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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリーン領域へマッピングすべき一つ以上のオブジェクトを描写するグラフィクスの
処理方法であって、前記スクリーン領域が複数のゾーンを含み、前記ゾーンの各々がレン
ダリング・パラメータの異なるセットを有し、前記方法が、
　メモリ内に前記ゾーンの各々に対するレンダリング・パラメータ・コンテクストを設定
すること、
　前記ゾーンの各々にゾーン・インデックスを割り当てること、
　前記メモリ内にオブジェクトを設定することであって、この場合の前記オブジェクトが
、前記スクリーン領域の前記ゾーンの少なくとも二つを覆い、前記少なくとも二つのゾー
ンが、各々、前記ゾーン・インデックスの少なくとも二つに割り当てられ、前記オブジェ
クトの前記設定が、前記オブジェクトに対して前記少なくとも二つのゾーン・インデック
スを設定することを含む前記メモリ内に前記オブジェクトを設定すること、及び
　前記オブジェクトに対するドロー・コールを発することを含む、前記方法。
【請求項２】
　前記オブジェクトに対する前記少なくとも二つのゾーン・インデックスが、グラフィッ
クス・メモリ内にアレイとして設定される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記オブジェクトに対する前記少なくとも二つのゾーン・インデックスが、中央処理ユ
ニット（ＣＰＵ）によって、または、演算シェーダによって、グラフィクス処理ユニット
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（ＧＰＵ）へ供給される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　プロセッサ及び
　前記プロセッサに結合されたメモリを含むシステムであって、
　前記プロセッサが、スクリーン領域へマッピングすべき一つ以上のオブジェクトを描写
するグラフィクスの処理方法を実行するように構成され、前記スクリーン領域が複数のゾ
ーンを含み、前記ゾーンの各々が、レンダリング・パラメータの異なるセットを有し、前
記方法が、
　メモリ内に前記ゾーンの各々に対するレンダリング・パラメータ・コンテクストを設定
すること、
　前記ゾーンの各々にゾーン・インデックスを割り当てること、
　前記メモリ内にオブジェクトを設定することであって、前記オブジェクトが、前記スク
リーン領域の前記ゾーンの少なくとも二つを覆い、前記少なくとも二つのゾーンが、各々
、前記ゾーン・インデックスの少なくとも二つに割り当てられ、前記オブジェクトの前記
設定が、前記オブジェクトに対して前記少なくとも二つのゾーン・インデックスを設定す
ることを含む前記メモリ内に前記オブジェクトを設定すること、及び
　前記オブジェクトに対するドロー・コールを発することを含む、前記システム。
【請求項５】
　さらに、ディスプレイ・デバイスを含む、請求項４のシステム。
【請求項６】
　前記複数のゾーンが、中央ゾーン及び少なくとも一つのエッジ・ゾーンを含み、前記エ
ッジ・ゾーンのレンダリング・パラメータが、前記中央ゾーンに対してグラフィクス・レ
ンダリング・リソースを保つように選択される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　さらに、凝視トラッカーを含む、請求項４のシステム。
【請求項８】
　前記複数のゾーンが、前記凝視トラッカーから確定された着目点ゾーンを含み、前記複
数のゾーンが、少なくとも一つの周辺ゾーンを含み、エッジ周辺のレンダリング・パラメ
ータが、前記着目点ゾーンに対してグラフィクス・レンダリング・リソースを保つように
選択される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ゾーンの各々が、異なる同次座標空間によって定義された異なる視認方向を有する
よう、レンダリング・パラメータの前記異なるセットの各々が、異なる視認方向を含む、
請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ゾーンの各々が、異なるセットのスクリーン空間変換パラメータを有するよう、レ
ンダリング・パラメータの前記異なるセットの各々が、異なるセットのスクリーン空間変
換パラメータを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ゾーンの各々が、異なるピクセル形式を有するよう、レンダリング・パラメータの
前記異なるセットの各々が、異なるピクセル形式を含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ゾーンの各々が、異なるピクセル密度を有するよう、レンダリング・パラメータの
前記異なるセットの各々が、異なるピクセル密度を含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ゾーンの各々が、異なるサンプル密度を有するよう、レンダリング・パラメータの
前記異なるセットの各々が、異なるサンプル密度を含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記複数のゾーンが、中央ゾーン及び少なくとも一つのエッジ・ゾーンを含み、前記エ
ッジ・ゾーンのレンダリング・パラメータが、前記中央ゾーンに対してグラフィクス・レ
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ンダリング・リソースを保つように選択される、請求項４に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記複数のゾーンが、凝視トラッカーから確定された着目点ゾーン及び少なくとも一つ
の周辺ゾーンを含み、前記周辺ゾーンのレンダリング・パラメータが、前記着目点ゾーン
に対してグラフィクス・レンダリング・リソースを保つように選択される、請求項４に記
載のシステム。
【請求項１６】
　プロセッサ実行命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体であって、プロセッサに
よる前記命令の実行は、前記プロセッサに、スクリーン領域にマッピングすべき一つ以上
のオブジェクトを描写するグラフィクスの処理方法を遂行させ、前記スクリーン領域が複
数のゾーンを含み、前記ゾーンの各々が、レンダリング・パラメータの異なるセットを有
し、前記方法が、
　メモリ内に前記ゾーンの各々に対するレンダリング・パラメータ・コンテクストを設定
すること、
　前記ゾーンの各々にゾーン・インデックスを割り当てること、
　前記メモリ内にオブジェクトを設定することであって、前記オブジェクトが、前記スク
リーン領域の前記ゾーンの少なくとも二つを覆い、前記少なくとも二つのゾーンが、各々
、前記ゾーン・インデックスの少なくとも二つに割り当てられ、前記オブジェクトの前記
設定が、前記オブジェクトに対して前記少なくとも二つのゾーン・インデックスを設定す
ることを含む前記メモリ内に前記オブジェクトを設定すること、及び
　前記オブジェクトに対するドロー・コールを発することを含む、前記非一時的コンピュ
ータ可読媒体。
【請求項１７】
　スクリーン領域にマッピングすべき一つ以上のオブジェクトを描写するグラフィクスの
処理方法であって、前記スクリーン領域が複数のゾーンを含み、前記ゾーンの各々が、レ
ンダリング・パラメータの異なるセットを有し、前記方法が、
　前記スクリーン領域の前記ゾーンの少なくとも二つを覆うオブジェクトに属するプリミ
ティブのバッチを受けること、
　プリミティブ・アセンブラで前記プリミティブの各々をスクリーン空間へアセンブルす
ることを含み、
　前記プリミティブの各々をアセンブルすることが、各イテレーションで前記ゾーンの各
々の前記異なるセットのレンダリング・パラメータを使用して、前記プリミティブ・アセ
ンブラで少なくとも２回（前記少なくとも二つのゾーンの各々に対して一度）各プリミテ
ィブの演算を繰り返すことを含む、前記方法。
【請求項１８】
　プリミティブ毎のゾーン・インデックスが、オブジェクト・メッシュのプリミティブ連
結性を定義する頂点インデックス・データ内に埋め込まれる、または、別個のバッファと
して供給される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　ＧＰＵへ供給されるプリミティブの前記バッチの各特定のプリミティブに対する頂点イ
ンデックス・データ及びゾーン・インデックスが、前記特定のプリミティブがカバーする
可能性のあるプリミティブ毎のゾーン・インデックスのみを含むよう間引かれる、請求項
１７に記載の方法。
【請求項２０】
　プリミティブの前記バッチに対するプリミティブ毎のゾーン・インデックスまたは間引
き済み頂点インデックス・データが、ＣＰＵによって、または、演算シェーダによってＧ
ＰＵに供給される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　プロセッサ及び
　前記プロセッサに結合されたメモリを含むシステムであって、
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　前記プロセッサが、スクリーン領域へマッピングすべき一つ以上のオブジェクトを描写
するグラフィクスの処理方法を実行するように構成され、前記スクリーン領域が複数のゾ
ーンを含み、前記ゾーンの各々が、レンダリング・パラメータの異なるセットを有し、前
記方法が、
　前記スクリーン領域の前記ゾーンの少なくとも二つを覆うオブジェクトに属するプリミ
ティブのバッチを受けること、
　プリミティブ・アセンブラで前記プリミティブの各々をスクリーン空間へアセンブルす
ることを含み、
　前記プリミティブの各々をアセンブルすることが、各イテレーションで前記ゾーンの各
々の前記異なるセットのレンダリング・パラメータを使用して、前記プリミティブ・アセ
ンブラで少なくとも２回（前記少なくとも二つのゾーンの各々に対して一度）各プリミテ
ィブの演算を繰り返すことを含む、前記システム。
【請求項２２】
　さらに、ディスプレイ・デバイスを含む、請求項２１のシステム。
【請求項２３】
　前記複数のゾーンが、中央ゾーン及び少なくとも一つのエッジ・ゾーンを含み、前記エ
ッジ・ゾーンのレンダリング・パラメータが、前記中央ゾーンに対してグラフィクス・レ
ンダリング・リソースを保つように選択される、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　さらに、凝視トラッカーを含む、請求項２１のシステム。
【請求項２５】
　前記複数のゾーンが、前記凝視トラッカーから確定された着目点ゾーンを含み、前記複
数のゾーンが少なくとも一つの周辺ゾーンを含み、前記周辺ゾーンのレンダリング・パラ
メータが、前記着目点ゾーンに対してグラフィクス・レンダリング・リソースを保つよう
に選択される、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記ゾーンの各々が、異なる同次座標空間によって定義された異なる視認方向を有する
よう、レンダリング・パラメータの前記異なるセットの各々が、異なる視認方向を含む、
請求項２１に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記ゾーンの各々が、異なるセットのスクリーン空間変換パラメータを有するよう、レ
ンダリング・パラメータの前記異なるセットの各々が、異なるセットのスクリーン空間変
換パラメータを含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ゾーンの各々が、異なるピクセル形式を有するよう、レンダリング・パラメータの
前記異なるセットの各々が、異なるピクセル形式を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記ゾーンの各々が、異なるピクセル密度を有するよう、レンダリング・パラメータの
前記異なるセットの各々が、異なるピクセル密度を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記ゾーンの各々が、異なるサンプル密度を有するよう、レンダリング・パラメータの
前記異なるセットの各々が、異なるサンプル密度を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記複数のゾーンが、中央ゾーン及び少なくとも一つのエッジ・ゾーンを含み、前記エ
ッジ・ゾーンのレンダリング・パラメータが、前記中央ゾーンに対してグラフィクス・レ
ンダリング・リソースを保つように選択される、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記複数のゾーンが、凝視トラッカーから確定された着目点ゾーン及び少なくとも一つ
