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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グラフィックス処理システムでデータを処理する方法であって、
　前記グラフィックス処理システムによって処理されるデータ処理にさらなるデータを必
要とする場合、
　前記グラフィックス処理システムが、
　前記グラフィックス処理システムによって処理されるべき前記データを処理するために
必要な前記さらなるデータがすでにメモリ内で利用可能な状態になっているかどうかをメ
モリから前記さらなるデータのフェッチを試みることにより判定するステップと、
　前記フェッチの試みでメモリから前記さらなるデータが返らないことに応答して、前記
必要とされるデータを生成するステップと、前記処理されるべきデータを処理するために
前記生成されたデータを使用するステップと、
　前記フェッチの試みで前記さらなるデータがすでにメモリ内で利用可能な状態であると
いう判定に応答して、メモリからさらなるデータをフェッチするステップと、さらなるデ
ータを生成することなく、処理されるべき前記データを処理するためにフェッチされた前
記さらなるデータを使用するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　メモリ内で探索され、必要ならば生成される前記データは、動的グラフィックスデータ
を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
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【請求項３】
　メモリ内で探索され、必要ならば生成される前記データは、テクスチャデータ、頂点デ
ータ、ジオメトリデータ、および/またはタイルリストデータを含むことを特徴とする請
求項1または2のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記生成されたデータを、後のグラフィックス処理に使用するために利用できるように
メモリ内に格納するステップを含むことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項５】
　前記必要なデータが生成されるときに注目する前記処理に必要な前記データだけでなく
それ以上のデータも生成するステップを含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項６】
　前記必要とされるデータを生成するステップは、
　そのステップに必要になる可能性のある前記利用可能なすべてのデータおよび/または
情報の部分集合を識別するステップを含み、次いで前記必要とされるデータを生成するス
テップは、データのその部分集合のみを使用することを特徴とする請求項1から5のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記必要なデータが生成される間に1つまたは複数のグラフィックス処理および/または
1つまたは複数のグラフィックス構成要素の処理をサスペンドし、および/または停止する
ステップを含むことを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　表示するシーンを処理するときに使用されることのない動的グラフィックスデータ集合
を決定することを試みるステップと、
　前記シーンに使用されないことが判明している前記シーンに関してさらに処理されない
よう動的データ集合を破棄するステップと、を含むことを特徴とする請求項1から7のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　グラフィックス処理システムであって、
　前記グラフィックス処理システムによって処理されるデータ処理にさらなるデータを必
要とする場合、
　当該グラフィックス処理システムによって処理されるべき前記データを処理するために
必要な前記さらなるデータがすでにメモリ内で利用可能な状態になっているかどうかをメ
モリから前記さらなるデータのフェッチを試みることにより判定するための手段と、
　前記フェッチの試みでメモリから前記さらなるデータが返らないことに応答して、前記
必要とされるデータを生成する手段と、前記処理されるべきデータを処理するために前記
生成されたデータを使用する手段と、
　前記フェッチの試みで前記さらなるデータがすでにメモリ内で利用可能な状態であると
いう判定に応答して、メモリからさらなるデータをフェッチするステップと、さらなるデ
ータを生成することなく、処理されるべき前記データを処理するためにフェッチされた前
記さらなるデータを使用する手段と、
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　メモリ内で探索され、必要ならば生成される前記データは、動的グラフィックスデータ
を含むことを特徴とする請求項9に記載のシステム。
【請求項１１】
　メモリ内で探索され、必要ならば生成される前記データは、テクスチャデータ、頂点デ
ータ、ジオメトリデータ、および/またはタイルリストデータを含むことを特徴とする請
求項9または10のいずれか一項に記載のシステム。
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【請求項１２】
　前記生成されたデータを、後のグラフィックス処理に使用するために利用できるように
メモリ内に格納する手段を備えることを特徴とする請求項9から11のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項１３】
　前記必要なデータを生成する前記手段は、前記必要なデータが生成されるときに注目す
る前記処理に必要な前記データだけでなくそれ以上のデータも生成する手段を含むことを
特徴とする請求項9から12のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記必要なデータを生成する前記手段は、その必要なデータの生成に必要になる可能性
のある前記すべての利用可能なデータおよび/または情報の部分集合を識別する手段およ
び前記必要なデータの生成にデータのその部分集合のみを使用する手段を含むことを特徴
とする請求項9から13のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記必要なデータが生成される間に1つまたは複数のグラフィックス処理および/または
1つまたは複数のグラフィックス構成要素の処理をサスペンドし、および/または停止する
手段を備えることを特徴とする請求項9から14のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６】
　表示するシーンを処理するときに使用されることのない動的グラフィックスデータ集合
を決定することを試みる手段と、
　前記シーンに使用されないことが判明している前記シーンに関してさらに処理されない
よう動的データ集合を破棄する手段と、を備えることを特徴とする請求項9から15のいず
れか一項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グラフィックスの処理に関するものであり、具体的には、例えば、ディスプ
レイ画面に表示する三次元(3D)グラフィックスの処理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　当業で知られているように、3Dグラフィックス処理は、通常、まずは表示するシーンを
複数の類似の基本コンポーネント(いわゆる「プリミティブ」)に分割して、3Dグラフィッ
クス処理オペレーションを実行しやすくすることによって行われる。これらの「プリミテ
ィブ」は、通常、三角形などの単純な多角形の形態をとる。
【０００３】
　表示するシーンに対応するプリミティブは、通常、グラフィックス処理システム用のア
プリケーションプログラムインターフェイスにより生成され、そのために、グラフィック
スの表示を必要とするアプリケーション(例えば、ゲーム)から受け取ったグラフィックス
描画命令(リクエスト)を使用する。
【０００４】
　それぞれのプリミティブは、このステージでは、通常、一組の頂点により定義され、一
組の頂点として表される。1つのプリミティブに対するそれぞれの頂点には、その頂点を
表す一組のデータ(位置、色、テクスチャ、および他の属性データなど)が関連付けられて
いる。次いで、このデータは、例えば、表示する頂点(頂点が関係する(複数の)プリミテ
ィブ)のラスター処理およびレンダリングを行うときに使用される。
【０００５】
　シーンを表示するために、シーンに対するプリミティブおよびそれらのプリミティブの
頂点が生成され、定義された後、これらは、グラフィックス処理システムにより処理され
うる。
【０００６】
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　このプロセスは、基本的に、処理するシーンを覆うサンプリング点の配列の中のどのサ
ンプリング点が1つのプリミティブによって覆われるかを決定すること、およびそのサン
プリング点でそのプリミティブを表すためにそれぞれのサンプリング点が(例えば、色な
どに関して)持つべき外観を決定することを伴う。これらのプロセスは、一般に、ラスタ
ー処理およびレンダリングとそれぞれ称される。
【０００７】
　ラスター処理プロセスでは、1つのプリミティブに対し使用すべきサンプル位置(つまり
、表示するシーン内でプリミティブを表すために使用されるサンプル点の(x,y)位置)を決
定する。これは、典型的には、1つのプリミティブの複数の頂点の位置を使用して決定さ
れる。
【０００８】
　次いで、レンダリングプロセスは、サンプル点でプリミティブを表示する(つまり、そ
れぞれのサンプル点に「陰影を付ける」)のに必要な、赤色、緑色、および青色(RGB)値な
らびに「アルファ」(透明度)値などのデータを導出する。これは、当業で知られているよ
うに、テクスチャの適用、サンプル点データ値のブレンドなどを伴うことがある。
【０００９】
　(3Dグラフィックスの文献では、「ラスター処理」という用語は、ときには、サンプル
位置およびレンダリングへの両方のプリミティブ変換を指すために使用される。しかし、
ここでの「ラスター処理」は、サンプリング点アドレスのみへのプリミティブデータの変
換を指すために使用される。)
【００１０】
　これらのプロセスは、典型的には、サンプリング点を、グラフィックス処理オペレーシ
ョン(レンダリングなど)の実行対象となる「フラグメント」と通常呼ばれる個別のグラフ
ィック構成要素(discrete graphical entities)として「表現する」ことにより実行され
る。それぞれのそのようなフラグメントは、所定の1つのサンプリング点またはサンプリ
ング点の集合に対応し、実際に、注目するその1つのまたは複数のサンプリング点(フラグ
メントを使用してレンダリングされる(複数の)サンプリング点)でプリミティブを表現し
、それをレンダリングするために使用されうる。
【００１１】
　したがって、「フラグメント」は、事実上、プリミティブの所定の1つ(または複数)の
画面空間サンプル点に補間されるようなプリミティブデータの集合(に関連付けられたも
の)である。これは、さらに、注目する(複数の)サンプル点(フラグメント位置)でプリミ
ティブに陰影を付けるのに必要なプリミティブ毎のおよび他の状態データをも含むことが
できる。それぞれのグラフィックスフラグメントは処理されるときにシーンの1つの「ピ
クセル」に事実上相当するものと考えるのは道理にかなっている。
【００１２】
　実際、それぞれのグラフィックス「フラグメント」は、最終的な表示に含まれる単一ピ
クセル(画素)に対応しうる(ピクセルは、最終的な表示内において特異点であるため、グ
ラフィックスプロセッサのオペレーション(レンダリング)対象の「フラグメント」と表示
のピクセルとの間に1対1のマッピングがありうる)。しかし、フラグメントと表示ピクセ
ルとの間に1対1対応関係がない場合もありえ、例えば、縮小などの特定の形態の後処理が
最終画像を表示するのに先立ってレンダリングされた画像に対し実行される。
【００１３】
　当業で知られているように、ラスター処理およびレンダリングプロセスは、典型的には
、フラグメントシェーダーおよびテクスチャマッパーなどのグラフィックスプロセッサの
処理ユニットが、例えば、所定のフラグメントを処理するときに使用するデータをメモリ
からフェッチし、次いでそのデータを使用して、例えば、フラグメントを「レンダリング
」する(例えば、そのデータをフラグメントに適用する)ことを伴う。
【００１４】
　「直接モード」グラフィックス処理またはレンダリングと通常呼ばれる、グラフィック
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ス処理に関して知られている技術の1つでは、頂点は、生成されるときに次々に処理され
る(ラスター処理およびレンダリング)。
【００１５】
　このタイプのシステムでは、頂点は、先着順にグラフィックスシステムに渡され(頂点
は通常、グラフィックス処理の効率を改善しようとする何らかの方法でソートされるけれ
ども)、したがってプリミティブは、届いた順に表示のためレンダリングされる。
【００１６】
　また、グラフィックス処理システムでは、いわゆる「タイルベース」または「遅延」レ
ンダリングを使用することも知られている。タイルベースレンダリングでは、シーン全体
が直接モードレンダリングで事実上一度に処理されるのとは異なり、表示されるシーンは
、通常「タイル」と呼ばれる複数のより小さな部分領域に分割される。それぞれのタイル
(部分領域)は、別々に(典型的には次々に)レンダリングされ、次いでレンダリングされた
部分領域(タイル)は再結合されて、表示できる完全なシーンを構成する。このような構成
において、シーンは、典型的には、規則正しいサイズおよび形状の部分領域(タイル)(通
常は、例えば、正方形または矩形)に分割されるが、これは、本質的なことではない。
【００１７】
　当業で知られているように、表示するグラフィックスデータを処理するときに実行され
る多くのプロセスは、メモリから他のグラフィックスデータをフェッチすることを必要と
するか、フェッチすることを含む(つまり、すでに準備されている、格納済みデータを使
用する)。例えば、テクスチャマッピングプロセスは格納されているテクスチャマップを
使用することを必要とする、タイルベースのレンダリングシステムにおけるラスター処理
プロセスは1つのタイルに対してラスター処理するプリミティブを識別するためにすでに
格納されているタイルリストを使用することを必要とする、プリミティブのタイリング(
ビニング)プロセスはタイル位置に対しテストするために格納済みの変換された頂点デー
タを使用するといったことがありうる。これらの場合のそれぞれにおいて、テクスチャマ
ッピングなどの関連するグラフィックプロセスは、そのプロセスを実行するためにデータ
が必要かどうかを識別し、次いで、メモリ(当業で知られているように、キャッシュメモ
リまたは他のメモリでありうる)からそのデータをフェッチし、次いで、そのプロセスを
実行する際にフェッチされたデータを使用する。
【００１８】
　これらの処理オペレーションを行いやすくするために、グラフィックス処理システムは
、通常、シーンが表示用に処理されるときにこの方法でグラフィックスプロセスによりフ
ェッチされる必要があると思われるデータすべてが、必ずメモリ内に格納されており、関
連プロセスが始まる前に使用するグラフィックスプロセスに利用可能であるように構成さ
れる。これは、関連するデータが、表示するシーンを処理する際にグラフィックスプロセ
スがメモリ内を探したときに必ず見つかるようにするためのものである。(シーンは、典
型的には、当業で知られているように、1つまたは複数の、通常は複数の描画コール(つま
り、描画される(複数の)プリミティブからなるグループ)で構成される。)
【００１９】
　これは、いわゆる「静的」グラフィックスデータ(つまり、例えば「静的」テクスチャ
マップなどの共通の複数のシーンに対し定義済みであるとしてよいデータ)およびいわゆ
る「動的」グラフィックスデータ(つまり、シーン毎に生成されるグラフィックスデータ(
実際には、予め複数のシーンとしてではなくシーンの一部として))の両方に適用される。
このような「動的」データがなぜ必要かというと、例えば、データが必要になるシーンの
前に予め事前定義または生成されえない、例えば、データがユーザー入力に基づいている
、および/またはユーザー入力に応じて必要である、および/またはシーン毎に変化する、
および/または中間動的ステージに依存し、したがって予め予測されえない場合があるか
らである。
【００２０】
　「動的」グラフィックスデータの実施例は、シーンに対するいわゆる「動的テクスチャ
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」(「動的テクスチャマップ」)およびタイルリストを含む(タイルベースのレンダリング
システムの場合)。例えば、このようなデータは、シーンの処理を目的としてシャドウマ
ップなどのデータを供給するために、異なる角度から(例えば、実際の視点角度からでは
なく)なされるシーンの分析および/または表示に関係する。
【００２１】
　「静的」グラフィックスデータは、例えば、グラフィックス処理を必要とするアプリケ
ーションにより提供され、シーンをレンダリングするときに使用するためメモリ内に格納
しておくことができる。
【００２２】
　「動的」グラフィックスデータについては、ホストシステムおよび/またはグラフィッ
クス処理システムは、通常、シーンが表示のため処理される前にそのデータを生成し格納
するように制御され、これにより再びそのデータは、シーンそれ自体が表示のため処理さ
れる前に予めメモリ内で利用可能な状態になっている。
【００２３】
　図3は、例示的な「動的」グラフィックスデータ生成プロセスを示す。
【００２４】
　図3は、視点51から見た状態の、レンダリングされるシーン50の概略を示している。し
かし、シーンは、さらに、2つの光源52、53により照らされる。
【００２５】
　当業で知られているように、シーンが表示されるときに光源52、53の効果をシーンに適
用するために、レンダリングされた画像にそれぞれの光源に関するいわゆる「シャドウマ
ップ」(テクスチャマップの形式である)が適用される。このような「シャドウマップ」は
、シーン毎に生成されうるため、動的グラフィックスデータの一実施例となっている。
【００２６】
　シャドウマップを動的に生成するために、シーンは、シャドウマップが対応しうる光源
の位置から見たかのように典型的にはレンダリングされ、その際に、そのシーンに対する
視点から見たときに光源が投じる陰影の効果を実際に表すようにその後シーンに適用され
うるテクスチャマップを生成する。
【００２７】
　したがって、図3に示されているシーンの場合に、グラフィックスプロセッサは、最初
