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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッドデバイスとともに使用される頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）において画像を
表示するための方法であって、
　前記パッドデバイスの複数の超音波エネルギーエミッタから超音波エネルギーを発する
ステップであって、前記超音波エネルギーは前記パッドデバイスの上部の空間に向けて発
せられる、前記発するステップと、
　前記ＨＭＤを装着しているユーザの身体部分が前記パッドデバイスの上部の前記空間と
相互作用することに応答して、前記パッドデバイスの複数の超音波センサによって、前記
超音波エネルギーの一部を検出し、複数の電気信号を生成するステップと、
　前記パッドデバイスの通信デバイスによって、前記パッドデバイスからゲーム機の通信
デバイスへ前記電気信号に関するデータを通信するステップと、
　前記ゲーム機によって、前記電気信号に関する前記データから、前記パッドデバイスに
対する前記身体部分の第１の位置と第１の向きを判断するステップと、
　前記ゲーム機によって、前記第１の位置と前記第１の向きにもとづいてゲームの状態を
判断し、仮想画像を生成するためのデータを出力するステップと、
　前記ゲーム機から前記ＨＭＤの通信デバイスへ前記仮想画像を生成するための前記デー
タを送信するステップと、
　前記仮想画像を生成するための前記データを描画し、前記ＨＭＤの表示画面上に仮想環
境内の前記仮想画像を表示するステップと、
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　前記パッドデバイスの上部の前記空間内の前記身体部分の前記第１の位置と前記第１の
向きにおける変化にしたがって前記ＨＭＤに表示された前記仮想環境内の前記仮想画像を
移動させるステップと、
　前記超音波エネルギーが向けられる前記パッドデバイスの上部の前記空間の外に前記身
体部分が動かされた場合、前記仮想画像を前記仮想環境から前記ＨＭＤ内に表示された前
記仮想環境の外に移動させるステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記ＨＭＤの複数のセンサによって、前記超音波エネルギーの一部を検出するときに複
数の電気信号を生成するステップと、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスから、前記ＨＭＤの前記複数のセンサによって生成され
た前記複数の電気信号に関するデータを前記ゲーム機の前記通信デバイスへ送信するステ
ップと、
　前記ゲーム機によって、前記ＨＭＤの前記複数のセンサによって生成された前記複数の
電気信号に関するデータから、前記ＨＭＤに対する前記身体部分の第２の位置と第２の向
きを判断するステップとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パッドデバイスは前記パッドデバイスの表面上に複数のマーカーを有し、前記ＨＭ
Ｄはカメラを有し、
　前記カメラによって、前記複数のマーカーおよび前記身体部分の画像データを取得する
ステップであって、前記画像データは、前記身体部分によって前記カメラから遮断されて
いる前記パッドデバイス上の領域と、前記身体部分によって前記カメラから遮断されてい
ない前記パッドデバイス上の領域との間の差分を示す、前記取得するステップと、
　前記ＨＭＤから前記ゲーム機へ前記差分を示す複数の信号を送信するステップと、
　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記差分を分析して、前記身体部分の輪郭を判断
するステップとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ゲーム機の光エミッタによって、光を前記身体部分に向けて発するステップと、
　前記ＨＭＤのカメラによって、前記身体部分から反射する前記光の一部を検出するとき
に画像データを取得するステップと、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスから前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記画像データ
を送信するステップと、
　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記画像データから前記身体部分の第２の位置と
第２の向きを判断するステップとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記パッドデバイスから前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記電気信号に関する前記
データを通信するステップは無線で行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記パッドデバイスは、表示デバイスを排除している、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記第１の位置と前記第１の向きから前記仮想環
境内の前記仮想画像の位置と向きを特定するステップをさらに備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記第１の位置と前記第１の向きが前記パッドデ
バイスの頂点における基準座標に対して定められる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＨＭＤのカメラによって、前記身体部分および前記パッドデバイスの少なくとも一
部の画像データを取得するステップと、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスによって、前記ゲーム機の前記通信デバイスに前記画像
データを通信するステップと、
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　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記画像データから前記第１の位置と前記第１の
向きを判断するステップとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＨＭＤのカメラによって、前記身体部分および前記パッドデバイスの少なくとも一
部の画像データを取得するステップと、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスによって、前記ゲーム機の前記通信デバイスに前記画像
データを通信するステップと、
　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記画像データから前記パッドデバイスに対する
前記身体部分の第２の位置と第２の向きを判断するステップと、
　前記ゲーム機の前記プロセッサによって、前記第２の位置と前記第２の向きにもとづい
て前記第１の位置と前記第１の向きが正確であることを判断するステップとをさらに備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の超音波センサには、前記複数の超音波エネルギーエミッタが交ざっている、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＨＭＤのカメラによって、前記身体部分および前記パッドデバイスの少なくとも一
部の画像データを取得するステップと、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスから前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記画像データ
を送信するステップと、
　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記画像データから、前記身体部分が前記パッド
デバイスと相互作用しているかどうかを判断するステップと、
　前記ゲーム機の前記プロセッサによって、前記身体部分が前記パッドデバイスと相互作
用していると判断したことに応答して制御信号を生成するステップと、
　前記ゲーム機の前記通信デバイスによって、前記制御信号を前記パッドデバイスの前記
通信デバイスに送信するステップと、
　前記パッドデバイスのプロセッサによって、前記パッドデバイスの前記通信デバイスか
ら前記制御信号を受信するときに前記複数の超音波エネルギーエミッタおよび前記複数の
超音波センサをオンにするように制御するステップとをさらに備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記パッドデバイスは後向きカメラを有し、
　前記後向きカメラによって、前記パッドデバイスの後ろの背景の画像データを取得する
ステップと、
　前記パッドデバイスのプロセッサによって、前記画像データから前記背景の色を判断す
るステップと、
　前記パッドデバイスによって、前記パッドデバイスの表示画面上に色を表示し、前記背
景の色を前記表示画面上に表示される色から区別するステップと、
　前記ＨＭＤのカメラによって、前記身体部分の画像データを取得するステップとを備え
、
　前記画像データにおいて前記背景の色から前記表示画面上に表示される色を区別するこ
とは、前記ＨＭＤの前記カメラが前記背景から前記身体部分を区別することを容易にする
、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記パッドデバイスは前記パッドデバイスの表面上に複数のマーカーを有し、前記ＨＭ
Ｄはカメラを有し、
　前記カメラによって、前記複数のマーカーおよび前記身体部分の画像データを取得する
ステップと、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスから前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記画像データ
を送信するステップと、
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　前記ゲーム機のプロセッサによって、前記画像データを分析し、前記パッドデバイスに
対する前記身体部分の相対的な位置と向きを判断するステップとをさらに備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記パッドデバイスの前記通信デバイスから前記ゲーム機へ前記電気信号を生成する前
記複数の超音波センサの識別を送信するステップをさらに備え、前記ゲーム機は、前記識
別から前記パッドデバイス上の前記複数の超音波センサの位置を判断するように構成され
、前記複数の超音波センサの前記位置は前記第１の位置を判断するために前記ゲーム機に
よって使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信デバイスおよび表示画面を有する頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）と、
　前記ＨＭＤに連結され、通信デバイスを有するゲーム機と、
　前記ゲーム機に連結されたパッドデバイスとを備え、
　前記パッドデバイスは、
　前記パッドデバイスの上部の空間に向けて超音波エネルギーを発するように構成された
複数の超音波エネルギーエミッタと、
　前記ＨＭＤはユーザによって装着されるように構成されており、前記ユーザの身体部分
が前記パッドデバイスの上部の前記空間と相互作用することに応答して、前記超音波エネ
ルギーの一部を検出し、複数の電気信号を生成するように構成された複数の超音波センサ
と、
　前記パッドデバイスから前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記電気信号に関するデー
タを通信するように構成された通信デバイスとを有し、
　前記ゲーム機は、前記電気信号に関する前記データから、前記パッドデバイスに対する
前記身体部分の第１の位置と第１の向きを判断するように構成され、前記ゲーム機はさら
に、前記第１の位置と前記第１の向きにもとづいてゲームの状態を判断し、仮想画像を生
成するためのデータを出力するように構成され、
　前記ゲーム機は、前記ＨＭＤの前記通信デバイスへ前記仮想画像を生成するための前記
データを送信するように構成され、
　前記ＨＭＤは、前記仮想画像を生成するための前記データを描画し、前記ＨＭＤの前記
表示画面上に仮想環境内の前記仮想画像を表示するように構成され、
　前記ＨＭＤは、前記パッドデバイスの上部の前記空間内の前記身体部分の前記第１の位
置と前記第１の向きにおける変化にしたがって前記仮想環境内の前記仮想画像の動きを表
示するように構成され、
　前記ＨＭＤは、前記超音波エネルギーが向けられる前記パッドデバイスの上部の前記空
間の外に前記身体部分が動かされた場合、前記仮想環境から前記ＨＭＤ内に表示された前
記仮想環境の外への前記仮想画像の動きを表示するように構成される、システム。
【請求項１７】
　前記ＨＭＤは、前記超音波エネルギーの一部を検出するときに複数の電気信号を生成す
るように構成された複数のセンサを有し、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスは、前記ＨＭＤの前記複数のセンサによって生成された
前記複数の電気信号に関するデータを前記ゲーム機の前記通信デバイスへ送信するように
構成され、
　前記ゲーム機は、前記ＨＭＤの前記複数のセンサによって生成された前記複数の電気信
号に関するデータから、前記ＨＭＤに対する前記身体部分の第２の位置と第２の向きを判
断するように構成される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記パッドデバイスは前記パッドデバイスの表面上に複数のマーカーを有し、前記ＨＭ
Ｄはカメラを有し、前記ゲーム機はプロセッサを有し、
　前記カメラは、前記複数のマーカーおよび前記身体部分の画像データを取得するように
構成され、前記画像データは、前記身体部分によって前記カメラから遮断されている前記
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パッドデバイス上の領域と、前記身体部分によって前記カメラから遮断されていない前記
パッドデバイス上の領域との間の差分を示し、
　前記ＨＭＤは、前記ゲーム機へ前記差分を示す複数の信号を送信するように構成され、
　前記ゲーム機の前記プロセッサは、前記差分を分析して、前記身体部分の輪郭を判断す
るように構成される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ゲーム機は光エミッタを有し、前記ＨＭＤはカメラを有し、前記ゲーム機はプロセ
ッサを有し、
　前記光エミッタは、光を前記身体部分に向けて発するように構成され、
　前記カメラは、前記身体部分から反射する前記光の一部を検出するときに画像データを
取得するように構成され、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記画像データ
を送信するように構成され、
　前記ゲーム機のプロセッサは、前記画像データから前記身体部分の第２の位置と第２の
向きを判断するように構成される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記パッドデバイスの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記電
気信号に関する前記データを無線で通信するように構成される、請求項１６に記載のシス
テム。
【請求項２１】
　前記パッドデバイスは、表示デバイスを排除している、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ゲーム機は、前記第１の位置と前記第１の向きから前記仮想環境内の前記仮想画像
の位置と向きを特定するように構成されたプロセッサを有する、請求項１６に記載のシス
テム。
【請求項２３】
　前記ゲーム機は、前記パッドデバイスの頂点における基準座標に対して前記第１の位置
と前記第１の向きを定めるように構成されたプロセッサを有する、請求項１６に記載のシ
ステム。
【請求項２４】
　前記ＨＭＤはカメラを有し、前記ゲーム機はプロセッサを有し、
　前記カメラは、前記身体部分および前記パッドデバイスの少なくとも一部の画像データ
を取得するように構成され、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスに前記画像データ
を通信するように構成され、
　前記ゲーム機の前記プロセッサは、前記画像データから前記第１の位置と前記第１の向
きを判断するように構成される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記ＨＭＤはカメラを有し、前記ゲーム機はプロセッサを有し、
　前記カメラは、前記身体部分および前記パッドデバイスの少なくとも一部の画像データ
を取得するように構成され、前記画像データは前記パッドデバイスに対する前記身体部分
の第２の位置と第２の向きを含み、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスに前記画像データ
を通信するように構成され、
　前記ゲーム機の前記プロセッサは、前記画像データから前記第２の位置と前記第２の向
きを判断するように構成され、
　前記ゲーム機の前記プロセッサは、前記第２の位置と前記第２の向きにもとづいて前記
第１の位置と前記第１の向きが正確であることを判断するように構成される、請求項１６
に記載のシステム。
【請求項２６】
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　前記複数の超音波センサには、前記複数の超音波エネルギーエミッタが交ざっている、
請求項１６に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記ＨＭＤはカメラを有し、前記ゲーム機はプロセッサを有し、前記パッドデバイスは
プロセッサを有し、
　前記カメラは、前記身体部分の画像データを取得するように構成され、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記画像データ
を送信するように構成され、
　前記ゲーム機のプロセッサは、前記画像データから、前記身体部分が前記パッドデバイ
スと相互作用しているかどうかを判断するように構成され、
　前記ゲーム機の前記プロセッサは、前記身体部分が前記パッドデバイスと相互作用して
いると判断したことに応答して制御信号を生成するように構成され、
　前記ゲーム機の前記通信デバイスは、前記制御信号を前記パッドデバイスの前記通信デ
バイスに送信するように構成され、
　前記パッドデバイスの前記プロセッサは、前記パッドデバイスの前記通信デバイスから
前記制御信号を受信するときに前記複数の超音波エネルギーエミッタおよび前記複数の超
音波センサをオンにするように制御するように構成される、請求項１６に記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記ＨＭＤはカメラを有し、前記パッドデバイスは後向きカメラ、プロセッサおよび表
示画面を有し、
　前記後向きカメラは、前記パッドデバイスの後ろの背景の画像データを取得するように
構成され、
　前記パッドデバイスの前記プロセッサは、前記画像データから前記背景の色を判断する
ように構成され、
　前記パッドデバイスの前記表示画面は、色を表示し、前記背景の色を前記表示画面上に
表示される色から区別するように構成され、
　前記ＨＭＤの前記カメラは、前記身体部分の画像データを取得するように構成され、
　前記画像データにおいて前記背景の色から前記表示画面上に表示される色を区別するこ
とは、前記ＨＭＤの前記カメラが前記背景から前記身体部分を区別することを容易にする
、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記ＨＭＤはカメラを有し、前記パッドデバイスは前記パッドデバイスの表面上に複数
のマーカーを有し、前記ゲーム機はプロセッサを有し、
　前記カメラは、前記複数のマーカーおよび前記身体部分の画像データを取得するように
構成され、
　前記ＨＭＤの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記画像データ
を送信するように構成され、
　前記ゲーム機の前記プロセッサは、前記画像データを分析し、前記パッドデバイスに対
する前記身体部分の相対的な位置と向きを判断するように構成される、請求項１６に記載
のシステム。
【請求項３０】
　前記パッドデバイスの前記通信デバイスは、前記ゲーム機の前記通信デバイスへ前記電
気信号を生成する前記複数の超音波センサの識別を送信するように構成され、前記ゲーム
機は、前記識別から前記パッドデバイス上の前記複数の超音波センサの位置を判断するよ
うに構成され、前記ゲーム機は、前記第１の位置を判断するために前記複数の超音波セン
サの前記位置を適用する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記パッドデバイスはカメラを排除している、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム機を用いた空間感知（ｖｏｌｍｅｔｒｉｃ　ｓｅｎｓｉｎｇ）のため
の方法とシステムとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲームをするためにユーザの手を活用するゲームシステムは、通常、ユーザの手と指と
を追跡する。ユーザは、手袋または他のデバイスを装着してゲームをする。しかしながら
、ゲームをしたい時に毎回、手に手袋を付けたり、デバイスを付けたりしたくないユーザ
もいる。さらに、これらの手に付けるデバイスは、繰り返して使用された時、長期間に渡
って使用された時、または異なるユーザ間で共有された時に、衛生の問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような状況において、本開示で説明する実施形態が発生する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示で説明する実施形態は、空間感知のためのシステムと方法とを、ゲーム機に提供
する。
【０００５】
　仮想現実（ＶＲ）または拡張現実（ＡＲ）では、いくつかのアプリケーションは、ユー
ザの身体部分、たとえば、手、足、指、親指、手と指の組み合わせ、手と親指の組み合わ