の周辺ゾーンを含み、前記周辺ゾーンのレンダリング・パラメータが、前記着目点ゾーン
に対してグラフィクス・レンダリング・リソースを保つように選択される、請求項２１に
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記載のシステム。
【請求項３３】
　プロセッサ実行命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体であって、プロセッサに
よる前記命令の実行は、前記プロセッサに、スクリーン領域にマッピングすべき一つ以上
のオブジェクトを描写するグラフィクスの処理方法を遂行させ、前記スクリーン領域が複
数のゾーンを含み、前記ゾーンの各々が、レンダリング・パラメータの異なるセットを有
し、前記方法が、
　前記スクリーン領域の前記ゾーンの少なくとも二つを覆うオブジェクトに属するプリミ
ティブのバッチを受けること、
　プリミティブ・アセンブラで前記プリミティブの各々をスクリーン空間へアセンブルす
ることを含み、
　前記プリミティブの各々をアセンブルすることが、各イテレーションで前記ゾーンの各
々の前記異なるセットのレンダリング・パラメータを使用して、少なくとも２回（前記少
なくとも二つのゾーンの各々に対して一度）各プリミティブの演算を繰り返すことを含む
、前記非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［優先権の主張］
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐｒ
ｏｖｉｓｉｏｎａｌ　ｐａｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　６１／９
７５，７７４の優先権を主張する。これの全内容が、参照により本文に援用される。
【０００２】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６４、Ｔｏｂｉａ
ｓ　Ｂｅｒｇｈｏｆｆ、名称「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＦＦＩＣＩＥＮＴ　ＣＯＮＳＴ
ＲＵＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＨＩＧＨ　ＲＥＳＯＬＵＴＩＯＮ　ＤＩＳＰＬＡＹ　ＢＵＦＦＥ
ＲＳ」（Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．ＳＣＥＡ１３０５５ＵＳ００）に関連
する。これの全内容が、参照により本文に援用される。
【０００３】
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６７、Ｔｏｂｉａ
ｓ　Ｂｅｒｇｈｏｆｆ、名称「ＧＲＡＰＨＩＣＳ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ　ＥＮＨＡＮＣ
ＥＭＥＮＴ　ＢＹ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＯＢＪＥＣＴ　ＡＮＤ／ＯＲ　ＰＲＩＭＩＴＩＶ
Ｅ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＥＲＳ」、（Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．ＳＣＥＡ１
３０５６ＵＳ００）に関連する。これの全内容が、参照により本文に援用される。
【０００４】
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６８、Ｍａｒｋ　
Ｅｖａｎ　Ｃｅｒｎｙ、名称「ＧＲＡＤＩＥＮＴ　ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ　ＦＯＲ　ＴＥ
ＸＴＵＲＥ　ＭＡＰＰＩＮＧ　ＴＯ　ＮＯＮ－ＯＲＴＨＯＮＯＲＭＡＬ　ＧＲＩＤ」、（
Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．ＳＣＥＡ１３０５７ＵＳ００）に関連する。こ
れの全内容が、参照により本文に援用される。
【０００５】
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６１、Ｔｏｂｉａ
ｓ　Ｂｅｒｇｈｏｆｆ、名称「ＶＡＲＹＩＮＧ　ＥＦＦＥＣＴＩＶＥ　ＲＥＳＯＬＵＴＩ
ＯＮ　ＢＹ　ＳＣＲＥＥＮ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＢＹ　ＣＨＡＮＧＩＮＧ　ＡＣＴＩＶＥ
　ＣＯＬＯＲ　ＳＡＭＰＬＥ　ＣＯＵＮＴ　ＷＩＴＨＩＮ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＲＥＮＤ
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ＥＲ　ＴＡＲＧＥＴＳ」、（Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．ＳＣＥＡ１３０５
８ＵＳ００）に関連する。これの全内容が、参照により本文に援用される。
【０００６】
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６３、Ｍａｒｋ　
Ｅｖａｎ　Ｃｅｒｎｙ、名称「ＶＡＲＹＩＮＧ　ＥＦＦＥＣＴＩＶＥ　ＲＥＳＯＬＵＴＩ
ＯＮ　ＢＹ　ＳＣＲＥＥＮ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＢＹ　ＡＬＴＥＲＩＮＧ　ＲＡＳＴＥＲ
ＩＺＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＳ」、（Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．
ＳＣＥＡ１３０５９ＵＳ００）に関連する。これの全内容が、参照により本文に援用され
る。
【０００７】
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６６、Ｍａｒｋ　
Ｅｖａｎ　Ｃｅｒｎｙ、名称「ＶＡＲＹＩＮＧ　ＥＦＦＥＣＴＩＶＥ　ＲＥＳＯＬＵＴＩ
ＯＮ　ＢＹ　ＳＣＲＥＥＮ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＧＲＡＰＨＩＣＳ　ＰＲＯＣＥＳ
ＳＩＮＧ　ＢＹ　ＡＰＰＲＯＸＩＭＡＴＩＮＧ　ＰＲＯＪＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＶＥＲＴ
ＩＣＥＳ　ＯＮＴＯ　ＣＵＲＶＥＤ　ＶＩＥＷＰＯＲＴ」、（Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃ
ｋｅｔ　Ｎｏ．ＳＣＥＡ１３０６０ＵＳ００）に関連する。これの全内容が、参照により
本文に援用される。
【０００８】
　本出願は、共通に処理され同時係属中の、２０１４年４月５日に出願されたＵＳ　ｐａ
ｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　１４／２４６，０６２、Ｍａｒｋ　
Ｅｖａｎ　Ｃｅｒｎｙ、名称「ＧＲＡＤＩＥＮＴ　ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ　ＦＯＲ　ＴＥ
ＸＴＵＲＥ　ＭＡＰＰＩＮＧ　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＲＥＮＤＥＲ　ＴＡＲＧＥＴ
Ｓ　ＷＩＴＨ　ＲＥＳＯＬＵＴＩＯＮ　ＴＨＡＴ　ＶＡＲＩＥＳ　ＢＹ　ＳＣＲＥＥＮ　
ＬＯＣＡＴＩＯＮ」、（Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．ＳＣＥＡ１３０６１Ｕ
Ｓ００）に関連する。これの全内容が、参照により本文に援用される。
【０００９】
［技術分野］
　本開示は、コンピュータ・グラフィクス処理に関する。本開示の特定の態様は、特に頭
部装着ディスプレイ（ＨＭＤ）のためのグラフィクス・レンダリング、中心窩レンダリン
グ、及び他の斬新なレンダリング環境に関する。
【背景技術】
【００１０】
　コンピュータ・グラフィクス処理は、ディスプレイ上に提示すべき仮想コンテンツをレ
ンダリングする画像を作成するために使用される複雑なプロセスである。最新の３Ｄグラ
フィクスは、通常、コンピュータ・グラフィックを効率的に操作するように設計された特
殊アーキテクチャを有する高機能グラフィクス処理ユニット（ＧＰＵ）を使用して処理さ
れる。ＧＰＵは、ディスプレイへの出力を意図したフレーム・バッファ内での画像の作成
を加速するように設計された特殊な電子回路である。ＧＰＵは、通常、高度並列処理アー
キテクチャを有するため、データの大量処理が並列に行われるアルゴリズムに対しては、
多目的ＣＰＵよりも有効である。ＧＰＵは、種々のコンピューティング・システム、例え
ば、組み込みシステム、携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュー
タ、携帯用ゲーム・デバイス、ワークステーション及びゲーム機に使用される。
【００１１】
　ビデオゲーム及び他のリアルタイム・アプリケーションのための多くの最新コンピュー
タ・グラフィクス・プロセスは、演算処理のための多くの異なるステージを含むレンダリ
ング・パイプラインを利用し、入力データに対して、ディスプレイ上に提示されるピクセ
ル値の最終アレイを決定する。グラフィクス・レンダリング・パイプラインのいくつかの
インプリメンテーションにおいては、処理が、ＣＰＵとＧＰＵとの間で調整されてもよい
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。入力データがセットアップされ、アプリケーション（例えば、ＣＰＵによって実行され
るビデオゲーム）の現在の状態に基づき、中央処理ユニット（ＣＰＵ）によって描画コマ
ンドが発せられてもよい。この際、グラフィクス・フレームにつき複数回発生し得る一連
のドロー・コールがアプリケーション・インターフェイス（ＡＰＩ）を介してＧＰＵへ出
され、ＧＰＵは応答して、対応する画像をレンダリングするためにパイプラインの種々の
ステージを実行してもよい。
【００１２】
　パイプラインのほとんどのステージは、種々の処理ステージを通るデータフローとして
明確に定義された入力及び出力を有し、特定のインプリメンテーションは、所望の視覚的
効果に応じて、種々のステージを含んでも、または省略してもよい。しばしば、グラフィ
クス・パイプライン内の種々の固定関数演算は、ＧＰＵ内にハードウェア・モジュールと
して実装されるが、画像内のオブジェクト及びピクセルに関わる色、明暗、テクスチャ・
コーディネート及び他の視覚値を決定するシェーディング演算の大部分は、典型的にプロ
グラマブル・シェーダによって実行される。しかしながら、ハードウェア、ソフトウェア
、またはそれらの組み合わせで、パイプラインの種々のステージを実行することも可能で
ある。以前のＧＰＵは、概ね、ＧＰＵの個々のハードウェア・モジュール内に演算が固定
された固定関数パイプラインを使用したが、シェーダの出現、及びプログラム可能なパイ
プラインの増加は、より多くの演算をソフトウェア・プログラムによって実行させるよう
になり、レンダリング・プロセスに対するより大きな柔軟性及び制御を開発者に提供して
いる。
【００１３】
　概して、パイプライン内の初期ステージは、二次元、または、より一般的に、三次元の
仮想世界を代表する（本文でしばしば「ワールド空間」と称する）仮想空間内でのジオメ
トリーに関して実行される演算を含む。仮想空間のオブジェクトは、典型的に、パイプラ
インの初期ステージへの入力として設定されたポリゴン・メッシュとして描写され、それ
の複数の頂点が、画像内のプリミティブのセットに対応する。これらプリミティブは、典
型的に三角形であるが、点、線分及び他の多角形形状を含んでもよい。しばしばプロセス
は、アプリケーション・コンテンツを実行する汎用ＣＰＵとの間で調整され、ＧＰＵのた
めの一つ以上のバッファ内に入力データを設定し、アプリケーション状態に応じたグラフ
ィクスをレンダリングし最終フレーム画像を生成するために、アプリケーション・インタ
ーフェイス（ＡＰＩ）を介してＧＰＵへドロー・コールを発する。
【００１４】
　各プリミティブの頂点は、位置値（例えば、Ｘ－Ｙ座標及びＺ－深度値）、色値、明暗
値、テクスチャ・コーディネート等を含む一セットのパラメータ値によって定義されても
よく、初期ステージにおいて、頂点毎に頂点のパラメータ値の操作を介してグラフィクス
が処理されてもよい。初期ステージの操作は、仮想空間内の頂点のパラメータを操作する
頂点シェーディング演算を含んでもよい。また、オプションとして、シーン・ジオメトリ
