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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバデバイスに接続されたクライアントデバイスの画面上に表示されるローカルグラ
フィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を生成する方法であって、
　前記サーバデバイスのリモートＧＵＩのベース画像、及び前記リモートＧＵＩ内のＧＵ
Ｉ要素を記述したユーザインターフェイスメタデータを前記サーバデバイスから受信する
こと、
　前記リモート画像の前記ベース画像を前記クライアントデバイスの画面上に表示するこ
と、
　前記リモートＧＵＩ内の前記ＧＵＩ要素に対応し、前記受信したＵＩメタデータに従っ
て前記画面上に表示すべきネイティブＧＵＩ要素を前記クライアントデバイスにて生成す
ること、
　前記サーバデバイスから受信した前記ベース画像の上に前記ネイティブＧＵＩ要素をオ
ーバレイ表示することにより前記クライアントデバイスの画面上に表示すべき前記ローカ
ルＧＵＩを生成すること
を備える方法。
【請求項２】
　前記ＵＩメタデータは前記リモートＧＵＩ内の前記ＧＵＩ要素のコンテンツに関連した
意味情報を備え、前記ＵＩメタデータはツリー型構造に編成されている、請求項１に記載
の方法。
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【請求項３】
　前記生成されたネイティブＧＵＩ要素は、前記リモートＧＵＩ内の前記対応するＧＵＩ
要素とは、サイズ、形状、色、形式、対話方式、アニメーション、及び対話動作のうちの
少なくとも１つにおいて異なっている、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ネイティブＧＵＩ要素を生成することはさらに、
　前記クライアントデバイスに対しローカルなユーザインターフェイスフレームワークを
使用して、前記受信したＵＩメタデータに基づいてシステム組み込みの制御要素を生成す
ることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記クライアントデバイスの画面はタッチスクリーンであり、
　前記ローカルＧＵＩを介して前記タッチスクリーンのタッチ入力を前記クライアントデ
バイスにて受信すること、
　前記受信した入力によって前記ネイティブＧＵＩ要素が操作されたと判定することに応
答して、前記リモートＧＵＩ内の前記対応するＧＵＩ要素が前記クライアントデバイスに
て操作されたことを示す情報を前記サーバデバイスに伝送すること、
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記サーバデバイスに伝送された前記情報は、前記リモートＧＵＩの一部のアプリケー
ションの状態の変更に関する情報を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバデバイスに伝送された前記情報は、前記サーバデバイスのアクセス可能性を
補助するアプリケーション・プログラミング・インターフェイスをトリガするように構成
されたイベント情報を備え、前記アクセス可能性を補助するアプリケーション・プログラ
ミング・インターフェイスは、前記サーバデバイスの前記リモートＧＵＩをプログラムに
よって操作するように構成されている、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記サーバデバイスに伝送された前記情報は、前記リモートＧＵＩのメニューＵＩ要素
のメニューナビゲーションを示す情報を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記サーバデバイスはゲストオペレーティングシステムを実行しており、
　前記サーバデバイスの前記ＧＵＩをプログラムによって操作するように構成された前記
ゲストオペレーティングシステムのアプリケーション・プログラミング・インターフェイ
スを使用して、前記サーバデバイスの前記ＧＵＩ内の前記ＧＵＩ要素を特定する前記ユー
ザインターフェイスメタデータを生成すること、
　前記ＧＵＩの前記ベース画像、及び前記生成されたＵＩメタデータを、前記サーバデバ
イスに接続された前記クライアントデバイスに伝送すること、
　前記サーバデバイスの前記ＧＵＩ内の前記ＧＵＩ要素にリンクしたユーザ入力を示す情
報を前記クライアントデバイスから受信すること、
　前記受信した情報に従って前記サーバデバイスの前記ＧＵＩをプログラムによって操作
するために、前記アプリケーション・プログラミング・インターフェイスを呼び出すこと
、
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アプリケーション・プログラミング・インターフェイスを呼び出すことは、前記Ｕ
Ｉメタデータによって特定された前記ＧＵＩ要素における特性値の変化を示すイベントを
生成することを備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバデバイスの前記ＧＵＩ内の第２のＧＵＩ要素の状態変化を検知したときに、
前記サーバデバイスの前記ＧＵＩをプログラムによって操作するように構成された前記ゲ
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ストオペレーティングシステムの前記アプリケーション・プログラミング・インターフェ
イスを使用して、前記第２のＧＵＩ要素の状態変化を特定する更新ＵＩメタデータを生成
することをさらに備える請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ゲストオペレーティングシステム上で実行中のアプリケーションのアプリケーショ
ン状態の変化を検知したときに、前記サーバデバイスの前記ＧＵＩをプログラムによって
操作するように構成された前記ゲストオペレーティングシステムの前記アプリケーション
・プログラミング・インターフェイスを使用して、前記アプリケーション状態の変化を特
定する更新ＵＩメタデータを生成することをさらに備える請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記サーバデバイスの前記ＧＵＩ上の前記ＧＵＩ要素は、アプリケーションウィンドウ
のメニューバーを備え、
　前記サーバデバイスの前記ＧＵＩ内の前記ＧＵＩ要素にリンクしたユーザ入力を示す前
記受信した情報は、前記サーバデバイスの前記ＧＵＩの前記メニューバーのメニューナビ
ゲーションを示す情報を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記クライアントデバイスの入力デバイスを介して前記クライアントデバイスにて音声
入力を受信すること、
　前記音声入力を処理して、前記サーバデバイスの前記リモートＧＵＩを操作するために
入力されたコマンドを判定すること、
　前記リモートＧＵＩを操作するために、前記入力されたコマンドを示す情報を前記サー
バデバイスに伝送すること、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リモートデバイスのためのユーザインターフェイス仮想化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーバベースコンピューティングは、サーバコンピューティングシステムから遠隔に配
置されてネットワーク接続されたクライアントデバイスが、サーバ上のコンピューティン
グリソースにアクセスすることを可能にする。例えば、クライアントデバイスは、リモー
ト・デスクトップ・プロトコル（ＲＤＰ）、仮想ネットワークコンピューティング（ＶＮ
Ｃ）、パーソナルコンピュータ・オーバー・インターネットプロトコル（ＰＣｏＩＰ）と
いったリモート・デスクトップ・プロトコルを使用してデスクトップに遠隔アクセスする
デスクトップ・リモーティング・クライアント・ソフトウェアおよびハードウェアを実行
することができる。デスクトップ・リモーティング・クライアント・ソフトウェアが、サ
ーバコンピューティングシステムで実行中のオペレーティングシステムおよびアプリケー
ションが生成したグラフィカルユーザインターフェイスの画像を、例えば仮想マシンにお
いて表示させる。用語「デスクトップ」は、ローカル（ユーザから見た場合）デスクトッ
プまたはワークステーションコンピュータとしてエンドユーザによりアクセスされる仮想
マシンまたは物理システムを意味し得る。用語「デスクトップ」はまた、ユーザが、アプ
リケーション、設定、及びデータの立ち上げ、対話、管理を行うことができるヒューマン
インターフェイス環境を意味してもよい。ユーザは、リモート・デスクトップ・プロトコ
ルおよびデスクトップリモーティングクライアントを使用して、リモートデスクトップに
アクセスすることができる。典型的に、クライアントデバイスは、ローカル側の入力デバ
イスおよび出力デバイス（例えば、ディスプレイ、キーボード、マウス）のセットを備え
、このローカル側のＩ／Ｏデバイスのセットを使用して、ユーザ入力（例えばキーボード
またはマウスでの入力）を処理するべくリモートシステムへ伝送し、さらにディスプレイ
データおよび他のデータ（例えばサウンド）をユーザ用に提供するべく受信する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０３１４０９３号明細書
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：Ｇｒａｐｈｉｃ