せ、などが追跡される場合、イマージョンを増加させ、または現実を綿密に再現すること
ができる。
【０００６】
　身体部分は、パッドデバイス、たとえば、タブレット、マット、センサを有するパッド
デバイス、エネルギーセンサとエネルギーエミッタとを有するパッドデバイス、センサと
エミッタとマーカーなどを有するパッドデバイスの表面の上にある空間（ｖｏｌｕｍｅ）
と関わる。身体部分の位置及び向きは、身体部分によって乱されるエネルギー、たとえば
、身体部分から反射するエネルギー、身体部分によって干渉されるエネルギー、などに基
づいて判断される。身体部分の位置と向きとを使用して、頭部装着型ディスプレイに表示
される画像内の仮想オブジェクトの位置と向きとを判断する。身体部分の位置と向きとを
判断するために、手袋または他の手に付けるデバイスの代わりにパッドデバイスを使用す
ることは、より便利で、より衛生的な体験を提供する。
【０００７】
　さまざまな実施形態では、色、たとえば、緑、青、などを有するパッシブパッドデバイ
スを使用する。パッシブパッドデバイスは、あらゆる電子機器を排除しており、木製のブ
ロック、１枚の布、または机の表面、またはマット、などであってよい。ユーザは、手を
、パッシブパッドの上に置き、パッシブパッドに対する手の位置及び／または向きを判断
するために、手が、頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）のカメラによって映される。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイスは、深さ情報を生成するために手を映す複数
のカメラを含み、深さ情報は、パッドデバイスの上面の上の基準点からの手の距離を含む
。さまざまな実施形態では、ＨＭＤのカメラとパッドデバイスのカメラとを相互連携させ
て使用して、深さ情報を生成し、深さ情報は、パッドデバイスの上面の上の基準点からの
手の距離と、ＨＭＤの外面の上の基準点からの手の距離とを含む。ＨＭＤの外面は、ＨＭ
Ｄの前の現実環境に面しており、ＨＭＤを装着しているユーザの顔に隣接していない。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、手を、パッドデバイスの上に置いて、ＨＭＤまた
は表示デバイス、たとえば、テレビ、コンピュータ、などに表示される、仮想現実シーン
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または拡張現実シーン内の仮想オブジェクトを操作、たとえば、掴む、動かす、押す、引
く、などを行う。たとえば、ゲーム内の仮想の手は、ユーザが自身の手をパッドデバイス
の上で動かすと、動く。さらに、別の例として、ゲーム内の仮想の手の指は、ユーザが自
身の指を動かすと、動く。
【００１０】
　大まかに言うと、本開示で説明するいくつかの実施形態は、デバイスの上のある大きさ
の空間（ｓｐａｃｅ）を監視するセンサの配列を有するパッドデバイスに関する。パッド
デバイスは、センサの配列を有する。深さ情報、たとえば、センサの配列上の基準点から
のユーザの身体部分の深さ、などを使用して、身体部分のしぐさを判断するための位置及
び／または向きを計算する。パッドデバイスは、支持体、たとえば、テーブル、などの上
に置かれ、またはユーザの手に持たれ、またはユーザの足の下に置かれている。パッドデ
バイスは、ＨＭＤ及び／またはゲーム機に接続されている。ユーザが自身の身体部分をパ
ッドデバイスの上に置くと、パッドデバイスのセンサは、身体部分によって乱されたエネ
ルギー信号、たとえば、身体部分から反射したエネルギー信号、身体部分によって干渉さ
れたエネルギー信号、などを感知する。
【００１１】
　一実施形態では、乱されたエネルギー及び変化したエネルギーは、本明細書では、交換
可能に使用される。たとえば、エネルギーは、エネルギーがユーザの身体部分からの干渉
によって変化した時に、乱れる。
【００１２】
　さまざまな実施形態では、エネルギーセンサに加えて、パッドデバイスは、パッドデバ
イスの上の空間中に信号を発する、エネルギーエミッタの配列を含む。エネルギーエミッ
タとエネルギーセンサとの配列の例は、容量センサの配列、または超音波エミッタとマイ
クとの配列、または赤外線（ＩＲ）エミッタとＩＲ光感知ダイオードとの配列、またはこ
れらの２つ以上の組み合わせ、などを含む。発せられた信号は、身体部分によって乱され
る。たとえば、電磁エネルギーが発せられると、電磁エネルギーが身体部分によって干渉
され、乱された電磁エネルギーの一部が、パッドデバイスのセンサによって感知される。
別の例として、光または音を使用すると、光または音の一部は、感知のためのパッドデバ
イスのセンサに向かって反射する。身体部分によって乱され、センサによって感知された
信号に基づいて、基準点からの、空間内の身体部分の位置及び／または空間内の身体部分
の向きが、プロセッサ、たとえば、ゲーム機のプロセッサ、ＨＭＤのプロセッサ、などに
よって判断される。たとえば、空間センサは、空間内の手を上手く追跡することと、手の
各指の動きを上手く追跡することとを、それらがパッドデバイスの上にある時に可能にす
る。いくつかの実施形態では、位置及び／または向きに基づいて、ユーザによって行われ
るしぐさは、プロセッサによって判断される。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、しぐさをプロセッサによって使用して、ＶＲ画像またはＡＲ
画像を生成する。たとえば、しぐさを特定して、ＨＭＤまたはゲーム機に接続された表示
デバイス、たとえば、テレビ、などで行われているゲームの、次のゲーム状態を生成する
。ＶＲ画像またはＡＲ画像は、ゲームのゲーム状態を表示する。
【００１４】
　さまざまな実施形態では、ＨＭＤは、パッドデバイスの画像を取得するためのカメラを
含む。カメラは、ＨＭＤの内部にあり、またはＨＭＤの外部にある。たとえば、カメラは
、ＨＭＤ内に一体化されており、または外部でＨＭＤの上に配置されており、または外部
でＨＭＤの下、たとえば、ＨＭＤのレンズの下に配置されている。カメラは、身体部分の
画像を取得し、画像は、ユーザの頭部に対する身体部分の位置及び／または向きを特定す
るために、ゲーム機またはＨＭＤのプロセッサによって解析される。ＨＭＤは、ユーザの
頭部に装着される。頭部に対する身体部分のこの位置及び／または向きは、ＨＭＤ内に表
示されているＶＲ画像またはＡＲ画像内に描画された手の、拡大縮小、たとえば、距離の
変化、向きの変化、などを提供する。
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【００１５】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤまたはゲーム機に関連付けられたカメラは、身体部分
の影の画像を取得する。影は、身体部分がパッドデバイスの上の空間内に位置する時に、
パッドデバイス上に形成される。画像をプロセッサによって解析して、身体部分の位置及
び／または向きを判断する。
【００１６】
　さまざまな実施形態では、ＨＭＤまたはゲーム機のカメラで取得した身体部分の画像ま
たは身体部分の影の画像を、空間内の身体部分の位置及び／または向きと併せて使用して
、しぐさを判断または確認し、ＶＲ画像またはＡＲ画像を生成する。ＶＲ画像またはＡＲ
画像は、ＨＭＤの画面上に、またはゲーム機に接続された表示デバイス、たとえば、テレ
ビ、コンピュータモニタ、などの画面上に、表示される。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイスは、マーカー、たとえば、パターンコード、
または反射体、または発光ダイオード、またはクイックレスポンス（ＱＲ）コード、また
はこれらの２つ以上の組み合わせ、などの配列を含み、ユーザの身体部分によって塞がれ
ているパッドデバイスの表面上のマーカーが、身体部分の輪郭を画定できるようにする。
ＨＭＤのカメラは、パッドデバイスの表面上の、塞がれている領域と塞がれていない領域
との間の差分を示す画像データを生成する。プロセッサ、たとえば、ゲーム機のゲームプ
ロセッサ、などは、塞がれている領域の信号と塞がれていない領域の信号とを受信して、
身体部分の輪郭を判断する。たとえば、身体部分の輪郭は、塞がれている領域と塞がれて
いない領域との間の境界である。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤに関連付けられたカメラの代わりに、またはそれに加
えて、ゲーム機の内部または外部、たとえば、ゲーム機の上部、側部、などに配置された
カメラ、またはゲーム機が置かれている現実世界環境内のカメラを使用して、身体部分の
画像を取得する、ということに留意すべきである。
【００１９】
　さまざまな実施形態では、ＨＭＤまたはゲーム機は、エミッタ、たとえば、赤外光エミ
ッタ、可視光エミッタ、などを含む。エミッタは、光を、身体部分に向けて発する。ＨＭ
Ｄまたはゲーム機に関連付けられたカメラ、たとえば、赤外線カメラ、などを使用して、
身体部分から反射した光から画像を生成し、プロセッサがユーザの身体部分の位置及び／
または向きを判断することを可能にする。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイスは、緑の画面色などの色を含み、ＨＭＤまた
はゲーム機のカメラがユーザの身体部分を容易に特定できるようにし、身体部分の画像を
ＶＲ空間またはＡＲ空間に溶け込ませるようにする。ＶＲ空間またはＡＲ空間は、ＨＭＤ
を介して、または表示デバイスを介して表示され、表示デバイスの例を上記に提供してい
る。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイスは、コンピューティングデバイス、たとえば
、タブレットコンピュータ、携帯電話、またはタッチ型デスクトップモニタ及び中央処理
装置（ＣＰＵ）、などである。コンピューティングデバイスは、たとえば、ユーザに自身
の手をコンピューティングデバイスの画面上で移動させることなどによって、身体部分の
位置及び／または向きを追跡し、コンピューティングデバイスは、緑、青、赤、などの異
なる色を表示して、身体部分の追跡と、身体部分の画像をＶＲ空間またはＡＲ空間に組み
込むことと、を可能にする。
【００２２】
　パッドデバイスは、ＨＭＤ及び／またはゲーム機と通信する。たとえば、パッドデバイ
スは、ゲーム機と、媒体、たとえば、有線媒体または無線媒体を介して通信する。媒体の
例は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）と、Ｗｉ－Ｆｉと、ユニバーサルシリアルバス（
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ＵＳＢ）と、シリアル転送と、パラレル転送と、イーサネット（登録商標）とを含む。セ
ンサによって感知される信号は、媒体を介してゲーム機に送信され、ゲームプロセッサが
、身体部分の位置及び／または向き、及び／または身体部分によって行われるしぐさを判
断することを可能にする。ゲーム機は、ＨＭＤまたは表示デバイスと通信して、ＨＭＤま
たは表示デバイスでゲームを行うために使用されるゲーム信号を提供する。
【００２３】
　パッドデバイス、たとえば、空間感知タッチパッド、などを活用することによって、ユ
ーザの身体部分を追跡し、身体部分を、実行可能なＶＲ制御方法として使用することを容
易にする。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイスは、表示デバイスを排除しており、ＨＭＤを
装着しているユーザの前にある支持体、たとえば、机、コーヒーテーブル、などの上に置
かれている。
【００２５】
　一実施形態では、パッドデバイスは、パッドデバイスの上面の上に停止している身体部
分の深さ及び／または色を感知するセンサの配列を含む。身体部分の深さ及び／または色
をゲームプロセッサによって使用して、身体部分の全体的な位置、及び／または身体部分
の向き、及び／または身体部分のしぐさを判断する。
【００２６】
　さまざまな実施形態では、パッドデバイスは、知られている色、たとえば、緑、青、な
どで覆われており、ＨＭＤに付けられたカメラは、知られている色を使用して、身体部分
をカメラのビデオ入力から分割すること、たとえば、緑画面効果、などを補助する。これ
は、身体部分のビデオ入力が、ＨＭＤ内でユーザに表示される画像を拡大することを可能
にする。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイスは、ＨＭＤに対するパッドデバイスの三次元
（３Ｄ）位置、たとえば、ｘ位置、ｙ位置、及びｚ位置、などを判断するために、ＨＭＤ
のカメラによって追跡されるパターン、たとえば、単純な印刷マーカー、発光ダイオード
（ＬＥＤ）パターン、などを含む。また、いくつかの実施形態では、身体部分によってパ
ッドデバイス上に投じられる妨害物及び／または影は、パッド上の身体部分のより正確な
３Ｄ表現を取得するために、空間センサに加えてカメラ、たとえば、ＨＭＤに関連付けら
れたカメラまたはゲーム機に関連付けられたカメラ、などによって追跡される。
【００２８】
　パッドデバイスのアプリケーションの例は、ホログラフィックディスプレイ、たとえば
、チェスボードのホログラフィックディスプレイ、などの仮想表現と、ＶＲ内のさまざま
なデスクトップ型またはボード型のゲームまたはアプリケーションと、を含む。
【００２９】
　一実施形態では、ＨＭＤに対するユーザの手の検出を強化するための方法が説明される
。方法は、エネルギー、たとえば、可視光線、赤外光、電磁場、などの乱された部分を、
パッドデバイス内に一体化され、配列に配置されたセンサによって感知することを含む。
エネルギーの乱れた部分は、ユーザの手によって、手がパッドデバイスの近くに置かれた
時に乱される。エネルギーの乱れた部分を感知する複数のセンサは、手の現在の位置を映
し出すエネルギー画像を生成する。方法は、感知することを継続的に繰り返して、エネル
ギー画像のストリーム、たとえば、電磁エネルギー場におけるユーザの身体部分による乱
れを示す電気信号、可視光エネルギーまたは赤外光エネルギーにおける身体部分による干
渉を示す電気信号、エネルギー画像フレーム、などを生成することを含む。エネルギー画
像のストリームは、感知することを繰り返す間、手の位置の変化を表示する。たとえば、
電磁エネルギー場または光エネルギーにおける手の動きによる乱れを使用して、手の位置
の変化を判断する。方法は、エネルギー画像の各々を処理して、手のモデルと手のモデル
の動きとを生成するために、エネルギー画像のストリームをゲーム機に通信することを含
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む。手のモデルは、ＨＭＤ内に表示される仮想環境内の仮想の手として、少なくとも部分
的に描画される。
【００３０】
　一実施形態では、ＨＭＤに対するユーザの手の検出を強化するためのパッドデバイスが
説明される。パッドデバイスは、エネルギーの乱れた部分を感知するための複数のセンサ
を含む。センサは、パッドデバイスの表面上に、配列に配置される。エネルギーの乱れた
部分は、手がパッドデバイスの近くに置かれた時に、ユーザの手によって乱される。セン
サは、手の現在の位置を映し出すエネルギー画像を生成するために、エネルギーの乱れた
部分を感知するように構成されている。センサは、さらに、感知することを継続的に繰り
返して、エネルギー画像のストリームを生成するように構成されている。エネルギー画像
のストリームは、感知することを繰り返す間、手の位置の変化を示す。パッドデバイスは
、センサに連結された通信デバイスを含む。通信デバイスは、エネルギー画像の各々を処
理して、手のモデルと手のモデルの動きとを生成するために、エネルギー画像のストリー
ムをゲーム機に通信する。手のモデルは、ＨＭＤ内に表示される仮想環境内の仮想の手と
して、少なくとも部分的に描画される。
【００３１】
　一実施形態では、パッドデバイスを含むシステムが説明される。パッドデバイスは、身
体部分が発せられたエネルギーと関わった時にセンサによって感知されるエネルギー部分
を受信するための、パッドデバイスの表面上に置かれた複数のセンサを含む。センサは、
身体部分が現在の位置にある時の乱れたエネルギー部分を感知することによって、エネル
ギー画像を乱れたエネルギー部分から生成するように構成されている。センサは、さらに
、感知することを継続的に繰り返して、エネルギー画像のストリームを生成するように構
成されている。エネルギー画像のストリームは、感知することを繰り返す間、手の位置の
変化を示す。システムは、さらに、エネルギー画像のストリームを通信するための、セン
サに連結されたパッド通信デバイスを含む。システムは、また、パッドデバイスに連結さ
れたゲーム機を含む。ゲーム機は、エネルギー画像のストリームをパッド通信デバイスか
ら受信するための、パッド通信デバイスに連結されたゲーム通信デバイスを含む。ゲーム
機は、さらに、身体部分の動きをエネルギー画像のストリームに基づいて判断するための
、ゲーム通信デバイスに連結されたゲームプロセッサを含む。ゲームプロセッサは、仮想
環境内の仮想オブジェクトの状態を、身体部分の動きに基づいて判断するように構成され
ている。ゲーム通信デバイスは、仮想オブジェクトの状態に関するデータを送信するよう
に構成されている。システムは、さらに、ゲーム機に連結されたＨＭＤを含む。ＨＭＤは
、仮想画像の状態に関するデータをゲーム通信デバイスから受信するための、ゲーム通信
デバイスに連結されたＨＭＤ通信デバイスを含む。ＨＭＤは、その状態を有する仮想オブ
ジェクトを画像内に表示するための、ＨＭＤ通信デバイスに連結されたプロセッサを含む
。
【００３２】
　上述の実施形態のいくつかの利点は、ユーザの身体部分の位置と向きとを判断するため
にパッドデバイスを使用することを含む。パッドデバイスは、ゲームをしている間に使用
される手袋よりも、使用がより衛生的である。たとえば、パッドデバイスは、着用される
のではなく、持たれて、パッドデバイスの周りにオープンな空間を形成する。手袋内に形
成される閉鎖空間は、パッドデバイスの周りのオープンな空間と比較して、細菌が生まれ
、増殖することを容易にする。また、細菌を除去するために、パッドデバイスを洗浄する
ほうが、手袋を洗浄するよりも容易である。さらに、パッドデバイスを使用して仮想環境
とやり取りを行うほうが、手袋を使用して仮想環境とやり取りを行うよりも容易である。
たとえば、ユーザにとっては、パッドデバイスを掴むよりも手袋を装着するほうがより時
間がかかり、パッドデバイスを戻すよりも手袋を脱ぐほうがより時間がかかる。また、一
実施形態では、パッドデバイスは、ユーザの身体部分の位置と向きとを判断するためのカ
メラを含む。そのようなカメラは、手袋内に一体化することが困難である。
【００３３】
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　本開示で説明する他の態様は、添付の図面と併せて、以下の発明を実施するための形態
から明白になり、本開示で説明する原理を一例として示す。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　本開示のさまざまな実施形態は、添付の図面と併せて、以下の説明を参照することによ
って最も良く理解される。
【００３５】
【図１】本開示の一実施形態による、空間内の手の位置を感知するために、ユーザの手の
下に置かれたパッドデバイスの図である。
【００３６】
【図２】本開示の一実施形態による、別のパッドデバイスの図である。
【００３７】
【図３】本開示の一実施形態による、頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）がパッドデバイ
スと併せて使用されるシステムの図である。
【００３８】
【図４】本開示の一実施形態による、ゲーム機のカメラが、ＨＭＤとパッドデバイスと共
に使用されるシステムの図である。
【００３９】
【図５】本開示の一実施形態による、エミッタとセンサとを含むパッドデバイスの図であ
る。
【００４０】
【図６Ａ】本開示の一実施形態による、ユーザによって自身の手に持たれているパッドデ
バイスの図である。
【００４１】
【図６Ｂ】本開示の一実施形態による、エネルギー画像の生成と、エネルギー画像のスト
リームの生成を用いた手の動きとを示すために使用される図である。
【００４２】
【図６Ｃ】本開示の一実施形態による、エネルギーセンサを含むＨＭＤを示した図である
。
【００４３】
【図７Ａ】本開示の一実施形態による、ＨＭＤのカメラと併せて使用されるパッドデバイ
スの一実施形態の図である。
【００４４】
【図７Ｂ】本開示の一実施形態による、カメラを含むパッドデバイスの図である。
【００４５】
【図８】本開示の一実施形態による、ユーザの手の位置と向きとを判断するためにテレビ
を使用するシステムの図である。
【００４６】
【図９】本開示の一実施形態による、手及び／またはＨＭＤを見るために、パッドデバイ
スが、支持体、たとえば、テーブル、椅子、台、机、などに対してある角度で置かれてい
るシステムの側面図である。
【００４７】
【図１０】本開示の一実施形態による、パッドデバイスに対するユーザの身体部分の位置
と向きとに基づいて、ＨＭＤの表示画面上の画像内に表示される仮想オブジェクトの図で
ある。
【００４８】
【図１１】本開示の一実施形態による、マーカーが置かれているパッドデバイスの図であ
る。
【００４９】
【図１２】本開示の一実施形態による、２つのパッドデバイスを使用するシステムの図で



(13) JP 6538897 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

ある。
【００５０】
【図１３】本開示の一実施形態による、ユーザが自身の両足をパッドデバイスの上に置く
、方法の一実施形態の図である。
【００５１】
【図１４】本開示の一実施形態による、ユーザが、自身の右足をパッドデバイスの上に置
き、自身の左足をパッドデバイスの上に置く、方法の一実施形態の図である。
【００５２】
【図１５】本開示の一実施形態による、マーカーの配列と、センサの配列と、エミッタの
配列とを含むパッドデバイスの図である。
【００５３】
【図１６】本開示の一実施形態による、ユーザの両手を覆うある量の光信号または音信号
または電磁信号を発する、細長いパッドデバイスの等角図である。
【００５４】
【図１７】本開示の一実施形態による、エネルギーエミッタとエネルギーセンサとを含む
ＨＭＤの図である。
【００５５】
【図１８】本開示の一実施形態による、その中ではユーザの手の動きが検出される、空間
の境界があることを示す図である。
【００５６】
【図１９】本開示の一実施形態による、ユーザによって行われるしぐさに基づいた仮想オ
