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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置に伝送された画像の表示を動的に最適化する方法であって、
　表示のためのターゲット画像を検索するための特定クライアント装置からのオンライン
要求を受信する段階、
　を含み、
　前記要求は、前記クライアント装置に対する装置タイプの判断を助ける情報を含み、
　前記ターゲット画像は、個々の層内に配置された画像成分を含み、
　前記要求に基づいて、前記特定クライアント装置に対する装置タイプを判断する段階と
、
　前記判断された装置タイプに基づいて、前記特定クライアント装置に対するビューポー
ト及び階層化情報を指定する情報を検索する段階と、
　前記ビューポート及び階層化情報に基づいて、前記特定クライアント装置における表示
のために最適化された前記ターゲット画像のバージョンを作成する段階であって、前記特
定クライアント装置における表示のために最適化された前記ターゲット画像のバージョン
を作成する段階が、前記クライアント装置における表示のために最適化された適当なター
ゲット画像が見つかるまで、前記ビューポート及び階層化情報に基づいて、前記ターゲッ
ト画像の異なるバージョンを反復して作成する段階を含んでおり、
　前記ターゲット画像の前記作成されたバージョンを表示のために前記クライアント装置
に伝送する段階と、
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　を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記装置タイプを判断する段階は、
　前記クライアント装置に対する装置タイプを判断するために装置データベースを調べる
段階、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記装置データベースを調べる段階は、
　前記特定クライアント装置に対する画像の表示を最適化するのに利用可能な特定の構成
ファイルを指示する情報を前記装置データベースから検索する段階、
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記特定の構成ファイルは、前記特定クライアント装置に関する表示機能情報を指定す
ることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記特定の構成ファイルは、前記特定クライアント装置に対するビューポート及び階層
化情報を指定するＸＭＬファイルを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記オンライン要求は、ウェブベースの要求を含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記オンライン要求は、ＨＴＭＬベースの要求を含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項８】
　前記オンライン要求は、特定ターゲット画像を識別する情報を含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記オンライン要求は、前記特定クライアント装置で作動するブラウザから開始され、
特定タイプのクライアント装置を識別する情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記オンライン要求は、ＵＲＬを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記特定クライアント装置の装置タイプの判断を助ける情報は、前記オンライン要求と
共に伝送されたヘッダ情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記オンライン要求と共に伝送された前記ヘッダ情報は、前記特定クライアント装置が
どの特定タイプの装置であるかを判断するために装置タイプのデータベースに照らして比
較されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記特定クライアント装置に対する装置タイプの判断を助ける前記情報は、ＨＴＴＰヘ
ッダ情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記特定クライアント装置に対するビューポート及び階層化情報を指定する前記情報は
、ＸＭＬファイルに階層的に維持されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＸＭＬファイルは、前記特定クライアント装置の装置限界に基づく制限値を含むこ
とを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記制限値は、前記特定クライアント装置で表示することができる最大画像サイズを示
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すことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記クライアント装置における表示のために最適化されたターゲット画像のバージョン
を作成する段階は、
　前記特定クライアント装置に対する前記ビューポート及び階層化情報に適合する方法で
個々の層の前記画像成分をレンダリングする段階、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記クライアント装置における表示のために最適化されたターゲット画像のバージョン
を作成する段階は、
　前記クライアント装置における表示のために最適化された適切なターゲット画像が見つ
かるまで、前記ビューポート及び階層化情報に基づいて前記ターゲット画像の異なるバー
ジョンを反復的に作成する段階、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ターゲット画像の前記作成されたバージョンを前記特定クライアント装置に伝送す
る前に、該作成されたバージョンを該クライアント装置に適切なファイルフォーマットに
変換する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ファイルフォーマットは、ＪＰＥＧ互換ファイルフォーマットを含むことを特徴と
する請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記層の各々は、所定の種類の画像成分を維持することを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項２２】
　所定の層は、ビットマップ、アニメーション、テキスト、及びベクトルグラフィックの
１つから選択された画像成分を維持することを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１に記載の方法を実行するためのプロセッサ実行可能命令を有するコンピュータ
可読媒体。
【請求項２４】
　請求項１に記載の方法を実行するための一組のダウンロード可能なプロセッサ実行可能
命令。
【請求項２５】
　特定の装置タイプに対してカスタマイズされた画像のオンデマンド作成のためのシステ
ムであって、
　各画像が個別の層内に配置された画像成分を含む、画像のためのリピジトリーの役目を
するモジュールと、
　前記リピジトリーから特定の画像を検索するための装置からの要求を処理するためのモ
ジュールと、
　を含み、
　該モジュールは、前記要求に含まれた情報に部分的に基づいて前記装置に対する特定の
装置タイプを判断し、
　前記装置に対してカスタマイズされた前記特定画像のコピーを作成するためのモジュー
ル、
　を更に含み、
　該モジュールは、前記特定画像の前記個別の層内の前記画像成分の少なくともいくつか
が前記装置に対してカスタマイズされるように、前記判断された装置タイプに基づいて該
特定画像の該個別の層内の画像成分を個々にレンダリングするようになっており、
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　コピーを作成するための前記モジュールは、前記装置において表示するのに最適化され
た適当なものが作成されるまで、前記特定画像の異なる候補を反復的に作成する、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　前記特定画像のコピーは、前記装置のビューポート制限に適合する方法で作成されるこ
とを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記特定画像のコピーは、前記装置の画像サイズ制限に適合する方法で作成されること
を特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記特定画像のコピーを前記装置に適合する画像フォーマットに変換するためのモジュ
ール、
　を更に含むことを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記要求を処理するためのモジュールは、サーバコンピュータ上で作動することを特徴
とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記サーバコンピュータは、インターネット接続を含むことを特徴とする請求項２９に
記載のシステム。
【請求項３１】
　無線接続を通じて前記装置と通信することを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項３２】
　インターネットへの無線接続を通じて前記装置と通信することを特徴とする請求項２５
に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記装置に対してカスタマイズされた前記特定の画像のコピーをキャッシュに入れるた
めの画像キャッシュを更に含むことを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記要求は、ＨＴＭＬ要求を含むことを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記要求は、前記装置において作動するブラウザから開始されることを特徴とする請求
項２５に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記要求は、装置タイプの判断を可能にするヘッダ情報を含むことを特徴とする請求項
２５に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記ヘッダ情報に基づいて前記装置タイプの識別を助けるための装置データベース、
　を更に含むことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記装置データベースは、前記装置に対してカスタマイズされた前記特定画像のコピー
を作成するのに有用な利用可能な構成ファイルを指示することを特徴とする請求項３７に
記載のシステム。
【請求項３９】
　前記構成ファイルは、前記装置に対する階層化及びビューポート情報を指定するＸＭＬ
ファイルを含むことを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記コピーを反復的に作成するためのモジュールは、前記装置における表示に対して最
適化された適切なものが作成されるまで、前記特定画像の異なる候補を作成することを特
徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項４１】
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　要求された画像の表示を最適化するための改良を含む画像検索方法であって、
　前記改良は、
　各層がある一定の種類の画像成分を有する異なる層に各画像を編成する段階と、
　所定の画像が表示される特定タイプの装置に対して所定の層を最適化する方法を示す情
