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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スクリプトを実行するための人-マシンインタ
ラクションシステムを提供する。
【解決手段】人-マシンインタラクションシステム２ａ
は、ディスプレイデバイス２２、メカニカルデバイス２
６、検出モジュール及び処理モジュールを含む。ディス
プレイデバイスは、インタラクティブゾーン２３内にイ
ンタラクティブ像を示すために用いられる。メカニカル
デバイスは、インタラクティブゾーン内で移動可能であ
る。検出モジュールは、インタラクティブゾーン内の入
力アクションを受け取るために用いられる。処理モジュ
ールは、入力アクション及びスクリプトに従って、メカ
ニカルデバイスの動作を制御し、かつディスプレイデバ
イスを制御してインタラクティブ像をアップデートする
。人-マシンインタラクションシステムによって、物理
的及びバーチャルインタラクティブエレメントを一体化
し、ユーザーに新たな操作モードを提供することができ
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スクリプトを実行するための人-マシンインタラクションシステムであって、
前記人-マシンインタラクションシステムは、
インタラクティブゾーン内にインタラクティブ像を示すためのディスプレイデバイスと、
前記インタラクティブゾーン内で移動可能であるメカニカルデバイスと、
前記インタラクティブゾーン内の入力アクションを受け取るための検出モジュールと、
前記ディスプレイデバイス、前記検出モジュール及び前記メカニカルデバイスと電気的に
接続されている処理モジュールとを備え、
前記処理モジュールは、前記入力アクション及び前記スクリプトに従って、前記メカニカ
ルデバイスの動作を制御し、かつ前記ディスプレイデバイスを制御して前記インタラクテ
ィブ像をアップデートする、システム。
【請求項２】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、前記検出モジュールは
、前記ディスプレイデバイス上に配置されたタッチパネルを備える、システム。
【請求項３】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、
前記処理モジュールは、前記検出モジュールによって検出されるユーザーのジェスチャー
及び前記スクリプトに従って、前記メカニカルデバイスの動作を制御し、かつ前記ディス
プレイデバイスを制御して前記インタラクティブ像をアップデートする、システム。
【請求項４】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、
前記検出モジュールは、カメラを備える、システム。
【請求項５】
請求項4に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、
前記処理モジュールは、前記検出モジュールによって検出されるユーザーのジェスチャー
及び前記スクリプトに従って、前記メカニカルデバイスの動作を制御し、かつ前記ディス
プレイデバイスを制御して前記インタラクティブ像をアップデートする、システム。
【請求項６】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、
前記検出モジュールは、タッチ検出ユニットを備え、前記タッチ検出ユニットは、ユーザ
ーのタッチングアクションを検出するために前記メカニカルデバイス上に配置され、
前記処理モジュールは、前記タッチングアクション及び前記スクリプトに従って、前記メ
カニカルデバイスの動作を制御する、システム。
【請求項７】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、
前記処理モジュールと電気的に接続されている駆動機構をさらに備え、前記駆動機構は、
伸縮可能なプッシュロッドを備え、前記伸縮可能なプッシュロッドの端は、前記メカニカ
ルデバイスと接続されており、
前記処理モジュールは、前記入力アクション及び前記スクリプトに従って、前記駆動機構
を制御して、前記メカニカルデバイスを前記インタラクティブゾーンの特定の位置へ移動
させる、システム。
【請求項８】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、前記ディスプレイデバ
イスの表示面は、前記インタラクティブゾーンのボーダーに隣接し、前記インタラクティ
ブゾーン上に二次元又は立体的に前記インタラクティブ像を示す、システム。
【請求項９】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、前記メカニカルデバイ
スは、可動ユニットをさらに備え、前記可動ユニットは、前記処理モジュールの制御下で
動かされる、システム。
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【請求項１０】
請求項9に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、
