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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザインターフェース要素とのユーザ相互作
用に応答して、適切な確認ハプティック効果を生成する
ハプティック確認システムを提供する。
【解決手段】システム１０において、確認ハプティック
効果は、コンテキストメタデータに基づく。コンテキス
トメタデータは１つ以上のハプティックパラメータにマ
ッピングされる。ハプティック信号は、１つ以上のハプ
ティックパラメータに基づいて生成され、ハプティック
信号を受信するように構成されるアクチュエータ２６に
送信される。アクチュエータ２６は、確認ハプティック
効果を生成するためにハプティック信号を利用する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　確認ハプティック効果を生成するためのコンピュータにより実装された方法であって、
　ユーザインターフェース要素のユーザ相互作用に関連するコンテキストメタデータを受
信するステップと、
　受信した前記コンテキストメタデータを１つ以上のハプティックパラメータにマッピン
グするステップと、
　少なくとも部分的に前記１つ以上のハプティックパラメータに基づいてハプティック信
号を生成するステップと、
　前記確認ハプティック効果を生成するために前記ハプティック信号をアクチュエータに
送信するステップと、
を含む、コンピュータにより実装された方法。
【請求項２】
　ユーザ入力に基づいて前記１つ以上のハプティックパラメータを修飾するステップをさ
らに含む、請求項１に記載のコンピュータにより実装された方法。
【請求項３】
　前記ユーザ入力が、前記ユーザにより定義される１つ以上の乗数を含み、
　前記１つ以上のハプティックパラメータの各々に含まれる各々の値が前記１つ以上の乗
数に基づく、請求項２に記載のコンピュータにより実装された方法。
【請求項４】
　前記１つ以上の乗数が、全てのユーザインターフェース要素について全体的に定義され
る、請求項３に記載のコンピュータにより実装された方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の乗数が、特定のユーザインターフェース要素または特定の複数のユーザ
インターフェース要素について局所的に定義される、請求項３に記載のコンピュータによ
り実装された方法。
【請求項６】
　前記コンテキストメタデータが、前記ユーザインターフェース要素の１つ以上の物理的
性質を示すデータ、前記ユーザインターフェース要素の機能を示すデータ、前記ユーザイ
ンターフェース要素の履歴を示すデータ、またはセンサ入力データのうちの少なくとも１
つを含む、請求項１に記載のコンピュータにより実装された方法。
【請求項７】
　前記１つ以上のハプティックパラメータが、大きさハプティックパラメータ、周波数ハ
プティックパラメータ、持続時間ハプティックパラメータ、振幅ハプティックパラメータ
、または波形ハプティックパラメータのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の
コンピュータにより実装された方法。
【請求項８】
　前記ユーザインターフェース要素が、デバイスの物理要素またはデバイスの仮想要素の
うちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のコンピュータにより実装された方法。
【請求項９】
　前記ユーザインターフェース要素の次のユーザインターフェースに関連する他のコンテ
キストメタデータを受信するステップと、
　前記他のコンテキストメタデータを１つ以上の他のハプティックパラメータにマッピン
グするステップと、
　少なくとも部分的に前記１つ以上の他のハプティックパラメータに基づいて別のハプテ
ィック信号を生成するステップと、
　別の確認ハプティック効果を生成するために前記別のハプティック信号を前記アクチュ
エータに送信するステップであって、前記別の確認ハプティック効果が前記確認ハプティ
ック効果と異なる、ステップと、
をさらに含む、請求項１に記載のコンピュータにより実装された方法。
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【請求項１０】
　ハプティック確認モジュールを記憶するように構成されるメモリと、
　前記メモリに記憶された前記ハプティック確認モジュールを実行するように構成される
プロセッサと、
　１つ以上の確認ハプティック効果を出力するように構成されるアクチュエータと、
を含み、
　前記ハプティック確認モジュールは、ユーザインターフェース要素のユーザ相互作用に
関連するコンテキストメタデータを受信するように構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、受信した前記コンテキストメタデータを１つ以上
のハプティックパラメータにマッピングするようにさらに構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、少なくとも部分的に前記１つ以上のハプティック
パラメータに基づいてハプティック信号を生成するようにさらに構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、前記確認ハプティック効果を生成するために前記
ハプティック信号をアクチュエータに送信するようにさらに構成される、
ハプティック確認システム。
【請求項１１】
　前記ハプティック確認モジュールが、ユーザ入力に基づいて前記１つ以上のハプティッ
クパラメータを修飾するようにさらに構成される、請求項１０に記載のハプティック確認
システム。
【請求項１２】
　前記コンテキストメタデータが、前記ユーザインターフェース要素の１つ以上の物理的
性質を示すデータ、前記ユーザインターフェース要素の機能を示すデータ、前記ユーザイ
ンターフェース要素の履歴を示すデータ、またはセンサ入力データのうちの少なくとも１
つを含む、請求項１０に記載のハプティック確認システム。
【請求項１３】
　前記１つ以上のハプティックパラメータが、大きさハプティックパラメータ、周波数ハ
プティックパラメータ、持続時間ハプティックパラメータ、振幅ハプティックパラメータ
、または波形ハプティックパラメータのうちの少なくとも１つを含む、請求項１０に記載
のハプティック確認システム。
【請求項１４】
　前記ユーザインターフェース要素が、キーボードまたはデバイスのタッチスクリーンに
表示されるボタンのうちの少なくとも１つを含む、請求項１０に記載のハプティック確認
システム。
【請求項１５】
　プロセッサにより実行された場合、前記プロセッサに請求項１～９のいずれか一項に記
載の方法を実装させる、記憶された命令を有するコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一実施形態は概して、デバイス、より具体的にはハプティック効果を生成するデバイス
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハプティックは、力、振動、および動作などのハプティックフィードバック効果（すな
わち「ハプティック効果」）をユーザに適用することにより、ユーザの触覚を利用する触
知性および力フィードバック技術である。モバイルデバイス、タッチスクリーンデバイス
