ前方向に向けられる）ときに、ＨＭＤに提示される。方法は、アクティブ
ゾーンの外側に、たとえば、ＶＲ視聴環境内のユーザの側部などに１つ以上のペリフェラ
ルゾーンを画定することを備える。方法は、セカンダリコンテンツをＶＲ視聴環境の第一
ペリフェラルゾーン内に配置することを備える。方法は、セカンダリコンテンツ内の新規
のデータのエントリと併せてアクティブゾーン内にアトラクタを表示することを備え、そ
こでこのアトラクタは、第一ペリフェラルゾーンへユーザの注目を向ける。方法は、アク
ティブゾーンに向けられる第一方向から第一ペリフェラルゾーンに向けられる第二方向へ
ＨＭＤの回転を検出することを備える。方法は、ユーザがメインコンテンツ（たとえば、
ゲームアプリケーション、ビデオなど）のいずれも見逃さないで済むように、ユーザがセ
カンダリコンテンツを視聴している間などに、メインコンテンツを一時停止することを備
える。
【００１１】
　本開示の他の態様は、本開示の原理を例示により示す添付の図面と併せて、以下の詳細
な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本開示は、添付図面と併せて以下の詳細な説明を参照することにより最も良く理解され
ることができる。
【００１３】
【図１Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、ＶＲ視聴環境において（たとえば、ＨＭＤを
通して）ゲームアプリケーションをプレイする対応するユーザのゲームプレイをサポート
する位置に基づくコンパニオンインタフェースを実装するために使用されるシステムを示
し、そこでデータ及び／または情報は、ユーザのペリフェラルゾーン内に（たとえば、ゲ
ームプレイをサポートするコンパニオンアプリケーションを通して）位置することができ
、そこで新規の情報またはデータが視聴するために利用可能であるときに、ユーザの注目
は、ペリフェラルゾーンに向けられ、そこでゲームアプリケーションは、ローカルコンピ
ューティングデバイス上で、またはクラウドゲームネットワークを介して実行することが
可能である。
【００１４】
【図１Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、それぞれのＶＲ視聴環境において対応するユ
ーザへローカルに実行する１つ以上のゲームアプリケーションをプレイする１人以上のユ
ーザへゲーム制御を提供するシステムを示し、そこでバックエンドサーバサポートは、対
応するユーザのペリフェラルゾーンに位置する対応するユーザのゲームプレイをサポート
する位置に基づくコンパニオンインタフェースを実装することができ、そこで新規の情報
またはデータが視聴するために利用可能であるときに、ユーザの注目は、ペリフェラルゾ
ーンに向けられる。
【００１５】
【図１Ｃ】本開示の１つの実施形態に従い、クラウドゲームネットワーク経由で実行され
るようなそれぞれのＶＲ視聴環境においてゲームアプリケーションをプレイする１人以上
のユーザへゲーム制御を提供するシステムを示し、そこでバックエンドサーバサポートは
、対応するユーザのペリフェラルゾーン内に位置する対応するユーザのゲームプレイをサ
ポートする位置に基づくコンパニオンインタフェースを実装することができ、そこで新規
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の情報またはデータが視聴するために利用可能であるときに、ユーザの注目は、ペリフェ
ラルゾーンに向けられる。
【００１６】
【図１Ｄ】本発明の実施形態に従い、ＶＲコンテンツを生成するアプリケーションの実行
と併せてＨＭＤの機能を概念的に示す。
【００１７】
【図２】本開示の１つの実施形態に従い、ゲームクラウドシステム（ＧＣＳ）におけるゲ
ームアプリケーションのアクセス及びプレイ、ならびに対応するユーザのゲームプレイを
サポートする位置に基づくコンパニオンインタフェースの実装を可能にするためのシステ
ム図を示す。
【００１８】
【図３Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤに実装されるようなＶＲ視聴環境内に
データ及び／または情報を提供する方法におけるステップを示す流れ図であり、そこでデ
ータ及び／または情報は、対応するユーザのペリフェラルゾーンに位置し、そこで新規の
情報またはデータが視聴するために利用可能であるときに、ユーザの注目は、ペリフェラ
ルゾーンに向けられる。
【００１９】
【図３Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、対応するユーザのゲームプレイをサポートす
るコンパニオンアプリケーションの位置に基づくコンパニオンインタフェースを生成する
方法におけるステップを示す流れ図であり、そこでコンパニオンインタフェースは、対応
するユーザのペリフェラルゾーンに位置する。
【００２０】
【図４Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、快適な回転範囲でユーザの頭部の回転を示す
身体状態図であり、そこでユーザは、ＨＭＤを通じてＶＲ視聴環境を視聴する。
【００２１】
【図４Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、最大回転範囲でユーザの頭部の回転を示す身
体状態図であり、そこでユーザは、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴する。
【００２２】
【図４Ｃ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザの頭部の動きの範囲を示し、そこで動きの範囲は、頭部回転の、快適な動きの範囲、及
び最大の動きの範囲を示す。
【００２３】
【図５Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザの頭部の動きの範囲にわたり干渉されるユーザの視野（ＦＯＶ）を示し、そこで頭部の
方向は、前方向（たとえば、０度）に直接に面し、そこで動きの範囲は、頭部回転の、快
適な動きの範囲、及び最大の動きの範囲を示す。
【００２４】
【図５Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザの頭部の動きの範囲にわたり干渉されるユーザの視野（ＦＯＶ）を示し、そこで頭部の
方向は、快適に旋回され（たとえば、３０度旋回され）、そこで動きの範囲は、頭部回転
の、快適な動きの範囲、及び最大の動きの範囲を示す。
【００２５】
【図５Ｃ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザの頭部の動きの範囲にわたり干渉されるユーザの視野（ＦＯＶ）を示し、そこで頭部の
方向は、その最大回転へ旋回され（たとえば、快適ではない５５度旋回され）、そこで動
きの範囲は、頭部回転の、快適な動きの範囲、及び最大の動きの範囲を示す。
【００２６】
【図５Ｄ】本開示の１つの実施形態に従い、ＶＲ視聴環境内の異なるゾーンを示す図であ
り、これらのゾーンは、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユーザの方向に関連して
画定される。
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【００２７】
【図６Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのアクティブゾーンを示し、そこでアクティブゾーンは、メインコンテンツを提示し、
そこでセカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示され
るような）は、アクティブゾーンの外側のペリフェラルゾーンにおいて利用可能であり、
そこでペリフェラルゾーンは、アクティブゾーンより上に位置する。
【００２８】
【図６Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのアクティブゾーンを示し、そこでアクティブゾーンは、メインコンテンツを提示し、
そこでセカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示され
るような）は、アクティブゾーンの外側のペリフェラルゾーンにおいて利用可能であり、
そこでペリフェラルゾーンは、アクティブゾーンの側部に位置する。
【００２９】
【図６Ｃ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのアクティブゾーンを示し、そこでアクティブゾーンは、メインコンテンツを提示し、
そこでセカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示され
るような）は、アクティブゾーンの外側のペリフェラルゾーンにおいて利用可能であり、
そこでペリフェラルゾーンは、アクティブゾーンより下に位置し、情報の１つ以上のウィ
ンドウを示すように構成されることができる。
【００３０】
【図７Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのＦＯＶを示し、そこでＦＯＶは、メインコンテンツを提示するユーザのアクティブゾ
ーンを含み、そこでＦＯＶは、アクティブゾーンの外側に、かつこのアクティブゾーンよ
り上に位置するペリフェラルゾーンのエッジを含み、そこでペリフェラルゾーンは、セカ
ンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるような）
を提示するように構成されることができる。
【００３１】
【図７Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのＦＯＶを示し、そこでユーザの頭部は、ユーザのＦＯＶがメインコンテンツを提示す
るユーザのアクティブゾーンの部分を含むように上方向に傾き、またアクティブゾーンの
外側に、かつこのアクティブゾーンより上に位置するペリフェラルゾーンを含み、そこで
ペリフェラルゾーンは、セカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェース
を通して提示されるような）を提示するように構成されることができる。
【００３２】
【図７Ｃ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのペリフェラルゾーンに提示される図７Ｂに最初に導入されるセカンダリコンテンツを
示し、そこでセカンダリコンテンツは、ユーザのゲームプレイをサポートするコンパニオ
ンインタフェースを通して提示されることができる。
【００３３】
【図８Ａ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのＦＯＶを示し、そこでＦＯＶは、メインコンテンツを提示するユーザのアクティブゾ
ーンを含み、そこでＦＯＶは、アクティブゾーンの外側に、かつこのアクティブゾーンの
側部に位置するペリフェラルゾーンのエッジを含み、そこでペリフェラルゾーンは、セカ
ンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるような）
を提示するように構成されることができる。
【００３４】
【図８Ｂ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのＦＯＶを示し、そこでユーザの頭部は、ユーザのＦＯＶがメインコンテンツを提示す
るユーザのアクティブゾーンの部分を含むように、またアクティブゾーンの外側に、かつ
このアクティブゾーンの側部に位置するペリフェラルゾーンを含むように側部へ回転し、
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そこでペリフェラルゾーンは、セカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフ
ェースを通して提示されるような）を提示するように構成されることができる。
【００３５】
【図８Ｃ】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのペリフェラルゾーンに提示される図８Ｂに最初に導入されるセカンダリコンテンツを
示し、そこでセカンダリコンテンツは、ユーザのゲームプレイをサポートするコンパニオ
ンインタフェースを通して提示されることができる。
【００３６】
【図９】本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユーザ
のアクティブゾーン及びペリフェラルゾーンを示す図であり、そこでアトラクタは、アク
ティブゾーンに提示され、ペリフェラルゾーンに提示される情報にユーザの注目を向ける
。
【００３７】
【図１０】本開示の実施形態に従う、ヘッドマウントディスプレイの構成要素を示す図で
ある。
【００３８】
【図１１】本開示のさまざまな実施形態に従う、ゲームシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下の詳細な説明は、例示の目的で多くの特定の詳細を含むが、当業者であれば、以下
の詳細に対する多くの変形及び変更が本開示の範囲内にあることを理解するであろう。し
たがって、以下に記載される本開示の態様は、一般性を失うことなく、かつ制限を課すこ
となく、この説明に続く特許請求の範囲に記載される。
【００４０】
　概して、本開示のさまざまな実施形態は、ＨＭＤに実装されるようなＶＲ視聴環境を視
聴するユーザへデータ及び／または情報を提供するシステム及び方法を記述し、そこでデ
ータ及び／または情報は、対応するユーザのペリフェラルゾーンに位置し、そこで新規の
情報またはデータが視聴するために利用可能であるときに、ユーザの注目は、ペリフェラ
ルゾーンに向けられる。データ及び／または情報は、ユーザのゲームプレイをサポートす
るように構成される位置に基づくコンパニオンインタフェース内に提供されることができ
る。結果として、本開示の実施形態は、位置に基づくコンパニオンインタフェースを通し
てゲームアプリケーションのさらなる使用を提供する。たとえば、ゲームアプリケーショ
ンは、ＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内に提示されるレガシータイプの、二次元ゲーム
アプリケーションであり得、コンパニオンインタフェースは、このアクティブゾーンの外
側に位置するペリフェラルゾーン内に提示される。１つの実施形態において、コンパニオ
ンインタフェースは、ユーザのゲームプレイにおけるキャラクタの位置に基づき生成され
るコンテキストに関連する情報（たとえば、メッセージング、支援情報など）を含む。こ
の情報は、１人以上のユーザのゲームプレイ中に定期的に収集されるスナップショットに
基づき、そこでスナップショットは、対応するユーザのゲームプレイについてのメタデー
タ及び／または情報を含み、スナップショットに対応するゲームアプリケーション内のジ
ャンプポイントにおいて対応するゲームアプリケーションの別のインスタンスを有効にす
るように構成可能である。
【００４１】
　位置に基づく情報は、ユーザのゲームプレイ中に定期的に収集されるスナップショット
のために生成されるパラメータを定義することを備える。特に、スナップショットは、ユ
ーザのゲームプレイについてのメタデータ及び／または情報を含み、このスナップショッ
トに対応するゲームアプリケーション内のジャンプポイントにおいて対応するゲームアプ
リケーションの別のインスタンスを有効にするように構成可能である。またコンテキスト
に関連する情報は、同一のゲームアプリケーションをプレイする他のユーザのそのゲーム
プレイ中に収集される情報を含む。その方式において、ユーザは、ユーザの現在の進度（
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たとえば、ゲーム世界内の位置など）に基づきコンテキストに関連する情報を受信するこ
とが可能である。たとえば、コンテキストに関連する情報は、ユーザのゲームプレイに支
援を提供することが可能であり、そこでこの情報は、ゲームプレイ位置、過去のゲームプ
レイ、及び予測されたゲームプレイに基づくことができる。さらに、コンパニオンインタ
フェースを使用して、ユーザからのメッセージを作成することが可能である。
【００４２】
　さまざまな実施形態の上記の一般的な理解により、さまざまな図面を参照して実施形態
の例の詳細をここに説明する。
【００４３】
　本明細書全体を通して、「ビデオゲーム」または「ゲームアプリケーション」への参照
は、入力コマンドの実行を通して指示されるいずれかのタイプのインタラクティブアプリ
ケーションを表現することを意味する。例示的な目的のみのために、インタラクティブア
プリケーションは、ゲーム、ワードプロセッシング、ビデオ処理、ビデオゲーム処理など
のためのアプリケーションを含む。さらに、用語、ビデオゲーム及びゲームアプリケーシ
ョンは、置換可能である。
【００４４】
　図１Ａは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通して実装されるようにＶＲ視聴
環境においてゲームアプリケーションをプレイするユーザのゲームプレイをサポートする
ように構成される位置に基づくコンパニオンインタフェースを実装するために使用される
システム１０を示し、そこでコンパニオンインタフェースは、対応するユーザのペリフェ
ラルゾーン内に提示されることができ、そこでペリフェラルゾーンは、メインコンテンツ
（たとえば、ゲームアプリケーション、ビデオコンテンツなど）を提示するアクティブゾ
ーンの外側にある。ゲームアプリケーションは、本開示の１つの実施形態に従い、ローカ
ルコンピューティングデバイス上で、またはクラウドゲームネットワーク経由で実行する
ことが可能である。コンパニオンインタフェースを使用して、ゲームアプリケーションを
プレイする他のユーザによるインタラクションについての、情報を提供することができる
、及び／またはコンテンツ（たとえば、クエスト及び／またはチャレンジなど）を作成す
ることができる。
【００４５】
　図１Ａに示されるように、ゲームアプリケーションは、ユーザ５のクライアントデバイ
ス１００において（たとえば、ゲーム実行エンジン１１１において）ローカルに実行する
ことができる、またはクラウドゲームネットワークもしくはゲームクラウドシステムのバ
ックエンドゲームサーバ２０５において動作するバックエンドゲーム実行エンジン２１１
において実行することができる。ゲーム実行エンジン２１１は、ゲームサーバ２０５の多
くのゲームプロセッサ２０１のうちの１つの内で動作することができる。いずれの事例に
おいても、クラウドゲームネットワークは、ゲームアプリケーションをプレイする１人以
上のユーザのゲームプレイをサポートする位置に基づくコンパニオンインタフェースを提
供するように構成される。さらに、ゲームアプリケーションは、シングルプレイヤーモー
ドまたはマルチプレイヤーモードにおいて実行することができ、そこで本発明の実施形態
は、両方の動作モードへマルチプレイヤー強化（たとえば、支援、通信など）を提供する
。また、ゲームアプリケーションのゲームプレイは、ＨＭＤ１０２を通して実装されるよ
うにＶＲ視聴環境内に提示されることができる。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、クラウドゲームネットワークは、ホストマシンのハイパ
ーバイザ上で実行する複数の仮想マシン（ＶＭ）を含むことができ、１つ以上の仮想マシ
ンは、シングルプレイヤービデオゲームまたはマルチプレイヤービデオゲームのサポート
におけるホストのハイパーバイザに利用可能であるハードウェアリソースを利用するゲー
ムプロセッサモジュール２０１を実行するように構成される。他の実施形態において、ク
ラウドゲームネットワークは、複数のユーザをサポートする複数のローカルコンピューテ
ィングデバイスをサポートするように構成され、そこで各ローカルコンピューティングデ
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バイスは、シングルプレイヤービデオゲームまたはマルチプレイヤービデオゲームなどの
、ビデオゲームのインスタンスを実行することができる。たとえば、マルチプレイヤーモ
ードにおいて、ビデオゲームは、ローカルに実行しながら、同時にクラウドゲームネット
ワークは、各ローカルコンピューティングデバイスから情報（たとえば、ゲームステート
データ）を受信し、その結果、ローカルコンピューティングデバイスのうちの１つ以上の
全体を通してその情報を分散させるので、各ユーザは、マルチプレイヤービデオゲームの
ゲーム環境内で他のユーザ（たとえば、ビデオゲーム内の対応するキャラクタを通して）
とインタラクトすることが可能である。その方式において、クラウドゲームネットワーク
は、マルチプレイヤーゲーム環境内の各ユーザについてのゲームプレイを調整し、組み合
わせる。
【００４７】
　示されるように、システム１０は、複数のインタラクティブゲームアプリケーションへ
のアクセスを提供するゲームプロセッサモジュール２０１を実行するゲームサーバ２０５
を含む。ゲームサーバ２０５は、前述されるように、クラウド内で利用可能である、いず
れかのタイプのサーバコンピューティングデバイスであり得、１つ以上のホスト上で実行
する１つ以上の仮想マシンとして構成されることができる。たとえば、ゲームサーバ２０
５は、ゲームプロセッサ２０１をサポートする仮想マシンを管理することができる。また
ゲームサーバ２０５は、ユーザ５への追加のサービス及び／またはコンテンツを提供する
ように構成される。たとえば、ゲームサーバは、さらに以下に説明されるように、コンテ
キストに関連する情報を生成する、及び／または受信する目的のためにユーザ５へ表示可
能であるコンパニオンインタフェースを提供するように構成可能である。
【００４８】
　クライアントデバイス１００は、インターネットなどのネットワーク１５０経由でゲー
ムアプリケーションへのアクセスを要求するために、及びゲームサーバ２０５により実行
され、ユーザ５と関連する表示装置１２へ配信される、ビデオゲームまたはゲームアプリ
ケーションのインスタンスをレンダリングために構成される。たとえば、ユーザ５は、ゲ
ームプロセッサ２０１上で実行するゲームアプリケーションのインスタンスとクライアン
トデバイス１００を通してインタラクトすることができる。また、クライアントデバイス
１００は、前述されるように、ゲームアプリケーションのローカルな実行のために構成さ
れるゲーム実行エンジン１１１を含むことができる。クライアントデバイス１００は、ゲ
ームコントローラ６、タブレットコンピュータ１１、キーボード、及びビデオカメラによ
り取り込まれるジェスチャ、マウス、タッチパッドなどのような、さまざまなタイプの入
力デバイスからの入力を受信することができる。クライアントデバイス１００は、ネット
ワーク１５０経由でゲームサーバ２０５に接続することが可能である少なくともメモリ及
びプロセッサモジュールを含むいずれかのタイプのコンピューティングデバイスであり得
る。クライアントデバイス１００のいくつかの例は、ビデオゲームのインスタンスを実行
するためにゲームサーバ２０５とインタラクトすることが可能である、パーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）、ゲームコンソール、ホームシアターデバイス、汎用コンピュータ、モバ
イルコンピューティングデバイス、タブレット、電話、またはいずれかの他のタイプのコ
ンピューティングデバイスを含む。
【００４９】
　クライアントデバイス１００は、レンダリングされた画像を受信するために、及びディ
スプレイ１２及び／またはＨＭＤ１０２上にレンダリングされた画像を表示する（たとえ
ば、ＶＲコンテンツ１９８を表示する）ために構成される。たとえば、クラウドベースの
サービスを通して、レンダリングされた画像は、ユーザ５と関連するゲームサーバ２０５
のゲーム実行エンジン２１１上で実行するゲームアプリケーションのインスタンスにより
配信されることができる。別の例において、ローカルゲーム処理を通して、レンダリング
された画像は、ローカルゲーム実行エンジン１１１により配信されることができる。いず
