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(57)【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）のスクリーン上にレンダリングされるコンテン
ツを実行する方法であって、
　前記スクリーン上にインタラクティブなシーンをレンダリングするために前記コンテン
ツを実行するステップと、
　ユーザの頭に着用され、前記インタラクティブなシーンが前記スクリーン上にレンダリ
ングされているときの前記ＨＭＤの向きを追跡するステップと、
　前記ユーザの前記頭の動きが前記インタラクティブなシーンへのビュー方向の変化をも
たらすように、前記ＨＭＤの向きの変化にもとづいて前記インタラクティブなシーンへの
ビュー方向を変化させるステップと、
　前記ＨＭＤの前記ユーザに対する現実世界空間の現実世界対象物の相対的な位置を取得
するように構成された前記ＨＭＤのカメラを用いて前記現実世界空間の画像を受け取るス
テップと、
　少なくとも一つの現実世界対象物が前記ＨＭＤの前記ユーザに近接していることを検出
するステップと、
　前記ＨＭＤに提示すべき警告であって、前記ユーザが前記少なくとも一つの現実世界対
象物にぶつかりそうであることを示す警告を生成するステップと、
　前記少なくとも一つの現実世界対象物を視認する方向における前記スクリーンの一部を
、前記ＨＭＤの前記カメラを用いて前記現実世界空間への少なくとも部分的なビューを提
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供する透過モードに移行するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記現実世界空間への前記部分的なビューは、前記少なくとも一つの現実世界対象物の
輪郭線の形態、点線の形態、グレイアウト形態、破線形態、ゴースト形態、半透過形態、
または完全に視認可能な形態のうちの一つを提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記警告は、前記ＨＭＤの前記スクリーン上のビジュアル形式、オーディオ形式、触覚
形式、またはこれらの２以上の組合せの形態で前記ＨＭＤに提示される、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの現実世界対象物が前記ＨＭＤの前記ユーザに近接していることを
検出するステップは、深さデータ、超音波データ、画像データ、音データ、またはこれら
の２以上の組合せを調べることによって促進される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＨＭＤの向きを追跡するステップは、前記ＨＭＤの慣性センサデータを調べること
、前記ＨＭＤが取得した画像データを調べること、またはこれらの組合せによって促進さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記カメラは前記ＨＭＤの正面に配置される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザから受信される入力によって、または、前記警告はもはや有効ではないとい
う決定にもとづいて、前記透過モードから出るように移行するステップをさらに含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンテンツの実行は前記ＨＭＤの一部であるコンピュータによって処理される、ま
たは、前記コンテンツの実行は前記ＨＭＤに有線または無線接続によって通信可能に接続
されたコンピュータよって処理される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記コンテンツは、１以上のサーバを含むクラウドシステム上で実行される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１０】
　音、前記現実世界空間で検出された動き、前記ＨＭＤの前記ユーザによって提供された
オーディオコマンドまたはビジュアルコマンド、前記ＨＭＤで検出されたオーディオまた
は入力、前記ＨＭＤまたはコントローラから提供されたコマンド、またはこれらの２以上
の組合せに応答して、前記警告がさらにもたらされる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）のスクリーン上に提示されるコンテンツを実行
する方法であって、
　前記コンテンツを実行するステップと、
　前記コンテンツのインタラクティブなシーンを前記ＨＭＤの前記スクリーン上にレンダ
リングするステップと、
　前記コンテンツの実行の間に前記ＨＭＤの近くの範囲内で発生するトリガーイベントを
検出するステップであって、前記トリガーイベントが前記トリガーイベントが発生した方
向における前記スクリーンの一部を非透過モードから透過モードへと移行させ、前記透過
モードは、前記ＨＭＤのカメラによって取得された、前記ＨＭＤのユーザが位置する現実
世界空間の画像を提供するように構成される、ステップと、
　一定の期間後、前記透過モードを中断して前記非透過モードに戻るステップとを含む、
方法。
【請求項１２】
　前記トリガーイベントの原因を特定するステップと、
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　前記ＨＭＤに提供すべき情報を選択するステップとをさらに含み、
　前記情報は、警告、受信した電話の呼び出しに関するメッセージ、テキストメッセージ
に関するメッセージ、電子メールに関するメッセージ、前記ユーザの現実世界対象物への
近接に関するメッセージ、前記現実世界空間の人の声に関するメッセージ、またはこれら
の２以上の組合せを提供することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記トリガーイベントは、前記ＨＭＤを着用している前記ユーザの視線状態に応答して
発生する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記視線状態は、
　（ａ）ある視線方向をある期間検出すること、
　（ｂ）ある視線パターンを一定の期間にわたって検出すること、または
　（ｃ）視線方向の変化を検出すること、のうちの一つである、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）のスクリーン上にレンダリングされるコンテン
ツを実行するためのプログラム命令を有するコンピュータ読み取り可能媒体であって、
　前記スクリーン上にインタラクティブなシーンをレンダリングするために前記コンテン
ツを実行するためのプログラム命令と、
　ユーザの頭に着用され、前記インタラクティブなシーンが前記スクリーン上にレンダリ
ングされているときの前記ＨＭＤの向きを追跡するためのプログラム命令と、
　前記ユーザの前記頭の動きが前記インタラクティブなシーンへのビュー方向の変化をも
たらすように、前記ＨＭＤの向きの変化にもとづいて前記インタラクティブなシーンへの
ビュー方向を変化させるためのプログラム命令と、
　前記ＨＭＤの前記ユーザに対する現実世界空間の現実世界対象物の相対的な位置を取得
するように構成された前記ＨＭＤのカメラを用いて前記現実世界空間の画像を受け取るた
めのプログラム命令と、
　少なくとも一つの現実世界対象物が前記ＨＭＤの前記ユーザに近接していることを検出
するためのプログラム命令と、
　前記ＨＭＤに提示すべきメッセージであって、前記少なくとも一つの現実世界対象物へ
の近接を示すメッセージを生成するためのプログラム命令と、
　前記少なくとも一つの現実世界対象物を視認する方向における前記スクリーンの一部を
、前記ＨＭＤの前記カメラを用いて前記現実世界空間への少なくとも部分的なビューを提
供する透過モードに移行するためのプログラム命令とを含む、コンピュータ読み取り可能
媒体。
【請求項１６】
　前記現実世界空間への前記部分的なビューは、輪郭線の形態、点線の形態、グレイアウ
ト形態、破線形態、ゴースト形態、半透過形態、または完全に視認可能な形態のうちの一
つを提供する、請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１７】
　前記メッセージは、前記ＨＭＤの前記スクリーン上のビジュアル形式、オーディオ形式
、触覚形式、またはこれらの２以上の組合せの形態で前記ＨＭＤに提示される、請求項１
５に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つの現実世界対象物が前記ＨＭＤの前記ユーザに近接していることを
検出するステップは、深さデータ、超音波データ、画像データ、音データ、またはこれら
の２以上の組合せを調べることによって促進される、請求項１５に記載のコンピュータ読
み取り可能媒体。
【請求項１９】
　前記ＨＭＤの向きを追跡するステップは、前記ＨＭＤの慣性センサデータを調べること
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、前記ＨＭＤが取得した画像データを調べること、またはこれらの組合せによって促進さ
れる、請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２０】
　前記プログラム命令の実行は前記ＨＭＤの一部であるコンピュータによって処理される
、または、前記プログラム命令の実行は前記ＨＭＤに有線または無線によって通信可能に
接続されたコンピュータよって処理される、請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可
能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドマウントディスプレイにおいて透明モードを変更する方法及びシステ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオゲーム業界は、長年にわたり多くの変化を遂げてきた。コンピューターの処理能
力の向上とともに、テレビゲームの開発者らも、このような処理能力の高度化を利用した
ゲームソフトウェアを開発してきた。このため、テレビゲームの開発者らは、非常にリア
ルなゲーム体験となるように高度な演算や数値演算を組み込んだゲームをコーディングし
てきた。
【０００３】
　数多くのゲームプラットホームが、ゲームコンソールの形態で開発され、販売されてき
た。典型的なゲームコンソールは、モニター（通常、テレビ受像機）に接続し、ユーザー
が、ハンドヘルドコントローラーを介して相互作用することができるように設計される。
ゲームコンソールは、中央処理装置（ＣＰＵ）、重いグラフィック演算を処理するための
グラフィックスシンセサイザー、ジオメトリ変換を実施するためのベクトルユニット、及
びグルーハードウェアと呼ばれるその他のハードウェア、ソフトウェア、及びファームウ
ェアを含む専用の処理ハードウェアで設計されている。ゲームコンソールは、ゲームコン
ソールを介してローカルでプレイするためのゲームのコンパクトディスクを収容するため
の光学ディスクトレイを備えるようにさらに設計される。ゲームコンソールは、ユーザー
が、インターネット上で他のユーザーと対戦して、または、他のユーザーと一緒にインタ
ラクティブにプレイすることができるオンラインゲーム用にも設計されている。ゲームの
複雑さがプレーヤーの興味を引き付けるように、ゲーム及びハードウェアの製造業者らは
、新しい手法を取り入れてさらなるインタラクティビティとコンピュータープログラムと
を可能にしようとしてきた。
【０００４】
　コンピューターゲーム業界では、ユーザーとゲームシステムとの間のインタラクション
を高めるゲーム及びゲームコントローラーを開発する傾向が広がっている。ゲームコント
ローラーは、ゲームシステムがプレーヤーの多様な動きをトラッキングし、この動きをゲ
ームシステム上で実行されるゲームの入力として使用できるようにすることによってより
質の高いインタラクティブな経験を可能にする特徴を含んでいる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、この状況においてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、本明細書に記載するように、１つの透過モードから別のモードに
移行するためのシステム及び方法を提供するものである。
【０００７】
　大まかにいうと、本発明の様々な実施形態は、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）
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のスクリーン上に提示されるゲームを実行するためのシステム及び方法を開示する。ゲー
ムが実行され、ゲームからのインタラクティブなシーンがヘッドマウントディスプレイの
スクリーン上にレンダリングされる。ユーザーによって着用されているＨＭＤの画像が受
信され、ＨＭＤの第１の空間位置を、ユーザーに向かうように方向付けられた捕捉場所と
相対的に識別するために使用される。ユーザーによって保持されているコントローラーの
画像が受信され、かつコントローラーの第２の空間場所を捕捉場所と相対的に識別するた
めに使用される。コントローラーは、少なくとも部分的に実行中のゲームとの相互作用を
推進するために入力を提供する。ＨＭＤのスクリーン上に提示されるインタラクティブな
シーンを視認するユーザーの視線方向を識別する画像が受信される。ＨＭＤの前方向から
捕捉される現実世界の画像も受信される。スクリーンの一部は、透過モードに移行され、
透過モードはスクリーンの一部にレンダリングされたインタラクティブなシーンを現実世
界の画像の少なくとも一部分によって置き換える。この透過モードは、一定の期間後中断
するので、ユーザーは、継続的にゲームに完全に浸り込み、かつゲームプレイを完全に体
験することができる。ユーザーがゲームに完全に浸り込んでいる非透過モードから、透過
モードへの移行は、ユーザーのゲームプレイを妨げることなく、ユーザーが現実世界を覗
き見るのを可能にする。この移行は、ユーザーがとても激しいゲームから段階的に現実世
界に入っていくことも可能にする。
【０００８】
　一実施形態では、ヘッドマウントディスプレイのスクリーン上に提示されるゲームを実
行する方法が開示される。この方法は、ゲームを実行することを含む。ゲームの実行に応
答して、ゲームのインタラクティブなシーンがＨＭＤのスクリーン上にレンダリングされ
る。ユーザーによって着用されているＨＭＤの画像が受信される。このＨＭＤの画像は、
ＨＭＤの第１の空間位置を、ユーザーに向かうように方向付けられた捕捉場所と相対的に
識別するために使用される。ユーザーによって保持されているコントローラーの画像が受
信される。このコントローラーの画像は、コントローラーの第２の空間位置を、捕捉場所
と相対的に識別するために使用される。コントローラーは、実行中のゲーム内の相互作用
を少なくとも部分的に推進するために入力を提供する。ＨＭＤのスクリーン上に提示され
る、ゲームのインタラクティブなシーンを視認するユーザーの視線方向の変更を識別する
画像が受信される。ユーザーの変更した視線方向と一致する現実世界の画像が受信される
。現実世界の画像は、ＨＭＤの前方向から捕捉される。視線方向の変更の検出に応答して
、スクリーンの一部は半透過モードに移行される。この移行は、捕捉された現実世界の画
像の少なくとも一部を、インタラクティブなシーンをレンダリングするスクリーンの一部
に提示させる。半透過モードは、一定の期間後中断する。
【０００９】
　別の実施形態では、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）のスクリーン上に提示され
るゲームを実行する方法が開示される。この方法は、ゲームを実行することを含む。ゲー
ムの実行は、ゲームのインタラクティブなシーンをＨＭＤのスクリーン上にレンダリング
する。ＨＭＤのスクリーン上に提示される、インタラクティブなシーンを視認していると
き、ＨＭＤを着用しているユーザーの視線方向の変更を識別する画像が受信される。ＨＭ
Ｄの前方を向いたカメラから捕捉された現実世界の画像が受信される。捕捉された現実世
界の画像は、ユーザーの視線方向と一致する。スクリーンの一部は、捕捉された現実世界
の画像の少なくとも一部分が、インタラクティブなシーンをレンダリングするスクリーン
の一部に重ね合わせられるように、視線方向の変更に応答して非透過モードから半透過モ
ードへと移行される。半透過モードは、一定の期間後中断する。
【００１０】
　別の実施形態では、ヘッドマウントディスプレイのスクリーン上に提示されるゲームを
実行する方法が開示される。この方法は、ゲームを実行することを含む。ゲームが実行さ
れると、ゲームのインタラクティブなシーンは、ＨＭＤのスクリーン上にレンダリングさ
れる。ゲームの実行の間にＨＭＤの近くの範囲内で発生するトリガーイベントが検出され
る。このトリガーイベントは、スクリーンの非透過モードから完全透過モードへの移行を
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生じさせる。この移行することには、スクリーンを完全透過モードへと切り換えるために
、スクリーンの１つ以上の光学特性を調節することを含む。この完全透過モードは、ユー
ザーがＨＭＤの近くの現実世界の環境を、スクリーンを通して視認できるようにする。完
全透過モードは、一定の期間後中断する。
【００１１】
　本発明の他の態様は、本発明の実施形態の原理を例示する手段として図示する添付の図
面を併用して、以下の課題を解決するための手段から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の様々な実施形態は、添付の図面を併用して以下の記述を参照することによって
、最も良好に理解される場合がある。
【００１３】
【図１Ａ－１Ｄ】図１Ａ～図１Ｄは、本発明のいくつかの実施形態による、ゲーム環境の
異なるシステムアーキテクチャ構成を図示する。
【００１４】
【図２Ａ－２Ｄ】図２Ａ～図２Ｄは、本発明の実施形態による、ゲームプログラムとの相
互作用で使用されるヘッドマウントディスプレイの構成要素を図示する。
【００１５】
【図３Ａ－３Ｇ】図３Ａ～図３Ｇは、いくつかの実施形態での、非透過モードから半透過
または完全透過モードへの間の移行の実装を図示する。
【００１６】
【図４Ａ－４Ｅ】図４Ａ～図４Ｅは、本発明のいくつかの実施形態での、３次元空間での
、及びヘッドマウントディスプレイ内の異なる移行領域での非透過モードから透過モード
への間の移行の実装を図示する。
【００１７】
【図５】図５は、本発明の実施形態による、ヘッドマウントディスプレイのスクリーン上
に提示されるゲームを実行するための方法動作を図示する。
【００１８】
【図６】図６は、本発明の一実施形態での、ゲームモジュールの全体的なシステムアーキ
テクチャを図示する。
【図７】図７は、本発明の実施形態による、ゲームシステムのブロック図を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）内で、非透過モードから半透過または完全透過
モードへ移行するシステム及び方法が記載される。ゲームコンソールまたはゲームクラウ
ド上で実行されるゲームは、ゲームのインタラクティブなシーンをＨＭＤのスクリーン上
にレンダリングさせる。ゲームの実行の間に、トリガーイベントの発生が検出される。ト
リガーイベントの検出に応答して、ＨＭＤのスクリーンの一部、または全スクリーンのい
ずれかが、非透過モードから半透過または完全透過モードに移行される。この移行は、Ｈ
ＭＤの近くから捕捉される現実世界の画像の少なくとも一部分を、ＨＭＤスクリーンの一
部にレンダリングされたインタラクティブなシーンと並んで提示できるようにする。また
はユーザーがＨＭＤの近くからの現実世界の画像をスクリーンを通して視認できるように
する。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、半透過モードへ移行することは、インタラクティブなシーン
を背景へとフェードインさせ、一方で現実世界の画像を前景にレンダリングさせることを
含む。いくつかの実施形態では、この移行は、段階的な増分で行われてもよい。いくつか
の実施形態では、この段階的な増分での移行は、ゲームの強度によって、線形的あっても
または非線形的であってもよい。いくつかの実施形態では、完全透過モードへと移行する
ことは、ＨＭＤスクリーンの一部にレンダリングするインタラクティブなシーンを、ＨＭ
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Ｄの前を向いたカメラによって捕捉される現実世界の画像で置き換えることを含む。他の
実施形態では、非透過モードから完全透過モードへの移行は、スクリーンを完全に透過的
にするように、スクリーンの光学特性を調節することによって実現される。いくつかの実
施形態では、イベントは、ＨＭＤを着用しているユーザーの視線方向の変化が検出された
ときにトリガーされる場合がある。いくつかの他の実施形態では、イベントは、ユーザー
がＨＭＤを使用してゲームをプレイしている部屋に人が入ってくるなどのように、ユーザ
ーのすぐそばの現実世界環境で動きが検出されたとき、またはユーザーのすぐそばの現実
世界環境内でＨＭＤによって音が検出されるとき、等々に、トリガーされる場合がある。
いくつかの実施形態では、トリガーイベントは、ユーザーからの音声または動きによるコ
マンド、またはコントローラーもしくはＨＭＤから発せられるコマンドに応答する場合が
ある。
【００２１】
　本開示に記載される様々な実施形態は、これらの具体的な詳細の一部または全てを用い
ずに実践される場合があることに留意するべきである。他の場合では、周知のプロセス動
作は、本開示に記載される様々な実施形態を不必要に不明瞭にしないために、詳細には記
載されない。
【００２２】
　一実施形態では、システムは、コンピューター、ハンドヘルドコントローラー（ＨＨＣ
）、及びヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）を含む。様々な実施形態では、コンピュ
ーターは、汎用コンピューター、専用コンピューター、ゲームコンソール、移動電話、タ
ブレットデバイス、またはＨＭＤのディスプレイスクリーン上にレンダリングされたイン
タラクティブなプログラムの１つ以上の部分を実行するその他のかかるデバイスであって
もよい。このインタラクティブなプログラムは、複数のユーザーによってプレイされるマ
ルチユーザーゲームプログラムであっても、または１人のユーザーによってプレイされる
シングルユーザーゲームプログラムであってもよい。いくつかの実施形態では、ゲームプ
ログラムの少なくとも一部は、コンピューター上で実行される。かかる実施形態では、イ
ンタラクティブなプログラムの何らかの残りの部分は、ゲームクラウドシステム（例えば
、１つ以上のバーチャルマシン（ＶＭ））上で実行される。いくつかの実施形態では、イ
ンタラクティブなプログラムのすべての部分がゲームクラウドシステム上で実行される。
【００２３】
　ＨＭＤは、ユーザーの頭の上に直接、またはヘルメットの一部分として着用されるディ
スプレイデバイスである。ＨＭＤは、ユーザーの１つのまたはそれぞれの目の前に小さい
ディスプレイ光学機器を有する。いくつかの実施形態では、ＨＭＤは、コンピューター及
び／またはゲームクラウドシステム上で実行されるプログラムからのビデオ出力を受信し
、かつレンダリングする能力がある。ユーザーは、インタラクティブなプログラムに提供
される１つ以上の入力を作り出すハンドヘルドコントローラー（ＨＨＣ）及び／またはＨ
ＭＤを操作する。様々な実施形態では、ＨＨＣ及び／またはＨＭＤは、コンピューターと
ワイヤレスで通信する。これは、ＨＨＣ及び／またはＨＭＤが有線接続された場合より動
きの自由度が高いためである。ＨＨＣは、インタラクティブなプログラムに入力を提供す
るために、ボタン、慣性センサー、トラッキング可能なＬＥＤライト、タッチスクリーン
、入力コントロール付きジョイスティック、方向パッド、トリガー、タッチパッド、タッ
チスクリーンなどの様々な特徴のいずれかを含んでもよく、また手のジェスチャー、音声
入力、または他のタイプの入力機構を検出及び解釈する回路／ロジックを有してもよい。
さらに、ＨＨＣは、コントローラーを動かすことによってユーザーが、インタラクティブ
なプログラムとインターフェースをとること、及びインタラクティブなプログラムに入力