前記処理モジュールと電気的に接続されている第一無線伝送ユニットと、
前記メカニカルデバイス上に配置され且つ前記可動ユニットに電気的に接続されている第
二無線伝送ユニットをさらに備え、
前記可動ユニットは、前記第一無線伝送ユニット及び前記第二無線伝送ユニットを通じて
前記処理モジュールによって制御される、システム。
【請求項１１】
請求項１に記載の人-マシンインタラクションシステムであって、前記スクリプトは、ゲ
ームのプログラムコード、インタラクティブ電子ブック又は他のアプリケーションプログ
ラムを含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人-マシンインタラクションシステムに関し、より詳しくは、物理的及びバー
チャルインタラクティブエレメントを統合する人-マシンインタラクションシステムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
科学技術がますます発展するにつれて、インテリジェントなおもちゃが現在急速に人気を
得てきている。例えば、ユーザーと相互作用するインタラクティブ人形(例：ロボット又
はメカニカル動物)は、種々の年齢群の間で最も人気があるおもちゃの一つになった。
【０００３】
インタラクティブ人形は、ユーザーとコミュニケーションを取ったり、相互作用をしたり
することができる。例えば、インタラクティブ人形を抱きしめるか又は軽くたたくことに
よって、インタラクティブ人形は、ユーザーと直接相互作用することができる。抱きしめ
たり軽くたたいたりするアクションをインタラクティブ人形のセンサーが検出すると、イ
ンタラクティブ人形は、特定のアクション又は特定の音で応答するであろう。
【０００４】
しかしながら、インタラクティブ人形と遊ぶことのインタラクティブな方法は通常単調で
あるので、ユーザーは、通常、長時間経つと退屈に感じるかも知れない。
【発明の概要】
【０００５】
スクリプトを実行するための人-マシンインタラクションシステムを提供することが本発
明の目的である。このシステムでは、インタラクティブ像がディスプレイ技術によって生
成され、且つインタラクティブ人形と一体化される。その結果、インタラクティブ像が、
種々のシナリオに合致してユーザーの要求を満たすようにデザインされる。
【０００６】
物理的なメカニカルデバイスとバーチャルなインタラクティブ像を統合して、新たな操作
モードを提供し、インタラクティブ効果を高めることができる人-マシンインタラクショ
ンシステムを提供することが本発明の別の目的である。
【０００７】
本発明の一観点によれば、スクリプトを実行するための人-マシンインタラクションシス
テムが提供される。人-マシンインタラクションシステムは、ディスプレイデバイス、メ
カニカルデバイス、検出モジュール及び処理モジュールを含む。ディスプレイデバイスは
、インタラクティブゾーン内にインタラクティブ像を示すために用いられる。メカニカル
デバイスは、インタラクティブゾーン内で移動可能である。検出モジュールは、インタラ
クティブゾーン内の入力アクションを受け取るために用いられる。処理モジュールは、デ
ィスプレイデバイス、検出モジュール及びメカニカルデバイスと電気的に接続されている
。処理モジュールは、入力アクション及びスクリプトに従って、メカニカルデバイスの動
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作を制御し、かつディスプレイデバイスを制御してインタラクティブ像をアップデートす
る。
【０００８】
　本発明の上記の内容は、次の詳細な説明及び添付図面を参照した後に、当業者により容
易に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第一実施形態による人-マシンインタラクションシステムを示す概略機
能ブロック図である。
【００１０】
【図２】本発明の第１実施形態による人-マシンインタラクションシステムの応用例を概
略的に示す。
【００１１】
【図３】本発明の第二実施形態による人-マシンインタラクションシステムの応用例を概
略的に示す。
【００１２】
【図４】本発明の第三実施形態による人-マシンインタラクションシステムを示す概略機
能ブロック図である。
【００１３】
【図５】本発明の第三実施形態による人-マシンインタラクションシステムの応用例を概
略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
次の実施形態を参照して、より具体的に本発明の説明を行う。この発明の好ましい実施形
態の次の説明は、例示と説明の目的のためにのみここで提示されるということに注意すべ
きである。本発明が開示された形態そのものによって網羅されているとか、そのような形
態に限定されるということは意図していない。
【００１５】
図1は、本発明の第一実施形態による人-マシンインタラクションシステムを示す概略機能
ブロック図である。図2は、本発明の第１実施形態による人-マシンインタラクションシス
テムの応用例を概略的に示す。図1及び2に示すように、人-マシンインタラクションシス
テム2aは、処理モジュール20、ディスプレイデバイス22、検出モジュール24、メカニカル
デバイス26及び駆動機構28を備える。
【００１６】