に、光源53に関してシーンをレンダリングするように制御され(適切な描画コールを介し
て)、シーン上のその光源の効果を表すシャドウマップ54を動的に生成する。次いで、グ
ラフィックスプロセッサは、同様に、光源52に関してシーンをレンダリングするように制
御され(ここでもまた、その目的のために適切な描画コールが送られるようにすることに
より)、シーン上のその光源の効果を表す動的シャドウマップ55を生成する。
【００２８】
　次いで、シーンは、その最終的な表示用にレンダリングされ(ここでもまた、グラフィ
ックスプロセッサに適切な描画コールを発行することにより)、このレンダリングプロセ
スでは、生成された動的シャドウマップ54、55をシーンがレンダリングされるときにシー
ンに適用し(テクスチャマッピングステージで)、これにより視点51から見たとおりにシー
ン上に光源52、53の効果を反映させる。
【００２９】
　言い換えると、表示するシーンをレンダリングする場合(シーンの最終的なレンダリン
グ描画コール)、前に生成されたシャドウマップ54、55を使用して、光源52、53の効果を
シーンが表示されるときにシーン上に適用する。
【００３０】
　上記から、既存のグラフィックス処理システムおよびプロセッサにおいて、表示するシ
ーンを処理するために(また処理するときに)メモリから必要になると思われる(例えば、
グラフィックス処理ユニットによりメモリからフェッチされる)グラフィックスデータは
、表示するため注目するシーンを処理(レンダリング)する前に予め生成され、格納されて
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いることがわかる。
【００３１】
　しかし、出願人は、これには多数の不利点がありうることを認識している。
【００３２】
　例えば、このようにしてすべてのデータを格納するのに十分なメモリを用意し、割り当
てることが必要である。このため、1つのシーンに必要なすべてのデータを格納するのに
必要なメモリ設置面積に関して比較的大きなオーバーヘッドが発生しうる。
【００３３】
　これは、タイルリスト、動的テクスチャなどの動的なグラフィックスデータに関して特
に重大な問題となっているが、それというのも、そのようなデータを格納する必要がある
だけでなく、格納する必要のあるそのようなデータの量がシーン毎に変化する可能性があ
り、予測が非常に困難であることが多いからである(例えば、タイルリストの場合には、
シーン内のプリミティブの分配に依存する可能性があり、この分配はシーン毎に著しく異
なることがあるというのがその理由である)。したがって、そのようなデータに対する効
率的なメモリ使用が難しくなることがある。
【００３４】
　直接モードレンダリングアーキテクチャでは、動的データ(例えば、テクスチャ)を参照
するプリミティブが最初にレンダリングされるようにレンダリングに関してプリミティブ
の順序付けを試み、「動的」データを最も早い機会において破棄できる(そして使用する
メモリを解放できる)ように試みることが知られている。
【００３５】
　しかし、多くのプリミティブは、複数の動的データ集合(例えば、テクスチャ)からの寄
与分を必要とすることがあり、したがって、最終的なレンダリングされた画像を構成する
ためにこれらのプリミティブをレンダリングプロセスに複数回通されなければならない。
そのため、レンダリングプロセスの初期ステージでは動的データを破棄することは困難で
ある場合がある。いずれにせよ、すべての動的データに対する初期メモリ割り当ては、依
然として行われなければならない。
【００３６】
　さらに、動的データのそれぞれの試みられる「早期」破棄はタイルベースの構成では可
能なことではなく、シーンの最後のタイルがレンダリングされるまで、その動的データは
保持される必要がある場合がある(ここでもまた、いかなる場合も、すべての動的データ
に対する初期メモリ割り当ては、依然として行われなければならない)。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３７】
　したがって、出願人は、グラフィックス処理システムにおけるデータならびに特に動的
テクスチャおよびタイルリストなどの動的データを取り扱う技術の改善の余地があると確
信している。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　本発明の第1の態様によれば、グラフィックス処理システムにおいてデータを処理する
方法が提供され、この方法は、
　グラフィックス処理システムが、
　グラフィックス処理システムによって処理されるべきデータを処理するために必要なデ
ータがすでにメモリ内で利用可能な状態になっているかどうかを判定し、
　メモリ内でデータが利用可能な状態になっていない場合には、必要なデータを生成し、
次いで、前記処理されるべきデータを処理するためにその生成されたデータを使用するス
テップを含む。
【００３９】
　本発明の第2の態様によれば、グラフィックス処理システムが実現され、このシステム
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は、
　グラフィックス処理システムによって処理されるべきデータを処理するために必要なデ
ータがすでにメモリ内で利用可能な状態になっているかどうかを判定するための手段と、
　グラフィックス処理システムが、グラフィックス処理システムにより処理されるべきデ
ータを処理するために必要なデータがメモリ内で利用可能な状態になっていないと判定し
たときに、必要なデータを生成し、次いで、前記処理されるべきデータを処理するために
その生成されたデータを使用する手段とを備える。
【００４０】
　本発明では、グラフィックス処理システムは、必要とされるデータがメモリ内で利用可
能な状態になっていない場合にグラフィックス処理システムが使用するデータを生成する
ように、構成され、動作可能である。このことは、例えば、本発明のシステムを使用すれ
ば、グラフィックス処理(例えば、フラグメントのレンダリング)に必要なデータが使用で
きるようにまだ格納されていない場合、必要になったときにそのデータが生成されうるこ
とを意味している。
【００４１】
　ここで、本発明は、既存の動的データ生成構成と対照的なものであり、つまり、これら
の処理では、動的データはグラフィックス処理システムが受け取ったコマンドに応答して
生成されるのであって、メモリ内にデータが存在しないことが判明したことに応答して生
成されるわけではない(したがって、既存の動的生成構成において生成する前にメモリ内
でデータが利用可能な状態になっているかどうかを最初に判定するステップもない)こと
に留意されたい。
【００４２】
　本発明では、とりわけ、グラフィックス処理システムでデータを処理するために必要な
データ(例えば、フラグメントレンダリング用)を必要になったときに「オンデマンド」で
生成させることができ、これは、常に、予めそのデータを用意して格納しておく方法とは
対照的である。これは、さらに、グラフィックスデータ(例えば、動的グラフィックスデ
ータ)の生成は、データが必要になるときまで「遅延」され、データの使用時点により緊
密に結び付けることが可能であり、表示するシーンを処理する前に予めそのようなデータ
を生成しておかなくてもよいことを意味する。
【００４３】
　本発明の方法において「オンデマンド」式に必要なデータを生成することができると、
例えば、表示するシーンを処理する前に予め、表示するシーンを処理するときにフェッチ
する必要が生じると思われるグラフィックスデータすべてを生成し、格納しておかなくて
済むようにすることができ、これにより、例えば、予めそのようなデータを格納するのに
必要なメモリ設置面積の問題を緩和またはさらには解消することすら容易に行えて都合が
よい。
【００４４】
　データは、本発明で必要になった場合に「オンデマンド」で生成されうるので、本発明
は、さらに、これから必要になるであろうデータのみが生成される(さらに、例えば、格
納される)可能性を高めるために使用されうる。(これは、予め必要になる可能性のあるす
べてのグラフィックスデータを生成し、格納する構成とは対照的であり、その場合、典型
的には、データ集合全体が予め生成され、格納される(一般的には、どのデータ(例えば、
動的テクスチャマップのどの部分)が実際に必要になるかを予め決定することは可能でな
いからである)。)
【００４５】
　したがって、本発明は、さらに、(未使用の)グラフィックスデータの冗長生成および格
納を回避するのにも役立ちうる。
【００４６】
　さらに、以下でさらに説明されるように、本発明では、グラフィックスデータは、必要
になったときに、「オンデマンド」で計算されうるため、本発明を用いることで、そのよ
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うなグラフィックスデータをグラフィックス処理プロセスの一部として格納することに関
する柔軟性および/または予測性を容易に高められる。例えば、本発明を使用すれば、そ
のようなデータを長期間使用することを目的として格納しておく必要性を完全になくすこ
とが可能である(データは、再び必要になった場合に、いつでも再び生成できるからであ
る)。
【００４７】
　実際、出願人は、本発明を使用することで、特に、データは格納されていなければ必要
に応じてまた必要になったときにいつでも生成できるので、グラフィックスプロセスによ
りそもそも格納される、タイルリストデータなどの、特に動的グラフィックスデータなど
の、そのようなデータの量を制約し、および/または保証することができるという点を認
識している。これにより、例えば、システムでは、例えば動的テクスチャなどの動的グラ
フィックスデータ、および/またはタイルリストなどを格納するために割り当てられるメ
モリのサイズを固定することができるが、それというのも、その割り当てられたメモリサ
イズを超えるデータが生成されても、メモリ内にすでに存在しているデータは安全に破棄
され、メモリ空間を解放することができるからである(「破棄された」データは、後で再
び必要になった場合に、いつでも生成できるので)。したがって、本発明は、そのような
データに対するメモリ使用を、使用中に予測可能であることを保証するために利用するこ
とが可能であり、そのようなデータすべてが予め生成され、格納されていなければならな
い既存のシステムとは異なる。
【００４８】
　本発明では、同様に、そのようなデータに「弱い」メモリ割り当て(つまり、必要にな
ったときに、例えば、オペレーティングシステムにより、他の目的のために「回収」でき
るメモリ割り当て)を容易に使用することができ、データは、そのデータを格納するメモ
リが他の目的のために回収された場合にいつでも生成されうる。
【００４９】
　したがって、本発明では、そのようなデータを格納するためのメモリ設置面積を縮小し
やすいだけでなく、例えば、そのようなデータに対し最大の、固定された、予測可能な、
および/または選択されたメモリ割り当てを保証するために使用することもでき、および/
または他の目的のために必要になった場合にそのようなデータを格納するために使用され
ているメモリを安全に解放(再割り当て)することが可能である。グラフィックスシステム
によるメモリ使用に関するそのような情報が得られ、またメモリ使用を制御(および制約)
することができると、特に、低出力および/または携帯デバイス内に配置またはそれ向け
に用意され、また組み込みグラフィックスシステム内に配置されるなど、メモリ資源が限
られる可能性のあるグラフィックスシステムにおいて非常に好都合であると思われる。
【００５０】
　グラフィックス処理システムは、任意のデータ処理を実行できるか、または任意のデー
タ処理を実行するために使用されるが、本発明は、このようなデータ処理に関して実装さ
れうる。したがって、例えば、これは、表示するデータを処理するために準備されている
データ、および/または中間形式または予備的形式であって、最終的な「表示」形式にな
る前にさらに処理されるデータなど、実際にディスプレイ上に即座に(または実際にはず
っと)表示されているわけではないデータを処理することに関して使用されうる。
【００５１】
　本発明は、さらに、グラフィックス処理システムが、必ずしも表示するシーンでないか
、または実際には、「見られる」データを処理し、生成するために使用されている場合に
も使用されうる。これは、例えば、グラフィックス処理システムが、「見ることができる
」シーンを実際には出力することができない他の形式の画像またはデータ処理を実行する
ために使用されている場合であるとしてよい(つまり、結果として得られるフレームバッ
ファ出力は、直接視覚化できない表示および/またはデータを制御すること以外の目的の
ためのデータであってよい)。
【００５２】
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　しかし、特に好ましい一実施形態では、本発明が適用されるデータおよびグラフィック
スプロセスは、表示するグラフィックスデータの処理、および最も好ましくは、表示する
画像データの生成(例えば、好ましくは、注目するシーンを表示するために表示に適用さ
れる最終的な表示フレームバッファ出力を生成するグラフィックスデータの処理)である
。これは、グラフィックス処理システムで表示する画像データの処理が、典型的には、動
的グラフィックスデータを必要とするからであり、したがって本発明はそのような処理に
特に適用可能である。
【００５３】
　そのため、特に好ましい一実施形態では、メモリ内で利用可能な状態になっているかど
うかが判定され(そして、必要ならば、生成される)データは、表示するグラフィックスデ
ータを処理するために必要なデータであり、最も好ましくは、表示する画像データを生成
するために(そして好ましくは表示する最終フレームバッファ出力を供給するために)必要
なデータである。
【００５４】
　グラフィックス処理システムによって処理されるべきデータを処理するために必要なデ
ータがすでにメモリ内で利用可能な状態になっているかどうかの判定は、所望の好適な方
法により実行され、実装されうる。そのため、例えば、また好ましい一実施形態では、必
要なデータがメモリ内に存在しているかどうかをグラフィックス処理システムが直接チェ
ックするステップを含みうる。例えば、それとは別に、例えばデータベース、ルックアッ
プテーブル、および/またはビットマップの形式の記録などの情報をチェックするステッ
プを含むことが可能であり、これは、必要なデータがメモリ内ですでに利用可能な状態に
なっているかどうかを判定するためにメモリ内にどのようなデータが存在し、どのような
データが存在しないかを示す。例えば、システムでは、メモリ内にあるデータの直接的な
、意識的な、または間接的な無意識的な情報が知られている可能性があり、システムでは
、それに応じてその情報を使用してチェックし、必要なデータがメモリ内ですでに利用可
能な状態になっているかどうかを判定することができる。
【００５５】
　特に好ましい一実施形態では、グラフィックス処理システムによって処理されるべきデ
ータを処理するために必要なデータが、すでにメモリ内で利用可能な状態になっているか
どうかを判定するステップまたは手段は、グラフィックス処理システムがグラフィックス
処理システムによって処理されるべきデータを処理するために必要なデータをメモリから
フェッチすることを試みるステップを含む。この場合、データのフェッチは、上述のよう
に、グラフィックス処理システムがメモリから直接データそれ自体をフェッチすることを
試みる(次いで、それに応じてメモリ内に存在しているかどうかを確認する)ステップを含
むか、または、グラフィックス処理システムが最初にデータベース、ルックアップテーブ
ル、またはビットマップなどの記録をチェックし、メモリ内にどのようなデータが存在し
どのようなデータが存在しないかを示し、その後その記録情報からそのデータをフェッチ
するか、またはデータがメモリ内で利用可能な状態にないと判定する、より間接的なフェ
ッチプロセスを含むことが可能である。
【００５６】
　本発明のオペレーションにおいて、グラフィックス処理システムは、典型的には、最初
に、データを処理するために追加データが必要であると認識し、次いでその追加データが
すでにメモリ内で利用可能な状態になっているかどうかを判定することは理解されるであ
ろう。そこで、好ましい一実施形態では、本発明は、グラフィックス処理システムによっ
て処理されるべきデータを処理するために追加データが必要であると認識する手段または
ステップ、次いでグラフィックス処理システムによって処理されるべきデータを処理する
ために必要な追加データがすでにメモリ内で利用可能な状態にあるか(そうでないか)を判
定する手段またはステップを含む。
【００５７】
　同様に、当業者であれば理解するように、本発明のオペレーションにおいて、グラフィ
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ックス処理システムは、典型的には、処理するデータを受け取り、次いである時点におい
て、受け取ったデータを処理するために追加データが必要であると認識し、次いで追加デ
ータがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかを判定する(例えば、メモリからその追
加データをフェッチしようと試みる)。
【００５８】
　そのため、好ましい一実施形態では、本発明は、処理するデータを受け取る手段または
ステップ、受け取ったデータを処理するために追加データが必要であると判定する手段ま
たはステップ、次いで追加データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかを判定する
(例えば、メモリから追加データをフェッチしようと試みる)手段またはステップを含む。
【００５９】
　またここでは、追加データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかの判定(例えば
、データのフェッチの試み)(および/または追加データが必要であるとの認識)は、データ
が必要になった時点で(つまり、他のデータを処理するために(追加)データが必要になっ
たときに)トリガーされうるが、グラフィックス処理における他の何らかの時点で、例え
ば、グラフィックス処理システムによって(追加)データが実際に使用される時点より前に
、トリガーされうることに留意されたい。この後者の状況は、例えば、データのプリフェ
ッチ(例えば、動的テクスチャデータの場合に十分ありうるような)が使用される場合に発
生する可能性がある。この場合、データのフェッチの試み(データがメモリ内で利用可能
な状態にあるかどうかの判定)(および、好ましくは、その生成(必要ならば))は、「プリ
フェッチされた」データが実際に使用される時点ではなく、「プリフェッチ」時点におい
てトリガーされ実行されてもよく、また好ましくはトリガーされ実行される。
【００６０】
　そのため、好ましい一実施形態では、データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどう
かの判定、および本発明の方法で必要な場合にデータの生成は、データが実際に使用され
る時点よりも前にトリガーされる。
【００６１】
　同様に、他の好ましい実施形態では、データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどう
かの判定、およびデータの生成(必要ならば)は、例えばデータが使用されることが望まれ
ている(使用されることになる)時点に、好ましくは、データを使用することになっている
グラフィックスプロセスおよび/または処理ユニットにおいて、またはそのグラフィック
スプロセスおよび/または処理ユニットによってトリガーされる。
【００６２】
　実際、データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかの判定(例えば、データのフ
ェッチの試み)などは、典型的には、グラフィックス処理システムの所定のプロセスおよ
び/または処理ユニットがメモリからデータを取り出す必要があると認識し、次いでそれ
に応じて処理を進めることによりトリガーされることは理解されるであろう。そのため、
好ましい一実施形態では、本発明は、グラフィックス処理システムのプロセスおよび/ま
たは処理ユニットが、データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかを判定する(例
えば、好ましくは、メモリからデータをフェッチすることを試みる)ステップと次いでグ
ラフィックス処理システムが、データがメモリ内で利用可能な状態にない場合に、要求さ
れたデータを生成するステップとを含む。同様に、本発明は、好ましくは、グラフィック
スプロセスおよび/または処理ユニットが、処理されることになっているデータを受け取
り、受け取ったデータを処理するためにメモリからのデータが必要であると認識し、デー
タがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかを判定する(例えば、好ましくは、メモリ
からデータをフェッチする試みをトリガーする)ステップを含む。
【００６３】
　本発明のシステムおよびプロセスは、グラフィックス処理システムの、および/または
グラフィックス処理システムによってデータの処理中に実行されることになっている、ま
たは実行されうる、または実行する、任意の所望の好適なプロセスおよび/または処理ユ
ニット(すなわち、例えばメモリからデータをフェッチすることを要求することになる、
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または要求することができる、あるいはメモリからデータをフェッチすることになる、ま
たはフェッチすることができる任意のプロセスや処理ユニット)に使用され、そのプロセ
スおよび/または処理ユニット内に実装されうる。
【００６４】
　本発明は、そのオペレーション中にメモリからデータを「フェッチ」する必要がある可
能性のあるすべてのグラフィックスプロセスおよび/または処理ユニットにおいて、また
はそのグラフィックスプロセスおよび/または処理ユニット用に実装することが可能であ
るか、または必要ならば、特定のプロセス用に、および/または特定のデータに関しての
み使用可能である(その場合、メモリからのデータを必要とすると思われる他のプロセス
はそれでも、そのデータを予め用意し、メモリに格納しておく)。好ましい一実施形態で
は、本発明は、特定の、好ましくは選択された、グラフィックスプロセス、(複数の)処理
ユニット、および/またはデータなどに適用され、および/または使用される。
【００６５】
　特に好ましい一実施形態では、本発明が適用されるグラフィックプロセスは、レンダリ
ングプロセスであり、最も好ましくは、表示するグラフィックスフラグメントをレンダリ
ングするプロセスである。これは、レンダリングプロセスが動的テクスチャなどの動的デ
ータを必要とすることはよくあることであるため都合がよく、したがって、グラフィック
ス処理のレンダリングステージに本発明を実装することは、特に都合がよいと思われる。
【００６６】
　他の好ましい実施形態では、本発明は、さらにまたは代わりに、プリミティブが発行さ
れてタイルベースのレンダリングシステムでレンダリングするステージにおいて実装され
る。この場合、本発明の方法により「オンデマンド」式で生成されるデータは、例えば、
タイルリストそれ自体を含むことができる。(以下でさらに詳しく説明されるように、出
願人は、タイルリストの生成を「遅らせる」ことができれば(本発明で実現されうるよう
に)、タイルベースのレンダリングシステムでは特に都合がよい場合のあることを認識し
ている。)
【００６７】
　同様に、タイルベースのグラフィックス処理システムの場合、好ましい一実施形態では
、本発明のプロセスおよびシステムは、シーンのタイルは表示用に処理されるものとして
実装される。
【００６８】
　好ましい一実施形態では、本発明は、ラスター処理プロセスの前に実装される。これは
、動的データがタイルリストであるときに有益である場合がある。本発明は、好ましくは
、さらにまたは代わりに、ラスター処理の後に実装される。これは、動的データが、例え
ば、動的テクスチャデータである場合とすることが可能である。
【００６９】
　本発明が適用され、実装されるグラフィックス処理またはプロセッサの処理ステージま
たはユニットは、同様に、所望の、好適なそのようなステージまたはユニットとすること
ができる。好ましい一実施形態では、これは、レンダリング、フラグメントシェーディン
グ、頂点シェーディング、および/またはジオメトリシェーディング、本発明の方法で動
作しうる、また好ましくは動作するグラフィックス処理またはプロセッサのユニットまた
はステージのうちの1つまたは複数である。
【００７０】
　特に好ましい一実施形態では、これは、本発明の方法で動作する、つまり、本発明の方
法によるオンデマンドデータ生成がトリガーされうる、またはトリガーされる、グラフィ
ックス処理システムのプログラム可能な処理ユニット、好ましくはグラフィックス処理「
シェーダー」または「シェーダーユニット」である。
【００７１】
　(当業で知られているように、グラフィックスプロセッサが、例えば、表示のため処理
されるときに、グラフィックスデータに対し所望のグラフィックス処理プログラムを遂行
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、実行するようにプログラムされうる1つまたは複数のプログラム可能な、または構成可
能な処理ユニットを備えることが次第に一般的なことになってきている。これらのプログ
ラム可能なユニットは、一般に、「シェーダー」と称され、典型的には、専用の「固定機
能」グラフィック処理ユニットまたはステージと区別される。グラフィックス「シェーダ
ー」の実施例として、フラグメントシェーダー(グラフィックスフラグメントに対しレン
ダリングオペレーションを実行するために使用される)、頂点シェーダー(グラフィックス
頂点に対し頂点シェーディングオペレーションを実行するために使用される)、およびジ
オメトリシェーダー(ジオメトリデータに対しジオメトリシェーディング(生成)オペレー
ションを実行するために使用されるが挙げられる。)
【００７２】
　グラフィックス「シェーダー」または「シェーディングユニット」は、グラフィックス
データに対しプログラム可能な機能を実行するときに、典型的には、それらのプロセスを
実行するために他のデータを必要とする。出願人は、本発明の方法でそのような「他の」
データを「オンデマンド」で導出することができれば、特に都合がよいと認識している。
【００７３】
　これらの構成では、プログラム可能なグラフィックス処理ユニットは、好ましくは、フ
ラグメントシェーダー、頂点シェーダー、および/またはジオメトリシェーダーである。
【００７４】
　本発明の方法により「オンデマンド」で生成されうるデータは、同様に、所望の、好適
なそのようなデータ、例えば、グラフィックス処理システムを使用してデータを処理する
ときにメモリからフェッチすることが必要になる可能性のあるデータ(および最も好まし
くは、表示するグラフィックスデータを処理するときに使用されるデータ)とすることが
できる。上述のように、本発明は、すべてのそのようなデータに関して実装されることが
可能であるか、または例えば特定の、好ましくは選択されたそのようなデータのみに使用
されうる。
【００７５】
　特に好ましい一実施形態では、本発明が使用される際に対象となるデータ(メモリから
のフェッチが試みられるデータなど)は、上述のような好ましくは動的グラフィックスデ
ータなどの、典型的にはシーン毎に生成されるか、または計算されるデータを含む。
【００７６】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明においてメモリ内で探索され、必要
ならば生成されるデータは、動的グラフィックスデータを含む。
【００７７】
　このような動的グラフィックスデータは、例えば、上述のように、いわゆる動的テクス
チャデータ((複数の)動的テクスチャマップおよび/またはテクセル)を含むことが可能で
ある。このような動的テクスチャは、当業で知られているように、特定のシーンに使用す
る際に作成され、典型的には、陰影などの効果ならびにより複雑な光量および照明効果を
生じさせるために使用され、例えば、そのシーンの既存のデータ集合の一部または全部を
使用して作成されうる。動的テクスチャデータおよびマップは、当業で知られているよう
に、例えば、通常マップ、バンプマップ、陰影マップ、変位マップなど(および対応する
そのようなテクスチャデータ)を含むことができる。
【００７８】
　グラフィックス処理で必要になると考えられる「動的」データの他の実施例としては、
シーンに対する「動的」ジオメトリデータ、つまり、例えばシーンに使用され、シーンに
使用するため、例えばレンダリングされるオブジェクトの高水準記述から生成されなけれ
ばならない頂点などのジオメトリが挙げられる。
【００７９】
　本発明が適用されうる動的グラフィックスデータの他の実施例は、例えば、シーンをレ
ンダリングするときに実際に使用される頂点データ(例えば、属性)を生成するために、変
換される(例えば、回転される、拡大縮小される、変位される、など)および/または「照
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らされる」(例えば、表示されるシーン内の光源に応じて調節される外観を有する)必要が
あるなど、シーンに対し最初に定義された頂点(頂点データ)が修正され、および/または
頂点シェーディングプロセスを受ける必要がある場合の頂点データである。
【００８０】
　修正された頂点データを結果として出力し、シーン毎に実行されなければならないこの
ようなプロセスは、「動的」頂点データを構成するものとみなしてよい。
【００８１】
　動的グラフィックスデータの他の実施例は、タイルベースのレンダリングシステムで用
意されたタイルリスト(ビニングデータ構造体)であるが、それはプリミティブ(および/ま
たはジオメトリなど)の数および分布は連続するシーン毎に変化するのでプリミティブ(お
よび/または他のジオメトリ)のタイルへのソート(ビニング)(ビニングデータ構造体の作
成)はシーン毎にのみ実行されうるからである。
【００８２】
　これらの場合のそれぞれにおいて、データは、シーン毎に生成されなければならず、典
型的には、シーンとシーンとの間で変化する。したがって、本発明は、上述のように、そ
のようなデータに適用することができて、有益であり、また好都合である。
【００８３】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、メモリ内で探索され、必要ならば生成され
るデータは、動的テクスチャデータ(例えば、動的テクスチャマップの全部または一部)、
(動的)頂点データ(例えば、変換および照明などの、頂点シェーディングプロセスの作用
を受けた頂点データ(つまり、修正された、例えば変換され照らされた頂点データ))、1つ
または複数のタイルリスト(例えば、タイルベースのレンダリングシステムで1つのシーン
のタイルについて処理されるジオメトリ、例えばプリミティブのリスト)、および/または
動的ジオメトリデータ(例えば、1つのシーンについて生成されるべき(新規)頂点)などの
うちの1つまたは複数を含む。
【００８４】
　本発明においてメモリ内で探索され、必要ならば生成されるデータは、テクスチャデー
タ、頂点データ、ジオメトリデータ、および/またはタイルリストデータ(1つまたは複数
のタイルリスト)を含むことが同様に好ましい。
【００８５】
　特に好ましい一実施形態では、必要ならば本発明の方法によりオンデマンドで生成され
るデータは、頂点データおよびタイルリストデータを含む。これは、特に、例えば、グラ
フィックスオブジェクトが最初に、個別のプリミティブおよび/またはタイルに比べて低
い分解能および/または階層でソートされ、そのため、例えば、グラフィックス処理シス
テムが特定の1つのタイルを処理する必要があるのに、そのタイルを処理できるためには
そのタイルに関する十分に詳細な情報を確保できない場合であると考えられる。
【００８６】
　これは、例えば、最初に用意されたタイルリストは個別のプリミティブをもっぱら列挙
しているわけではないが、例えば、複数の個別プリミティブのグループを表すディスクリ
プタ、および/または非プリミティブ形式でオブジェクトを定義するディスクリプタなど
の、レンダリングされるオブジェクトのより粗いまたはより抽象的なディスクリプタなど
の、レンダリングされるオブジェクトの他のディスクリプタを列挙している場合であると
も考えられる。次いで、タイルが処理されるときに、他の、例えば、より粗いまたはより
抽象的なオブジェクトディスクリプタは、「真の」プリミティブに変換される必要があり
、新しい1つまたは複数のタイルリストに、用意されたタイルに対する「真の」プリミテ
ィブが列挙される。この作業は、さらに、生成される、「真の」プリミティブを表す新規
頂点データを必要とする場合がある。
【００８７】
　これらの構成における(複数の)「真の」プリミティブタイルリストおよび頂点データは
、本発明の方法によりオンデマンドで生成されることが可能であり、それにより、例えば
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、他の、例えばオブジェクトのより粗い記述を必要ならばグラフィックス処理の間長期に
わたり保持することができる。
【００８８】
　言い換えると、グラフィックス処理システムにおいて現在利用可能であるデータに比べ
てより詳しいデータが必要であることが判明しうる状況で、本発明を使用することにより
、そのような「より詳しい」データを必要に応じてオンデマンドで生成することができる
。
【００８９】
　上述のように、本発明の方法のオペレーションは、一般に、グラフィックスプロセスお
よび/または処理ユニットが要求されているデータをメモリから取り出す必要があること
を認識または識別し(それ自体により、またはその後のプロセスおよび/または処理ユニッ
トのために)、次いでデータがメモリ内ですでに利用可能な状態にあるかどうかを判定す
る(例えば、そのデータをフェッチする試みをトリガーする)ことで開始する。そのため、
本発明は、好ましくはさらに、グラフィックスプロセスおよび/または処理ユニットが、
要求されているかまたは要求されることになるデータが必要であると認識または識別し、
そのデータがメモリ内ですでに利用可能な状態にあるかどうかを判定する(例えば、その
データをフェッチする試みをトリガーする(かまたはフェッチを試みる)ステップまたは手
段を含む。
【００９０】
　メモリからのデータが必要であることを識別するのは、所望の、好適な方法で行うこと
ができ、例えばそのような構成の既存の方法で行うことができる。例えば、グラフィック
スプロセッサまたは処理ユニットは、その性質上、いつでもデータを「フェッチ」する必
要があり、および/またはそうするコマンドまたは命令を受け取り、および/または受け取
って処理されるデータによりそうするようにトリガーされ、といったことがありうる。
【００９１】
　例えば、レンダリングするグラフィックスフラグメントは、動的テクスチャマップに対
するテクスチャ座標に関連付けられうる。これに対する応答として、レンダリングプロセ
ス(例えばレンダリングユニット、例えばフラグメントシェーダー)は、テクスチャマップ
ストアから関連するテクセルをフェッチしようと試み、それらのテクセルが利用可能でな
ければ、それらのテクセルを計算するプロセスがトリガーされうる。
【００９２】
　他の状況では、例えば、ラスター処理プロセスは、処理のため受け取ったプリミティブ
をラスター処理することができるように、例えば(変換され照らされた)頂点データを必要
とする場合がある。この場合、プリミティブを受け取った後、ラスタライザーは、メモリ
からのプリミティブの(それと関連付けられている)頂点に対する関連頂点データ(例えば
、頂点データ配列)を探す。頂点(頂点データ)がメモリ内で利用可能な状態になっていな
い場合、本発明の方法で頂点データを生成するプロセスがトリガーされうる。
【００９３】
　同様に、タイルベースのレンダリングシステムにおいて処理のためタイルが発行される
場合、システムは、最初に、タイルリストでデータのフェッチを試みて、1つのタイルに
対しどのプリミティブ(および/または他のジオメトリ)が処理されるべきかを決定する。
適切なタイルリストデータがメモリ内で利用可能な状態になっていない場合、そのデータ
を生成するプロセスがトリガーされうる。
【００９４】
　他の形式の(例えば、動的)データおよびグラフィックス処理に対し類似の構成を使用で
きる。
【００９５】
　したがって、好ましい一実施形態では、本発明は、グラフィックスプロセスまたは処理
ユニットが処理されるデータおよび/またはコマンドを受け取るステップまたは手段、お
よびそれに対する応答として、実行される処理に必要な他のデータをメモリからフェッチ
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する必要があることを認識または識別するステップまたは手段と、次いでメモリからその
データをフェッチする試みをトリガーする(またはフェッチすることを試みる)ステップま
たは手段とを含む。
【００９６】
　出願人は、さらに、必要なデータが、例えばそのデータをフェッチする試みが行われた
ときに、例えば以下でさらに詳しく説明するように、そのデータが本発明の方法によりす
でに生成され、格納されているため、メモリ内で利用可能な状態にある場合があることも
認識している。この場合、本発明の方法でそのデータを生成する必要はないであろう。そ
のため、要求された他のデータ(例えば、動的データ)がメモリ内で利用可能な状態にある
場合に、グラフィックス処理システムは、好ましくは、通常のように処理を進め、例えば
、データがメモリからフェッチされ、次いで関連する処理ユニットによって使用される。
【００９７】