を提供することができるようにする、モーションコントローラーであってもよい。
【００２４】
　似たようなやり方で、ＨＭＤは、ＨＭＤを動かすことによってユーザーが、インタラク
ティブなプログラムとインターフェースをとること、及びインタラクティブなプログラム
に入力を提供することができるようにする、ユーザー入力回路を含んでもよい。モーショ
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ンコントローラー及び／またはＨＭＤの位置及び動きを検出するために、様々な技術が採
用されてもよい。例えば、ＨＭＤのモーションコントローラー及び／またはユーザー入力
回路は、加速度計、ジャイロスコープ、及び磁力計などの様々なタイプの慣性センサー回
路を含んでもよい。いくつかの実施形態では、モーションコントローラーは、グローバル
ポジショニングシステム（ＧＰＳ）、コンパス、等々を含んでもよい。いくつかの実施形
態では、加速度計は、６軸低遅延加速度計である。いくつかの実施形態では、モーション
コントローラー及び／またはユーザー入力回路は、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、
カラーポイント、光反射板、等々などの１つ以上の固定参照対象物（あるいは、「マーカ
ーエレメント」という用語でも呼ばれる）を含むことができる。固定参照対象物の画像は
、システムの１つ以上のデジタルカメラによって捕捉される。いくつかの実施形態では、
デジタルカメラとしては、ビデオカメラが挙げられ、これにはさらに、単一の電荷結合素
子（ＣＣＤ）、ＬＥＤインジケータ、及びハードウェアベースのリアルタイムデータ圧縮
及びエンコード装置が挙げられ、これにより圧縮ビデオデータは、イントラ画像ベースの
モーション・ピクチャー・エクスパート・グループ（ＭＰＥＧ）標準形式などの適切な形
式で送信されてもよい。次いで、モーションコントローラー及び／またはＨＭＤの位置及
び動きは、１つ以上のデジタルカメラによって捕捉された画像の解析を通して決定するこ
とができる。
【００２５】
　図１Ａは、システム１００の例示的な構成の実施形態である。一実施形態では、システ
ムは、インターネット１１０を通して通信するゲームクラウド１０２、ＨＭＤ１０４、及
びＨＨＣ１０６を含む。一実施形態では、ＨＭＤ１０４は、インターネット１１０と通信
するルーター（図示せず）を含む。いくつかの実施形態では、ゲームクラウド１０２は、
本明細書ではゲームクラウドシステムと呼ばれている。ＨＭＤ１０４は、ユーザー１０８
によって、ディスプレイスクリーン（複数可）が自身の目（複数可）の前にくるように、
ユーザー１０８がヘルメットを着けるのと同様の要領で、自身の頭の上に定置される。Ｈ
ＨＣ１０６は、ユーザー１０６によって自身の手で保持されている。
【００２６】
　様々な実施形態では、ＨＨＣ１０６の代わりに、ユーザー１０８の両手は、例えば、ハ
ンドジェスチャー、フィンガージェスチャー、等々のジェスチャーを提供するために使用
される場合がある。ジェスチャーは、ＨＭＤ１０４内のインタラクティブなプログラム及
び／またはロジックによって解釈される場合がある。かかる実施形態では、ユーザーは、
触覚的なフィードバックを提供するセンサー付きのインタラクティブな手袋を着用する場
合がある。インタラクティブな手袋は、ユーザーが着用しているとき、ＨＨＣとして作用
し、インタラクティブなプログラム及び／またはＨＭＤにインタラクティブなジェスチャ
ー／行為の形態で入力を提供する。インタラクティブな手袋は、様々な動きを検出できる
ように、ＬＥＤ、光反射板、等々などの、マーカーエレメントを含む場合がある。インタ
ラクティブな手袋は、ＨＭＤ及び／またはインタラクティブなプログラムに入力を提供す
るために使用されるウェアラブルデバイスの１つの形態であり、他の形態の着用できる衣
類／デバイスも用いられてもよい。ＨＭＤ１０４のデジタルカメラ１０１は、ジェスチャ
ーの画像を捕捉し、ＨＭＤ１０４内のプロセッサは、このジェスチャーを解析して、ＨＭ
Ｄ１０４内に表示されたゲームが影響を受けるかどうかを判定する。一実施形態では、カ
メラ１０１は、ＨＭＤ１０４のフェースプレート４０５上に前方に面して位置付けられた
外部デジタルカメラである。いくつかの実施形態では、現実世界の画像の異なる角度を捕
捉するために、ＨＭＤ１０４のフェースプレート上に２つ以上の外部デジタルカメラが提
供される場合がある。いくつかの実施形態では、カメラは、ステレオカメラ、赤外線カメ
ラ、単レンズカメラ、等々であってもよい。本明細書で使用される場合、プロセッサは、
マイクロプロセッサ、プログラマブルロジックデバイス、特定用途向け集積回路、または
これらの組合せであってもよい。
【００２７】
　システム１００は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡ
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Ｎ）、またはこれらの組合せであってもよい、ネットワーク１１０を含む。ネットワーク
１１０の実施例としては、インターネット、イントラネット、またはこれらの組合せが挙
げられる。いくつかの実施形態では、ネットワーク１１０は、ゲームクラウド１０２とＨ
ＭＤ１０４またはＨＨＣ１０６との間でネットワーク１１０を介してメディアデータを通
信するために伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）／インターネットプロトコル（ＩＰ）を使用
する。実施形態は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルに制限されず、ネットワークを介してメディ
アデータを通信するための他の形態の通信プロトコルも用いることができる。様々な実施
形態では、ネットワークは、イーサネット（登録商標）とＴＣＰ／ＩＰの組合せを、ゲー
ムクラウド１０２とＨＭＤ１０４またはＨＨＣ１０６との間でネットワーク１１０を介し
てメディアデータを通信するためのプロトコルとして使用する。
【００２８】
　ゲームクラウド１０２は、コーダー／デコーダー（コーデック）１１２及びストリーム
バッファ１１４を含む。ストリームバッファ１１４は、ゲームプログラム１１７の実行時
に作り出されたメディアデータ１１６のストリームを保存する。メディアデータ１１６と
しては、バーチャル環境データ、バーチャルゲーム対象物データ、これらの組合せ、等々
が挙げられる。バーチャル環境データは、ゲームのバーチャル環境を作り出すために使用
され、バーチャルゲーム対象物データは、１つ以上のバーチャルゲーム対象物、例えば、
バーチャルゲームキャラクター、バーチャルゲーム対象物、バーチャルポイント、バーチ
ャルプライズ、ゲームインターフェース、等々を作り出すために使用される。ゲームプロ
グラム１１７は、ゲームクラウド１０２の１つ以上のサーバーによって実行されるインタ
ラクティブなプログラムの実施例である。コーデック１１２は、非可逆圧縮、可逆圧縮、
等々を使用して、メディアデータをコード／デコードするための圧縮プログラム／圧縮解
除プログラムを使用する。
【００２９】
　ＨＭＤ１０４は、ＨＭＤ１０４のプロセッサによって実行されるオペレーティングシス
テム（ＯＳ）にアクセスするために使用される。例えば、ＨＭＤ１０４のボタンの選択及
び起動は、ＨＭＤ１０４のプロセッサにＯＳを実行させることを可能にする。同様に、Ｈ
ＨＣ１０６は、ＨＨＣ１０６のプロセッサによって実行されるＯＳにアクセスするために
使用される場合がある。ＨＨＣ１０６上のボタンは、ＨＨＣ１０６のプロセッサにＯＳを
実行させるために使用される場合がある。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、ＯＳは、ＨＭＤ１０４がネットワーク１１０に直接アクセス
することができるようにする。例えば、ユーザーは、ＨＭＤ１０４のプロセッサによって
、ＯＳ上で実行される、ネットワークアクセスアプリケーションをネットワークアクセス
アイコン、ネットワークアクセスシンボル、等々を使用して選択する場合がある。ネット
ワークアクセスアプリケーションは、ネットワーク１１０にアクセスするために選択する
ネットワークのリストを提供する。ネットワーク１１０にアクセスするためには、ネット
ワークアクセスプロトコルに従って、ユーザー認証が要求される場合がある。選択され、
（必要に応じて）ユーザー認証が正常に行なわれると、ユーザーはネットワーク１１０へ
アクセスできるようになる。ＨＭＤ１０４内のビルトインルーター（図示せず）は、ゲー
ムデータを交換するために、ゲームクラウドと相互作用するようにネットワーク１１０を
使用する。これらの実施形態では、ネットワーク１１０とＨＭＤ１０４との間の通信は、
ワイヤレス通信プロトコルに従う。似たようなやり方で、ＨＨＣ１０６はネットワークア
クセスアプリケーションを使用してネットワークを選択することによってネットワーク１
１０へのアクセスを得、かつＨＨＣ１０６とネットワークとの間の通信はワイヤレス通信
プロトコルに従う。
【００３１】
　ネットワーク１１０が一旦アクセスされるようになると、ＯＳは、ネットワークの選択
と同様な様式で、ＨＭＤ１０４がゲームプログラム１１７にアクセスできるようにする。
例えば、ユーザー１０８が、ＯＳ上で、ＨＭＤ１０４のプロセッサによって実行されるゲ
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ームアクセスアプリケーションをゲームアクセスアイコン、ゲームアクセスシンボル、等
々を通して選択するとき、ゲームアクセスアプリケーションは、ユーザー１０８に対して
表示するために、ＨＭＤ１０４のプロセッサを介してゲームプログラム１１７へのアクセ
スを要求する。ゲームプログラム１１７へのアクセスを得ると、ＨＭＤ１０４のマイクロ
コントローラーは、ゲームをＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上に表示する。いく
つかの実施形態では、ＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーンは、ＨＭＤ１０４が迅速に
動いたときに不鮮明になるのを低減させるための、高性能スクリーンである。一実施形態
では、ディスプレイスクリーンは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーンである。ユー
ザー１０８は、例えば、頭を傾ける、ウインクする、凝視する、視線を変更する、じっと
見つめる、等々の、１つ以上の頭及び／または目の動きを実施し、それぞれの頭または目
の動きは、ユーザー入力回路が入力を作り出すのをトリガーする。入力はゲームをプレイ
するために使用されてもよい。これらの実施形態では、ゲームプログラム１１７をゲーム
クラウド１０２上で実行し、かつゲームプログラム１１７とＨＭＤ１０４との間の通信は
、ビルトインルーター及びネットワーク１１０を通る。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、ゲームアクセスアプリケーションは、ゲームプログラム１１
７にアクセスするために、ユーザー１０８から、ユーザー名及び／またはパスワードなど
のユーザー認証情報を要求する。ゲームクラウド１０２から正常に認証を受けると、ゲー
ムアクセスアプリケーションは、ユーザー１０８に対してゲームプログラム１１７へのア
クセスを可能にする。
【００３３】
　様々な実施形態では、ゲームアプリケーション／プログラムにアクセスする代わりに、
ユーザー１０８は、ネットワーク１１０にアクセスすると、ウェブページへのアクセスを
要求し、ウェブページは、ユーザー１０８がゲームプログラム１１７にアクセスできるよ
うにする。例えば、ユーザー１０８は、ユーザー入力回路またはＨＨＣ１０６を介して、
ウェブページにアクセスするためのウェブブラウザアプリケーションを選択する。ウェブ
ページにアクセスすると、ユーザー１０８はウェブページ上に表示されたゲームをプレイ
するか、またはその中で提供されるリンクを使用してゲームにアクセスする。ゲームは、
ゲームプログラム１１７がゲームクラウド１０２上で実行されるとき、レンダリングされ
る。いくつかの実施形態では、ゲームをプレイするためのウェブページへのアクセスを提
供する前にユーザー認証が要求される場合があり、これはゲームプログラム１１７がゲー
ムクラウド１０２上で実行されるとき、表示される。ユーザー名及び／またはパスワード
は、上述のユーザー１０８がゲームアクセスアプリケーションを介してゲームにアクセス
するときと同様の様式で認証される。
【００３４】
　ゲームプログラム１１７にアクセスすると、コーデック１１２は、エンコードしたメデ
ィアデータのストリームをネットワーク１１０を介してＨＭＤ１０４に送るために、メデ
ィアデータ１１６のデジタルデータストリームをエンコード（例えば、圧縮、等々）する
。いくつかの実施形態では、エンコードしたメディアデータのデジタルデータストリーム
は、ネットワーク１１０を介して送るためのパケットの形態をとる。
【００３５】
　ＨＭＤ１０４は、選択されたゲームプログラムのエンコードしたメディアデータのデジ
タルデータストリームを、コーデック１１２からネットワーク１１０を介して受信し、こ
のデジタルデータストリームは、処理（例えば、パケット解除、デコード、等々）され、
処理されたストリームは、ＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上にゲームを表示する
ために使用される。ゲームデータがＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上に表示され
るとき。ＨＭＤ１０４の外部カメラ１０１は、ＨＭＤにおけるトリガーイベントの検出に
応答して、ユーザー１０８のすぐそばの現実世界環境の１つ以上の画像を捕捉する。いく
つかの実施形態では、外部カメラ１０１は、ビデオカメラである。現実世界環境の実施例
としては、ユーザー１０８がゲームにアクセスしている部屋、ユーザー１０８が位置付け
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られた地理的領域、ユーザー１０８の周囲の現実世界の対象物、等々が挙げられる。地理
的領域の実施例としては、公園、道路、通り、湖、都市、ランドマーク、等々が挙げられ
る。現実世界の対象物の実施例としては、バスターミナル、コーヒーショップ、商店、オ
フィス、車両、部屋、机、テーブル、椅子、ボール、等々が挙げられる。現実世界環境デ
ータとしては、現実世界環境の１つ以上の画像が挙げられ、一実施形態では、これらの画
像は処理され、ＨＭＤ内にローカルで保存され、かつこれに続くＨＭＤのスクリーン上へ
のレンダリングのために使用される。トリガーイベントなどのユーザー入力は、ＨＭＤ１
０４によって処理、パケット化、及びエンコードされ、ビルトインルーター及びネットワ
ーク１１０を通してゲームクラウド１０２内のコーデック１１２に送られてもよい。いく
つかの実施形態では、ユーザー入力に加えて、現実世界環境データも、ＨＭＤ１０４によ
ってパケット化及びエンコードされ、エンコードされた環境データのストリームとして、
ＨＭＤ１０４のビルトインルーター、ネットワーク１１０を介してゲームクラウド１０２
内のコーデック１１２へ送ってもよい。
【００３６】
　ユーザー入力及び／または現実世界環境データを受信すると、ゲームプログラム１１７
は、追加的なメディアデータのストリームを作り出すために、ゲームクラウド１０２の１
つ以上のサーバーによってパケット化された、追加的なメディアデータを作り出す。追加
的なメディアデータは、ＨＭＤ上にレンダリングされたバーチャルゲーム環境を更新する
ために使用される、バーチャルゲーム対象物（例えば、コンピューターで作り出された対
象物、等々）の修正を含む、ゲームプレイに対する修正を含んでもよい。追加的なメディ
アデータのストリームは、ストリームバッファ１１４内に保存され、コーデック１１２に
よってエンコードされ、エンコードされた追加的なメディアデータのストリームとして、
ネットワーク１１０を介してＨＭＤ１０４に送られる。ＨＭＤ１０４は、エンコードした
追加的なメディアデータのストリームを受信し、このストリームをパケット解除し、追加
的なメディアデータをＨＭＤ１０４のマイクロコントローラーに提供するために、エンコ
ードした追加的なメディアデータをデコードする。ＨＭＤ１０４のマイクロコントローラ
ーは、追加的なメディアデータに基づいて、ゲームプログラム１１７によって実行され、
ＨＭＤのスクリーン上にレンダリングされた、ゲームのディスプレイを変化させる。
【００３７】
　ユーザー入力は、ＨＭＤ１０４及び／またはＨＨＣ１０６を通して提供されてもよい。
例えば、ユーザー１０８は、ＨＭＤ１０４内に提供される入力インターフェース／入力機
構を使用して入力を提供してもよい。代替的に、ユーザー１０８は、ＨＨＣを使って、手
の動き（例えば、ボタンの押圧、ジョイスティックの動き、ハンドジェスチャー、フィン
ガージェスチャー、これらの組合せ、等々）を実施してもよく、ＨＨＣ１０６で提供され
るかかるユーザー入力は、ＨＭＤ１０４の通信回路に送るために、ＨＨＣ１０６の通信回
路によって入力信号に変換された、入力データを作り出す。当然のことながら、ＨＨＣと
しては、ハンドヘルドコントローラー、ジョイスティック、モーションコントローラー、
ウェアラブル衣料品、ウェアラブルデバイス、等々が挙げられる。ＨＨＣ１０６及びＨＭ
Ｄ１０４を起源とする入力信号は、ＨＭＤ１０４の通信回路によってアナログ形態からデ
ジタル形態に変換され、パケット化され、ＨＭＤ１０４によってエンコードされ、ネット
ワーク１１０を介してコーデック１１２へ送られる。ＨＭＤの通信回路の実施例としては
、トランシーバー、送信／受信回路、ネットワークインターフェースコントローラー、等
々が挙げられる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、ゲームプログラム１１７は、ＨＭＤによって作り出された入
力データを、ＨＨＣにおいて（例えば、手の動きに基づいて）作り出された入力データを
用いてマッピングし、ＨＭＤ１０４上に表示されたゲーム状態を変化させるかどうかを判
定する。例えば、ＨＭＤからの入力を、ＨＨＣ１０６上のボタンの押圧などのＨＨＣ１０
６において作り出された入力とともにネットワーク１１０を介して受信したとき、ゲーム
プログラム１１６は、ゲーム状態を変化することを決定する。そうでなければ、ゲームプ
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ログラム１１７は、ゲーム状態を変化しないことを決定する。
【００３９】
　手の動き及び／またはハンドヘルドコントローラーの動きに基づいて作り出された入力
の入力データは、ＨＨＣ１０６の通信回路（例えば、トランシーバー、送信／受信回路、
等々）によって、ＨＭＤ１０４の通信回路（例えば、トランシーバー、送信／受信回路、
等々）に通信される。ＨＭＤに通信された入力データ及び／またはＨＭＤによって作り出
された入力データは、ＨＭＤ１０４によってパケット化及びエンコードされ、エンコード
した入力データのストリームとしてネットワーク１１０を介して、コーデック１１２に送
られる。例えば、入力データは、ＨＭＤ１０４からビルトインルーターを使用して、ネッ
トワーク１１０を介してゲームクラウド１０２へ直接送られてもよい。数多くの実施形態
では、ユーザー１０８は、手の動きを実施し、ＨＭＤからユーザー入力を提供して、ＨＭ
Ｄにおいてレンダリングされる仮想対象物の場所及び／または配向を変化させる。
【００４０】
　コーデック１１２は、ネットワーク１１０を介してＨＭＤ１０４から受信されたエンコ
ードされた入力データのストリームをデコード（例えば、圧縮解除、等々）し、デコード
された入力データは、パケット解除するために、ストリームバッファ１１４内にバッファ
され、ゲームプログラム１１７に送られる。ゲームクラウド１０２の１つ以上のサーバー
は、デコードされた入力データのストリームをパケット解除して、入力データをゲームプ
ログラム１１７に送信する。入力データを受信すると、ゲームプログラム１１７は、次の
メディアデータを作り出し、これは次のメディアデータのストリームを作り出すために、
ゲームクラウド１０２の１つ以上のサーバーによってパケット化される。次のメディアデ
ータのストリームは、ストリームバッファ１１４内に保存され、コーデック１１２によっ
てエンコードされ、エンコードした次のメディアデータのストリームとして、ネットワー
ク１１０を介してＨＭＤ１０４へ送られる。ＨＭＤ１０４は、エンコードされた次のメデ
ィアデータのストリームを受信し、このストリームをパケット解除し、エンコードされた
次のメディアデータをデコードして、次のメディアデータをＨＭＤ１０４のマイクロコン
トローラーに提供する。ＨＭＤ１０４のマイクロコントローラーは、次のメディアデータ
に基づいて、ゲームプログラム１１７によって実行されるゲームのディスプレイを変化さ
せる。例えば、マイクロコントローラーは、バーチャルゲーム対象物の見た目、位置、及
び／または配向を変化させ、これは、現実世界環境の１つ以上の画像の上にオーバーレイ
されているか、または単純にＨＭＤ１０４のスクリーン上にレンダリングされているか、
のいずれかである。
【００４１】
　ＨＨＣ及び／またはＨＭＤにおいて作り出された入力データはゲーム状態を変化させる
ことに留意するべきである。いくつかの実施形態では、ゲームのディスプレイは、本明細
書ではゲームプログラム１１７に組み込まれたインタラクティブ性の一部と称される。
【００４２】
　様々な実施形態では、手の動きに基づいて作り出された入力データを、ＨＨＣ１０６か
らＨＭＤ１０４に通信する代わりに、入力データを、ＨＨＣ１０６からネットワーク１１
０を介して直接コーデック１１２に通信する。ＨＨＣ１０６において作り出された入力デ
ータは、ＨＨＣ１０６によって、ＨＭＤ１０４による通信と同様の様式で通信される。例
えば、手の動きに基づいてＨＨＣ１０６から作り出された入力データは、ＨＨＣ１０６に
よってエンコード及びパケット化され、エンコードした入力データのストリームとしてネ
ットワーク１１０を介してコーデック１１２に送られる。
【００４３】
　図１Ａに図示される実施形態では、ＨＭＤ及びＨＨＣが、ゲームコンソールまたは外部
ルーターを通過せずに、ネットワーク１１０と個別に直接通信していることに留意するべ
きである。代替的な実施形態では、ＨＨＣは、ＨＨＣにおいて作り出された入力データを
送信するためにＨＭＤと通信してもよく、ＨＭＤは、ＨＨＣ及び／またはＨＭＤにおける
データを、ネットワーク１１０に直接的に通信してもよい。これらの実施形態の両方では
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、メディアデータ１１６、追加的なメディアデータ、次のデータ、等々は、ゲームクラウ
ド１０２のコーデック１１２によって、ネットワーク１０１及びビルトインルーターを介
して、ＨＭＤ１０４のワイヤレスアクセスカード（ＷＡＣ）へと直接的に簡素化される。
さらに、これらの実施形態では、データ（例えば、入力データ、現実世界環境データ、等
々）は、ＨＭＤ１０４のＷＡＣによって、ビルトインルーター及びネットワーク１１０を
介して、ゲームクラウド１０２のコーデック１１２へ直接的にストリーミングされる。Ｈ
ＭＤのビルトインルーターと連携するＷＡＣは、ストリーミングメディアデータ及び入力
データを、ＨＭＤへ、及びＨＭＤから伝送することができる。
【００４４】
　図１Ｂは、ＨＭＤ１０４またはＨＨＣ１０６とゲームクラウド１０２との間の、ネット
ワーク１１０及びルーター１５２を介したデータ転送のためのシステム１５０の実施形態
の線図である。システム１５０は、システム１５０がＨＭＤ１０４とネットワーク１１０
との間にルーター１５２を含むことを除いて、システム１００（図１Ａ）と同様である。
ルーター１５２も、ＨＨＣ１０６とネットワーク１１０との間に位置付けられる。この実
施形態では、ＨＭＤ１０４のＷＡＣは、ネットワーク１１０と通信するために、ルーター
１５２とインターフェースする。
【００４５】
　ＨＭＤ１０４は、ワイヤレス接続（例えば、ブルートゥース（登録商標）接続、または
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）接続、等々）を介して、ルーター１５２に連結される。さらに、
ＨＨＣ１０６は、ワイヤレス接続を介してルーター１５２に連結される。いくつかの実施