ブジェクトの生成を示すために使用される図である。
【００５７】
【図２０Ａ】本開示の一実施形態による、パッドデバイスのブロック図である。
【００５８】
【図２０Ｂ】本開示の一実施形態による、ＨＭＤの表示画面上に表示される画像内の仮想
オブジェクトの位置及び／または向きの変化を、ユーザの身体部分の位置及び／または向
きの変化と連携して示すシステムのブロック図である。
【００５９】
【図２１】本開示の一実施形態による、ＨＭＤの等角図である。
【００６０】
【図２２】本開示の一実施形態による、ＨＭＤとハンドヘルドコントローラとを使用する
ことによって、ユーザが仮想環境とやり取りを行うことを示すシステムの図である。
【００６１】
【図２３】本開示の一実施形態による、別のＨＭＤの等角図である。
【００６２】
【図２４】本開示の一実施形態による、コンピュータネットワークを介した仮想環境への
アクセスを示すために使用される図である。
【００６３】
【図２５】本開示の一実施形態による、仮想環境にアクセスするためにＨＭＤを装着した
ユーザを示した図である。
【００６４】
【図２６】本開示の一実施形態による、ＨＭＤの例示的な構成要素を示した図である。
【００６５】
【図２７】本開示の一実施形態による、情報サービスプロバイダアーキテクチャを示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　ゲームデバイスを用いた空間感知のためのシステムと方法とを説明する。本開示で説明
するさまざまな実施形態を、これらの具体的な詳細の一部または全部なしに実施すること
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ができる、ということに留意すべきである。他の例では、良く知られているプロセス動作
は、本開示で説明するさまざまな実施形態を不必要に分かりにくくしないために、詳細に
は説明されていない。
【００６７】
　一実施形態では、パッドデバイスは、ユーザの身体部分の位置と向きとを判断するため
に使用される。ユーザは、パッドデバイスを自身の手に持ち、手のしぐさをパッドデバイ
スの上で行う。手のしぐさは、１つまたは複数の機構、たとえば、カメラ、エミッタ及び
センサ、などを使用して追跡される。手のしぐさを特定するためのデータは、機構から、
ゲーム機のゲームプロセッサに通信される。ゲームプロセッサは、手の位置と向きとをデ
ータから特定して、しぐさを特定する。しぐさをゲームプロセッサによって使用して、頭
部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）の表示デバイス内に表示される仮想オブジェクトの位置
と向きとを特定する。
【００６８】
　図１は、ユーザの手の下に置かれたパッドデバイス１０２の一実施形態の図である。パ
ッドデバイス１０２は、現実世界環境、たとえば、部屋、オープンな空間、などの中に置
かれている。パッドデバイスは、センサ、たとえば、センサＳ１、センサＳ２、センサＳ
３、などを含み、それらは、エネルギー、たとえば、手から反射した光エネルギー、手か
ら反射した超音波エネルギー、手によって乱された電磁場エネルギー、手から反射した周
辺光、などを、雲で示された、中に手が置かれている空間から感知する。センサの例は、
超音波センサ、赤外光センサ、電荷結合素子（ＣＣＤ）配列センサ、プレタッチセンサ、
電磁エネルギーセンサ、などを含む。一実施形態では、周辺光は、ユーザを囲む現実世界
環境内に置かれた発光体によって生成される。パッドデバイスは、プレタッチ信号を感知
して、パッドデバイスと手との間の距離と、パッドと手の各指との間の距離と、を判断す
る能力を有する。パッドデバイスと手との間の距離は、パッドデバイスに対する手の位置
を提供する。さらに、パッドデバイスと手の各指、たとえば、親指ＲＨＦ１、人差し指Ｒ
ＨＦ２、中指ＲＨＦ３、薬指ＲＨＦ４、小指ＲＨＦ５、などとの間の距離を使用して、パ
ッドデバイスに対する各指の位置を判断する。
【００６９】
　手の位置は、ゲーム機のゲームプロセッサによって、図１に示す現実世界環境の基準座
標システム、たとえば、ｘｙｚ座標システム、などに対して定められる。たとえば、手の
位置は、現実世界環境の基準座標システムの基準座標（０、０、０）に対して定められる
。一実施形態では、現実世界環境の基準座標システムの基準座標（０、０、０）は、ゲー
ム機のゲームプロセッサによって、パッドデバイス１０２の頂点に定められる。一実施形
態では、現実世界環境の基準座標システムの基準座標（０、０、０）は、ゲーム機のゲー
ムプロセッサによって、パッドデバイス１０２の上面の任意の点に定められる。
【００７０】
　一実施形態では、パッドデバイスは、プラスチック、またはゴム、または金属、または
布、またはこれらの２つ以上の組み合わせから作られている。
【００７１】
　一実施形態では、パッドデバイス１０２は、平らであり、たとえば、以下で説明するエ
ネルギーセンサとエネルギーエミッタとを収容するための厚さを有する。たとえば、パッ
ドデバイス１０２の厚さは、パッドデバイス１０２内に一体化されたエネルギーセンサの
厚さ及び／エネルギーエミッタの厚さと同じであり、または実質的に同じである。別の例
として、パッドデバイス１０２の厚さは、パッドデバイス１０２内に一体化されたセンサ
及び／またはエネルギーエミッタの厚さの２倍以下である。
【００７２】
　一実施形態では、パッドデバイス１０２は、任意の数のセンサを含む。
【００７３】
　一実施形態では、センサは、パッドデバイス１０２の表面上で、パターン、たとえば、
水平パターン、垂直パターン、斜線パターン、ジグザグパターン、曲線パターン、などに
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配置されている。
【００７４】
　一実施形態では、パッドデバイス１０２は、５インチ×５インチ、３インチ×５インチ
、５インチ×７インチ、１０インチ×１０インチ、１２インチ×１２インチ、１２インチ
×１０インチ、１４インチ×１４インチ、３インチ×５インチ、などの、寸法、たとえば
、長さ掛ける幅を有している。一実施形態では、パッドデバイス１０２は、ユーザ３１２
の手の寸法よりも大きい寸法、たとえば、長さ掛ける幅、などを有している。一実施形態
では、大人の代わりに、ユーザ３１２は子供である。
【００７５】
　一実施形態では、パッドデバイス１０２のセンサは、ユーザ３１２の指の指関節からの
エネルギー信号を取得することを容易にするために、間隔を開けられている。たとえば、
パッドデバイス１０２の２つの連続したセンサは、ｘ軸に沿ったｘ方向に、０．５インチ
の間隔を開けられている。別の例として、パッドデバイス１０２の２つの連続したセンサ
は、ｘ方向に１インチの間隔を開けられている。さらに別の例として、パッドデバイス１
０２の２つの連続したセンサは、ｘ方向に１．５インチの間隔を開けられている。さらに
別の例として、パッドデバイス１０２の２つの連続したセンサは、ｚ軸に沿ったｚ方向に
、０．５インチの間隔を開けられている。別の例として、パッドデバイス１０２の２つの
連続したセンサは、ｚ方向に１インチの間隔を開けられている。さらに別の例として、パ
ッドデバイス１０２の２つの連続したセンサは、ｚ方向に１．５インチの間隔を開けられ
ている。
【００７６】
　図２は、パッドデバイス１０２（図１）の一実施例である、パッドデバイス１０４の一
実施形態の図である。パッドデバイス１０４は、センサアレイを含み、センサアレイは、
ユーザの身体部分、たとえば、手、指関節、指、足、指の一部、手の一部、足の一部、な
どによって乱された、光信号または音信号または電磁信号を検出するために使用される。
【００７７】
　図３は、ＨＭＤ１０５がパッドデバイス１０２と併せて使用されるシステムの一実施形
態の図である。ＨＭＤ１０５は、ユーザ３１２の頭部に装着される。ＨＭＤ１０５を装着
している時、ユーザ３１２の目は覆われている。ユーザ３１２は、ＨＭＤ１０５がユーザ
３１２の頭部上で支えられるまで、ＨＭＤ１０５を自身の頭部上で滑らせる。たとえば、
ＨＭＤ１０５の表示デバイスに付けられたストラップを、ユーザ３１２の頭部の後ろにか
かるように締め、ＨＭＤ１０５をユーザ３１２の頭部上で支えることを容易にする。
【００７８】
　ＨＭＤ１０５は、カメラ３１０を有し、カメラ３１０は、ユーザ３１２の手及び／また
は手の影の画像と、パッドデバイス１０２の少なくとも一部の画像とを生成するために使
用される画像データを取得する。画像データは、パッドデバイス１０２に対するユーザ３
１２の手及び／または手の影の位置と、パッドデバイス１０２に対する手及び／または手
の影の向きと、を含む。画像データは、ＨＭＤ１０５の通信デバイスから、ゲーム機の通
信デバイスに通信される。画像データは、有線または無線の転送プロトコルを使用して通
信され、それらの両方を以下に説明する。ゲーム機の通信デバイスは、画像データをゲー
ム機のゲームプロセッサに提供する。
【００７９】
　ゲームプロセッサは、現実世界環境におけるユーザ３１２の手の位置と向きとを、画像
データから判断する。たとえば、プロセッサ３１２は、画像データ内のユーザ３１２の手
の位置、たとえば、（ｘ、ｙ、ｚ）座標、などを、ｘｙｚ座標システムの基準点、たとえ
ば、原点（０、０、０）、などから特定する。
【００８０】
　別の例として、ゲームプロセッサは、画像データ内のユーザ３１２の手の向き、たとえ
ば、ユーザ３１２の手の軸によってｘ軸に対して形成される角度、その軸によってｙ軸に
対して形成される角度、その軸によってｚ軸に対して形成される角度、これらの２つ以上
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の組み合わせ、などを使用して、現実世界環境におけるユーザ３１２の手の向きを特定す
る。ｘｙｚ座標システムを以下にさらに説明する。
【００８１】
　ｘｙｚ座標システムの基準点に対するユーザ３１２の身体部分の位置は、ｘｙｚ座標シ
ステムのｘ軸に沿ったｘ方向の距離と、ｘｙｚ座標システムのｙ軸に沿ったｙ方向の距離
と、ｘｙｚ座標システムのｚ軸に沿ったｚ方向の距離と、を含む、ということに留意すべ
きである。さらに、ｘｙｚ座標システムに対するユーザ３１２の身体部分の向きは、ユー
ザ３１２の身体部分によってｘ軸に対して形成される角度と、身体部分によってｙ軸に対
して形成される角度と、身体部分によってｚ軸に対して形成される角度と、を含む。たと
えば、ユーザ３１２の身体部分がｘｙｚ座標システムのある軸に対して回転すると、その
軸に対する角度が変化する。
【００８２】
　一実施形態では、ユーザの手の影のｘ位置は、ユーザの手のｘ位置と同じであり、影の
ｚ位置は、手のｚ位置と同じである、ということに留意すべきである。
【００８３】
　本明細書で説明する実施形態のうちのいくつかを使用して、ユーザ３１２の手の位置と
向きとを判断するが、その実施形態は、ユーザ３１２の別の身体部分または身体部分の影
の位置と向きとを判断するために同様に適用される、ということにも留意すべきである。
【００８４】
　一実施形態では、カメラ３１０を使用して手の画像とパッドデバイス１０２の画像とを
取得する時、ｘｙｚ座標システムの基準点は、カメラ３１０が固定されているＨＭＤ１０
５上の一点、たとえば、カメラ３１０のレンズの位置、などに配置されている。
【００８５】
　一実施形態では、カメラ、たとえば、ゲーム機のカメラ、ＨＭＤのカメラ、独立して置
かれたカメラ、テレビのカメラ、テレビの上に置かれたカメラ、などを使用して取得した
身体部分の位置及び向きは、パッドデバイスのセンサを使用して取得した身体部分の位置
と向きとを確認または否定するために使用される。たとえば、ゲーム機１０８のゲームプ
ロセッサは、カメラを使用して取得した画像データから判断した位置が、パッドデバイス
のセンサによって生成された電気信号から判断した、所定の範囲内の位置にあるかどうか
を判断する。例示するために、電気信号は、センサがエネルギー、たとえば、可視光、赤
外光、電磁場、などの乱れを感知した時に、パッドデバイスのセンサによって生成される
。乱れは、ユーザの身体部分の動きによって作られる。画像データから判断した位置が、
センサによって生成された電気信号から判断した、所定の範囲内の位置にあると判断する
と、ゲームプロセッサは、身体部分の位置が正確であると確認する。一方で、画像データ
から判断した位置が、センサによって生成された電気信号から判断した、所定の範囲内の
位置にないと判断すると、ゲームプロセッサは、身体部分の位置が正しくないと判断する
。同様に、ユーザ３１２の身体部分の向きは、カメラを使用して取得した画像データから
ゲームプロセッサによって判断された身体部分の向きと、パッドデバイスのセンサによっ
て生成された電気信号からゲームプロセッサによって判断された身体部分の向きと、の比
較から、正確であることが確認または否定される。
【００８６】
　一実施形態では、パッドデバイス１０２は、パッシブパッドデバイスであり、ＨＭＤ１
０５のカメラ３１０がパッドデバイス１０２の表面の画像を取得する時、パッシブパッド
デバイスは、ユーザ３１２の手に面しているその表面上に、パターン、または色、または
表面質感、または印刷された色パターン、または色合い、またはそれらの２つ以上の組み
合わせ、などを有する。たとえば、パッドデバイス１０２は、電気回路、たとえば、セン
サ、カメラ、エミッタ、プロセッサ、メモリデバイス、などを有さないパッシブデバイス
である。別の例として、パッドデバイス１０２は、エネルギーセンサ及び／またはエネル
ギーエミッタを有し、ユーザ３１２の身体部分の位置と向きとを判断するためのカメラま
たはプロセッサを有さない、パッシブデバイスである。
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【００８７】
　図４は、ゲーム機１０８のカメラ４１０が、ＨＭＤ１０６とパッドデバイス１０２と共
に使用されるシステムの一実施形態の図である。ＨＭＤ１０５（図３）は、ＨＭＤ１０６
の一実施例である。ゲーム機１０８のカメラ４１０は、画像データを、現実世界環境内の
ｘｙｚ座標システムに対する手及び／または手の影の相対位置及び／または相対向きに基
づいて、生成する。画像データは、ｘｙｚ座標システムに対する、ユーザ３１２の手及び
／または手の影の位置と向きとを含む。画像データ内のｘｙｚ座標システムに対するユー
ザ３１２の手及び／または手の影の位置と向きを、ゲーム機１０８のゲームプロセッサに
よって使用して、手のしぐさを判断し、しぐさをゲーム機のゲームプロセッサによって使
用して、次の状態、たとえば、仮想環境の状態、ゲーム状態、などを判断する。たとえば
、ユーザ３１２の手の複数の位置及び向きは、あるしぐさに対応する。しぐさデータと、
身体部分の１つまたは複数の位置及び／または身体部分の１つまたは複数の向きと、の間
の対応、たとえば、マップ、リンク、関連性、などは、ゲーム機１０８のゲームメモリデ
バイス内に格納されている。
【００８８】
　身体部分のしぐさは、身体部分の、複数の位置及び／または複数の向きによって定めら
れる。たとえば、仮想の銃をユーザ３１２が持っていることを示すしぐさは、ユーザ３１
２の手の人差し指及び親指がまっすぐであり、手の残りの指が曲がっており、手が水平の
向きを有している時に、形成される。別の例として、仮想の剣をユーザ３１２が持ってい
ることを示すしぐさは、ユーザ３１２の手の人差し指及び親指がまっすぐであり、手の残
りの指が曲がっており、手が垂直の向きを有している時に、形成される。
【００８９】
　仮想環境画像データは、ゲームプロセッサによって、ゲームプロセッサによる次の状態
に基づいて生成され、仮想環境画像データは、媒体、たとえば、有線媒体、無線媒体、な
どを介して、ＨＭＤ１０６に送信される。仮想環境画像データは、仮想環境をＨＭＤ１０
６の表示画面に表示するために、ＨＭＤ１０６のプロセッサによって描画される。仮想環
境を以下にさらに説明する。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、仮想環境画像データは、媒体、たとえば、有線媒体、無線媒
体、などを介して、テレビの表示デバイスに送信される。仮想環境画像データは、仮想環
境をテレビの表示画面に表示するために、テレビのプロセッサによって描画される。
【００９１】
　一実施形態では、カメラ４１０を使用してパッドデバイス１０２上の手及び／または手
の影の画像を取得する時、ｘｙｚ座標システムの基準点は、カメラ４１０が固定されてい
るゲーム機１０８上の一点、たとえば、カメラ４１０の位置、カメラ４１０のレンズの位
置、などに配置されている。
【００９２】
　図５は、配列に配置されたエミッタとセンサとを含む、パッドデバイス１１０の一実施
形態の図である。たとえば、パッドデバイス１１０は、ｘ軸のｘ方向に沿って水平に並ん
だ、エミッタＥＥ１と、エミッタＥＥ２と、エミッタＥＥ３と、エミッタＥＥ４と、を含
む。別の例として、パッドデバイス１１０は、ｘ軸のｘ方向に沿って水平に並んだ、セン
サＳ１と、センサＳ２と、センサＳ３と、を含む。パッドデバイス１１０は、パッドデバ
イス１０２（図１）の一実施例である。
【００９３】
　センサには、パッドデバイス１１０のエミッタが交ざっている。たとえば、エミッタＥ
Ｅ１、エミッタＥＥ２、エミッタＥＥ３、及びエミッタＥＥ４は、センサＳ１と、センサ
Ｓ２と、センサＳ３と並んでいる。さらに、本実施例では、エミッタＥＥ１にはセンサＳ
１が続き、センサＳ１にはエミッタＥＥ２が続き、エミッタＥＥ２にはセンサＳ２が続き
、センサＳ２にはエミッタＥＥ３が続き、エミッタＥＥ３にはセンサＳ３が続き、センサ
Ｓ３にはエミッタＥＥ４が続いている。
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【００９４】
　エミッタ及び／またはセンサは、パッドデバイス１１０内に一体化、たとえば、結合さ
れ、組み合わされ、統合され、組み込まれ、均一にされる、などし、パッドデバイス１１
０の表面５０３上で可視である。
【００９５】
　エミッタの例は、発光ダイオード（ＬＥＤ）、電磁エネルギー送信機、超音波トランシ
ーバ、などを含む。センサの例は、光ダイオード、フォトレジスタ、フォトトランジスタ
、光感知器、電磁エネルギーレシーバ、超音波センサ、マイク、などを含む。
【００９６】
　パッドデバイス１１０のエミッタは、たとえば、光の形態、音の形態、電磁信号の形態
、これらの２つ以上の組み合わせ、などのエネルギー、を、パッドデバイス１１０の上部
の空間に向けて発する。空間は、図５では、破線とパッドデバイス１１０とによって囲ま
れている。一例として、空間の境界は、エネルギーエミッタによって発せられたエネルギ
ーが徐々になくなる地点にある。ユーザ３１２の身体部分が、表面５０３の上の空間と関
わると、パッドデバイス１１０のエミッタによって発せられたエネルギーは、身体部分に
入射し、身体部分は、エネルギーの一部を反射する。一例として、ユーザ３１２は、手の
しぐさを行うことによって、または自身の手を空間内で動かすことによって、または自身
の指を空間内で動かすことによって、などして空間と関わる。パッドデバイスのセンサは
、身体部分によって乱された、たとえば、光の形態、音の形態、電磁信号の形態、などの
エネルギーを、感知、たとえば、検出、などして、パッドデバイス１１０に対する空間内
での身体部分の位置を判断する。
【００９７】
　一実施形態では、身体部分の影は、身体部分が表面５０３の上の空間と関わった時に、
表面５０３上に作られる、ということに留意すべきである。影は、パッドデバイス１１０
のセンサのうちのいくつかを覆い、パッドデバイス１１０のセンサの残りは覆わない。影
は、上に影が形成されるパッドデバイス１１０のセンサによって測定される光の強度を、
減少させる。
【００９８】
　身体部分が空間と関わる時、身体部分は表面５０３に触れない、ということにも留意す
べきである。
【００９９】
　空間の形は、図５に示すものに限定されない、ということもさらに留意すべきである。
たとえば、空間は、他の形、たとえば、四角形、雲形、円形、楕円形、などを使用して例
示される。
【０１００】
　一実施形態では、空間は、形がない。
【０１０１】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０は、任意の数のエミッタ、たとえば、１つのエ
ネルギーエミッタ、複数のエネルギーエミッタ、などを含む。
【０１０２】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のエネルギーエミッタ、たとえば、赤外光エミ
ッタ、可視光エミッタ、電磁場生成器、などは、パッドデバイス１１０の表面積を覆うパ
ターンに配置されており、パッドデバイス１１０の表面上に密度を作るように配置されて
いる。電磁場生成器の一例は、中を通って電流が移動する導体を含む。エミッタのパター
ンの例は、マトリックスパターン、斜線パターン、ジグザグパターン、ランダムパターン
、星形パターン、垂直配向パターン、水平配向パターン、などを含む。別の例として、パ
ッドデバイス１１０のエネルギーエミッタ、たとえば、赤外光エミッタ、可視光エミッタ
、電磁場生成器、などは、パッドデバイス１１０の縁に沿って配置されている。
【０１０３】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０は、任意の数のセンサを含む。
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【０１０４】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のセンサは、パッドデバイス１１０の表面積を
覆うパターンに配置されており、パッドデバイス１１０の表面上に密度を作るように配置
されている。センサのパターンの例は、マトリックスパターン、斜線パターン、ジグザグ
パターン、ランダムパターン、星形パターン、垂直配向パターン、水平配向パターン、な
どを含む。
【０１０５】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のセンサは、パッドデバイス１１０のエミッタ
とは異なるパターンを形成する配列に配置されている。たとえば、パッドデバイス１１０
のセンサは、パッドデバイス１１０の表面上で斜線パターンに配置されており、パッドデ
バイス１１０のエミッタは、表面上で、水平パターンまたは垂直パターンに配置されてい
る。
【０１０６】
　一実施形態では、エミッタをパッドデバイス１１０に一体化する代わりに、エミッタは
、表面５０３に、付けられ、たとえば、糊付け、接着、などされる。
【０１０７】
　一実施形態では、各エミッタまたは各センサの電極は、パッドデバイス１１０内に組み
込まれており、電源、たとえば、バッテリ、などに接続されている。一実施形態では、電
力をパッドデバイス１１０のエミッタ及び／またはセンサに提供するための電源は、パッ
ドデバイス１１０内に一体化されている。