ーを下位区分するモザイク化、及び、アプリケーション・ステージ内に初期に設定された
ものを超える新しいシーン・ジオメトリーを生成するジオメトリー・シェーディング演算
を含んでもよい。これらの操作のいくつかは、基底仮想空間ジオメトリー内でレンダリン
グ演算を実行するために、頂点毎にプリミティブの頂点のパラメータ値を操作する頂点シ
ェーダを含むプログラマブル・シェーダによって実行されてもよい。
【００１５】
　ディスプレイに適切な仮想世界の画像を生成するために、シーン内のオブジェクトとそ
れらに対応するプリミティブは、ラスタライゼーションに関連する種々の処理タスクを介
して、仮想空間からスクリーン空間へ変換される。中間ステージは、スクリーン空間を形
成する二次元平面にある長方形表示ウィンドウ（または「ビューポート」）への、プリミ
ティブのマッピング及びプロジェクションを決定する種々の変換操作を含んでもよいプリ
ミティブ・アセンブリ操作を含む（立体化レンダリングが用いられる場合、ジオメトリー
は、立体視ディスプレイのための、左右の眼の画像に対応する二つの異なるビューポート
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用に変換が可能である）。プリミティブ・アセンブリは、通常、視界フラスタムの外側に
なるプリミティブまたはオブジェクトに対するクリッピング操作を含み、遠隔シーン要素
は、詳細がより重要な距離範囲（例えば、遠クリップ面）内のオブジェクトに対するレン
ダリング・リソースを確保するために、このステージ中に省略されてもよい。典型的に、
同次座標が使用されることで、スクリーン空間平面上にシーン・ジオメトリーを投影する
変換操作は、行列計算を利用でき、より容易な演算となる。遮断されるプリミティブ、す
なわち最終画像に現れないプリミティブに対する不要なピクセル毎演算に至るであろうフ
ラグメントの処理を回避するために、特定のプリミティブ、例えば、後ろ向き三角形が、
最適化として間引かれてもよい。
【００１６】
　スキャン変換は、典型的に、スクリーン空間内の別個のピクセルにおけるビューポート
へアセンブルされるプリミティブをサンプリングするために、また、ラスタライザーのサ
ンプルによってカバーされるプリミティブに対するフラグメントを生成するために使用さ
れる。各フラグメントに対する入力値として使用されるパラメータ値は、典型的に、フラ
グメントを作成したサンプル・プリミティブの頂点のパラメータを、スクリーン空間内の
フラグメント対応ピクセルの位置へ、典型的にそのピクセルの中心またはそのピクセル内
の異なるサンプル位置へ内挿することによって決定される。しかし、特定の状況下では、
他の補間位置が使用されてもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　パイプラインは、それから、パイプラインに沿って、さらに処理すべきフラグメント及
びそれらの内挿入力パラメータ値を通過させてもよい。これらの後期ピクセル処理ステー
ジ中、ピクセル毎またはサンプル毎にフラグメントの各々に対して、例えば、色値、深度
値、明暗、テクスチャ・コーディネート等の内挿入力パラメータ値を更に操作するために
、（しばしば「フラグメント・シェーダ」と呼ばれる）ピクセル・シェーダを呼び出すこ
とによって、フラグメント毎操作が実行されてもよい。スクリーン空間内の各フラグメン
トの座標は、それらを生成したラスタライゼーションにおいて定義されたピクセル座標及
び／またはサンプル座標に対応する。リアルタイム・グラフィック処理を行うビデオゲー
ム及び他の例では、レンダリング・タスクに対する演算要求の低減及び演算効率の向上は
、レンダリング・グラフィクスにおける品質及び詳細を改善するための喫緊の課題である
。
【００１８】
　従来のグラフィクス・レンダリング・パイプラインにおける各ステージは、典型的に、
テレビ・スクリーン及びフラットディスプレイ・モニター等の、従来の表示デバイスに対
するグラフィクスをレンダリングするように構成される。近年は、頭部装着ディスプレイ
（ＨＭＤ）等の新しい表示デバイス、及び、中心窩レンダリング等の斬新なレンダリング
技術に対する関心が高まっている。これらの非伝統的表示技術は、グラフィクス・レンダ
リング・パイプラインの効率を最適化するためのユニークな機会を提示している。
【００１９】
　この流れにおいて、本開示の態様は考案された。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本開示の教示は、添付図面と併せて以下の詳細説明を考察することによって容易に理解
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ－１Ｂ】広視野（ＦＯＶ）ディスプレイの特定のパラメータを表す簡略図である
。
【図１Ｃ】広ＦＯＶディスプレイの異なる部分に対する異なる固体角度を表す。



(9) JP 6392370 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

【図２Ａ－２Ｃ】本開示の態様による異なる広ＦＯＶディスプレイの異なる領域内ピクセ
ルの相対的重要度の実施例を表す。
【図２Ｄ】本開示の態様によるＦＯＶディスプレイのスクリーンの異なる領域に対する異
なるピクセル解像度の実施例を表す。
【図３Ａ－３Ｃ】従来のレンダリング・パラメータを表す概略図である。
【図４Ａ－４Ｃ】複数のゾーンを有するスクリーン空間に対するレンダリング・パラメー
タを表す概略図であり、それらゾーンは、本開示の態様によるレンダリング・パラメータ
の異なるセットを有する。
【図５Ａ－５Ｂ】複数のゾーンを有するスクリーン空間に対するレンダリング・パラメー
タを表す概略図であり、それらゾーンは、本開示の態様によるレンダリング・パラメータ
の異なるセットを有する。
【図６】複数のゾーンを有するスクリーン空間に対するレンダリング・パラメータを表す
概略図であり、それらゾーンは、本開示の態様によるレンダリング・パラメータの異なる
セットを有する。
【図７Ａ－７Ｃ】本開示の態様による複数のゾーンを有するビューポート、及び、それら
ビューポートの異なるゾーンによってカバーされる関連オブジェクトを表す概略図である
。
【図８】本開示の態様による、スクリーン空間内の複数のゾーンによってカバーされるオ
ブジェクトの再レンダリング方法を表すフローチャートである。
【図９Ａ－９Ｂ】本開示の態様による、スクリーン空間内の複数のゾーンによってカバー
されるオブジェクトの、もう一つの再レンダリング方法を表すフローチャートである。
【図１０Ａ－１０Ｂ】本開示の態様によるグラフィクス・レンダリング・パイプラインを
表すフローチャートである。
【図１１】本開示の態様によるグラフィクス・レンダリング・システムを表す概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下の詳細説明は、解説のために特定の詳細を多く含むが、同業者には、以下の詳細へ
の多くの変形及び変更が本発明の範囲内にあることが明らかである。したがって、以下に
示す本発明の例示的実施形態は、請求項の発明への普遍性を損なうことなく、且つ制限を
課すことなく述べられる。
【００２３】
　本開示の態様は、スクリーン空間を複数の異なるゾーン（例えば、二つ以上のゾーン）
へ分割し、且つ異なるゾーン内で異なる特定の処理操作を実行することによって、グラフ
ィクス・パイプラインにおけるレンダリング効率を向上させるように設計されたグラフィ
クス・レンダリング技術に関する。スクリーン空間内の各々の異なるゾーンは、最終画像
内の一つ以上のピクセルに対応してもよく、各々の異なるゾーンは、レンダリング効率を
向上させるための最適化として、レンダリング・パイプライン内で、異なるレンダリング
・パラメータを有してレンダリングされてもよい。例えば、より重要とされるゾーンのた
めにグラフィック処理リソースを保存するために、一つ以上のゾーンが、視聴者のための
画質に関して相対的重要度が低いと決定されてもよく、そのレンダリング・パラメータの
一つ以上が、結果としてより重要とみなされるもう一つのゾーンとは異なってもよい。
【００２４】
　本開示の追加の態様によれば、このことは、スクリーンのエッジ及びスクリーンのコー
ナに近位の各ピクセル（またはピクセルのセット）によって形成される立体角が、スクリ
ーン中央のピクセルまたはピクセルのセットによって形成される立体角よりも小さいとい
う事実を利用することによって、頭部装着ディスプレイ（ＨＭＤ）のためのグラフィクス
をレンダリングする場合に有益である。例えば、レンダリング・パラメータは、スクリー
ン空間内の中央ピクセルに対応する一つ以上のゾーンのためにレンダリング・リソースを
保存するよう選択されてもよく、また、スクリーン空間内のエッジ及び／またはコーナに
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あるゾーンのパラメータは、効率を優先して選択されていてもよい。
【００２５】
　本開示のさらにもう一つの態様によれば、このことは、中心窩レンダリングが用いられ
る場合に有益である。また、異なるゾーンの位置は、視聴者の確定着目点に基づいてもよ
い。特定のインプリメンテーションでは、したがって、例えば、凝視追跡システムによっ
て検出される眼（または一対の眼）の着目点の変化の検出に応じて、一つ以上のスクリー
ン・ゾーンの位置が経時的に動的に変化することが有益である。
【００２６】
　本開示の更なる態様によれば、中心窩イメージングが、頭部装着ディスプレイに組み合
わされてもよい。この場合、頭部装着ディスプレイ・デバイスは、一つ以上の光源及び一
つ以上のカメラを含むもの等の凝視追跡システムを含むように構成されてもよい。
【００２７】
　本開示の追加の態様によれば、オブジェクトは、複数の異なるゾーンに重なる場合、再
レンダリングされてもよく、オブジェクトが重なる各ゾーンに対して再レンダリングされ
てもよい。特定のインプリメンテーションでは、これは、各ゾーンに対してレンダリング
・パラメータ・コンテクスト及び各コンテクストに関連するゾーン・インデックスを設定
するコマンド・バッファを介して達成されてもよい。オブジェクトのための単数または複
数のゾーン・インデックスが、オブジェクトが重なる各々のゾーンに対して設定されても
よい。他のインプリメンテーションでは、オブジェクトがスクリーン空間内で複数のゾー
ンに重なる場合、オブジェクトが重なる各々のゾーンに対して、オブジェクトのプリミテ
ィブの各々が、プリミティブ・アセンブラによってユニークにアセンブルされてもよい。
【００２８】
　図１Ａ－１Ｃは、大きなＦＯＶディスプレイに関する、以前に認識されていなかった問
題を表す。図１Ａは９０°ＦＯＶディスプレイを表し、図１Ｂは１１４°ＦＯＶディスプ
レイを表す。従来の大きなＦＯＶディスプレイにおける三次元ジオメトリーは、視認平面
１０１への平面投影を利用してレンダリングされる。しかし、高ＦＯＶ視認平面上へのジ
オメトリーのレンダリングは、非常に非効率である。図１Ｃから分かるように、視認平面
１０１のエッジ領域１１２及び中央領域１１４は同じ面積ではあるが、視聴者１０３が見
た場合、非常に異なる立体角を表す。したがって、スクリーンのエッジ近くのピクセルが
保持する情報は、中央近くのピクセルに比べ、有意性が低い。シーンを従来通りレンダリ
ングすると、これらの領域は同数のピクセルを有し、スクリーン上で等しい大きさの領域
をレンダリングするのに費やされる時間は、ほぼ同じである。
【００２９】
　図２Ａ－２Ｃは、異なる大きさの視野に対する二次元の大きなＦＯＶディスプレイの異
なる部分の相対的重要度を表す。図２Ａは、チェッカーボードが角度１１４°を形成する
場合の、視認方向に対して直角な平面チェッカーボードの各正方形に対する立体角の相違
を表す。言い換えれば、これは、１１４°ＦＯＶディスプレイへの従来の平面投影レンダ
リングの非効率性を表す。図２Ｂは、９０°ＦＯＶディスプレイに関する同じ情報を表す
。そのような平面投影レンダリングでは、投影が、中央にあるタイル２０４に比べ、エッ
ジにある画像２０１内のタイル２０２、及びコーナにあるタイル２０３を、より小さな立
体角へ圧縮してしまう。この圧縮、及び画像２０１内の各タイルが、スクリーン空間内で
同数のピクセルを有するという事実のため、エッジ・タイル２０２をレンダリングする非
効率係数は、中央タイル２０４に比べ、およそ４倍である。このことは、エッジ・タイル
２０２の従来のレンダリングは、中央タイル２０４に対するよりも、立体角単位につき４
倍多くの処理を伴う。コーナ・タイル２０３に対する非効率係数は、およそ８倍である。
全画像２０１に渡って平均した場合、非効率係数はおよそ２．５倍である。
【００３０】
　非効率性は、ＦＯＶの大きさに依存する。例えば、図２Ｂに示す９０°ＦＯＶディスプ
レイに対する非効率係数は、エッジ・タイル２０２をレンダリングするのに、およそ２倍