処理モジュール20は、ディスプレイデバイス22、検出モジュール24、メカニカルデバイス
26及び駆動機構28と電気的に接続されている。人-マシンインタラクションシステム2aは
、所定のインタラクティブゾーン23を有する。ユーザーの手がインタラクティブゾーン23
内に配置されている場合、ユーザーは、検出モジュール24を通じてメカニカルデバイス26
と相互作用可能である。さらに、人-マシンインタラクションシステム2aは、スクリプト
を実行するように構成されている。例えば、スクリプトは、ゲームのプログラムコード、
インタラクティブ電子ブック又は他のアプリケーションプログラムを含む。
【００１７】
この実施形態では、ディスプレイデバイス22は、フラットパネルディスプレイである。デ
ィスプレイデバイス22は、処理モジュール20と電気的に接続されている。ディスプレイデ
バイス22の表示面は、インタラクティブゾーン23のボーダーに隣接し、インタラクティブ
ゾーン23上に二次元インタラクティブ像36を表示する。いくつかの他の実施形態では、デ
ィスプレイデバイス22は、別の位置に配置された投影機であり、インタラクティブゾーン
23上にインタラクティブ像を投影する。いくつかの他の実施形態では、ディスプレイデバ
イス22は、インタラクティブゾーン23の範囲内に立体映像効果を生じさせることができる
ディスプレイデバイスである。いくつかの他の実施形態では、ディスプレイデバイス22は
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、立体像を直接表示することができるホログラフィックディスプレイデバイスである。
【００１８】
メカニカルデバイス26は、インタラクティブゾーン23内で移動可能である。つまり、メカ
ニカルデバイス26は、特定の位置に固定されているというよりもむしろインタラクティブ
ゾーン23内で移動可能である。メカニカルデバイス26は、駆動機構28によって駆動されて
、インタラクティブゾーン23内で移動する。駆動機構28は、処理モジュール20と電気的に
接続されている。さらに、駆動機構28は、伸縮可能なプッシュロッド281及びシャフト282
を備える。シャフト282は、インタラクティブゾーン23の縁に回転可能に固定されている
。伸縮可能なプッシュロッド281の第一端は、シャフト282と接続されている。伸縮可能な
プッシュロッド281の第二端は、メカニカルデバイス26と結合されている。シャフト282の
回転アクション及び伸縮可能なプッシュロッド281の直線移動アクションに応答して、メ
カニカルデバイス26は、インタラクティブゾーン23の特定の位置へ移動可能である。
【００１９】
さらに、メカニカルデバイス26の形状は、実際的要求に従って変更可能である。メカニカ
ルデバイス26の形状に従って、メカニカルコンポーネントを変更する。例えば、図2に示
すように、メカニカルデバイス26は、ロボットである。ロボットは、種々のアクションを
シミュレートするためのいくつかのメカニカルコンポーネントを有する。いくつかの実施
形態では、メカニカルデバイス26は、別の形状（例：動物又は自動車)を有する。さらに
、メカニカルデバイス26は、駆動機構28の内蔵回路を通じて処理モジュール20と電気的に
接続されており、処理モジュール20からコマンドを受け取る。
【００２０】
検出モジュール24は、インタラクティブゾーン23内でユーザーの入力アクションを受け取
るように構成されている。処理モジュール20は、入力アクション及びスクリプトに従って
、メカニカルデバイス26の動作を制御し、かつディスプレイデバイス22上に示されたイン
タラクティブ像36をアップデートする。この実施形態では、検出モジュール24は、ディス
プレイデバイス22上に設置されたタッチパネル241である。タッチパネル241上でのユーザ
ーの入力アクション、例えばディスプレイデバイス22上に示されたインタラクティブ像36
をクリック及びドラッグするアクションに応答して、対応するタッチング信号がタッチパ
ネル241によって受け取られ、次に処理モジュール20へ送信される。
【００２１】
次に、タッチング信号は、処理モジュール20によって解析される。タッチング信号及びス
クリプトに従って、人-マシンインタラクションシステム2aの次のアクションが処理モジ
ュール20によって決定される。例えば、処理モジュール20は、駆動機構28を制御してイン
タラクティブゾーン23内でメカニカルデバイス26を移動させたり、メカニカルデバイス26
の移動を直接制御したり、又はディスプレイデバイス22を制御してインタラクティブ像36
をアップデートすることができる。
【００２２】
図3は、本発明の第二実施形態による人-マシンインタラクションシステムの応用例を概略
的に示す。人-マシンインタラクションシステム2bでは、駆動機構28は、トラック283及び
伸縮可能なプッシュロッド281を備える。伸縮可能なプッシュロッド281は、トラック283
上に設置され、トラック283に沿って移動可能である。さらに、伸縮可能なプッシュロッ
ド281は、トラック283に垂直な方向に伸縮させることができる。伸縮可能なプッシュロッ
ド281の第一端は、トラック283と接続されている。伸縮可能なプッシュロッド281の第二