報を記憶する段階と、
　特定画像を検索するための要求を受信した時に、どのタイプの装置が該特定画像を要求
しているかを特定する段階と、
　前記特定画像を要求している前記装置のタイプに基づいて、該画像を要求している該装
置に対する該画像の所定の層を最適化する方法を示す前記記憶した情報を検索する段階と
、
　前記検索した情報に基づいて、前記装置における表示に対して最適化されたレンダリン
グされた画像を動的に生成するために、前記画像の個々の層をレンダリングする段階と、
および、
　動的に生成された前記レンダリング画像が前記装置が要求する前記特定画像よりも大き
すぎる画像サイズを有している場合には、前記装置における表示に対して適当なサイズの
レンダリング画像が得られるまで、より小さい画像サイズを有するレンダリング画像を生
成するために前記画像の個々の層を反復的に再度レンダリングする段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４２】
　前記レンダリングする段階を前記装置に適切な制限に適合する方法で実行することがで
きるように、異なるタイプの装置に対するビューポート情報を維持する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項４１に記載の改良。
【請求項４３】
　前記動的に生成されたレンダリング画像が、前記特定画像を要求している前記装置に対
して大きすぎる画像サイズを有する場合、前記レンダリングする段階は、より小さな画像
サイズを有する画像を生成するために繰り返されることを特徴とする請求項４１に記載の
改良。
【請求項４４】
　所定の層は、ビットマップ、アニメーション、テキスト、及びベクトルグラフィックの
１つから選択された画像成分を維持することを特徴とする請求項４１に記載の改良。
【請求項４５】
　１つの層は、境界をレンダリングするための専用であることを特徴とする請求項４４に
記載の改良。
【請求項４６】
　前記特定タイプの装置に対して各層を最適化する方法を示す情報は、装置タイプ特定の
構成ファイルに記憶されることを特徴とする請求項４１に記載の改良。
【請求項４７】
　前記装置タイプ特定の構成ファイルは、特定の装置タイプに対する画像のレンダリング
に関する情報を各ファイルが記憶するＸＭＬファイルを含むことを特徴とする請求項４６
に記載の改良。
【請求項４８】
　装置タイプ特定の構成ファイルの各々は、特定の装置タイプに対する階層化及びビュー
ポート情報を含むことを特徴とする請求項４６に記載の改良。
【請求項４９】
　前記要求は、インターネットに接続した装置から受信したブラウザ要求を含むことを特
徴とする請求項４１に記載の改良。
【請求項５０】
　前記どのタイプの装置が特定画像を要求しているかを特定する段階は、該装置のタイプ
を識別するのを助ける情報を得るために該要求を構文解析する段階を含むことを特徴とす
る請求項４１に記載の改良。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　著作権に関する注意
　本特許の開示の一部分は、著作権保護を受ける材料を含む。本著作権所有者は、特許商
標局の特許ファイル又は記録にあるような特許文書又は特許開示の何人のファクシミリ複
製にも異議を唱えないが、それ以外は、全ての著作権を保有する。
　本発明は、一般的にデジタル画像処理、及び、より具体的には、異なる装置上のデジタ
ル画像をレンダリングするための改良型技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、特にデジタルカメラという形式のデジタル画像は、これまでのフィルムではなく
半導体画像センサを使用して写真を捕捉する新しい方法を提供する広く行き渡った現実で
ある。デジタルカメラは、何らかの種類の感知機構で入射光を記録し、その後その情報を
処理して（基本的に、アナログデジタル変換を通じて）ターゲット像のメモリ画像を作成
することにより機能する。デジタルカメラの最大の利点は、デジタルで画像を作成するこ
とにより、あらゆる種類の装置及びアプリケーション間で画像を転送することを容易にす
る点である。例えば、簡単にデジタル画像をワープロ文書内に挿入し、電子メールで友達
に送り、又は世界の誰かが見ることができるウェブサイト上に送ることができる。更に、
写真編集ソフトウエアを使用してデジタル画像を操作し、それらを改良するか又は変更す
ることができる。例えば、それらに切り取りを行って赤い目を取り除き、色又はコントラ
クタを変更し、要素を追加又は削除することさえできる。また、デジタルカメラでは、自
分の画像に即座にアクセスすることができ、その結果、フィルム処理の煩わしさや遅延が
回避される。総じて、デジタル画像は、画像を使用するか又は配信したい時にユーザに柔
軟性を与えるために、益々一般的になっている。
【０００３】
　デジタル画像は、その出所に関係なくユーザによって操作されることが多い。例えば、
ユーザは、「Ａｄｏｐｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ」をデスクトップコンピュータ上で使用し
、お互いの上に異なるオブジェクトを階層化することによって画像をマニュアルで作成す
ることができる。例えば、画像の１つの層は、アートワークを含むことができ、別の層は
、テキストを含むことができ、更に別の層は、ビットマップボーダを含むことができ、以
下同様である。その後、その別々の層を有する画像は、「Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ」（固有）
ファイルフォーマットで保存するか又は様々な異なるファイルフォーマットの１つで保存
することができる。
【０００４】
　「Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ」を使用して、世界の可能な（ディスプレイ使用可能）装置の各
々に対して画像が正しくレンダリングされるように、所定画像の異なるバージョンを恐ら
く予め生成する（すなわち、画像の異なる層を予めレンダリングする）ことができるであ
ろう。しかし、この手法は、実際に現実的なものではない。様々な装置には、ファイルサ
イズに関する制限（例えば、５Ｋバイト未満）、ビット深さの制限（例えば、ピクセル当
たり８ビットを超えない）、及び画像サイズの制限（例えば、画像は、１００ｘ１００ピ
クセルを超えることができない）がある。従って、何千もの装置に対して満足できる画像
バージョンを作成する作業は非現実的である。
【０００５】
　例えば、ＪＰＥＧを表示することができるターゲット装置上に表示するために、アート
ワーク（例えば、ビットマップ背景）の上にキャラクター（例えば、ディズニーキャラク
ター）を階層化する作業を考えてみる。この場合、アートワークは、ターゲット装置の画
面サイズにサイズ変更する必要があるであろう。その後、キャラクターは、サイズ変更し
たアートワークの上に重ねる（階層化する）必要があり、最後に、画像は、正しいＪＰＥ
Ｇ品質によって保存する必要であるであろう。仮に生成した画像ファイルがターゲット装
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置に大きすぎる場合は、背景アートワークのサイズ変更及びアートワークの上へのキャラ
クターの再階層化を含む処理を繰り返す必要があるであろう。現在利用可能なツールを使
用すると、この作業は、良くても面倒くさいか又は労動集約的である。更に、上述のマニ
ュアル（すなわち、予備レンダリング）手法は、静的画像を処理している時に限り可能で
ある。ユーザが既存の画像の上に直ちにオブジェクトを階層化したい場合、このマニュア
ル手法は、可能なソリューションを提供しない。
【０００６】
　オブジェクトを階層化する既存の手法は、ブラウザベースのオンライン技術に依存する
。しかし、これらの手法は、基本的に上述のデスクトップ手法のオンラインバージョン（
すなわち、「Ａｄｏｐｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ」手法）である。特に、上述の手法は、手
持ち式装置のような所定のターゲット装置によって課される場合がある様々な制限を考慮
しない。その代わりに、これらの手法は、固定された装置制限の組（すなわち、固定され
たビューポート）を伴う環境に依存する。画像がターゲット装置に転送された場合、画像
は、サイズ変更する必要がある場合がある。画像は動的に作成変更されないので、ベクト
ルグラフィックを利用することはできず、従って、画像のいくつかの特徴が失われること
になる。例えば、６４０ｘ４８０の解像度でデスクトップブラウザ上で表示された時に良
く見えるテキストは、１００ｘ１００の画面解像度を有するモバイル装置上の表示に対し
てサイズ変更された時にはひどいものに見えることになる。その代わりに、ターゲット装
置の最終画面解像度、並びに任意の他の適用可能なターゲット装置制限に基づいてテキス
ト（並びに、任意の他のグラフィック）をレンダリングすることが望ましいであろう。現
在の手法の上記及び他の制限事項を考慮して、より良いソリューションが求められている
。
　必要なものは、デジタル画像のレンダリングが異なるターゲット装置に対して動的に最
適化又はカスタマイズされるように、論理ビューポートの動的な再形成を可能にし、ファ
イルサイズの制限を含む符号化パラメータの動的な調節を可能にする方法を提供するシス
テムである。本発明は、上記及び他の必要性を満足させるものである。
【０００７】
　語彙解説
　以下で説明する内容の理解を助けるために、制限的ではなく例示的に以下の定義を与え
る。
　カラースペース補正：カラースペース補正は、ターゲットディスプレイの赤色、緑色、
及び青色値の色度に合わせるために画像におけるＲ、Ｇ、Ｂ値を調節する処理である。例
えば、Ｐｏｙｎｔｏｎ、Ｃ．Ａ．著「デジタルビデオの技術的入門」、第７章、ジョン・
ワイリー、ニューヨーク、１９９６年を参照。
　ガンマ補正：これは、ディスプレイの非線形性の逆をソース画像に適用することによっ
てディスプレイの非線形性を補正する処理である。例えば、Ｐｏｙｎｔｏｎ、Ｃ．Ａ．著
「デジタルビデオの技術的入門」、第６章、ジョン・ワイリー、ニューヨーク、１９９６
年を参照。
【０００８】
　ＨＴＭＬ：ワールド・ワイド・ウェブ上で文書を作成するために使用される公知のオー
サリング言語である「ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ」の略語。
ＨＴＭＬは、ＳＧＭＬと類似のものであるが、厳密なサブセットではない。ＨＴＭＬは、
様々なタグ及び属性を使用することによってウェブ文書の構造及びレイアウトを定める。
例えば、ＲＦＣ１８６６：「Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ－２
．０」を参照。
【０００９】
　ＨＴＴＰ：「ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ」の略語であ
り、これは、ワールド・ワイド・ウェブによって使用される基本的プロトコルである。Ｈ
ＴＴＰは、メッセージがどのようにフォーマット設定されて伝送されるか、及び、様々な
指令に応答してウェブサーバ及びブラウザがどのようなアクションを取るべきかを定める
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。例えば、ユーザが自分のブラウザでＵＲＬに入った時、実際には、これは、ＨＴＴＰ指
令をウェブサーバに送り、要求したウェブ頁をフェッチして送信するようにそれに指図す
る。ＨＴＴＰの更なる説明は、ＲＦＣ２６１６：「Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅ
ｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－ＨＴＴＰ／１．１で入手可能である。ＲＦＣ２６１６は、ワール
ド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム（Ｗ３）から入手可能であり、現在は、「ｗｗｗ．
