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(57)【要約】
インスタントプレイを予測するための方法及びシステム
は、複数のゲームのうちの選択されたゲームの１つ以上
のインスタンスをクラウドゲームサーバ上の１つ以上の
ゲームコンソール上にプリロードする。インスタンスの
ロードは、ゲームの使用履歴に基づいている。複数のゲ
ームのうちの選択されたゲームにて検出されたユーザイ
ンタラクションが所定の閾値を超えたことに応答して、
１つ以上のゲームコンソール上にロードされた複数のゲ
ームの複数のインスタンスのうちの選択されたインスタ
ンスにユーザを割り当てる。ユーザに割り当てられた複
数のゲームのうちの選択されたゲームのインスタンスに
てユーザインタラクションが監視される。監視されたイ
ンタラクションに基づき、１つ以上のゲームコンソール
上にロードされたゲームのインスタンスの数が動的に調
節される。動的調節では、１つ以上のゲームコンソール
上にロードされたゲームのインスタンスの数を増加また
は減少させる。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
クラウドゲームサーバ上の１つ以上のゲームコンソール上に複数のゲームのうちの選択
されたゲームの１つ以上のインスタンスをロードし、この１つ以上のインスタンスのロー
ドは、前記クラウドゲームサーバ上の前記複数のゲームのそれぞれについて利用可能な使
用履歴に基づくものであり、
前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームにて現在検出されたユーザのユーザイ
ンタラクションの長さが所定の閾値を超えたとき、前記１つ以上のゲームコンソール上に
ロードされた前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームのインスタンスに前記ユー
ザを割り当て、
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前記ユーザに割り当てられた前記ロードされた複数のゲームのうちの前記選択されたゲ
ームの前記それぞれのインスタンスにおけるユーザインタラクションを監視し、
前記ユーザの前記監視されたユーザインタラクションに基づいて前記１つ以上のゲーム
コンソール上にロードされた前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームのインスタ
ンスの数を動的に調節し、動的調節には、前記１つ以上のゲームコンソール上にロードさ
れた前記複数のゲームのインスタンスの数を増加または減少させることが含まれる方法で
あって、
前記クラウドゲームサーバのプロセッサによって前記方法の動作が実行される、方法。
【請求項２】
１つ以上のゲームコンソール上にロードされたゲームがシングルユーザゲームである場
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合、ユーザの割り当てには、前記ゲームの各インスタンスをユーザに割り当てることが含
まれ、
前記ゲームがマルチユーザゲームである場合、ユーザの割り当てには、前記ゲームの各
インスタンスを複数のユーザに割り当てることが含まれ、前記複数のユーザは、同じ場所
に位置してもよく、または遠隔に位置してもよい、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
ユーザの割り当てには、
前記ユーザに割り当てられた前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームの前記イ
ンスタンスのステータスを監視して、前記ユーザに割り当てられた前記複数のゲームのう
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ちの前記選択されたゲームの前記それぞれのインスタンスにおけるユーザの関与の有無を
決定することと、
前記監視に基づき、前記複数のゲームのうちの特定のゲームの１つ以上のインスタンス
にてユーザの関与が検出されなかったとき、前記複数のゲームのうちの前記特定のゲーム
の前記１つ以上のインスタンスを１人以上の他のユーザに再度割り当てることとが更に含
まれる、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
ステータスの監視には、
前記クラウドゲームサーバ上で利用可能な各ゲームの前記インスタンスのインスタント
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プレイログを維持し、前記インスタントプレイログは、各ゲームの前記インスタンスのそ
れぞれにおけるユーザインタラクションに基づいて前記使用履歴を常時監視し、前記イン
スタントプレイログに提供された情報は、前記複数のゲームの前記インスタンスを管理し
、前記複数のゲームのうちの特定のゲームの前記インスタンスを様々なユーザに割り当て
るために使用されるものである、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記調節では、更に、
前記インスタントプレイログに提供された情報を使用して所定の期間の特定のゲームの
前記使用履歴を決定し、
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前記所定の期間中の前記特定のゲームの前記使用履歴が前記特定のゲームで利用可能な
インスタンスの数より所定の閾値だけ少ない需要を示しているとき、前記特定のゲームの
インスタンスの前記数を少ない方に調節する、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記調節では、更に、
前記インスタントプレイログに提供された情報を使用して特定のゲームの使用需要を予
測し、前記インスタントプレイログの前記情報は、前記特定のゲーム及び状況的に類似し
たゲームの使用履歴を提供するものであり、
前記特定のゲームのために予測された前記使用需要に基づいて前記特定のゲームのイン
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スタンスの前記数を調節する、
請求項４に記載の方法。
【請求項７】
ゲームのインスタンスのロードでは、前記ゲームの汎用的なゲーム関連データをロード
し、かつ、ユーザを割り当てでは、前記ゲームのそれぞれのユーザのユーザ関連データを
ロードする、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記ロードでは、更に、
前記クラウドゲームサーバの各ゲームコンソール上でインスタンス化することができる
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ゲームのインスタンスの前記数について所定の閾値を決定し、
前記所定の閾値及び前記ゲームの前記使用履歴に従って前記ゲームのインスタンスの前
記数をロードする、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
クラウドゲーミングサイト上に提供されたゲームのゲームタイトルにおけるユーザイン
タラクションを検出し、
前記ゲームの前記ゲームタイトルにて検出された前記ユーザインタラクションの長さが
所定の閾時間を超えたとき、前記クラウドゲーミングサイトにとって利用可能なクラウド
ゲームサーバのゲームコンソール上に前記ゲームのインスタンスをプリロードし、
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前記ユーザインタラクションに応答して、前記ゲームの前記プリロードされたインスタ
ンスを前記ユーザに割り当て、この割当てにより、前記ユーザのクライアントデバイス上
にレンダリングさせるために前記ゲームの情報コンテンツの一部が提供され、
前記ゲームの前記インスタンスにおける前記ユーザインタラクションを監視して前記ゲ
ームの使用履歴を決定し、１つ以上のゲームに関連した前記使用履歴は、前記１つ以上の
ゲームのそれぞれの使用需要を予測し、前記１つ以上のゲームの前記インスタンスを管理
するために使用され、前記クラウドゲームサーバのプロセッサによって動作が実行される
、方法。
【請求項１０】
前記ゲームの前記ゲームタイトルにおける前記ユーザインタラクションは受動的なユー
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ザインタラクションである、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記ゲームの前記インスタンスの前記プリロードでは、汎用的なゲーム専用データをプ
リロードする、
請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
前記ユーザインタラクションに基づいて第２のゲームへの切り替えが検出されると、前
記ゲームの前記インスタンスを前記プリロードすることを中断し、前記クラウドゲームサ
ーバにて前記第２のゲームのインスタンスをプリロードすることを開始し、前記第２のゲ
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ームを前記プリロードすることが、前記第２のゲームにおける前記ユーザインタラクショ
ンが前記所定の閾時間を超えたことを確認したときに可能になることを更に含む、
請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
前記ゲームの使用履歴に基づいて前記ゲームの前記プリロードされたインスタンスを所
定の期間保持することを更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
更に、前記ゲームの前記プリロードされたインスタンスにて前記所定の期間中にユーザ
インタラクションが記録されなかったときには、前記所定の期間が経過した後に前記ゲー
ムの前記プリロードされたインスタンスを破棄する、
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請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
更に、前記ゲームタイトルにて第２のユーザからのユーザインタラクションを検出した
ことに応答して、前記ゲームの前記プリロードされたインスタンスからのデータを、前記
第２のユーザに提示するためのデモデータとして使用する、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
前記第２のゲームにて前記ユーザのユーザインタラクションを検出したことに応答して
、前記ゲームの前記プリロードされたインスタンスの前記ユーザへの割り当てを解除し、
前記第２のゲームの前記プリロードされたインスタンスを前記ユーザに割り当て、前記第
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２のゲームの前記割り当ては、前記プリロードの完了及びユーザインタラクションに対す
る前記第２のゲームの前記プリロードされたインスタンスの可用性に基づくものである、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
前記第２のゲームの前記プリロードされたインスタンスの前記割り当てによって、前記
ユーザの前記クライアントデバイス上にレンダリングするために前記第２のゲームの情報
コンテンツの一部が提供される、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記第２のゲームの前記インスタンスが、前記ゲームの前記インスタンスがプリロード
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される前記ゲームコンソールとは異なる前記クラウドゲームサーバの第２のゲームコンソ
ール上にプリロードされる、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
前記クラウドゲームサーバの前記第２のゲームコンソールが、前記ゲームコンソール及
び前記第２のゲームコンソールにおけるリソースの可用性に基づいて前記第２のゲームの
前記インスタンスをプリロードするために選択され、前記リソースは、前記第２のゲーム
に関連したデータを前記クライアントデバイスに送信するための帯域幅リソースを含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
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前記ゲームの前記インスタンスが前記クラウドゲームサーバ上で利用可能でないときに
前記インスタンスを前記プリロードすることが実行される、
請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
システムであって、
ネットワークを介してクライアントデバイスに通信可能に接続されたクラウドゲーミン
グサイトを有し、前記クラウドゲーミングサイトは、当該クラウドゲーミングサイト上で
利用可能な複数のゲームのうちの選択されたゲームのゲームタイトルにて検出されたユー
ザインタラクションに応答して、前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームのイン
スタンスを前記クライアントデバイスに提供するように構成されており、前記クラウドゲ
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ーミングサイトは、プロセッサ上で実行されるゲームプリローダモジュールを有し、前記
ゲームプリローダモジュールは、
前記クラウドゲーミングサイトにて利用可能な前記複数のゲームのうちの前記選択さ
れたゲームの前記ゲームタイトルにて前記ユーザインタラクションを検出し、
前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームをホストするデータセンターを識別
し、
前記ゲームタイトルにて検出された前記ユーザインタラクションが所定の閾時間を超
えたとき、前記識別されたデータセンター内のクラウドゲームサーバに信号を送信して、
前記クラウドゲームサーバ上で利用可能なゲームコンソール上に前記複数のゲームのうち
の前記選択されたゲームのインスタンスをプリロードし、
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前記検出されたユーザインタラクションに応答して、前記複数のゲームのうちの前記
選択されたゲームの前記インスタンスをユーザに割り当て、前記インスタンスを前記割り
当てることにより、前記複数のゲームのうちの前記選択されたゲームの情報コンテンツの
一部を、前記ユーザに与えるために前記クライアントデバイスに返し、
前記割り当てられたインスタンスにおける前記ユーザインタラクションを監視して、
前記ゲームの使用履歴を決定するように構成されており、前記使用履歴は、前記クラウド
ゲームサーバ上の前記複数のゲームのインスタンスを管理するために使用されるものであ
る、システム。
【請求項２２】
前記クラウドゲーミングサイトは、更に、前記ユーザと関連したユーザアカウントを識

20

別するように構成されており、前記ユーザアカウントは、前記クラウドゲーミングサイト
にて前記ユーザにとって利用可能な前記１つ以上のゲームを識別し、前記１つ以上のゲー
ムのゲームタイトルは、前記ユーザに提示してユーザインタラクションを可能にするため
に前記クライアントデバイスに返される、
請求項２１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、ユーザインタラクションに対してゲームを提供するシステム及び方法に関し
、より具体的には、クラウドゲーミングのゲームを予測的にロードすることに関する。
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【背景技術】
【０００２】
関連技術の説明
急速に発展する技術の１つに、クラウドゲーミングの分野がある。ユーザは、インター
ネットなどのネットワークを介してクラウドゲーミングサイト上の多くのゲームにアクセ
スし、インタラクション／ゲームのプレイを開始することが可能である。ゲームを選択し
てゲームをプレイするために、ユーザは、クラウドゲーミングサイト上の自分のアカウン
トにアクセスする。ユーザには、ゲームプレイのためのユーザアカウントで利用可能なゲ
ームのリストが提示される。例えば、ユーザが表示及び／またはゲームプレイのためにゲ
ームを選択するとき、ユーザは、ゲームプレイのために自分がゲームにアクセスすること
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が可能となる前に、ゲームコードのロード、グラフィックエンジンの初期化、グラフィッ
クのロード、ゲーム及びユーザ設定のアップロードなどが行われるまで待機する必要があ
る。選択されたゲームにアクセスし、それをプレイするための待機時間は、グラフィック
の多いゲームの場合にはより長くなり得る。こうした待機が発生すると、ユーザは、ゲー
ムに対する関心を失い、ゲームサイトとのインタラクションを止める場合があり、それに
よってゲームの開発者／ゲームサイトの所有者にとって損失が生じる可能性がある。
【０００３】
本発明の実施形態はこのような背景の下でなされたものである。
【発明の概要】
【０００４】
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本開示の実施形態は、ゲームに対するユーザの関心に基づき、ゲームクラウドサーバ上
にゲームをプリロードすることにより、ユーザがゲームを実際に選択するときに即時表示
及び／またはインスタントプレイのためにゲームデータがユーザにとって利用可能となる
ように使用される方法及びシステムについて説明する。
【０００５】
いくつかの実施形態によれば、ゲームクラウドサーバは、予測論理を使用して、ユーザ
のゲームセッションに対してリソースをロードし、または割り当てる。例えば、ユーザの
過去のゲームプレイの履歴ファイルまたは履歴データベースに注目することにより、ゲー
ムプレイのパターン（例えば、過去と現在のパターン）を識別し、ユーザがプレイする可
能性のあるゲームの種類を識別することが可能となる。この予測分析を使用して、コンピ
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ューティングリソースをプレイヤーのゲームセッション（例えば、ゲームシート）に割り
当てることも可能である。コンピューティングリソースは、例えば、ユーザがプレイのた
めにログインするときに割り当てることができる。これらのリソースは、一実施形態にお
いて、セッション開始時にユーザが実際にプレイしているものに基づいて設定または調整
される。この調整は、より多くのクラウド処理リソースを割り当てるように、またはユー
ザの現在のプレイに基づき、割り当てられたクラウド処理リソースを減少させるように行
うことができる。この調整は、一実施形態において、サービスの品質を決定するために現
実のゲーミングデータを使用することにより、ゲーミング体験を高めるために追加リソー
スを割り当てる必要があるかどうか、または性能の低下が、接続性、例えば、インターネ
ットサービスプロバイダ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ｓｅｒｖｉｃｅ

ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＩＳ
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Ｐ）のサービスの低下または良好な帯域幅の不足によるものかどうかを決定することがで
きる。
【０００６】
予測動作として、ユーザが定期的にゲームをプレイしており、かつ最後の数セッション
によりユーザがゲーム内で異なるレベルに進行できたという場合、ユーザは、おそらくは
そのゲームにおいて自分の進行を継続することを望むであろう。ユーザが、例えば、しば
らくの間ゲームのプレイを止めた場合、そのゲームをプレイするためにユーザがログイン
している可能性は低い。従って、様々な時間に使用されているユーザのゲームプレイパタ
ーン及びゲームを分析することにより、ゲームシステムリソース（例えば、ＣＰＵ、ＧＰ
Ｕ、メモリなど）をより効率的に割り当てることができ、その結果、ユーザのゲームプレ
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イ体験が充実することになる。なお他の実施形態において、予測的にゲームプレイを分析
することは、他の類似のプレイヤーを比較することを含むこともできる。ゲームＡをプレ
イしている他のプレイヤーが特定のゲームプレイパターンを有する場合、ゲームシート、
例えば、ユーザのゲームセッションに割り当てるリソースの量を決定または予測する際に
これらの測定基準及び関連する分析に着目することも可能である。
【０００７】
更なる実施形態において、方法を使用してコンテンツのプリロードを実行してもよい。
プリロードすることにより、従来のアプリケーションにおいて一般に普及しているゲーム
表示／ゲームプレイのためにユーザがゲームにアクセスするための待機時間を短縮するこ
とができる。いくつかの実施形態において、ゲーム専用のコード及びデータは事前にプリ
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ロードされ、ユーザ専用データは、ユーザがゲームプレイのためにゲームを選択するとき
にロードされる。ロードされ得るユーザ専用データは、ユーザがゲームプレイを開始する
ことができるように、ゲームの目標、ゲームのレベル、ゲームのカスタマイズなどのユー
ザ専用設定を含む。通常、ゲーム専用データは、グラフィックが複雑であることからロー
ドに長時間かかり、ユーザ専用データは、ユーザによるカスタマイズのみをゲームプレイ
に備えてロードする必要があるため、ロードが短い時間で済む。ゲーム専用データをプリ
ロードすることにより、ゲームをプレイするための待機時間が大幅に短縮される。
【０００８】
一実施形態において、方法が提供される。この方法は、複数のゲームのうちの選択され
たゲームの１つ以上のインスタンスをクラウドゲームサーバ上の１つ以上のゲームコンソ
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ール上にロードすることを含む。インスタンスをロードすることは、クラウドゲームサー
バ上の複数のゲームのそれぞれで利用可能な使用履歴に基づいている。複数のゲームのう
ちの選択されたゲームにて検出されたユーザのユーザインタラクションの長さが所定の閾
値を超えたとき、１つ以上のゲームコンソール上にロードされた複数のゲームのうちの選
択されたゲームのインスタンスにユーザを割り当てる。ユーザに割り当てられた複数のゲ
ームのうちの選択されたゲームの各インスタンスにてユーザインタラクションが監視され
る。監視されたユーザのユーザインタラクションに基づき、１つ以上のゲームコンソール
上にロードされた複数のゲームのインスタンスの数が動的に調節される。動的に調節する
ことは、１つ以上のゲームコンソール上にロードされた複数のゲームのインスタンスの数
を増加または減少させることを含む。
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【０００９】
いくつかの実施形態において、１つ以上のゲームコンソール上にロードされたゲームが
シングルユーザゲームであるとき、ユーザを割り当てることは、ゲームの各インスタンス
を１人のユーザに割り当てることを含む。ゲームがマルチユーザゲームであるとき、ユー
ザを割り当てることは、ゲームの各インスタンスを複数のユーザに割り当てることを含む
。複数のユーザは、同じ場所に位置してもよく、または遠隔に位置してもよい。
【００１０】
いくつかの実施形態において、上記方法は、ユーザに割り当てられた複数のゲームのう
ちの選択されたゲームのインスタンスのステータスを監視して、ユーザに割り当てられた
複数のゲームの各インスタンスにおけるユーザの関与の有無を決定することを含む。監視
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に基づき、複数のゲームのうちの特定のゲームの１つ以上のインスタンスにてユーザの関
与が検出されなかったとき、複数のゲームのうちの特定のゲームの１つ以上のインスタン
スを１人以上の他のユーザに再度割り当てる。
【００１１】
いくつかの実施形態において、インスタントプレイログが、クラウドゲームサーバ上で
利用可能な各ゲームのインスタンスのために保持される。インスタントプレイログは、１
人以上のユーザに割り当てられた各ゲームのインスタンスのそれぞれにおけるユーザイン
タラクションに基づいて使用履歴を常時監視する。インスタントプレイログに提供された
情報は、ゲームのインスタンスを管理し、インスタンスを様々なユーザに割り当てるため
に使用される。
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【００１２】
いくつかの実施形態において、所定の期間中の特定のゲームの使用履歴が特定のゲーム
で利用可能なインスタンスの数より所定の閾値だけ少ない需要を示しているとき、特定の
ゲームの使用履歴は、インスタントプレイログに提供された情報を使用して所定の期間に
対して決定され、特定のゲームのインスタンスの数は、少ない方に調節される。
【００１３】
いくつかの実施形態において、特定のゲームの使用需要は、インスタントプレイログに
提供された情報を使用して予測され、インスタントプレイログの情報は、特定のゲーム及
び状況的に類似したゲームの使用履歴を提供する。特定のゲームのインスタンスの数は、
特定のゲームのために予測された使用需要に基づいて調節される。
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【００１４】
いくつかの実施形態において、ゲームのインスタンスをロードすることは、そのゲーム
の汎用的なゲーム関連データをロードすることを含む。ユーザを割り当てることは、ゲー
ムに関する各ユーザのユーザ関連データをロードすることを含む。
【００１５】
いくつかの実施形態において、クラウドゲームサーバの各ゲームコンソール上でインス
タンス化することができるゲームのインスタンスの数について所定の閾値が決定される。
ゲームの１つ以上のインスタンスは、所定の閾値及びゲームの使用履歴に従ってロードさ
れる。
【００１６】
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別の実施形態において、方法が提供される。この方法は、クラウドゲーミングサイト上
に提供されたゲームのゲームタイトルにおけるユーザインタラクションを検出することを
含む。検出されたユーザインタラクションに応答して、ゲームのインスタンスは、クラウ
ドゲームサーバのゲームコンソール上にプリロードされる。プリロードは、ゲームのゲー
ムタイトルにて検出されたユーザインタラクションが所定の閾時間を超えたことを確認し
たときに実行される。ユーザインタラクションに応答して、ゲームのプリロードされたイ
ンスタンスは、ユーザに割り当てられる。この割り当てにより、ゲームの情報コンテンツ
の一部がユーザのクライアントデバイス上にレンダリングするために提供される。ユーザ
インタラクションをインスタンスにて監視して、ゲームの使用履歴を決定する。１つ以上
のゲームに関連した使用履歴は、１つ以上のゲームのそれぞれの使用需要を予測し、１つ
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以上のゲームのインスタンスを管理するために使用される。
【００１７】
いくつかの実施形態において、ゲームのゲームタイトルにおけるユーザインタラクショ
ンは、受動的なユーザインタラクションである。
【００１８】
いくつかの実施形態において、第２のゲームへの切り替えがユーザインタラクションか
ら検出されると、ゲームのインスタンスのプリロードが中断され、第２のゲームのインス
タンスのプリロードがクラウドゲームサーバにて開始される。第２のゲームのプリロード
は、第２のゲームにおけるユーザインタラクションが所定の閾時間を超えたことを確認し
たときに可能となる。

20

【００１９】
いくつかの実施形態において、ゲームのプリロードされたインスタンスは、ゲームの使
用履歴に基づいてクラウドゲームサーバにて所定の期間保持される。
【００２０】
いくつかの実施形態において、ゲームのプリロードされたインスタンスにて所定の期間
中にユーザインタラクションが記録されなかったときには、所定の期間が経過した後にゲ
ームのプリロードされたインスタンスが破棄される。
【００２１】
いくつかの実施形態において、ゲームのプリロードされたインスタンスからのデータは
、ゲームタイトルにて第２のユーザからのユーザインタラクションを検出したことに応答
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して、第２のユーザに提示するためのデモデータとして使用される。
【００２２】
いくつかの実施形態において、ゲームのプリロードされたインスタンスは、第２のユー
ザからのユーザインタラクションをゲームにて検出したことに応答して、ユーザへの割り
当てが解除され、第２のユーザに割り当てられる。プリロードされたインスタンスは、プ
リロードの完了、及びゲームプレイのためのゲームのプリロードされたインスタンスの可
用性に基づいて第２のユーザに提供される。
【００２３】
いくつかの実施形態において、プリロードされたインスタンスを第２のユーザに割り当
てることにより、ゲームの情報コンテンツの一部が第２のユーザのクライアントデバイス
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上にレンダリングするために提供される。
【００２４】
いくつかの実施形態において、第２のゲームのインスタンスは、ゲームのインスタンス
をプリロードするために使用されるゲームコンソールとは異なるクラウドゲームサーバの
第２のゲームコンソールにプリロードされる。
【００２５】
いくつかの実施形態において、第２のゲームコンソールは、ゲームコンソール及び第２
のゲームコンソールのリソースの可用性に基づいて第２のゲームのインスタンスをプリロ
ードするために選択され、このリソースは帯域幅リソースを含む。
【００２６】
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いくつかの実施形態において、ゲームのインスタンスがクラウドゲームサーバ上で利用
可能でないときにゲームのインスタンスをプリロードすることが実行される。
【００２７】
別の実施形態において、システムが開示される。このシステムは、ネットワークを介し
てクライアントデバイスに通信可能に接続されているクラウドゲーミングサイトを含む。
クラウドゲーミングサイトは、クラウドゲーミングサイト上で利用可能な複数のゲームの
うちの選択されたゲームのゲームタイトルにてユーザインタラクションを検出したことに
応答して、複数のゲームのうちの選択されたゲームのインスタンスをクライアントデバイ
スに提供するように構成されている。クラウドゲーミングサイトは、クラウドゲーミング
サイトのプロセッサ上で実行されるゲームプリローダモジュールであって、クラウドゲー
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ミングサイトにて利用可能な複数のゲームのうちの選択されたゲームのゲームタイトルに
てユーザインタラクションを検出し；複数のゲームのうちの選択されたゲームをホストす
るデータセンターを識別し；ゲームタイトルにて検出されたユーザインタラクションが所
定の閾時間を超えたとき、識別されたデータセンター内のクラウドゲームサーバに信号を
送信して、クラウドゲームサーバ上で利用可能なゲームコンソール上に複数のゲームのう
ちの選択されたゲームのインスタンスをプリロードし；検出されたユーザインタラクショ
ンに応答して、複数のゲームのうちの選択されたゲームのインスタンスをユーザに割り当
てることにより、複数のゲームのうちの選択されたゲームの情報コンテンツの一部を、レ
ンダリングするためにクライアントデバイスに返し；割り当てられたインスタンスにおけ
るユーザインタラクションを監視して、ゲームの使用履歴であって、クラウドゲームサー
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バ上の複数のゲームのインスタンスを管理するために使用される使用履歴を決定するよう
に構成されているゲームプリローダモジュールを含む。
【００２８】
別の実施形態において、コンピュータ実行可能命令が記憶されたコンピュータ可読媒体
が開示される。コンピュータ可読媒体は、クラウドゲームサーバの１つ以上のゲームコン
ソール上に複数のゲームのうちの選択されたゲームの１つ以上のインスタンスをロードす
るためのプログラム命令であって、インスタンスをロードすることはクラウドゲームサー
バ上の複数のゲームのそれぞれで利用可能な使用履歴に基づいている、インスタンスをロ
ードするための命令；複数のゲームのうちの選択されたゲームにて検出されたユーザのユ
ーザインタラクションの長さが所定の閾値を超えたとき、１つ以上のゲームコンソール上
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にロードされた複数のゲームのうちの選択されたゲームのインスタンスにユーザを割り当
てるためのプログラム命令；及び監視されたユーザのユーザインタラクションに基づいて
１つ以上のゲームコンソール上にロードされたゲームのインスタンスの数を動的に調節す
るためのプログラム命令であって、動的に調節することは１つ以上のゲームコンソール上
にロードされたゲームのインスタンスの数を増加または減少させることを含む、動的に調
節するためのプログラム命令を含む。
【００２９】
本発明のいくつかの実施形態は、各ゲームの使用履歴及び／または予測された需要に基
づいてクラウドゲームサーバ上の１つ以上のゲームコンソール上にゲームの１つ以上のイ
ンスタンスをプリロードする方法を提供することにより、ゲームにアクセスするための待

40

機時間を短縮させる必要があることに対処する。ゲームコード及びゲームデータをプリロ
ードすることにより、ゲームコードが既にプリロードされているため、ユーザは、即時表
示及びインスタントゲームプレイのためにゲームへのアクセスが可能となる。ユーザは、
ゲームプレイの前にロードすべきユーザ関連データを待機しなければならない場合がある
。しかしながら、ユーザ関連データのロードに伴う待機時間は、ゲーム関連データと比較
して極めて短い。本発明のいくつかの実施形態において、プリロードすることは、クラウ
ドゲーミングサイト上のゲームタイトルにて、ホバリング動作などの受動的なユーザイン
タラクションを検出することに基づいている。プリロードするために選択される各ゲーム
のインスタンスの数は、様々な期間における各ゲームの予測された使用需要に従って調節
することができる。各ゲームの使用履歴を分析することによって使用需要を取得し、その
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結果、各ゲームの最適な数のインスタンスが任意の所与の時間に利用可能となるようにし
て、クラウドゲームサーバ上で利用可能な任意のゲームのインスタンスへの高速なアクセ
スをユーザに提供してもよい。
【００３０】
本発明の他の態様及び利点は、添付図面と併用され、本発明の原理を一例として示す以
下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【００３１】
本発明は、その更なる利点と共に、添付図面と併用される以下の説明を参照することに
よって最も良く理解され得る。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１】本発明の実施形態に係る、ゲームコードをロードし、それをユーザにとって利用
可能にするための例示的なタイムラインを示す。
【図２】本発明の実施形態に係る、クラウドゲームサーバ上にゲームコンテンツをプリロ
ードするために使用される例示的なシステムの簡略ブロック図を示す。
【図３Ａ】本発明の実施形態に係る、クラウドゲーミングサイト内の例示的なゲームプリ
ローダモジュールの各種モジュールを示す。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る、クラウドゲーミングサイトと通信してゲームサー
バ上にゲームのインスタンスを提供するデータセンターのゲームサーバ内の例示的なイン
スタントプレイ・プリロード・ハンドラ・モジュールを示す。
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【図４】本発明の一実施形態に係る、どのゲームを保持し、どのゲームを破棄すべきかを
決定するために使用されるゲーム使用状況グラフを示す。
【図５】本発明の一実施形態に係る、クラウドゲーミングサイト上の種々のゲームタイト
ルにて検出されたユーザ動作に基づいてゲームのインスタンスをプリロードするプロセス
フローを示す。
【図６】本発明の一実施形態に係る、ユーザに提供するためのゲームインスタンスをプリ
ロードすることに伴うプロセス動作を示す。
【図７】本発明の代替的実施形態に係る、ユーザに提供するためのゲームインスタンスを
プリロードすることに伴うプロセス動作を示す。
【図８】本発明の一実施形態に係る、地理的に分散され、かつネットワーク経由で接続さ
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れているユーザに情報コンテンツ及びサービスを配信するための例示的な情報サービスプ
ロバイダ構成を示す。
【図９】本発明の一実施例に係る、ユーザに提示されるコンテンツを制御するために使用
されるコンピューティングデバイスの例示的な構成要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
以下の説明において、本発明の完全な理解を得るために多くの具体的な詳細を記載する
。しかしながら、当業者にとっては、これらの具体的な詳細事項の一部または全てがなく
とも本発明が実施され得ることは明白であろう。他の例では、本発明が不明瞭にならない
ようにするため、周知のプロセス行程については本明細書で詳細に説明していない。
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【００３４】
本発明の一実施形態によれば、ユーザは、ユーザアカウントを介してクラウドゲーミン
グサイトにアクセスしてもよいし、そのユーザアカウントでクラウドゲーミングサイトに
て利用可能であるゲームタイトルのリストからゲームタイトルとのインタラクションを行
ってもよい。インタラクションは、ホバー動作、マウス接近動作などの受動的なインタラ
クションでもよい。ユーザインタラクションに応答して、クラウドゲーミングサイトは、
特定のゲームのゲームタイトルにおけるユーザインタラクションの時間の長さが少なくと
も所定の閾時間中であるかどうかを判定する。特定のゲームのゲームタイトルにおけるユ
ーザインタラクションの時間の長さが、所定の閾時間を満たすか、またはそれを超えた場
合、クラウドゲーミングサイトは、クラウドゲーミングシステム内にあるデータセンター
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のサーバに信号を送信することにより、ゲームコンテンツをプリロードし、特定のゲーム
の情報コンテンツの一部をユーザのクライアントデバイスにストリーミングしてレンダリ
ングさせる。特定のゲームのゲームタイトルにおけるユーザインタラクションは継続的に
監視されており、ユーザインタラクションがゲームタイトルの選択などの能動的なユーザ
インタラクションに対応するときには、プリロードされたゲームコンテンツがユーザにと
って直ちに利用可能となって、選択されたゲームの表示またはゲームプレイが可能となる
。ユーザによるカスタマイズなどを含むユーザ関連のコンテンツを、ゲームをプレイする
ために特定のゲームが選択された後にアップロードしてもよい。ゲームプレイ中のユーザ
インタラクションは、選択されたゲームの結果を調整するために使用される。インスタン
スにおけるユーザインタラクションにより、ゲームの使用履歴が決定される。クラウドゲ