【０１０８】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０の各エミッタ及び／または各センサは、電力を
、交流（ＡＣ）電源から、たとえば、ワイヤ、たとえば、導体、などを介して電気コンセ
ントに接続された、パッドデバイス１１０の電力ポートを介して、受信する。
【０１０９】
　一実施形態では、スイッチ、たとえば、トグルスイッチ、手動制御スイッチ、などは、
電源と、パッドデバイス１１０のセンサとエミッタとのグループとの間に置かれている。
スイッチをオンにして、電力が、電源からパッドデバイス１１０のエミッタとセンサとに
提供されることを可能にする。
【０１１０】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のエミッタ及びセンサは、任意の他の様式で交
ざっている。たとえば、１つのエミッタには２つのセンサが続き、または２つのエミッタ
には１つのセンサが続く。本実施例では、任意または全部のエミッタは、任意または全部
のセンサに並んでいる。
【０１１１】
　一実施形態では、エミッタは、パッドデバイス１１０のセンサに並んでいない。たとえ
ば、パッドデバイス１１０のエミッタ及びセンサは、パッドデバイス１１０の表面５０３
で、ランダムパターンまたは疑似ランダムパターンに配置されている。
【０１１２】
　センサとエミッタとを使用してユーザ３１２の身体部分の位置と向きとを判断する一実
施形態では、ｘｙｚ座標システムの基準点は、パッドデバイス１１０上の一点、たとえば
、センサの位置、エミッタの位置、などに配置されている。
【０１１３】
　図６Ａは、ユーザ３１２によって自身の手に持たれているパッドデバイス１１０の一実
施形態の図である。パッドデバイス１１０は、エミッタとセンサとを含む。センサは、電
気信号を生成し、電気信号は、ユーザ３１２の手の位置と向きとを判断するために、ＨＭ
Ｄ１０６のプロセッサまたはゲーム機１０８のゲームプロセッサに通信される。
【０１１４】
　ユーザ３１２の手がパッドデバイス１１０の上面の上の空間に入ると、ユーザ３１２の
手を表す仮想の手６０２が、ＨＭＤ１０６の表示画面に表示される仮想環境６０６に入る
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。ユーザ３１２は、自身の手を空間の中に入れて、仮想の手６０２を使用することによっ
て、仮想環境６０６内の仮想の子犬６０４に触れる。ユーザ３１２は、自身の手をパッド
デバイス１１０上で滑らせて、仮想の手６０２を使用することによって、仮想環境６０６
内の仮想の子犬６０４をなでる。仮想の子犬６０４は、ユーザ３１２の接触に反応する。
たとえば、仮想の子犬６０４は、仮想の手６０２が仮想の子犬６０４に触れ、またはなで
ると、その尾を振り、または起き上がり、または転がる、などする。
【０１１５】
　図６Ｂは、エネルギー画像６１０の生成と、ユーザ３１２の手の動きを用いた複数のエ
ネルギー画像の生成と、を例示するために使用される図である。パッドデバイス１１０の
センサは、ユーザ３１２の左腕の一部によって乱されたエネルギー信号を感知して、エネ
ルギー画像６１０を生成する。エネルギー画像６１０は、左腕の一部の輪郭を含む。輪郭
は、パッドデバイス１１０の、ユーザ３１２の左腕の一部によって乱されたエネルギーを
感知する、センサによって占められた領域を囲む。
【０１１６】
　ユーザ３１２が自身の左腕を期間ｔに渡って動かすと、左腕の一部の動きを追うために
、複数のエネルギー画像がパッドデバイス１１０のセンサによって生成される。エネルギ
ー画像６１０は、パッドデバイス１１０の通信デバイスから、有線媒体または無線媒体を
介して、ゲーム機１０８の通信デバイスに提供される。エネルギー画像６１０は、パッド
デバイス１１０のセンサによって生成された電気信号の強度を含む。エネルギー画像６１
０内に提供される強度をゲーム機１０のゲームプロセッサによって使用して、ユーザ３１
２の左腕の一部の位置と向きとを判断する。
【０１１７】
　同様に、複数のエネルギー画像が、ユーザ３１２の左腕の一部の位置と向きとを判断す
るために、ゲーム機１０６のゲームプロセッサによって解析される。位置と向きとを使用
して、ユーザ３１２により行われたしぐさを判断し、しぐさをゲームプロセッサによって
使用して、仮想環境６０６内の１つまたは複数の仮想オブジェクトの１つまたは複数の状
態、たとえば、仮想の手６０２の状態、仮想の子犬６０４の状態、これらの組み合わせ、
などに関するデータを特定する。
【０１１８】
　１つまたは複数の状態に関するデータは、ゲーム機１０８の通信デバイスからＨＭＤ１
０６の通信デバイスに提供される。ＨＭＤ１０６のプロセッサは、１つまたは複数の状態
に関するデータを描画して、対応する１つまたは複数の状態を有する１つまたは複数の仮
想オブジェクトを、ＨＭＤ１０６の表示画面に表示する。
【０１１９】
　図６Ｃは、エネルギーセンサＳＳ１からエネルギーセンサＳＳ３を含むＨＭＤ６７０を
例示した図である。ＨＭＤ６７０は、ＨＭＤ１０６（図６Ａ）の一実施例である。パッド
デバイス１１０のエネルギーエミッタによって発せられたエネルギー、たとえば、光エネ
ルギー、などは、電気信号を生成するために、エネルギーセンサＳＳ１からエネルギーセ
ンサＳＳ３によって感知される。信号は、ゲーム機１０８のゲームプロセッサによって受
信されるために、ＨＭＤ６７０の通信デバイスからゲーム機１０８の通信デバイスに通信
される。ＨＭＤ６７０に配置された基準座標システムに対する、ユーザの手の位置及び／
または向きは、ゲームプロセッサによって、パッドデバイス１１０のセンサによる手の位
置及び／または向きの判断と同様の方法で、判断される。
【０１２０】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のエミッタは、第１の周波数の光を第１の期間
に渡って発し、第２の周波数の光を、第１の期間に続く第２の期間に渡って発するように
、予めプログラムされている。ＨＭＤ６７０のセンサは、第１の周波数で発せられた光を
感知するように予めプログラムされ、パッドデバイス１１０のセンサは、第２の周波数で
発せられた光を感知する。たとえば、ＨＭＤ６７０のセンサは、パッドデバイス１１０の
発光タイミングと同期する、たとえば、有効になる、オンになる、作動する、などして、
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第１の期間に渡って発せられた光を感知する。
【０１２１】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のエミッタは、第１のパターン、たとえば、ジ
グザグパターン、行パターン、列パターン、などの光を、第１の期間に渡って発し、第２
のパターンの光を、第１の期間に続く第２の期間に渡って発するように、予めプログラム
されている。第２のパターンは、第１のパターンとは異なる。ＨＭＤ６７０のセンサは、
第１のパターンを使用して発せられた光を感知するように予めプログラムされており、パ
ッドデバイス１１０のセンサは、第２のパターンを使用して発せられた光を感知するよう
に予めプログラムされている。たとえば、ＨＭＤ６７０のセンサは、パッドデバイス１１
０の発光タイミングと同期して、第１のパターンを使用して発せられた光を感知する。
【０１２２】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のエミッタは、光を第１の期間に渡って発する
ように予めプログラムされており、エミッタのうちのいくつか、たとえば、１つまたは複
数は、光を、第１の期間に続く第２の期間に渡って発する。ＨＭＤ６７０のセンサは、エ
ミッタのうちのいくつかによって発せられた光を感知するように予めプログラムされてお
り、パッドデバイス１１０のセンサは、パッドデバイス１１０の全てのエミッタによって
発せられた光を感知するように予めプログラムされている。たとえば、ＨＭＤ６７０のセ
ンサは、パッドデバイス１１０の発光タイミングに同期して、エミッタのうちのいくつか
によって第２の期間に渡って発せられた光を感知する。
【０１２３】
　一実施形態では、パッドデバイス１１０のエミッタは、光を第１の期間に渡って発する
ように予めプログラムされており、エミッタのうちのいくつかは、光を、第１の期間に続
く第２の期間に渡って発する。ＨＭＤ６７０のセンサは、エミッタの全部によって第１の
期間に渡って発せられた光を感知し、パッドデバイス１１０のセンサは、パッドデバイス
１１０のいくつかのエミッタによって第２の期間に渡って発せられた光を感知する。たと
えば、ＨＭＤ６７０のセンサは、パッドデバイス１１０の発光タイミングに同期して、第
１の期間に渡って発せられた光を感知する。
【０１２４】
　一実施形態では、ＨＭＤ６７０は、任意の数のセンサを含む。
【０１２５】
　図７Ａは、ＨＭＤ１０５のカメラと併せて使用されるパッドデバイス１１０の一実施形
態の図である。パッドデバイス１１０は、ユーザ３１２の手に持たれており、ユーザ３１
２の他方の手は、パッドデバイス１１０の上の空間内にある。
【０１２６】
　図７Ｂは、カメラを含むパッドデバイス１１２の一実施形態の図である。一実施形態で
は、パッドデバイス１１２は、アクティブパッドデバイスの一実施例であり、パッドデバ
イス１１２は、パッシブパッドデバイスの一実施例である。パッドデバイス１１２は、パ
ッドデバイス１０２（図１）の代わりに使用される。パッドデバイス１１２の例は、タブ
レットと、スマートフォンと、ファブレットと、スクリーンディスプレイとを含む。パッ
ドデバイス１１２は、色付きの背景、たとえば、緑色の背景、青色の背景、などを生成す
る表示画面を有する。ユーザ３１２は、自身の他方の手をパッドデバイス１１２の上にあ
る空間内に置いて、手によって乱された信号を感知することを可能にする。パッドデバイ
ス１１２のカメラ７１０は、ユーザ３１２の手の画像データを生成し、画像データは、パ
ッドデバイス１１２に対する手の相対位置、及び／またはパッドデバイス１１２に対する
手の相対向きを判断するために、ＨＭＤ１０６のプロセッサまたはゲーム機１０８（図４
）のゲームプロセッサによって、本明細書で説明した方法と同様の方法で解析される。
【０１２７】
　一実施形態では、ユーザ３１２は、パッドデバイス１１２の表示画面に触れて、しぐさ
を形成し、しぐさデータは、パッドデバイス１１２に提供される。本実施形態では、パッ
ドデバイス１１２は、ユーザ３１２によるパッドデバイス１１２の表示画面への接触の量
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を感知する、容量センサを含む。
【０１２８】
　一実施形態では、表示画面の例は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）画面、ＬＥＤディスプ
レイ画面、プラズマディスプレイ画面、などを含む。
【０１２９】
　カメラ７１０を使用してユーザ３１２の身体部分の位置と向きとを判断する一実施形態
では、ｘｙｚ座標システムの基準点は、パッドデバイス１１２上の一点、たとえば、カメ
ラ７１０の位置、カメラ７１０のレンズの位置、などに配置されている、ということに留
意すべきである。
【０１３０】
　一実施形態では、パッドデバイス１１２のカメラ７１０によって生成された画像データ
を、ＨＭＤ１０５のカメラ３１０によって生成された画像データと併せて使用して、身体
部分の位置及び／または向きの正確さを確認または否定する。たとえば、カメラ７１０を
使用して取得した画像データを、ゲーム機１０８のゲームプロセッサによって使用して、
ユーザ３１２の身体部分の第１の位置及び／または第１の向きを判断する。さらに、本実
施例では、カメラ３１０によって取得した画像データを、ゲーム機１０８のゲームプロセ
ッサによって使用して、ユーザ３１２の身体部分の第２の位置及び／または第２の向きを
判断する。ゲームプロセッサは、第１の位置が第２の位置の所定の範囲内にあるかどうか
と、第１の向きが第２の向きの所定の範囲内であるかどうかと、を判断する。第１の位置
が第２の位置の所定の範囲内にあり、第１の向きが第２の向きの所定の範囲内であると判
断すると、ゲームプロセッサは、第１の位置と第１の向きとの正確さを確認し、第１の位
置と第１の向きとに対応する仮想オブジェクトの状態を特定する。一方で、第１の位置が
第２の位置の所定の範囲内にないと判断すると、ゲームプロセッサは、第１の位置が正確
でないと判断し、第１の向きが第２の向きの所定の範囲内でないと判断すると、ゲームプ
ロセッサは、第１の向きが正確でないと判断する。ゲームプロセッサは、第１の不正確な
位置と第１の不正確な向きとに対応する仮想オブジェクトの状態を特定せず、身体部分の
位置と向きとが正確であると確認されるまで待機する。仮想オブジェクトの状態を、以下
にさらに説明する。
【０１３１】
　一実施形態では、パッドデバイスは、色付きの光を発して、ＨＭＤ１０５のカメラ３１
０による、身体部分の画像データの取得を容易にする、ということに留意すべきである。
【０１３２】
　一実施形態では、パッドデバイス１１２は、タッチセンサ、たとえば、パッドデバイス
１１２の表示画面内に組み込まれた、コンデンサ、抵抗、などを含む。ユーザが表示画面
に触れると、コンデンサによって格納されている電荷の量、または抵抗を通過する電流の
量が変化して、電気信号を生成する。電気信号は、パッドデバイス１１２の通信デバイス
とゲーム機の通信デバイスとを介して、ゲーム機のプロセッサに通信される。ゲーム機の
プロセッサは、電気信号を生成し、受信する、表示画面上のタッチセンサの位置から、ユ
ーザの指の位置を特定する。たとえば、指の位置は、タッチセンサの位置と同じである。
【０１３３】
　図８は、テレビ１１４を使用してユーザ３１２の手の位置と向きを判断するシステムの
一実施形態の図である。テレビ１１４のカメラは、画像データを生成するために、ユーザ
３１２の手の画像を取得する。画像データは、本明細書で説明する媒体を介して、ＨＭＤ
１０６及び／またはゲーム機１０８に送信される。本明細書で説明する方法と同様の方法
では、ＨＭＤ１０６のプロセッサまたはゲーム機１０８のゲームプロセッサは、画像デー
タに基づいて、現実世界環境におけるユーザ３１２の手の位置と向きとを判断する。
【０１３４】
　一実施形態では、カメラがテレビ１１４内に一体化されている代わりに、カメラは、ユ
ーザ３１２がＨＭＤの表示画面に表示された仮想環境とやり取りを行う、現実世界、たと
えば、部屋、オープン空間、などの中に独立して置かれている。
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【０１３５】
　一実施形態では、カメラ、たとえば、ＨＭＤのカメラ、ゲーム機のカメラ、テレビのカ
メラ、独立して置かれたカメラ、などは、ユーザの手の画像データを取得する。画像デー
タは、カメラに接続された通信デバイスから、ゲーム機の通信デバイスに提供される。ゲ
ーム機のプロセッサは、ユーザがパッドデバイスと関わったかどうか、たとえば、パッド
デバイスの表面の上でしぐさをしたかどうか、表面に接したかどうか、表面を軽く叩いた
かどうか、表面を複数回軽く叩いたかどうか、などを判断する。ユーザがパッドデバイス
と関わったと判断すると、プロセッサは、制御信号を、ゲーム機の通信デバイスを介して
、パッドデバイスの通信デバイスに送信する。パッドデバイスのプロセッサは、制御信号
を、パッドデバイスの通信デバイスを介して受信し、オン信号をスイッチに送信し、スイ
ッチは、パッドデバイスのセンサ及び／またはエミッタを、パッドデバイスの電源、たと
えば、バッテリ、などに接続するために、オンになる。オン信号を受信すると、スイッチ
は、センサによるエネルギーの感知、及び／またはエネルギーエミッタによるエネルギー
の放出を可能にするために、センサ及び／またはエミッタを電源に接続する。スイッチの
例は、トランジスタ、またはトランジスタのグループを含む。
【０１３６】
　図９は、パッドデバイス１１２が、手及び／またはＨＭＤ１０６を見るために、支持体
、たとえば、テーブル、椅子、台、机、などに対して角度σで置かれているシステムの一
実施形態の側面図である。パッドデバイス１１２のカメラ７１０によって生成された画像
データ、及び感知された信号は、媒体を介して、ゲーム機のゲームプロセッサに送信され
る。
【０１３７】
　一実施形態では、パッドデバイス１１２の後向きカメラ９０２は、現実世界環境、たと
えば、パッドデバイス１１２の後ろの壁、パッドデバイス１１２の後ろの背景、パッドデ
バイス１１２の後ろの絵画、パッドデバイス１１２の後ろのライティングボード、などの
画像データを取得する。後向きカメラ９０２は、カメラ７１０が配置されているパッドデ
バイス１１２の表面とは反対の、パッドデバイス１１２の表面９０２上に配置されている
。後向きカメラによって取得された画像データは、パッドデバイス１１２上に表示する色
を判断するために、パッドデバイスのプロセッサ１１２によって解析される。その色は、
その色を、パッドデバイス１１２の後ろの現実世界環境の色と対比するために表示される
。対比は、手がパッドデバイス１１２の表示画面の前、または上、または下に置かれた時
に、ユーザ３１２によって装着されたＨＭＤのカメラが、ユーザ３１２の手の位置と向き
とを現実世界環境から区別することを容易にする。手が、パッドデバイス１１２の表示画
面の前、または上、または下に置かれた時、手は、表示画面に向いている。
【０１３８】
　一実施形態では、パッドデバイス１１２の後ろの現実世界環境の色と対比する色を表示
する代わりに、またはそれに加えて、パッドデバイス１１２は、パッドデバイス１１２の
下の現実世界環境、たとえば、部屋の床、などの色、またはパッドデバイス１１２の上の
現実世界環境、たとえば、部屋の天井、などの色、またはパッドデバイス１１２の前の現
実世界環境の色、またはこれらの２つ以上の組み合わせ、と対比する色を表示する。
【０１３９】
　一実施形態では、現実世界環境の色と対比する色を表示する代わりに、またはそれに加
えて、パッドデバイス１１２は、現実世界環境の陰影と対比する陰影を表示し、または現
実世界環境の質感と対比する質感を表示し、または現実世界環境のパターンと対比するパ
ターンを表示し、またはこれらの２つ以上の組み合わせを表示する。
【０１４０】
　図１０は、パッドデバイス１０２に対するユーザ３１２の手の位置、及び／またはパッ
ドデバイス１０２に対する手の１つまたは複数の指の位置、及び／またはパッドデバイス
１０２に対するユーザ３１２の手の向き、及び／またはパッドデバイス１０２に対する手
の１つまたは複数の指の向きに基づいて、ＨＭＤ１０６の表示画面上の画像１０１２内に
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表示された仮想オブジェクト１０１０の一実施形態の図である。仮想オブジェクトは、フ
ットボールのボールであり、ＨＭＤ１０６のプロセッサによって生成される、ということ
に留意すべきである。仮想オブジェクトの他の例は、仮想の銃、仮想の車両、ユーザ３１
２の仮想の手、仮想ユーザ、ユーザ３１２のアバター、仮想の木、仮想の静止物、仮想の
兵士、仮想の爬虫類、仮想の恐竜、などを含む。
【０１４１】
　仮想オブジェクト１０１０の位置及び向きは、ゲームプロセッサによって、仮想世界に
あるＸＹＺ座標システムに対して判断される。たとえば、仮想オブジェクト１０１の位置
は、ＸＹＺ座標システムのＸ軸に沿った、ＸＹＺ座標システムの基準点（０、０、０）か
らの距離と、ＸＹＺ座標システムのＹ軸に沿った、ＸＹＺ座標システムの基準点（０、０
、０）からの距離と、ＸＹＺ座標システムのＺ軸に沿った、ＸＹＺ座標システムの基準点
（０、０、０）からの距離と、を含む。別の例として、仮想オブジェクト１０１の向きは
、Ｘ軸に対して仮想オブジェクト１０１の軸によって形成される角度と、Ｙ軸に対して仮
想オブジェクト１０１の軸によって形成される角度と、Ｚ軸に対して仮想オブジェクト１
０１の軸によって形成される角度と、を含む。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、仮想オブジェクトは、テレビの表示画面上に、ゲーム機から
受信した画像データに基づいて描画される。
【０１４３】
　ｘｙｚ座標システムは、現実世界におけるユーザ３１２の身体部分の位置と向きとを測
定するために使用され、ＸＹＺ座標システムは、仮想環境における仮想オブジェクトの位
置と向きとを測定するために使用される、ということにさらに留意すべきである。たとえ
ば、ユーザ３１２が、自身の手を、パッドデバイス１０２に近づくようにｙ方向に動かす
と、仮想オブジェクト１０１０は、Ｙ方向に下がる。別の例として、ユーザ３１２が、自
身の手を、パッドデバイス１０２から離れるようにｙ方向に動かすと、仮想オブジェクト
１０１０は、Ｙ方向に上がる。さらに別の例として、ユーザ３１２が、ｙ軸に対する角度
を形成するために自身の手の向きを変えると、仮想オブジェクト１０１は、その向きを変
えて、仮想オブジェクトの軸が、Ｙ軸に対して同じ角度または別の比例する角度を形成す
るようにする。
【０１４４】
　図１１は、マーカーＭ１、マーカーＭ２、及びマーカーＭ３が上に置かれている、パッ
ドデバイス１１６の一実施形態の図である。マーカーの例は、反射テープ、発光ダイオー
ド、発光体、赤外光発光体、再帰反射テープ、コード、記号、などを含む。マーカーは、
パッドデバイス１１６の上面に、取り付けられ、たとえば、糊付けされ、内部に組み込ま
れている、などである。
【０１４５】
　マーカーは、ユーザ３１２の手によって、カメラ３１０から塞がれている。ＨＭＤ１０
５のカメラ３１０は、ユーザ３１２の手と、ユーザ３１２の手によって塞がれていないマ
ーカーとの画像データを生成し、画像データを、ゲーム機１０６のゲームプロセッサによ
って使用して、パッドデバイス１１６に対する手の相対位置及び／またはパッドデバイス
１１６に対する手の相対向きを判断する。一例として、カメラ３１０によって取得される
画像データは、パッドデバイス１１６上のマーカーと、ユーザ３１２の手の指との間の距
離を含む。別の例として、カメラ３１０によって取得される画像データは、パッドデバイ
ス１１６の上面の上のマーカーを通過する軸に対する、ユーザ３１２の手の指の向きを含
む。
【０１４６】
　一実施形態では、パッドデバイス１１６は、任意の数のマーカーを含む。
【０１４７】
　一実施形態では、マーカーは、パターン、たとえば、マーカーの平行な行及び垂直な列
、マーカーの斜めの行及び斜めの列、ランダムパターン、湾曲パターン、楕円パターン、
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円形パターン、正方形パターン、多角形パターン、ジグザグパターン、などでパッドデバ
イス１１６に付けられる。
【０１４８】
　一実施形態では、マーカーは、任意の色、たとえば、緑、青、赤、などであって、ユー
