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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置内に配置された１つ以上の位置センサから位置データを受け取る段階と、
　前記受け取られた位置データに少なくとも一部分基づき装置の３Ｄ基準フレームを決定
する段階と、
　装置内に配置された１つ以上の光学センサから光学データを受け取る段階と、
　少なくとも１つのグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ
描写を含むグラフィックユーザインターフェイスを装置のディスプレイに発生する段階と
、
を備え、
　前記少なくとも１つのグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトは、バーチャ
ル３Ｄオペレーティングシステム環境において表現され、
　前記発生する段階は、更に、前記バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境のため
のバーチャル光源を発生することを含み、
　前記バーチャル光源は前記光学データによって示される周囲光源の表現を含み、
　前記発生する段階は、前記決定された３Ｄ基準フレーム及び前記光学データに少なくと
も一部分基づくものである、グラフィックユーザインターフェイス方法。
【請求項２】
　前記発生する段階は、更に、装置のディスプレイ上で前記少なくとも１つのグラフィッ
クユーザインターフェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ描写に適当なパースペクティブ
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変換を適用することを含み、前記変換は、前記決定された３Ｄ基準フレーム及び前記光学
データに少なくとも一部分基づく、請求項１に記載のグラフィックユーザインターフェイ
ス方法。
【請求項３】
　前記グラフィックユーザインターフェイスは、前記少なくとも１つのグラフィックユー
ザインタフェイスオブジェクトに対して配置されたグラフィック層をさらに備え、前記グ
ラフィック層は前記決定された３Ｄ基準フレームに少なくとも一部基づいて前記少なくと
も１つのグラフィックオブジェクトに対する照明効果を生成する、請求項１及び２のいず
れかに記載のグラフィックユーザインターフェイス方法。
【請求項４】
　前記装置のタッチスクリーンインターフェイスからデータを受け取る段階を更に備え、
前記タッチスクリーンインターフェイスから受け取られたデータは、ユーザが相互作用す
ることを望むバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境における１つ以上の位置を表
わす、請求項１から３のいずれかに記載のグラフィックユーザインターフェイス方法。
【請求項５】
　前記装置のディスプレイ上の位置に視覚指示子を表示する段階を更に備え、前記視覚指
示子の位置は、ユーザが相互作用することを望むバーチャル３Ｄオペレーティングシステ
ム環境における位置を表わす、請求項４に記載のグラフィックユーザインターフェイス方
法。
【請求項６】
　視差の問題に対し前記視覚指示子が表示される前記装置のディスプレイ上の位置を修正
する段階を更に備え、前記修正される位置は、前記装置の前記決定された３Ｄ基準フレー
ムに少なくとも一部分基づく、請求項５に記載のグラフィックユーザインターフェイス方
法。
【請求項７】
　ユーザの位置に対する前記装置の移動に応答して前記装置のディスプレイ上で少なくと
も１つのグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの前記発生されたバーチャル
３Ｄ描写を調整する段階を更に備えた、請求項１から６のいずれかに記載のグラフィック
ユーザインターフェイス方法。
【請求項８】
　前記調整する段階は、更に、前記装置のディスプレイ上で前記少なくとも１つのグラフ
ィックユーザインターフェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ描写に適当なパースペクテ
ィブ変換を適用することを含み、前記変換は、前記装置の現在決定された３Ｄ基準フレー
ム及び前記光学データに少なくとも一部分基づく、請求項７に記載のグラフィックユーザ
インターフェイス方法。
【請求項９】
　前記装置の位置に対する前記装置のユーザの動きに応答して前記装置のディスプレイ上
で少なくとも１つのグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの前記発生された
バーチャル３Ｄ描写を調整する段階を更に備えた、請求項１から８のいずれかに記載のグ
ラフィックユーザインターフェイス方法。
【請求項１０】
　前記調整する段階は、更に、前記装置のディスプレイ上で前記少なくとも１つのグラフ
ィックユーザインターフェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ描写に適当なパースペクテ
ィブ変換を適用することを含み、前記変換は、前記装置の現在決定された３Ｄ基準フレー
ム及び前記光学データに少なくとも一部分基づく、請求項９に記載のグラフィックユーザ
インターフェイス方法。
【請求項１１】
　前記バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境のための前記発生されるバーチャル
光源は、太陽の現在位置の表現を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載のグラフィ
ックユーザインターフェイス方法。
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【請求項１２】
　ビュー表面と、
　バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境と、
　１つ以上のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトと、
を備え、
　前記１つ以上のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトは、前記バーチャル
３Ｄオペレーティングシステム環境において表現され且つ前記ビュー表面上に描写され、
　前記ビュー表面上での前記１つ以上のグラフィックユーザインターフェイスオブジェク
トの前記描写は、少なくとも一部分は、前記ビュー表面のユーザに対する前記ビュー表面
の決定された３Ｄ基準フレームにより決定され、
　前記バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境は、前記ビュー表面と通信する１つ
以上の光学センサから受信された光学データによって示される周囲光の表現を含む周囲光
源を含み、グラフィックユーザインターフェイス。
【請求項１３】
　前記ビュー表面は、タッチスクリーンインターフェイスを含む、請求項１２に記載のグ
ラフィックユーザインターフェイス。
【請求項１４】
　前記タッチスクリーンインターフェイスから受け取られるデータは、前記ビュー表面の
ユーザが相互作用することを望むバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境における
１つ以上の位置を表わす、請求項１３に記載のグラフィックユーザインターフェイス。
【請求項１５】
　前記ビュー表面上に１つ以上の視覚指示子を含み、前記１つ以上の視覚指示子は、前記
ビュー表面のユーザが相互作用することを望むバーチャル３Ｄオペレーティングシステム
環境における１つ以上の位置を表わす、請求項１４に記載のグラフィックユーザインター
フェイス。
【請求項１６】
　前記ビュー表面上の１つ以上の視覚指示子の位置は、視差の問題に対して修正され、そ
の修正される位置の決定は、前記ビュー表面の決定された３Ｄ基準フレームに少なくとも
一部分基づく、請求項１５に記載のグラフィックユーザインターフェイス。
【請求項１７】
　前記ビュー表面上の１つ以上のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの描
写は、１つ以上のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトに、次の視覚効果、
即ち陰影、輝き、ボケ、及びアルファマスキング、のうちの１つ以上を適用することを含
む、請求項１２から１６のいずれかに記載のグラフィックユーザインターフェイス。
【請求項１８】
　ディスプレイと、
　１つ以上の光学センサと、
　１つ以上の位置センサと、
　メモリと、
を備え、前記メモリは、１つ以上のプログラム可能なコントロール装置が、
　　１つ以上の位置センサから位置データを受け取り、
　　前記受け取られた位置データに少なくとも一部分基づいて装置の３Ｄ基準フレームを
決定し、
　　１つ以上の光学センサから光学データを受け取り、
　　前記受け取られた光学データに少なくとも一部分基づいてユーザの位置を決定し、
　　少なくとも１つのグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトのバーチャル３
Ｄ描写を前記ディスプレイにレンダリングする、
ようにさせるためのインストラクションを含み、
　前記レンダリングするためのインストラクションは、前記決定された３Ｄ基準フレーム
及び前記決定されたユーザの位置に基づくものであり、
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　前記ディスプレイ上の前記少なくとも１つのグラフィックユーザインターフェイスオブ
ジェクトの前記バーチャル３Ｄ描写は、前記受信された光学データによって示される周囲
光源の表現を含むバーチャル光源の描写を含む、装置。
【請求項１９】
　前記１つ以上の位置センサが、コンパス、加速度計、ジャイロメーター、及びグローバ
ルポジショニングシステム（ＧＰＳ）モジュールのうちの１つの以上を含むことを特徴と
する請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記１つ以上の光学センサが画像センサ、接近センサ、及びビデオカメラのうちの１つ
以上を含むことを特徴とする請求項１８または１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記１つ以上の光学センサが前面カメラを含むことを特徴とする請求項１８に記載の装
置。
【請求項２２】
　前記受け取られた光学データに少なくとも一部分基づいてユーザの位置を決定するため
のインストラクションは、ユーザから装置のディスプレイまでの距離を計算すること、ユ
ーザの顔を検出すること及びユーザの環境における周囲光源の位置を特定することの１つ
以上を実行するためのインストラクションを含んでいることを特徴とする請求項２１に記
載の装置。
【請求項２３】
　前記装置が、移動電話、パーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、ポータブル音楽プ