形態では、ルーター１５２は、有線接続を介してネットワーク１１０に連結される。
【００４６】
　図１Ｂに図示されるシステム１５０は、エンコードしたデータのストリームがＨＭＤ１
０４またはＨＨＣ１０６からルーター１５２に送られることを除いて、システム１００（
図１Ａ）と同様の様式で操作される。ルーター１５２は、ストリームをコーデック１１２
に送るのを容易にするために、エンコードしたデータのストリームをネットワーク１１０
内のパスにルーティングする（例えば、向ける、等々）。ルーター１５２は、エンコード
したデータのストリームをコーデック１１２にルーティングするために、コーデック１１
２のＩＰアドレスを使用する。いくつかの実施形態では、ルーター１５２は、ネットワー
ク１１０のネットワークパスを、ネットワークトラフィックファクター（例えば、ネット
ワークパス上のパケットトラフィック、ネットワークパス上の輻輳、等々）に基づいて決
定する。
【００４７】
　ルーター１５２は、エンコードしたデータのストリームをゲームクラウド１０２からネ
ットワーク１１０を介して受信し、エンコードしたデータのストリームをＨＭＤ１０４に
ルーティングする。例えば、ルーター１５２は、ゲームクラウド１０２からネットワーク
１１０を介して受信した、エンコードしたデータのストリームを、ＨＭＤ１０４のＩＰア
ドレスに基づいて、ＨＭＤ１０４にルーティングする。システム１００及び１５０を使用
するいくつかの実施形態では、ゲーム実行は、主としてゲームクラウド１０２上で発生す
る。いくつかの実施形態では、ゲームのある一部分を、ＨＭＤ１０４上で実行する場合が
あるが、残りの部分は、ゲームクラウド１０２上で実行する場合がある。
【００４８】
　図１Ｃは、メディアデータを、直接的にまたはルーター１５２通して、のいずれかで、
ネットワークに通信する目的でコンピューター１７２を使用するためのシステム１７０の
実施形態の線図である。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、ワイヤレスネットワークのリストが、ユーザー選択のために
、ＨＭＤ１０４のスクリーン上にレンダリングされる。代替的に、いくつかの他の実施形
態では、ワイヤレスネットワークのリストが、コンピューター１７２に付随するディスプ
レイスクリーン上に提示される。例えば、コンピューター１７２が移動電話であるときに
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は、移動電話は、ワイヤレスネットワークのリストを表示するディスプレイスクリーンを
含む。別の例としては、コンピューター１７２がテレビ受像機のディスプレイスクリーン
に連結されているとき、ワイヤレスネットワークのリストは、テレビ受像機のディスプレ
イスクリーン上に表示される。これらの実施形態では、ワイヤレスネットワークのリスト
は、コンピューター１７２のプロセッサが、コンピューター１７２のメモリデバイス内に
保存されているワイヤレスアクセスアプリケーションを実行するときにアクセスされる。
プロセッサ１７６は、ユーザー１０８が、ＨＭＤ１０４またはＨＨＣ１０６を介して、頭
の動き及び／または手の動きを実施することによって、入力データを作り出すときに、ワ
イヤレスアクセスアプリケーションを実行する。頭の動き及び／または手の動きに基づい
て作り出された入力データは、ＨＭＤ１０４またはＨＨＣ１０６の通信回路からコンピュ
ーター１７２へ送られる。コンピューター１７２のプロセッサが入力データを受信すると
き、ワイヤレスネットワークのリストを作り出すために、ワイヤレスアクセスアプリケー
ションが実行される。
【００５０】
　コンピューター１７２は、ゲームクラウド１０２からゲームプログラム１１７の一部を
要求する、ネットワークインターフェースコントローラー（ＮＩＣ）１７４を含む。ＮＩ
Ｃの実施例としては、ネットワークインターフェースカード及びネットワークアダプター
が挙げられる。ゲームプログラム１１７の一部は、コーデック１１２によってエンコード
され、かつネットワーク１１０を介してコンピューター１７２のＮＩＣ１７４にストリー
ミングされる。コンピューター１７２のプロセッサ１７６は、コンピューター１７２の、
通信回路１７８（例えば、トランシーバー、送信／受信回路、ネットワークインターフェ
ースコントローラー、等々）から、ＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上に表示する
ために、ＨＭＤ１０４へ送られる、メディアデータを作り出すために、ゲームプログラム
１１７の一部を実行する。ＨＭＤ１０４の通信回路は、メディアデータをコンピューター
１７２から受信し、このメディアデータを処理し、かつＨＭＤ１０４のディスプレイスク
リーン上に表示するために、このメディアデータをＨＭＤ１０４のマイクロコントローラ
ーに送る。
【００５１】
　さらに、コンピューター１７２の通信回路１７８は、ＨＭＤ１０４からの頭の動き、及
び／またはＨＨＣ１０６からの手の動きに基づいて作り出された入力データを受信し、入
力データをプロセッサ１７６に送る。一実施形態では、入力データは、ＨＭＤ１０４の通
信回路から受信される現実世界環境データであってもよい。プロセッサ１７６は、通信回
路１７８からＨＭＤ１０４の通信回路へ送られる、追加的なメディアデータを作り出すた
めに、コンピューター１７２の中に保存されたゲームプログラム１１７の一部を実行する
。追加的なメディアデータを受信する前または後に、ゲームプレイの一部分として頭の動
き及び／または手の動きを使用して作り出された、ＨＨＤ１０４及び／またはＨＨＣ１０
６からの入力データは、ＨＭＤ１０４の通信回路によって、通信回路１７８を介してプロ
セッサ１７６に送られる。入力データに応答して、プロセッサ１７６は、通信回路１７８
からＨＭＤ１０４の通信回路へ送られる、次のメディアデータを作り出すためにコンピュ
ーター１７２内に保存された、ゲームプログラム１１７の一部を実行する。次のメディア
データは、ゲームプログラム１１７の実行によって表示されるゲームのバーチャルゲーム
対象物及び／またはバーチャル環境を変化／更新することを含む、ゲームプレイの変化の
ために、ＨＭＤ１０４の通信回路へ送られる。ゲーム対象物（例えば、現実世界の対象物
、バーチャルゲーム対象物、等々）、及び／またはバーチャル環境が変化するとき、ゲー
ムプログラム１１７の実行によって表示されるゲームのゲーム状態は変化する。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ゲームクラウドの１つ以上のサーバーに現在のゲーム状態を
通知するために、ゲーム状態が、コンピューター１７２のＮＩＣ１７４によって、ルータ
ー１５２及びネットワーク１１０を介して、ゲームクラウド１０２に送られる。
【００５３】
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　様々な実施形態では、メディアデータ１１６、追加的なメディアデータ、次のメディア
データ、等々は、当初は、ゲームプログラム１１７の一部がゲームクラウド１０２からコ
ンピューター１７２にダウンロードされるまで、コーデック１１２から、ネットワーク１
１０及びルーター１５２を介してＨＭＤ１０４へ送られる。例えば、当初は、ユーザー１
０８は、ゲームプログラム１１７にアクセスするために、ゲームアクセスアプリケーショ
ンを使用する。ゲームプログラム１１７にアクセスすると、メディアデータ１１６、追加
的なメディアデータ、次のメディアデータ、等々は、ＨＭＤ１０４のディスプレイスクリ
ーン上に表示するために、コーデック１１２から、ネットワーク１１０及びルーター１５
２を介して、ＨＭＤ１０４へ送られる。ＨＭＤ１０４上に表示するためにゲームクラウド
１０２からメディアデータにアクセスしている時間の間に、コンピューター１７２のＮＩ
Ｃ１７４は、ゲームクラウド１０２からゲームプログラム１１７の一部をネットワーク１
１０及びルーター１５２を介してダウンロードする。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、ゲームプログラム１１７がコンピューター１７２によってア
クセスされる場合、コンピューターがダウンロードするためにゲームクラウド上のゲーム
プログラムにアクセスしている間、コンピューター１７２をバイパスして、メディアデー
タ（例えば、メディアデータ１１６）、追加的なメディアデータ、次のメディアデータ、
等々を、ＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上に表示するために、コーデック１１２
からネットワーク１１０を介してＨＭＤ１０４へ直接送る。受信されたメディアデータは
、ＨＭＤ１０４のディスプレイ上にレンダリングされる。その間、コンピューター１７２
のＮＩＣ１７４は、ゲームプログラム１１７の一部を、ゲームクラウド１０２からネット
ワーク１１０及びルーター１５２を介してダウンロードする。
【００５５】
　数多くの実施形態では、頭の動き及び／または手の動きに基づいて作り出された入力デ
ータの一部、及び／または現実世界環境データの一部は、ＨＭＤ１０４から、ルーター１
５２及びネットワーク１１０を介してゲームクラウド１０２のコーデック１１２へ送られ
、一方で、入力データの残りの部分、及び／または現実世界環境データの残りの部分は、
ＨＭＤ１０４の通信回路からコンピューター１７２の通信回路１７８へ送られる。
【００５６】
　様々な実施形態では、手の動きに基づいて作り出された入力データの一部は、ＨＨＣ１
０６の通信回路から、ルーター１５２及びネットワーク１１０を介してゲームクラウド１
０２のコーデック１１２に送られ、入力データの残りの部分は、ＨＨＣ１０６の通信回路
から、ＨＭＤを通してかまたは直接のどちらかで、コンピューター１７２の通信回路１７
８へ送られる。
【００５７】
　様々な実施形態では、コンピューター／ＨＭＤ／ＨＨＣから受信されたユーザー入力を
使用してゲームプログラム１１７を実行することによって作り出された、メディアデータ
（例えば、メディアデータ１１６、追加的なメディアデータ、次のメディアデータ、等々
）は、ゲームプレイの一部としてＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上にレンダリン
グするために、ゲームクラウド１０２のコーデック１１２から、ネットワーク１１０及び
ルーター１５２を介してＨＭＤ１０４に送られ、コンピューター１７２のプロセッサ１７
６によるゲームプログラム１１７の一部の実行によって作り出されたメディアデータは、
ディスプレイスクリーン上に表示するために、コンピューター１７２の通信回路１７８か
ら、ＨＭＤ１０４へ送られる。これらの実施形態では、ゲームクラウド１０２及びコンピ
ューター１７２は、同期したゲーム状態である。例えば、コーデック１１２は、ゲームプ
ログラム１１７を実行することによって作り出されたゲーム状態を、コンピューター１７
２にゲーム状態を通知するために、ネットワーク１１０及びルーター１５２を介してコン
ピューター１７２のＮＩＣ１７４に送る。別の実施例としては、コンピューター１７２の
ＮＩＣ１７４は、コンピューター１７２上でのゲームプログラム１１７の一部の実行によ
って作り出されたゲーム状態を、１つ以上のゲームクラウドサーバーにゲーム状態を通知
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するために、ルーター１５２及びネットワーク１１０を介してゲームクラウド１０２のコ
ーデック１１２に送る。ゲームクラウド１０２のコーデック１１２とコンピューターのＮ
ＩＣとの間の通信は、両方の側でゲーム状態を同期した状態に保つために定期的に行われ
る。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、ゲームプログラム１１７を実行することによって作り出され
、かつゲームクラウド１０２のコーデック１１２からＨＭＤ１０４に送られた、メディア
データ（例えば、メディアデータ１１６、追加的なメディアデータ、次のメディアデータ
、等々）は、コンピューター１７２のプロセッサ１７６によって作り出されたメディアデ
ータより大量のグラフィックを有する。明らかなように、いくつかの実施形態では、メデ
ィアデータがゲームクラウド１０２のコーデック１１２からネットワーク１１０を介して
ＨＭＤ１０４に直接的に送られる場合、コンピューター１７２はバイパスされる。
【００５９】
　図１Ｄは、コンピューター１７２及びルーター１５２を使用して、ＨＭＤが、コーデッ
ク１１２へ／コーデック１１２から入力データ及び／またはメディアデータを通信するシ
ステム構成を図示する。システム１９０の構成は、図１Ｃを参照して記載されたシステム
１７０の構成と同様である。システム１９０は、ルーター１５２及びインターネット１１
０を通してゲームクラウド１０２に通信可能に接続され、ゲームプログラム及びゲームに
関連するデータの部分を得るように構成されたコンピューター１７２を含む。コンピュー
ターは、入力データを得るために、ＨＭＤ１０４及びＨＨＣ１０６にも通信可能に接続さ
れる。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、コンピューター１７２のプロセッサは、ネットワーク１１０
にアクセスするために、コンピューター１７２のメモリデバイス内に保存されているワイ
ヤレスアクセスアプリケーションを実行する。いくつかの実施形態では、ワイヤレスアク
セスアプリケーションは、ＨＭＤ１０４またはＨＨＣ１０６を介してユーザーから受信さ
れる入力データに応答して実行される。入力データには、頭の動き及び／または手の動き
を含んでもよい。コンピューター１７２のプロセッサが、ＨＭＤまたはＨＨＣが作り出し
た入力データを受信するとき、ワイヤレスアクセスアプリケーションは、ネットワーク１
１０にアクセスするためのネットワークをここから選択する、利用可能なワイヤレスネッ
トワークのリストを作り出す。
【００６１】
　コンピューター１７２は、ゲームクラウド１０２からゲームプログラム１１７の一部を
要求するネットワークインターフェースコントローラー（ＮＩＣ）１７４を含み、これに
応じて、コーデック１１２によってエンコードされたゲームプログラム１１７の一部１１
７－ｂは、ネットワーク１１０を介してコンピューター１７２のＮＩＣ１７４へストリー
ミングされる。いくつかの実施形態では、ゲームクラウドはゲームデータベース１３１を
含み、このゲームデータベースからゲームプログラム１１７がコンピューター１７２へ読
み出され、かつダウンロードされる。いくつかの実施形態では、ゲームプログラム１１７
の一部１１７－ａは、ゲームデータベース１３１からゲームサーバー１０２上へダウンロ
ードされ、ゲームプログラム１１７の残りの部分である１１７－ｂは、コンピューター１
７２にダウンロードされる。いくつかの実施形態では、コンピューター１７２にダウンロ
ードされた一部１１７－ｂがゲーム全体である。コンピューター１７２のプロセッサ１７
６は、ゲームプログラム１１７の一部１１７－ｂを実行して、メディアデータ、追加的な
メディアデータ、及び次のメディアデータ（集合的に「メディアデータ」と称される）を
作り出す。このメディアデータは、ＨＭＤ１０４のディスプレイスクリーン上に表示する
ために、コンピューター１７２の通信回路１７８、ネットワークインターフェースコント
ローラー、等々から、ＨＭＤ１０４へ送られる。
【００６２】
　追加的なメディアデータ及び次のメディアデータは、ＨＭＤ１０４から受信される頭の
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動き／他のユーザー入力、手の動き、等々、を含む入力データに応答して提供される場合
がある。頭の動き及び／または手の動きに加えて、一実施形態では、入力データは、ＨＭ
Ｄ１０４の外面に配置される外部カメラ１０１によって捕捉され、かつＨＭＤ１０４の通
信回路によって送信される現実世界環境データも含む場合がある。いくつかの他の実施形
態では、外部カメラ１０１で捕捉された現実世界環境データは、ＨＭＤ内でローカルで保
存され、ＨＭＤのスクリーン上にレンダリングするために使用される。追加的なメディア
データは、バーチャルゲームシーンをＨＭＤ上にレンダリングするための、バーチャル環
境に関連したデータを提供し、次のメディアデータは、ゲームプレイの間にバーチャルゲ
ームシーンの中に表示される、バーチャルゲーム対象物及び／またはバーチャル環境に対
する変化を提供する。ＨＭＤ１０４の通信回路は、コンピューター１７２からメディアデ
ータをメディアストリームとして受信し、このメディアデータを、解釈し、かつＨＭＤ１
０４のディスプレイスクリーン上に表示するために、ＨＭＤ１０４のマイクロコントロー
ラーに送る。ゲーム対象物（例えば、リアルゲーム対象物、バーチャルゲーム対象物、等
々）及び／またはバーチャル環境が変化すると、ゲームプログラム１１７の実行によって
表示されたゲームの、ゲーム状態が変化する。
【００６３】
　前述のように、いくつかの実施形態では、コンピューター１７２のＮＩＣ１７４によっ
て、ゲーム状態がルーター１５２及びネットワーク１１０を介してゲームクラウド１０２
に送られ、ゲームクラウド１０２の１つ以上のサーバーにゲーム状態を通知し、ゲーム状
態をコンピューター１７２上のゲーム状態と同期する。これらの実施形態では、ほとんど
のゲーム実行は、コンピューター１７２上で発生する。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、ゲームプログラム１１７をコンピューター１７２にダウンロ
ードしている間、ゲームプログラム１１７の一部１１７－ａは、ゲームクラウド１０２上
で実行される。それに応じて、ゲームプログラム１１７の一部１１７－ｂがゲームクラウ
ド１０２からコンピューター１７２にダウンロードされるまで、ＨＭＤ上にレンダリング
するために、ゲームクラウド１０２上のゲームプログラム１１７の一部１１７－ａの実行
に関連付けられたメディアデータが、コーデック１１２からネットワーク１１０及びルー
ター１５２を介してＨＭＤ１０４へ直接送られる。一実施形態では、ゲームプログラム１
１７の一部１１７－ｂは、ダウンロードされ、かつコンピューター１７２のローカルスト
レージ１１３に保存され、プロセッサ１７６によって実行される。一部１１７－ｂがダウ
ンロードされると、コンピューター１７２のプロセッサ１７６はゲーム部１１７－ｂの実
行を開始し、ゲームプログラム１１７の一部１１７－ｂのためにメディアデータが、コン
ピューター１７２からＨＭＤ１０４へ送信されることになる。いくつかの実施形態では、
ゲームプログラムのためのすべてのメディアデータは、レンダリングのために、コンピュ
ーター１７２からＨＭＤ１０４へ直接送信される。コンピューター１７２は、ゲームクラ
ウド１０２上のゲームプログラムのゲーム状態をコンピューター１７２上のゲーム状態と
同期するために、メディアデータをゲームクラウド１０２に定期的に送信してもよい。
【００６５】
　数多くの実施形態では、頭の動き及び／または手の動きに基づく入力データの一部は、
コンピューター１７２に接続された監視カメラ１７１によって、捕捉される。いくつかの
実施形態では、監視カメラ１７１とコンピューター１７２との間の接続は、有線接続であ
ってもよい。他の実施形態では、監視カメラ１７１とコンピューター１７２との間の接続
は、ワイヤレス接続であってもよい。いくつかの実施形態では、監視カメラ１７１は、ス
テレオカメラ、赤外線カメラ、またはモノカメラのうちのいずれか１つまたはこれらの組
合せであってもよい。いくつかの実施形態では、監視カメラ１７１は、ビデオカメラまた
は静止画カメラのうちの１つである。監視カメラ１７１によって、捕捉される画像は、Ｈ
ＭＤ及びＨＨＣの場所及び動きを判定するために使用されてもよい。例えば、監視カメラ
１７１の画像は、ＨＭＤに対する位置Ａの座標（Ｘａ、Ｙａ、Ｚａ）及びＨＨＣに対する
位置Ｂの座標（Ｘｂ、Ｙｂ、Ｚｂ）を識別するために使用されてもよい。座標平面の座標
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に加えて、監視カメラの画像は、ＨＭＤ及びＨＨＣに対する６軸データを作り出すために
、ピッチ、ヨー、及びロールを特定するために使用されてもよい。いくつかの実施形態で
は、ＨＭＤ及びＨＨＣにおいて作り出された頭及び／または手の動きが、監視カメラ１７
１によって捕捉され、ＨＭＤ１０４のマイクロコントローラーに６軸データとして送信さ
れる。ＨＭＤ１０４及び／またはＨＨＣ１０６からの６軸データは、入力データを作り出
すために解釈される。解釈された入力データは、ゲームプログラムの成果に影響を与える
ために、ＨＭＤ１０４からコンピューター１７２へ送信される。いくつかの実施形態では
、監視カメラ１７１で捕捉される頭及び／または手の動きは、プロセッサ１７６に直接的
に送信され、このプロセッサで６軸データを作り出すために解釈される。監視カメラ１７
１は、ユーザーの動き（頭及び／または手）を監視し、この情報は、ゲーム状態の変化に
影響を与えるように、ゲームプログラムにフィードバックを提供するために使用される。
この実施形態では、ゲームプログラム１１７に関する任意の他の入力データは、ＨＭＤ１
０４によって、プロセッサに送信され、プロセッサ１７６は、６軸データを用いて、もう
一方の入力データを解釈し、このゲームのゲーム状態を変更する必要があるかどうかを判
断する。この解釈に基づいて、このゲームのゲーム状態は変えられる。いくつかの実施形
態では、ＨＭＤ１０４からの入力データは、外部カメラ１０１によって捕捉された現実世
界環境データを含み、かつこれは、ＨＭＤ１０４の通信回路からコンピューター１７２の
通信回路１７８に送られる。現実世界環境データは、ＨＭＤ１０４のスクリーンのある特
定の場所にレンダリングされたバーチャルゲームシーンに影響を与えるために使用される
場合がある。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤ１０４は、有線接続を使用してコンピューター１７２
に通信可能に接続される。かかる実施形態では、ＨＭＤは、ＨＭＤ１０４のスクリーン上
にレンダリングされたバーチャルゲームシーンを休止するために、有線接続の切れ目を検
出するように構成される。ＨＭＤは、通信接続の切れ目を検出し、適宜に信号を作り出し
、信号をコンピューター１７２に中継して、コンピューター１７２にゲームプログラムの
実行を休止させ、ゲームに対するセッションのためにゲーム状態及びゲームシーンを保存
する。通信接続、接続の状態の切れ目の間には、コンピューター１７２と通信するための
電力を提供するために、ＨＭＤのバッテリーからの電力を使用してもよい。ゲームプログ
ラムの実行は、有線接続が復旧して、コンピューター１７２がＨＭＤ１０４から信号を受
けるとすぐに再開する場合がある。いくつかの実施形態では、ＨＭＤとコンピューター１
７２との間の接続が回復すると、コンピューター１７２は、分断した時点からゲームシー
ンのストリーミングを開始する場合がある。別の実施形態では、コンピューター１７２は
、接続の分断によって生じた休止の前の時点（例えば、休止の数百フレーム前）からゲー
ムシーンのストリーミングを開始する場合があり、これによってユーザーは、ゲームに浸
り込む時間を得られる場合がある。この実施形態では、コンピューター１７２は、ユーザ
ーがゲームの部分を再実行することができるようにする場合があり、ユーザーをゲームに
引き込むことができる。ＨＨＣとＨＭＤとの間の通信、及びＨＨＣとコンピューター１７
２との間の通信は、ワイヤレス通信プロトコルに従う場合がある。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤ１０４は、ユーザーの目の動きの変化を検出する１つ
以上の内蔵カメラ１０３を含む場合がある。内蔵カメラ１０３は、ゲームへのアクセスを
提供する前にユーザーを識別／認証するためにも使用される場合がある。
【００６８】
　ゲーム環境に関して詳細な記述が提供されるが、コンピューターシステムとのインタラ
クティブな通信の間にインターフェース接続も行うことができることが想定される。コン
ピューターシステムは、グラフィックユーザーインターフェース付きの一般的なコンピュ
ーターとすることができ、これは、ユーザー１０８が、アイコン、エントリー、選択、テ
キスト、及びその他のコマンドを制御するジェスチャーを空間内で提示及び作成すること
を可能にする。



(19) JP 6438087 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

