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(57)【要約】
　本開示は、一般に、仮想アバターの生成及び変更に関
する。カメラ及びディスプレイ装置を有する電子デバイ
スは、カメラの視野内の顔の変化に応じて外観を変化さ
せる仮想アバターを表示する。カメラの視野内の顔の１
つ以上の物理的特徴の変化を検出することに応じて、電
子デバイスは、仮想アバターの１つ以上の特徴を変更す
る。
【選択図】図６Ｐ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔のポーズの検出
された変化に応じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示す
ることであって、前記顔が、第１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む、こ
とと、
　　前記第１の顔の特徴の変化を含む第１のポーズの変化を有する顔が前記１つ以上のカ
メラの視野で検出された後、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したこ
とを判定することと、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、
前記顔の追跡が失敗した後、前記複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観を更新
することであって、前記顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された前記第１の顔の特
徴の変化特性に基づいて、前記第１のアバター特徴の外観が更新される、こととを含み、
前記第１のアバター特徴の外観を更新することが、
　　　前記第１の顔の特徴が前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変化
特性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴の外観を
、前記顔の追跡が失敗したときの前記アバターの外観とは異なる第１の外観に更新するこ
とと、
　　　前記第１の顔の特徴が、前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変
化特性とは異なる第２の変化特性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記
第１のアバター特徴の外観を、前記顔の追跡に失敗したときの前記アバターの外観とは異
なり且つ前記第１の外観とは異なる第２の外観に更新することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の変化特性が第１の顔の特徴の第１の変化方向を含むという判定に従って、前
記第１のアバター特徴の外観を前記第１の外観に更新することが、前記第１の顔の特徴の
前記第１の変化方向に基づいて前記第１のアバター特徴の外観を更新することを含み、
　前記第１の変化特性が、前記第１の変化方向とは異なる前記第１の顔の特徴の第２の変
化方向を含むという判定に従って、前記第１のアバター特徴の外観を前記第２の外観に更
新することが、前記第１の顔の特徴の前記第２の変化方向に基づいて前記第１のアバター
特徴の外観を更新することを含み、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の変化特性が第１の顔の特徴の第１の変化の大きさを含むという判定に従って
、前記第１のアバター特徴の外観を前記第１の外観に更新することが、前記第１の顔の特
徴の前記第１の変化の大きさに基づいて前記第１のアバター特徴の外観を更新することを
含み、
　前記第１の変化特性が、前記第１の変化の大きさ方向とは異なる前記第１の顔の特徴の
第２の変化の大きさを含むという判定に従って、前記第１のアバター特徴の外観を前記第
２の外観に更新することが、前記第１の顔の特徴の前記第２の変化の大きさに基づいて前
記第１のアバター特徴の外観を更新することを含み、
　を更に含む、請求項１又は２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の検出された顔の特徴が第２の顔の特徴を含み、前記ポーズの第１の変化が前
記第２の顔の特徴に対する変化を含み、前記方法が、
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、前
記顔の追跡が失敗した後、前記複数のアバター特徴の第２のアバター特徴の外観を更新し
、前記顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された前記第２の顔の特徴の変化特性に基
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づいて、前記第２のアバター特徴の外観が更新されることと、
　　前記第２の顔の特徴が前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第３の変化特
性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの第２のアバター特徴の外観を、前記
顔の追跡が失敗したときの前記アバターの外観とは異なる第３の外観に更新することと、
　　前記第２の顔の特徴が前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第４の変化特
性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第２のアバター特徴の外観を、
前記顔の追跡が失敗したときの前記アバターの外観とは異なりかつ前記第３の外観とは異
なる第４の外観に更新することと、
　を更に含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のアバター特徴の外観が、第１の変化率で更新され、
　前記第２のアバター特徴の外観が、前記第１の変化率とは異なる第２の変化率で更新さ
れる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のアバター特徴がアバターの頭であり、前記第２のアバター特徴が前記仮想ア
バターの顔の特徴である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のアバター特徴の外観を更新することが、第１の物理モデルに応じて前記外観
を更新することを含み、
　前記第２のアバター特徴の外観を更新することが、前記第１の物理モデルとは異なる第
２の物理モデルに応じて前記外観を更新することを含む、請求項４から６のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のアバター特徴の外観が、第１の減少率で更新され、
　前記第２のアバター特徴の外観が、前記第１の減少率とは異なる第２の減少率で更新さ
れる、請求項４から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のアバター特徴がアバターの頭であり、
　前記第２のアバター特徴が前記仮想アバターの顔の特徴であり、
　前記第２の変化の減少率が、前記第１の変化の減少率よりも速い速度で減少する、請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のアバター特徴の動きの範囲に関連付けられた値が所定値に到達するまで、前
記第１のアバター特徴の外観が更新され、
　前記第２のアバター特徴の動きの範囲に関連付けられた値が所定値に到達するまで、前
記第２のアバター特徴の外観が更新される、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のアバター特徴の外観が、第１の減少する変化率のスケーリングされた値に基
づいて更新され、
　前記第２のアバター特徴の外観が、第２の減少する変化率のスケーリング値に基づいて
更新される、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２のアバター特徴の外観が、前記第２のアバター特徴が所定位置に到達するまで
更新される、請求項４から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　閾値時間の間、前記１つ以上のカメラの視野内で前記顔が検出されなかったと判定した
ことに応じて、
　　前記第１のアバター特徴の外観を第１の既定のポーズに更新することと、
　　前記第２のアバター特徴の外観を第２の既定のポーズに更新することと、
　を含む、請求項４から１２のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記閾値時間が、前記第１のアバター特徴の外観が更新されかつ前記第２のアバター特
徴の外観が更新された後に達成される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記顔の追跡に失敗した後、前記第１のアバター特徴の外観を更新した後、前記顔が第
１のポーズにある間に前記顔の追跡を再開することと、
　前記顔の追跡の再開に応じて、前記第１のアバター特徴の外観を前記顔の前記第１のポ
ーズに基づくポーズに更新することと、
　を含む、請求項１から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のアバター特徴の外観を前記顔の前記第１のポーズに基づくポーズに更新する
ことが、前記第１のアバター特徴の外観を前記顔の前記第１のポーズに基づくポーズに徐
々に更新することを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記顔の追跡の再開に応じて、
　　前記第１のアバター特徴の外観を前記顔の前記第１のポーズに基づくポーズに更新す
る前に、前記第１のアバター特徴、前記第２のアバター特徴、又は第３のアバター特徴の
うちの少なくとも１つに関連付けられた物理モデルを無効にすることと、
　　前記第１のアバター特徴の外観を前記顔の前記第１のポーズに基づくポーズに更新し
た後、前記無効になった物理モデルを徐々に再開することと、
　　前記顔の前記第１のポーズの変化を検出することと、
　　前記顔の前記第１のポーズにおいて検出された変化と前記再開された物理モデルとに
基づいて、前記第１のアバター特徴の外観を更新することと、
　を更に含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記仮想アバターを表示することが、前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上の
カメラの視野内に位置する被写体及び背景の表現を表示することを含み、前記仮想アバタ
ーが、前記被写体の表現上に表示される、請求項１から１７のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記１つ以上のカメラの視野内での前記顔の追跡が失敗したと判定する前に、第２のポ
ーズの変化とともに前記１つ以上のカメラの視野内で前記顔を検出することであって、前
記第２のポーズの変化が、複数の検出された顔の特徴に対する第２の変更を含む、ことと
、
　前記第２のポーズの変化とともに前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の検出に応じ
て、
　　前記複数の検出された顔の特徴が前記顔を追跡している間に第５の変化特性を有する
という判定に従って、前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴の外観を前記第５の変
化特性に基づく第５の外観に更新することと、
　　前記複数の検出された顔の特徴が前記顔を追跡している間に第６の変化特性を有する
という判定に従って、前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴の外観を前記第６の変
化特性に基づきかつ前記第５の外観とは異なる第６の外観に更新することと、
　を更に含む、請求項１から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　ディスプレイ装置及び１つ以上のカメラを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項１から１９のいずれか
一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　表示装置と、
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　１つ以上のカメラと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項１から１９のいずれか一項に記載の方法
を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項２２】
　表示装置と、
　１つ以上のカメラと、請求項１から１９のいずれかに記載の方法を実行する手段と、
　を備える、電子デバイス。
【請求項２３】
　表示装置及び１つ以上のカメラを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔であって、前記顔
が、第１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む、顔のポーズの検出された変
化に応じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示し、
　前記第１の顔の特徴の変化を含む第１のポーズの変化を有する顔が前記１つ以上のカメ
ラの視野で検出された後、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したこと
を判定し、
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、前
記顔の追跡が失敗した後、前記複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観であって
、前記顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された前記第１の顔の特徴の変化特性に基
づいて、前記第１のアバター特徴の外観が更新され、前記第１のアバター特徴の外観を更
新することが、
　　前記第１の顔の特徴が前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変化特
性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴の外観を、
前記顔の追跡が失敗したときの前記アバターの外観とは異なる第１の外観に更新ことと、
　　前記第１の顔の特徴が、前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変化
特性とは異なる第２の変化特性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第
１のアバター特徴の外観を、前記顔の追跡に失敗したときの前記アバターの外観とは異な
り且つ前記第１の外観とは異なる第２の外観に更新することと、を含む、第１のアバター
特徴の外観を更新する、命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
　表示装置と、
　１つ以上のカメラと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔であって、前記
顔が、第１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む、顔のポーズの検出された
変化に応じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示し、
　　前記第１の顔の特徴の変化を含む第１のポーズの変化を有する顔が前記１つ以上のカ
メラの視野で検出された後、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したこ
とを判定し、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、
前記顔の追跡が失敗した後、前記複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観であっ
て、前記顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された前記第１の顔の特徴の変化特性に
基づいて、前記第１のアバター特徴の外観が更新され、前記第１のアバター特徴の外観を
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更新することが、
　　　前記第１の顔の特徴が前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変化
特性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴の外観を
、前記顔の追跡が失敗したときの前記アバターの外観とは異なる第１の外観に更新ことと
、
　　　前記第１の顔の特徴が、前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変
化特性とは異なる第２の変化特性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記
第１のアバター特徴の外観を、前記顔の追跡に失敗したときの前記アバターの外観とは異
なりかつ前記第１の外観とは異なる第２の外観に更新することと、を含む、第１のアバタ
ー特徴の外観を更新する、命令を含む、電子デバイス。
【請求項２５】
　表示装置と、
　１つ以上のカメラと、
　ディスプレイ装置を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔のポーズの検出された変化
に応じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示する手段であ
って、顔が、第１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む手段と、
　前記第１の顔の特徴の変化を含む第１のポーズの変化を有する顔が前記１つ以上のカメ
ラの視野で検出された後、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したこと
を判定する手段と、
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、前
記顔の追跡が失敗した後、前記複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観を更新す
る手段とを備え、前記顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された前記第１の顔の特徴
の変化特性に基づいて、前記第１のアバター特徴の外観が更新され、前記第１のアバター
特徴の外観を更新することが、
　　前記第１の顔の特徴が前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変化特
性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴の外観を、
前記顔の追跡が失敗したときの前記アバターの外観とは異なる第１の外観に更新すること
と、
　　前記第１の顔の特徴が、前記顔の追跡が失敗したことを検出する前の前記第１の変化
特性とは異なる第２の変化特性を有するという判定に従って、前記仮想アバターの前記第
１のアバター特徴の外観を、前記顔の追跡に失敗したときの前記アバターの外観とは異な
りかつ前記第１の外観とは異なる第２の外観に更新することと、
　を含む、電子デバイス。
【請求項２６】
　カメラとディスプレイとを有する電子デバイスにおいて、
　仮想アバター生成インタフェースを表示することと、
　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターのプレビューを表示することであ
って、前記仮想アバターのプレビューが、前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反
応する、ことと、
　前記仮想アバターのプレビューを表示しながら、前記仮想アバター生成インタフェース
における入力を検出することと、
　前記仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて、
　　前記入力が前記仮想アバターのプレビューから開始するという判定に従って、各時間
における前記カメラの視野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成することであって
、各時間が、前記入力のタイミングに基づいて判定される、ことと、
　　前記入力が前記仮想アバター生成インタフェースの記録アフォーダンスのアクティブ
化を含むという判定に従って、所定期間にわたって前記カメラの視野内の顔の表情の変化
のシーケンスを表すアニメーション化された前記仮想アバターを生成することであって、
前記所定期間が、前記入力のタイミングに基づいて判定される、ことと、
　を含む方法。
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【請求項２７】
　メッセージエリアを含むメッセージングインタフェースを表示することを更に含み、前
記メッセージエリアが、通信の２人以上の参加者からのメッセージを含み、前記仮想アバ
ター生成インタフェースが、前記メッセージングインタフェースと同時に表示される、請
求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記仮想アバター生成インタフェースを表示することが、前記メッセージングインタフ
ェースの仮想キーボードの表示を前記仮想アバター生成インタフェースの表示に置き換え
ることを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記メッセージングインタフェースがメッセージ作成エリアを含み、前記入力が前記仮
想アバターの前記プレビュー上のタップであり、前記方法が、
　前記仮想アバター生成インタフェースにおける前記入力の検出に応じて、前記メッセー
ジ作成エリアに前記静的仮想アバターを表示することを更に含む、請求項２７又は２８に
記載の方法。
【請求項３０】
　前記アバター生成インタフェースが、１つ以上の以前に生成された仮想アバターのコレ
クションを含む静的仮想アバターエリアを含み、前記方法が、
　ユーザ入力に応じて、前記生成された仮想アバターを、前記１つ以上の以前に生成され
た仮想アバターのコレクションに追加することを更に含む、請求項２６から２９のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記仮想アバターを前記仮想アバターのコレクションに追加した後、前記仮想アバター
のコレクションを第２のユーザと共有する要求を前記ユーザから受信し、それに応じて、
前記仮想アバターのコレクションを前記第２のユーザに送信する、請求項３０に記載の方
法。
【請求項３２】
　前記入力が、前記仮想アバターの前記プレビューで始まり、前記メッセージエリア内の
場所で終了し、前記方法が、
　前記通信に関連付けられた参加者に前記静的仮想アバターを送信することを更に含む、
請求項２７から３１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３３】
　前記静的仮想アバターが、入力が前記仮想アバターの前記プレビューで検出された時点
で前記カメラの前記視野内の前記顔の表情に基づいて決定される外観を有する、請求項３
２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記仮想アバターの前記プレビューから前記入力の前記開始を検出するのに応じて、前
記仮想アバターの前記プレビューが、前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応す
るのを中止することを更に含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成するための前記期間の満了に応じて、
前記記録アフォーダンスの代わりに送信アフォーダンスを表示することと、
　前記送信アフォーダンスを選択する入力の受信に応じて、前記生成されたアニメーショ
ン化された仮想アバターをリモートユーザに送信することと、
　を更に含む、請求項２６から３１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成するための前記期間の満了に応じて、