レーヤ、テレビジョン、ゲームコンソール、ポータブルゲーム装置、並びにラップトップ
、デスクトップ及びタブレットコンピュータのうちの1つ以上を含むことを特徴とする請
求項１８ないし２２のいずれか１つの請求項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動き特性を使用することによるディスプレイへの三次元ユーザインターフェ
イス効果に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオゲームが、現在、例えば、ハンドヘルド装置又はコントロール器具におけるコン
パス、加速度計、ジャイロメーター、及びグローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）
ユニットから収集した運動及び位置の種々の特性を使用して、模擬即ちバーチャル三次元
（３Ｄ）環境におけるプレイの経験を改善していることは秘密ではない。実際に、そのよ
うなコントロール器具からいわゆる「６軸」位置情報を抽出するためのソフトウェアは、
良く理解されており、多くのビデオゲームで現在使用されている。６つの軸のうち最初の
３つは、三次元空間における装置の「ヨー・ピッチ・ロール」を示す。数学では、三次元
空間において連続的な微分可能な曲線に沿って運動する粒子の接線、法線及び従法線単位
ベクトルは、多くの場合、Ｔ、Ｎ及びＢベクトルと称されるか又は総体的に「フレネット
フレーム(Frenet frame)」と称され、次のように定義される。即ち、Ｔは、曲線に正接す
る単位ベクトルで、運動の方向を指し、Ｎは、曲線の弧長パラメータに対するＴの導関数
をその長さで除算したものであり、そしてＢは、Ｔ及びＮのクロス積である。装置の「ヨ
ー・ピッチ・ロール」は、装置が空間を通して移動するときに装置の次々のフレネットフ
レーム間の角度Δとして表すこともできる。６つの軸のうちの他の３つの軸は、相対的な
三次元空間における装置の「Ｘ－Ｙ－Ｚ」位置を示し、これは、バーチャル３Ｄ環境との
相互作用を更に模擬するのに使用することもできる。
【０００３】
　この分野では顔検出ソフトウェアもよく知られており、デジタル写真、デジタルビデオ
カメラ撮影、ビデオゲーム、バイオメトリック、監視、及びエネルギー保存も含む今日の
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多くの実際的なアプリケーションに適用される。一般的な顔検出アルゴリズムは、ビオラ
－ジョーンズオブジェクト検出フレームワーク及びシュナイダーマン＆カナデ法を含む。
顔検出ソフトウェアは、前面カメラ(front-facing camera)をもつ装置に関連して使用さ
れ、装置の前に人間のユーザがいるときを決定すると共に、装置の前のそのようなユーザ
の動きを追跡する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、現在のシステムは、より関心の高いそして見て楽しい双方向バーチャル
３Ｄ環境を装置のディスプレイにおいてレンダリングするために、装置ユーザの場所及び
位置、並びにユーザ環境の物理的及び照明特性に加えて、バーチャル３Ｄ環境がレンダリ
ングされる装置の場所及び位置を考慮するものではない。
【０００５】
　従って、ディスプレイを有する電子装置の移動、並びにそのような電子装置のユーザの
環境における照明条件、及びそのような電子装置のユーザの動き、特に、装置のユーザの
目の位置を連続的に追跡するための技術が要望される。ユーザ環境の照明条件、ユーザの
目の位置、及び電子装置のディスプレイに対する連続的な３Ｄ基準フレーム(frame-of-re
ference)に関する情報で、装置のディスプレイにオブジェクトのより現実的なバーチャル
３Ｄ描写を生成してユーザにより相互作用できるようにすることが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ここに開示する技術は、種々の位置センサ、例えば、コンパス、マイクロ・エレクトロ
・メカニカルシステム（ＭＥＭＳ）加速度計、ＧＰＳモジュール、及びＭＥＭＳジャイロ
メーターを使用して、例えば、移動電話のようなハンドヘルド装置のようなパーソナル電
子装置の３Ｄ基準フレーム（非慣性基準フレーム）を推測する。これらの位置センサの使
用は、装置のための真のフレネットフレーム、即ちディスプレイのＸ及びＹベクトル、並
びにディスプレイに垂直に向くＺベクトルを与えることができる。実際に、状態をリアル
タイムでレポートする加速度計、ジャイロメーター及び他の器具からの種々の慣性的手掛
かりで、装置のフレネットフレームをリアルタイムで追跡し、従って、ハンドヘルド装置
のための連続的な３Ｄ基準フレームを与えることができる。装置の連続的な基準フレーム
が分かると、ここに述べる技術により、ユーザの目の位置を推測するか、或いは前面カメ
ラを使用することでユーザの目の位置を直接計算することができる。ユーザの目の位置及
びディスプレイの連続的３Ｄ基準フレームで、オブジェクトのより現実的なバーチャル３
Ｄ描写を装置のディスプレイに生成して相互作用することができる。
【０００７】
　オブジェクトのより現実的なバーチャル３Ｄ描写を装置のディスプレイ上で行うために
、オブジェクトは、装置のオペレーティング環境において実際の３Ｄ「場所」にあるかの
ようにディスプレイ上にレンダリングすることができる。ある実施形態では、ディスプレ
イ上のオブジェクトの位置は、それらのバーチャル座標、即ちオブジェクトのバーチャル
３Ｄ世界におけるそれらの座標をレイトレーシングして装置ユーザの目に戻り、そしてオ
ブジェクトの座標を装置ディスプレイの真の平面と交差させることにより計算することが
できる。他の実施形態では、ここで「２ 1/2 Ｄ」効果と称されるバーチャル３Ｄユーザ
インターフェイス（ＵＩ）効果を、装置の移動、ユーザの動き、又はユーザ環境における
照明条件に応答して、装置のディスプレイ上の２Ｄオブジェクトに適用して、２Ｄオブジ
ェクトをユーザにとって実際上三次元で「見える」ようにすることができる。
【０００８】
　この技術を使用して達成できる３Ｄ　ＵＩ効果
　例えば、ユーザインターフェイス環境の２ 1/2 Ｄ描写を使用し、装置の移動、ユーザ
の動き、又はユーザ環境における照明条件に応答して、装置に表示されるグラフィックユ
ーザインターフェイスオブジェクト、例えば、アイコンに、現実的な動きのある輝き(shi
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ne）又は動きのある陰影(shadow)を与えることができる。
【０００９】
　又、「バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境」を生成し、そして装置のユーザ
がバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境に置かれたグラフィックユーザインター
フェイスオブジェクトを「見回す」のを許し、その「側部」を見ることができるようにす
る。ユーザが特定のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトに焦点を合わせら
れるように基準フレームが拡大される場合には、ユーザは、装置又はユーザの特定の位置
的変化、並びにユーザと装置ディスプレイとの相互作用により、オブジェクトを回転して
その「後部も見る」ことができる。
【００１０】
　又、くぼんだ「弁当箱(bento box)」フォームファクタをディスプレイ内に有するもの
としてバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境をレンダリングすることもできる。
そのようなフォームファクタは、モジュラーインターフェイスにとって効果的である。ユ
ーザは、装置を回転するときに、弁当箱の各「区画(cubby hole)」を独立して見ることが
できる。又、前面カメラの使用により、視覚上の「スポットライト」効果がユーザの凝視
をたどるようにすることができ、即ちユーザが現在見ているディスプレイ内の場所でスポ
ットライト効果が「輝く」ようにさせることもできる。又、装置について決定された３Ｄ
基準フレームのみに基づいてスポットライト効果の位置をコントロールすることもできる
。例えば、スポットライト効果は、歪んだ法線ベクトルが装置ユーザの現在位置に対して
最も近い方向を指す区画を輝かせるように構成される。
【００１１】
　ディスプレイ内のバーチャル３Ｄ世界との相互作用
　バーチャル３Ｄディスプレイとのタッチを経て相互作用するため、ここに開示する技術
では、装置のディスプレイ上のタッチ点の位置をバーチャル３Ｄオペレーティングシステ
ム環境へとレイトレースし、そしてタッチ点の領域を、それがヒットするオブジェクト（
１つ又は複数）に交差させることができる。バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環
境とのタッチ相互作用により生じるオブジェクトの動きは、２Ｄモードにおける場合と同
様に生じるが、ここに開示する技術では、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境
内の衝突効果及び他の物理的な現実性表現を模擬することができるようにする。更に、タ
ッチスクリーン視差のような問題、即ちタッチ点と、装置のフレネットフレームが分かっ
ているときに表示される意図されたタッチ位置との間の非位置合わせを良好に考慮するこ
とができる。
【００１２】
　ＧＰＵを常時再レンダリングからどのように防止するか
　グラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）の使用過多及び装置における過剰バッテリ消費を
防止するために、ここに開示する技術では、特定のジェスチャーを使用して「バーチャル
３Ｄオペレーティングシステム環境」モードをターンオンすると共に、位置的静止を使用
してそのモードをターンオフする。１つの実施形態では、ジェスチャーは、いわゆる「プ
リンセスウェーブ(princess wave)」、即ち１つの軸の周りでの装置の波動回転である。
例えば、「バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境」モードは、１つの軸に沿った
１０－２０°の３つを越える波が１秒間隔で生じるときにターンオンすることができる。
【００１３】
　１つの実施形態において、「バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境」モードが
ターンオンすると、ＵＩのディスプレイが「解凍(unfreeze)」し、オペレーティングシス
テム環境の３Ｄ描写となる（好ましくは、２Ｄ描写と同様であって、３Ｄオブジェクトの
見掛けを表わす陰影及びテクスチャを伴う）。このモードがターンオフされると、ディス
プレイは、標準的な配向へゆっくり移行して戻り、そしてユーザインターフェイス環境の
２Ｄ又は２ 1/2 Ｄ描写へ凍結(freeze)して戻る。位置的静止、例えば、２ないし３秒の
間装置を相対的静止状態に保持することは、２Ｄ又は２ 1/2 Ｄオペレーティングシステ