【００６９】
　図２Ａ～図２Ｄは、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）１０４の、様々な外見及び
態様を描いたブロック図を図示する。ＨＭＤは、メディアデータに関連するプログラムを
ゲームクラウド１０２及び／またはコンピューターへ通信する／ゲームクラウド１０２及
び／またはコンピューターから通信するために使用される。ＨＭＤ１０４は、ゲームプロ
グラム１１７のためにコンピューター生成画像（すなわち、バーチャル画像）を表示する
ように構成され、このゲームプログラムは部分的にもしくは完全にコンピューター１７２
上で実行、及び／またはＨＭＤで受信したメディアデータをデコードすることによって、
部分的にもしくは完全にゲームクラウド上で実行している。ＨＭＤは、ＨＭＤで作り出し
た、または受信したメディアデータを、実行しているゲームプログラムを更新するために
、コンピューター及び／またはゲームクラウドに送信する前にコーディングするようにも
構成される。ＨＭＤは、ユーザーの目線から捕捉される現実世界環境画像も表示するよう
にも構成される。
【００７０】
　図２Ａは、入力データを作り出すため、ならびにゲームシーン及び現実世界環境シーン
をレンダリングするために使用される、例示的なＨＭＤ１０４を図示する。示されるよう
に、ＨＭＤ１０４は、ユーザー１０８によって着用されている。ＨＭＤ１０４は、ＨＭＤ
のビジュアルトラッキングを補助する、１つ以上のマーカーエレメントを含む。同様に、
ＨＨＣ１０６（図示せず）は、ＨＭＤ上に提供されるマーカーエレメントと同様の、１つ
以上のマーカーエレメントを含む。それぞれのマーカーエレメントは、発光ダイオード２
１４、赤外線ライト２１０、色、反射性材料、画像解析を介して容易に認識される特別な
特徴または特性を有する対象物、等々であってもよい。例えば、トラッキングを容易にす
るために、球状の対象物２１２がＨＭＤに追加される場合がある。加えて、球状の対象物
２１２は、ＬＥＤライト、赤外線ライト、または任意の他のタイプの照明を用いて照明も
されてもよい。加えて、ＨＭＤ１０４は、特有の幾何学的形状の反射区域、特有の色を有
する区域（例えば、ブルーの三角形、等々）、またはマーキング（例えば、ＨＭＤの表面
上の３本の平行線）などの、特別なビジュアルマーカー（図示せず）も含んでもよい。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤは、それぞれの光またはビジュアルマーカーを検出す
ることによってＨＭＤの場所をさらにビジュアルでトラッキングするための、ＨＭＤの側
面上及び／または背面（すなわち、頭の後ろ側に接触するＨＭＤの部分）上の追加的なマ
ーカーエレメントも含む。
【００７２】
　異なるタイプの外部カメラを用いた、ＨＭＤのビジュアルトラッキングが可能である場
合がある。いくつかの実施形態では、こうしたカメラは、監視カメラ１７１（図１Ｄ）で
ある。一実施形態では、ＨＭＤは、ステレオカメラ４０２を用いてトラッキングされる。
ステレオカメラは、２つ以上のレンズを含み、それぞれのレンズに対して別個の画像セン
サーを有するカメラである。別個の画像センサーは、ステレオカメラによって、奥行きの
錯視を提供する対象物の３次元画像を捕捉することを可能にする。ステレオカメラの光学
系は、一実施形態では、立体視的画像を提供するために、光学的な無限（例えば、約９メ
ートル）に設定されるように設計される。カメラの異なるレンズによって捕捉されたＨＭ
Ｄのマーカーエレメントの画像は、三角測量解析を使用して比較され、ＨＭＤの場所を３
次元空間内で決定する（例えば、プレイのフィールド内の奥行の計算）。
【００７３】
　別の実施形態では、ＨＭＤ上に提供された赤外線ライト２１０を解析するために、赤外
線（ＩＲ）カメラ４０４が使用されてもよい。赤外線ライトは、人間の目には不可視だが
、赤外線カメラによれば容易に検出することができる。ＨＭＤは、ＨＭＤの外見を損なう
のを避けるために、赤外線ライトを含む場合がある。いくつかの環境（例えば、暗い光、
または明るい光）では、ＨＭＤにおける場所、形状、及びまたは特徴を検出するために、
赤外線ライトをトラッキングすることは、他のタイプの光をトラッキングすることより容
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易である。赤外線（ＩＲ）カメラは、ＨＭＤなどのトラッキング対象物の画像化及び熱画
像化を向上させる。赤外線カメラは、ユーザーの視線方向を検出するための内蔵カメラと
しても使用される場合がある。
【００７４】
　さらに別の実施形態では、ビジュアルトラッキングのために構成されたＨＭＤ内の光ま
たは他のマーカーエレメントをトラッキングするために、普通のカメラ４０５（１枚のレ
ンズのみを有するので本明細書ではモノカメラとも称されている）が使用される。普通の
カメラを用いてＨＭＤの奥行をプレイのフィールド内で特定するために、ＨＭＤ上のいく
つかの特徴部のサイズが解析される。特徴部のサイズが小さいほど、この特徴部がＨＭＤ
のカメラから遠く離れていることが想定される。加えて、ビジュアルトラッキングは、慣
性運動トラッキング、デッドレコニング、ＨＭＤとコンピューティングデバイスとの間の
超音波通信、等々などの他のタイプのトラッキングとも組み合わされてもよい。
【００７５】
　デジタルカメラ４０２はＨＭＤ１０４の画像を捕捉する。ユーザー１０８の頭が傾く、
または動くと、マーカーエレメントの位置及び場所は座標系内で変化する。デジタルカメ
ラは、マーカーエレメントの画像を捕捉し、この画像をコンピューター１７２に送る。マ
ーカーエレメントの画像は、入力データの実施例である。３次元空間（Ｘ、Ｙ、Ｚ）内で
のＨＭＤ１０４の位置を、コンピューター１７２のプロセッサ１７６によって、画像内の
マーカーエレメントの位置に基づいて特定することができる。さらに、ＨＭＤ１０４の慣
性運動（例えば、ヨー、ピッチ、及びロール、等々）は、コンピューター１７２のプロセ
ッサ１７６によって、マーカーエレメントの動きに基づいて特定される。コンピューター
１７２が利用できない場合には、デジタルカメラからのマーカーエレメントの画像は、Ｈ
ＭＤ１０４のプロセッサに送られ、ＨＭＤのプロセッサがマーカーエレメントの座標を使
用してＨＭＤの位置を特定することになる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、デジタルカメラ４０２は、ＨＨＣ１０６の画像を捕捉する。
ユーザー１０８の手が傾く、または動くと、ＨＨＣ上のマーカーエレメントの位置及び場
所は座標系内で変化する。デジタルカメラは、ＨＨＣ上のマーカーエレメントの画像を捕
捉して、この画像をコンピューター１７２またはＨＭＤ１０４のプロセッサに送る。ＨＨ
Ｃ上のマーカーエレメントの画像は、入力データの実施例である。３次元空間（Ｘ、Ｙ、
Ｚ）内でのＨＨＣ１０６の位置は、コンピューター１７２のプロセッサ１７６によって、
またはＨＭＤ１０４のプロセッサによって、画像内のＨＨＣ上のマーカーエレメントの位
置を解析して特定することができる。さらに、ＨＭＤ１０４の慣性運動（例えば、ヨー、
ピッチ、及びロール、等々）は、コンピューター１７２のプロセッサ１７６、またはＨＭ
Ｄ１０４のプロセッサによって、ＨＨＣのマーカーエレメントの動きに基づいて特定され
る。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、ＨＨＣ１０６の代わりに、ユーザー１０８の手がデジタルカ
メラによってトラッキングされてもよく、トラッキングされたデータは、３次元空間内で
の手の位置、及び手の慣性運動を特定するために使用されてもよい。いくつかの実施形態
では、ＨＨＣ１０６の代わりにインタラクティブな手袋が使用されてもよい。手袋は、手
袋を着用しているユーザーの手の様々な部分の動きをトラッキング及び解釈するためにマ
ーカーエレメントを含んでもよい。
【００７８】
　マーキングした対象物を追うための方法に関するさらなる情報については、２０１１年
８月１５日出願、２０１２年３月２２日公開の米国特許出願公開第２０１２－００７２１
１９号、及び２００８年１０月２７日出願、２０１０年４月２９日公開の米国特許出願公
開第２０１０－０１０５４７５号（両者とも参照により本明細書に組み込まれる）を参照
してもよい。
【００７９】
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　示されるように、一対以上のステレオカメラ４０２、１つ以上の赤外線カメラ４０４及
び／もしくは１つ以上のモノカメラ４０５、またはこれらの組合せ、ならびに入力データ
を提供するために使用されるウェアラブル物品／デバイスを着用しているユーザーの手を
含むコントローラーが、ＨＭＤの相対位置、及びユーザーの頭の動きによって提供される
ＨＭＤの動きを特定するために使用されてもよい。
【００８０】
　ＨＭＤは、ユーザーに関する画像を捕捉するために、内側に設置された１つ以上の内蔵
カメラも装備し、ユーザーに特化した及び環境に特化したデータをＨＭＤに提供するため
に、この画像を通信モジュールに供給してもよい。内蔵カメラ（複数可）は、ＨＭＤを着
用しているユーザーを識別する使用される場合があり、これは、ユーザーのユーザープロ
ファイルを得るために使用することができる。それに応じて、内蔵カメラは、網膜走査技
法及び／または虹彩走査技法を用いて、ユーザーの網膜または虹彩をスキャンし、スキャ
ンからのデータを用いて、少なくとも１つのユーザーの生体的識別情報を作り出すように
構成されてもよい。ユーザーの生体的識別情報は、ユーザーのプロファイルの一部分であ
ってもよい。内蔵カメラは、ユーザーの視線の方向を検出し、検出に基づいてＨＭＤのス
クリーン上にレンダリングされた画像データを調節するための、視線検出アルゴリズムも
含む。いくつかの実施形態では、内蔵カメラは、赤外線カメラである。視線検出技術は、
ユーザーを認証するためにも使用されてもよい。例えば、ユーザーは、スクリーン上にレ
ンダリングされた対象物を追う、またはスクリーン上にレンダリングされた、ランダムに
作り出された文字、対象物、またはパターン（例えば、丸、三角形、四角、等々）をトラ
ッキングするように指示される場合がある。いくつかの実施形態では、ユーザーにスクリ
ーン上の文字、対象物、またはパターンをトラッキングするように口頭またはテキストに
よるコマンドが提供される場合があり、視線検出技術を使用することによって、ユーザー
が認証される。ユーザーの認証は、ユーザーアカウント、ゲーム、ゲームの特定の部分ま
たはレベル、等々へのアクセスを許可するために使用される場合がある。
【００８１】
　図２Ｂは、ユーザーの生体的識別情報及びユーザーの目の動きを検出するための内蔵カ
メラ１０９（図１Ｄの１０３）付きのＨＭＤ１０４を着用しているユーザーを図示する。
【００８２】
　内蔵カメラ（図２Ｂの１０９及び図１Ｄの１０３）及び外部カメラ（図１Ｄの１０１）
は、ユーザーの視線を特定するため、及び視線をユーザーの視線の視準線内の対象物に関
係付けるために同調して働く。ＨＭＤのゲーム処理モジュールは、ユーザーの視線の方向
を演算し、これを演算された方向の視野内の対象物に相互に関係させるソフトウェアを含
む。
【００８３】
　ＨＭＤは、１つまたはそれぞれの目の前に、１つまたは一対のディスプレイスクリーン
を含む。このディスプレイスクリーン（複数可）は、小型スクリーンで、いくつか例を挙
げると、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、反射型液晶素子（ＬＣｏｓ
）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）が含まれる。
【００８４】
　図２Ｃは、本発明の様々な実施形態で使用される、単純化されたＨＭＤのブロック図表
現を図示する。ＨＭＤは、ＨＭＤがユーザーの頭の上にしっかりと適合することができる
ようにする、１つ以上の係止ストラップ４０１、及びフロントフェースプレート４０５を
含む場合がある。フロントフェースプレート４０５は、内側に配置されたスクリーンを有
するスクリーン部分、及びその中に配置された１つ以上の内蔵カメラユニット（１０９）
を含む。内蔵カメラユニット（すなわち、内側に設置されたカメラ）に加えて、ユーザー
の目線から見た現実世界環境を捕捉するために、１つ以上の外部カメラユニット（すなわ
ち、外側に設置されたカメラ）（図示せず）もＨＭＤ上に配置される場合がある。外部カ
メラユニットは、ＨＭＤ及びＨＨＣの動きを検出するために使用される監視カメラ１７１
に加えられる。ＨＭＤのフェースプレートは、１つ以上の発光ダイオード２１０、１つ以
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上の赤外線ライト２１４と１つ以上の球状の対象物２１２、色付き表面、反射性材料、画
像解析を介して容易に認識される特殊な特徴または特性を有する対象物、等々を含む、複
数のマーカーエレメントを含む。ゲームプレイの間に、ＨＭＤ上のマーカーエレメントの
画像は、１つ以上の監視カメラ（複数可）によって捕捉され、捕捉された画像からの座標
データは、ＨＭＤの場所、動き、及び位置を特定するために使用される。監視カメラ（複
数可）は、ＨＭＤに直接的にまたはコンピューター１７２を通して接続されてもよく、捕
捉された画像に関するデータをＨＭＤ及び／またはコンピューター１７２と交換するよう
に構成されてもよい。ＨＭＤに送信されると、ＨＭＤ内のプロセッサは、ＨＭＤの６軸デ
ータを識別するようにデータを処理し、処理したデータを、ＨＭＤからの入力データとし
て、コンピューター１７２（存在する場合）及びルーターを通して、ルーター及びネット
ワークを通して、または直接的に、コンピューター１７２及び／またはゲームクラウド１
０２へ送信する。入力データは、ゲームプログラムのゲーム状態に影響を与える、または
影響する。
【００８５】
　内蔵カメラ１０９は、ユーザーの目の動き及び視線を検出及びトラッキングする。内蔵
カメラ１０９は、一定の期間の間のユーザーの視線方向を特定する（例えば、真っ直ぐ前
を見ているユーザーがある期間の間だけ下を見るとき）、一定の期間にわたって視線パタ
ーンを検出する（例えば、ユーザーが対象物を追う、パターンをたどる、等々）、かつ／
または視線方向の変化を検出する（例えば、目の前後の動き、目の回転、これはユーザー
がめまいを経験している兆候、特に高輝度ゲーム、等々）ために使用されてもよい。ＨＭ
Ｄの内蔵カメラは、ＨＭＤの外部カメラ及び監視カメラと通信し、ＨＭＤのスクリーン上
のレンダリングのための適切なゲーム関連データを判定する。この通信は、特定のトリガ
ーされたイベントに応答して、ＨＭＤのスクリーン上に、ゲーム関連データと並んで、ま
たはこれの代わりに、ユーザー／環境関連データをレンダリングすることができるように
する。
【００８６】
　図２Ｄは、ＨＭＤ１０４の通信アーキテクチャのブロック図である。ＨＭＤ１０４は、
ビデオオーディオセパレーター２５４、ビデオデコーダー２５５、メモリデバイス２５６
、ＷＡＣ２５８、ストリームバッファ２５９、１つ以上のスピーカー２６０、バッテリー
２６１、ユーザー入力回路２６２、ディスプレイスクリーン２６６、マイクロコントロー
ラー２６８、オーディオバッファ２７２、監視デジタルカメラ２７４、外部デジタルカメ
ラ２７５、オーディオコーデック２７６、内蔵デジタルカメラ２７８、ビデオバッファ２
８０、ビデオオーディオシンクロナイザー２８２、マイクロフォン２８４、ＬＥＤ２８５
、及び赤外線ライト２８７などの、いくつかの例示的なモジュールを含む。ＬＥＤ２８５
及び赤外線ライト２８７は、ＨＭＤの位置をトラッキングするために使用されるマーカー
エレメントを代表する。
【００８７】
　数多くの実施形態では、スピーカー２６０は、オーディオ回路を形成する。様々な実施
形態では、オーディオコーデック２７６、オーディオバッファ２７２、及び／またはスピ
ーカー２６０は、オーディオ回路を形成する。様々な実施形態では、マイクロコントロー
ラー２６８は、画像をディスプレイスクリーン上にレンダリングするために使用されるデ
ィスプレイ回路である。ディスプレイスクリーン２６６の実施例としては、ＬＥＤスクリ
ーン、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーン、反射型液晶スクリーン、有機ＬＥＤ（Ｏ
ＬＥＤ）スクリーン、プラズマスクリーン、等々が挙げられる。外部デジタルカメラの実
施例としては、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが製作しているプレイ
ステーションＥｙｅ（登録商標）などのフィッシュアイカメラが挙げられる。
【００８８】
　マイクロコントローラー２６８は、レンダリングプログラム２８６及びオペレーティン
グシステム２８８を保存する。レンダリングプログラム２８６及びオペレーティングシス
テム２８８は、マイクロコントローラー２８６のメモリデバイス内に保存され、マイクロ
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コントローラー２６８のマイクロプロセッサによって実行される。マイクロコントローラ
ー２６８の実施例は、低価格のマイクロコントローラーを含み、このコントローラーは、
メディアデータをディスプレイスクリーン２６６上に表示するために提供するためのエレ
メント（例えば、ＬＣＤ、等々）を検出する信号を作り出すドライバー（例えば、ＬＣＤ
ドライバー）を含む。マイクロコントローラーの別の実施例としては、ＧＰＵ及びメモリ
デバイスが挙げられる。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、マイクロコントローラーのメモリデバイスは、フラッシュメ
モリまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）以外のものである。例えば、マイクロコン
トローラーのメモリデバイスは、バッファである。様々な実施形態では、マイクロコント
ローラーのメモリデバイスは、ＦｌａｓｈまたはＲＡＭである。ユーザー入力回路２６２
の実施例としては、ジャイロスコープ、磁力計、及び加速度計が挙げられる。いくつかの
実施形態では、ユーザー入力回路２６２は、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ
）、コンパス、または任意の位置追跡デバイスも挙げられる。ＷＡＣ２５８の実施例とし
ては、ＮＩＣが挙げられる。いくつかの実施形態では、ＷＡＣ２５８は、本明細書では通
信回路と称される。
【００９０】
　エンコードしたメディアデータのストリームは、ネットワーク１１０またはルーター１
５２からストリームバッファ２５９内に受信される（図１Ｂ～図１Ｃ）。コンピューター
１７２にルーター１５２が連結されている場合（図１Ｃ）、コンピューター１７２から受
信されるデータは、ストリームバッファ２５９内に保存される代わりに、ＨＭＤ２５０の
バッファ（図示せず）内、またはメモリデバイス２５６内に保存されることに留意するべ
きである。
【００９１】
　ＷＡＣ２５８は、コンピューターまたはコーデック１１２から受信した、ストリームバ
ッファ２５９からのエンコードしたメディアデータのストリームにアクセスし、このスト
リームをパケット解除する。ＷＡＣ２５８は、エンコードされたメディアデータをデコー
ドするデコーダーも含む。
【００９２】
　エンコードされたメディアデータのストリームが、ルーター１５２（図１Ｃ）を介して
コンピューター１７２（図１Ｃ）によって受信される実施形態では、コンピューター１７
２のＮＩＣ１７４（図１Ｃ）は、エンコードされたメディアデータのストリームをパケッ
ト解除及びデコードして、ＨＭＤ２５０のバッファ（図示せず）内に保存されるデコード
されたデータを作り出す。
【００９３】
　デコードされたデータは、ビデオオーディオセパレーター２５４によって、ＷＡＣ２５
８からまたはバッファ（図示せず）からアクセスされる。ビデオオーディオセパレーター
２５４は、ビデオデータから、デコードされたデータ内のオーディオデータを分離する。
【００９４】
　ビデオオーディオセパレーター２５４は、オーディオデータを、オーディオバッファ２
７２に送り、ビデオデータをビデオバッファ２８０に送る。ビデオデコーダー２５５は、
アナログビデオ信号を作り出すために、例えば、ビデオデータをデコードし、かつ／また
はビデオデータをデジタル形態からアナログ形態に変える。ビデオオーディオシンクロナ
イザー２８２は、ビデオバッファ２８０内に保存されたビデオデータを、オーディオバッ
ファ２７２内に保存されたオーディオデータと同期する。例えば、ビデオオーディオシン
クロナイザー２８２は、ビデオデータをオーディオデータと同期するために、ビデオデー
タ及びオーディオデータの再生時間を使用する。
【００９５】
　オーディオコーデック２７６は、同期されているオーディオデータを、デジタル形式か
らアナログ形式へと変換し、オーディオ信号を作り出し、このオーディオ信号は、スピー
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カー２６０によって再生されて音を作り出す。マイクロコントローラー２６８は、レンダ
リングプログラム２８６を実行して、ビデオデコーダー２５５によって作り出されたアナ
ログビデオ信号に基づいてゲームをディスプレイスクリーン２６６上に表示する。いくつ
かの実施形態では、ディスプレイスクリーン２６６上に表示されたゲームは、オーディオ
信号の再生と同期して表示される。
【００９６】
　さらに、ユーザー１０８（図１Ａ～図１Ｃ）は、マイクロフォン２８４に向かって話し
かけ、マイクロフォンは音信号を電気信号（例えば、オーディオ信号）に変換する。オー
ディオコーデック２７６は、オーディオ信号をアナログ形式からデジタル形式に変換し、
オーディオデータを作り出し、このオーディオデータは、オーディオバッファ２７２内に
保存される。オーディオバッファ２７２内に保存されたオーディオデータは、ユーザー１
０８の音に基づいて作り出された入力データの実施例である。オーディオデータは、ＨＭ
Ｄにおいて作り出された、またはＨＭＤ内のスピーカーによって検出された他のオーディ
オ信号も含む場合がある。オーディオデータは、ＷＡＣ２５８によって、オーディオバッ
ファ２７２からアクセスされ、ネットワーク１１０（図１Ａ～図１Ｃ）を介して、ゲーム
クラウド１０２（図１Ａ～図１Ｃ）のコーデック１１２（図１Ａ～図１Ｃ）へ送られる。
例えば、ＷＡＣ２５８は、オーディオバッファ２７２からアクセスしたオーディオデータ
を、パケット化及びエンコードして、ネットワーク１１０を介してコーデック１１２へ送
る。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、オーディオデータは、ルーター１５２（図１Ａ～図１Ｃ）及
びネットワーク１１０（図１Ａ～図１Ｃ）を介して、ゲームクラウド１０２のコーデック
１１２（図１Ａ～図１Ｃ）へ送るために、ＷＡＣ２５８によって、オーディオバッファ２
７２からアクセスされる。例えば、ＷＡＣ２５８は、オーディオバッファ２７２からアク
セスしたオーディオデータを、パケット化及びエンコードして、ルーター１５２及びネッ
トワーク１１０を介してコーデック１１２へ送る。
【００９８】
　内蔵デジタルカメラ２７８（図１Ｄの１０３、図２Ｂの１０９）は、ユーザー１０８（
図１Ａ～図１Ｃ）の目の動きの１つ以上の画像を捕捉し、画像データを作り出す。これは
、ＨＭＤにおいて、頭及び／または目の動きに基づいて作り出された入力データの実施例
である。同様に、ＨＭＤ上に設置された監視デジタルカメラ２７４（図１Ｄのカメラ１７
１）及び／または外部デジタルカメラ２７５（図１Ｄのカメラ１０１）は、画像データを
作り出すために、ＨＭＤ２５０上に、及び／またはＨＨＣ／手袋／ユーザー１０８の手の
上に位置付けられたマーカー、ならびにＨＭＤを着用しているユーザーの頭の動きの１つ
以上の画像を捕捉し、これは、手／頭の動きに基づいて作り出された入力データの実施例
である。デジタルカメラ２７４、２７５、及び２７８によって捕捉された画像データは、
ビデオバッファ２８０内に保存される。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、デジタルカメラ２７４、２７５、及び２７８によって捕捉さ
れた画像データは、ＨＭＤ２５０のバッファ内に保存され、このバッファは、ビデオバッ
ファ２８０以外のものである。様々な実施形態では、デジタルカメラ２７４、２７５、及
び２７８によって捕捉された画像データは、ビデオデコーダー２５５によってデコードさ