10

ーミングサイトは、使用履歴において取得された情報に基づいて複数のゲームのインスタ
ンスを管理する。
【００３５】
ユーザがゲームを選択する前にゲームコンテンツをプリロードすることにより、そのゲ
ームコンテンツが、すぐにゲームがプレイできるようにユーザにとって直ちに利用可能と
なる。ゲームコンテンツをプリロードすることにより、クラウドゲーミングサイトは、ス
トリーミングゲームコンテンツへのアクセスをユーザに提供しつつユーザの待機時間を実
質的に短縮する方法を提供し、それによってユーザのゲームプレイ体験を向上させる。ユ
ーザ体験が満たされることは、ゲームホスティングサイトにおけるユーザの関与がより長
くなることに関連し、このことは、ゲームホスティングサイトの収入がより多くなること

20

に関連し得る。他の利点は、各種実施形態の詳細な説明によって当業者に明らかとなるで
あろう。
【００３６】
いくつかの実施形態において、ゲームクラウドサーバは、予測論理を使用して、ユーザ
のゲームセッションに対してリソースをロードし、または割り当てる。例えば、ユーザの
過去のゲームプレイを含む履歴ファイルまたは履歴使用データベースに注目することによ
り、ゲームプレイのパターン、例えば、過去と現在のパターンを識別し、ユーザがプレイ
する可能性のあるゲームの種類を識別することが可能となる。この予測分析を使用して、
コンピューティングリソースをプレイヤーのゲームセッション（例えば、ゲームシート）
に割り当てることも可能である。コンピューティングリソースは、例えば、ユーザがプレ

30

イのためにログインするときに割り当てることができる。これらのリソースは、一実施形
態において、セッション開始時にユーザが実際にプレイしているものに対して設定または
調整される。この調整は、より多くのクラウド処理リソースを割り当てるように、または
割り当てられるクラウド処理リソースを少なくするように行うことができる。この調整は
、一実施形態において、現在のゲームセッションからの実際のゲーミングデータを使用し
てサービス品質を決定することができる。サービス品質情報を使用して、ゲーミング体験
を高めるために追加リソースが必要であるかどうかを判定してもよい。加えて、サービス
品質（ｑｕａｌｉｔｙ

ｏｆ

ｓｅｒｖｉｃｅ：ＱＯＳ）を使用して、ゲーミング体験に

影響を及ぼし得る位置問題を特定してもよい。例えば、ＱＯＳデータを使用して、性能の
低下が、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）のサービスの低下または良好な帯

40

域幅の不足から生じた接続性の問題によるものかどうかを判定してもよい。
【００３７】
図１は、あるゲームタイトルのゲームプレイを求めるユーザリクエストがクラウドゲー
ミングサイトで受信されたとき、クラウドゲーミングサイトと関連したデータセンター内
のサーバによって実行される必要がある例示的な一連の動作を示す。クラウドゲーミング
サイトがゲームのゲームプレイを求めるユーザリクエストを受信すると、選択されたゲー
ムタイトルと関連したゲームをホストするためのデータセンターが識別され、選択された
ゲームタイトルのゲームをインスタンス化するために、識別されたデータセンターに上記
リクエストが送信される。そのリクエストに応答して、データセンターのサーバは、ゲー
ムコンテンツのユーザへの提示に備えて、ゲームコードを識別し、識別されたゲームコー

50

(12)

JP 2018‑512907 A 2018.5.24

ドをロードし、ゲームコードに関連したファイルを初期化する。ゲームと関連したゲーム
データは、汎用ゲームデータ及びユーザ専用ゲームデータを含む。従って、ファイルを初
期化することは、汎用ゲームデータ及びユーザ専用ゲームデータを識別し、ロードし、初
期化することを含む。汎用ゲームデータの初期化には、グラフィックエンジンを初期化、
グラフィックデータをインストール、音声ファイルを初期化、アートワークをインストー
ルするなどが含まれ得る。ユーザ専用データの初期化には、ユーザデータ（ユーザによる
カスタマイズを含む）、ユーザ履歴、ゲーム履歴などの検索及びインストールが含まれ得
る。汎用ゲームデータをロードするには、ゲームの複雑さ及びゲームのグラフィックの多
用に応じて、どこにおいても数秒から数分かかる場合があり、ユーザにとって不必要な待
機が発生する。

10

【００３８】
汎用ゲームデータのロード及び初期化を行っている間、クライアントデバイスにレンダ
リングするために「スプラッシュ」スクリーンを提供してもよい。スプラッシュスクリー
ンは、ロード中のゲームの種類をユーザがプレビューできるように、ロード中のゲームの
代表的な画像を提供するように設計されてもよい。汎用ゲームデータが一旦ロードされた
ら、オーディオコンテンツを再生してもよく、ユーザが選択及び／またはカスタマイズで
きるように選択またはナビゲーション画面が提示される。選択画面に与えられるユーザ選
択入力は、ゲームレベルの選択、ゲームアイコン（複数可）の選択、ゲームモードの選択
、ゲームの賞金、追加のゲームコンテンツのアップロードを必要とし得る他のユーザ関連
データを含んでもよい。選択画面に与えられたユーザ選択入力に基づいてユーザ関連デー

20

タをアップロードすると、ゲームコンテンツがユーザにとってゲームプレイに利用可能と
なる前に更なる遅延が生じる可能性がある。
【００３９】
いくつかの実施形態において、ゲームコンテンツは、表示及びインタラクションのため
にゲームクラウドシステムからユーザのコンピューティングデバイスにゲームコンテンツ
をストリーミングすることによって利用可能となる。ユーザ関連データをロードした後、
ゲームコンテンツはゲームプレイに利用可能となる。ゲームファイルのロード及び初期化
によって生じる待機時間の長さを短縮するためには、少なくともゲーム専用コード及び関
連ゲームファイルをプリロードすることが有利となる。
【００４０】

30

図２は、クラウドゲーミングサイトにて利用可能なゲームのゲームファイルをプリロー
ドすることによってゲームにアクセスするための待機時間を実質的に短縮するために使用
される例示的なシステムを示す。このシステムは、インターネットなどのネットワーク２
００を介してクラウドゲーミングサイト３００に通信可能に接続されている複数のクライ
アントデバイス１００を含む。クラウドゲーミングサイト３００へのアクセスを求めるリ
クエストがクライアントデバイス１００から受信されると、クラウドゲーミングサイト３
００は、ユーザデータ記憶装置３０４に記憶されたユーザアカウント情報３０２にアクセ
スして、クライアントデバイス１００と関連したユーザを識別し、そのクライアントデバ
イスを介して当該リクエストが開始される。いくつかの実施形態において、クラウドゲー
ミングサイト３００は、表示及び／またはプレイの権限がユーザに与えられている全ての

40

ゲームを決定するために、識別されたユーザを確認してもよい。ユーザアカウントの識別
、確認に続いて、クラウドゲーミングサイトは、ゲームタイトルモジュール３０６にアク
セスして、リクエストを開始しているユーザアカウントでクラウドゲーミングサイト３０
０にて利用可能であるゲームタイトルを決定する。ゲームタイトルモジュール３０６は、
次に、ゲームデータベース４０８と対話して、クラウドゲーミングサイトで利用可能であ
る全てのゲームのゲームタイトルを取得する。新しいゲームが導入されると、ゲームデー
タベース４０８はゲームコードを用いて更新される。ゲームタイトルモジュール３０６は
、クラウドゲーミングサイトで利用可能なゲームの現在のリストを含むゲームデータベー
ス４０８に問い合わせ、ユーザアカウントで利用可能である複数のゲームのうちの選択さ
れたゲームのゲームタイトルを取得する。
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【００４１】
リクエストを開始したクライアントデバイス１００は、要求が開始されたとき、クラウ
ドゲーミングサイト３００に登録されていても登録されていなくてもよい。リクエストを
開始しているクライアントデバイス１００のユーザが登録ユーザでない場合、クラウドゲ
ーミングサイトは、新規ユーザとして当該ユーザを識別し、新規ユーザに適切なゲームタ
イトル（例えば、既定の一連のゲームタイトル）を選択してもよい。図２に示すように、
識別されたゲームタイトルは、ディスプレイ画面１００−ａ上に提示するためにクライア
ントデバイス１００に返される。
【００４２】
クライアントデバイス１００上にレンダリングされた複数のゲームタイトルのうちの１

10

つにおけるユーザインタラクションが検出され、クライアントデバイス１００からクラウ
ドゲーミングサイト３００に信号が送信される。この信号は、ユーザインタラクションが
検出されたゲームタイトル情報、及びゲームタイトルとのインタラクションに費やされた
時間を含む。ユーザインタラクションは、マウスオーバーアクション（すなわち、ホバリ
ングアクション）などの受動的なユーザインタラクションでもよい。いくつかの実施形態
では、ゲームタイトルで費やされた時間が所定の閾時間を超えたときに信号が生成される
。他の実施形態では、ユーザインタラクションがクライアントデバイス１００上のゲーム
タイトルにて検出されると直ちに信号が生成される。このような実施形態において、クラ
ウドゲーミングサイト３００は、ゲームタイトルで費やされた時間を常時監視し、ゲーム
タイトルで費やされた時間が所定の閾時間を超えたときにゲームをインスタンス化する工

20

程を実行する。クライアントデバイス１００から受信した信号に応答して、クラウドゲー
ミングサイト３００は、ゲームがホストされているデータセンター４００を先回りして決
定し、識別されたデータセンター４００に信号を送信して、ユーザインタラクションがク
ライアントデバイス１００にて検出されたゲームタイトルと関連したゲームのインスタン
スをプリロードする。いくつかの実施形態において、複数のデータセンター４００がゲー
ムをホストしていてもよい。このような実施形態において、クラウドゲーミングサイト３
００は、リクエストを開始しているクライアントデバイス１００の地理的位置を決定し、
クライアントデバイス１００に地理的に近接しているデータセンター４００を識別し、そ
のデータセンター４００に信号を送信してゲームをプリロードしてもよい。ユーザの地理
的位置は、いくつか例を挙げると、クライアントデバイス内の全地球測位システム（Ｇｌ
ｏｂａｌ

Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

30

Ｓｙｓｔｅｍ：ＧＰＳ）機構、クライアントのＩＰアドレ

ス、クライアントのピング情報を使用して決定されてもよい。当然のことながら、ユーザ
の地理的位置を検出する上述の方法は例に過ぎず、他の種類の機構またはツールを使用し
てユーザの地理的位置を決定してもよい。クライアントデバイス１００に近いデータセン
ター４００を識別することは、ゲームとのユーザインタラクションに応答して発生するゲ
ームデータの伝送中に生じ得るレイテンシを最小限にすることである。いくつかの実施形
態において、識別されたデータセンター（例えば、４００−ａ）は、ゲームをホストする
ために必要な帯域幅またはリソース容量を有していない場合があり、あるいはリソースは
、過剰に使用されているか、またはデータセンター４００にてホストされている他のゲー
ムもしくはアプリケーションに割り当てられている場合がある。これらの実施形態におい

40

て、クラウドゲーミングサイト３００は、クライアントデバイス１００と地理的に近い第
２のデータセンター（例えば、４００−ｂ）を識別してゲームデータをプリロードできる
ようにしてもよい。ゲームデータをプリロードすることは、ゲームコードをロードするこ
と及びゲームのインスタンスを実行することを含む。
【００４３】
クラウドゲーミングサイト３００から信号を受信したことに応答して、識別されたデー
タセンター４００は、データセンター４００のサーバ４０２を選択して、そのサーバ４０
２上でゲームをインスタンス化してもよい。サーバ４０２は、ハードウェア、利用可能な
ソフトウェア機能、及び選択されたゲームに対して指定されるゲーム要件に基づいて選択
される。サーバ４０２は、複数のゲームコンソール４０４を含んでもよく、サーバ４０２
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は、複数のゲームコンソール４０４のうちのどのゲームコンソールを使用してゲームをプ
リロードすべきかを決定してもよい。ゲームコンソール４０４は、独立型のゲームコンソ
ールと同様であってもよく、またはラック搭載サーバもしくはブレードサーバであっても
よい。各ブレードサーバは、更に、複数のサーバブレードを含んでもよい。各サーバブレ
ードには、ゲームなどの単一の専用アプリケーションをインスタンス化するために必要と
される回路が実装されている。いくつかの実施形態において、各サーバブレードは、複数
のゲームまたはアプリケーションをインスタンス化することが可能であってもよい。当然
のことながら、上記のゲームコンソール４０４は一例であり、限定的であるとみなされる
べきではない。ゲームステーション、他のコンピューティングデバイスなどを含む他の種
類のゲームコンソール、及び他の形態のブレードサーバを連携させて、識別されたゲーム

10

をホストできるようにしてもよい。
【００４４】
ゲームコンソール４０４が一旦識別されると、ゲームの汎用的なゲーム関連コードがゲ
ームコンソール４０４上にプリロードされ、ゲームがインスタンス化されているゲームコ
ンソール４０４を識別する信号がネットワーク２００を介してクラウドゲーミングサイト
３００経由でクライアントデバイス１００に返される。ゲームの選択などの更なるユーザ
インタラクションがゲームタイトルにて行われると、プリロードされたゲームが遅延を伴
わずにユーザにとって利用可能となる。
【００４５】
プリロード中またはプリロード後に、ホバリングアクションなどのユーザインタラクシ

20

ョンがクライアントデバイス１００の第２のゲームタイトルにて検出された場合、ユーザ
インタラクションによって生じたゲームタイトルの切り替えを識別する信号がクラウドゲ
ーミングサイト３００に送信される。切り替え信号は、第２のゲームタイトルにおける（
ホバリング動作と同様の）ユーザインタラクションが所定の閾時間を超えたことの判定が
なされた後にクライアントデバイス１００によって送信されてもよく、またはクラウドゲ
ーミングサイト３００に送信されてもよい。このクラウドゲーミングサイトでは、第２の
ゲームタイトルで費やされた時間が所定の閾時間を超えたかどうかを判定するためにユー
ザインタラクションが監視されている。いずれにせよ、クライアントデバイス１００から
切り替え信号を受信したことに応答して、クラウドゲーミングサイト３００は、次に、ゲ
ームがインスタンス化されていたデータセンター４００に信号を送信して、ゲームタイト

30

ルのプリロード中の動作を停止もしくは中断し（プリロードが完全でなかった場合）、ま
たはゲームを中断する（ゲームが完全にプリロードされていた場合）。加えて、クラウド
ゲーミングサイト３００は、上述したようにゲームをプリロードするために後続の動作を
繰り返すことによって第２のゲームのプリロードを開始してもよい。従って、クラウドゲ
ーミングサイト３００は、第２のゲームタイトルのためのデータセンター４００を識別す
る動作を実行して、データセンター４００のサーバ４０２内にあるゲームコンソール４０
４上で第２のゲームタイトルと関連した第２のゲームをインスタンス化するためにデータ
センター４００に信号を送信する。第２のゲームが一旦プリロードされたら、データセン
ター４００のサーバ４０２は、プリロードされた第２のゲームの可用性をクラウドゲーミ
ングサイト３００に通知する信号を送信してもよい。本明細書において、第２のゲームを

