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(57)【要約】
　アプリケーションランチャーの表示位置を制御する方
法のための実施形態が開示される。例示的な方法は、視
線追跡カメラを介して注視対象を認識することと、ユー
ザートリガーに応答して、ディスプレイを介して注視対
象においてアプリケーションランチャーを表示すること
とを含み、アプリケーションランチャーは、起動のため
に選択可能な複数のアプリケーションを提示する。例示
的な方法は、複数のアプリケーションのうちの１つのユ
ーザー選択を認識することと、ディスプレイを介して、
注視対象においてアプリケーションランチャーを複数の
アプリケーションのうちの選択された１つと置き換える
ことを更に含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視線追跡カメラを介して注視対象を認識することと、
　ユーザートリガーに応答して、ディスプレイを介して前記注視対象においてアプリケー
ションランチャーを表示することであって、前記アプリケーションランチャーは、起動の
ために選択可能な複数のアプリケーションを提示する、表示することと、
　前記複数のアプリケーションのうちの１つのユーザー選択を認識することと、
　前記ディスプレイを介して、前記注視対象において前記アプリケーションランチャーを
前記複数のアプリケーションのうちの前記選択された１つと置き換えることと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記アプリケーションランチャーを前記複数のアプリケーションのうちの前記選択され
た１つと置き換えることは、前記注視対象において、前記複数のアプリケーションのうち
の前記選択された１つのグラフィカルユーザーインターフェース要素を表示することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザートリガーは、前記視線追跡カメラおよび別の撮像デバイスのうちの１つま
たは複数を介して認識されたジェスチャーを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザートリガーは、マイクロフォンを介して認識される音声コマンドを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザートリガーは持続的な注視を含み、前記方法は、前記視線追跡カメラを介し
て、前記ユーザーの注視がトリガー閾値よりも大きい持続時間にわたって前記注視対象に
向けられていると認識することに応答して前記ユーザートリガーを認識することを更に含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションランチャーを表示する前に、前記注視対象において前記アプリケ
ーションランチャーの位置プレビューを表示することを更に含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記ディスプレイを介して、確認入力に応答して前記アプリケーションランチャーの前
記位置プレビューを前記アプリケーションランチャーと置き換えることを更に含む、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ディスプレイは、ヘッドマウントディスプレイデバイスのシースルーディスプレイ
であり、前記視線追跡カメラは、前記ヘッドマウントディスプレイデバイスに一体化され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ディスプレイは、ヘッドマウントディスプレイデバイスのシースルーディスプレイ
であり、前記ユーザートリガーは、前記ヘッドマウントディスプレイデバイスの遠隔にあ
る撮像デバイスによって捕捉された画像の解析に基づいて認識される、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　ヘッドマウントディスプレイデバイスであって、
　視線追跡カメラと、
　シースルーディスプレイと、
　論理マシンと、
　前記論理マシンによって実行可能な命令を保持するストレージマシンであって、前記命
令は、
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　　前記視線追跡カメラを介して注視対象を認識することと、
　　ユーザートリガーに応答して、前記シースルーディスプレイを介して前記注視対象に
おいてアプリケーションランチャーを表示することであって、前記アプリケーションラン
チャーは、起動のために選択可能な複数のアプリケーションを提示する、表示することと
、
　　前記複数のアプリケーションのうちの１つのユーザー選択を認識することと、
　　前記ディスプレイを介して、前記注視対象において前記アプリケーションランチャー
を前記複数のアプリケーションのうちの前記選択された１つと置き換えることと、
を行わせる、ストレージマシンと、
を備える、ヘッドマウントディスプレイデバイス。
【請求項１１】
　前記ユーザートリガーは、前記ヘッドマウントディスプレイデバイス、および前記ヘッ
ドマウントディスプレイデバイスの遠隔にあるカメラのうちの１つまたは複数を介して認
識されるジェスチャーを含む、請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス
。
【請求項１２】
　マイクロフォンを更に備え、前記ユーザートリガーは、前記マイクロフォンを介して認
識された音声コマンドを含む、請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス
。
【請求項１３】
　前記ユーザートリガーは持続的な注視を含むことができ、前記命令は、前記視線追跡カ
メラを介して、前記注視対象がトリガー閾値よりも大きい持続時間にわたって維持されて
いると判定することに応答して前記持続的な注視を認識するように更に実行可能である、
請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス。
【請求項１４】
　前記命令は、前記アプリケーションランチャーを表示する前に、前記シースルーディス
プレイを介して、前記注視対象において前記アプリケーションランチャーの位置プレビュ
ーを表示するように更に実行可能である、請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレ
イデバイス。
【請求項１５】
　前記命令は、前記シースルーディスプレイを介して、確認入力に応答して前記アプリケ
ーションランチャーの前記位置プレビューを前記アプリケーションランチャーと置き換え
るように更に実行可能である、請求項１４に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
[0001]　コンピューティングデバイスは、動作を行うためのアプリケーションを実行する
ことができる。コンピューティングデバイスのアプリケーションにアクセスするために、
利用可能なアプリケーションのインジケーションを有するユーザーインターフェース要素
を選択用に提示することができる。
【発明の概要】
【０００２】
[0002]　コンピューティングデバイス用のアプリケーションランチャーのロケーションを
制御する方法のための実施形態が開示される。例示的な方法は、注視対象を認識すること
と、ユーザートリガーに応答して注視対象においてアプリケーションランチャーを表示す
ることとを含む。本方法は、複数のアプリケーションのうちの１つのユーザー選択を認識
することと、注視対象においてアプリケーションランチャーを複数のアプリケーションの
うちの選択された１つと置き換えることを更に含む。
【０００３】
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[0003]　この発明の概要は、詳細な説明において以下で更に説明される概念の抜粋を単純
化された形態で紹介するように提供される。この発明の概要は、特許請求される主題の主
要な特徴または重要な特徴を特定するように意図されたものでもなければ、特許請求され
る主題の範囲を限定するように用いられることを意図されたものでもない。更に、特許請
求される主題は、本開示の任意の部分におけるありとあらゆる不利な点を解決する実施態
様に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】[0004]コンピューティングデバイスおよび関連するディスプレイとインタラクト
するための例示的な環境を示す。
【図２】[0005]アプリケーションランチャーの位置を制御するための例示的な方法のフロ
ーチャートである。
【図３】[0006]図１の例示的な環境におけるヘッドマウントディスプレイデバイスのユー
ザーの例示的な視野を示す。
【図４Ａ】[0007]ヘッドマウントディスプレイを通じたユーザーの視野の例示的なタイム
ラインを示す。