　そのため、好ましい一実施形態では、本発明は、必要なデータがメモリ内で利用可能な
状態にある場合に、メモリからそのデータをフェッチし、そのフェッチされたデータを使
用して処理すべきデータを処理する(データを必要とするプロセスを実行するために)ステ
ップまたは手段を含む。
【００９８】
　上述のように、データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかを判定する(例えば
、好ましくは、メモリからデータをフェッチすることを試みる)ステップまたは手段は、
メモリからデータをロードするか、取得するか、または取り出すための知られている、お
よび/または好適な技術などの、好適な、所望のそのようなステップまたは手段を含むこ
とができる。
【００９９】
　当業者であれば理解するように、データがメモリ内で利用可能な状態にあるかどうかを
判定する(例えば、好ましくはデータをフェッチすることを試みる)ステップは、例えば、
当業で知られているように、グラフィックス処理システムなどの、またはグラフィックス
処理システムなどから利用可能であるキャッシュメモリおよび/またはメインメモリから
そのデータを探索するステップを含むことができる。(一般に、そのデータに対し、所望
の、好適なメモリスキームが使用されうる。本発明は適用可能であるが、データは格納さ
れうる。)
【０１００】
　データが、データの探索元(例えば、フェッチを試みる場所)であるメモリ内で(特定の
または選択されたメモリ、例えば、「第1」のメモリ内で)利用可能な状態にない場合(例
えば、データが第1の場合にキャッシュメモリから探索される場合)、または例えば、デー
タが、格納先となりうるメモリのどれかで利用可能な状態にない場合のみ本発明の方法で
データを生成することが可能であろう(これにより、例えば、本発明の方法でデータをそ
のときに即座に生成するのではなく(これも可能であろうが)、「キャッシュミス」の場合
に、システムは最初に「メイン」メモリ内でデータを探索し、データがメインメモリで利
用可能な状態にない場合のみ、本発明の方法によるデータ生成がトリガーされる)。ここ
でまた、本発明は、好適なすべてのメモリスキーム構成に適用可能である。
【０１０１】
　本発明においてさらに他のデータを生成するステップまたは手段は、同様に、注目する
データを計算または作成するための知られている、および/または好適な技術など、好適
な、所望のそのようなステップまたは手段を含むことができる。
【０１０２】
　本発明の方法でさらに他のデータが生成される場合、生成されたデータは、所望の、好
適な方法で生成されるデータに対するプロセスに使用されうる。
【０１０３】
　好ましい一実施形態では、生成されたデータは、そのデータが生成された後、そのデー
タを必要とするプロセスおよび/または処理ユニットに提供され、および/または利用可能
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にされる。これは、好ましくは、生成されたデータをメモリに格納することにより行われ
、したがって、このデータは、通常のようにしてグラフィックスプロセスおよび/または
処理ユニットによってそのメモリからフェッチして使用することができる(例えば、生成
されたデータを必要とするプロセスが再起動されるか、または再び試みられたとき)。
【０１０４】
　そのため、好ましい一実施形態では、本発明は、注目するプロセスおよび/または処理
ユニットに対し使用できる、および/または注目するプロセスおよび/または処理ユニット
によって使用できるように生成されたデータをプロセスおよび/または処理ユニットに提
供し、および/または利用可能にする手段またはステップを含む。最も好ましくは、本発
明は、生成されたデータをメモリ内に格納する手段またはステップ、および好ましくはグ
ラフィックスプロセスおよび/または処理ユニットなど、次いでその格納されているデー
タをフェッチし、フェッチしたデータを注目するグラフィックスプロセスに使用する手段
またはステップを含む。
【０１０５】
　生成されたデータが格納されることになっている場合、データは、好ましくはそのよう
なデータに対する「通常の」方法などの所望の、好適な方法で格納されうる。好ましい一
実施形態では、生成されたデータは、グラフィックスプロセスまたはシステムなどの、ま
たはグラフィックスプロセスまたはシステムなどからアクセス可能な1つまたは複数のキ
ャッシュメモリに格納される。もちろん、必要ならば、さらにまたは代わりに非キャッシ
ュメモリ、例えばメインメモリにデータを格納することも可能であろう。ここでもまた、
そのデータに対し、必要に応じて、好適な、所望のメモリスキームが使用されうる。
【０１０６】
　生成されたデータを格納するステップおよび手段は、必要ならば、および/または必要
に応じて、そのデータを格納することを目的としてメモリを割り当てることも含んでいて
よく、また好ましい一実施形態では、そのデータを格納することを目的としてメモリを割
り当てることも含む。好ましい一実施形態では、本発明の方法で生成された任意の(動的)
データに対し、メモリの所定の割り当てがありえ、好ましくはメモリの所定の割り当てが
ある。それとは別に、他の好ましい実施形態では、動的メモリ割り当てスキームが使用さ
れうる(好ましくは使用される)。例えば、生成されたデータに対し利用可能なメモリの所
定のプールがありうる。これにより、例えば、動的グラフィックスデータに利用可能な(
そして動的グラフィックスデータによって使用される)メモリの量に対し固定された限界
を設定する(そして動的グラフィックスデータのメモリ使用量を制限する)ことができる。
【０１０７】
　本発明では、本発明の方法で生成されたデータを、注目するプロセスに対し使用された
後に破棄することが可能であり、実際、本発明の好ましい一実施形態では、これが行われ
るものである。
【０１０８】
　(実際、上述のように、本発明の利点は、本発明のシステムでデータが「オンデマンド
」で生成できるので、後から使用できるようにデータを格納しておく必要はないという点
、またこれにより、システムに必要なデータ記憶容量も減らせるという点である。)
【０１０９】
　しかし、出願人は、いくつかの状況において、後から使用するために(例えば、好まし
くは他の、例えば、および好ましくは、最初に生成されたデータに対するプロセスまたは
構成要素(例えば、フラグメント)の後の、グラフィックスプロセス、グラフィックス構成
要素(例えば、フラグメント)などともに使用するために)本発明の方法で生成されたデー
タを格納しておくことが望ましい場合のあることを認識している。
【０１１０】
　例えば、動的テクスチャマップまたはテクセルなどの動的データの所定の断片は、他の
後続のフラグメントによって使用されることがありえる。この場合、例えばデータを必要
としている次のフラグメントがレンダリングされるときにデータを再生成する代わりに、



(18) JP 5624733 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

後のフラグメントから利用可能であるように生成されたテクスチャデータ(テクセル)を格
納することが望ましい可能性もある。これは、特に、以下でさらに説明するように、注目
しているプロセスまたは構成要素(例えば、フラグメント)に必要なデータだけでなくそれ
以上データがデータの生成時に生成される場合としてよい。
【０１１１】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明の方法で生成されたデータは、注目
しているプロセスまたはグラフィックス構成要素(例えば、フラグメント)に使用されると
即座に破棄されるわけではなく、その代わりに、例えば、好ましくは、他のまたは後続の
または後のグラフィックスプロセスとともに使用するために、例えば、好ましくは他の(
後続の)グラフィックス構成要素(例えば、フラグメント、プリミティブ、またはタイル)
の処理のために、利用可能でありうる、または利用可能であるように、後から使用するた
めに格納することができ、また好ましくは格納される。
【０１１２】
　このような構成では、上述のように、例えば、生成されたデータが、例えば、そのよう
なデータに割り当てられるメモリの量、および/またはそのようなデータが保持される時
間の長さに関して格納される方法に対し制約がありえ、また好ましくは制約がある。例え
ば、生成されたデータを格納するために、制限されたサイズの(例えば、キャッシュ)メモ
リを割り当てることが可能であり、データは必要に応じて先入れ先出し方式で、および/
または割り当てられたデータ格納優先度に応じてそのメモリ内に保持されるか、または置
き換えられる。
【０１１３】
　実際、上述のように、本発明の利点は、例えば、動的グラフィックスデータが格納され
る方法に関して、また格納されるそのようなデータの量に関して柔軟性を許容する点であ
る。これは、とりわけ、そのようなデータをオンデマンドで生成することができることに
より、まず第1に、典型的には、格納されるそのようなデータが、能動的に必要とされる
データに制限される可能性が高いことを意味しうるからである(したがって、実際には使
用されることのないデータ用にメモリを割り当てたり予約したりする必要がないか、また
はそのようなメモリが少なくて済む)。
【０１１４】
　また、そのようなデータを、使用時点において、または使用時点に近い時点において「
オンデマンド」で生成できるため、データが破棄されても(または最初に格納されなくて
も)、再び必要になったと判明すればいつでも再生成されうるため、もはや必要ないとわ
かるまでそのようなデータを常に格納しておく必要性もなくなる。つまり、例えば、前に
格納されたそのようなデータは、必要ならばメモリの容量を回復するために破棄できる(
または、最初にデータを格納しておかない決定を下すことができる)ということである。
これは、例えば、メモリ資源が少なく、および/または割高でありうる組み込み型システ
ムにおいては特に有利なものといえる。
【０１１５】
　これらの状況において、例えば、データを格納することと、そのデータを繰り返し再生
成することが必要になる可能性があることとの間に何らかのトレードオフの関係がありえ
るが、本発明の利点は、これらのトレードオフの関係を柔軟なものにし、またそれらの要
件を最適化することができるという点である。
【０１１６】
　本発明の方法においてグラフィックス処理システム(例えば、レンダリングプロセス)に
よってデータが生成される必要があり、また生成される場合、例えば、単純に注目してい
るプロセス(例えば、グラフィックス構成要素(例えば、フラグメント)に必要な実際のデ
ータ(例えば、テクセル)のみを生成することが可能であろう(実際、本発明の好ましい一
実施形態では、これが行われるものである)。
【０１１７】
　しかし、出願人は、いくつかの状況において、注目しているプロセスに(例えば、フラ
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グメントを処理するために)必要なデータだけでなくそれ以上のデータを生成することが
望ましい場合があることを認識している。
【０１１８】
　例えば、動的テクスチャの場合、所定の1つまたは複数のテクセルが、1つのフラグメン
トによって必要とされる場合、周囲のテクセルのうちのいくつかが他のフラグメントによ
って必要とされると十分予測できる(隣接するフラグメントは、典型的には、テクスチャ
マップの隣接領域(例えば、テクセル)を使用するので)。この場合、それぞれのフラグメ
ントに対するテクセルの小さな集合を個別に生成するのではなく、システム側で同時に使
用する必要があると予測する可能性のあるすべてのテクセルを生成するとより効率的であ
る場合がある。
【０１１９】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明のデータ生成プロセスは、好ましく
はシーンまたはフレームまたは画像などにおいて注目するプロセスに必要なデータに地理
的に近いかまたは隣接する、および/または注目するプロセスに必要なデータと同じ、シ
ーン(または画像もしくはフレームなど)の同じ領域内にあるデータなど、注目するプロセ
スに(例えば、フラグメントを処理するために)必要なデータよりも多くのデータを生成す
ることができ、また好ましくは生成する。
【０１２０】
　例えば、また好ましくは、特にタイルベースシステムにおいて、システムは、表示され
るシーンのページまたはタイルに必要なすべての(動的)データの計算を、そのページまた
はタイルに対するデータが最初に生成されることになったときに実行することが可能であ
る。また、例えば、計算されるデータが関係するデータ集合全体(例えば、動的テクスチ
ャマップ)を、そのデータ集合に対するデータが最初に生成されることになったときに生
成することも可能であろう。
【０１２１】
　そのため、特に好ましい一実施形態では、本発明の方法で(つまり、所定のデータ生成
プロセスに対し)データ生成がトリガーされたときに生成される(および好ましくは格納さ
れる)データは、好ましくはデータが生成される領域の範囲に関して、好ましくは、その
ようなデータの異なる「サイズ」または量の範囲を含むことができる(また好ましくはそ
の範囲から選択されうる)。
【０１２２】
　最も好ましくは、完全データ集合(例えば、動的テクスチャマップ)、または完全データ
集合の(選択された)部分集合(所定のページまたはタイルまたは領域などに必要なデータ
など)、および/または特定の、個別データ値(例えば、1つまたは複数のテクセル)(例えば
、好ましくは、注目しているプロセスに必要な(複数の)データ値だけ)が選択的に生成(お
よび格納)されうる。
【０１２３】
　実際、本発明の重要な利点は、所定のデータ生成プロセスに使用されるより多いまたは
少ないデータを生成する能力を高め、さらに、例えば、データ生成要件、性能およびオー
バーヘッド、およびデータを格納するために必要なメモリ設置面積の間のトレードオフの
関係および最適化を、例えば柔軟に行えるようにする能力を高める点である。
【０１２４】
　必要に応じて、所定の時点において生成されるデータの量を選択するかまたは選ぶこと
ができる。好ましい一実施形態では、そのような選択は、データを計算するうえでの処理
オーバーヘッド、またはデータを格納するうえでのメモリ要件および/または可用性、お
よび好ましくはこの両方に基づく。例えば、データ生成オーバーヘッドが小さく(例えば
、計算が高速で単純であり)、および/またはデータ記憶域(メモリ)が制限されている場合
、毎回必要に応じて、また必要になったときに、データを生成することが好ましい場合が
ある。他方、データ生成オーバーヘッドが大きく、および/またはデータ記憶域が容易に
利用可能である場合、所定のデータ生成プロセスにおいてより多くのデータを生成するこ
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とが好ましい場合がある。
【０１２５】
　本発明の方法で生成されるデータは、所望の、好適な方法で生成されうる。これは、そ
のデータを生成するために必要になり、また実行される通常のプロセスおよび例えば、計
算を実行することにより、好ましくは生成される。
【０１２６】
　例えば、動的テクスチャの場合、使用される実際の動的テクスチャマップデータ(テク
セル)は、当業で知られているように、その目的のためにすでに定義されている、プリミ
ティブなどの、動的テクスチャオブジェクトを「レンダリング」することにより生成され
ることが可能であり、また好ましくは生成される。
【０１２７】
　同様に、本発明の方法によるタイルリストの「オンデマンド」生成は、当業で知られて
いるように、例えば正確なビニングまたは境界ボックスビニング技術を使用して、プリミ
ティブをタイルにビニングすることにより生成されることが可能であり、好ましくは生成
される。
【０１２８】
　(動的)頂点データ(例えば、頂点シェーディング)の生成であれば、頂点シェーディング
プロセス(例えば、変換および照明プロセス)は、通常の方法で実行されうる。
【０１２９】
　(ここで、本発明の意図は、データは、メモリ内で利用可能な状態にない場合に実際に
生成または計算されるということであることに留意すべきであり、このことは、例えば、
データがすでに存在している可能性があるが、他のソース(例えば、外部メモリ)からフェ
ッチされる必要があるか、または例えば、メモリ内に存在しているが、使用するためにデ
ータの他の表現に変換される必要がある構成とは対照的であろう。)
【０１３０】
　本発明の方法でデータを生成するときに、その時点で「完全な」データ生成プロセスを
(つまり、最初から、そのプロセスに「ロー」データを使用して)実行することが可能であ
ろう。
【０１３１】
　しかし、出願人は、データ生成プロセスおよび/またはそのプロセスに必要なデータの
一部が、例えば、プリミティブをフラグメント位置にラスター処理する前に、またはラス
ター処理の一部として、例えば、グラフィックス処理で計算がすでに完了し、および/ま
たはデータ構造体がすでに先に用意されているため、本発明の方法でデータが生成される
ことになる時点においてすでに実行され、および/または利用可能になっている場合のあ
ることを認識している。
【０１３２】
　例えば、動的テクスチャの場合、フラグメントレンダリングステージにおいて、動的テ
クスチャに対するテクスチャシーン情報がすでに用意されている可能性があり、その場合
、動的テクスチャマップ(テクセル)を生成するテクスチャの「レンダリング」のみが、本
発明のデータ「生成」ステージで完了している必要がある。他方で、動的テクスチャに対
する「ロー(raw)」テクスチャオブジェクトのみが存在する場合、データ生成ステップで
最初に、テクスチャシーン情報を生成し、次いで、シーンをレンダリングして動的テクス
チャマップ(テクセル)(など)を生成する。
【０１３３】
　そのため、本発明のデータ生成プロセスは、好ましくは、可能な限りまたは妥当である
限り、すでに存在していてグラフィックスプロセスから利用可能になっている可能性のあ
るデータおよびデータ構造体を(そのようなデータの生成を反復するといったことをせず
に)考慮し、活用し、利用することができる。(実際、当業者であれば理解するように、本
発明の方法で実行されるデータ生成プロセスは、どのようなデータおよびデータ構造体な
どが存在し、グラフィックスプロセスからすでに利用可能になっているかに好ましくは依
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存し、典型的には依存する。)
【０１３４】
　そのため、好ましい一実施形態では、結果として得られたデータがすでに利用可能にな
っている計算を反復するといったことをせずに、最終的なそれでも実行すべきデータ生成
プロセスのみが、本発明の方法でデータが生成される時点において実行される。
【０１３５】
　特に好ましい一実施形態では、本発明のデータ生成プロセスは、好ましくは、必要とさ
れるデータを生成するためにどのデータ(例えば、ジオメトリ)を使用する必要があるかを