れの事例においても、クライアントデバイス１００は、ゲームプレイを駆動するために使
用される入力コマンドを通すような、ユーザ５のゲームプレイと関連する実行エンジン２



(13) JP 2021-7019 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

１１または１１１とインタラクトするように構成される。
【００５０】
　さらに、クライアントデバイス１００は、ゲームアプリケーションをプレイするときに
、ゲームサーバ２０５とインタラクトし、ユーザ５のゲームプレイのスナップショットを
取り込み、格納するように構成され、そこで各スナップショットは、ゲームプレイに関連
する情報（たとえば、ゲームステートなど）を含む。たとえば、スナップショットは、ユ
ーザ５のゲームプレイのゲーム世界内のキャラクタの位置に対応する位置に基づく情報を
含むことができる。さらに、スナップショットは、対応するユーザが、スナップショット
の取込みに対応するゲームアプリケーション内のジャンプポイントにおいて、セーブされ
たゲームプレイにジャンプすることを可能にする。このように、ユーザ５は、選択された
スナップショットに対応するジャンプポイントにおいて自身がセーブしたゲームプレイに
ジャンプすることが可能であるか、別のユーザは、ユーザ５のゲームプレイにジャンプす
ることができるか、ユーザ５は、選択されたスナップショットに対応するジャンプポイン
トにおいて別のユーザのセーブしたゲームプレイにジャンプすることができる。さらに、
クライアントデバイス１００は、ゲームサーバ２０５とインタラクトし、コンパニオンイ
ンタフェースジェネレータ２１３から位置に基づくコンパニオンインタフェースを表示す
るように構成され、そこでコンパニオンインタフェースは、支援情報、メッセージング、
インタラクティブクエスト及びチャレンジなどのような、コンテキストに関連するコンテ
ンツを受信する、及び／または生成するように構成される。別の実施形態において、コン
パニオンインタフェースジェネレータ１１３は、ユーザ５に対してローカルにある。特に
、他のユーザのゲームプレイ中に取り込まれる情報と同様に、ゲームプレイに関連する位
置に基づく情報などの、ユーザ５のゲームプレイ中に取り込まれるスナップショット内に
含まれる情報は、コンテキストに関連するコンテンツを生成するために使用される。
【００５１】
　さらに特に、ゲームサーバ２０５のゲームプロセッサ２０１は、ゲームアプリケーショ
ンをプレイするときに、ユーザ５のゲームプレイのスナップショットを生成する、及び／
または受信するように構成される。たとえば、スナップショットは、ゲームプロセッサ２
０１へネットワーク１５０経由で出力され、配信される、クライアントデバイス１００上
のローカルゲーム実行エンジン１１１により生成されることができる。加えて、スナップ
ショットは、ゲームプロセッサ２０１内でゲーム実行エンジン２１１により、たとえば、
エンジン２１１上で実行するゲームアプリケーションのインスタンスにより、生成される
ことができる。加えて、他の仮想マシンと関連するゲームサーバ２０５の他のゲームプロ
セッサは、他のユーザのゲームプレイと関連するゲームアプリケーションのインスタンス
を実行するように、またこれらのゲームプレイ中にスナップショットを取り込むように構
成され、そこでこの追加情報を使用して、コンテキストに関連する情報を作成することが
できる。
【００５２】
　スナップショットジェネレータ２１２は、ユーザ５のゲームプレイから生成される複数
のスナップショットを取り込むように構成される。各スナップショットは、対応するスナ
ップショットと関連するビデオゲーム内のポイントから開始するビデオゲームのインスタ
ンスの実行を可能にする情報を提供する。スナップショットは、ユーザ５によるゲームア
プリケーションのゲームプレイ中に自動的に生成される。各スナップショットの部分は、
実施形態において、独立して構成される、またはデータストア１４０の下で構成される関
連するデータベースに格納される。別の実施形態において、スナップショットは、ユーザ
５によりインストラクションを通じて手動で生成されることができる。その方式において
、対応するスナップショットの選択を通して、いずれかのユーザは、対応するスナップシ
ョットと関連するゲームアプリケーション内のポイントにおいてユーザ５のゲームプレイ
にジャンプすることができる。加えて、複数のゲームアプリケーションをプレイする他の
ユーザのゲームプレイのスナップショットも取り込まれることができる。このように、ゲ
ームプロセッサ２０１は、対応するスナップショットに基づき、いずれかのユーザのセー
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ブされたゲームプレイにジャンプすることを可能にするために、データベース１４０内の
情報にアクセスするように構成される。すなわち、要求するユーザは、スナップショット
を生成して、セーブした元のユーザのゲームプレイのゲームキャラクタを使用して、選択
されたスナップショットに対応するジャンプポイントにおいてビデオゲームをプレイし始
めることが可能である。
【００５３】
　スナップショットの作成及び使用についての完全な考察は、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｓａｖｉｎｇ　Ａ　Ｓｎａｐｓｈｏｔ　ｏｆ　Ｇａｍｅ　Ｐｌａ
ｙ　Ａｎｄ　Ｕｓｅｄ　Ｔｏ　Ｂｅｇｉｎ　Ｌａｔｅｒ　Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｔ
ｈｅ　Ｇａｍｅ　Ｐｌａｙ　Ｂｙ　Ａｎｙ　Ｕｓｅｒ　Ａｓ　Ｅｘｅｃｕｔｅｄ　Ｏｎ　
Ａ　Ｇａｍｅ　Ｃｌｏｕｄ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する、米国出願第１５／４１１，４２１
号内に提供され、これは、その全体を参照により先に援用された。スナップショットの作
成及び実装の簡単な説明は、以下に続く。
【００５４】
　特に、各スナップショットは、スナップショットに対応するゲームアプリケーション内
のポイントにおいて開始するゲームアプリケーションのインスタンスの実行を可能にする
メタデータ及び／または情報を含む。たとえば、ユーザ５のゲームプレイにおいて、スナ
ップショットは、ゲームアプリケーションの進行中に、たとえば、レベルの最中に、特定
のポイントにおいて生成されることができる。関連するスナップショット情報をデータベ
ース１４０の１つ以上のデータベースに格納する。ポインタを使用して、特定のスナップ
ショットに対応する各データベースにおいて情報を関連させることが可能である。その方
式において、ユーザ５のゲームプレイを経験したい別のユーザ、または自身の前のゲーム
プレイを再度経験したい同一のユーザ５は、関心のゲームアプリケーション内のポイント
に対応するスナップショットを選択することができる。
【００５５】
　各スナップショットにおけるメタデータ及び情報は、ユーザのゲームプレイに関する追
加の情報を提供することができる、及び／またはこれに関する追加の情報を提供するため
に分析されることができる。たとえば、スナップショットは、ユーザ（たとえば、ユーザ
のキャラクタ）がゲームアプリケーション内のどこにいたか、ユーザがゲームアプリケー
ション内のどこにいるか、ユーザが何をしたか、ユーザがどんなアセット及びスキルを貯
めたか、及びユーザがゲームアプリケーション内のどこに行きたいかを決定するのを援助
することができる。この追加の情報を使用して、ユーザのゲームプレイに基づくクエスト
及び／またはチャレンジを生成することができ、そこでクエスト及び／またはチャレンジ
は、ゲームアプリケーション内に含まれない。たとえば、ユーザは、ユーザのゲームプレ
イ（たとえば、最小限の武器を使用してボスを倒す）を模倣するクエスト及び／またはチ
ャレンジを作成する、アセット及び達成パラメータ（たとえば、負及び正）を定義するこ
とができる。ユーザは、同一の制約（たとえば、最小限の武器）によってクエストを試行
し、このクエストに勝つ（たとえば、ボスを倒す）ことを他のユーザに挑戦させることが
できる。
【００５６】
　スナップショットは、そのポイントにおいてレンダリングされるシーンのスナップショ
ット画像を含む。スナップショット画像をスナップショット画像データベース１４６内に
格納する。タイムラインにおけるサムネイルの形式で提示されるスナップショット画像は
、１つの実施形態において、ビデオゲームを通してユーザによる進度に対応するポイント
においてユーザのゲームプレイ内へビューを提供する。
【００５７】
　さらに特に、スナップショットは、そのポイントにおけるゲームのステートを定義する
ゲームステートデータをも含む。たとえば、ゲームステートデータは、ゲームキャラクタ
、ゲームオブジェクト、ゲームオブジェクト属性、ゲーム属性、ゲームオブジェクトステ
ート、グラフィックオーバーレイなどを含むことができる。その方式において、ゲームス
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テートデータは、ビデオゲーム内の対応するポイントに存在したゲーム環境の生成を可能
にする。またゲームステートデータは、ＣＰＵ、ＧＰＵ、メモリ、レジスタ値、プログラ
ムカウンタ値、プログラマブルＤＭＡステート、ＤＭＡについてバッファリングされたデ
ータ、オーディオチップステート、ＣＤ－ＲＯＭステートなどのステートのような、ゲー
ムプレイをレンダリングするために使用されるあらゆるデバイスのステートを含むことが
できる。またゲームステートデータは、実行可能なコードのどの部分がそのポイントから
ビデオゲームを実行するためにロードされる必要があるかを識別することができる。すべ
てのゲームステートデータを取り込み、格納する必要はないが、スナップショットに対応
するポイントにおいてゲームを開始する実行可能なコードのために十分であるデータだけ
を取り込み、格納する必要がある。ゲームステートデータをゲームステートデータベース
１４５に格納する。
【００５８】
　またスナップショットは、ユーザがセーブしたデータを含む。一般的に、ユーザがセー
ブしたデータは、対応するユーザについてのビデオゲームをパーソナライズする情報を含
む。これは、ユーザのキャラクタと関連する情報を含むため、ビデオゲームは、そのユー
ザへ一意であり得るキャラクタ（たとえば、体型、外観、衣服、武器など）によってレン
ダリングされる。その方式において、ユーザがセーブしたデータは、対応するユーザのゲ
ームプレイについてキャラクタの生成を可能にし、そこでキャラクタは、スナップショッ
トと関連するビデオゲーム内のポイントに対応するステートを有する。たとえば、ユーザ
がセーブしたデータは、ゲームをプレイするときにユーザ５が選択したゲーム難易度、ゲ
ームレベル、キャラクタ属性、キャラクタ位置、残存ライフ数、利用可能な残機数、アー
マー、トロフィー、タイムカウンタ値、及び他のアセット情報などを含むことができる。
またユーザがセーブしたデータは、たとえば、ユーザ５を識別するユーザプロファイルデ
ータを含むことができる。ユーザがセーブしたデータをデータベース１４１に格納する。
【００５９】
　加えて、スナップショットは、人工知能（ＡＩ）モジュール２１５により生成されるラ
ンダムシードデータをも含む。ランダムシードデータは、元のゲームコードの部分ではな
いことがあるが、ゲーム環境をユーザへよりリアルに、及び／または魅力的にみせるため
にオーバーレイに加えられることができる。すなわち、ランダムシードデータは、ユーザ
のゲームプレイに対応するポイントに存在するゲーム環境についての追加の特徴を提供す
る。たとえば、ＡＩキャラクタをオーバーレイにランダムに生成し、提供することができ
る。ＡＩキャラクタは、ゲームをプレイするいかなるユーザとも関連しないが、ゲーム環
境に配置され、ユーザのエクスペリエンスを向上させる。図解のように、これらのＡＩキ
ャラクタは、都市のシーンにおいて通りをランダムに歩くことができる。加えて、他のオ
ブジェクトをオーバーレイ内に生成し、提示することができる。たとえば、背景における
雲、及び空間を通り飛ぶ鳥をオーバーレイ内に生成し、提示することができる。ランダム
シードデータをランダムシードデータベース１４３に格納する。
【００６０】
　その方式において、ユーザ５のゲームプレイを経験したい別のユーザは、関心のビデオ
ゲーム内のポイントに対応するスナップショットを選択することができる。たとえば、ユ
ーザによるノードグラフ内のタイムラインまたはノードに提示されるスナップショット画
像の選択は、ゲームプロセッサ２０１のジャンプ実行エンジン２１６が対応するスナップ
ショットにアクセスし、このスナップショットに基づきビデオゲームの別のインスタンス
をインスタンス化し、このスナップショットに対応するビデオゲーム内のポイントにおい
て開始するビデオゲームを実行することを可能にする。その方式において、スナップショ
ットは、要求するユーザがスナップショットに対応するポイントにおいてユーザ５のゲー
ムプレイにジャンプすることを可能にする。加えて、ユーザ５は、他のユーザのゲームプ
レイにアクセスすることができる、または対応するスナップショットを使用して同一の、
もしくは他のゲームアプリケーションにおける自身の前のゲームプレイにアクセスするこ
とさえできる。特に、ユーザ５によるスナップショットの選択（たとえば、タイムライン
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において、またはメッセージを通じてなど）は、対応するゲームアプリケーションにおい
て対応するスナップショットを取り込んだポイントにおいて対応するゲームアプリケーシ
ョンを実行し始めるために、実行エンジン２１６がさまざまなデータベースから（たとえ
ば、データベース１４０から）スナップショット（たとえば、メタデータ及び／または情
報）を収集することを可能にする。
【００６１】
　ゲームプロセッサ２０１は、１つの実施形態において、ゲームアプリケーションをプレ
イするときにユーザ５のゲームプレイをサポートするコンパニオンインタフェースを生成
するように構成される、位置に基づくコンパニオンアプリケーションジェネレータ２１３
を含む。別の実施形態において、同様に構成されるコンパニオンアプリケーションジェネ
レータ１１３は、ユーザ５へローカルにある。いずれの事例においても、ジェネレータ２
１３または１１３を使用して、ユーザ５のゲームプレイに基づくユーザ５へ配信される、
またはこのユーザから受信されるコンテキストに関連する情報（たとえば、支援情報、メ
ッセージなど）を作成することが可能であり、そこでコンテキストに関連する情報は、位
置に基づく情報（たとえば、スナップショット）を使用して作成される。またコンテキス
トに関連する情報は、ゲームアプリケーションをプレイする他のユーザのゲームプレイか
ら収集される情報に基づくことができる。たとえば、実施形態において、位置に基づく情
報は、この情報が複数のゲームプレイの観測及び／または分析を通して決定されることが
できるように、クラウドソーシング環境内の同一のゲームアプリケーションをプレイする
複数のユーザの現在の、及び／または過去のゲームプレイに基づくことができる。その方
式において、クラウドソーシングコンテンツは、ゲームプレイ中に見出されることができ
、そこでコンテンツは、同一のゲームアプリケーションをプレイする他のプレイヤーに有
用である、または向上したユーザエクスペリエンスをこれらの他のユーザへ与えることが
できる。コンテキストに関連する情報は、ユーザのフレンドから生成されることができる
。ユーザは、孤立してゲームアプリケーションをプレイする（たとえば、単独でプレイす
る）ことができ、第一ユーザのゲームプレイを進める際に、または向上したユーザエクス
ペリエンスを提供するために有用であるコンパニオンインタフェースを通して情報を受信
することができる。ユーザは、同時に（たとえば、孤立して、またはマルチプレイヤーモ
ードにおいて、）ゲームアプリケーションをプレイするすべてのフレンドのグループとプ
レイすることができ、そこで情報は、フレンド間のリアルタイムインタラクションを提供
する。
【００６２】
　特に、ジェネレータ２１３または１１３は、ゲームプレイの特定のコンテキスト（たと
えば、キャラクタの現在の位置、ゲームステート情報など）についての特定のゲームアプ
リケーション（たとえば、スナップショットに基づき）のためにユーザ５のゲームプレイ
の進度を決定し、またユーザ５のゲームプレイを表示するデバイスとは異なるデバイス１
１上に表示可能であるコンパニオンインタフェースに配信されることができるコンテキス
トに関連する情報を決定するように構成可能である。たとえば、コンテキストに関連する
情報は、ゲームアプリケーションを通して進行する際に支援を与える情報を提供すること
ができる。コンテキストに関連する情報は、ユーザ５のゲームプレイがどこに行くかを予
測するように構成される、予測エンジン２１４により提供される情報を考慮することがで
き、この情報は、キャラクタがどのエリアを訪れるか、どのタスクがゲームプレイを進め
るのに必要とされるか、ゲームプレイを進めるためにどのアセット（たとえば、必要とさ
れたタスクを成し遂げるために必要とされるアセット）が必要とされるかなどを含むよう
に構成される。
【００６３】
　一般的に、セカンダリ情報は、ＨＭＤに実装される環境などの、ＶＲ視聴環境のアクテ
ィブゾーンに提示されるメインコンテンツとインタラクトしている、対応するユーザのペ
リフェラルゾーン内に提供されることができる。ＶＲ視聴環境は、１つの実施態様におい
てバックエンドサーバに、またはローカルにＶＲコンテンツエンジン１９９に、ＶＲコン
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テンツエンジン２９９によって生成されることができる。またコンパニオンインタフェー
スに提示されるセカンダリ情報を使用して、ユーザ５は、アクティブゾーンに提示される
ゲームアプリケーションをプレイするユーザのゲームプレイに関連する支援情報、または
メインコンテンツに関連する他の情報（たとえば、メインコンテンツとして提示される映
画内の俳優に関連する情報）などのような、コンテキストに関連するコンテンツを作成す
ることができる。
【００６４】
　１つの実施形態において、コンパニオンインタフェースは、表示及びインタラクション
用にデバイス１１（たとえば、タブレット）へ配信され、そこでデバイス１１は、ユーザ
５のインタラクションのためにゲームアプリケーションを実行する、及び／またはこのゲ
ームアプリケーションの実行をサポートするように構成されるクライアントデバイス１０
０とは異なることができる。たとえば、第一通信チャネルは、ゲームサーバ２０５とクラ
イアントデバイス１００との間に確立されることができ、別個の、第二通信チャネルは、
ゲームサーバ２０５とデバイス１１との間に確立されることができる。別の実施形態にお
いて、セカンダリ情報（たとえば、コンパニオンインタフェース）を、表示及びインタラ
クション用にＨＭＤ１０２へ配信する。
【００６５】
　図１Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、対応するユーザへローカルに実行する１つ
以上のゲームアプリケーションをプレイする１人以上のユーザにゲーム制御を提供するシ
ステム１０６Ｂを示し、そこでバックエンドサーバサポート（たとえば、ゲームサーバ２
０５を通してアクセス可能である）は、ＨＭＤ１０２に実装されるようなＶＲ視聴環境に
提示される対応するユーザのゲームプレイをサポートする位置に基づくコンパニオンイン
タフェースを実装することができ、そこでコンパニオンインタフェースまたはその中に提
示される情報は、ＶＲ視聴環境内のペリフェラルゾーンに提示される。１つの実施形態に
おいて、システム１０６Ｂは、対応するユーザのゲームプレイをサポートする位置に基づ
くコンパニオンインタフェースを実装する、図１Ａのシステム１０、及び図２のシステム
２００と連携して動作し、そこですべてのコンポーネントは、明確さのために示されない
。ここで図面を参照して、同様の参照番号は、同一の、または対応する部分を示す。
【００６６】
　図１Ｂに示されるように、複数のユーザ１１５（たとえば、ユーザ５Ａ、ユーザ５Ｂ．
．．ユーザ５Ｎ）は、複数のゲームアプリケーションをプレイし、そこで各ゲームアプリ
ケーションは、対応するユーザの対応するクライアントデバイス１００（たとえば、ゲー
ムコンソール）上でローカルに実行される。加えて、複数のユーザ１１５のそれぞれは、
先に導入され、表示用にコンパニオンインタフェースを受信する、及び／または生成する
ように構成される、デバイス１１及び／またはＨＭＤ１０２へのアクセスを有し、そこで
コンパニオンインタフェースは、前述されるような、対応するゲームアプリケーションを
プレイする対応するユーザについてのセカンダリ情報（たとえば、コンテキストに関連す
る情報）を提供し、そこでセカンダリ情報は、表示されるようなＶＲ視聴環境のアクティ
ブゾーン内に提示されるメインコンテンツを視聴するユーザのペリフェラルゾーン内に提
示される。各クライアントデバイス１００は、対応するゲームアプリケーションのローカ
ルな実行を同様に行うように構成されることができる。たとえば、ユーザ５Ａは、対応す
るクライアントデバイス１００上で第一ゲームアプリケーションをプレイすることができ
、そこで第一ゲームアプリケーションのインスタンスは、対応するゲームタイトル実行エ
ンジン１１１により実行される。第一ゲームアプリケーションを実装するゲームロジック
１２６Ａ（たとえば、実行可能なコード）は、対応するクライアントデバイス１００上に
格納され、第一ゲームアプリケーションを実行するために使用される。例示目的のために
、ゲームロジックは、対応するクライアントデバイス１００へ、ポータブルメディア（た
とえば、フラッシュドライブ、コンパクトディスクなど）を通して、またはネットワーク
を通して配信される（たとえば、インターネット１５０を通してゲームプロバイダからダ
ウンロードされる）ことができる。加えて、ユーザ５Ｂは、対応するクライアントデバイ
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ス１００上で第二ゲームアプリケーションをプレイし、そこで第二ゲームアプリケーショ
ンのインスタンスは、対応するゲームタイトル実行エンジン１１１により実行される。第
二ゲームアプリケーションは、ユーザ５Ａについて実行する第一ゲームアプリケーション
、または異なるゲームアプリケーションと同一であり得る。第二ゲームアプリケーション
を実装するゲームロジック１２６Ｂ（たとえば、実行可能なコード）は、前述されるよう
に対応するクライアントデバイス１００上に格納され、第二ゲームアプリケーションを実
行するために使用される。さらに、ユーザ１１５Ｎは、対応するクライアントデバイス１
００上で第Ｎゲームアプリケーションをプレイし、そこで第Ｎゲームアプリケーションの
インスタンスは、対応するゲームタイトル実行エンジン１１１により実行される。第Ｎゲ
ームアプリケーションは、第一もしくは第二ゲームアプリケーションと同一であり得る、
または完全に異なるゲームアプリケーションであり得る。第三ゲームアプリケーションを
実装するゲームロジック１２６Ｎ（たとえば、実行可能なコード）は、前述されるように
対応するクライアントデバイス１００上に格納され、第Ｎゲームアプリケーションを実行
するために使用される。
【００６７】
　前述されるように、クライアントデバイス１００は、ゲームコントローラ、タブレット
コンピュータ、キーボード、ビデオカメラにより取り込まれるジェスチャ、マウス、タッ
チパッドなどのような、さまざまなタイプの入力デバイスからの入力を受信することがで
きる。クライアントデバイス１００は、ネットワーク１５０経由でゲームサーバ２０５に
接続することが可能である少なくともメモリ及びプロセッサモジュールを含む、いずれか
のタイプのコンピューティングデバイスであり得る。また、対応するユーザのクライアン
トデバイス１００は、ローカルに、またはリモートに実行するゲームタイトル実行エンジ
ン１１１により実行される、レンダリングされた画像を生成するために、及びディスプレ