れ、ディスプレイスクリーン２６６上への画像の表示のためにマイクロコントローラー２
６８に送られる。
【０１００】
　デジタルカメラ２７４、２７５、及び２７８によって捕捉された画像データは、ＷＡＣ
（ワイヤレスアクセスカード）２５８によって、ビデオバッファ２８０からアクセスされ
、ネットワーク１１０（図１Ａ～図１Ｃ）を介して、ゲームクラウド１０２（図１Ａ～図
１Ｃ、図２）のコーデック１１２（図１Ａ～図１Ｃ）へ送られる。例えば、ＷＡＣ２５８
は、ビデオバッファ２８０からアクセスした画像データを、パケット化及びエンコードし
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て、ネットワーク１１０を介してコーデック１１２へ送る。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、ビデオデータは、ルーター１５２（図１Ｂ～図１Ｃ）及びネ
ットワーク１１０（図１Ａ～図１Ｃ）を介して、ゲームクラウド１０２のコーデック１１
２（図１Ａ～図１Ｃ）へ送るために、ＷＡＣ２５８によって、ビデオバッファ２８０から
アクセスされる。例えば、ＷＡＣ２５８は、ビデオバッファ２８０からアクセスしたビデ
オデータを、パケット化及びエンコードして、ルーター１５２及び／またはネットワーク
１１０を介してコーデック１１２へ送る。
【０１０２】
　コントローラー／コンソール通信回路２８９は、バッファ（図示せず）内での保存のた
めに、コンピューター１７２からのメディアデータを受信する。さらに、コントローラー
／コンソール通信回路２８９は、ＨＨＣ１０６（図１Ａ～図１Ｃ）から入力信号を受信し
、入力データを作り出すために、入力信号をアナログ形態からデジタル形態に変換し、こ
の入力データは、ネットワーク１１０（図１Ａ～図１Ｃ）を介して、ゲームクラウド１０
２（図１Ａ～図１Ｃ）のコーデック１１２（図１Ａ～図１Ｃ）へ送るために、ＷＡＣ２５
８によってアクセスされる。例えば、ＷＡＣ２５８は、コントローラー／コンソール通信
回路２８９からアクセスされた入力データを、パケット化及びエンコードして、ネットワ
ーク１１０を介してコーデック１１２へ送る。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、入力データは、ルーター１５２（図１Ｂ～図１Ｃ）及びネッ
トワーク１１０（図１Ａ～図１Ｃ）を介して、ゲームクラウド１０２のコーデック１１２
（図１Ａ～図１Ｃ）へ送るために、ＷＡＣ２５８によって、コントローラー／コンソール
通信回路２８９からアクセスされる。例えば、ＷＡＣ２５８は、ビデオバッファ２８０か
らアクセスしたビデオデータを、パケット化及びエンコードして、ルーター１５２及びネ
ットワーク１１０を介してコーデック１１２へ送る。
【０１０４】
　コントローラー／コンソール通信回路２８９の代わりに、２つの別個の通信回路が使用
されてもよく、１つは、コンピューター１７２（図１Ｃ）を用いてデータを通信する（例
えば、受信する、送信する、等々）ため、そしてもう１つはＨＨＣ１０６（図１Ａ～図１
Ｃ）を用いてデータを通信するためであることに留意するべきである。
【０１０５】
　数多くの実施形態では、デコーダーは、ＷＡＣ２５８の外部に位置付けられる。様々な
実施形態では、ストリームバッファ２５９は、ＷＡＣ２５８の内部に位置付けられる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤ１０４は、監視デジタルカメラ２７４を除外する。い
くつかの実施形態では、ＨＭＤ１０４は、任意の数のマイクロコントローラー、任意の数
のバッファ、及び／または任意の数のメモリデバイスを含む。
【０１０７】
　様々な実施形態では、ＨＭＤ１０４は、例えば、ビデオオーディオセパレーター２５４
、メモリデバイス２５６、ワイヤレスアクセスカード２５８、ストリームバッファ２５９
、１つ以上のスピーカー２６０、ユーザー入力回路２６２、ディスプレイスクリーン２６
６、マイクロコントローラー２６８、オーディオバッファ２７２、外部デジタルカメラ２
７４、オーディオコーデック２７６、内蔵デジタルカメラ２７８、ビデオバッファ２８０
、ビデオオーディオシンクロナイザー２８２、及びマイクロフォン２８４などの構成要素
に電力を提供する１つ以上のバッテリー２６１を含む。１つ以上のバッテリー２６１は、
交流電流のコンセントに差し込むことができる充電器（図示せず）を用いて充電される。
【０１０８】
　数多くの実施形態では、入力データ及び／またはメディアデータは、本明細書では、イ
ンタラクティブなメディアと称される。
【０１０９】
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　いくつかの実施形態では、ＨＭＤ１０４は、ローカルユーザー間のペアリングを介した
ピアツーピア多重チャネル通信を容易にする通信回路を含む。例えば、ＨＭＤ１０４は、
マイクロフォン２８４から受信した音信号を変調し、変調された信号をチャネルを介して
別のＨＭＤ（図示せず）のトランシーバーに送る、トランシーバーを含む。もう一方のＨ
ＭＤのトランシーバーは、ユーザー間の通信を容易にするために、信号を復調して、他の
ＨＭＤのスピーカーに提供する。
【０１１０】
　様々な実施形態では、異なる他のＨＭＤと通信するために、ＨＭＤ１０４のトランシー
バーによって、異なるチャネルが使用される。例えば、第１の他のＨＭＤに変調された信
号がその上に送られるチャネルは、第２の他のＨＭＤに変調された信号がその上に送られ
るチャネルとは異なる。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、ＷＡＣ２５８、ユーザー入力回路２６２、マイクロコントロ
ーラー２６８、及びビデオデコーダー２５５は、１つ以上の個々の回路チップ内に統合さ
れている。例えば、ＷＡＣ２５８、ビデオデコーダー２５５、及びマイクロコントローラ
ー２６８は、１つの回路チップ内に統合され、ユーザー入力回路２６２は、別の回路チッ
プの中へと統合される。別の実施例として、ＷＡＣ２５８、ユーザー入力回路２６２、マ
イクロコントローラー２６８、及びビデオデコーダー２５５のそれぞれは、別個の回路チ
ップ内に統合される。
【０１１２】
　ＨＭＤの様々なモジュールは、トリガーイベントの発生を判定するために使用され、こ
のトリガーイベントは、移行行為の実施を必要とし、ＨＭＤスクリーンの移行を実施する
。いくつかの実施形態では、ＨＭＤ内のモジュールは、集合的に「ゲーム処理モジュール
」と称される。ＨＭＤのゲーム処理モジュールは、トリガーイベントの発生を検出し、Ｈ
ＭＤビューがトリガーイベントに基づいて、「非透過」モード、「半透過」モード、「模
擬透過」モード、及び「完全透過」モード、の間で移行するのを可能にする。いくつかの
実施形態では、ユーザーは、どの透過モード移行を所望するかをユーザーが決定するオプ
ション付きで提供される場合があり、選んだオプションに従って移行が実施される。移行
に基づいて、ユーザーは、現実世界環境及び／またはゲームプレイのインタラクティブな
シーンを、部分的に視認するか、または完全に視認するか、のいずれかが可能である。ゲ
ームからのインタラクティブなシーンが、ＨＭＤのスクリーン上にレンダリングされてい
る場合、スクリーンは、「非透過」モードになっていると見なされることに留意するべき
である。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、トリガーイベントの検出に基づいて、ゲーム処理モジュール
は、ＨＭＤスクリーンを非透過モードから半透過モードに移行する。いくつかの実施形態
では、非透過モードから半透過モードへの移行は、ＨＭＤスクリーンの一部でのみ実施さ
れ、一方でＨＭＤスクリーンの残りの部分は、非透過モードを継続する。代替的に、ＨＭ
Ｄスクリーン全体は、非透過モードから半透過モードに移行される。半透過モードでは、
いくつかの現実世界環境の対象物は、現在ＨＭＤスクリーン上にレンダリングされている
ゲームプログラムのインタラクティブなシーンと共に提示される。ＨＭＤスクリーンに提
示される現実世界環境は、ユーザーのすぐ近くからＨＭＤの前を向いたカメラによって捕
捉される。一実施形態では、現実世界環境は、ゲームのインタラクティブなシーンは背景
にレンダリングされ、現実世界環境からの対象物のいくつかは、前景にレンダリングされ
るように提示される。代替的に、別の実施形態では、インタラクティブなシーンは、前景
にレンダリングされ、一方で現実世界環境からの対象物のいくつかは、背景にレンダリン
グされる。
【０１１４】
　一実施形態では、トリガーイベントの発生に応答して、ゲーム処理モジュールは、ＨＭ
Ｄスクリーンを、ゲームのインタラクティブなシーンのみがレンダリングされた非透過モ
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ードから、ユーザーがユーザーのすぐ近くからの現実世界環境の風景に曝される、模擬透
過モードに移行する。この実施形態では、ゲーム処理モジュールは、ＨＭＤ内の前を向い
たカメラを起動及び指示して、ユーザーの視線と一致している、ＨＭＤを着用しているユ
ーザーの近くからの、現実世界環境の画像及び／またはビデオを捕捉及び送信する。ゲー
ム処理モジュールは、前を向いたカメラによって送信された画像／ビデオを受信し、画像
／ビデオ（例えば、サイズ調整する、解像度を再調節する、等々）を処理し、処理した現
実世界環境の画像／ビデオをＨＭＤスクリーン上にレンダリングする。このレンダリング
は、現在レンダリングされているゲームプログラムのインタラクティブなシーンを、処理
された画像／ビデオで置き換えさせる。この実施形態では、模擬移行は、ゲーム処理モジ
ュールがＨＭＤスクリーンを「完全透過」モードに移行したように見せかけるが、実際に
は、前を向いたカメラによって捕捉された現実世界環境の画像をＨＭＤスクリーンに提示
することによって模擬移行を提供している。
【０１１５】
　別の実施形態では、ゲーム処理モジュールは、トリガーイベントの検出に応答して、Ｈ
ＭＤスクリーンの光学的な設定を調節することによって、非透過（すなわち、不透明また
はダーク）モードと完全透過（すなわち、クリア）モードとの間の移行を実現する。この
実施形態では、ＨＭＤスクリーンは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーンである。ゲ
ーム処理モジュールは、ＬＣＤスクリーンの光学特性を、ダーク／ブラック設定（非透過
モードを表す）とクリア設定（完全透過モードを表す）との間で切り換える。クリア設定
は、クリアガラスのスクリーンを通して視認するのと同様の様式で、ユーザーがＨＭＤの
ディスプレイスクリーンを通して、ユーザーのすぐそばの周囲環境から現実世界の対象物
を見ることができるようにする。不透明／ダーク設定では、ユーザーは、ディスプレイス
クリーンを通して視認することが不可能、または困難である。非透過モード（すなわち、
不透明／ダーク設定）では、ゲームのインタラクティブなシーンがＨＭＤのディスプレイ
スクリーンにレンダリングされる。非透過モードと完全透過モードとの間の移行のための
、光学的な設定の調節は、ＬＣＤスクリーンの後方から行われる。当然のことながら、Ｈ
ＭＤのＬＣＤスクリーンの光学系は、外向きになると反転される。
【０１１６】
　一実施形態では、トリガーイベントは、モードの移行が正当であるかどうかを解析して
判定し、この判定に基づいて光学系の反転を含むモードの移行が実現される。例えば、こ
の解析は、ユーザーの視線変更が、モードの移行を保証するのに十分なだけ長い期間の間
であるかどうかを判定する場合があり、視線変更が、少なくとも既定の閾値期間と等しい
期間に及ぶ場合、モードの移行が実現する。ひいては、ゲーム処理モジュールは、ユーザ
ーがゲームプレイ経験に浸り込むことができるようにする一方で、トリガーイベントに依
存して、ユーザーが現実世界環境を、部分的に視認するか、または完全に視認するか、の
いずれかが時々可能になるように、非透過モードと透過モードとの間で移行する代替的な
やり方を提供する。透過モードは、半透過モード、模擬透過モード、及び完全透過モード
のいずれか１つ、または任意の組合せであってもよい。
【０１１７】
　非透過モードから半透過モード、模擬透過モード、または完全透過モードへの移行を生
じさせる、いくつかの例示的なトリガーイベントとしては、ＨＭＤを着用しているユーザ
ーの視線の変更、音声コマンド、ＨＨＣ／ＨＭＤで検出された、ボタン押圧、タッチスク
リーンインタラクション、ジェスチャー、１つ以上の入力機構／デバイスを通したインタ
ラクション、等々を含む行為、ユーザーのすぐそばの周囲で検出された音または動き、電
話の受信の検出、テキスト、ピーンという音、メッセージ、電子メール、ユーザーの近く
での他のユーザーの行為（声など）の検出、等々、のうちのいずれか１つまたは組合せを
含む場合がある。
【０１１８】
　スクリーン上にレンダリングされるものの操作によるこの形態の移行は、ユーザーが完
全に浸り込んでいる状態から、部分的に浸り込んでいる、または浸り込んでいない状態へ
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切り換えることができるようにする。非透過モードから半透過モード、模擬透過モード、
または完全透過モードへの移行は、ユーザーが、ゲームプレイに浸り込み続けている間に
時々、現実世界環境を部分的に、または完全に、のいずれかで視認できるようにする。い
くつかの他の実施形態では、非透過モードから透過モード（半透過モード、模擬透過モー
ド、または完全透過モード）への移行は、ユーザーに、完全に浸り込んでいる状態から完
全に浸り込んでいない状態へ移行の能力を提供する。いくつかの実施形態では、非透過モ
ードから透過モードへの移行は、オプションとして提供され、ユーザーは、移行を選んで
も、または選ばなくてもよい。
【０１１９】
　移行は、ゲームの実行の間のイベントの発生を検出することによって有効になる。例え
ば、イベントの発生は、ＨＭＤを着用しているユーザーの目の視線状態を識別及び監視す
ることによって決定される場合がある。視線状態の監視としては、ユーザーの視線方向を
一定の期間の間検出して視線が経時的に変更しているかどうかを調べること、視線パター
ンを一定の期間にわたって検出してユーザーがあるパターンをトラッキングしているかど
うか判断すること、第１の位置から、第２の位置へ、そして第１の位置へ戻るように視線
を繰返し切り換えること、ユーザーがめまいを経験していないか判定するために視線方向
の変化を検出すること、等々、を含む場合がある。視線状態の監視は、移行を実施する必
要があるかどうかを判定するために、ＨＨＣ、ＨＭＤ、ゲームクラウド、及び／またはコ
ンピューター（存在する場合）によって提供される既定の行為と相互に関係する。ＨＨＣ
またはＨＭＤによって提供される行為は、移動行為に加えて、触覚的なフィードバック、
オーディオフィードバック、等々などの、ゲームプログラムへのフィードバックも含む場
合がある。ユーザーの視線状態は、１つ以上の内蔵カメラユニットを使用してトラッキン
グされる場合がある。
【０１２０】
　トラッキングの間に、ユーザーの視線が、ＨＭＤ、ＨＨＣ、及び／またはゲームプログ
ラムによって提供される行為と直接的に相互に関係するゲームのためにインタラクティブ
なシーンをレンダリングしているスクリーン上の一部／領域上に継続的にあることが判定
された場合、スクリーンは、非透過モードで、ゲームプログラムからのゲームプレイスト
リーミングのインタラクティブなシーンの提示を継続する。図３Ａは、内蔵カメラによる
トラッキングがユーザーの視線が、スクリーン上にレンダリングされたインタラクティブ
なシーンに、垂直線から「θ」の角度で定義される線「ａ」によって図示される凝視角で
固定されていることを検出する、１つのかかる実施形態を図示する。この検出に応答して
、ＨＭＤのゲーム処理モジュールは、凝視角と相互に関係する、コンピューターまたはゲ
ームクラウドからのゲームプログラムストリーミングに関するインタラクティブなシーン
のレンダリングを、ＨＭＤのスクリーン上で継続する。しかしながら、内側に設置された
カメラ（複数可）が、視線状態の変化（例えば、スクリーンの異なる部分へのユーザーの
視線の変更）を検出する場合、内蔵カメラ（複数可）は、視線状態の変化、すなわち、視
線変更を検出し、凝視角の変更を判定する。視線変更の座標を精密に特定するために、複
数の内側に設置したカメラが使用される場合がある。
【０１２１】
　図３Ｂは、内蔵カメラによって検出されるユーザーの視線状態の変化（すなわち、視線
の変更）、及び変更の方向を図示する。内蔵カメラは、対応するシーンの複数の画像フレ
ームを捕捉し、この情報をＨＭＤのゲーム処理モジュールに供給することによって、視線
の方向の変更及び視線のレベルの変更を精密に識別する場合がある。いくつかの実施形態
では、内蔵カメラ（複数可）によって提供される画像は、ゲーム処理モジュールが画像フ
レームを時間の関数として解析できるようにしてユーザーの視線の変更を判定するために
、カメラによって捕捉されたそれぞれのフレームに対してタイムスタンプも含む場合があ
る。ゲーム処理モジュールは、捕捉されたフレームからの注視点を解析することによって
、変更角を演算する。例えば、図３Ａに図示されるように、内蔵カメラによって検出され
るユーザーの第１の視線は、線「ａ」によって定義される。上記で定義したように、ゲー
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ム処理モジュールは第１の視線が、垂直線（例えば、ｘ軸）から角度「θ」にあることを
判定する。ゲーム処理モジュールは、視線方向の変更をトラッキングし、図３Ｂで、線「
ｂ」によって表される第２の視線の角度が、垂直線から角度「λ」にあること、そして視
線が上向き方向から下向き方向に変更されたことを判定する。この結果、ユーザーの視線
変更の合計角度は（θ＋λ）である。代替的に、視線の変更は、上向き方向に継続する場
合がある。かかる事例では、ユーザーの視線の変更の合計角度は、角度「λ」が角度「θ
」より大きい場合、（λ－θ）となる、または角度「θ」が角度「λ」より大きい場合、
（θ－λ）となることが演算される場合がある。この情報は、ＨＭＤ内のゲーム処理モジ
ュールによって、視線の変更を判定するためだけでなく、その角度における視準線内のゲ
ームシーン及び／または現実世界環境の対象物を識別するためにも使用される。変更の角
度の精密な演算は、複数のカメラからの画像フレームを解析することによって、三角測量
の技法を使用して行われてもよい。
【０１２２】
　内側に設置されたカメラ（複数可）は、ユーザーの視線の変更を検出することに応答し
て視線パターンもトラッキングする場合がある。いくつかの実施形態では、視線パターン
は、ユーザーがスクリーン上にレンダリングされた対象物または文字をトラッキングする
ことによって確認される場合がある。いくつかの実施形態では、視線パターンは、スクリ
ーン上の第１の位置と第２の位置との間を往き来する目の動きである場合がある。視線パ
ターンは、視準線情報及び視線変更を捕捉する画像フレームによって提供されるタイムス
タンプ情報を解析することによって判定される場合がある。いくつかの実施形態では、ユ
ーザーの目が元の角度から既定の閾値期間（例えば、０．５秒、１秒、２秒、３秒、４秒
、等々）より長く変更されたままになる場合、視線の変更は有意である。一実施形態では
、画像及びタイムスタンプの解析に基づいて、ゲーム処理モジュールは、ゲームパターン
が、ユーザーの視線状態のいかなる有意な変化も識別していないと判定する場合がある。
すなわち、視線の変更が有意でなく（時間的に、または角度的に）、一次的であり（一度
だけ、所定の閾値期間より短い期間発生した）、かつユーザーはゲームに関連した活動を
提示しているスクリーンの一部または一領域に集中し続けている。この実施形態では、Ｈ
ＭＤのゲーム処理モジュールは、スクリーンに対して非透過モードを維持し続け、ゲーム
プログラムからストリーミングされたゲームのためのインタラクティブなシーンのレンダ
リングを継続する。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、視線状態の解析に基づいて、ゲーム処理モジュールがスクリ
ーンの異なる部分へのユーザーの視線変更を確認する場合、ゲーム処理モジュールは、ユ
ーザーの変更した視線の方向がゲームの異なる区域と相互に関係するかどうかの判定を試
みる。その場合は、ゲーム処理モジュールは、ＨＭＤにレンダリングするために、このイ
ンタラクティブなシーンを、スクリーンの新しい部分と相互に関係するインタラクティブ
なシーンに切り換える場合がある。
【０１２４】
　図３Ｂに図示される一実施形態では、視線パターンが、ユーザーの視線が第１の領域３
０２と第２の領域３０４との間で切り替わっていることを確認する場合、ゲーム処理モジ
ュールは、ユーザーの興味の方向を特定し、現実世界環境から視準線と一致する対象物を
特定し、ユーザーの視線がそのスクリーンの部分に向けられる度に、対象物のビジュアル
をスクリーンの対応する領域または部分内に提供する。例えば、ユーザーは、カーレース
ゲームに取り組む場合がある。ユーザーがゲームをプレイしているとき、ＨＨＣ及びＨＭ
Ｄからのユーザーの入力と相互に関係しているカーレースゲームからのシーンは、ＨＭＤ
のスクリーン上にレンダリングされる。ゲームプレイの間、ユーザーの視線は、カーレー
スゲームシーンがある正面を見ている視線から、スクリーンの底部に向かって下向きを見
ている視線に変更される場合がある。この場合、ゲーム処理モジュールは、視線の変更を
識別し、視線パターンを確認して視線の変更が有意かどうか（角度及び／または時間に関
連して）を調べ、この情報を使用して、その視準線と一致する現実世界の対象物／シーン
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または仮想世界の対象物／シーンのいずれかを識別する。
【０１２５】
　図３Ｂに図示される一実施形態では、変更された視線の視準線内の対象物は、ユーザー
の手の中にある、ＨＭＤに入力を提供する、ＨＨＣである場合があることが判定される場
合がある。変更された視線の視準線内の対象物は、内蔵カメラからの入力データをＨＭＤ
上に設置された監視カメラ及び外部カメラからのデータと相互に関連付け、変更された視
線の角度と相互に関係する、対象となる対象物を判定することによって判定される場合が
ある。この情報は、ゲーム処理モジュールによって、ユーザーの手（複数可）の中にある
ＨＨＣの画像を捕捉するために、ＨＭＤの外部カメラを向けるために使用される。ゲーム
処理モジュールからのコマンドに応答して、ＨＭＤの外部カメラが、識別された対象物の
画像を捕捉し、この画像をゲーム処理モジュールに送信し、次いでこのビジュアル画像を
デジタルデータに変換し、かつデジタルデータをＨＭＤのスクリーンの対応する部分にレ
ンダリングするために転送する。いくつかの実施形態では、この対象物のビジュアル画像
は、ゲームのインタラクティブなシーンと相互に関係するようにするために調節される場
合がある。例えば、視認線内の対象物がコントローラーであり、かつゲームがインタラク
ティブなカーレースゲームである場合、コントローラー（すなわち、ユーザーの変更され
た視線内の現実世界の対象物）のビジュアル画像は、自動車のハンドルを表すように調節
される場合がある。
【０１２６】
　図３Ｂに示される一実施形態では、ユーザーの手の中で保持されるＨＨＣの画像（すな
わち、ビジュアル、または調節されたビジュアル）は、領域３０４によって示される、Ｈ
ＭＤのスクリーンの底部部分にレンダリングされ、一方で、領域３０２によって示される
、残りのスクリーンの部分は、コンピューターまたはゲームクラウドからのゲームストリ
ーミングからのインタラクティブなシーンのレンダリングを継続する。結果として、ＨＭ
Ｄスクリーンの底部部分は、非透過モードから模擬透過モードへと移行され、一方でスク
リーンの残りの部分は、非透過モードでレンダリングを継続すると考えられる。いくつか
の実施形態では、現実世界からのレンダリングされたシーン／対象物の画像は、スクリー
ン上に３次元浸り込み効果を提供する、視覚的な奥行を含む。
【０１２７】
　図３Ｂに図示される実施形態では、例えば、対象物の画像は、底部部分３０４の一部分
内のレンダリングされたシーンの上に重ねられ、一方で、底部部分の残りの部分内でイン
タラクティブなシーンを見ることができるようにする。対象物の画像は、部分的に前景に
レンダリングされる。この実施例では、底部部分の一部分のみを模擬透過モードに移行さ