例えば、好ましくは識別するために使用すべきデータ(例えば、ジオメトリ)のシーン位置
または配置、例えばタイリングによるソートなどのどれかのソートを利用する。例えば、
動的テクスチャの場合、動的テクスチャを生成するために使用すべきジオメトリ(例えば
、プリミティブ)がタイリングされている場合、データ生成プロセスは、現在のデータ要
件が関係するその1つまたは複数のタイルを識別することが可能であり、また好ましくは
識別し、次いで、そのデータ生成プロセスのためだけにデータをその1つまたは複数のタ
イルに使用する。
【０１３６】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、データ生成プロセスは、そのプロセスに必
要になると思われるすべての利用可能なデータおよび/または情報の部分集合を識別し、
次いでデータ生成プロセスにおいてデータのその部分集合のみを使用するステップまたは
手段を含む。これには、データ生成プロセスがこれによって簡素化され、および/または
その程度を縮小できるという利点がある(データ生成プロセスに影響を及ぼす可能性のあ
るデータのみがそのプロセスに使用されることを保証するのに役立ちうるからである)。
【０１３７】
　上述のように、好ましいそのような一実施形態では、使用するデータの部分集合は、例
えば、好ましくは、配置または位置により、最も好ましくはデータ生成プロセスに対し使
用されるデータ(例えば、ジオメトリ)のタイリングから、またはそのデータ(例えば、ジ
オメトリ)をタイリングすることにより、データ生成に使用されるデータ(例えば、好まし
くは、ジオメトリおよび/またはグラフィックス構成要素)のソートから識別される。
【０１３８】
　使用されるデータのそのような「タイリング」およびデータのそのようなソートの使用
は、例えば、生成されるデータが、例えば動的テクスチャマップ内のテクセルの場合のよ
うな、レンダリングされるシーン内の特定の領域または配置に関係する(つまり、シーン
内の関連付けられた位置または配置を有する)場合に特に有益であると思われる。この場
合、使用されるデータの地理的な(シーン内の(例えば、好ましくはx、y)位置による)ソー
トを行うことにより、データの冗長な処理をより容易に回避できる。
【０１３９】
　これらの構成では、データ生成プロセスにより使用されるデータ(例えば、ジオメトリ)
のある種のソート(例えば、タイリング)などは、すでに(例えば、ラスター処理ステージ
で)実行されている場合があると思われる。この場合、本発明のデータ生成プロセスは、
適宜、データのこのすでに実行されているソート(例えば、タイリング)などを使用して活
用することが可能であり、また好ましくは使用して活用する。
【０１４０】
　本発明の方法によるデータ生成の時点(ステージ)において、例えば位置に基づき、また
はタイル毎に、使用されるデータ(例えば、ジオメトリ)のソートなどを実行することが、
さらに、または代わりに、可能であろう。例えば、データ生成プロセスは、これが使用す
るデータ(例えば、ジオメトリ)の初期タイリングを実行するように配列または構成されう
る。これは、例えば、データがすでにタイリングまたはソートされていない場合に望まし
いことがある(例えば、グラフィックスプロセス全体の中の初期ステージにおいて)。
【０１４１】
　そのため、好ましい一実施形態では、本発明の「オンデマンド」データ生成プロセスは
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、データ(例えば、ジオメトリ)に関連付けられたシーン内の位置または配置、および/ま
たは影響を及ぼすことが知られているのがどのデータ(例えば、ジオメトリ)かということ
に好ましくは基づき、データ生成プロセスで使用されるデータ(および好ましくはジオメ
トリ)のソート、好ましくはタイリングを行うステップまたは手段を含むことができ、ま
た好ましくは含む。
【０１４２】
　最も好ましくは、システムまたはプロセスは、使用しているデータを選択的にソート(
例えば、タイリング)することができ、および/またはそうするように選択的に構成されう
る。このような選択は、例えばフラグメントをレンダリングするために、「ソートされた
」データを使用して要求された(生成されなければならない)他のデータを生成するときに
保存されうる処理と比較して、例えばデータ生成ステージにおいてソート(例えば、タイ
リング)を実行する必要のある付加的処理に基づくことができ、また好ましくは基づく。
【０１４３】
　データがソートされる、例えばタイリングされる場合、当業者であれば理解するように
、ソート(例えば、「タイリング」)プロセスは、例えば必要に応じて、所望のタイルサイ
ズおよび形状、ならびに正確なビニングまたは境界ボックスビニング(または他の何らか
のソート技術)などを使用したタイリングの場合に、必要に応じて実行されうる。
【０１４４】
　出願人は、さらに、いくつかの状況において、処理すべきデータを処理する前に予め(
例えば、好ましくは、表示するシーンを処理する前に予め)必要な複数のデータ生成プロ
セスのうちのいくつかのプロセスを実行することができ、それ以外のプロセスは本発明の
方法により「オンデマンド」で実行されるようにすることが好ましい場合があることをさ
らに認識している。例えば、いくつかのデータ生成プロセスは、比較的長い時間を要する
ことがあり、したがって、それらのプロセスを「オンデマンド」方式で実行することは、
例えば実際のレンダリングプロセスに望ましくない遅延を持ち込むことになる可能性があ
るため、それほど望ましくない場合がある。
【０１４５】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明のシステムおよび/または方法は、
要求されたデータを生成するために必要な「全」データ生成プロセス全体が、予め実行さ
れるプロセスおよび本発明の方法においてデータが必要になったときに実行されるプロセ
スに選択的に分割または分配できるように構成されうる。
【０１４６】
　したがって、好ましい一実施形態では、本発明は、グラフィックス処理の最も早いステ
ージで(つまり、予め)使用されるデータを生成するのに必要な複数のデータ生成プロセス
のうちの一部(全部ではなく)を好ましくは選択的に、実行する手段またはステップを含み
、好ましくは実行するように選択的に構成されうる。
【０１４７】
　(これは、本発明の概念全体を損なうものではなく、「オンデマンド」で実行されるデ
ータ生成がまだあるため、複数のデータ生成プロセスのうちの一部(全部ではなく)が「予
め」実行されうるにすぎない。実際、本発明の利点は、これを行うための柔軟性をもたら
す点である。)
【０１４８】
　本発明の方法においてデータがオンデマンドで生成されるときに必要なデータ生成プロ
セスは、グラフィックス処理システムの所望の、好適な1つまたは複数の処理ユニットで
実行されうる。したがって、この目的のために、例えば、1つまたは複数の追加の処理ユ
ニットをグラフィックスプロセッサに備えることも可能である。そのようなユニットは、
必要に応じて、例えば、専用の、固定された機能を持つ、処理ユニットを備えることが可
能であるか、またはプログラム可能なユニット(シェーダー)とすることが可能である。備
えられる実際のユニットは、当業者であれば理解するように、生成されるデータの性質に
依存する。
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【０１４９】
　特に好ましい一実施形態では、グラフィックスプロセッサの既存の処理ユニット(例え
ば、好ましくは、プログラム可能なそのようなユニット(シェーダー))(つまり、他の目的
のためにすでに存在している処理ユニット)が、本発明の方法でデータを生成するために
使用される。したがって、例えば、動的テクスチャの場合、動的テクスチャの「オンデマ
ンド」生成を実行するために、既存のレンダリングユニット(例えば、好ましくは、フラ
グメントシェーダー)が使用されるのが好ましい。
【０１５０】
　グラフィックスプロセッサの既存のユニットが、本発明の方法によるデータ生成に使用
される場合、好ましい一実施形態では、可能であれば、その目的のために現在空いている
処理ユニットが使用される。
【０１５１】
　しかし、出願人は、多くの場合において、必要になったときにデータ生成を実行するた
めに利用可能な好適な空いている処理ユニットがない場合があり、したがってその場合に
、本発明の方法においてすでに使用されている処理ユニットがデータ生成に使用される必
要があることを認識している。
【０１５２】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明は、本発明の方法でデータを生成す
るようにグラフィックスプロセッサの処理ユニットを割り当てるステップまたは手段を備
える。
【０１５３】
　本発明の方法で必要なデータを生成する処理ユニットのそのような割り当ては、必要に
応じて実行されうる。好ましい一実施形態では、グラフィックス処理システムの「コンテ
キスト」、例えば、レンダリングパイプラインを必要なデータ生成「コンテキスト」に切
り替える(例えば、グラフィックス処理を駆動する状態を変更する)ことにより行われる。
【０１５４】
　この目的のための(レンダリング)「状態」の変更は、すべての処理ユニットの(例えば
、レンダリングパイプライン全体の)を異なる状態(当業で知られている)に変更すること
により実行されうる。しかし、好ましくは、(例えば、好ましくは、出願人の初期の英国
特許出願第2420261号で説明されている技術を使用することにより)選択された(要求され
た)処理ユニットの状態のみが変えられる。同様に、状態変化(コンテキスト切り替え)は
、好ましくは、可能ならばプリミティブ毎に実装される。
【０１５５】
　このような状態変化が、データ生成が実行されうるように実装されている場合、前の状
態は、好ましくは格納され、データ生成が完了した後に処理ユニット(例えば、レンダリ
ングパイプライン)を前の状態に戻すことができる。
【０１５６】
　当業者であれば理解するように、本発明の方法によりオンデマンドでデータを生成する
要件をトリガーする、および/またはデータが生成される(例えば、プリフェッチにより予
め生成がトリガーされる場合)(グラフィックス)プロセスは、そのデータが生成されるよ
うなときまでには完了できない可能性がある。同様に、グラフィックスプロセッサの処理
ユニットが、本発明の方法で他のデータを生成するために使用されている場合、これによ
り、それらの処理ユニットが他の何らかの方法で実行されるべきプロセスが、中断する可
能性がある。したがって、一般に、本発明の方法により「オンデマンド」でデータを生成
する必要があると、他のグラフィックス処理が中断する可能性があり、典型的には中断す
る。したがって、本発明のシステムおよび方法は、好ましくは、この問題を解消する手段
またはステップを含む。
【０１５７】
　そのため、好ましい一実施形態では、本発明は、必要なデータが本発明の方法で生成さ
れている間に1つまたは複数のグラフィックスプロセスおよび/または1つまたは複数のグ
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ラフィックス構成要素(例えば、好ましくはプリミティブおよび/またはフラグメント)の
処理をサスペンドし、および/または停止する手段またはステップを含む。最も好ましく
は、データが生成される必要のある少なくともプロセスなどは、サスペンドまたは停止さ
れるが、後述のように、他のプロセスなどもサスペンドまたは停止されうる。
【０１５８】
　例えば、必要なデータが生成され、利用可能にされている間に、グラフィックス処理の
すべてをストールするか、または一時停止させることが可能である。しかし、そのような
ことをすると、グラフィックス処理の遅延が比較的長くなり、そのため、必ずしも望まし
いことにならない場合がある。
【０１５９】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、データ生成が行われている間に、特定の(
例えば、好ましくは選択された)1つまたは複数のグラフィックスプロセスなどのみが、サ
スペンドまたは停止され、最も好ましくは、グラフィックスプロセスまたはシステムが、
例えば、好ましくは、本発明のデータ生成プロセスの影響を受けない、他のグラフィック
ス処理を実行(例えば、好ましくは他のグラフィックス構成要素、例えばフラグメントを
処理)し続けることができる。次いで、これにより、データ生成プロセスが実行されてい
る間にレンダリングパイプライン全体をストールする必要がなくなる。ここでもまた、こ
れは、好ましくは、グラフィックスプロセスおよび/または個別のグラフィックス処理ユ
ニットの状態の適切な制御および切り替えにより実行されうる。この場合、必要なデータ
が生成され、グラフィックス処理システムにおいて利用可能である間、グラフィックス処
理の全部ではなく一部が、ストールされるか、または中断される。
【０１６０】
　これらの構成では、データが生成されている間に、注目している(つまり、生成される
データを「要求」する)特定のグラフィックスプロセス(例えば、特定のグラフィックス構
成要素、例えばフラグメントの処理)をサスペンドする(ストールする)ことのみ可能であ
る。しかし、好ましい一実施形態では、システムまたはプロセスは、注目しているデータ
生成プロセスの影響も受ける可能性のあるプリミティブ、フラグメントなどの他のグラフ
ィックスプロセスおよび/または構成要素を識別することを試み、また好ましくは、さら
にそれらのプロセスおよび/またはそれらの構成要素の処理をサスペンドするか、停止す
るか、またはストールする。
【０１６１】
　例えば、動的テクスチャの場合、生成されるテクセルの影響を受けることが知られてい
るか、または決定されうる他のフラグメントがあってよい。同様に、ストールされたプリ
ミティブの影響を受ける後続のプリミティブがありうる(例えば、ストールされたプリミ
ティブとブレンドされるからである)。これらの場合、データ生成プロセスが完了するま
で、他のフラグメントまたはプリミティブなどの処理を遅延させることも好ましい場合が
ある。
【０１６２】
　したがって、好ましい一実施形態では、本発明の方法でデータが生成されることを必要
とする特定のグラフィックスプロセス(および/または処理ユニット)(例えば、好ましくは
、特定のグラフィックス構成要素、例えばフラグメントまたはプリミティブの処理)だけ
でなくそれ以上のプロセスが、データが生成されている間サスペンドされる。
【０１６３】
　本発明のデータ生成プロセスの結果として処理がストールされるか、または停止される
必要がある場合がある、または望ましくはストールされるか、または停止されうる、この
ような他のグラフィックスプロセスおよび/または構成要素などの識別は、必要に応じて
実行されうる。好ましい一実施形態では、配置または位置情報(例えば、タイル位置)およ
び/または状態情報(例えば、レンダリング状態情報)が、この目的のために使用される。
【０１６４】
　グラフィックス処理(フラグメントのレンダリングなど)がこの方法で中断された場合、
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中断された処理は、本発明の方法によるデータ生成が終了した後に完了することが好まし
い。
【０１６５】
　そのため、特に好ましい一実施形態では、本発明は、本発明の方法でデータを生成する
必要があるため(必要なデータが生成され、グラフィックスプロセスなどから利用可能な
ように(提供)された後)中断された処理を実行または完了するステップまたは手段を含む
。
【０１６６】
　本発明の方法でデータを生成することが必要なためストールまたは中断された処理のそ
のような実行は、必要に応じて実行されうる。例えば、中断されているグラフィックスプ
ロセス(および/またはグラフィックス構成要素、例えば、フラグメントまたはプリミティ
ブの処理)は、完全に取り消され、次いで、データ生成が完了した後に再び(最初から)実
行されうる。したがって、例えば、フラグメントをレンダリングする場合、データ生成プ
ロセスの影響を受けるフラグメントを取り消して、次いで、データ生成プロセスが完了し
た後にレンダリングのため再発行することも可能である。
【０１６７】
　好ましい一実施形態では、中断されたプロセスは、中断された時点から、または中断し
た時点と一番最初の開始との間のある中間時点から、再開される。
【０１６８】
　言い換えると、「中断した」処理などは、再び処理を最初から開始するのではなく、好
ましくは、中断した(サスペンドした)時点から再開されるか、またはある中間ステージま
でロールバックされるということである。例えば、タイリングシステムの場合、処理は、
注目するタイルの処理の開始時点までロールバックされることが可能であり、好ましくは
ロールバックされる。
【０１６９】
　それぞれの場合において、注目するプロセスを識別するのに必要なデータ、および必要
な他のデータが生成された後にそれらのプロセスを実行する仕方(例えば、取り消された
フラグメントを再発行する仕方)は、好ましくは、中断したプロセスが後で実行できるよ
うに適切な方法で格納される。
【０１７０】
　したがって、好ましい一実施形態では、1つまたは複数のプロセスなどが、本発明のデ
ータ生成プロセスによって中断された場合、中断されたプロセスなどが持つ識別番号は、
状態情報などの関連情報およびプロセスなどがロールバックされる時点と併せて格納され
、中断されたプロセスなどは、将来の所望の時点において再開されうる。
【０１７１】
　例えば、フラグメントをレンダリングする場合、影響を受けるフラグメントの現在ステ
ータスは、(そのレンダリング状態とともに)格納され、したがって、データ生成プロセス
が完了した後にそのデータを使用してプロセスが再開されうる。
【０１７２】
　データなど(例えば、「フラグメント」)のそのような格納は、好ましくは、レンダリン
グプロセス(例えば、パイプライン)の外部で実行されるが、それは、データ生成プロセス
に処理ユニットが必要になる場合があるときに、例えば、処理ユニットを「ストールさせ
る」ために処理ユニットを通じてフラグメントを単純にループバックさせることが可能で
ない場合があるからである。
【０１７３】
　上述のように、本発明の利点は、表示するシーンの処理で実際にはそもそも使用されな
い(例えば、動的)グラフィックスデータの不要な生成を回避できる点である。この利点は
、グラフィックスプロセス全体が、グラフィックス処理からデータを早期にカリングし削
除するための技術を備え、使用する場合に高まる(その場合、間引かれたデータに対し「
オンデマンド」データ生成はまったくない)。
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【０１７４】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明は、さらに、本発明の方法によるデ
ータ生成が実行されるステージの前に(グラフィックス)処理から(グラフィックス)データ