ザの手によって塞がれているマーカーを、手によって塞がれていないマーカーから容易に
する。
【０１４９】
　図１２は、２つのパッドデバイス１１８Ａと１１８Ｂとを使用するシステムの一実施形
態の図である。各パッドデバイス１１８Ａ及び１１８Ｂは、パッドデバイス１０２（図１
）の一実施例である。ユーザ３１２は、自身の左手をパッドデバイス１１８Ａの上に置き
、自身の右手をパッドデバイス１１８Ｂの上に置く。各パッドデバイス１１８Ａ及び１１
８Ｂは、ユーザ３１２の対応する手によって乱された信号に関連するデータを、ゲーム機
１０８のゲームプロセッサに通信する。ゲーム機１０８のゲームプロセッサは、対応する
パッドデバイスに対する各手の位置及び／または向きを、パッドデバイス１０２に対して
本明細書で説明したものと同様の方法で生成する。
【０１５０】
　さまざまな実施形態では、ＨＭＤ１０５は、対応するパッドデバイス１１８Ａとパッド
デバイス１１８Ｂとに対する、ユーザ３１２の両手の画像データを生成する広角カメラを
有する。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、ゲーム機１０８のカメラは、対応するパッドデバイス１１８
Ａとパッドデバイス１１８Ｂとに対する、ユーザ３１２の両手の画像データを生成する広
角を有する。
【０１５２】
　図１３は、ユーザ３１２が自身の両足をパッドデバイス１２０の上に置く、方法の一実
施形態の図であり、パッドデバイス１２０は、本明細書で説明したパッドデバイス１０２
とは異なる種類のうちの任意のものの一実施例である。パッドデバイス１２０は、媒体を
介して、ＨＭＤ１０４及び／またはゲーム機と通信する。パッドデバイス１２０の一例は
、現実世界環境の床の上に置かれた、マット、たとえば、ヨガマット、滑り止め付きマッ
ト、滑り止め加工マット、粘着マット、などを含む。例示すると、ユーザ３１２は、ＨＭ
Ｄ１０６に表示されるヨガポーズに従ってヨガを行うために、パッドデバイス１２０を使
用する。
【０１５３】
　図１４は、ユーザ３１２が、自身の右足をパッドデバイス１２２Ａ上に置き、自身の左
足をパッドデバイス１２２Ｂ上に置いている一実施形態の図である。各パッドデバイス１
２２Ａ及び１２２Ｂは、本明細書で説明したパッドデバイス１０２とは異なる種類のもの
うちの任意のものの一実施例である。各パッドデバイス１２２Ａ及び１２２Ｂは、対応す
る媒体を介して、ＨＭＤ１０４及び／またはゲーム機１０８と、本明細書で説明したもの
と同様の方法で通信する。ゲーム機１０８のゲームプロセッサは、パッドデバイス１２２
Ａのｘｙｚ座標システムに対するユーザ３１２の左足の位置及び／または向きを、ユーザ
３１２の身体部分に対するパッドデバイス１１０の位置及び／または向きを判断した、本
明細書で説明したものと同様の方法で判断する。同様に、ゲーム機１０８のゲームプロセ
ッサは、パッドデバイス１２２Ｂのｘｙｚ座標システムに対するユーザ３１２の右足の位
置及び／または向きを、ユーザ３１２の身体部分に対するパッドデバイス１１０の位置及
び／または向きを判断した、本明細書で説明したものと同様の方法で判断する。
【０１５４】
　図１５は、マーカー、たとえば、Ｍ１、Ｍ２、などの配列と、エネルギーセンサ、たと
えば、Ｓ１、Ｓ２、などの配列と、エネルギーエミッタ、ＥＥ１、ＥＥ２、などの配列と
、を含むパッドデバイス１２４の一実施形態の図である。パッドデバイス１２４は、パッ
ドデバイス１０２（図１）の一実施例である。
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【０１５５】
　マーカー、エネルギーセンサ、及び／またはエネルギーエミッタは、パッドデバイス１
２４上であるパターンに配置されており、またはランダムに配置されている。たとえば、
マーカー、エネルギーセンサ、及び／またはエネルギーエミッタは、縦に、たとえば、縦
の列に並んでいる。別の例として、マーカー、エネルギーセンサ、及び／またはエネルギ
ーエミッタは、パッドデバイス１２４に斜めに並んでいる。さらに別の例として、マーカ
ー、エネルギーセンサ、及び／またはエネルギーエミッタは、パッドデバイス１２４上に
、湾曲パターンに配置されている。別の例として、マーカー、エネルギーセンサ、及び／
またはエネルギーエミッタは、パッドデバイス１２４上に、ジグザグパターンに配置され
ている。
【０１５６】
　一実施形態では、任意の数のマーカーが、パッドデバイス１２４上で、センサの前にあ
る。たとえば、２つ以上のマーカーが、センサＳ１の前にある。
【０１５７】
　一実施形態では、任意の数のセンサが、パッドデバイス１２４上で、エネルギーエミッ
タの前にある。たとえば、２つ以上のセンサが、エネルギーエミッタＥＥ１の前にある。
【０１５８】
　一実施形態では、任意の数のエネルギーエミッタが、パッドデバイス１２４上で、マー
カーの前にある。たとえば、２つ以上のエネルギーエミッタが、マーカーＭ１の前にある
。
【０１５９】
　一実施形態では、マーカーとセンサとエミッタとの順序は、図１５に示したものと比較
して、変更されている。たとえば、センサは、エネルギーエミッタが後に続き、エネルギ
ーエミッタは、さらにマーカーが後に続く。別の例として、エネルギーエミッタは、マー
カーが後に続き、マーカーは、さらにセンサが後に続く。
【０１６０】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイス１２４は、マーカーの配列とセンサの配列と
を含むが、エミッタの配列は含まない。
【０１６１】
　図１６は、ユーザ３１２の両手を覆うある量の光または音または電磁信号を発する、細
長いパッドデバイス１２６の一実施形態の等角図である。パッドデバイス１２６の一例は
、マットを含み、マットは、ユーザ３１２によって、折り畳まれ、まっすぐ伸ばされるこ
とができる。パッドデバイス１２６は、パッドデバイス１０２（図１）の一実施例であり
、ゲーム機１０８及び／またはＨＭＤ１０６に接続されている。
【０１６２】
　図１７は、ＨＭＤ１２８の一実施形態の図であり、ＨＭＤ１２８は、ＨＭＤ１０４の一
実施例である。ＨＭＤ１２８は、複数のエネルギーエミッタ、たとえば、ＥＥ１、ＥＥ２
、などと、複数のエネルギーセンサ、たとえば、Ｓ１、Ｓ２、などと、を含む。たとえば
、エネルギーエミッタ及びエネルギーセンサは、ＨＭＤ１２８の下面に、取り付けられ、
たとえば、糊付けされ、組み込まれ、はんだ付けされ、などされている。ＨＭＤ１２８の
エネルギーエミッタは、エネルギー、たとえば、電磁エネルギー、可視光、赤外光、など
を、ユーザ３１２の手に向けて発する。ユーザ３１２の手によって乱されたエネルギーは
、電気信号、たとえば、電磁エネルギー場の乱れを示す電気信号、光との干渉を示す電気
信号、などを生成するために、ＨＭＤ１２８のエネルギーセンサによって感知される。同
様に、ＨＭＤ１２８の他のエネルギーセンサは、他の電気信号を生成する。電気信号は、
デジタル形式に変換され、ＨＭＤ１２８のセンサから、ＨＭＤ１２８の通信デバイスとゲ
ーム機１０８の通信デバイスとを介して、ゲーム機１０８のゲームプロセッサに通信され
る。デジタル信号から、ゲーム機１０８のゲームプロセッサは、ＨＭＤ１２８のｘｙｚ座
標システムに対する、手の相対位置及び／または相対向きを判断する。
【０１６３】
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　さまざまな実施形態では、ＨＭＤ１２８のエミッタによって発せられたエネルギーは、
パッドデバイス１０２のｘｙｚ座標システムに対するユーザ３１２の手の位置と向きとを
判断するために、パッドデバイス１０２のセンサによって感知される。
【０１６４】
　ＨＭＤ１２８のエネルギーエミッタとエネルギーセンサとを使用してユーザ３１２の身
体部分の位置と向きとを判断する一実施形態では、ｘｙｚ座標システムの基準点は、ＨＭ
Ｄ１２８上の一点、たとえば、エネルギーエミッタの位置、エネルギーセンサの位置、な
どに配置されている、ということに留意すべきである。
【０１６５】
　図１８は、そこよりも内側でユーザ３１２の手の動きが検出される、空間の境界１８０
２がある、ということを例示するための図である。たとえば、手が境界１８０２の内部に
ある、たとえば、境界１８０２の下にある、などの時、パッドデバイス１０２のセンサは
、手から反射した光または音を感知する。一方で、手が境界１８０２の外にある、たとえ
ば、境界１８０２の上にある、などの時、パッドデバイス１０２のセンサが、手から反射
した光または音を感知することは困難である。
【０１６６】
　一実施形態では、境界１８０２は、パッドデバイス１０２の向きに基づいて定められる
。たとえば、パッドデバイス１０２が直立して置かれている時、境界１８０２は、パッド
デバイス１０２の上面に対して、垂直、または実質的に垂直、または平行、または実質的
に平行であり、パッドデバイス１０２の長さと幅とに沿って伸びる。たとえば、表面５０
３（図５）は、パッドデバイス１１０（図５）の上面である。ユーザ３１２の手は、手が
パッドデバイス１０２の上面と境界１８０２との間にある時、境界１８０２内にある。手
は、手がパッドデバイス１０２の上面と境界１８０２との間にない時、境界の外にある。
【０１６７】
　一実施形態では、手がパッドデバイス１０２からの境界１８０２内にある時、手は、パ
ッドデバイス１０２の近くに置かれている。たとえば、手がパッドデバイス１０２から、
０．５インチから１２インチ内に置かれている時、手は、パッドデバイス１０２の近くに
置かれている。別の例として、手がパッドデバイス１０２から、０．２５インチから１８
インチ内に置かれている時、手は、パッドデバイス１０２の近くに置かれている。さらに
別の例として、手が、パッドデバイス１０２のエネルギーエミッタから発せられるエネル
ギーの空間Ｖ内に置かれている時、手は、パッドデバイス１０２の近くに置かれている。
【０１６８】
　図１９は、ユーザ３１２によって行われたしぐさに基づいた、仮想オブジェクト１９１
０、たとえば、仮想のキーボード、などの生成を例示するために使用される図である。ユ
ーザ３１２は、自身の指で、パッドデバイス１２６を軽く叩く。パッドデバイス１２６は
、パッドデバイス１０２に対して本明細書で説明した方法で、ゲーム機１０６のゲームプ
ロセッサと通信する。ゲーム機１０６のゲームプロセッサは、仮想オブジェクトデータを
生成し、仮想オブジェクトデータをＨＭＤ１０４に提供し、ＨＭＤ１０４は、仮想オブジ
ェクト１９１０を、ＨＭＤ１０４の表示画面に表示する。仮想のキーボードは、パッドデ
バイス１２６を表している、ということに留意すべきである。たとえば、仮想のキーボー
ドは、パッドデバイス１２６の形に類似の形を有している。ゲーム機１０６のゲームプロ
セッサは、パッドデバイス１２６の形に類似の形を有する仮想オブジェクト１９１０を表
示するようにプログラムされている。
【０１６９】
　さまざまな実施形態では、軽く叩くことの代わりに、他のしぐさ、たとえば、ダブルタ
ップ、フリック、ウェービング、スライド、などを使用して、仮想オブジェクトを生成す
る。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、複数のしぐさを使用して、仮想オブジェクトを生成する。
【０１７１】
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　しぐさによって生成される仮想オブジェクトの他の例は、仮想のマウス、仮想の電話、
仮想のペン、などを含む。
【０１７２】
　図２０Ａは、パッドデバイス１３０の一実施形態のブロック図であり、パッドデバイス
１３０は、パッドデバイス１０２（図１）の一実施例である。パッドデバイス１３０は、
１つまたは複数のエネルギーエミッタと、１つまたは複数のエネルギーセンサと、カメラ
と、通信デバイスとを含む。通信デバイスの例は、別の通信デバイスと通信するために、
Ｗｉ－Ｆｉ通信プロトコルを使用する通信デバイス、またはイーサネット通信プロトコル
を使用する通信デバイス、またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）通信プロトコルを
使用する通信デバイス、またはシリアル通信プロトコルまたはパラレル通信プロトコルを
使用する通信デバイス、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信プロトコルを使用する通信デバイ
スを含む。カメラの例は、画像を後で再生または処理するために、メモリデバイス内に格
納するための画像、または別の場所に転送するための画像、を取得する光学機器を含む。
例示すると、カメラは、デジタルカメラ、デプスカメラ、電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ
、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）カメラ、などである。
【０１７３】
　パッドデバイス１３０のセンサは、ユーザ３１２の身体部分によって乱されたエネルギ
ーを受信すると、電気信号を生成する。電気信号は、全体で、エネルギー画像を、パッド
デバイス１３０の表面の上に形成する。エネルギー画像は、パッドデバイス１３０のセン
サによって感知されるための、ユーザ３１２の身体部分の位置及び／または向きによって
乱されたエネルギーの強度を含む。エネルギー画像は、ユーザ３１２の手の現在の位置と
向きとを映し出す。たとえば、エネルギー画像は、手がパッドデバイス３１０の上面の上
に置かれた時の、ユーザ３１２の手の位置と向きとの正反射である。
【０１７４】
　電気信号は、センサからパッドデバイス１３０の通信デバイスに送信される。パッドデ
バイス１３０の通信デバイスは、通信プロトコル、たとえば、無線通信プロトコル、有線
通信プロトコル、などを、電気信号に適用して、電気信号を、ゲーム機１０８の通信デバ
イスに送信する。
【０１７５】
　一実施形態では、パッドデバイス１３０の通信デバイスは、電気信号が、アナログデジ
タル変換器（ＡＤＣ）によって、アナログ形式からデジタル形式に変換されて、デジタル
信号をさらに生成した後、電気信号を、パッドデバイス１３０のセンサから受信する。Ａ
ＤＣは、パッドデバイス１３０のセンサとパッドデバイス１３０の通信デバイスとの間に
接続されている。パッドデバイス１３０の通信デバイスは、無線通信プロトコルを、ＡＤ
Ｃから受信したデジタル信号に適用して無線信号を生成し、無線信号を、ゲーム機１０８
の通信デバイスに送信する。たとえば、パッドデバイス１３０の通信デバイスは、それぞ
れがヘッダとペイロードとを含むパケットを生成し、パケットを、ゲーム機１０８の通信
デバイスに送信する。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、パッドデバイス１３０は、カメラ及び／またはエミッタを排
除している。
【０１７７】
　一実施形態では、手によって乱されたエネルギーは、エネルギーがパッドデバイス１３
０のエネルギーエミッタによって常に、たとえば、継続的に発せられている時に、エネル
ギー画像のストリーム、たとえば、手による電磁エネルギーの乱れを示す電気信号、手に
よる赤外光との干渉と手による赤外光の反射とを示す電気信号、手による可視光との干渉
と手による可視光の反射とを示す電気信号、エネルギー画像フレーム、などをフレームレ
ートで生成するために、継続的に、たとえば、感知周波数、などで、パッドデバイス１３
０のセンサによって感知される。たとえば、手によってある位置と向きとにおいて乱され
たエネルギーは、パッドデバイス１３０のセンサによって、感知周波数で感知され、セン
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サは、エネルギー画像フレームを、感知周波数と同じであるフレームレートで生成する。
各エネルギー画像フレームは、手によって乱されたエネルギーの強度を含む。エネルギー
が感知されている期間中に生成されたエネルギー画像フレームは、エネルギー画像ストリ
ームを提供し、エネルギー画像ストリームは、ユーザ３１２の手の位置と向きとの変化を
さらに提供する。たとえば、第１のエネルギー画像フレームは、ユーザ３１２の手の第１
の位置と向きとを含み、第２のエネルギー画像フレームは、ユーザ３１２の手の第２の位
置と向きとを含む。第２の位置及び向きは、第１の位置と向きよりも後である。
【０１７８】
　一実施形態では、センサは、ある周波数でオン・オフされて、センサが感知周波数で感
知することを可能にする。たとえば、プロセッサは、電源をセンサに接続するスイッチを
制御する。プロセッサは、スイッチを、ある周波数でオン・オフするように制御する。ス
イッチが、スイッチを閉じるようにオンにされると、電源にスイッチを介して接続された
センサは、エネルギーを感知する。スイッチが、スイッチを開くようにオフにされると、
センサは、電源から切り離され、エネルギーの感知を無効にする。
【０１７９】
　図２０Ｂは、ユーザ３１２の身体部分の位置及び／または向きの変化に伴う、ＨＭＤ１
０６の表示画面２０１２に表示される画像の仮想オブジェクトの位置及び／または向きの
変化を例示する、システム２０１０の一実施形態のブロック図である。表示画面２０１２
の例を上記に提供した。デジタル信号は、有線信号または無線信号を生成するために、パ
ッドデバイス１３０の通信デバイスによって受信される。デジタル信号を組み込んだ有線
信号または無線信号は、パッドデバイス１３０の通信デバイスから送信され、ゲーム機１
０８の通信デバイス２０２２によって受信される。通信デバイス２０２２は、有線通信プ
ロトコルを有線信号に適用して有線信号を解析し、または無線通信プロトコルをパッドデ
バイス１３０の通信デバイスから受信した無線信号に適用して無線信号を解析して、パッ
ドデバイス１３０のＡＤＣによって生成されたデジタル信号をさらに抽出する。
【０１８０】
　ゲーム機１０８のゲームプロセッサ２０２０は、デジタル信号を通信デバイス２０２２
から受信し、現実世界環境におけるユーザ３１２の身体部分の位置と向きとを判断する。
たとえば、ゲームプロセッサ２０２０は、デジタル信号を受信し、基準点、たとえば、ユ
ーザ３１２を囲む現実世界環境におけるｘｙｚ基準座標システムの座標（０、０、０）、
などに対する、ユーザ３１２の手の指の、またはユーザ３１２の手の、またはユーザ３１
２の足の、またはユーザ３１２の足の指の、位置と向きとを判断する。別の例として、ゲ
ームプロセッサ２０２０は、センサによって生成された電気信号から生成されたデジタル
信号の強度を受信し、ユーザ３１２の身体部分のｙ軸に沿った位置を特定する。ゲームプ
ロセッサ２０２０は、ｙ軸に沿った位置を、強度と位置との間の対応、たとえば、マップ
、リンク、などから特定する。対応は、ゲーム機１０８のゲームメモリデバイス２０２４
内に格納されている。強度は、パッドデバイスのセンサによって測定され、電気信号内で
受信される。さらに別の例として、パッドデバイスの各センサのｘｙ位置とセンサの識別
との間の対応、たとえば、マップ、リンク、などは、ゲームメモリデバイス２０２４内に
格納されている。ゲームプロセッサ２０２０は、センサによって生成された電気信号から
生成されたデジタル信号を受信する。デジタル信号は、センサの識別を含む。識別は、パ
ッドデバイス１３０の通信デバイスのプロセッサによって付けられる。通信デバイスの各
ピンは、異なるセンサ、たとえば、固有の識別、などを有するセンサに連結されている。
センサによって生成された電気信号から生成されたデジタル信号を受信すると、ゲームプ
ロセッサ２０２０は、デジタル信号を解析して、センサの識別を判断し、ゲームメモリデ
バイス２０２４から、センサのｘｙ位置を特定する。ｘｙ位置は、ユーザ３１２の身体部
分のそれと同じである。別の例として、身体部分の２つ以上の指の複数の位置と身体部分
の向きとの間の対応は、ゲームメモリデバイス２０２４内に格納されている。身体部分の
２つ以上の指の位置を判断すると、ゲームプロセッサ２０２０は、２つ以上の指の複数の
位置と身体部分の向きとの間の対応を使用して、ユーザ３１２の身体部分の向きを特定す
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る。別の例として、ゲームプロセッサ２０２０は、ｘｙｚ座標システムの基準点からのユ
ーザ３１２の指の第１の指関節の位置と、基準点からの指の第２の指関節の位置と、を判
断する。第１の指関節と第２の指関節との位置は、ゲームプロセッサ２０２０によって、
指関節によって乱されたエネルギー信号の強度から特定される。ゲームプロセッサ２０２
０は、ｘｙｚ座標システムの基準点からの指の位置を、第１の指関節の位置と第２の指関
節の位置とを接続する線の位置として判断する。
【０１８１】
　ゲームプロセッサ２０２０は、ユーザ３１２の身体部分の位置と向きとを使用して、仮
想環境における仮想オブジェクトの位置と向きとを特定する。仮想オブジェクトの位置及
び向きは、身体部分の位置と仮想オブジェクトの位置との間の対応、たとえば、関連性、
リンク、などと、身体部分の向きと仮想オブジェクトの向きとの間の対応と、から特定さ
れる。身体部分の位置と仮想オブジェクトの位置との間の対応、及び身体部分の向きと仮
想オブジェクトの向きとの間の対応は、ゲーム機１０８のゲームメモリデバイス２０２４
内に格納されている。
【０１８２】
　ユーザ３１２の身体部分の位置と仮想環境における仮想オブジェクトの位置との間の対
応の例は、現実世界環境におけるｘ軸に沿った身体部分の距離と、仮想環境におけるＸ軸
に沿った仮想オブジェクトの距離との間の比例と、現実世界におけるｙ軸に沿った身体部
分の距離と、仮想環境におけるＹ軸に沿った仮想オブジェクトの距離との間の比例と、現
実世界におけるｚ軸に沿った身体部分の距離と、仮想環境におけるＺ軸に沿った仮想オブ
ジェクトの距離との間の比例と、を含む。
【０１８３】
　さらに、ユーザ３１２の身体部分の向きと仮想環境における仮想オブジェクトの向きと
の間の対応の例は、現実世界環境におけるｘ軸に対する身体部分の軸の角度と、仮想環境
におけるＸ軸に対する仮想オブジェクトの軸の角度との間の比例と、現実世界環境におけ
るｙ軸に対する身体部分の軸の角度と、仮想環境におけるＸ軸に対する仮想オブジェクト
の軸の角度との間の比例と、現実世界環境におけるｚ軸に対する身体部分の軸の角度と、
仮想環境におけるＺ軸に対する仮想オブジェクトの軸の角度との間の比例と、を含む。
【０１８４】
　仮想オブジェクトの位置及び向きは、ゲームプロセッサ２０２によって、通信デバイス
２０２２に提供される。通信デバイス２０２２は、有線プロトコルまたは無線プロトコル
を適用して、画像、たとえば、仮想世界環境、などの中の仮想オブジェクトの位置と向き
とを、ＨＭＤ１０６の通信デバイス２０２６に通信する。通信デバイス２０２６は、有線
プロトコルまたは無線プロトコルを適用して、仮想オブジェクトの位置と向きとを、通信