40

インスタンス化するためのゲームコンソール４０４、サーバ４０２及び／またはデータセ
ンター４００は、第１のゲームがインスタンス化されたものと異なってもよく、またはそ
れと同じにすることができることに留意すべきである。データセンター、サーバ及びゲー
ムコンソールは、システム及び通信リソースの可用性（例えば、複数のアプリケーション
をゲームコンソール上でインスタンス化することができる場合）、ならびにゲームの通信
帯域幅の要件を含むリソース要件に基づいて識別される。
【００４６】
いくつかの実施形態において、部分的にプリロードされ、または完全にプリロードされ
た第１のゲームは、同じユーザまたは異なるユーザからのユーザインタラクションが第１
のゲームにて検出されたかどうかを判定する所定の期間、割り当てられたゲームコンソー
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ル４０４上で維持されてもよい。所定の期間中、部分的にプリロードされたゲームにてユ
ーザインタラクションがユーザ（第１のユーザまたは第２のユーザ）から検出されたとき
、部分的にプリロードされたゲームのプリロードが再開される。あるいは、第１または第
２のユーザのユーザインタラクションが完全にプリロードされた第１のゲームにて所定の
期間内に受信された場合、ユーザインタラクションが受動的なユーザインタラクション（
例えば、ホバリングなど）か、それとも能動的なユーザインタラクション（例えば、ユー
ザの選択）かに応じて、第１のゲームコンテンツがユーザの表示及び／またはゲームプレ
イのために第１または第２のユーザのクライアントデバイス１００にストリーミングされ
る。他の実施形態において、ゲームの部分的にプリロードされ、または完全にプリロード
されたインスタンスは、ゲームの切り替えを検出した直後に破棄されてもよい。このこと

10

は、割り当てられたゲームコンソール４０４にてコンピューティングリソース及び通信リ
ソースの需要がある場合に望ましくなり得る。インスタンスを破棄すると、ゲームコンソ
ール４０４にてホストされた第２のゲームまたは他のアプリケーションにこうしたリソー
スを割り当てることができるようにコンピューティングリソース及び通信リソースが解放
されることになる。
【００４７】
図３Ａは、クラウドゲーミングサイト３００内のプロセッサ上で実行されている例示的
なゲームプリローダモジュール３０２、及びデータセンター４０４内のインスタントプレ
イ・プリロード・ハンドラ４０６を示す。このハンドラは、クライアントデバイス１００
上のゲームのゲームタイトルにて検出されたユーザインタラクションに応答して、ユーザ

20

によって選択されたゲームをプリロードするために使用される。ユーザインタラクション
は、上述したように、ホバー動作、カーソルの接近などの受動的なユーザインタラクショ
ンでもよい。ユーザアカウントは、クラウドゲーミングサイト３００にアクセスするため
に使用される。クラウドゲーミングサイト３００へのアクセスを求めるリクエストに応答
して、クラウドゲーミングサイト３００は、ユーザアカウントを認証し、クライアントデ
バイス１００のディスプレイ画面上にレンダリングさせてユーザが選択できるように、そ
のユーザアカウントでクラウドゲーミングサイト３００にて利用可能であるゲームタイト
ルのリストを返す。いくつかの実施形態において、ユーザアカウントに対して提示される
各ゲームタイトルは、ゲームコード及び情報コンテンツを含んでもよい。このようなコン
テンツとしては、ゲームの概要、１つ以上の代表的なゲームのシーンまたはゲームの画像

30

、ゲームの評価、ゲームのクリップまたはゲームの記録、ゲームの種類などがある。ホバ
リング動作などのユーザインタラクションが、図３Ａに示したゲームタイトルＡの近くな
どの、クライアントデバイス１００上にレンダリングされたゲームタイトルのうちの１つ
またはその付近にて検出されると、クライアントデバイス１００は、検出されたユーザイ
ンタラクションに関してクラウドゲーミングサイト３００に信号を送信する。この信号は
、クライアントデバイス１００にて検出された動作（すなわち、能動的または受動的な動
作）の種類、及びゲームのゲームタイトル識別子であって、当該識別子またはその付近に
て動作が検出されたゲームのゲームタイトル識別子を含む。クラウドゲーミングサイト３
００上で実行されているゲームプリローダモジュール３０２内のインタラクションマネー
ジャ３０８は、送信された信号を受信し、その信号を調べて、ユーザインタラクション（

40

ホバリング動作）の種類及び当該信号に含まれるゲームタイトル識別子を識別する。イン
タラクションマネージャ３０８は、ゲームタイトル選択マネージャ３０６と対話してゲー
ムタイトル識別子を使用することにより、ユーザインタラクション（すなわち、ホバリン
グ動作）が検出されたユーザアカウントで利用可能なゲームタイトルの中からゲームタイ
トルを識別してもよい。ゲームタイトル選択マネージャと対話することに加えて、インタ
ラクションマネージャ３０８は、信号内に与えられた情報から、またはクライアントデバ
イス１００から発生している信号の継続的な監視から、ゲームタイトルにて検出されたホ
バリング動作の時間を求めてもよい。特定のゲームタイトルにおけるユーザインタラクシ
ョンの時間が所定の閾時間を超えると、インタラクションマネージャは、そのゲームタイ
トル識別子を使用してデータセンター選択マネージャ３０４と対話して、サービスを求め
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るユーザのリクエストを複数のサーバのうちのどのサーバに転送すべきかを決定する。所
定の閾時間は、特定のゲームタイトルにおいてユーザの関心が持続していることを識別で
きる程度に長くなるように（例えば、８〜１０秒）決められてもよい。
【００４８】
データセンター選択マネージャ３０４は、一実施形態において、ユーザアカウント、各
ユーザアカウント用のログイン情報、データセンターにおいて利用可能なゲームの履歴、
購入された、またはユーザアカウントにとって利用可能なゲームの履歴、課金額などを保
持してもよく、こうした保持情報は、全てのデータセンターにわたって統合される。統合
された情報は、適切なデータセンターを識別してユーザのリクエストを送り出すために使
用される。統合された情報は、ユーザのリクエストをサービスするように通常割り当てら

10

れているデータセンターを識別してもよい。いくつかの実施形態において、データセンタ
ー選択マネージャ３０４は、統合された情報において識別されたデータセンターを使用す
るのではなく、その代わりに、ゲームをホストしており、かつクライアントデバイス１０
０に近接している１つ以上のデータセンターを、ユーザのリクエストをサービスするため
に識別してもよい。代わりのデータセンターの検索は、統合された情報から識別されたデ
ータセンターがユーザのリクエストをサービスするための通信帯域幅または十分なリソー
スを有していない場合があるときに行ってもよい。その結果、データセンター選択マネー
ジャ３０４は、ゲームをホストし、かつリクエストにおいて識別されたゲームに必要なリ
ソース（すなわち、通信リソース及び処理リソース）を有するように設定されている１つ
以上の他のデータセンターを識別してもよい。識別されたゲームをホストする複数のデー

20

タセンターを識別してもよい。そのような場合、データセンター選択マネージャ３０４は
、一実施形態において、クライアントデバイス１００の地理的位置を決定し、リクエスト
を開始しているクライアントデバイス１００の地理的位置に地理的に近接しているデータ
センターを識別することにより、クライアントデバイス１００にゲームデータをストリー
ミングしている間のレイテンシを小さくしてもよい。近接しているデータセンターは、ユ
ーザのクライアントデバイスと関連したＧＰＳ情報、ＩＰアドレスまたは他のピング情報
に基づいて識別されてもよい。ゲームプリローダモジュール３０２は、データセンター選
択マネージャ３０４によって提供されたデータセンター情報を受信し、プリロード信号リ
クエストをインタントプレイ・プリロード・マネージャ３１０に送信して、選択されたゲ
ームタイトルのゲームデータを識別されたデータセンターにてプリロードすることを開始

30

する。
【００４９】
インタントプレイ・プリロード・マネージャ３１０は、データセンター選択マネージャ
３０４によって識別されたデータセンター４００−ａに信号を送信して、識別されたゲー
ムタイトルのゲームデータをプリロードすることを開始する。データセンター４００−ａ
は、その信号に応答して、ゲームをロードするために複数のゲームサーバ４０２−ａのう
ちの１つを識別する。サーバは、必要とされるリソース、利用可能なリソース、帯域幅能
力などに基づいて識別されてもよい。ゲームサーバ４０２−ａは、ゲームを実行すべき複
数のゲームコンソールを含んでもよく、ゲームサーバ４０２−ａは、ゲームサーバ４０２
−ａにて利用可能な複数のゲームコンソール４０４−ａ〜４０４−ｎのうちのいずれか１

40

つを識別してゲームをプリロードする。ゲームサーバ４０２−ａのインタントプレイ・プ
リロード・ハンドラ４０６は、ゲームのインスタンスをプリロードし、データセンター４
００−ａにてホストされた複数のゲームのインスタンスを管理するために使用される。
【００５０】
例えば、ユーザ（ユーザ１）が、クライアントデバイス１００のゲームＡのゲームタイ
トル上で所定の閾時間（例えば、１０秒間）未満の一定期間（例えば、５〜７秒間）ホバ
リングしてから、移動を続けてゲームＣのゲームタイトル上で所定の閾時間を超える一定
期間（例えば、２５〜３０秒間）ホバリングすると、ゲームプリロードモジュール３０２
のインタントプレイ・プリロード・マネージャ３１０は、適切なデータセンター４００に
信号を送信してゲームタイトルＣをプリロードする。上記の例において与えられた所定の
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閾時間は例に過ぎず、閾値をもっと小さくして、例えば、１秒未満、２秒未満、３秒未満
、４秒未満などにすることができることを理解すべきである。しかしながら、通常、閾値
を設定することができ、それによってプリロードがいつ始まるかが決まる。
【００５１】
別の例において、ユーザ１が、ゲームＡのゲームタイトル上で所定の閾時間を満たすか
、またはそれを超える一定期間ホバリングすると、ゲームプリロードモジュール３０２は
、次いで、適切なデータセンター４００に信号を送信してゲームＡのプリロードを開始す
る。ゲームＡがプリロードされている間、またはゲームＡのプリロードが完了した後、ユ
ーザ１は、移動を続けてゲームＡを選択せずにゲームＣ上でホバリングしてもよい。本明
細書で使用する場合、「ホバリングする」ことは、あるアイコン、ポインタ、セレクタ、

10

視線またはインジケータが、選択可能なゲームタイトルと（例えば、何らかのグラフィカ
ルな形式で）関わっていることを意味する。１つの具体例において、ユーザ１は、例えば
、ゲームタイトルを完全に選択せずにコントローラを使用してゲームタイトルを強調表示
することができる。いくつかの例において、ゲームタイトルを強調表示することは、その
タイトルに関するより多くの情報、例えば、表示テキスト、画像、スクリーンショット、
サンプルビデオクリップなどを提供してもよい。この強調表示は、ユーザ１の視線、ポイ
ンタ、アイコンまたはインジケータが最初にゲームタイトルＡ上にあり、次いでゲームタ
イトルＣに切り替わり、ユーザ１がプレイすることも表示することもなくゲームタイトル
を選択しなかったときに行われてもよい。
【００５２】

20

ゲームプリロードモジュール３０２は、異なるゲームタイトルにてユーザインタラクシ
ョンの切り替え（すなわち、ゲームＡからゲームＣへの切り替え）を検出してもよく、切
り替えられたゲームタイトル（ゲームＣ）におけるユーザインタラクションの時間を求め
てもよい。ゲームＣ上のユーザインタラクション（すなわち、ホバリング動作）が所定の
閾時間を満たすか、またはそれを超えると、ゲームプリロードモジュール３０２は、ゲー
ムＣをホストすることができるデータセンター４００を識別し、識別されたデータセンタ
ー４００に信号を送信してゲームＣをプリロードする。同時に、ゲームプリロードモジュ
ール３０２は、ゲームＡが完全にプリロードされていない場合、ゲームＡをプリロードす
るために使用されているデータセンター４００に信号を送信してゲームＡのプリロードを
中断する。ゲームＣをプリロードするために使用されるサーバ４０２及び／またはデータ

30

センター４００は、ゲームＡをプリロードするために使用されたサーバ及び／またはデー
タセンターと同じでもよく、または異なってもよいことに留意すべきである。ゲームＣの
インスタンスがプリロードされているゲームコンソール４０４は、一実施形態において、
ゲームＡのインスタンスがプリロードされているゲームコンソール４０４とは異なる。別
の実施形態において、ゲームコンソールの容量及び性能に基づき、ゲームＡのインスタン
スが中断されてもよく、ゲームＣのインスタンスが同じゲームコンソールにプリロードさ
れてもよい。ただし、ゲームＡのインスタンスがプリロードされるゲームコンソールのデ
ータセンターにてゲームＣが利用可能である場合に限る。部分的にプリロードされ、また
は完全にプリロードされたゲームＡは、ゲームコンソールにおいて維持されてもよく、第
２のユーザ（ユーザ２）からのリクエストを受信したときにサービスを提供するために使

40

用されてもよい。
【００５３】
一実施形態において、部分的にプリロードされ、または完全にプリロードされたゲーム
Ａは、ゲームコンソールにて所定の期間維持されてもよい。この時間中、同じユーザ（す
なわち、ユーザ１）または異なるユーザ（例えば、ユーザ２、ユーザ３など）からの、ユ
ーザの関心を表す次のユーザインタラクションがゲームタイトルＡについて受信されると
、部分的にプリロードされたゲームＡのプリロードが再開される。プリロードが完了した
とき、ゲームタイトルＡにおけるユーザ（ユーザ１またはユーザ２、ユーザ３など）の継
続的なユーザインタラクションを検出すると、プリロードされたゲームＡがそのユーザに
割り当てられる。ユーザへの割り当てのためにゲームコンソール上で利用可能であるゲー
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ムは、「スピンしている」とみなされる。ゲームがスピンしていることは、本出願で使用
される場合、プリロードされ、かつユーザインタラクション（すなわち、ユーザの選択）
に基づいてゲームプレイのためにユーザに割り当てられるべく待機中であるゲームと定義
される。一実施形態において、完全にプリロードされたゲームＡは、ユーザ１がゲームプ
レイのためにゲームＡを選択したときにユーザ１に割り当てられてもよく、ユーザ２によ
って与えられたユーザインタラクションがホバリングなどの受動的なユーザインタラクシ
ョンである場合、デモデータとしてユーザ２に提供されてもよい。しかしながら、ユーザ
２のユーザインタラクションがゲームＡの能動的な選択である場合、プリロードされたゲ
ームＡは、ユーザ１がゲームＡを解放した場合か、またはゲームＡとのインタラクション
がないためにゲームＡがユーザ１に割り当てられなかった場合には、ゲームプレイのため

10

にユーザ２にとって直ちに利用可能となってもよい。さもなければ、ゲームＡの第２のイ
ンスタンスが、例えば、同じデータセンター内の同じゲームコンソールまたは異なるゲー
ムコンソールにてインスタンス化されてもよく、ゲームプレイのためにユーザ２に提供さ
れてもよい。ユーザ２がゲームＡとのインタラクション（すなわち、受動的なインタラク
ション）を行い、更に移動を続けてゲームＢまたはゲームＣに達したとき、ユーザ２の関
心が移行したことが検出されて、ゲームプリローダモジュール３０２にユーザ２へのゲー
ムＡの割り当てを解放させる。ゲームＡ（すなわち、スピン中のゲームＡ）の解放された
、かつ自由なインスタンスは、受動的または能動的なユーザインタラクションが別のユー
ザ（ユーザ３）のクライアントデバイス上のゲームタイトルにて検出されたとき、そのユ
ーザ３に再度割り当てられてもよい。

20

【００５４】
１つ以上のゲームの複数のインスタンスは、所与の時間においてスピンしていてもよい
が、このことは、それらのインスタンスが、種々のゲームコンソール上にプリロードされ
、インスタントゲームプレイのためにユーザへの割り当てに利用可能であることを意味す
る。１つ以上の部分的に、または完全にプリロードされたゲームのこれらのインスタンス
は、いくつかの実施形態において、各ゲームコンソールにて所定の期間維持されてもよい
。ユーザインタラクションが所定の期間中に各ゲームタイトル（複数可）にて検出されず
、または現在の期間の使用需要に基づいていないとき、１つ以上のゲームの複数のインス
タンスを削減してもよい。これは、複数のゲームまたはいくつかのゲームのいくつかのイ
ンスタンスを共に破棄することを含み、それにより、他のゲームのインスタンス化が可能
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となるようにゲームコンソールのリソースが解放される。こうした削減は周期的になされ
てもよい。ゲームプリローダモジュール３０２は、種々のデータセンターのプリロードハ
ンドラ４０６と対話して、各データセンターの種々のゲームのインスタンスを管理しても
よい。ゲームプリローダモジュール３０２は、使用基準に基づき、プリロードされたゲー
ムのインスタンスのどれを確保すべきか、及びどのインスタンスを破棄すべきかを決定し
てもよい。このような使用基準としては、各ゲームの使用履歴、期間（例えば、１日の時
間、週の時間など）、ゲームの人気度、ゲームジャンル内の関連ゲームの人気度などがあ
る。様々な期間に必要とされる１つ以上のゲームのプリロードされたインスタンスの数が
使用基準、予測された使用需要などに基づいて変化し得るため、プリロードされたインス
タンスの数を動的に調節して、こうした使用需要の変動を満たすようにしてもよい。例え