前記記録アフォーダンスの代わりに確認アフォーダンスを表示することと、
　前記送信アフォーダンスを選択する入力の受信に応じて、前記メッセージングインタフ
ェースのメッセージ作成エリアに前記アニメーション化された仮想アバターの表現を表示
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することと、
　を更に含む、請求項２７から３１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記期間が、所定の時間に基づいており、前記方法が、
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成した後、前記仮想アバターの前記プレ
ビューの表示を停止し、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンを
表示することを更に含み、前記アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージ
ョンの表示が、前記アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、請求項２６から
３６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージョンが、第１の仮想アバ
ターテンプレートを使用して表示され、前記方法が、
　第２の仮想アバターテンプレートの表現を含む複数の他の仮想アバターテンプレートの
表現を表示することであって、前記第２の仮想アバターテンプレートが、前記第１の仮想
アバターテンプレートとは異なる、ことと、
　前記アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージョンの表示を開始した後
、前記第１の仮想アバターテンプレート表現を選択するユーザ入力の受信に応じて、前記
アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージョンの前記表示を更新して、前
記第２の仮想アバターテンプレートを反映することと、
　を更に含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記仮想アバター生成インタフェースの起動に応じて、前記仮想アバターの前記プレビ
ューが自動的に表示される、請求項２６から３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記カメラの前記視野内の前記顔の第１の物理的特徴の特性の検出に応じて、前記検出
された特性に基づいて、前記仮想アバターの前記表示されたプレビューの第１の物理的特
徴を更新することを更に含み、前記顔の前記第１の物理的特徴のタイプが、前記表示され
たプレビューの前記第１の物理的特徴のタイプと同じである、請求項２６から３９のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記カメラの前記視野内の前記顔の第２の物理的特徴の特性の検出に応じて、前記検出
された特性に基づいて、前記仮想アバターの前記表示されたプレビューの第２の物理的特
徴を更新することを更に含み、前記顔の前記第２の物理的特徴のタイプが、前記表示され
たプレビューの前記第２の物理的特徴のタイプとは異なる、請求項２６から４０のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記カメラの前記視野内の前記顔の動きの検出に応じて、前記仮想アバターの物理モデ
ル及び前記検出された動きに基づいて前記仮想アバターの前記表示されたプレビューの第
３の物理的特徴を更新することを更に含む、請求項２６から４１のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項４３】
　前記仮想アバターの前記プレビューが、所定の仮想アバターテンプレートに基づいてお
り、前記方法が、
　前記所定の仮想アバターテンプレートに関連付けられた１つ以上の所定の動作に基づい
て前記仮想アバターの前記プレビューを更新することを更に含む、請求項２６から４２の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記カメラの前記視野内で前記顔がもはや検出されなくなったという判定に応じて、前
記仮想アバターの前記プレビューの前記表示を徐々にフェードすることを更に含む、請求
項２６から４３のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項４５】
　前記カメラの前記視野内で前記顔がもはや検出されなくなったという判定に応じて、前
記顔が前記カメラによってもはや適切に検出されなくなったことを示すメッセージを表示
することを更に含む、請求項２６から４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４６】
　前記カメラの前記視野内で前記顔がもはや検出されなくなったという判定に応じて、前
記顔が前記視野内でもはや検出されなくなる前の期間中に発生していた前記顔の外観の変
化に基づいて前記仮想アバターの前記プレビューの前記表示を更新することを更に含む、
請求項２６から４５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４７】
　前記顔が前記カメラの前記視野内でもはや検出されなくなる前の期間中に発生していた
前記顔の外観の変化に基づいて前記仮想アバターの前記プレビューの前記表示を更新する
ことが、前記仮想アバターの前記更新が徐々に停止するように、経時的に前記仮想アバタ
ーの前記プレビューの前記更新を徐々に遅らせることを含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　ディスプレイ及びカメラを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行さ
れるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒
体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項２６から４７のいずれか一項に記載の
方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４９】
　ディスプレイと、
　カメラと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項２６から４７のいずれか一項に記載の方
法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項５０】
　ディスプレイと、
　カメラと、請求項２６から４７のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行する手段
と、を備える、電子デバイス。
【請求項５１】
　ディスプレイ及びタッチ感知面を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　仮想アバター生成インタフェースを表示し、
　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターのプレビューであって、前記仮想
アバターのプレビューが、前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する、仮想ア
バターのプレビューを表示し、
　前記仮想アバターのプレビューを表示しながら、前記仮想アバター生成インタフェース
における入力を検出し、
　前記仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて、
　　前記入力が前記仮想アバターのプレビューから開始するという判定に従って、各時間
であって、各時間が、前記入力のタイミングに基づいて判定される、各時間における前記
カメラの視野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成し、
　　前記入力が前記仮想アバター生成インタフェースの記録アフォーダンスのアクティブ
化を含むという判定に従って、所定期間であって、前記所定期間が、前記入力のタイミン
グに基づいて判定される、所定期間にわたって前記カメラの視野内の顔の表情の変化のシ
ーケンスを表すアニメーション化された前記仮想アバターを生成する、命令を含む、非一
時的コンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項５２】
　ディスプレイと、
　カメラと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　仮想アバター生成インタフェースを表示し、
　　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターのプレビューであって、前記仮
想アバターのプレビューが、前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する、仮想
アバターのプレビューを表示し、
　　前記仮想アバターのプレビューを表示しながら、前記仮想アバター生成インタフェー
スにおける入力を検出し、
　　前記仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて、
　　　前記入力が前記仮想アバターのプレビューから開始するという判定に従って、各時
間であって、各時間が、前記入力のタイミングに基づいて判定される、各時間における前
記カメラの視野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成し、
　　　前記入力が前記仮想アバター生成インタフェースの記録アフォーダンスのアクティ
ブ化を含むという判定に従って、所定期間であって、前記所定期間が、前記入力のタイミ
ングに基づいて判定される、所定期間にわたって前記カメラの視野内の顔の表情の変化の
シーケンスを表すアニメーション化された前記仮想アバターを生成する、命令を含む、電
子デバイス。
【請求項５３】
　仮想アバター生成インタフェースを表示し、前記仮想アバター生成インタフェースにお
いて仮想アバターのプレビューを表示するディスプレイであって、前記仮想アバターのプ
レビューが、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応するディスプレイと、
　カメラと、
　前記仮想アバターのプレビューを表示しながら、前記仮想アバター生成インタフェース
における入力を検出する手段と、
　前記仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて、
　　前記入力が前記仮想アバターのプレビューから開始するという判定に従って、各時間
であって、各時間が、前記入力のタイミングに基づいて判定される、各時間における前記
カメラの視野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成し、
　　前記入力が前記仮想アバター生成インタフェースの記録アフォーダンスのアクティブ
化を含むという判定に従って、所定期間であって、前記所定期間が、前記入力のタイミン
グに基づいて判定される、所定期間にわたって前記カメラの視野内の顔の表情の変化のシ
ーケンスを表すアニメーション化された前記仮想アバターを生成する手段と、を備える、
電子デバイス。
【請求項５４】
　カメラとディスプレイとを有する電子デバイスにおいて、
　仮想アバター生成インタフェースを表示することと、
　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターのプレビューを表示することであ
って、前記仮想アバターが前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する場合にプ
レビューする、ことと、
　前記カメラの視野内にある前記顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化され
た仮想アバターを生成する要求を受信することと、
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、前記カメラ
の視野における前記顔の顔面表情のシーケンスを記録することと、
　前記カメラの視野における前記顔の顔面表情を記録した後、前記アニメーション化され
た仮想アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメ
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ーションシーケンスを含む前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョン
を表示することであって、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョン
の表示が、前記アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、ことと、を含む、方
法。
【請求項５５】
　タイマーの満了に応じて前記顔面表情のシーケンスの記録を停止することを更に含む、
請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　ユーザ入力の受信に応じて、前記顔面表情のシーケンスの記録を停止することを更に含
む、請求項５４に記載の方法。
【請求項５７】
　前記プレビューの表示を、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョ
ンの表示に置き換えることを更に含む、請求項５４から５６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５８】
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成する要求が、前記仮想アバター生成イ
ンタフェースに表示された記録アフォーダンスの選択を含み、前記方法が、
　前記カメラの視野における前記顔の顔面表情を記録した後、前記記録アフォーダンスの
表示を送信アフォーダンスに置き換えることを更に含む、請求項５４から５７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５９】
　前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンが、第１の仮想アバター
テンプレートを使用して表示され、前記方法が、
　第２の仮想アバターテンプレートの表現を含む複数の他の仮想アバターテンプレートの
表現を表示することであって、前記第２の仮想アバターテンプレートが、前記第１の仮想
アバターテンプレートとは異なる、ことと、
　前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示を開始した後、前
記第１の仮想アバターテンプレート表現を選択するユーザ入力の受信に応じて、前記アニ
メーション化された仮想アバターのループバージョンの表示を更新して、前記第２の仮想
アバターテンプレートを反映することと、
　を更に含む、請求項５４から５８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６０】
　前記仮想アバターの前記プレビューが、第２のアバターテンプレートに基づいており、
前記方法が、
　前記カメラの視野内の前記顔の第１の物理的特徴の第１の特性の検出に応じて、前記検
出された第１の特性に基づいて、表示された前記仮想アバターのプレビューの第１の物理
的特徴を更新することであって、前記表示されたプレビューの前記第１の物理的特徴が、
第１の特徴タイプを有する、ことと、
　前記第１のグラフィカル要素の選択に対応するユーザ入力を受信した後、及び前記カメ
ラの視野内の前記顔の前記第１の物理的特徴の第２の特性の検出に応じて、前記検出され
た第２の特性に基づいて前記仮想アバターの表示されたプレビューの第２の物理的特徴を
更新することであって、前記表示されたプレビューの前記第２の物理的特徴が、前記第１
の特徴タイプとは異なる第２の特徴タイプを有する、ことと、
　を更に含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　第１の仮想アバターテンプレートの表現を含む仮想アバターテンプレートの複数の表現
を表示することと、
　前記第１の仮想アバターテンプレートの表現の選択に対応するユーザ入力の受信に応じ
て、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示を前記第１の仮
想アバターテンプレートに対応するように更新することと、
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　を更に含む、請求項５４から６０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６２】
　前記仮想アバターテンプレートの複数の表現をスクロールする要求に対応するユーザ入
力の受信に応じて、前記仮想アバターテンプレートの複数の表現の一部ではない第２のグ
ラフィカル要素を表示するために前記仮想アバターテンプレートの複数の表現の表示をス
クロールすることを更に含み、前記スクロールが、前記要求に対応する前記ユーザ入力の
速度に基づいている、請求項６０又は６１に記載の方法。
【請求項６３】
　前記要求に対応する前記ユーザ入力の受信に応じて、１つの仮想アバターテンプレート
から異なる仮想アバターテンプレートに変化する現在選択されている前記仮想アバターテ
ンプレートに対応する可聴出力及び／又は触知出力を生成することを更に含む、請求項６
２に記載の方法。
【請求項６４】
　前記アニメーション化された仮想アバターでのユーザ入力、前記アニメーション化され
た仮想アバターを保存する要求に対応する入力の受信に応じて、前記アニメーション化さ
れた仮想アバターのデータを前記電子デバイス上のデータベースに記憶することを更に含
む、請求項５４から６３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６５】
　前記顔の顔面表情のシーケンスを記録することが、所定の仮想アバターテンプレートの
離散マッピングポイントの値の時間シーケンスを記録することを含む、請求項５４から６
４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６６】
　前記アニメーション化された仮想アバターをリモートデバイスのリモートユーザに送信
する要求を受信することと、
　前記リモートデバイスが第１のセットの基準を満たすという判定に従って、前記アニメ
ーション化された仮想アバターの第１のバージョンを前記リモートデバイスのユーザに送
信することと、
　前記リモートデバイスが第１のセットの基準を満たさないという判定に従って、前記第
１のバージョンとは異なる前記アニメーション化された仮想アバターの第２のバージョン
を前記リモートデバイスのユーザに送信することと、
　を更に含む、請求項５４から６５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６７】
　前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表示しながら、前記顔
面表情のシーケンスを記録している間に記録されたサウンドと所定のアバターテンプレー
トに関連付けられたオーディオフィルタとに基づいてオーディオデータを再生することを
更に含む、請求項５４から６６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６８】
　前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表示しながら、前記顔
面表情のシーケンスを記録している間に記録されたサウンドに基づいてオーディオデータ
を再生することと、
　ミュートアフォーダンスの選択に対応するユーザ入力の受信に応じて、前記オーディオ
データの再生を停止することと、
　を更に含む、請求項５４から６６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６９】
　前記アニメーション化された仮想アバターをリモートユーザに送信する要求の受信に応
じて、
　　前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示に関連付けられ
たオーディオデータがミュートされている間に、前記アニメーション化された仮想アバタ
ーを前記リモートユーザに送信する要求が受信されたという判定に従って、前記アニメー
ション化された仮想アバターのサウンドデータを送信することなく、前記アニメーション
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化された仮想アバターを表すデータを前記リモートユーザに送信することと、
　　前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示に関連付けられ
たオーディオデータがミュートされなかった間に、前記アニメーション化された仮想アバ
ターを前記リモートユーザに送信する要求が受信されたという判定に従って、前記アニメ
ーション化された仮想アバターのサウンドデータとともに、前記アニメーション化された
仮想アバターを表すデータをリモートユーザに送信することと、
　を更に含む、請求項５４から６８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７０】
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、前記カメラ
の視野内にある前記顔の第１の顔の動きを記録することを更に含み、前記アニメーション
化された仮想アバターのループバージョンの表示が、前記アニメーション化された仮想ア
バターの物理モデル及び前記第１の顔の動きに基づいて前記仮想アバターをアニメーショ
ン化することを含む、請求項５４から６９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７１】
　前記顔面表情のシーケンスを記録している間に前記カメラの視野内にある前記顔の特定
の特徴が閾値時間を超えて特定のポーズで維持されていることを検出することに応じて、
前記アニメーション化された仮想アバターに、前記顔の特定のポーズに対応する所定のア
ニメーション表現を追加することを更に含む、請求項５４から７０のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項７２】
　前記顔面表情のシーケンスを記録しながら、前記カメラとは別個の入力機構を介してユ
ーザ入力を受信することに応じて、第１の表情を前記顔面表情のシーケンスに追加するこ
とを更に含み、前記第１の顔面表情が、前記入力機構を介して受信した前記ユーザ入力に
基づいている、請求項５４から７１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７３】
　ディスプレイ及びカメラを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行さ
れるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒
体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項５４から７２のいずれか一項に記載の
方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７４】
　ディスプレイと、
　カメラと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項５４から７２のいずれか一項に記載の方
法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項７５】
　ディスプレイと、
　カメラと、請求項５４から７２のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行する手段
と、を備える、電子デバイス。
【請求項７６】
　ディスプレイ及びタッチ感知面を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　仮想アバター生成インタフェースを表示し、
　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターであって、前記仮想アバターが前
記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する場合にプレビューする、仮想アバター
のプレビューを表示し
　前記カメラの視野内にある前記顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化され