イ（たとえば、ディスプレイ１１、ＨＭＤ１０２など）上にレンダリングされた画像を表
示するために構成される。たとえば、レンダリングされた画像は、ユーザ５Ａのクライア
ントデバイス１００上で実行する第一ゲームアプリケーションのインスタンスと関連する
ことができる。たとえば、対応するクライアントデバイス１００は、ゲームプレイを駆動
するために使用される入力コマンドなどを通して、対応するユーザのゲームプレイを実装
するためにローカルに、またはリモートに実行されるような対応するゲームアプリケーシ
ョンのインスタンスとインタラクトするように構成される。
【００６８】
　１つの実施形態において、クライアントデバイス１００は、ゲームアプリケーションを
プレイする、対応するユーザについてシングルプレイヤーモードで動作する。ゲームサー
バ２０５を介してバックエンドサーバサポートは、本開示の１つの実施形態に従い、以下
に説明されるような、対応するユーザのゲームプレイをサポートする、位置に基づくコン
パニオンインタフェースサービスを提供することができる。
【００６９】
　別の実施形態において、複数のクライアントデバイス１００は、特定のゲームアプリケ
ーションを各プレイする、対応するユーザについてマルチプレイヤーモードで動作する。
その事例において、ゲームサーバを介してバックエンドサーバサポートは、マルチプレイ
ヤー処理エンジン１１９などを通して、マルチプレイヤー機能性を提供することができる
。特に、マルチプレイヤー処理エンジン１１９は、特定のゲームアプリケーションについ
てマルチプレイヤーゲームセッションを制御するために構成される。たとえば、マルチプ
レイヤー処理エンジン１１９は、マルチプレイヤーセッションコントローラ１１６と通信
し、これは、マルチプレイヤーゲームセッションに参加するユーザ及び／またはプレイヤ
ーのそれぞれとの通信セッションを確立し、維持するように構成される。その方式におい
て、セッション中のユーザは、マルチプレイヤーセッションコントローラ１１６により制
御されるように、相互と通信することが可能である。
【００７０】
　さらに、マルチプレイヤー処理エンジン１１９は、各ユーザの対応するゲーム環境内で
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ユーザ間のインタラクションを可能にするために、マルチプレイヤーロジック１１８と通
信する。特に、ステート共有モジュール１１７は、マルチプレイヤーゲームセッションに
おいて各ユーザについてのステートを管理するように構成される。たとえば、ステートデ
ータは、特定のポイントにおいて対応するユーザについてのゲームプレイの（ゲームアプ
リケーションの）ステートを定義するゲームステートデータを含むことができる。たとえ
ば、ゲームステートデータは、ゲームキャラクタ、ゲームオブジェクト、ゲームオブジェ
クト属性、ゲーム属性、ゲームオブジェクトステート、グラフィックオーバーレイなどを
含むことができる。その方式において、ゲームステートデータは、ゲームアプリケーショ
ン内の対応するポイントに存在するゲーム環境の生成を可能にする。またゲームステート
データは、ＣＰＵ、ＧＰＵ、メモリ、レジスタ値、プログラムカウンタ値、プログラマブ
ルＤＭＡステート、ＤＭＡについてバッファリングされたデータ、オーディオチップステ
ート、ＣＤ－ＲＯＭステートなどのステートのような、ゲームプレイをレンダリングする
ために使用されるあらゆるデバイスのステートを含むことができる。またゲームステート
データは、実行可能なコードのどの部分がそのポイントからビデオゲームを実行するため
にロードされる必要があるかを識別することができる。ゲームステートデータは、図１Ａ
及び図２のデータベース１４０内に格納されることができ、ステート共有モジュール１１
７によりアクセス可能である。
【００７１】
　さらに、ステートデータは、対応するプレイヤーについてビデオゲームをパーソナライ
ズする情報を含むユーザがセーブしたデータを含むことができる。これは、ユーザにより
プレイされるキャラクタと関連する情報を含むため、ビデオゲームは、そのユーザへ一意
であり得るキャラクタ（たとえば、位置、体型、外観、衣服、武器など）によってレンダ
リングされる。その方式において、ユーザがセーブしたデータは、対応するユーザのゲー
ムプレイについてキャラクタの生成を可能にし、そこでこのキャラクタは、対応するユー
ザが現在経験しているゲームアプリケーション内のポイントに対応するステートを有する
。たとえば、ユーザがセーブしたデータは、ゲームをプレイするときに対応するユーザ１
１５Ａが選択したゲーム難易度、ゲームレベル、キャラクタ属性、キャラクタ位置、残存
ライフ数、利用可能な残機数、アーマー、トロフィー、タイムカウンタ値などを含むこと
ができる。またユーザがセーブしたデータは、たとえば、対応するユーザ１１５Ａを識別
するユーザプロファイルデータを含むことができる。ユーザがセーブしたデータをデータ
ベース１４０に格納することができる。
【００７２】
　その方式において、ステート共有データ１１７及びマルチプレイヤーロジック１１８を
使用してマルチプレイヤー処理エンジン１１９は、マルチプレイヤーゲームセッションに
参加するユーザの各ゲーム環境内にオブジェクト及びキャラクタをオーバーレイ／挿入す
ることが可能である。たとえば、第一ユーザのキャラクタを第二ユーザのゲーム環境内へ
オーバーレイ／挿入する。これは、マルチプレイヤーゲームセッションにおけるユーザ間
のインタラクションを、自身の各ゲーム環境のそれぞれを介して（たとえば、画面上に表
示されるように）可能にする。
【００７３】
　加えて、ゲームサーバ２０５を介してバックエンドサーバサポートは、コンパニオンア
プリケーションジェネレータ２１３により生成されるコンパニオンインタフェースを通し
て提供される、位置に基づくコンパニオンアプリケーションサービスを提供することがで
きる。別の実施形態において、コンパニオンアプリケーションジェネレータ１１３は、ユ
ーザ５へローカルにあり、同様に構成される。先に導入されるように、ジェネレータ２１
３及び／または１１３は、ユーザ５へ配信される、またはこのユーザから受信されるコン
テキストに関連する情報（たとえば、支援情報、メッセージなど）を含む、セカンダリ情
報を作成するように構成される。この情報は、特定のアプリケーションについてユーザ５
のゲームプレイに基づき（たとえば、スナップショットに提供される情報に基づき）生成
されることができる。その方式において、ジェネレータ２１３または１１３は、ユーザ５
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のゲームプレイのコンテキストを決定することが可能であり、またデバイス１１（たとえ
ば、ユーザ５のゲームプレイを表示するデバイスとは異なる）またはＨＭＤ１０２上に表
示可能であるコンパニオンインタフェースに配信可能であるコンテキストに関連する情報
を提供する（ユーザ５のゲームプレイの表示と同時に起こる）ことが可能である。
【００７４】
　図１Ｃは、本開示の１つの実施形態に従い、クラウドゲームネットワーク経由で実行さ
れるようなそれぞれのＶＲ視聴環境においてゲームアプリケーションをプレイする１人以
上のユーザ１１５（たとえば、ユーザ５Ｌ、５Ｍ．．．５Ｚ）へゲーム制御を提供するシ
ステム１０６Ｃを示し、そこでバックエンドサーバサポートは、対応するユーザのペリフ
ェラルゾーン内に位置する対応するユーザのゲームプレイをサポートする位置に基づくコ
ンパニオンインタフェースを実装することができ、そこで新規の情報またはデータが視聴
するために利用可能であるときに、ユーザの注目は、ペリフェラルゾーンに向けられる。
いくつかの実施形態において、クラウドゲームネットワークは、ホストマシンのハイパー
バイザ上で実行する複数の仮想マシン（ＶＭ）を含むゲームクラウドシステム２１０であ
り得、１つ以上の仮想マシンは、ホストのハイパーバイザに利用可能であるハードウェア
リソースを利用するゲームプロセッサモジュールを実行するように構成される。１つの実
施形態において、システム１０６Ｃは、対応するユーザのゲームプレイをサポートする位
置に基づくコンパニオンインタフェースを実装する、図１Ａのシステム１０、及び／また
は図２のシステム２００と連携して動作する。ここで図面を参照して、同様の参照番号は
、同一の、または対応する部分を示す。
【００７５】
　示されるように、ゲームクラウドシステム２１０は、複数のインタラクティブビデオゲ
ームまたはゲームアプリケーションへのアクセスを提供するゲームサーバ２０５を含む。
ゲームサーバ２０５は、クラウド内で利用可能である、いずれかのタイプのサーバコンピ
ューティングデバイスであり得、１つ以上のホスト上で実行する１つ以上の仮想マシンと
して構成されることができる。たとえば、ゲームサーバ２０５は、ユーザについてのゲー
ムアプリケーションのインスタンスをインスタンス化するゲームプロセッサをサポートす
る仮想マシンを管理することができる。このように、複数の仮想マシンと関連するゲーム
サーバ２０５の複数のゲームプロセッサは、複数のユーザ１１５のゲームプレイと関連す
るゲームアプリケーションの複数のインスタンスを実行するように構成される。その方式
において、バックエンドサーバサポートは、複数の対応するユーザへ複数のゲームアプリ
ケーションのゲームプレイの媒体（たとえば、ビデオ、オーディオなど）のストリーミン
グを提供する。
【００７６】
　複数のユーザ１１５は、ネットワーク１５０を介してゲームクラウドシステム２１０に
アクセスし、そこでユーザ（たとえば、ユーザ５Ｌ、５Ｍ．．．５Ｚ）は、対応するクラ
イアントデバイス１００’を介してネットワーク１５０にアクセスし、そこでクライアン
トデバイス１００’は、図１Ａから図１Ｂのクライアントデバイス１００（たとえば、ゲ
ーム実行エンジン１１１などを含む）と同様に構成されることができる、または計算機能
性（たとえば、ゲーム実行エンジン２１１を含む）を提供するバックエンドサーバとイン
タフェースで接続することになっているシンクライアントとして構成されることができる
。加えて、複数のユーザ１１５のそれぞれは、先に導入され、表示用にコンパニオンイン
タフェースを受信する、及び／または生成するように構成される、デバイス１１またはＨ
ＭＤ１０２へのアクセスを有し、このコンパニオンインタフェースは、前述されるような
、ＶＲ視聴環境内に提示される対応するゲームアプリケーションをプレイする対応するユ
ーザのペリフェラルゾーン内にセカンダリ情報（たとえば、コンテキストに関連する情報
）を提供する。特に、対応するユーザ５Ｌのクライアントデバイス１００’は、インター
ネットなどのネットワーク１５０経由でゲームアプリケーションへのアクセスを要求する
ために、及びゲームサーバ２０５により実行され、対応するユーザ５Ｌと関連する表示装
置へ配信される、ゲームアプリケーション（たとえば、ビデオゲーム）のインスタンスを
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レンダリングするために構成される。たとえば、ユーザ５Ｌは、ゲームサーバ２０５のゲ
ームプロセッサ上で実行するゲームアプリケーションのインスタンスとクライアントデバ
イス１００’を通してインタラクトすることができる。さらに特に、ゲームアプリケーシ
ョンのインスタンスは、ゲームタイトル実行エンジン２１１により実行される。ゲームア
プリケーションを実装するゲームロジック（たとえば、実行可能なコード）は、前述され
る、データストア１４０を通して格納され、アクセス可能であり、ゲームアプリケーショ
ンを実行するために使用される。ゲームタイトル処理エンジン２１１は、示されるように
、複数のゲームロジック１７７を使用して複数のゲームアプリケーションをサポートする
ことが可能である。
【００７７】
　前述されるように、クライアントデバイス１００’は、ゲームコントローラ、タブレッ
トコンピュータ、キーボード、ビデオカメラにより取り込まれるジェスチャ、マウス、タ
ッチパッドなどのような、さまざまなタイプの入力デバイスからの入力を受信することが
できる。クライアントデバイス１００’は、ネットワーク１５０経由でゲームサーバ２０
５に接続することが可能である少なくともメモリ及びプロセッサモジュールを含む、いず
れかのタイプのコンピューティングデバイスであり得る。また、対応するユーザのクライ
アントデバイス１００’は、ローカルに、またはリモートに実行するゲームタイトル実行
エンジン２１１により実行される、レンダリングされた画像を生成するために、及びディ
スプレイ上にレンダリングされた画像を表示するために構成される。たとえば、レンダリ
ングされた画像は、ユーザ５Ｌのクライアントデバイス１００’上で実行する第一ゲーム
アプリケーションのインスタンスと関連することができる。たとえば、対応するクライア
ントデバイス１００’は、ゲームプレイを駆動するために使用される入力コマンドなどを
通して、対応するユーザのゲームプレイを実装するためにローカルに、またはリモートに
実行されるような対応するゲームアプリケーションのインスタンスとインタラクトするよ
うに構成される。
【００７８】
　別の実施形態において、前述される、マルチプレイヤー処理エンジン１１９は、ゲーム
アプリケーションについてマルチプレイヤーゲームセッションを制御することを提供する
。特に、マルチプレイヤー処理エンジン１１９がマルチプレイヤーゲームセッションを管
理するときに、マルチプレイヤーセッションコントローラ１１６は、マルチプレイヤーセ
ッション内のユーザ及び／またはプレイヤーのそれぞれとの通信セッションを確立し、維
持するように構成される。その方式において、セッション中のユーザは、マルチプレイヤ
ーセッションコントローラ１１６により制御されるように、相互と通信することが可能で
ある。
【００７９】
　さらに、マルチプレイヤー処理エンジン１１９は、各ユーザの対応するゲーム環境内で
ユーザ間のインタラクションを可能にするために、マルチプレイヤーロジック１１８と通
信する。特に、ステート共有モジュール１１７は、マルチプレイヤーゲームセッションに
おいて各ユーザについてのステートを管理するように構成される。たとえば、ステートデ
ータは、前述されるように、特定のポイントにおいて対応するユーザ１１５Ａについての
ゲームプレイの（ゲームアプリケーションの）ステートを定義するゲームステートデータ
を含むことができる。さらに、前述されるように、ステートデータは、対応するプレイヤ
ーについてビデオゲームをパーソナライズする情報を含むユーザがセーブしたデータを含
むことができる。たとえば、ステートデータは、ユーザのキャラクタと関連する情報を含
むため、ビデオゲームは、そのユーザへ一意であり得るキャラクタ（たとえば、体型、外
観、衣服、武器など）によってレンダリングされる。その方式において、ステート共有デ
ータ１１７及びマルチプレイヤーロジック１１８を使用してマルチプレイヤー処理エンジ
ン１１９は、マルチプレイヤーゲームセッションに参加するユーザの各ゲーム環境内にオ
ブジェクト及びキャラクタをオーバーレイ／挿入することが可能である。これは、マルチ
プレイヤーゲームセッションにおけるユーザ間のインタラクションを、自身の各ゲーム環
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境のそれぞれを介して（たとえば、画面上に表示されるように）可能にする。
【００８０】
　加えて、ゲームサーバ２０５を介してバックエンドサーバサポートは、コンパニオンア
プリケーションジェネレータ２１３により生成されるコンパニオンインタフェースを通し
て提供される、位置に基づくコンパニオンアプリケーションサービスを提供することがで
きる。別の実施形態において、コンパニオンアプリケーションジェネレータ１１３は、ユ
ーザ５へローカルにあり、同様に構成される。先に導入されるように、ジェネレータ２１
３及び／または１１３は、対応するユーザ（たとえば、ユーザ５Ｌ）へ配信される、また
はこのユーザから受信されるコンテキストに関連する情報（たとえば、支援情報、メッセ
ージなど）を作成するように構成される。この情報は、特定のアプリケーションについて
ユーザのゲームプレイに基づき（たとえば、スナップショットに提供される情報に基づき
）生成される。その方式において、ジェネレータ２１３及び／または１１３は、対応する
ユーザのゲームプレイのコンテキストを決定することが可能であり、またデバイス１１（
たとえば、ユーザ５Ｌのゲームプレイを表示するデバイスとは異なる）及び／またはＨＭ
Ｄ１０２上に表示可能であるコンパニオンインタフェースに配信可能であるコンテキスト
に関連する情報を提供する（たとえば、ユーザ５のゲームプレイの表示と同時に起こる）
ことが可能である。
【００８１】
　図１Ｄは、本発明の実施形態に従い、ＶＲコンテンツの生成（たとえば、ゲームアプリ
ケーション及び／またはビデオゲーム、ビデオコンテンツなどの実行）、及びユーザ５と
関連するＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内のＶＲコンテンツとしてのメインコンテンツ
の提示、及びこのアクティブゾーンの外側にあるペリフェラルゾーン内のセカンダリ情報
の生成及び／または提示と併せてＨＭＤ１０２の機能を概念的に示す。いくつかの実施態
様において、ＶＲコンテンツエンジン１９９は、前述されるように、ＨＭＤ１０２に通信
可能にカップリングされるローカライズされたクライアントデバイス１００（図示せず）
上で実行される。たとえば、アプリケーションを実行するＶＲコンテンツエンジン１９９
は、ビデオゲームを実行するゲームエンジンであり得、ビデオゲームのゲームステートを
更新する入力を受信するように構成される。ゲームエンジンは、前述されるような、ゲー
ムコンソール、またはバックエンドゲームサーバであり得る。ビデオゲームのゲームステ
ートは、オブジェクトの存在及び位置、仮想環境の条件、イベントのトリガリング、ユー
ザプロファイル、ビューパースペクティブ、ユーザ５により取られるアクション、コント
ローラアクション、視線追跡情報などの、現在のゲームプレイのさまざまな態様を定義す
る、ビデオゲームのさまざまなパラメータの値により、少なくとも部分的に、定義される
ことが可能である。
【００８２】
　図示された実施形態において、ＶＲコンテンツエンジン１９９は、例として、コントロ
ーラ入力１６１、オーディオ入力１６２及び動き入力１６３を受信する。コントローラ入
力１６１は、ハンドヘルドゲームコントローラ６（たとえば、Ｓｏｎｙ　ＤＵＡＬＳＨＯ
ＣＫ（登録商標）４無線コントローラ、Ｓｏｎｙ　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）
Ｍｏｖｅモーションコントローラー）、またはウェアラブルグローブインタフェースコン
トローラなどのようなウェアラブルコントローラのような、ＨＭＤ１０２とは異なるゲー
ムコントローラの動作から定義されることができる。例として、コントローラ入力１６１
は、ゲームコントローラの動作から処理される、向き入力、ボタン押下、トリガ起動、動
き、ジェスチャまたは他の種類の入力を含むことができる。オーディオ入力１６２は、Ｈ
ＭＤ１０２のマイクロホン１５１から、または画像キャプチャ装置１０８内に含まれるマ
イクロホン、もしくはローカルシステム環境内の他の箇所から処理されることが可能であ
る。動き入力１６３は、ＨＭＤ１０２内に含まれる動きセンサ１５９から、またはそれが
ＨＭＤ１０２の画像を取り込む場合に画像キャプチャ装置１０８から処理されることが可
能である。たとえば、動きセンサ１５９は、ユーザ５の頭部の動きと関連するＨＭＤ１０
２の加速度データを取り込むように構成される慣性センサを含むことができる。加えて、



(23) JP 2021-7019 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

画像キャプチャ装置１０８は、ユーザ５の頭部の動きを監視する頭部追跡のために構成さ
れることができる。その方式において、頭部の動き、及び／または目の動きを追跡するこ
とにより、頭部及び／または目がユーザと関連するＶＲ視聴環境内のペリフェラルゾーン
方向に向けられるときに、セカンダリデータは、ＶＲ視聴環境を視聴するユーザの視野（
ＦＯＶ）内に提示されることができる。ＶＲコンテンツエンジン１９９（たとえば、ゲー
ムアプリケーションを実行する）は、ビデオゲームのゲームステートを更新するためにゲ
ームエンジンの構成に従い処理される入力を受信する。エンジン１９９は、ユーザ５に提
示されるコンテンツを定義するようにゲームステートデータを処理するさまざまなレンダ
リングモジュールへゲームステートデータを出力する。
【００８３】
　図示された実施形態において、ビデオレンダリングモジュール１８３は、ＨＭＤ１０２
上に提示されるときにユーザ５に三次元ＶＲエクスペリエンスを与える、ＶＲコンテンツ
１９８を含むビデオストリームをレンダリングするように定義される。ＨＭＤ１０２内の
光学系１７０のレンズは、ＶＲコンテンツ１９８を視聴するために構成される。ＨＭＤ１
０２がユーザ５により装着されるときに、光学系１７０のレンズが表示画面１７５とユー
ザ５の目１６０との間にあるように、表示画面１７５は、光学系１７０のレンズの背部に
配置される。その方式において、ビデオストリームは、表示画面／プロジェクタ機構１７
５により提示され、ユーザ５の目１６０により光学系１７０を通して視聴されることがで
きる。ＨＭＤユーザ５は、たとえば、ＨＭＤを装着し、ゲームプレイ用のビデオゲームを
選択することにより、インタラクティブＶＲコンテンツ（たとえば、ＶＲビデオソース、
ビデオゲームコンテンツなど）とインタラクトすることを選ぶことができる。ビデオゲー
ムからのインタラクティブ仮想現実（ＶＲ）シーンは、ＨＭＤの表示画面１７５上でレン
ダリングされる。その方式において、ＨＭＤは、ユーザの目のすぐ近くにＨＭＤの表示機
構をプロビジョニングすることによりゲームプレイにユーザ５が完全に没入することを可
能にする。コンテンツをレンダリングするためにＨＭＤの表示画面に画定される表示領域
は、ユーザ５の視野の大部分または全体さえ占有することができる。たとえば、メインコ
ンテンツをＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内に提示する。典型的に、各目は、１つ以上
の表示画面を視聴する光学系１７０の関連したレンズによりサポートされる。
【００８４】
　オーディオレンダリングモジュール１８２は、ユーザ５が聴くためのオーディオストリ
ームをレンダリングするように構成される。１つの実施形態において、オーディオストリ
ームは、ＨＭＤ１０２と関連するスピーカ１５２を通して出力される。オーディオを提示
することが可能である、オープンエアスピーカ、ヘッドホン、またはいずれかの他の種類
のスピーカの形態をスピーカ１５２が取ることができることを理解するであろう。
【００８５】
　１つの実施形態において、視線追跡カメラ１６５は、ＨＭＤ１０２内に含まれ、ユーザ
５の視線の追跡を可能にする。１つの視線追跡カメラ１６５のみを含むが、１つより多い
視線追跡カメラを用いて、ユーザ５の視線を追跡することができることに留意するべきで
ある。視線追跡カメラは、ユーザの目の画像を取り込み、これらの画像は、ユーザ５の視
線の向きを決定するために分析される。１つの実施形態において、ユーザ５の視線の向き
についての情報を利用して、ビデオレンダリングに影響を与えることが可能である。たと
えば、ユーザの目が特定の向きを見ていると判定される場合に、つぎにその向きについて
のビデオレンダリングは、たとえば、ユーザ５が見ている領域内のより詳細な、またはよ
り高速な更新を提供することにより、優先順位付けされる、または強調されることが可能
である。１つの実施形態において、ユーザ５の視線がメインコンテンツを提示するアクテ
ィブゾーン外側のペリフェラルゾーンに向けられることを検出するときに、セカンダリ情
報は、ユーザのＦＯＶに提示される。ヘッドマウントディスプレイに関して、ユーザ５が
置かれる実環境に関して、及び／またはヘッドマウントディスプレイ上にレンダリングさ
れている仮想環境に関して、ユーザ５の視線の向きを定義することが可能であることを理
解するであろう。
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【００８６】