せ、一方で、底部部分の残りの部分、及びスクリーンの残りは、インタラクティブなゲー
ムシーンをレンダリングし続けると考えられる。別の実施形態では、インタラクティブな
ゲームシーンが底部部分の残りの部分内にグレイアウト形式で提示され、底部部分が模擬
透過モードであることを示唆する場合がある。さらに別の実施形態では、底部部分全体は
模擬透過モードに移行され、対象となる対象物の画像（すなわち、上記の実施例ではＨＨ
Ｃ）が、前を向いたカメラによって捕捉される周囲の現実世界の対象物とともに、レンダ
リングされる場合がある。代替的には、対象物は、背景にレンダリングされる場合があり
、一方で、インタラクティブなシーンは前景にレンダリングされる。
【０１２８】
　ユーザーの視線は、任意の方向に変更してもよいことに留意するべきである。結果とし
て、ＨＭＤのスクリーンの対応する部分は、何がスクリーンのその部分の上にレンダリン
グされるかに依存して、非透過モードから透過モードへと移行してもよい。
【０１２９】
　一実施形態では、視線のすべての変更が、非透過モードから透過モードへの移行をもた
らすわけではない。例えば、ユーザーの視線は、スクリーンの右側からスクリーンの左側
へと変更する場合がある。この実施形態では、ユーザーの視線は、ＨＭＤまたはＨＨＣを
通して提供されるユーザーからの入力、別のユーザーからの入力（マルチプレーヤーゲー
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ムの場合）、またはゲームからの入力に基づくゲーム内の変化に応答して変更した場合が
ある。この実施形態では、スクリーンの左側は、ゲーム内の変化に基づくインタラクティ
ブなゲームシーンを含む場合がある。一実施形態では、ユーザーの視線の変更が検出され
たとき、ゲーム処理モジュールは、ユーザーの視線の変更が既定の閾値限界（例えば３秒
間などの）を超えるかどうかを判定する場合がある。視線変更が、閾値限界を超える場合
、ゲーム処理モジュールは、スクリーンの非透明モードを維持する一方で、ＨＭＤのスク
リーンを更新して、ユーザーの視線の方向からのシーンに対応するゲームシーンをレンダ
リングする。
【０１３０】
　前述のように、スクリーンの一部を非透過モードから半透過モードまたは完全透過モー
ドへと移行するためのトリガーイベントは、視線の変更の検出に制限されない。一実施形
態では、移行イベントは、現実世界で、ユーザーの近くまたはユーザーのカメラ（複数可
）及び／もしくは監視カメラの視準線内で検出された動きに応答してトリガーされる場合
がある。例えば、ユーザーがコンピューター上またはゲームクラウド上で実行しているゲ
ームのゲームプレイに参加している部屋に、人が入ったときに、移行がトリガーされる場
合がある。
【０１３１】
　図３Ｃは、ユーザー１０８がオンラインゲームをプレイしている部屋に、ユーザー３３
３が入る場合の、１つのかかるシナリオを図示する。ユーザー１０８がゲームプレイの間
着用しているＨＭＤのスクリーンは、ゲームプログラムのゲームプレイからのインタラク
ティブなシーンをレンダリングしている。ゲーム処理モジュールが部屋に入ってくるユー
ザー３３３を検出すると、ゲーム処理モジュールは、ユーザーのＨＭＤのスクリーン上に
レンダリングされたシーンを、ＨＭＤスクリーンの一部３４０ｂに示されるように、部屋
に入るユーザー３３３の画像を含むように変える一方で、３４０ａに示される残りの部分
にゲームプレイのインタラクティブなシーンをレンダリングし続ける。この実施形態では
、スクリーンの変えられる一部３４０ｂは、動きを検出するカメラの視準線内のユーザー
３３３の入室または出現の方向と相互に関係する。いくつかの実施形態では、シーンの変
化は、ユーザー３３３が入ってきた部屋の一部の３次元の眺めを提供する。この実施形態
では、一部３４０ｂはユーザー３３３とともに、インタラクティブなシーンをレンダリン
グし続けるので、ＨＭＤスクリーンは、半透過モードに移行されたものと考えられる。
【０１３２】
　代替的に、移行は、対象物が、ＨＭＤの外側に設置されたカメラまたは外部カメラ（複
数可）の視準線内に来たときにトリガーされる場合がある。図３Ｄ～図３Ｆは、１つのか
かる実施形態を図示する。図３Ｄでは、ユーザーのＨＭＤのスクリーンは、ユーザーがプ
レイしているゲームの、時間Ｔ０におけるインタラクティブなシーンをレンダリングして
いる。時間Ｔ０では、対象物、（例えば、弾んでいるボール）は、弾んで上がり始めてい
るが、ユーザーのＨＭＤに組み込まれたカメラの視界の外側である。この例では、対象物
（すなわち、ボール）は、地面からｄ０の高さにある。時間Ｔ１において、ボールは高さ
ｄ１まで弾み、結果として、少なくともＨＭＤに組み込まれた１つのカメラ（外部カメラ
または監視カメラのいずれか）の視界に入る。少なくともカメラのうちの１つによる対象
物の検出に応答して、ゲーム処理モジュールは、少なくとも１つのカメラによって検出さ
れると、ボールの３次元画像を、スクリーン内のボールの場所の角度／位置（距離ｄ１）
と相互に関係する、スクリーンの一部内にレンダリングする場合がある。
【０１３３】
　この結果、図３Ｅに図示されるように、高さｄ１における弾んだボールは、スクリーン
の部分または領域３０４ａにレンダリングされ、一方でスクリーンの残りの部分は、ゲー
ムに関連するインタラクティブなシーンをレンダリングし続ける。同様に、時間Ｔ２にお
いて、少なくとも１つのＨＭＤのカメラは、ボールが距離ｄ２まで上向きに上り続けると
き、異なる角度／場所においてボールを検出し、ゲーム処理モジュールは、ボールの異な
る角度／場所を、ボールの画像をレンダリングするスクリーン上の対応する場所に表す。
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図３Ｆは、ボールの画像がレンダリングされる場所３０４ｂ（場所３０４ｂは、高さｄ２

と相互に関係する場合がある）を図示し、一方でスクリーンの残りの部分は、ゲームから
のインタラクティブなシーンのレンダリングを継続する。ボールが落下するとき、下向き
方向のボールの動きは、ボールが動いてカメラの捕捉範囲の外へ出るまで捕捉される。し
たがって、図３Ｄは、ＨＭＤのスクリーン上にレンダリングされた、時間Ｔ０における、
ならびに時間Ｔ５におけるシーンを図示し、図３Ｅは、ボールがスクリーンの部分３０４
ａを覆う、時間Ｔ１（上に上がるボールに対応する）ならびに時間Ｔ４（下に下がるボー
ルに対応する）におけるシーンを図示し、図３Ｆは、ボールがシーンの部分３０４ｂを覆
う、時間Ｔ２（上に上がるボールに対応する）ならびに時間Ｔ３（下に下がるボールに対
応する）におけるシーンを図示する。この実施形態では、ＨＭＤスクリーンは、非透過モ
ードから模擬透過モードへと移行したと考えられる。いくつかの実施形態では、ボールの
画像は前景にレンダリングされる場合があり、一方でインタラクティブなシーンは、背景
にレンダリングされる場合がある。代替的には、ボールの画像は背景にレンダリングされ
る場合があり、一方でインタラクティブなシーンは、前景にレンダリングされる場合があ
る。これらの実施形態では、ＨＭＤスクリーンは、非透過モードから半透過モードへと移
行したと考えられる。したがって、ゲーム処理モジュールは、ユーザーに対して、ゲーム
に完全に浸り込む方法を提供する一方で、外部イベントのトリガーに基づいて、または視
線の変更、もしくはユーザーによって明示的に、または暗示的に提供される他のかかるビ
ジュアルキューなどのユーザーからの入力に基づいて、現実世界からのシーンの覗き見を
提供する。
【０１３４】
　代替的な実施形態では、ＨＭＤスクリーンは、非透過モードから完全透過モードへと移
行する場合がある。この実施形態では、トリガーイベントに応答して、ゲーム処理モジュ
ールは、ＨＭＤスクリーンの光学特性を、ダーク／不透明設定（非透過モードを表す）か
らクリア設定（完全透過モードを表す）へと調節する場合がある。クリア設定では、ユー
ザーは、ユーザーのすぐ近くの周囲の現実世界環境の全景を、あたかもユーザーがクリア
ガラスを通して見ているかのように、提供される。図３Ｇはこの実施形態の実施例を図示
し、ユーザーは、ユーザーがＨＭＤを使用している室内のランプ、テーブル、鏡／スクリ
ーンなどの現実世界の対象物を視認することができる。
【０１３５】
　図４Ａ～図４Ｄは、ゲーム処理モジュールが、インタラクティブなゲームシーンを現実
世界からの３次元的なシーンと組み合わせて、現実世界への覗き見を受信する一方でゲー
ム内への３次元（３Ｄ）浸り込みを提供する、代替的な実施形態を図示する。図４Ａは、
ユーザー１０８のＨＭＤスクリーン上にレンダリングされた、ゲームの３次元的なゲーム
空間を図示する。ゲーム空間は、ユーザー１０８から一定の距離にある、及びそれぞれか
ら一定の距離にあるユーザーＡ、Ｂ、及びＣを図示する。図４Ａに図示されたＨＭＤスク
リーンは、非透過モードであることが示されている。図４Ｂは、ＨＭＤを着用しているユ
ーザー１０８が前に歩き、かつ下を見るときの、ゲーム空間を図示する。ユーザー１０８
の前方への動きは、ユーザーＡ、ユーザーＢ、及びユーザーＣの相対的な位置、角度、及
び場所によって、ユーザー１０８と相対的に、ならびに相互と相対的に、３次元ゲーム空
間内で反映される。追加的に、自分の頭を下向きに動かすユーザーに応答して、ゲーム空
間は下向きに動き、追加的なプレーヤーＤが見えるようになり、さらにユーザーＡ、ユー
ザーＢ、及びユーザーＣのゲーム空間内での相対的な場所が更新される。このユーザー１
０８の頭の下向きの動きは、現実世界でのユーザーの手の場所に関係する、３Ｄゲーム空
間の対応する部分４０１内へのユーザーのＨＨＣの演出ももたらす。図４Ｂに図示される
ＨＭＤスクリーンは、半透過モードに移行したと考えられ、かかる移行を発生させたトリ
ガーイベントは、ユーザーの前方への動き及び視線の下向きへの変更である場合がある。
【０１３６】
　図４Ｃは、ユーザー１０８が前方に歩き続ける時のスクリーン上にレンダリングされた
景色を図示する。インタラクティブなシーン内のゲーム対象物（すなわち、ユーザー）は
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、ユーザーの動きと相互に関係する対象物をレンダリングするために更新されている。こ
の実施形態では、ＨＭＤスクリーンにレンダリングされたインタラクティブなシーンは、
ユーザー１０８が動いた距離に相互に関係する、関係するゲーム空間内の一人のユーザー
（例えば、ユーザーＣ）のみを示す。追加的に、ユーザーの継続的な下向きへの、既定の
閾値期間より長い期間の視線変更は、ゲーム処理モジュールに、外部カメラによって捕捉
されるテーブルランプ、テーブル、ゲームコンソール、等々などの現実世界の対象物の少
なくともある部分に焦点を合わせさせる。ゲーム空間内の対象物の距離、場所、角度、等
々と、現実世界からの対象物は、監視カメラ及び外部カメラによって捕捉される通りの、
ユーザーの前方への動き及び下向きの視線変更を考慮に入れることによりＨＭＤのスクリ
ーン上にレンダリングされる。したがって、対象物（現実の対象物及びバーチャルの対象
物の両方）は、対象物をユーザー１０８のより近くに表させる様式でレンダリングされる
。図４Ｃに図示される実施例では、ＨＭＤスクリーンは、非透過モードから半透過モード
へと移行したと考えられる。いくつかの実施形態では、バーチャルゲーム対象物は背景へ
とフェードアウトされ、現実世界の対象物に焦点が当てられる（すなわち、前景になる）
。代替的な実施形態では、現実世界の対象物は背景へとフェードアウトされ、バーチャル
ゲーム対象物に焦点が当てられる（すなわち、前景になる）。
【０１３７】
　一実施形態では、非透過モードから半透過モードへの移行は、ユーザーが、ゲームプレ
イからのゲームシーンを含む、ＨＭＤのディスプレイスクリーン上にレンダリングされた
コンテンツを注視／コンテンツと相互作用するための安全地帯を提供するために、ＨＭＤ
において開始される場合がある。例えば、ビデオゲームのゲームプレイに完全に浸り込ん
でいるユーザーが、まだビデオゲームプレイに参加している間に室内で動き回る場合があ
る。結果として、このユーザーは、壁、ランプ、テーブル、椅子、ソファー、ベッド、コ
ード、ペット、人、等々などの室内の対象物により近くなる場合がある。ユーザーが対象
物にぶつかる、ＨＭＤの電線／コードが絡まる、けがをする、または対象物を損傷するの
を避けるために、ＨＭＤ内のゲーム処理モジュールは、ユーザーの対象物への近接を検出
する。ユーザーの動き及び行為に応答して、システムは、例えば、ユーザーが対象物に近
づいたときに、ＨＭＤのディスプレイスクリーンの、非透過モードから半透過モードへの
移行を開始する場合がある。半透過モードでは、ゲーム処理モジュールは、ユーザーにユ
ーザーの動きの方向にある対象物の存在及び近接を示すために、現実世界からの対象物を
、ＨＭＤのディスプレイスクリーン上にレンダリングされるゲームシーンの中に混ぜ込む
、または持ち込む。一実施例では、ディスプレイスクリーン内にレンダリングされる対象
物のサイズ及び近接は、ユーザーに対する現実世界の対象物の相対的な近接と比例する場
合がある。一実施形態では、現実世界の対象物は、図４Ｃに図示されるように、点線で示
される輪郭線の形態でレンダリングされる場合がある。この輪郭線の形態は、グレイアウ
ト形態、破線形態、輪郭線の形態、ゴースト形態、半透過形態、または完全に視認可能な
提示とすることができる。一実施形態では、ゲーム処理モジュールは、ユーザーが室内の
対象物に対して近すぎるところに移動したとき、この移行に加えて、ＨＭＤユーザーに対
して警告サインを発する場合がある。警告サインは、オーディオ形式、触覚形式、ビジュ
アル形式、またはこれらの任意の組合せであってもよい。したがって、ゲーム処理モジュ
ールは、安全のために使用されてもよく、システムは、ユーザー及びユーザーのすぐそば
の周囲の中の環境対象物の安全を確保しながら、ユーザーの視認経験を豊かなものにする
ことができる。一実施形態では、現実世界の対象物を捕捉するために使用されるカメラは
、深度感知カメラ、通常のＲＧＢカメラ（三原色成分、すなわちレッド、ブルー、グリー
ンを３本の異なる電線に提供する）、またはユーザーから対象物への近接、奥行、及び距
離を識別することができる超音波センサー、またはこれらの任意の組合せであってもよい
。
【０１３８】
　図４Ｄは、ユーザー１０８が、ゲームのゲーム空間内のゲーム対象物との、３Ｄインタ
ラクティブな経験に浸り込むときの、ユーザー１０８のＨＭＤのスクリーン上にレンダリ
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ングされたゲーム空間を図示する。一実施形態では、ユーザーは、コントローラー手袋３
３５を使用してゲーム対象物と相互作用する。一実施形態では、コントローラー手袋３３
５は、ゲーム対象物とのゲーム相互作用の間に、ユーザーに触覚的なフィードバックを提
供し、よりリアルなゲーム経験を提供するように構成される。いくつかの実施形態では、
コントローラー手袋は、ＬＥＤライト、または他のトラッキング可能な対象物／マーキン
グ、等々、などのマーカーエレメント３３５－ａを含み、インタラクティブなゲームプレ
イの間にカメラ（外部及び監視）が指／手の動きを検出することができるようにする。コ
ントローラー手袋は、ＨＨＣとして作用し、これらはワイヤレス通信プロトコルを使用し
てコンピューター及びＨＭＤと通信する。通信は、手袋にフィードバックを提供する受信
指導データも含む場合がある。コントローラー手袋は、ユーザーが使用することができる
インタラクティブな対象物の一実施例である。３Ｄインタラクティブな経験に浸り込むた
めにユーザーが使用することができる他のインタラクティブな対象物としては、衣服、靴
、または他のウェアラブル衣料品、ウェアラブルデバイス、または保持可能な対象物が挙
げられる。図４Ｄは、コントローラー手袋３３５を使用して、ゲーム空間内でユーザーＢ
と相互作用しているユーザー１０８を図示する。ゲーム処理モジュールは、ゲーム空間内
でコントローラー手袋の存在を検出し、ユーザーＢの手の場所と相互に関係する場所にコ
ントローラー手袋（現実世界の対象物）をはめたユーザーの手の画像を提供するように、
ＨＭＤスクリーンを非透過モードから半透過モードへと移行する。スクリーンの関連する
部分のこの移行は、ユーザー１０８が実際に３Ｄ空間内でユーザーＢと相互作用している
ように見せかける。
【０１３９】
　別の実施形態では、移行は、ユーザー１０８の近くまたはユーザー１０８のＨＭＤに統
合または連結されたマイクロフォンの近くで検出される音に応答して、トリガーされる場
合がある。追加的に、移行は、ユーザーを起源とする、ユーザーの近くの他のユーザーを
起源とする、ユーザーの近くの他の対象物を起源とする、ＨＭＤ上で実行中のアプリケー
ション（ピーン音、テキスト、電子メール、電話、メッセージ、等々などの）を起源とす
る、音声または他の聴覚的なコマンドなどの明示的なコマンドによってトリガーされる場
合がある。トリガーイベントに応答して、ＨＭＤのゲーム処理モジュールは、オーディオ
検知技術を使用してトリガーイベントが発生した方向を決定し、その視準線と一致した対
象物またはシーンを識別し、ＨＭＤのスクリーンの対応する部分内に対象物またはシーン
のビジュアルを提供する。スクリーンは、インタラクティブなゲームシーンに対象物をレ
ンダリングすることによって非透過モードから半透過へ、またはインタラクティブなゲー
ムシーンをユーザーの近くからの現実世界環境からの画像に置き換えることによって非透
過モードから模擬透過モードへと移行される。トリガーイベントは、ユーザーがゲーム内
に浸り込み続けるのを可能にする一方で、現実世界の状況への覗き見の視認を提供する。
移行をトリガーするイベントの方向は、三角測量技術を使用して、オーディオ検知技術を
使用して、正確に判定される場合があり、オーディオ検知技術からの情報を使用して、外
部カメラ及び監視カメラ（複数可）を使用して対象物を識別する。監視カメラは、トリガ
ー（部屋に入る人、ＨＭＤのユーザー／マイクロフォンの近くで検出される音、等々など
の）に対するユーザーの相対的な位置及び方向を特定するために、ＨＭＤの外側表面上に
設置されたＬＥＤなどのマーカーエレメントを使用することができる場合がある。トリガ
ーの場所／方向と相互に関係する、図４ＥのＴＲ１～ＴＲ９によって表される領域などの
、ＨＭＤのスクリーンの任意の部分または領域は、非透過モードから半透過モードに移行
される場合がある。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、非透過モードから透過モード（すなわち、半透過モード、模
擬透過モード、または完全透過モード）への移行は、線形的な様式または非線形的な様式
のいずれかで、段階的な増分で行われる場合がある。スクリーンの一部の非透過モードか
ら半透過モードへの移行は、任意の形態のフェーディングを使用して実施される場合があ
り、移行が発生するとき、オーディオ、触覚、または他の形態のフィードバックが、ユー
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ザーに提供されてもよい。ＨＭＤによってレンダリングされたシーンに応じて、ユーザー
によって保持されている対象物に応じて、ユーザーの視線方向に応じて、検出されたオー
ディオ／動き信号に応じて、またはユーザーがＨＭＤを使用している環境に応じて、非透
過から半透過へと移行する区域または領域が動的に設定される場合がある。ＨＭＤ内のス
クリーンのある特定の部分の移行は、ユーザーが、現実世界と仮想世界との間の接続を確
立するのを可能にする。したがって、仮想対象物を含む仮想世界で生じる行為に関係する
現実世界の物理的な対象物が関与する現実世界での行為がある場合、システムは、仮想世
界の中から現実世界の透過的なバージョンをユーザーが見ることができるようにすること
によって、現実世界での行為と仮想世界での行為とを一緒にすることを試みるやり方を提
供する。さらに、システムは、ユーザーに現実世界の認識を提供するために、仮想世界に
結び付けられていない物理的な対象物が関与する現実世界での行為をレンダリングするや
り方を提供する場合がある。
【０１４１】
　一実施形態では、非透過モードから半透過モードへの移行は、インタラクティブなゲー
ムのゲームプレイでのユーザーの相互作用に応答する場合がある。例えば、第１のユーザ
ーは、第２のプレーヤーがいる、マルチプレーヤーゲームに参加している場合がある。こ
の実施形態では、第１のプレーヤーが対象物または領域を指差すと、ゲーム処理モジュー
ルは第１のユーザーが指差している方向を検出することができ、指差している方向の対象
物またはシーンを判定することができ、対象物またはシーンの適切なビューを第２のプレ
ーヤーに半透過モードで提供することができる。この実施形態では、この対象物またはシ
ーンは、現実世界の対象物／シーンでの対象物／シーンとすることができる。この実施形
態では、ゲーム処理モジュールは、第１のプレーヤー及び第２のプレーヤーのＨＭＤ上に
設置された外部カメラならびに１つ以上の監視カメラからの入力を受信して、指差してい
る方向の空間内の複数の点をトラッキングする。これにより、対象物に対する２人のプレ
ーヤーのビューの間の角度を判定することができ、次いで三角測量技法を使用して第２の
プレーヤーのＨＭＤにレンダリングするために、適切な３Ｄ画像を捕捉することができる
。一実施形態では、第２のプレーヤーに提示された対象物またはシーンのビューは、第２
のプレーヤーによって見られる／視認される通りの、現実世界での第２のプレーヤーの位
置、及び対象物／シーンのビューに相互に関係する。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、システムは、ユーザーがスクリーンのある特定の部分を利用
していること、及びゲームで生じる行為が現在レンダリングされているスクリーンの主要
な部分をあまり利用していないことを検出する場合がある。ユーザーの注意が向けられて
いるスクリーンの部分は、この時点で生じている著しいゲーム行為を一切有していない場
合がある。これらの実施形態では、システムは、ユーザーの興味及び焦点がゲームから変
更されていて、ＨＭＤスクリーン上へのビデオゲームの演出を休止してもよいことを判定
する場合がある。追加的に、システムは、ゲームクラウドに休止信号を送ってゲームプロ
グラムの実行を休止する場合がある。この実施形態では、ゲーム処理モジュールは、スク
リーンの光学特性をクリア設定に調節することによって、ユーザーがプレーヤーの近くの
環境内の現実世界の対象物を視認することができるように、スクリーン全体を非透過モー
ドから完全透過モードへと移行する場合がある。代替的な実施形態では、ゲーム処理モジ
ュールは、現実世界の画像を捕捉して、ゲームのインタラクティブなシーンを捕捉された
現実世界の画像と置き換えることによって、スクリーン全体を非透過モードから模擬透過
モードへと移行する場合がある。非透過モードから完全透過モードまたは模擬透過モード
への移行は、ユーザーがバーチャル環境から現実世界環境へと移行できるように、ユーザ
ーのＨＭＤのスクリーン上にレンダリングされるゲームプレイの激しさに応じて段階的に
行われる場合がある。
【０１４３】
　一実施形態では、システムは、ユーザーの興味／焦点の変更を検出して、ユーザーにゲ
ームを休止するオプションを提供する場合がある。このゲームを休止するオプションは、
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ボタンの起動、音声コマンド、目の信号、オーディオコマンド、等々の形態で提供される
場合がある。休止オプションを提供することに加えて、ユーザーが休止オプションを選択
したときにユーザーがゲームを離れた時点から、ユーザーがゲームにアクセス及び浸り込
むことを可能にする、再開オプションも提供される場合がある。再開オプションは、休止
オプションと同様の形態、または異なる形態で提供される場合がある。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、非透過モードから透過モード（例えば、半透過モード、完全
透過モード、または模擬透過モード）への移行後、ゲーム処理モジュールは、所定の時間
期間の完了後、スクリーンの一部を非透過モードに戻す場合がある。いくつかの実施形態
では、非透過モードから透過モードへ、そして非透過モードへ戻る移行は、ユーザー行為
に応答して行われる場合がある。例えば、ユーザーが主ゲーム区域とスクリーンの特定の