(14) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

た仮想アバターを生成する要求を受信し、
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、前記カメラ
の視野における前記顔の顔面表情のシーケンスを記録し、
　前記カメラの視野における前記顔の顔面表情を記録した後、前記アニメーション化され
た仮想アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメ
ーションシーケンスを含む前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョン
を表示する命令を含み、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの
表示が、前記アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、非一時的コンピュータ
可読記憶媒体。
【請求項７７】
　ディスプレイと、
　カメラと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　仮想アバター生成インタフェースを表示し、
　　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターであって、前記仮想アバターが
前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する場合にプレビューし、仮想アバター
のプレビューを表示し、
　　前記カメラの視野内にある前記顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化さ
れた仮想アバターを生成する要求を受信し、
　　前記アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、前記カメ
ラの視野における前記顔の顔面表情のシーケンスを記録し、
　　前記カメラの視野における前記顔の顔面表情を記録した後、前記アニメーション化さ
れた仮想アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニ
メーションシーケンスを含む前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョ
ンを表示する、命令を含み、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョ
ンの表示が、前記アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、電子デバイス。
【請求項７８】
　仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成インタフェースにおいて
仮想アバターのプレビューを表示するディスプレイであって、仮想アバターのプレビュー
が、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応するディスプレイと、
　カメラと、
　カメラの視野内にある顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化された仮想ア
バターを生成する要求を受信する手段と、
　アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、カメラの視野に
おける顔の顔面表情のシーケンスを記録する手段と、
　カメラのビューにある顔の顔面表情を記録した後、アニメーション化された仮想アバタ
ーの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメーションシー
ケンスを含むアニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表示する手段で
あって、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示が、アニメーシ
ョンシーケンスの２回以上の表示を含む手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項７９】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の変化に応じて外
観が変化する仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバターが、
　　第１の部分、及び
　　前記第１の部分とは異なる第２の部分を含む、ことと、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカ
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メラの視野内での顔のポーズの変化を検出することと、
　前記顔のポーズの変化の検出に応じて、
　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第１のタイプの変化を含むという判定に従
って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第１のタイプの変
化の大きさに応じて前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバターの第１
の部分を移動させることを含むことと、
　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第２のタイプの変化を含むという判定に従
って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第２のタイプの変
化の大きさに基づいて前記仮想アバターの前記第１の部分及び前記仮想アバターの前記第
２の部分の両方を移動させることを含むことと、を含む、ことと、を含む方法。
【請求項８０】
　前記第１の部分が、前記顔のポーズの第１のタイプの変化と前記顔のポーズの第２のタ
イプの変化とに反応し、
　前記第２の部分が、前記顔のポーズの第１のタイプの変化に対する反応性を低下させ、
前記顔のポーズの第２のタイプの変化に反応する、請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記第１の部分が、前記仮想アバターの上部部分であり、前記第２の部分が、前記仮想
アバターの下部部分である、請求項７９に記載の方法。
【請求項８２】
　前記仮想アバターの外観を変化させることが、
　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第１のタイプの変化と前記顔のポーズの第２
のタイプの変化との両方を含むという判定に従って、前記仮想アバターの外観を変化させ
ることが、
　　前記顔のポーズの第１のタイプの変化の大きさに基づいて、前記仮想アバターの前記
第２の部分に対して前記仮想アバターの前記第１の部分を移動させることと、
　　前記顔のポーズの第２のタイプの変化の大きさに基づいて、前記仮想アバターの前記
第１の部分及び前記仮想アバターの前記第２の部分の両方を移動させることと、を含み、
更に含む、請求項７９及び８０に記載の方法。
【請求項８３】
　前記顔のポーズの変化が、第１のタイプの変化のみを含み、前記顔のポーズの第１のタ
イプの変化の大きさに基づいて前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバ
ターの前記第１の部分を移動させることが、前記仮想アバターの前記第２の部分を移動さ
せることなく前記仮想アバターの前記第１の部分を移動させることを含む、請求項８１又
は８２に記載の方法。
【請求項８４】
　前記仮想アバターが、前記第１の部分及び前記第２の部分とは異なる第３の部分を含み
、前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第１のタイプの変化を含むという判定に更に
従って、前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバターの前記第３の部分
を移動させ、前記第２の部分に対する前記第３の部分の移動が、前記第２の部分に対する
前記第１の部分の移動よりも小さい、請求項８１又は８２に記載の方法。
【請求項８５】
　前記顔のポーズの変化が、第２のタイプの変化のみを含み、前記顔のポーズの第２のタ
イプの変化の大きさに基づいて前記仮想アバターの前記第１の部分及び前記仮想アバター
の前記第２の部分の両方を移動させることが、前記仮想アバターの前記第２の部分の位置
に対する前記仮想アバターの前記第１の部分の相対位置を維持することを含む、請求項８
１又は８２に記載の方法。
【請求項８６】
　前記仮想アバターの前記第３の部分が、前記仮想アバターの前記第１の部分と前記仮想
アバターの前記第２の部分との間に位置する、請求項８４に記載の方法。
【請求項８７】
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　前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバターの前記第３の部分を移動
させることが、前記仮想アバターの前記第１の部分と前記仮想アバターの前記第２の部分
との間に延びる軸の周りで前記仮想アバターの前記第３の部分を移動させることを含む、
請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記１つ以上のカメラの視野内で前記顔のポーズの変化を検出する前に、前記仮想アバ
ターの前記第１の部分が、前記仮想アバターの前記第２の部分から視覚的に描写されない
、請求項７９から８７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８９】
　前記仮想アバターの前記第１の部分が、前記仮想アバターの頭の特徴の少なくとも一部
であり、前記仮想アバターの前記第２の部分が、前記仮想アバターの首の特徴の少なくと
も一部である、請求項７９から８８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９０】
　前記１つ以上のカメラの視野内で前記顔のポーズの変化を検出する前に、前記顔が前記
１つ以上のカメラの視野に対して第１の向きに向けられ、
　前記１つ以上のカメラの視野内で前記顔のポーズの変化を検出する前に、前記仮想アバ
ターが、前記第１の向きとは異なる第２の向きで表示される、請求項７９に記載の方法。
【請求項９１】
　前記仮想アバターの前記第１の部分の動き又は前記仮想の第２の部分の動きが、１つ以
上の物理モデルに応じて生じる、請求項７９に記載の方法。
【請求項９２】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項７９から９１のいずれ
か一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９３】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項７９から９１のいずれか一項に記載の方
法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項９４】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項７９から９１のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行する手
段と、を備える、電子デバイス。
【請求項９５】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の変化に応じて外
観が変化する仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　第１の部分、及び
　　前記第１の部分とは異なる第２の部分を含む、仮想アバターを表示し、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカ
メラの視野内での顔のポーズの変化を検出し、
　前記顔のポーズの変化の検出に応じて、前記仮想アバターの外観を変化させることが、
　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第１のタイプの変化を含むという判定に従
って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第１のタイプの変
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化の大きさに応じて前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバターの第１
の部分を移動させることを含むことと、
　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第２のタイプの変化を含むという判定に従
って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第２のタイプの変
化の大きさに基づいて前記仮想アバターの前記第１の部分及び前記仮想アバターの前記第
２の部分の両方を移動させることと、を含む、命令を含む、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体。
【請求項９６】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の変化に応じて
外観が変化する仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　　第１の部分、及び
　　　前記第１の部分とは異なる第２の部分を含む、仮想アバターを表示し
　　前記ディスプレイ装置を介して、前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上の
カメラの視野内での顔のポーズの変化を検出し、
　　前記顔のポーズの変化の検出に応じて、前記仮想アバターの外観を変化させることが
、
　　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第１のタイプの変化を含むという判定に
従って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第１のタイプの
変化の大きさに応じて前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバターの第
１の部分を移動させることを含むことと、
　　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第２のタイプの変化を含むという判定に
従って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第２のタイプの
変化の大きさに基づいて前記仮想アバターの前記第１の部分及び前記仮想アバターの前記
第２の部分の両方を移動させることを含む、命令を含む、電子デバイス。
【請求項９７】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の変化に応じて外
観が変化する仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバターが、
　　第１の部分、及び
　　前記第１の部分とは異なる第２の部分を含む手段と、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカ
メラの視野内での顔のポーズの変化を検出する手段と、
　前記顔のポーズの変化の検出に応じて、前記仮想アバターの外観を変化させる手段であ
って、
　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第１のタイプの変化を含むという判定に従
って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第１のタイプの変
化の大きさに応じて前記仮想アバターの前記第２の部分に対して前記仮想アバターの第１
の部分を移動させることを含むことと、
　　前記顔のポーズの変化が前記顔のポーズの第２のタイプの変化を含むという判定に従
って、前記仮想アバターの外観を変化させることが、前記顔のポーズの第２のタイプの変
化の大きさに基づいて前記仮想アバターの前記第１の部分及び前記仮想アバターの前記第
２の部分の両方を移動させることと、を含む、手段とを備える、電子デバイス。
【請求項９８】
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　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴及び前記１つ以上のカメラの
視野内の前記顔の第２の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴、及び
　　第２のアバター特徴を含む、ことと、
　ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示しながら、１つ以上のカメラの視野内
で顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出することと、
　前記変化が前記第１の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　前記第１の物理的機能の変化に基づいて、前記仮想アバターの前記第１のアバター特
徴を変更し、
　　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止め
ることと、
　前記変化が前記第２の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更し、
　　前記第２の物理的機能の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止め
ることと、を含む、方法。
【請求項９９】
　前記第２のアバター特徴が、前記第１の物理的特徴及び前記第２の物理的特徴とは異な
る第３の物理的特徴の変化に反応し、前記方法が、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化が、前記顔の前記第３の物理的特徴の変化を
含むという判定に従って、
　　前記第３の物理的機能の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を変更する
ことを更に含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　前記第１のアバター特徴が、前記第１の物理的特徴及び前記第２の物理的特徴のうちの
少なくとも一方と解剖学的に異なり、前記第２のアバター特徴が、前記第３の物理的特徴
に解剖学的に対応する、請求項９９に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づいて前記第１のアバター特
徴を変更することを含み、
　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することが、前
記第２の物理的特徴の変化の大きさに基づいて前記第１のアバター特徴を変更することを
含む、請求項９８から１００のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記第３の物理的特徴の変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更することが、前
記第３の物理的特徴の変化の大きさに基づいて前記第２のアバター特徴を変更することを
含む、請求項９９に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記第１の物理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて前記第１のアバ
ター特徴の少なくとも一部のポーズを変更することを含み、前記第２の物理的特徴の変化
に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を変更することが、前記第２の物
理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて前記第１のアバター特徴の少なくとも一部のポ
ーズを変更することを含む、請求項９８から１０２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０４】
　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第２のアバター特徴を
変更することが、前記第３の物理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて前記第２のアバ
ター特徴の少なくとも一部のポーズを変更することを含む、請求項９９又は１０２に記載
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の方法。
【請求項１０５】
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記顔の前記第１の物理的特徴の少なくとも垂直変位
を含み、前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更すること
が、前記第１のアバター特徴の少なくとも一部の垂直変位及び前記第１のアバター特徴の
少なくとも一部の水平変位のうちの少なくとも一方を含む方向における前記第１のアバタ
ー特徴を移動させることを含む、請求項９８から１０４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記第１の物理的特徴の変化が、少なくとも前記顔の前記第１の物理的特徴の変位を含
み、前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴
を変更することが、前記第１のアバター特徴の少なくとも一部を回転させることを含む、
請求項９８から１０４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０７】
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化が、第１の大きさの前記第１の物理的特徴の
変化と、第２の大きさの前記第２の物理的特徴の変化とを含み、
　前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を変更することが、前記第１の大きさと前
記第２の大きさの両方に基づく変更の大きさによって前記第１のアバター特徴を変更する
ことを含む、請求項９８から１０６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記第１のアバター特徴がアバターの耳を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの口の角領域を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、少なくとも前記少なくともユーザの口の角領域の変位
を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することが、前
記少なくともユーザの口の角領域の変位の大きさに基づいて前記アバターの耳の少なくと
も一部を回転させることを含む、請求項１０６に記載の方法。
【請求項１０９】
　前記第１のアバター特徴がアバターの耳を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化が、前記ユーザの眉毛の位置の垂直偏移を含
み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記アバターの耳の位置を水平に偏移することを含む、請求項９８から
１０７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１０】
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化が、前記ユーザの眉毛の位置の垂直偏移を含
み、
　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することが、前
記アバターの耳の位置を垂直に偏移することを含む、請求項１０６に記載の方法。
【請求項１１１】
　前記第１のアバター特徴がアバターの耳を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの目の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記ユーザの目の虹彩部分の変位及び前記ユーザの目