【図４Ｂ】ヘッドマウントディスプレイを通じたユーザーの視野の例示的なタイムライン
を示す。
【図５】[0008]ディスプレイデバイス上にアプリケーションランチャーを提示するための
例示的な環境を示す。
【図６】[0009]例示的なコンピューティングシステムのブロック図である。
【図７】[0010]ヘッドマウントディスプレイデバイスの例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
[0011]　本開示のコンピューティングデバイスは、アプリケーション起動を容易にするよ
うに構成される。１つの例において、拡張現実コンピューティングデバイスは、ユーザー
が見ている注視対象を認識することができる。ユーザートリガーに応答して、拡張現実コ
ンピューティングデバイスは、アプリケーションランチャー（またはアプリケーションラ
ンチャーのアフォーダンスまたはプレビュー）の拡張現実画像を、アプリケーションラン
チャーが注視対象に位置しているように見えるように表示するように構成される。その後
、アプリケーションランチャーから起動されたアプリケーションは、アプリケーションラ
ンチャーと置き換わることができる。したがって、アプリケーションランチャーのための
ロケーションを選択することによって、ユーザーは、その後起動されるアプリケーション
のためのロケーションを効率的に選択している。双方の選択は、ユーザーの注視に基づく
。別の例では、従来のディスプレイ上へのユーザーの注視が評価され、注視の表示ロケー
ションにアプリケーションランチャーまたはプレビューが表示され、ユーザー選択に応答
して、起動されたアプリケーションがアプリケーションランチャーに置き換わる。
【０００６】
[0012]　拡張現実環境において、アプリケーションランチャーは、ユーザーが、拡張現実
体験を抜け出すことなく、「どこからともなく（out of thin air）」または現実世界環
境における任意の適切な表面上のオーバーレイとしてアプリケーションを起動することを
可能にする。そのような環境において、アプリケーションランチャーは、ランチャーが、
ヘッドマウントディスプレイデバイスの動きにかかわらず、現実世界のオブジェクトに対
し同じ位置に留まっているように見えるようにワールドロックする（world-lock）ことが
できる。他の実施態様では、アプリケーションランチャーは、ユーザーと共に動くように
見えるようにボディロックする（body-lock）ことができる。いくつかの実施態様では、
アプリケーションランチャーは、ワールドロックモードとボディロックモードとの間で切
り替えることができる。
【０００７】
[0013]　図１は、ユーザー１０２がコンピューティングデバイス１０４およびヘッドマウ
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ントディスプレイデバイス１０６のうちの１つまたは複数とインタラクトしてアプリケー
ションを起動することができる例示的な環境１００を示す。例えば、アプリケーションは
、ヘッドマウントディスプレイデバイス１０６を用いて起動することができる。コンピュ
ーティングデバイス１０４は、限定ではないが、ビデオゲームコンソール、ホームエンタ
テイメントデバイス（例えば、オーディオ／ビデオ受信機）、パーソナルコンピューティ
ングデバイス、ラップトップ、スマートフォン、タブレットコンピューティングデバイス
、および／または任意の他の適切なコンピューティングシステムを含む任意の適切なコン
ピューティングデバイスを含むことができる。ヘッドマウントディスプレイデバイス１０
６は、シースルーディスプレイを通じて視認可能な現実世界環境に対する拡張として表示
データを提示するためのシースルーディスプレイ等の１つまたは複数の出力デバイスと、
オーディオデータを出力するためのスピーカーとを備えることができる。ヘッドマウント
ディスプレイ（HMD）デバイス１０６は、ＨＭＤデバイスに一体化された、またはＨＭＤ
デバイスに通信可能に結合された１つまたは複数のセンサーサブシステムを更に含むこと
ができる。例えば、１つまたは複数のセンサーサブシステムは、限定ではないが、視線追
跡カメラ（例えば、ヘッドマウントディスプレイデバイスの装着者の眼の画像を捕捉して
、装着者の注視対象を特定するように構成された後ろ向きのカメラ）、マイクロフォン、
および（例えば、環境の画像を捕捉するための）前向きのカメラを含むことができる。
【０００８】
[0014]　コンピューティングデバイス１０４および／またはヘッドマウントディスプレイ
デバイス１０６は、アプリケーションランチャーおよび／または１つもしくは複数の起動
されたアプリケーションを提示するために、ヘッドマウントディスプレイデバイス１０６
のディスプレイデバイス１０８および／またはシースルーディスプレイに通信可能に接続
することができる。他の実施態様では、アプリケーション起動機能は、ディスプレイデバ
イス１０８および／またはヘッドマウントディスプレイデバイス１０６の搭載されたコン
ピューティングシステムによってハンドリングすることができる。また他の実施態様では
、アプリケーション起動機能のうちの少なくともいくつかを、リモートコンピューターま
たはサービスによってハンドリングすることができる。例示的なアプリケーションランチ
ャー１０９が、環境の壁面に示され、破線は、アプリケーションランチャーが、ヘッドマ
ウントディスプレイデバイス１０６を通じて、環境に対する拡張として視認可能であるこ
とを示す。アプリケーションランチャー１０９は、それぞれのユーザーインターフェース
要素の選択により起動することができる１つまたは複数のアプリケーションを示す１つま
たは複数のアイコンまたは他のユーザーインターフェース要素を含むことができる。
【０００９】
[0015]　センサー１１０は、（例えば、環境１００の）ＲＧＢイメージデータ／フレーム
および／または深度画像データ／フレームを捕捉するための、可視光カメラ、赤外線カメ
ラおよび／または可視光／赤外光プロジェクターのうちの１つまたは複数を備えることが
できる。いくつかの例において、センサー１１０の１つまたは複数のカメラは、ユーザー
の注視対象を特定するためにユーザーの眼の画像を捕捉するように構成された視線追跡カ
メラとすることができる。加えてまたは代替的に、センサー１１０は、（例えば、環境１
００から）サウンドを受信するための１つまたは複数の指向性マイクロフォンを備えるこ
とができる。
【００１０】
[0016]　図２は、アプリケーションランチャーの位置を制御するための方法２００のフロ
ーチャートである。方法２００は、限定ではないが、コンピューティングデバイス１０４
、ヘッドマウントディスプレイデバイス１０６、またはリモートコンピューティングデバ
イスもしくはサービスを含む、任意の適切なコンピューティングデバイスによって実行す
ることができる。２０２において、方法２００は注視対象を認識することを含む。任意の
適切な視線追跡技法を実行して注視対象を認識することができる。例えば、視線方向を特
定するために、ヘッドマウントディスプレイデバイス１０６の視線追跡カメラおよび／ま
たは図１のセンサー１１０の視線追跡カメラがユーザーの眼の画像を捕捉することができ
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る。視線方向は、ユーザーの眼からディスプレイまたは表面（例えば、ヘッドマウントデ
ィスプレイデバイス１０６のシースルーディスプレイ、図１のディスプレイデバイス１０
８、および／またはプロジェクターが画像を投影することができる表面）に向かって延び
るベクトルを含むことができる。視線方向のベクトルがディスプレイに交差するロケーシ
ョン（例えば、ピクセル座標）は、注視対象（例えば、視線が向けられたディスプレイ上
のロケーション）であると特定することができる。他の例において、注視対象は、頭部の
動きを追跡することによって認識することができる。そのような例において、「注視」と
いう用語は、本明細書において用いられるとき、頭部を対象とした（head-targeting）注
視を指すことができる。
【００１１】
[0017]　２０４において、本方法は、アプリケーションランチャーを表示する要求を示す
ユーザートリガーを認識することを含む。ユーザートリガーは、コンピューティングデバ
イスおよび／またはヘッドマウントディスプレイデバイスによって認識可能な任意の適切
なユーザー入力を含むことができる。例えば、ユーザートリガーは、（例えば、注視対象
を認識するために用いられるような）視線追跡カメラおよび別の撮像デバイス（例えば、
図１のセンサー１１０等の、環境を撮像するための可視光カメラ、赤外カメラまたは深度
カメラ）のうちの１つまたは複数を介して認識されるジェスチャー（例えば、手、顔およ
び／または身体ジェスチャー）を含むことができる。加えてまたは代替的に、ユーザート
リガーは、マイクロフォンおよび１つまたは複数の音声認識モジュール（例えば、コンピ
ューティングデバイスに対しローカルであり、および／またはコンピューティングデバイ