であり、コーナ・タイル２０３をレンダリングするのに、およそ３倍、また、画像２０１
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をレンダリングする全体で、およそ１．７倍である。
【００３１】
　この状況に対するもう一つの見方を、図２Ｃに示す。ここでは、スクリーン１０２が、
形成立体角単位毎のピクセルに関してほぼ等しい「重要度」の長方形へ分割されている。
各長方形は、ディスプレイを介して見た場合、最終画像に対してほぼ同程度に貢献する。
平面投影が、いかにエッジ長方形２０２及びコーナ長方形２０３の重要度を歪めるかが分
かる。立体角に関する要因に加えて、コーナ長方形２０３は、（立体角単位のピクセル数
として表される）視覚ピクセル密度を、ディスプレイの中央に向けてより高く設けるよう
に選択された場合、このディスプレイ光学系が原因で、中央の長方形に比べ、貢献がより
少ないことも起こる。
【００３２】
　前述の観察に基づけば、広ＦＯＶディスプレイのための画像２１０は、図２Ｄに示すよ
うに、中央領域２１５に比べ、エッジ領域２１２、２１４、２１６、２１８でより少ない
、且つエッジ領域２１２、２１４、２１６、２１８よりも、コーナ領域２１１、２１３、
２１７及び２１９でより小さなピクセル密度を有することが有利である。基本グラフィカ
ルな画像データまたはデータ形式またはデータ処理を著しく修正する必要なしに、スクリ
ーンを横切ってピクセル密度を変化させるのと同じ効果を得る様式で、広ＦＯＶディスプ
レイのスクリーン上に従来のグラフィカル画像をレンダリングすることも有利である。
【００３３】
　中心窩レンダリングが利用される場合、ピクセルの所定重要度に関する図２Ｃに示す中
央２０４は、視聴者の確定着目点に対応すると解釈されてもよく、着目点に対して、レン
ダリング・リソースが保存されることも有利である。
【００３４】
　さて、図３Ａ－３Ｃを参照する。コンピュータ・グラフィクス・レンダリングのための
視界フラスタムの例示的実施例が、従来の原理に従って描写されている。図３Ａは、その
フラスタムの斜視図であり、図３Ｂは、図３Ｂの同じフラスタムを平面図で描写する。図
３Ｃは、生じる対応スクリーン空間を表す。
【００３５】
　図３Ａ及び３Ｂに示すように、フラスタムは、投影３１６の中心によって定義される先
端を切った角錐であると解釈してもよい。投影３１６の中心は、シーンが見られている視
点を定義する眼または仮想カメラに対応すると解釈されてもよい。フラスタムは、グラフ
ィクスがレンダリングされるべき視界ボリュームを定義する近クリップ面３１０及び遠ク
リップ面３１２を含む。すなわち、フラスタム内のボリュームは、視界ボリュームを定義
する。図面内に別個に標識していないが、フラスタムの左面、右面、頂面及び底面によっ
て定義される視界フラスタム平面は、廃棄面であると解釈されてもよい。なぜなら、この
面を越えてレンダリングされたオブジェクトは、スクリーンの外に位置するので破棄して
もよいからである。左、右、頂及び底クリップ平面は、この図に示していないが、側面に
対してのクリップの必要を最小化するようクリッピング保護帯域を設けるために、典型的
に、非常に広い視野を有するように構成される。図３Ａ－３Ｂは、また、視認平面３２０
を示す。その上へ、ワールド空間の三次元シーンが、レンダリング中に演算されるスクリ
ーン空間変換を介して投影される。視認平面３２０は、ディスプレイ上への提示のために
グラフィックスがレンダリングされるスクリーン空間を定義する二次元平面に対応する。
一つの態様による視認方向は、視認平面垂直線３２９によって定義されてもよく、投影３
１６の中心からシーンが見られる方向に類似することになる。図３Ａ及び３Ｂでは、視認
平面３２０が視界ボリューム３１４内に位置するように表されているが、近クリップ面３
１０及び遠クリップ面３１２に平行な方位で、シーン内のどこに位置してもよく、また、
シーンをワールド空間からスクリーン空間へ変換する原理は同じである。
【００３６】
　視界ボリューム３１４内に位置する視認平面３２０のウィンドウ、すなわち長方形状の
ウィンドウ３２２は、グラフィックスがレンダリングされるスクリーン空間を定義する。
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このウィンドウ３２２は、シーンの、複数のスクリーン空間ピクセルからなる「表示ウィ
ンドウ」または「ビューポート」に対応する。視界ボリューム内に位置する一つ以上のオ
ブジェクト３１８は、スクリーン空間表示ウィンドウ３２２に投影されるが、視界ボリュ
ームの外側にあるオブジェクトまたはオブジェクトの一部分、例えばオブジェクトの三角
形プリミティブ、例えばオブジェクト３１９は、変換後のオブジェクトの各々が、更なる
ピクセル毎処理のためのラスタライゼーション中にスキャン変換される前に、映らないよ
うクリップされることになる。
【００３７】
　視認平面３２０及びスクリーン空間表示ウィンドウ３２２に対しては、同次座標が使用
される。その概念は、図３Ｂの投影線３２４によって明確に示されている。図３Ｂの投影
線３２４は、また、視認平面３２０の位置が問題にならない理由を明確に示しており、フ
ラスタム内に、またはそれの外に存在可能なことを概念的に理解できる。オブジェクト３
１８の頂点の同次座標は、視聴者の意図した視点３１６から見た場合の、それら頂点のス
クリーン空間３２２位置に直線的に対応する。ワールド空間と任意の視界に対する同次座
標空間との間の変換は、Ｚ軸に関わる視認方向とＸ及びＹ座標軸に関わるビューポート方
位とを位置合わせする線形行列変換、その後の、しばしば「パースペクティブ・デバイド
」と呼ばれるＸ及びＹに対するＺでの除算を含む。
【００３８】
　図３Ａ－３Ｃに表す従来の実施例では、レンダリングのパラメータは、スクリーン空間
３２２全域に渡って同じである。例えば、特に、フラスタムは同じであり、クリップ面は
すべて同じであり、スクリーン３２２の視認方向及び同次座標空間はすべて同じである。
図３Ａ－３Ｃに示す従来の実施例が立体画像のために使用された場合、図３Ａ－３Ｃに示
す同じシーンに対して、異なる投影３１６の中心に位置する各々の眼に関する左右眼の視
界に対応する異なる２セットの視界を得ることは可能だろう。このケースでは、異なる左
右眼画像がレンダリングされるであろうが、それでも、左眼及び右眼画像の各々に対する
レンダリング・パラメータは、スクリーン空間出力画像の全域に渡って同一である。
【００３９】
　さて、本開示の二つの例示的実施例を描写する図４Ａ及び４Ｂを参照する。例示実施例
においては、出力画像に対応するスクリーン空間領域が、異なるゾーン（すなわち、Ｚ１
、Ｚ２、Ｚ３等）へ分割され、スクリーンの各ゾーンが、異なるパラメータを使用してレ
ンダリングされる。
【００４０】
　図１Ａ－１Ｃに関して先に説明した原理を参照すると、特定のインプリメンテーション
においては、スクリーン空間４２２が、平坦ではないように、例えば、ＨＭＤ等のための
広ＦＯＶディスプレイに対応する（湾曲スクリーンを有する）図示の表示システム４２５
に対してレンダリングされるのが有利であろう。図４Ｂは、図４Ａに表す実施例に類似し
ているが、スクリーン空間４２０が、より多数のゾーンＺへ分けられている。各例示実施
例における各ゾーンＺは、同じ視界位置で、しかし異なる視認方向４２９（例えば、図に
示すような異なる視認平面垂直線）、及び、各々に対応する異なるビューポートを使用し
てレンダリングされてもよい。この場合のすべてのゾーン・ビューポートの集合は、ピク
セル毎の立体角の相違が集約的に最小となるよう、また、ゾーン同士の重なりまたは全視
野を超える投影が最小な視野全体をカバーするように選択される。各ゾーンは、別個のレ
ンダリング目標（または複数のレンダリング目標の別個セット）にラスタライズされても
よく、また、結果として生じた複数の画像は、後処理ステップとして、単一広ＦＯＶディ
スプレイ画像を生成するよう合成されてもよい。これは、平坦でない「スクリーン」４２
２へ、シーン内のオブジェクトを変形させることを近似する。
【００４１】
　図４Ｃに示すように、点４１６は、すべての図示ゾーン・フラスタムの共通視点である
。線分４１０及び４１２は、各々、ゾーンＺ６内のオブジェクトに対する視界ボリューム
４１４を定義するゾーンＺ６に対して、近クリップ面及び遠クリップ面に対応する。類似
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の各視界ボリューム及び近クリップ面及び遠クリップ面が、各々の視界フラスタムに対す
るゾーンＺ４及びＺ５についても図示されている。各ゾーンは、異なる視認方向４２９を
有し、そのため、異なる同次座標空間を有するが、すべてが共通視点４１６を共有するた
め、各ゾーン・フラスタムの視認平面と全視野平面４２２との間には、単純な射影変換が
ある。したがって、シーンを、各ゾーンに対する別個のスクリーン空間画像へレンダリン
グした後、出力を表示する前の最終ステップとして単一全視野出力画像を合成するために
、シーンの各ゾーン画像に対して射影変換を適用することが可能である。上記図１及び２
を参照し、特定の大きさを有するラスター・タイルを利用するスキャン変換プロセスを考
察することによって、その利点は認識できる。中心から離れたゾーンに関しては、同じシ
ーン・ジオメトリーが、より小さなピクセル領域を有する平面へ投影されるが、それでも
、角度のある空間内には目標最小ピクセル密度が維持される。したがって、レンダリング
される全ピクセル領域が縮小され、このことは、ピクセル・シェーディング及びハードウ
ェア・ピクセル処理の負担への相応な減少、及び、出力品質に有意な損失を生じさせるこ
となくレンダリング効率の相応な増加をもたらす。
【００４２】
　さて、本開示のもう一つの例示的実施例を表す図５Ａ及び５Ｂを参照する。この実施例
は、異なるゾーン内で異なるレンダリング・パラメータを使用する。図５Ａ及び５Ｂは、
シーン・ジオメトリーを投影するために使用されるスクリーン空間５２２の画像を描写す
る。この例示的実施例におけるスクリーン空間は、九つのゾーン（Ｚ１、Ｚ２等）へ分割
されており、スクリーン空間５２２の異なるゾーンは、同じ同次座標及び同じ視界フラス
タムに関して演算されてもよいが、同次座標からスクリーン空間ピクセルへは、異なる線
形変換で演算される。シーン・レンダリング中、オブジェクトまたはプリミティブの、そ
れらが交差しないゾーンへのレンダリングを破棄するために、視点及びゾーン境界によっ
て定義される平面に対するテストが用いられてもよい。任意のプリミティブがレンダリン
グされるべきゾーンを決定するのに使用される平面を生成するために、ゾーン間の分割が
利用されてもよい。この場合、プリミティブがピクセル座標へラスタライズされる点に到
達するときにプリミティブを「インターセプトする」ために、異なるスクリーン空間変換
パラメータが使用され、各ゾーン内に、そのゾーン内のピクセル密度を変化させるよう異
なるスケールが適用される。この実施例では、例えば、図５Ａの異なるゾーンＺ４、Ｚ５
及びＺ６に対して示すように、各ゾーンの視認方向５２９は同じであるが、例えば、平坦
でない「スクリーン」へのレンダリングを近似するために、スクリーン空間変換は、ワー
ルド空間ジオメトリー内の頂点を、それらが視認平面５２２に到達する前に「インターセ
プトする」よう演算される。
【００４３】
　これをより良く表すために、図５Ｂは、また、ワールド・ジオメトリー内のプリミティ
ブ５２７について例示的実施例、より具体的には三角形プリミティブを示す。この実施例
では、三角形５２７は、スクリーン空間内の二つの異なるゾーン、すなわちゾーンＺ５及
びＺ６に重なる。図５Ｂは、また、異なるゾーンが、異なるスクリーン空間変換パラメー
タを有するため、三角形５２７がどのように同次座標からスクリーン空間ピクセル座標へ
、異なるゾーンで異なって変換されるのかを示す。ゾーンＺ６内の水平方向の「潰れ」に
注目する。この実施例においては、一つのスクリーン軸に沿って任意のスクリーン空間領
域内のプリミティブを「潰す」レンダリング・パラメータが、一つ以上のエッジ・ゾーン
、例えばゾーンＺ２、Ｚ４、Ｚ６及びＺ８に対して選択されてもよい（例えば、ゾーンＺ
４及びＺ６についてはスクリーンの水平方向Ｘ軸、またはゾーンＺ２及びＺ８については
スクリーンの垂直方向Ｙ軸に沿って押し潰される）。さらに、一つ以上のコーナ・ゾーン
について両スクリーン軸に沿ってジオメトリーを更に押し潰すよう、異なるゾーンが選択
されてもよい（例えば、ゾーンＺ１、Ｚ３、Ｚ７及びＺ９については、水平及び垂直軸の
両方に沿った潰れとなる）。中心から離れたゾーンに対しては、同じシーン・ジオメトリ
ーが、より小さなピクセル領域へレンダリングされるが、それでも、角度のある空間内に
は目標最小ピクセル密度が維持される。したがって、レンダリングされる全ピクセル領域