の少なくとも一部のサイズの変化のうちの少なくとも一方を含み、
　前記第２の物理的特徴の変化が、少なくとも前記ユーザの眉毛の少なくとも一部の垂直
変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することが、前
記第１の物理的特徴の変化が前記ユーザの目の虹彩部分の変位を含むとき、前記アバター



(20) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

の目の少なくとも一部を並進移動することを含み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することが、前
記第１の物理的特徴の変化が前記ユーザの目の少なくとも一部のサイズの変化を含むとき
、前記アバターの目の少なくとも一部のサイズを調整することを含み、
　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することが、前
記アバターの目の少なくとも一部の回転の度合いを調整することを含み、前記回転の度合
いが、前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位に基づいている、請求項９８から１
０７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１２】
　前記第１のアバター特徴がアバターの口を含み、
　前記第２のアバター特徴が、少なくともアバターの歯の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの唇の一部を含み、
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの口の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１の位置から第２の位置への前記少なくともユーザ
の唇の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記少なくともユーザの唇の一部の前記第２の位置に基づいて前記アバ
ターの口の形状を変更することを含み、
　前記第３の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの口の一部の開閉を含み、
　前記第３の物理的特徴の変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更することが、前
記アバターの歯の第１の部分と前記アバターの歯の第２の部分との間の垂直間隔を変更す
ることを含み、前記垂直間隔の大きさが、前記少なくともユーザの口の一部の開閉の大き
さに基づいている、請求項９９に記載の方法。
【請求項１１３】
　前記第１のアバター特徴が、少なくともアバターの鼻の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの唇の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位を少な
くとも含み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位の方向に基づいて前記ア
バターの鼻の位置を変更することを含み、前記アバターの鼻の位置が、前記少なくともユ
ーザの眉毛の一部の垂直変位の方向に基づいて決定される方向に変更され、
　前記第２の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの唇の一部の水平変位及び前記
少なくともユーザの唇の一部の垂直変位のうちの少なくとも一方を含み、
　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記少なくともユーザの唇の一部の水平変位の方向及び前記少なくとも
ユーザの唇の一部の垂直変位の方向に基づいて前記アバターの鼻の位置を変更することを
更に含み、前記アバターの鼻の位置が、前記少なくともユーザの唇の一部の水平変位の方
向に対応する方向及び前記少なくともユーザの唇の一部の垂直変位の方向に対応する方向
に更に変更される、請求項９８から１０７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記第１のアバター特徴がアバターの髪の特徴を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの頭の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位を少な
くとも含み、
　前記第２の物理的特徴の変化が、前記ユーザの頭のポーズの変化を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位の方向に基づいて前記少
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なくともアバターの髪の特徴の一部を変位させることを含み、
　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記仮想アバターの前記第１のアバター特徴を
変更することが、前記ユーザの頭のポーズの変化の方向又は大きさに基づいて前記少なく
ともアバターの髪の特徴の一部を回転させることを含む、請求項９８から１０７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１５】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項９８から１１４のいず
れか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１６】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項９８から１１４のいずれか一項に記載の
方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項１１７】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項９８から１１４のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行する
手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１１８】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴及び前記１つ以上のカメラの
視野内の前記顔の第２の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴、及び
　　第２のアバター特徴を含む、仮想アバターを表示し、
　ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示しながら、１つ以上のカメラの視野内
で顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出し、
　前記変化が前記第１の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　前記第１の物理的機能の変化に基づいて、前記仮想アバターの前記第１のアバター特
徴を変更し、
　　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止め
、
　前記変化が前記第２の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更し、
　　前記第２の物理的機能の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止め
る、命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１９】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴及び前記１つ以上のカメラ
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の視野内の前記顔の第２の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴、及び
　　　第２のアバター特徴を含む、仮想アバターを表示し
　　ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示しながら、１つ以上のカメラの視野
内で顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出し、
　　前記変化が前記第１の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　　前記第１の物理的機能の変化に基づいて、前記仮想アバターの前記第１のアバター
特徴を変更し、
　　　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止
め、
　　前記変化が前記第２の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更し、
　　　前記第２の物理的機能の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止
める、命令を含む、電子デバイス。
【請求項１２０】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴及び前記１つ以上のカメラの
視野内の前記顔の第２の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴、及び
　　第２のアバター特徴を含む手段と、
　ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示しながら、１つ以上のカメラの視野内
で顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する手段と、
　前記変化が前記第１の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　前記第１の物理的機能の変化に基づいて、前記仮想アバターの前記第１のアバター特
徴を変更し、
　　前記第１の物理的特徴の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止め
る手段と、
　前記変化が前記第２の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、
　　前記第２の物理的特徴の変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更し、
　　前記第２の物理的機能の変化に基づいて、前記第２のアバター特徴の変更を取り止め
る手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１２１】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に主に反応しない第３のアバター特徴とを含む、ことと
、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化を検出することと、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更
することと、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第２のアバター特徴を変更
することと、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第３のアバター特徴の変更
を取り止めることと、を含む、方法。
【請求項１２２】
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　前記第１のアバター特徴が、前記第１の物理的特徴に解剖学的に対応し、前記第２のア
バター特徴が、前記第１の物理的特徴に解剖学的に対応しない、請求項１２１に記載の方
法。
【請求項１２３】
　前記第３のアバター特徴が、前記第２の物理的特徴の変化に反応し、前記第３のアバタ
ー特徴が、前記第２の物理的特徴に解剖学的に対応し、前記方法が、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第２の物理的特徴の変化を検出することと、
　前記第２の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第２の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第３のアバター特徴を変更
することを更に含む、請求項１２１又は１２２に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記第２のアバター特徴が、前記第２の物理的特徴の変化に反応する、請求項１２３に
記載の方法。
【請求項１２５】
　前記第１のアバター特徴が、前記第２の物理的特徴の変化に反応する、請求項１２３に
記載の方法。
【請求項１２６】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの唇の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴がアバターの口を含み、
　前記第２のアバター特徴が、アバターの頭の側部に配置されたアバターの耳を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１の位置から第２の位置への前記少なくともユーザ
の唇の一部の変位を含み、
　前記第２の物理的特徴の変化が、少なくとも前記ユーザの眉毛の少なくとも一部の垂直
変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの唇の一部の前記第２の位置に基づいて少なくとも前記ア
バターの口の形状を変更することを含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの耳の傾斜の度合いを調整することを含み、前記傾斜の度合いが、
前記第１の位置から前記第２の位置までの前記少なくともユーザの唇の一部の変位の大き
さ及び方向のうちの少なくとも一方に基づいている、請求項１２１に記載の方法。
【請求項１２７】
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１の大きさの変化を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記第１の大きさに基づく第１の変更の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変
更することを含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記第１の大きさに基づく第２の変更の大きさだけ前記第２のアバター特徴を変
更することを含み、前記第２の変更の大きさが、前記第１の変更の大きさとは異なる、請
求項１２１から１２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２８】
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１のタイプの変化であり、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、第２のタイプの変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することを含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、第３のタイプの変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更することを含み、
前記第３のタイプの変化は、前記第２のタイプの変化とは異なる、請求項１２１から１２
７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２９】
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　前記第１のアバター特徴がアバターの口を含み、
　前記第２のアバター特徴が、少なくともアバターの顔の毛の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの口の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの口の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの口の一部の変位に基づいて前記アバターの口の形状を変
更することを含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの口の一部の変位の大きさ又は方向に基づいて、
　　前記少なくともアバターの顔の毛の一部の場所、及び
　　前記少なくともアバターの顔の毛の一部の間隔、のうちの少なくとも一方を変更する
ことを含む、請求項１２１から１２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３０】
　前記第１のアバター特徴がアバターの口を含み、
　前記第２のアバター特徴がアバターの鼻を含み、
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの口の一部を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの口の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの口の一部の変位に基づいて前記アバターの口の形状を変
更することを含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの口の一部の変位の大きさ又は方向に基づいて前記アバタ
ーの鼻の位置を変更することを含む、請求項１２１から１２８のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１３１】
　前記仮想アバターが、前記第１の物理的特徴の変化に反応する第４のアバター特徴を更
に含み、前記方法が、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第４のアバター特徴を変更
することを更に含む、請求項１２１から１２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３２】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第１のアバター－特徴が、アバターの頭の上部に配置されたアバターアンテナ特徴
を含み、
　前記第２のアバター特徴が、前記アバター頭の側部に配置されたアバターの耳を含み、
　前記第４のアバター特徴が、アバターの眉毛を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの眉毛の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの頭の上部から前記アバターアンテナ特徴を拡張することを含み、
前記アバターアンテナ特徴の拡張位置が、前記少なくともユーザの眉毛の一部の変位の大
きさに基づいており、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの頭の側部から前記アバターの耳を拡張することを含み、前記アバ
ターの耳の拡張位置が、前記少なくともユーザの眉毛の一部の変位の大きさに基づいてお
り、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第４のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともアバターの眉毛の一部の回転の度合いを調整することを含み、前
記回転の度合いが、前記少なくともユーザの眉毛の一部の変位の大きさに基づいている、
請求項１３１に記載の方法。
【請求項１３３】
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　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの瞼の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴がアバターの瞼を含み、
　前記第２のアバター特徴がアバターの目を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、前記少なくともユーザの瞼の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの瞼を導入し、前記アバターの瞼を閉じた位置に向かって移動させ
ることを含み、前記閉じた位置に向かう前記アバターの瞼の位置が、前記少なくともユー
ザの瞼の一部の変位の大きさに基づいており、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの瞼の一部の変位の大きさに基づいて前記アバターの目の
サイズを調整することを含む、請求項１２１から１３１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３４】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの唇の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴がアバターの口を含み、
　前記第２のアバター特徴がアバターの鼻を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１の位置から第２の位置への前記少なくともユーザ
の唇の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記少なくともユーザの唇の一部の前記第２の位置に基づいて前記アバターの口
の形状及び水平偏移のうちの少なくとも一方を変更することを含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの鼻の回転の度合いを調整することを含み、前記回転の度合いが、
前記第１の位置から前記第２の位置までの前記少なくともユーザの唇の一部の変位の大き
さ及び方向のうちの少なくとも一方に基づいている、請求項１２１に記載の方法。
【請求項１３５】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの頬の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴がアバターの頬を含み、
　前記第２のアバター特徴が、前記アバターの顔から離れて拡張するアバター特徴を含み
、
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１の位置から拡張位置への前記少なくともユーザの
頬の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの頬を初期位置から拡張位置に変更することを含み、前記拡張位置
が、前記第１の位置から前記拡張位置までの前記少なくともユーザの頬の一部の変位の大
きさに基づいており、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変更する
ことが、前記第１の位置から前記拡張位置までの前記少なくともユーザの頬の一部の変位
の大きさに基づいて前記アバターの顔から離れて拡張する前記アバター特徴の位置を変更
することを含む、請求項１２１又は１２２に記載の方法。
【請求項１３６】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの頬の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴が、アバターの頭の側部に配置されたアバターの耳を含み、
　前記第２のアバター－特徴が、前記アバターの頭の上部に配置されたアバターアンテナ
特徴を含み、
　前記第１の物理的特徴の変化が、第１の位置から拡張位置への前記少なくともユーザの
頬の一部の変位を含み、
　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて前記第１のアバター特徴を変更する
ことが、前記アバターの頭の側部から前記アバターの耳を拡張することを含み、前記アバ
ターの耳の拡張位置が、前記第１の位置から前記拡張位置までの前記少なくともユーザの
頬の一部の変位の大きさに基づいており、