40

ば、使用履歴及び／または予測された使用需要に基づき、いくつかのゲームのインスタン
スを、ある特定の時間には多い方に調節し、異なる時間には少ない方に調節して、ユーザ
が様々な時間にてクラウドゲーミングサイトのゲームタイトルとインタラクションを行う
ときに適切な数のゲームインスタンスが割り当てのために直ちに利用可能となることを確
実にしてもよい。その結果、いくつかの実施形態においては、使用履歴及び／または予測
された使用需要に基づき、複数のゲームのうちのある特定のゲームの全てのプリロードさ
れたゲームインスタンスが破棄され得る。しかしながら、このような実施形態では、クラ
ウドゲーミングサイトは、破棄の前にこれらのゲームのプリロードされたゲームインスタ
ンスをある所定の期間維持して、これらのゲームインスタンスが（例えば、新たにリリー
スされた特定のジャンルのゲームに対しては）早まって破棄されないことを確実にしても
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よい。
【００５５】
ゲームのプリロードはゲームの汎用的なゲーム部分をロードすることに留意すべきであ
る。ゲームの賞金、ゲームのレベル、ゲームのアイコン、ゲームの目標、ユーザ専用のゲ
ームのカスタマイズなどの、ゲームのユーザ専用部分は、受動的なユーザインタラクショ
ンが検出されたときにはプリロードされないが、能動的なユーザインタラクション（すな
わち、ユーザの選択）がゲームタイトルにて検出されたときにはロードされる。
【００５６】
図３Ｂは、一実施形態において、クラウドゲーミングサイトによってアクセス可能な各
種データセンター内の各サーバ上で実行されている例示的なインスタントプレイプリロー

10

ドハンドラ（または、単に「プリロードハンドラ」）４０６を示す。プリロードハンドラ
４０６は、識別されたゲームをデータセンター４００のゲームコンソール４０４上にプリ
ロードし、ゲームのインスタンスを管理して、リクエストされたときにゲームのインスタ
ンスがゲームプレイのために直ちに利用可能であることを確実にするために使用される。
この実施形態において、システムは、各ゲームの使用履歴を周期的に分析するが、かかる
分析は、クライアントデバイス１００におけるユーザインタラクションを必要とせずに行
われる。使用履歴に提供された情報の分析に基づき、各ゲームの需要が予測される。スピ
ンされている各ゲームのインスタンスの数は、予測されたユーザ需要と一致している。一
実施形態において、使用履歴は、複数のユーザのセッションログ、ユーザログなどを分析
することによって取得されてもよい。あるいは、各ゲームタイトルにおける各ユーザのユ

20

ーザインタラクションは、別々の使用履歴ログに収集されてもよく、この履歴ログの情報
を分析して各ゲームタイトルの使用需要を予測する。
【００５７】
分析を支援するために、一実施形態において、プリロードハンドラ４０６は予測ロジッ
ク４１２を含む。この予測ロジックは、各ゲームの使用需要を予測し、クラウドゲーミン
グサイト３００にて利用可能な種々のゲームのインスタンスの数を動的に調節するために
使用される。予測ロジック４１２は、複数のモジュールから入力を受け取る。このような
モジュールとしては、各種ゲームの使用履歴を提供する履歴需要モジュール４１６、使用
需要を決定するのに必要な時間を提供するタイマモジュール４１８、種々のゲームに対す
る各プレイヤーの関心及び関与を提供するプレイヤー履歴モジュール４１４、プレイヤー

30

ログインモジュール４２２などがある。このプレイヤーログインモジュールは、それぞれ
のユーザアカウントに現在ログインしており、かつクラウドゲーミングサイト３００にア
クセスしているプレイヤーの数に関する情報、及び受動的なユーザインタラクションを与
えることによってプレイヤーがどのゲームに対してインタラクションを行っているか、ま
たは関心を示しているかに関する情報を提供する。予測ロジック４１２は、特定イベント
モジュール４２０と対話してもよい。このモジュールは、種々のイベントに関する情報を
提供する。これらのイベントは、様々なゲーム開発者によって、または様々な期間にクラ
ウドゲーミングサイト３００にて、種々のゲームに対してスケジュール設定されている。
特定イベントの一部は、特定のジャンル、特別なセール／購入イベントなどにおける新し
いゲームのリリースを含んでもよい。各種モジュールは、有用な入力を予測ロジック４１
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２に与える。このロジックは、各種入力を分析して、複数のゲームのうちのどのゲームを
保持する必要があるか、どのゲームを破棄すべきか、どのゲームインスタンスを様々な期
間中に増加／減少させる必要があるかなどを決定する。予測ロジック４１２からの分析を
使用して各ゲームの適切なインスタンスの数を維持することにより、実際のユーザインタ
ラクションが種々のゲームタイトルにて検出されたとき、十分な数のゲームインスタンス
が、各ユーザへの割り当てのために直ちに利用可能となる。
【００５８】
予測ロジック４１２からの分析は、インスタントプレイローダモジュール４１０への入
力として与えられる。インスタントプレイローダモジュール４１０は、予測ロジック４１
２からの入力を使用して、１つ以上のゲームのインスタンスを実行する必要があるかどう
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かを決定し、ゲームデータベース４０８と対話することにより、ゲームのゲームコードを
取り出し、ゲームのインスタンス化が可能なゲームコンソールを識別し、各ゲームコンソ
ールキュー４２４にゲームのゲームコードをプリロードするためのリクエストをキューに
入れる。上述したように、各データセンター４００は、複数のゲームサーバ４０２を含ん
でもよく、その際、各ゲームサーバ４０２は、１つ以上のゲームコンソール４０４をホス
トしている。各サーバ４０２は、特定のゲームの複数のインスタンスをインスタンス化し
てもよく、または複数のゲームの１つ以上のインスタンスをインスタンス化してもよい。
ゲームの各ゲームインスタンスは、ゲームがシングルユーザゲームであるか、またはシン
グルユーザモードでプレイされるときには１人のユーザに割り当てられ、あるいは（マル
チユーザモードのゲームでは）複数のユーザに割り当てられることに留意すべきである。

10

その結果、複数のユーザ／ユーザグループが同時に特定のゲームにてホバリングアクショ
ンなどのユーザインタラクションを与えたとき、各ユーザまたは各ユーザグループには、
そのゲームの自分自身のインスタンスを割り当てる必要がある。更に、一実施形態におい
て、各ゲームコンソールは、１つのゲームアプリケーションをインスタンス化してもよい
。他の実施形態では、回路に応じて、各ゲームコンソールは、１つのゲームの複数のイン
スタンスのインスタンス化、または複数のゲームの１つ以上のインスタンスのインスタン
ス化が可能であってもよい。いくつかの実施形態において、各ゲームコンソールは、ゲー
ムコンソールがそのハードウェアを１つのゲームの複数のインスタンス、複数のゲームの
１つのインスタンス、または複数のゲームの複数のインスタンスと共有するという点で仮
想マシンをエミュレートする。
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【００５９】
ゲームコンソールキュー４２４は、一実施形態において、各データセンターに専用であ
ってもよく、各データセンターにて利用可能な１つ以上のゲームを求める複数のプリロー
ドリクエストを含んでもよい。一実施形態において、種々のデータセンターからのゲーム
コンソールキュー４２４を統合して、統合されたゲームコンソールキューを形成してもよ
い。統合されたゲームコンソールキューは、クラウドゲーミングサイトからアクセス可能
な種々のデータセンターによってホストされる種々のゲームを求める複数のプリロードリ
クエストを管理するために使用される。
【００６０】
ゲームコンソール割り当て部４２６は、ゲームコンソールキュー４２４の各エントリを
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対応するゲームコンソールに割り当てる。ゲームコンソールの割り当ては、１つ以上の割
り当て基準に基づいてもよい。このような割り当て基準としては、ゲームのシステム要件
、ゲームコンソールが利用可能であるデータセンターの地理的位置、ゲームコンソールの
可用性、ゲームコンソールにおける通信帯域幅及び他のリソースの可用性、時間、その時
間の使用需要などがある。割り当て基準に基づき、ゲームコンソール割り当て部４２６は
、インスタンス化のために複数のゲームコンソールのうちの特定のゲームコンソールにゲ
ームコードを割り当て、複数のゲームコンソールのうちの特定のゲームコンソールが特定
のゲームのインスタンス化に十分な帯域幅を有していないか、またはリクエストをサービ
スするのに利用可能でないときには、ゲームコンソール割り当て部４２６は、類似のコン
ソール特性を有する第２のゲームコンソールをデータセンター内で検索してもよく、この
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第２のゲームコンソールにゲームを再度割り当ててもよい。同様の方針に従って、ゲーム
コンソール割り当て部４２６が、ゲームコンソールを含むデータセンター内の特定のサー
バが何らかのリクエストをサービスするのに利用可能でないか、またはリクエストをサー
ビスするのに必要なリソースを有していない場合があると判定した場合、ゲームコンソー
ル割り当て部は、異なるゲームサーバ及びその異なるゲームサーバ内の代わりのゲームコ
ンソールを検索して、サービスを求めるリクエストをそのゲームコンソールに送信しても
よい。
【００６１】
いくつかの実施形態において、ユーザセッションは、ユーザがユーザアカウントを介し
てログインすることによってクラウドゲーミングサイトにアクセスするときに作成される
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。セッションは、「ゲームシート」をユーザに割り当てる。このゲームシートは、処理能
力、ＧＰＵ能力、メモリ、通信帯域幅などの、クラウドゲーミングサイトによってユーザ
に割り当てられる必要がある処理リソースを識別して、満足の行くゲームプレイ体験をユ
ーザが得られることを可能にする。
【００６２】
ユーザのゲームシートのために識別される処理リソースは、ユーザの以前の使用状況及
びユーザがプレイするために選択するゲームの種類を予測することに基づいてもよく、こ
うした情報は、プリロードハンドラ４０６の予測ロジック４１２によって提供されてもよ
い。従って、ユーザがクラウドゲーミングサイトにログインするとき、予測ロジック４１
２は、ユーザの履歴ゲームプレイに基づいてゲームシート（すなわち、ユーザセッション

10

）に割り当てるリソースを算定する。一旦ユーザのセッションが作成され、必要な処理リ
ソースが割り当てられると、ユーザは、割り当てられたリソースをゲーミングセッション
の間使用するものと考えられる。
【００６３】
ユーザがプレイを開始した後、ユーザのゲームプレイは監視される。監視中、処理リソ
ースを割り当てた水準でユーザがプレイしていないと判定された場合、予測ロジック４１
２は、インスタントプレイプリロードマネージャ３１０に信号を送信してユーザのリソー
スを動的に変更することにより、処理リソースがユーザに過剰に割り当てられないように
する。一実施形態において、ゲーミングセッションの間に処理リソースが過小に割り当て
られていると予測ロジック４１２が判定したときに同様の信号を生成してもよい。
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【００６４】
１つの例示的実施形態において、上記の監視は、サービス品質（ＱＯＳ）をテストする
ときに、割り当てられたサーバとゲームプレイのために使用されるユーザのコンピューテ
ィングデバイスとの間の通信「パイプライン」（すなわち、通信接続）上のデータ「トラ
フィック」を求めることによって行うことができる。ＱＯＳテストは、割り当てられたリ
ソースがユーザセッションに十分であるかどうかを判定するためにゲームプレイ中に周期
的に行われてもよいことに留意すべきである。データトラフィックは、現在のゲーミング
セッション中にユーザのコンピューティングデバイスとゲームクラウドシステムとの間で
交換されているゲームパケットデータの種類及び量を実質的にリアルタイムで調べること
によって測定される。ＱＯＳテストからのデータは、割り当てられたリソースを調節して
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最適なゲーミング体験をユーザに提供する必要があるかどうかを判定するためにリソース
の予測と突き合わせて比較される。
【００６５】
リソースの予測は、一実施形態において、以前の使用状況のヒストグラム、プレイした
ゲームの種類、クラウドゲームシステムにアクセスした時間、プレイしたゲームのレベル
などの、最後の数ゲームセッションのゲーミング履歴データを用いた以前の使用状況デー
タに基づいてユーザのゲームプレイパターンを予測してもよい。通常、ユーザがログイン
するとき、ユーザは、自分が以前に離れた（すなわち、ユーザの最後のセッション中にサ
インオフした）位置にてゲームを再開する可能性がある。従って、ユーザは、以前にいた
ときと同じレベルにジャンプして戻る可能性が高い。可能性は、測定可能な確信度を用い
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て決定されてもよい。確信度は、１から１００までのスケールで、例えば、５０より大き
くすることができる。ある場合には、予測されている動作がより発生しやすいことを保証
するためにより大きい確信度（例えば、８０）が必要である。予測ロジックは、ユーザの
以前のログイン及びゲームプレイの使用状況（すなわち、ユーザが最後の３日／最後の週
／その他の間続けていたゲームプレイの種類）を分析することによってユーザの現在のゲ
ームプレイパターンを測定してもよい。
【００６６】
一実施形態において、予測的な分析データは、予測ロジック４１２によってインスタン
トプレイプリロードマネージャ３１０と共有されており、それによって適切なデータセン
ターを識別し、割り当てるようになっている。この適切なデータセンターは、（ａ）ユー
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ザに最も近く、かつ（ｂ）ユーザが充実したゲームプレイ体験を得られるようにユーザに
割り当てるための予測された処理リソースを有する、識別されたデータセンターである。
予測分析は、更なる検証を提供する。この検証は、ユーザのリクエストが通常送られる、
または現在送られているデータセンターが、必要なリソースを有しており、こうした接続
の品質について妥協することなくユーザが最適なゲームプレイ体験を確実に得られるよう
にするためのものである。
【００６７】
一実施形態において、一旦ユーザが、データセンター及びゲームコンソールに割り当て
られ、ゲームプレイを開始すると、ゲームプレイの品質が高レベルに保たれたまま、デー
タの帯域幅が低下し始める場合がある（すなわち、接続速度が低下し始める場合がある）

10

。接続は、需要がパイプライン上に与えられたことなどを含む、いくつもの理由によって
低下する場合がある。ゲームプリローダモジュール３１０は、一実施形態において、予測
されたサービスの品質と配信されたサービスの品質との不一致を認識してもよく、ゲーム
の解像度を動的に下げてその不一致を自動的に解決してもよい。接続速度が必要とされる
水準に一旦復帰したら、解像度が滑らかに上がるように調節して、サービスの品質を犠牲
にせずともユーザが充実したゲーミング体験を得られるようにしてもよい。
【００６８】
いくつかの実施形態において、接続品質が低下し始めたとき、クラウドゲーミングサー
バ４０２は、ゲームロジックにコマンドを送信して、ある特定のゲームのアセットの解像
度品質をより低下させるようにしてもよい。解像度を低くすることができるゲームのアセ
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ットは、いくつかの実施形態において、それらのゲームがゲームプレイにとって重要でな
いとき、解像度を下げることができる資産としてゲーム開発者によって識別される場合が
ある。これにより、ユーザが関与しているゲームの残りの部分をより高い品質でレンダリ
ングすることができる。それでも、ある特定のゲームのアセット、オブジェクト、テクス
チャなどの解像度を下げることにより、全体のデータ処理量を、ゲームプレイの品質に影
響を及ぼすことなく、接続速度の低下を補償するように減少させることができる。
【００６９】
いくつかの実施形態において、ゲームコンソール割り当て部モジュール４２６は、クラ
ウドゲーミングサイトにて利用可能な種々のゲームのインスタントプレイ統計情報４２８
を生成し、保持して、各データセンター内の種々のサーバ及び種々のゲームコンソールの
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ステータスを提供することにより、ゲームコンソールを割り当ててゲームをインスタンス
化することを高速かつ効率的に実行してもよい。インスタントプレイ統計情報４２８は、
インスタントプレイログデータ４２８−ａの形で提供される。例示的なインスタントプレ
イログを図３Ｂに示す。インスタントプレイログ４２８−ａは、各ゲームの使用統計情報
を提供する。この使用統計情報は、ゲーム識別子、種々のデータセンター内の種々のゲー
ムコンソールにて現在スピンしている各ゲームのインスタンスの数、ユーザが現在ロック
しているか、または関与している各ゲームのインスタンスの数、利用可能なインスタンス
の数、様々な時間における予測されたインスタンス需要などを含む。加えて、プレイログ
データ４２８−ａは、ある特定のゲームをインスタンス化するためにどのゲームコンソー
ルが使用されたか、及び各データセンター内の種々のゲームサーバ内にある種々のゲーム