スに通信可能に接続されたリモートサービス内でローカルである）を介して認識される音
声コマンドを含む。更なるまたは代替的な例において、ユーザートリガーは、持続した視
線（例えば、トリガー閾値よりも長い持続時間にわたって、ユーザーの注視が注視対象に
向けられているおよび／または注視対象が維持されているという認識）を含むことができ
る。注視対象認識を含むユーザートリガーは、注視がディスプレイ、ユーザーインターフ
ェースおよび／または環境の「空き」領域に向けられていると識別することを含むことが
できる。例えば、「空き」領域は、ユーザーインターフェース要素を含まない領域、およ
び／または選択可能な現実世界のオブジェクトもしくは表示オブジェクトを含まない領域
を含むことができる。
【００１２】
[0018]　加えてまたは代替的に、ユーザートリガーは、ディスプレイデバイス上に表示さ
れるユーザーインターフェース要素に視線が向けられること、制御デバイスまたは他の入
力デバイス（例えば、ヘッドマウントディスプレイの外部の制御デバイスおよび／または
アプリケーションを起動するのに用いられるコンピューティングデバイス）上の物理的ボ
タンの起動、および／または任意の他の適切なユーザー入力を含むことができる。ユーザ
ー入力の任意の組み合わせをユーザートリガーとして認識することができることが理解さ
れる。
【００１３】
[0019]　２０６に示されるように、本方法は、ユーザートリガーに応答して注視対象にお
いてアプリケーションランチャー（例えば、図１のアプリケーションランチャー１０９）
の位置プレビューを表示することを含むことができる。アプリケーションランチャーの位
置プレビューを表示することにより、ユーザーがアプリケーションランチャーの配置を精
密に調整する機会を与えることができる。位置プレビューは、プレビューによって示され
るロケーションにおけるアプリケーションランチャーの配置が注視対象およびユーザート
リガーの意図される結果であることをユーザーが確認することを可能にすることもできる
。例えば、位置プレビューは、アプリケーションランチャーの輪郭（例えば、アプリケー
ションランチャーに対応するユーザーインターフェース要素またはアプリケーションウィ
ンドウの外縁の輪郭）とすることができる。更なる例または代替的な例では、位置プレビ
ューは、アプリケーションランチャーが表示されることになる位置、サイズおよび／また
は形状のインジケーションを与える、アプリケーションランチャーの半透明バージョン、
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アプリケーションランチャーのアニメーション、および／またはアプリケーションランチ
ャーの他の形で変更されたバージョン（例えば、異なるサイズ、回転、形状および／また
は他の特徴を有する）とすることができる。いくつかの例では、位置プレビューの中心を
、（位置プレビューが受理された後）アプリケーションランチャーと同じ、ディスプレイ
のピクセル座標とすることができる。このようにして、プレビューは、表示されることに
なるアプリケーションランチャーおよび／またはアプリケーションの外観、サイズ、位置
および／または他の特徴の近似を与える（例えば、これにより、ユーザーが、起動される
ことになるアプリケーションが専有する空間量を特定することを可能にする）ことができ
る。
【００１４】
[0020]　２０８に示すように、方法２００は、確認入力またはプレビュー持続時間の満了
が認識されたか否かを判定することを含むことができる。確認入力は、限定ではないが、
ユーザートリガーに関して上記で説明した例のうちの１つまたは複数を含む任意の適切な
ユーザー入力を含むことができる。例えば、確認入力は、ヘッドマウントディスプレイ内
に一体化されたおよび／またはヘッドマウントディスプレイに対し遠隔にあるカメラによ
って認識可能なジェスチャーを含むことができる。加えてまたは代替的に、位置プレビュ
ーは、所定の（例えば、製造者によって定義されたおよび／またはユーザー制御による設
定内の）プレビュー持続時間を有し、この所定のプレビュー持続時間は、プレビューを確
認／キャンセル／調整するユーザー入力なしでプレビューを表示する時間量を定義する。
【００１５】
[0021]　２０８において確認入力が認識されず、プレビュー持続時間が満了していない場
合（例えば、２０８における「いいえ」）、本方法は２１０に進み、キャンセルまたは調
整入力が認識されるか否かを判定する。キャンセル入力は、アプリケーションランチャー
（および関連付けられた位置プレビュー）の提示をキャンセルする意図を示す適切なユー
ザー入力（例えば、上記で説明したユーザー入力の例のうちの１つまたは複数の任意の組
み合わせ）を含むことができる。例えば、キャンセル入力により、ユーザーが誤検出のユ
ーザートリガー認識を示すことを可能にすることができる。調整入力は、位置プレビュー
（およびその後表示されるアプリケーションランチャー）の位置を調整するユーザーの意
図を識別する、キャンセル入力と異なるユーザー入力を含むことができる。調整入力は、
位置プレビューを動かす方向、位置プレビューを動かす量、および／または位置プレビュ
ーのエッジ、中心および／または他の部分が配置されるディスプレイ上のロケーションを
示すユーザー入力を含むことができる。例えば、ユーザーは、調整が行われることを示す
ジェスチャーを行い、プレビューの中心が配置される新たなロケーションを注視すること
ができる。
【００１６】
[0022]　２１０においてキャンセルおよび／または調整入力が受信されない場合（例えば
、２１０における「いいえ」）、本方法は２１２に進んで現在のロケーションにおけるプ
レビューの表示を継続し、２０８に戻って確認入力および／またはプレビュー持続時間の
満了のチェックを継続することができる。逆に、２１０においてキャンセルおよび／また
は調整入力が受信される場合（例えば、２１０における「はい」）、本方法は、２１４に
進んで現在のロケーションにおけるプレビューの表示を停止することができる。例えば、
２１０においてキャンセル入力が認識される場合、プレビューは、ディスプレイから完全
に取り除くことができ、本方法は、終了しおよび／または２０２に戻って新たな注視対象
を認識することができる。２１０において調整入力が認識される場合、本方法は、２１６
に示されるように、プレビューを新たなロケーションに動かすことを含み、２０８に戻っ
て、確認入力および／またはプレビュー持続時間の満了に基づいて、新たなロケーション
が受容可能であるか否かを判定することができる。
【００１７】
[0023]　２０８に戻り、確認入力またはプレビュー持続時間の満了が認識される場合（例
えば、２０８における「はい」）、本方法は、２１８に進み、アプリケーションランチャ
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ーを表示する。例えば、２２０に示すように、位置プレビューをアプリケーションランチ
ャーと置き換え、アプリケーションランチャーの少なくともエッジ、中心または他の部分
が、（例えば、２０６において表示される、および／または２１６における新たなロケー
ションでの）位置プレビューのエッジ、中心または他の部分のそれぞれのロケーションに
配置されるようにすることができる。プレビューが表示されない（例えば、２０６～２１
６が実行されない）例において、アプリケーションランチャーは、２０４において認識さ
れたユーザートリガーに直接応答して２１８において表示することができることが理解さ
れよう。例示的なアプリケーションランチャー１０９が図１に示され、更なる例が図４Ａ
、図４Ｂおよび図５に関して以下で説明される。また、いくつかの例において、プレビュ
ー持続時間は、確認ではなく、表示している位置プレビューおよびアプリケーションラン
チャーのキャンセルに関連付けられてもよいことを理解されたい。そのような例では、２
０８におけるプレビュー持続時間の満了によって、本方法は２１８ではなく２１４に進む
ことができる。
【００１８】
[0024]　２１８において表示されるアプリケーションランチャーは、起動のために選択可
能な複数のアプリケーションを提示することができる。例えば、アプリケーションランチ
ャーは、コンピューティングデバイスによって実行可能な全てのアプリケーションおよび
／またはコンピューティングによって実行可能なアプリケーションのサブセットを表すこ
とができる。後者の例において、アプリケーションのサブセットは、ユーザープリファレ
ンス、コンピューティングデバイスの現在のコンテキスト（例えば、コンピューティング
デバイスの環境、コンピューティングデバイスのステータス、日時等）、コンピューティ
ングデバイスの最近のアクティブティ（例えば、開いている、または最近用いられたアプ
リケーション）、現在の注視対象、ユーザー命令および／または任意の他の適切なパラメ
ーターに基づいて、提示のために自動的に選択することができる。アプリケーションラン
チャーは、アプリケーションランチャーの境界内で視認可能であるよりも多くのアプリケ