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　前記第１の物理的特徴における検出された変化に基づいて前記第２のアバター特徴を変
更することが、前記アバターの頭の上部から前記アバターアンテナ特徴を拡張することを
含み、前記アバターアンテナ特徴の拡張位置が、前記第１の位置から前記拡張位置までの
前記少なくともユーザの頬の一部の変位の大きさに基づいている、請求項１２１に記載の
方法。
【請求項１３７】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項１２１から１３６のい
ずれか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３８】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項１２１から１３６のいずれか一項に記載
の方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項１３９】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項１２１から１３６のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行す
る手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１４０】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に主に反応しない第３のアバター特徴とを含む、仮想ア
バターを表示し、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化を検出し、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更
し、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第２のアバター特徴を変更
し、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第３のアバター特徴の変更
を取り止める、命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４１】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
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　　前記第１の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に主に反応しない第３のアバター特徴とを含む、仮想ア
バターを表示し、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化を検出し、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更
し、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第２のアバター特徴を変更
し、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第３のアバター特徴の変更
を取り止める、命令を含む、電子デバイス。
【請求項１４２】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴と、
　　前記第１の物理的特徴の変化に主に反応しない第３のアバター特徴とを含む、手段と
、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化を検出する手段と、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第１のアバター特徴を変更
し、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第２のアバター特徴を変更
し、
　　前記第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、前記第３のアバター特徴の変更
を取り止める手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１４３】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
　　顔の第２の物理的特徴の変化が、第２の物理的特徴の第１の変化の範囲で起こるか、
顔の第２の物理的特徴の第１の変化の範囲とは異なる第２の物理的特徴の第２の変化の範
囲で起こるかに依存して、顔の第２の物理的特徴の変化に対して異なる方法で反応する第
２のアバター特徴とを含む、ことと、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の物理的特
徴のそれぞれの第１の変化を検出することと、
　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、前記仮想アバターを変更する
ことであって、
　　前記それぞれの物理的特徴の検出された前記第１の変化が前記第１の物理的特徴の変
化であるという判定に従って、前記第１のアバター特徴を変更して、前記第１の物理的特
徴の変化を反映し、
　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的
特徴の変化が前記第１の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特
徴の外観を第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映し、
　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的
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特徴の変化が前記第２の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特
徴の外観を前記第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映することを取
り止める、ことと、を含む、ことと、を含む、方法。
【請求項１４４】
　前記それぞれの物理的特徴の前記第１の変化の検出に更に応じて、
　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的特
徴の変化が前記第２の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特徴
の外観を第２の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映する、請求項１４３
に記載の方法。
【請求項１４５】
　前記それぞれの物理的特徴の前記第１の変化の検出に更に応じて、
　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的特
徴の変化が前記第１の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特徴
の外観を前記第２の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映することを取り
止める、請求項１４４に記載の方法。
【請求項１４６】
　前記第１の物理的特徴の変化を反映するように前記仮想アバターの前記第１のアバター
特徴を変更することが、前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づいて前記第１のアバ
ター特徴を変更することを含み、
　前記第２の物理的特徴の変化を反映するように前記第１の方法で前記第２のアバター特
徴の外観を変更することが、前記第２の物理的特徴の変化の第１の大きさに基づいて前記
第２のアバター特徴を変更することを含み、前記第２の物理的特徴の変化を反映するよう
に前記第２の方法で前記第２のアバター特徴の外観を変更することが、前記第２の物理的
特徴の変化の第２の大きさに基づいて前記第２のアバター特徴を変更することを含む、請
求項１４３から１４５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４７】
　前記第１の物理的特徴の変化を反映するように前記仮想アバターの前記第１のアバター
特徴を変更することが、前記第１の物理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて前記第１
のアバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更することを含み、
　前記第２の物理的特徴の変化を反映するように前記第１の方法で前記第２のアバター特
徴の外観を変更することが、前記第２の物理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて前記
第２のアバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更することを含み、
　前記第２の物理的特徴の変化を反映するように前記第２の方法で前記第２のアバター特
徴の外観を変更することが、前記第２の物理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて前記
第２のアバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更することを含む、請求項１４３から
１４６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４８】
　前記第２の物理的特徴が、ユーザの瞼を含み、
　前記第２のアバター特徴が、アバターの目を含み、
　前記第２の変化の範囲内にある前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第２の方法
で前記第２のアバター特徴の外観を変更することが、前記アバターの目のサイズを小さく
することを含み、
　前記第１の変化の範囲内にある前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第１の方法
で前記第２のアバター特徴の外観を変更することが、前記アバターの目のサイズを小さく
することを含まない、請求項１４５に記載の方法。
【請求項１４９】
　前記第２の物理的特徴が、ユーザの頬を含み、
　前記第２のアバターが、アバターの頬を含み、
　前記第２の変化の範囲内にある前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第２の方法
で前記第２のアバター特徴の外観を変更することが、前記アバターの頬に誇張されたアバ
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ター効果を導入することを含み、
　前記第１の変化の範囲内にある前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第２のアバ
ター特徴の外観を前記第１の方法で変更することが、前記ユーザの頬の変化の大きさに基
づいて前記アバターの頬を変更することを含む、請求項１４５に記載の方法。
【請求項１５０】
　前記第２の物理的特徴が、ユーザの眉毛を含み、
　前記第２のアバターが、前記アバターの頭の上部部分を含み、
　前記第２の変化の範囲内にある前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第２の方法
で前記第２のアバター特徴の外観を変更することが、前記アバターの頭の上部部分に誇張
されたアバター効果を導入することを含み、
　前記第１の変化の範囲内にある前記第２の物理的特徴の変化に基づいて前記第１の方法
で前記第２のアバター特徴の外観を変更することが、前記アバターの頭の上部部分に誇張
されたアバター効果を導入することを含まない、請求項１４５に記載の方法。
【請求項１５１】
　前記第２の物理的特徴の前記第１の変化の範囲と前記第２の物理的特徴の前記第２の変
化の範囲が、前記第２の物理的特徴の潜在的な変化の範囲内の隣接範囲であり、
　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化が、前記第１の変化の範囲内の第１の変化部分
から前記第２の変化の範囲内の第２の変化部分への遷移を含む前記第２の物理的特徴の変
化を含み、
　前記第１の変化部分の終わりにある前記第２の物理的特徴の変化を反映しているときの
前記第２のアバター特徴の外観が、前記第２の変化部分の開始時に前記第２の物理的特徴
の変化を反映しているときの前記第２のアバター特徴の外観に略類似している、請求項１
４３から１５０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５２】
　前記第２のアバター特徴の外観を変化させる前記第１の方法が、前記第２のアバター特
徴の外観を変化させる前記第２の方法とは異なる、請求項１４４から１５１のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１５３】
　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化が検出されている間に表示される前記仮想アバ
ターが、第１の仮想アバターテンプレートに基づいており、
　前記方法が、前記それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、前記第１の仮想
アバターテンプレートに基づいて前記仮想アバターを変更した後、
　　前記第１の仮想アバターテンプレートとは異なる第２の仮想アバターテンプレートに
基づく仮想アバターを表示しながら、前記第２の物理的特徴の第２の変化を検出すること
と、
　　前記第２の物理的特徴の第２の変化の検出に応じて、前記第２の物理的特徴の第２の
変化を反映するように前記第２のアバター特徴を変更することと、を含み、前記第２のア
バター特徴の外観が、前記第２の物理的特徴の変化が前記第１の変化の範囲内又は前記第
２の変化の範囲内であるかどうかにかかわらず同じ方法で変化する、請求項１４４から１
５１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５４】
　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的特
徴の変化が前記第１の変化の範囲から前記第２の変化の範囲への変化であるという判定に
従って、前記第２のアバター特徴の所定の構成に基づいて前記第２のアバター特徴を変更
することを備える、請求項１４３から１５３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５５】
　前記第２の物理的特徴の前記第１の変化の範囲と前記第２の物理的特徴の前記第２の変
化の範囲が、前記第２の物理的特徴の可能な変化の範囲内の隣接範囲であり、
　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化が、前記第２の変化の範囲内の第１の変化部分
から前記第１の変化の範囲内の第２の変化部分への遷移を含む前記第２の物理的特徴の変



(30) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

化を含み、
　前記第２の物理的特徴の変化が前記第２の変化の範囲内の前記第１の変化部分から前記
第１の変化の範囲内の前記第２の部分へと遷移するとき、前記第２のアバター特徴の外観
が、前記第２の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバター特徴の構成から前記第
２のアバター特徴の所定の構成へと変化する、請求項１４３から１５３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１５６】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項１４３から１５５のい
ずれか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５７】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項１４３から１５５のいずれか一項に記載
の方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項１５８】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項１４３から１５５のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行す
る手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１５９】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
　　顔の第２の物理的特徴の変化が、第２の物理的特徴の第１の変化の範囲で起こるか、
顔の第２の物理的特徴の第１の変化の範囲とは異なる第２の物理的特徴の第２の変化の範
囲で起こるかに依存して、顔の第２の物理的特徴の変化に対して異なる方法で反応する第
２のアバター特徴とを含む、仮想アバターを表示し、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の物理的特
徴のそれぞれの第１の変化を検出し、
　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、前記仮想アバターを変更する
、命令を含み、前記仮想アバターを変更することは、
　　前記それぞれの物理的特徴の検出された前記第１の変化が前記第１の物理的特徴の変
化であるという判定に従って、前記第１のアバター特徴を変更して、前記第１の物理的特
徴の変化を反映し、
　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的
特徴の変化が前記第１の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特
徴の外観を第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映し、
　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的
特徴の変化が前記第２の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特
徴の外観を前記第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映することを取
り止めることを含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１６０】
　１つ以上のカメラと、
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　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のア
バター特徴と、
　　　顔の第２の物理的特徴の変化が、第２の物理的特徴の第１の変化の範囲で起こるか
、顔の第２の物理的特徴の第１の変化の範囲とは異なる第２の物理的特徴の第２の変化の
範囲で起こるかに依存して、顔の第２の物理的特徴の変化に対して異なる方法で反応する
第２のアバター特徴とを含む、仮想アバターを表示し、
　　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の物理的
特徴のそれぞれの第１の変化を検出し、
　　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、前記仮想アバターを変更す
る、命令を含み、前記仮想アバターを変更することは、
　　　前記それぞれの物理的特徴の検出された前記第１の変化が前記第１の物理的特徴の
変化であるという判定に従って、前記第１のアバター特徴を変更して、前記第１の物理的
特徴の変化を反映し、
　　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理
的特徴の変化が前記第１の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター
特徴の外観を第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映し、
　　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理
的特徴の変化が前記第２の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター
特徴の外観を前記第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映することを
取り止めることを含む、電子デバイス。
【請求項１６１】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴と、
　　顔の第２の物理的特徴の変化が、第２の物理的特徴の第１の変化の範囲で起こるか、
顔の第２の物理的特徴の第１の変化の範囲とは異なる第２の物理的特徴の第２の変化の範
囲で起こるかに依存して、顔の第２の物理的特徴の変化に対して異なる方法で反応する第
２のアバター特徴とを含む、手段と、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の物理的特
徴のそれぞれの第１の変化を検出する手段と、
　前記それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、前記仮想アバターを変更する
手段であって、
　　前記それぞれの物理的特徴の検出された前記第１の変化が前記第１の物理的特徴の変
化であるという判定に従って、前記第１のアバター特徴を変更して、前記第１の物理的特
徴の変化を反映し、
　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的
特徴の変化が前記第１の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特
徴の外観を第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映し、
　　前記検出された第１の変化が前記第２の物理的特徴の変化であり、前記第２の物理的
特徴の変化が前記第２の変化の範囲内であるという判定に従って、前記第２のアバター特
徴の外観を前記第１の方法で変化させて前記第２の物理的特徴の変化を反映することを取
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り止めることを含む、手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１６２】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する複
数のアバター特徴を含む、ことと、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の複数の物理的特徴の変化を検出することで
あって、前記顔の複数の物理的特徴が、前記複数のアバター特徴の１つ以上に対応する第
１の物理的特徴及び前記複数のアバター特徴のいずれにも対応しない第２の物理的特徴を
含む、ことと、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記複数のアバター特徴のそれぞれのアバター特徴の外観を変化させることであって
、前記それぞれのアバター特徴の変化の大きさ及び／又は方向が、前記第１の物理的特徴
の変化の大きさ又は方向に基づく、ことと、
　　前記顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部を変形することであって、前記アバター特徴の一部の変形の大き
さ及び／又は方向が、前記第２の物理的特徴の変化の大きさ及び／又は方向に基づいてい
る、ことと、を含む、
　方法。
【請求項１６３】
　前記顔の複数の物理的特徴の変化を検出する前に表示される前記複数のアバター特徴が
、前記顔の物理的特徴の現在位置にかかわらず表示される、請求項１６２に記載の方法。
【請求項１６４】
　前記１つ以上の物理的特徴が第３の物理的特徴を含み、前記方法が、
　前記第３の物理的特徴の第１の物理的特徴値が、第１のアバター特徴包含閾値を下回り
、前記仮想アバターが、前記第３の物理的特徴に少なくとも部分的に反応する第１のアバ
ター特徴を含まないとき、前記第１の物理的特徴値から第２の物理的特徴値まで前記第３