　概して、視線追跡カメラ１９２により取り込まれる画像の分析は、単独で検討される場
合、ＨＭＤ１０２に関するユーザ５の視線の向きを提供する。しかしながら、ＨＭＤ１０
２の追跡された位置及び方向と組み合わせて検討される場合、ユーザ５の実世界の視線の
向きは、ＨＭＤ１０２の位置及び方向がユーザの頭部の位置及び方向と同義であると決定
されることが可能である。すなわち、ユーザ５の実世界の視線の向きは、ユーザの目の位
置の動きを追跡すること、ならびにＨＭＤ１０２の位置及び方向を追跡することから決定
されることが可能である。仮想環境のビューをＨＭＤ１０２上でレンダリングするときに
、ユーザ５の実世界の視線の向きを適用し、仮想環境内のユーザ５の仮想世界の視線の向
きを決定することが可能である。
【００８７】
　加えて、触覚フィードバックモジュール１８１は、ＨＭＤ１０２、またはコントローラ
６などのＨＭＤユーザ５により操作される別のデバイスのいずれか一方に含まれる触覚フ
ィードバックハードウェアへ信号を提供するように構成される。触覚フィードバックは、
振動フィードバック、温度フィードバック、圧力フィードバックなどのような、さまざま
な種類の触感の形態を取ることができる。
【００８８】
　別の実施形態において、メタデータ１６７は、ＶＲコンテンツエンジンから生成され、
ＨＭＤ１０２を通して実装されるようなＶＲ視聴環境においてメインコンテンツを視聴す
るユーザへ配信されるセカンダリコンテンツを決定するために使用される。たとえば、メ
タデータ１６７は、ユーザによりプレイされるゲームアプリケーションのゲーム環境にお
けるキャラクタの現在の位置を決定することができ、そこでセカンダリコンテンツ（たと
えば、コンテキストに関連する情報）は、キャラクタの位置情報に基づきペリフェラルゾ
ーン内のユーザへの表示のために生成される。
【００８９】
　図２は、本開示の実施形態に従い、ゲームクラウドシステム（ＧＣＳ）２１０に格納さ
れるゲームアプリケーションのアクセス及びプレイを可能にするシステム図２００を示す
。概して、ゲームクラウドシステムＧＣＳ２１０は、ネットワーク２２０経由で動作する
クラウドコンピューティングシステムであり、複数のユーザをサポートすることができる
。加えて、ＧＣＳ２１０は、複数のユーザのゲームアプリケーションのゲームプレイ中に
生成されるスナップショットをセーブするように構成され、そこでスナップショットを使
用して、スナップショットに対応するゲームアプリケーション内のポイントにおいて開始
する、要求するユーザについてのゲームアプリケーションのインスタンスを開始すること
が可能である。たとえば、スナップショットジェネレータ２１２は、ゲームアプリケーシ
ョンをプレイする１人以上のユーザのゲームプレイのスナップショットを生成する、及び
／または取り込むために構成される。スナップショットジェネレータ２１２は、ゲームサ
ーバ２０５の外部で、または内部で実行することができる。加えて、スナップショットの
使用を通じてＧＣＳ２１０は、ユーザがゲームアプリケーションを通してナビゲートし、
ゲームアプリケーションの過去及び未来のシーンをプレビューすることを可能にする。さ
らに、スナップショットは、要求するユーザが対応するスナップショットを通じてビデオ
ゲーム内の選択されたポイントにジャンプし、別のユーザのゲームプレイを経験すること
を可能にする。また、ＧＣＳは、ＨＭＤ（図示せず）を通して実装されるようなユーザ５
と関連するＶＲ視聴環境のアクティブゾーンの外側にあるペリフェラルゾーン内にセカン
ダリコンテンツを提示するように構成されることができ、そこでアクティブゾーンは、メ
インコンテンツを提示する。たとえば、セカンダリコンテンツは、ＶＲ視聴環境に表示さ
れるようなゲームアプリケーションをプレイするユーザ５のゲームプレイをサポートする
情報を提供するコンパニオンインタフェースに提示されることができる。さらに特に、シ
ステム２００は、ＧＣＳ２１０、１つ以上のソーシャルメディアプロバイダ２４０、及び
ユーザデバイス２３０を含み、これらのすべては、ネットワーク２２０（たとえば、イン
ターネット）を介して接続される。１つ以上のユーザデバイスは、ネットワーク２２０に
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接続され、ＧＣＳ２１０及びソーシャルメディアプロバイダ２４０により提供されるサー
ビスにアクセスすることができる。
【００９０】
　１つの実施形態において、ゲームクラウドシステム２１０は、ゲームサーバ２０５、ビ
デオレコーダ２７１、タグプロセッサ２７３、及びアカウントマネージャ２７４を含み、
アカウントマネージャは、ユーザプロファイルマネージャ、ゲーム選択エンジン２７５、
ゲームセッションマネージャ２８５、ユーザアクセスロジック２８０、ネットワークイン
タフェース２９０、及びソーシャルメディアマネージャ２９５を含む。ＧＣＳ２１０は、
一般的にデータストア１４０に格納されることができる、ゲームステートストア、ランダ
ムシードストア、ユーザがセーブしたデータストア、スナップショットストアなどの、複
数のゲームストレージシステムをさらに含むことができる。他のゲームストレージシステ
ムは、ゲームコードストア２６１、記録されたゲームストア２６２、タグデータストア２
６３、ビデオゲームデータストア２６４、及びゲームネットワークユーザストア２６５を
含むことができる。１つの実施形態において、ＧＣＳ２１０は、ゲームアプリケーション
、サービス、ゲーム関連のデジタルコンテンツ、ならびにシステム、アプリケーション、
ユーザ及びソーシャルネットワーク間の相互接続性を提供することが可能であるシステム
である。ＧＣＳ２１０は、ネットワークインタフェース２９０を介してソーシャルメディ
アマネージャ２９５を通してユーザデバイス２３０及びソーシャルメディアプロバイダ２
４０と通信することができる。ソーシャルメディアマネージャ２９５は、１人以上のフレ
ンドを関連付けるように構成されることができる。１つの実施形態において、各ソーシャ
ルメディアプロバイダ２４０は、ユーザソーシャルネットワーク接続を示す少なくとも１
つのソーシャルグラフ２４５を含む。
【００９１】
　ユーザＵ０は、ゲームセッションマネージャ２８５を介してＧＣＳ２１０により提供さ
れるサービスにアクセスすることが可能であり、そこでユーザＵ０は、図１のユーザ５を
表現することができる。たとえば、アカウントマネージャ２７４は、ＧＣＳ２１０へのユ
ーザＵ０による認証及びアクセスを可能にする。アカウントマネージャ２７４は、メンバ
ーユーザについての情報を格納する。たとえば、各メンバーユーザについてのユーザプロ
ファイルは、アカウントマネージャ２７４により管理されることができる。その方式にお
いて、メンバー情報は、認証目的のためにアカウントマネージャ２７４により使用される
ことが可能である。たとえば、アカウントマネージャ２７４を使用して、メンバーユーザ
に関連するユーザ情報を更新し、管理することができる。加えて、メンバーユーザにより
所有されるゲームタイトルは、アカウントマネージャ２７４により管理されることができ
る。その方式において、これらのゲームアプリケーションを所有するいずれかのメンバー
ユーザへ、データストア２６４内に格納されるゲームアプリケーションを利用可能にする
。
【００９２】
　１つの実施形態において、ユーザ、たとえば、ユーザＵ０は、ネットワーク２２０経由
の接続を通じてユーザデバイス２３０としてＧＣＳ２１０及びソーシャルメディアプロバ
イダ２４０により提供されるサービスにアクセスすることが可能である。ユーザデバイス
２３０は、有線の、または無線の、ポータブルの、またはポータブルではない、プロセッ
サ及びメモリを含むいずれかのタイプのデバイスを含むことが可能である。１つの実施形
態において、ユーザデバイス２３０は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、また
はポータブルフォームファクタにタッチスクリーン機能を提供するハイブリッドの形態で
あり得る。１つの例示的なデバイスは、オペレーティングシステムを実行し、ネットワー
ク２２０経由で取得されることができ、またローカルポータブルデバイス（たとえば、ス
マートフォン、タブレット、ラップトップ、デスクトップなど）上で実行されることがで
きるさまざまなアプリケーション（ａｐｐ）へのアクセスを備える携帯電話機を含むこと
が可能である。
【００９３】
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　ユーザデバイス２３０は、ユーザＵ０についてのインタフェースとして機能し、ＧＣＳ
２１０及びソーシャルメディアプロバイダ２４０から受信される入力コマンド２３６、及
び表示データ及び／または情報２３５を送信するディスプレイ２３２を含む。ディスプレ
イ２３２は、フラットパネルディスプレイ、ブラウン管（ＣＲＴ）、またはディスプレイ
をレンダリングすることが可能である他のデバイスにより一般に提供されるタッチスクリ
ーン、またはディスプレイとして構成されることが可能である。代替に、ユーザデバイス
２３０は、デスクトップコンピュータまたはラップトップコンピュータに類似する、デバ
イスとは別のそのディスプレイ２３２を含むことが可能である。さらに別の代替の実施形
態において、ユーザデバイス２３０は、ＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内にメインコン
テンツ、及びこのアクティブゾーン外側のペリフェラルゾーン内にセカンダリコンテンツ
を提示する表示機能を提供するＨＭＤを含むことが可能である。追加のデバイス２３１（
たとえば、図１Ａのデバイス１１）は、位置に基づくコンパニオンインタフェースを実装
する目的のためにユーザＵ０に利用可能であり得る。
【００９４】
　１つの実施形態において、ユーザデバイス１３０は、ＧＣＳ２１０と通信し、ユーザＵ

０がゲームアプリケーションをプレイすることを可能にするように構成される。いくつか
の実施形態において、ＧＣＳ２１０は、ホストマシンのハイパーバイザ上で実行する複数
の仮想マシン（ＶＭ）を含むことができ、１つ以上の仮想マシンは、ホストのハイパーバ
イザに利用可能であるハードウェアリソースを利用するゲームプロセッサモジュールを実
行するように構成される。たとえば、ユーザＵ０は、ゲーム選択エンジン２７５を介して
ビデオゲームデータストア２６４において利用可能であるゲームアプリケーションを選択
する（たとえば、ゲームタイトルなどにより）ことができる。ゲームアプリケーションを
シングルプレイヤーゲーム環境内で、またはマルチプレイヤーゲーム環境内でプレイする
ことができる。その方式において、選択されたゲームアプリケーションは、ＧＣＳ２１０
上でゲームサーバ２０５による実行のために有効にされ、ロードされる。１つの実施形態
において、ユーザデバイス２３０がＧＣＳ２１０からゲームビデオフレーム２３５のスト
リームを受信するように、ゲームプレイは、主にＧＣＳ２１０において実行され、ゲーム
プレイを駆動するためのユーザ入力コマンド２３６は、ＧＣＳ２１０へ返送される。スト
リーミングゲームプレイから受信したビデオフレーム２３５をユーザデバイス２３０のデ
ィスプレイ２３２に示す。他の実施形態において、ＧＣＳ２１０は、複数のユーザをサポ
ートする複数のローカルコンピューティングデバイスをサポートするように構成され、そ
こで各ローカルコンピューティングデバイスは、シングルプレイヤーゲームアプリケーシ
ョンまたはマルチプレイヤーゲームアプリケーションなどの、ゲームアプリケーションの
インスタンスを実行することができる。たとえば、マルチプレイヤーゲーム環境において
、ゲームアプリケーションは、ローカルに実行しながら、同時にクラウドゲームネットワ
ークは、各ローカルコンピューティングデバイスから情報（たとえば、ゲームステートデ
ータ）を受信し、その結果、ローカルコンピューティングデバイスのうちの１つ以上の全
体を通してその情報を分散させるため、各ユーザは、マルチプレイヤーゲームアプリケー
ションのゲーム環境内で他のユーザ（たとえば、ビデオゲーム内の対応するキャラクタを
通して）とインタラクトすることが可能である。その方式において、クラウドゲームネッ
トワークは、マルチプレイヤーゲーム環境内の各ユーザについてのゲームプレイを調整し
、組み合わせる。
【００９５】
　１つの実施形態において、ユーザＵ０がプレイするために利用可能なゲームタイトルを
選択した後に、選択されたゲームタイトルについてのゲームセッションは、ユーザＵ０に
よりゲームセッションマネージャ２８５を通して開始されることができる。最初に、ゲー
ムセッションマネージャ２８５は、データストア１４０内のゲームステートストアにアク
セスし、もしあれば、ユーザＵ０によりプレイされた最後のセッションのセーブされたゲ
ームステート（選択されたゲームについての）を取得するため、ユーザＵ０は、前のゲー
ムプレイの停止ポイントからゲームプレイを再開することが可能である。再開または開始
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ポイントを識別すると、ゲームセッションマネージャ２８５は、ゲームプロセッサ２０１
内のゲーム実行エンジンに通知し、ゲームコードストア２６１から選択されたゲームタイ
トルのゲームコードを実行することができる。ゲームセッションを開始した後に、ゲーム
セッションマネージャ２８５は、ネットワークインタフェース２９０を介してユーザデバ
イス、たとえば、ユーザデバイス２３０へゲームビデオフレーム２３５（すなわち、スト
リーミングビデオデータ）を渡すことができる。
【００９６】
　ゲームプレイ中に、ゲームセッションマネージャ２８５は、ゲームプロセッサ２０１、
録画エンジン２７１、及びタグプロセッサ２７３と通信し、ゲームプレイまたはゲームプ
レイセッションの録画（たとえば、ビデオ）を生成する、またはセーブすることができる
。１つの実施形態において、ゲームプレイのビデオ録画は、ゲームプレイ中に入力される
、または提供されるタグコンテンツ、及び他のゲーム関連のメタデータを含むことが可能
である。またタグコンテンツを、スナップショットを介してセーブすることができる。ゲ
ームプレイのビデオ録画は、そのゲームプレイに対応するいずれかのゲームメトリックと
ともに、録画されたゲームストア２６２内にセーブされることができる。いずれかのタグ
コンテンツをタグデータストア２６３内にセーブすることができる。
【００９７】
　ゲームプレイ中に、ゲームセッションマネージャ２８５は、ゲームサーバ２０５のゲー
ムプロセッサ２０１と通信し、ゲームアプリケーションの対応するゲームプレイの結果に
影響を与えるために使用されるユーザ入力コマンド２３６を配信し、取得することができ
る。ユーザＵ０により入力される入力コマンド２３６は、ユーザデバイス２３０からＧＣ
Ｓ２１０のゲームセッションマネージャ２８５へ送信されることができる。入力コマンド
２３６は、ゲームプレイを駆動するために使用される入力コマンドを含み、タグコンテン
ツ（たとえば、テキスト、画像、ビデオ録画クリップなど）を含むように、ユーザインタ
ラクティブ入力を含むことができる。ゲーム入力コマンドは、いずれかのユーザプレイメ
トリック（ユーザがゲームをどのくらいプレイしているかなど）と同様に、ゲームネット
ワークのユーザストアに格納されることができる。ゲームアプリケーションについてのゲ
ームプレイに関連する選択情報を使用して、ユーザに利用可能であり得る複数の特徴を有
効にすることができる。
【００９８】
　ゲームプレイが複数のユーザによりＧＣＳ２１０上で実行されるため、これらのゲーム
プレイから生成され、格納される情報は、特にゲームプレイをＧＣＳ２１０経由で実行す
るときに、いずれかの要求するユーザが他のユーザのゲームプレイを経験することを可能
にする。特に、ＧＣＳ２１０のスナップショットジェネレータ２１２は、ＧＣＳ２１０を
通してゲームアプリケーションをプレイするユーザのゲームプレイにより生成されるスナ
ップショットをセーブするように構成される。ユーザＵ０の事例において、ユーザデバイ
スは、ユーザＵ０がゲームプレイ中にゲームアプリケーションと関わることを可能にする
インタフェースを提供する。ユーザＵ０によるゲームプレイのスナップショットをＧＣＳ
２１０上に生成し、セーブする。スナップショットジェネレータ２１２は、図２に示され
るようなゲームサーバ２０５の外部で実行することができる、または図１Ａに示されるよ
うにゲームサーバ２０５の内部で実行することができる。
【００９９】
　加えて、これらのゲームプレイから収集される情報を使用して、対応するコンパニオン
アプリケーションにユーザＵ０へ提供されるコンテキストに関連する情報を生成すること
ができる。たとえば、先に導入されるような、コンパニオンアプリケーションジェネレー
タ２１３は、ユーザＵ０のゲームプレイをサポートするように構成される位置に基づくコ
ンパニオンインタフェースを実装するために構成され、そこでコンパニオンインタフェー
スは、ユーザＵ０のゲームプレイにおけるキャラクタの位置に基づき生成されるコンテキ
ストに関連する情報（たとえば、メッセージング、支援情報、支援のオファーなど）を含
む。コンパニオンアプリケーションジェネレータ２１３は、図２に示されるようにゲーム
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サーバ２０５の外部で実行することができる、または図１Ａに示されるようにゲームサー
バ２０５の内部で実行することができる。これらの実施態様において、コンテキストに関
連する情報は、このコンテキストに関連する情報を含む、コンパニオンアプリケーション
インタフェースの表示のためにユーザデバイス２３１へネットワーク２２０経由で配信さ
れることができる。別の実施形態において、コンパニオンアプリケーションジェネレータ
２１３は、ユーザに対してローカルである（たとえば、ユーザデバイス２３１内に実装さ
れる）ことができ、コンテキストに関連する情報を生成すること、及び表示することの両
方のために構成されることができる。この実施態様において、ユーザデバイス２３１は、
ローカルネットワーク経由で（または外部ネットワーク２２０を通して）ユーザデバイス
２３０と直接に通信し、コンパニオンアプリケーションインタフェースを実装することが
でき、そこでユーザデバイス２３１は、位置に基づく情報をユーザデバイス２３１へ配信
することができ、そこでデバイス２３０は、コンテキストに関連する情報を含むコンパニ
オンアプリケーションインタフェースを生成し、表示するために構成される。
【０１００】
　さらに、ユーザデバイス２３０は、ユーザＵ０または別のユーザのゲームプレイにおい
て生成されるスナップショットを使用してゲームアプリケーション内の選択されたポイン
トへのジャンプを可能にするインタフェースを提供するように構成される。たとえば、ジ
ャンプゲーム実行エンジン２１６は、対応するスナップショットにアクセスし、このスナ
ップショットに基づきゲームアプリケーションのインスタンスをインスタンス化し、スナ
ップショットに対応するゲームアプリケーション内のポイントにおいて開始するゲームア
プリケーションを実行するために構成される。その方式において、スナップショットは、
要求するユーザが、スナップショットに対応するポイントにおいて対応するユーザのゲー
ムプレイにジャンプすることを可能にする。たとえば、ユーザＵ０は、いずれかの他のユ
ーザのゲームプレイを経験することが可能である、または自身のゲームプレイに戻り、レ
ビューする及び／またはリプレイすることが可能である。すなわち、要求するユーザは、
対応するゲームプレイのスナップショットを介して、そのゲームプレイで使用され、その
ゲームプレイに対応するキャラクタを使用して、ゲームアプリケーションをプレイする。
ジャンプゲーム実行エンジン２１６は、図２に示されるようにゲームサーバ２０５の外部
で実行することができる、または図１Ａに示されるようにゲームサーバ２０５の内部で実
行することができる。
【０１０１】
　図３から図９は、ＶＲ視聴環境（たとえば、ＨＭＤに実装されるような）に表示される
ような、ゲームアプリケーションをプレイするユーザのコンテキスト内で説明され、そこ
でセカンダリ情報は、メインコンテンツを提示するアクティブゾーンの外側にあるペリフ
ェラルゾーンに提示され、そこでユーザの注目は、新規の情報が利用可能であるときにペ
リフェラルゾーンに向けられる。一般に、ゲームアプリケーションは、ユーザ入力に応答
するいずれかのインタラクティブゲームであり得る。いくつかの実施形態において、この
情報は、ユーザのゲームプレイをサポートするように構成される、位置に基づくコンパニ
オンインタフェース内に提供される。
【０１０２】
　本開示の１つの実施形態に従い、ネットワーク経由で通信するゲームサーバ及びクライ
アントデバイスのさまざまなモジュールの詳細な説明に関して、ここでＶＲ視聴環境にお
いてセカンダリコンテンツ（たとえば、データ及び／または情報）を提供する方法は、図
３Ａの流れ図３００Ａに関連して説明される。いくつかの実施形態において、セカンダリ
コンテンツは、ＶＲ視聴環境（たとえば、ＨＭＤにより実装されるような）内のゲームア
プリケーションをプレイするユーザのゲームプレイをサポートするように構成されるコン
パニオンインタフェース内に提供される。たとえば、流れ図３００の方法は、図１Ａから
図１Ｄ及び図２のコンパニオンアプリケーションジェネレータ２１３または１１３により
少なくとも部分的に実行されることができる。
【０１０３】
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　図３Ａに開示されるような本発明の実施形態は、バックエンドゲームサーバに実装され
ることができ、本発明の他の実施形態は、ゲームアプリケーションを実行し、ユーザのゲ
ームプレイのサポートにセカンダリコンテンツを提供するために構成されるゲームプロセ
ッサを含むローカルユーザシステム内の実装に良く適している。たとえば、コンパニオン
インタフェースは、ローカルの、かつ隔離されたシステム内に実装されることができる、
または別のネットワーク経由でバックエンドゲームサーバにより生成され、セカンダリコ
ンテンツの生成及び提示のために使用されることができる。
【０１０４】
　３０５において、この方法は、ＨＭＤの３Ｄディスプレイを通じて提示されるような、
ユーザのＶＲ視聴環境内にアクティブゾーンを画定することを備える。１つの実施形態に
おいて、ＶＲ視聴環境は、物理的環境内のユーザの物理的方向と関連し、そこでＨＭＤは
、ユーザのこの方向（たとえば、視聴方向）からキューを得て、ＶＲ視聴環境のどの部分
を表示するかを判定する。たとえば、ユーザについての方向の初期状態に基づき３Ｄ物理
座標系を確立することにより、仮想３Ｄ物理座標系も確立することが可能である。図のよ
うに、ユーザの方向が０度にあるときに、同じく０度であるＶＲ視聴環境のビューをＨＭ
Ｄが表示するように、０度は、物理座標系と仮想座標系との間に対応することができる。
ユーザが自身の頭部を（すなわち、視方向に）回転させる場合に、ＨＭＤに表示されるよ
うなＶＲ視聴環境も回転する。
【０１０５】
　３１０において、方法は、メインコンテンツをＶＲ視聴環境のアクティブゾーン内に配
置することを備える。１つの実施態様において、ＶＲ視聴環境は、アクティブゾーン内に
主視聴領域を含むように構成される。たとえば、２Ｄ画面は、アクティブゾーン内に、ビ
デオコンテンツ（たとえば、映画などの）、２Ｄゲームアプリケーション（たとえば、レ
ガシービデオゲーム、２Ｄ表示用に設計された現在のビデオゲーム）などのようなメイン
コンテンツとして２Ｄコンテンツを表示するように構成されることができる。
【０１０６】
　ＶＲ視聴環境内に、アクティブゾーンは、変更されないで残り、メインコンテンツを連
続して提示する。このように、ユーザの方向がアクティブゾーンから離れて変更する場合
に、ＶＲ視聴環境のＨＭＤに表示されるコンテンツは、メインコンテンツと異なることが
でき、さまざまな他のデータを含むことができる。たとえば、メインコンテンツを提示す
る２Ｄ画面は、公園設定、ダウンタウン都市設定、屋外設定、屋内設定などのようなＶＲ
環境全体内に配置されることができる。ユーザが最初にメインコンテンツを視聴し、その