ーションを含むことができ、スクローリングおよび／またはページめくりを用いて、現在
起動のために提示されているアプリケーションを変更することができる。
【００１９】
[0025]　２２２において、本方法２００は、アプリケーションランチャーにおけるアプリ
ケーションのユーザー選択を認識することを含む。アプリケーションのユーザー選択は、
任意の適切な方式で行うことができ、上記で説明したユーザー入力メカニズムのうちの任
意のものを含むことができる。例えば、ユーザーは、特定のアプリケーションを識別する
音声コマンドを提供することによって、および／またはそのアプリケーションを識別する
アプリケーションランチャー内に表示されるユーザーインターフェース要素に注視を向け
ることによって、このアプリケーションを識別することができる。別の例として、ユーザ
ーは、１つまたは複数のカメラによって認識されるポインティングジェスチャーを行うこ
とができる。
【００２０】
[0026]　２２４に示すように、本方法は、アプリケーションランチャーを選択されたアプ
リケーションと置き換えることを含む。例えば、アプリケーションランチャーを選択され
たアプリケーションと置き換えることは、注視対象におよび／またはアプリケーションラ
ンチャーのロケーションに、選択されたアプリケーションのグラフィカルユーザーインタ
ーフェース要素および／またはウィンドウを表示することを含むことができる。アプリケ
ーションランチャーをアプリケーションと置き換えることは、アプリケーションの表示可
能な部分（例えば、エッジ、中心、境界等）がアプリケーションランチャーのそれぞれの
部分と位置合わせされ、アプリケーションランチャーの代わりに表示されるように、位置
プレビューをアプリケーションランチャーと任意選択で置き換えることと同様とすること
ができる。本明細書において用いられるとき、アプリケーションの起動に適用されるよう
な「起動する」という用語は、アプリケーションを起動すること、および／またはアプリ
ケーションにフォーカスを合わせること／アプリケーションをディスプレイ内に移すこと
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（例えば、既に実行済みの／現在実行中のアプリケーションにシステム全体のフォーカス
を与えるか、または他の形で、アプリケーションを、ディスプレイ上でアプリケーション
ランチャーによって定義されたロケーションにおいて見えるようにすること）を含むこと
ができる。
【００２１】
[0027]　図３は、図１の環境１００内のヘッドマウントディスプレイデバイス１０６のユ
ーザー１０２の例示的な視野３００を示す。例えば、視野３００は、ヘッドマウントディ
スプレイデバイス１０６のシースルーディスプレイを通じて視認可能な環境１００の一部
を表すことができる。視野内で、ユーザーは、注視線３０２によって示される方向を注視
している場合があり、この方向は注視対象３０４に対応することができる。例えば、ユー
ザーがアプリケーションの起動を意図する場合、注視対象３０４に位置する空の壁を選択
することができる。
【００２２】
[0028]　図４Ａ～図４Ｂは、ヘッドマウントディスプレイ（例えば、図１および図３にお
けるヘッドマウントディスプレイデバイス１０６のユーザー１０２）のシースルーディス
プレイを通じた視野の例示的なタイムライン４００を示す。例えば、時点Ｔ１における視
野内で、図１のコンピューティングデバイス１０４、ディスプレイデバイス１０８および
センサーデバイス１１０等の、環境１００内の現実世界のオブジェクトは、通知アイコン
４０２（例えば、天気および新たなメッセージのインジケーションを示す）等の表示され
た拡張要素と並行して視認可能とすることができる。注視線４０４によって表されるよう
に、ユーザーの注視は、現実世界の環境における壁面に対応する注視対象４０６に向かっ
て方向付けることができる。
【００２３】
[0029]　時点Ｔ２の前に、注視対象４０６でアプリケーションランチャーを表示する意図
を示すユーザートリガーが認識される。例えば、ユーザートリガーは、時点Ｔ１と時点Ｔ
２との間のある時点において実行および／または認識される場合がある。したがって、ア
プリケーションランチャーの位置プレビュー４０８は、現実世界の環境に対する拡張とし
て表示することができ、それによって、プレビューが注視対象にセンタリングされる。
【００２４】
[0030]　時点Ｔ３の前に、位置プレビューがアプリケーションランチャーの意図されるロ
ケーションを表すことの確認を示す確認入力が認識される。例えば、確認入力は、時点Ｔ
２と時点Ｔ３との間のある時点において実行および／または認識される場合がある。した
がって、位置プレビュー４０８は、アプリケーションランチャー４１０と置き換えられる
。アプリケーションランチャー４１０は、複数のアイコン４１２を含み、各アイコンは、
起動のために選択可能な異なるアプリケーションを識別する。アプリケーションランチャ
ーは、位置プレビューによって以前に占有されていた同じ空間を占有する。
【００２５】
[0031]　時点Ｔ４において、注視線４１４によって示されるユーザーの注視は、アイコン
４１２のうちの選択された１つ（例えば、アイコン４１２ａ）に向けられる。アプリケー
ションのユーザー選択は、時点Ｔ４と時点Ｔ５との間のある時点において実行される。し
たがって、時点Ｔ５において、アプリケーションランチャーは、選択されたアプリケーシ
ョン（例えば、選択されたアプリケーションに関連付けられたユーザーインターフェース
ウィンドウ４１６）と置き換えられる。示される例において、選択されたアプリケーショ
ンは、アプリケーションランチャーと同じ境界内に提示されるが、他の構成が提供されて
もよい。例えば、ユーザーインターフェースウィンドウ４１６の中心は、アプリケーショ
ンランチャー４１０の中心と同じロケーションに位置決めすることができるが、起動され
るアプリケーションは、アプリケーションランチャーと異なるサイズ、向きおよび／また
は形状を有してもよい。
【００２６】
[0032]　図５は、図１の環境１００内のユーザー１０２が、ヘッドマウントディスプレイ
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デバイス１０６および関連付けられたシースルーディスプレイではなく、コンピューティ
ングデバイス１０４およびディスプレイデバイス１０８とインタラクトする例示的なシナ
リオを示す。図示のように、注視線５０２によって表されるユーザー１０２の注視とユー
ザートリガーを組み合わせることにより、コンピューティングシステム１０４に、ディス
プレイデバイス１０８上にアプリケーションランチャー５０４を表示させることができる
。例えば、センサーデバイス１１０は、ユーザー１０２の眼を撮像し、画像をコンピュー
ティングデバイス１０４に送信することができる。コンピューティングデバイス１０４は
、画像を解析し、および／または画像を遠隔処理／解析のためにネットワークを介してリ
モートサービス（例えば、クラウドコンピューティングデバイス）に送信することができ
る。画像を解析するとき、コンピューティングデバイスは、視線方向を特定し、視線方向
をディスプレイデバイス１０８上のロケーションにマッピングして、注視対象を特定する
ことができる。ユーザートリガーおよび／または位置プレビューの確認に応答して、コン
ピューティングデバイス１０４は、ディスプレイデバイスに、注視対象のロケーションに
アプリケーションランチャーを表示する（例えば、アプリケーションランチャーを注視対
象にセンタリングする）ように命令することができる。
【００２７】
[0033]　上記で説明した方法およびシステムは、コンピューティングデバイスおよび／ま
たはヘッドマウントディスプレイデバイスのユーザーのために、シームレスなアプリケー
ション起動体験を提供することができる。アプリケーションランチャー（およびその後選
択されるアプリケーション）がユーザーの選択のロケーションに位置決めされることを可
能にすることによって、ユーザーは、新たなアプリケーションが、拡張現実環境における
既存の表示オブジェクトまたは現実世界のオブジェクトからの干渉の厄介な再配置を行う
ことなく起動可能であることを確実にすることができる。
【００２８】
[0034]　いくつかの実施形態では、本明細書において説明される方法およびプロセスは、
１つまたは複数のコンピューティングデバイスのコンピューティングシステムに結びつけ
ることができる。特に、そのような方法およびプロセスは、コンピューターアプリケーシ
ョンプログラムまたはサービス、アプリケーションプログラミングインターフェース（AP
I）、ライブラリおよび／または他のコンピュータープログラム製品として実装すること
ができる。
【００２９】
[0035]　図６は、上記で説明した方法およびプロセスのうちの１つまたは複数を実行する
ことができるコンピューティングシステム６００の非限定的な実施形態を概略的に示す。