ム環境モードへ凍結して戻し、そしてオブジェクトの表示をより慣習的な２Ｄ表現に復帰
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させるための、装置に対する１つの潜在的なキューである。
【００１４】
　デスクトップマシン
　デスクトップマシンにおいて、装置のフレネットフレームは、不変であり、そして装置
のディスプレイに対するユーザの位置は、おそらく非常に僅かに変化するだけであるが、
ユーザの目の位置は、著しく変化する。前面カメラは、顔検出ソフトウェアと共に、ユー
ザの目の位置を計算できるようにする。カメラの視野情報を使用して、例えば、人間工学
的ガイドラインに基づき、頭のサイズを測定するか、又は検出されたユーザの瞳孔対瞳孔
の距離を測定しそして人間の頭の標準的測定値を仮定することにより、ディスプレイから
のユーザの頭の距離を推定することもできる。このデータを使用して、例えば、ウインド
ウ、タイトルバー及び他のＵＩオブジェクトに輝きを入れ、そしてユーザの目の動き又は
ユーザの頭の位置変化に応答してそれらを動かすことを通して、現実的な２ 1/2 Ｄ又は
３Ｄオペレーティングシステムモードを描写することができる。更に、ユーザの頭及び目
の位置を使用して、ユーザが自分の頭を側部へシフトし及び／又は自分の頭をディスプレ
イに向けて移動した後に、ユーザがウインドウの「下を見る」のを許すこともできる。
【００１５】
　ここに開示される実施形態により提供される革新のために、以下に述べる運動の特性を
利用する３Ｄ　ＵＩ効果は、パーソナル電子装置のハードウェア及び／又はソフトウェア
により直接的に具現化され、移動電話、パーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、ポー
タブル音楽プレーヤ、テレビジョン、ゲームコンソール、ポータブルゲーム装置、並びに
ラップトップ、デスクトップ及びタブレットコンピュータのような多数のパーソナル電子
装置にその技術を容易に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】規範的な従来のパーソナル電子装置を示す。
【図２】２ 1/2 Ｄオペレーティングシステム環境モードで動作するパーソナル電子装置
により使用される規範的な３Ｄ　ＵＩ技術を示す。
【図３】１つの実施形態によりバーチャル光源で照明されたグラフィックユーザインター
フェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ描写を提示するパーソナル電子装置を示す。
【図４】１つの実施形態により代表的な周囲光源で照明されたグラフィックユーザインタ
ーフェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ描写を提示するパーソナル電子装置を示す。
【図５】１つの実施形態によるパーソナル電子装置のフレネットフレームを示す。
【図６】１つの実施形態によるグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトのバー
チャル３Ｄ描写を表わす、パーソナル電子装置に対する装置移動の効果を示す。
【図７】１つの実施形態によるグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトのバー
チャル３Ｄ描写を表わす、パーソナル電子装置に対するユーザの動きの効果を示す。
【図８】１つの実施形態によるパーソナル電子装置のバーチャル３Ｄディスプレイ内のく
ぼんだ「弁当箱」フォームファクタを示す。
【図９】１つの実施形態によりバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境へとレイト
レースされるパーソナル電子装置のタッチスクリーンとの接触点を示す。
【図１０】１つの実施形態によりバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境モードで
動作するようにパーソナル電子装置のディスプレイをアクチベートする規範的なジェスチ
ャーを示す。
【図１１】バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境モードで動作するためのプロセ
スの一実施形態を示すフローチャートである。
【図１２】バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境モードでの動作と、非バーチャ
ル３Ｄオペレーティングシステム環境モードでの動作との間でパーソナル電子装置をトグ
ルするためのプロセスの一実施形態を示すフローチャートである。
【図１３】ユーザの目の位置を表わすスポットライトをパーソナル電子装置のバーチャル
３Ｄオペレーティングシステム環境へ投影するためのプロセスの一実施形態を示すフロー
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チャートである。
【図１４】装置の環境で検出された周囲光源及び／又は装置の相対的位置に基づいてパー
ソナル電子装置のディスプレイに対するグラフィックユーザインターフェイス効果を具現
化するためのプロセスの一実施形態を示すフローチャートである。
【図１５】１つの実施形態によるパーソナル電子装置の簡単な機能的ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示は、ディスプレイを有する電子装置の移動、並びにそのような電子装置のユーザ
の環境における照明条件、及びそのような電子装置のユーザの動き、特に、装置ユーザの
目の位置を連続的に追跡するための技術に関する。ユーザの目の位置、及び電子装置のデ
ィスプレイの連続的な３Ｄ基準フレームで、装置のディスプレイ上にオブジェクトのより
現実的なバーチャル３Ｄ描写を生成して相互作用することができる。本開示は、パーソナ
ル電子装置のディスプレイ上にオブジェクトのより現実的なバーチャル３Ｄ描写を生成す
るための新規な技術について述べるが、当業者であれば、ここに開示する技術は、他の環
境及び用途にも適用できることが明らかであろう。ここに開示する技術は、位置センサ、
接近センサ及び／又はデジタル画像センサを伴う多数の電子装置、例えば、デジタルカメ
ラ、デジタルビデオカメラ、移動電話、パーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、ポー
タブル音楽プレーヤ、テレビジョン、ゲームコンソール、ポータブルゲーム装置、デスク
トップ、ラップトップ及びタブレットコンピュータ、並びにゲームコントローラに適用す
ることができる。ＡＲＭ(登録商標)ｖ７－ＡアーキテクチャーのＣｏｒｔｅｘ(登録商標)
Ａ８のような埋め込み型のプロセッサは、ここに開示する技術を実行するのに使用される
多様性のある頑健なプログラマブルコントロール装置をなす。（ＣＯＲＴＥＸ(登録商標)
及びＡＲＭ(登録商標)は、英国のＡＲＭリミテッドカンパニーの登録商標である。）
【００１８】
　明瞭化のため、本明細書では実際の具現化の全ての特徴を説明するのではない。もちろ
ん、そのような実際の具現化の開発において（開発プロジェクトのような）、開発者特有
の目標（例えば、システム及びビジネス関連制約との適合）を達成するために多数の判断
をしなければならず且つそれらの目標は、具現化ごとに変化することが明らかであろう。
そのような開発努力は、複雑で且つ時間のかかるものであるが、本開示の利益を得る当業
者にとって日常行うべきものであることが明らかである。更に、本開示に使用される言語
は、主に、読み易さ及び説明の目的で選択されたもので、本発明の要旨を限定又は制限す
るために選択されたものではなく、そのような本発明の要旨を決定することは特許請求の
範囲に依存する。本明細書において「１つの実施形態」又は「一実施形態」を言及するこ
とは、実施形態に関連して述べる特定の特徴、構造又は特性が本発明の少なくとも１つの
実施形態に含まれることを意味し、そして「１つの実施形態」又は「一実施形態」を何回
も言及することは、必ずしも全てが同じ実施形態を言及すると理解してはならない。
【００１９】
　図１を参照すれば、規範的な従来のパーソナル電子装置１００が示されている。図１の
パーソナル電子装置１００は、移動電話として描かれているが、ここに述べる技術が具現
化されるのは、この形式の装置だけではない。装置１００は、グラフィックオブジェクト
を表示しそしてユーザからタッチ入力を受け取ることのできる容量性タッチスクリーンイ
ンターフェイスであるディスプレイ１０２を有するものとして描かれている。又、装置１
００は、前面カメラ１１２と、例えば、赤外線センサを含む接近センサ１１４とを有する
ものとして描かれている。前面カメラ１１２は、装置１００のユーザを探し、以下に詳細
に述べるように、ユーザの目の凝視の位置及び方向に加えて、装置１００のディスプレイ
１０２に対するユーザの距離を推定するのに使用される。接近センサ１１４は、この分野
で知られて使用されている多数の良く知られた接近センサの１つでよく、例えば、物理的
な接触なしに近傍の物体の存在を検出するのに使用される。この分野で知られているよう
に、接近センサは、多くの場合、電磁界又は静電界、或いは電磁放射ビームを放射する。
前面カメラ１１２及び接近センサ１１４は、ユーザの周囲環境における光レベルを測定し
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そしてユーザの環境において光源を探すのにも使用される。以下に述べるように、そのよ
うな情報は、「実際の世界」に置かれた光源に「反応する」ように見えるグラフィックユ
ーザインターフェイスの現実的なバーチャル３Ｄ描写を行うのに有用である。図１におい
て、ディスプレイ１０２は、多数のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクト、
例えば、アイコン１０４を表示するように示されている。アイコン１０４は、そのアイコ
ンがユーザにより選択されたときに装置が実行できるプログラム、ファイル又は他のアプ
リケーションを表わす。又、ディスプレイ１０２には、オブジェクトスプリングボード１
１０も示されている。従来技術では、アイコン１０６は、３Ｄオペレーティングシステム
環境にあるという見掛けを与えるためにスプリングボード１１０の表面に着座されるもの
として描かれている。アイコン１０４／１０６の３Ｄ見掛けを更に向上させるため、アイ
コン１０４／１０６には、輝き１１３及び／又は反射１０８のような付加的なビジュアル
キューが追加される。ある実施形態では、この向上された２Ｄ表現は、ここでは、２ 1/2
 Ｄと称される。
【００２０】
　図２を参照すれば、１つの実施形態により、２ 1/2 Ｄオペレーティングシステム環境
モードにおいて動作するパーソナル電子装置により使用される規範的な３Ｄ　ＵＩ技術が
示されている。図２において、アイコン２０２は、３つの異なるバーチャル照明環境２０
８ａ－ｃで表現されている。各環境において、陰影層２００は、バーチャル光源２０４が
アイコン２０２により現実的な影を投げるという錯覚を生じさせるようにアイコン２０２
の下に適当に再配置される。例えば、バーチャル照明環境２０８ａでは、バーチャル光源