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が縮小され、このことは、ピクセル・シェーディング及びハードウェア・ピクセル処理の
負担への相応な減少、及び、出力品質に有意な損失を生じさせることなくレンダリング効
率の相応な増加をもたらす。
【００４４】
　図４Ａ－４Ｃと図５Ａ及び５Ｂのレンダリング・パラメータ間の違いは、シーン・ジオ
メトリーをスクリーン空間へ変換する全体的なプロセスを参照することで理解できる。
【００４５】
　図４Ａ－４Ｃの実施例におけるシーンの頂点位置は、異なる視認方向に対応する異なる
同次座標空間を使用して演算されてもよい。特定のインプリメンテーションにおいては、
異なる同次座標空間内のこれら頂点位置は、頂点シェーダから出力されてもよい。その後
、同次座標空間からスクリーン空間へ頂点を投影するために、各ゾーンに対してスクリー
ン空間変換パラメータが使用されてもよい（例えば、シーン・ジオメトリーを視認平面へ
投影してもよい）。これは、異なる視認方向に対応する異なるビューポートへプリミティ
ブ頂点を投影することに類似している。
【００４６】
　図５Ａ及び５Ｂの実施例においては、プリミティブの頂点位置は、同じ視認方向に対応
する各ゾーン内の同じ同次座標空間を使用して演算されてもよく、頂点シェーダから単一
共用同次座標空間内にプリミティブ頂点の位置を出力することが可能になる。その後、プ
リミティブ・アセンブリ中に、プリミティブが、ラスタライゼーションのために同次座標
空間からスクリーン空間ピクセルへ変換されてもよいが、この際に、各ゾーンに対して、
異なるスクリーン空間変換パラメータを利用してもよい。
【００４７】
　頂点シェーダから単一共用同次座標空間内にプリミティブ頂点の位置を出力することは
可能であるが、そうすることは必須ではなく、また他の点を考慮すると、望ましい場合も
、または望ましくない場合もある。例えば、すべての出力ゾーン間で単一の頂点シェーデ
ィングの再使用を可能にするためのハードウェアが存在するならば、単一の頂点シェーデ
ィングがすべてのゾーンに適用可能なよう、同じ同次座標空間を共有することが要求され
るであろう。しかし、そのようなハードウェアが存在しないならば、各ゾーンが、異なる
同次空間を有する場合にのみ、既存の三角形カリング・ハードウェアがゾーン境界を間引
くことになるため、同じ空間を共有することは、他の手段によって処理されるべき内部ゾ
ーン境界での間引きの必要を導入することになるであろう。
【００４８】
　いくつかのインプリメンテーションでは、プリミティブ毎のゾーン・インデックスが、
オブジェクト・メッシュのプリミティブ連結性を定義する頂点インデックス・データに埋
め込まれてもよい、または、別個のバッファとして供給されてもよい。
【００４９】
　いくつかのインプリメンテーションにおいては、ＧＰＵに供給される頂点インデックス
・データ及びゾーン・インデックスは、プリミティブがカバーする可能性のあるプリミテ
ィブ毎のゾーン・インデックスのみを含むよう、ライタによって更に間引かれてもよい。
【００５０】
　いくつかのインプリメンテーションでは、ＧＰＵに供給される頂点インデックス・デー
タ及びゾーン・インデックスは、ハードウェアのプリミティブ・アセンブリ・ユニットが
プリミティブを間引くであろうことが判定できるプリミティブを取り除くよう更に間引か
れてもよい。
【００５１】
　いくつかのインプリメンテーションにおいては、プリミティブ毎のゾーン・インデック
ス及び、可能なら、間引かれた頂点インデックス・データが、ＣＰＵによって、またはＧ
ＰＵ上で稼働中の計算シェーダによって、ＧＰＵへ供給されてもよい。
【００５２】
　さて、本開示のもう一つの例示的実施例を示す図６を参照する。これは、スクリーン空
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間６２２内の異なるゾーンに対して異なるレンダリング・パラメータを使用する。この実
施例では、二つの異なるゾーンが描写される。例えば、スクリーン空間の中央、または中
心窩レンダリングのためのスクリーン空間内の着目点、または両方に相当するゾーンＺ１
、及び、スクリーン空間のエッジ及び境界領域、または中心窩レンダリングのための着目
点の外側、または両方に相当するゾーンＺ２。この実施例では、同じ同次座標空間及び視
認方向が、同じフラスタム及びスクリーン空間変換パラメータと共に、複数のゾーンに渡
って使用される。しかし、この実施例における異なるゾーン（スクリーンの異なる領域）
は、例えば、異なるピクセル密度、サンプル密度、異なるピクセル形式、それらの組み合
わせを有してもよい。または、異なるゾーンに対して異なる忠実度を生じる可能性を秘め
た他の異なるレンダリング・パラメータを有してもよい。例えば、この実施例におけるゾ
ーンＺ２は、グラフィクス・レンダリング・リソースの割り当てに関して、ゾーンＺ１に
比べ重要度が低いと決定されてもよい。したがって、ゾーンＺ２は、低ピクセル密度また
は低忠実度レンダリング・パラメータを使用してレンダリングされてもよい。シーン・レ
ンダリング中、交差しないゾーンへのオブジェクトまたはプリミティブのレンダリングを
破棄するために、視点及びゾーン境界によって定義される平面に対するテストが行われて
もよい。
【００５３】
　本開示の態様によれば、異なるゾーンは、複数のレンダリング・パラメータが異なって
もよいことに注意すべきである。すなわち、異なるゾーンは、二つ以上のレンダリング・
パラメータが異なる。また、異なるゾーンが、本文で説明するレンダリング・パラメータ
の組み合わせにおいて異なることも可能である。例えば、異なるゾーンは、上述のレンダ
リング・パラメータの組み合わせにおいて異なってもよい。さらに、特定のインプリメン
テーションでは、異なるゾーンが、図４－６を参照して上述したパラメータを超えて、ま
たはそれらの代わりに、他のレンダリング・パラメータにおいて異なることも可能である
。例えば、特定の態様によれば、異なるゾーンは、相互に異なるピクセル形式を利用して
もよい。追加の態様によれば、異なるゾーン内に、異なる複数のレンダリング目標（ＭＲ
Ｔ）パラメータが使用されてもよい。実施例として、限定することなく、一つのゾーンは
、他のゾーンのためにレンダリング・リソースを保存するよう、他のゾーンに比べ、レン
ダリング目標位置毎に、より少ない複数のレンダリング目標をサポートしてもよい。
【００５４】
　特定の事例では、シーンのオブジェクトが、そのジオメトリーがスクリーンに対する出
力画像としてレンダリングされる際に、単一フレーム内で複数のゾーンに重なる、または
「覆う」ことに注意すべきである。結果として、特定のインプリメンテーションでは、パ
イプライン内の一つ以上のステージで、オブジェクトが重なる異なるゾーンの異なるレン
ダリング・パラメータを使用して、同じオブジェクトを再レンダリングすることが必要な
場合も起こる。図７Ａ－７Ｃは、スクリーン空間表示ウィンドウ７２２を表し、各々が、
異なるレンダリング・パラメータを有する複数の異なるゾーンを含む。実施例の各々にお
いて、画像内のオブジェクト７１８の少なくとも一つは、複数のゾーン（Ｚ１、Ｚ２等）
に重なり、図７Ａ－７Ｃに図示の各オブジェクトに対する数字は、そのオブジェクトが例
示実施例内で覆う異なるゾーンの数に対応する。
【００５５】
　図７Ａに示すインプリメンテーションにおけるゾーンＺ１は、ユーザーの凝視に対する
着目点に対応し、ゾーンＺ２は、着目点の外側の周辺ゾーンに対応してもよい。この場合
、後者は、視聴者の視力が最大となる着目点Ｚ１に対してレンダリング・リソースを保存
するよう、一つ以上の異なるレンダリング・パラメータでレンダリングされてもよい。特
定のインプリメンテーションにおけるゾーンＺ１に対する着目点は、凝視追跡システムか
ら動的にリアルタイムで判定されてもよい。このことは、スクリーン上のゾーンＺ１及び
Ｚ２の位置が、経時的に動的に変化可能であることを意味し、視聴者の凝視方向の変化に
応じ、例えば、異なるフレームを覆うよう変化し、グラフィクスは、検出変化に応じて、
リアルタイムにレンダリングされてもよい。図７Ａに示す実施例におけるゾーンＺ１は、
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高解像度領域であってもよく、スクリーンの同次座標が、異なるゾーンに対して同じであ
っても、ユニークなＭＲＴ、フラスタム、スクリーン空間変換及びピクセル形式を有して
もよい。ゾーンＺ１に重なるオブジェクトは、オブジェクトが重なる異なるゾーンの数に
対応して、ピクセル処理の前に２回リプレイされる必要があることに注意すべきである。
【００５６】
　図７Ｂは、本開示のもう一つの例示的インプリメンテーションを表す。図７Ｂに示す実
施例におけるゾーンは、ユニークなＭＲＴ、スクリーン空間変換及びピクセル形式を有し
てもよい。この実施例におけるゾーンは、同じ同次座標を有してもよく、フラスタムを共
有してもよい。図７Ｂに表す実施例に同様にゾーンが配置された場合、左右のエッジ・ゾ
ーン、例えばＺ４及びＺ６、及び、恐らく、頂部及び底部のエッジ・ゾーン、例えばＺ２
及びＺ８が、他のゾーンとは異なる相互に同じレンダリング・パラメータを有することが
可能であることに留意すべきである。同様に、コーナ・ゾーン、例えばＺ１、Ｚ３、Ｚ７
及びＺ９は、他のゾーンとは異なる相互に同じレンダリング・パラメータを有することが
可能である。換言すると、各ゾーンは、レンダリング・パラメータのユニークなセットを
有するスクリーン画像の異なるセクションと見なしてもよく、特定のインプリメンテーシ
ョンにおけるスクリーン画像は、Ｚ１、Ｚ３、Ｚ７及びＺ９の位置に対応するビューポー
トのコーナ領域が同一ゾーンに属し、同様に、Ｚ４及びＺ６またはＺ２及びＺ８に対応す
るエッジ領域が同一ゾーンに属するように分割されてもよい。これは、例えば、異なるゾ
ーンの唯一異なるレンダリング・パラメータが、ピクセル形式またはサンプル密度である
場合、真になり得る。しかし、異なる視認方向が利用される場合は、異なるゾーンである
。特定のインプリメンテーションにおけるゾーンのパラメータは、ピクセルの所定の相対
的重要度に基づいて、例えば図１及び２に関する上述の原理に従って選択されてもよい。
【００５７】
　図７Ｃは、本開示のもう一つの例示的インプリメンテーションを表す。この実施例にお
ける異なるゾーンは、ＭＲＴ及びピクセル形式を共有しながら、異なるゾーンに対するユ
ニークな同次座標空間に定義される頂点位置を有してもよく、また、異なるフラスタム及
びスクリーン空間変換を使用してもよい。注目すべきことは、図７Ａ－７Ｃに示すインプ
リメンテーションは、実施例であり、本開示の態様に従う多数の異なる様式で、ゾーン・
レイアウト及びゾーンのレンダリング・パラメータの違いを変更または組み合わせること
が可能であることである。
【００５８】
　特定のインプリメンテーションでは、効率的なグラフィクス・レンダリング・プロセス
は、レンダリング・パイプラインの一つ以上のステージに対して別個に、オブジェクト全
体をレンダリングする必要があってもよい。このことは、図７Ａ－７Ｃの例示実施例にお
けるオブジェクト７１８上の数字が、オブジェクトがレンダリングされる必要回数に対応
することを意味する。より具体的には、スクリーン空間変換のパラメータが異なる、及び
／または同次座標空間が、上述のものに類似の方式で、異なるゾーンに対して異なるもの
等の、特定のインプリメンテーションにおけるオブジェクトは、スクリーン空間ピクセル
におけるスキャン変換が可能で、且つ更なるピクセル毎処理のためにフラグメントが生成
される前に、オブジェクトが重なる各ゾーンに対してユニークに処理される必要があって
もよい。したがって、本開示の態様は、グラフィクス・パイプラインにおけるピクセル処
理ステージに到達する前の、オブジェクトの効率的再レンダリングのためのシステム及び
方法を含む。
【００５９】
　概して、任意のオブジェクトに対してドロー・コールが発せられる前に、例えばコマン
ド・バッファを介して、特定の入力データが設定される必要がある。コマンド・バッファ
は、典型的に、フラスタムのパラメータ、ＭＲＴ等のレンダリング・パラメータに対して
設定されるレジスターを含んでもよい。複数のゾーンによってカバーされるオブジェクト
に対して、このことは、オブジェクトが、それが重なるゾーンの各々からのパラメータで
設定されるデータを必要とすることを意味する。一つのゾーンまたは他のゾーン内に入る
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オブジェクトの一部分に対してレンダリングが実行されると、異なる各々のレンダリング
・パラメータに対して、新しいコンテクストが使用される必要があってもよい。通常、本
質的にオブジェクト単位で、各頂点に対する頂点シェーディング演算が実行されるが、こ
のことは、特定のゾーン及び対応するレンダリング・パラメータが、異なるゾーンに基づ