を削除するか、またはカリングすることを試みるステップまたは手段を含む。データ(例
えば、フラグメント、プリミティブなど)のそのような「早期」カリング(culling)は、例
えば、好ましくは、早期深さ(Z)試験、ジオメトリ上の閉塞カリングスキームなどの隠面
消去技術を使用することにより、必要に応じて実行されうる。好ましい一実施形態では、
(早期)可視テストが使用される。
【０１７５】
　好ましいそのような一実施形態では、最終シーンに現れないジオメトリを識別すること
を試みるテストが行われ、そのようなジオメトリが見つかった場合に、そのジオメトリ(
および好ましくはそれにもっぱら関連付けられているデータ)は破棄される。そのような
テストは、例えば、ジオメトリが表示される可視フレームから完全に外れるかどうかを調
べるテストを含むことが可能であり、好ましい一実施形態では、含む。
【０１７６】
　好ましい一実施形態では、表示するシーンをレンダリングするために実際には必要でな
い動的データ(例えば、動的テクスチャ)を識別することを試みるテストが、さらにまたは
代わりに実行され、そのようなデータが見つかった場合、そのデータは好ましくは破棄さ
れる。タイリングベースシステムでは、これは、好ましくは、ビニングされたプリミティ
ブ(つまり、レンダリングされるシーンに対するタイルリストに載っているプリミティブ)
にまったく結び付けられていない動的データ集合(例えば、好ましくは、動的テクスチャ)
を識別することにより実行される(動的データ集合がビニングされたプリミティブに結び
付けられていない場合には、視錐台中に存在するプリミティブに結び付けられていないと
想定できるので)。
【０１７７】
　したがって、特に好ましい一実施形態では、本発明は、表示するシーンを処理するとき
に使用されない動的データ集合を探索し、および/または検出または決定することを試み
、好ましくは、そのシーンに使用されないことがわかった動的データ集合をシーンに関す
る他の処理から破棄する手段またはステップを含む。この探索は、好ましくは、表示する
シーンを処理する前に予め、タイリングシステムでは、好ましくは、シーンジオメトリ(
例えば、プリミティブ)が複数のタイルにソート(ビニング)されたステージの後、好まし
くはそもそもビニングされたジオメトリ(つまり、タイルリストに含まれるジオメトリ)に
結び付けられない動的データ集合を識別しようと試みることにより実行される。
【０１７８】
　このような構成は、例えば、動的データも同様に予め生成される構成において動的デー
タ集合を削除する(または動的データ集合の生成を回避する)ためにも使用することが可能
なので、それ自体において新しく有利であると考えられる。
【０１７９】
　したがって、本発明の第3の態様によれば、グラフィックスデータを処理する方法が提
供され、この方法は、
　表示するシーンをレンダリングする前に、シーンをレンダリングするのに実際には必要
でない動的グラフィックスデータを識別することを試みるステップを含む。
【０１８０】
　本発明の第4の態様によれば、グラフィックスデータを処理するための装置が実現され
、この装置は、
　表示するシーンをレンダリングする前に、シーンをレンダリングするのに実際には必要
でない動的グラフィックスデータを識別する手段を備える。
【０１８１】
　当業者であれば理解するように、本発明のこれらの態様は、本明細書で説明されている
本発明の好ましい、およびオプションの機能の1つまたは複数あるいはすべてを備えるこ
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とができ、好ましくは備える。したがって、例えば、動的データが必要かどうかの識別は
、好ましくは、タイルベースシステムでは、シーンについてビニングされたジオメトリ(
例えば、好ましくはプリミティブ)にまったく結び付けられていない動的データを識別す
ることを試みることにより実行される。同様に、必要でない動的データが識別された場合
、その動的データは、好ましくは、シーンの今後の処理から省かれる。
【０１８２】
　本発明のこれらの態様および実施形態において、探索される動的データは、好適な、所
望のそのようなデータを含むことができる。好ましい一実施形態では、好ましくは動的テ
クスチャマップなどの、動的テクスチャデータ(テクスチャデータ)を含む。
【０１８３】
　本発明をすべてのグラフィックスプロセスに関して動作させることも可能であろう。そ
れとは別に、例えば、本発明のプロセスがどこで必要になりそうかを指示し、プロセスの
潜在的必要性が示された場合に本発明の方法により可能なオペレーションのみをアクティ
ブ化することが可能である。例えば、好ましくは、処理されるフラグメントなどのグラフ
ィックス構成要素は、動的データ(例えば、動的テクスチャ)を必要としているものとして
(または必要としていないものとして)マーク付けする(フラグを立てる)ことが可能であり
、本発明は、動的データを必要としているものとして指示された構成要素(例えば、フラ
グメント)のみについて呼び出されうる。
【０１８４】
　したがって、好ましい一実施形態では、本発明の方法によるオペレーションが必要とな
りうるかどうかの指示が与えられ、本発明の方法によるオペレーションは、そのような指
示にのみ応答してアクティブ化される。
【０１８５】
　本発明のまたは本発明とともに使用するグラフィックス処理システムは、好適な任意の
形態をとりうる。当業者であれば理解するように、本発明に従って動作する必要のある特
定のコンポーネントまたは機能とともに、表示するグラフィックスデータを処理させるた
めに必要な他の機能およびコンポーネントを備えることができ、また備えるべきである。
そのため、これは、好ましくは、当業で知られているように、例えば(プログラム可能な)
1つまたは複数の頂点シェーダーユニット、(プログラム可能な)1つまたは複数のフラグメ
ントシェーダーユニット、(複数の)ラスター処理ユニット、(複数の)レンダリングユニッ
ト(例えば、テクスチャマッピングユニット、フォギングユニット、および/またはブレン
ディングユニットなどを含む)などのうちの1つまたは複数を備える。
【０１８６】
　グラフィックス処理システムは、必要に応じて実装できる。好ましい一実施形態では、
単一の(シリコン)プラットフォームとして実装される。
【０１８７】
　好ましい一実施形態では、本発明は、ハードウェアグラフィックスレンダリングパイプ
ラインに適用されるか、またはハードウェアグラフィックスレンダリングパイプラインと
して実装される。
【０１８８】
　本発明のさまざまな機能要素などは、例えば、好ましくは、適切な機能ユニット、処理
ロジック回路、プロセッサ、マイクロプロセッサ装置などにより必要に応じて実装されう
る。
【０１８９】
　本発明は、所望のグラフィックス処理システムに対し使用できる。これは、特に、ただ
し排他的ではなく、3Dグラフィックス処理システムに適しており、当業者であれば理解す
るように、タイルベースのレンダリングシステムに具体的な応用があり、また好ましくは
タイルベースのレンダリングシステムで実装される。
【０１９０】
　したがって、本発明は、さらに、本発明のシステムまたは装置を含む、および/または
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本発明の方法のうちの1つまたは複数に従って動作しうる、グラフィックスプロセッサお
よび/またはグラフィックス処理システムもしくはプラットフォーム、および好ましくは3
Dグラフィックスプロセッサおよび/またはグラフィックス処理システムもしくはプラット
フォームに拡大適用される。上述の特定の機能を実行するためにハードウェアが必要であ
ることを前提条件とすると、そのようなグラフィックスプロセッサなどは、他の何らかの
方法で、グラフィックスプロセッサが備える、通常の機能/ユニットなどの1つまたは複数
またはすべてを備えることができる。
【０１９１】
　上記から理解されるように、本発明は、一般に、グラフィックスプロセスがデータを必
要とする場合に、グラフィックス処理システムが最初にそのデータをメモリの中から探し
、次いで、データがメモリ内で利用可能な状態にない場合に、そのデータを使用できるよ
うに生成するために使用される構成を実現する。
【０１９２】
　したがって、本発明の他の態様によれば、グラフィックス処理システムにおいて表示す
るシーンのグラフィックスデータを処理する方法が提供され、この方法は、
　表示するシーンデータの処理に他のデータが必要になったときに、メモリからそのよう
な他のデータをフェッチすることを試みるステップと、
　メモリ内で他のデータが利用可能な状態になっていない場合に、必要な他のデータを生
成し、次いで、その生成された他のデータを使用して表示するシーンデータを処理するス
テップとを含む。
【０１９３】
　本発明の他の態様によれば、グラフィックス処理システムにおいて表示するシーンのグ
ラフィックスデータを処理するシステムが実現され、このシステムは、
　表示するシーンデータの処理に他のデータが必要になったときに、メモリからそのよう
な他のデータをフェッチすることを試みる手段と、
　メモリ内で他のデータが利用可能な状態になっていない場合に、必要な他のデータを生
成し、次いで、その生成された他のデータを使用して表示するシーンデータを処理する手
段とを備える。
【０１９４】
　当業者であれば理解するように、本発明のこれらの態様は、適宜、本明細書で説明され
ている本発明の好ましい、およびオプションの機能の1つまたは複数あるいはすべてを備
えることができ、好ましくは備える。したがって、例えば、必要な他のデータは、好まし
くは、テクスチャデータ、頂点データ、ジオメトリデータ、および/またはタイルリスト
データである。
【０１９５】
　同様に、本発明は、表示するシーンのグラフィックスデータを処理するために必要にな
ると思われるデータの生成が、グラフィックス処理を実行するのにデータが必要になると
きまで遅延させることができ、また遅延される方法およびシステムを実現する。
【０１９６】
　したがって、本発明のさらに他の態様によれば、グラフィックス処理システムにおいて
表示するグラフィックスデータを処理する方法が提供され、この方法は、
　表示するシーンを処理するときに使用されるデータの生成を、表示するシーンを処理す
るプロセスにデータが必要になるときまで遅延させるステップを含む。
【０１９７】
　本発明の他の態様によれば、表示するシーンを処理するときに使用されるデータの生成
を、表示するシーンを処理するプロセスにデータが必要になるようなときまで遅延させる
ことができるグラフィックスを処理するシステムが実現される。
【０１９８】
　当業者であれば理解するように、本発明のこれらの態様は、適宜、本明細書で説明され
ている本発明の好ましい、およびオプションの機能の1つまたは複数あるいはすべてを備
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えることができ、好ましくは備える。したがって、例えば、生成されるデータは、好まし
くは、テクスチャデータ、頂点データ、ジオメトリデータ、および/またはタイルリスト
データであり、および/または好ましくは、表示するシーンの他のグラフィックスデータ
を処理するために、および/または処理するときに使用されるべきである。
【０１９９】
　同様に、本発明は、表示するシーンのグラフィックスデータを処理するために必要にな
ると思われるデータの生成が、グラフィックス処理を実行するのにデータが必要になった
ときに、オンデマンドで実行されうる方法およびシステムを実現する。
【０２００】
　したがって、本発明のさらに他の態様によれば、グラフィックス処理システムにおいて
表示するグラフィックスデータを処理する方法が提供され、この方法は、
　表示するシーンを処理するときに使用されるデータを、表示するシーンを処理するプロ
セスにデータが必要になったときにオンデマンドで生成するステップを含む。
【０２０１】
　本発明の他の態様によれば、表示するシーンを処理するときに使用されるデータが、表
示するシーンを処理するプロセスにデータが必要になったときにオンデマンドで生成され
うる、グラフィックス処理システムが実現される。
【０２０２】
　当業者であれば理解するように、本発明のこれらの態様は、適宜、本明細書で説明され
ている本発明の好ましい、およびオプションの機能の1つまたは複数あるいはすべてを備
えることができ、好ましくは備える。したがって、例えば、生成されるデータは、好まし
くは、テクスチャデータ、頂点データ、ジオメトリデータ、および/またはタイルリスト
データであり、および/または好ましくは、表示するシーンの他のグラフィックスデータ
を処理するために、および/または処理するときに使用されるべきである。
【０２０３】
　上記から理解されるように、本発明の特に好ましい構成および重要機能は、表示するシ
ーンをレンダリングするのに必要な動的グラフィックスデータの少なくとも一部は、シー
ンをレンダリングする前に予め生成されることはなく、その代わりに、シーンがレンダリ
ングされるときにオンデマンドで生成されるというものである。
【０２０４】
　したがって、本発明の他の態様によれば、表示するグラフィックスデータの処理が動的
グラフィックスデータの使用を必要とする可能性のある、グラフィックス処理システムに
おいて表示するグラフィックスデータを処理する方法が提供され、この方法は、
　表示するシーンを処理する前に予め、表示するシーンを処理するときに使用される動的
グラフィックスデータを生成しないステップと、
　表示するシーンを処理するときに使用される動的グラフィックスデータを、表示するシ
ーンを処理するために動的グラフィックスデータが必要になったと判断されたときにオン
デマンドで生成するステップとを含む。
【０２０５】
　本発明の他の態様によれば、表示するグラフィックスデータを処理する際に動的グラフ
ィックスデータの使用を必要とする可能性がある、グラフィックス処理システムが実現さ
れ、このシステムは、
　表示するシーンを処理する前に予め表示するシーンを処理するときに使用される動的グ
ラフィックスデータを生成する代わりに、表示するシーンを処理するときに使用される動
的グラフィックスデータを、表示するシーンを処理するために動的グラフィックスデータ
が必要であると判定されたときにオンデマンドで生成する手段を備える。
【０２０６】
　当業者であれば理解するように、本発明のこれらの態様は、適宜、本明細書で説明され
ている本発明の好ましい、およびオプションの機能の1つまたはすべてを備えることがで
き、好ましくは備える。したがって、動的グラフィックスデータは、好ましくは、動的テ
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クスチャデータ、動的頂点データ、動的ジオメトリデータ、および/またはタイルリスト
データである。
【０２０７】
　上述のように、本発明の特に好ましい一構成は、必要に応じた動的グラフィックスデー
タのオンデマンド生成を伴う。
【０２０８】
　したがって、本発明の他の態様によれば、グラフィックス処理システムにおいてデータ
を処理する方法が提供され、この方法は、
　グラフィックス処理システムが、
　処理するデータを受け取り、
　受け取ったデータを処理するために動的グラフィックスデータが必要であることを認識
し、
　必要な動的グラフィックスデータがメモリ内ですでに利用可能な状態にあるかどうかを
判定し、
　動的グラフィックスデータがメモリ内で利用可能な状態になっていない場合に、必要な
動的グラフィックスデータを生成し、次いで、その生成されたデータを使用して処理すべ
きデータを処理するステップを含む。
【０２０９】
　本発明の他の態様によれば、グラフィックス処理システムが実現され、このシステムは
、
　処理するデータを受け取る手段と、
　受け取ったデータを処理するために動的グラフィックスデータが必要であることを認識
する手段と、
　必要な動的グラフィックスデータがメモリ内ですでに利用可能な状態にあるかどうかを
判定する手段と、
　メモリ内で動的グラフィックスデータが利用可能な状態になっていない場合に、必要な
動的グラフィックスデータを生成し、次いで、その生成されたデータを使用して処理すべ
きデータを処理する手段とを備える。
【０２１０】
　当業者であれば理解するように、本発明のこれらの態様は、適宜、本明細書で説明され
ている本発明の好ましい、およびオプションの機能の1つまたは複数あるいはすべてを備
えることができ、好ましくは備える。したがって、例えば、生成される動的グラフィック
スデータは、好ましくは、テクスチャデータ、頂点データ、ジオメトリデータ、および/
またはタイルリストデータである。
【０２１１】
　当業者であれば理解するように、本明細書で説明されている本発明の態様および実施形
態はすべて、適宜、本明細書で説明されている本発明の好ましい、およびオプションの機
能の1つまたは複数あるいはすべてを備えることができ、好ましくは備える。
【０２１２】
　本発明による方法は、少なくとも部分的にはソフトウェアを使用して、例えばコンピュ
ータプログラムを使用して実装されうる。そのため、他の態様から見たときに、本発明は
、データ処理手段にインストールされたときに方法または本明細書で説明されている方法
を実行するように特に適合されたコンピュータソフトウェア、データ処理手段上でプログ
ラム要素が実行されたときに方法または本明細書で説明されている方法を実行するコンピ
ュータソフトウェアコード部分を含むコンピュータプログラム要素、およびデータ処理シ
ステム上で方法が実行されたときに方法または本明細書で説明されている方法のすべての
ステップを実行するように適合されたコード手段を含むコンピュータプログラムを提供す
ることがわかる。
【０２１３】
　本発明は、さらに、データ処理手段を備えるマイクロプロセッサシステムおよび/また
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はグラフィックス処理システムを動作させるために使用されたときに前記データ処理手段
と併せて前記システムに方法または本発明の方法のステップを実行させるコンピュータソ
フトウェアキャリアおよび/またはそのようなソフトウェアを含むコンピュータプログラ
ム製品または媒体に拡大適用される。このようなコンピュータソフトウェアキャリアまた
は製品は、ROMチップ、CD ROM、またはディスクなどの物理的記憶媒体とすることが可能
であるか、またはケーブル上の電子信号、光信号、または衛星もしくは同様のものなどへ
の無線信号などの信号とすることが可能である。
【０２１４】
　さらに、本発明の方法のステップすべてが、コンピュータソフトウェアによって実行さ
れる必要はないことは理解されるであろうし、したがって、さらに広い観点から、本発明
は、コンピュータソフトウェア、および方法または本明細書で説明されている方法の複数
のステップのうちの少なくとも1つを実行するためにコンピュータソフトウェアキャリア
上にインストールされたそのようなソフトウェアを提供する。
【０２１５】