、およびパーソナルコンピュータなどのデバイスは、ユーザがデバイスと首尾良く相互作
用している確認のような、デバイスとのユーザの相互作用に応答して確認ハプティック効
果を生成するように構成され得る。例えば、ユーザが、例えば、ボタン、タッチスクリー
ン、レバー、ジョイスティック、ホイール、または一部の他のコントロールを使用してデ
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バイスと相互作用する場合、ハプティック信号が生成され得、そのハプティック信号は、
そのデバイスに適切な確認ハプティック効果を生成させる。ユーザは確認ハプティック効
果を経験でき、デバイスとの首尾良い相互作用を認識できる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一実施形態は、確認ハプティック効果を生成するハプティック確認システムである。そ
のシステムは、ユーザインターフェース要素のユーザ相互作用と関連するコンテキストメ
タデータを受信する。そのシステムはさらに、受信したコンテキストメタデータを１つ以
上のハプティックパラメータにマッピングする。そのシステムはさらに、少なくとも部分
的に１つ以上のハプティックパラメータに基づいたハプティック信号を生成する。そのシ
ステムはさらに、確認ハプティック効果を生成するためにハプティック信号をアクチュエ
ータに送信する。
【０００４】
　さらなる実施形態、詳細、利点、および修飾は、添付の図面と共に好ましい実施形態の
以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の一実施形態に係るハプティック確認システムのブロック図を示す。
【図２】本発明の一実施形態に係る１つ以上のハプティックパラメータに対するコンテキ
ストメタデータのマッピングを示す。
【図３】本発明の一実施形態に係るハプティックパラメータスライダユーザインターフェ
ースを示す。
【図４】本発明の一実施形態に係るハプティック確認モジュールの機能のフローチャート
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　一実施形態は、タッチスクリーン内に表示されたボタンまたはキーボードなどのデバイ
スのユーザインターフェース要素との相互作用に応答して確認ハプティック効果を生成で
きるハプティック確認システムであり、その確認ハプティック効果は、ユーザインターフ
ェース要素の相互作用と関連する、コンテキストメタデータ、または一部の他のメタデー
タに基づいてカスタマイズされてもよい。そのようなコンテキストメタデータは、ユーザ
インターフェース要素のサイズまたは形状などのユーザインターフェース要素の１つ以上
の物理的性質を示すデータを含んでもよい。コンテキストメタデータはまた、ユーザイン
ターフェース要素の機能を示すデータを含んでもよい。
【０００７】
　例えば、コンテキストメタデータは、ユーザインターフェース要素が、電子メールメッ
セージまたはテキストメッセージの作成を開始するかどうかを示すデータを含んでもよい
。コンテキストメタデータはまた、ユーザインターフェース要素との相互作用の履歴を示
すデータを含んでもよい。例えば、コンテキストメタデータは、ユーザがユーザインター
フェース要素（ここでユーザインターフェース要素は物理的要素、例えばキーボードであ
る）にタイプするか、またはユーザインターフェース要素（ここでユーザインターフェー
ス要素はデバイスのタッチスクリーン内に表示できる仮想要素、例えばボタンである）に
タッチする速度を示すデータを含んでもよい。コンテキストメタデータはまた、ユーザに
よりユーザインターフェース要素に適用されたタッチにより生成された検出された力のよ
うな、センサ入力データを含んでもよい。確認ハプティック効果のカスタマイズは、限定
されないが、大きさ、持続時間、周波数、および波形などの１つ以上のハプティックパラ
メータの修飾であってもよい。このようにハプティック確認システムは、単一のユーザイ
ンターフェース要素のための複数の可能な確認ハプティックイベントを生成でき、各確認
ハプティックイベントはコンテキストメタデータに基づいて個々にカスタマイズされる。
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【０００８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るハプティック確認システム１０のブロック図を示す
。一実施形態において、システム１０はデバイスの一部であり、システム１０はデバイス
のためのハプティック確認機能を提供する。単一のシステムとして示されるが、システム
１０の機能は分散システムとして実装されてもよい。システム１０は、情報を通信するた
めのバス１２または他の通信機構、および情報を処理するためのバス１２に連結されるプ
ロセッサ２２を含む。プロセッサ２２は汎用または特定目的のプロセッサのいずれの種類
であってもよい。システム１０はさらに、情報を記憶するためのメモリ１４およびプロセ
ッサ２２により実行される命令を含む。メモリ１４は、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡ
Ｍ」）、リードオンリメモリ（「ＲＯＭ」）、磁気ディスクもしくは光ディスクなどの静
的記憶装置、または任意の他の種類のコンピュータ可読媒体の任意の組み合わせから構成
されてもよい。
【０００９】
　コンピュータ可読媒体は、プロセッサ２２によりアクセスされ得る任意の利用可能な媒
体であってもよく、揮発性媒体および非揮発性媒体の両方、リムーバルおよびノンリムー
バル媒体、通信媒体、ならびに記憶媒体を含んでもよい。通信媒体は、搬送波または他の
搬送機構などの変調データ信号内にコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジ
ュールまたは他のデータを含んでもよく、当該技術分野において公知の任意の他の形態の
情報送信媒体を含んでもよい。記憶媒体は、ＲＡＭ、フラッシュメモリ、ＲＯＭ、消去可
能プログラマブルリードオンリメモリ（「ＥＰＲＯＭ」）、電気的消去可能プログラマブ
ルリードオンリメモリ（「ＥＥＰＲＯＭ」）、レジスタ、ハードディスク、リムーバルデ
ィスク、コンパクトディスクリードオンリメモリ（「ＣＤ－ＲＯＭ」）、または当該技術
分野において公知の任意の他の形態の記憶媒体を含んでもよい。
【００１０】
　一実施形態において、メモリ１４は、プロセッサ２２により実行される場合、機能を提
供するソフトウェアモジュールを記憶する。モジュールは、システム１０のためのオペレ
ーティングシステム機能を提供するオペレーティングシステム１５、ならびに一実施形態
におけるモバイルデバイスの残りを含む。モジュールはさらに、以下により詳細に開示さ
れるように確認ハプティック効果を生成するハプティック確認モジュール１６を含む。特
定の実施形態において、ハプティック確認モジュール１６は複数のモジュールを含んでも
よく、各個々のモジュールは確認ハプティック効果を生成するための特定の個々の機能を
提供する。システム１０は典型的に、Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによ
るＩｎｔｅｇｒａｔｏｒ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｐｌａｔｆｏｒｍな
どの追加の機能を含むように１つ以上の追加のアプリケーションモジュール１８を含む。