き、オブジェクトに対する頂点から頂点へ変化してもよいことを意味するので、これは、
複数のゾーン内に頂点、例えばスクリーン領域の異なる複数のゾーンに位置する頂点を有
するオブジェクトに対しては非効率になる可能性がある。
【００６０】
　したがって、図８は、コマンド・バッファを介して、スクリーン空間内の異なるゾーン
へ効率的にレンダリングする例示的インプリメンテーションを表す。図８に示すように、
オブジェクトに対するドロー・コールの前に、レンダリング・パラメータの各々の異なる
セットが、メモリ内に設定され、８３０に示すように、ゾーン・インデックスを介して各
々のゾーンに関連付けられてもよい。これは、オプションとして、各々の異なるゾーンに
対するレジスター内にレンダリング・パラメータのセットを設定し、これらのレジスター
の各々に、ゾーン・インデックスでインデックス付けを行うことを含んでもよい。８３０
で設定されるレンダリング・パラメータ・コンテクストは、全フラスタム、ＭＲＴ及び他
のレンダリング・パラメータを含んでもよい。
【００６１】
　８３２に示すように、各オブジェクトに対するドロー・コールの前に、オブジェクトが
重なる各ゾーンが、例えばアプリケーションによって確定され、そのオブジェクトに対し
て設定されてもよい。これは、スクリーン領域内でオブジェクトが覆う各ゾーンに対して
、オブジェクト毎に、そのオブジェクトに対するゾーン・インデックスを設定することを
含んでもよい。ゾーン・インデックスは、８３０で設定されたスクリーン領域のゾーンに
対する適切なレンダリング・パラメータ・コンテクストに関連付けられてもよい。
【００６２】
　これは、複数のゾーンの異なる頂点に対応する可能性があるオブジェクトの異なる頂点
での、頂点シェーディング操作のためのコンテクスト切り換えに関連する大きなオーバヘ
ッドを回避する。その理由は、異なるゾーン・レンダリング・パラメータの異なるコンテ
クスト間での頻繁な切り替わりは、レンダリング効率を悪化させる可能性があるためであ
る。そのかわりに、スクリーンの異なるゾーン内の同じオブジェクトの異なる頂点は、頂
点処理中に陰影付けが行われるので、ゾーン・インデックス・コンテクストのみを切り換
えてもよい。これは、ゾーン・インデックスが、本質的に単一数字のみでもよく、レンダ
リング・パラメータのコンテクスト全体に比べ、データの非常に小さなセットに相当する
ため、スクリーンの異なる部分を異なるレンダリング・パラメータでレンダリングする際
に、効率を著しく向上させる可能性がある。
【００６３】
　図８に示すように、オブジェクトの各々、例えばフレームの各オブジェクトに対してド
ロー・コール８３４が発せられてもよい。ゾーン・インデックス／コンテクストを設定す
ること、及び、ドロー・コールを発することは、グラフィクスＡＰＩを介して実行されて
もよい。また、方法８００は、ドロー・コール８３４に従ったオブジェクトの頂点に対す
る頂点シェーディング演算８３６を含んでもよい。この図示インプリメンテーションにお
けるオブジェクトの各頂点は、８３２で設定されたゾーン・インデックスで示される各ゾ
ーンのパラメータで、陰影付けが行われてもよい。換言すると、オブジェクトは、このス
テージで、オブジェクトが重なる各ゾーンに対して、例えば図７の実施例に示す数に従っ
て、再レンダリングされてもよい。したがって、各々異なる２セットのレンダリング・パ
ラメータで、スクリーンの二つのゾーンを覆うオブジェクトに対しては、頂点シェーダが
、各ゾーンに対するレンダリング・パラメータのユニークなセットで、オブジェクトの各
頂点を処理するため、頂点シェーダの呼出し回数が２倍になる可能性がある。図８に表す
インプリメンテーションにおいては、オブジェクトが、関連ゾーン・インデックスに従っ
て、頂点シェーダ内でスクリーン空間の異なるゾーンに対して再レンダリングされるため
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、スクリーンの異なるゾーンに対しては、異なる同次座標空間を利用することが可能であ
る。そのとき、頂点シェーダは、各ゾーンに対するユニークな同次座標で、オブジェクト
の頂点の位置を出力してもよい。
【００６４】
　例えば、テクスチャ・コーディネート、明暗値、色などの種々のパラメータ値の操作を
介して、任意のオブジェクトに対してすべての頂点が陰影付けられた後、オブジェクトの
頂点及びパラメータは、プリミティブ・アセンブリ８３８へ通過してもよく、そこで、プ
リミティブ、例えば三角形を定義するオブジェクトの頂点は、（しばしば「ビューポート
」とも呼ぶ）スクリーン空間表示ウィンドウへマッピングされてもよい。このことは、投
影及び座標空間変換を演算する、並びに、異なるゾーンのレンダリング・パラメータに従
ってプリミティブを視界フラスタムへクリップする種々の操作を介して行われる。プリミ
ティブ・アセンブリ・ユニットの出力は、８４０に示すように、スクリーン空間内の別個
のピクセルへのスキャン変換のためのラスタライザーへ渡されてもよい。図示のインプリ
メンテーションにおいては、スクリーン空間内の異なるゾーンが、８３０で設定された異
なるゾーンのレンダリング・パラメータに応じて、異なるクリップ平面、視認フラスタム
、スクリーン空間変換パラメータ等の、プリミティブ・アセンブリ操作８３８のための異
なるパラメータを有することが可能である。
【００６５】
　各プリミティブがラスタライズされた後、関連フラグメント及びピクセル値は、表示の
ために最終フレームが生成される前に、レンダリング・パイプラインの後のピクセル処理
ステージで更に処理されてもよい。
【００６６】
　さて、本開示の追加の態様によるもう一つの方法９００を表す図９Ａを参照する。概し
て、図９Ａに表す例示的な方法９００においては、複数のゾーンに重なるオブジェクトの
ために、そのオブジェクトのプリミティブが受信される。各々の受信プリミティブに対し
て、オブジェクトが重なるスクリーン空間内の各ゾーンのために、各ゾーンのレンダリン
グ・パラメータに従って、新しいプリミティブがアセンブルされてもよい。換言すると、
複数のゾーンに重なるオブジェクトに対して、それのプリミティブの各々が、異なるゾー
ンの各々に対して再アセンブルされてもよく、プリミティブ・アセンブリ中に、異なる視
界フラスタム、異なるクリップ平面、異なるスクリーン空間変換などの異なるパラメータ
を含んでもよい。
【００６７】
　９３３に示すように、プリミティブのバッチが、オブジェクトに属していてもよい。９
３５に示すように、頂点シェーダが呼び出され、バッチ内の各頂点に対して、頂点シェー
ディング演算が実行されてもよい。この実施例では、頂点シェーダが、オブジェクトが重
なる各々のゾーンに対してユニークに呼び出される必要はない。そのため、頂点シェーダ
・オーバヘッドは、従来の方法に比べ増加しない。むしろ、このインプリメンテーション
においては、後のプリミティブ・アセンブリ中に、異なるレンダリング・パラメータを初
めて適用することが可能である。
【００６８】
　９３８に示すように、プリミティブ・アセンブラは、受信プリミティブのバッチから、
ラスタライゼーションのためにスクリーン空間へプリミティブをアセンブルしてもよい。
この実施例におけるプリミティブ・アセンブリは、９３９に示すように、オブジェクトが
覆うスクリーンの各ゾーンに対して、反復的に実行されてもよい。したがって、プリミテ
ィブのオブジェクトが重なる各ゾーンに対するユニークなプリミティブ・アセンブリ・レ
ンダリング・パラメータで、ゾーンの数に従って、オブジェクトのプリミティブのバッチ
内の各プリミティブを再アセンブルしてもよい。９４０に示すように、生成されたプリミ
ティブの各々は、それから、更なるピクセル処理のために、目標ゾーンのスクリーン空間
へスキャン変換されてもよい。
【００６９】
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　ゾーンに対する繰返し処理がプリミティブ・アセンブリ・ユニットによって提供される
ケースに対しては、オブジェクト毎にゾーン・インデックスを付与する複数の方法がある
。実施例として限定することなく、ゾーン・インデックスは、グラフィックス・メモリ内
にアレイとして供給されてもよい。アレイは、例えば、コマンド・バッファ内に埋め込ま
れてもよい、またはコマンド・バッファ内のポインターを介してアクセスされてもよい。
オブジェクト毎のゾーン・インデックスは、ＣＰＵによって、またはＧＰＵ上で実行中の
演算シェーダによって、そのようなバッファを介してＧＰＵへ供給されてもよい。
【００７０】
　図９Ｂは、図９Ａの方法による一つの方法の追加の態様を表す概略図である。図９Ｂに
示す実施例プロセスは、プリミティブ・アセンブリ（ＰＡ）ユニット９３８が、対応オブ
ジェクトが重なる各ゾーンに対して反復的にプリミティブを再アセンブルするときに、プ
リミティブ演算の繰返しを保持するために、ＦＩＦＯ（第一の入力、第一の出力）バッフ
ァ９４１を利用してもよい。
【００７１】
　図９Ｂに示す実施例は、シーン内のオブジェクトの頂点のパラメータを処理するために
頂点シェーダを呼び出すように構成された頂点シェーダ呼出しモジュール９４３を含む。
同時発生的に、それら頂点に関連する連結性データが、プリミティブ・バッファ９４１へ
送信されてもよい。プリミティブ・バッファは、プリミティブがどのように頂点のグルー
プから構成されるのかに関する情報を含み、また、各プリミティブがレンダリングされる
べきゾーンに関する情報を含む。
【００７２】
　頂点シェーダは、頂点の種々のパラメータを操作するために、頂点シェーダ演算を実行
してもよく、頂点の位置は、頂点シェーダによって同次座標内に定義され、頂点シェーダ
から位置キャッシュ９４４へ出力されてもよい。プリミティブ・アセンブラ９３８は、プ
リミティブのバッチをプリミティブ・バッファから受信し、各々の指示されたゾーン、す
なわちプリミティブを含むオブジェクトが重なる各ゾーンに対して反復的に実行してもよ
い。その結果のピクセルは、それから、更なるピクセル処理のために、スキャン・コンバ
ータ（図示せず）へ送信されてもよい。
【００７３】
　図８に示すインプリメンテーションに比較した場合の、図９Ａ及び９Ｂのインプリメン
テーションの利点は、異なる同次座標空間内の異なる頂点位置が、各ゾーンに対する異な
るプリミティブ・アセンブリ操作に必要とされないため、頂点シェーダ・オーバヘッドが
、異なるゾーンに重なるオブジェクトに対して増加しなくてもよいことである。しかしな
がら、図９Ａ及び９Ｂに示す技術のみを用いる場合は、異なる視認方向を有するゾーンを
利用することは、頂点シェーダが典型的に、頂点の同次座標を演算するように構成される
ため、困難な場合がある。
【００７４】
しかし、特定のインプリメンテーションでは、図８と図９Ａ及び９Ｂに示す技術の組み合
わせを利用することが可能である。
【００７５】
　図１０Ａは、本開示の態様を実行するように構成された例示的グラフィクス・レンダリ
ング・パイプライン１０００ａを表す。図１０Ａに示す例示的レンダリング・パイプライ
ンには、異なるレンダリング・パラメータで、複数の異なるゾーンを有するスクリーンへ
オブジェクトをレンダリングするために、図８の方法８００を統合させてもよい。
【００７６】
　レンダリング・パイプライン１０００ａは、（本文中、しばしば「ワールド空間」と称
する）仮想空間内の三次元ジオメトリーであることが好ましいシーンを表す画像として、
グラフィクスをレンダリングするように構成されてもよい。しかしながら、潜在的に二次
元ジオメトリーであってもよい。レンダリング・パイプライン全体を通して、データは、
図中にグラフィックス・メモリ１０２０として概記された一つ以上のメモリ・ユニットか
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ら読まれ、それらへ書き込まれてもよい。グラフィックス・メモリは、レンダリング・パ
イプライン内で利用される種々のバッファ及びグラフィクス・リソースを含むビデオ・メ
モリ及び／またはハードウェア状態メモリを含んでもよい。グラフィックス・メモリ１０
２０の一つ以上の個々のメモリ・ユニットは、レンダリングの特定のステージにおけるデ
ータの性質に応じて、一つ以上のビデオ・ランダムアクセス・メモリユニット、一つ以上
のキャッシュ、一つ以上のプロセッサ・レジスター等として具現化されてもよい。したが
って、グラフィックス・メモリ１０２０は、グラフィクス・レンダリング・パイプライン
内で利用されるプロセッサ・アクセス可能メモリに言及する、と理解すべきである。特殊
なＧＰＵ等の処理ユニットが、パイプライン内の種々の操作を実行し、それに応じてグラ
フィックス・メモリ１０２０への読み書きを行うように構成されてもよい。
【００７７】
　パイプラインの初期ステージは、ワールド空間内で実行される操作を含んでもよい。そ
の後、シーンは、ラスタライズされ、ピクセル表示デバイス上の出力に適切な一セットの