　したがって、本発明は、コンピュータシステムとともに使用するためコンピュータプロ
グラム製品として適宜具現化されうる。そのような実装は、コンピュータ可読媒体、例え
ば、ディスケット、CD-ROM、ROM、またはハードディスクなどの、有形の媒体上に固定さ
れた、あるいは限定はしないが、光またはアナログ通信回線を含む有形の媒体上で、ある
いは限定はしないが、マイクロ波、赤外線、または他の伝送技術を含む無線技術の無形の
手段を使用して、モデムまたは他のインターフェイスデバイスを介して、コンピュータシ
ステムに伝送可能な、一連のコンピュータ可読命令を含むことができる。これら一連のコ
ンピュータ可読命令は、本明細書ですでに説明されている機能の全部または一部を具現化
する。
【０２１６】
　当業者であれば、このようなコンピュータ可読命令は、多くのコンピュータアーキテク
チャまたはオペレーティングシステムとともに使用するために多くのプログラミング言語
で作成されうることを理解するであろう。さらに、このような命令は、限定はしないが半
導体、磁気、または光を含む、現在の、または将来のメモリ技術を使用して格納されるか
、または、限定はしないが光、赤外線、またはマイクロ波を含む、現在の、または将来の
通信技術を使用して伝送されうる。このようなコンピュータプログラム製品は、印刷また
は電子文書を添付した取り外し可能媒体、例えばシステムROMまたは固定ディスク上のコ
ンピュータシステムにプリインストールされている、例えば市販ソフトウェアとして配布
されるか、あるいはサーバーまたはネットワーク、例えばインターネットまたはワールド
ワイドウェブ上の電子掲示板から配布されうる。
【図面の簡単な説明】
【０２１７】
　次に、本発明の多数の好ましい実施形態について、付属の図面を参照しつつ、実施例の
みを使って説明する。
【図１】本発明に従って動作しうるグラフィックス処理システムの概略を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態における図1のグラフィックス処理システムのオペレーショ
ンの概略を示す図である。
【図３】動的テクスチャデータを生成する従来技術の概略を示す図である。
【図４】本発明の技術が有益に適用されうるシーンの概略を示す図である。
【図５】図4のシーンを処理するときに使用する修正されたオブジェクトディスクリプタ
の概略を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０２１８】
　図1は、本発明に従って動作しうるグラフィックス処理システム1の構成の概略を示す。
【０２１９】
　本発明のこの実施形態は、タイルベースのレンダリングシステムに関して、また本発明
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の方法による動的テクスチャの生成に関して説明される。しかし、上述のように、もちろ
ん、他の構成も可能である。
【０２２０】
　図1に示されているように、グラフィックス処理システム1は、状態管理システム2、ラ
スター処理ステージ3、およびレンダリングステージ4をレンダリングパイプラインの形態
で備える。
【０２２１】
　状態管理システム2は、当業で知られているように、状態データ、およびグラフィック
ス処理オペレーションを制御するグラフィックス処理ユニットの状態を格納し、制御する
。
【０２２２】
　当業で知られているように、ラスタライザー3は、その入力として、表示すべきプリミ
ティブを受け取り、それらのプリミティブをレンダリングされるフラグメント位置(フラ
グメント)にラスター処理する。
【０２２３】
　レンダリングパイプライン4は、ラスタライザー3からフラグメントを受け取り、それら
のフラグメントを表示のためレンダリングする。当業で知られているように、レンダリン
グパイプライン4は、フラグメントシェーダー、ブレンダー、テクスチャマッパーなどの
多くの異なる処理ユニットを備える。
【０２２４】
　レンダリングパイプライン4からの出力(レンダリングされたフラグメント)は、タイル
バッファ5に出力される(この実施形態は、タイルベースシステムだからである)。次いで
、表示するため、タイルバッファの出力は、最終的にフレームバッファ6に出力される。
【０２２５】
　図1は、さらに、この実施形態の方法で動作するように備えられている、グラフィック
ス処理システム1の特定の機能の概略も示している。
【０２２６】
　特に、図1に示されているように、レンダリングパイプライン4のテクスチャマッピング
ステージ7は、レンダリングするために受け取ったフラグメントをテクスチャ処理するの
に必要なテクスチャを決定するためにテクスチャリストバッファ8にアクセスできるよう
に構成されている。この実施形態で使用されるテクスチャは、当業で知られているように
、「静的」テクスチャおよび「動的」テクスチャの両方を含む。テクスチャリストバッフ
ァ8は、必要なテクスチャを示し、次いで、当業で知られているように、テクスチャマッ
ピングシステム7が、メモリから必要な関連するテクスチャおよび/またはテクセルをフェ
ッチしようと試み、フェッチされたデータを使用して、注目するフラグメントを処理する
。
【０２２７】
　図1に示されているように、この実施形態では、動的テクスチャは動的テクスチャメモ
リ9内にそれらのテクスチャを格納することにより処理される。したがって、フラグメン
トが動的テクスチャを必要とする場合、テクスチャリストバッファ8は、レンダリングパ
イプライン4内のテクスチャユニット7に対し、動的テクスチャメモリ9からテクスチャが
フェッチされ、フラグメントを処理するために使用されることを指示する。
【０２２８】
　図1は、さらに、フラグメントキャッシュ10も示す。このキャッシュは、以下でさらに
詳しく説明するように、本発明の方法で動的テクスチャが生成されている間に処理が中断
(ストール)される必要があったフラグメントに関係するデータを格納するために使用され
る。
【０２２９】
　図1に示されているように、タイルバッファ5は、さらに、データを動的テクスチャメモ
リ9に出力するように構成されうる。以下でさらに詳しく説明するように、この構成は、
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この実施形態の方法で動的テクスチャを生成するときに使用され、これにより、生成され
たテクスチャを動的テクスチャメモリ9に格納しておき、その後、フラグメントをレンダ
リングするときに使用するためにそこからテクスチャを取り出せる。
【０２３０】
　図1に示されているようなグラフィックスプロセッサのステージ、要素、およびユニッ
トなどのそれぞれは、必要に応じて実装することが可能であり、そこで、例えば、必要な
オペレーションおよび機能を実行する適切な回路、および/または処理ロジックなどを備
えることは理解されるであろう。
【０２３１】
　次に、本発明の一実施形態による図1のグラフィックス処理システムのオペレーション
について、図2を参照しつつ説明する。
【０２３２】
　図2は、1つのタイルに対するフラグメントがラスタライザー3(ステップ20)によって生
成(発行)された後に開始するこの実施形態のプロセスにおけるステップを示す。
【０２３３】
　プロセスの第1のステージでは、初期「可視性」テストをそれぞれのフラグメントに対
し実行する(フラグメントに対しさらに処理を行わないようにできるか確認する)(ステッ
プ21)。この実施形態では、このテストは、早期深さまたはZテストである。しかし、他の
「可視性」テストを代わりに、または同様に使用することが可能である。例えば、フラグ
メントが実際に可視フレーム内に入るかどうかに関するテストを実行し、および/または
他の隠面消去技術を使用することがさらにまたは代わりに可能である。
【０２３４】
　フラグメントが、使用されている可視性テストによって可視でないことがわかった場合
、これは、レンダリングパイプラインに渡されない(つまり、さらなる処理から破棄され
る)(ステップ22)。これは、フラグメントが、とりわけ、いかなる動的テクスチャの生成
もトリガーせず、したがって、動的テクスチャを冗長生成する可能性がさらに減ることを
意味する。(実際、一般に、可能な限り多くのデータなどを、初期ステージのレンダリン
グプロセスから取り除くことを試みるのが好ましく、そうすることで、一般に、実行され
る潜在的に冗長性を有する動的テクスチャ生成の量を減らせる。)
【０２３５】
　フラグメントが、「可視」であると判明した場合、これは、レンダリングのためレンダ
リングパイプライン4に渡される。
【０２３６】
　次いで、図2では、フラグメントがテクスチャ処理ステージ7に到達し、その時点で、フ
ラグメントに使用されるテクセルアドレスが計算されると想定される(ステップ23)。これ
は、この実施形態において、テクスチャリストバッファ8をチェックすることにより実行
される。
【０２３７】
　この実施形態では、テクスチャは、静的テクスチャであるか動的テクスチャであるかを
示す追加タグを備えると想定されている。これは、ステップ24でチェックされる。(しか
し、テクスチャが静的であるか動的であるかのタグ付けをしなくても本発明を動作させる
ことが可能である。システムは、それでも、単純にメモリから必要なテクセルを取り出そ
うとし、メモリ内にそれらのテクセルが見つからない場合に、この実施形態の方法でそれ
らを生成するステップに進むことが可能である。)
【０２３８】
　テクスチャが動的テクスチャでないことが判明した場合、システムは(複数の)テクセル
をフェッチするステップに進み、通常の方法でフラグメントのレンダリングを完了させる
ことができる(この場合、テクセルはメモリ内にすでに存在しており、使用できる状態に
あると想定できるからである)(ステップ30から33)。
【０２３９】
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　必要なテクセルが、動的テクスチャに関係していると判定された場合、システムは、最
初に、動的にテクスチャメモリ9からそれらのテクセルをフェッチすることを試みる(ステ
ップ25)。
【０２４０】
　テクセルが動的テクスチャメモリ9内に存在する場合、テクセルは、直接的に取り出せ
、動的テクスチャは通常の方法で注目するフラグメントに適用されうる(つまり、静的テ
クスチャの場合のように)(ステップ31)。
【０２４１】
　次いで、フラグメントは、通常どおりレンダリングされ、タイルバッファ5に出力され
うる(ステップ32および33)。
【０２４２】
　他方で、動的テクスチャを注目するフラグメントに適用するのに必要なテクセルが動的
テクスチャメモリ9内で利用可能な状態にないことが判明した(つまり、実際に、動的テク
スチャの「ミス」が発生した)場合、関連するテクセルが生成されなければならない。
【０２４３】
　このプロセスの第1のステージでは、注目する動的テクセルを必要とするフラグメント
のレンダリングをサスペンドする(この処理は、動的テクセルが生成されるまで完了しえ
ないからである)(ステップ28)。これは、フラグメントキャッシュ10内にフラグメントに
関係する関連フラグメントデータ、レンダリング状態データなどを格納することにより行
われるので、新しい1つまたは複数の動的テクセル(動的テクスチャデータ)が生成された
後、その現在データを取り出し、フラグメント処理を、そのサスペンドした時点から再開
することができる。
【０２４４】
　(このフラグメントデータは、動的テクスチャデータが生成される間、レンダリングパ
イプライン4の外部にあるフラグメントキャッシュ10内に格納されるが、それは、以下で
さらに詳しく説明するように、レンダリングパイプライン4が、動的テクスチャデータを
生成するために使用され、したがってレンダリングパイプライン4でサスペンドされてい
るフラグメントを単純にループバックさせないことが好ましいからである(さもなければ
「通常」のテクスチャキャッシュミスの場合に実行される可能性がある)。)
【０２４５】
　この実施形態では、動的テクスチャ生成プロセスをトリガーしたフラグメントをサスペ
ンドするとともに、システムは、さらに、動的テクスチャ(テクセル)を生成する必要があ
ることからさらに影響を受ける可能性のある、他のフラグメントおよびプリミティブなど
の、他のグラフィックス構成要素およびプロセスを識別することを試みるオペレーション
をし、生成される動的テクスチャの用意が整うまで(ここでもまた、関連情報をフラグメ
ントキャッシュ10に格納することにより)それらのグラフィックス構成要素などの処理を
サスペンドまたは排除する。
【０２４６】
　例えば、システムは、生成される動的テクスチャを必要とする他のフラグメントを識別
し、動的テクスチャが生成されるまでそれらのフラグメントをサスペンドすることを試み
る。これは、例えば、フラグメントの位置およびその関連するレンダリング状態に基づく
。
【０２４７】
　同様に、システムは、好ましくは、さらに、サスペンドされたフラグメントの影響を受
ける可能性がある(例えば、サスペンドされたフラグメントとブレンドされたため)後続の
プリミティブを識別し、ここでもまた、生成される動的テクスチャの用意が整うまでそれ
らのプリミティブのレンダリングをサスペンドまたは停止するオペレーションをする。こ
こでもまた、これは、例えば、プリミティブの位置および状態情報を使用することにより
実行されうる。例えば、動的テクスチャデータを生成することが必要である状況をトリガ
ーしたフラグメントの領域内に入るプリミティブは、動的テクスチャが生成されるまでそ
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の処理をサスペンドすることが可能である。ここでもまた、サスペンドされたプリミティ
ブをその後の適切な時期に処理できるようにするために必要なデータは、適切な方法で格
納される。
【０２４８】
　これらの構成では、動的テクスチャが生成される必要があるためこの実施形態の方法で
フラグメントがサスペンドされた場合、多数の他のフラグメントまたはプリミティブなど
も、そのときにサスペンドされる可能性があることは理解されるであろう。
【０２４９】
　この点を鑑みて、またこの場合にサスペンドされる必要のあるレンダリングパイプライ
ン4のオペレーション全体を回避するために、この実施形態のレンダリングパイプライン4
は、複数の「レンダリングコンテキスト」を保持し切り替える機能を有する。言い換える
と、生成される動的テクスチャを必要とするか、または生成される動的テクスチャの影響
を受ける可能性のあるフラグメント集合のレンダリングをサスペンドした後、レンダリン
グパイプライン4は、第1のフラグメント集合(第1の「レンダリングコンテキスト」)で動
的テクスチャ生成プロセスが完了するのを待つ間、異なるフラグメント集合(他の「レン
ダリングコンテキスト」)のレンダリングに切り替えることができる。これらの構成では
、異なる「レンダリングコンテキスト」は、典型的には、フレームバッファの所定のセク
ションとなる。
【０２５０】
　異なる「レンダリングコンテキスト」の切り替えは、例えば、レンダリングパイプライ
ン4の状態および/またはパイプライン内のレンダリングユニットの状態の適切な構成によ
り実行されうる。
【０２５１】
　関連フラグメント、グラフィックス構成要素などがサスペンドされた後、プロセスは、
必要な動的テクスチャ(テクセル)を生成するステップ(ステップ27)に進み、それらの動的
テクスチャを動的テクスチャメモリ9に格納するステップ(ステップ28)に進む。
【０２５２】
　この実施形態では、レンダリングパイプライン4は、動的テクスチャを生成するために
レンダリングパイプラインを使用する場合に実行されるのと同様に通常の方法でそのテク
スチャをレンダリングすることにより関連動的テクスチャ(テクセル)を生成するために使
用される。したがって、関連動的テクスチャジオメトリおよび/またはテクスチャオブジ
ェクトなどは、レンダリングパイプライン4に渡され、次いで、それらのオブジェクトを
レンダリングして動的テクスチャ出力(テクセル)をタイルバッファ5に供給するステップ
に進む。次いで、タイルバッファ5は、生成された動的テクセルを動的テクスチャメモリ9
に格納するように構成されるので、動的テクスチャを必要とするフラグメントがレンダリ
ングされるときに(それらのフラグメントの処理が再開されるときに)それらのテクセルを
そこから取り出すことができる。
【０２５３】
　言い換えると、レンダリングパイプライン4は、動的テクスチャをレンダリングして、
それを動的テクスチャメモリ9内に格納するので、この動的テクスチャは、注目するフラ
グメントのレンダリングパスのテクスチャソースとして使用されうる(通常、動的テクス
チャが動的テクスチャメモリ9内にすでに格納されているか、または静的テクスチャが使
用されていた場合と同様に)。
【０２５４】
　必要な動的テクスチャ(テクセル)を生成するレンダリングパイプライン4の適切な構成
は、レンダリングパイプライン(および/またはレンダリングパイプラインのレンダリング
ユニット)の状態を適宜設定することによりなされる。
【０２５５】
　他の構成も可能であろう。例えば、この実施形態の方法においてレンダリングパイプラ
イン4それ自体を使用して動的テクスチャを生成する代わりに、その目的のために専用処
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理ユニットを備えることも可能である。
【０２５６】
　動的テクスチャデータ生成プロセスは、さらに、必要ならばデータ生成の他のステージ
、例えば、動的テクスチャを生成するのに必要なジオメトリデータの生成を完了するため
の頂点シェーディング、および/またはシーン内の位置または配置により動的テクスチャ
を生成するために使用されるジオメトリをソートするタイリング(ビニング)プロセスも伴
うことがある。(後者は、使用するジオメトリの「タイリング」を行って動的テクスチャ
を生成することにより、この実施形態の方法で動的テクスチャが生成されるときに実際に
処理されるジオメトリの量を減らすことができるため有利でありうる。)
【０２５７】
　一般に、この実施形態の方法で動的テクスチャを生成するために実行される実際のプロ
セスは、データの生成時にレンダリングパイプラインに対しすでに利用可能になっている
データ構造などに依存する。例えば、実際、動的テクスチャオブジェクトの頂点シェーデ
ィングおよび/またはそのタイリングもしくはビニングが、すでに実行されている場合、
実際の動的テクスチャテクセルが生成されるステージでそれらのプロセスを繰り返す必要
はなく、その代わりにレンダリングパイプライン4が動的テクスチャに対する関連テクセ
ルを単純にレンダリングすることができる。その一方で、ジオメトリデータ(頂点シェー
ディング)がまだ生成される必要があり、および/またはタイリング(ビニング)データ構造
体がまだ必要である場合、それらのプロセスは、必要ならば、動的テクスチャ(テクセル)
が生成されるときに実行されうる。
【０２５８】
　実際、本発明のこの実施形態(および一般に本発明)であっても、それでも、表示するシ