ｗ３．ｏｒｇ／Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ／」でインターネットを通じて利用可能である。
【００１０】
　レッドアイ補正：「レッドアイ」効果は、人間の目の網膜から反射するカメラのフラッ
シュによって引き起こされる。その赤色をより暗い色に「彩度を減じる」コンピュータア
ルゴリズムは、「赤み」を低減することができる。例えば、Ｗａｎｇ他に付与された「デ
ジタル画像のレッドアイを自動的に検出及び低減するための装置及び方法」という名称の
米国特許第６，２７８，４９１号を参照。
　鮮明化する：これは、外見の改善又はディスプレイのぼけを補正するために画像内のグ
レースケールエッジを「明瞭化する」処理である。これは、一般的に、「アンシャープマ
スキング」を通じて達成される。例えば、画像の低域通過濾過バージョンを画像から差し
引くことができる方法を説明する、Ｊａｉｎ、Ａ．Ｋ．著「画像処理の基礎」、プレンテ
ィス・ホール、エンゲルウッド・クリフス、ニュージャージー、１９８９年を参照。
【００１１】
　ＵＲＬ：ワールド・ワイド・ウェブ上の文書及び他のリソースの全世界的アドレスであ
る「Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ」の略語。アドレスの第１の部
分は、どのプロトコルを使用すべきかを示し、第２の部分は、リソースが位置するＩＰア
ドレス又はドメイン名を指定する。
　ビューポート：ビューポートは、ユーザが最終画像を閲覧することになるターゲットデ
ィスプレイを意味する。例えば、モバイル手持ち式装置の場合、ビューポートは装置の画
面である。しかし、個々のターゲット装置によっては、ビューポートは、必ずしも画面の
物理的サイズに制限されるとは限らない。例えば、装置がスクロール機能を含む場合、ビ
ューポートの（論理的）サイズは、画面の物理的サイズを超える場合がある。
【００１２】
　白色点補正：白色点は、所定の環境における「基準の白」の色座標である。人間の目は
、白色点に対する「色順応」ができる。白色点補正は、ターゲットディスプレイの白色点
に対する人間の目の調節に対処するためにＲ、Ｇ、Ｂ色座標を調節する処理である。例え
ば、Ｇｉｏｒｇｉａｎｎｉ、Ｅ．Ｊ．他著「デジタルカラー制御」、アジソン・ウェスリ
ー、リーディング、マサチューセッツ、１９９８年を参照。
【００１３】
　ＸＭＬ：ＸＭＬは、Ｗ３Ｃによって開発された仕様である「Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍ
ａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ」の意味である。ＸＭＬは、特にウェブ文書用に考案され
たＳＧＭＬの切り詰めバージョンである。それによって設計者は、独自のカスタマイズさ
れたタグを作成することができ、アプリケーション間及び組織間のデータの定義、伝送、
検証、及び解釈が可能になる。ＸＭＬの更なる説明については、例えば、Ｗ３Ｃからの推
奨仕様である「Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＸＭＬ）１．
０」、（第２版、２０００年１０月６日）を参照。この仕様のコピーは、「ｗｗｗ．ｗ３
．ｏｒｇ／ＴＲ／２０００／ＲＥＣ－ｘｍｌ－２０００１００６」でインターネット上で
現在利用可能である。
【００１４】
【特許文献１】米国特許第６，２７８，４９１号
【特許文献２】米国特許出願出願番号第０９／５８８，８７５号
【特許文献３】米国特許出願出願番号第１０／０１０，６１６号
【非特許文献１】Ｐｏｙｎｔｏｎ、Ｃ．Ａ．著「デジタルビデオの技術的入門」、第６～
７章、ジョン・ワイリー、ニューヨーク、１９９６年
【非特許文献２】ＲＦＣ１８６６：「Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａ
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ｇｅ－２．０」
【非特許文献３】ＲＦＣ２６１６：「Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ－ＨＴＴＰ／１．１
【非特許文献４】Ｊａｉｎ、Ａ．Ｋ．著「画像処理の基礎」、プレンティス・ホール、エ
ンゲルウッド・クリフス、ニュージャージー、１９８９年
【非特許文献５】Ｇｉｏｒｇｉａｎｎｉ、Ｅ．Ｊ．他著「デジタルカラー制御」、アジソ
ン・ウェスリー、リーディング、マサチューセッツ、１９９８年
【非特許文献６】「Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＸＭＬ）
１．０」、第２版、２０００年１０月６日
【発明の開示】
【００１５】
　特定の装置タイプに対してカスタマイズされた画像のオンデマンド作成のためのシステ
ムを説明する。一実施形態では、システムは、各画像が個別の層内に配置された画像成分
を含む、画像のためのリピジトリーの役目をするモジュールと、リピジトリーから特定の
画像を検索するための装置からの要求を処理するためのモジュールとを含み、このモジュ
ールは、要求に含まれた情報に部分的に基づいて装置に対する特定の装置タイプを判断し
、システムは更に、装置に対してカスタマイズされた特定画像のコピーを作成するための
モジュールを含み、このモジュールは、特定画像の個別の層内の画像成分の少なくともい
くつかが装置に対してカスタマイズされるように、判断された装置タイプに基づいて特定
画像の個別の層内の画像成分を個々にレンダリングする。
【００１６】
　また、クライアント装置に伝送された画像の表示を動的に最適化する方法も説明する。
一実施形態では、本方法は、表示用のターゲット画像を検索するための特定クライアント
装置からのオンライン要求を受信する段階を含み、この要求は、クライアント装置の装置
タイプの判断を助ける情報を含み、ターゲット画像は、個々の層内に配置された画像成分
を含み、要求に基づいて、特定クライアント装置の装置タイプを判断する段階と、判断さ
れた装置タイプに基づいて、特定クライアント装置に対するビューポート及び階層化情報
を指定する情報を検索する段階と、ビューポート及び階層化情報に基づいて、特定クライ
アント装置での表示のために最適化されたターゲット画像のバージョンを作成する段階と
、ターゲット画像の作成されたバージョンを表示のためにクライアント装置に伝送する段
階とを更に含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下の説明は、デジタル画像環境で実施される本発明の現時点の好ましい実施形態に焦
点を当てる。しかし、本発明は、いかなる特定の一用途又はいかなる特定の環境にも限定
されるものではない。その代わりに、当業者は、本発明のシステム及び方法は、様々な異
なる装置に有利に使用することができることを見出すであろう。従って、以下の例示的実
施形態の説明は、例証を目的とし、限定的ではない。
【００１８】
　Ｉ．デジタルカメラベースの実施
　Ａ．デジタルカメラの基本的構成要素
　本発明は、デジタルカメラのような媒体捕捉及び記録システム上で実施することができ
る。図１は、本発明の実施に適切なデジタルカメラ１００の非常に一般的なブロック図で
ある。図示のように、デジタルカメラ１００は、画像装置１２０、システムバス１３０、
及びプロセッサ又はコンピュータ１４０（例えば、マイクロプロセッサベースのユニット
）を含む。また、その画像がデジタルカメラ１００によって捕捉される対象又はオブジェ
クト１５０が示されている。オブジェクト１５０の画像を捕捉する際のデジタルカメラ１
００のこれらの構成要素の一般的な作動をここで以下に説明する。
【００１９】
　図示のように、画像装置１２０は、装置がオブジェクトの視像を捕捉することができる
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という意味においてオブジェクト１５０に光学的に結合される。光学的結合としては、例
えば、レンズアセンブリ（図示せず）のような画像装置１２０上にオブジェクト１５０を
結像するための光学要素の使用を含むことができる。画像装置１２０は、例えば、システ
ムバス１３０を通じてコンピュータ１４０と通信する。コンピュータ１４０は、画像装置
１２０に対して全体的な制御を行う。作動面では、コンピュータ１４０は、実際には作動
内容及び時期を告げることによって画像装置１２０を制御する。例えば、コンピュータ１
４０は、デジタルカメラ１００の他の電機周辺装置（例えば、フラッシュ付属装置）で画
像装置１２０の制御を調節することを可能にする全般的な入力／出力（Ｉ／Ｏ）制御を行
う。
【００２０】
　撮影者つまりカメラユーザがオブジェクト１５０に画像装置１２０の狙いを定め（ユー
ザによるピント合わせの有無を問わず）、捕捉ボタン又は何らかの他の手段を用いてカメ
ラ１００にオブジェクト１５０の像を捕捉するように指示すると、コンピュータ１４０は
、システムバス１３０を通じて画像装置１２０にオブジェクト１５０を表す画像を捕捉す
るように命令する。画像装置１２０は、本質的には、オブジェクト１５０から反射した光
を捕捉してその光を画像データに変換することによって作動する。捕捉された画像データ
は、システムバス１３０でコンピュータ１４０に転送され、コンピュータ１４０は、様々
な画像処理を画像データに行った後に内部メモリに記憶する。また、システムバス１３０
は、様々な状態及び制御信号を画像装置１２０とコンピュータ１４０との間で伝送する。
画像装置１２０及びコンピュータ１４０の構成要素及び作動について、ここでより詳細に
以下に説明する。
【００２１】
　Ｂ．画像装置上の画像捕捉
　図２Ａは、従来のデジタル画像装置１２０のブロック図である。図示のように、画像装
置１２０は、絞りを有するレンズ２１０、１つ又はそれ以上のフィルタ２１５、画像セン
サ２３０（例えば、ＣＭＯＳ、ＣＣＤなど）、焦点機構（例えば、モータ）２４１、タイ
ミング回路２４２、信号プロセッサ２５１（例えば、アナログ信号プロセッサ）、アナロ
グ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器２５３、及びインタフェース２５５を含む。これらの構成
要素の作動について、ここで以下に説明する。
【００２２】
　作動面では、画像装置１２０は、光路２２０に沿って画像センサ２３０に当たる反射光
を通じてオブジェクト１５０の画像を捕捉する。レンズ２１０は、光路２２０に沿ってオ
ブジェクト１５０からの光を画像センサ２３０上に集光するための光学要素を含む。焦点
機構２４１は、レンズ２１０を調節するために使用することができる。フィルタ２１５は
、オブジェクト１５０によって反射された光の異なる色成分を分離するために画像センサ
２３０上に配置された１つ又はそれ以上のカラーフィルタを含むことが好ましい。例えば
、画像センサ２３０は、赤色、緑色、及び青色フィルタで覆うことができ、このようなカ
ラーフィルタは、より鮮明な画像及びより本来の色をもたらすように設計されたパターン
（モザイク）で画像センサに亘って混ざって配置される。
【００２３】
　従来のカメラは、画像を捕捉するためにフィルムを露光させるが、デジタルカメラは、
画像センサ（例えば、画像センサ２３０）、すなわち、半導体電子素子上に光を集める。
画像センサ２３０は、電荷結合素子（ＣＣＤ）又は相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）
センサとして実施することができる。ＣＭＯＳ及びＣＣＤのいずれの画像センサも、表面
にあるフォトサイト（又はフォトダイオード）として公知である小さなセルから成る格子
上に光を捕捉することによって作動する。画像センサの表面は、一般的にフォトサイト上
で輝く光を電荷に変換する何十万ものフォトサイトから成る。所定の画像に基づいて、異
なる量の光が各フォトサイトに当たり、その結果、異なる量の電荷がフォトサイト上に発
生する。その後、これらの電荷を測定してデジタル情報に変換することができる。デジタ
ルカメラ内での介在に適切なＣＣＤセンサは、米国ニューヨーク州ロチェスター所在のイ