後にその方向が変わると、周囲のＶＲ視聴環境を視聴するように、ユーザの方向が物理的
環境を通して回転する場合に、ＶＲ環境全体をＨＭＤに表示することができる。
【０１０７】
　３１５において、方法は、アクティブゾーンの外側に１つ以上のペリフェラルゾーンを
画定することを備える。ペリフェラルゾーンは、アクティブゾーンのちょうど外側に位置
する場合があり、ユーザがメインコンテンツをアクティブゾーン内で視聴しているときは
、ユーザの典型的な視野（ＦＯＶ）内で、視聴可能ではない、またはわずかに視聴可能で
ある（たとえば、オーバラップ）ことができる。すなわち、アクティブゾーンは、ユーザ
のＦＯＶと密接に対応することができる。その方式において、ユーザは、ＨＭＤに表示さ
れるようなＶＲ視聴環境内のビュー内にペリフェラルゾーンを持ってくるため、自身の方
向を快適に変更することができる。
【０１０８】
　１つの実施形態において、ペリフェラルゾーンは、メインコンテンツを含まず、代替に
他のさまざまなコンテンツを提示することができる。特に、３２０において、方法は、セ
カンダリコンテンツをＶＲ視聴環境の１つのペリフェラルゾーン内に配置することを備え
る。セカンダリコンテンツは、メインコンテンツと異なり、メインコンテンツをサポート
することができる。たとえば、セカンダリコンテンツは、メインコンテンツに関連する追
加情報（たとえば、メインコンテンツとして提示される映画内の俳優についての情報、ユ
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ーザのゲームプレイ内のゲームキャラクタについての情報など）を提供することができる
。１つの実施形態において、セカンダリコンテンツは、ＨＭＤを通して視聴されるような
ＶＲ環境においてゲームアプリケーションをプレイするユーザのゲームプレイをサポート
するコンパニオンインタフェースに提示されるデータ及び／または情報を含む。図３Ｂに
関して、コンパニオンインタフェースを以下により完全に説明する。
【０１０９】
　ユーザがメインコンテンツに集中している場合に、何回もユーザは、１つ以上のペリフ
ェラルゾーン内のセカンダリコンテンツの存在に気付かない。セカンダリコンテンツは、
ユーザに関心を持たせる及び／または有用であり得る。たとえば、ゲームアプリケーショ
ンをプレイするコンテキスト内で、セカンダリコンテンツは、ゲームプレイを進める方向
に支援を設けることができる（たとえば、ユーザがボスと現在戦っている場合に、このボ
スを倒すことについての秘訣を提供する）。本発明の実施形態は、１つ以上のペリフェラ
ルゾーン内に提示されるセカンダリコンテンツへユーザの注目を向けるのを援助する。特
に、３２５において、方法は、セカンダリコンテンツに新規のデータエントリと併せてア
クティブゾーン内にアトラクタを表示することを備える。このアトラクタは、メインコン
テンツと同時に提示される。
【０１１０】
　さらに、アトラクタは、セカンダリコンテンツを含むペリフェラルゾーンへユーザの注
目を向ける方式で提示される。たとえば、１つの実施形態において、アトラクタをメイン
コンテンツと異なる平面に表示することができる。別の実施形態では、アトラクタは、ユ
ーザのＦＯＶ内で積極的に動き、ユーザの注目をとらえることができる。さらに別の実施
形態において、アトラクタは、メインコンテンツとは異なる色を有するように表示される
、またはセカンダリコンテンツが利用可能であることを示すと直ちに識別可能である。さ
らに別の例において、アトラクタは、目を引く方式（たとえば、目立つ色、目立つ輪郭、
点滅など）で提示されることができる。
【０１１１】
　さらに別の実施形態において、アトラクタは、１つ以上のアイコンであり得、そこで各
アイコンは、どの種類のコンテンツがペリフェラルゾーンに提示されているかを示す。理
想的には、アイコンは、容易に一見してパースするため、ユーザは、アイコンを見分ける
ことが可能であり、どのタイプのセカンダリコンテンツが視聴するために利用可能である
かを知ることが可能である。たとえば、電球アイコンは、セカンダリコンテンツが秘訣を
含むことを示すことが可能である。別の例において、ドクロマークのアイコンは、ボスへ
特有の情報（たとえば、ボスを倒すために有用な）がセカンダリコンテンツとしてペリフ
ェラルゾーン内に提供されることを示すことができる。さらに別の例において、折り畳ま
れた角のある紙のアイコンは、セカンダリコンテンツがペリフェラルゾーンにおいて利用
可能であり、フレンドが残したメモを含むことを示すことができる。セカンダリコンテン
ツのタイプに関連のある、さらに他のアイコンをサポートし、企図する。
【０１１２】
　３３０において、方法は、アクティブゾーンに向けられる第一方向から第一ペリフェラ
ルゾーンに向けられる第二方向へＨＭＤの回転を検出することを備える。すなわち、ユー
ザは、メインコンテンツに集中しており、したがって、物理的環境内の第一方向に向けら
れる。アトラクタの使用を通じてセカンダリコンテンツのアウェアネスに基づき、ユーザ
は、セカンダリコンテンツを視聴したい可能性があり、したがって、ＶＲ視聴環境のペリ
フェラルゾーン内でセカンダリコンテンツを視聴するために、自身の方向を変える。たと
えば、ＨＭＤが頭部にしっかりと取り付けられる場合に、ユーザの頭部は、第二方向に回
転し、対応して、ＨＭＤは、第一方向から第二方向へ回転する。特に、セカンダリコンテ
ンツは、ＶＲ視聴環境内の第一ペリフェラルゾーンに向けられる第二方向にＨＭＤの回転
が到達するときに表示される。セカンダリコンテンツは、新規のデータ、または新規に提
示されたデータ、またはユーザにとって関心のあるデータを含むことができる。セカンダ
リコンテンツは、ＨＭＤを通して提示されるように、ユーザのＦＯＶ内に表示される。
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【０１１３】
　３３５において、メインコンテンツを一時停止する。特に、第二方向において、ＨＭＤ
は、ＶＲ視聴環境内にセカンダリコンテンツを表示し、メインコンテンツは、ＨＭＤによ
り表示されるような視聴環境内でユーザには見えない場合がある、あるいは少なくともあ
まり見えない。さらに、ユーザの注目は、目下セカンダリコンテンツに集中している。そ
の事例において、メインコンテンツがそのプレイまたは表示を続ける（たとえば、ゲーム
アプリケーションを実行する、ビデオコンテンツ、たとえば映画などを再生する）場合に
、ユーザは、セカンダリコンテンツに集中している間にメインコンテンツに表示されてい
るものに気付かない可能性がある。たとえば、ユーザがゲームアプリケーションにおいて
レベルの最後にボスと戦っている間に、ユーザは、セカンダリコンテンツを視聴すること
を選択することができる。ゲームアプリケーションの実行を自動的に一時停止することに
より、ユーザのＦＯＶの少なくとも部分的に外側に目下あるアクティブゾーン内に提示さ
れるようなボスのバトル（ボスと戦っているキャラクタの瀕死の状態に関して）を続ける
代替に、メインコンテンツを一時停止する。
【０１１４】
　１つの実施形態において、ユーザの方向がメインコンテンツを視聴することが可能であ
る位置方向へ（たとえば、第一方向へ）再度戻るときに、メインコンテンツを継続する、
またはこのメインコンテンツの一時停止を解除する。特に、方法は、第二方向から第一方
向へのＨＭＤの回転を検出することを備える。たとえば、ユーザは、セカンダリコンテン
ツを視聴し終え、メインコンテンツを再度視聴したい、及び／またはメインコンテンツと
インタラクトしたい。このように、視聴者は、自身の頭部（及びＨＭＤ）を回転させ、メ
インコンテンツを視聴することが可能である位置へ戻る（たとえば、第一方向へ戻る）こ
とができる。そのポイントにおいて、メインコンテンツの一時停止を解除する、またはこ
のメインコンテンツを再開する（たとえば、ゲームアプリケーションの実行を再開する、
ビデオコンテンツを再開する、映画の再生を再開するなど）。特に、ＨＭＤの３Ｄディス
プレイを通して提示されるような、ユーザのＦＯＶ内に目下あるアクティブゾーン内に、
再開されたメインコンテンツを表示する。
【０１１５】
　図３Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、対応するユーザのゲームプレイをサポート
するコンパニオンアプリケーションの位置に基づくコンパニオンインタフェースを生成す
る（たとえば、コンパニオンインタフェースを生成する）方法におけるステップを示す流
れ図３００Ｂであり、そこでコンパニオンインタフェースは、対応するユーザのペリフェ
ラルゾーンに位置する。すなわち、ユーザと関連するＶＲ視聴環境のペリフェラルゾーン
内に提示されるセカンダリコンテンツは、コンパニオンインタフェースを含む。流れ図３
００Ｂは、ゲームアプリケーションを実行する動作、及びゲームアプリケーションをプレ
イするユーザのゲームプレイの位置に基づく情報を生成する動作を有する。さらに、流れ
図３００Ｂは、セカンダリコンテンツとしてコンパニオンインタフェースを提供するバッ
クエンドサーバの観点から説明されるが、他の実施形態は、前述されるように、流れ図３
００Ｂへのわずかな変更によってユーザへローカルなコンパニオンインタフェースを提供
するのに良く適している。
【０１１６】
　特に、動作３５０において、方法は、ユーザのゲームプレイと関連してゲームアプリケ
ーションの第一インスタンスをインスタンス化することを備える。前述されるように、１
つの実施形態において、ゲームアプリケーションのインスタンスは、ユーザのクライアン
トデバイスにおいてローカルに実行されることが可能である。他の実施形態において、ゲ
ームアプリケーションのインスタンスは、バックエンドゲームサーバのバックエンドゲー
ム実行エンジンにおいて実行することができ、そこでサーバは、クラウドゲームネットワ
ークまたはゲームクラウドシステムの部分であり得る。動作３５５において、方法は、ユ
ーザ（たとえば、第一ユーザ）によるインタラクションについての第一通信チャネル経由
でコンピューティングデバイス（たとえば、第三コンピューティングデバイス）へユーザ
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のゲームプレイを表現するデータを配信することを備える。通信チャネルは、たとえば、
インターネットなどのネットワークを通じて、実装されることができる。このように、レ
ンダリングされた画像は、第三コンピューティングデバイスにおける表示用に配信される
ことができ、そこでレンダリングされた画像は、ユーザのゲームプレイと関連して行われ
る入力コマンドに応答してゲームアプリケーションのインスタンスによって生成される。
【０１１７】
　動作３６０Ａにおいて、方法は、ユーザのゲームプレイにおけるキャラクタについての
位置に基づく情報を決定することを備える。特に、位置に基づく情報は、ゲームアプリケ
ーションと関連するゲーム世界においてユーザのゲームプレイにおけるキャラクタの位置
に関連して作成される。位置に基づく情報は、前述されるような、ユーザのゲームプレイ
中に生成される、取り込まれる、及び／または格納されるスナップショット内に含まれる
ことができる。たとえば、各スナップショットは、キャラクタの位置に関連して生成され
るメタデータ及び／または情報を含む。１つの実施形態において、メタデータ及び／また
は情報は、スナップショットに対応するゲームアプリケーション内のポイントにおいて開
始する（たとえば、ゲームプレイ内のキャラクタの位置を反映する、スナップショットを
捕捉したときのゲームプレイのステートに対応するジャンプポイントにおいて開始する）
ゲームアプリケーションのインスタンスの実行を可能にするように構成される。１つの実
施形態において、スナップショットを使用して、クエスト／チャレンジであるジャンプゲ
ームをインスタンス化することができる。たとえば、ゲームステートデータがゲームプレ
イにおいて対応するポイントに存在したゲーム環境の生成を可能にするように、スナップ
ショットは、ゲームプレイの位置に基づく情報、及び対応するポイントにおいてゲームプ
レイのステートを定義するゲームステートデータを含む（たとえば、ゲームステートデー
タはゲームキャラクタ、ゲームオブジェクト、オブジェクト属性、グラフィックオーバー
レイ、キャラクタのアセット、キャラクタのスキルセット、キャラクタについてのゲーム
アプリケーション内のタスク達成の履歴、ゲーム世界内のキャラクタの現在の地理的位置
、ユーザのゲームプレイ内のゲームアプリケーションを通した進度、キャラクタのゲーム
プレイの現在のステータスなどを含む）。スナップショットは、ユーザについてゲームア
プリケーションをパーソナライズするために使用される、ユーザがセーブしたデータを含
むことができ、そこでデータは、ゲームプレイにおいてキャラクタをパーソナライズする
情報（たとえば、体型、外観、衣服、武器、ゲーム難易度、ゲームレベル、キャラクタ属
性など）を含むことができる。また、スナップショットは、前述されるような、ゲームス
テートに関連するランダムシードデータを含むことができる。
【０１１８】
　特に、動作３６０Ｂにおいて、方法は、ユーザのゲームプレイ中にゲームアプリケーシ
ョンから生成される複数のスナップショットを取り込むことを備える。スナップショット
内に含まれる情報は、セカンダリコンテンツの生成のために使用されることができる。こ
のように、ゲームアプリケーションに関連する追加のコンテンツを、及びいくつかの事例
においてはゲームアプリケーションの実行に依存する追加のコンテンツを、新規に生成す
ることができる。これは、１人以上のユーザによるインタラクションについてのゲームア
プリケーションに関連する、コンテンツ量及びコンテンツ範囲を増加させる。
【０１１９】
　３６５において、方法は、第一ユーザのゲームプレイのサポートにおける特徴を提供す
るコンパニオンインタフェース（たとえば、コンテキストに関連する情報を含む）を生成
することを備え、ユーザ、またはいずれかの他の視聴者がゲームアプリケーションをプレ
イする間にユーザへ一般的に有用である情報へリアルタイムにアクセスすることを可能に
する。特に、コンパニオンインタフェースは、ユーザのゲームプレイと同時にＨＭＤを通
して実装されるようにＶＲ視聴環境内に、提示される、またはセカンダリコンテンツを提
供する。たとえば、インタフェースを通して提供される情報がユーザのゲームプレイをサ
ポートするように、コンパニオンインタフェースは、リアルタイムに生成され、ユーザの
ゲームプレイと同時に配信される。その方式において、ユーザのゲームプレイは、セカン
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ダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースにより提供される情報）によっ
て拡張されることができる。
【０１２０】
　図４Ａから図４Ｃは、物理的環境内のユーザのさまざまな方向においてＨＭＤを通じて
ＶＲ視聴環境を視聴するユーザを示す図である。特に、頭部の回転を図において説明し、
そこで頭部の回転は、ＨＭＤの回転と関連し、ＶＲ視聴環境内での動き（たとえば、何を
表示するか）を決定する。図４Ａから図４Ｃは、ＶＲ視聴環境を視聴するときの左方向へ
の（たとえば、水平方向に）ユーザの頭部の回転を示し、本明細書に記述される同じ原理
は、右方向、または上方向、または下方向、またはそれらのいずれかの組み合わせ（たと
えば、水平方向及び／または垂直方向）へのユーザの頭部の回転に適用可能である。前述
されるように、カメラセンサ及び／または動きセンサを使用して、前述されるような、Ｈ
ＭＤを通して実装されるようなＶＲ視聴環境内側でのユーザインタフェース（ＵＩ）の動
きを決定するために、頭部及び／またはＨＭＤの動きを追跡する。たとえば、カメラセン
サは、ＨＭＤのヘッドセット上の光センサを使用して追跡することを提供するように構成
される。１つの実施態様において、カメラセンサは、シームレスユーザエクスペリエンス
を提供するために１秒毎に約１，０００回、ＨＭＤのヘッドセットを追跡するように構成
される。その方式において、頭部の前部と同様に頭部の後部を追跡することが可能である
。他の実施形態では、アイトラッキング技術を使用して、頭部の回転を検出する。
【０１２１】
　図４Ａは、本開示の１つの実施形態に従い、快適な回転範囲でユーザ５の頭部４０７の
回転を示す身体状態図４００Ａである。ユーザは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭ
Ｄ１０２を通してＶＲ視聴環境を視聴する。１つの実施態様において、１００度のＦＯＶ
をＨＭＤ１０２内に提示する。垂直軸４１０は、この軸４１０沿いの向きにユーザの頭部
４０７を向けるように、ユーザの０度またはニュートラル方向を示す。加えて、頭部４０
７の方向、及び対応してＨＭＤ１０２は、ＶＲ視聴環境内に何を提示するかを決定する。
すなわち、ＶＲ視聴環境内の視聴者（たとえば、ユーザ）の方向は、物理的環境内のユー
ザの方向に基づく。図４Ａに示されるように、ユーザ５の頭部４０７は、左方向に、３０
度の角度で快適に回転する。線４１１は、垂直軸４１０から３０度オフセットである向き
に向けられる。図４Ａから図４Ｃにおいて、頭部４０７が回転する間、身体４０５が回転
しないように、ユーザ５の身体４０５が同一の位置に残ることに留意する。ＨＭＤ１０２
は、ニュートラル方向から軸４１０沿いにオフセットである、対応する方向に関してＶＲ
視聴環境を表示する。
【０１２２】
　図４Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、最大回転範囲でユーザ５の頭部４０７の回
転を示す身体状態図４００Ｂであり、そこでユーザは、ＨＭＤ１０２を介してＶＲ視聴環
境を視聴する。特に、ユーザ５の頭部４０７は、左方向に、５５度の角度で回転し、身体
４０５の回転なしでユーザ５に可能な例示的な最大回転を表現する。確かに、特定のユー
ザについての最大回転は、図４Ｂに表現したものより大きい、または小さい場合があり、
そこで図４Ｂに提示される回転は、例示目的のために使用される。線４１２は、垂直軸４
１０から５５度オフセットである、物理環境内の向きに向けられる。ＨＭＤ１０２は、ニ
ュートラル方向から軸４１０沿いにオフセットである、対応する方向に関してＶＲ視聴環
境を表示する。
【０１２３】
　図４Ｃは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤ１０２を介してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザ５の頭部４０７の可能な動きの範囲を示し、そこで動きの範囲は、図４Ａから
図４Ｂに示されるような頭部回転の快適な動きの範囲及び最大の動きの範囲を示す。示さ
れるように、線４１１は、垂直軸４１０から３０度オフセットであり、そこで垂直軸は、
頭部４０７及びＨＭＤ１０２のニュートラル（たとえば、０度）方向と関連し、左方向へ
の、また右方向への快適な頭部の回転を表現する。示されるように、線４１２は、垂直軸
４１０から５５度オフセットであり、左方向への、また右方向への例示的な最大の頭部の
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回転を表現する。図４Ｃに示されるように、身体４０５の回転なしで、典型的な頭部４０
７及びＨＭＤ１０２の位置は、ＨＭＤ１０２内のＶＲ視聴環境の対応する提示に加えて利
用可能であると仮定される。
【０１２４】
　図５Ａは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤ１０２を通してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザ５の頭部４０７の典型的な動きの範囲にわたり干渉されるユーザの視野（ＦＯ
Ｖ）４２０を示す。頭部４０７（及び対応してＨＭＤ１０２）の典型的な動きの範囲を図
４Ｃに先に導入し、そこで身体４０５は、固定された方向にある。図５Ａに示されるよう
に、頭部の方向は、ニュートラル方向（たとえば、０度）において前方向に面し、そこで
動きの範囲は、快適な動きの範囲（たとえば、０度から３０度左方向及び右方向）、及び
頭部回転の最大の動きの範囲（たとえば、０度から５５度左方向及び右方向）を示す。
【０１２５】
　特に、ユーザのＦＯＶ４２０は、約９４度である。これは、ＶＲ視聴環境内で同様の仮
想ＦＯＶ範囲に（たとえば、物理的環境とＶＲ視聴環境との間で１対１の関係に）変換す
ることができる。すなわち、ＶＲ視聴環境の対応するビューは、ユーザ５の方向、及びＦ
ＯＶ４２０の方向に対応するＨＭＤ１０２に表示される。このように、ＦＯＶ４２０は、
線４１３Ａ間にわたり、これらの両方は、先に導入される、垂直軸４１０から約４７度（
たとえば、左方向及び右方向）に位置する。たとえば、ＦＯＶ４２０の左端のエッジ４２
１Ａは、線４１３Ａ上に位置し、垂直軸４１０の左方向に対して約４７度オフセットであ
る。また、ＦＯＶ４２０の右端のエッジ４２１Ｂは、線４１３Ａ上に位置し、垂直軸４１
０のほぼ右方向に対して約４７度オフセットである。
【０１２６】
　図５Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤ１０２を通してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザの頭部４０７の典型的な動きの範囲にわたり干渉されるユーザ５のＦＯＶ４２
０を示し、そこで頭部４０７の方向は、快適に旋回する（たとえば、３０度旋回する）。
頭部４０７（及び対応してＨＭＤ１０２）の典型的な動きの範囲を図４Ｃに先に導入し、
そこで身体４０５は、固定された方向にある（たとえば、軸４１０方向に向けられる）。
図５Ｂに示されるように、頭部４０７の方向は、ニュートラル方向（たとえば、軸４１０
沿いに０度）から３０度オフセットである。典型的な動きの範囲は、快適な動きの範囲（
たとえば、０度から３０度左方向及び右方向）、及び頭部回転の最大の動きの範囲（たと
えば、０度から５５度左方向及び右方向）を示し、そこで身体は、固定された方向（０度
方向）にある。
【０１２７】
　さらに特に、ＦＯＶ４２０の中心が線４１１沿いに位置し、垂直軸４１０から３０度オ
フセットであるように、ユーザ５のＦＯＶ４２０も回転する。ＶＲ視聴環境の対応するビ
ューは、図５Ｂに示される、ユーザ５の方向、及びＦＯＶ４２０の方向に対応するＨＭＤ
１０２に表示される。このように、ＦＯＶ４２０の左端のエッジ４２１Ａは、垂直軸４１
０の左方向に対して７７度オフセットに位置する。ＦＯＶ４２０の右端のエッジ４２０Ｂ
は、垂直軸４１０の右方向に対して約１７度オフセットに位置する。
【０１２８】
　図５Ｃは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤ１０２を通してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザの頭部４０７の典型的な動きの範囲にわたり干渉されるユーザ５のＦＯＶ４２
０を示し、そこで頭部４０７の方向は、その最大回転に旋回する（たとえば、快適ではな
い５５度旋回する）。頭部４０７（及び対応してＨＭＤ１０２）の典型的な動きの範囲を
図４Ｃに先に導入し、そこで身体４０５は、固定された方向にあり（たとえば、軸４１０
方向に向けられ）、頭部は、快適な動きの範囲（たとえば、０度から３０度左方向及び右
方向）で、及び／または頭部回転の最大の動きの範囲（たとえば、０度から５５度左方向
及び右方向）で回転することができる。
【０１２９】
　さらに特に、ＦＯＶ４２０の中心が線４１２沿いに位置し、垂直軸４１０から左方向へ
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５５度オフセットであるように、ユーザ５のＦＯＶ４２０も回転する。ＶＲ視聴環境の対
応するビューは、図５Ｃに示される、ユーザ５の方向、及びＦＯＶ４２０の方向に対応す
るＨＭＤ１０２に表示される。このように、ＦＯＶ４２０の左端のエッジ４２１Ａは、こ
こで垂直軸４１０の左方向に対して１０２度オフセットに位置する。ＦＯＶ４２０の右端
のエッジ４２０Ｂは、垂直軸４１０の左方向に対して約８度オフセットに位置する。