ｓ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏ
ｎｓ」マイクロソフト社
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、タッチスクリーンを設けたクライアントデバイスのユーザは、従来のデスクト
ップベースのアプリケーション（例えばマイクロソフト社Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録）アプリ
ケーション）やデスクトップと、リモートディスプレイプロトコルを通じてインターフェ
イスする場合にいくつかの課題に直面する。１つの課題は、一時停止またはジッタなどの
現象を作り出す、タッチスクリーンデバイスとリモートデスクトップとの間のネットワー
ク接続の待機時間に関連している。別の課題は、従来の「ポイント＆クリック」駆動型イ
ンターフェイス（例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録）インターフェイス）を、それまでの「
ポイント＆クリック」対話用としてではなく、タッチスクリーンジェスチャおよび「フィ
ンガスワイプ」形式の対話用として設計されたタッチスクリーンデバイスから遠隔制御す
る試みに関連している。
【０００６】
　これらの課題を検討する上で、タッチスクリーンデバイスで制御されたリモートデスク
トップを、例えばリモートデスクトップのフォントサイズを自動調整することで修正する
ことが当該技術分野で周知である。しかし、こうした大規模な表面的変更はリモートサー
バから受信して表示されているコンテンツのみを修正するものであり、メニューナビゲー
ションおよびユーザフィードバックの待機時間の短縮には失敗しないものの、ユーザは依
然として「ポイント＆クリック」形式のインターフェイスによってデスクトップアプリケ
ーションを誘導する必要がある。
【０００７】
　さらに当該技術では、マイクロソフト社より入手可能な「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｄｅｓｋｔｏ
ｐ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ａｃｃ
ｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ」（非特許文献１）に記載されているように
、リモートサーバが自身のビデオドライバを使用してディスプレイ出力をレンダリングし
、さらに、実際の画像を暗号化する代わりに画像を生成する絵画オペレーションを暗号化
することも周知である。例えば、塗りつぶされた長方形のビットマップ画像をサーバから
クライアントへ送信する代わりに、座標（Ｘ、Ｙ）上で所与の幅、高さ、塗りつぶし色で
長方形をレンダリングする命令をクライアントに送信することができる。次にクライアン
トは、目的のグラフィック結果を得るために描画命令を実行する。しかし、このアプロー
チでは、サーバ上のものと同一の対応するグラフィカルインターフェイスをクライアント
上で生成するだけであり、これでは、タッチスクリーンまたは非ポインタベースの形式の
インターフェイスを実装したクライアントデバイス上での使用が難しい。
【０００８】
　あるいは、米国特許出願公開第２０１１／０３１４０９３号（特許文献１）に記載され
ているように、クライアントデバイス上でのユーザジェスチャを、２ボタンマウスに共通
の制御（例えば、クリック、ウィンドウスクロール、右クリック）のような、リモートコ
ンピュータのネイティブ入力形式のデジタル表示に変換し、クライアントデバイスがコン
ピュータを制御できるようにすることも当該技術分野において周知である。しかし、この
アプローチでは、新規のユーザインターフェイスを習得し、どのタッチスクリーンジェス
チャがマウス入力に対応するのかを覚えることをユーザに強いるので、厄介で使用し難い
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可能性がある。さらにこのアプローチでは、依然としてリモートデスクトップから基礎画
面データを取り込んで表示させる必要があり、ユーザとユーザインターフェイス間の対話
の待機時間を改善することができない。
【０００９】
　したがって、１つのユーザインターフェイス形式を持ったリモートデスクトップへのア
クセスを、別のユーザインターフェイス形式を持ったクライアントデバイスに提供するた
めの改善されたシステムおよび方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、添付の特許請求の範囲に記載の方法を提供する。さらに、この方法を実行す
るコンピュータシステムを提供する。本発明のその他の特徴は、従属形式の請求項および
以降の説明から明らかになるであろう。
【００１１】
　概して、ここで説明されるユーザインターフェイス仮想化は、第１コンピューティング
デバイスの、或る形式のコンピュータユーザインターフェイスのエルゴノミクスを、第２
コンピューティングデバイスに適した別の形式のユーザインターフェイスのエルゴノミク
スに変換しながら、第１コンピューティングデバイスから第２コンピューティングデバイ
スへのアクセスをユーザに供与する技術を提供する。リモートデスクトップ上で実行中の
エージェントは、例えば「タッチ＆スワイプ」形式の入力を受け入れるクライアントマシ
ン上で実行中の対応するクライアントと協働する。エージェントとクライアントはユーザ
インターフェイスメタデータおよびユーザインターフェイス入力イベントを交換し、さら
に、交換したこの情報を変換して、ネイティブグラフィカルユーザインターフェイス要素
（クライアントマシン側）とシミュレーションされたユーザアクション（サーバデバイス
上のリモートデスクトップ側）を提供する。リモートデスクトップ上で実行中のエージェ
ントは、インターフェイス対話ＡＰＩまたはライブラリを使用して、対応するクライアン
トに応答し、そのプロキシとして機能するリモートデスクトップのユーザインターフェイ
スをプログラムによって操作することができる。
【００１２】
　一例では、リモートＧＵＩを実装したサーバデバイスに接続したクライアントデバイス
のタッチスクリーン上で、ローカルグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を生
成する方法を提供する。この方法は、リモートＧＵＩのベース画像、及びリモートＧＵＩ
内のＧＵＩ要素を記述したユーザインターフェイス（ＵＩ）メタデータをサーバデバイス
から受信することを含む。方法はさらに、受信したＵＩメタデータに従ってタッチスクリ
ーン上に表示すべきネイティブＧＵＩ要素をクライアントデバイスにて生成することを含
む。このネイティブＧＵＩ要素は、リモートＧＵＩ内のＧＵＩ要素に対応する。方法はさ
らに、クライアントデバイスのタッチスクリーン上に表示すべきローカルＧＵＩを生成す
ることをさらに含み、ここで、ローカルＧＵＩは、サーバデバイスから受信したベース画
像と、ネイティブＧＵＩ要素とを含む。
【００１３】
　本出願の実施形態は、ゲストオペレーティングシステムを実行中のサーバデバイスのグ
ラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）へのアクセスを供与する方法を提供する。
この方法は、サーバデバイスのＧＵＩをプログラムによって操作するように構成されたゲ
ストオペレーティングシステムのアプリケーション・プログラミング・インターフェイス
を使用して、サーバデバイスのＧＵＩ内のＧＵＩ要素を特定するユーザインターフェイス
（ＵＩ）メタデータを生成することを含む。方法はさらに、ＧＵＩのベース画像、及び生
成されたＵＩメタデータを、サーバデバイスに接続したタッチ入力クライアントデバイス
に伝送することと、サーバデバイスのＧＵＩ内のＧＵＩ要素にリンクしたユーザ入力を示
す情報をタッチ入力クライアントデバイスから受信することとを含む。方法はさらに、受
信した情報に従い、サーバデバイスのＧＵＩをプログラムによって操作するべく、アプリ
ケーション・プログラミング・インターフェイスを呼び出すことを含む。
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【００１４】
　本出願の実施形態は、リモートＧＵＩを実装したサーバデバイスに接続したクライアン
トデバイス上に、ローカルグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を生成する方
法をさらに提供する。この方法は、クライアントデバイスの入力デバイスを介してクライ
アントデバイスにおいて音声入力を受信することと、この音声入力を処理して、サーバデ
バイスのリモートＧＵＩを操作するためのコマンド入力を判定することとを含む。方法は
さらに、コマンド入力がリモートＧＵＩを操作するように構成されたことを示す情報をサ
ーバデバイスへ伝送することを含む。
【００１５】
　一例において、リモートＧＵＩを実装したサーバデバイスに接続されているクライアン
トデバイスのタッチスクリーン上に、ローカルグラフィカルユーザインターフェイス（Ｇ
ＵＩ）を生成する方法を提供し、この方法は、リモートＧＵＩのベース画像、ならびにリ
モートＧＵＩ内のＧＵＩ要素を記述したユーザインターフェイス（ＵＩ）メタデータを、
サーバデバイスから受信することと、リモートＧＵＩ内のＧＵＩ要素に対応し、受信した
ＵＩメタデータに従ってタッチスクリーン上に表示すべきネイティブＧＵＩ要素をクライ