コンピューティングシステム６００は、簡略化された形式で示される。コンピューティン
グシステム６００は、１つまたは複数のヘッドマウントディスプレイデバイス、装着可能
なデバイス、パーソナルコンピューター、サーバーコンピューター、タブレットコンピュ
ーター、ホームエンタテイメントコンピューター、ネットワークコンピューティングデバ
イス、ゲーミング機器、モバイルコンピューティングデバイス、モバイル通信デバイス（
例えば、スマートフォン）および／または他のコンピューティングデバイスの形態をとる
ことができる。例えば、コンピューティングシステム６００は、図１、図３および図５の
コンピューティングデバイス１０４および／またはヘッドマウントディスプレイデバイス
１０６を含み、および／またはこれらに含めることができる。
【００３０】
[0036]　コンピューティングシステム６００は、論理マシン６０２およびストレージマシ
ン６０４を含む。コンピューティングシステム６００は、任意選択で、表示サブシステム
６０６、入力サブシステム６０８、通信サブシステム６１０、および／または図６に示さ
れていない他のコンポーネントを含んでもよい。
【００３１】
[0037]　論理マシン６０２は、命令を実行するように構成された１つまたは複数の物理的
デバイスを含む。例えば、論理マシンは、１つまたは複数のアプリケーション、サービス
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、プログラム、ルーチン、ライブラリ、オブジェクト、コンポーネント、データ構造また
は他の論理構造体の一部である命令を実行するように構成することができる。そのような
命令は、タスクを実行し、データタイプを実装し、１つまたは複数のコンポーネントの状
態を変形し、技術的効果を達成し、または他の形で所望の結果に到達するように実施する
ことができる。
【００３２】
[0038]　論理マシンは、ソフトウェア命令を実行するように構成された１つまたは複数の
プロセッサを含むことができる。加えてまたは代替的に、論理マシンは、ハードウェア命
令またはファームウェア命令を実行するように構成された１つまたは複数のハードウェア
論理マシンまたはファームウェア論理マシンを含むことができる。論理マシンのプロセッ
サは、シングルコアまたはマルチコアとすることができ、これらの上で実行される命令は
、直列、並列、および／または分散処理のために構成することができる。論理マシンの個
々のコンポーネントは、任意選択で、２つ以上の別個のデバイス間で分散させることがで
き、これらは、遠隔に位置し、および／または協調処理のために構成することができる。
論理マシンの態様は、クラウドコンピューティング構成において構成される、リモートで
アクセス可能なネットワーク化されたコンピューティングデバイスによって仮想化および
実行することができる。
【００３３】
[0039]　ストレージマシン６０４は、本明細書に記載の方法およびプロセスを実施するよ
うに関連論理マシンによって実行可能な命令を保持するように構成された、１つまたは複
数の物理的デバイスを含む。そのような方法およびプロセスが実施されるとき、ストレー
ジマシン６０４の状態は、例えば、異なるデータを保持するように変換することができる
。
【００３４】
[0040]　ストレージマシン６０４は、リムーバブルデバイスおよび／または内蔵デバイス
を含むことができる。ストレージマシン６０４は、中でも、光メモリ（例えば、CD、DVD
、HD-DVD、ブルーレイディスク等）、半導体メモリ（例えば、RAM、EPROM、EEPROM等）お
よび／または磁気メモリ（例えば、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライ
ブ、テープドライブ、MRAM等）を含むことができる。ストレージマシン６０４は、揮発性
デバイス、不揮発性デバイス、ダイナミックデバイス、スタティックデバイス、リード／
ライトデバイス、リードオンリーデバイス、ランダムアクセスデバイス、連続アクセスデ
バイス、ロケーションアドレス指定可能デバイス、ファイルアドレス指定可能デバイス、
および／またはコンテンツアドレス指定可能デバイスを含むことができる。
【００３５】
[0041]　ストレージマシン６０４は、１つまたは複数の物理的デバイスを含むことができ
ることが理解されよう。一方、本明細書に記載の命令の態様は、代替的に、有限の持続時
間にわたって物理的デバイスによって保持されない通信媒体（例えば、電磁信号、光信号
等）によって伝播することができる。
【００３６】
[0042]　論理マシン６０２およびデータストレージマシン６０４の態様は、共に、１つま
たは複数のハードウェア論理コンポーネントに統合することができる。そのようなハード
ウェア論理コンポーネントは、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）
、特定プログラムおよび特定用途向け集積回路（PASIC/ASIC）、特定プログラムおよび特
定用途向け標準製品（PSSP/ASSP）、システムオンチップ（SOC）、および複雑なプログラ
ム可能論理デバイス（CPLD）を含むことができる。
【００３７】
[0043]　「モジュール」、「プログラム」および「エンジン」という用語は、特定の機能
を実行するように実施されるコンピューターシステム６００の態様を説明するために用い
ることができる。いくつかの場合、モジュール、プログラムまたはエンジンは、ストレー
ジマシン６０４によって保持される命令を実行する論理マシン６０２を介してインスタン
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ス化することができる。異なるモジュール、プログラムおよび／またはエンジンは、同じ
アプリケーション、サービス、コードブロック、オブジェクト、ライブラリ、ルーチン、
ＡＰＩ、機能等からインスタンス化することができることが理解されよう。同様に、異な
るアプリケーション、サービス、コードブロック、オブジェクト、ルーチン、ＡＰＩ、機
能等によって同じモジュール、プログラムおよび／またはエンジンをインスタンス化する
ことができる。「モジュール」、「プログラム」および「エンジン」という用語は、個々
の実行可能なファイル、データファイル、ライブラリ、ドライバー、スクリプト、データ
ベースレコード等、またはそれらのグループを包含することができる。
【００３８】
[0044]　「サービス」という用語は、本明細書において用いられるとき、複数のユーザー
セッションにわたって実行可能なアプリケーションプログラムであることが理解されよう
。サービスは、１つまたは複数のシステムコンポーネント、プログラム、および／または
他のサービスに利用可能であり得る。いくつかの実装態様で、サービスは、１つまたは複
数のサーバーコンピューティングデバイスで実行することができる。
【００３９】
[0045]　表示サブシステム６０６は、含まれるとき、ストレージマシン６０４によって保
持されるデータの視覚的表現を提示するために用いることができる。この視覚的表現は、
グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）の形態をとることができる。本明細書に
記載の方法およびプロセスが、ストレージマシンによって保持されたデータを変更し、そ
れによって、ストレージマシンの状態を変換するとき、表示サブシステム６０６の状態も
同様に、基礎となるデータの変更を視覚的に表すように変換することができる。例えば、
図１のヘッドマウントディスプレイデバイス１０６の論理マシンからの命令に応答して、
シースルーディスプレイの状態は、ユーザートリガーの認識に応答してこのディスプレイ
上でアプリケーションランチャーを表示するように変換することができる。表示サブシス
テム６０６は、実質的に任意のタイプの技術を使用する１つまたは複数のディスプレイデ
バイスを含むことができる。そのようなディスプレイデバイスは、共用エンクロージャー
内の論理マシン６０２および／またはストレージマシン６０４と組み合わせることができ
、またはそのようなディスプレイデバイスは、周辺ディスプレイデバイスであってもよい
。
【００４０】
[0046]　入力サブシステム６０８は、含まれるとき、キーボード、マウス、タッチ画面、
またはゲームコントローラー等の１つまたは複数のユーザー入力デバイスを備えるかまた
はそれとインターフェースすることができる。いくつかの実施形態で、入力サブシステム
は、選択された自然なユーザー入力（NUI）構成部品を備えるか、またはそれとインター
フェースすることができる。そのような構成部品は、一体化されてもよく、または周辺装
置であってもよく、入力アクションの変換および／または処理は、ボード上でまたはボー
ド外で処理され得る。例示的なＮＵＩ構成部品は、発話および／または音声認識のための
マイクロフォン、マシンビジョンおよび／またはジェスチャー認識のための赤外線、色、
立体、および／または深度カメラ、運動検出および／または意図認識のための頭部トラッ