【０１３０】
　１つの実施形態において、ユーザのＶＲ視聴環境と関連するアクティブゾーンは、物理
的環境内でＨＭＤの第一方向とアライメントを取る。たとえば、ユーザの頭部４０７がニ
ュートラル方向にありながら、アクティブゾーンのビューがＨＭＤ１０２のディスプレイ
により提示されるように、アクティブゾーンは、垂直軸４１０沿いにセンタリングされる
ことができる。たとえば、ユーザのＦＯＶは、アクティブゾーンを囲む、またはアクティ
ブゾーンと密接にアライメントを取ることができる（たとえば、アクティブゾーン及びＦ
ＯＶは約９４度である）。加えて、ペリフェラルゾーン（たとえば、第一ペリフェラルゾ
ーン）は、物理的環境内のＨＭＤの第二方向とアライメントを取ることができる。例示目
的のみのために、ペリフェラルゾーンは、図５Ｃに部分的に示されてもよく、またユーザ
５の頭部４０７がその最大に（たとえば、左方向に５５度）旋回するときに見ることがで
きる。先に導入されるように、セカンダリコンテンツは、ペリフェラルゾーン内に提示さ
れる。このように、ユーザ５の頭部４０７の方向がニュートラル位置にある（たとえば、
０度方向に向けられる）ときに、ペリフェラルゾーンは、ユーザ５のＦＯＶ４２０のちょ
うど外側に位置し、見ることができない場合がある（またはわずかにそうである）。ペリ
フェラルゾーンは、前述されるように、頭部がニュートラル方向から離れて回転するとき
に見ることができるようになる。
【０１３１】
　図５Ｄは、本開示の１つの実施形態に従い、ＶＲ視聴環境内の異なるゾーンを示す図５
００Ｄであり、そこでゾーンは、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユーザの方向に
関連して画定される。これらのゾーンは、９４度の典型的なＦＯＶに関連して画定され、
実装される他の画定されたＦＯＶについての異なる角度範囲を補うことができる。さらに
、これらのゾーンは、ＶＲ視聴環境内に画定されるような、中心（たとえば、ユーザの位
置）から０．５メートルの最小範囲、及び２０メートルの最大範囲を有することができる
。これらのゾーンは、頭部４０７、及び対応してＨＭＤ１０２の水平方向の回転によって
示されるが、頭部の水平方向の、及び／または垂直方向のいずれかのタイプの回転のため
に画定されることが可能である。
【０１３２】
　図５Ｄに示されるように、アクティブゾーン５１０は、０度のニュートラル方向などに
、ＶＲ視聴環境内でセンタリングされ、約９４度（たとえば、中心の左方向及び右方向に
対して４７度オフセット）にわたる。２Ｄゲームアプリケーション、ビデオコンテンツな
どのような、メインコンテンツをアクティブゾーン内に提示することができる。またメイ
ンコンテンツは、３Ｄゲームアプリケーション、ビデオコンテンツなどを含む、３Ｄコン
テンツを含むことができる。
【０１３３】
　１つ以上のペリフェラルゾーン５２０も示され、そこでペリフェラルゾーンは、アクテ
ィブゾーン５１０の外側に位置する。いくつかの実施態様では、これらのゾーンは、オー
バラップすることができる。たとえば、ユーザがアクティブゾーンに（たとえば、ニュー
トラル方向に）集中しているときに、ペリフェラルゾーン５２０は、ユーザのＦＯＶのち
ょうど外側に位置することができる。示されるように、ペリフェラルゾーン５２０は、ア
クティブゾーン５１０からオフセットにあり、中心（たとえば、軸４１０）の左方向に対
してオフセットにある角度４７度から７７度の間に位置する。別のペリフェラルゾーン５
２０は、アクティブゾーン５１０からオフセットにあり、中心（たとえば、軸４１０）の
右方向に対してオフセットにある角度４７度から７７度の間に位置する。たとえば、ペリ
フェラルゾーンは、また身体４０５を回転させずに、頭部４０７の最大回転を表現する、
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中心から約５５度（左方向及び右方向）オフセットにある角度にセンタリングされること
ができる。
【０１３４】
　また１つ以上の快適ではないペリフェラルゾーン５３０を示し、そこでゾーン５３０は
、ペリフェラルゾーン５２０の外側に位置する。示されるように、ペリフェラルゾーン５
３０は、アクティブゾーン５１０からオフセットにあり、中心（たとえば、軸４１０）の
左方向に対してオフセットにある角度７７度から１０２度の間に位置する。別の快適では
ないペリフェラルゾーン５３０は、アクティブゾーン５１０からオフセットにあり、中心
（たとえば、軸４１０）の右方向に対してオフセットにある角度７７度から１０２度の間
に位置する。たとえば、快適ではないペリフェラルゾーン５３０は、また身体４０５を回
転させずに、とても快適ではない頭部４０７の回転を表現する、中心から約９０度（左方
向及び右方向）オフセットにある角度にセンタリングされることができる。いくつかの事
例において、身体は、快適ではないペリフェラルゾーン５３０をＨＭＤ１０２内のビュー
に持ってくるようにわずかに回転することができる。
【０１３５】
　さらに、好奇心ゾーン５４０は、アクティブゾーン５１０の背部に示される。すなわち
、ユーザ５は、好奇心ゾーン５４０の部分の表示を可能にする方向へＨＭＤ１０２を回転
させるために、自身の身体４０５を旋回させなければならない。好奇心ゾーンは、アクテ
ィブゾーン５１０に提示されるメインコンテンツに関連してもよいし、しなくてもよい、
いずれかのタイプのコンテンツを含むことができる。
【０１３６】
　図６Ａから図６Ｃは、ＨＭＤを通じてＶＲ視聴環境を視聴するユーザのアクティブゾー
ン５１０に関するペリフェラルゾーンの例示的な位置を示す。ペリフェラルゾーンの位置
は、図６Ａから図６Ｃに余すところなく述べられることを意図されず、ニュートラル位置
からオフセットにあるＨＭＤのさまざまな水平方向の、及び／または垂直方向の回転と関
連しているアクティブゾーン５１０の外側のさまざまな位置を含むことができる。
【０１３７】
　特に、図６Ａは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザのアクティブゾーン５１０を示し、そこでアクティブゾーンは、メインコンテ
ンツを提示し、そこでセカンダリコンテンツは、ペリフェラルゾーンに示される。例示と
して、アクティブゾーン５１０は、１６：９のアスペクト比によって表示されることがで
きるが、他のアスペクト比をもサポートし、そこでアスペクト比は、幅と高さ（たとえば
、視聴領域、表示領域、ディスプレイなどの）との間の関係を定義する。示されるように
、ペリフェラルゾーン５２０Ａは、アクティブゾーン５１０の外側に位置する。この事例
において、ペリフェラルゾーン５２０Ａは、アクティブゾーン５１０より上に位置する。
たとえば、ユーザは、上方向に頭部を回転させ、または傾け、ＨＭＤに表示されるような
ＶＲ視聴環境のペリフェラルゾーン５２０Ａをビュー内に持ってくることができる。前述
されるように、セカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して
提示されるような）は、ペリフェラルゾーン５２０Ａ内の提示のために利用可能である。
【０１３８】
　図６Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユ
ーザのアクティブゾーン５１０を示し、そこでアクティブゾーンは、メインコンテンツを
提示し、そこでセカンダリコンテンツは、ペリフェラルゾーンにおいて利用可能である。
示されるように、ペリフェラルゾーン５２０Ｂは、アクティブゾーン５１０の外側に位置
する。この事例において、ペリフェラルゾーン５２０Ｂは、アクティブゾーン５１０の側
部に位置し、さらに特にアクティブゾーン５１０の左方向に位置する。他の事例において
、ペリフェラルゾーンは、アクティブゾーン５１０の右方向に位置することができる。た
とえば、ユーザは、左方向に頭部を回転させ、ＨＭＤに表示されるようなＶＲ視聴環境の
ペリフェラルゾーン５２０Ｂをビュー内に持ってくることができる。前述されるように、
セカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるよう
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な）は、ペリフェラルゾーン５２０Ｂ内の提示のために利用可能である。
【０１３９】
　図６Ｃは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユ
ーザのアクティブゾーン５１０を示し、そこでアクティブゾーンは、メインコンテンツを
提示し、そこでセカンダリコンテンツは、１つ以上のペリフェラルゾーンにおいて利用可
能である。示されるように、ペリフェラルゾーン５２０Ｃは、アクティブゾーン５１０の
外側に位置する。この事例において、ペリフェラルゾーン５２０Ｃは、アクティブゾーン
５１０より下で、このアクティブゾーンの右方向に位置する。たとえば、ユーザは、下方
向に、またわずかに右方向に頭部を回転させ、または傾け、ＨＭＤに表示されるようなＶ
Ｒ視聴環境のペリフェラルゾーン５２０Ｃをビュー内に持ってくることができる。前述さ
れるように、セカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提
示されるような）は、ペリフェラルゾーン５２０Ｃ内の提示のために利用可能である。加
えて、別のペリフェラルゾーン５２０Ｄも、アクティブゾーン５１０の外側に位置し、そ
こでこの事例において、ゾーン５２０Ｄは、アクティブゾーン５１０より下で、このアク
ティブゾーンの左方向に位置する。たとえば、ユーザは、下方向に、またわずかに左方向
に頭部を回転させ、または傾け、ＨＭＤに表示されるようなＶＲ視聴環境のペリフェラル
ゾーン５２０Ｄをビュー内に持ってくることができる。前述されるように、他の、または
追加のセカンダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示され
るような）は、ペリフェラルゾーン５２０Ｄ内の提示のために利用可能である。このよう
に、図６Ｃに示されるように、ゾーン５２０Ｃ及び５２０Ｄにおいて異なるセカンダリコ
ンテンツをユーザへ利用可能にする。
【０１４０】
　実施形態において、組み合わされる図７Ａから図７Ｃは、ユーザの頭部が回転してセカ
ンダリコンテンツを視聴するときの、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユーザのＦ
ＯＶを示す。特に、セカンダリコンテンツは、ＶＲ視聴環境内に提示されるようなメイン
コンテンツ上に位置するペリフェラルゾーン７３０内に位置する。セカンダリコンテンツ
は、ユーザが自身の注目をペリフェラルゾーン７３０へ向ける（たとえば、ＨＭＤを回転
させる）ときに視聴可能になる。
【０１４１】
　特に、図７Ａは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザのＦＯＶ７１０Ａを示し、そこでＦＯＶ７１０Ａは、メインコンテンツ７２０
を提示するユーザのアクティブゾーンを含み、ペリフェラルゾーン７３０の一部を含むこ
とができる。ＦＯＶ７１０Ａは、水平軸７０６、及び垂直軸７０５によって示され、これ
らの両方は、ＦＯＶ内でセンタリングされる（たとえば、ＦＯＶの中心を規定する）。
【０１４２】
　示されるように、メインコンテンツ７２０は、武器を装備したキャラクタの右方向に位
置する女性キャラクタを示すシーンを含み、両方のキャラクタは、岩場の上に立っており
、街の通りを見下ろしている。女性キャラクタの右方向に位置する、シーンにおいて地平
線上で一番高い建物を示す。加えて、角度座標系は、メインコンテンツを示すＦＯＶが変
わる可能性があっても、変わらないメインコンテンツ７２０内に定義される。特に、水平
線７５０は、ニュートラル方向（たとえば、０度の頭部回転）から規定されるような、メ
インコンテンツ７２０の水平角を規定する。図７Ａにおいて、水平線７５０は、例示目的
のために、垂直軸７０５の周囲でセンタリングされ、そこでユーザの頭部は、ニュートラ
ル位置にあり、メインコンテンツ７２０を完全に視聴する。示されるように、ＦＯＶ７１
０Ａは、垂直軸７０５から４７度オフセットにある左方向に対する角度から、垂直軸７０
５から４７度オフセットにある右方向に対する角度へ水平方向にわたる。加えて、ＦＯＶ
７１０Ａは、垂線７５５により示されるような、水平軸７０６から上方向に約３０度オフ
セットにあり、水平軸７０６から下方向に約３０度オフセットにある鉛直角から垂直方向
にわたる。
【０１４３】
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　さらに、ＦＯＶ７１０Ａは、メインコンテンツ７２０を完全に含むために、図７Ａによ
り画定されるアクティブゾーンの外側で、このアクティブゾーンより上に位置するペリフ
ェラルゾーン７３０のエッジを含む。前述されるように、ペリフェラルゾーンは、セカン
ダリコンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるような）を
提示するように構成されることができる。図７Ａに示されるように、ペリフェラルゾーン
７３０が、ＨＭＤにより表示されるようなアクティブゾーンの外側に位置するため、視聴
可能なセカンダリコンテンツがない。
【０１４４】
　図７Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユ
ーザのＦＯＶ７１０Ｂを示し、そこでユーザの頭部は、ＦＯＶがメインコンテンツを提示
するユーザのアクティブゾーンの部分を含むようにニュートラル方向から上方向に傾き、
またアクティブゾーンの外側に、かつアクティブゾーンより上に位置するペリフェラルゾ
ーン７３０のすべてを含み、そこでペリフェラルゾーンは、セカンダリコンテンツ（たと
えば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるような）を提示するように構成さ
れることができる。
【０１４５】
　示されるように、表示されるメインコンテンツ７２０は、空の領域を大きく、ならびに
女性キャラクタ及び武器を装備したキャラクタを小さく示す。たとえば、女性キャラクタ
及び武器を装備したキャラクタが立っている岩の露頭の大部分をＦＯＶ７１０Ｂに示さな
い。加えて、ＦＯＶ７１０Ｂは、水平軸７０６及び垂直軸７０５によって示され、これら
の両方は、ＦＯＶ内でセンタリングされる（たとえば、ＦＯＶの中心を規定する）。しか
しながら、ここでＦＯＶ７１０Ｂの中心は、図７Ａに示されるＦＯＶ７１０Ａの中心（た
とえば、女性キャラクタの右方向の腰部に近接して）より高い（たとえば、地平線上で一
番高い建物の頂部に近接して）。
【０１４６】
　加えて、角度座標系は、メインコンテンツ７２０内に定義され、図７Ｂに変更されずに
ある。しかしながら、ＨＭＤがペリフェラルゾーン７３０を示す上方向に回転するため、
鉛直角を大きく垂線７５５に示す。たとえば、ＦＯＶ７１０Ｂは、線７５５により示され
るように、メインコンテンツの水平方向の中心からオフセットした４０度上方向の角度に
空を大きく示す。
【０１４７】
　加えて、ＨＭＤの回転のために、ペリフェラルゾーン７３０をＦＯＶ７１０Ｂにここで
完全に示す。先に導入されるように、ペリフェラルゾーン７３０は、セカンダリコンテン
ツを含む。この事例において、セカンダリコンテンツは、ゲームアプリケーションをプレ
イするユーザのゲームプレイをサポートするコンパニオンインタフェースに提示される。
特に図７Ｃは、ペリフェラルゾーン７３０に提示される図７Ｂに最初に導入されるセカン
ダリコンテンツのさらに詳細な図である。たとえば、ペリフェラルゾーン７３０は、ユー
ザのゲームプレイ内のキャラクタの位置を示す、レーダマッピング７４０を含むコンパニ
オンインタフェースを備える。キャラクタは、対応するゲームアプリケーションのゲーム
世界または環境の表現を提供するレーダマッピング７４０の中心に位置することができる
。マッピング７４０は、レーダマッピング内のオブジェクト間の向きの関係（たとえば、
向き及び距離）を示すことができる。さらに、レーダマッピング７４０は、ゲーム世界内
に位置するオブジェクト／特徴、ならびにユーザ及び他のプレイヤーのキャラクタの位置
を含むことができる。
【０１４８】
　統計値、インベントリ、データ、ローカライズされたマッピング、ラジオプレゼンテー
ションなどのような追加情報７４３を提示することができる。たとえば、セカンダリコン
テンツは、マッピング７４０の中心に位置するキャラクタの筋力を強調表示し、筋力の定
義を提供することができる。また他のバーデータ７４５（たとえば、残存ライフ、アーマ
ー耐久性、及び食料品の蓄え）は、ペリフェラルゾーン７３０内に提示されることができ
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【０１４９】
　実施形態において、組み合わされる図８Ａから図８Ｃは、ユーザの頭部が回転してセカ
ンダリコンテンツを視聴するときの、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユーザのＦ
ＯＶを示す。特に、セカンダリコンテンツは、ＶＲ視聴環境内に提示されるようなメイン
コンテンツの左方向にあるペリフェラルゾーン８３０に位置する。セカンダリコンテンツ
は、ユーザが自身の注目をペリフェラルゾーン８３０へ向ける（たとえば、ＨＭＤを回転
させる）ときに視聴可能になる。
【０１５０】
　特に、図８Ａは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴
するユーザのＦＯＶ７１０Ａを示し、そこでＦＯＶは、メインコンテンツを提示するユー
ザのアクティブゾーンを含み、ペリフェラルゾーン８３０の一部を含むことができる。Ｆ
ＯＶ７１０Ａは、図７Ａに最初に導入されるが、ここでメインコンテンツを提示するアク
ティブゾーン側部にペリフェラルゾーン８３０を含む。ＦＯＶ７１０Ａは、水平軸７０６
及び垂直軸７０５によって示され、これらの両方は、ＦＯＶ内でセンタリングされる（た
とえば、女性キャラクタの腰部のほぼ右方向に、また犬と女性キャラクタとの間に位置す
るＦＯＶの中心を規定する）。また、角度座標系は、水平線７５０及び垂線７５５によっ
て示されるような、変わらないメインコンテンツ７２０内に定義される。
【０１５１】
　さらに、ＦＯＶ７１０Ａは、メインコンテンツ７２０を完全に含むために、図８Ａによ
り画定されるアクティブゾーンの外側に、かつ側部に位置するペリフェラルゾーン８３０
のエッジを含む。前述されるように、ペリフェラルゾーンは、セカンダリコンテンツ（た
とえば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるような）を提示するように構成
されることができる。たとえば、ＦＯＶ７１０Ａは、メインコンテンツ７２０を提示する
アクティブゾーンの左方向に位置するペリフェラルゾーン８３０のエッジを含む。図８Ａ
に示されるように、ペリフェラルゾーン７３０が、ＨＭＤにより表示されるようなアクテ
ィブゾーンの外側に位置するため、視聴可能なセカンダリコンテンツがない。
【０１５２】
　図８Ｂは、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを通してＶＲ視聴環境を視聴するユ
ーザのＦＯＶ７１０Ｃを示し、そこでユーザの頭部は、ユーザのＦＯＶがメインコンテン
ツを提示するユーザのアクティブゾーンの部分を含むように、ニュートラル方向から側部
へ（たとえば、左方向へ）回転し、またアクティブゾーンの外側に、かつ側部に位置する
ペリフェラルゾーン８３０のすべてを含み、そこでペリフェラルゾーンは、セカンダリコ
ンテンツ（たとえば、コンパニオンインタフェースを通して提示されるような）を提示す
るように構成されることができる。
【０１５３】
　示されるように、図８Ｂに表示されるメインコンテンツ７２０は、メインコンテンツ７
２０の中心の右方向に位置するシーンを示さない。たとえば、ＦＯＶ７１０Ａに以前に示
される（及び女性キャラクタの右方向に位置する）木々は、図８ＢのＦＯＶ７１０Ｃに示
されない。加えて、ここでＦＯＶ７１０Ｃの中心は、左方向で、かつ若干上方向へのＨＭ
Ｄの回転を示す、武器を装備したキャラクタの左方向に位置する。
【０１５４】
　加えて、角度座標系は、メインコンテンツ７２０内に規定され、図８Ｂに変更されずに
ある。しかしながら、ＨＭＤが、ペリフェラルゾーン８３０を示すように、左方向に、か
つ若干上方向に回転するため、ＦＯＶ７１０Ｃの垂直方向の中心は、線７５０上でほぼ水
平角３０度に位置し、ＦＯＶ７１０Ｃの水平方向の中心は、線７５５上でほぼ鉛直角１０
度に位置する。
【０１５５】
　加えてここで、ＨＭＤの回転のために、ペリフェラルゾーン８３０をＦＯＶ７１０Ｃに
完全に示す。先に導入されるように、ペリフェラルゾーン７３０は、セカンダリコンテン
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ツを含む。この事例において、セカンダリコンテンツは、ゲームアプリケーションをプレ
イするユーザのゲームプレイをサポートするコンパニオンインタフェースに提示される。
特に、図８Ｃは、ペリフェラルゾーン８３０に提示される図８Ｂに最初に導入されるセカ
ンダリコンテンツのさらに詳細な図である。たとえば、ペリフェラルゾーン８３０は、ユ
ーザのゲームプレイ内のキャラクタの位置を示す、レーダマッピング８４０を含むコンパ
ニオンインタフェースを備える。マッピング８４０は、それらが同一の情報を含む場合に
、図７Ｃのマッピング７４０に類似することができるが、異なるペリフェラルゾーンに提
示される。キャラクタは、対応するゲームアプリケーションのゲーム世界または環境の表
現を提供するレーダマッピング８４０の中心に位置することができる。マッピング８４０
は、レーダマッピング内のオブジェクト間の向きの関係（たとえば、向き及び距離）を示
すことができる。さらに、レーダマッピング８４０は、ゲーム世界内に位置するオブジェ
クト／特徴、ならびにユーザ及び他のプレイヤーのキャラクタの位置を含むことができる
。
【０１５６】
　統計値、インベントリ、データ、ローカライズされたマッピング、ラジオプレゼンテー
ションなどのような追加情報８４３を提示することができる。たとえば、セカンダリコン
テンツは、マッピング８４０の中心に位置するキャラクタの筋力を強調表示し、筋力の定
義を提供することができる。また他のバーデータ８４５（たとえば、残存ライフなど）は
、ペリフェラルゾーン８３０内に提示されることができる。
【０１５７】
　図９は、本開示の１つの実施形態に従い、ＨＭＤを介してＶＲ視聴環境を視聴するユー
ザのアクティブゾーン９０５及びペリフェラルゾーン９３０を示す図であり、そこでアト
ラクタ９３０は、アクティブゾーン９０５に提示され、ペリフェラルゾーン９３０に提示
される情報にユーザの注目を向ける。前述されるように、アクティブゾーン９０５は、メ
インコンテンツを含むことができ、ペリフェラルゾーン９３０は、セカンダリコンテンツ
を含むことができる。さらに特に、メインコンテンツは、ＶＲ視聴環境の第一焦点面９１
０に表示されることができ、そこでメインコンテンツは、２Ｄ情報（たとえば、２Ｄゲー
ムアプリケーション、ビデオコンテンツなど）を含むことができる。加えて、メインコン
テンツの一部は、他の実施形態において、第一焦点面９１０に表示されることができる。
【０１５８】
　また、アトラクタ９３０（たとえば、矢印）は、ＶＲ視聴環境内の第二焦点面（たとえ
ば、第二２Ｄ平面）９２０に表示されることができる。１つの実施態様において、第二２
Ｄ焦点面９２０は、ユーザの視聴位置に対応するＶＲ視聴環境の中心へ第一２Ｄ焦点面９
１０より近い。
【０１５９】
　アトラクタは、ユーザの注目を集めるように設計されるいずれかの方式において提示さ
れることができる。図９は、１つのこのような実施態様を示し、そこでアトラクタ９３０
は、焦点面９２０内で動くように示される。たとえば、アトラクタ９３０は、第一位置（
表現アトラクタ９３０Ａにより示される）、第二位置（表現アトラクタ９３０Ｂにより示
される）、第三位置（表現アトラクタ９３０Ｃにより示される）、第四位置（表現アトラ
クタ９３０Ｄにより示される）などに示される。これらの表現は、焦点面９２０にわたる