アントデバイスにて生成することと、クライアントデバイスのタッチスクリーン上に表示
すべきローカルＧＵＩを生成することとを備え、ここで、ローカルＧＵＩは、サーバデバ
イスから受信したベース画像、ならびにネイティブＧＵＩ要素を含む。
【００１６】
　一例において、ＵＩメタデータは、リモートＧＵＩ内のＧＵＩ要素のコンテンツに関連
した意味情報を備え、ＵＩメタデータはツリー型構造に編成されている。
　一例において、生成されたネイティブＧＵＩ要素は、リモートＧＵＩ内の対応するＧＵ
Ｉ要素とは、サイズ、形状、色、形式、対話方式、アニメーション、対話動作のうちの少
なくとも１つにおいて異なっている。
【００１７】
　一例において、ネイティブＧＵＩ要素を生成するステップは、クライアントデバイスに
対しローカルなユーザインターフェイスフレームワークを使用して、受信したＵＩメタデ
ータに基づいてシステム組み込み（ｓｙｓｔｅｍ－ｐｒｏｖｉｄｅｄ）の制御要素を生成
することをさらに備えている。
【００１８】
　一例において、ローカルＧＵＩ要素は、サーバデバイスから受信したリモートＧＵＩの
ベース画像の最上部に配置されたネイティブＧＵＩ要素を備えている。
　一例において、方法はさらに、ローカルＧＵＩを介してクライアントデバイスにてタッ
チ入力を受信することと、受信した入力によってネイティブＧＵＩ要素が操作されたと判
定することに応答して、リモートＧＵＩ内の対応するＧＵＩ要素がクライアントデバイス
にて操作されたことを示す情報をサーバデバイスに伝送することとを備えている。
【００１９】
　一例において、サーバデバイスに伝送された情報は、リモートＧＵＩの一部であるアプ
リケーションの状態の変更に関する情報を備えている。
　一例において、サーバデバイスに伝送された情報は、サーバデバイスのアクセス可能性
を補助するアプリケーション・プログラミング・インターフェイスをトリガするように構
成されたイベント情報を備え、当該アクセス可能性を補助するアプリケーション・プログ
ラミング・インターフェイスは、サーバデバイスのリモートＧＵＩをプログラムによって
操作するように構成されている。
【００２０】
　一例において、サーバデバイスに伝送された情報は、リモートＧＵＩのメニューＵＩ要
素のメニューナビゲーションを示す情報を備えている。
　一例において、ゲストオペレーティングシステムを実行中であるサーバデバイスのグラ
フィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）へのアクセスを提供する方法を供与し、この
方法は、サーバデバイスのＧＵＩをプログラムによって操作するように構成されたゲスト
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オペレーティングシステムのアプリケーション・プログラミング・インターフェイスを使
用して、サーバデバイスのＧＵＩ内のＧＵＩ要素を特定するユーザインターフェイス（Ｕ
Ｉ）メタデータを生成することと、ＧＵＩのベース画像、ならびに生成されたＵＩメタデ
ータを、サーバデバイスに接続されたタッチ入力クライアントデバイスへ伝送することと
、サーバデバイスのＧＵＩ内のＧＵＩ要素にリンクしたユーザ入力を示す情報をタッチ入
力クライアントデバイスから受信することと、受信した情報に従ってサーバデバイスのＧ
ＵＩをプログラムによって操作するために、アプリケーション・プログラミング・インタ
ーフェイスを呼び出すこととを備えている。
【００２１】
　一例において、アプリケーション・プログラミング・インターフェイスを呼び出すステ
ップは、ＵＩメタデータによって特定されたＧＵＩ要素内における特性値の変化を示すイ
ベントを生成することを備えている。
【００２２】
　一例において、方法はさらに、サーバデバイスのＧＵＩ内の第２のＧＵＩ要素の状態変
化を検知したときに、サーバデバイスのＧＵＩをプログラムによって操作するように構成
されたゲストオペレーティングシステムのアプリケーション・プログラミング・インター
フェイスを使用して、第２のＧＵＩ要素の状態変化を特定する更新ＵＩメタデータを生成
することを備えている。
【００２３】
　一例において、方法はさらに、ゲストオペレーティングシステム上で実行中のアプリケ
ーションのアプリケーション状態の変化を検知したときに、サーバデバイスのＧＵＩをプ
ログラムによって操作するように構成されたゲストオペレーティングシステムのアプリケ
ーション・プログラミング・インターフェイスを使用して、アプリケーション状態の変化
を特定する更新ＵＩメタデータを生成することを備えている。
【００２４】
　一例において、ＵＩメタデータは、ＧＵＩ要素のコンテンツに関連した意味情報を備え
、ツリー型構造に編成されている。
　一例において、アプリケーションプログラミングインターフェイスは、ゲストオペレー
ティングシステムのアクセス可能性を補助するアプリケーションプログラミングインター
フェイスを備え、これは、ＧＵＩの機能をアプリケーションが生成したイベントに対して
公開するように構成されている。
【００２５】
　一例において、サーバデバイスのＧＵＩ上のＧＵＩ要素は、アプリケーションウィンド
ウのメニューバーを備え、サーバデバイスのＧＵＩ内のＧＵＩ要素にリンクしているユー
ザ入力を示す受信した情報は、サーバデバイスのＧＵＩのメニューバーのメニューナビゲ
ーションを示す情報を備えている。
【００２６】
　一例において、リモートＧＵＩを実装しているサーバデバイスに接続されたクライアン
トデバイス上でローカルグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を生成する方法
を提供し、方法は、クライアントデバイスの入力デバイスを介してクライアントデバイス
にて音声入力を受信することと、音声入力を処理して、サーバデバイスのリモートＧＵＩ
を操作するために入力されたコマンドを判定することと、リモートＧＵＩを操作するため
に、入力されたコマンドを示す情報をサーバデバイスに伝送することとを備えている。
【００２７】
　一例において、音声入力を処理するステップは、複数の所定のコマンドを、サーバデバ
イスで実行される対応する入力イベントと関連付ける複数の規則の一致に基づき、コマン
ド入力を生成するステップをさらに備えている。
【００２８】
　一例において、方法はさらに、リモートＧＵＩのベース画像、およびリモートＧＵＩ内
のＧＵＩ要素を記述したＵＩメタデータをサーバデバイスから受信することと、クライア
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ントデバイスのタッチスクリーン上に表示すべきローカルＧＵＩを生成することとを備え
る。ローカルＧＵＩは、サーバデバイスから受信したベース画像、および受信したＵＩメ
タデータに従って生成されたネイティブＧＵＩ要素を含み、ネイティブＧＵＩ要素は、リ
モートＧＵＩ内のＧＵＩ要素に対応する。音声入力を処理することは、リモートＧＵＩの
ネイティブＧＵＩ要素を操作するコマンド入力を決定するために音声入力を処理すること
を備え、この処理は、受信したＵＩメタデータからの情報に基づいて実行される。方法は
さらに、リモートＧＵＩ内で対応するＧＵＩ要素がクライアントデバイスにて操作された
ことを示す情報をサーバデバイスへ伝送することを備えている。
【００２９】
　一例において、音声入力を処理するステップは、リモートＧＵＩのＧＵＩ要素を特定す
るＵＩメタデータからの情報と一致するコマンド入力に基づいて、複数の候補テキストの
中からコマンド入力を決定することをさらに備えている。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の１つ以上の実施形態を実現できる、仮想デスクトップインフラストラク
チャ（ＶＤＩ）システムのコンポーネントを示す。
【図２】本発明の一実施形態による、図１のＶＤＩシステムのより詳細なコンポーネント
を示す。
【図３】本発明の一実施形態による、複数のＵＩ要素を設けたグラフィカルユーザインタ
ーフェイスと、これに対応するメタデータとを示す。
【図４】本発明の一実施形態による、リモートデスクトップにて立ち上げられ、ＶＤＩク
ライアントにおいて表示されるアプリケーションのためのグラフィカルユーザインターフ
ェイスを生成および更新するためのフロー図を示す。
【図５】本発明の一実施形態による、リモートデスクトップを制御するための代替入力デ
バイスを実装したクライアントデバイスを設けた、図１のＶＤＩシステムの代替実施形態
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の実施形態は、１つのユーザインターフェイススキーム（例えばタッチスクリー
ン）を設けたクライアントシステム上でユーザ対話を行うことで、別のユーザインターフ
ェイススキーム（例えば、「ポイント＆クリック」デスクトップ）を設けたサーバシステ
ムを遠隔操作する技術およびシステムを提供する。一実施形態では、仮想デスクトップイ
ンフラストラクチャ（ＶＤＩ）は、サーバ側デスクトップのグラフィカルユーザインター
フェイス（ＧＵＩ）要素をプログラムによって操作して起動させるように構成されたアプ
リケーション・プログラミング・インターフェイス（ＡＰＩ）を使用して、タッチスクリ
ーン型のクライアントシステム（例えばタブレットコンピュータ、スマートフォン）とサ
ーバ側デスクトップ間のユーザインターフェイススキームの違いをブリッジングする。
【００３２】
　例えば、アプリケーションフレームワークとアプリケーション・プログラミング・イン