40

コンソールのステータスに関連した情報を提供してもよい。統計情報の一部のための情報
を、使用履歴、履歴需要、プレイヤー履歴、及びゲームコンソールからのデータを使用し
て予測ロジック４１２に与えられた他の入力から取得してもよい。インスタントプレイロ
グに提供された統計情報に基づき、ゲームコンソール割り当て部は、ゲームインスタンス
の使用の可能性を想定して各ゲームのインスタンスの数を最適なレベルに保つためにどの
アクションをとるべきかを決定してもよい。ゲームにおけるユーザインタラクションをク
ラウドゲーミングサイトにて受信したとき、既にプリロードされているゲームのインスタ
ンスを、大きな遅延を伴うことなくユーザに提供してもよい。上記の決定に基づき、ゲー
ムコンソール割り当て部４２６は、インスタントプレイローダ４１０に信号を送って、各
ゲームタイトルのインスタンスを増加または減少させてもよい。従って、インスタントプ
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レイログ４２８−ａは、需要が適度にあるゲームを維持し、「最新」の（すなわち、需要
がより多い）ゲームのインスタンスをより多くロードし、ユーザの需要が多くないゲーム
のインスタンスを破棄するのに役立つ。
【００７０】
図４は、ゲーム及びゲームインスタンスを管理することによって取得された使用履歴に
基づき、種々のゲームについてプロットされた例示的な「最新」配信グラフを示す。最新
配信グラフを使用して、クラウドゲーミングサイト内で利用可能な複数のゲームのうちの
特定のゲームのインスタンスの数を改善してもよい。例えば、種々のゲームについての使
用需要は、ある特定のゲームの需要が様々な時間で急増し、後退して経時的に変動する場
合があるが、こうした変動を使用してゲーム及びゲームインスタンスを管理してもよい。

10

図４に示した配信グラフは、特定の期間の、または延長された期間にわたる使用需要を反
映し得る。グラフに与えられたデータは、複数のゲームのうちのどのゲームが、破線（例
えば、１５００の使用需要を示している）によって指示された所定の閾値を超える使用履
歴を有するか、及びどのゲームが所定の閾値未満の使用需要を有するかを決定するために
使用される。図４に示した例において、ゲームＥ、Ｃ、Ａ、Ｄ及びＬは、所定の閾値より
上に該当し、保持の対象とされる使用需要を有しており、他方、ゲームＧ、Ｒ、Ｋ、Ｓ及
びＮは、破棄の対象とされ得る所定の閾値未満に該当する。いくつかの実施形態において
、破棄の対象とされるゲームは、使用需要が増加するかどうかを決定する所定の時間維持
されてもよい。これは、使用履歴が利用できないことがある新しいゲームが導入されたと
きの場合かもしれない。所定の期間の後、使用需要が所定の閾値を超えて増加しない場合

20

、破棄の対象とされるゲームを破棄してもよい。ゲームの使用需要は、非常に流動的とな
る場合があり、経時的に変動し得るが、こうした変動を考慮しながら種々のゲームのイン
スタンスの最適な数を維持してもよい。
【００７１】
いくつかの実施形態において、使用需要をシステムリソースの容量及び機能に対して重
み付けして、ゲームプレイ中、１つ以上のゲームのインスタンス化によってストリーミン
グコンテンツをユーザに提供する際にシステムの性能が悪影響を確実に受けないようにす
る。そのため、システムは、特定のゲームタイトルのインスタンス化のために提供された
専用コンソール及び／またはサーバリソースの数が所定の閾値を超えないことを保証し得
る。所定の閾値を超えると、めったに使用され得ないインスタンスを提供するために束縛

30

されている不必要なシステムリソースが生じる場合がある。こうした性能のボトルネック
を回避するために、システムリソースの帯域幅の一部をサンプリング用の１つ以上のゲー
ムのゲームインスタンスを提供するために専用のものとし、他方、ゲームの１つ以上のイ
ンスタントプレイを提供するために残りのリソースを確保してもよい。こうしたゲームの
ゲームプレイに対する需要が所与の期間で増加するとき、いくつかの実施形態において、
サンプリングからの１つ以上のインスタンスをゲームプレイに割り当ててもよい。
【００７２】
図５は、一実施形態における、クライアントデバイス１００上の各ゲームにて検出され
たユーザインタラクションに基づいた種々のゲームのプリロードシーケンスを示す。ユー
ザは、ユーザアカウントを使用してクラウドゲーミングサイトにアクセスする。ユーザア

40

クセスに応答して、クラウドゲーミングサイトは、クライアントデバイスのディスプレイ
画面にレンダリングさせるために、利用可能なゲームのゲームタイトルのリストを返す。
レンダリングのためにクライアントデバイス１００に返されたゲームタイトルは、代表的
な画像／アイコンを含む。図５は、各ユーザ―ユーザ１、ユーザ２について返され、レン
ダリングされた例示的な一組のゲームタイトルＧ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｇ４などを示す。ゲー
ムタイトル及び画像／アイコンに加えて、ゲームの概要、代表的なゲームシーン、予め録
画されたゲームプレイのミニクリップ、１つ以上の追加情報オプションなどの１つ以上の
情報コンテンツを、ユーザインタラクションが各ゲームアイコン／画像にて検出された場
合、レンダリングのために返してもよい。
【００７３】
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（バブル「１」によって表された）ホバリング動作などのユーザ１のインタラクション
がゲームＧ１にて検出されると、このユーザインタラクションを監視してＧ１におけるユ
ーザインタラクションの時間（すなわち、約３〜５秒）を求める。ユーザインタラクショ
ンの時間が所定の閾期間より長い場合、バブル「１ａ」で示すように、ゲームＧ１の汎用
ゲームデータのプリロードをゲームサーバ４０２にて開始する。加えて、ゲームＧ１にお
けるユーザ１のインタラクションに応答して、バブル「２」で示すように、ゲームシーン
、ゲームの説明、ゲームクリップなどのゲーム情報の１つ以上を自動的に選択して前景に
レンダリングさせ、他方、バックグラウンドでは、汎用ゲームデータがゲームコンソール
、ＧＣ１上にプリロードされている。ゲームＧ１のプリロードは、ユーザ１のインタラク
ションがゲームＧ１にて検出されている限り継続し、ゲームは完全にはプリロードされな

10

い。プリロードしている間、ユーザ１のインタラクションがゲームＧ１からゲームＧ４に
移行した場合、バブル「３」で示すように、ユーザインタラクションの切り替えが、クラ
ウドゲーミングサイト３００にて検出される。次いで、このサイトは、バブル「３ａ」で
示すように、信号を送信してＧＣ１におけるゲームＧ１のプリロードを休止する。加えて
、ゲームＧ１と同様に、ユーザ１のインタラクションを監視して、Ｇ１におけるユーザ１
のインタラクションの時間が所定の閾期間を超えたかどうかを判定する。その時間が所定
の閾期間を超えた場合、クラウドゲーミングサイト３００は、バブル「３ｂ」で示すよう
に、データセンターに信号を送信してゲームＧ４のゲーム関連データのプリロードを開始
する。ゲームＧ４をプリロードすることは、ゲームコンソールの可用性、ゲームコンソー
ルにて利用可能な帯域幅、ゲームコードで指定されたシステム要件などの、ゲームコンソ

20

ールと関連した１つ以上の割り当て基準に応じて、ゲームコンソールＧＣ５またはＧＣ１
上でバックグラウンドで実行されてもよい。
【００７４】
バブル「４」で示すように、第２のユーザ（ユーザ２）がクラウドゲーミングサイトに
アクセスし、ゲームＧ１にてユーザインタラクションを与えると、バブル「４ａ」で示す
ように、ＧＣ１にてプリロードされたゲームＧ１をユーザ２に渡す。ゲームＧ１の汎用ゲ
ームデータが完全にプリロードされており、かつそのインスタンスが割り当てに直ちに利
用可能である場合、ユーザ２のリクエストをサービスするためにゲームＧ１の新しいイン
スタンスをインスタンス化する必要はない。ゲームＧ１にてユーザ２によって与えられた
ユーザインタラクションに基づき、ユーザ２には、完全にプリロードされた汎用ゲームデ

30

ータがデモデータとして提供される。当然のことながら、ゲームＧ１が部分的にプリロー
ドされていた場合にはプリロードが再開される。プリロードが完了したとき、ユーザ２の
ユーザインタラクションがゲームＧ１における受動的なユーザインタラクションとして継
続している場合、プリロードされた汎用ゲームデータをデモデータとして提供してもよい
。これに対して、ユーザ２のユーザインタラクションが、ゲームＧ１における能動的なユ
ーザインタラクション（例えば、ゲームプレイのためのユーザ選択）である場合、ゲーム
データがインスタントゲームプレイのために提供される。任意の所与の時間において、複
数のユーザがクラウドゲーミングサイトにアクセスしていてもよく、複数のゲームタイト
ルとのインタラクションを行っていてもよいことに留意すべきである。その結果、検出さ
れたユーザインタラクションに応答して、１つのゲームの複数のインスタンスまたは複数
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のゲームの複数のインスタンスが、地理的に分散され、かつ各ユーザに割り当てられた１
つ以上のデータセンター内の１つ以上のサーバにてインスタンス化される。一旦ユーザが
特定のインスタンスとのインタラクションを行うと、その特定のインスタンスへのユーザ
の割り当てが解除される（すなわち、インスタンスが解放される）。ゲームの各インスタ
ンスは、ゲーム／ゲームモードがシングルユーザゲーム／ゲームモードである場合、１人
のユーザに割り当てられ、または、ゲーム／ゲームモードがマルチユーザゲーム／ゲーム
モードである場合、ユーザグループに割り当てられるため、ユーザまたはユーザグループ
によってゲームのインスタンスが解放された（すなわち、自由かつ利用可能になる）なら
ば、ゲームの利用可能なインスタンスを、他のユーザ（複数可）がそのゲームに関心を示
したときに別のユーザまたは別のユーザグループに再度割り当ててもよい。マルチユーザ

50

(25)

JP 2018‑512907 A 2018.5.24

ゲームモードにおいて、ゲームのインスタンスに割り当てられるユーザは、同じ場所に位
置してもよく、または遠隔に位置してもよい。各種実施形態の詳細な説明を用いて、次に
、ゲームをプリロードするために使用される方法について図６を参照して説明する。
【００７５】
図６は、本発明の一の実施態様における、ゲームタイトルにて検出されたユーザインタ
ラクションに応答してゲームをプリロードするための各種方法の動作を示す。この方法は
、動作６１０から始まる。ここで、複数のゲームのうちの選択されたゲームの１つ以上の
インスタンスをクラウドゲームサーバ上の１つ以上のゲームコンソール上にロードする。
ロードされるゲームのインスタンスの数及び種類は、クラウドゲーミングサイトにて検出
されたゲームの使用履歴に基づいている。使用履歴を経時的に収集して、クラウドゲーミ
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ングサイトにて利用可能な複数のゲームのうちの特定のゲームにおけるユーザインタラク
ションの種類及び数を識別してもよい。使用履歴は、様々な期間にわたる各ゲームの使用
需要を識別する。操作６２０に示すように、複数のゲームのうちの選択されたゲームのそ
れぞれにおける各ユーザのユーザインタラクションの長さが所定の閾期間を超えたとき、
１つ以上のゲームコンソール上にロードされた複数のゲームのうちの選択されたゲームの
インスタンスにユーザを割り当てる。
【００７６】
操作６３０に示すように、ユーザインタラクションを、ロードされたゲームの割り当て
られたインスタンスにて更に監視する。ユーザインタラクションは、ホバリング、カーソ
ル接近などの受動的なユーザインタラクションでもよく、または、ゲームプレイもしくは
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表示のためにユーザがゲームを選択することなどの能動的なユーザインタラクションでも
よい。操作６４０に示すように、１つ以上のゲームコンソール上にロードされたゲームの
インスタンスの数を、複数のゲームのうちの各ゲームにおいて監視されたユーザインタラ
クションに基づいて動的に調節する。インスタンスの数を動的に調節することにより、ゲ
ームに対する即時アクセスをユーザに提供しつつ、クラウドゲームサーバ上のゲームリソ
ースの最適な使用が可能となる。
【００７７】
図７は、一実施形態における、ゲームをプリロードし、プリロードされたゲームをユー
ザに利用可能にするために使用される代替的な方法を示す。この方法は、クラウドゲーミ
ングサイト上で利用可能なゲームのゲームタイトルにてユーザインタラクションが検出さ
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れたときの動作７１０から始まる。クラウドゲーミングサイトは、それにとって利用可能
な複数のゲームタイトルを有してもよく、クラウドゲーミングサイトへのアクセスをユー
ザがリクエストすると、クラウドゲーミングサイトは、そのユーザアカウントで利用可能
であるゲームのゲームタイトルを識別して返す。ユーザアカウントで利用可能な複数のゲ
ームタイトルが多いとき、予め設定された数のゲームタイトルのみを返してユーザのクラ
イアントデバイス上にレンダリングさせてもよい。予め設定された数のゲームタイトルは
、ユーザによって最近表示され、またはプレイされたゲームを含んでもよい。返されたゲ
ームタイトルは、クライアントデバイスのディスプレイ画面上にレンダリングされる。ク
ライアントデバイス上にレンダリングされたゲームタイトルのうちの１つにてユーザイン
タラクションが検出されたことに応答して、動作７２０に示すように、ゲームのインスタ
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ンスを、クラウドゲーミングサイトにとって利用可能なクラウドゲームサーバのゲームコ
ンソール上にプリロードする。ゲームのプリロードは、ゲームタイトルにて検出されたユ
ーザインタラクションの長さが所定の閾期間を超えたときに開始される。
【００７８】
動作７３０に示すように、検出されたユーザインタラクションに応答して、プリロード
されたゲームのインスタンスをユーザに割り当てる。この割り当てにより、そのゲームの
情報コンテンツの一部がクライアントデバイスのディスプレイ画面にレンダリングされる
。動作７４０に示すように、本方法は、ゲームのインスタンスにてユーザインタラクショ
ンを更に監視することで終わる。インスタンスにおけるユーザインタラクションは、ゲー
ムの使用履歴を決めるために使用される。複数のユーザによる１つ以上のゲームのゲーム
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インスタンスに関連した使用履歴を使用して、様々な時間における種々のゲームの使用需
要を予測し、クラウドゲーミングサイトにとって利用可能なゲームのインスタンスの数を
管理する。
【００７９】
各種実施形態は、ゲームタイトルにて検出されたユーザインタラクションの種類及び長
さに基づき、ゲーム情報を前景に与えつつ、バックグラウンドでゲームのインスタンスを
プリロードする新規の方法を提供する。プリロードすることにより、ゲームのゲームプレ
イのためのアクセスがリクエストされるときの待機時間が大幅に減少する。プリロードす
ることは、ゲームの汎用的なゲーム関連データをロードすることを含み、これは、通常、
ゲームのプレイまたはゲームの表示のためにゲームにアクセスするときの遅延が最も大き