アトラクタ９３０の動き（たとえば、後方向及び前方向、または繰り返し右方向から左方
向のみ、または繰り返し左方向から右方向のみ）を示す。加えて、アトラクタ９３０の動
き及び向き（たとえば、ペリフェラルゾーン９３０に向けて左方向に向ける）は、ペリフ
ェラルゾーン９３０に向けて左方向にユーザの注目を向けるのを援助する。
【０１６０】
　実施形態において、いずれかのタイプのアトラクションの動きを企図する。すなわち、
実施形態において、３Ｄ視聴環境の軸のうちの１つ以上における動きのいずれかの組み合
わせを企図する。たとえば、図９は、アトラクタ９３０の垂直方向の動き、及び水平方向
の動きを１つの焦点面内に示す。別の例において、アトラクタ９３０は、垂直方向に、水
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平方向に、及びｚ方向に（または焦点面９１０方向へ、またこの焦点面から離れてなどの
、ページ内に、またこのページ外に）動くことができる。１つの実施形態において、アト
ラクタは、セカンダリコンテンツを含むペリフェラルゾーンの向きに水平方向に動く。た
とえば、図９において、アトラクタ９３０は、右方向から左方向へ動き、いかなる垂直方
向の動きもなしで動く。図９の例において、アトラクタ９３０は、ペリフェラルゾーン８
３０Ｂに到達すると消えることができ、つぎに焦点面９２０内のペリフェラルゾーンの右
方向のどこかに再度出現し、その後ペリフェラルゾーン８３０Ｂの方向へ再度動く。
【０１６１】
　一方、特定の実施形態は、メインコンテンツを提示するアクティブゾーンの外側にある
ＶＲ視聴環境のペリフェラルゾーン内にセカンダリコンテンツの提示を実演するために提
供され、そこでセカンダリコンテンツは、ゲームアプリケーションをプレイするユーザの
ゲームプレイをサポートするコンパニオンインタフェースを含むことができる。本開示を
読んだ当業者は、本開示の趣旨及び範囲内に入る追加の実施形態を実現するであろう。
【０１６２】
　広範な地域にわたり配信される、本実施形態のゲームへのアクセスを提供するような、
アクセスサービスがクラウドコンピューティングを使用することが多いことに留意するべ
きである。クラウドコンピューティングは、動的スケーラブルで、仮想化されたリソース
がインターネット上のサービスとしてしばしば提供されるコンピューティングのスタイル
である。ユーザは、ユーザをサポートする「クラウド」のテクノロジインフラストラクチ
ャの専門家である必要はない。クラウドコンピューティングは、インフラストラクチャア
ズアサービス（ＩａａＳ）、プラットフォームアズアサービス（ＰａａＳ）、及びソフト
ウエアアズアサービス（ＳａａＳ）などの異なるサービスに分けられることができる。ク
ラウドコンピューティングサービスは、ウェブブラウザからアクセスされるオンラインで
、ビデオゲームなどの共通のアプリケーションをしばしば提供し、ソフトウェア及びデー
タは、クラウド内のサーバに格納される。クラウドという用語は、インターネットがコン
ピュータネットワーク図にどのように描かれているかに基づいて、インターネットのメタ
ファとして使用され、メタファが隠す複雑なインフラストラクチャの抽象的概念である。
【０１６３】
　ゲーム処理サーバ（ＧＰＳ）（または簡単に「ゲームサーバ」）は、シングルプレイヤ
ービデオゲーム及びマルチプレイヤービデオゲームをプレイするためにゲームクライアン
トにより使用される。インターネット上でプレイされるほとんどのビデオゲームは、ゲー
ムサーバへの接続を介して動作する。通常、ゲームはプレイヤーからのデータを収集し、
それを他のプレイヤーに配布する専用サーバアプリケーションを使用する。これは、ピア
ツーピア構成よりも効率的かつ効果的であるが、サーバアプリケーションをホストするに
は別のサーバが必要となる。別の実施形態では、ＧＰＳは、プレイヤーとそれぞれのゲー
ムプレイデバイスとの間の通信を確立し、集中ＧＰＳに頼ることなく情報を交換する。
【０１６４】
　専用ＧＰＳは、クライアントとは独立して実行されるサーバである。これらのようなサ
ーバは、通常、データセンターに配置された専用ハードウェアで実行され、より多くの帯
域幅と専用の処理能力を提供する。専用サーバは、ほとんどのＰＣベースのマルチプレイ
ヤーゲームのためのゲームサーバをホストするのに好ましい方法である。大規模多人数同
時参加型オンラインゲームは、通常ゲームタイトルを所有するソフトウェア会社がホスト
する専用サーバで実行され、コンテンツを制御及び更新することができる。
【０１６５】
　ユーザは、少なくともＣＰＵ、ディスプレイ及びＩ／Ｏを含む、クライアントデバイス
を使用してリモートサービスにアクセスする。クライアントデバイスは、ＰＣ、携帯電話
、ネットブック、ＰＤＡなどであり得る。一実施形態では、ゲームサーバ上で実行するネ
ットワークは、クライアントによって使用されるデバイスの種類を認識し、採用する通信
方法を調整する。他の場合には、クライアントデバイスは、ＨＴＭＬなどの標準的な通信
方法を使用して、インターネット経由でゲームサーバ上のアプリケーションにアクセスす
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る。
【０１６６】
　本開示の実施形態は、ハンドヘルドデバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロ
プロセッサベースまたはプログラマブル家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフレ
ームコンピュータなどを含むさまざまなコンピュータシステム構成によって実施し得る。
本開示はまた、有線ベースまたは無線ネットワークを通ってリンクされる、遠隔処理デバ
イスによりタスクが実施される、分散型コンピューティング環境で実践されることが可能
である。
【０１６７】
　所与のビデオゲームが特定のプラットフォーム、及び特定の関連したコントローラデバ
イスのために開発されることができることを理解するであろう。しかしながら、本明細書
に提示されるようなゲームクラウドシステムを介してこのようなゲームを利用可能にする
ときに、ユーザは、異なるコントローラデバイスによってビデオゲームにアクセスするこ
とができる。たとえば、ゲームは、ゲームコンソール及びその関連したコントローラのた
めに開発されている可能性があるが、ユーザは、キーボード及びマウスを利用するパーソ
ナルコンピュータからゲームのクラウドベースのバージョンにアクセスすることができる
。このようなシナリオにおいて、入力パラメータ構成は、ユーザの利用可能なコントロー
ラデバイス（この事例において、キーボード及びマウス）により生成されることが可能で
ある入力から、ビデオゲームの実行のために許容可能である入力へのマッピングを定義す
ることが可能である。
【０１６８】
　別の例において、ユーザは、タブレットコンピューティングデバイス、タッチスクリー
ンスマートフォン、または他のタッチスクリーン駆動型デバイスを介してクラウドゲーム
システムにアクセスすることができる。この事例において、クライアントデバイス及びコ
ントローラデバイスは、入力が検出されたタッチスクリーンの入力／ジェスチャとして提
供されながら、同一のデバイス内に合わせて一体化される。このようなデバイスについて
、入力パラメータ構成は、ビデオゲームについてのゲーム入力に対応する特定のタッチス
クリーン入力を定義することができる。たとえば、ボタン、十字キー、または他のタイプ
の入力素子は、ビデオゲームの実行中に表示され、またはオーバーレイされ、ユーザがゲ
ーム入力を生成するためにタッチすることが可能であるタッチスクリーン上の位置を示す
ことができる。特定の向きにおけるスワイプなどのジェスチャ、または特定のタッチモー
ションもゲーム入力として検出されることができる。１つの実施形態において、たとえば
、ビデオゲームのゲームプレイを開始する前に、タッチスクリーン上での制御の操作へユ
ーザを慣れさせるために、ゲームプレイ用のタッチスクリーンを介して入力を提供する方
法を示す、チュートリアルをユーザへ提供することが可能である。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、クライアントデバイスは、コントローラデバイスについての
接続ポイントとして機能する。すなわち、コントローラデバイスは、無線または有線接続
を介してクライアントデバイスと通信し、コントローラデバイスからクライアントデバイ
スへ入力を送信する。クライアントデバイスは、これらの入力を順に処理し、その後ネッ
トワーク（たとえば、ルータなどのローカルネットワークデバイスを介してアクセスされ
る）を介してクラウドゲームサーバへ入力データを送信することができる。しかしながら
、他の実施形態において、コントローラ自体は、ネットワークを介してクラウドゲームサ
ーバへ直接に入力を通信する能力を有し、これらのような入力を最初にクライアントデバ
イスを通して通信する必要がない、ネットワーク化されたデバイスであり得る。たとえば
、コントローラは、ローカルネットワークデバイス（前述のルータなど）に接続し、クラ
ウドゲームサーバへデータを送信し、このクラウドゲームサーバからデータを受信するこ
とができる。したがって、クライアントデバイスは依然として、クラウドベースのビデオ
ゲームからビデオ出力を受信し、それをローカルディスプレイ上にレンダリングすること
を必要とされ得る一方で、入力レイテンシは、コントローラがクラウドゲームサーバへネ
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ットワーク経由で入力を直接送信することを可能にすることで減少することができ、クラ
イアントデバイスをバイパスすることが可能である。
【０１７０】
　１つの実施形態において、ネットワーク化されたコントローラ及びクライアントデバイ
スは、特定のタイプの入力をコントローラからクラウドゲームサーバへ直接に、また他の
タイプの入力をクライアントデバイスを介して送信するように構成されることが可能であ
る。たとえば、検出がコントローラ自体から離れた任意の追加のハードウェアまたは処理
に依存しない入力は、コントローラからクラウドゲームサーバへネットワークを介して直
接に送信され、クライアントデバイスをバイパスすることが可能である。これらのような
入力は、ボタン入力、ジョイスティック入力、埋め込み型動き検出入力（たとえば、加速
度計、磁力計、ジャイロスコープ）などを含むことができる。しかしながら、追加のハー
ドウェアを利用する、またはクライアントデバイスによる処理を必要とする入力は、クラ
イアントデバイスによりクラウドゲームサーバへ送信されることが可能である。これらは
、クラウドゲームサーバへ送信する前に、クライアントデバイスにより処理されることが
できるゲーム環境から取り込まれたビデオまたはオーディオを含むことができる。加えて
、コントローラの動き検出ハードウェアからの入力は、取り込まれたビデオと併せてクラ
イアントデバイスにより処理され、コントローラの位置及び動きを検出することができ、
その後、クライアントデバイスによりクラウドゲームサーバへ通信される。さまざまな実
施形態に従いコントローラデバイスもクライアントデバイスから、またはクラウドゲーム
サーバから直接にデータ（たとえば、フィードバックデータ）を受信することができるこ
とを理解するであろう。
【０１７１】
　本明細書に記載される実施形態がいずれかのタイプのクライアントデバイス上で実行さ
れることができることを理解されたい。いくつかの実施形態では、クライアントデバイス
は、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）である。
【０１７２】
　図１０は、本開示の実施形態に従う、ヘッドマウントディスプレイ１０５０の構成要素
を示す図である。ヘッドマウントディスプレイ１０５０は、プログラムインストラクショ
ンを実行するためのプロセッサ１０００を含む。メモリ１００２は、ストレージ目的のた
めに提供され、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を含むことができる。ユーザが見
ることができる視覚インタフェースを提供するディスプレイ１００４を含む。ヘッドマウ
ントディスプレイ１０５０についての電源としてバッテリ１００６を提供する。動き検出
モジュール１００８は、磁力計１０１０Ａ、加速度計１０１２、及びジャイロスコープ１
０１４などの、さまざまな種類の動き感知性ハードウェアのいずれかを含むことができる
。
【０１７３】
　加速度計は、加速度及び重力に誘起された反力を測定するための装置である。単軸及び
多軸モデルは、異なる向きにおける加速度の大きさ及び向きを検出するために利用可能で
ある。加速度計を使用して、傾き、振動、及び衝撃を感知する。１つの実施形態において
、３つの加速度計１０１２を使用して２つの角度（ワールド空間ピッチ及びワールド空間
ロール）について絶対参照を与える、重力の向きを提供する。
【０１７４】
　磁力計は、ヘッドマウントディスプレイの近くの磁場の強さ及び向きを測定する。１つ
の実施形態において、３つの磁力計１０１０Ａは、ヘッドマウントディスプレイ内で使用
され、ワールド空間ヨー角度についての絶対参照を確保する。１つの実施形態において、
磁力計は、±８０マイクロテスラである、地磁気にわたるように設計される。磁力計は、
金属の影響を受け、実際のヨーに関して単調であるヨー測定を提供する。磁場は、ヨー測
定に歪みを引き起こす、環境内の金属により歪む可能性がある。必要であれば、この歪み
は、ジャイロスコープまたはカメラなどの他のセンサからの情報を使用して較正されるこ
とが可能である。１つの実施形態において、加速度計１０１２は、磁力計１０１０Ａと併
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せて使用され、ヘッドマウントディスプレイ１０５０の傾き及び方位を取得する。
【０１７５】
　ジャイロスコープは、角運動量の原理に基づき、方向を測定する、または維持するため
の装置である。１つの実施形態において、３つのジャイロスコープ１０１４は、慣性感知
に基づきそれぞれの軸（ｘ、ｙ及びｚ）にわたる動きについての情報を提供する。ジャイ
ロスコープは、高速回転を検出する際に有用である。しかしながら、ジャイロスコープは
、絶対参照が存在しなくても、経時的にドリフトすることが可能である。これは、定期的
にジャイロスコープをリセットすることを必要とし、これは、オブジェクトの視覚追跡、
加速度計、磁力計などに基づく位置／方向決定などの、他の利用可能な情報を使用して行
われることが可能である。
【０１７６】
　実環境の画像及び画像ストリームを取り込むためのカメラ１０１６を提供する。１つよ
り多いカメラは、ヘッドマウントディスプレイ１０５０内に含まれ、後ろ向きであるカメ
ラ（ユーザがヘッドマウントディスプレイ１０５０のディスプレイを見ているときにユー
ザとは別の方向に向けられる）、及び前向きであるカメラ（ユーザがヘッドマウントディ
スプレイ１０５０のディスプレイを見ているときにユーザ方向へ向けられる）を含むこと
ができる。加えて、デプスカメラ１０１８は、実環境におけるオブジェクトの奥行き情報
を感知するためにヘッドマウントディスプレイ１０５０に含まれることができる。
【０１７７】
　１つの実施形態において、ＨＭＤの前面上に一体化されるカメラを使用して、安全につ
いての警告を提供することができる。たとえば、ユーザが壁またはオブジェクトに接近し
ている場合に、ユーザに警告することができる。１つの実施形態において、この使用は、
室内の物理的オブジェクトの輪郭図によって提供され、それらの存在をユーザに警告する
ことができる。輪郭は、たとえば、仮想環境内のオーバーレイであり得る。いくつかの実
施形態において、ＨＭＤユーザは、床などにオーバーレイされる、基準マーカーへのビュ
ーを提供されることができる。たとえば、マーカーは、ユーザがゲームをプレイする部屋
のどこが中心であるかの基準をユーザに提供することができる。これは、たとえば、ユー
ザが部屋の中で壁または他のオブジェクトに衝突することを回避するためにどこを動くべ
きかの視覚情報をユーザに提供することができる。また触覚警告、及び／または音声警告
をユーザへ提供し、ユーザがＨＭＤを装着し、ＨＭＤを用いてゲームをプレイするまたは
コンテンツをナビゲートするときについてのさらなる安全性を提供することが可能である
。
【０１７８】
　ヘッドマウントディスプレイ１０５０は、オーディオ出力を提供するためのスピーカ１
０２０を含む。また、周囲環境からの音、ユーザにより生じる音声などを含む、実環境か
ら音を取り込むためのマイクロホン１０２２を含むことができる。ヘッドマウントディス
プレイ１０５０は、触覚フィードバックをユーザへ提供するための触覚フィードバックモ
ジュール１０２４を含む。１つの実施形態において、触覚フィードバックモジュール１０
２４は、触覚フィードバックをユーザへ提供するために、ヘッドマウントディスプレイ１
０５０の動き及び／または振動を引き起こすことが可能である。
【０１７９】
　ＬＥＤ１０２６は、ヘッドマウントディスプレイ１０５０のステータスの視覚インジケ
ータとして提供される。たとえば、ＬＥＤは、バッテリレベル、電源投入などを示すこと
ができる。カードリーダー１０２８は、ヘッドマウントディスプレイ１０５０がメモリー
カードへ、またこのメモリーカードからの情報を読み出し、書き込むことを可能にするた
めに提供される。ペリフェラルデバイスの接続、または他のデバイス、たとえば、他のポ
ータブルデバイス、コンピュータなどへの接続を可能にするためのインタフェースの１つ
の例としてＵＳＢインタフェース１０３０を含む。ヘッドマウントディスプレイ１０５０
のさまざまな実施形態において、さまざまな種類のインタフェースのいずれかは、ヘッド
マウントディスプレイ１０５０のより高い接続性を可能にするために含まれることができ
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る。
【０１８０】
　Ｗｉ－Ｆｉモジュール１０３２は、無線ネットワーク技術を介してインターネットへの
接続を可能にするために含まれる。また、ヘッドマウントディスプレイ１０５０は、他の
デバイスへの無線接続を可能にするためにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール１
０３４を含む。また通信リンク１０３６は、他のデバイスへの接続のために含まれること
ができる。１つの実施形態において、通信リンク１０３６は、無線通信用の赤外線伝送を
利用する。他の実施形態において、通信リンク１０３６は、他のデバイスとの通信のため
にさまざまな無線または有線伝送プロトコルのいずれかを利用することができる。
【０１８１】
　入力ボタン／センサ１０３８は、ユーザについて入力インタフェースを提供するために
含まれる。ボタン、タッチパッド、ジョイスティック、トラックボールなどのような、さ
まざまな種類の入力インタフェースのいずれかを含むことができる。超音波技術を介して
他のデバイスとの通信を促進するためのヘッドマウントディスプレイ１０５０に、超音波
通信モジュール１０４０を含むことができる。
【０１８２】
　バイオセンサ１０４２は、ユーザからの生理学的データの検出を可能にするために含ま
れる。１つの実施形態において、バイオセンサ１０４２は、ユーザの皮膚を通してユーザ
の生体電気信号を検出するための１つ以上の乾燥電極を含む。
【０１８３】
　ヘッドマウントディスプレイ１０５０の前述の構成要素は、ヘッドマウントディスプレ
イ１０５０内に含まれることができる単なる例示的な構成要素として記述されている。本
開示のさまざまな実施形態において、ヘッドマウントディスプレイ１０５０は、さまざま
な前述の構成要素のいくつかを含んでもよいし、含まなくてもよい。ヘッドマウントディ
スプレイ１０５０の実施形態は、本明細書に記載されるような本開示の態様を容易にする
目的のために、現在記述されていないが、当該技術分野において既知である他の構成要素
を追加で含むことができる。
【０１８４】
　当業者は、本開示のさまざまな実施形態において、前述のハンドヘルドデバイスが、さ
まざまなインタラクティブ機能を提供するためにディスプレイ上に表示されるインタラク
ティブアプリケーションと併せて利用されることができることを理解するであろう。本明
細書に記載される例示的な実施形態は、単に例として提供するものであり、限定として提
供するものではない。
【０１８５】
　図１１は、本開示のさまざまな実施形態に従う、ゲームシステム１１００のブロック図
である。ゲームシステム１１００は、ネットワーク１１１５を介して１つまたは複数のク
ライアント１１１０にビデオストリームを提供するように構成される。ゲームシステム１
１００は、通常、ビデオサーバシステム１１２０及び任意選択のゲームサーバ１１２５を
含む。ビデオサーバシステム１１２０は、最小限のサービス品質で１つまたは複数のクラ
イアント１１１０にビデオストリームを提供するように構成される。たとえば、ビデオサ
ーバシステム１１２０は、ビデオゲーム内のビューのステートまたは視点を変更するゲー
ムコマンドを受信し、クライアント１１１０に、この変更をステートに反映する更新され
たビデオストリームを、最小遅延時間で提供し得る。ビデオサーバシステム１１２０は、
まだ定義されていないフォーマットを含む、多種多様な代替ビデオフォーマットでビデオ
ストリームを提供するように構成し得る。さらに、ビデオストリームは、多種多様なフレ
ームレートでユーザに提示するために構成されたビデオフレームを含み得る。典型的なフ
レームレートは、毎秒３０フレーム、毎秒６０フレーム、及び毎秒８２０フレームである
。ただし、本開示の代替の実施形態には、より高いまたはより低いフレームレートが含ま
れる。
【０１８６】
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　本明細書で、１１１０Ａ、１１１０Ｂなどと個々に呼ばれるクライアント１１１０は、
ヘッドマウントディスプレイ、端末、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、タブ
レットコンピュータ、電話機、セットトップボックス、キオスク、無線デバイス、デジタ
ルパッド、スタンドアロンデバイス、ハンドヘルドゲームプレイデバイス、及び／または
同様のものを含み得る。典型的には、クライアント１１１０は、符号化されたビデオスト
リーム（すなわち、圧縮された）を受信し、ビデオストリームを復号し、得られたビデオ
をユーザ、たとえば、ゲームのプレイヤーに提示するように構成される。符号化されたビ
デオストリームを受信するプロセス、及び／またはビデオストリームを復号するプロセス
は、通常、個々のビデオフレームをクライアントの受信バッファに格納することを含む。
ビデオストリームは、クライアント１１１０に統合されたディスプレイ上またはモニタも
しくはテレビなどの別個のデバイス上でユーザに提示し得る。クライアント１１１０は、
任意選択で、複数のゲームプレイヤーをサポートするように構成される。たとえば、ゲー
ムコンソールは、２人、３人、４人またはそれ以上の同時プレイヤーをサポートするよう
に構成し得る。これらのプレイヤーの各人は、別個のビデオストリームを受信し得るか、
または単一のビデオストリームは、各プレイヤーに対して特別に生成された、たとえば、
各プレイヤーの視点に基づいて生成されたフレームの領域を含み得る。クライアント１１
１０は、任意選択で地理的に分散される。ゲームシステム１１００に含まれるクライアン
トの数は、１つもしくは２つから数千、数万、またはそれ以上に大きく変動し得る。本明
細書で使用する「ゲームプレイヤー」という用語は、ゲームをプレイする人を指すために
使用され、「ゲームプレイデバイス」という用語は、ゲームをプレイするために使用され
るデバイスを指すために使用される。いくつかの実施形態では、ゲームプレイデバイスは
、協働してゲームエクスペリエンスをユーザに配信する複数のコンピューティングデバイ
スを指し得る。たとえば、ゲームコンソール及びＨＭＤは、ビデオサーバシステム１１２
０と協働して、ＨＭＤを介して表示されるゲームを配信し得る。一実施形態では、ゲーム
コンソールは、ビデオサーバシステム１１２０からビデオストリームを受信し、ゲームコ