ターフェイス（ＡＰＩ）（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｔｉｖｅ　Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉ
ｔｙ　ＡＰＩやＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＵＩ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ　ＡＰＩなど）は、サ
ーバ側デスクトップで、メニューナビゲーションのようなＵＩ要素のコンテンツを引き出
し、ネットワーク接続上で（例えば、デスクトップ・リモーティング・プロトコルを介し
て）これをリモートクライアントシステム（タブレットコンピュータなど）へ送ることが
できる。メニューコンテンツはネイティブＧＵＩ要素としてレンダリングされ、リモート
クライアントに直接関わる。リモートクライアントのユーザはタブレット上で、ローカル
側でのこういったメニューのタッチフレンドリーな表示を用いてメニューオプションを選
択し、アプリケーションおよびドキュメントを起動し、その他の共通の「ポイント＆クリ
ック」アクティビティを実行することができる。
【００３３】
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　別の例では、サーバ側デスクトップにてファイルおよびファイルシステムを管理するよ
うに構成されたＡＰＩ（Ｆｉｌｅ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　ＡＰＩなど）を使用すれば、クラ
イアントデバイス上でドキュメントの直接起動やその他のファイル機能を実行するめに、
ドキュメントフォルダのエクスポートが促進される。さらに別の例では、サーバ側デスク
トップでプロセスおよびスレッドを管理するように構成されたＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＡＰＩなど）によって、クライアントデバイス上のアイコンを
使いアプリケーションを遠隔起動および終了させることができる。メニュー操作、ドキュ
メント操作、アプリケーション起動のような主要なユーザインターフェイスアクティビテ
ィを、サーバで実行中のリモートデスクトップからクライアントへ移動させることで、本
発明の実施形態は、タッチスクリーンデバイス上で使用されている従来のポイント＆クリ
ック・アプリケーションのユーザエクスペリエンスを劇的に改善し、従来のリモートディ
スプレイプロトコルによって生じるユーザエクスペリエンスを増大させる。
【００３４】
　以降の説明では、本発明の例示的実施形態を十分に理解できるよう、多数の特定の詳細
点について述べる。しかし、当業者には、これらの特定の詳細点のいくつかを用いなくて
も本発明を実践できることが明らかになるであろう。その他の場合においては、本発明の
新規態様を不必要に不明瞭化してしまうことを避けるために、十分に周知のプロセスオペ
レーションおよび実施詳細については詳細な説明を省いている。
【００３５】
　図１は、本発明の１つ以上の実施形態を実施できるＶＤＩシステム１００のコンポーネ
ントを示す。ＶＤＩシステム１００では、ＶＤＩクライアントソフトウェアプログラム（
略して「ＶＤＩクライアント」とも呼ばれる）、例えばＶＤＩクライアント１１０が、ロ
ーカルコンピューティングデバイスのオペレーティングシステム上、例えばオペレーティ
ングシステム（ＯＳ）１１１の最上部にあるクライアントマシン１０８上で実行する。Ｖ
ＤＩクライアントは、ユーザの居場所から離れた場所にある、仮想マシン１５７の１つで
、あるいはデータセンターのブレードサーバ（図示せず）で実行中のデスクトップにアク
セスするためのインターフェイスをユーザに提供する。用語「デスクトップ」とは、コン
ピュータオペレーティングシステムとソフトウェアアプリケーションが提供する対話型動
作環境の実例（典型的にはディスプレイ、音声出力部、キーボード、マウス入力部の形態
）を意味することができる。ＶＤＩクライアントでは、ユーザは、既成のオペレーティン
グシステム、ならびにＶＤＩクライアントソフトウェアプログラム（ＶＭｗａｒｅ（登録
）Ｖｉｅｗ（商標）など）を実行している汎用コンピュータを使用し、あるいは専用のシ
ンクライアント（Ｄｅｌｌ、ＨＰ、ＮＥＣ、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ、Ｗｙｓ
ｅ、その他の製品）を使用して、あらゆる場所からリモートデータセンターで実行中のデ
スクトップにネットワーク１２０経由でアクセスすることができる。
【００３６】
　ＶＤＩシステム１００は、ユーザログイン情報を含むユーザアカウント１３６を管理す
るドメインコントローラ１３５（例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録）、Ａｃｔｉｖｅ　Ｄ
ｉｒｅｃｔｏｒｙ（登録））と、ＶＤＩクライアントと仮想マシン１５７または他のプラ
ットホームで実行中のデスクトップとの間の接続を管理する接続ブローカ１３７とを含む
ことができる。ドメインコントローラ１３５と接続ブローカ１３７は別個のサーバ上で、
または、同一あるいは別々のサーバ上で実行中の別個の仮想マシン内で実行することがで
きる。ここで例証する本発明の実施形態では、デスクトップは、各々が仮想ソフトウェア
１５８とハードウェア１５９を実装した複数の物理コンピュータ１５０、１５２、１５４
上にインスタンス生成によって作成された仮想マシン１５７内で実行される。物理コンピ
ュータ１５０、１５２、１５４は、仮想マシン管理サーバ１４０によって制御され、また
共有永続ストレージシステム１６０につながれていてよい。
【００３７】
　ＶＤＩシステム１００の全コンポーネントはネットワーク１２０を介して通信する。簡
略化の目的で、単一のネットワークを示しているが、実際に実施する場合には、ＶＤＩシ
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ステム１００のコンポーネントどうしは、同一のネットワークまたは異なる複数のネット
ワーク上で接続してもよいことが認識されるべきである。さらに、仮想デスクトップイン
フラストラクチャの特定の構成については上で述べ、図１に図示したが、本発明の１つ以
上の実施形態は、他の構成の仮想デスクトップインフラストラクチャで実践することもで
きることが認識されるべきである。
【００３８】
　図２は、ユーザが、ＶＭ１５７上で実行中のデスクトップ２５０にネットワーク１２０
経由でアクセスできるようにするためのＶＤＩクライアント１１０を実装したＶＤＩシス
テム１００のコンポーネントをより詳細に示す。ＶＤＩクライアント１１０はクライアン
トマシン１０８上で実行し、また、ＶＤＩデータ２１２の交換や、リモートデスクトップ
２５０へのユーザアクセスの供与を行うために、ＶＭ１５７内で実行中のＶＤＩホストエ
ージェント２００と通信する。本明細書で述べる実施形態では、クライアントマシン１０
８は、統合型のディスプレイ出力部とタッチスクリーン入力部を設けたあらゆるコンピュ
ーティング装置であってよい。しかし、本発明はこれらの特定の装置に限定されるものと
理解されるべきではない。例えば、点字読取装置のような出力デバイスと、ボイスアクテ
ィベーションのような入力デバイス（以降でさらに説明する）とを、上記の代替として利
用してもよい。典型的に、クライアントマシン１０８は、ＶＭ１５７上で実行中であるデ
スクトップの「ポイント＆クリック」ユーザインターフェイスとは異なる「タッチ＆ジェ
スチャ」形式のユーザインターフェイスを設けている。
【００３９】
　図２の付記に示すように、デスクトップ２５０は、アプリケーション２１０のＵＩ要素
２５４の操作またはこれとの対話をポインタ（例えばマウスカーソル２５２）からの入力
に頼った、従来の「ポイント＆クリック」形式のユーザインターフェイスを備えたアプリ
ケーション２１０を設けていてよい。クライアントマシン１０８とデスクトップ２５０と
の間で形式の異なるユーザインターフェイスを使用すると、ユーザエクスペリエンスが低
下し、ルーチンのユーザタスクが苛立たしいエクササイズになってしまう可能性がある。
この問題は特に図２より明白である。ここでは、リモートデスクトップ２５０のグラフィ
カルユーザインターフェイスは、より小型で精密なポインタ（例えばマウスカーソル２５
２）で操作され対話することを見込んであるために、タッチ入力では指すことが難しいほ
どの（サークル２６８に示すような）小型サイズにされたウィジェットおよび要素を設け
ていてよい。
【００４０】
　一実施形態によれば、ＶＭ１５７上で実行するユーザデスクトップの「ポイント＆クリ
ック」形式のユーザインターフェイスと、クライアントマシン１０８の「タッチ＆ジェス
チャ」ユーザインターフェイスの間の変換を行うために、ＶＤＩクライアント１１０は、
ＶＭ１５７上で実行中の対応するＵＩＶエージェント２０４と通信するように構成された
ユーザインターフェイス仮想化（ＵＩＶ）クライアント２０２を設けている。一実施形態
では、ＵＩＶクライアント２０２およびＵＩＶエージェント２０４は、ＵＩ入力イベント
２３０形式およびＵＩメタデータ２２０形式のメッセージを交換し、このメッセージは、
適当なエンドポイントで、リモートデスクトップへの入力要素およびネイティブＧＵＩ要
素にそれぞれ変換される。
【００４１】
　一実施形態では、ＶＭ１５７上で実行するＵＩＶエージェント２０４は、ＶＭ１５７の
デスクトップ上に見られるユーザインターフェイス（ＵＩ）のウィジェットおよび要素に
関連したメタデータを取得するために、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８を呼び出すよ