【００１１】
　リモートソースからデータを送信および／または受信する実施形態において、システム
１０はさらに、赤外線、無線、Ｗｉ－Ｆｉ、またはセルラーネットワーク通信などの移動
無線ネットワーク通信を提供するために、ネットワークインターフェースカードなどの通
信デバイス２０を含む。他の実施形態において、通信デバイス２０は、イーサネット（登
録商標）接続またはモデムなどの有線ネットワーク接続を提供する。
【００１２】
　プロセッサ２２はさらに、バス１２を介して、グラフィック描写を表示するための液晶
ディスプレイ（「ＬＣＤ」）などのディスプレイ２４またはユーザに対するユーザインタ
ーフェースに接続される。ディスプレイ２４は、プロセッサ２２から信号を送信し、受信
するように構成される、タッチスクリーンなどのタッチセンサ入力デバイスであってもよ
く、マルチタッチのタッチスクリーンであってもよい。プロセッサ２２はさらに、マウス
またはタッチペンなどのユーザがシステム１０と相互作用できるキーボードまたはカーソ
ルコントロール２８に接続されてもよい。
【００１３】
　一実施形態において、システム１０はさらに、アクチュエータ２６を含む。プロセッサ
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２２は、生成されたハプティック効果に関連するハプティック信号をアクチュエータ２６
に送信してもよく、次いで振動触覚ハプティック効果などのハプティック効果を出力する
。アクチュエータ２６はアクチュエータ駆動回路を含む。アクチュエータ２６は、例えば
、電気モータ、電磁気アクチュエータ、音声コイル、形状記憶合金、電気活性ポリマー、
ソレノイド、偏心回転モータ（「ＥＲＭ」）、線形共鳴アクチュエータ（「ＬＲＡ」）、
圧電アクチュエータ、高帯域アクチュエータ、電気活性ポリマー（「ＥＡＰ」）アクチュ
エータ、静電摩擦ディスプレイ、または超音波振動発生器であってもよい。代替の実施形
態において、システム１０は、アクチュエータ２６に加えて１つ以上の追加のアクチュエ
ータを含んでもよい（図１に示さず）。他の実施形態において、システム１０とは別個の
デバイスが、ハプティック効果を生成するアクチュエータを含み、システム１０は、生成
されたハプティック効果信号を、通信デバイス２０を介して、そのデバイスに送信する。
【００１４】
　一実施形態において、システム１０はさらに、センサ３０を含む。センサ３０は、エネ
ルギーの形態、または限定されないが、加速度、生体信号、距離、流量、力／圧力／歪／
屈曲、湿度、線形位置、配向／傾斜、無線周波数、回転位置、回転速度、スイッチの操作
、温度、振動、および可視光強度などの他の物理特性を検出するように構成されてもよい
。センサ３０はさらに、検出されたエネルギーまたは他の物理特性を、電気信号または仮
想センサ情報を表す任意の信号に変換するように構成されてもよい。センサ３０は、限定
されないが、加速度計、心電図、脳電図、筋電図、眼電図、電子口蓋図（ｅｌｅｃｔｒｏ
ｐａｌａｔｏｇｒａｐｈ）、電気皮膚反応センサ、容量センサ、ホール効果センサ、赤外
線センサ、超音波センサ、圧力センサ、光ファイバセンサ、屈曲センサ（ｆｌｅｘｉｏｎ
　ｓｅｎｓｏｒ）（または屈曲センサ（ｂｅｎｄ　ｓｅｎｓｏｒ））、力感応抵抗器、ロ
ードセル、ＬｕＳｅｎｓｅ　ＣＰＳ２１５５、小型圧力トランスデューサ、圧電センサ、
歪みゲージ、湿度計、線形位置タッチセンサ、線形電位差計（またはスライダ）、線形可
変差動変圧器、加速度計、コンパス、傾斜計、磁性タグ（または無線自動識別タグ）、回
転エンコーダ、回転式ポテンショメータ、ジャイロスコープ、オン・オフスイッチ、温度
センサ（例えば熱電対、抵抗温度検出器、サーミスタ、および温度変換集積回路）、マイ
クロホン、光度計、高度計、温度計、生物学的モニタ、または光依存性抵抗器などの任意
のデバイスであってもよい。
【００１５】
　図２は、本発明の一実施形態に係る、１つ以上のハプティックパラメータに対するコン
テキストメタデータのマッピングを示す。以前に記載したように、デバイスはユーザイン
ターフェース要素を含んでもよく、ユーザインターフェース要素は、ユーザが相互作用で
きるデバイスの物理的要素または仮想要素であってもよい。物理的ユーザインターフェー
ス要素の例は、キーボードまたはマウスなどのカーソルコントロールである。仮想ユーザ
インターフェース要素の例は、ボタン、スライダ、スクローラ、スイッチ、チェックボッ
クス、およびラジオボックスなどのタッチスクリーン内に表示されるアイコンである。以
前に記載したように、ユーザはユーザインターフェース要素と相互作用でき、ユーザイン
ターフェース要素との相互作用はユーザインターフェース要素の物理的操作を含んでもよ
い。ユーザインターフェース要素の物理的操作の例は、ユーザインターフェース要素をタ
ッチすること（例えばキーボードをタッチすること、またはボタンもしくは一部の他の種
類のユーザインターフェース要素が表示されるタッチスクリーンをタッチすること）であ
る。
【００１６】
　ユーザインターフェース要素との相互作用は１つ以上の種類のコンテキストメタデータ
（コンテキストメタデータ２１０として図２に示した）の作成を含んでもよく、コンテキ
ストメタデータは、ユーザインターフェース要素との相互作用のコンテキストと関連する
任意のデータであってもよい。コンテキストメタデータは、ユーザインターフェース要素
との相互作用に応答して確認ハプティック効果を生成するために使用されてもよい。以下
により詳細に記載するように、確認ハプティック効果は、ユーザインターフェース要素と
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の相互作用を確認するために、ユーザインターフェース要素とのユーザ相互作用に応答し
て生成され得る、力、振動、および動作などのハプティックフィードバック効果であって
もよい。
【００１７】
　コンテキストメタデータの例は、ユーザインターフェース要素の１つ以上の物理的性質
（物理的性質２１１として図２に示した）を示すデータである。１つ以上の物理的性質は
ユーザインターフェース要素のサイズまたは形状を含んでもよく、ユーザインターフェー
ス要素のサイズは１つ以上のサイズパラメータを含んでもよく、ユーザインターフェース
要素の形状は１つ以上の形状パラメータを含んでもよい。例えば、１つ以上の物理的性質
は、デバイスのタッチスクリーン内に表示されるボタンのサイズ（すなわち、ボタンの１
つ以上のサイズパラメータ）を含んでもよい。この例において、確認ハプティック効果は
ボタンの１つ以上のサイズパラメータに基づいて生成されてもよい。したがって、小さな
ボタンは、ユーザにとって大きなボタンとは異なる感覚（例えば「より軽い」）であって
もよい。別の例において、１つ以上の物理的性質はボタンの形状（すなわち、ボタンの１
つ以上の形状パラメータ）を含んでもよい。別の例において、１つ以上の物理的性質は、
ボタンのサイズおよび形状の両方（すなわちボタンの１つ以上のサイズパラメータおよび
ボタンの１つ以上の形状パラメータ）を含んでもよい。したがって、ユーザが相互作用す
るボタン（または他のユーザインターフェース要素）のサイズおよび形状の両方が、生成
される確認ハプティック効果を決定するために使用されてもよい。
【００１８】
　コンテキストメタデータの別の例は、ユーザインターフェース要素の機能（機能２１２
として図２に示した）を示すデータである。機能は、ユーザインターフェース要素または