(11) JP 4852674 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

ーストマン・コダック、オランダのフィリップス、及び日本のソニーを含むいくつかの販
売業者から市販されている。適切なＣＭＯＳセンサも、様々な販売業者から市販されてい
る。代表的な販売業者としては、オランダの「ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」
（元のＶＳＬＩ・ビジョン・リミテッド）、米国イリノイ州ショームバーグ所在のモトロ
ーラ、及び米国カリフォルニア州サンタクララ所在のインテルがある。
【００２４】
　画像センサ２３０は、オブジェクト１５０の画像を捕捉するように命令されると、それ
に応答して、捕捉されたオブジェクト１５０を表す一組の生画像データを生成する（例え
ば、ＣＣＤによる実施例の場合は、ＣＣＤフォーマットで）。ＣＣＤセンサを使用する実
施形態では、例えば、画像センサ２３０上で捕捉される生画像データは、信号プロセッサ
２５１、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器２５３、及びインタフェース２５５を通る
。インタフェース２５５は、信号プロセッサ２５１、焦点機構２４１、及びタイミング回
路２４２を制御するための出力を有する。画像データは、インタフェース２５５から、図
１で上述したようにシステムバス１３０でコンピュータ１４０に伝えられる。この画像デ
ータを処理する際のコンピュータ１４０の作動について、ここで以下に説明する。
【００２５】
　Ｃ．画像処理
　従来の搭載プロセッサ又はコンピュータ１４０は、カメラ１００の作動を指図し、画像
装置１２０上で捕捉された画像データを処理するために設けられる。図２Ｂは、プロセッ
サ又はコンピュータ１４０のブロック図である。図示のように、システムバス１３０は、
画像装置１２０、（任意的な）パワーマネージメント２６２、プロセッサ（ＣＰＵ）２６
４、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）２６６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）コントローラ
２８０、不揮発性メモリ２８２、取外し可能メモリインタフェース２８３、及び液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）コントローラ２９０間の接続経路を形成する。取外し可能メモリ２８
４は、取外し可能インタフェース２８３を通じてシステムバス１３０に接続される。代替
的に、カメラ１００（及び、従って搭載コンピュータ１４０）は、取外し可能メモリ２８
４又は取外し可能メモリインタフェース２８３がなくても実施することができる。パワー
マネージメント２６２は、電源２７２と通信する。また、図２Ｂには、ＬＣＤコントロー
ラ２９０及び入力／出力コントローラ２８０と電気接続されたカメラユーザインタフェー
ス２９５が示されている。これらの構成要素の各々について、ここでより詳細に以下に説
明する。
【００２６】
　プロセッサ（ＣＰＵ）２６４は、一般的に、カメラ１００の作動を制御するための従来
のプロセッサ装置（例えば、マイクロプロセッサ）を含む。プロセッサ２６４の実施は、
様々な異なる方法で達成することができる。例えば、プロセッサ２６４は、ＤＳＰ（デジ
タル信号処理）論理ブロック、メモリ制御論理ブロック、ビデオ制御論理ブロック、及び
インタフェース論理ブロックを有するマイクロプロセッサ（例えば、ＭＰＣ８２３マイク
ロプロセッサ、米国イリノイ州ショームバーグ所在のモトローラから販売）として実施す
ることができる。代替的に、プロセッサ２６４は、例えば、「Ｒａｐｔｏｒ　ＩＩ」チッ
プセット（米国カリフォルニア州ニューポートビーチ所在のコネクスタント・システムズ
・インコーポレーテッドから販売）、「Ｓｏｕｎｄ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｃｌａｒｉｔｙ」の
２、３、又は４チップセット（米国マサチューセッツ州ウェイランド所在のサウンド・ビ
ジョン・インコーポレーテッドから販売）、又は処理コアを画像処理周辺装置と一体化す
る類似のチップセットを使用する「カメラ・オン・チップ（セット）」として実施するこ
とができる。プロセッサ２６４は、一般的に、マルチスレッド環境内でカメラ１００の様
々な処理を制御するために、複数のソフトウエアルーチンを同時に実行することができる
。
【００２７】
　デジタルカメラ１００は、いくつかのメモリ構成要素を含む。メモリ（ＲＡＭ）２６６
は、選択的に様々な記憶機能に割当てることができる動的メモリの連続的ブロックである
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。動的ランダム・アクセス・メモリは、例えば、日本の東芝、米国アイダホ州ボイズ所在
のミクロン・テクノロジー、日本の日立、韓国のサムソン・エレクトロニクスを含む様々
な販売業者から販売されている。一般的に従来の読取専用メモリ又はフラッシュメモリを
含むことができる不揮発性メモリ２８２は、カメラ１００の作動を制御するための一組の
コンピュータ可読プログラム命令を記憶する。取外し可能メモリ２８４は、更に別の画像
データ記憶域の役目をし、取外し可能メモリインタフェース２８３を通じてカメラ１００
ユーザによって容易に取外し可能及び交換可能である不揮発性素子を含むこともできる。
従って、いくつかの取外し可能メモリ２８４を有するユーザは、カメラ１００撮影機能を
拡張するために一杯の取外し可能メモリ２８４を空き状態の取外し可能メモリ２８４と有
効に交換することができる。取外し可能メモリ２８４は、一般的に、フラッシュディスク
を使用して実施される。フラッシュメモリの利用可能な販売業者としては、例えば、米国
カリフォルニア州サニーベール所在の「ＳａｎＤｉｓｋ」コーポレーション、及び日本の
ソニーがある。当業者は、デジタルカメラ１００は、本発明の画像捕捉及び処理方法に容
易に対応する他のメモリ構成及び設計を組み込むことができることを理解するであろう。
【００２８】
　また、デジタルカメラ１００は、一般的に、カメラユーザ又は他のシステム及び装置と
の通信のためのいくつかのインタフェースを含む。例えば、Ｉ／Ｏコントローラ２８０は
、コンピュータ１４０へ及びそれからの通信を可能にするインタフェース装置である。Ｉ
／Ｏコントローラ２８０は、外部ホストコンピュータ（図示せず）がコンピュータ１４０
と接続して通信することを可能にするものである。また、図示のように、Ｉ／Ｏコントロ
ーラ２８０は、複数のボタン及び／又はダイヤル２９８、及び任意的な状態ＬＣＤ２９９