うに構成されている。一実施形態では、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８は、ＶＭ１５
７のデスクトップ上に見られるユーザインターフェイス（ＵＩ）のウィジェットおよび要
素に関連したメタデータを取得するために、ゲストＯＳ２０６によって公開されるＡＰＩ
であってよい。例えば、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８は、補助的なテクノロジー（
例えばスクリーンリーダ）で従来使用されている、視力、聴力、動作に障害のある人物が
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、ゲストＯＳ上で実行するアプリケーションまたはゲストＯＳ自体にアクセスし易くする
ためのＡＰＩ（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　ＡＰＩ）、
あるいは、ＡＰＩ自動ソフトウェアテスティング（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＵＩ　Ａｕｔｏ
ｍａｔｉｏｎ　ＡＰＩ）であってよい。さらにインターフェイス対話ＡＰＩ２０８は、ゲ
ストＯＳ２０６のＵＩ要素ならびにゲストＯＳ２０６上で実行するアプリケーション２１
０を識別し、操作し、これと対話するために、（例えば、ＵＩＶエージェント２０４につ
いて）プログラムによるアクセスを可能にすることにより、ＵＩ要素の機能性を公開する
構成になっている。
【００４２】
　代替の実施形態では、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８は、時間と共にアプリケーシ
ョンモデルを構築してゆくように構成されたソフトウェアフレームワークであってよく、
この構築には、あらゆるアプリケーション機能を　アプリケーションのインターフェイス
の他のあらゆる地点から起動する効率的な方法を決定するために、ＧＰＳ形式の「再計算
」を実行することが含まれる。このような「再計算」機能は、何かが上手くいかず、代理
動作がデスクトップ側ＵＩＶエージェント２０４へ送られる時点でＶＤＩクライアント１
１０が予測した状態とはアプリケーションの状態が違ってしまった場合にも、ユーザ入力
の注入を確実に行う上で役立つ。一実施形態では、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８は
、ＵＩ要素を妨害し、アプリケーションおよびアプリケーションオブジェクトの状態を判
断し、シミュレートされたユーザ動作をＵＩ要素上で実行するように構成されている。
【００４３】
　ＶＤＩホストエージェント２００は、従来のリモートデスクトップ技術に従って、ディ
スプレイおよび入力データを備えたＶＤＩクライアント１１０に対してＶＤＩデータ２１
２を伝送するように構成されている。ＶＤＩデータ２１２は、クライアントマシン１０８
にリモートデスクトップ２５０のＧＵＩを表示するために使用されるベースＧＵＩ画像２
６４を含んでいてよい。いくつかの実施形態では、ベースＧＵＩ画像２６４は、デスクト
ップ２５０でのディスプレイの一部または全体を示すグラフィカルビットマップあるいは
フレームバッファであってよく、これはリモートデスクトップのスクリーンショットと類
似している。別の実施形態では、ベースＧＵＩ画像２６４は、クライアントマシン１０８
においてデスクトップ２５０のＧＵＩを表す画像をレンダリングするための図面線、多角
形、その他の形状、フォント、および基本図形のグラフィカル情報であってよい。
【００４４】
　ＶＤＩクライアント１１０とＶＤＩホストエージェント２００との間でＶＤＩデータ２
１２が伝送されることに加えて、ＶＭ１５７上で実行するＵＩＶエージェント２０４は、
クライアントデバイス１０８上のＵＩＶクライアント２０２へＵＩメタデータ２２０を伝
送するように構成されている。ＵＩメタデータ２２０は、インターフェイス対話ＡＰＩ２
０８によって提供された、ＶＭ１５７上のユーザデスクトップの１つ以上のＵＩ要素を記
述する情報を含んでいる。ＵＩメタデータ２２０で特定できるＵＩ要素の例には、ウィン
ドウ、ボタン、メニュー、ダイアログまたはメッセージボックス、リスト、メニューバー
、スクロールバー、タイトルバー、ステータスバー、サイズグリップ、ツールバー、ツリ
ービューコントロール、リストビューコントロール、ドロップダウンリスト、入力キャレ
ットがある。ＶＤＩクライアントでのレンダリングに基本図形または描画オペレーション
を使用するこれまでのアプローチと異なり、ＵＩメタデータ２２０は、ユーザデスクトッ
プの１つ以上のＵＩ要素のコンテンツおよびアプリケーション状態に関する意味情報を含
む。例えば、ＵＩメタデータ２２０は、ただ単に長方形メニューを描画するための基本図
形を提供するのではなく、例えばメニュー内の選択可能なオプションといった、メニュー
のコンテンツを表す意味情報を提供する。ＶＤＩクライアント１１０は、ＵＩメタデータ
２２０に基づいて、これに対応する、ＶＭ１５７上で実行するユーザデスクトップ上のＵ
Ｉ要素とは異なった表示、動作、対話を行うＧＵＩ要素を単独でレンダリングできる。こ
のようにして、ＶＤＩクライアント１１０はＵＩメタデータ２２０により、クライアント
マシン１０８（例えばタッチスクリーン）のインターフェイス形式およびフォームファク
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タに最も適したネイティブＧＵＩ要素の生成、レンダリング、表示を行えるようになる。
一実施形態では、図３で詳細に示すように、ＵＩメタデータ２２０内の情報を、ユーザデ
スクトップのＵＩ要素に対応したルート要素および子要素を持つ階層的またはツリー型の
データ構造に編成することができる。
【００４５】
　図３は、対応するＵＩメタデータ２２０を設けたアプリケーション２１０のための、本
発明の一実施形態によるグラフィカルユーザインターフェイス３００を示す。グラフィカ
ルユーザインターフェイス３００はＵＩ要素とサブ要素から成っていてよい。図に示すよ
うに、アプリケーション２１０のグラフィカルユーザインターフェイス３００は、複数の
メニューオプション（例えば「ファイル」、「編集」、「ビュー」、「ヘルプ」など）を
有するメニューバー３０６を持ったウィンドウ３０４を含む。各メニューオプションは、
さらなるオプション（例えば「新規」、「開く」、「保存」、「終了」など）およびポッ
プアウトメニューまたはダイアログボックスを含むサブメニュー３０８を起動させること
ができる。
【００４６】
　一実施形態では、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８により、アプリケーション２１０
が、グラフィカルユーザインターフェイス３００の構造を表すＵＩメタデータ２２０のツ
リー構造を公開することが可能になる。ツリー内の要素は、デスクトップ２５０上のＧＵ
Ｉのプログラムによる操作を促進する特性および方法を公開する。一実施形態では、ＵＩ
メタデータ２２０は、特定された各ＵＩ要素について以下を含んでよい：事前に決定され
たＵＩ要素のためのラベル（例えば、アプリケーション２１０の開発者およびゲストＯＳ
２０６によりコード割り当てされる）、ＵＩ要素のタイプを記述したロール情報（例えば
、ＲＯＬＥ＿ＳＹＳＴＥＭ＿ＰＵＳＨＢＵＴＴＯＮ）、所与の瞬間におけるＵＩ要素の状
態を説明する特性（例えば、不可視、利用不可、フォーカス中、フォーカス可能、押され
た、など）、および、ＵＩ要素が表す情報を表示する、ＵＩ要素に含まれるその他の値（
例えば、比率、整数、非整数、テキスト、ビジュアル）。例えば、ＵＩメタデータ２００
は、識別子（例えばｉｄ＝“９８２”）、リモートデスクトップ内でウィンドウ３０４が
「フォーカス」状態にあることを示す状態特性を含む、ウィンドウ３０４のための情報と
、ウィンドウ３０４内に含まれるＵＩ要素のための情報（例えば、タイトルバーおよびメ
ニューバー３０６）とを含んでいてよい。別の例では、メニュー３０８のメタデータは、
メニュー３０８内の複数のメニューアイテムのための情報、例えば「新規」、「開く」、
「保存」などのためのアイテムを含む。いくつかの実施形態では、ＵＩメタデータ２２０
は、デスクトップ２５０上のＵＩ要素に関連したサムネイルまたはアイコンのようなグラ
フィックデータを含むことができる。
【００４７】
　再び図２を参照すると、ＵＩＶクライアント２０２は、ＵＩＶエージェント２０４から
受信したＵＩメタデータ２２０に基づいたリモートデスクトップ上の、対応するＵＩ要素
またはウィジェットと同じ機能および情報を持った「ネイティブ」ＵＩ要素またはウィジ
ェットを構築および表示するように構成されている。一実施形態では、ＵＩＶクライアン
ト２０２は、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８からのＵＩメタデータ２２０に基づいた
「ポイント＆クリック」形式のＵＩ要素２５４に対応する、ネイティブで「タッチ＆ジェ
スチャ」形式のＧＵＩ要素２６２を生成できる。いくつかの実施形態では、ＵＩＶクライ
アント２０２が生成したネイティブＧＵＩ要素２６２は、対応するデスクトップのＵＩ要
素と、サイズ、形状、色、形式、対話方式、アニメーション、対話動作などにおいて異な
っていてよい。例えば、ＵＩＶクライアント２０２は、リモートデスクトップ２５０上の
従来のドロップダウンリストから引き出したＵＩメタデータ２２０を使用することで、ス