ユーザインターフェース要素との相互作用のいずれかに機能的に関連してもよい。例えば
、機能は、ユーザインターフェース要素内のキャラクタ、または文字の入力であってもよ
い。別の例として、機能は、ユーザインターフェース要素との相互作用時にユーザインタ
ーフェース要素により起動され得る、テキストメッセージ、またはＥメールメッセージの
作成であってもよい。したがって、ユーザインターフェース要素の機能は、生成される確
認ハプティック効果を決定するために使用されてもよい。例えば、文字がフィールド内の
入力である場合、タッチスクリーン内に表示されるフィールド内のキャラクタの入力が、
生成される確認ハプティック効果とは異なる確認ハプティック効果を生成してもよい。別
の例として、テキストメッセージを作成するためにタッチスクリーン内に表示されるボタ
ンの押圧が、確認ハプティック効果を生成させてもよい。しかしながら、Ｅメールメッセ
ージを作成するためにタッチスクリーン内に表示されるボタンの同じ押圧が、異なる確認
ハプティック効果を生成させてもよい。
【００１９】
　コンテキストメタデータの別の例は、ユーザインターフェース要素の履歴（履歴２１３
として図２に示した）を示すデータである。履歴は、ユーザインターフェース要素との１
つ以上の以前の相互作用に関連する履歴であってもよい。例えば、ユーザインターフェー
ス要素（キーボードまたはタッチスクリーン内に表示されるボタンなど）の履歴はタイピ
ング速度（すなわち、ユーザがキーボードにタイプする速度またはタッチスクリーン内に
表示されるボタンをタッチする速度）であってもよい。一例として、ゆっくりとしたタイ
ピング速度で望ましいと感じる確認ハプティック効果は、速いタイピング速度で望ましく
ないと感じてもよい。このことについての１つの理由は、確認ハプティック効果を生成す
るアクチュエータが、特定の速度でカスケード確認ハプティック効果を生成できないから
である。なぜなら、各々の確認ハプティック効果の持続時間は、各々のキーストロークの
間の持続時間より長くなり得るからである。このために、確認ハプティック効果は互いに
混合されてもよく、「感傷的な（ｍｕｓｈｙ）」ハプティック経験を生成する。このため
の別の理由は、最初の確認ハプティック効果の大きさが、次に生成される１つ以上の弱い
確認ハプティック効果を圧倒するほど非常に強くなり得るということであり得る。したが
って、タイピング速度は、複数の確認ハプティック効果が互いに混合することまたは他の
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望ましくない結果を引き起こすことを避けるために、確認ハプティック効果の大きさ、持
続時間、または他のパラメータを自動的に拡大縮小するように使用されてもよい。タイピ
ング速度は、ユーザインターフェース要素との複数の相互作用の後に決定されてもよい。
したがって、確認ハプティック効果の修飾は、タイピング速度の変化が識別されると（す
なわち複数の相互作用の後に）すぐに行われてもよい。
【００２０】
　コンテキストメタデータの別の例はセンサ入力データ（センサ入力データ２１４として
示した）である。以前に記載したように、センサはユーザインターフェース要素との相互
作用に関連するセンサ入力データを生成できる。例えば、センサは、ユーザがユーザイン
ターフェース要素（キーボードまたはタッチスクリーン内に表示されるボタンなど）をタ
ッチすることにより生成される圧力に関連するセンサ入力データを生成できる。圧力に基
づいて、対応する確認ハプティック効果が生成されてもよい。例えば、圧力が増加する（
すなわち、ユーザがユーザインターフェース要素を強くタッチする）と、確認ハプティッ
ク効果の大きさが増加（または減少）し得る。別の例として、センサは、ユーザが従事し
ている身体的活動、例えばウォーキングまたはランニングを示し得るデバイスの加速度に
関連する入力データを生成できる。さらに別の例として、センサは、ユーザの環境により
生成される音に関連する入力データを生成できる。音に基づいて、ユーザの環境が騒々し
いと決定されてもよく、確認ハプティック効果の大きさ（または振幅もしくは強度）が増
加されるべきであると決定されてもよい。別の例として、センサは、さらなる画像、ビデ
オ、または音などの処理データから作成される情報または信号により表される入力データ
を生成できる。例えば、ユーザインターフェース内に表示される仮想レーシングカーであ
るユーザインターフェース要素が、確認ハプティック効果を、車の仮想速度、車のカメラ
視野角への接近の仕方、または車のサイズに基づいて修飾させてもよい。
【００２１】
　コンテキストメタデータはまた、任意の他の種類のコンテキストメタデータ（他のコン
テキストメタデータ２１５として図２に示した）であってもよい。これは、ユーザインタ
ーフェース要素との相互作用に関連する任意の種類のデータであってもよい。特定の実施
形態において、メモリまたは別のコンピュータ可読媒体もしくは有形的表現媒体に記憶さ
れ、プロセッサにより実行されるソフトウェアは、上述の種類のコンテキストメタデータ
のうちの１つ以上を生成できる。さらに、メモリまたは別のコンピュータ可読媒体もしく
は有形的表現媒体に記憶され、プロセッサにより実行されるソフトウェアは、コンテキス
トメタデータを受信し、読み取ることができる。そのようなソフトウェアは、（特定の実
施形態において、他の受信された入力データに加えて）コンテキストメタデータを、１つ
以上のハプティックパラメータにマッピングできる（マッピングはマッピング２２０とし
て図２に示した）。そのようなマッピングはさらに以下により詳細に記載される。
【００２２】
　実施形態によれば、確認ハプティック効果がユーザインターフェース要素とのユーザ相
互作用を確認できる場合、適切な確認ハプティック効果を生成するために、１つ以上のハ
プティックパラメータが生成されてもよい（１つ以上のハプティックパラメータはハプテ
ィックパラメータ２３０として図２に示す）。上記のように、確認ハプティック効果は、
ユーザインターフェース要素との相互作用を確認するために、ユーザインターフェース要
素とのユーザ相互作用に応答して生成され得る、力、振動、および動作などのハプティッ
クフィードバック効果である。特定の実施形態において、確認ハプティック効果は静的ハ
プティック効果である。また、特定の実施形態において、確認ハプティック効果は、ハプ
ティック効果のライブラリーに記憶されてもよく、ハプティック効果のライブラリーから
選択されてもよい。特定の実施形態において、ハプティック効果のライブラリーはメモリ
に記憶されてもよい。ハプティックパラメータは、大きさ、周波数、持続時間、振幅（す
なわち強度）、波形、または任意の他の種類の定量可能なハプティックパラメータなどの
ある量のハプティック効果の質である。実施形態によれば、確認ハプティック効果は１つ
以上のハプティックパラメータにより少なくとも部分的に定義されてもよく、１つ以上の
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ハプティックパラメータは確認ハプティック効果の特徴を定義してもよい。１つ以上のハ
プティックパラメータはさらに以下により詳細に記載される。
【００２３】
　上記のように、１つ以上のハプティックパラメータを生成するために、入力データは、
１つ以上のハプティックパラメータにマッピングされてもよい。より具体的には、１つ以
上のハプティックパラメータは、少なくとも部分的に入力データに基づいて生成されても