の物理的特徴の変化を検出することと、
　前記第３の物理的特徴の前記第２の物理的特徴値が前記第１のアバター特徴包含閾値を
満たすか又はそれを超えるのに応じて、前記第１のアバター特徴を含めるように前記仮想
アバターを変更することと、
　前記第３の物理的特徴の前記第２の物理的特徴値が前記第１のアバター特徴包含閾値を
満たさないか又はそれを超えないのに応じて、前記第１のアバター特徴を含めるように前
記仮想アバターを変更することを取り止めることと、を更に含む、請求項１６２に記載の
方法。
【請求項１６５】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの目の一部を含み、
　前記それぞれのアバター特徴が、少なくともアバターの目の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、より広く開いた前記少なくと
もユーザの目の一部と、上昇した前記少なくともユーザの眉毛の一部とを検出することを
含み、
　前記それぞれのアバター特徴の外観を変化させることが、より広く前記少なくともアバ
ターの目の一部を開くことを含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部を変形することが、アバターの眉毛特徴を導入することにより前
記少なくともアバターの目の一部の上の前記仮想アバターの一部を変形することを含む、
請求項１６２から１６４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６６】
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの目の一部を含み、
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　前記第１のアバター特徴が、少なくともアバターの瞼の一部を含み、
　前記少なくともユーザの目の一部のサイズが閾値サイズ値よりも大きい場合、前記第１
のアバター特徴包含閾値が満たされるか又は超えられ、
　前記第１のアバター特徴を含むように前記仮想アバターを変更することが、前記少なく
ともアバターの眉毛の一部を含むように前記仮想アバターを変更することを含む、請求項
１６４に記載の方法。
【請求項１６７】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの目の一部を含み、
　前記それぞれのアバター特徴が、少なくともアバターの目の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、狭くした前記少なくともユー
ザの目の一部と、下降した前記少なくともユーザの眉毛の一部とを検出することを含み、
　前記それぞれのアバター特徴の外観を変化させることが、前記少なくともアバターの目
の一部を閉じることを含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部を変形することが、アバターの眉毛特徴を導入することにより前
記少なくともアバターの目の一部の上の前記仮想アバターの一部を変形し、アバターの頬
特徴を導入することにより前記少なくともアバターの目の一部の下の前記仮想アバターの
一部を変形することを含む、請求項１６２から１６４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６８】
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの目の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴が、少なくともアバターの瞼の一部及び少なくともアバターの
頬の一部を含み、
　前記少なくともユーザの目の一部のサイズが閾値サイズ値よりも小さい場合、前記第１
のアバター特徴包含閾値が満たされるか又は超えられ、
　前記第１のアバター特徴を含むように前記仮想アバターを変更することが、前記少なく
ともアバターの眉毛の一部及び前記少なくともアバターの頬の一部を含むように前記仮想
アバターを変更することを含む、請求項１６４に記載の方法。
【請求項１６９】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの目の一部を含み、
　前記それぞれのアバター特徴が、少なくともアバターの目の一部を含み、
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの瞼の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、狭くした前記少なくともユー
ザの目の一部と、下降した前記少なくともユーザの瞼の一部とを検出することを含み、
　前記それぞれのアバター特徴の外観を変化させることが、前記少なくともアバターの目
の一部を閉じることを含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部を変形することが、アバターの瞼特徴を導入することにより前記
アバターの目の一部を変形することを含む、請求項１６２に記載の方法。
【請求項１７０】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの唇の一部を含み、
　前記それぞれのアバター特徴が、少なくともアバターの口の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、しかめるポーズを有する前記
少なくともユーザの唇の一部を検出することを含み、
　前記それぞれのアバター特徴の外観を変化させることが、しかめるポーズを有するアバ
ターの唇のセットを含めるように前記少なくともアバターの口の一部を変更することを含
む、請求項１６２に記載の方法。
【請求項１７１】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの唇の一部を含み、
　前記それぞれのアバター特徴が、少なくともアバターのくちばしの一部を含み、
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　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、しかめるポーズを有する前記
少なくともユーザの唇の一部を検出することを含み、
　前記それぞれのアバター特徴の外観を変化させることが、しかめるポーズを有するアバ
ターの唇のセットを含めるように前記少なくともアバターのくちばしの一部を変更するこ
とを含む、請求項１６２に記載の方法。
【請求項１７２】
　前記１つ以上の物理的特徴が、前記複数のアバター特徴のいずれにも対応しない第３の
物理的特徴を含み、前記方法が、
　前記顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、前記アバター特徴を含まない前
記仮想アバターの第２の部分を変形することであって、前記アバター特徴の第２の部分の
変形の大きさ又は方向が、前記第３の物理的特徴の変化の大きさ又は方向に基づいている
、ことを更に含む、請求項１６２に記載の方法。
【請求項１７３】
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの瞼の一部を含み、
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの頬の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、閉じた前記少なくともユーザ
の瞼の一部と、前記少なくともユーザの頬の一部の変化とを検出することを含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部を変形することが、アバターの瞼特徴を導入することにより前記
仮想アバターの一部を変形することを含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの第２の部分を変形することが、頬特徴を導入することにより前記仮想
アバターの第２の部分を変形することを含む、請求項１７２に記載の方法。
【請求項１７４】
　前記第２の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、上昇した前記少なくともユー
ザの眉毛の一部を検出することを含み、
　前記顔の前記１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前にアバター特徴を含まない前記
仮想アバターの一部を変形することが、アバターの頭の上部部分から伸びる１つ以上の突
起を導入することにより前記アバターの頭の上部部分を変形することを含む、請求項１６
２に記載の方法。
【請求項１７５】
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴が、１つ以上の突起を含み、
　前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位の大きさが変位閾値よりも大きい場合、
前記第１のアバター特徴包含閾値が満たされるか又は超えられ、
　前記第１のアバター特徴を含めるように前記仮想アバターを変更することが、アバター
の頭の少なくとも上部部分に配置された前記１つ以上の突起を含むように前記仮想アバタ
ーを変更することを含む、請求項１６４に記載の方法。
【請求項１７６】
　前記第１の物理的特徴が、少なくともユーザの頬の一部を含み、
　前記それぞれのアバター特徴が、少なくともアバターの頬の一部を含み、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化を検出することが、拡張ポーズを有する前記少な
くともユーザの頬の一部を検出することを含み、
　前記それぞれのアバター特徴の外観を変化させることが、前記アバターの頬から延びる
１つ以上の突起を含むように前記少なくともアバターの頬の一部を変更することを含む、
請求項１６２に記載の方法。
【請求項１７７】
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの頬の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴が、１つ以上の突起を含み、
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　前記少なくともユーザの頬の一部が閾値拡張値よりも大きく拡張されると、前記第１の
アバター特徴包含閾値が満たされるか又は超えられ、
　前記第１のアバター特徴を含むように前記仮想アバターを変更することが、少なくとも
アバターの頬の一部に配置された前記１つ以上の突起を含むように前記仮想アバターを変
更することを含む、請求項１６４に記載の方法。
【請求項１７８】
　前記第３の物理的特徴が、少なくともユーザの眉毛の一部を含み、
　前記第１のアバター特徴が、前記仮想アバターの下部部分の上の前記仮想アバターの上
部部分の湾曲した向きを含み、
　前記少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変位の大きさが変位閾値よりも大きい場合、
前記第１のアバター特徴包含閾値が満たされるか又は超えられ、
　前記第１のアバター特徴を含むように前記仮想アバターを変更することが、前記仮想ア
バターの下部部分を中心に湾曲するように前記仮想アバターの上部部分を変更することを
含む、請求項１６４に記載の方法。
【請求項１７９】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項１６２から１７８のい
ずれか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１８０】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項１６２から１７８のいずれか一項に記載
の方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項１８１】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項１６２から１７８のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行す
る手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１８２】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、前記１
つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する複数のアバター特
徴を含み、仮想アバターを表示し
　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の複数の物理的特徴であって、前記顔の複数
の物理的特徴が、前記複数のアバター特徴の１つ以上に対応する第１の物理的特徴及び前
記複数のアバター特徴のいずれにも対応しない第２の物理的特徴を含む、前記顔の複数の
物理的特徴の変化を検出し、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記複数のアバター特徴のそれぞれのアバター特徴であって、前記それぞれのアバタ
ー特徴の変化の大きさ及び／又は方向が、前記第１の物理的特徴の変化の大きさ又は方向
に基づいている、それぞれのアバター特徴の外観を変化させ、
　　前記顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部であって、前記アバター特徴の一部の変形の大きさ及び／又は方
向が、前記第２の物理的特徴の変化の大きさ及び／又は方向に基づいている、前記仮想ア
バターの一部を変形する、命令を含む非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項１８３】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、前記
１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する複数のアバター
特徴を含み、仮想アバターを表示し
　　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の複数の物理的特徴であって、前記顔の複
数の物理的特徴が、前記複数のアバター特徴の１つ以上に対応する第１の物理的特徴及び
前記複数のアバター特徴のいずれにも対応しない第２の物理的特徴を含む、前記顔の複数
の物理的特徴の変化を検出し、
　　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　　前記複数のアバター特徴のそれぞれのアバター特徴であって、前記それぞれのアバ
ター特徴の変化の大きさ及び／又は方向が、前記第１の物理的特徴の変化の大きさ又は方
向に基づいている、それぞれのアバター特徴の外観を変化させ、
　　　前記顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、前記アバター特徴を含まな
い前記仮想アバターの一部であって、前記アバター特徴の一部の変形の大きさ及び／又は
方向が、前記第２の物理的特徴の変化の大きさ及び／又は方向に基づいている、前記仮想
アバターの一部を変形する、命令を含む、電子デバイス。
【請求項１８４】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、前記仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想
アバターが、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応す
る複数のアバター特徴を含む、手段と、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の複数の物理的特徴の変化を検出する手段で
あって、前記顔の複数の物理的特徴が、前記複数のアバター特徴の１つ以上に対応する第
１の物理的特徴及び前記複数のアバター特徴のいずれにも対応しない第２の物理的特徴を
含む、手段と、
　前記顔の前記複数の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記複数のアバター特徴のそれぞれのアバター特徴であって、前記それぞれのアバタ
ー特徴の変化の大きさ及び／又は方向が、前記第１の物理的特徴の変化の大きさ又は方向
に基づいている、それぞれのアバター特徴の外観を変化させ
　　前記顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、前記アバター特徴を含まない
前記仮想アバターの一部であって、前記アバター特徴の一部の変形の大きさ及び／又は方
向が、前記第２の物理的特徴の変化の大きさ及び／又は方向に基づいている、前記仮想ア
バターの一部を変形する手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１８５】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴を含む、ことと、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化の大きさを有する前記
第１の物理的特徴の変化を検出することと、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲内にあるという判定に
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従って、前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく前記第１のアバター特徴の変化の
大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させることと、
　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲とは異なる前記物理的
特徴値の第２の範囲内にあるという判定に従って、前記第１のアバター特徴の変化の大き
さとは異なりかつ前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバター特徴の変
化の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させることと、を含む、方法。
【請求項１８６】
　前記第１のアバター特徴がアバターの唇であり、
　前記顔の前記第１の物理的特徴がユーザの唇であり、
　前記物理的特徴値の第１の範囲が、前記ユーザの唇の弛緩状態に対応する弛緩状態値を
含み、
　前記物理的特徴値の第２の範囲が、前記ユーザの唇の変位状態に対応する第１の変位状
態値を含み、
　前記第１のアバター特徴の変化の大きさが、前記第２のアバター特徴の変化の大きさよ
りも小さい、請求項１８５に記載の方法。
【請求項１８７】
　前記第１のアバター特徴がアバターの口であり、
　前記顔の前記第１の物理的特徴がユーザの口であり、
　前記物理的特徴値の第１の範囲が、前記ユーザの口の弛緩状態に対応する弛緩状態値を
含み、
　前記物理的特徴値の第２の範囲が、前記ユーザの口の変位状態に対応する第１の変位状
態値を含み、
　前記第１のアバター特徴の変化の大きさが、前記第２のアバター特徴の変化の大きさよ
りも小さい、請求項１８５に記載の方法。
【請求項１８８】
　前記第１のアバター特徴がアバターの目であり、
　前記顔の前記第１の物理的特徴がユーザの瞼であり、
　前記物理的特徴値の第１の範囲が、前記ユーザの瞼の弛緩状態に対応する弛緩状態値を
含み、
　前記物理的特徴値の第２の範囲が、前記ユーザの瞼の変位状態に対応する第１の変位状
態値を含み、
　前記第１のアバター特徴の変化の大きさが、前記第２のアバター特徴の変化の大きさよ
りも小さい、請求項１８５に記載の方法。
【請求項１８９】
　前記第１のアバター特徴がアバターの目であり、
　前記顔の前記第１の物理的特徴がユーザの目であり、
　前記物理的特徴値の第１の範囲が、前記ユーザの目の弛緩状態に対応する弛緩状態値を
含み、
　前記物理的特徴値の第２の範囲が、前記ユーザの目の変位状態に対応する第１の変位状
態値を含み、
　前記第１のアバター特徴の変化の大きさが、前記第２のアバター特徴の変化の大きさよ
りも小さい、請求項１８５に記載の方法。
【請求項１９０】
　前記第１のアバター特徴がアバターの鼻であり、
　前記顔の前記第１の物理的特徴がユーザの唇であり、
　前記物理的特徴値の第１の範囲が、前記ユーザの唇の弛緩状態に対応する弛緩状態値を
含み、
　前記物理的特徴値の第２の範囲が、前記ユーザの唇の変位状態に対応する第１の変位状
態値を含み、
　前記第１のアバター特徴の変化の大きさが、前記第２のアバター特徴の変化の大きさよ
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りも小さい、請求項１８５に記載の方法。
【請求項１９１】
　前記第１のアバター特徴がまた、前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の第２の物理
的特徴の変化にも反応し、前記方法が、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第２の物理的特徴の変化の大きさで前記第２の
物理的特徴の変化を検出することと、
　前記第２の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第２の物理的特徴の変化が物理的特徴値の第３の範囲内にあるという判定に従っ
て、前記第２の物理的特徴の変化の大きさに基づく第３のアバター特徴の変化の大きさだ
け前記第１のアバター特徴を変化させることと、
　　前記第２の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第３の範囲とは異なる第４の物理
的特徴値の範囲内にあるという判定に従って、前記第３のアバター特徴の変化の大きさと
は異なりかつ前記第２の物理的特徴の変化の大きさに基づく第４のアバター特徴の変化の
大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させることと、を更に含む、請求項１９０に記
載の方法。
【請求項１９２】
　前記ユーザの口の弛緩状態が、第１のユーザの口の形状を有し、
　前記ユーザの口の変位状態が、第２のユーザの口の形状を有し、
　前記第１のアバター特徴の変化の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させること
が、前記第１のユーザの口の形状に対応しない１つ以上の形状を想定するように前記アバ
ターの口を変化させることを含み、
　前記第２のアバター特徴の変化の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させること
が、前記第２のユーザの口の形状に対応しない１つ以上の形状を想定するように前記アバ
ターの口を変化させることを含む、請求項１８６に記載の方法。
【請求項１９３】
　前記仮想アバターが、前記カメラの視野内の前記顔の第３の物理的特徴の変化に反応す
る第２のアバター特徴を含み、
　　前記第３の物理的特徴が、前記第３の物理的特徴の動きの所定範囲に基づく可能な物
理的特徴値の範囲を有し、
　　前記第２のアバター特徴が、前記第２のアバター特徴の動きの所定範囲に基づく可能
なアバター特徴値の範囲を有し、
　　前記第２のアバター特徴の動きの所定範囲が、前記第３の物理的特徴の動きの所定範
囲よりも大きく、
　前記方法が、
　　前記第２のアバター特徴が、前記第３の物理的特徴の検出された第１の物理的特徴値
に基づく前記第２のアバター特徴の第１のアバター特徴値を有するとき、前記第３の物理
的特徴の前記第１の物理的特徴値から前記第３の物理的特徴の前記第２の物理的特徴値へ
の前記第３の物理的特徴の変化を検出することと、
　　前記第３の物理的特徴の変化の検出に応じて、前記第２のアバター特徴の前記第１の
アバター特徴値から、前記第２のアバター特徴の動きの所定範囲内にある前記第２のアバ
ター特徴の前記第２のアバター特徴値へと前記第２のアバター特徴を変化させることと、
を含み、
　　前記第２のアバター特徴の前記第２のアバター特徴値が、前記第３の物理的特徴の動
きの所定範囲に対する前記第３の物理的特徴の前記第２の物理的特徴値の相対値に基づい
ており、
　　前記第２のアバター特徴の前記第１のアバター特徴値と前記第２のアバター特徴の前
記第２のアバター特徴値との差が、前記第３の物理的特徴の前記第１の物理的特徴値と前
記第３の物理的特徴の前記第２の物理的特徴値との差よりも大きい、請求項１８５から１
９２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９４】