ワイプジェスチャに反応して回転する大型車輪のように現れるネイティブＧＵＩ要素を生
成できる。別の例では、ＵＩＶクライアント２０２は、クライアントマシン１０８のフォ
ームファクタとタッチスクリーンエルゴノミクス用にを最適化した、再フォーマットバー
ジョンのナビゲーションメニューを呈示することができる。図に示すように、ネイティブ
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ＧＵＩ要素２６２を、ＶＤＩデータ２１２に示されたＧＵＩ画像２６４の上部にオーバレ
イ表示して、クライアントGUI２６０を形成できる。一実施形態では、ＵＩＶクライアン
ト２０２は、クライアントマシン１０８に対してローカルであるネイティブグラフィカル
フレームワークまたはユーザインターフェイスフレームワークを使用し、受信したＵＩメ
タデータ２２０に基づいて、１つ以上のネイティブＧＵＩ要素をレンダリングするように
構成されている。
【００４８】
　さらにＵＩＶクライアント２０２は、構築したネイティブＧＵＩ要素２６２上のユーザ
入力を取り込み、ＵＩ入力イベント２３０を、ＶＭ１５７内で実行中のＵＩＶエージェン
ト２０４へ伝送するように構成されている。一実施形態では、ＵＩＶクライアント２０２
は、ネイティブＧＵＩ要素２６２との対話を表す、タッチ入力２６８に基づいて、ＵＩ入
力イベント２３０を生成する構成になっている。一実施形態では、ＵＩ入力イベント２３
０は、これに対応するＶＭ１５７上のリモートデスクトップ２５０におけるＧＵＩ要素が
クライアントマシン１０８にて操作されたことを示す情報を含む。いくつかの実施形態で
は、ＵＩ入力イベント２３０は、対応するリモートデスクトップ２５０でのＵＩ要素また
はオプションの選択、起動、状態変更、またはこれとの対話を示すことができる。別の実
施形態では、ＵＩ入力イベント２３０は、リモートデスクトップ２５０でのＵＩ要素に対
応するオペレーションまたはオプションの実行あるいは呼び出しを示すことができる。Ｕ
ＩＶエージェント２０４は、ＶＭ１５７上のリモートデスクトップのユーザインターフェ
イスの入力をシミュレートし、プログラムでの操作を促進するために、ＵＩＶクライアン
ト２０２から受信したＵＩ入力イベント２３０に従い、インターフェイス対話ＡＰＩ２０
８を使用して、対応するアプリケーション２１０またはゲストＯＳ２０６のＵＩ要素に問
合せ、これを呼び出すように構成される。
【００４９】
　図４は、リモートデスクトップにて立ち上げてＶＤＩクライアントで表示するアプリケ
ーションのＧＵＩを生成し、更新する工程のフロー図を示す。ステップ４１０～４１５は
、リモートデスクトップをホストする仮想マシンで実行中のＶＤＩホストエージェント２
００によって実施される。ステップ４２０～４２７はＶＩＤクライアント１１０によって
実施される。図４は、本開示の実施形態によるメニューナビゲーションを提供するための
例示的なステップを説明しているが、ここで述べる技術を、ダイアログ、クリップボード
機能、アプリケーションおよびドキュメントの立ち上げ、デスクトップ、アプリケーショ
ン特化のエクスペリエンスを含むその他のＵＩエクスペリエンスにまで拡張できる点が理
解されるべきである。
【００５０】
　ステップ４２０で、ＶＤＩクライアント１１０は、ユーザが操作するクライアントマシ
ン１０８によって実行されたＵＩＶトリガを検知する。一実施形態では、ＵＩＶトリガは
、ユーザあるいはユーザが起動したＵＩボタンによって実行された所定のジェスチャ（例
えば、一意のスワイプジェスチャ）であり、ＶＤＩクライアント１１０が、ネイティブＧ
ＵＩ要素を使用して、リモートデスクトップ上で実行中のアクティブなアプリケーション
（例えばアプリケーション２１０）の１つ以上のＵＩ要素をレンダリングする必要がある
旨を示している。ステップ４２１で、ＶＤＩクライアント１１０がＵＩＶトリガの検知に
応答して、ＶＤＩホストエージェント２００からのＵＩメタデータを要求し、ステップ４
１０で、ＶＤＩホストエージェント２００がこの要求を受信する。
【００５１】
　ステップ４１１で、ＶＤＩホストエージェント２００はＵＩメタデータ要求の受信に応
答して、アプリケーション２１０にＵＩメタデータ（例えばＵＩメタデータ２２０）を取
得するために、ゲストＯＳ２０６のインターフェイス対話ＡＰＩ２０８にＡＰＩコールを
行う。例えば、ＶＤＩホストエージェント２００は、フォーカス中のアプリケーションの
メニュー一覧、サブメニュー、メニューアイテムを持った階層メニュー構造を取得できる
。一実施形態では、ＵＩＶエージェント２０４は、リモートデスクトップ上の各ＵＩ要素



(14) JP 6050719 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

についてメタデータを戻すのではなく、ユーザデスクトップのＵＩ要素のサブセットを識
別し、ＵＩ要素のサブセットのみにＵＩメタデータ２２０を生成することができる。例え
ば、ＵＩＶエージェント２０４は、現在フォーカスされているアプリケーションについて
のみＵＩメタデータを生成することができる。別の実施形態では、ＵＩＶエージェント２
０４は、受信したＵＩメタデータ要求に基づき、リモートデスクトップ上の１つ以上のＵ
Ｉ要素にＵＩメタデータを生成できる。例えば、ＵＩＶエージェント２０４は、メニュー
メタデータのみの要求を示したＶＤＩクライアント１１０からの要求に基づいて、階層メ
ニューバーにＵＩメタデータを生成できる。いくつかの実施形態において、ＶＤＩホスト
エージェント２００は、アクティブなアプリケーションまたは基礎のゲストＯＳ１０６に
おける変化を検知すると、これに応答してゲストＯＳ１０６からのＵＩメタデータをプロ
アクティブに要求できる（例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｖｅｎｔ ｃａｌｌｂａｃｋ機能
経由で受信したイベントを介して行う）。
【００５２】
　ステップ４１２で、ＶＤＩホストエージェント２００は、（例えば、ＶＤＩクライアン
ト１１０とＶＤＩホストエージェント２００の間に確立されたＶＤＩプロトコルに従って
）ＧＵＩのベース画像を生成し、続いてステップ４１３で、このＧＵＩのベース画像を、
階層メニュー構造のコンテンツと共にＶＤＩクライアント１１０へ伝送する。上で述べた
ように、ベース画像（例えばベースＧＵＩ画像２６４）は、リモートデスクトップの画像
をクライアントマシンで表示するためのグラフィック情報を提供する。一例では、ベース
画像は、クライアントマシンに表示するデスクトップ２５０全体の未処理の画素データ（
スクリーンショットと類似）であってよい。別の例では、ベース画像は、先に伝送された
未処理の画素データの少なくとも一部を変更するための、更新された画素データのセット
であってよい。いくつかの実施形態において、ベース画像は、リモートデスクトップのデ
ィスプレイをクライアントマシンのクライアントＧＵＩ内に描画するための、描画オペレ
ーションおよび基本図形であってよい。
【００５３】
　一実施形態では、ＵＩＶクライアント２０２およびＵＩＶエージェント２０４は、メッ
セージングバスまたはメッセージパッシングサービスを使用して、ネットワーク１２０上
でＵＩ入力イベント２３０およびＵＩメタデータ２２０の送受信を行うことができる。別
の実施形態では、ＶＤＩホストエージェント２００は、リモートディスプレイチャネル（
例えばＰＣｏＩＰ、ＨＴＭＬ５）経由でＶＤＩクライアント１１０へ送られたＶＤＩデー
タ２１２にＵＩメタデータ２２０を組み込むことができる。同様に、ＶＤＩクライアント
１１０は、ＶＤＩホストエージェント２００へ伝送されたＶＤＩデータ２１２にＵＩ入力
イベント２３０を組み込むことができる。
【００５４】
　ステップ４２２で、ＶＤＩクライアント１１０が、ＧＵＩのベース画像を階層メニュー
構造のコンテンツと共に受信する。ステップ４２３で、ＶＤＩクライアント１１０が、受
信したベース画像および階層メニュー構造のコンテンツに基づいてＧＵＩをレンダリング
し、次にステップ４２４でＧＵＩを表示する。表示されたＧＵＩには、ＶＤＩホストエー
ジェント２００から受信したベース画像と、ＶＤＩクライアント１１０がメニュー構造コ
ンテンツに基づいて生成したネイティブＧＵＩ要素（つまり、ＶＤＩクライアント１１０
を実行しているクライアントマシン１０８に対してネイティブである）とが含まれる。い
くつかの実施形態では、ネイティブＧＵＩ要素は表示されたＧＵＩ内に、ＶＤＩホストエ
ージェント２００から受信したベース画像の上部にオーバレイ表示するＵＩ要素として含
まれる。いくつかの実施形態では、ネイティブＧＵＩ要素は表示されたＧＵＩ内に、ＶＤ
Ｉホストエージェント２００から受信したベース画像内に組み込まれた半透明層として含
まれる。一実施形態では、ＶＤＩクライアント１１０は、「タッチフレンドリー」構成の
ネイティブＧＵＩ要素を生成する。例えば、ＶＤＩクライアント１１０は、ポインタまた
はマウスカーソルによって起動する構成のＧＵＩ要素と比べて、タッチオブジェクト（例
えば人間の指、スタイラス）による起動をより簡単に促進するサイズおよび形状を持った
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ネイティブＧＵＩ要素を生成する。別の例では、ＶＤＩクライアント１１０は、タッチベ
ースの入力およびジェスチャ（タップ、スワイプ、マルチポイントジェスチャなど）に反
応するネイティブＧＵＩ要素を生成する。このようにして、ＶＤＩクライアント１１０に
よって、タッチフレンドリー方式にてレンダリング表示されながら、リモートデスクトッ