２０４ａがアイコン２０２ａの真上に配置される。従って、陰影層２００は、アイコン２
０２ａの真下にあり、即ちオフセットはない。これは、バーチャル照明環境２０８ａにお
いて陰影層２００の左下角を表わす座標２０６ａにより指示される。バーチャル照明環境
２０８ａにおける位置に比してバーチャル照明環境２０８ｂ及び２０８ｃにおける陰影層
２００の再配置を示すために仮説座標（ｘ、ｙ）が座標２０６ａに指定されている。
【００２１】
　バーチャル照明環境２０８ｂにおいて、バーチャル光源２０４ｂがアイコン２０２ｂの
上及び左に配置されている。従って、陰影層２００は、アイコン２０２ｂの下にあり、右
へ若干オフセットされる。オフセット量ｓは、バーチャル光源とアイコンの位置及びそれ
らの間の距離に基づいて決定され、そしてアイコン２０２ｂに現実的な照明効果を生成す
る。オフセットｓは、バーチャル照明環境２０８ｂにおける陰影層２００の左下角を表わ
し且つ仮説座標（ｘ＋ｓ、ｙ）を有する座標２０６ｂにより指示される。
【００２２】
　バーチャル照明環境２０８ｃにおいて、バーチャル光源２０４ｃがアイコン２０２ｃの
上及び右に配置されている。従って、陰影層２００は、アイコン２０２ｃの下にあり、左
へ若干オフセットされる。オフセット量ｓは、バーチャル光源とアイコンの位置及びそれ
らの間の距離に基づいて決定され、そしてアイコン２０２ｃに現実的な照明効果を生成す
る。オフセットｓは、バーチャル照明環境２０８ｃにおける陰影層２００の左下角を表わ
し且つ仮説座標（ｘ－ｓ、ｙ）を有する座標２０６ｃにより指示される。
【００２３】
　ここに開示する技術を使用するパーソナル電子装置によって使用されるバーチャル照明
環境におけるバーチャル光源２０４の位置は、例えば、装置のオペレーティングシステム
によりプログラムで決定されるか、装置のユーザにより手動で選択されるか、又はユーザ
環境において検出される周囲光源の位置を模擬するように装置のオペレーティングシステ
ムにより配置される。即ち、装置のユーザの真上に明るい光源が置かれる場合には、装置
のオペレーティングシステムは、バーチャル光源をバーチャル照明環境の真上に配置し、
ユーザ環境における照明条件を正確に模擬する。更に、複数の光源がバーチャル照明環境
において検出され及び模擬され、そしてそのような検出された光源の強度も正確に模擬さ
れる。
【００２４】
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　２ 1/2 Ｄオペレーティングシステム環境技術、例えば、図２を参照して上述した技術
は、アップル社のＣＯＲＥ　ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ（登録商標）フレームワークのような適
当なグラフィックプログラミングフレームワークを使用することにより比較的計算上安価
に且つ融通性のある仕方でレンダリングされる。（ＣＯＲＥ　ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ（登録
商標）は、アップル社の登録商標である。）例えば、陰影層２００は、バーチャル光源が
移動したという錯覚を生じさせるためにバーチャル照明環境における希望の位置に単に再
配置される個別のグラフィック層の一例である。ここに記述する再配置技術の１つの効果
は、例えば、ユーザの環境における装置の移動又は照明条件の変化のために、グラフィッ
ク層の再配置が必須であると装置のオペレーティングシステムが決定するたびに、グラフ
ィック層を構成するピクセルを再レンダリングする必要がないことである。「輝きマップ
(shine map)」として知られている別の形式のグラフィック層も、個別のグラフィック層
として具現化され、そして異なるバーチャル照明シナリオの錯覚生じさせるためにアイコ
ン又は他のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの上に再配置される。この
場合にも、この技術の１つの効果は、グラフィック層の再配置が必須であると装置のオペ
レーティングシステムが決定するたびに、輝きマップの下のアイコン又は他のグラフィッ
クユーザインターフェイスオブジェクトのコンテンツを再レンダリングする必要がないこ
とである。
【００２５】
　図３を参照すれば、１つの実施形態により、模擬即ちバーチャル光源３０４により照明
されるグラフィックユーザインターフェイスオブジェクト１０６のバーチャル３Ｄ描写３
０６を提示するパーソナル電子装置１００が示されている。又、図３は、バーチャル３Ｄ
オペレーティングシステム環境３００の側面図も示す。図１に示された二次元アイコン１
０４／１０６は、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００内の同じアイコン
オブジェクトのバーチャル３Ｄ表現１０５／１０７に置き換えられている。図３に示すよ
うに、アイコンオブジェクトは、スプリングボード１１０に静止着座している。図３にお
いて、軸３２０で示すように、Ｘ軸は、ディスプレイ１０２の巾に沿ってページに向かっ
て延び、Ｙ軸は、ディスプレイ１０２の長さに沿って延び、そしてＺ軸は、ディスプレイ
１０２の表面から垂直に離れるように延びる。図１においてディスプレイ１０２に描かれ
たアイコンの付加的な３つの列は、図３ではＸ軸に沿ってページに向かって延びるので見
えない。又、ある実施形態では、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００に
おける各々のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトが装置１００のディスプ
レイ１０２に描かれることも理解されたい。ここでは、簡単化及び明瞭化のために、単一
のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクト、即ちアイコン１０７の表現のみに
焦点を当てる。
【００２６】
　３Ｄグラフィック技術で知られているように、バーチャル光源３０４は、装置のプロセ
ッサにより生成され、そしてバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００におい
て種々のスポットに「置かれ」、装置ディスプレイ１０２に表示されるオブジェクトに対
して現実的な陰影及び輝き効果を発生することができる。図３に示すように、光源３０４
は、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００の頂部中央に置かれるが、その
ような配置は、厳密に必要とされるのではない。破線３１８は、バーチャルグラフィック
ユーザインターフェイスオブジェクト１０７から光源３０４までの経路を示す。破線３１
８の経路を使用することは、レイトレーシングの幾つかの観点を、装置ディスプレイ１０
２にユーザインターフェイスオブジェクトの現実的な３Ｄ描写をレンダリングすることに
関連して述べるときに、後で重要となる。
【００２７】
　装置１００のユーザの目が、図３に要素３０２で表されている。破線３０８は、ユーザ
の目から装置１００の前面カメラ１１２までの経路を示す。上述したように、前面カメラ
１１２は、破線３１８の長さ（即ち、ユーザの目から装置までの距離）を推定し、ユーザ
の顔を検出し（及び潜在的に認識し）、ユーザの瞳孔間の現在距離を測定し、又はユーザ
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環境における光源を探すのに使用される。更に、接近センサ１１４は、ユーザ環境におけ
る周囲光レベルを計測するのに使用される。更に、ユーザ環境における光源は、ユーザの
目の瞳孔からの鏡面反射を測定することにより検出されてもよい。
【００２８】
　ベクトル３１０は、ディスプレイ１０２から垂直方向を指す従法線ベクトルを表わす。
ベクトル３１２は、ディスプレイ１０２からＸ軸に沿ってユーザの目３０２の中心の位置
へと直接延びるベクトルを表わす。破線３１４は、ディスプレイ１０２に対してＸ軸の方
向にユーザの目３０２の位置を示す上で助けとなるように描かれている。ベクトル３１０
とベクトル３１２との間の角度３１６は、ユーザがおそらくディスプレイ１０２を見ると
ころの角度を決定するために装置１００によって使用される。図３に示すように、ユーザ
は、従法線ベクトル３１０の若干左にいて、即ちページの「中へ」より深くではなく、ペ
ージの「紙面」に若干接近しているように思われる。又、図３におけるユーザの現在位置
は、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト３０６の描写において、図３に示
すユーザの現在方向及び位置についてその左側部３０７が装置ディスプレイ１０２上に若
干見えることで反映されている。ユーザの目３０２が装置１００のディスプレイ１０２に
対して益々左へ遠く移動するにつれて、即ち角度３１６が増加するにつれて、ユーザは、
グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト３０６の左側部３０７を益々多く見る
ことができる。このような技術の適用から得られる３Ｄ効果を理解する１つの仕方は、ハ
ンドヘルド装置１００のディスプレイスクリーン１０２を３Ｄ空間３００への「ウインド
ウ」として想像することである。実世界におけるウインドウと同様に、観察者がウインド
ウに接近し又は遠ざかり、或いはウインドウを通して異なる角度で見たとき、観察者は、
異なるオブジェクト、異なる角度のオブジェクト、等を見ることができる。これらの効果
を得るために、レイトレーシング(ray tracing)として知られている技術を利用すること
ができる。
【００２９】
　レイトレーシングは、この分野で知られたように、光子が光源から、観察者が見ている
オブジェクトへと移動し、次いで、観察者の目へと、逆の順序のみで、反射される経路を
模擬することを含む。従って、このプロセスは、時々「後方レイトレーシング」とも称さ
れる。レイトレーシングプロセスの１つの実施形態において、ディスプレイ１０２のピク
セルごとに、光線３０４が、観察者の目から所与のピクセルを通してバーチャル３Ｄオペ
レーティングシステム環境３００へと延びる。どんなバーチャル３Ｄオブジェクトが、バ
ーチャル３Ｄ環境への光線の投影により「突き通され」ても、それが、次いで、ディスプ
レイ１０２において対応ピクセルで表示される。このプロセスの結果、観察者がウインド
ウを通してバーチャル３Ｄ環境を見た場合に得たものと同じである光景をディスプレイス
クリーン上に生成する。
【００３０】
　バーチャル３Ｄ環境への光線の投影によりバーチャル３Ｄオブジェクトが「突き通され
」ると、更に別のステップが具現化される。より詳細には、第２の光線３１８がバーチャ
ル３Ｄオブジェクトからバーチャル光源３０４の位置へと延びる。第２の光線３１８が光
源３０４へと延びるときにその第２の光線により別のオブジェクトが突き通される場合に
は、そのピクセルに陰影を付けるためのグラフィックレンダリングエンジンへのキューと
なる。図３のケースでは、光線３１８がアイコンオブジェクト１０５及び１０９に交差す
ると思われ、これは、ユーザがアイコンオブジェクト１０７の頂面を見ることができるよ