と接続し、これらは、ＬＣＤ画面２９６に加えて、装置のユーザインタフェース２９５の
ハードウエア要素である。デジタルカメラ１００は、例えば、カメラユーザにフィードバ
ックを行ってカメラユーザから入力を受信するためのユーザインタフェース２９５を含む
ことができる。代替的に、これらの要素は、ホスト装置に対するクライアントとして実施
される媒体捕捉装置のためのホスト装置（例えば、携帯情報端末）を通じてもたらすこと
ができる。モニタカメラのようなユーザと対話する必要がない実施形態については、上述
のユーザインタフェース構成要素は必要でないと考えられる。ＬＣＤコントローラ２９０
は、メモリ（ＲＡＭ）２６６にアクセスし、処理された画像データを表示のためにＬＣＤ
画面２９６に転送する。ユーザインタフェース２９５は、ＬＣＤ画面２９６を含むが、カ
メラユーザにフィードバックを行うために、ＬＣＤ画面に加えて又はＬＣＤ画面２９６の
代わりに、光学的ファインダ又は直視ディスプレイを使用することができる。ユーザイン
タフェース２９５の構成要素は、様々な販売業者から販売されている。その例としては、
日本のシャープ、東芝、及びシチズン・エレクトロニクス、韓国のサムソン・エレクトロ
ニクス、及び米国カリフォルニア州パロ・アルト所在のヒューレット・パッカードがある
。
【００２９】
　パワーマネージメント２６２は、電源２７２と通信し、カメラ１００の電力制御作動を
調節する。電源２７２は、作動電力をカメラ１００の様々な構成要素に供給する。一般的
な構成においては、電源２７２は、作動電力を主電力バス２７８及び二次電力バス２７９
に供給する。主電力バス２７８は、画像装置１２０、Ｉ／Ｏコントローラ２８０、不揮発
性メモリ２８２、取外し可能メモリ２８４に電力を供給する。二次電力バス２７９は、パ
ワーマネージメント２６２、プロセッサ２６４、及びメモリ（ＲＡＭ）２６６に供給する
。電源２７２は、バッテリ２７５及び補助バッテリ２７６に接続される。また、カメラユ
ーザは、必要に応じて電源２７２を外部電源に接続することができる。電源２７２の通常
の作動中に、主バッテリ２７５は、作動電力を電源２７２に供給し、この電源は、次に、
主電力バス２７８及び二次電力バス２７９の両方を通じて作動電力をカメラ１００に供給
する。主バッテリ２７５が故障した電源異常モード中は（例えば、出力電圧が最小作動電
圧レベルを下回った時）、補助バッテリ２７６が作動電力を電源２７２に供給する。一般
的な構成においては、電源２７２は、補助バッテリ２７６からの電力をカメラ１００の二
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次電力バス２７９のみに供給する。
　上述のシステム１００は、本発明を実施するために使用することができる媒体捕捉及び
記録システム（例えば、デジタルカメラ）の基礎となる基本的ハードウエアを例示するた
めに示されたものである。しかし、本発明は、デジタルカメラ装置のみに限定されず、以
下に詳細に示す本発明の方法をサポートし、及び／又はその恩典を得ることができる様々
な装置に有利に適用することができる。
【００３０】
　Ｄ．システム環境
　図３は、本発明が好ましく具体化される例示的な無線接続環境３００を示す。図示のよ
うに、環境３００は、動的信号処理（ＤＳＰ）ユニット３２５を含む中央演算処理装置（
ＣＰＵ）３２０と、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）３３０（例えば、ＤＲＡＭ、
ＳＲＡＭなど）と、１つ又はそれ以上の圧縮画像を記憶するためのフラッシュメモリ３４
０とを含む画像装置３１０（例えば、デジタルカメラ１００のようなデジタルカメラ）を
含む。画像装置３１０の基本的な作動は、以下の通りである。画像装置３１０を操作する
ユーザは、１つ又はそれ以上のデジタル画像（写真）を撮り、画像ファイルを画像装置３
１０上のフラッシュメモリ３４０内に記憶することができる。画像のカメラ側の処理（例
えば、圧縮）は、作業メモリ（すなわち、ＲＡＭ３３０）と協働するＤＳＰユニットによ
って処理される。処理後、画像は、無線ネットワーク３６０を通じてサーバコンピュータ
３７０に送ることができる（例えば、インターネット上で）。サーバ３７０では、画像装
置３１０から受信した画像データは、付加的な処理（例えば、グラフィックの重ね合わせ
）を行うために、メモリ（ＲＡＭ）３９０（例えば、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭなど）内に取り
戻すことができる。その後、処理された画像は、必要に応じて、サーバ３７０上に記憶す
るか、又は元の装置（例えば、カメラ１００）に転送して戻すか、又は他の装置に転送す
ることができる。
【００３１】
　ＩＩ．動的ビューポート階層化
　Ａ．序文
　コンテント作成者は、ユーザの写真に追加する面白いコンテントを作成したいものであ
る。例えば、コンテント作成者は、ユーザの写真を面白いテキスト又はアニメーションで
階層化したいと考える場合がある。これは、オンザフライでコンテントを作成することを
伴う。しかし、コンテント作成者がオンザフライでコンテントを作成する時、作成者は、
更に、異なる表示特性を有する様々な装置でコンテントを正しく表示するか又はレンダリ
ングするという問題に直面する。本発明の手法は、最終的な表示において起るべきことの
説明を可能にするソリューションを作成することである。例えば、例示的な説明は、アニ
メーションが画像の上に載り、テキスト「お誕生日おめでとう」がその上に表示されるフ
レームを用いて画像を表示すべきであることを指示するであろう。このようにして、この
ソリューションは、画像を異なる表示特性を有する様々な装置上で正しく表示することを
可能にする。
【００３２】
　より具体的には、本発明は、二面的手法を適用するものである。第一に、本発明の手法
は、階層化をどのように行うかを指定することを可能にする記述言語を提供することであ
る。現在の好ましい実施形態では、この記述言語は、ＸＭＬフォーマットに従い、所定の
画像を形成する層の階層的記述をもたらす。異なる層としては、画像（例えば、ビットマ
ップ）、アニメーション、テキスト、ベクトルグラフィックなどがある。記述言語は、異
なる層をまとめて構成する方法及びビューポートで上述の層を表示する方法を説明するこ
とができるシンタックスを含む。記述言語は、正確なレイアウトを指定するものではない
が、様々なターゲット装置の制限に適合する。特定の画像の所定の記述はサーバ上にあり
、それはターゲット装置には送られない。その代わりに、ターゲット装置は、最終的な符
号化されたフォーマット（画像）を受信する。従って、記述言語は、特定のターゲット装
置によって課せられた制限の符号化に適合する。