プからのＵＩ要素に対応するネイティブＧＵＩ要素との対話がユーザにとって可能になる
ため、ユーザは向上したユーザインターフェイスを体験できる。さらに、本発明の実施形
態は、クライアントマシン１０８に対してローカルなネイティブグラフィックフレームワ
ークまたはユーザインターフェイスフレームワークを使用できることで、作業をクライア
ントマシン１０８のグラフィック機能に任せ、依存することが可能になる。
【００５５】
　ステップ４２５で、ユーザがＧＵＩを介してネイティブＧＵＩ要素に行った入力（例え
ば、タッチスクリーン入力）が、ＶＤＩクライアント１１０によって検知される。入力を
検知したＶＤＩクライアント１１０は、ステップ４２６でこの入力を処理する。階層メニ
ュー構造の例において、この入力は、下層のメニューアイテムを表示させるタイプのもの
、あるいは最終選択であってよい。前者の場合、流れはステップ４２３へ戻り、ＧＵＩが
表示用に再び生成される。入力がメニューの最後の選択肢である場合には、ステップ４２
６で、特定のメニュー項目が選択されたことを示す情報（例えばＵＩ入力イベント２３０
）がＶＤＩホストエージェントへ伝送される。
【００５６】
　ステップ４１４で、ＶＤＩホストエージェントが、特定のメニュー項目が選択されたこ
とを示すこの情報を受信する。ステップ４１５で、ＶＤＩホストエージェントがゲストＯ
ＳにＡＰＩコール（例えば、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８）を行い、特定のメニュ
ー項目が選択されたことを通信する。その後、流れはステップ４１１へ戻り、ＧＵＩのベ
ース画像が再生成される。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、ＶＤＩホストエージェントは、ゲストＯＳ２０６のオブジェ
クトモデルの中からオブジェクトを１つ特定する識別子を使用し、プログラムによってゲ
ストＯＳのユーザインターフェイスを操作する。キーボードおよびマウスイベントのシミ
ュレーションを行うために単純にサーバのキーボードおよびマウスドライバを呼び出す従
来のアプローチと異なり、ＵＩＶエージェント２０４は、インターフェイス対話ＡＰＩ２
０８を使用し、ＶＤＩクライアントから受信したＵＩ入力イベントに従って、デスクトッ
プ２５０のＵＩ要素を直接操作する。いくつかの実施形態において、ＵＩＶクライアント
２０２が、既に構成されインターフェイス対話ＡＰＩ２０８によって使用される状態とな
ったＵＩ入力イベントを伝送するケースでは、ＵＩＶエージェント２０４は、受信したＵ
Ｉ入力イベントを直接インターフェイス対話ＡＰＩ２０８に送る。別の実施形態では、１
つ以上のＵＩ要素のアプリケーション状態または特性値が変更されたことを示すために、
ＵＩＶエージェント２０４が、受信したＵＩ入力イベントをインターフェイス対話ＡＰＩ
２０８用のイベントまたはパラメータに変換する。一例として、ＵＩＶエージェント２０
４は、インターフェイス対話ＡＰＩ２０８を使用して、要素起動、要素選択、空間ナビゲ
ーション、論理ナビゲーション、警告、フォーカス変更、およびその他の特性値の変更を
、所与のＵＩ要素に対して示すことができる。
【００５８】
　一実施形態によれば、ＶＤＩクライアント１１０は、ドロップダウンリスト、ナビゲー
ティングメニュー、サブメニュー内のアイテムのスクローリングのように、複数のユーザ
対話を要するＵＩ要素の待機時間と即応性を改善する。１つの使用例において、デスクト
ップ上のメニューナビゲーションでは、「編集」メニューボタン上をポイント＆クリック
してドロップダウンメニューを表示させ、さらに、１つのメニューアイテム上をポイント
＆クリックしてさらなるメニューを表示させることができる（例えば「ペーストスペシャ
ル」など）。この使用例を、従来のアプローチの下でリモートデスクトップに対して実行
するには、ＶＤＩクライアントは、ウィンドウおよびメニューバーのＧＵＩ画像をリモー
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トネットワーク上で受信し、このウィンドウメニューバーをレンダリング表示させ（これ
には複数フレームのＧＵＩアニメーションを含むことがある）、クリック入力を伝送し、
リモートネットワーク上でウィンドウ、メニューバー、及び現在の編集メニュー（ｎｏｗ
　Ｅｄｉｔ　ｍｅｎｕ）のＧＵＩ画像を受信し、これらウィンドウ、メニューバー、及び
現在の編集メニューのＧＵＩ画像をレンダリング表示させ、（恐らくはメニューアイテム
の１つについて）クリック入力を伝送する、などを行う必要があるかもしれない。これと
は対照的に、本発明の実施形態によってＶＤＩクライアント１１０は、ネットワーク要求
を繰り返して待機時間を増大させることで「ラグの多い」ユーザエクスペリエンスを作り
出すことなく、ＵＩメタデータを使用してネイティブＧＵＩ要素を構築および修正できる
ようになる。実際に、本発明の実施形態は、ユーザがメニューオプションを選択する以前
であってもアプリケーション内のメニューナビゲーションメタデータにアクセスする手段
を提供する。ドラッグ＆ドロップ、ボックスリサイズ、キーアニメーションのようなグラ
フィカルフィードバックを使用するインターフェイス関連のオペレーションは、例えばリ
モートセッションオーバレイとしてクライアントデバイス上でローカルに実行され、次い
でリモートセッション内で実行される。
【００５９】
　本発明の実施形態は、クライアントデバイス上のタッチスクリーン用に構成された、タ
ッチベースで、ジェスチャ駆動型インターフェイスのネイティブＧＵＩ要素を生成するリ
モートデスクトップシステムについて説明しているが、ここで述べているクライアントデ
バイスの様々な実施形態は、ここで述べている技術に従ってリモートデスクトップを制御
するように構成された、例えばマイクロホン、加速度計、ジャイロスコープセンサ、近距
離無線通信センサなどの代替的な非タッチベースの入力デバイスを含むことができる。図
５には、図１の、リモートデスクトップを制御する代替的な入力デバイスを実装したクラ
イアントデバイスを設けたＶＤＩシステム１００の１つの例示的な代替実施形態を示す。
【００６０】
　図５は、入力デバイス５０６を有し、ＶＭ１５７上で実行中のデスクトップ２５０にユ
ーザをネットワーク１２０経由でアクセスさせるクライアントデバイス５０２を実装した
ＶＤＩシステム５００のコンポーネントを示す。ここで説明する実施形態では、クライア
ントデバイス５０２は、ユーザインターフェイスの形式を提供するディスプレイ出力部お
よび入力デバイス５０６を装備した、あらゆるコンピューティングデバイスであってよく
、ユーザインターフェイスの形式は、デスクトップ２５０内のポインタ入力（例えばマウ
スカーソル２５２）が供する「ポイント＆クリック」ユーザインターフェイスとは違って
いてよい。入力デバイス５０６の例には、マイクロホン、加速度計、ジャイロスコープセ
ンサ、近距離無線通信センサ、光センサ、近接センサなどを含む。
【００６１】
　一実施形態によれば、クライアントデバイス５０２上で実行するＶＤＩクライアント５
１０は、リモートデスクトップ上の従来の「ポイント＆クリック」駆動型インターフェイ
スを、入力デバイス５０６での操作が可能なインターフェイスに変形させるように構成さ
れている。例えば、ＶＤＩクライアント５１０は、ＶＤＩデータ２１２からのベースＧＵ
Ｉ画像２６４と音声操作可能な（タッチベースのジェスチャではない）１つ以上のネイテ
ィブＧＵＩ要素５１４とを組み込むクライアントＧＵＩ５１２を生成するように構成され
ている。一実施形態では、ＶＤＩクライアント５１０は、ユーザより受信した音声入力か
らグラフィカルフィードバックを提供するネイティブＧＵＩ要素５１４（図５中のマイク
ロホンアイコンにて示す）を生成するように構成される。
【００６２】
　一実施形態では、ＶＤＩクライアント５１０は、ユーザが発声した音声コマンドを表す
オーディオ入力信号５１６を、クライアントデバイス５０２の入力デバイス５０６（例え
ばマイクロホン）から受信するように構成されている。ＵＩＶクライアント５０４は、ス
ピーチ・トゥ・テキスト・エンジンを用いてオーディオ入力信号５１６を復号し、この復
号したオーディオ信号に基づいて、ＵＩ入力イベント２３０をＵＩＶエージェント２０４
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へ伝送する。例えば、ＵＩＶクライアント５０４は、デスクトップ２５０上のアプリケー
ション（例えばアプリケーション２１０）を立ち上げるためにユーザが発生した「エクセ
ルを開く」という音声コマンドを処理する。また、ＵＩＶクライアント５０４は、コマン
ドテキスト（例えば「エクセルを開く」）を生成し、この生成したコマンドテキストに基
づいてＵＩ入力イベント２３０を決定するために、オーディオ入力信号５１６を処理する
。いくつかの実施形態では、スピーチ・トゥ・テキスト・エンジンは、所与の入力された
オーディオ信号とのベストマッチを表すテキスト値を生成できる。いくつかの実施形態で
は、スピーチ・トゥ・テキスト・エンジンは、内蔵タイプまたは外付けタイプでサードパ
ーティ製の、オーディオ信号を処理する音声認識コンポーネントを利用できる。
【００６３】
　一実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４は、所定のコマンドと一致するコマンドテ
キストを1つ以上のＵＩ入力イベント２３０と関連付けするルールベースのエンジンを使
用して、オーディオ入力信号５１６から生成したコマンドテキストを処理するように構成