デバイス２０２２によって通信された信号から取得し、位置と向きとを、ＨＭＤ１０６の
プロセッサ２０２８に提供する。プロセッサ２０２８は、通信デバイス２０２６から受信
した位置と向きとを有する仮想オブジェクトを、ＨＭＤ１０６の表示画面２０１２に描画
する。
【０１８５】
　一実施形態では、仮想オブジェクトは、仮想環境内に境界を有するオブジェクトであり
、境界は、線、曲線、またはこれらの組み合わせによって特定される。
【０１８６】
　一実施形態では、仮想オブジェクトは、オブジェクトモデルによって定められる。たと
えば、仮想オブジェクトは、色、または質感、または陰影、または境界、またはパターン
、またはそれらの２つ以上の組み合わせ、を有する。別の例として、仮想オブジェクトは
、仮想の重力を有し、たとえば、仮想オブジェクトは、仮想環境内では浮かず、仮想オブ
ジェクトは、テーブル、などの上に乗っている。さらに別の例として、仮想オブジェクト
は、仮想環境内で、所定の動きを有し、及び／または所定の動作を実行する。例示すると
、仮想の人物は、仮想の部屋の仮想の壁を通り抜けられない。別の例示として、仮想オブ
ジェクトは、空気中に浮くことはできず、仮想の水の上に浮くことはできる。さらに別の
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例示として、仮想の遊泳者は、仮想の水に浮くことができ、または仮想の水の中に潜るこ
とができる。別の例として、仮想環境内の仮想オブジェクトの動きは、仮想環境内の別の
仮想オブジェクトの境界によって定められる。例示すると、ユーザのアバターは、仮想の
部屋の壁を通り抜けられない。別の例示として、ユーザのアバターは、別のユーザの別の
アバターを通り抜けることはできない。
【０１８７】
　一実施形態では、仮想オブジェクトは、仮想環境、たとえば、仮想オブジェクトを囲む
仮想の背景を含む画像の一部である、漫画の人物である。仮想オブジェクトを囲む仮想の
背景は、一実施形態では、他の仮想オブジェクト、仮想のシーン、などを含む。
【０１８８】
　仮想環境の例は、ゲームシーン、仮想現実シーン、拡張現実シーン、コンピュータネッ
トワークを介してアクセスされるデータから生成された環境、ユーザ３１２の代理、たと
えば、アバター、などが別のユーザの代理と通信している仮想のシーン、仮想ツアー環境
、などを含む。
【０１８９】
　一実施形態では、仮想現実シーンは、プロセッサを使用して生成された、シミュレーシ
ョンされた環境である。仮想現実シーンは、現実世界環境または想像上の場所におけるユ
ーザ３１２の存在をシミュレーションする。一実施形態では、仮想現実シーンは、ユーザ
３１２が、あたかも自身が本当にそのシーンの中にいるかのように感じるように、生成さ
れる。
【０１９０】
　一実施形態では、拡張現実シーンは、コンピュータで生成された感覚入力、たとえば、
音、ビデオ、グラフィックス、などを用いて拡張された、現実世界環境の表現を含む。た
とえば、拡張現実シーンを生成するために、カメラは、ユーザ３１２の手の画像を取得し
、プロセッサは、仮想オブジェクトを手の上に表示する。現実世界環境では、そのような
仮想オブジェクトは、ユーザ３１２の手の上にはない。
【０１９１】
　メモリデバイスの例は、ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、リ
ードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、コンパクトディスク
－ＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）、記録可能ＣＤ（ＣＤ－Ｒ）、書き換え可能ＣＤ（ＣＤ－ＲＷ
）、磁気テープ、他の光学データストレージデバイスまたは非光学データストレージデバ
イス、を含む。
【０１９２】
　本明細書で使用した通り、プロセッサは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または
プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）、または中央処理装置（ＣＰＵ）、またはコント
ローラ、またはマイクロプロセッサ、などである、ということに留意すべきである。
【０１９３】
　一実施形態では、パッドデバイス１３０は、任意の数のセンサ、及び／または任意の数
のカメラ、及び／または任意の数のエネルギーエミッタを含む。
【０１９４】
　一実施形態では、信号をパッドデバイス１３０の通信デバイスからゲーム機１０８の通
信デバイス２０２２に通信する代わりに、信号は、パッドデバイス１３０の通信デバイス
から通信デバイス２０２６に通信される。通信デバイス２０２６は、通信デバイス２０２
２によってゲーム機１０８上で実行される動作に類似の動作を実行して、デジタル信号を
取得する。デジタル信号は、仮想環境データを生成するために、プロセッサ２０２８に提
供される。仮想環境データは、仮想環境を表示画面２０１２に表示するために、プロセッ
サ２０２８によって描画される。
【０１９５】
　一実施形態では、ＨＭＤ１０６は、任意の数の表示画面を含む。
【０１９６】
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　一実施形態では、仮想オブジェクトの位置及び向きは、ゲーム状態を変える。たとえば
、ゲームプロセッサ２０２０は、仮想オブジェクトの位置及び向きが、仮想環境の背景を
緑から青に変えること、または別の仮想オブジェクトの位置と向きとを変えること、また
はゲームプレイ中にユーザ３１２に提供されるように配分された仮想の報酬の追加という
結果になること、などを判断する。変更されたゲーム状態、たとえば、変更された仮想環
境、変更された仮想オブジェクト、変更された数の仮想の報酬、などに関するデータは、
ゲームプロセッサ２０２０によって、通信デバイス２０２２と通信デバイス２０２６とを
介して、ＨＭＤ１０６のプロセッサ２０２８に提供される。変更されたゲーム状態に関す
るデータ、たとえば、色、質感、向き、位置、陰影、などは、プロセッサ２０２８によっ
て、変更された仮想環境の表示を生成するために、表示画面２０１２上に描画される。
【０１９７】
　一実施形態では、ゲームプロセッサ２０２０は、画像内の、１つまたは複数の仮想オブ
ジェクトと１つまたは複数の仮想の背景との状態に関するデータ、たとえば、色、質感、
位置、向き、境界、形、これらの２つ以上の組み合わせ、などを生成する。一実施形態で
は、仮想オブジェクトの境界は、仮想オブジェクトの形を形成する画像データの画素の輪
郭である。状態に関するデータは、ユーザ３１２の身体部分の位置と向きとに基づいて生
成される。状態に関するデータは、ゲームプロセッサ２０２０から、通信デバイス２０２
２と通信デバイス２０２６とを介して、ＨＭＤ１０６のプロセッサ２０２８に通信される
。状態に関するデータは、通信デバイス２０２２と通信デバイス２０２６との間で、有線
通信プロトコルまたは無線通信プロトコルを使用して通信される、ということに留意すべ
きである。プロセッサ２０２８は、仮想環境をＨＭＤ１０６の表示画面２０１２に表示す
るために、状態に関するデータを描画する。
【０１９８】
　一実施形態では、身体部分の位置は、身体部分によって乱された、パッドデバイス１３
０のセンサに向かうエネルギー信号に基づいて判断される。たとえば、ゲームプロセッサ
２０２０は、センサによって生成された電気信号から生成されたデジタル信号を受信する
。デジタル信号は、ゲームプロセッサ２０２０によって、電気信号の強度、たとえば、振
幅、などが、ｘｙｚ座標システムの基準点からの距離ｄ１、たとえば、座標（ｘ、ｙ、ｚ
）に関連付けられている、ということをゲームメモリデバイス２０２４から特定するため
に、使用される。たとえば、電気信号の強度は、ｘｙｚ座標システムの基準点からの指関
節の距離が増加すると、減少する。電気信号は、指関節が空間と関わると、センサによっ
て生成される。電気信号の強度と指関節の距離との間の関連性は、ゲームメモリデバイス
２０２４内に格納されている。
【０１９９】
　一実施形態では、身体部分の所定の形、たとえば、所定の長さ、所定の幅、所定の厚さ
、などは、空間と関わる身体部分の特定を容易にするために、ゲームメモリデバイス２０
２４内に格納されている、ということに留意すべきである。たとえば、所定の長さの列内
のセンサ及び所定の幅の行内のセンサが電気信号を生成すると、ゲームプロセッサ２０２
０は、電気信号が指によって乱されたエネルギーから生成されたと判断する。一実施形態
では、行は、縦の行、横の行、または斜めの行であり、列は、行に垂直である、というこ
とに留意すべきである。別の例として、パッドデバイス１３０の上面、たとえば、表面５
０３（図５）、などの実質的に正方形の部分内のセンサが電気信号を生成すると、ゲーム
プロセッサ２０２は、電気信号が、手のひらによって乱されたエネルギーから生成された
と判断する。さらに別の例として、パッドデバイス１３０の上面、たとえば、表面５０３
（図５）、などの実質的に長方形または楕円形の部分内のセンサが電気信号を生成すると
、ゲームプロセッサ２０２は、電気信号が、ユーザ３１２の足によって乱されたエネルギ
ーから生成されたと判断する。
【０２００】
　さらに、一実施形態では、他の身体部分に対する身体部分の位置、及び他の身体部分の
所定の長さに対する身体の所定の長さは、空間と関わる身体部分の特定を容易にするため
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に、ゲームメモリデバイス２０２４内に格納されている。たとえば、パッドデバイス１３
０の上面を映す視点から、電気信号を生成するセンサの行が、電気信号を生成するセンサ
の全ての他の行の所定の長さのよりも短い所定の長さを有し、その行が他の行の左側に位
置していると判断すると、ゲームプロセッサ２０２０は、ユーザ３１２が自身の右手を使
用していると判断する。別の例として、パッドデバイス１３０の上面を映す視点から、電
気信号を生成するセンサの行が、電気信号を生成するセンサの全ての他の行の所定の長さ
のよりも短い所定の長さを有し、その行が他の行の右側に位置していると判断すると、ゲ
ームプロセッサ２０２０は、ユーザ３１２が自身の左手を使用していると判断する。
【０２０１】
　一実施形態では、いったんゲームプロセッサ２０２０が、ユーザ３１２が自身の左側の
身体部分、たとえば、左手、左足、などを使用しているかどうか、または右側の身体部分
、たとえば、右手、右足、などを使用しているかどうかを判断すると、ゲームプロセッサ
２０２０は、身体部分の指を、身体部分の他の指の所定の位置と、身体部分の所定の長さ
とから特定する。たとえば、ユーザ３１２が左手を使用していると判断すると、ゲームプ
ロセッサ２０２０は、電気信号が、左手の薬指または人差し指によって乱されたエネルギ
ーから生成されたと、電気信号を生成する所定の長さの２つの行のセンサに基づいて、判
断する。人差し指と薬指の両方は、同じまたは実質的に同じ所定の長さを有する。さらに
、本実施例では、パッドデバイス１３０の上面を映す視点から、電気信号が、最も長い所
定の長さを有する行のセンサの左側にある行のセンサから生成されたと判断すると、ゲー
ムプロセッサ２０２０は、電気信号が、ユーザ３１２の左手の薬指によって乱されたエネ
ルギーから生成されたと判断する。
【０２０２】
　一実施形態では、ユーザ３１２の身体部分の向きは、ゲームプロセッサ２０２０によっ
て、ユーザ３１２の別の身体部分の位置から判断される。たとえば、パッドデバイス１３
０の上面を映す視点から、電気信号を生成するパッドデバイスのセンサが実質的に正方形
を形成し、人差し指が左手の親指の左側に位置していると判断すると、ゲームプロセッサ
２０２０は、ユーザ３１２の左手の親指の腹側が、パッドデバイス１３０の上面に向いて
いると判断する。別の例として、パッドデバイス１３０の上面を映す視点から、電気信号
を生成するパッドデバイスのセンサが実質的に正方形を形成し、人差し指が左手の親指の
右側に位置していると判断すると、ゲームプロセッサ２０２０は、ユーザ３１２の左手の
親指の背面が、パッドデバイス１３０の上面に向いていると判断する。
【０２０３】
　一実施形態では、ユーザ３１２の身体部分の位置と向きとをゲーム機１０８のゲームプ
ロセッサ２０２０によって使用して、仮想オブジェクトの状態、たとえば、色、質感、形
、陰影、位置、向き、視覚効果、音響効果、これらの２つ以上の組み合わせ、などに関す
るデータを特定する。たとえば、身体部分が現実世界環境内のある位置にあると判断する
と、ゲームプロセッサ２０２０は、ゲームメモリデバイス２０２４から、身体部分に対応
する仮想オブジェクトが、緑の代わりに青色を有し、画像内のＸＹＺ座標システムに対す
るある位置を有している、と特定する。別の例として、身体部分が現実世界環境内のある
向きにあると判断すると、ゲームプロセッサ２０２０は、ゲームメモリデバイス２０２４
から、身体部分に対応する仮想オブジェクトが、火と共にアニメ化され、画像内である向
きを有している、と特定する。さらに別の例として、身体部分が現実世界環境内のある位
置とある向きとにあると判断すると、ゲームプロセッサ２０２０は、ゲームメモリデバイ
ス２０２４から、身体部分に対応する仮想オブジェクトが、波のような質感と薄い陰影と
を有して表示され、音が、仮想オブジェクトの表示と共に生成される、と特定する。仮想
オブジェクトの状態に関するデータは、有線信号または無線信号の形式で、通信デバイス
２０２２から、ＨＭＤ１０６の通信デバイス２０２６に送信される。
【０２０４】
　本実施形態では、通信デバイス２０２６は、状態に関連するデータを、本明細書で説明
する方法で、有線信号または無線信号から抽出し、データを、オーディオ／ビデオ（Ａ／
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Ｖ）セパレータ、たとえば、オーディオエクストラクタ、などに提供する。オーディオデ
ータと画像データの両方が状態に関連するデータ内に含まれており、Ａ／Ｖセパレータは
、オーディオデータを画像データから分離し、画像データをプロセッサ２０２８に送信し
、オーディオデータを、図２０Ｂでは「ＳＹＮＣ」と例示されている同期装置に送信する
。同期装置は、音の再生を、仮想オブジェクトの表示の再生に同期する。たとえば、同期
装置は、音を、仮想オブジェクトが、ある位置及び／または向きで表示される時、及び／
またはある色を有している時、及び／またはある形を有している時、及び／またはある質
感を有している時、と同時に再生する。同期装置は、同期オーディオデータを、オーディ
オデータをデジタル形式からアナログ形式に変換するデジタル・アナログ変換器（ＤＡＣ
）に送信する。アナログオーディオデータは、増幅器（Ａ）によって増幅される。増幅さ
れたアナログオーディオデータは、音に、１つまたは複数のスピーカ（Ｓ）によって変換
される。
【０２０５】
　一実施形態では、仮想環境で表示するための身体部分の位置、仮想環境で表示するため
の身体部分の向き、仮想環境で表示するための身体部分の色、仮想環境で表示するための
身体部分の形、仮想環境で表示するための身体部分の質感、及び仮想環境で表示するため
の身体部分の陰影は、身体部分のモデルデータの例である。身体部分がｘｙｚ座標システ
ムに対して移動するにつれて、モデルデータは変化する。たとえば、手がｘｙｚ座標シス
テムの原点からの位置（ｘ１、ｙ１、ｚ１）にある時、手の位置は、ＸＹＺ座標システム
の原点からの位置（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ１）にあり、手がｘｙｚ座標システムの原点からの位
置（ｘ２、ｙ２、ｚ２）にある時、手の位置は、ＸＹＺ座標システムの原点からの位置（
Ｘ２、Ｙ２、Ｚ２）にある。別の例として、手が、ｘ軸に対する第１の角度と、ｙ軸に対
する第２の角度と、ｚ軸に対する第３の角度と、の向きにある時、仮想環境における手の
画像は、Ｘ軸に対する第１の角度と、Ｙ軸に対する第２の角度と、Ｚ軸に対する第３の角
度と、にある。
【０２０６】
　一実施形態では、身体部分の複数の位置は、身体部分の動きを提供し、仮想環境におけ
る身体部分の対応する複数の位置は、仮想環境における身体部分の動きを提供する。たと
えば身体部分が、現実世界環境で、位置（ｘ１、ｙ１、ｚ１）から位置（ｘ２、ｙ２、ｚ
２）に移動すると、身体部分の画像、たとえば、モデル、などは、仮想環境で、対応する
位置（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ１）から対応する位置（Ｘ２、Ｙ２、Ｚ２）に移動する。
【０２０７】
　一実施形態では、身体部分の複数の向きは、身体部分の動きを提供し、仮想環境におけ
る身体部分の対応する複数の向きは、仮想環境における身体部分の動きを提供する。たと
えば、身体部分が、現実世界環境で、向き（Ａ１、Ａ２、Ａ３）から向き（Ａ４、Ａ５、
Ａ６）に移動すると、身体部分の画像は、仮想環境で、対応する位置（Ａ７、Ａ８、Ａ９
）から対応する位置（Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２）に移動する。Ａ１とＡ４との各々は、ｘ
軸に対して形成される角度であり、Ａ２とＡ５との各々は、ｙ軸に対して形成される角度
であり、Ａ３とＡ６との各々は、ｚ軸に対して形成される角度である。さらに、Ａ７とＡ
１０との各々は、Ｘ軸に対して形成される角度であり、Ａ８とＡ１１との各々は、Ｙ軸に
対して形成される角度であり、Ａ９とＡ１２との各々は、Ｚ軸に対して形成される角度で
ある。
【０２０８】
　一実施形態では、身体部分の画像は、ＨＭＤのプロセッサによって、ＨＭＤの表示画面
に表示される仮想環境内に部分的に描画される。たとえば、ユーザが、自身の手を動かし
てパッドデバイスの上の空間に入ると、空間内の手の一部の画像が、ＨＭＤの表示画面に
表示される。手が空間の外にある時、その一部の画像も、また、仮想環境の外に移動する
。
【０２０９】
　図２１は、ＨＭＤ２１００の等角図であり、ＨＭＤ２１００は、ＨＭＤ１０６の一実施
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例である。ＨＭＤ２１００は、ユーザ３１２が装着した時に、ユーザ３１２の頭部の後ろ
にいく、ベルト２１０２とベルト２１０４とを含む。さらに、ＨＭＤ２１００は、コンピ
ュータプログラム、たとえば、ゲームプログラム、仮想環境生成プログラム、などの実行
によって再生される、仮想環境、たとえば、ゲーム環境、仮想ツアー環境、などに関連付
けられた音を発する、イヤホン２１０６Ａ及びイヤホン２１０６Ｂ、たとえば、スピーカ
、などを含む。ＨＭＤ２１００は、ユーザ３１２がＨＭＤ２１００の表示画面に表示され
る仮想環境を見ることを可能にする、レンズ２１０８Ａとレンズ２１０８Ｂとを含む。溝
２１８０は、ユーザ３１２の鼻の上に乗り、ＨＭＤ２１００を鼻の上で支える。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤ２１００は、ユーザ３１２によって、ユーザ３１２が
サングラス、眼鏡、または読書用眼鏡をかける方法と同様の方法で、かけられる。
【０２１１】
　図２２は、本開示で説明する実施形態による、ビデオゲームのインタラクティブゲーム
プレイのためのシステムを例示している。ユーザ３１２は、ＨＭＤ１０６を装着して示さ
れている。ＨＭＤ１０６は、眼鏡、ゴーグル、またはヘルメットと同様の方法で装着され
、ビデオゲームまたは他のコンテンツをユーザ３１２に表示するように構成されている。
ＨＭＤ１０６は、ユーザの目のごく近くの表示機構（たとえば、光学画面及び表示画面）
と、ＨＭＤ１０６に配信されるコンテンツの形式と、を提供することで、夢中になれる体
験をユーザに提供する。一例では、ＨＭＤ１０６は、ユーザ３１２の視野の大部分または
全体さえも占める表示領域を、ユーザの目の各々に対して提供する。別の例として、ユー
ザは、あたかも自身がＨＭＤ１０６に表示される仮想環境の中にいるように、たとえば、
その一部であるように、などと感じる。
【０２１２】
　一実施形態では、ＨＭＤ１０６は、コンピュータ２２０２に接続されている。コンピュ
ータ２２０２への接続は、有線または無線であってよい。コンピュータ２２０２は、一実
施形態では、任意の汎用コンピュータまたは専用コンピュータであり、ゲーム機、パーソ
ナルコンピュータ、ノートパソコン、タブレット、モバイルデバイス、スマートフォン、
タブレット、シンクライアント、セットトップボックス、メディアストリーミングデバイ
ス、スマートテレビ、などを含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、
ＨＭＤ１０６は、インターネットに直接接続することができ、これは、別のローカルコン
ピュータの必要なしに、クラウドゲームを可能にすることができる。一実施形態では、コ
ンピュータ２２０２は、ビデオゲーム（と他のデジタルコンテンツと）を実行し、ビデオ
ゲームからのビデオとオーディオとを、ＨＭＤ１０６による描画のために出力するように
構成されている。コンピュータ２２０２は、また、時折、本明細書では、クライアントシ
ステムと呼ばれ、クライアントシステムは、一実施例では、ビデオゲーム機である。
【０２１３】
　コンピュータ２２０２は、いくつかの実施形態では、ローカルコンピュータまたはリモ
ートコンピュータであって、コンピュータは、エミュレーションソフトウェアを実行する
。クラウドゲーム実施形態では、コンピュータ２２０２は、リモートであり、データセン
タ内で仮想化され得る複数のコンピューティングサービスによって表され得、そこでは、
ゲームシステム／論理は、仮想化され、ユーザ３１２にコンピュータネットワークを介し
て配信される。
【０２１４】
　ユーザ３１２は、ハンドヘルドコントローラ２２０６を操作して、仮想環境のための入
力を提供する。一実施例では、カメラ２２０４は、ユーザ３１２がいる現実世界環境の画
像を取得するように構成されている。これらの取得された画像は、ユーザ３１２とＨＭＤ
１０６とコントローラ２２０６との位置と動きとを判断するために解析される。一実施形
態では、コントローラ２２０６は、その位置と向きとを判断するために追跡される光（ま
たは複数の光）を含む。加えて、以下でより詳細に説明する通り、一実施形態では、ＨＭ
Ｄ１０６は、ＨＭＤ１０６の位置と向きとを、仮想環境の表示中に実質的にリアルタイム



(36) JP 6538897 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

に判断するためのマーカーとして追跡される、１つまたは複数の光を含む。
【０２１５】
　カメラ２２０４は、一実施形態では、音を現実世界環境から取得する、１つまたは複数
のマイクを含む。マイクの配列によって取得された音は、音源の位置を特定するために処