(14) JP 4852674 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

【００３３】
　本発明の二面的手法の第２は、画像がターゲット装置で正しくレンダリングされるよう
に、ビューポートを動的に再形成又は再構成することである。所定のターゲット装置の一
組の装置上の制限を考える。制限により、ピクセル当たりの許容最大ビット（例えば、８
ビット／ピクセル）、最大画面サイズ（例えば、１００ピクセルｘ１００ピクセル）のよ
うな特定の限界値が指定されることになる。本発明によれば、ビューポートは、その時点
で現在のターゲット装置の制限に適合するように動的に再構成される。更に、複数の制限
を通常は満たさなければならない。例えば、ターゲット装置は、最大画像サイズ（例えば
、５Ｋ）を指定することができる。その制限に適合するために、ビット深さ（すなわち、
ビット／ピクセル）を小さくすることが必要であると考えられる。本発明の手法では、例
えば、画像ビット深さを５Ｋファイルサイズ制限に適合するために４ビット／ピクセルに
変更することができるように、装置の制限を相互に満たす段階を伴う。しかし、ビット深
さは、８ビット／ピクセル（すなわち、ターゲット装置によってサポートされる最大ビッ
ト深さ）を超えることができない。総じて、論理ビューポート（及び、従って画像）をタ
ーゲット装置に動的に適合させるように潜在的に調節することができる様々な制限すなわ
ちパラメータが存在する。
【００３４】
　Ｂ．基本的方法
　本発明は、良好な画像品質を維持しながらターゲット装置の制限を満たすために使用さ
れる反復的最適化（カスタマイズ）の方法を提供する。図４の４０１に示すように、階層
化手法は、各層が最初に「拡張及びビューポート」処理という２つの基本的ブロックを通
る場合に使用される。前者は、レッドアイ低減、コントラスト調節などの拡張を表す。後
者は、ビューポートカラー及び外見の制限がカラー補正、ガンマ、鮮明化などを使用して
補正される論理を表す。
【００３５】
　上述の処理が終わると、層（例えば、層０及び層１）は、４０３で示すように、ビュー
ポートにマップされるように待機状態である。ビューポート仕様コンポーネント４１７と
通信するファイルサイズ制御ブロック４０５は、このマッピングのためにビューポートサ
イズ４０７を指定する。ビューポートサイズは、（例えば、スクロール機能のために）タ
ーゲットディスプレイよりも大きなものとすることができる。層は、４０９に示すように
、マッピング後に合併される。この処理の次の段階は、４１１でビューポートをクリップ
経路にクリップすることである。クリップ経路は、ビューポート単位矩形（０．０、０．
０、１．０、１．０）に適合するものであるが、レンダリング済みの層の１つであるよう
に指定することもできる。その後、クリップされた矩形は、色の深み、符号化方法、シス
テムパレットのような装置側の制限に従って符号化される。マッピング４１３は、この作
動を表す。得られるファイルサイズがファイルサイズ制限を満たす場合（４１５で試験さ
れる）、画像は、ターゲット（例えば、モバイル）ディスプレイに戻される。他の場合は
、ファイルサイズ制御ブロックは、ファイルサイズ制御ブロック４０５に戻るループによ
って示すように、ビューポートをサイズ変更してビューポートマッピングや合併などを再
開する。
【００３６】
　Ｃ．画像変換ＡＰＩ
　以下は、画像変換を指定するためのインタフェースを説明するものである。インタフェ
ースを有効に利用するために、階層化という枠組みに基づく本発明によって使用される画
像処理モデルを理解することは有利である。層としては、例えば、画像層、テキスト層、
ベクトルグラフィック層などを含むことができる。層は、空間的及び時間的属性を有する
。
　１）空間的階層化：層は、互いに対してどのように積み重ねられるかを指定する「順位
」空間的属性を有する。更に、「Ｖｉｅｗｐｏｒｔ＿ｍａｐ　ｃｈｉｌｄ－ｅｌｅｍｅｎ
ｔ」は、層がマップされるビューポートの副領域を指定する。
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　２）時間的階層化：層は、時間的にどのように配置されるかを説明する「ｓｔａｒｔ＿
ｔｉｍｅ」、「ｔｉｍｅ」、「ｄｕｒａｔｉｏｎ」のような時間的属性を有する。
【００３７】
　１．空間的階層化
　画像変換ＡＰＩは、特殊効果を作り出すために様々な層（画像、テキスト、アニメーシ
ョンなど）を組み合わせる方法を説明する階層化ＡＰＩである。図５Ａは、階層化パイプ
ラインを示す（ここでは、時間的階層化を無視）。
　１）最初に、層がレンダリングされる。
　２）その後、層は、マップされてビューポート上に積み重ねられる。ビューポートは、
寸法がターゲットディスプレイの寸法及び層のマッピング方法で決まる仮想の矩形である
。
　３）層スタックは、ビューポートにおいて合併される。
　４）合併されたビューポート画像は、要求しているクライアントのディスプレイ制限に
適合するようにフォーマット設定される（ビット深さ、パレット、ファイルフォーマット
など）。
　５）その後、フォーマット設定された画像は、クライアントに返却される。
　６）クライアントは、フォーマット設定された画像をディスプレイ上に表示する。
【００３８】
　ビューポート座標系は、「正規化」座標形（図５Ｂ）であり、以下のようになる。すな
わち、
　原点は、ビューポートの左上隅にあり、
　Ｘ軸は、右に進み、
　Ｙ軸は、下に進み、
　Ｘ座標は、ビューポート幅に対して正規化され、
　Ｙ座標は、ビューポート高さに対して正規化される。
　「ビューポート単位矩形」５５１は、座標（０．０、０．０）、（１．０、１．０）に
亘る矩形であると定義される。各層は、「Ｖｉｅｗｐｏｒｔ＿ｍａｐ」に従ってビューポ
ートの副領域にマップされる。ビューポートマッピング又はウィンドウの一例を図５Ｂの
５５３に示す。
【００３９】
　２．時間的階層化
　空間的「順位」属性に加えて、層はまた、以下のような時間的属性（全てミリ秒で表記
）を有する。
　１）「ｓｔａｒｔ＿ｔｉｍｅ」：これは、層が表示される開始時間を指定する。デフォ
ルトは、０ｍｓである。
　２）「ｄｕｒａｔｉｏｎ」：層が表示される持続時間。デフォルト値は、無限大（ＩＮ
Ｆ）である。また、０という値は、無限大持続時間と解釈される。
　３）「ｒｅｐｅａｔ＿ｐｅｒｉｏｄ」：表示が繰り返される周期的速度。デフォルト値
は、無限大（ＩＮＦ）である。また、０という値は、無限大と解釈される。両方の値では
、アニメーションが決して繰り返されないということになる。
【００４０】
　３．ＸＭＬ手法
　階層化は、「ＸＭＬ　ＡＰＩ」を使用して達成される。本方法においては、（ａｒｇ、
ｖａｌ）対「ｅｎｈ＝＜ＸＭＬ＿ＵＲＬ＞」は、使用する「ＸＭＬ　ＵＲＬ」を指定する
。
　例：
　ｈｔｔｐ：／／ｅｓｗｉｔｃｈ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｅｓ？ｓｒｃ＝ｈｔｔｐ：／／ｓｏ
ｕｒｃｅ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｉｍａｇｅｓ／ｉｍｇｌ．ｊｐｇ＆ｅｎｈ＝ｈｔｔｐ：／／
ｓｏｕｒｃｅ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｔｅｍｐｌａｔｅｓ／ｅｎｈａｎｃｅ．ｘｍｌ．
　１）「ｓｒｃ」画像（ｈｔｔｐ：／／ｓｏｕｒｃｅ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｉｍａｇｅｓ／
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ｉｍｇｌ．ｊｐｇ）は、任意の背景層（層番号０）とＸＭＬ拡張ファイルで指定された他
の層との間に挿入されるソース層になる。
　２）ＸＭＬ（構成）ファイルは、他の層を説明する。更に、ビューポート制限を説明す
る。
　３）ＸＭＬ拡張方法は、ＵＲＬライン（ａｒｇ、ｖａｌ）対と共に使用することができ
ない（すなわち、この２つの方法は相互に排他的）。
【００４１】
　４．ＸＭＬ階層
　「ＸＭＬ　ＡＰＩ」で使用されるオブジェクトの階層を図５Ｃに示す。灰色がかった線
は属性を指す。濃い線は要素を示す。この階層において、属性は、簡単な形式を表し、要
素は、複雑な形式を表す。その後の節は、より詳細に階層内の要素及び属性を説明する。
階層内のいくつかの要素及び属性は、上級ユーザ用のものであり、灰色（非強調）テキス
トで示されている。
【００４２】
　５．画像変換
　画像変換は、画像階層化作動の詳細を包み込むための要素タグから成る。
【００４３】
（表：画像変換）

【００４４】
　６．層の共通の特性
　層は、空間的及び時間的挙動を説明する共通の特性を有する。
　ａ）空間的特性
　層の空間的特性は、「順位」属性及び「ｖｉｅｗｐｏｒｔ＿ｍａｐ」子要素で判断され
る。
【００４５】
（表：層の空間的属性）

【００４６】
　「Ｖｉｅｗｐｏｒｔ＿ｍａｐ」は、全ての層の共通の要素である。これによって層がビ
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　Ｗｉｎｄｏｗ：これは、層がマップされるべきビューポート内の領域である。デフォル
トにより、ウィンドウは、ビューポートに亘っている。
　Ｍｏｄｅ：これは、層をウィンドウに嵌め込む方法を説明する。デフォルトは、「適合
」である。
【００４７】
　以下の（上級）要素は、マッピング後に画像を再配置する上で有用である。
　Ａｌｉｇｎ：これは、層をウィンドウ内に整列させる方法を説明する。指定がない場合
、中央アラインメントが仮定される。
　Ｏｆｆｓｅｔ：これは、ウィンドウにマッピングした後に、層にオフセットを適用すべ
きかを説明する。指定がない場合、（０．０、０．０）というオフセットが仮定される。