カー、アイトラッカー、加速度計、および／またはジャイロスコープ、ならびに脳活動を
評価するための電場感知構成部品を含み得る。
【００４１】
[0047]　通信サブシステム６１０は、含まれるとき、コンピューティングシステム６００
を１つまたは複数の他のコンピューティングデバイスと通信可能に結合するように構成す
ることができる。通信サブシステム６１０は、１つまたは複数の異なる通信プロトコルと
互換性のある有線および／または無線通信デバイスを含み得る。非限定的例として、通信
サブシステムは、無線電話網、または有線もしくは無線のローカルもしくはワイドエリア
ネットワークを介する通信のために構成することができる。いくつかの実施形態で、通信
サブシステムは、コンピューティングシステム６００がインターネット等のネットワーク
を介して、他のデバイスに、および／または他のデバイスから、メッセージを送信および
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／または受信できるようにすることができる。
【００４２】
[0048]　図７は、シースルーディスプレイ７０２を有する装着可能な眼鏡の形態の図１お
よび図３のＨＭＤデバイス１０６の非限定的な例を示す。ＨＭＤデバイスは、透明、半透
明および／または不透明なディスプレイが、見る人の片眼または両眼の前に支持される任
意の他の適切な形態をとることができるが理解されよう。更に、本明細書に記載の実施形
態は、限定ではないが、モバイルコンピューティングデバイス、ラップトップコンピュー
ター、デスクトップコンピューター、タブレットコンピューター、他の装着可能なコンピ
ューターを含む任意の他の適切なコンピューティングデバイスと共に用いられてもよい。
【００４３】
[0049]　ＨＭＤデバイス１０６は、シースルーディスプレイ７０２およびコントローラー
７０４を備える。シースルーディスプレイ７０２は、ホログラフィックオブジェクト等の
画像がＨＭＤデバイスの装着者の眼に送達されることを可能にすることができる。シース
ルーディスプレイ７０２は、透明なディスプレイを通じて物理環境を見ている装着者に対
し現実世界の物理環境の概観を視覚的に拡張するように構成することができる。１つの例
では、ディスプレイは、グラフィカルユーザーインターフェース上に１つまたは複数のＵ
Ｉオブジェクトを表示するように構成することができる。いくつかの実施形態では、グラ
フィカルユーザーインターフェース上に提示されるＵＩオブジェクトは、現実世界の環境
の前に重ね合わされた仮想オブジェクトとすることができる。同様に、いくつかの実施形
態では、グラフィカルユーザーインターフェース上に提示されるＵＩオブジェクトは、シ
ースルーディスプレイ７０２を通して見た現実世界の環境の現実世界のオブジェクトの要
素を組み込むことができる。他の例では、ディスプレイは、ゲーム、ビデオまたは他のビ
ジュアルコンテンツに関連付けられた仮想オブジェクト等の１つまたは複数の他のグラフ
ィカルオブジェクトを表示するように構成することができる。
【００４４】
[0050]　任意の適切なメカニズムを用いてシースルーディスプレイ７０２を介して画像を
表示することができる。例えば、シースルーディスプレイ７０２は、レンズ７０６内に位
置する画像生成要素（例えば、シースルー有機発光ダイオード（OLED）ディスプレイ等）
を備えることができる。別の例として、シースルーディスプレイ７０２は、ＨＭＤデバイ
ス１０６のフレーム内に位置するディスプレイデバイス（例えば、液晶オンシリコン（LC
OS）デバイスまたはOLEDマイクロディスプレイ等）を備えることができる。この例におい
て、レンズ７０６は、ディスプレイデバイスから装着者の眼に光を送達するためのライト
ガイドとしての役割を果たすか、またはこのライトガイドを他の形で備えることができる
。そのようなライトガイドは、装着者が物理環境内の物理的オブジェクトを見ることも可
能にしながら、装着者が見ている物理的環境内に位置する３Ｄホログラフィック画像を装
着者が知覚することを可能にすることができ、これにより混合リアリティ環境を生成する
。
【００４５】
[0051]　ＨＭＤデバイス１０６は、情報をコントローラー７０４に提供するための様々な
センサーおよび関連システムも備えることができる。そのようなセンサーは、限定ではな
いが、１つまたは複数の内側を向いたイメージセンサー７０８ａおよび７０８ｂ、１つま
たは複数の外側向いたイメージセンサー７１０、慣性計測装置（IMU）７１２、および１
つまたは複数のマイクロフォン７２０を含むことができる。１つまたは複数の内側を向い
たイメージセンサー７０８ａ、７０８ｂは、装着者の眼からの視線追跡データの形態で画
像データを取得するように構成することができる（例えば、センサー７０８ａは、装着者
の眼のうちの一方の画像データを取得することができ、センサー７０８ｂは装着者の眼の
うちの他方の画像データを取得することができる）。ＨＭＤデバイスは、イメージセンサ
ー７０８ａ、７０８ｂから受信した情報に基づいて、任意の適切な方式で、装着者の各眼
の視線方向を特定するように構成することができる。例えば、赤外線光源等の１つまたは
複数の光源７１４ａ、７１４ｂは、装着者の各眼の角膜から閃光を反射させるように構成
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することができる。次に、１つまたは複数のイメージセンサー７０８ａ、７０８ｂは、装
着者の眼の画像を捕捉するように構成することができる。イメージセンサー７０８ａ、７
０８ｂから収集した画像データから特定される閃光および瞳孔の画像をコントローラー７
０４によって用いて、各眼の光軸を特定することができる。この情報を用いて、コントロ
ーラー７０４は、装着者が注視している方向を特定するように構成することができる。コ
ントローラー７０４は、装着者が注視している物理的オブジェクトおよび／または仮想オ
ブジェクトの識別情報を更に特定するように構成することができる。
【００４６】
[0052]　１つまたは複数の外側を向いたイメージセンサー７１０は、ＨＭＤデバイス１０
６が位置する物理的環境から物理的環境データを受信するように構成することができる。
外側を向いたイメージセンサー７１０からのデータを用いて、ジェスチャーベースの入力
、または視野内の装着者によってもしくは人物もしくは物理的オブジェクトによって行わ
れる他の動き等の、ディスプレイ７０２の視野内の動きを検出することができる。１つの
例において、外側を向いたイメージセンサー７１０からのデータを用いて、ディスプレイ
デバイス上に表示されるＵＩオブジェクトの選択を示すジェスチャー（例えば、指でつね
る、拳を握る等）等のＨＭＤデバイスの装着者によって行われる選択入力を検出すること
ができる。外側を向いたセンサーからのデータを用いて、現実世界の環境におけるＨＭＤ
デバイス１０６の位置／運動追跡を可能にする、方向／ロケーションおよび向きデータを
（例えば、撮像環境特徴から）特定することもできる。
【００４７】
[0053]　ＩＭＵ７１２は、ＨＭＤデバイス１０６の位置および／または向きデータをコン
トローラー７０４に提供するように構成することができる。１つの実施形態において、Ｉ
ＭＵ７１２は、３軸または３自由度の位置センサーシステムとして構成することができる
。この例示的な位置センサーシステムは、例えば、３つの直交軸（例えば、x、y、z）の
周りの３Ｄ空間内のＨＭＤデバイス１０６の向きの変化（例えば、ロール、ピッチ、ヨー
）を示すかまたは測定する３つのジャイロスコープを備えることができる。ＩＭＵのセン
サー信号から導出される向きを用いて、シースルーディスプレイを介して、３自由度の１
つまたは複数の仮想ＵＩオブジェクトを表示することができる。
【００４８】
[0054]　別の例において、ＩＭＵ７１２は、６軸または６自由度の位置センサーシステム
として構成することができる。そのような構成は、３つの直交軸に沿ったＨＭＤデバイス
１０６のロケーションの変化、および３つの直交軸の周りのデバイスの向きの変化を示す
かまたは測定するための３つの加速度計および３つのジャイロスコープを含むことができ
る。いくつかの実施形態では、外側を向いたイメージセンサー７１０およびＩＭＵ７１２
からの位置および向きのデータを併せて用いて、ＨＭＤデバイス１０６の位置および向き
を特定することができる。
【００４９】
[0055]　ＨＭＤデバイス１０６は、ＧＰＳまたは他のグローバルナビゲーションシステム
等の他の適切な測位技法もサポートすることができる。更に、位置センサーシステムの特
定の例が説明されたが、任意の他の適切な位置センサーシステムを用いてもよいことが理
解されよう。例えば、限定ではないが、任意の数のジャイロスコープ、加速度計、慣性計
測装置、ＧＰＳデバイス、バロメーター、磁気計、カメラ（例えば、可視光カメラ、赤外
光カメラ、飛行時間深度カメラ、構造化光深度カメラ等）、通信デバイス（例えば、WIFI
アンテナ／インターフェース）等を含む、装着者上に取り付けられたおよび／または装着
者の外部のセンサーの任意の組み合わせからのセンサー情報に基づいて、頭部の姿勢およ