うに自身の位置（又は装置の位置）を調整する場合にアイコンオブジェクト１０７がその
頂面に陰影を投げることを示す。レンダリングされるピクセルと光源との間にオブジェク
トが検出されない場合には、光源への相対的な距離及び光源の強度を使用して、所与のピ
クセルが装置ディスプレイ１０２に表示されるときにその輝度強度を計算することができ
る。これらの技術を使用することで、バーチャル３Ｄオブジェクトが実際に実世界設定に
ある場合にそれらオブジェクトに照明が及ぼす効果を正確に描写するバーチャル３Ｄ環境
レンダリングを生じることができる。
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【００３１】
　図３を参照して上述した技術は、装置のＧＰＵが、装置のディスプレイ上の少なくとも
１つのグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトのバーチャル３Ｄ描写に適当な
照明及びパースペクティブ変換を適用できるようにし、それにより、装置ユーザのための
より現実的な没入型のバーチャル３Ｄ経験を生じさせる。
【００３２】
　図４を参照すれば、１つの実施形態により、代表的な周囲光源４００により照明された
グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト１０７のバーチャル３Ｄ描写４０６を
提示するパーソナル電子装置１００が示されている。図３を参照して上述した実施形態と
同様に、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００の現実的なバーチャル３Ｄ
描写を提示するために装置１００のＧＰＵによりレイトレーシング技術が使用される。し
かしながら、図４では、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００の光源は、
装置のオペレーティングシステムにより任意に生成されるバーチャル光源ではなく、むし
ろ、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００は、実世界の周囲光源４００に
より照明されるかのように描写される。従って、バーチャル３Ｄオペレーティングシステ
ム環境からオブジェクト１０７に対して周囲光源４００へトレースバックされる光線は、
破線４０８で表されている。装置１００の前面カメラ１１２又は接近センサ１１４を使用
して、最も明るい実世界の周囲光源４００への距離（破線４０２で表わされた）及びその
相対的な位置、並びにその実世界の周囲光源４００の強度を決定することができる。この
情報が確認されると、ＧＰＵは、３Ｄグラフィック技術における良く知られた照明及び陰
影付け技術に基づきバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００においてオブジ
ェクトを照明することができる。
【００３３】
　図４に示すように、周囲光源４００は、装置ディスプレイ１０２の若干右にあり、即ち
Ｘ軸に沿ってページの「中へ」若干遠くにある。又、図４の周囲光源４００の現在位置は
、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト４０６の描写において、図４に示す
周囲光源４００の現在方向及び位置について陰影４０７の左側部が装置ディスプレイ１０
２上に若干見えることで反映されている。周囲光源４００が装置１００のディスプレイ１
０２に対して益々右へ遠く移動するにつれて、即ち周囲光源４００がＸ軸に沿ってページ
の中へ益々深く移動するにつれて、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００
においてグラフィックユーザインターフェイスオブジェクト１０５／１０７の左側部に益
々大きな陰影４０４が生成される。もちろん、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム
環境におけるグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトのこのような陰影の変化
も、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの陰影付けされた側部がユーザの
目３０２の有利な点から見えるように装置１００及び／又はユーザが位置し且つ方向を向
いた場合に、装置ディスプレイ１０２上でのオブジェクトのレンダリングに同様に反映さ
れる。
【００３４】
　これらの技術を使用することに加えて、装置のオペレーティングシステムソフトウェア
は、前面カメラの視野を分析することによりユーザ環境において幾つかの光源位置を決定
することができる。より詳細には、装置は、前面カメラの視野において最も明るいエリア
を探すように試みる。鏡面反射（例えば、眼鏡の反射）を光源として誤って識別するのを
回避するために、前面カメラから受信した画像は、標準偏差３．０のガウスのボケを伴う
小さな半径を使用してぼかされ、それにより、小さな鏡面反射が目立たないようにする。
１つの実施形態において、最も明るい５％の画像は、所定の輝度値より明るい場合には、
画像処理の分野で知られた技術である画像のスレッシュホールド処理によって光源として
認識され、位置付けられる。スレッシュホールド処理されると、光源の形状、即ちアルフ
ァマスク、及びセントロイドが計算される。計算されたセントロイドを使用して、実世界
の３Ｄ空間における光源の包囲方向を決定することができる。更に、前面カメラ画像のル
ミナンススレッシュホールドバージョンを使用して、バーチャル３Ｄオペレーティングシ
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ステム環境におけるカーブしたオブジェクトのレンダリングに現実的な反射を入れること
ができる。更に、充分な輝度の周囲光源がユーザの環境に置かれていない場合には、図３
のようなバーチャル光源を使用することをデフォールトとする。
【００３５】
　装置を屋外で使用する場合、ユーザ環境における実世界の光源として太陽の位置を計算
することもできる。これは、グリニッチ標準時（ＧＭＴ）、装置のＧＰＳ位置、及びコン
パスの方位、並びにローカル地理座標システムにおける装置のフレネットフレームを使用
することにより行うことができる。地球上の既知の点における太陽の相対的位置を計算す
る技術は、良く知られている。太陽の位置は、それが計算されると、太陽の現在位置を表
わすバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境のためのバーチャル光源を発生するの
に使用される。
【００３６】
　図５を参照すれば、１つの実施形態によるパーソナル電子装置１００のフレネットフレ
ーム５００が示されている。上述したように、数学では、フレネットフレームは、三次元
空間における連続的な微分可能な曲線に沿って移動する粒子に対して接線、法線及び従法
線単位ベクトルにより定義され、これらは、多くの場合、図５に示すように、Ｔ、Ｎ及び
Ｂベクトルと称される。Ｔは、曲線に正接する単位ベクトルで、運動の方向を指し、Ｎは
、曲線の弧長パラメータに対するＴの導関数をその長さで除算したものであり、そしてＢ
は、Ｔ及びＮのクロス積である。図５に示すように、Ｔは、ディスプレイのＹ軸に整列さ
れ、Ｎは、ディスプレイのＸ軸に整列され、そしてＢは、ディスプレイの平面に直角であ
る。フレネットフレームのＴ、Ｎ及びＢベクトルは、一緒に、ディスプレイ座標システム
を実世界の座標システムに結合する。
【００３７】
　コンパス、マイクロ・エレクトロ・メカニカルシステム（ＭＥＭＳ）加速度計、ＧＰＳ
モジュール、及びＭＥＭＳジャイロメーターのような装置１００の種々の位置センサを使
用することにより、装置１００の３Ｄ基準フレームを推測することができる。実際には、
現在、装置のフレネットフレームをリアルタイムで追跡して、ハンドヘルド装置の連続的
な３Ｄ基準フレームを与えることができる。ユーザの目の位置に加えて、装置の連続的な
基準フレームが分かると、図６を参照して以下に述べるように、装置ディスプレイにオブ
ジェクトのより現実的なバーチャル３Ｄ描写を生成して相互作用することができる。
【００３８】
　図６を参照すれば、１つの実施形態により、グラフィックユーザインターフェイスオブ
ジェクト１０７のバーチャル３Ｄ描写６０６を提示するパーソナル電子装置１００に対す
る装置移動６００の効果が示されている。図６において方向付けされた装置１００のフレ
ネットフレーム６０８は、図５において方向付けされた装置１００のフレネットフレーム
５００とは実質的に異なることに注意されたい。より詳細には、装置１００は、ユーザの
目３０２がバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境６０２へと若干下方を見るよう
に傾斜されている。矢印６００は、図５と図６との間の装置１００の位置の差を表わす。
ユーザの目３０２から装置ディスプレイ１０２の平面を通してバーチャル３Ｄオペレーテ
ィングシステム環境６０２へと延びる投影光線軌跡６０４から明らかなように、グラフィ
ックユーザインターフェイスオブジェクト１０７の描写６０７は、装置ディスプレイ１０
２上にグラフィックユーザインターフェイスオブジェクト１０７の頂面６０７を僅かに示
している。これは、図４に示すグラフィックユーザインターフェイスオブジェクト１０７
の描写４０６とは対照的であり、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００へ
の「ウインドウ」（即ち、装置１００のディスプレイ１０２である「ウインドウ」）は、
バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境におけるアイコンオブジェクトの垂直スタ
ックの方向に対して更に平行であり、従って、ユーザは、グラフィックユーザインターフ
ェイスオブジェクト１０７の頂面を見ることができない。これらの技術を適用すると、ユ
ーザは、装置及び／又は自分の目の位置を調整して、グラフィックユーザインターフェイ
スオブジェクトの側面、又はグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの後部も
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見ることができることが明らかであろう。
【００３９】
　図７を参照すれば、１つの実施形態により、グラフィックユーザインターフェイスオブ
ジェクト１０７のバーチャル３Ｄ描写７００を提示するパーソナル電子装置１００に対す
るユーザの動きの効果が示されている。図３と同様に、破線７１２は、ユーザの目から、
装置１００の前面カメラ１１２への経路を示す。上述したように、前面カメラ１１２は、
破線７１２の長さ（即ち、ユーザの目から装置までの距離）を推定し、ユーザの顔を検出
し（及び潜在的に認識し）、ユーザの瞳孔間の現在距離を測定し、又はユーザ環境におけ
る光源を探すのに使用される。ベクトル７０６は、ディスプレイ１０２から垂直方向を指
す従法線ベクトルを表わす。ベクトル７０８は、ディスプレイ１０２からＸ軸に沿ってユ