よい。マッピングの一部として、コンテキストメタデータは、１つ以上のハプティックパ
ラメータ（コンテキストメタデータマッピング２２１として図２に示した）にマッピング
されてもよい。より具体的には、１つ以上のハプティックパラメータは各々、少なくとも
部分的にコンテキストメタデータに基づき得る値を含んでもよい。例えば、コンテキスト
メタデータ（ユーザインターフェース要素のサイズなど）は特定の値であり、１つ以上の
ハプティックパラメータは同様に特定の値と共に生成されてもよい。したがって、コンテ
キストメタデータは１つ以上のハプティックパラメータを少なくとも部分的に定義できる
。
【００２４】
　特定の実施形態において、コンテキストメタデータマッピングは、確認ハプティック効
果が生成される前に実施される唯一のマッピングである。しかしながら、代替の実施形態
において、コンテキストメタデータマッピングは他のマッピングと組み合わされてもよい
。例えば、特定の実施形態において、コンテキストメタデータマッピングに加えて、ユー
ザはカスタマイズされたマッピング（ユーザカスタマイズマッピング２２２として図２に
示す）を実施できる。カスタマイズされたマッピングの一部として、１つ以上のハプティ
ックパラメータは、ユーザにより定義される１つ以上の乗数に基づいて修飾されてもよい
。より具体的には、１つ以上のハプティックパラメータについての値は、ユーザにより定
義される１つ以上の乗数に基づいて修飾されてもよい。ユーザにより定義される１つ以上
の乗数はスライダユーザインターフェースの一部である１つ以上のスライダに基づいても
よい。スライダユーザインターフェースは図３に関して以下により詳細に記載される。１
つ以上のハプティックパラメータを修飾することにより、確認ハプティック効果は１つ以
上の乗数に基づいて修飾されてもよい。特定の実施形態において、１つ以上の乗数は全て
のユーザインターフェース要素について全体的に定義されてもよい。他の実施形態におい
て、１つ以上の乗数は、特定のユーザインターフェース要素、または特定の複数のユーザ
インターフェース要素について局所的に定義されてもよい。特定の実施形態において、ユ
ーザカスタマイズマッピングはコンテキストメタデータマッピングの後に実施される。代
替の実施形態において、ユーザカスタマイズマッピングはコンテキストメタデータマッピ
ングの前に実施される。特定の実施形態において、１つ以上の乗数は全てのユーザインタ
ーフェース要素に一貫して適用される。代替の実施形態において、１つ以上の乗数は、各
ユーザインターフェース要素に関連するコンテキストメタデータに基づいてユーザインタ
ーフェース要素に適用される。例えば、乗数が低い値である場合、小さなボタンと大きな
ボタンとの間のハプティックパラメータの相違（大きさなど）が減少してもよい。しかし
ながら、乗数が高い値である場合、小さなボタンと大きなボタンとの間のハプティックパ
ラメータの相違が増加してもよい。
【００２５】
　特定の実施形態において、コンテキストメタデータマッピング、およびユーザカスタマ
イズマッピングに加えて、１つ以上の他のマッピングが実施される（他のマッピング２２
３として図２に示した）。例えば、テーママッピングが実施されてもよく、そのテーママ
ッピングは定義されたテーマに基づいて１つ以上のハプティックパラメータを修飾するこ
とを含み、１つ以上のハプティック効果を生成するために、テーマは、１つ以上のハプテ
ィック効果、および１つ以上のユーザインターフェース要素に対する１つ以上のハプティ
ックパラメータのマッピングを含むインストール可能なパッケージである。別の例として
、ダイナミックマッピングが実施されてもよく、複数のユーザインターフェース要素相互
作用からのデータ（コンテキストメタデータなど）は１つ以上のハプティックパラメータ
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にマッピングされてもよい。１つ以上の他のマッピングはまた、任意の他の種類のマッピ
ングであってもよく、データは１つ以上のハプティックパラメータにマッピングされる。
【００２６】
　上記のように、１つ以上のハプティックパラメータは、１つ以上のマッピングに基づい
て生成されてもよい（ここで１つ以上のハプティックパラメータはハプティックパラメー
タ２３０として図２に示す）。また上記のように、ハプティックパラメータはある量のハ
プティック効果の質である。ハプティックパラメータはハプティックパラメータに関連す
る値を有してもよい。ハプティックパラメータの例は、大きさハプティックパラメータ（
大きさ２３１として図２に示す）であり、大きさハプティックパラメータは確認ハプティ
ック効果の大きさの値を定義する。ハプティックパラメータの別の例は周波数ハプティッ
クパラメータ（周波数２３２として図２に示す）であり、周波数ハプティックパラメータ
は確認ハプティック効果の周波数の値を定義する。ハプティックパラメータのさらに別の
例は、持続時間ハプティックパラメータ（持続時間２３３として図２に示す）であり、持
続時間ハプティックパラメータは確認ハプティック効果の持続時間の値を定義する。ハプ
ティックパラメータのさらに別の例は波形ハプティックパラメータ（波形２３４として図
２に示す）であり、波形持続時間ハプティックパラメータは確認ハプティック効果の波形
の値を定義する。ハプティックパラメータの他の例は、確認ハプティック効果の定量可能
な値を定義する任意の他の種類の定量可能なハプティックパラメータを含む。
【００２７】
　特定の実施形態において、メモリまたは別のコンピュータ可読媒体もしくは有形的表現
媒体に記憶され、プロセッサにより実行されるソフトウェアは、１つ以上のハプティック
パラメータを読み取り、少なくとも部分的に１つ以上のハプティックパラメータに基づい
て１つ以上のハプティック信号を生成できる。特定の実施形態において、１つ以上のハプ
ティックパラメータはハプティック信号の１つ以上の特徴を定義する。例えば、大きさハ
プティックパラメータはハプティック信号の大きさを定義できる。別の例として、周波数
ハプティックパラメータはハプティック信号の周波数を定義できる。さらに別の例として
、波形ハプティックパラメータはハプティック信号の波形を定義できる。さらに別の例と
して、持続時間ハプティックパラメータはハプティック信号の持続時間を定義できる。
【００２８】
　さらに、メモリまたは別のコンピュータ可読媒体もしくは有形的表現媒体に記憶され、
プロセッサにより実行されるソフトウェアは、１つ以上のハプティック信号を１つ以上の
アクチュエータに送信できる。１つ以上のアクチュエータのうちの各々のアクチュエータ
において、アクチュエータは、１つ以上のハプティック信号のうちの少なくとも１つのハ
プティック信号を受信でき、少なくとも１つのハプティック信号に基づいて１つ以上の確
認ハプティック効果を出力できる。したがって、少なくとも１つのハプティック信号は、
１つ以上の確認ハプティック効果のうちの１つ以上の特徴を定義できる。複数のアクチュ
エータを含む特定の実施形態において、アクチュエータは１つ以上のハプティック信号を
ロードシェアできる。例えば、第１のセットのユーザインターフェース要素に関連する１
つ以上のハプティック信号のうちの一部は第１のアクチュエータに送信でき、第２のセッ
トのユーザインターフェース要素に関連する１つ以上のハプティック信号のうちの他のハ
プティック信号は第２のアクチュエータに送信できる。複数のアクチュエータを含む特定
の実施形態において、一部のアクチュエータは機械的アクチュエータであり、他のアクチ