端は、メカニカルデバイス26と結合されている。これによって、メカニカルデバイス26は
、駆動機構28によってインタラクティブゾーン23の特定の位置へ移動可能である。
【００２３】
例えば、人-マシンインタラクションシステム2bは、球技又はヒッティングゲームを実行
するために利用可能である。この実施形態では、メカニカルデバイス26は、バットを握る
ロボットである。人-マシンインタラクションシステム2bの動作の間、ユーザーの指は、
ディスプレイデバイス22を覆うタッチパネル241に接触可能であり、インタラクティブ像3
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6上でのユーザーのジェスチャーは、インタラクティブ像36のモーションを制御するため
に行われる。ユーザーのジェスチャーがタッチパネル241によって検出された後、タッチ
パネル241は、タッチング信号を処理モジュール20へ発行する。次に、タッチング信号は
、処理モジュール20によって解析される。処理モジュール20は、ユーザーのジェスチャー
及びスクリプトに従って、メカニカルデバイス26の動作を制御し、かつディスプレイデバ
イス22を制御してインタラクティブ像36をアップデートする。
【００２４】
図4は、本発明の第三実施形態による人-マシンインタラクションシステムを示す概略機能
ブロック図である。図5は、本発明の第三実施形態による人-マシンインタラクションシス
テムの応用例を概略的に示す。図4及び5に示すように、人-マシンインタラクションシス
テム2cは、処理モジュール20、ディスプレイデバイス22、検出モジュール24、メカニカル
デバイス26、第一無線伝送ユニット30及び第二無線伝送ユニット32を備える。
【００２５】
第１無線伝送ユニット30と第二無線伝送ユニット32は、互いに通信して、無線伝送技術に
よってデータを送受信する。この実施形態では、第１無線伝送ユニット30は、ディスプレ
イデバイス22上に配置され、処理モジュール20と電気的に接続されているが、これに限定
されない。第二無線伝送ユニット32は、メカニカルデバイス26上に配置される。
【００２６】
検出モジュール24は、タッチパネル241、カメラ242及びタッチ検出ユニット243を備える
。タッチパネル241の機能は、上記の実施形態のものに類似しており、ここでは冗長に説
明を行わない。カメラ242は、メカニカルデバイス26及びユーザーのジェスチャーを撮影
するために用いられ、これによってデジタル像を取得する。デジタル像は、処理モジュー
ル20へ送信される。その結果、デジタル像に含まれるユーザーのジェスチャーは、処理ユ
ニット20によって解析される。
【００２７】
タッチ検出ユニット243は、メカニカルデバイス26上に配置され、第二無線伝送ユニット3
2と電気的に接続されている。さらに、タッチ検出ユニット243は、ユーザーのタッチング
アクションを検出するために用いられる。タッチ検出ユニット243上でのタッチングアク
ションに応答して、タッチ検出ユニット243は、検出信号を発行する。検出信号は、第１
無線伝送ユニット30及び第二無線伝送ユニット32を通じて処理モジュール20へ送信される
。
【００２８】
メカニカルデバイス26は、可動ユニット29を備える。この実施形態では、可動ユニット29
は、二足歩行システムである。別の実施形態では、可動ユニット29は、車輪移動システム
又はキャタピラー歩行システムである。さらに、タッチ検出ユニット243及び第二無線伝
送ユニット32は、メカニカルデバイス26上に配置される。メカニカルデバイス26は、タッ
チ検出ユニット243及び可動ユニット29と電気的に接続されている。
【００２９】
処理モジュール20は、ディスプレイデバイス22、タッチパネル241、カメラ242及び第１無
線伝送ユニット30と電気的に接続されている。処理モジュール20は、スクリプト、ユーザ
ーのジェスチャー及びユーザーのタッチングアクションに従って、メカニカルデバイス26
の動作を制御し、かつディスプレイデバイス22を制御してインタラクティブ像36をアップ
デートするであろう。言い換えると、可動ユニット29は、第１無線伝送ユニット30及び第
二無線伝送ユニット32を通じて処理モジュール20によって制御され、これによって、メカ
ニカルデバイス26がインタラクティブゾーン内で移動する。
【００３０】
上記説明から、人-マシンインタラクションシステムが物理的なメカニカルデバイスとバ
ーチャルなインタラクティブ像を統合するので、新たな操作モードが提供可能になり、イ
ンタラクティブ効果が高められる。
【００３１】
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本発明は、現在最も実用的で最も好ましい実施形態であると考えられるものの観点で説明
を行ったが、本発明は、開示された実施形態に限定される必要がないことは理解されるべ
きである。反対に、本発明は、付属の請求項の精神と範囲内に含まれる種々の修正及び類
似の構成をカバーすることを意図している。付属の請求項は、全てのこのような修正と類
似の構成を包含するように最も広い解釈が与えられるべきである。
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