理される。特定された位置からの音は、特定された位置からではない他の音を排除するた
めに、選択的に活用または処理される。さらに、一実施形態では、カメラ２２０４は、複
数の画像取得デバイス（たとえば、立体写真カメラ）と、ＩＲカメラと、デプスカメラと
、これらの組み合わせと、を含むように構成されている。
【０２１６】
　いくつかの実施形態では、コンピュータ２２０２は、ゲームを、コンピュータ２２０２
の処理ハードウェア上でローカルに実行する。ゲームまたはコンテンツは、物理媒体の形
式（たとえば、デジタルディスク、テープ、カード、サムドライブ、半導体チップまたは
カード、など）またはコンピュータネットワーク２２１０、たとえば、インターネット、
イントラネット、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、などからのダウンロ
ードという手段などの、任意の形式で取得される。一実施形態では、コンピュータ２２０
２は、コンピュータネットワーク２２１０を介してクラウドゲームプロバイダ２２１２と
通信している、クライアントとして機能する。クラウドゲームプロバイダ２２１２は、ユ
ーザ３１２によって行われているビデオゲームを維持し、実行する。コンピュータ２２０
２は、ＨＭＤ１０６とコントローラ２２０６とカメラ２２０４とからの入力を、クラウド
ゲームプロバイダ２２１２に送信し、クラウドゲームプロバイダ２２１２は、実行されて
いるビデオゲームのゲーム状態に影響を与えるために、入力を処理する。ビデオデータ、
オーディオデータ、及び触覚フィードバックデータなどの実行しているビデオゲームから
の出力は、コンピュータ２２０２に送信される。コンピュータ２２０２は、さらに、デー
タを関連デバイスへの送信の前に処理し、またはデータを関連デバイスに直接送信する。
たとえば、ビデオストリーム及びオーディオストリームは、ＨＭＤ１０６に提供され、一
方で、振動フィードバックコマンドは、コントローラ２２０６に提供される。
【０２１７】
　一実施形態では、ＨＭＤ１０６、コントローラ２２０６、及びカメラ２２０４は、コン
ピュータネットワーク２２１０に接続してクラウドゲームプロバイダ２２１２と通信する
、ネットワークデバイスである。たとえば、コンピュータ２２０２は、ビデオゲーム処理
を実行しないがネットワークトラフィックの通過を容易にする、ルータなどのローカルネ
ットワークデバイスであってよい。ＨＭＤ１０６とコントローラ２２０６とカメラ２２０
４とによるコンピュータネットワーク２２１０への接続は、有線または無線である。いく
つかの実施形態では、ＨＭＤ１０６上で実行されるコンテンツ、または表示デバイス２２
１４上に表示可能なコンテンツは、コンテンツソース２２１６のうちの任意のものから取
得される。例示的なコンテンツソースは、たとえば、ダウンロード可能なコンテンツ及び
／またはストリーミングコンテンツを提供する、インターネットのウェブサイトを含むこ
とができる。いくつかの実施例では、コンテンツは、映画、ゲーム、静的／動的コンテン
ツ、写真、ソーシャルメディアコンテンツ、ソーシャルメディアウェブサイト、仮想ツア
ーコンテンツ、漫画コンテンツ、などの、任意の種類のマルチメディアコンテンツを含む
ことができる。
【０２１８】
　一実施形態では、ユーザ３１２は、ゲームをＨＭＤ１０６で行っており、そのようなコ
ンテンツは、没入型３Ｄインタラクティブコンテンツである。ＨＭＤ１０６上のコンテン
ツは、プレーヤが遊んでいる間は、表示デバイス２２１４に共有される。一実施形態では
、表示デバイス２２１４に共有されたコンテンツは、ユーザ３１２の近くまたはリモート
の他のユーザが、ユーザ３１２のゲームプレイを共に見ることを可能にする。さらなる実
施形態では、ユーザ３１２のゲームプレイを表示デバイス２２１４で見ている別のプレー
ヤは、ユーザ３１２と、インタラクティブに参加する。たとえば、ゲームプレイを表示デ
バイス２２１４で見ているユーザは、ゲームシーン内の人物を制御し、フィードバックを
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提供し、社会的交流を提供し、及び／またはＨＭＤ１０６を装着していないユーザが、ユ
ーザ３１２と社会的に交流することを可能にするコメントを、（テキストを介して、声を
介して、動作を介して、しぐさを介して、など）提供する。
【０２１９】
　図２３は、本開示で説明する実施形態による、頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）２３
００を例示している。ＨＭＤ２３００は、ＨＭＤ１０５の一実施例である。示す通り、Ｈ
ＭＤ２３００は、複数の光２３０２Ａ～Ｈと、光２３０２Ｊと、光２３０２Ｋとを含む（
たとえば、２３０２Ｋ及び２３０２Ｊは、ＨＭＤのヘッドバンドの後部または後側に向か
って配置されている）。これらの光の各々は、具体的な形及び／または位置を有するよう
に構成されており、同じ色または異なる色を有するように構成されている。光２３０２Ａ
、光２３０２Ｂ、光２３０２Ｃ、及び光２３０２Ｄは、ＨＭＤ２３００の前面に配置され
ている。光２３０２Ｅ及び光２３０２Ｆは、ＨＭＤ２３００の側面に配置されている。そ
して、光２３０２Ｇ及び光２３０２Ｈは、ＨＭＤ２３００の前面と側面とに及ぶように、
ＨＭＤ２３００の角に配置されている。光は、ユーザがＨＭＤ２３００を使用するインタ
ラクティブ環境の取得された画像内で特定される、ということが理解される。
【０２２０】
　光の特定と追跡とに基づいて、インタラクティブ環境におけるＨＭＤ２３００の位置及
び向きが、判断される。光のうちのいくつかは、画像取得デバイス、たとえば、カメラ、
などに対するＨＭＤ２３００の特定の向きにより、可視であり、または可視でない、とい
うことがさらに理解される。また、光の異なる部分（たとえば、光２３０２Ｇ及び光２３
０２Ｈ）は、画像取得デバイスに対するＨＭＤ２３００の向きにより、画像の取得のため
に露出される。いくつかの実施形態では、慣性センサがＨＭＤ２３００内に置かれ、慣性
センサは、位置決めに関するフィードバックを、光の必要なしに提供する。いくつかの実
施形態では、光及び慣性センサは、共同して、位置／動きデータの混合と選択とを可能に
する。
【０２２１】
　一実施形態では、光は、ＨＭＤ２３００の現在の状態を、現実世界環境内の他のユーザ
に示すように構成されている。たとえば、光のうちの一部または全部は、色構成、強度構
成を有するように構成されており、点滅するように構成されており、ある特定のオン／オ
フ構成、またはＨＭＤ２３００の現在の状態を示す他の構成を有するように構成されてい
る。一例として、光は、ビデオゲームのアクティブなゲームプレイ（一般的に、アクティ
ブなタイムライン中またはゲームのシーン内で発生しているゲームプレイ）中は、（その
間、ゲームのタイムラインまたはシーンが動いていない、または停止している）メニュー
インターフェースを操作している、またはゲーム設定を行っているなどの、ビデオゲーム
の他の非アクティブなゲームプレイの状況に対して、異なる構成を表示するように構成さ
れている。
【０２２２】
　一実施形態では、光は、また、ゲームプレイの相対強度レベルを示すように構成されて
いる。たとえば、光の強度または点滅の速度は、ゲームプレイの強度が増加すると、増加
する。
【０２２３】
　ＨＭＤ２３００は、一実施形態では、加えて、１つまたは複数のマイクを含む。例示の
実施形態では、ＨＭＤ２３００は、ＨＭＤ２３００の前面に置かれた、マイク２３０４Ａ
及びマイク２３０４Ｂと、ＨＭＤ２３００の側面に置かれたマイクと、を含む。マイクの
配列を活用することによって、マイクの各々からの音は、音源の位置を判断するために処
理される。この情報は、不必要な音源の排除、音源の視覚識別との関連付け、などを含む
さまざまな方法で活用される。
【０２２４】
　ＨＭＤ２３００は、１つまたは複数の画像取得デバイスを含む。例示の実施形態では、
ＨＭＤ２３００は、画像取得デバイス２３０６Ａと画像取得デバイス２３０６Ｂとを含む
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ように示されている。一実施形態では、立体写真画像取得デバイスを活用することによっ
て、現実世界環境の三次元（３Ｄ）画像及びビデオが、ＨＭＤ２３００の視点から取得さ
れる。そのようなビデオは、ＨＭＤ２３００を装着している間に、ユーザに「ビデオシー
スルー」能力を提供するために、ユーザ３１２に提示される。つまり、厳密に言うと、ユ
ーザはＨＭＤ２３００を通して見ることができないが、画像取得デバイス２３０６Ａと画
像取得デバイス２３０６Ｂとによって取得されたビデオは、それでもなお、あたかもＨＭ
Ｄ２３００を通して見ているようにＨＭＤ２３００の外部の現実世界環境を見ることがで
きる、機能的同等物を提供する。
【０２２５】
　そのようなビデオは、一実施形態では、拡張現実体験を提供するために、仮想の要素を
用いて拡張され、または他の方法で仮想の要素と組み合わされ、または混合される。例示
の実施形態では、２つのカメラがＨＭＤ２３００の前面にあると示されているが、任意の
数の外向きのカメラがあり得、または１つのカメラがＨＭＤ２３００に取り付けられ、任
意の方向に向き得る、ということが理解される。たとえば、別の実施形態では、ＨＭＤ２
３００の側面に取り付けられて、環境の追加的なパノラマ画像を取得するカメラがあり得
る。
【０２２６】
　図２４は、ビデオゲームコンテンツをユーザ３１２のＨＭＤ２３００に描画することが
できるクライアントシステム２４０２を使用した、ゲームプレイの一実施例を例示してい
る。本例示では、ＨＭＤ２３００に提供される仮想オブジェクト、たとえば、ゲームコン
テンツ、などの状態は、リッチインタラクティブ３Ｄ空間内である。上記で考察した通り
、仮想オブジェクトの状態は、クライアントシステム２４０２にダウンロードされ、また
は一実施形態では、クラウド処理システムによって実行される。クラウドゲームサービス
２２１２は、ユーザ２４０４のデータベースを含み、ユーザ２４０４は、特定のゲーム２
４３０にアクセスすること、体験を他の友達と共有すること、コメントを掲載すること、
自身のアカウント情報を管理することを許可されている。
【０２２７】
　クラウドゲームサービス２２１２は、特定のユーザのためのゲームデータ２４０６を、
格納し、ゲームデータ２４０６は、ゲームプレイ中、将来のゲームプレイ、ソーシャルメ
ディアネットワークへの共有に使用可能であり得、またはトロフィー、賞、地位、ランク
、などの格納のために使用され得る。ソーシャルデータ２４０８は、クラウドゲームサー
ビス２２１２によって管理される。一実施形態では、ソーシャルデータ２４０８は、別の
ソーシャルメディアネットワークによって管理され、別のソーシャルメディアネットワー
クは、クラウドゲームサービス２２１２と、コンピュータネットワーク２２１０を介して
インターフェース接続している。コンピュータネットワーク２２１０を介して、任意の数
のクライアントシステム２４１０が、コンテンツへのアクセスと他のユーザとの交流との
ために接続されている。
【０２２８】
　図２４の実施例で継続すると、ＨＭＤ２３００内で見られている三次元インタラクティ
ブシーンは、３Ｄビューまたは別の仮想環境内に描かれた人物などのゲームプレイを含む
。１人の人物、たとえば、Ｐ１、などは、ＨＭＤ２３００を装着しているユーザ３１２に
よって制御される。本実施例は、２人のプレーヤ間のバスケットボールシーンを示してお
り、ＨＭＤユーザ３１２は、３Ｄビュー内で、別の人物の上でダンクシュートをしている
。他方の人物は、ゲームのＡＩ（人工知能）人物であってよく、または別のプレーヤまた
は複数のプレーヤ（Ｐｎ）によって制御され得る。ＨＭＤ２３００を装着しているユーザ
３１２は、使用空間内で動いていると示されており、ＨＭＤ２３００は、ユーザの頭部の
動きと身体の位置とに基づいて、動き回る。カメラ２４１２は、室内の表示画面の上に置
かれていると示されているが、ＨＭＤを使用するために、カメラ２４１２は、ＨＭＤ２３
００の画像を取得することができる任意の場所に置かれ得る。したがって、ＨＭＤ２３０
０に描画されるコンテンツが、カメラ２４１２の視点からのＨＭＤ２３００が置かれる向
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きに依存し得るため、ユーザ３１２は、カメラ２４１２と表示デバイス２２１２とから約
９０度回転していると示されている。もちろん、ＨＭＤの使用中、ユーザ３１２は、ＨＭ
Ｄ２３００によって描画される動的な仮想シーンを利用する必要に応じて、動き回り、自
身の頭部を回転させ、さまざまな方向を見ている。
【０２２９】
　図２５は、一実施形態による、ＨＭＤ２３００を装着し、使用中のユーザを例示してい
る。本実施例では、ＨＭＤ２３００は、カメラ２４１２による取得ビデオフレームから取
得した画像データを使用して、追跡される２５０２と示されている。加えて、ハンドヘル
ドコントローラ２２０６は、また、カメラ２４１２による取得ビデオフレームから取得さ
れた画像データを使用して、追跡される２５０４と示されている。また、図示されたもの
は、ＨＭＤ２３００が、コンピューティングシステム２２０２に、ケーブル２５１０を介
して接続されている構成である。一実施形態では、ＨＭＤ２３００は、電力を同じケーブ
ルから取得し、または別のケーブルに接続することができる。さらに別の実施形態では、
ＨＭＤ２３００は、余分な電源コードを回避するために、再充電可能なバッテリを有して
いる。
【０２３０】
　図２６を参照すると、図は、本開示で説明する実施形態による、ＨＭＤ２６００の例示
的な構成要素を例示して示されている。ＨＭＤ２６００は、ＨＭＤ１０５の一実施例であ
る。ＨＭＤ２６００がカメラを排除している時、ＨＭＤ２６００は、ＨＭＤ１０６の一実
施例である。使用可能な構成と機能とにより、より多くの、またはより少ない構成要素が
、ＨＭＤ２６００に含まれ得、または排除され得る、ということを理解すべきである。Ｈ
ＭＤ２６００は、プログラム命令を実行するためのプロセッサ２６０２を含む。メモリ２
６０４は、ストレージ目的のために提供され、一実施形態では、揮発性メモリと非揮発性
メモリの両方を含む。ユーザ３１２が見る視覚インターフェースを提供するディスプレイ
２６０６が、含まれる。
【０２３１】
　ディスプレイ２６０６は、１つのシングルディスプレイによって、または各目のための
別々の表示画面という形態で、定められる。２つの表示画面が提供されると、左目のビデ
オコンテンツと右目のビデオコンテンツとを別々に提供することが可能である。ビデオコ
ンテンツを各目に別々に提示することは、たとえば、三次元（３Ｄ）コンテンツのより良
い没入型制御を提供することができる。本明細書で説明する通り、一実施形態では、第２
の画面は、１つの目の出力を使用し、次いで、コンテンツを表示のための２Ｄ形式にフォ
ーマットすることによって、ＨＭＤ２６００の第２の画面コンテンツを提供される。１つ
の目は、一実施形態では、左目のビデオフィードであり得るが、他の実施形態では、右目
のビデオフィードであり得る。
【０２３２】
　バッテリ２６０８は、ＨＭＤ２６００の電源として提供される。他の実施形態では、電
源は、電力へのコンセントを含む。他の実施形態では、電力へのコンセント及びバッテリ
２６０８が、提供される。動き検出モジュール２６１０は、磁力計２６１２、加速度計２
６１４、及びジャイロスコープ２６１６などの、さまざまな種類の動きに敏感なハードウ
ェアのうちの任意のものを含む。
【０２３３】
　加速度計は、加速と、重力により誘発される反力とを測定するためのデバイスである。
１軸モデル及び複数軸（たとえば、６軸）モデルは、加速の大きさと方向とを、異なる方
向で検出することができる。加速度計を使用して、勾配と振動と衝撃とを感知する。一実
施形態では、３つの加速度計を使用して、重力の方向を提供し、重力の方向は、２つの角
度（ワールドスペースのピッチ及びワールドスペースのロール）に対する絶対基準を提供
する。
【０２３４】
　磁力計は、ＨＭＤの近くの磁場の強さと方向とを測定する。一実施形態では、３つの磁
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力計をＨＭＤ内で使用して、ワールドスペースのヨーの角度の絶対基準を保証する。一実
施形態では、磁力計は、±８０マイクロテスラである地球の磁場を測るように設計されて
いる。磁力計は、金属によって影響を受け、単調性であるヨー測定を、実際のヨーを用い
て提供する。磁場は、環境内の金属によりゆがみ、それは、ヨー測定のゆがみを引き起こ
す。必要な場合、このゆがみは、ジャイロスコープなどの他のセンサまたはカメラからの
情報を使用して較正される。一実施形態では、加速度計２６１４を磁力計２６１２と共に
使用して、ＨＭＤ２６００の勾配と方位角とを取得する。
【０２３５】
　ジャイロスコープは、角運動量の原理に基づいて、向きを測定または維持するためのデ
バイスである。一実施形態では、３つのジャイロスコープは、各軸（ｘ、ｙ、及びｚ）で
の動きについての情報を、慣性感知に基づいて提供する。ジャイロスコープは、高速回転
を検出することを補助する。しかしながら、ジャイロスコープは、絶対基準の存在がない
と、時間と共にずれる。ずれを減少させるために、ジャイロスコープは、定期的にリセッ
トされ、リセットは、オブジェクトの視覚追跡に基づいた位置／向き判断、加速度計、磁
力計、などの他の利用可能な情報を使用して行われ得る。
【０２３６】
　カメラ２６１８は、現実世界環境の画像と画像ストリームとを取得するために提供され
る。一実施形態では、２つ以上のカメラ（任意）がＨＭＤ２６００内に含まれ、それらに
は、後向きの（ユーザ３１２がＨＭＤ２６００のディスプレイを見ている時、ユーザ３１
２ではない方に向けられた）カメラと、前向きの（ユーザがＨＭＤ２６００のディスプレ
イを見ている時、ユーザ３１２の方に向けられた）カメラと、が含まれる。加えて、一実
施形態では、デプスカメラ２６２０が、現実世界環境内のオブジェクトの深さ情報を感知
するために、ＨＭＤ２６００内に含まれている。
【０２３７】
　ＨＭＤ２６００は、オーディオ出力を提供するためのスピーカ２６２２を含む。また、
一実施形態では、マイク２６２４が、音声を現実世界環境から取得するために含まれ、音
声には、周囲環境からの音、ユーザ３１２によって行われた発言、などが含まれる。一実
施形態では、ＨＭＤ２６００は、触感フィードバックをユーザ３１２に提供するための触
感フィードバックモジュール２６２６を含む。一実施形態では、触感フィードバックモジ
ュール２６２６は、触感フィードバックをユーザ３１２に提供するために、ＨＭＤ２６０
０の動き及び／または振動を起こすことができる。
【０２３８】
　ＬＥＤ２６３０は、ＨＭＤ２６００の状況の視覚インジケータとして提供される。たと
えば、ＬＥＤは、バッテリレベル、電力オン、などを示す。カードリーダ２６３２は、Ｈ
ＭＤ２６００が情報を、メモリカードから読み、メモリカードに書き込むこと、を可能に
するために提供される。ＵＳＢインターフェース２６３４は、周辺デバイスの接続、また
は他のポータブルデバイス、コンピュータなどの他のデバイスへの接続を可能にするため
のインターフェースの一実施例として含まれている。ＨＭＤ２６００のさまざまな実施形
態では、さまざまな種類のインターフェースのうちの任意のものを、ＨＭＤ２６００のよ
り良い接続性を可能にするために含むことができる。
【０２３９】
　一実施形態では、Ｗｉ－Ｆｉモジュール２６３６は、コンピュータネットワークへの無
線ネットワーキング技術を介した接続、を可能にするために含まれる。また、一実施形態
では、ＨＭＤ２６００は、他のデバイスへの無線接続を可能にするためのＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈモジュール２６３８を含む。通信リンク２６４０は、他のデバイスへの接続のために
含まれる。一実施形態では、通信リンク２６４０は、無線通信のために、赤外線送信を活
用する。他の実施形態では、通信リンク２６４０は、他のデバイスとの通信のために、さ
まざまな無線送信プロトコルまたは有線送信プロトコルのうちの任意のものを活用する。
【０２４０】
　入力ボタン／センサ２６４２は、入力インターフェースをユーザ３１２に提供するため
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に含まれる。ボタン、しぐさ、タッチパッド、ジョイスティック、トラックボール、など
のさまざまな種類の入力インターフェースのうちの任意のものを含むことができる。一実
施形態では、超音波通信モジュール２６４４は、他のデバイスとの超音波技術を介した通
信を容易にするために、ＨＭＤ２６００内に含まれる。
【０２４１】
　一実施形態では、生物学的センサ２６４６は、ユーザ３１２からの生理学的データの検
出を可能にするために含まれる。一実施形態では、生物学的センサ２６４６は、ユーザ３
１２の生体電気信号を、ユーザ／プロフィールを特定するユーザの皮膚、声検出、目の網
膜検出、などを通して検出するための、１つまたは複数のドライ電極を含む。
【０２４２】
　ＨＭＤ２６００の前述の構成要素を、ＨＭＤ２６００内に含まれ得る、単に例示的な構
成要素として説明した。本開示で説明したさまざまな実施形態では、ＨＭＤ２６００は、
さまざまな前述の構成要素のうちのいくつかを含むかもしれず、含まないかもしれない。
ＨＭＤ２６００の実施形態は、加えて、現在説明していないが、当技術分野で良く知られ
た他の構成要素を、本明細書で説明する本発明の態様を容易にする目的のために含むこと
ができる。
【０２４３】
　当業者は、本開示で説明したさまざまな実施形態では、前述のハンドヘルドデバイスが
、さまざまなインタラクティブ機能を提供するためにディスプレイに表示される、インタ
ラクティブアプリケーションと連動して活用される、ということを理解する。本明細書で
説明した例示的な実施形態は、限定するものではなく、単に実施例として提供されている
。
【０２４４】
　一実施形態では、クライアント及び／またはクライアントデバイスは、本明細書で参照
される通り、頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ）、端末、パーソナルコンピュータ、ゲー
ム機、タブレットコンピュータ、電話、セットトップボックス、キオスク、無線デバイス
、デジタルパッド、独立型デバイス、ハンドヘルドゲームプレイデバイス、及び／または
同様なものを含むことができる。通常、クライアントは、符号化されたビデオストリーム
を受信し、ビデオストリームを復号し、結果として得られたビデオをユーザ、たとえば、
ゲームのプレーヤに提示する。符号化されたビデオストリームを受信するプロセス及び／
またはビデオストリームを復号するプロセスは、通常、個々のビデオフレームを、クライ
アントの受信バッファ内に格納することを含む。ビデオストリームは、クライアントと一