個別画素としてスクリーン空間へ変換される。パイプライン全体を通して、グラフィック
ス・メモリ１０２０内に含まれる種々のリソースが、パイプライン・ステージで利用され
てもよく、ステージへの入力及び出力は、画像の最終値が決定されるまで、一時的に、グ
ラフィックス・メモリ内に含まれるバッファ内に記憶されてもよい。
【００７８】
　パイプラインの初期ステージは、パイプライン内の種々のレンダリング・ステージのた
めに特定の入力データ１０２２を設定するアプリケーション処理ステージ１０６１を含ん
でもよい。アプリケーション処理ステージ１０６１は、各々のユニークなゾーン・コンテ
クストに割り当てられた各々のゾーン・インデックス、例えば、レンダリング・パラメー
タ・データを含む各々のユニークなドロー・コンテクストに関連するゾーン・インデック
スと一緒に、１０６２に示すように、スクリーン領域の各ゾーンに対してレンダリング・
パラメータ・コンテクスト１０６３を設定することを含んでもよい。アプリケーション処
理ステージ１０６１が、例えば仮想空間内の一セットの頂点によって定義されたポリゴン
・メッシュとしてレンダリングするために、各オブジェクトを設定し、オブジェクトが覆
うスクリーン空間の各々のユニークなゾーンに対してゾーン・インデックス１０６４を設
定してもよい。１０６５に示すように、それから、各オブジェクトに対して、そのオブジ
ェクトが覆う一つ以上のゾーンのレンダリング・パラメータに従ってレンダリングされる
よう、ドロー・コールが発せられてもよい。特定のインプリメンテーションにおけるプロ
セス１０００ａは、異なるＣＰＵ及びＧＰＵ間で調整されてもよい。
【００７９】
　入力データ１０２２は、ゾーン・インデックス１０６４とそれらインデックスに関連す
る対応レンダリング・コンテクスト１０６３に応じて、一つ以上のレンダリング・パラメ
ータに従ってオブジェクトをレンダリングするために、種々のレンダリング操作を実行す
るようアクセスされ、利用されてもよい。レンダリング・パイプラインは入力データ１０
２２を操作してもよく、その入力データは、ワールド空間内に設定された一セットの頂点
によって定義された一つ以上の仮想オブジェクトを含んで、シーン内の座標に対して定義
されたジオメトリーを有してもよい。レンダリング・パイプライン１０００ａ内で利用さ
れる入力データ１０２２は、本開示の態様に従ってレンダリング・パイプライン内で処理
されるプリミティブに対応する頂点で構成されるシーン・ジオメトリーのポリゴン・メッ
シュ・モデルを含んでもよい。また、初期頂点ジオメトリーは、ＣＰＵによって実行され
るアプリケーション・ステージ中に、グラフィックス・メモリ内に設定されてもよい。パ
イプラインの初期ステージは、図中、頂点処理ステージ１０２４として概ね分類されるも
のを含んでもよく、これは、ワールド空間ジオメトリー内のオブジェクトの頂点を処理す
るための、種々の演算を含んでもよい。これは、頂点シェーディング演算１０２６を含ん
でもよく、その演算は、シーン内の頂点の種々のパラメータ値、位置値（例えば、Ｘ－Ｙ
座標及びＺ深度値）、色値、明暗値、テクスチャ・コーディネート等を操作してもよい。
頂点シェーディング演算１０２６は、一つ以上のプログラム可能な頂点シェーダによって
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実行されることが好ましい。頂点シェーディング演算は、オブジェクトが重なる各ゾーン
に対してユニークに実行されてもよく、オブジェクト・ゾーン・インデックス１０６４は
、頂点シェーディング１０２６中、使用すべきレンダリング・コンテクスト及びオブジェ
クト関連パラメータを決定し、それに応じて、後のラスタライゼーションのために頂点値
がどのように操作されるべきかを決定するために利用されてもよい。
【００８０】
　頂点処理ステージは、モザイク化とジオメトリー・シェーダ演算１０２８などの、追加
の頂点処理演算をオプションとして含んでもよく、その演算は、プリミティブを下位区分
し、ワールド空間内に新しい頂点及び新しいジオメトリーを生成するために使用されても
よい。頂点処理１０２４と呼ばれるステージが完了したら、パイプライン内のこのステー
ジで、一セットの頂点パラメータ値１０４６を各々有する頂点のセットによって、シーン
が定義される。この場合の頂点パラメータ値は、グラフィックス・メモリ内に記憶されて
もよい。特定のインプリメンテーションにおいては、頂点シェーダから出力される頂点パ
ラメータ値１０４６は、オブジェクトのゾーン・インデックス１０６４に従って、異なる
ゾーンに対する異なる同次座標で定義された位置を含んでもよい。
【００８１】
　それから、パイプライン１０００ａは、シーン・ジオメトリーをスクリーン空間、及び
、一セットの個別画素、すなわちレンダリング・パイプライン中に使用されるピクセルへ
変換することに関わるラスタライゼーション処理ステージ１０３０へ進行してもよい。注
意すべきは、用語ピクセルが必ずしも、最終表示バッファ画像におけるディスプレイ・ピ
クセル値に対応することを意味しないことである。仮想空間ジオメトリーは、オブジェク
ト及び頂点の投影をワールド空間から、ラスタライザーによってサンプリングされた複数
の個別スクリーン空間ピクセルで構成されるシーンの表示ウィンドウ（または「ビューポ
ート」）へ本質的に演算する操作を介して、スクリーン空間ジオメトリーへ変換されても
よい。本開示の態様によれば、スクリーン領域は、異なるレンダリング・パラメータを有
する複数の異なるゾーンを含んでもよく、これらパラメータは、異なるゾーンに対して異
なるラスタライゼーション・パラメータを含んでもよい。図示のラスタライゼーション処
理ステージ１０３０は、シーン内の頂点の各セットによって定義されたプリミティブを設
定するプリミティブ・アセンブリ操作１０３２を含んでもよい。各頂点は、頂点インデッ
クスによって定義され、各プリミティブは、これら頂点インデックスに対して定義されて
もよい。また、頂点インデックスは、グラフィックス・メモリ１０２０内のインデックス
・バッファ内に記憶されてもよい。プリミティブは、各々三つの頂点によって定義される
三角形を少なくとも含まなければならないが、点プリミティブ、線分プリミティブ及び他
の多角形形状を含んでもよい。プリミティブ・アセンブリ・ステージ１０３２中に、特定
のプリミティブが、オプションとして間引かれてもよい。例えば、頂点インデックス及び
同次座標空間位置が特定の湾曲状態を示すプリミティブは、後ろ向きであると見なしても
よく、シーンから間引かれてもよい。プリミティブ・アセンブリ１０３２は、プリミティ
ブ頂点に対するスクリーン空間変換を含んでもよく、この変換は、スクリーン領域の異な
るゾーンに対して異なるスクリーン空間変換パラメータをオプションとして含んでもよい
。
【００８２】
　プリミティブがアセンブルされた後、ラスタライゼーション処理ステージは、スキャン
変換操作１０３４を含んでもよく、この操作は、各々の個別ピクセルにおけるプリミティ
ブをサンプリングし、サンプルがプリミティブによってカバーされる場合、更なる処理の
ために、それらプリミティブからフラグメントを生成してもよい。本開示のいくつかのイ
ンプリメンテーションでは、スキャン変換１０３４は、各々のスクリーン空間ピクセル内
の複数のサンプルに対して、サンプル・カバレージを決定してもよい。
【００８３】
　スキャン変換１０３４中にプリミティブから生成されるフラグメント（または「ピクセ
ル」）は、生成に関与したプリミティブの頂点の頂点パラメータ値１０４６からピクセル
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の位置へ内挿されるパラメータ値を有してもよい。ラスタライゼーション・ステージ１０
３０は、これら内挿フラグメント・パラメータ値１０４８を演算するパラメータ補間操作
１０３６を含んでもよい。これらパラメータ値は、パイプラインの後期ステージにおける
更なる処理のための入力として使用されてもよく、パラメータ補間は、深度サンプルをカ
バーするプリミティブの頂点深度値からの、深度値の補間を含んでもよい。これらパラメ
ータ値は、構成に応じて、ピクセル・シェーダへの入力フラグメント値として使用されて
も、または使用されなくてもよい。
【００８４】
　方法１０００ａは、図中１０４０に概略を示す、内挿パラメータ値１０４８を更に操作
する更なるピクセル処理操作を含んでもよく、また、フラグメント及び／または内挿値が
、表示すべき最終ピクセル値にどのように寄与するのかを決定する更なる操作を実行して
もよい。これらピクセル処理タスクのいくつかは、フラグメントの内挿パラメータ値１０
４８を更に操作するために使用されるピクセル・シェーディング演算１０４２を含んでも
よい。ピクセル・シェーディング演算は、プログラム可能なピクセル・シェーダによって
実行されてもよく、ピクセル・シェーダ呼出し１０３８は、ラスタライゼーション処理ス
テージ１０３０中のプリミティブのサンプリングに基づいて始動されてもよい。
【００８５】
　ピクセル・シェーディング演算１０４２は、しばしばレンダリング目標１０４９と呼ば
れるグラフィックス・メモリ１０２０内の一つ以上のバッファへ値を出力してもよい。い
くつかのインプリメンテーションでは、複数のレンダリング目標（ＭＲＴ）が使用されて
もよい。このケースにおけるピクセル・シェーダは、各々のピクセル毎の、またはサンプ
ル毎の出力に対して、複数の独立値を出力することが可能であってもよい。本開示の特定
のインプリメンテーションでは、スクリーンの異なるゾーンに対する異なるＭＲＴパラメ
ータを使用することが可能である。ピクセル処理１０４０は、レンダリング出力操作１０
４４を含んでもよい。この出力操作は、しばしばラスタ演算（ＲＯＰ）として既知である
ものを含んでもよい。レンダリング出力操作１０４４は、ピクセル・シェーダによって処
理されたフラグメント値、及び、多分、ピクセル・シェーダによって処理されない内挿深
度値が、色バッファ及び／または深度バッファへ書き込まれるべきかどうかを判定するた
めに、深度テスト、ステンシル・テスト及び／または他の操作を含んでもよい。また、レ
ンダリング出力操作のいくつかは、ピクセル・シェーディング演算１０４２の後、または
、最適化としてのピクセル・シェーディング演算１０４２の前に実行されてもよい。レン
ダリング目標１０４９のサンプル毎の最終色値及び深度値は、レンダリング出力操作１０
４４に従って決定されてもよく、完結フレームを構築する最終表示ピクセル値が決定され
る前に、（しばしば「フレーム・バッファ」として既知である）表示バッファへ一つ以上
のバック・バッファとして記憶されてもよい。
【００８６】
　完結フレームは、上述のパイプライン操作に従う複数の異なるドロー・コールの結果で
あってよい。さらに、本開示のインプリメンテーションは、また、異なるレンダリング・
パラメータで、複数の異なるゾーンを有する出力表示画像へ演算された異なるスクリーン
空間画像を合成してもよい。オプションとして、出力表示画像のゾーン間の継ぎ目を隠す
ために、追加の後処理が使用されてもよい。この後処理は、例えば、複数の異なるドロー
・コールからのピクセル処理の後、オプションとして行われてもよいことにも注意すべき
である。
【００８７】
　また、パイプラインのどのステージも、ハードウェア・モジュール、ソフトウェア・モ
ジュール（例えば、一つ以上の個々の、または統一されたシェーダ・プログラム）、また
は、それらのいくつかの組み合わせで実行されてもよい。
【００８８】
　さて、もう一つの例示的実施例を表す図１０Ｂを参照する。図１０Ｂに示すインプリメ
ンテーションにおけるレンダリング方法１０００ｂは、図９に示す再レンダリング方法の
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態様を実行するように構成されてもよい。この実施例における方法１０００ｂは、図１０
Ａに示す実施例に共通の多くの特徴を含んでもよい。しかしながら、この実施例における
プリミティブ・アセンブラ１０３２は、図９に示す実施例に従って、対応オブジェクトが
覆う各ゾーンに対するビューポートへ、各プリミティブを反復的にマッピングするように
構成されてもよい。その結果、異なるゾーンを覆うオブジェクトに対する各々の異なるス
クリーン空間ゾーンへユニークにアセンブルされたアセンブル済プリミティブ１０６６の
バッチが生成されてもよい。
【００８９】
　さて、図１１を参照する。これは、本開示の態様に従ってグラフィクスをレンダリング
するように構成されたコンピューティング・システム１１００の例示的実施例を表す。シ
ステム１１００は、上述の態様に従って、アプリケーション１１６５のためにグラフィク
スをレンダリングするように構成されてもよい。本開示の態様によれば、システム１１０
０は、組み込みシステム、携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュ