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　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項１８５から１９３のい
ずれか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９５】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項１８５から１９３のいずれか一項に記載
の方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項１９６】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項１８５から１９３のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行す
る手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１９７】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴を含む、仮想アバターを表示し、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化の大きさを有する前記
第１の物理的特徴の変化を検出し、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲内にあるという判定に
従って、前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく前記第１のアバター特徴の変化の
大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させ、
　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲とは異なる前記物理的
特徴値の第２の範囲内にあるという判定に従って、前記第１のアバター特徴の変化の大き
さとは異なりかつ前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバター特徴の変
化の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させる、命令を含む、非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体。
【請求項１９８】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、
　　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のア
バター特徴を含む、仮想アバターを表示し、
　　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化の大きさを有する前
記第１の物理的特徴の変化を検出し、
　　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲内にあるという判定
に従って、前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく前記第１のアバター特徴の変化
の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させ、



(40) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

　　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲とは異なる前記物理
的特徴値の第２の範囲内にあるという判定に従って、前記第１のアバター特徴の変化の大
きさとは異なりかつ前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバター特徴の
変化の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させる、命令を含む、電子デバイス。
【請求項１９９】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバ
ターが、
　　前記１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴を含む、手段と、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記第１の物理的特徴の変化の大きさを有する前記
第１の物理的特徴の変化を検出する手段と、
　前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、
　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲内にあるという判定に
従って、前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく前記第１のアバター特徴の変化の
大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させ、
　　前記第１の物理的特徴の変化が前記物理的特徴値の第１の範囲とは異なる前記物理的
特徴値の第２の範囲内にあるという判定に従って、前記第１のアバター特徴の変化の大き
さとは異なりかつ前記第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバター特徴の変
化の大きさだけ前記第１のアバター特徴を変化させる、手段と、を備える、電子デバイス
。
【請求項２００】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが基準フレーム内にそれぞれの空間位置を有し、前記それぞれの空間位置が、前記１
つ以上のカメラの視野内の顔の位置に基づいている、ことと、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の位置の変化を
それぞれの量だけ検出することと、
　前記１つ以上のカメラの視野内での顔の位置の変化の検出に応じて、
　　前記顔の位置の変化が第１の方向の第１の変化成分を含むという判定に従って、前記
第１の変化成分の大きさ及び第１の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想ア
バターの前記空間位置を変更することと、
　　前記位置の変化が、前記第１の方向とは異なる第２の方向の第２の変化成分を含むと
いう判定に従って、前記第２の変化成分の大きさ及び前記第１の変更係数とは異なる第２
の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更する
ことと、を含む、方法。
【請求項２０１】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野に対する水平変化成分であり、
　前記第１の変更係数が減衰係数であり、
　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさよりも小さい大きさだけ、水平方向の前記空間位置を変更することを含
む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０２】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野に対する垂直変化成分であり、
　前記第１の変更係数が減衰係数であり、
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　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさよりも小さい大きさだけ、垂直方向の前記空間位置を変更することを含
む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０３】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野に対する深度関連変化成分であり
、
　前記第１の変更係数が減衰係数であり、
　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさよりも小さい大きさだけ、深度関連方向の前記空間位置を変更すること
を含む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０４】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野に対する縦軸周りの顔の回転を含
み、
　前記第１の変更係数が、中立変更係数又は増幅変更係数であり、
　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさと少なくとも等しい大きさだけ、前記縦軸周りの前記仮想アバターの前
記空間位置を回転させることを含む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０５】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野に対する横軸周りの顔の傾斜を含
み、
　前記第１の変更係数が、中立変更係数又は増幅変更係数であり、
　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさと少なくとも等しい大きさだけ、前記横軸周りの前記仮想アバターの前
記空間位置を傾斜させることを含む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０６】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野に対する疑似的なＺ軸周りの顔の
回転を含み、
　前記第１の変更係数が、中立変更係数又は増幅変更係数であり、
　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさと少なくとも等しい大きさだけ、前記疑似的なＺ軸周りの前記仮想アバ
ターの前記空間位置を回転させることを含む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０７】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変更係数が、前記第１の変化成分の大きさに適用される乗数であり、前記乗
数が１未満の値を有し、
　前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の
変化成分の大きさよりも小さい大きさだけ、前記仮想アバターの前記空間位置を変更する
ことを含む、請求項２００から２０３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０８】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、閾値を超える
前記顔の位置の変化を検出することを含み、前記方法が、
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　前記閾値を超える前記顔の位置の変化の検出に応じて、前記１つ以上のカメラの視野内
の前記顔の位置の変化に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置
を変更することを取り止めることを更に含む、請求項２００から２０６のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項２０９】
　前記１つ以上のカメラの視野内の前記顔の位置の変化を検出することが、前記第１の変
化成分及び前記第２の変化成分を含む前記顔の位置の変化を検出することを含み、
　前記第１の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野内での並進移動軸に沿った前記顔
の移動を含み、
　前記第２の変化成分が、前記１つ以上のカメラの視野内での回転軸周りの前記顔の回転
を含み、
　前記第１の変更係数が減衰係数であり、
　前記第２の変更係数が減衰係数ではなく、
　前記第１の変化成分の大きさ及び第１の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記
仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第１の変化成分の大きさよりも小さ
い大きさだけ、前記並進移動軸に沿って前記空間位置を変更することを含み、
　前記第２の変化成分の大きさ及び第２の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記
仮想アバターの前記空間位置を変更することが、前記第２の変化成分の大きさと少なくと
も等しい大きさだけ、前記回転軸の周りの前記空間位置を変更することを含む、請求項２
００から２０７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１０】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項２００から２０９のい
ずれか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１１】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項２００から２０９のいずれか一項に記載
の方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項２１２】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項２００から２０９のいずれか一項のいずれかに記載の方法を実行す
る手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項２１３】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが基準フレ
ーム内にそれぞれの空間位置を有し、前記それぞれの空間位置が、前記１つ以上のカメラ
の視野内の顔の位置に基づいている、仮想アバターを表示し、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の位置の変化を
それぞれの量だけ検出し、
　前記１つ以上のカメラの視野内での顔の位置の変化の検出に応じて、
　　前記顔の位置の変化が第１の方向の第１の変化成分を含むという判定に従って、前記
第１の変化成分の大きさ及び第１の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想ア
バターの前記空間位置を変更し、
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　　前記位置の変化が、前記第１の方向とは異なる第２の方向の第２の変化成分を含むと
いう判定に従って、前記第２の変化成分の大きさ及び前記第１の変更係数とは異なる第２
の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更する
、命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１４】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが基準フ
レーム内にそれぞれの空間位置を有し、前記それぞれの空間位置が、前記１つ以上のカメ
ラの視野内の顔の位置に基づいている、仮想アバターを表示し、
　　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の位置の変化
をそれぞれの量だけ検出し、
　　前記１つ以上のカメラの視野内での顔の位置の変化の検出に応じて、
　　　前記顔の位置の変化が第１の方向の第１の変化成分を含むという判定に従って、前
記第１の変化成分の大きさ及び第１の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想
アバターの前記空間位置を変更し、
　　　前記位置の変化が、前記第１の方向とは異なる第２の方向の第２の変化成分を含む
という判定に従って、前記第２の変化成分の大きさ及び前記第１の変更係数とは異なる第
２の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更す
る、命令を含む、電子デバイス。
【請求項２１５】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバ
ターが基準フレーム内にそれぞれの空間位置を有し、前記それぞれの空間位置が、前記１
つ以上のカメラの視野内の顔の位置に基づいている、手段と、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の位置の変化を
それぞれの量だけ検出する手段と、
　前記１つ以上のカメラの視野内での顔の位置の変化の検出に応じて、
　　前記顔の位置の変化が第１の方向の第１の変化成分を含むという判定に従って、前記
第１の変化成分の大きさ及び第１の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想ア
バターの前記空間位置を変更し、
　　前記位置の変化が、前記第１の方向とは異なる第２の方向の第２の変化成分を含むと
いう判定に従って、前記第２の変化成分の大きさ及び前記第１の変更係数とは異なる第２
の変更係数に基づいて前記基準フレーム内の前記仮想アバターの前記空間位置を変更する
手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項２１６】
　１つ以上のカメラとディスプレイ装置とを有する電子デバイスにおいて、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであって、前記仮想アバ
ターが、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する、
ことと、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の１つ以上の物理的特徴の第１の構成を検出
することと、
　前記顔の１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成を検出している間、
　　前記１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が、アニメーション基準を満たすために
少なくとも第１の閾値時間だけ前記第１の構成が維持されるという要件を含む前記アニメ
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ーション基準を満たすという判定に従って、第１のアニメーション効果を含むように前記
仮想アバターを変更することと、
　　前記アニメーション基準を満たさない１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成に従っ
て、前記第１のアニメーション効果を含めるための前記仮想アバターの変更を取り止める
ことと、を含む、方法。
【請求項２１７】
　前記仮想アバターが１つ以上のアバター特徴を含み、前記方法が、
　前記顔の１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成の検出に応じて、前記顔の前記１つ以
上の物理的特徴の前記第１の構成に基づいて前記１つ以上のアバター特徴のうちの少なく
とも１つを変更することを更に含む、請求項２１６に記載の方法。
【請求項２１８】
　前記第１のアニメーション効果が、前記表示された仮想アバターとは異なる１つ以上の
仮想オブジェクトを視覚的に導入することを含む、請求項２１６に記載の方法。
【請求項２１９】
　前記１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が、前記顔の物理的特徴のうちの２つ以上
の所定の相対的空間位置決めのセットから前記顔の物理的特徴のうちの２つ以上の第１の
所定の相対的空間位置決めを含むとき、前記１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が前
記アニメーション基準を満たし、前記１つ以上の仮想オブジェクトが、前記第１の所定の
相対的空間位置決めに基づいて決定される、請求項２１８に記載の方法。
【請求項２２０】
　前記顔の物理的特徴のうちの２つ以上の前記第１の所定の相対的空間位置決めが、少な
くとも顔の上唇及び下唇をしかめること並びに前記顔の閉じた顎によって形成されるしか
める表現に対応し、前記１つ以上の仮想オブジェクトが、１つ以上のハートを含む、請求
項２１９に記載の方法。
【請求項２２１】
　前記顔の物理的特徴のうちの２つ以上の前記第１の所定の相対的空間位置決めが、前記
口の中央部よりも低い少なくとも前記口の第１の角及び第２の角によって形成される悲し
い表情に対応し、前記１つ以上の仮想オブジェクトが、１つ以上の涙を含む、請求項２１
９に記載の方法。
【請求項２２２】
　前記顔の物理的特徴のうちの２つ以上の前記第１の所定の相対的空間位置決めが、下降
位置を有する前記顔の少なくとも２つの眉毛によって形成される眉毛をひそめることに対
応し、前記１つ以上の仮想オブジェクトが、１つ以上の嵐雲を含む、請求項２１９に記載
の方法。
【請求項２２３】
　前記顔の物理的特徴のうちの２つ以上の前記第１の所定の相対的空間位置決めが、少な
くとも前記顔の２つの目を狭くすることによって形成される睨みに対応し、前記１つ以上
の仮想オブジェクトが、１つ以上のレーザービームを含む、請求項２１９に記載の方法。
【請求項２２４】
　前記第１のアニメーション効果を含むように前記仮想アバターを変更することが、前記
仮想アバターに対して移動する前記１つ以上の仮想オブジェクトのアニメーションを表示
することを更に含む、請求項２１８から２２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２５】
　前記仮想アバターに対して移動する前記１つ以上の仮想オブジェクトのアニメーション
が、出発位置から目的位置までの前記１つ以上の仮想オブジェクトのアニメーション化さ
れた移動を表示することを含み、前記１つ以上の仮想オブジェクトのそれぞれについて、
前記目的位置には、分布関数に基づいて前記仮想アバターに対して所定位置が割り当てら
れる、請求項２２４に記載の方法。
【請求項２２６】
　前記仮想アバターに対して移動する前記１つ以上の仮想オブジェクトのアニメーション
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が、前記仮想アバターの表示された向きに基づく方向を有する移動を含む、請求項２２４
に記載の方法。
【請求項２２７】
　前記１つ以上の仮想オブジェクトが、分布関数に基づいて選択された時間間隔で放出さ
れる複数の仮想オブジェクトである、請求項２１８から２２６のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２２８】
　前記仮想アバターが、複数の仮想アバターテンプレートのうちの第１の仮想アバターテ
ンプレートに対応し、前記第１のアニメーション効果の視覚的特性が、前記第１の仮想ア
バターテンプレートに基づいている、請求項２１６から２２７のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２２９】
　前記第１のアニメーション効果を含むように前記仮想アバターを変更した後、
　　１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が追加のアニメーション基準を満たすという
判定に従って、第２のアニメーション効果を含むように前記仮想アバターを変更すること
を更に含み、前記追加のアニメーション基準が、前記追加のアニメーション基準を満たす
ために前記第１のアニメーション効果を含むように前記仮想アバターを変更した後に前記
第１の構成が少なくとも第２の閾値時間だけ維持されるという要件を含む、請求項２１６
から２２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３０】
　１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成がアニメーション基準を満たし、前記アバター
が前記第１のアニメーション効果を含むように変更され、前記方法が、
　前記顔の１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成を検出している間、前記顔の第１の物
理的特徴の変化を検出することと、
　前記アニメーション基準を満たす前記顔の前記第１の物理的特徴の変化の検出に応じて
、前記顔の前記第１の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することと