一部（下部、左側、右側、上部、等々など）との間を行ったり来たりして眺める場合、ゲ
ーム処理モジュールは、この行ったり来たりするユーザーの視線の動きが視線パターンを
確立することを検出する。視線パターンに基づいて、ゲーム処理モジュールは、ユーザー
の確立された視線パターンに合わせて、スクリーンの適切な部分を、非透過モードと、半
透過モード（現実世界のシーンがインタラクティブなシーンとともに提示される）または
模擬透過モード（少なくとも現実世界のシーンからの対象物の一部分がインタラクティブ
なシーンの少なくとも一部を置き換える）との間で切り換える。したがって、スクリーン
の下部部分は、ユーザーの視線が下向きに向いたとき、ユーザーの手の中にあるＨＨＣを
レンダリングする場合があり、ユーザーの視線を上向きに変更すると、ゲームプログラム
からのインタラクティブなゲームシーンがレンダリングされ、これによってユーザーに、
よりリアルな移行効果を提供する。一実施形態では、検出されたユーザーの視線の変更が
、既定の閾値の値（すなわち、ユーザーの視線が少なくとも３秒間または５秒間の間変更
されている）を超えていることを確認した後、スクリーンのある特定の部分の、非透過モ
ードから半透過モードまたは模擬透過モードへの切り替えが実施される場合がある。
【０１４５】
　代替的には、移行をトリガーしたイベントが平常状態、または安定状態のいずれかに戻
り、もはや利用可能ではない場合、または一定の期間が終了した後、半透過から非透過モ
ードへの移行が発生する場合がある。例えば、人が室内に歩いて入ってきたために移行が
発生した事例では、その人が部屋から出て行ったとき、またはそのシーンに少なくとも既
定の閾値の値で定義された所定の時間期間だけ留まっているとき、非透過モードへ戻る移
行が発生する場合がある。
【０１４６】
　一実施形態では、激しさが強いゲームに完全に浸り込んでいるユーザーが、ゲームから
意図的に離れることによって、平常状態になりたいとき、非透過モードから完全透過モー
ドへの移行が発生する場合がある。この場合、非透過モードから完全透過モードへの移行
は、ユーザーを激しさの変化に順応させるために線形的な段階的な増分でなされる場合が
ある。この移行の間に、ゲーム処理モジュールは、ＨＭＤスクリーンの光学特性を不透明
／ダーク設定からクリア設定へと段階的に移動するように調節する場合がある。代替的に
、ゲーム処理モジュールは、ユーザーのすぐそばの環境の現実世界のシーンを受信及びレ
ンダリングすることによって、非透過モードから模擬透過モードへの移行を実施する場合
がある。この実施形態では、ゲーム処理モジュールは、ＨＭＤのスクリーンが完全に完全
に透明に変わったと見せかけるために、インタラクティブなシーンを現実世界のシーンの
捕捉された画像で段階的に置き換えることを実施する場合がある。ユーザー行為を通して
提供されたトリガーイベントから意図的に離れるのに応答して、現実世界のシーンがカメ
ラによって捕捉される場合がある。
【０１４７】
　光学スクリーン上にレンダリングされている画像の、非透過モードから半透過モード、
模擬透過モード、または完全透過モードへの移行の間の段階的な変化は、ユーザーが激し
さの強いゲームに完全に浸り込んでいて、視線の変更が、激しさの強いシーンから現実世
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界の激しさの少ないシーン、または静止したシーンへと強制的に移行させるとき、特に有
用である。
【０１４８】
　図５は、ヘッドマウントディスプレイのスクリーン上に提示するゲームを実行するため
の、本発明の一実施形態での方法動作を図示する。方法は、動作５１０で開始され、ゲー
ムが実行される。ゲームはコンピューター上で実行されてもよく、またはゲームクラウド
上で実行されてもよい。ゲームが実行されると、ゲームのインタラクティブなシーンが、
ＨＭＤのスクリーン上にレンダリングされる。インタラクティブなシーンには、仮想対象
物、仮想環境、及びゲームの進行にともなう仮想対象物／仮想環境の変化が含まれる。イ
ンタラクティブなシーンに対するメディアデータは、コンピューターまたはゲームクラウ
ドからストリーミングされる。
【０１４９】
　動作５２０に図示されるように、ゲームの進行にともない、ＨＭＤを着用しているユー
ザーの視線方向の変更が検出される。ユーザーの視線方向を監視するためのＨＭＤの内側
の利用可能な１つ以上の内蔵カメラが、ゲームプレイの間に使用される場合があり、ユー
ザーの視線方向の画像をＨＭＤのゲーム処理モジュールに提供する。ゲーム処理モジュー
ルは、内蔵カメラからの画像を受信し、ユーザーの視線方向の変更を検出する。ゲーム処
理モジュールは、視線方向の変更をさらに解析して、この変更が少なくとも既定の閾値期
間にわたっているかどうかを判定する場合がある。視線の変更が少なくとも既定の閾値期
間にわたっていることが判定された場合、ゲーム処理モジュールは、ＨＭＤの前を向いた
カメラに視線方向と一致する現実世界の画像を捕捉するように指示する。
【０１５０】
　動作５３０に図示されるように、ゲーム処理モジュールは、ＨＭＤの前方を向いたカメ
ラから捕捉される現実世界の画像を受信する。現実世界の画像は、トリガーイベント（視
線の変更などの）に応答して捕捉される。視線の変更は、ＨＭＤを着用しているユーザー
の近くの現実世界環境の画像の捕捉を生じさせるトリガーイベントの１つのタイプである
。他のトリガーイベントも、ＨＭＤを着用しているユーザーのすぐ近くからの現実世界環
境の画像の捕捉を生じさせる。いくつかの実施形態では、ユーザーの近くの現実世界環境
の画像を捕捉する代わりに、ゲーム処理モジュールは、ゲームシーンを識別する場合があ
り、ゲームシーンは、ユーザーの視線の変更の方向にあり、これをＨＭＤのスクリーンに
提供する場合がある。
【０１５１】
　動作５４０に図示されるように、移行によって現実世界の対象物の少なくとも一部分の
画像がゲームのインタラクティブなシーンとともにスクリーンの一部に提示されるように
、ＨＭＤのスクリーンの一部は半透過モードに移行される。この移行は、段階的な増分で
行われてもよい。いくつかの実施形態では、現実世界環境からの対象物の画像は、現実世
界環境の対象物が前景にレンダリングされ、インタラクティブなシーンが背景にレンダリ
ングされるように、ＨＭＤスクリーンの一部にレンダリングされる。他の実施形態では、
現実世界環境からの対象物の画像は、現実世界環境の対象物が背景にレンダリングされ、
インタラクティブなシーンが前景にレンダリングされるように、ＨＭＤスクリーンの一部
にレンダリングされる。動作５５０に図示されるように、透過モードは、一定の期間後中
断される場合がある。透過モードの中断は、ＨＭＤスクリーンの非透過モードへの切り換
えを生じさせ、ゲームのインタラクティブなシーンは、ＨＭＤスクリーン内にレンダリン
グされる。非透過モードへの切り換えは、ユーザーがゲーム内に完全に浸り込むことがで
きるようにする一方で、透過モードへの移行は、ユーザーがゲーム内に浸り込み続けなが
ら、現実世界への覗き見を提供する。
【０１５２】
　図６は、本発明のいくつかの実施形態を実施するために使用されるハードウェア及びユ
ーザーインターフェースを図示する。図６は、Ｓｏｎｙ（登録商標）プレイステーション
３（登録商標）エンターテイメントデバイスの全体的なシステムアーキテクチャを概略的
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に図示する。プレイステーションの他のバージョンは、より多くのまたはよりすくない特
徴を含む場合がある。システムユニット１３００は、システムユニット１３００に接続可
能な様々な周辺デバイスを含んで提供される。システムユニット１３００は、Ｃｅｌｌプ
ロセッサ１３０２と、Ｒａｍｂｕｓ（登録商標）ダイナミックランダムアクセスメモリ（
ＸＤＲＡＭ）ユニット１３０４と、専用のビデオランダムアクセスメモリ（ＶＲＡＭ）ユ
ニット１３０８付きのＲｅａｌｉｔｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒグラフィックユニット１
３０６と、Ｉ／Ｏブリッジ１３１０と、を含む。システムユニット１３００は、Ｉ／Ｏブ
リッジ１３１０を通してアクセス可能な、ディスク１３１２ａから読み取るためのブルー
レイ（登録商標）ディスクＢＤ－ＲＯＭ（登録商標）光ディスクリーダー１３１２と、着
脱可能なスロットインハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１３１４と、も備える。所望に
より、システムユニット１３００は、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカード、
メモリースティック（登録商標）メモリカード、及び同様のものを読み取るための、同様
にＩ／Ｏブリッジ１３１０を通してアクセス可能な、メモリカードリーダー１３０１も備
える。
【０１５３】
　Ｉ／Ｏブリッジ１３１０は、６つのユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）２．０ポート
１３１６と、ギガビットイーサネットポート１３１８と、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ／ｇ
ワイヤレスネットワーク（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））ポート１３２０と、最高７つのブル
ートゥース（登録商標）接続をサポートする能力があるブルートゥース（登録商標）ワイ
ヤレスリンクポート１３２２と、にも接続する。
【０１５４】
　動作時には、Ｉ／Ｏブリッジ１３１０は、１つ以上のゲームコントローラー１１０及び
１３２４からのデータを含む、すべてのワイヤレス、ＵＳＢ、及びイーサネットデータ、
を処理する。例えば、ユーザーがゲームをプレイしているとき、Ｉ／Ｏブリッジ１３１０
は、ブルートゥース（登録商標）リンクを介してゲームコントローラー１１０及び１３２
４からのデータを受信し、現在のゲームの状態を適宜に更新するＣｅｌｌプロセッサ１３
０２へと向ける。
【０１５５】
　ワイヤレス、ＵＳＢ、及びイーサネットポートは、ゲームコントローラー１１０及び１
３２４に加えて、リモートコントロール１３２６、キーボード１３２８、マウス１３３０
、ソニーＰＳＰ（登録商標）エンターテイメントデバイスなどのポータブルエンターテイ
メントデバイス１３３２、プレイステーション（登録商標）Ｅｙｅ　Ｃａｍｅｒａ１３３
４などのビデオカメラ、図形オブジェクト１３３６、ならびにマイクロフォン１３３８な
どの他の周辺デバイスに対する接続性も提供する。したがって、かかる周辺デバイスは、
原則としてシステムユニット１３００にワイヤレスで接続されていてもよく、例えば、ポ
ータブルエンターテイメントデバイス１３３２は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）アドホック接
続を介して通信してもよいが、図形オブジェクト１３３６は、ブルートゥース（登録商標
）リンクを介して通信してもよい。
【０１５６】
　これらのインターフェースを提供することは、プレイステーション３デバイスが、デジ
タルビデオレコーダー（ＤＶＲ）、セットップボックス、デジタルカメラ、ポータブルメ
ディアプレーヤー、ＶｏＩＰ電話、携帯電話、プリンター、及びスキャナーなどの他の周
辺デバイスとも潜在的に対応していることも意味する。加えて、旧式メモリカードリーダ
ー１３４０は、ＵＳＢポート１３１６を介してシステムユニットに接続される場合があり
、プレイステーション（登録商標）またはプレイステーション２（登録商標）デバイスに
よって使用される種類のメモリカードを読み取ることができる。
【０１５７】
　ゲームコントローラー１１０及び１３２４は、ブルートゥース（登録商標）リンクを介
してシステムユニット１３００とワイヤレスで通信するか、またはＵＳＢポートに接続さ
れ、これによってゲームコントローラー１１０及び１３２４のバッテリーを充電する電源
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も提供されるように動作可能である。ゲームコントローラー１１０及び１３２４は、メモ
リ、プロセッサ、メモリカードリーダー、恒久メモリ（フラッシュメモリなどの）、発光
素子（照光された球形部分、発光ダイオード（ＬＥＤ）、または赤外線ライトなどの）、
マイクロフォンとスピーカー（超音波通信用の）、アコースティックチャンバ、デジタル
カメラ、内部クロック、ゲームコンソールに対向する認識可能な形状、及びブルートゥー
ス（登録商標）、ＷｉＦｉ（登録商標）、等々のプロトコルを使用したワイヤレス通信も
含むことができる。認識可能な形状は、実質的に、球、立方体、平行四辺形、直角平行６
面体、円錐、角錐、サッカーボール、アメリカンフットボール、もしくはラグビーボール
、不完全な球体、球の一部、切頭角錐、切頭円錐、野球のバット、切頂立方体、多面体、
星形、等々、またはこれらの形状の２つ以上の組合せの形状とすることができる。
【０１５８】
　ゲームコントローラー１３２４は、両手で使用するように設計されたコントローラーで
あり、ゲームコントローラー１１０は、ボールアタッチメント付きの片手用コントローラ
ーである。１つ以上のアナログジョイスティック及び従来のコントロールボタンに加えて
、ゲームコントローラーは、３次元場所判定に対する感受性がある。この結果、従来のボ
タンまたはジョイスティックコマンドに加えて、あるいはこれらの代わりに、ゲームコン
トローラーのユーザーによるジェスチャー及び動きが、ゲームへの入力として変換されて
もよい。所望により、ソニーＰＳＰ（登録商標）ポータブルデバイスなどの他のワイヤレ
スで利用可能な周辺デバイスをコントローラーとして使用してもよい。ソニーＰＳＰ（登
録商標）ポータブルデバイスの場合、追加的なゲーム情報または制御情報（例えば制御命
令またはライフの数）がデバイスのスクリーン上に提供される場合がある。ダンスマット
（図示せず）、ライトガン（図示せず）、ハンドルとペダル（図示せず）、または即答ク
イズゲームのための単一もしくはいくつかの大型のボタン（これも図示せず）などの特注
品のコントローラーなどの、他の代替的または補助的な制御デバイスも使用されてもよい
。
【０１５９】
　リモートコントロール１３２６も、ブルートゥース（登録商標）リンクを介してシステ
ムユニット１３００とワイヤレスで通信するように動作可能である。リモートコントロー
ル１３２６は、ブルーレイ（商標）ディスクＢＤ?ＲＯＭリーダー１３１２の動作及びデ
ィスクの内容の閲覧のために適した制御を備える。
【０１６０】
　ブルーレイ（商標）ディスクＢＤ－ＲＯＭリーダー１３１２は、従来の記録済みＣＤ及
び記録可能ＣＤ、ならびにいわゆるスーパーオーディオＣＤに加えて、プレイステーショ
ン及びプレイステーション２デバイスに対応しているＣＤ?ＲＯＭを読み出すように動作
可能である。リーダー１３１２は、従来の記録済みＤＶＤ及び記録可能ＤＶＤに加えて、
プレイステーション２及びプレイステーション３デバイスに対応しているＤＶＤ?ＲＯＭ
を読み出すようにも動作可能である。さらにリーダー１３１２は、従来の記録済みブルー
レイディスク及び記録可能ブルーレイディスクだけでなく、プレイステーション３デバイ
スに対応しているＢＤ－ＲＯＭを読み出すように動作可能である。
【０１６１】
　システムユニット１３００は、Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒグラフィック
ユニット（ＲＳＸ）１３０６を介して、プレイステーション３デバイスによって作り出さ
れたまたはデコードされたオーディオ及びビデオを、オーディオコネクター及びビデオコ
ネクターを通して、ディスプレイ１３４６及び１つ以上のラウドスピーカー１３４８また
はスタンドアローンスピーカー１３５０を有する、ディスプレイ及び音声出力デバイス１
３４２（モニターまたはテレビ受像機などの）に供給するように動作可能である。一実施
形態では、音声及び視線入力は、ユーザーのＰＯＧに従って、特定のオーディオスピーカ
ーに向かって音を再生するために利用される。オーディオコネクター１３５８は、従来の
アナログ出力及びデジタル出力を含む一方で、ビデオコネクター１３６０は、コンポーネ
ントビデオ、Ｓ?ビデオ、コンポジットビデオ、及び１つ以上の高品位マルチメディアイ
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ンタフェース（ＨＤＭＩ（登録商標））出力などを種々含む場合がある。この結果、ビデ
オ出力は、ＰＡＬもしくはＮＴＳＣ、または７２０ｐ、１０８０ｉもしくは１０８０ｐの
高解像度などのフォーマットであってもよい。
【０１６２】
　オーディオ処理（生成、デコードなど）はＣｅｌｌプロセッサ１３０２によって実施さ
れる。プレイステーション３デバイスのオペレーティングシステムは、ドルビー（登録商
標）５．１サラウンドサウンド、ドルビー（登録商標）シアターサラウンド（ＤＴＳ）、
及びブルーレイ（登録商標）ディスクからの７．１サラウンドサウンドのデコードに対応
している。
【０１６３】
　本実施形態では、ビデオカメラ１３３４は、単一の電荷結合素子（ＣＣＤ）、ＬＥＤイ
ンジケータ、ならびにハードウェアベースのリアルタイムデータ圧縮及びエンコード装置
を備え、これにより圧縮ビデオデータが、システムユニット１３００によるデコードのた
めに、イントラ画像ベースのＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　
Ｇｒｏｕｐ）標準などの適切なフォーマットで送信されてもよい。カメラのＬＥＤインジ
ケータは、例えば不利な照明条件の知らせなどの、システムユニット１３００からの適切
な制御データに応答して発光するように配設されている。ビデオカメラ１３３４の実施形
態は、ＵＳＢ、ブルートゥース（登録商標）、またはＷｉ－Ｆｉ（登録商標）通信ポート
を介してシステムユニット１３００に様々に接続する場合がある。ビデオカメラの実施形
態は、１つ以上の関連するマイクロフォンを含んでいる場合があり、かつオーディオデー
タを送信する能力を有している場合もある。ビデオカメラの実施形態では、ＣＣＤは、高
解像度のビデオ捕捉に好適な分解能を有する場合がある。使用時には、ビデオカメラによ
って捕捉された画像は、例えば、ゲーム内に取り込まれるか、またはゲーム制御入力とし
て解釈される場合がある。別の実施形態では、カメラは、赤外線ライトの検出に好適な赤
外線カメラである。
【０１６４】
　一般に、システムユニット１３００の通信ポートの１つを介して、ビデオカメラまたは
リモコン等などの周辺機器とのデータ通信がうまく行われるように、デバイスドライバな
どの適切なソフトウェアが提供されるべきである。デバイスドライバ技術は公知であり、
ここでは詳細に説明しないが、言うまでもなく、デバイスドライバまたは同様のソフトウ
ェアインタフェースが、記載される本実施形態で必要である場合があることを当業者は認
識するであろう。
【０１６５】
　図７は、本発明の様々な実施形態によるゲームシステム１１００のブロック図である。
ゲームシステム１１００は、１つ以上のクライアント１１１０にネットワーク１１１５を
介して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１１００は、典型
的には、ビデオサーバーシステム１１２０と、所望によるゲームサーバー１１２５と、を
含む。ビデオサーバーシステム１１２０は、１つ以上のクライアント１１１０にビデオス
トリームを最低限のサービス品質で提供するように構成される。例えば、ビデオサーバー
システム１１２０は、ビデオゲーム内のビューの状態または場所を変更するゲームコマン
ドを受信し、クライアント１１１０にこの状態の変化を反映して更新したビデオストリー
ムを、最低限の遅れ時間で提供する場合がある。ビデオサーバーシステム１１２０は、未
だ定義されていないフォーマットを含む、多種多様な代替的な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される場合がある。さらに、ビデオストリームは、ユ
ーザーに対して多種多様なフレームレートで提示するために構成されたビデオフレームを
含む場合がある。典型的なフレームレートは、３０フレーム毎秒、６０フレーム毎秒、及
び１１２０フレーム毎秒である。しかし、本発明の代替的な実施形態では、より高いまた
はより低いフレームレートも含まれる。
【０１６６】
　本明細書で個別に参照するクライアント１１１０である、１１１０Ａ、１１１０Ｂ、等
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々は、ヘッドマウントディスプレイ、ターミナル、パーソナルコンピューター、ゲームコ
ンソール、タブレットコンピューター、電話、セットトップボックス、キオスク、ワイヤ
レスデバイス、デジタルパッド、スタンドアローンデバイス、ハンドヘルドゲームプレイ
ングデバイス、及び／または同様なものを含む場合がある。典型的には、クライアント１
１１０は、エンコードしたビデオストリームを受信し、ビデオストリームをデコードし、
結果として得られたビデオをユーザー（例えばゲームのプレーヤー）に提示するように構
成される。エンコードし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
トリームをデコードするプロセスは、典型的には、個別のビデオフレームをクライアント
の受信バッファに保存することを含む。ビデオストリームは、ユーザーに対して、クライ
アント１１１０と一体化されたディスプレイ上に、またはモニターまたはテレビ受像機な
どの別個のデバイス上に提示される場合がある。クライアント１１１０は、所望により、
２人以上のゲームプレーヤーをサポートするように構成される。例えば、ゲームコンソー
ルは、２人、３人、４人、またはより多くのプレーヤーを同時にサポートするように構成
される場合がある。これらのプレーヤーのそれぞれは、別個のビデオストリームを受信す
る場合があり、または単一のビデオストリームが、それぞれのプレーヤーのために特定的
に作り出された、例えば、それぞれのプレーヤーの視点に基づいて作り出された、フレー
ムの領域を含む場合がある。クライアント１１１０は、所望により、地理的に分散してい
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、２つから、数千、数
万、またはそれ以上と幅広く異なる場合がある。本明細書で使用される場合、「ゲームプ
レーヤー」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
ングデバイス」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、ゲームプレイングデバイスは、連動してユーザ
ーにゲーム経験を届ける、複数のコンピューティングデバイスを指す場合がある。例えば
、ゲームコンソールとＨＭＤとは、ＨＭＤを通して視認されるゲームを届けるためにビデ
オサーバーシステム１１２０と連携する場合がある。一実施形態では、ゲームコンソール
は、ビデオサーバーシステム１１２０からビデオストリームを受信し、ゲームコンソール
はこのビデオストリームまたはビデオストリームに対する更新を、レンダリングするため
にＨＭＤへと転送する。
【０１６７】
　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、電話ネットワーク、インターネット、ワイ
ヤレスネットワーク、電力線ネットワーク、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワ
ーク、プライベートネットワーク、及び／または同様なものを含む任意のタイプの通信ネ
ットワークとすることができる。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などの標準的なプロトコルを介して通信される。代替的には、ビ
デオストリームは、占有基準を介して通信される。
【０１６８】
　クライアント１１１０の典型的な例は、プロセッサと、不揮発性メモリと、ディスプレ
イと、デコーディングロジックと、ネットワーク通信能力と、入力デバイスとを備える、
パーソナルコンピューターである。デコーディングロジックは、ハードウェア、ファーム
ウェア、及び／またはコンピューター可読媒体上に保存されたソフトウェアを含む場合が
ある。ビデオストリームをデコード（及びエンコード）するためのシステムは、当該技術
分野では周知であり、使用される特定のエンコーディングスキームに依存して変化する。