ーザの目７０２の中心の位置へと直接延びるベクトルを表わす。破線７１０は、ディスプ
レイ１０２に対してＸ軸の方向にユーザの目６０２の位置を示す上で助けとなるように描
かれている。ベクトル７０６とベクトル７０８との間の角度７０４は、ユーザがおそらく
ディスプレイ１０２を見るところの角度を決定するために装置１００により使用される。
図７に示すように、ユーザは、従法線ベクトル７０６の若干左にいて、即ちページの「中
へ」より深くではなく、ページの「紙面」に若干接近しているように思われる。
【００４０】
　図３に比して、図７におけるユーザの目７０２は、装置１００のディスプレイ１０２か
ら非常に離れている。従って、ディスプレイ１０２へのグラフィックユーザインターフェ
イスオブジェクト１０７の光線軌跡及び投影（破線７１４で表された）は、グラフィック
ユーザインターフェイスオブジェクト１０７の描写７００を、図３におけるグラフィック
ユーザインターフェイスオブジェクト１０７の描写２０６より、図７におけるディスプレ
イ１０２において下方の位置に配置させる。これは、ユーザが「ウインドウ」を通してバ
ーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００を見る効果を生じることと一貫したも
のである。ユーザの目７０２の位置に加えて、装置１００の位置を監視し続けることで、
強制的なそして現実的なバーチャル経験を与えることができる。しかしながら、時間と共
に装置のフレネットフレーム変化のみを監視することで（即ち、ユーザの位置に関連せず
に）、多くの場合に、現実的な３Ｄ　ＵＩ効果を生成する装置のオペレーティングシステ
ムソフトウェアにとって充分な情報を与えることに注意されたい。ユーザの厳密な位置を
知らずに３Ｄ　ＵＩ効果を生成することは、装置に対する典型的なユーザ位置を仮定する
ことにより可能となる。例えば、人間工学的に、パーソナル電子装置のディスプレイを見
るのに有用な位置の数は少ないことが認識される。小さな装置は、一般的に、ユーザの目
の近くに保持され、そして大きな装置は、一般的に、ユーザの目から離して保持される。
更に、ユーザの凝視は、一般的に、装置のディスプレイ表面の中心に焦点が合わされる。
【００４１】
　図８を参照すれば、１つの実施形態により、パーソナル電子装置１００のバーチャル３
Ｄ環境８１２内のくぼんだ「弁当箱」フォームファクタが示されている。ユーザが装置１
００の周りを動くときには、ディスプレイ１０２に描かれる陰影８１４も動き、ユーザに
より認知できる３Ｄ効果を高める。又、種々の他の３Ｄ効果を使用して、ユーザにより認
知される３Ｄ効果を高めることもできる。例えば、バーチャル３Ｄ環境８１２内のオブジ
ェクト８０２が丸み付けされた場合には、オブジェクトから反射される輝き８１６も対応
的に変化する。オブジェクト８１２が拡散する場合には、それらの陰影が、装置１００の
移動と共に変化する。
【００４２】
　又、パーソナル電子装置１００のバーチャル３Ｄ環境８１２内のくぼんだ「弁当箱」フ
ォームファクタは、サブボックス８００の各グループ内の個々のインターフェイスオブジ
ェクト８０２で構成される。図８に示すように、３つのサブボックス８００ａ／８００ｂ
／８００ｃがある。各サブボックス８００は、くぼんだサブボックス８００の境界を形成
する側壁８１８のセットを有する。ユーザが各サブボックス８００の「中を見る」ために
装置１００の方向を変えたときに、破線８０４及び破線円８０６で示された「スポットラ
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イト」が、ユーザの視野が現在向けられているサブボックスにハイライトを当てる。ある
実施形態では、ユーザが特定のサブボックスを見ているかどうかの判断は、例えば、その
サブボックス８００の全ての壁８００がユーザに対して前を向いており、従って、目に見
えることに基づく。
【００４３】
　図８に示すように、ユーザ８０８ａは、装置１００の上に留まって、視線８１０ａで示
すように装置１００のディスプレイ１０２を見降ろしており、現在レンダリングされてい
るディスプレイ１０２では、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト８０２／
８０３／８０５／８０７の側面が見えない。ユーザ８０８ａの場合、スポットライト効果
８０４／８０６がサブボックス８００ａのエリアにおいてディスプレイ１０２に適用され
、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト８０２及び８０３の表現にハイライ
トを当てるように働く。スポットライト８０６は、バーチャル３Ｄオペレーティングシス
テム環境において、例えば、図８のサブボックス８００ａのような特定のグラフィックユ
ーザインターフェイスオブジェクト又はエリアに向けられる集中型バーチャル光源である
と考えられる。グラフィックの分野では、表示されるオブジェクトのカラーは、光源の色
及び強度にディスプレイオブジェクトの色を乗算することで計算される。スポットライト
は、光が向けられる位置から光源の位置を減算することにより計算される中心の光ベクト
ルからの距離又は角度変位の関数として光の強度が減衰する光源として表わされる。この
関数は、例えば、指数関数的に減衰することを特徴とする関数である。
【００４４】
　ユーザ８０８ｂ及び８０８ｃは、ユーザがバーチャル３Ｄ環境８１２を見るよう試みる
別の位置を表わす。視線８１０ｂに沿って見ているユーザ８０８ｂの観点から、サブボッ
クス８００ｂの全ての壁８１８は、ユーザ８０８ｂにとって前を向いており、従って、ス
ポットライト効果８０４／８０６がサブボックス８００ｂのエリアでディスプレイ１０２
に適用されて、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト８０５の表現にハイラ
イトを当てるように働く。視線８１０ｃに沿って見ているユーザ８０８ｃの観点から、サ
ブボックス８００ｃの全ての壁８１８は、ユーザ８０８ｃにとって前を向いており、従っ
て、スポットライト効果８０４／８０６がサブボックス８００ｃのエリアでディスプレイ
１０２に適用されて、グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト８０７の表現に
ハイライトを当てるように働く。くぼんだ「弁当箱」フォームファクタに対する他の変形
例も、本開示の教示の範囲内に入り、そして装置の３Ｄ基準フレーム及び／又はユーザの
目の位置を追跡し続けて、ユーザにとってより現実的なバーチャル３Ｄ経験を生み出すと
いう利点を取り入れるように、同様に具現化できることを理解されたい。
【００４５】
　図９を参照すれば、１つの実施形態により、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム
環境３００へレイトレーシング（９０４）されるパーソナル電子装置１０１のタッチスク
リーンディスプレイ１０２との接触点９０２が示されている。装置ディスプレイ１０２上
のタッチ接触点９０２の位置をバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００へと
レイトレーシングし（図３を参照して述べたように）、そしてバーチャル３Ｄ環境９０６
におけるタッチ点の領域を、それがヒットするオブジェクト（１つ又は複数）と交差させ
ることにより、ユーザは、２Ｄタッチスクリーンインターフェイスを経て３Ｄ環境と相互
作用することを知覚し、より豊富で且つより現実的なユーザ経験を与えることができる。
図９に示したように、ユーザ９００がタッチスクリーンディスプレイ１０２にタッチした
位置は、バーチャル３Ｄ環境３００におけるタッチ点９０６に対応し、グラフィックユー
ザインターフェイスオブジェクト１０７と交差する。従って、接触点９０２を生じるユー
ザ９００によるタッチは、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００における
オブジェクト１０７に動き又は作用を適用して、バーチャル３Ｄオペレーティングシステ
ム環境３００におけるオブジェクト１０７を、装置が慣習的な“２Ｄ”モードで動作する
場合に振舞うのと同様に振る舞わせる。例えば、ここに開示する技術は、サイズ変更、押
圧、トグル、ドラグ、プッシュ、プル、衝突効果、及びバーチャル３Ｄオペレーティング
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システム環境３００内での現実性についての他の物理的な明示をより強制的で且つ現実的
な仕方で模擬できるようにする。３Ｄ　ＵＩ「押圧」効果、例えば、ボタン又はアイコン
１０７のようなグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの押圧を模擬する場合
には、その効果は、ユーザの指９００の検出位置９０２に応答して具現化される。これが
行える理由は、ユーザの指９００のタッチ位置９０２が、例えば、図９に破線円９０６で
表されたように、バーチャル３Ｄ環境３００にあるときに、そのタッチ位置が、あるグラ
フィックユーザインターフェイスオブジェクトの平面、例えば、アイコン１０７の前面に
交差することが分かり、そしてタッチの動きがその平面へと変換されるか、又はその特定
のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの潜在的な動き自由度に関して解釈
されるからである。例えば、あるオブジェクトは、内方に「押圧」することしかできない
が、他のものは、多数の方向に自由に動くことができる。
【００４６】
　別の実施形態では、ユーザ９００の指先の陰影又は他の指示子９０２が、ディスプレイ
１０２に描かれるバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境３００の２Ｄレンダリン
グにおいて適当な場所に表示される。ユーザ９００の指先の位置に関する情報は、各々こ
の分野で知られたタッチスクリーン又は近フィールド感知技術から報告される接触情報か
ら得ることができる。このようにして、装置１００のユーザは、実際に、バーチャル３Ｄ
環境３００の「中に到達した」かのように感じる。近フィールド感知技術を使用すると、
「実世界」における指の位置は、当該グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト
がディスプレイの「ウインドウ」内のバーチャル３Ｄ世界に対してある「距離」にあると
きでも、装置のディスプレイから指までの距離を、バーチャル３Ｄオペレーティングシス
テム環境における当該グラフィックユーザインターフェイスオブジェクトから指までの距
離として解釈し直すことにより、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境における
指の位置へと変換することができる。例えば、ここに開示する技術を使用すると、ユーザ
の指がディスプレイ１０２から１ｃｍであると感知された場合には、バーチャル３Ｄオペ
レーティングシステム環境におけるユーザタッチ点の位置の当該指示、例えば、図９の破
線円９０６は、当該グラフィックユーザインターフェイスオブジェクトの「前方」に陰を