ュエータは非機械的アクチュエータである。
【００２９】
　図３は、本発明の一実施形態に係る、ハプティックパラメータスライダユーザインター
フェースを示す。より具体的には、図３は、ハプティックパラメータスライダユーザイン
ターフェース３１０を表示するデバイス３００を示す。特定の実施形態において、デバイ
ス３００はタッチスクリーンを示し、ハプティックパラメータスライダユーザインターフ
ェース３１０はタッチスクリーン内に表示される。上記のように、コンテキストメタデー
タに加えて、ユーザはカスタマイズされたマッピングを実施できる。カスタマイズされた



(11) JP 2018-125021 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

マッピングの一部として、１つ以上のハプティックパラメータはユーザにより定義される
１つ以上の乗数に基づいて修飾されてもよい。特定の実施形態において、１つ以上の乗数
はスライダユーザインターフェース３１０の１つ以上のスライダにより定義されてもよい
。したがって、スライダユーザインターフェース３１０は１つ以上のハプティックパラメ
ータを修飾するために使用される１つ以上の乗数をコントロールできる。
【００３０】
　図３の例示した実施形態において、スライダユーザインターフェース３１０は、単一の
スライダであるスライダ３２０を含む。しかしながら、これは単なる例示的な実施形態で
あり、他の実施形態において、スライダユーザインターフェース３１０は複数のスライダ
を含んでもよい。スライダ３２０はハプティックパラメータを修飾するために使用される
乗数と関連してもよい。例えば、スライダ３２０は、大きさハプティックパラメータを修
飾するために使用される大きさ乗数と関連してもよい。別の例として、スライダ３２０は
、周波数ハプティックパラメータを修飾するために使用される周波数乗数と関連してもよ
い。さらに別の例として、スライダ３２０は波形ハプティックパラメータを修飾するため
に使用される波形乗数と関連してもよい。さらに別の例として、スライダ３２０は、持続
時間ハプティックパラメータを修飾するために使用される持続時間乗数と関連してもよい
。スライダユーザインターフェース３１０が複数のスライダを含む実施形態において、各
スライダは特定のハプティックパラメータを修飾するために使用される特定の乗数と関連
してもよい。したがって、スライダ３２０はハプティックパラメータを修飾するために使
用される乗数をコントロールしてもよい。
【００３１】
　例示した実施形態によれば、スライダ３２０はスライダコントロール３３０を含む。ス
ライダコントロール３３０は、ユーザがスライダ３２０に関連する乗数をコントロールで
きる露出されたユーザインターフェース要素である。スライダコントロール３３０をスラ
イダ３２０の左または右に移動させることによって、ユーザはスライダ３２０に関連する
乗数をコントロールでき、よって、スライダ３２０に関連するハプティックパラメータを
コントロールできる。例えば、スライダ３２０が大きさハプティックパラメータを修飾す
るために使用される大きさ乗数と関連する実施形態において、ユーザは、大きさハプティ
ックパラメータの値を増加または低下でき、それ故、スライダコントロール３３０を移動
させることによってユーザインターフェース要素に関連する確認ハプティック効果を増加
または低下できる。
【００３２】
　特定の実施形態において、スライダ３２０は、ハプティックパラメータの全てのユーザ
インターフェース要素を修飾するために使用される乗数を全体的にコントロールできる。
他の実施形態において、スライダ３２０は、特定のユーザインターフェース要素、または
特定の複数のユーザインターフェース要素についてハプティックパラメータを修飾するた
めに使用される乗数を局所的にコントロールできる。特定の実施形態において、スライダ
３２０は一貫して、乗数を全てのユーザインターフェース要素に適用する。代替の実施形
態において、スライダ３２０は、乗数を、各ユーザインターフェース要素に関連するコン
テキストメタデータに基づいてユーザインターフェース要素に適用する。例えば、スライ
ダコントロール３３０が低い値に設定される場合、小さなユーザインターフェース要素と
大きなユーザインターフェース要素との間のハプティックパラメータの相違（大きさなど
）は減少してもよい。しかしながら、スライダコントロール３３０が高い値に設定される
場合、小さなユーザインターフェース要素と大きなユーザインターフェース要素との間の
ハプティックパラメータの相違は増加してもよい。スライダ３２０の機能は、限定されな
いが、ダイヤル、ホイール、スピナー、ボタン、ラジオボタン、スクローラ、スイッチ、
またはチェックボックスを含む、スライダ以外のユーザインターフェース要素において反
復されてもよい。スライダ３２０の機能はまた、限定されないが、物理的ボタン、ロッカ
スイッチ、物理的スライダ、および「ソフトキー」（タッチした場合、一部のソフトウェ
ア機能をアクティブにするハードウェア表面上の領域）を含む、ハードウェアユーザイン
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ターフェース要素と共に反復されてもよい。
【００３３】
　図４は、本発明の一実施形態に係る、ハプティック確認モジュール（図１のハプティッ
ク確認モジュール１６など）の機能のフローチャートを示す。一実施形態において、図４
の機能は、メモリまたは別のコンピュータ可読媒体もしくは有形的表現媒体に記憶され、
プロセッサにより実行されるソフトウェアにより実装される。他の実施形態において、機
能は、ハードウェアによって（例えば特定用途向け集積回路（「ＡＳＩＣ」）、プログラ
マブルゲートアレイ（「ＰＧＡ」）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（「ＦＰＧ
Ａ」）などの使用により）、またはハードウェアおよびソフトウェアの任意の組み合わせ
によって実施されてもよい。さらに、代替の実施形態において、機能は類似のコンポーネ
ントを使用してハードウェアにより実施されてもよい。
【００３４】
　フローは開始し、４１０に進む。４１０において、ユーザインターフェース要素のユー
ザ相互作用に関連するコンテキストメタデータを受信する。上記のように、ユーザインタ
ーフェース要素は、ユーザが相互作用できるデバイスの物理的要素または仮想要素であっ
てもよい。物理的ユーザインターフェース要素の例はキーボード、またはマウスなどのカ
ーソルコントロールである。仮想ユーザインターフェース要素の例は、ボタン、スライダ
、スクローラ、スイッチ、チェックボックス、およびラジオボックスなどのタッチスクリ
ーン内に表示されるアイコンである。ユーザインターフェース要素との相互作用はユーザ
インターフェース要素の物理的操作を含んでもよい。ユーザインターフェース要素の物理
的操作の例はユーザインターフェース要素をタッチすること（キーボードをタッチするこ
とまたはユーザインターフェース要素のボタンもしくは一部の他の種類が表示されるタッ
チスクリーンをタッチすることなど）である。コンテキストメタデータはユーザインター
フェース要素との相互作用のコンテキストに関連する任意のデータであってもよい。コン
テキストメタデータはユーザインターフェース要素の１つ以上の物理的性質を示すデータ
を含んでもよい。１つ以上の物理的性質はユーザインターフェース要素のサイズを含んで