【００４８】
（表１：Ｖｉｅｗｐｏｒｔ＿ｍａｐ）
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【００４９】
　ｂ）時間的特性
　時間的属性：「ｓｔａｒｔ＿ｔｉｍｅ」、「ｄｕｒａｔｉｏｎ」、及び「ｒｅｐｅａｔ
＿ｐｅｒｉｏｄ」は、全ての層によってサポートされる。
【００５０】
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【００５１】
　７．画像層
　画像層の属性及び子要素は、作成方法とビューポート内でウィンドウにマップする方法
とを決める。
【００５２】
（表：画像層の属性及び要素）

【００５３】
　ａ）ソース画像層
　「ｓｒｃ＝＜ＩＭＡＧＥ＿ＵＲＬ＞」（ａｒｇ、ｖａｌ）対によって指定された画像は
、「ソース」層になる。この層は、任意の背景（層順位０）と残りの層の間に挿入される
。この層は、「Ｖｉｅｗｐｏｒｔ＿ｍａｐ」に対するデフォルト属性値及び子要素値を有
する。
【００５４】
　８．テキスト層
　この層は、テキストレンディションをサポートする。

【００５５】
（表：テキスト層の属性及び要素）
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　９．ベジエ層
　ベジエ層は、ベクトルグラフィックを重ね合わせるために使用される。この層の意図は
、動的テキスト挿入機能でベクトルグラフィックをサポートすることである。
【００５７】
（表：ベジエ層の属性及び要素）
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【００５８】
（表：ベジエ層の「Ｔｅｘｔ＿ｂｏｘ」要素）
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　１０．ビューポート
　層がビューポート上にマップされて合併された状態で、得られる画像は、ビューポート
要素で指定された制限に従って、クライアントの好ましい画像フォーマットにマップされ
る。

【００６０】
（表：ビューポート要素）
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【００６１】
　ａ）アスペクト／アンカー層
　本発明では、ビューポート幅は、ターゲット装置の幅に設定される。しかし、ビューポ
ート高さは、「ａｓｐｅｃｔ＿ｌａｙｅｒ」によって定められたアスペクト比に基づいて
決定される。
　・「ａｓｐｅｃｔ＿ｌａｙｅｒ」＝－１：これは、最も単純な場合である。この場合、
アスペクト比は、ターゲット装置のディスプレイと同じである。
　例：ターゲットモバイル装置は、１００ｘ１２０である。従って、本発明では、１００
ｘ１２０であるビューポートが作成される。
　・「ａｓｐｅｃｔ＿ｌａｙｅｒ」＝何らかの画像層の順位番号：画像層のアスペクト比
でビューポートの高さが決まる。
　例：画像は、６４０ｘ４８０である。モバイル装置は、１００ｘ１００である。従って
、本発明では、１００ｘ７５であるビューポートが作成される。座標系はビューポートに
対して正規化されるので、全ての階層化は、この画像層に対するものとなる。
　・「ａｓｐｅｃｔ＿ｌａｙｅｒ」未指定（デフォルト）：アスペクト層が未指定の場合
、「最低」（「順位」において）画像層がアスペクト層として使用される。画像層がない
場合、「ａｓｐｅｃｔ＿ｌａｙｅｒ」は、－１に設定される。
　ビューポートの寸法は、最初は上述の方法に従って決定されるが、この寸法は、ファイ
ルサイズに関する制限を満たすように調節することができる。アスペクト比は、ビューポ
ートがサイズ変更された時に保持される。
【００６２】
　ｂ）Ｆｏｒｃｅ＿ｃｏｌｏｒｓ
　強制される色の組は、以下のフォーマットの１つで指定される。
　１）ＡＣＴ（．ａｃｔ）：「Ａｄｏｂｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｔａｂｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ」
（．ａｃｔ）：これは、色表を定める。色表内の色の組が使用される。
　２）ＧＩＦ（．ｇｉｆ）：色の組は、ＧＩＦ画像内にある第１の色パレットである。
　３）ＰＮＧ（．ｐｎｇ）：色の組は、ＰＮＧ画像内にある第１の色パレットである。
【００６３】
　モバイル装置は、一般的に以下の色モードの１つを有する。
　７）真の色：このモードにおいては、システムは、任意の色を表示することができる。
「Ｆｏｒｃｅ＿ｃｏｌｏｒｓ」は、この場合は効果がない。
　８）インデックス付きの色：このモードにおいては、システムは、限定された数の色を
表示することができる。インデックス付き色モード内には、２つのサブモードがある：
　ａ．固定パレット：固定パレットを有する装置は、柔軟性がないために「ｆｏｒｃｅ＿
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れらの装置の場合は無視される。
　ｂ．適応パレット：大きな部類の装置は、小さな組の色（例えば、２５６）に適合する
ことができるが、色は、任意の色とすることができる。「ｆｏｒｃｅ＿ｃｏｌｏｒｓ」は
、この場合に最も有用である。
　システムがサポートすることができる色が「ｆｏｒｃｅ＿ｃｏｌｏｒｓ」よりも多い場
合、「ｆｏｒｃｅ＿ｃｏｌｏｒｓ」内の色の全てが使用される。システムがサポートする
ことができる色が「ｆｏｒｃｅ＿ｃｏｌｏｒｓ」よりも少ない場合、「ｆｏｒｃｅ＿ｃｏ
ｌｏｒｓ」のサブセットが使用される。
【００６４】
　１１．クラスの定義
　「ＩｍａｇｅＴｒａｎｓｆｏｒｍ」クラス、「ＩｍａｇｅＬａｙｅｒ」クラス、及び「
Ｖｉｅｗｐｏｒｔ」クラスのＣ＋＋クラスの定義をここで示す。
　ａ）ＩｍａｇｅＴｒａｎｓｆｏｒｍ
【００６５】

【００６６】
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【００６９】
　ｂ）層クラス
　層クラスは、全ての層（画像、テキスト、その他）が導出される基本クラスである。
【００７０】
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【００７１】
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【００７４】
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【００７５】
　ｃ）画像層クラス
　「ＩｍａｇｅＬａｙｅｒ」は、層クラスから導出される。

【００７６】
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【００７８】
　ｄ）「Ｖｉｅｗｐｏｒｔ」クラス
【００７９】
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【００８３】
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【００８４】

【００８５】
　１２．階層化の例
　以下の副節は、ＸＭＬベースの階層化ＡＰＩの使用例を示す。
　ａ）グラフィックの重ね合わせ
　この例は、以下の制約の下でグラフィックをソース画像上に重ね合わせる方法を示す。
　○画像は、ビューポートに「合わせ」られる。
　○グラフィックは、ビューポートの右下隅に現状のままペーストされる。
　要求しているＵＲＬは、以下のようになるであろう。
　ｈｔｔｐ：／／ｅｓｗｉｔｃｈ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｅｓ？ｓｒｃ＝ｈｔｔｐ；／／ｓｏ
ｕｒｃｅ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｂｏｙ．ｊｐｇ＆ｅｎｈ＝ｈｔｔｐ：／／ｓｏｕｒｃｅ．ｆ
ｏｏ．ｃｏｍ／ｅｎｈａｎｃｅ．ｘｍｌ
　拡張ＸＭＬは、以下のようになるであろう。
【００８６】

【００８７】
　ｂ）フレーミング
　この節は、フレームを画像の上に重ねる例である。
　要求しているＵＲＬは、以下のようになるであろう。
　ｈｔｔｐ：／／ｅｓｗｉｔｃｈ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｅｓ？ｅｎｈ＝ｈｔｔｐ：／／ｓｏ
ｕｒｃｅ．ｆｏｏ．ｃｏｍ／ｅｎｈａｎｃｅ．ｘｍｌ
　拡張ＸＭＬを以下に示す。
　ビューポートの「ａｓｐｅｃｔ＿ｌａｙｅｒ」属性は、２に設定される。これによって
ビューポートは、強制的に画像層２、すなわち「ｉｍａｇｅ　ｌａｙｅｒ　２」と同じア
スペクト比を有する。
　「Ｉｍａｇｅ＿ｌａｙｅｒ　２」は、完全なビューポートにマップされる。
　画像層１は、「花」に透明に整列するサブウィンドウにマップされる。
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【００８８】