び／または動きのデータを特定することができる。
【００５０】
[0056]　図７を継続すると、コントローラー７０４は、１つまたは複数の内側を向いたイ
メージセンサー７０８ａ、７０８ｂによって検出される情報に基づいて経時的に複数の注
視サンプルを記録するように構成することができる。注視サンプルごとに、視線追跡情報
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、およびいくつかの実施形態では、（イメージセンサー７１０および／またはIMU７１２
からの）頭部追跡情報を用いて、その注視サンプルの起点および方向ベクトルを推定し、
注視がシースルーディスプレイと交わる推定ロケーションを生成することができる。注視
サンプルを特定するために用いられる視線追跡情報および頭部追跡情報の例は、注視方向
、頭部の向き、注視速度、注視加速度、注視方向の角度変化、および／または任意の他の
適切な追跡情報を含むことができる。いくつかの実施形態では、注視追跡は、ＨＭＤデバ
イス１０６の装着者の両眼について独立して記録することができる。
【００５１】
[0057]　上述したように、ＨＭＤデバイス１０６は、マイクロフォン７２０等の、オーデ
ィオデータを捕捉する１つまたは複数のマイクロフォンも備えることができる。いくつか
の例では、１つまたは複数のマイクロフォン７２０は、２つ以上のマイクロフォンを含む
マイクロフォンアレイを含むことができる。例えば、マイクロフォンアレイは、２つが右
レンズの上に位置決めされ、２つがＨＭＤデバイスの左レンズの上に位置決めされた、４
つのマイクロフォンを含むことができる。更に、オーディオ出力を、スピーカー７２２等
の１つまたは複数のスピーカーを介して装着者に提示することができる。いくつかの実施
形態では、マイクロフォンシステムは、シースルーディスプレイ上に表示されたグラフィ
カルユーザーインターフェース上に提示されるＵＩオブジェクトの選択を示すオーディオ
フィードバックを提供するように構成することができる。
【００５２】
[0058]　コントローラー７０４は、様々なセンサーおよびＨＭＤデバイスのディスプレイ
と通信する、図６に関して上記でより詳細に論考された、論理マシンおよびストレージマ
シンを備えることができる。１つの例において、ストレージマシンは、本明細書で説明す
るように、１つまたは複数の外部スピーカーに、表示された仮想オブジェクトのためのサ
ウンドを提供するように論理マシンによって実行可能な命令を含むことができる。
【００５３】
[0059]　別の例は、視線追跡カメラを介して注視対象を認識することと、ユーザートリガ
ーに応答して、ディスプレイを介して注視対象においてアプリケーションランチャーを表
示することであって、アプリケーションランチャーは、起動のために選択可能な複数のア
プリケーションを提示する、表示することと、複数のアプリケーションのうちの１つのユ
ーザー選択を認識することと、ディスプレイを介して、アプリケーションランチャーを、
注視対象において複数のアプリケーションのうちの選択された１つと置き換えることと、
を含む方法を提供する。加えてまたは代替的に、そのような例において、アプリケーショ
ンランチャーを複数のアプリケーションのうちの選択された１つと置き換えることは、注
視対象において、複数のアプリケーションのうちの選択された１つのグラフィカルユーザ
ーインターフェース要素を表示することを含むことができる。加えてまたは代替的に、そ
のような例において、ユーザートリガーは、視線追跡カメラおよび別の撮像デバイスのう
ちの１つまたは複数を介して認識されたジェスチャーを含むことができる。加えてまたは
代替的に、そのような例において、ユーザートリガーは、マイクロフォンを介して認識さ
れる音声コマンドを含むことができる。加えてまたは代替的に、そのような例において、
ユーザートリガーは持続的な注視を含むことができ、加えてまたは代替的に、本方法は、
視線追跡カメラを介して、ユーザーの注視がトリガー閾値よりも大きい持続時間にわたっ
て注視対象に向けられていると認識することに応答してユーザートリガーを認識すること
を更に含むことができる。加えてまたは代替的に、そのような例において、本方法は、ア
プリケーションランチャーを表示する前に、注視対象においてアプリケーションランチャ
ーの位置プレビューを表示することを更に含むことができる。加えてまたは代替的に、そ
のような例において、本方法は、ディスプレイを介して、確認入力に応答してアプリケー
ションランチャーの位置プレビューをアプリケーションランチャーと置き換えることを更
に含むことができる。加えてまたは代替的に、そのような例において、ディスプレイはヘ
ッドマウントディスプレイデバイスのシースルーディスプレイを含むことができ、加えて
または代替的に、視線追跡カメラはヘッドマウントディスプレイデバイスに一体化するこ
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とができる。加えてまたは代替的に、そのような例において、ディスプレイはヘッドマウ
ントディスプレイデバイスのシースルーディスプレイを含むことができ、加えてまたは代
替的に、ユーザートリガーはヘッドマウントディスプレイデバイスの遠隔にある撮像デバ
イスによって捕捉された画像の解析に基づいて認識することができる。上記で説明した例
のうちの任意のものまたは全てを、様々な実施態様において任意の適切な方式で組み合わ
せることができる。
【００５４】
[0060]　別の例は、視線追跡カメラと、シースルーディスプレイと、論理マシンと、論理
マシンによって実行可能な命令を保持するストレージマシンであって、これらの命令は、
視線追跡カメラを介して注視対象を認識することと、ユーザートリガーに応答して、シー
スルーディスプレイを介して注視対象においてアプリケーションランチャーを表示するこ
とであって、アプリケーションランチャーは、起動のために選択可能な複数のアプリケー
ションを提示する、表示することと、複数のアプリケーションのうちの１つのユーザー選
択を認識することと、ディスプレイを介して、アプリケーションランチャーを、注視対象
において複数のアプリケーションのうちの選択された１つと置き換えることとを行わせる
命令である、ストレージマシンとを備えるヘッドマウントディスプレイデバイスを提供す
る。加えてまたは代替的に、そのような例において、ヘッドマウントディスプレイデバイ
スは入力サブシステムを更に備えることができ、加えてまたは代替的に、ユーザートリガ
ーは、この入力サブシステムを介して検出することができる。加えてまたは代替的に、そ
のような例において、ユーザートリガーは、ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび
ヘッドマウントディスプレイデバイスの遠隔にあるカメラのうちの１つまたは複数を介し
て認識されるジェスチャーを含むことができる。加えてまたは代替的に、そのような例に
おいて、ヘッドマウントディスプレイデバイスはマイクロフォンを更に備えることができ
、加えてまたは代替的に、ユーザートリガーは、マイクロフォンを介して認識された音声
コマンドを含むことができる。加えてまたは代替的に、そのような例において、ユーザー
トリガーは持続的な注視を含むことができ、加えてまたは代替的に、命令は、視線追跡カ
メラを介して、注視対象がトリガー閾値よりも大きい持続時間にわたって維持されている
と判定することに応答して持続的な注視を認識するように更に実行可能とすることができ
る。加えてまたは代替的に、そのような例において、アプリケーションランチャーを複数
のアプリケーションのうちの選択された１つと置き換えることは、シースルーディスプレ
イを介して、注視対象において、複数のアプリケーションのうちの選択された１つのグラ
フィカルユーザーインターフェース要素を表示することを含むことができる。加えてまた
は代替的に、そのような例において、命令は、アプリケーションランチャーを表示する前
に、シースルーディスプレイを介して、注視対象においてアプリケーションランチャーの
位置プレビューを表示するように更に実行可能とすることができる。加えてまたは代替的
に、そのような例において、命令は、シースルーディスプレイを介して、確認入力に応答
してアプリケーションランチャーの位置プレビューをアプリケーションランチャーと置き
換えるように更に実行可能とすることができる。上記で説明した例のうちの任意のものま
たは全てを、様々な実施態様において任意の適切な方式で組み合わせることができる。
【００５５】
[0061]　別の例は、視線追跡カメラと、入力サブシステムと、シースルーディスプレイと
、論理マシンと、論理マシンによって実行可能な命令を保持するストレージマシンであっ
て、これらの命令は、視線追跡カメラを介して注視対象を認識することと、入力サブシス
テムを介して検出されたユーザートリガーに応答して、シースルーディスプレイを介して
注視対象においてアプリケーションランチャーの位置プレビューを表示することと、入力