体化されたディスプレイ、またはモニタまたはテレビなどの別のデバイス上で、ユーザに
提示され得る。
【０２４５】
　クライアントは、任意で、２人以上のゲームプレーヤをサポートするように構成されて
いる。たとえば、ゲーム機は、２人、３人、４人、またはそれ以上の同時プレーヤ（たと
えば、Ｐ１、Ｐ２、…Ｐｎ）をサポートするように構成され得る。これらのプレーヤの各
々は、ビデオストリームを受信または共有し、または１つのビデオストリームは、各プレ
ーヤに対して特別に生成された、たとえば、各プレーヤの視点に基づいて生成された、フ
レームの領域を含むことができる。任意の数のクライアントは、ローカルであり（たとえ
ば、同一場所におり）、または地理的に分散している。ゲームシステム内に含まれるクラ
イアントの数は、１人または２人から、数千、数万、またはそれ以上まで、大幅に変化す
る。本明細書で使用する通り、「ゲームプレーヤ」という用語は、ゲームを行う人物を指
すために使用され、「ゲームプレイデバイス」という用語は、ゲームを行うために使用さ
れるデバイスを指すために使用される。いくつかの実施形態では、ゲームプレイデバイス
は、協働してゲーム体験をユーザに配信する複数のコンピューティングデバイスを指すこ
とができる。
【０２４６】
　たとえば、ゲーム機及びＨＭＤは、ビデオサーバシステムと協力して、ＨＭＤを通して
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見るゲームを配信することができる。一実施形態では、ゲーム機は、ビデオストリームを
ビデオサーバシステムから受信し、ゲーム機は、描画のために、ビデオストリームをＨＭ
Ｄ及び／またはテレビに転送し、またはビデオストリームを更新する。
【０２４７】
　さらに、ＨＭＤは、ビデオゲームコンテンツ、映画コンテンツ、ビデオクリップコンテ
ンツ、ウェブコンテンツ、広告コンテンツ、コンテストコンテンツ、飛び跳ねゲームコン
テンツ、会議通話／ミーティングコンテンツ、ソーシャルメディアコンテンツ（たとえば
、投稿、メッセージ、メディアストリーム、友達イベント、及び／またはゲームプレイ）
、ビデオ部分及び／またはオーディオコンテンツ、インターネット上でブラウザとアプリ
ケーションとを介した供給源から消費用に作成されたコンテンツ、及び任意の種類のスト
リーミングコンテンツなどの、生成または使用されるコンテンツのうちの任意の種類を見
る及び／またはそれとやり取りを行うために使用される。もちろん、任意の種類のコンテ
ンツは、それをＨＭＤで見ることができる限り、またはそれを画面またはＨＭＤの画面に
描画することができる限り、描画され得るため、前述のリストのコンテンツは、限定をし
ていない。
【０２４８】
　クライアントは、さらに、受信したビデオを変更するために構成されたシステムを含む
ことができるが、必須ではない。たとえば、クライアントは、あるビデオ画像を別のビデ
オ画像に重ねるために、ビデオ画像を切り取るために、及び／または同様なことのために
、さらなる描画を実行するように構成されている。別の例として、クライアントは、Ｉフ
レーム、Ｐフレーム、Ｂフレームなどのさまざまな種類のビデオフレームを受信し、これ
らのフレームを、ユーザに表示するための画像に処理するように構成されている。いくつ
かの実施形態では、クライアントのメンバーは、さらなる描画、陰影付け、３Ｄへの変換
、２Ｄへの変換、ゆがみ除去、サイジング、または同様の操作を、ビデオストリームに対
して実行するように構成されている。クライアントのメンバーは、任意で、２つ以上のオ
ーディオストリームまたはビデオストリームを受信するように構成されている。
【０２４９】
　クライアントの入力デバイスは、たとえば、片手ゲームコントローラ、両手ゲームコン
トローラ、しぐさ認識システム、注視認識システム、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、力フィードバックデバイス、動き及び／または
位置感知デバイス、マウス、タッチ画面、神経インターフェース、カメラ、まだ開発され
ていない入力デバイス、及び／または同様なものを含む。
【０２５０】
　ビデオソースは、ストレージなどのコンピュータ可読媒体に格納された、描画論理、た
とえば、ハードウェア、ファームウェア、及び／またはソフトウェアを含む。この描画論
理は、ビデオストリームのビデオフレームを、ゲーム状態に基づいて作るように構成され
ている。描画論理の全部または一部は、任意で、１つまたは複数のグラフィックスプロセ
シングユニット（ＧＰＵ）内に配置される。描画論理は、通常、ゲーム状態と視点とに基
づいて、オブジェクト間の三次元空間関係を判断するために、及び／または適切な質感な
どを適用するために、構成された処理段階を含む。描画論理は、符号化された未加工のビ
デオを生成する。たとえば、未加工のビデオは、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ（登録商標）規
格、ＨＴＭＬ－５、．ｗａｖ、Ｈ．２６４、Ｈ．２６３、Ｏｎ２、ＶＰ６、ＶＣ－１、Ｗ
ＭＡ、Ｈｕｆｆｙｕｖ、Ｌａｇａｒｉｔｈ、ＭＰＧ－ｘ．Ｘｖｉｄ．ＦＦｍｐｅｇ、ｘ２
６４、ＶＰ６－８、ｒｅａｌｖｉｄｅｏ、ｍｐ３、などに従って符号化される。符号化処
理は、デバイス上の復号器への配信のために任意でパッケージ化される、ビデオストリー
ムを生成する。ビデオストリームは、フレームサイズとフレームレートとによって特徴付
けられる。通常のフレームサイズは、８００ｘ６００、１２８０ｘ７２０（たとえば、７
２０ｐ）、１０２４ｘ７６８、１０８０ｐを含むが、任意の他のフレームサイズを使用す
ることができる。フレームレートは、１秒当たりのビデオフレームの数である。一実施形
態では、ビデオストリームは、異なる種類のビデオフレームを含む。たとえば、Ｈ．２６
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４規格は、「Ｐ」フレームと「Ｉ」フレームとを含む。Ｉフレームは、表示デバイス上の
全てのマクロブロック／画素をリフレッシュするための情報を含み、一方で、Ｐフレーム
は、それらのサブセットをリフレッシュするための情報を含む。Ｐフレームは、通常、Ｉ
フレームよりも、データサイズが小さい。本明細書で使用する「フレームサイズ」という
用語は、フレーム内の画素の数を指すように意図されている。「フレームデータサイズ」
という用語は、フレームを格納するのに必要なバイト数を指すために使用される。
【０２５１】
　いくつかの実施形態では、クライアントは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、ゲ
ーム機、パーソナルコンピュータ、ノートパソコン、タブレットコンピュータ、モバイル
コンピューティングデバイス、ポータブルゲームデバイス、携帯電話、セットトップボッ
クス、ストリーミングメディアインターフェース／デバイス、スマートテレビまたはネッ
トワークディスプレイ、または本明細書で定めるクライアントの機能を満たすように構成
され得る任意の他のコンピューティングデバイスである。一実施形態では、クラウドゲー
ムサーバは、ユーザによって活用されているクライアントデバイスの種類を検出し、ユー
ザのクライアントデバイスに適切なクラウドゲーム体験を提供するように構成されている
。たとえば、画像設定、オーディオ設定、及び他の種類の設定は、ユーザのクライアント
デバイスに対して最適化され得る。
【０２５２】
　図２７は、情報サービスプロバイダアーキテクチャの一実施形態を例示している。情報
サービスプロバイダ（ＩＳＰ）２７０２は、多数の情報サービスを、地理的に分散し、コ
ンピュータネットワーク２２１０を介して接続された、ユーザ２７００－１、ユーザ２７
００－２、ユーザ２７００－３、ユーザ２７００－４、などに配信する。一実施形態では
、ＩＳＰは、株価更新などの１つの種類のサービス、または放送メディア、ニュース、ス
ポーツ、ゲーム、などのさまざまなサービスを配信する。加えて、各ＩＳＰによって提供
されるサービスは、動的であり、つまり、サービスは、任意の時点において、追加または
除去され得る。したがって、特定の種類のサービスを特定の個人に提供するＩＳＰは、時
間と共に変化することができる。たとえば、ユーザは、ユーザが自身の地元にいる間は、
ユーザのごく近くのＩＳＰによってサービスを受け、ユーザは、ユーザが別の市に旅行し
ている時は、異なるＩＳＰによってサービスを受ける。地元のＩＳＰは、必要な情報とデ
ータとを新しいＩＳＰに転送し、ユーザ情報が、新しい市までユーザの「後を追っていき
」、データをユーザにより近づけ、アクセスし易いようにする。別の実施形態では、マス
タ－サーバ関係が、ユーザのための情報を管理するマスタＩＳＰと、マスタＩＳＰの制御
下のユーザに直接インターフェース接続するサーバＩＳＰとの間に確立される。別の実施
形態では、これらのサービスを配信するＩＳＰがユーザにサービスを提供し易くするため
に、クライアントが世界中を移動するにつれて、データは、１つのＩＳＰから別のＩＳＰ
に転送される。
【０２５３】
　ＩＳＰ２７０２は、コンピュータベースのサービスを顧客にコンピュータネットワーク
２２１０を介して提供する、アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）２７０６を
含む。ＡＳＰモデルを使用して提供されるソフトウェアは、また、時折、オンデマンドソ
フトウェアまたはＳｏｆｔｗａｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＳａａＳ）とも呼ばれ
る。（顧客関係管理などの）特定のアプリケーションプログラムへのアクセスを提供する
簡単な形式は、ＨＴＴＰなどの標準プロトコルを使用することによってである。アプリケ
ーションソフトウェアは、ベンダーのシステム上にあり、ウェブブラウザを通してＨＴＭ
Ｌを使用したユーザによって、ベンダーによって提供される特殊目的クライアントソフト
ウェアによって、またはシンクライアントなどの他のリモートインターフェースによって
、アクセスされる。
【０２５４】
　広域な地理的領域に渡って配信されるサービスは、クラウドコンピューティングを使用
することが多い。クラウドコンピューティングは、コンピューティングのスタイルであり
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、クラウドコンピューティングでは、動的に拡大縮小可能で、しばしば仮想化されている
資源が、サービスとして、コンピュータネットワーク２２１０を介して提供される。ユー
ザは、自身をサポートする「クラウド」内の技術インフラストラクチャの専門家である必
要はない。一実施形態では、クラウドコンピューティングは、Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＩａａＳ）、Ｐｌａｔｆｏｒｍ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ（ＰａａＳ）、Ｓｏｆｔｗａｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＳａａＳ）などの
異なるサービスに分かれている。クラウドコンピューティングサービスは、しばしば、ウ
ェブブラウザからアクセスされる共通のビジネスアプリケーションをオンラインで提供す
るが、ソフトウェア及びデータは、サーバ上に格納されている。クラウドという用語は、
インターネットがコンピュータネットワーク図内に描かれる方法に基づいて、（たとえば
、サーバとストレージと論理とを使用する）インターネットの隠喩として使用され、それ
が隠している複雑なインフラストラクチャに対する抽象概念である。
【０２５５】
　さらに、ＩＳＰ２７０２は、ゲームプロセシングサーバ（ＧＰＳ）２７０８を含み、ゲ
ームプロセシングサーバ（ＧＰＳ）２７０８は、ゲームクライアントによって、シングル
プレーヤビデオゲームとマルチプレーヤビデオゲームとを行うために使用される。インタ
ーネット上で行われるほとんどのビデオゲームは、ゲームサーバへの接続を介して動作す
る。通常、ゲームは、データをプレーヤから集め、それを他のプレーヤに配信する、専用
のサーバアプリケーションを使用する。これは、ピアツーピア構成よりも、より効率的か
つ効果的であるが、サーバアプリケーションをホストする別のサーバを必要とする。別の
実施形態では、ＧＰＳは、通信をプレーヤ間で確立し、自身のそれぞれのゲームプレイデ
バイスは、集中型のＧＰＳに依存することなしに、情報を交換する。
【０２５６】
　専用のＧＰＳは、クライアントから独立して動作するサーバである。そのようなサーバ
は、通常、データセンタ内に置かれた専用ハードウェア上で動作し、より広い帯域幅と専
用の処理能力とを提供する。専用サーバは、ほとんどのＰＣベースのマルチプレーヤゲー
ムでは、ゲームサーバをホストする好適な方法である。多人数同時参加型オンラインゲー
ムは、ゲームタイトルを所有するソフトウェア会社によって通常ホストされている専用サ
ーバ上で動作し、コンテンツを制御し、更新することを可能にする。
【０２５７】
　放送プロセシングサーバ（ＢＰＳ）２７１０は、オーディオ信号またはビデオ信号を、
聴衆に配信する。非常に狭い範囲の聴衆への放送は、時折、ナローキャスティングと呼ば
れる。放送配信の最後の工程は、信号がリスナーまたはビューアーにどのように届くかと
いうことであり、信号は、ラジオ局またはテレビ局が用いるように無線で、アンテナと受
信機とまで到達することができ、またはケーブルテレビまたはケーブルラジオ（または「
無線ケーブル」）を通して、局を介してまたはネットワークから直接、到達することがで
きる。インターネットは、また、ラジオまたはテレビのいずれかを受信者に、特に、信号
と帯域幅とを共有することを可能にする同報通信を用いて、届けることができる。歴史的
に、全国放送または地域放送などの放送は、地理的領域によって範囲を定められてきた。
しかしながら、高速なインターネットの拡散と共に、コンテンツは世界中のほとんどどの
国にも到達することができるため、放送は、地理学によって定められない。
【０２５８】
　ストレージサービスプロバイダ（ＳＳＰ）２７１２は、コンピュータストレージスペー
スサービスと関連管理サービスとを提供する。ＳＳＰは、また、定期的なバックアップと
アーカイブとを提供する。ストレージをサービスとして提供することによって、ユーザは
、必要に応じて、より多くのストレージを注文することができる。別の主要な利点は、Ｓ
ＳＰが、バックアップサービスを含み、ユーザは、自身のコンピュータのハードドライブ
が故障した場合でも、自身の全データを失わない、ということである。さらに、一実施形
態では、複数のＳＳＰは、ユーザデータの完全なまたは部分的なコピーを有し、ユーザが
、ユーザがいる場所またはデータにアクセスするために使用されているデバイスの場所に
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依存しない効果的な方法で、ユーザがデータにアクセスすることを可能にする。たとえば
、ユーザは、ホームコンピュータ内の個人ファイルと、ユーザが移動している間は携帯電
話内の個人ファイルとにアクセスすることができる。
【０２５９】
　通信プロバイダ２７１４は、ユーザへの接続性を提供する。１つの種類の通信プロバイ
ダは、インターネットへのアクセスを提供するインターネットサービスプロバイダ（ＩＳ
Ｐ）である。ＩＳＰは、その顧客を、ダイヤルアップ、ＤＳＬ、ケーブルモデム、ファイ
バ、無線高速相互接続または専用の高速相互接続などの、インターネットプロトコルデー
タグラムを配信するために適切なデータ送信技術を使用して、接続する。通信プロバイダ
は、また、Ｅメール、インスタントメッセージ、及びＳＭＳテキストメッセージなどのメ
ッセージサービスを提供することができる。別の種類の通信プロバイダは、ネットワーク
サービスプロバイダ（ＮＳＰ）であり、ネットワークサービスプロバイダは、インターネ
ットへの直接の基幹回線アクセスを提供することによって、帯域幅またはネットワークア
クセスを販売する。ネットワークサービスプロバイダは、一実施形態では、電気通信会社
、データキャリア、無線通信プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ、高速イン
ターネットアクセスを提供するケーブルテレビ運営会社、などを含む。
【０２６０】
　データ交換２７０４は、ＩＳＰ２７０２内のいくつかのモジュールを相互接続し、これ
らのモジュールをユーザ２７００に、コンピュータネットワーク２２１０を介して接続す
る。データ交換２７０４は、ＩＳＰ２７０２の全てのモジュールがごく近くにある小さな
領域を網羅し、または異なるモジュールが地理的に分散している時は、大きな地理的領域
を網羅する。たとえば、データ交換２７８８は、データセンタのキャビネット内に高速の
ギガビットイーサネット（またはより高速なもの）、または大陸間仮想領域ネットワーク
（ＶＬＡＮ）を含む。
【０２６１】
　ユーザ２７００は、リモートサービスに、クライアントデバイス２７２０を用いてアク
セスし、クライアントデバイス２７２０は、少なくともＣＰＵと、ディスプレイと、Ｉ／
Ｏと、を含む。クライアントデバイスは、ＰＣ、携帯電話、ネットブック、タブレット、
ゲームシステム、ＰＤＡ、などであってよい。一実施形態では、ＩＳＰ２７０２は、クラ
イアントによって使用されるデバイスの種類を認識し、用いられる通信方法を調整する。
他の場合では、クライアントデバイスは、ｈｔｍｌなどの標準通信方法を使用して、ＩＳ
Ｐ２７０２にアクセスする。
【０２６２】
　実施形態のうちのいくつかを、本明細書で、ユーザ３１２の手に関して説明したが、実
施形態が、ユーザ３１２の別の身体部分にも同様に適用される、ということに留意すべき
である。
【０２６３】
　一実施形態では、ゲーム機の代わりに、コンピューティングデバイス、たとえば、タブ
レット、コンピュータ、スマートテレビ、などを使用して、ゲーム機によって実行されて
いると本明細書で説明した動作を実行する。
【０２６４】
　上述の実施形態のうちのいくつかは、信号をパッドデバイスからＨＭＤに送信すること
に関連するが、さまざまな実施形態では、信号は、パッドデバイスからゲーム機に送信さ
れる、ということに留意すべきである。ゲーム機のプロセッサは、信号を解析して、パッ
ドデバイスに対する、ユーザの身体部分の位置及び／または向きを判断し、しぐさを特定
する。プロセッサは、しぐさが、ゲームのゲームデータまたは別の環境、たとえば、ビデ
オ会議環境の環境データに、どのように影響を与えるかを判断する。しぐさは、ゲームデ
ータまたは他の環境データと共に、ＨＭＤまたはテレビまたはコンピューティングデバイ
スに提供され、ＨＭＤまたはテレビまたはコンピューティングデバイスは、しぐさを組み
込んだゲームまたは別の環境、たとえば、ビデオ会議環境、などを表示する。
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【０２６５】
　本開示で説明した実施形態は、さまざまなコンピュータシステム構成を用いて実施され
得、それらには、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
ッサベースの家電またはプログラム可能な家電、ミニコンピュータ、メインフレームコン
ピュータ、などが含まれる。本開示で説明した実施形態は、また、分散コンピューティン
グ環境で実施され得、分散コンピューティング環境では、タスクは、有線ベースのネット
ワークまたは無線ネットワークを通して繋がれたリモート処理デバイスによって実行され
る。
【０２６６】
　上記の実施形態を考慮すると、本開示で説明した実施形態は、コンピュータシステム内
に格納されたデータを伴う、さまざまなコンピュータで実装される動作を用いることがで
きる、ということを理解すべきである。これらの動作は、物理的な量の物理的な操作を必
要とするものである。本開示で説明した実施形態の一部を形成する、本明細書で説明した
動作のうちの任意のものは、有益なマシン動作である。本開示で説明したいくつかの実施
形態は、また、これらの動作を実行するためのデバイスまたは装置に関連する。装置は、
必要な目的のために特別に作成され得、または装置は、コンピュータ内に格納されたコン
ピュータプログラムによって選択的に作動または構成される、汎用コンピュータであって
よい。具体的には、さまざまな汎用マシンを、本明細書の教示に従って記述されたコンピ
ュータプログラムと共に使用することができ、または、必要な動作を実行するために、よ
り特殊化した装置を作成することがより便利であり得る。
【０２６７】
　本開示で説明したいくつかの実施形態は、また、コンピュータ可読媒体上のコンピュー
タ可読コードとして具現化され得る。コンピュータ可読媒体は、データを格納することが
できる任意のデータストレージデバイスであり、コンピュータ可読媒体は、その後、コン
ピュータシステムによって読まれ得る。コンピュータ可読媒体の例は、ハードドライブ、
ＮＡＳ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、光学的デ
ータストレージデバイス、非光学的データストレージデバイス、などを含む。コンピュー
タ可読媒体は、コンピュータ可読コードが分散した方法で格納され、実行されるように、
ネットワークに連結されたコンピュータシステム上で分散されるコンピュータ可読有形媒
体を含むことができる。
【０２６８】
　いくつかの実施形態では、本明細書で説明した実施形態のうちの任意のものを、残りの
実施形態のうちの任意のものと組み合わせることができる、ということに留意すべきであ
る。
【０２６９】
　さらに、上述の実施形態をゲーム環境に関して説明したが、いくつかの実施形態では、
ゲームの代わりに、他の環境、たとえば、ビデオ会議環境を使用する。
【０２７０】
　方法の動作を具体的な順序で説明したが、オーバーレイ動作の処理が所望の方法で実行
される限り、他のハウスキーピング動作を、動作間で実行することができ、または動作が
わずかに異なる時間で発生するように、動作を調整することができ、または動作を、処理
動作が処理に関連するさまざまな間隔で発生することを可能にするシステム内に分散させ
ることができる、ということを理解すべきである。
【０２７１】
　本開示で説明した前述の実施形態は、明確に理解するという目的のために、ある程度詳
細に説明されたが、ある特定の変更と修正とを、添付の特許請求の範囲内で実施すること
ができる、ということは明白である。したがって、本実施形態は、制限的ではなく、例示
的としてみなされるものであり、実施形態は、本明細書で提供した詳細に限定されず、添
付の特許請求の範囲で及びその同等物内で修正され得る。
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