もよく、ユーザインターフェース要素のサイズは１つ以上のサイズパラメータを含んでも
よい。１つ以上の物理的性質はユーザインターフェース要素の形状を含んでもよく、ユー
ザインターフェース要素の形状は１つ以上の形状パラメータを含んでもよい。コンテキス
トメタデータはユーザインターフェース要素の機能を示すデータを交互に含んでもよい。
機能は、ユーザインターフェース要素またはユーザインターフェース要素との相互作用の
いずれかに関連する機能を含んでもよい。コンテキストメタデータは、ユーザインターフ
ェース要素の履歴を示すデータを交互に含んでもよい。履歴は、ユーザインターフェース
要素との１つ以上の以前の相互作用に関連する履歴を含んでもよい。コンテキストメタデ
ータは、センサ入力データを交互に含んでもよい。センサ入力データはユーザインターフ
ェース要素との相互作用に関連するセンサ入力データを含んでもよい。コンテキストメタ
データは他の種類のコンテキストメタデータを交互に含んでもよい。フローは４２０に進
む。
【００３５】
　４２０において、受信したコンテキストデータは１つ以上のハプティックパラメータに
マッピングされる。ハプティックパラメータは、ある量のハプティック効果の質であって
もよい。ハプティックパラメータの例は、大きさハプティックパラメータ、周波数ハプテ
ィックパラメータ、持続時間ハプティックパラメータ、振幅（すなわち強さ）ハプティッ
クパラメータ、および波形ハプティックパラメータを含んでもよい。１つ以上のハプティ
ックパラメータは、少なくとも部分的に確認ハプティック効果を定義できる。確認ハプテ
ィック効果は、ユーザインターフェース要素との相互作用を確認するために、ユーザイン
ターフェース要素とのユーザ相互作用に応答して生成され得る、力、振動、および動作な
どのハプティックフィードバック効果であってもよい。特定の実施形態において、マッピ
ングの結果として、１つ以上のハプティックパラメータは、各々、受信したコンテキスト
メタデータに少なくとも部分的に基づいた値を含んでもよい。フローは４３０に進む。
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【００３６】
　４３０において、１つ以上のハプティックパラメータはユーザ入力に基づいて修飾され
る。ユーザ入力はユーザにより定義される１つ以上の乗数を含んでもよい。１つ以上のハ
プティックパラメータの各々に含まれる各値はユーザにより定義される１つ以上の乗数に
基づいてもよい。１つ以上のハプティックパラメータを修飾することによって、確認ハプ
ティック効果は１つ以上の乗数に基づいて修飾されてもよい。特定の実施形態において、
１つ以上の乗数は全てのユーザインターフェース要素について全体的に定義されてもよい
。他の実施形態において、１つ以上の乗数は、特定のユーザインターフェース要素、また
は特定の複数のユーザインターフェース要素について局所的に定義されてもよい。特定の
実施形態において、ユーザカスタマイズマッピングがコンテキストメタデータマッピング
の後に実施される。代替の実施形態において、ユーザカスタマイズマッピングがコンテキ
ストメタデータマッピングの前に実施される。ユーザにより定義される１つ以上の乗数は
、スライダユーザインターフェースの一部である１つ以上のスライダに基づいてもよい。
他の実施形態において、ユーザにより定義される１つ以上の乗数は、限定されないが、ダ
イヤル、ホイール、スピナー、ボタン、ラジオボタン、スクローラ、スイッチ、またはチ
ェックボックスなどのスライダ以外のユーザインターフェース要素に基づいてもよい。他
の実施形態において、ユーザにより定義される１つ以上の乗数は、限定されないが、物理
的ボタン、ロッカスイッチ、物理的スライダ、および「ソフトキー」を含むハードウェア
ユーザインターフェース要素に基づいてもよい。特定の実施形態において、４３０におい
て実施される１つ以上のハプティックパラメータの修飾は省略される。フローは４４０に
進む。
【００３７】
　４４０において、ハプティック信号は１つ以上のハプティックパラメータに少なくとも
部分的に基づいて生成される。特定の実施形態において、１つ以上のハプティックパラメ
ータはハプティック信号の１つ以上の特徴を定義する。フローは４５０に進む。
【００３８】
　４５０において、ハプティック信号はアクチュエータに送信されて、確認ハプティック
効果を生成する。確認ハプティック効果は、ユーザインターフェース要素との相互作用を
確認するために、ユーザインターフェース要素とのユーザ相互作用に応答して生成され得
るハプティックフィードバック効果であってもよい。特定の実施形態において、アクチュ
エータは、ハプティック信号を受信してもよく、ハプティック信号に基づいて確認ハプテ
ィック効果を出力してもよい。特定の実施形態において、ハプティック信号は確認ハプテ
ィック効果の１つ以上の特徴を定義する。次いでフローは終了に進む。
【００３９】
　ユーザインターフェース要素との次のユーザ相互作用を含む特定の実施形態において、
ユーザインターフェース要素との次のユーザ相互作用に関連する追加の（すなわち「他の
」）コンテキストメタデータが受信されてもよい。他のコンテキストメタデータは、（す
なわち「他の」）１つ以上のハプティックパラメータの新たなセットにマッピングされて
もよい。別のハプティック信号が他の１つ以上のハプティックパラメータに少なくとも部
分的に基づいて生成されてもよい。別のハプティック信号がアクチュエータに送信されて
、別の確認ハプティック効果を生成してもよく、別の確認ハプティック効果はアクチュエ
ータにより生成される以前の確認ハプティック効果と異なる。
【００４０】
　したがって、ユーザインターフェース要素とのユーザ相互作用に関連するコンテキスト
メタデータに基づいて１つ以上の確認ハプティック効果を生成するハプティック確認シス
テムが提供される。したがって、公知のハプティックシステムとは対照的に、ユーザイン
ターフェース要素のための確認ハプティック効果が全体的に１つの要素あたり１つの確認
タイプである場合、本発明の実施形態は、コンテキストメタデータに基づいて、単一のユ
ーザインターフェース要素についての複数の可能な確認ハプティックイベントを提供でき
る。
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【００４１】
　本明細書全体にわたって記載した本発明の特徴、構造、または特性は、１つ以上の実施
形態において任意の適切な形式で組み合わされてもよい。例えば、本明細書全体にわたっ
て、「一実施形態」、「一部の実施形態」、「特定の実施形態」、「特定の実施形態（複
数）」、または他の同様の言語の使用は、実施形態と併せた記載した特定の特徴、構造、
または特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれてもよいことを指す。したが
って、本明細書全体にわたって、「一実施形態」、「一部の実施形態」、「特定の実施形
態」、「特定の実施形態（複数）」という用語、または他の同様の言語の出現は、必ずし
も全て実施形態の同じ群を指すわけではなく、記載した特徴、構造、または特性は、１つ
以上の実施形態において任意の適切な形式で組み合わされてもよい。
【００４２】
　当業者は、上記の本発明が、異なる順序のステップで、および／または開示されるもの
とは異なる構造の要素と共に実施されてもよいことを容易に理解するであろう。したがっ
て、本発明はこれらの好ましい実施形態に基づいて記載しているが、本発明の精神および