10

い。クラウドゲーミングサイトにて利用可能なゲームのコンテンツは、レンダリングのた
めにクライアントデバイスにストリーミングされており、クライアントデバイス内にはロ
ーカルにインストールされないことに留意すべきである。このようにして、ゲームをイン
スタンス化すべきデータセンターが、ゲーム関連データを最小のレイテンシでストリーミ
ングできるように処理リソース及び通信リソースに基づいて選択されるため、ゲームにア
クセスするための待機を最小限にしてユーザ（複数可）のゲームプレイ体験を充実させる
ことができる。他の利点は、本明細書に記載された本発明の種々の実施形態を考察する際
に当業者にとって明らかになるであろう。
【００８０】
いくつかの実施形態において、クライアントは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ
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、ポータブルゲームコンソール、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、
タブレットコンピュータ、モバイルコンピューティングデバイス、ポータブルゲーム機、
携帯電話、セットトップボックス、ストリーミングメディアインターフェース／デバイス
、スマートテレビもしくはネットワーク化されたディスプレイ、または本明細書に定めら
れたようなクライアントの機能を遂行するように構成可能な任意の他のコンピューティン
グデバイスとすることができる。一実施形態において、クラウドゲーミングサーバは、ユ
ーザによって利用されているクライアントデバイスの種類を検出し、ユーザのクライアン
トデバイスにとって適切なクラウド−ゲーミング体験を提供するように構成されている。
例えば、画像の設定、オーディオの設定及び他の種類の設定を、ユーザのクライアントデ
30

バイスに対して最適化してもよい。
【００８１】
図８は、情報サービスプロバイダ構成の実施形態を示す。情報サービスプロバイダ（Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＩＳＰ）１０７０は、地理

的に分散され、かつネットワーク１０８６を経由して接続されたユーザ１０８２に多数の
情報サービスを配信する。ＩＳＰは、株価の最新版や、放送メディア、ニュース、スポー
ツ、ゲーミングなどの様々なサービスのうちの単に一種類のサービスを配信する可能性が
ある。加えて、各ＩＳＰによって提供されるサービスは動的である、すなわち、サービス
は任意の時点で追加または削除することができる。従って、特定の種類のサービスを特定
の個人に提供しているＩＳＰは、経時的に変化する可能性がある。例えば、ユーザは、自
分の地元にいる間はユーザのそばに近接しているＩＳＰによってサービスを受けてもよく

40

、ユーザは、異なる都市に旅行するときには異なるＩＳＰによってサービスを受けてもよ
い。地元のＩＳＰは、必要とされる情報及びデータを新しいＩＳＰに転送する。それによ
り、ユーザ情報が、新しい都市のユーザに「追従」して、データがユーザにより近くなり
、アクセスがより容易になる。別の実施形態において、マスタ−サーバ関係を、ユーザの
ための情報を管理するマスタＩＳＰと、マスタＩＳＰからの制御を受けてユーザと直接イ
ンターフェースをとるサーバＩＳＰとの間に確立してもよい。別の実施形態において、ク
ライアントが世界中を移動するときにデータをあるＩＳＰから別のＩＳＰに転送すること
により、ユーザにサービスを提供するためにより良い位置にあるＩＳＰを、これらのサー
ビスを配信するＩＳＰにする。
【００８２】
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ＩＳＰ１０７０は、アプリケーションサービスプロバイダ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＡＳＰ）１０７２を含む。このプロバイダは、コン

ピュータベースのサービスをネットワークを介して顧客に提供する。ＡＳＰモデルを使用
して提供されるソフトウェアは、オンデマンドソフトウェアまたはサービスとしてのソフ
トウェア（ｓｏｆｔｗａｒｅ

ａｓ

ａ

ｓｅｒｖｉｃｅ：ＳａａＳ）と呼ばれる場合も

ある。（顧客関係管理などの）特定のアプリケーションプログラムへのアクセスを提供す
る単純な形態は、ＨＴＴＰなどの標準プロトコルを使用することによるものである。ベン
ダーのシステム上にあるアプリケーションソフトウェアは、ベンダーによって提供された
専用のクライアントソフトウェア、またはシンクライアントなどの他のリモートインター
フェースを使用して、ＨＴＭＬを用いてウェブブラウザを介してユーザによってアクセス

10

される。
【００８３】
広範な地理的領域にわたって提供されるサービスは、クラウドコンピューティングを使
用することが多い。クラウドコンピューティングは、動的にスケーラブルであり、かつ多
くの場合にはインターネット上のサービスとして仮想化リソースが提供されるコンピュー
ティングの方式である。ユーザは、自分を支援する「クラウド」の技術基盤の専門家であ
る必要はない。クラウドコンピューティングは、サービスとしてのインフラストラクチャ
（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ａｓ

ａ

してのプラットフォーム（Ｐｌａｔｆｏｒｍ

Ｓｅｒｖｉｃｅ：ＩａａＳ）、サービスと
ａｓ

ａ

Ｓｅｒｖｉｃｅ：ＰａａＳ）及

びサービスとしてのソフトウェア（ＳａａＳ）などの種々のサービスに分類することがで

20

きる。クラウドコンピューティングサービスは、ウェブブラウザからアクセスされる共通
のビジネスアプリケーションオンラインを提供することが多く、その一方、ソフトウェア
及びデータはサーバ上に記憶されている。クラウドという用語は、インターネットが、コ
ンピュータネットワーク図においてどのように表され、それが隠蔽している複雑な基盤の
どのような抽象概念であるかに基づき、（例えば、サーバ、ストレージ及びロジックを用
いた）インターネットのメタファーとして使用される。
【００８４】
更に、ＩＳＰ１０７０は、シングルまたはマルチプレイヤーのビデオゲームをプレイす
るためにゲームクライアントによって使用されるゲーム処理サーバ（Ｇａｍｅ
ｅｓｓｉｎｇ

Ｐｒｏｃ

Ｓｅｒｖｅｒ：ＧＰＳ）１０７４を含む。インターネットを介してプレイ

30

される大部分のビデオゲームは、ゲームサーバへの接続を経由して動作する。通常、ゲー
ムは、プレイヤーからデータを収集し、それを他のプレイヤーに分配する専用のサーバア
プリケーションを使用する。これは、ピアツーピア配置より効率的かつ効果的であるが、
それを行うには、別々のサーバがサーバアプリケーションをホストすることが必要になる
。別の実施形態において、ＧＰＳがプレイヤー間の通信を確立し、プレイヤーの各ゲーム
プレイデバイスが、集中型ＧＰＳに依存せずに情報を交換する。
【００８５】
専用ＧＰＳは、クライアントから独立して動作するサーバである。こうしたサーバは、
通常、データセンターに配置された専用ハードウェア上で動作して、より多くの帯域幅及
び専用の処理能力を提供する。専用サーバは、大部分のＰＣベースのマルチプレイヤーゲ

40

ームのためにゲームサーバをホストするのに好ましい方法である。大規模なマルチプレイ
ヤーオンラインゲームは、一般的にはゲームタイトルを所有するソフトウェア会社によっ
てホストされた専用サーバ上で動作して、これらのサーバによるコンテンツの制御及び更
新を可能にする。
【００８６】
ブロードキャスト処理サーバ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｓｅｒｖ

ｅｒ：ＢＰＳ）１０７６は、オーディオ信号またはビデオ信号を観客に配信する。非常に
狭い範囲の観客に対するブロードキャストは、ナローキャスティングと呼ばれる場合があ
る。ブロードキャスト配信の最終区間は、リスナーまたは視聴者への信号の到着の仕方で
あり、信号は、ラジオ局またはテレビ局と同様に無線通信を介してアンテナ及び受信機に
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到達する場合があり、または、局を経由して、もしくは直接ネットワークから、有線テレ
ビもしくは有線ラジオ（もしくは「ワイヤレスケーブル」）を介して到達する場合がある
。インターネットは、特に信号及び帯域幅の共有が可能なマルチキャスティングにより、
受信者にラジオまたはテレビを提供してもよい。歴史的には、放送は、国営放送または地
方放送などの地理的領域によって範囲が定められてきた。しかしながら、高速なインター
ネットの普及により、世界のほとんどあらゆる国にコンテンツが到着することが可能にな
ったため、放送は地理によって制限されない。
【００８７】
ストレージサービスプロバイダ（Ｓｔｏｒａｇｅ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｐｒｏｖｉｄｅｒ

：ＳＳＰ）１０７８は、コンピュータ記憶空間及び関連した管理サービスを提供する。Ｓ

10

ＳＰは、定期的なバックアップ及びアーカイブ処理も提供する。サービスとしてストレー
ジを提供することにより、ユーザは、必要に応じてより多くのストレージを注文すること
ができる。別の大きな利点は、ＳＳＰがバックアップサービスを含むことであり、ユーザ
は、自分のコンピュータのハードディスクが故障した場合でも自分の全データを失うこと
はない。更に、複数のＳＳＰが、ユーザデータの全体的または部分的なコピーを有するこ
とができ、それによってユーザは、自分が位置する場所またはデータにアクセスするため
に使用されているデバイスとは別に効率的な方法でデータにアクセスすることが可能とな
る。例えば、ユーザは、自宅のコンピュータの個人ファイルに加えて、自分が移動してい
る最中には携帯電話の個人ファイルにアクセスすることができる。
20

【００８８】
通信プロバイダ１０８０は、ユーザに接続性を提供する。ある種類の通信プロバイダは
、インターネットへのアクセスを提供するインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）
である。ＩＳＰは、インターネットプロトコルデータグラムを送達するために適切なデー
タ転送技術を使用してその顧客を接続する。このようなデータ転送技術としては、ダイヤ
ルアップ、ＤＳＬ、ケーブルモデム、ファイバ、無線または専用の高速相互接続などがあ
る。通信プロバイダは、電子メール、インスタントメッセージ送信及びＳＭＳショートメ
ッセージサービスなどのメッセージングサービスを提供することもできる。別の種類の通
信プロバイダは、インターネットへの直接のバックボーンアクセスを提供することによっ
て帯域幅またはネットワークアクセスを販売するネットワークサービスプロバイダ（ＮＳ
Ｐ）である。ネットワークサービスプロバイダは、電気通信会社、データキャリア、無線

30

通信プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ、高速インターネットアクセスを提
供するケーブルテレビ事業者などからなってもよい。
【００８９】
データ交換部１０８８は、ＩＳＰ１０７０内部のいくつかのモジュールを相互接続し、
これらのモジュールをネットワーク１０８６を経由してユーザ１０８２に接続する。デー
タ交換部１０８８は、ＩＳＰ１０７０の全てのモジュールが極めて近接している狭い領域
をカバーすることができ、または、種々のモジュールが地理的に分散されているときには
広い地理的領域をカバーすることができる。例えば、データ交換部１０８８は、データセ
ンターの筐体内の高速ギガビットイーサネット（登録商標）（もしくはそれより高速なも
の）、または大陸間の仮想エリアネットワーク（ｖｉｒｔｕａｌ

ａｒｅａ

ｎｅｔｗｏ

40

ｒｋ：ＶＬＡＮ）を含むことができる。
【００９０】
ユーザ１０８２は、クライアントデバイス１０８４を用いてリモートサービスにアクセ
スする。このデバイスは、少なくともＣＰＵ、メモリ、ディスプレイ及びＩ／Ｏを含む。
クライアントデバイスは、ＰＣ、携帯電話、ネットブック、タブレット、ゲームシステム
、ＰＤＡなどとすることができる。一実施形態において、ＩＳＰ１０７０は、クライアン
トによって使用されるデバイスの種類を認識し、使用される通信方式を調整する。他の場
合には、クライアントデバイスは、ＩＳＰ１０７０にアクセスするためにｈｔｍｌなどの
標準的な通信方式を使用する。
【００９１】

50

(29)

JP 2018‑512907 A 2018.5.24

本発明の実施形態は、ハンドヘルドデバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロ
プロセッサベースの、またはプログラム可能な家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メイ
ンフレームコンピュータなどを含む各種のコンピュータシステム構成を用いて実施されて
もよい。本発明は、有線ベースのネットワークまたは無線ネットワークによって連結され
ているリモート処理デバイスによってタスクが実行される分散コンピューティング環境に
おいて実施することもできる。
【００９２】
上記の実施形態を念頭におくと、本発明は、コンピュータシステムにデータを記憶する
ことを伴う各種のコンピュータ実行動作を利用できることを理解すべきである。これらの
動作は、物理量の物理的操作を必要とするものである。本発明の一部を構成する本明細書

10

に記載した動作はいずれも、有用な機械的動作である。本発明は、これらの動作を実行す
るデバイスまたは装置にも関する。装置は、必要とされる目的のために特別に構成するこ
とができ、あるいは装置は、コンピュータに記憶されたコンピュータプログラムによって
選択的に作動または構成される汎用コンピュータとすることができる。特に、本明細書の
教示に従って記述されたコンピュータプログラムによって各種汎用機を使用することがで
き、あるいは、より特化された装置を構成して必要とされる動作を実行することがより好
都合となる場合がある。
【００９３】
本発明は、コンピュータ可読媒体上のコンピュータ可読コードとして具現化することも
できる。あるいは、コンピュータ可読コードは、上記のデータ交換相互接続を使用してサ

20

ーバからダウンロードされてもよい。コンピュータ可読媒体は、データを記憶することが
できる任意のデータ記憶デバイスであり、その後、このデータをコンピュータシステムに
よって読み込むことができる。コンピュータ可読媒体の例には、ハードドライブ、ネット
ワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、リードオンリーメモリ、ランダムアクセスメモリ、Ｃ
Ｄ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、磁気テープ、ならびに他の光学的データ記憶デバイ
ス及び非光学的データ記憶デバイスが含まれる。コンピュータ可読媒体は、ネットワーク
結合のコンピュータシステム上に分散されたコンピュータ読み取り可能な有形媒体を含む
ことができる。その結果、コンピュータ可読コードは、分散方式で記憶され、実行される
。
【００９４】

30

方法の動作を特定の順序で記載したものの、オーバレイ動作の処理が所望の方法で実行
される限り、動作の間に他のハウスキーピング動作が実行されてもよく、あるいは、動作
を調整してそれらがわずかに異なる時間に行われるようにしてもよく、または、処理と関
連した各種間隔で処理動作が行われることを可能にするシステムに動作を分散させてもよ
いことを理解すべきである。
【００９５】
上述の発明について、理解しやすくするために幾分詳細に説明してきたが、添付された
特許請求の範囲内で一定の変更及び修正を実施できることは明らかであろう。従って、本
実施形態は、例示であって限定的なものではないとみなされるであり、本発明は、本明細
書に述べた詳細事項に限定されることはなく、記載された実施形態の趣旨及び均等物の範

40

囲内で修正され得る。
【００９６】
図９は、ソニー（登録商標）プレイステーション３（登録商標）エンターテイメントデ
バイスなどのゲーミングコンソールの全体システム構成を模式的に示す。このゲーミング
コンソールは、本発明の実施形態を実施するためのコントローラと互換性を持つ場合があ
る。システムユニット１４００には、システムユニット１４００に接続可能な各種の周辺
デバイスが設けられている。システムユニット１４００は、図２のクラウドゲーミングサ
ーバ３００と同様である。システムユニット１４００は、Ｃｅｌｌプロセッサ１４２８；
Ｒａｍｂｕｓ（登録商標）ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＸＤＲＡＭ）ユニット
１４２６；専用のビデオランダムアクセスメモリ（ＶＲＡＭ）ユニット１４３２を有する
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リアリティシンセサイザグラフィックユニット１４３０；及びＩ／Ｏブリッジ１４３４を
備える。システムユニット１４００は、Ｉ／Ｏブリッジ１４３４を介してアクセス可能な
、ディスク１４４０ａから読み出すためのブルーレイ（登録商標）ディスクＢＤ−ＲＯＭ
（登録商標）光ディスクリーダ１４４０及びリムーバブルスロットインハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）１４３６も備える。必要に応じて、システムユニット１４００は、コン
パクトフラッシュ（登録商標）メモリカード、メモリスティック（登録商標）、メモリー
カードなどを読み込むためのメモリカードリーダ１４３８も備える。このリーダは、Ｉ／
Ｏブリッジ１４３４を介して同じようにアクセス可能である。
【００９７】
Ｉ／Ｏブリッジ１４３４には、６つのＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｂ

10

ｕｓ）２．０ポート１４２４；ギガビットイーサネット（登録商標）ポート１４２２；Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ無線ネットワーク（Ｗｉ−Ｆｉ）ポート１４２０；及び最大７
つのブルートゥース（登録商標）接続に対応可能なブルートゥース（登録商標）無線リン
クポート１４１８も接続されている。
【００９８】
動作の際、Ｉ／Ｏブリッジ１４３４は、１つ以上のゲームコントローラ１４０２〜１４
０３及びＨＭＤ１４１７からのデータを含む、全ての無線、ＵＳＢ及びイーサネット（登
録商標）データを処理する。例えば、ユーザがゲームをプレイするとき、Ｉ／Ｏブリッジ
１４３４は、ブルートゥース（登録商標）リンクを経由してゲームコントローラ１４０２
〜１４０３からデータを受信し、それをＣｅｌｌプロセッサ１４２８に転送する。このプ

20

ロセッサは、それに応じてゲームの現在の状態を更新する。
【００９９】
無線、ＵＳＢ及びイーサネット（登録商標）ポートも、ゲームコントローラ１４０２〜
４０３及びＨＭＤ１４１７に加えて、リモコン１４０４；キーボード１４０６；マウス１
４０８；ソニープレイステーションポータブル（登録商標）エンターテイメントデバイス
などのポータブルエンターテイメントデバイス１４１０；プレイステーション（登録商標
）アイカメラ１４１２などのビデオカメラ；ならびにヘッドホン１４１４；及びマイクロ
ホンヘッドセット１４１５などの他の周辺デバイスに接続性を提供する。従って、こうし
た周辺デバイスは、原則として、無線でシステムユニット１４００に接続されてもよい。
例えば、ポータブルエンターテイメントデバイス１４１０は、Ｗｉ−Ｆｉアドホック接続

30

を経由して通信してもよく、他方、ヘッドホン１４１４は、ブルートゥース（登録商標）
リンクを経由して通信してもよい。
【０１００】
これらのインターフェースの提供は、プレイステーション３デバイスが、デジタルビデ
オテープレコーダ（ＤＶＲ）、セットトップボックス、デジタルカメラ、ポータブルメデ
ィアプレーヤ、ボイス・オーバーインターネットプロトコル（ＩＰ）電話、携帯電話、プ
リンタ及びスキャナなどの他の周辺デバイスとも潜在的に互換性を持つことを意味する。
【０１０１】
加えて、レガシーメモリカードリーダ１４１６を、システムユニットにＵＳＢポート１
４２４を経由して接続することにより、プレイステーション（登録商標）デバイスまたは

40

プレイステーション２（登録商標）デバイスによって使用される種類のメモリーカードの
読み込みを可能にしてもよい。
【０１０２】
ゲームコントローラ１４０２〜１４０３は、ブルートゥース（登録商標）リンクを経由
してシステムユニット１４００と無線通信するように、またはＵＳＢポートに接続される
ように動作可能であり、それによってゲームコントローラ１４０２〜１４０３の電池を充
電するための電源も供給する。ゲームコントローラ１４０２〜１４０３は、メモリ、プロ
セッサ、メモリカードリーダ、フラッシュメモリなどの永続メモリ、照明された球状断面
、ＬＥＤ、または赤外光源などの発光素子、超音波通信のためのマイクロホン及びスピー
カ、音響室、デジタルカメラ、内部時計、ゲームコンソールに対向している認識可能な形
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状体、ならびにブルートゥース（登録商標）ＷｉＦｉ（商標）などのプロトコルを使用し
ている無線通信などを含むこともできる。認識可能な形状体は、実質的に、球体、立方体
、平行四辺形、直方体、円錐、錐体、不完全な球体、サッカーボール、フットボールもし
くはラグビーボール、球体の断面、角錐台、円錐台、野球バット、切頂立方体、多面体、
星形などの形状、またはこれらの形状の２つ以上の組み合わせの形状にすることができる
。
【０１０３】
ゲームコントローラ１４０２は、２本の手で使用されるように設計されたコントローラ
であり、ゲームコントローラ１４０３はボールアタッチメントを有する片手用コントロー
ラである。１つ以上のアナログジョイスティック及び従来の制御ボタンに加えて、ゲーム

10

コントローラは、各軸の平行移動及び回転に対応する、６つの自由度の動作に反応する。
従って、ゲームコントローラのユーザによるジェスチャ及び動きは、従来のボタンまたは
ジョイスティックコマンドに加えて、またはその代わりに、ゲームへの入力として翻訳さ
れてもよい。任意ではあるが、プレイステーション（商標）ポータブルデバイスなどの他
の無線で使用可能な周辺デバイスをコントローラとして使用してもよい。プレイステーシ
ョン（商標）ポータブルデバイスの場合、付加的なゲームまたは制御の情報（例えば、制
御命令またはライブの数）をデバイスの画面に提示させてもよい。ダンスマット（図示せ
ず）、光線銃（図示せず）、ステアリングホイール及びペダル（図示せず）、または即答
クイズゲーム用の単一もしくはいくつかの大型ボタン（同様に図示せず）などの特注のコ
ントローラなどの、他の代替的または補助的な制御デバイスを使用してもよい。

20

【０１０４】
リモコン１４０４は、ブルートゥース（登録商標）リンクを経由してシステムユニット
１４００と無線通信するようにも動作可能である。リモコン１４０４は、ブルーレイ（商
標）ディスクＢＤ−ＲＯＭリーダ１４４０の動作及びディスク内容のナビゲーションに適
した制御部を備える。
【０１０５】
ブルーレイ（商標）ディスクＢＤ−ＲＯＭリーダ１４４０は、従来の記録済みＣＤ及び
記録可能なＣＤ、ならびにいわゆるスーパーオーディオＣＤに加えて、プレイステーショ
ンとプレイステーション２の各デバイスと互換性を持つＣＤ−ＲＯＭを読み込むように動
作可能である。リーダ１４４０は、従来の記録済みＤＶＤ及び記録可能なＤＶＤに加えて
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、プレイステーション２とプレイステーション３の各デバイスと互換性を持つＤＶＤ−Ｒ
ＯＭを読み込むようにも動作可能である。リーダ１４４０は、従来の記録済みブルーレイ
ディスク及び記録可能なブルーレイディスクに加えて、プレイステーション３デバイスと
互換性を持つＢＤ−ＲＯＭを読み込むように更に動作可能である。
【０１０６】
システムユニット１４００は、リアリティシンセサイザグラフィックユニット（ＲＳＸ
）１４３０を経由してプレイステーション３デバイスによって生成またはデコードされた
オーディオ及びビデオを、オーディオ１４５０及びビデオ１４５２コネクタを介して、デ
ィスプレイ１４４４及び１つ以上のラウドスピーカ１４４６またはスタンドアロンスピー
カ１４４８を有するモニタまたはテレビ受像機などのディスプレイ及び音声出力デバイス

40

１４４２に提供するように動作可能である。一実施形態において、音声入力及び注視入力
は、ユーザの注視点（Ｐｏｉｎｔ

ｏｆ

Ｇａｚｅ：ＰＯＧ）に従って特定のオーディオ

スピーカに向けて音声を再生するために利用される。オーディオコネクタ１４５０は、従
来のアナログ出力及びデジタル出力を含んでもよく、他方、ビデオコネクタ１４５２は、
コンポーネントビデオ出力、Ｓビデオ出力、コンポジットビデオ出力及び１つ以上の高品
位マルチメディアインターフェース（Ｈｉｇｈ
ｄｉａ

Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ

Ｍｕｌｔｉｍｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＨＤＭＩ（登録商標））出力を様々に含んでもよい。従っ

て、ビデオ出力は、ＰＡＬもしくはＮＴＳＣなどのフォーマットでもよく、または７２０
ｐ、１０８０ｉもしくは１０８０ｐの高解像度でもよい。
【０１０７】
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オーディオ処理（生成、デコードなど）は、Ｃｅｌｌプロセッサ１４２８によって実行
される。プレイステーション３デバイスのオペレーティングシステムは、ドルビー（登録
商標）５．１サラウンドサウンド、ドルビー（登録商標）シアターサラウンド（Ｄｏｌｂ
ｙ

Ｔｈｅａｔｒｅ

Ｓｕｒｒｏｕｎｄ：ＤＴＳ）、及びブルーレイ（登録商標）ディス

クからの７．１サラウンドサウンドのデコーディングに対応する。
【０１０８】
本実施形態において、ビデオカメラ１４１２は、単一の電荷結合素子（ｃｈａｒｇｅ
ｃｏｕｐｌｅｄ

ｄｅｖｉｃｅ：ＣＣＤ）、ＬＥＤインジケータ、ならびにハードウェア

ベースのリアルタイムデータ圧縮及びエンコード装置を備える。それにより、圧縮ビデオ
データは、システムユニット１４００によるデコーディングのためのイントラ画像ベース
のＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ

Ｐｉｃｔｕｒｅ

Ｅｘｐｅｒｔ

10

Ｇｒｏｕｐ）標準などの適

切なフォーマットで送信され得る。カメラＬＥＤインジケータは、例えば、不利な照明条
件を示すために、システムユニット１４００からの適切な制御データに応答して照明する
ように配置されている。ビデオカメラ１４１２の実施形態は、ＵＳＢ、ブルートゥース（
登録商標）、またはＷｉ−Ｆｉ通信ポートを経由してシステムユニット１４００に様々に
接続されてもよい。ビデオカメラの実施形態は、１つ以上の付属マイクロホンを備えても
よく、オーディオデータを送信することができる。ビデオカメラの実施形態において、Ｃ
ＣＤは、高解像度ビデオキャプチャに適した解像度を有してもよい。使用中、例えば、ビ
デオカメラによって取得された画像は、ゲームの中に組み込まれてもよく、またはゲーム
制御入力として解釈されてもよい。別の実施形態において、カメラは、赤外光を検出する

20

のに適した赤外線カメラである。
【０１０９】
一般に、システムユニット１４００の通信ポートの１つを経由してビデオカメラまたは
リモコンなどの周辺デバイスによって正常なデータ通信を行うために、デバイスドライバ
などの適切なソフトウェアを提供する必要がある。デバイスドライバ技術は、周知であり
、本明細書では詳細に説明しない。ただし、当業者は、デバイスドライバまたは類似のソ
フトウェアインターフェースが、記載した本実施形態において必要とされ得ることを認識
していると言える。
【０１１０】
実施形態は、現実世界のユーザをより適切に識別し、アバターの動作またはシーンを導

30

くために深度データを取得することを含んでもよい。オブジェクトは、人が持っている何
かとすることができ、または人の手とすることもできる。この説明において、用語「深度
カメラ」及び「３次元カメラ」は、距離または深度の情報ならびに２次元の画素情報を得
ることができる任意のカメラを指す。例えば、深度カメラは、制御された赤外線照明を利
用して距離情報を得ることができる。別の例示的な深度カメラは、ステレオカメラのペア
とすることができ、このカメラは、２台の標準的なカメラを使用して距離情報を三角測量
する。同様に、用語「深度検知デバイス」は、距離情報及び２次元の画素情報を得ること
ができる任意の種類のデバイスを指す。
【０１１１】
３次元画像の昨今の進展により、リアルタイムインタラクティブコンピュータ・アニメ

40

ーションの可能性を高めるための扉が開かれた。特に、新しい「深度カメラ」は、通常の
２次元のビデオ画像に加えて、３次元でマップを取得する機能を提供する。新しい深度デ
ータを用いて、本発明の実施形態は、他のオブジェクトの背後を含むビデオシーン内の各
種位置にコンピュータ生成オブジェクトをリアルタイムで配置することができる。
【０１１２】
更に、本発明の実施形態は、リアルタイムのインタラクティブゲーミング体験をユーザ
に提供する。例えば、ユーザは、各種のコンピュータ生成オブジェクトとリアルタイムで
対話することができる。更に、ビデオシーンをリアルタイムに変化させてユーザのゲーム
体験を高めることができる。例えば、コンピュータ生成のコスチュームをユーザの衣服の
上に装着させることができ、コンピュータ生成の光源を利用してビデオシーン内で仮想的
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な陰影を投影することができる。従って、本発明の実施形態及び深度カメラを使用すると
、ユーザは、自分自身のリビングルームの中でインタラクティブゲーム環境を体験するこ
とができる。通常のカメラと同様に、深度カメラは、ビデオ画像を構成する複数の画素の
２次元データを取得する。これらの値は、画素の色値であり、一般的には、各画素につい
ての赤、緑、青（ＲＧＢ）の値である。このように、カメラによって取得されたオブジェ
クトは、モニタ上の２次元オブジェクトとして現れる。
【０１１３】
本発明の実施形態は、分散形の画像処理構成も企図している。例えば、本発明は、ＣＰ
Ｕ、またはＣＰＵと１つの他の素子などにおける、１つの位置または更には２つの位置で
行われる取得画像及び表示画像の処理に限定されない。例えば、入力画像処理は、処理の

10

実行が可能な関連のＣＰＵ、プロセッサまたはデバイスにおいて同様に直ちに行うことが
でき、画像処理の実質的に全てを、相互に接続されたシステム全体にわたって分散させる
ことができる。従って、本発明は、任意の具体的な画像処理用ハードウェア回路及び／ま
たはソフトウェアに限定されない。本明細書に記載した実施形態は、一般的なハードウェ
ア回路及び／またはソフトウェアの任意の具体的な組み合わせにも、処理構成要素によっ
て実行される命令のための任意の特定のソースにも限定されない。
【０１１４】
上記の実施形態を念頭におくと、本発明は、コンピュータシステムにデータを記憶する
ことを伴う各種のコンピュータ実行動作を利用してもよいことを理解すべきである。これ
らの動作は、物理量の物理的操作を必要とする動作を含む。通常、必ずというわけではな

20

いが、これらの量は、記憶、転送、結合、比較、及びそれ以外の操作をすることができる
電気信号または磁気信号の形をとる。更に、実行される操作は、生成する、識別する、決
定する、または比較するなどの用語で言及されることが多い。
【０１１５】
上記の発明は、ハンドヘルドデバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロプロセ
ッサベースの、またはプログラム可能な家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフレ
ームコンピュータなどを含む他のコンピュータシステム構成を用いて実施されてもよい。
本発明は、通信ネットワークを介してリンクされているリモート処理デバイスによってタ
スクが実行される分散コンピューティング環境で実施されてもよい。
【０１１６】

30

本発明は、コンピュータ可読媒体上のコンピュータ可読コードとして具現化することも
できる。コンピュータ可読媒体は、電磁波の搬送波を含む、コンピュータシステムによっ
てその後読み取ることができる任意のデータ記憶デバイスである。コンピュータ可読媒体
の例には、ハードディスク、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、リードオンリーメ
モリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、磁気テープ、な
らびに他の光学的データ記憶デバイス及び非光学的データ記憶デバイスが含まれる。コン
ピュータ可読媒体は、ネットワーク結合のコンピュータシステム上に分散させることもで
きる。その結果、コンピュータ可読コードは、分散方式で記憶され、実行される。
【０１１７】
上述の発明について、理解しやすくするために幾分詳細に説明してきたが、添付された
特許請求の範囲内で一定の変更及び修正をなし得ることは明らかであろう。従って、本実
施形態は、例示であって限定的なものではないとみなされるべきであり、本発明は、本明
細書に述べた詳細事項に限定されることはなく、添付された特許請求の範囲の趣旨及び均
等物の範囲内で修正され得る。
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