ーンのフラグメントをラスター処理し、レンダリングする前に予め、ジオメトリデータ(
初期頂点シェーディング)などの動的テクスチャを生成するために必要な一部のデータの
生成および/または動的テクスチャのタイリング(ビニング)データ構造体の生成を実行す
ることが好ましい場合があるが、それは、これらのプロセスが潜在的に大きくなる可能性
があり、フラグメントレンダリングで動的テクスチャが生成されるときにそれらのプロセ
スを実行することで、フラグメント処理のサスペンドが非常に長くなり望ましくない状態
になる可能性があるからである。したがって、例えば、所定の動的テクスチャがアクセス
される可能性が非常に高い場合に、それらのプロセスを予め実行するのが好ましく、これ
により、例えば、前のフレームレンダリングと並行して実行することが可能であり、注目
しているシーンに対するフラグメントレンダリングをその時点において比較的長い間サス
ペンドすることはない。
【０２５９】
　この実施形態では、フラグメントをレンダリングするときに使用する動的テクスチャ(
テクセル)を生成する必要があると判断された場合、システムは、さらに、生成されるべ
き注目する動的テクスチャの領域を識別するオペレーションをする。
【０２６０】
　これは、例えば、データ生成が実行されるときに、例えば、動的テクスチャデータ生成
プロセスに対し比較的高いオーバーヘッドがある場合に、必要とされるテクセルだけでな
くそれ以上のテクセルをも計算することが望ましい場合があるからである。したがって、
この実施形態では、所定の動的テクスチャ生成イベントが生じたときに動的テクスチャの
どのような領域が生成されるかを選択的に構成することが可能である。これは、例えば、
注目する動的テクスチャを必要とする可能性のあるシーンのプリミティブ、フラグメント
、タイル、領域などを示す状態管理システム2からの情報に基づくことができる。
【０２６１】
　例えば、注目するタイル(つまり、動的テクスチャ生成をトリガーしたフラグメントが
関係するタイル)に対する動的テクスチャ(テクセル)が生成され格納されうる。そこで、
これにより、注目するタイルに対しその動的テクスチャを再度生成しなくても済む可能性
がある。
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【０２６２】
　いったん関連動的テクスチャデータ(テクセル)が生成され、動的テクスチャメモリ9内
に格納されていれば、サスペンドされたフラグメントなどの処理が再開されうるが、それ
というのも通常の方法で動的テクスチャメモリ9からの動的テクスチャを使用することが
できるからである(ステップ29)。
【０２６３】
　この実施形態では、サスペンドされたフラグメントのレンダリングなどは、フラグメン
トキャッシュ10に格納されている、フラグメント情報などを使用して、処理がサスペンド
された時点から再開される。そのため、フラグメントはテクセルアドレス計算ステージに
「戻される」(ステップ23)。
【０２６４】
　サスペンドされたフラグメントは、次いで、そのレンダリングを通常の方法で完了し(
このときに、必要な動的テクスチャデータは、動的テクスチャメモリ9内で利用可能な状
態になるので)、適宜フレームバッファ6に出力できるようにタイルバッファ5に格納され
る(ステップ24、25、31、32、および33)。
【０２６５】
　他の構成も、もちろん、使用可能である。例えば、サスペンドされているフラグメント
などの処理をレンダリングの初期ステージにロールバックするか、実際には、単純に、フ
ラグメントを完全に取り消して、必要ならばレンダリングパイプライン4の最初からそれ
らのフラグメントの再発行を行うことも可能である。それぞれの場合において、フラグメ
ントキャッシュ10は、サスペンドまたは取り消されたフラグメントなどの再発行方法に関
する、必要なデータを格納するために使用され、これにより、それらのフラグメントなど
に対するレンダリングプロセスは、適切な方法で再起動され、レンダリングの一貫性を保
持できる。
【０２６６】
　上記の実施形態では、フラグメントをレンダリングする前に予め動的テクスチャを生成
するのではなく、その代わりに、それらのフラグメントのレンダリングを一時停止し、レ
ンダリングパイプラインを使用して動的テクスチャを生成し、次いで一時停止されたフラ
グメントのレンダリングを再開することにより、フラグメントが生成されるときに動的テ
クスチャをオンデマンドで生成(レンダリング)する。
【０２６７】
　この構成には、多数の潜在的利点がある。
【０２６８】
　例えば、動的テクスチャが実際にはレンダリングされるフラグメントによってまったく
アクセスされない場合、その動的テクスチャの生成は、潜在的に完全に省くことができる
。同様に、フラグメントが所定の動的テクスチャの一セクションしかアクセスせず、テク
スチャマップ全体をアクセスしない場合、ここでもまた、この実施形態は、実際に必要と
される動的テクスチャの領域のみが実際に生成され、これにより、動的テクスチャデータ
の潜在的に冗長な生成が低減されうる。
【０２６９】
　本発明は、同様に、動的テクスチャの取り扱いに必要なメモリ設置面積も縮小できる。
例えば、この実施形態では、メモリは、動的テクスチャ全体をやみくもに格納するではな
く、レンダリングに必要になる可能性があると判明した動的テクスチャの部分の生成およ
び格納にだけ必要である。したがって、この実施形態では、実際に必要になる可能性のな
い、および/または実際に生成されていない動的テクスチャの領域に対しメモリを割り当
てたり確保したりする必要性を回避できる。
【０２７０】
　さらに、この実施形態では、すでに生成されている動的テクスチャおよび動的テクスチ
ャデータ(およびその目的のために生成された瞬間データ構造体)を破棄して、実際にレン
ダリング中であろうと、メモリの回収を行うことも可能である(そのデータは、再び必要
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になった場合にこの実施形態の方法でいつでも生成できるからである)。これは、動的テ
クスチャの一領域はこの実施形態の方法で複数回生成される必要があるが、そうであって
も、動的テクスチャに使用されているメモリを破棄し、および/または回収することがで
きるため、物理的メモリ設置面積が非常に小さくても動的テクスチャを使用することがで
き、また性能とメモリ設置面積との間のトレードオフを定め、最適化することもできる。
【０２７１】
　この実施形態は、動的テクスチャの生成に関して上で説明されているけれども、本発明
およびこの実施形態の原理は、さらに、特に他の形態の動的グラフィックスデータなどの
他の形態のグラフィックスデータにも適用されうる。
【０２７２】
　したがって、本発明は、例えば、タイルベースのレンダリングシステムにおけるタイル
リストの生成、また動的ジオメトリおよび頂点の生成などの頂点テクスチャ処理および「
頂点バッファレンダリング」(RTVB)にも等しく適用できる。これらの場合には、「動的」
データの生成をトリガーするプロセスは、レンダリングプロセス(例えば、フラグメント
シェーダー)ではないが、その代わりに、例えば、頂点シェーディングまたはジオメトリ
シェーディングプロセス(頂点シェーダーまたはジオメトリシェーダー)となる。
【０２７３】
　図4は、本発明の方法によりオンデマンドで頂点データおよびタイルリストデータを生
成することが望ましいと思われる例示的な状況を示している。
【０２７４】
　図4は、前景の形状特徴62により部分的にまたは完全に塞がれる可能性のある複合オブ
ジェクト61を含む、表示のためレンダリングされるシーン60を示している。複合オブジェ
クト61は、この実施例では、多くの個別プリミティブからなる。
【０２７５】
　通常の方法でシーン60を単純にレンダリングする、つまり、複合オブジェクト61を個別
に構成するそれぞれのプリミティブをレンダリングし、例えば、それぞれのプリミティブ
が前景オブジェクト62によって塞がれているかどうかを判定することが可能である。しか
し、これは、複合オブジェクト61を構成する多数の個別プリミティブが与えられた場合に
かなりの処理を必要とすることがある。
【０２７６】
　したがって、出願人は、個別のプリミティブの形態で複合オブジェクト61を処理する代
わりに、最初にそのオブジェクトを全体として処理しようと試み、そのオブジェクトが全
体として塞がれるかどうかを判定できるか確認することが望ましい場合があると認識して
いる。
【０２７７】
　このために、グラフィックス処理システムは、この実施形態では、個別プリミティブの
形態に比べて粗いまたは抽象的な、複合オブジェクト61の代替え記述を生成するように構
成される。この実施形態では、オブジェクト61のこのより抽象的なまたは粗い表現は、オ
ブジェクト61に対する境界ボックス63であり、次いで、処理する複合オブジェクト61を表
す単一プリミティブとして使用されうる。
【０２７８】
　図5は、この、つまりメタプリミティブ63をシーン60内のオブジェクト61(の位置)を表
すために使用できる境界ボックスの形態で備えることを示している。
【０２７９】
　この実施形態では、オブジェクト61を表す境界ボックスまたはメタプリミティブ63は、
2つの方法のうちの1つで生成されうる。まず第1に、オブジェクト61に対して定義されて
いる頂点データを評価し、オブジェクト61を表す境界ボックスまたはメタプリミティブ63
をそのデータから作成し、次いで、そのメタプリミティブ63を、レンダリングするために
画面空間に変換することができる。それとは別に、オブジェクト61に対して定義されてい
る頂点データを、最初に、画面空間に変換し、次いで、境界ボックスまたはメタプリミテ
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ィブ63を画面空間内のオブジェクト61を表すように定義することも可能である。
【０２８０】
　複合オブジェクト61の境界ボックス、メタプリミティブ表現63が生成された後、オブジ
ェクト61を構成する個別プリミティブを処理のためパイプラインに送るのではなく、シー
ン60を、通常の方法で、ただし複合オブジェクト61を表すメタプリミティブ63を使用して
、ラスター処理およびレンダリングパイプライン(図1に示されている形態のパイプライン
など)に通すことができる。
【０２８１】
　境界ボックス、メタプリミティブ63は、他のプリミティブと同様の処理パイプラインに
よって処理される。そのため、メタプリミティブ63は、例えば、レンダリングパスで、適
切なタイルにビニングされ、1つのタイル内にまったく入っていなければカリングされ、
レンダリングパイプライン内で行われるさまざまな形態の閉塞試験および深さ試験を受け
ることができ、受ける。
【０２８２】
　複合オブジェクト61を表すメタプリミティブ63に対する閉塞試験の結果は、例えば、オ
ブジェクト61がシーン内の前景オブジェクト62によって完全に塞がれているかどうかを判
定するために使用されうる。そうであれば、オブジェクト61を表すメタプリミティブ63は
、レンダリングプロセスから排除(カリング)されうる(そしてオブジェクト61を構成する
個別プリミティブは決して処理されない)。
【０２８３】
　しかし、パイプラインを通るパスにおいて、メタプリミティブ63が前景オブジェクト62
によって完全には塞がれていないと判定された場合、オブジェクト61をその真の形態で処
理する必要があり、したがってシーン60内に適切にレンダリングされうる。
【０２８４】
　この場合、グラフィックス処理システムは、オブジェクト61を、シーン60内に適切にレ
ンダリングできるようにその「真の」個別プリミティブ形式で処理するようにトリガーさ
れなければならない。これを達成するために、オブジェクト61を表すメタプリミティブ63
は、メタプリミティブ63がグラフィックス処理システムを通るパスで拒絶されない場合に
オブジェクト61を表す真のプリミティブの処理のトリガーとなる好適な情報、データ、ま
たはタグなどを関連付けられている。
【０２８５】
　しかし、このオペレーションがトリガーされた場合、複合オブジェクト61を構成する個
別プリミティブではなく、メタプリミティブ63のみが、この実施形態において、シーンに
対するタイルリストにソート(ビニング)されている。
【０２８６】
　したがって、グラフィックス処理システムが個別プリミティブ形式で複合オブジェクト
61をレンダリングする場合、タイルリストから個別プリミティブを読み出そうとするが、
その情報がタイルリスト内に存在しないことが判明する。次いで、オンデマンド方式で(
つまり、本発明の方法で)オブジェクト61を構成する個別プリミティブを生成して、タイ
ルリストへの適切なビニングを実行するオペレーションをトリガーする。
【０２８７】
　複合オブジェクト61を構成する個別プリミティブを処理するのに必要な頂点データに関
して同様の状況が発生しうる。メタプリミティブ63がどのように生成されたかに応じて、
それらのプリミティブが処理されることになったときにメモリ内にすでに格納されている
複合オブジェクト61を表す個別プリミティブの頂点について変換された頂点データはない
可能性がある。その場合ここでもまた、処理パイプラインがその頂点データを必要とした
ときに、最初に、メモリから取り出そうとして、そこにないことがわかり、次いで、本発
明の方法によりオンデマンド方式でそのデータの生成をトリガーすることができる。
【０２８８】
　このデータが生成され、利用可能になった後、グラフィックス処理システムは、通常の
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方法で複合オブジェクト61を構成する「真の」個別プリミティブを処理し、それにより、
当業で知られているように、これらのプリミティブのうちどれが実際に見られ、どれが塞
がれているかを判定することができる。
【０２８９】
　好ましい一実施形態では、メタプリミティブ63は、レンダラーを通じてZ-onlyパスを受
けるようにタグ付けされる(メタプリミティブ63を完全にレンダリングしようとするのは
不適切であるため、シーン60内に描画される真のオブジェクトでないため)。
【０２９０】
　もちろん、この実施形態および本発明に対し他の変更および修正を行うことも可能であ
ろう。
【０２９１】
　例えば、上述の初期フラグメント可視性テストだけでなく、好ましい一実施形態では、
動的テクスチャが使用されるかどうかを判定することを試みるテストがタイリング(ビニ
ング)ステージにおいて実行される。このため、ビニングステージは、動的テクスチャの
使用/非使用を検出する(未使用の動的テクスチャを探索する)ことを試みるロジックを備
えることができる。
【０２９２】
　これは、好ましくは、ビニングされたプリミティブにまったく結び付けられていない動
的テクスチャを識別することを試みることにより実行される(動的テクスチャが視錐台内
にまったく「存在」していないことを示唆する)。どのビニングされたプリミティブにも
まったく結び付けられていないと判明した動的テクスチャは、したがって注目するシーン
に対し決して必要にならないため、そのステージで破棄されうる。
【０２９３】
　これは、さらに、実際にシーンに対し決して使用されない動的テクスチャの不要な生成
を回避するのに役立つ。
【０２９４】
　上記のことから、本発明は、その好ましい実施形態において、少なくとも、とりわけ動
的グラフィックスデータを処理するための改善された技術およびシステムを実現すること
がわかる。特に、これは、動的グラフィックスデータなどを取り扱う、そのようなデータ
に必要なメモリ容量を低減できる、および/または必要メモリ容量とレンダリング性能と
の間のトレードオフ決定および最適化などを容易に行えるようにする、構成を実現する。
【０２９５】
　本発明は、さらに、特に動的グラフィックスデータなどの、本質的に予測不可能なデー
タ要件に対し、グラフィックスシステムにおける予測性の高い、固定サイズのメモリ利用
を容易にする。また、これは、例えば、そのようなデータに使用されるメモリ領域は、性
能を著しく落とすことなく、定義済みサイズ(メモリ設置面積)を有するように設定されう
ることを意味する。
【０２９６】
　本発明は、したがって、携帯電話、PDAなどの低出力および/または携帯型デバイスおよ
び製品、および組み込みグラフィックスシステムなどにおける、メモリ資源が制約または
制限されうる状況で特に有利である。
【０２９７】
　これは、本発明の好ましい実施形態では、少なくとも、表示するシーンを生成する前に
予め必要な動的データを生成するのではなく、表示するシーンを生成する際に必要である
と判明したときに「オンデマンド」方式でそのデータを生成することができるようにする
こと、および生成することにより達成される。特に、本発明のシステムおよび方法は、そ
の好ましい実施形態において、少なくとも、使用する必要が生じたときに必要なデータが
メモリ内で利用可能な状態にあるかどうかをチェックし、そのときにメモリ内に存在して
いない場合、そのデータをそこで生成し、次いで使用する。
【符号の説明】
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【０２９８】
　　1　グラフィックス処理システム
　　2　状態管理システム
　　3　ラスター処理ステージ、ラスタライザー
　　4　レンダリングステージ、レンダリングパイプライン
　　5　タイルバッファ
　　6　フレームバッファ
　　7　テクスチャマッピングステージ
　　8　テクスチャリストバッファ
　　9　動的テクスチャメモリ
　　10　フラグメントキャッシュ
　　50　シーン
　　51　視点
　　52、53　光源
　　54　シャドウマップ
　　55　動的シャドウマップ
　　60　シーン
　　61　複合オブジェクト
　　62　前景の形状特徴
　　63　メタプリミティブ

【図１】 【図２】



(42) JP 5624733 B2 2014.11.12

【図３】 【図４】

【図５】



(43) JP 5624733 B2 2014.11.12

10

フロントページの続き

(72)発明者  エドワード・プロウマン
            イギリス・ベッドフォードシャー・ＳＧ１９・３ＮＺ・ニア・サンディ・ガムリンゲイ・ウェアズ
            レイ・ロード・２・ヴィクトリア・ハウス
(72)発明者  ヨーン・ニスタッド
            ノルウェー・Ｎ－７０４２・トロンハイム・ディル・ハルセ・ガタ・１１
(72)発明者  ボルガール・リョシュラン
            ノルウェー・７０１３・トロンハイム・オヴル・バクランデット・２５

    審査官  伊藤　隆夫

(56)参考文献  特開２００８－１２３４９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２３３７３０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　１５／００　－　１５／８７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