ータ、携帯用ゲーム・デバイス、ワークステーション、ゲーム機などであってもよい。
【００９０】
　システムは概して、例えば、図８及び／または９の方法に共通な特徴を有する方法を実
行することによって、本開示の態様を実行するように構成されたプロセッサ及びメモリを
含んでもよい。例示実施例におけるプロセッサは、中央処理ユニット（ＣＰＵ）１１７０
、グラフィクス処理ユニット（ＧＰＵ）１１７１及びメモリ１１７２を含む。メモリ１１
７２は、ＣＰＵ及びＧＰＵの両方がアクセス可能なメイン・メモリ・ユニットをオプショ
ンとして含んでもよく、メイン・メモリの一部が、グラフィックス・メモリ１１５０の一
部をオプションとして含んでもよい。ＣＰＵ１１７０及びＧＰＵ１１７１は、各々、例え
ば、単一のコア、二つのコア、四つのコア、八つのコアまたはそれを超える、一つ以上の
プロセッサ・コアを含んでもよい。ＣＰＵ１１７０及びＧＰＵ１１７１は、データ・バス
１１７６を使用して、一つ以上のメモリ・ユニットにアクセスするよう構成されてもよく
、いくつかのインプリメンテーションでは、システム１１００が二つ以上の異なるバスを
含むことが有利である。
【００９１】
　メモリ１１７２は、例えばＲＡＭ、ＤＲＡＭ等のアドレス指定可能メモリを提供する集
積回路の形態で、一つ以上のメモリ・ユニットを含んでもよい。グラフィックス・メモリ
１１５０は、グラフィクス・レンダリング・パイプラインのために、グラフィクス・リソ
ース、グラフィクス・バッファ及び他のグラフィクス・データを一時的に記憶してもよい
。グラフィクス・バッファは、本開示の態様に従って、レンダリング・コンテクスト・デ
ータ及びゾーン・インデックスを保持するように構成されたコマンド・バッファ１１５９
を含んでもよい。グラフィクス・バッファは、例えば、頂点パラメータ値を記憶するため
の一つ以上の頂点バッファ、及び、頂点インデックスを記憶するための一つ以上のインデ
ックス・バッファを含んでもよい。グラフィクス・バッファは、また、一つ以上のレンダ
リング目標を含んでもよく、これらは、本開示の態様に従って演算されたピクセル／サン
プル値を保持する色バッファ及び深度バッファの両方を含んでもよい。バッファの値は、
本開示の態様に従って、スクリーンの異なるゾーンに対応する異なるレンダリング・パラ
メータを使用してレンダリングされたピクセルに対応してもよい。特定のインプリメンテ
ーションにおけるＧＰＵ１１７１は、ディスプレイ１１８６上への提示のために表示バッ
ファ１１９３からグラフィクス・フレームをスキャン出力するように構成されてもよく、
表示バッファは、本開示の態様に従って複数の異なるゾーンを有する出力表示画像を含ん
でもよい。
【００９２】
　ＣＰＵは、ＣＰＵコードを実行するように構成されてもよい。ＣＰＵコードは、（ビデ
オゲーム等の）描写グラフィクスを利用するアプリケーション１１６５、及び、アプリケ
ーション１１６５の状態に基づきＧＰＵ１１７１によって実行されるプログラムへドロー
・コマンドまたはドロー・コールを発するための対応グラフィクスＡＰＩ１１６７を含ん
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でもよい。ＣＰＵコードは、また、物理学的シミュレーション及び他の関数を実行しても
よい。
【００９３】
　ＧＰＵは、本開示の例示的インプリメンテーションに関して上記に考察したように稼働
するよう構成されてもよい。グラフィクスのレンダリングをサポートするために、ＧＰＵ
はシェーダ１１７３を実行してもよい。また、頂点シェーダ及びピクセル・シェーダを含
んでもよい。ＧＰＵは、また、他のシェーダ・プログラム、例えばジオメトリー・シェー
ダ、モザイク化シェーダ、演算シェーダ等を実行してもよい。ＧＰＵは特殊なハードウェ
ア・モジュール１１９８を含んでもよく、それらは、図１０Ａ及び１０Ｂに示すパイプラ
インに類似のグラフィクス・パイプラインの一つ以上のステージで、操作を実行するよう
に構成された一つ以上のテクスチャ・マッピング・ユニット及び／または他のハードウェ
ア・モジュールを含んでもよい。それらは固定関数演算であってもよい。シェーダ１１７
３及びハードウェア・モジュール１１９８は、最終ピクセル値がディスプレイへ出力され
る前に、パイプライン内の種々のステージで、メモリ１１５０及びバッファ内のデータを
入出力してもよい。本文に説明のグラフィック処理技術の態様を実行するためにシステム
１１００のプロセッサによって実行されるよう構成されたシェーダ１１７３及び／または
他のプログラムは、非一時的コンピュータ可読媒体内に命令として記憶されてもよい。Ｇ
ＰＵは、オプションとしてＧＰＵのハードウェア・モジュール１１９８内に具現化されて
もよいプリミティブ・アセンブリ・モジュール１１３８、シェーダ１１７３、またはそれ
らの組み合わせを含んでもよい。プリミティブ・アセンブリ・モジュール１１３８は、本
開示の態様に従って、スクリーン空間内の複数の異なるゾーンに対して受信プリミティブ
の演算を繰り返すように構成されてもよい。
【００９４】
　システム１１００は、また、例えば、バス１１７６を介してシステムの他の構成部品と
通信を行う周知のサポート機能１１７７を含んでもよい。そのようなサポート機能は、入
出力（Ｉ／Ｏ）素子１１７９、電源（Ｐ／Ｓ）１１８０、クロック（ＣＬＫ）１１８１及
びキャッシュ１１８２を含むが、これらに限定されるものではない。装置１１００は、オ
プションとして、プログラム及び／またはデータを記憶するために、ディスク・ドライブ
、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、フラッシュメモリ、テープ装置、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）
ドライブ等の大容量記憶デバイス１１８４を含んでもよい。デバイス１１００は、ユーザ
ーへ描写グラフィクス１１８７を提示するためのディスプレイ・ユニット１１８６、及び
、装置１１００及びユーザー間の相互作用を促進するユーザー・インターフェイス・ユニ
ット１１８８を含んでもよい。ディスプレイ・ユニット１１８６は、フラットパネルディ
スプレイ、ブラウン管（ＣＲＴ）スクリーン、タッチスクリーンの形態であっても、また
は、テキスト、数字、グラフィックシンボルまたは画像を表示可能な他のデバイスの形態
であってもよい。ディスプレイ１１８６は、本文で説明の種々の技術に従って処理された
描写グラフィクス１１８７を表示可能である。特定のインプリメンテーションにおける表
示デバイス１１８６は、頭部装着ディスプレイ（ＨＭＤ）または他の大きなＦＯＶディス
プレイであってもよく、システム１１００は、大きなＦＯＶディスプレイに対するレンダ
リング効率が最適化されるように構成されてもよい。ユーザー・インターフェイス１１８
８は、例えばキーボード、マウス、ジョイスティック、ライトペン、ゲーム・コントロー
ラ、タッチスクリーン、及び／またはグラフィカル・ユーザー・インターフェイス（ＧＵ
Ｉ）と併せて使用可能な他のデバイス等の、一つ以上の周辺機器であってもよい。特定の
インプリメンテーションにおいては、例えば、アプリケーション１１６５がビデオゲーム
を含むビデオ・ゲーム・インプリメンテーションでは、アプリケーション１１６５の状態
及びグラフィクスの基調をなすコンテンツが、ユーザー・インターフェイス１１８８を介
したユーザー入力によって少なくとも部分的に決定されてもよい。システム１１００は、
例えば、中心窩レンダリングを実行するために、ディスプレイ上の、視聴者の着目点を検
出するように構成された凝視トラッカー１１９９を含んでもよい。また、システム１１０
０は、応答してビューポート上の一つ以上のゾーンの位置を調節するように構成されても
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よい。凝視追跡ユニット１１９９は、カメラから検出されるユーザーの凝視方向に基づき
スクリーン上の着目点を検出するために、赤外線ＬＥＤまたは他の赤外線光源などの一つ
以上の光源、及び、赤外線カメラ等の一つ以上のカメラを含んでもよい。
【００９５】
　システム１１００は、また、デバイスがネットワークを介して他のデバイスと通信可能
なよう、ネットワーク・インターフェイス１１９０を含んでもよい。ネットワークは、例
えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、インターネット等のワイド・エリア
・ネットワーク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワークまたは他のタイプのネッ
トワーク等のパーソナル・エリア・ネットワークであってもよい。図示及び説明の、種々
の構成部品は、ハードウェア、ソフトウェアまたはファームウェア、または、これらの二
つ以上のいくつかの組み合わせで実行されてもよい。
【００９６】
追加の態様
　本開示の追加の態様は、スクリーン領域にマッピングすべき一つ以上のオブジェクトを
描写するグラフィクスの処理方法を含む。スクリーン領域は複数のゾーンを含み、各々の
ゾーンは、レンダリング・パラメータの異なるセットを有する。この方法は、メモリ内に
各ゾーンに対するレンダリング・パラメータ・コンテクストを設定すること、各ゾーンに
対してゾーン・インデックスを割り当てること、メモリ内にオブジェクトを設定すること
を含む。この方法におけるオブジェクトは、スクリーン領域の少なくとも二つのゾーンを
覆い、少なくとも二つのゾーンは、各々、少なくとも二つのゾーン・インデックスに割り
当てられる。また、上記オブジェクトの設定は、オブジェクトに対して少なくとも二つの
ゾーン・インデックスを設定することを含み、上記方法は、さらに、オブジェクトに対す
るドロー・コールを発することを含む。
【００９７】
　もう一つの追加の態様は、実行されると前述の方法を遂行するコンピュータ実行命令を
記憶したコンピュータ可読媒体である。
【００９８】
　更なる態様は、前述の方法を実行するための電磁または通信コンピュータ可読命令であ
る。
【００９９】
　さらにもう一つの態様は、通信ネットワークからダウンロード可能な、及び／またはコ
ンピュータ可読媒体及び／またはマイクロプロセッサ実行可能媒体に記憶されたコンピュ
ータ・プログラムであり、前述の方法を実行するためのプログラム・コード命令を含むこ
とを特徴とする。
【０１００】
　本開示の追加の態様は、スクリーン領域にマッピングすべき一つ以上のオブジェクトを
描写するグラフィクスの処理方法を含む。スクリーン領域は複数のゾーンを含み、各々の
ゾーンは、レンダリング・パラメータの異なるセットを有する。この方法は、スクリーン
領域の少なくとも二つのゾーンを覆うオブジェクトに属するプリミティブのバッチを受け
ること、プリミティブ・アセンブラでスクリーン空間へプリミティブの各々をアセンブル
することを含む。この方法において、プリミティブの各々をアセンブルすることは、各イ
テレーションで各々のゾーンの異なるセットのレンダリング・パラメータを使用して、プ
リミティブ・アセンブラで少なくとも２回（少なくとも二つのゾーンの各々に対して一度
）各プリミティブの演算を繰り返すことを含む。
【０１０１】
　もう一つの追加の態様は、実行されると前述の方法を遂行するコンピュータ実行命令が
記憶されたコンピュータ可読媒体である。
【０１０２】
　更なる態様は、前述の方法を実行するための電磁または通信コンピュータ可読命令であ
る。
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【０１０３】
　さらにもう一つの態様は、通信ネットワークからダウンロード可能な、及び／またはコ
ンピュータ可読媒体及び／またはマイクロプロセッサ実行可能媒体に記憶されたコンピュ
ータ・プログラムであり、前述の方法を実行するためのプログラム・コード命令を含むこ
とを特徴とする。
【０１０４】
　上記説明は本発明の好適実施例の詳細であるが、種々の変更、修正及び同等代替を適用
することが可能である。したがって、本発明の範囲は、上記説明の参照によってではなく
、その代わりに、添付の請求項及び同等代替の範囲を参照して決定すべきである。本明細
書で説明の特徴は、好適かどうかに関わらず、本明細書で説明の他の特徴と組み合わされ
てもよい。以下の請求項における不定冠詞「ａ」または「ａｎ」は、明確に否定されてい
ない限り、不定冠詞に続く品目の一つ以上の数量を表す。添付の請求項は、「のための手
段」と請求項内に明確に制限が記述されていない限り、手段及び機能制限を含むと解釈す
べきではない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図４Ａ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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