範囲内のままで、特定の修飾、変更、および代替の構造が明らかになることは当業者には
明らかであろう。したがって、本発明の境界および範囲を決定するために、添付の特許請
求の範囲を参照すべきである。
 
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月25日(2018.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　確認ハプティック効果を生成するためのコンピュータにより実装された方法であって、
　ユーザインターフェース要素によるユーザ相互作用のコンテキストに関連するコンテキ
ストメタデータを受信するステップであって、前記コンテキストメタデータは、前記ユー
ザ相互作用の前記コンテキストに関連するセンサ入力データを含む、ステップと、
　前記コンテキストメタデータを１つ以上のハプティックパラメータにマッピングするス
テップと、
　少なくとも部分的に前記１つ以上のハプティックパラメータに基づいてハプティック信
号を生成するステップと、
　前記確認ハプティック効果を生成するために前記ハプティック信号をアクチュエータに
送信するステップと、
を含む、コンピュータにより実装された方法。
【請求項２】
　前記センサ入力データは、前記ユーザインターフェース要素での圧力と関連する圧力デ
ータを含み、前記確認ハプティック効果は、少なくとも部分的に前記圧力データに基づい
て生成される、請求項１に記載のコンピュータにより実装された方法。
【請求項３】
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　前記センサ入力データは、環境音データを含み、前記確認ハプティック効果は、少なく
とも部分的に前記環境音データに基づいて生成される、請求項１に記載のコンピュータに
より実装された方法。
【請求項４】
　前記センサ入力データは、加速度データを含み、前記確認ハプティック効果は、少なく
とも部分的に前記加速度データに基づいて生成される、請求項１に記載のコンピュータに
より実装された方法。
【請求項５】
　前記センサ入力データは、画像、ビデオ及び音データのうちの少なくとも１つの処理か
ら生成される入力データを含み、前記確認ハプティック効果は、少なくとも部分的に前記
入力データに基づいて生成される、請求項１に記載のコンピュータにより実装された方法
。
【請求項６】
　ハプティック確認モジュールを記憶するように構成されるメモリと、
　前記メモリに記憶された前記ハプティック確認モジュールを実行するように構成される
プロセッサと、
　１つ以上の確認ハプティック効果を出力するように構成されるアクチュエータと、
を含み、
　前記ハプティック確認モジュールは、ユーザインターフェース要素によるユーザ相互作
用に関連するコンテキストメタデータを受信するように構成され、前記コンテキストメタ
データは、前記ユーザ相互作用に関連するセンサ入力データを含み、
　前記ハプティック確認モジュールは、前記コンテキストメタデータを１つ以上のハプテ
ィックパラメータにマッピングするようにさらに構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、少なくとも部分的に前記１つ以上のハプティック
パラメータに基づいてハプティック信号を生成するようにさらに構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、前記確認ハプティック効果を生成するために前記
ハプティック信号をアクチュエータに送信するようにさらに構成される、
ハプティック確認システム。
【請求項７】
　前記センサ入力データは、前記ユーザインターフェース要素での圧力と関連する圧力デ
ータ、加速度データ、環境音データ、並びに画像、ビデオ及び音データのうちの少なくと
も１つの処理から生成される入力データのうちの少なくとも１つを含み、
　前記確認ハプティック効果は、少なくとも部分的に前記圧力データ、前記加速度データ
、前記環境音データ及び入力データのうちの少なくとも１つに基づいて生成される、請求
項６に記載のハプティック確認システム。
【請求項８】
　確認ハプティック効果を生成するためのコンピュータにより実装された方法であって、
　ユーザインターフェース要素によるユーザ相互作用のコンテキストに関連するコンテキ
ストメタデータを受信するステップであって、前記コンテキストメタデータは、前記ユー
ザインターフェース要素の１つ以上の物理的性質を示す、ステップと、
　前記コンテキストメタデータを１つ以上のハプティックパラメータにマッピングするス
テップと、
　少なくとも部分的に前記１つ以上のハプティックパラメータに基づいてハプティック信
号を生成するステップと、
　前記確認ハプティック効果を生成するために前記ハプティック信号をアクチュエータに
送信するステップと、
を含む、コンピュータにより実装された方法。
【請求項９】
　前記ユーザインターフェース要素の前記１つ以上の物理的性質は、前記ユーザインター
フェース要素のサイズを含み、前記確認ハプティック効果は、少なくとも部分的に前記ユ
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ーザインターフェース要素のサイズに基づいて生成される、請求項８に記載のコンピュー
タにより実装された方法。
【請求項１０】
　前記ユーザインターフェース要素の前記１つ以上の物理的性質は、前記ユーザインター
フェース要素の形状を含み、前記確認ハプティック効果は、少なくとも部分的に前記ユー
ザインターフェース要素の形状に基づいて生成される、請求項８に記載のコンピュータに
より実装された方法。
【請求項１１】
　ハプティック確認モジュールを記憶するように構成されるメモリと、
　前記メモリに記憶された前記ハプティック確認モジュールを実行するように構成される
プロセッサと、
　１つ以上の確認ハプティック効果を出力するように構成されるアクチュエータと、
を含み、
　前記ハプティック確認モジュールは、ユーザインターフェース要素によるユーザ相互作
用に関連するコンテキストメタデータを受信するように構成され、前記コンテキストメタ
データは、前記ユーザインターフェース要素の１つ以上の物理的性質を示し、
　前記ハプティック確認モジュールは、前記コンテキストメタデータを１つ以上のハプテ
ィックパラメータにマッピングするようにさらに構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、少なくとも部分的に前記１つ以上のハプティック
パラメータに基づいてハプティック信号を生成するようにさらに構成され、
　前記ハプティック確認モジュールは、前記確認ハプティック効果を生成するために前記
ハプティック信号をアクチュエータに送信するようにさらに構成される、
ハプティック確認システム。
【請求項１２】
　前記ユーザインターフェース要素の前記１つ以上の物理的性質は、前記ユーザインター
フェース要素のサイズ及び形状の少なくとも一方を含み、前記確認ハプティック効果は、
少なくとも部分的に前記ユーザインターフェース要素のサイズ及び形状の少なくとも一方
に基づいて生成される、請求項１１に記載のハプティック確認システム。
【請求項１３】
　プロセッサにより実行された場合、前記プロセッサに請求項１～５及び８～１０のいず
れか一項に記載の方法を実装させる、記憶された命令を有するコンピュータ可読媒体。
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