【００８９】
　ｃ）テキストの重ね合わせ
　この例は、テキストをビューポートの下部２０％の上に重ねる。
【００９０】

【００９１】
　Ｄ．内部作動の要約
　１．全体的作動
　図６Ａ～Ｂは、動的ビューポート階層化をサポートするために本発明によって使用され
る全体的な方法６００を示す流れ図を構成する。最初に、ストックＨＴＴＰサーバ（例え
ば、「Ａｐａｃｈｅ」サーバ）は、段階６０１に示すように、ターゲット画像を検索する
（例えば、画像リピジトリーから）ための（ブラウザ）クライアントからのＵＲＬのよう
なオンライン要求（例えば、ＭＴＭＬ要求）によって呼び出される。クライアントからの
このＨＴＴＰ呼び出し（オンライン要求）は、ＵＲＬ及びヘッダ（クライアントブラウザ
形式を識別するヘッダを含む）を備えた「ＨＴＴＰ　ＧＥＴ」指令を含む。ＵＲＬ自体は
、例えば、位置及び付随する名前／値の対を特定する一般的なウェブベースのＵＲＬを含
むことができる。クライアントがＨＰＰＴサーバを直接に呼び出した時、ＨＴＴＰサーバ
をシステムのフロントエンドと考えることができる。段階６０２に示すように、着信要求
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をフォークするのにプラグインモジュール（「ｅＳｗｔｉｃｈ（登録商標）」ハンドラ）
が使用される。ここで、「ｅＳｗｔｉｃｈ（登録商標）」ハンドラは、段階６０３に示す
ように、ブラウザクライアントを特定するために「ＨＴＴＰ　ＧＥＴ」ヘッダを検査し、
この識別結果から、ハンドラは、クライアント装置の形式又はアイデンティティ（すなわ
ち、装置タイプ）を推論することができる。この段階の作動中に、ハンドラは、例えば、
先に参照した本出願人所有の２０００年６月６日出願の米国特許出願出願番号第０９／５
８８，８７５号及び２００１年１１月８日出願の米国特許出願出願番号第１０／０１０，
６１６号で説明するように、ヘッダを適切な装置と適合させるために装置データベースを
調べる。
【００９２】
　装置の識別後に、ハンドラは、続いて段階６０４においてＸＭＬ（構成）ファイルをフ
ェッチする。クライアントによって提出された（段階６０１）ＵＲＬは、画像変換ツリー
の値（これは、ビューポート及び層の両方を説明する）を階層的に記憶する特定のＸＭＬ
ファイルを名前／値の対の１つとして指定する。段階６０５では、ストックＸＭＬパーサ
ー（例えば、「ｌｉｂＸＭＬ２」）を使用し、フェッチされたＸＭＬファイルをここで構
文解析することができる。その後、名前／値の属性は、画像変換ツリーのメモリ内コピー
を作成するために使用される。
【００９３】
　次の段階は、段階６０６に示すように、クライアントデータベースから導出されたビュ
ーポート情報を画像変換ツリー内の属性及びその値（例えば、階層化情報）の全てと合併
させることである。段階６０７では、画像変換モジュールを呼び出すと、本方法は、先に
進んで画像をレンダリングする（例えば、クライアントに対して最適化又はカスタマイズ
されたバージョンを動的に作成する）。特に、このような画像は、画像変換ツリー内の階
層化及びビューポート情報に従って、特定されたクライアント装置のビューポートに対し
てレンダリングされる。画像を要求されたフォーマットに変換することにより、クライア
ントの任意の画像フォーマット考慮事項（例えば、ＪＰＥＧフォーマット要件）を適用す
ることができる。先の処理は、反復的に行われる場合がある。例えば、動的に作成された
バージョンがクライアント装置に大きすぎるか又はクライアントの機能を超えるビット深
さを有すると見なされた場合、適合するバージョンを作成するためにこの段階が繰り返さ
れる。所定の反復中に、クライアント装置に対して最適化される画像を要求があり次第生
成するために、符号化／レンダリングパラメータ（例えば、画像寸法）を動的に調節する
ことができる。最後に、段階６０８で示すように、本方法は、完全にレンダリングされた
画像（制限に従って）を放出し、これは、次に、適切なフォーマットでクライアント装置
に返信される（例えば、無線接続を通じて、インターネット接続を通じて、又は無線イン
ターネット接続を通じてなど）。画像は、必要に応じて、今後の検索（例えば、同じ装置
タイプによる）に対してキャッシュに入れることができる。
【００９４】
　２．画像変換オブジェクト
　ＸＭＬ記述を近密に反映する「画像変換オブジェクト」クラス定義（ｃｌａｓｓ　Ｉｍ
ａｇｅＴｒａｎｓｆｏｒｍ）は、様々な画像層の作成／サポートを担うデータメンバーを
含む。各層自体は、その独自のオブジェクトを有する。「画像変換オブジェクト」のイン
スタンスが作成されると、組み込まれた全てのオブジェクトのインスタンスが同様に作成
される。
　「画像変換オブジェクト」は、「Ｒｅｎｄｅｒ」方法、すなわち、「Ｒｅｎｄｅｒ（）
」を含む。基本的な作動において、「Ｒｅｎｄｅｒ」方法では、各層が正しくレンダリン
グされるように、対応するレンダリング方法が各組込オブジェクト上に呼び出される。レ
ンダリングは、ビューポートのメモリ内のバージョン（例えば、正規フォーマット、ビッ
トマップなど）、すなわち、ビューポートオブジェクトに対して行われる。最終的には、
各組込オブジェクトは、「候補」レンダリング済み画像を生成するためにビューポートオ
ブジェクトに対してレンダリングされる。次に、候補画像は、候補変換画像を生成するた
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）。候補画像が変換された状態で、得られる画像は、図４で上述したように適切な制限（
例えば、ファイルサイズ）に順守しているかを検査される。例えば、完全にレンダリング
された画像がＪＰＥＧに変換された場合、得られるＪＰＥＧファイルは、ファイルが最大
指定ファイルサイズを超える場合は、最終出力として許容可能なものではない。従って、
ターゲットクライアントに適用可能な制限に従う最終画像ファイル生成するために、ビュ
ーポートを「再マッピング」して画像を再レンダリングする（必要であれば）段階を含ん
で、処理を反復することができる。内部的には、「ファイルサイズ制御」ブロックは、新
しいファイルサイズを取得するために、異なる組の（制御）パラメータを推定する（例え
ば、ビューポートサイズ、ビット深さ、ＪＰＥＧ品質などの低減）。例えば、変換された
候補画像のサイズが大きすぎる場合、本方法では、より小さいファイルサイズを有する変
換された候補画像を生成するためのより小さな画面を有するビューポートをリセットする
ことができる。
【００９５】
　本発明を１つの好ましい実施形態及びいくつかの代替形態を特に参照してある程度詳細
に説明したが、本発明をその特定実施形態又はその特定代替形態に限定する意図はない。
例えば、クライアント装置で画像を「表示すること」に着目する例が示された。当業者は
、印刷のような他のクライアント側出力又はレンダリングが本発明の適用から恩典を得る
ことができることを認めるであろう。従って、当業者は、本発明の教示から逸脱すること
なく好ましい実施形態に修正を為し得ることを認めるものである。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の実施に適切なデジタルカメラの非常に一般的なブロック図である。
【図２Ａ】従来のデジタル画像装置のブロック図である。
【図２Ｂ】デジタルカメラの作動を指図し、画像データを処理するために設けられた従来
の搭載プロセッサ又はコンピュータのブロック図である。
【図３】本発明が好ましく組み込まれる例示的な無線接続環境を示すブロック図である。
【図４】良好な画像品質を維持しながらターゲット装置制限を満たすために使用される本
発明の反復最適化／カスタマイズ化の方法を示す図である。
【図５Ａ】階層化ＡＰＩを示し、様々な層を組み合わせる方法を説明するために準備され
た図である。
【図５Ｂ】好ましく使用されるビューポート座標系を示す図である。
【図５Ｃ】本発明の「ＸＭＬ　ＡＰＩ」で使用されるオブジェクトの階層を示すグラフで
ある。
【図６Ａ】動的ビューポート階層化をサポートする本発明によって使用される全体的方法
を示す流れ図である。
【図６Ｂ】動的ビューポート階層化をサポートする本発明によって使用される全体的方法
を示す流れ図である。
【符号の説明】
【００９７】
　６００　本発明によって使用される全体的な方法
　６０２　着信要求をフォークするのにプラグインモジュールを使用する段階
　６０４　ＸＭＬ（構成）ファイルをフェッチする段階
　６０７　画像をレンダリングする段階
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【図２Ｂ】 【図３】
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