ンソールは、レンダリングのためにＨＭＤに、ビデオストリームを転送する、またはビデ
オストリームへ更新する。
【０１８７】
　クライアント１１１０は、ネットワーク１１１５を介してビデオストリームを受信する
ように構成される。ネットワーク１１１５は、電話網、インターネット、無線ネットワー
ク、電力線ネットワーク、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、プ
ライベートネットワーク、及び／または同様のものを含む任意のタイプの通信ネットワー
クとし得る。典型的な実施形態では、ビデオストリームは、ＴＣＰ／ＩＰまたはＵＤＰ／
ＩＰなどの標準プロトコルを介して通信される。あるいは、ビデオストリームは、独自の
規格を介して通信される。
【０１８８】
　クライアント１１１０の典型的な例は、プロセッサ、不揮発性メモリ、ディスプレイ、
復号化ロジック、ネットワーク通信能力、及び入力デバイスを含むパーソナルコンピュー
タである。復号化ロジックは、ハードウェア、ファームウェア、及び／またはコンピュー
タ可読媒体に格納されたソフトウェアを含み得る。ビデオストリームを復号（及び符号化
）するためのシステムは、当該技術分野において周知であり、使用される特定の符号化ス
キームに応じて異なる。
【０１８９】
　クライアント１１１０は、必須ではないが、受信ビデオを修正するために構成されたシ
ステムをさらに含み得る。たとえば、クライアントは、さらなるレンダリングを実行する
、１つのビデオ画像をもう１つのビデオ画像にオーバーレイする、ビデオ画像をクロッピ
ングする、及び／または同様のことをするように構成し得る。たとえば、クライアント１
１１０は、Ｉフレーム、Ｐフレーム、及びＢフレームなどのさまざまなタイプのビデオフ
レームを受信し、これらのフレームをユーザへの表示のための画像に処理するように構成
し得る。いくつかの実施形態では、クライアント１１１０のメンバーは、ビデオストリー
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ムに対するさらなるレンダリング、シェーディング、３Ｄへの変換、または同様の動作を
実行するように構成される。クライアント１１１０のメンバーは、任意選択で、複数のオ
ーディオまたはビデオストリームを受信するように構成される。クライアント１１１０の
入力デバイスは、たとえば、ワンハンドゲームコントローラ、ツーハンドゲームコントロ
ーラ、ジェスチャ認識システム、視線認識システム、音声認識システム、キーボード、ジ
ョイスティック、ポインティングデバイス、フォースフィードバックデバイス、動き及び
／または位置感知デバイス、マウス、タッチスクリーン、ニューラルインターフェース、
カメラ、まだ開発されていない入力デバイス、及び／または同様のものを含み得る。
【０１９０】
　クライアント１１１０によって受信されたビデオストリーム（及び任意選択でオーディ
オストリーム）は、ビデオサーバシステム１１２０によって生成され、提供される。本明
細書の他の箇所でさらに説明されるように、このビデオストリームはビデオフレームを含
む（及びオーディオストリームはオーディオフレームを含む）。ビデオフレームは、ユー
ザに表示される画像に有意義に貢献する（たとえば、それらは適切なデータ構造内にピク
セル情報を含む）ように構成される。本明細書で使用する「ビデオフレーム」という用語
は、ユーザに表示される画像に貢献する、たとえば、効果を与えるように構成された情報
を主に含むフレームを指すために使用される。「ビデオフレーム」に関する本明細書の教
示のほとんどは、「オーディオフレーム」にも適用されることができる。
【０１９１】
　クライアント１１１０は、典型的には、ユーザからの入力を受信するように構成される
。これらの入力は、ビデオゲームのステートを変更するように、またはそれ以外の場合は
ゲームプレイに影響を与えるように構成されたゲームコマンドを含み得る。ゲームコマン
ドは、入力デバイスを使用して受信することができる、及び／またはクライアント１１１
０上で実行するインストラクションを計算することによって自動的に生成し得る。受信し
たゲームコマンドは、クライアント１１１０からネットワーク１１１５を介してビデオサ
ーバシステム１１２０及び／またはゲームサーバ１１２５に通信される。たとえば、いく
つかの実施形態では、ゲームコマンドは、ビデオサーバシステム１１２０を介してゲーム
サーバ１１２５に通信される。いくつかの実施形態では、ゲームコマンドの別個のコピー
は、クライアント１１１０からゲームサーバ１１２５及びビデオサーバシステム１１２０
に通信される。ゲームコマンドの通信は、任意選択でコマンドのＩＤに依存する。ゲーム
コマンドは、オーディオまたはビデオストリームをクライアント１１１０Ａに提供するた
めに使用されたものとは異なる経路または通信チャネルを介して、クライアント１１１０
Ａから任意選択で通信される。
【０１９２】
　ゲームサーバ１１２５は、任意選択で、ビデオサーバシステム１１２０とは異なるエン
ティティによって運営される。たとえば、ゲームサーバ１１２５は、マルチプレイヤーゲ
ームのパブリッシャーによって運営し得る。この例では、ビデオサーバシステム１１２０
は、任意選択で、ゲームサーバ１１２５によってクライアントとして見なされ、任意選択
で、ゲームサーバ１１２５の視点から、従来技術のゲームエンジンを実行する従来技術の
クライアントであるように見えるように構成される。ビデオサーバシステム１１２０とゲ
ームサーバ１１２５との間の通信は、任意選択で、ネットワーク１１１５を介して行われ
る。このように、ゲームサーバ１１２５は、ゲームステート情報を複数のクライアントに
送信する従来技術のマルチプレイヤーゲームサーバとすることができ、そのうちの１つが
ゲームサーバシステム１１２０である。ビデオサーバシステム１１２０は、同時にゲーム
サーバ１１２５の複数のインスタンスと通信するように構成し得る。たとえば、ビデオサ
ーバシステム１１２０は、異なるユーザに複数の異なるビデオゲームを提供するように構
成されることができる。これらの異なるビデオゲームの各々は、異なるゲームサーバ１１
２５によってサポートし得る、及び／または異なるエンティティによってパブリッシュし
得る。いくつかの実施形態では、ビデオサーバシステム１１２０の地理的に分散された複
数のインスタンスは、複数の異なるユーザにゲームビデオを提供するように構成される。
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ビデオサーバシステム１１２０のこれらのインスタンスの各々は、ゲームサーバ１１２５
の同じインスタンスと通信し得る。ビデオサーバシステム１１２０と１つまたは複数のゲ
ームサーバ１１２５との間の通信は、任意選択で、専用の通信チャネルを介して行われる
。たとえば、ビデオサーバシステム１１２０は、これらの２つのシステム間の通信に専用
の高帯域幅チャネルを介してゲームサーバ１１２５に接続し得る。
【０１９３】
　ビデオサーバシステム１１２０は、少なくともビデオソース１１３０、Ｉ／Ｏデバイス
１１４５、プロセッサ１１５０、及び非一時的なストレージ１１５５を備える。ビデオサ
ーバシステム１１２０は、１つのコンピューティングデバイスを含み得るか、または複数
のコンピューティングデバイス間に分散し得る。これらのコンピューティングデバイスは
、任意選択で、ローカルエリアネットワークなどの通信システムを介して接続される。
【０１９４】
　ビデオソース１１３０は、たとえば、ストリーミングビデオまたは動画を形成する一連
のビデオフレームなどのビデオストリームを提供するように構成される。いくつかの実施
形態では、ビデオソース１１３０は、ビデオゲームエンジン及びレンダリングロジックを
含む。ビデオゲームエンジンは、プレイヤーからゲームコマンドを受信し、受信したコマ
ンドに基づいてビデオゲームのステートのコピーを維持するように構成される。このゲー
ムステートは、ゲーム環境内のオブジェクトの位置と、典型的には視点を含む。ゲームス
テートはまた、オブジェクトの特性、画像、色及び／またはテクスチャを含み得る。
【０１９５】
　ゲームステートは、典型的には、ゲームルールと、移動、回転、攻撃、フォーカス設定
、インタラクト、使用及び／または同様のものなどのゲームコマンドに基づいて維持され
る。ゲームエンジンの一部は、任意選択で、ゲームサーバ１１２５内に配置される。ゲー
ムサーバ１１２５は、地理的に分散したクライアントを使用する複数のプレイヤーから受
信したゲームコマンドに基づいて、ゲームのステートのコピーを維持し得る。これらの場
合、ゲームステートは、ゲームサーバ１１２５によってビデオソース１１３０に提供され
、そこでゲームステートのコピーが格納され、レンダリングが実行される。ゲームサーバ
１１２５は、ネットワーク１１１５を介してクライアント１１１０から直接ゲームコマン
ドを受信し得て、及び／またはビデオサーバシステム１１２０を介してゲームコマンドを
受信し得る。
【０１９６】
　ビデオソース１１３０は、典型的には、レンダリングロジック、たとえば、ハードウェ
ア、ファームウェア、及び／またはストレージ１１５５などのコンピュータ可読媒体に格
納されたソフトウェアなどを含む。このレンダリングロジックは、ゲームステートに基づ
いてビデオストリームのビデオフレームを作成するように構成される。レンダリングロジ
ックの全部または一部は、任意選択で、グラフィックス処理ユニット（ＧＰＵ）内に配置
される。レンダリングロジックは、典型的には、ゲームステート及び視点に基づいて、オ
ブジェクト間の三次元空間関係を決定するために、及び／または適切なテクスチャなどを
適用するために構成された処理段階を含む。レンダリングロジックは生のビデオを生成し
、生のビデオは通常、クライアント１１１０と通信する前に符号化される。たとえば、生
のビデオは、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ（登録商標）規格、．ｗａｖ、Ｈ．２６４、Ｈ．２
６３、Ｏｎ２、ＶＰ６、ＶＣ－１、ＷＭＡ、Ｈｕｆｆｙｕｖ、Ｌａｇａｒｉｔｈ、ＭＰＧ
－ｘ．Ｘｖｉｄ．ＦＦｍｐｅｇ、ｘ２６４、ＶＰ６－８、ＲｅａｌＶｉｄｅｏ、ｍｐ３な
どに従って符号化し得る。符号化処理は、リモートデバイス上のデコーダに提供するため
に、任意選択でパッケージ化されたビデオストリームを生成する。ビデオストリームは、
フレームサイズ及びフレームレートによって特徴付けられる。任意の他のフレームサイズ
を使用し得るが、典型的なフレームサイズには、８００×６００、１２８０×７２０（た
とえば、７２０ｐ）、１０２４×７６８がある。フレームレートは、１秒あたりのビデオ
フレームの数である。ビデオストリームは、異なるタイプのビデオフレームを含み得る。
たとえば、Ｈ．２６４規格は、「Ｐ」フレーム及び「Ｉ」フレームを含む。Ｉフレームは
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、表示装置上のすべてのマクロブロック／ピクセルをリフレッシュするための情報を含み
、Ｐフレームは、そのサブセットをリフレッシュするための情報を含む。Ｐフレームは、
典型的には、Ｉフレームよりもデータサイズが小さい。本明細書で使用する「フレームサ
イズ」という用語は、フレーム内のピクセル数を指すことを意味する。「フレームデータ
サイズ」という用語は、フレームを格納するために必要なバイト数を指すために使用され
る。
【０１９７】
　代替の実施形態では、ビデオソース１１３０は、カメラなどのビデオ録画デバイスを含
む。このカメラは、コンピュータゲームのビデオストリームに含めることができる遅延ビ
デオまたはライブビデオを生成するために使用し得る。得られたビデオストリームは、任
意選択で、レンダリングされた画像と、スチルカメラまたはビデオカメラを使用して録画
された画像の両方を含む。ビデオソース１１３０はまた、ビデオストリームに含めるため
に以前に録画されたビデオを格納するように構成されたストレージデバイスを含み得る。
ビデオソース１１３０はまた、オブジェクト、たとえば、人物の動きまたは位置を検出す
るように構成された動きまたは位置感知デバイス、ならびに検出された動き及び／または
位置に基づいてゲームステートを決定する、またはビデオを生成するように構成されたロ
ジックを含み得る。
【０１９８】
　ビデオソース１１３０は、任意選択で、他のビデオに配置されるように構成されたオー
バーレイを提供するように構成される。たとえば、これらのオーバーレイは、コマンドイ
ンタフェース、ログインインストラクション、ゲームプレイヤーへのメッセージ、他のゲ
ームプレイヤーの画像、他のゲームプレイヤーのビデオフィード（たとえば、ウェブカメ
ラビデオ）を含み得る。タッチスクリーンインターフェースまたは視線検出インタフェー
スを含むクライアント１１１０Ａの実施形態では、オーバーレイは、仮想キーボード、ジ
ョイスティック、タッチパッド、及び／または同様のものを含み得る。オーバーレイの一
例では、プレイヤーの音声がオーディオストリーム上にオーバーレイされる。ビデオソー
ス１１３０は、任意選択で、１つまたは複数のオーディオソースをさらに含む。
【０１９９】
　ビデオサーバシステム１１２０が複数のプレイヤーからの入力に基づいてゲームステー
トを維持するように構成される実施形態では、各プレイヤーは、ビューの位置及び向きを
含む異なる視点を有し得る。ビデオソース１１３０は、任意選択で、各プレイヤーに対し
て、各プレイヤーの視点に基づいて別個のビデオストリームを提供するように構成される
。さらに、ビデオソース１１３０は、異なるフレームサイズ、フレームデータサイズ、及
び／または符号化をクライアント１１１０のそれぞれに提供するように構成し得る。ビデ
オソース１１３０は、任意選択で、３Ｄビデオを提供するように構成される。
【０２００】
　Ｉ／Ｏデバイス１１４５は、ビデオサーバシステム１１２０が、ビデオ、コマンド、情
報要求、ゲームステート、視線情報、デバイス動作、デバイス位置、ユーザ動作、クライ
アントＩＤ、プレイヤーＩＤ、ゲームコマンド、セキュリティ情報、オーディオ、及び／
または同様のものなどの情報を送信及び／または受信するように構成される。Ｉ／Ｏデバ
イス１１４５は、典型的には、ネットワークカードまたはモデムなどの通信ハードウェア
を含む。Ｉ／Ｏデバイス１１４５は、ゲームサーバ１１２５、ネットワーク１１１５、及
び／またはクライアント１１１０と通信するように構成される。
【０２０１】
　プロセッサ１１５０は、本明細書で論じられるビデオサーバシステム１１２０のさまざ
まな構成要素内に含まれるロジック、たとえば、ソフトウェアを実行するように構成され
る。たとえば、プロセッサ１１５０は、ビデオソース１１３０、ゲームサーバ１１２５、
及び／またはクライアントクォリファイア１１６０の機能を実行するために、ソフトウェ
アインストラクションによってプログラムし得る。ビデオサーバシステム１１２０は、任
意選択で、プロセッサ１１５０の複数のインスタンスを含む。プロセッサ１１５０はまた
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、ビデオサーバシステム１１２０によって受信されたコマンドを実行するために、または
本明細書で論じられるゲームシステム１１００のさまざまな要素の動作を調整するために
、ソフトウェアインストラクションによってプログラムし得る。プロセッサ１１５０は、
１つまたは複数のハードウェアデバイスを含み得る。プロセッサ１１５０は、電子プロセ
ッサである。
【０２０２】
　ストレージ１１５５は、非一時的なアナログ及び／またはデジタルストレージデバイス
を含む。たとえば、ストレージ１１５５は、ビデオフレームを格納するように構成された
アナログストレージデバイスを含み得る。ストレージ１１５５は、コンピュータ可読デジ
タルストレージ、たとえば、ハードドライブ、光学ドライブ、またはソリッドステートス
トレージを含み得る。ストレージ１１５５は、ビデオフレーム、人工フレーム、ビデオフ
レームと人工フレームの両方を含むビデオストリーム、オーディオフレーム、オーディオ
ストリーム、及び／または同様のものを格納するように（たとえば、適切なデータ構造ま
たはファイルシステムによって）構成される。ストレージ１１５５は、任意選択で、複数
のデバイス間に分散される。いくつかの実施形態では、ストレージ１１５５は、本明細書
の他の箇所で論じられるビデオソース１１３０のソフトウェア構成要素を格納するように
構成される。これらの構成要素は、必要なときにプロビジョニングされる準備ができるフ
ォーマットに格納し得る。
【０２０３】
　ビデオサーバシステム１１２０は、任意選択で、クライアントクォリファイア１１６０
をさらに含む。クライアントクォリファイア１１６０は、クライアント１１１０Ａまたは
１１１０Ｂなどのクライアントの能力を遠隔で判定するために構成される。これらの能力
は、クライアント１１１０Ａ自体の能力、及びクライアント１１１０Ａとビデオサーバシ
ステム１１２０との間の１つまたは複数の通信チャネルの能力の両方を含むことができる
。たとえば、クライアントクォリファイア１１６０は、ネットワーク１１１５を介して通
信チャネルをテストするように構成し得る。
【０２０４】
　クライアントクォリファイア１１６０は、クライアント１１１０Ａの能力を手動または
自動で判定する（たとえば、見出す）ことができる。手動判定は、クライアント１１１０
Ａのユーザと通信し、ユーザに能力を提供するように依頼することを含む。たとえば、い
くつかの実施形態では、クライアントクォリファイア１１６０は、クライアント１１１０
Ａのブラウザ内に画像、テキスト、及び／または同様のものを表示するように構成される
。一実施形態では、クライアント１１１０Ａは、ブラウザを含むＨＭＤである。別の実施
形態では、クライアント１１１０Ａは、ブラウザを有するゲームコンソールであり、ＨＭ
Ｄ上に表示し得る。表示されたオブジェクトは、ユーザがクライアント１１１０Ａのオペ
レーティングシステム、プロセッサ、ビデオデコーダタイプ、ネットワーク接続のタイプ
、ディスプレイ解像度などのような情報を入力することを要求する。ユーザによって入力
された情報は、クライアントクォリファイア１１６０に返信される。
【０２０５】
　自動判定は、たとえば、クライアント１１１０Ａ上のエージェントの実行によって、及
び／またはクライアント１１１０Ａへのテストビデオの送信によって行い得る。エージェ
ントは、ウェブページに埋め込まれるか、またはアドオンとしてインストールされるＪａ
ｖａ（登録商標）スクリプトなどのコンピューティングインストラクションを含み得る。
エージェントは、任意選択で、クライアントクォリファイア１１６０によって提供される
。さまざまな実施形態では、エージェントは、クライアント１１１０Ａの処理能力、クラ
イアント１１１０Ａの復号化及び表示能力、クライアント１１１０Ａとビデオサーバシス
テム１１２０との間の通信チャネルの遅延時間の信頼性及び帯域幅、クライアント１１１
０Ａのディスプレイタイプ、クライアント１１１０Ａ上に存在するファイアウォール、ク
ライアント１１１０Ａのハードウェア、クライアント１１１０Ａ上で実行するソフトウェ
ア、クライアント１１１０Ａ内のレジストリエントリ、及び／または同様のものを発見す
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ることができる。
【０２０６】
　クライアントクォリファイア１１６０は、ハードウェア、ファームウェア、及び／また
はコンピュータ可読媒体に格納されたソフトウェアを含む。クライアントクォリファイア
１１６０は、任意選択で、ビデオサーバシステム１１２０の１つまたは複数の他の要素と
は別個のコンピューティングデバイス上に配置される。たとえば、いくつかの実施形態で
は、クライアントクォリファイア１１６０は、クライアント１１１０とビデオサーバシス
テム１１２０の複数のインスタンスとの間の通信チャネルの特性を判定するように構成さ
れる。これらの実施形態では、クライアントクォリファイアによって見出された情報を使
用して、ビデオサーバシステム１１２０のどのインスタンスがクライアント１１１０の１
つにストリーミングビデオを配信するのに最適なのかを判定することができる。
【０２０７】
　本明細書に定義されるさまざまな実施形態が、本明細書に開示されるさまざまな特徴を
使用して、特定の実施態様に組み合わされる、または組み立てられることができることを
理解するであろう。したがって、提供される例は、さまざまな要素を組み合わせて、さら
に多くの実施態様を定義することにより可能であるさまざまな実施態様に限定されず、い
くつかの可能な例であるに過ぎない。いくつかの例において、いくつかの実施態様は、開
示された、または均等な実施態様の趣旨から逸脱することなく、より少ない要素を含むこ
とができる。
【０２０８】
　本開示の実施形態は、ハンドヘルドデバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロ
プロセッサベースまたはプログラマブル家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフレ
ームコンピュータなどを含むさまざまなコンピュータシステム構成によって実施し得る。
本開示の実施形態はまた、有線ベースまたは無線ネットワークを通ってリンクされる、遠
隔処理デバイスによりタスクが実施される、分散型コンピューティング環境で実践される
ことが可能である。
【０２０９】
　上記の実施形態を念頭に置いて、本開示の実施形態がコンピュータシステムに格納され
たデータを含むさまざまなコンピュータ実装の動作を使用し得ることを理解されたい。こ
れらの動作は、物理量の物理的操作を必要とする動作である。本開示の実施形態の部分を
形成する、本明細書に記載されているあらゆる動作は、有用な機械動作である。本発明の
実施形態はまた、これらの動作を実行するためのデバイスまたは装置に関する。装置は、
必要とされる目的のために特別に構成されることができ、または装置は、コンピュータに
格納されたコンピュータプログラムによって選択的に起動または構成された汎用コンピュ
ータとすることができる。具体的には、本明細書の教示に従って書かれたコンピュータプ
ログラムとともにさまざまな汎用機械を使用することができ、または必要とされる動作を
実行するより特殊化した装置を構築する方がより便利であり得る。
【０２１０】
　本開示は、コンピュータ可読媒体上のコンピュータ可読コードとして具体化されること
もできる。コンピュータ可読媒体は、データを格納することができる任意のデータストレ
ージデバイスであり、このデータは、その後、コンピュータシステムによって読み取られ
ることができる。コンピュータ可読媒体の例には、ハードドライブ、ネットワーク接続ス
トレージ（ＮＡＳ）、リードオンリメモリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、ならびに他の光学及び非光学データストレージデバイ
スが含まれる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読コードが分散方式で格納され
、実行されるように、ネットワーク結合コンピュータシステム上に分散されるコンピュー
タ可読有形媒体を含むことができる。
【０２１１】
　方法動作が特定の順序で説明されているが、他のハウスキーピング操作が動作の間に実
行し得る、または動作が、わずかに異なる時間に生じるように調整し得る、もしくはオー



(52) JP 2021-7019 A 2021.1.21

バーレイ動作の処理が所望の方法で実行される限り、処理に関連するさまざまな間隔で処
理動作の発生を可能にするシステムに分散し得ることを理解されたい。
【０２１２】
　前述の本開示は、理解を明確にするために幾分詳細に説明されてきたが、添付の特許請
求の範囲内である種の変更及び修正を実施し得ることは明らかであろう。したがって、本
実施形態は例示的であって限定的ではないと見なされるべきであり、本開示の実施形態は
本明細書に記載された詳細に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲及び均等物
の範囲内で修正し得る。
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