サブシステムを介して検出された確認入力に応答して、シースルーディスプレイを介して
、アプリケーションランチャーの位置プレビューを、起動のために選択可能な複数のアプ
リケーションを提示するアプリケーションランチャーと置き換えることと、複数のアプリ
ケーションのうちの１つのユーザー選択を認識することと、ディスプレイを介して、アプ
リケーションランチャーを、注視対象において複数のアプリケーションのうちの選択され
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ウントディスプレイデバイスを提供する。加えてまたは代替的に、そのような例において
、ユーザートリガーは、持続的な注視を含むことができ、加えてまたは代替的に、命令は
、視線追跡カメラを介して、注視対象がトリガー閾値よりも大きい持続時間にわたって維
持されていると判定することに応答して持続的な注視を認識するように更に実行可能とす
ることができる。加えてまたは代替的に、そのような例において、ユーザートリガーは、
入力サブシステムを介して認識されたジェスチャーおよび音声コマンドのうちの１つまた
は複数を含むことができる。上記で説明した例のうちの任意のものまたは全てを、様々な
実施態様において任意の適切な方式で組み合わせることができる。
【００５６】
[0062]　本明細書に記載の構成および／または手法は、実際は本質的に例示であり、多数
の変形形態が可能であるので、これらの特定の実施形態または例は限定的な意味で解釈さ
られるべきではないことが理解されよう。本明細書に記載の特定のルーチンまたは方法は
、任意の数の処理戦略のうちの１つまたは複数を表すことができる。したがって、図示お
よび／または記載された様々な動作は、図示および／または記載された順序で、他の順序
で、並行して、または省略して、実行することができる。同様に、前述のプロセスの順番
は、変更することができる。
【００５７】
[0063]　本開示の対象は、様々なプロセス、システムおよび構成の全ての新しいおよび非
自明の組み合わせおよび部分的組み合わせと、本明細書で開示される他の特徴、機能、動
作、および／または特性、ならびに、それらの任意のおよび全ての均等物を含む。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年5月9日(2016.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視線追跡カメラを介して、ディスプレイ上のロケーションにある注視対象を認識するこ
とと、
　ユーザートリガーに応答して、前記ディスプレイを介して前記注視対象の前記ロケーシ
ョンにおいてアプリケーションランチャーを表示することであって、前記アプリケーショ
ンランチャーは、起動のために選択可能な複数のアプリケーションを提示し、前記アプリ
ケーションランチャーの前記ロケーションは、前記注視対象の前記ロケーションに基づい
て選択される、表示することと、
　前記複数のアプリケーションのうちの１つのユーザー選択を認識することと、
　前記ディスプレイを介して、前記注視対象の前記ロケーションにおいて前記アプリケー
ションランチャーを前記複数のアプリケーションのうちの前記選択された１つと置き換え
ることと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記アプリケーションランチャーを前記複数のアプリケーションのうちの前記選択され
た１つと置き換えることは、前記注視対象の前記ロケーションにおいて、前記複数のアプ
リケーションのうちの前記選択された１つのグラフィカルユーザーインターフェース要素



(20) JP 2017-538218 A 2017.12.21

を表示することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザートリガーは、前記視線追跡カメラおよび別の撮像デバイスのうちの１つま
たは複数を介して認識されたジェスチャーを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザートリガーは、マイクロフォンを介して認識される音声コマンドを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザートリガーは持続的な注視を含み、前記方法は、前記視線追跡カメラを介し
て、前記ユーザーの注視がトリガー閾値よりも大きい持続時間にわたって前記注視対象の
前記ロケーションに向けられていると認識することに応答して前記ユーザートリガーを認
識することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションランチャーを表示する前に、前記注視対象の前記ロケーションに
おいて前記アプリケーションランチャーの位置プレビューを表示することを更に含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ディスプレイを介して、確認入力に応答して前記アプリケーションランチャーの前
記位置プレビューを前記アプリケーションランチャーと置き換えることを更に含む、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ディスプレイは、ヘッドマウントディスプレイデバイスのシースルーディスプレイ
であり、前記視線追跡カメラは、前記ヘッドマウントディスプレイデバイスに一体化され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ディスプレイは、ヘッドマウントディスプレイデバイスのシースルーディスプレイ
であり、前記ユーザートリガーは、前記ヘッドマウントディスプレイデバイスの遠隔にあ
る撮像デバイスによって捕捉された画像の解析に基づいて認識される、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　ヘッドマウントディスプレイデバイスであって、
　視線追跡カメラと、
　シースルーディスプレイと、
　論理マシンと、
　前記論理マシンによって実行可能な命令を保持するストレージマシンであって、前記命
令は、
　　前記視線追跡カメラを介して、ディスプレイ上のロケーションにある注視対象を認識
することと、
　　ユーザートリガーに応答して、前記シースルーディスプレイを介して前記注視対象の
前記ロケーションにおいてアプリケーションランチャーを表示することであって、前記ア
プリケーションランチャーは、起動のために選択可能な複数のアプリケーションを提示し
、前記アプリケーションランチャーの前記ロケーションは、前記注視対象の前記ロケーシ
ョンに基づいて選択される、表示することと、
　　前記複数のアプリケーションのうちの１つのユーザー選択を認識することと、
　　前記ディスプレイを介して、前記注視対象の前記ロケーションにおいて前記アプリケ
ーションランチャーを前記複数のアプリケーションのうちの前記選択された１つと置き換
えることと、
を行わせる、ストレージマシンと、
を備える、ヘッドマウントディスプレイデバイス。
【請求項１１】
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　前記ユーザートリガーは、前記ヘッドマウントディスプレイデバイス、および前記ヘッ
ドマウントディスプレイデバイスの遠隔にあるカメラのうちの１つまたは複数を介して認
識されるジェスチャーを含む、請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス
。
【請求項１２】
　マイクロフォンを更に備え、前記ユーザートリガーは、前記マイクロフォンを介して認
識された音声コマンドを含む、請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス
。
【請求項１３】
　前記ユーザートリガーは持続的な注視を含むことができ、前記命令は、前記視線追跡カ
メラを介して、前記注視対象の前記ロケーションがトリガー閾値よりも大きい持続時間に
わたって維持されていると判定することに応答して前記持続的な注視を認識するように更
に実行可能である、請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス。
【請求項１４】
　前記命令は、前記アプリケーションランチャーを表示する前に、前記シースルーディス
プレイを介して、前記注視対象の前記ロケーションにおいて前記アプリケーションランチ
ャーの位置プレビューを表示するように更に実行可能である、請求項１０に記載のヘッド
マウントディスプレイデバイス。
【請求項１５】
　前記命令は、前記シースルーディスプレイを介して、確認入力に応答して前記アプリケ
ーションランチャーの前記位置プレビューを前記アプリケーションランチャーと置き換え
るように更に実行可能である、請求項１４に記載のヘッドマウントディスプレイデバイス
。
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