【０１６９】
　クライアント１１１０は、受信したビデオを修正するように構成されたシステムをさら
に含む場合があるが、これは要求されない。例えば、クライアントは、さらにレンダリン
グする、１つのビデオ画像を別のビデオ画像の上にオーバーレイする、ビデオ画像をクロ
ップする、及び／または同様のことを実施するように構成される場合がある。例えば、ク
ライアント１１１０は、様々なタイプのビデオフレーム（Ｉ－フレーム、Ｐ－フレーム、
及びＢ－フレームなどのような）を受信し、かつこれらのフレームをユーザーに対して表
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示するために画像へと処理するように構成される場合がある。いくつかの実施形態では、
クライアント１１１０のメンバーは、ビデオストリームにさらなるレンダリング、シェー
ディング、３-Ｄへの変換、または同様の動作を実施するように構成される。クライアン
ト１１１０のメンバーは、所望により２つ以上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、例えば、片手ゲーム
コントローラー、両手ゲームコントローラー、ジェスチャー認識システム、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／または位置検知デバイス、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、未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む場合がある。
【０１７０】
　クライアント１１１０によって受信されるビデオストリーム（及び、所望によりオーデ
ィオストリーム）は、ビデオサーバーシステム１１２０によって作り出され、かつ提供さ
れる。本明細書の何れかにさらに記載するように、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、ユーザーに表示される画像に有意に寄与するように構成される（例えば、ビデオフ
レームは、適切なデータ構造の中にピクセル情報を含む）。本明細書で使用される場合、
「ビデオフレーム」という用語は、主としてユーザーに対して示される画像に寄与する（
例えば、影響を与える）ように構成される情報を含むフレームを指すように使用される。
本明細書の、「ビデオフレーム」に関するほとんどの教示は、「オーディオフレーム」に
も適用することができる。
【０１７１】
　クライアント１１１０は、典型的には、ユーザー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、ビデオゲームの状態を変化させるように、または別の方法でゲーム
プレイに影響を与えるように構成されるゲームコマンドを含む場合がある。ゲームコマン
ドを、入力デバイスを使用して受信することができ、かつ／またはゲームコマンドを、ク
ライアント１１１０上で実行する命令を演算することによって自動的に作り出す場合があ
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、ビデオサーバーシステム１１２０及び／またはゲームサーバー１１２５へ通信され
る。例えば、いくつかの実施形態では、ゲームコマンドは、ビデオサーバーシステム１１
２０を介してゲームサーバー１１２５へ通信される。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が、クライアント１１１０から、ゲームサーバー１１２５及びビデ
オサーバーシステム１１２０へ通信される。ゲームコマンドの通信は、所望によりコマン
ドの識別情報に依存する。ゲームコマンドは、所望によりクライアント１１１０Ａから、
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
る異なるルートまたは通信チャネルを通して通信される。
【０１７２】
　ゲームサーバー１１２５は、所望によりビデオサーバーシステム１１２０とは異なるエ
ンティティによって動作される。例えば、ゲームサーバー１１２５は、マルチプレーヤー
ゲームの発行元によって動作される場合がある。この例では、ビデオサーバーシステム１
１２０は、所望により、ゲームサーバー１１２５によってクライアントとして見られ、所
望によりゲームサーバー１１２５の視点から先行技術のゲームエンジンを実行する先行技
術のクライアントであることを表すように構成される。ビデオサーバーシステム１１２０
とゲームサーバー１１２５との間の通信は、所望によりネットワーク１１１５を介して発
生する。そのため、ゲームサーバー１１２５は、ゲーム状態情報を複数のクライアントに
送る、先行技術のマルチプレーヤーゲームサーバーとすることができ、複数のクライアン
トのうちの１つが、ゲームサーバーシステム１１２０である。ビデオサーバーシステム１
１２０は、ゲームサーバー１１２５の複数のインスタンスと同時に通信するように構成さ
れる場合がある。例えば、ビデオサーバーシステム１１２０は、複数の異なるビデオゲー
ムを異なるユーザーに提供できるように構成することができる。これらの異なるビデオゲ
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ームのそれぞれは、異なるゲームサーバー１１２５によってサポートされる場合があり、
かつ／または異なるエンティティによってパブリッシュされる場合がある。いくつかの実
施形態では、いくつかの地理的に分散したビデオサーバーシステム１１２０のインスタン
スは、ゲームビデオを複数の異なるユーザーへと提供するように構成される。ビデオサー
バーシステム１１２０のこれらのインスタンスのそれぞれは、ゲームサーバー１１２５の
同一のインスタンスと通信する場合がある。ビデオサーバーシステム１１２０と１つ以上
のゲームサーバー１１２５との間の通信が、所望により専用の通信チャネルを介して発生
する。例えば、ビデオサーバーシステム１１２０は、ゲームサーバー１１２５にこれらの
２つのシステムの間の通信専用の高帯域幅のチャネル介して接続される場合がある。
【０１７３】
　ビデオサーバーシステム１１２０は、少なくとも、ビデオソース１１３０と、Ｉ／Ｏデ
バイス１１４５と、プロセッサ１１５０と、非一時的ストレージ１１５５と、を備える。
ビデオサーバーシステム１１２０は、１つのコンピューティングデバイスを含むか、また
は複数のコンピューティングデバイスの間に分散される場合がある。これらのコンピュー
ティングデバイスは、所望により、ローカルエリアネットワークなどの通信システムを介
して接続される場合がある。
【０１７４】
　ビデオソース１１３０は、ビデオストリーム、例えば、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、プレー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状態のコピーを維持するように構成される。このゲーム状態
には、ゲーム環境内の対象物の位置、ならびに典型的には視点を含む。ゲーム状態は、対
象物のプロパティ、画像、色、及び／またはテクスチャーも含む場合がある。ゲーム状態
は、典型的には、ゲームルール、ならびに移動、回転、アタック、焦点を合わせる、相互
作用、使用、及び／または同様なものなどのゲームコマンドに基づいて維持される。ゲー
ムエンジンの一部分は、所望によりゲームサーバー１１２５内に配置される。ゲームサー
バー１１２５は、複数のプレーヤーから地理的に分散したクライアントを使用して受信し
たゲームコマンドに基づいて、ゲームの状態のコピーを維持する場合がある。これらの場
合、ゲーム状態は、ゲームサーバー１１２５によってビデオソース１１３０へと提供され
、ゲーム状態のコピーは、保存され、レンダリングが実施される。ゲームサーバー１１２
５は、ゲームコマンドをクライアント１１１０からネットワーク１１１５を介して直接的
に受信する場合があり、かつ／またはゲームコマンドをビデオサーバーシステム１１２０
を介して受信する場合がある。
【０１７５】
　ビデオソース１１３０は、典型的には、レンダリングロジック、例えば、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ー可読媒体上に
保存されたソフトウェアを含む。このレンダリングロジックは、ゲーム状態に基づいてビ
デオストリームのビデオフレームを作製するために構成される。レンダリングロジックの
すべてまたは一部分は、所望によりグラフィックスプロセッシングユニット（ＧＰＵ）内
に配置される。レンダリングロジックは、ゲーム状態及び視点に基づいて、典型的には対
象物間の３次元空間的関係を判定するため、及び／または適切なテクスチャーを適用する
、等々のために、構成される処理段階を含む。レンダリングロジックは、通常その後クラ
イアント１１１０に通信する前にエンコードされる、未加工のビデオを生成する。例えば
、未加工のビデオは、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ（登録商標）ｓｔａｎｄａｒｄ、．ｗａｖ
、Ｈ．２６４、Ｈ．２６３、Ｏｎ２、ＶＰ６、ＶＣ－１、ＷＭＡ、Ｈｕｆｆｙｕｖ、Ｌａ
ｇａｒｉｔｈ、ＭＰＧ－ｘ．Ｘｖｉｄ．ＦＦｍｐｅｇ、ｘ２６４、ＶＰ６－８、ｒｅａｌ
ｖｉｄｅｏ、ｍｐ３、または同様のものによってエンコードされる場合がある。エンコー
ドプロセスは、所望により遠隔デバイス上のデコーダーに送達するためのパッケージ化さ
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
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ートによって特徴付けられる。典型的なフレームサイズとしては、８００×６００、１２
８０×７２０（例えば、７２０ｐ）、１０２４×７６８が挙げられるが、任意の他のフレ
ームサイズが使用されてもよい。フレームレートは、一秒当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む場合がある。例えば、
Ｈ．２６４標準は、「Ｐ」フレーム及び「Ｉ」フレームを含む。Ｉ－フレームは、ディス
プレイデバイス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
含むが、一方でＰ－フレームは、そのサブセットをリフレッシュする情報を含む。Ｐ－フ
レームは、典型的にはデータサイズがＩ－フレームより小さい。本明細書で使用される場
合、「フレームサイズ」という用語は、１つのフレーム内のピクセルの数を意味する。「
フレームデータサイズ」という用語は、フレームを保存するために要求されるバイト数を
指すために使用される。
【０１７６】
　代替的な実施形態では、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、コンピューターゲームのビデオストリームに含まれる遅延ビデオま
たはライブビデオを作り出すために使用される場合がある。結果として得られるビデオス
トリームは、所望により、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との両方を含む。ビデオソース１１３０は、以前録画したビデオ
をビデオストリームに含むために保存するように構成されたストレージデバイスも含む場
合がある。ビデオソース１１３０は、対象物（例えば、人）の動きまたは位置を検出する
ように構成された、動きまたは位置検知デバイス、及びゲーム状態を判定する、または検
出された動き及び／または位置に基づくビデオを生成するように構成されるロジックも含
む場合がある。
【０１７７】
　ビデオソース１１３０は、所望により、他のビデオ上に定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。例えば、これらのオーバーレイは、コマンドイ
ンターフェース、ログインのやり方、ゲームプレーヤーへのメッセージ、他のゲームプレ
ーヤーの画像、他のゲームプレーヤーのビデオフィード（例えば、ウェブカムビデオ）を
含んでもよい。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ーフェースを含
むクライアント１１１０Ａの実施形態では、オーバーレイは、バーチャルキーボード、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む場合がある。オーバーレ
イの一実施例では、プレーヤーの声がオーディオストリーム上に重ねられる。ビデオソー
ス１１３０は、所望により、１つ以上のオーディオソースをさらに含む。
【０１７８】
　２人以上のプレーヤーからの入力に基づいてゲーム状態を維持するようにビデオサーバ
ーシステム１１２０が構成される実施形態では、それぞれのプレーヤーは、視認の位置及
び方向を含む異なる視点を有する場合がある。ビデオソース１１３０は、所望により、そ
れぞれのプレーヤーに対して各自の視点に基づいた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、クライアント１１１０のそれぞれに
対して異なるフレームサイズ、フレームデータサイズ、及び／またはエンコードを提供す
るように構成される場合がある。ビデオソース１１３０は、所望により３Ｄビデオを提供
するように構成される。
【０１７９】
　Ｉ／Ｏデバイス１１４５は、ビデオサーバーシステム１１２０のために、ビデオ、コマ
ンド、情報要求、ゲーム状態、視線情報、デバイスの動き、デバイスの場所、ユーザーの
動き、クライアント識別情報、プレーヤー識別情報、ゲームコマンド、セキュリティ情報
、オーディオ、及び／または同様な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、ゲームサーバー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。
【０１８０】
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　プロセッサ１１５０は、ロジック、例えば、本明細書で述べられるビデオサーバーシス
テム１１２０の様々な構成要素内に含まれる、ソフトウェアを実行するように構成される
。例えば、プロセッサ１１５０は、ビデオソース１１３０、ゲームサーバー１１２５、及
び／またはクライアントクオリファイアー１１６０の機能を実施するように、ソフトウェ
ア命令を用いてプログラムされてもよい。ビデオサーバーシステム１１２０は、所望によ
り、プロセッサ１１５０の２つ以上のインスタンスを含む。プロセッサ１１５０は、また
、ビデオサーバーシステム１１２０によって受信されたコマンドを実行するため、または
本明細書で述べられるゲームシステム１１００の様々な要素の動作を連係するために、ソ
フトウェア命令を用いてプログラムされてもよい。プロセッサ１１５０は、１つ以上のハ
ードウェアデバイスを含んでもよい。プロセッサ１１５０は、電子プロセッサである。
【０１８１】
　ストレージ１１５５は、非一時的アナログ及び／またはデジタルストレージデバイスを
含む。例えば、ストレージ１１５５は、ビデオフレームを保存するように構成されるアナ
ログストレージデバイスを含む場合がある。ストレージ１１５５は、コンピューター可読
デジタルストレージ、例えばハードドライブ、光学式ドライブ、またはソリッドステート
ストレージを含む場合がある。ストレージ１１１５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と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保存するように構成される（例えば、
適切なデータ構造、またはファイルシステムによって）。ストレージ１１５５は、所望に
より、複数のデバイスの中に分散される。いくつかの実施形態では、ストレージ１１５５
は、本明細書のいずれかで述べられるビデオソース１１３０のソフトウェア構成要素を保
存するように構成される。これらの構成要素は、必要に応じて供給する用意ができた形式
で保存される場合がある。
【０１８２】
　ビデオサーバーシステム１１２０は、所望により、クライアントクオリファイアー１１
６０をさらに備える。クライアントクオリファイアー１１６０は、クライアント１１１０
Ａまたは１１１０Ｂなどのクライアントの能力をリモート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自身の能力と、クライアント１１１０Ａとビデ
オサーバーシステム１１２０との間の１つ以上の通信チャネルの能力との両方を含むこと
ができる。例えば、クライアントクオリファイアー１１６０は、ネットワーク１１１５を
通る通信チャネルをテストするように構成される場合がある。
【０１８３】
　クライアントクオリファイアー１１６０は、クライアント１１１０Ａの能力を、手動で
または自動的に判定（例えば、発見）することができる。手動判定は、クライアント１１
１０Ａのユーザーと通信し、ユーザーに能力を提供するように依頼することを含む。例え
ば、いくつかの実施形態では、クライアントクオリファイアー１１６０は、画像、テキス
ト、及び／または同様なものをクライアント１１１０Ａのブラウザ内に表示するように構
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、ＨＭＤ上に表示されてもよいブラウザを
有するゲームコンソールである。表示された対象物は、ユーザーによる、クライアント１
１１０Ａのオペレーティングシステム、プロセッサ、ビデオデコーダータイプ、ネットワ
ーク接続のタイプ、ディスプレイ解像度、等々などの情報の入力を要求する。ユーザーが
入力した情報は、クライアントクオリファイアー１１６０に戻すように通信される。
【０１８４】
　自動判定は、例えば、クライアント１１１０Ａ上のエージェントの実行によって、及び
／またはテストビデオをクライアント１１１０Ａに送ることによって発生する場合がある
。エージェントは、ウェブページに埋め込まれた、またはアドオンとしてインストールさ
れたｊａｖａ（登録商標）　ｓｃｒｉｐｔなどのコンピューティング命令を含む場合があ
る。エージェントは、所望により、クライアントクオリファイアー１１６０によって提供
される。様々な実施形態では、エージェントは、クライアント１１１０Ａの処理力、クラ
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イアント１１１０Ａのデコード及び表示の能力、クライアント１１１０Ａとビデオサーバ
ーシステム１１２０との間の通信チャネルの遅れ時間の信頼性及び帯域幅、クライアント
１１１０Ａ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上で実行している
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／または同様なも
のを見出すことができる。
【０１８５】
　クライアントクオリファイアー１１６０は、ハードウェア、ファームウェア、及び／ま
たはコンピューター可読媒体上に保存されるソフトウェアを含む。クライアントクオリフ
ァイアー１１６０は、所望により、ビデオサーバーシステム１１２０の１つ以上の他のエ
レメントから分離したコンピューティングデバイス上に配置される。例えば、いくつかの
実施形態では、クライアントクオリファイアー１１６０は、クライアント１１１０とビデ
オサーバーシステム１１２０の２つ以上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、クライアントクオリファイアーによっ
て発見された情報を、ビデオサーバーシステム１１２０のどのインスタンスが、クライア
ント１１１０のうちの１つへのストリーミングビデオの送達のために最も適しているかを
判断するために使用することができる。
【０１８６】
　本発明の実施形態は、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
プロセッサベースの家庭用電化製品またはプログラマブル家庭用電化製品、ミニコンピュ
ーター、メインフレームコンピューター、及び同様のものを含む、様々なコンピューター
システム構成を用いて実践されてもよい。本発明のいくつかの実施形態を、タスクが有線
ネットワークまたはワイヤレスネットワークを通してリンクしている遠隔処理デバイスに
よって実施される、分散したコンピューティング環境で実践することもできる。
【０１８７】
　上記の実施形態を想定すると、本発明の数多くの実施形態が、コンピューターシステム
内に保存されるデータに関与する様々なコンピューター実行される動作を採用することが
できることが理解されるはずである。これらの動作は、物理的な量の物理的な取扱を必要
とするものである。本発明の様々な実施形態の一部分を形成する、本明細書に記載される
動作のいずれかは、有用な機械動作である。本発明のいくつかの実施形態は、これらの動
作を実施するためのデバイスまたは装置にも関係する。装置を要求される目的のために特
に構築することができ、または装置をコンピューター内に保管されたコンピュータープロ
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ーとすることができる。
特に、本明細書の教示に従って書かれたコンピュータープログラムを用いて、様々な汎用
マシーンを使用することができ、またはより特化した装置を構築して必要な動作を実施す
るのがより都合がよい場合がある。
【０１８８】
　本発明の様々な実施形態は、コンピューター可読媒体上のコンピューター可読コードと
して具象化することもできる。このコンピューター可読媒体は、その後コンピューターシ
ステムによって読み取ることができるデータを保存することができる任意のデータストレ
ージデバイスである。コンピューター可読媒体の実施例としては、ハードドライブ、ネッ
トワークアタッチトストレージ（ＮＡＳ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムア
クセスメモリ、コンパクトディスクＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）、書き込み可能ＣＤ（ＣＤ－
Ｒ）、書き変え可能ＣＤ（ＲＷ）、磁気テープ、並びに他の光学的及び非光学的データス
トレージデバイスが挙げられる。コンピューター可読媒体としては、コンピューター可読
コードを分散した様式で保管及び実行するように、ネットワーク連結されたコンピュータ
ーシステムを通して分散するコンピューター可読有形媒体を挙げることができる。
【０１８９】
　方法動作を特定の順序で記載したが、動作の間に他のハウスキーピング動作が実施され
てもよく、または動作が若干異なる時間に発生するように動作が調節されてもよく、また
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は動作がシステム内に分散されてもよく、これは、オーバーレイ動作の処理が所望される
やり方で実施される限り、処理と関連する様々な間隔での処理動作の発生を可能にするこ
とを理解するべきである。
【０１９０】
　前述の発明は、理解の明確化の目的である程度詳細に記載されてきたが、添付の特許請
求の範囲の範囲内で、ある程度の変更及び修正を実践することができることは明らかであ
ろう。したがって、本実施形態は、例示的であり、制限的でないと考えられるべきであり
、本発明の様々な実施形態は、本明細書で所与の詳細に制限されないが、添付の特許請求
の範囲及び均等物の範囲内で修正される場合がある。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図２Ａ】 【図２Ｂ】
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【図２Ｃ】 【図２Ｄ】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】 【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】 【図３Ｇ】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】 【図４Ｄ】
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【図４Ｅ】 【図５】

【図６】 【図７】
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