投げるか又は他の視覚指示子を表示して、それらが当該グラフィックユーザインターフェ
イスオブジェクトとまだ相互作用しないという指示をユーザに与えるが、ユーザがその指
をディスプレイの「ウインドウ」、即ちタッチ表面ディスプレイ１０２に近づけるように
動かす場合には、希望のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトと相互作用す
ることができる。ユーザの望ましいタッチ位置の視覚指示子、例えば、「陰影オフセット
」の使用は、向上した３Ｄ　ＵＩ効果だけではない。むしろ、装置の３Ｄ基準フレームが
分かると、タッチスクリーンの視差の問題、即ちタッチ点と表示される意図されたタッチ
位置との不整列を良好に考慮できるので、図９を参照してここに述べた技術は、グラフィ
ックユーザインターフェイスオブジェクトが「現実」のオブジェクトであった場合にユー
ザが経験する相互作用の良好な表現を装置のユーザに与えることもできる。
【００４７】
　図１０を参照すれば、１つの実施形態により、パーソナル電子装置１００のディスプレ
イ１０２をアクチベートしてバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境モードで動作
するための規範的ジェスチャー１００２が示されている。上述したように、３Ｄ情報のレ
ンダリング又はレイトレーシングのために装置のＧＰＵを常時使用するのは、計算費用が
高くなり且つバッテリも消耗する。ある実施形態では、装置は、デフォールトにより２Ｄ
又は２ 1/2 Ｄモードで動作する。従って、ジェスチャーを使用して、２Ｄ又は２ 1/2 Ｄ
ディスプレイを「解凍」して、３Ｄモードで動作することができる。１つの潜在的な「ア
クチベーションジェスチャー」は、いわゆる「プリンセスウェイブ」、即ちＹ軸１０００
の周りでの装置の波動回転である。例えば、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環
境モードは、１つの軸１０００に沿った１０－２０°の変調１００２の４つ以上の波が、
所定のスレッシュホールド時間、例えば、１秒以内に生じたときに、ターンオンすること
ができる。位置の静止、例えば、装置を、少なくとも所定のスレッシュホールド時間、例
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えば、２ないし３秒間比較的静止状態に保つことは、装置１００を２Ｄ又は２ 1/2 Ｄオ
ペレーティングシステム環境モードに凍結して戻し、そしてオブジェクトの表示を慣習的
な２Ｄ表現に回復するための１つの潜在的なキューである。このように、ユーザからの明
確なコントロール及び意図がなしに装置１００を３Ｄモードに入れ得ることは、おそらく
ない。又、装置が充分長時間放置される場合に、計算上安価な２Ｄ又は２ 1/2 Ｄモード
に自動的に復帰させることはあり得る。
【００４８】
　１つの実施形態において、パーソナル電子装置のディスプレイ１０２をアクチベートす
るための適当なアクチベートジェスチャー１００２が検出され、そしてバーチャル３Ｄオ
ペレーティングシステム環境モードがターンオンすると、装置のディスプレイ上のグラフ
ィックユーザインターフェイスオブジェクトの各々が「解凍」して、オブジェクトの３Ｄ
描写となり、例えば、オブジェクトの２Ｄ描写とほぼ同じで、３Ｄオブジェクトの見掛け
を表わす陰影、輝き反射１０１２、及び／又はテクスチャを伴う描写となる。例えば、図
１０の装置１００のディスプレイ１０２上に示されたようなスプリングボード１１０上の
アイコン１００６の各々は、アイコンの２Ｄ表現から３Ｄ「ルーサイト(Lucite)」キュー
ブ１００４／１００６、即ち透明プラスチック又はガラス状材料で作られたように見えそ
してその底部に絵を有するキューブへと変化する。（ＬＵＣＩＴＥ(登録商標)は、ルーサ
イトインターナショナルインクの登録商標である。）アイコンが３Ｄモードへと解凍され
たとき、アイコンキューブ１００４／１００６の底部の絵は、適当に屈折して歪み、視覚
的に異なる印象を与える。又、キューブは、それらの前面が若干丸み付けされることも考
えられる。これは、アイコンをそれらの下で拡大し、そしてディスプレイがユーザの凝視
に対して方向付けし直されたときにそれら表面からの反射「光」を捕えるために行うこと
ができる。
【００４９】
　図１１を参照すれば、パーソナル電子装置をバーチャル３Ｄオペレーティングシステム
環境モードで動作するためのプロセスの一実施形態がフローチャートの形態で示されてい
る。第１に、プロセスは、ステップ１１００において開始する。次いで、パーソナル電子
装置内の１つ以上のプロセッサ又は他のプログラム可能なコントロール装置がバーチャル
３Ｄオペレーティングシステム環境を定義する（ステップ１１０２）。次いで、プロセッ
サ（１つ又は複数）が、ハンドヘルド装置内に配置された１つ以上の位置センサからデー
タを受け取る（ステップ１１０４）。次いで、プロセッサは、その受け取った位置データ
に基づいて装置の３Ｄ基準フレームを決定する（ステップ１１０６）。次いで、プロセッ
サは、ハンドヘルド装置内に配置された１つ以上の光学的センサ、例えば、画像センサ、
接近センサ、又はビデオカメラからデータを受け取る（ステップ１１０８）。次いで、プ
ロセッサは、その受け取った光学データに基づいて装置ユーザの目の位置を決定する（ス
テップ１１１０）。別の実施形態では、ステップ１１１０を省略して、ユーザの固定の、
仮定した位置が、プロセッサにより使用されてもよい。例えば、人間工学的に、パーソナ
ル電子装置のディスプレイを見るのに有用な位置は、少数であることが認識されている。
小さな装置は、一般的に、ユーザの目の近くに保持され、そして大きな装置は、一般的に
、ユーザの目から離して保持される。更に、ユーザの凝視は、一般的に、装置のディスプ
レイ表面の中心に焦点が合わされる。最終的に、プロセッサは、次いで、バーチャル３Ｄ
オペレーティングシステム環境の視覚表現を、決定された３Ｄ基準フレーム及び装置ユー
ザの目の決定された位置に基づいて、装置のグラフィックユーザインターフェイスディス
プレイに投影し、即ちレンダリングする（ステップ１１１２）。上述したように、このプ
ロセスは、例えば、移動電話等のハンドヘルドパーソナル電子装置であるユーザ装置のデ
ィスプレイにバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境の個別のより現実的な表現を
与えることができる。
【００５０】
　図１２を参照すれば、パーソナル電子装置を、バーチャル３Ｄオペレーティングシステ
ム環境モードでの動作と、非バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境モード、例え
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ば、２Ｄモードでの動作との間でトグルするためのプロセスの一実施形態が、フローチャ
ート形態で示されている。先ず、このプロセスは、ステップ１２００で始まる。次いで、
パーソナル電子装置内の１つ以上のプロセッサ又は他のプログラム可能なコントロール装
置が、装置のグラフィックユーザインターフェイスディスプレイにオペレーティングシス
テム環境の２Ｄ表現を表示する（ステップ１２０２）。次いで、プロセッサ（１つ又は複
数）は、バーチャル３Ｄ表示モード、例えば、充分な度数の装置の１軸正弦波変調に充分
短い時間以内に入るためのユーザの希望を表わすジェスチャーを装置において受け取った
かどうか検出する（ステップ１２０４）。そのようなジェスチャーを受け取らない場合に
は、プロセスは、ステップ１２０２へ戻り、オペレーティングシステム環境の２Ｄ表現を
表示し続ける。そうではなくて、プロセッサがそのようなジェスチャーを受け取った場合
には、プロセスは、ステップ１２０６へ進み、図１１に示すプロセス、即ち、即ちバーチ
ャル３Ｄオペレーティングシステム環境モードでパーソナル電子装置を動作するプロセス
を遂行するようにプロセッサに指示する。バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境
モードで動作する間に、プロセッサは、２Ｄ表示モード、例えば、静止状態（あるスレッ
シュホールド時間量に対してあるスレッシュホールド運動量より少ない）へ復帰するため
のユーザの希望を表わすジェスチャーを装置において「聴取」し続ける（ステップ１２０
８）。そのようなジェスチャーを受け取らない場合には、プロセスは、ステップ１２０６
へ復帰し、図１１に示すプロセスに基づいてオペレーティングシステム環境のバーチャル
３Ｄ表現を表示し続ける。そうではなく、２Ｄ表示モードへ復帰するためのユーザの希望
を表わすジェスチャーを受け取ったことをプロセッサが検出すると、プロセスは、ステッ
プ１２０２、即ちパーソナル電子装置を２Ｄ表示モードで動作するプロセスへ復帰する。
【００５１】
　図１３を参照すれば、ユーザの目の位置を表わすスポットライトをパーソナル電子装置
のバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境に投影するためのプロセスの一実施形態
がフローチャートの形態で示されている。先ず、このプロセスは、ステップ１３００で始
まる。次いで、パーソナル電子装置内の１つ以上のプロセッサ又は他のプログラム可能な
コントロール装置がバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境を定義する（ステップ
１３０２）。次いで、プロセッサ（１つ又は複数）は、バーチャル３Ｄオペレーティング
システム環境の視覚表現を装置のグラフィックユーザインターフェイスディスプレイに投
影し、即ちレンダリングする（ステップ１３０４）。次いで、プロセッサは、ハンドヘル
ド装置内に配置された１つ以上の光学的センサ、例えば、画像センサ、接近センサ、又は
ビデオカメラからデータを受け取る（ステップ１３０６）。次いで、プロセッサは、その
受け取った光学的データに基づき装置ユーザの目の位置を決定する（ステップ１３０８）
。最後に、プロセッサは、その決定された装置ユーザの目の位置に基づいて「スポットラ
イト」の視覚表現をバーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境に投影し即ちレンダリ
ングし（ステップ１３１０）、この時点で、プロセスは、ステップ１３０６に復帰し、こ
こで、プロセッサは、ユーザの目が動いてディスプレイの異なるエリアに焦点を合わせ続
けるときに装置のディスプレイを適宜に更新できるようにハンドヘルド装置内に配置され
た１つ以上の光学的センサから連続的なデータを受け取る。
【００５２】
　図１４を参照すれば、装置の環境において検出される周囲光源及び装置の相対的位置に
基づきパーソナル電子装置のディスプレイに対するグラフィックユーザインターフェイス
効果を具現化するプロセスの一実施形態がフローチャートの形態で示されている。先ず、
このプロセスは、ステップ１４００で始まる。次いで、パーソナル電子装置内の１つ以上
のプロセッサ又は他のプログラム可能なコントロール装置は、装置のバーチャル“２ 1/2