されている。所定のコマンドの例には、「（アプリケーション）を開く」、「ドキュメン
トを表示」、「（ファイル）を検索」を含む。ＶＭ１５７におけるＵＩＶエージェントは
、ＵＩＶクライアント５０４から受信したＵＩ入力イベント２３０に基づいてＶＭ１５７
で１つ以上のコマンドを直接実行するように構成されている。上述したように、ＵＩＶエ
ージェントは、ゲストＯＳの１つ以上のＡＰＩを使用して、１つ以上のコマンドを実行で
きる。
【００６４】
　一実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４は、ＵＩメタデータ２２０が提供したコン
テキストアウェアネスを使用して、入力デバイス５０６からの入力を処理する。例えば、
ＵＩＶクライアント５０４は、デスクトップ２５０上で実行中のアプリケーション（例え
ばアプリケーション２１０）のメニューを誘導する、ユーザからの「ファイル、新規」と
いう音声コマンドを処理することができる。ＵＩＶクライアント５０４は、コマンドテキ
スト（例えば「ファイル、新規」）を生成して、この生成したコマンドテキストに基づい
てＵＩ入力イベント２３０を決定するために、オーディオ入力信号５１６を処理する。一
実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４は、デスクトップ２５０の現行のコンテキスト
のルールおよびアプリケーション状態を含むルールベースのエンジンを使用して、ＵＩ入
力イベント２３０を生成するために、コマンドテキストを処理することができる。いくつ
かの実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４は、クライアントＧＵＩ５１２上の中間Ｇ
ＵＩ要素５１８（ネイティブＧＵＩ要素２６２と類似）に基づいて、ＵＩ入力イベント２
３０を決定することができる。例えば、ＵＩＶクライアント５０４は、コマンドテキスト
「ファイル新規」が、クライアントＧＵＩ５１２で現在レンダリング中の中間ＧＵＩ要素
５１８（「ファイル」メニュー、および「新規」メニューアイテムとして示す）に対応し
ていると決定する。
【００６５】
　一実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４は、入力デバイス５０６からのオーディオ
入力信号５１６の処理を、ＵＩＶエージェント２０４から受信したＵＩメタデータ２２０
に基づいて修正するように構成されている。ＵＩＶクライアント５０４は、そのスピーチ
・トゥ・テキスト・エンジンにＵＩメタデータ２２０からの情報を供給することで、スピ
ーチ・トゥ・テキスト・エンジンから戻された値をデスクトップ２５０上の特定のコンポ
ーネントへとバイアスさせることができる。例えば、ＵＩＶクライアント５０４は、どの
アプリケーションがアクティブであるか、また、どのＵＩ要素がスピーチ・トゥ・テキス
ト変換からの候補テキストとの一致の比率を増加あるいは減少させることにフォーカスし
ているかを示す、ＵＩメタデータ２２０から取得した情報を使用できる。提示された例に
おいて、ＵＩＶクライアント５０４は、「開く」という言葉が入った音声コマンドは、所
定のグローバルコマンド「開く」よりも、ＧＵＩ要素５１８におけるメニューアイテム「
開く」を参照する場合の方が多いということを、ＵＩメタデータ２２０を使用して示すこ
とができる。
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【００６６】
　別の代替実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４は、センサ入力（例えば加速度計か
らのもの）によって操作可能な、１つ以上のネイティブＧＵＩ要素５１４を生成するよう
に構成されている。例えば、ＵＩＶクライアント５０４は、加速度計からの入力に応答す
る、スクロール可能なＵＩ要素を生成できる。ＵＩＶクライアント５０４は、加速度計か
ら動作入力またはその他の位置入力を受信し、これに対応するＵＩ入力イベント２３０を
ＵＩＶエージェント２０４へ伝送するように構成されている。一例では、伝送されたＵＩ
入力イベント２３０は、デスクトップ２５０上の対応するＧＵＩを特定の方向へスクロー
ルさせ、音声を発生させる（例えば、「スクロールアップ、高速」）ことができる。いく
つかの実施形態では、ＵＩＶクライアント５０４を、所定の入力マッピングに従い、入力
デバイス５０６からのセンサ入力を１つ以上のＵＩ入力イベント２３０と関連付けするよ
うに構成できる。例えば、ＵＩＶクライアント５０４は、ユーザがその横長の向きを縦長
にするようにクライアントデバイス５０２を操作したことを示す回転入力を入力デバイス
５０６から受信できる。ＵＩＶクライアント５０４は、所定の入力マッピングに基づいて
、この回転入力を、ＵＩＶエージェント２０４が行う「ウィンドウを最大化」というイン
ターフェイスコマンドに対応したＵＩ入力イベントに変換することができる。
【００６７】
　ここで述べた様々な実施形態は、コンピュータシステムに記憶されたデータが関与する
、コンピュータで実施される様々な動作を採用することができる。例えば、これらの動作
は物理的な量の物理的な操作を要することが通常であり、必ずということではないが、こ
うした量は電気信号もしくは磁気信号の形式を取り、この場合、これらの信号またはこれ
を表すものは、記憶、伝達、組み合わせ、比較、あるいは操作されることが可能である。
さらに、こうした操作は、生成する、識別する、決定する、比較するといった用語で言及
されることが多い。ここで説明される本発明の１つ以上の実施形態の一部を形成するあら
ゆる動作は、有用なマシン動作であってよい。さらに、本発明の１つ以上の実施形態は、
これらの動作を実行するデバイスまたは装置にも関連する。こうした装置は、特定の必要
な目的に合わせて特別に構築されたものであるか、あるいはコンピュータに記憶したコン
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る汎用コンピュータであってよ
い。特に、様々な汎用マシンを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
と共に使用できる。あるいは、必要な動作を実行させるより特化された装置を構築するこ
とがより便利であるかもしれない。
【００６８】
　ここで説明した様々な実施形態は、この他にも、ハンドヘルド型デバイス、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またはプログラム可能な個人用電化製品
、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータといったコンピュータシステム構成と
共に実施することが可能である。
【００６９】
　本発明の１つ以上の実施形態は、１つ以上のコンピュータ可読媒体に組み込まれた、１
つ以上のコンピュータプログラムまたは1つ以上のコンピュータプログラムモジュールと
して実施することができる。用語「コンピュータ可読媒体」は、後にコンピュータシステ
ムに入力されるデータを記憶できるあらゆるデータ記憶デバイスを意味し、コンピュータ
可読媒体は、コンピュータプログラムをコンピュータで読み取れる方式にて実現するため
の、あらゆる既存のまたは後に開発される技術に基づくものであってよい。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・アタッチト・ストレージ（ＮＡＳ）
、読み出し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ（例えばフラッシュメモリデバイス）、
ＣＤ（コンパクトディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ（デジタル
バーサタイルディスク）、磁気テープ、その他の光学式および非光学式データ記憶装置を
含む。さらに、コンピュータ可読媒体をネットワークでつないだコンピュータシステムに
分散させて、コンピュータ可読コードを分散方式で記憶および実行できるようにすること
も可能である。
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【００７０】
　本発明の１つ以上の実施形態について明瞭に理解できるようにある程度詳細に説明した
が、特許請求の範囲内で特定の変更および変形が可能である。したがって、説明した実施
形態は限定ではなく例示として考慮されるべきであり、特許請求の範囲はここで述べられ
た詳細に限定されず、特許請求の範囲およびその同等物内での変形が可能である。特許請
求の範囲においては、特に明記されていない限り、要素および／またはステップは特定の
動作順序を意味しない。
【００７１】
　ここで１つの例として述べたコンポーネント、動作、構造に、複数の例を提供すること
ができる。最後に、様々なコンポーネント、動作、データストアの間の境界はいくぶん任
意であり、また特定の動作は具体的な例示的構成の文脈にて例示される。これ以外の機能
割り当ても想起されるが、これは本発明の特許請求の範囲に入り得る。一般に、例示的な
構成の中の別個のコンポーネントとして呈示された構造と機能は、構造またはコンポーネ
ントの組み合わせとして実施できる。同様に、１つのコンポーネントとして呈示された構
造と機能は、別個のコンポーネントとして実施できる。これらおよびこれ以外の応用、修
正、追加、改善も、付属の特許請求の範囲に入り得る。

【図１】 【図２】
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