 Ｄ”オペレーティングシステム環境を定義し、即ち陰影及び／又は反射のような幾つか
の付加的な視覚キューをアイコン、ツールバー、ウインドウ、等にもつオペレーティング
システム環境の改善型２Ｄ表現を定義し、その付加的なキューは、２Ｄアイコンの「３Ｄ
見掛け」を更に増強するのに使用される。ある実施形態では、図１４を参照して述べる技
術は、バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境にも適用できる（ステップ１４０２
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）。次いで、プロセッサ（１つ又は複数）は、装置のグラフィックユーザインターフェイ
スディスプレイにバーチャル２ 1/2 Ｄオペレーティングシステム環境の視覚表現を投影
し即ちレンダリングする（ステップ１４０４）。次いで、プロセッサは、ハンドヘルド装
置内に配置された１つ以上の光学的センサ、例えば、画像センサ、接近センサ、又はビデ
オカメラからデータを受け取る（ステップ１４０６）。次いで、プロセッサは、その受け
取った光学データに基づいて１つ以上の周囲光源の位置を決定する（ステップ１４０８）
。次いで、プロセッサは、ハンドヘルド装置内に配置された１つ以上の位置センサからデ
ータを受け取る（ステップ１４１０）。次いで、プロセッサは、その受け取った位置デー
タに基づいて装置の３Ｄ基準フレームを決定する（ステップ１４１２）。最後に、プロセ
ッサは、周囲光源の決定された位置及び／又は装置の決定された３Ｄ基準フレームに基づ
いて、バーチャル２ 1/2 Ｄオペレーティングシステム環境におけるオブジェクトにＵＩ
効果（例えば、輝き、陰影）を適用する（ステップ１４１４）。図２を参照して上述した
ように、陰影及び輝きマップのような種々のグラフィック層は、装置の位置及び／又は周
囲光源の位置に基づいて再レンダリングされることなく、連続的に及び動的に再配置され
る。更に、ディスプレイが既に見えるもの以上に「３Ｄ的」に見えるようにするため種々
のグラフィックユーザインターフェイスオブジェクトに対してスケール及び位置の調整を
行うこともできる。
【００５３】
　図１５を参照すれば、一実施形態による代表的なパーソナル電子装置１５００、例えば
、前面カメラ１１２のようなカメラ装置をもつ移動電話の簡単な機能的ブロック図が示さ
れている。パーソナル電子装置１５００は、プロセッサ（１つ又は複数）１５１６と、記
憶装置１５１４と、ユーザインターフェイス１５１８と、ディスプレイ１５２０と、コー
ダ／デコーダ（ＣＯＤＥＣ）１５０２と、バス１５２２と、メモリ１５１２と、通信回路
１５１０と、スピーカ又はトランスジューサ１５０４と、マイクロホン１５０６と、位置
センサ１５２４と、接近センサ１５２６と、関連カメラハードウェアを伴う画像センサ１
５０８と、を備えている。プロセッサ１５１６は、ＧＰＵを含む適当なプログラム可能な
コントロール装置であり、そして上述した３Ｄユーザインターフェイス効果のような多数
の機能、並びにパーソナル電子装置１５００により遂行される他の機能の動作をコントロ
ールすることができる。プロセッサ１５１６は、ディスプレイ１５２０を駆動し、そして
ユーザインターフェイス１５１８からユーザ入力を受け取ることができる。ある実施形態
では、装置１５００は、異なる処理義務を果たすための１つ以上のプロセッサを備えてい
る。
【００５４】
　記憶装置１５１４は、メディア（例えば、写真及びビデオファイル）、ソフトウェア（
例えば、装置１５００上で種々の機能を具現化するための）、好み情報（例えば、メディ
ア再生の好み）、パーソナル情報、及び他の適当なデータを記憶する。記憶装置１５１４
は、例えば、ハードドライブ、ＲＯＭのような永久的メモリ、ＲＡＭのような半永久的メ
モリ、又はキャッシュを含めて、１つ以上の記憶媒体を含む。
【００５５】
　メモリ１５１２は、装置の機能を遂行するのに使用される１つ以上の異なる形式のメモ
リを含む。例えば、メモリ１５１２は、キャッシュ、ＲＯＭ、及び／又はＲＡＭを含む。
バス１５２２は、少なくとも記憶装置１５１４、メモリ１５１２及びプロセッサ１５１６
へ、又はそれらから、或いはそれらの間で、データを転送するためのデータ転送経路をな
す。ＣＯＤＥＣ１５０２は、デジタルオーディオ信号をアナログ信号に変換してスピーカ
１５０４を駆動し、ボイス、音楽及び他の同様のオーディオを含むサウンドを発生するた
めに含まれる。又、ＣＯＤＥＣ１５０２は、マイクロホン１５０６からのオーディオ入力
を、メモリ１５１２又は記憶装置１５１４に記憶するためのデジタルオーディオ信号へと
変換することもできる。ＣＯＤＥＣ１５０２は、デジタル及び／又はアナログビデオ信号
を処理するためのビデオＣＯＤＥＣを含む。
【００５６】
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　ユーザインターフェイス１５１８は、ユーザがパーソナル電子装置１５００と相互作用
するのを許す。例えば、ユーザ入力装置１５１８は、ボタン、キーパッド、ダイヤル、ク
リックホイール、又はタッチスクリーンのような種々の形態をとることができる。通信回
路１５１０は、ワイヤレス通信（例えば、ショートレンジ及び／又はロングレンジ通信）
のための回路を含む。例えば、ワイヤレス通信回路は、８０２．１１規格の１つに基づき
ワイヤレス通信を許すＷｉ－Ｆｉ（登録商標）イネーブル回路である。（Ｗｉ－Ｆｉ（登
録商標）は、Ｗｉ－Ｆｉアリアンスの登録商標である。）識別されたプロトコルとは別に
又は識別されたプロトコルに加えて、他のワイヤレスネットワークプロトコル規格を使用
することもできる。他のネットワーク規格は、ＢＬＵＥＴＯＯＨ（登録商標）、移動通信
用のグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、及びコード分割多重アクセス（ＣＤＭ
Ａ）ベースのワイヤレスプロトコルを含む。（ＢＬＵＥＴＯＯＨ（登録商標）は、ブルー
ツースＳＩＧインクの登録商標であり、そしてＧＳＭ（登録商標）は、ＧＳＭアソシエー
ションの登録商標である。）又、通信回路１５１０は、装置１５００を別の装置（例えば
、コンピュータ又はアクセサリ装置）に電気的に結合して、その別の装置と通信できるよ
うにする回路も含む。
【００５７】
　１つの実施形態において、パーソナル電子装置１５００は、オーディオ及びビデオのよ
うなメディアを処理及び表示することのできるパーソナル電子装置である。例えば、パー
ソナル電子装置１５００は、メディアプレーヤのようなメディア装置、例えば、移動電話
、ＭＰ３プレーヤ、ゲームプレーヤ、リモートコントローラ、ポータブル通信装置、リモ
ートオーダリングインターフェイス、オーディオツアープレーヤ、又は他の適当なパーソ
ナル装置である。又、パーソナル電子装置１５００は、バッテリ作動式で且つ高度なポー
タブル性があり、ユーザが、音楽を聞いたり、ゲーム又はビデオをプレイしたり、ビデオ
を録画したり、ビデオをストリーミングしたり、写真を撮ったり、他のものと通信したり
、バーチャルオペレーティングシステム環境と相互作用したり、及び／又は他の装置をコ
ントロールしたりできるようにする。更に、パーソナル電子装置１５００は、ユーザのポ
ケットや手に比較的容易に適合するサイズにされる。ハンドヘルドであることにより、パ
ーソナルコンピューティング装置１５００は、比較的小型で、ユーザが容易に手に持って
使用することができ、従って、実際にユーザがどこに旅行しても携帯することができる。
【００５８】
　上述したように、ある形式のパーソナル電子装置１５００、例えば、パーソナルメディ
ア装置の比較的小さなフォームファクタは、ユーザが装置の位置、方向及び移動を容易に
操作できるようにする。従って、パーソナル電子装置１５００は、そのような位置、方向
及び移動の変化を感知して、そのような変化に作用することで、ユーザが装置１５００に
インターフェイスし又はそれをコントロールできるようにする改良された技術を提供する
。例えば、位置センサ１５２４は、コンパス、加速度計、ジャイロメーター、又はＧＰＳ
ユニットを含む。更に、装置１５００は、装置１５００の動作に関連したユーザへの運動
、振動及び／又は移動情報の送信を容易にするために、例えば、プロセッサ１５１６のコ
ントロールのもとで振動源を備えている。パーソナル電子装置１５００は、選択された時
間に及び／又は選択された条件のもとで装置１５００が画像又は一連の画像、即ちビデオ
を連続的又は周期的に捕獲できるようにする画像センサ及び関連カメラハードウェア１５
０８を備えている。又、パーソナル電子装置１５００は、装置１５００の周囲の実世界環
境において装置１５００が光源を特徴付け且つ識別できるようにすると共に、例えば、ユ
ーザ又はユーザの指が装置１５００のディスプレイ１５２０に接近しているかどうかの決
定を行えるようにする接近センサ１５２６も備えている。
【００５９】
　以上の説明は、本出願人が考える発明の概念の範囲又は適用性を限定又は制約するもの
ではない。一例として、本開示は、バーチャルオペレーティングシステム環境に対する３
Ｄユーザインターフェイス効果に焦点を当てたが、本開示の教示は、他の状況、例えば、
デジタル写真、デジタルビデオ、テレビ、ビデオゲーム、バイオメトリック又は監視にも
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適用できることが明らかであろう。ここに含まれる発明の概念を開示することと引き換え
に、本出願人は、特許請求の範囲により与えられる全ての特許権利を希望する。それ故、
特許請求の範囲は、請求項又はその等効物の範囲内に入る限り全ての修正や変更を網羅す
るものとする。
【符号の説明】
【００６０】
　１００：パーソナル電子装置
　１０２：ディスプレイ
　１０４、１０６：アイコン
　１０７：グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト
　１１２：前面カメラ
　１１４：接近センサ
　２００：陰影層
　２０２：アイコン
　２０４：バーチャル光源
　２０６：座標
　２０８：バーチャル照明環境
　３００：バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境
　３０２：ユーザの目
　３０４：バーチャル光源
　３０６：グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト
　３１０、３１２：ベクトル
　４００：周囲光源
　４０６：グラフィックユーザインターフェイスオブジェクト
　４０７：陰影
　５００：フレネットフレーム
　６００：装置移動
　６０２：バーチャル３Ｄオペレーティングシステム環境
　６０６：バーチャル３Ｄ描写
　１５００：パーソナル電子装置
　１５０２：ＣＯＤＥＣ
　１５０４：スピーカ
　１５０６：マイクロホン
　１５０８：画像センサ／カメラハードウェア
　１５１０：通信回路
　１５１２：メモリ
　１５１４：記憶装置
　１５１６：プロセッサ
　１５１８：ユーザインターフェイス
　１５２０：ディスプレイ
　１５２４：位置センサ
　１５２６：接近センサ
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