、を更に含む、請求項２１６から２２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３１】
　１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、請求項２１６から２３０のい
ずれか一項に記載の方法を実行する命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３２】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、請求項２１６から２３０のいずれか一項に記載
の方法を実行する命令を含む、電子デバイス。
【請求項２３３】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、請求項２１６から２３０のいずれか一項に記載の方法を実行する手段と、
を備える、電子デバイス。
【請求項２３４】
　１つ以上のカメラと表示装置とを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって
実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読
記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムは、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、前記１
つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する、仮想アバターを
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表示し、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の１つ以上の物理的特徴の第１の構成を検出
し、
　前記顔の１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成を検出している間、
　　前記１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が、アニメーション基準を満たすために
少なくとも第１の閾値時間だけ前記第１の構成が維持されるという要件を含む前記アニメ
ーション基準を満たすという判定に従って、第１のアニメーション効果を含むように前記
仮想アバターを変更し、
　　前記アニメーション基準を満たさない１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成に従っ
て、前記第１のアニメーション効果を含めるための前記仮想アバターの変更を取り止める
、命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３５】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラム
を記憶するメモリと、
　を備える電子デバイスであって、前記１つ以上のプログラムが、
　　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターであって、前記仮想アバターが、前記
１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する、仮想アバター
を表示し、
　　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の１つ以上の物理的特徴の第１の構成を検
出し、
　　前記顔の１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成を検出している間、
　　　前記１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が、アニメーション基準を満たすため
に少なくとも第１の閾値時間だけ前記第１の構成が維持されるという要件を含む前記アニ
メーション基準を満たすという判定に従って、第１のアニメーション効果を含むように前
記仮想アバターを変更し、
　　　前記アニメーション基準を満たさない１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成に従
って、前記第１のアニメーション効果を含めるための前記仮想アバターの変更を取り止め
る、命令を含む、電子デバイス。
【請求項２３６】
　１つ以上のカメラと、
　表示装置と、
　前記ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示する手段であって、前記仮想アバ
ターが、前記１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反応する、
手段と、
　前記仮想アバターを表示しながら、前記顔の１つ以上の物理的特徴の第１の構成を検出
する手段と、
　前記顔の１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成を検出している間、
　　前記１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成が、アニメーション基準を満たすために
少なくとも第１の閾値時間だけ前記第１の構成が維持されるという要件を含む前記アニメ
ーション基準を満たすという判定に従って、第１のアニメーション効果を含むように前記
仮想アバターを変更し、
　　前記アニメーション基準を満たさない１つ以上の物理的特徴の前記第１の構成に従っ
て、前記第１のアニメーション効果を含めるための前記仮想アバターの変更を取り止める
手段と、を備える、電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、一般に、コンピュータユーザインタフェースに関し、より具体的には、絵文
字及び仮想アバターを生成、記録、及び送信するための技術に関する。
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　この出願は、以下の優先権を主張する：２０１７年５月１６日に出願された「Ｅｍｏｊ
ｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名称の米国仮特許出願第６２
／５０７，１７７号；２０１７年９月９日に出願された「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎ
ｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名称の米国仮特許出願第６２／５５６，４１２号；
２０１７年９月１１日に出願された「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎ
ｄｉｎｇ」という名称の米国仮特許出願第６２／５５７，１２１号；２０１８年５月１５
日に出願された「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名
称の米国仮特許出願第６２／６７１，９７９号；２０１８年１月１２日に出願された「Ｅ
ｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名称の米国特許出願第
１５／８７０，１９５号；２０１８年３月２９日に出願された「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒ
ｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名称の米国特許出願第１５／９４０，０１７
号；２０１８年３月２９日に出願された「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓ
ｅｎｄｉｎｇ」という名称の米国特許出願第１５／９４０，２３２号；２０１７年５月２
９日に出願された「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という
名称のデンマーク特許出願第ＰＡ２０１７７０３９３号；２０１７年９月２２日に出願さ
れた「Ｅｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名称のデンマ
ーク特許出願第ＰＡ２０１７７０７２０号；及び２０１７年９月２２日に出願された「Ｅ
ｍｏｊｉ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｎｄｉｎｇ」という名称のデンマーク特許
出願第ＰＡ２０１７７０７２１号。これらの出願の内容は、全体が、参照により本明細書
に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　絵文字や仮想アバターなどのマルチメディアコンテンツは、メッセージング通信の一部
として送信される場合がある。絵文字及び仮想アバターは、様々な所定の人物、対象、ア
クション、及び／又は他のものを表す。一部のメッセージングアプリケーションは、ユー
ザが他のコンテンツ（例えば、他のマルチメディア及び／又はテキストコンテンツ）を含
むことができるメッセージの一部として送信される絵文字及び仮想アバターの所定のライ
ブラリから選択することを可能にする。ステッカーは、メッセージングアプリケーション
によって送信されることがある他の種類のマルチメディアコンテンツである。いくつかの
点で、ステッカーは、人、対象、アクション、及び／又は他のものを表すことができると
いう点で、絵文字や仮想アバターに類似している。一部のステッカー及び／又はメッセー
ジングアプリケーションは、ステッカーを以前に送信又は受信したメッセージに関連付け
られることを可能にする。
【発明の概要】
【０００４】
　ただし、電子デバイスを使用して絵文字や仮想アバターを生成、送信、及び受信するた
めのいくつかの技術は、一般に面倒で非効率的である。例えば、一部の既存の技術では、
複数回のキー押下又は打鍵を含む場合がある、複雑かつ時間のかかるユーザインタフェー
スが使用されている。他のいくつかの既存の技術は、絵文字と仮想アバターを操作及び生
成するために複雑で時間のかかる方法を使用し、これは、所望の絵文字（例えば、所望の
アニメーション絵文字又は動的絵文字）を実現するためにユーザに多数の入力を要求する
ことを含む場合がある。既存の技術は、必要以上の時間を要し、ユーザの時間及びデバイ
スのエネルギを浪費する。後者の問題は、バッテリ動作式デバイスにおいては特に重大で
ある。
【０００５】
　したがって、本技術は、絵文字及び仮想アバターを送受信するためのより高速でより効
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率的な方法及びインタフェースを有する電子デバイスを提供する。そのような方法及びイ
ンタフェースは、任意選択的に絵文字を送受信する他の方法を補完する又は置き換える。
そのような方法及びインタフェースは、ユーザにかかる認識的負担を低減させ、より効率
的なヒューマン－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式コンピューティング
デバイスの場合、そのような方法及びインタフェースは、電力を節約し、電池充電の間隔
を長くする。
【０００６】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ及びカメラを備える電子デバイスで実行さ
れる方法が記載される。本方法は、仮想アバター生成インタフェースを表示することと、
仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターのプレビューを表示することであって、
仮想アバターのプレビューが、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する、ことと
、仮想アバターのプレビューを表示しながら、仮想アバター生成インタフェースにおける
入力を検出することと、仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて：
入力が仮想アバターのプレビューから開始するという判定に従って、それぞれの時間にお
いてカメラの視野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成することであって、それぞ
れの時間が入力のタイミングに基づいて判定される、ことと、入力が仮想アバター生成イ
ンタフェースにおける記録アフォーダンスのアクティブ化を含むという判定に従って、所
定期間にわたってカメラの視野内の顔の表情の変化のシーケンスを表すアニメーション化
された仮想アバターを生成することであって、所定期間が入力のタイミングに基づいて判
定される、こととを含む。
【０００７】
　いくつかの実施形態によれば、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載される。非一
時的コンピュータ可読記憶媒体は、ディスプレイ及びカメラを有する電子デバイスの１つ
以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶し、
１つ以上のプログラムが、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成
インタフェースに仮想アバターのプレビューであって、仮想アバターのプレビューが、カ
メラの視野内にある顔の外観の変化に反応する、仮想アバターのプレビューを表示し、仮
想アバターのプレビューを表示しながら、仮想アバター生成インタフェースにおける入力
を検出し、仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて：入力が仮想ア
バターのプレビューから開始するという判定に従って、それぞれの時間であって、それぞ
れの時間が入力のタイミングに基づいて判定される、それぞれの時間においてカメラの視
野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成し入力が仮想アバター生成インタフェース
における記録アフォーダンスのアクティブ化を含むという判定に従って判定に従って、所
定期間であって、所定期間が入力のタイミングに基づいて判定される、所定期間にわたっ
てカメラの視野内の顔の表情の変化のシーケンスを表すアニメーション化された仮想アバ
ターを生成する、命令を含む。
【０００８】
　いくつかの実施形態によれば、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載される。非一時
的コンピュータ可読記憶媒体は、ディスプレイ及びカメラを有する電子デバイスの１つ以
上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶し、１
つ以上のプログラムが、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成イ
ンタフェースに仮想アバターのプレビューであって、仮想アバターのプレビューが、カメ
ラの視野内にある顔の外観の変化に反応する、仮想アバターのプレビューを表示し、仮想
アバターのプレビューを表示しながら、仮想アバター生成インタフェースにおける入力を
検出し、仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて：入力が仮想アバ
ターのプレビューから開始するという判定に従って、それぞれの時間であって、それぞれ
の時間が入力のタイミングに基づいて判定される、それぞれの時間においてカメラの視野
内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成し、入力が仮想アバター生成インタフェース
における記録アフォーダンスのアクティブ化を含むという判定に従って、所定期間であっ
て、所定期間が入力のタイミングに基づいて判定される、所定期間にわたってカメラの視



(49) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

野内の顔の表情の変化のシーケンスを表すアニメーション化された仮想アバターを生成す
る、命令を含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスが記載される。電子デバイスは、ディスプ
レイと、カメラと、１つ以上のプロセッサと、１つ以上のプロセッサによって実行される
ように構成された１つ以上のプログラムを記憶するメモリと、を備え、１つ以上のプログ
ラムが、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成インタフェースに
仮想アバターのプレビューであって、仮想アバターのプレビューが、カメラの視野内にあ
る顔の外観の変化に反応する、仮想アバターのプレビューを表示し、仮想アバターのプレ
ビューを表示しながら、仮想アバター生成インタフェースにおける入力を検出し、仮想ア
バター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて：入力が仮想アバターのプレビュ
ーから開始するという判定に従って、それぞれの時間であて、それぞれの時間が入力のタ
イミングに基づいて判定される、それぞれの時間においてカメラの視野内の顔の表情を表
す静的仮想アバターを生成し、入力が仮想アバター生成インタフェースにおける記録アフ
ォーダンスのアクティブ化を含むという判定に従って、所定期間であって、所定期間が入
力のタイミングに基づいて判定される、所定期間にわたってカメラの視野内の顔の表情の
変化のシーケンスを表すアニメーション化された仮想アバターを生成する、命令を含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスが記載される。電子デバイスは、カメラと
、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成インタフェースにおいて
仮想アバターのプレビューを表示するディスプレイであって、仮想アバターのプレビュー
が、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応するディスプレイと、仮想アバターのプ
レビューを表示しながら、仮想アバター生成インタフェースにおける入力を検出する手段
と、仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて：入力が仮想アバター
のプレビューから開始するという判定に従って、それぞれの時間においてカメラの視野内
の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成し、それぞれの時間が入力のタイミングに基づ
いて判定され、入力が仮想アバター生成インタフェースにおける記録アフォーダンスのア
クティブ化を含むという判定に従って、所定期間にわたってカメラの視野内の顔の表情の
変化のシーケンスを表すアニメーション化された仮想アバターを生成し、所定期間が入力
のタイミングに基づいて判定される手段とを備える。
【００１１】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ及びカメラを備える電子デバイスで実行さ
れる方法が記載される。本方法は、仮想アバター生成インタフェースを表示することと、
仮想アバター生成インタフェースにおいて仮想アバターのプレビューを表示することであ
って、仮想アバターのプレビューが、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応するこ
とと、カメラの視野内にある顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化された仮
想アバターを生成する要求を受信することと、アニメーション化された仮想アバターを生
成する要求の受信に応じて、カメラの視野における顔の顔面表情のシーケンスを記録する
ことと、カメラのビューにある顔の顔面表情を記録した後、アニメーション化された仮想
アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメーショ
ンシーケンスを含むアニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表示する
ことであって、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示は、アニ
メーションシーケンスの２回以上の表示を含むこととを含む。
【００１２】
　いくつかの実施形態によれば、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載される。非一
時的コンピュータ可読記憶媒体は、ディスプレイ及びカメラを有する電子デバイスの１つ
以上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶し、
１つ以上のプログラムが、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成
インタフェースに仮想アバターのプレビューを表示し、仮想アバターがカメラの視野内に
ある顔の外観の変化に反応する場合にプレビューし、カメラの視野内にある顔の顔面表情
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の変化に基づいて、アニメーション化された仮想アバターを生成する要求を受信し、アニ
メーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、カメラの視野における
顔の顔面表情のシーケンスを記録し、カメラのビューにある顔の顔面表情を記録した後、
アニメーション化された仮想アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシー
ケンスに基づくアニメーションシーケンスを含むアニメーション化された仮想アバターの
ループバージョンであって、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの
表示は、アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、アニメーション化された仮
想アバターのループバージョンを表示する、命令を含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態によれば、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載される。非一時
的コンピュータ可読記憶媒体は、ディスプレイ及びカメラを有する電子デバイスの１つ以
上のプロセッサによって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶し、１
つ以上のプログラムが、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成イ
ンタフェースに仮想アバターのプレビューを表示し、仮想アバターがカメラの視野内にあ
る顔の外観の変化に反応する場合にプレビューし、カメラの視野内にある顔の顔面表情の
変化に基づいて、アニメーション化された仮想アバターを生成する要求を受信し、アニメ
ーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、カメラの視野における顔
の顔面表情のシーケンスを記録し、カメラのビューにある顔の顔面表情を記録した後、ア
ニメーション化された仮想アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシーケ
ンスに基づくアニメーションシーケンスを含むアニメーション化された仮想アバターのル
ープバージョンであって、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表
示は、アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、アニメーション化された仮想
アバターのループバージョンを表示する、命令を含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスが記載される。電子デバイスは、仮想アバ
ター生成インタフェースを表示することと、仮想アバター生成インタフェースに仮想アバ
ターのプレビューを表示し、仮想アバターがカメラの視野内にある顔の外観の変化に反応
する場合にプレビューすることと、カメラの視野内にある顔の顔面表情の変化に基づいて
、アニメーション化された仮想アバターを生成する要求を受信することと、アニメーショ
ン化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じて、カメラの視野における顔の顔面
表情のシーケンスを記録することと、カメラのビューにある顔の顔面表情を記録した後、
アニメーション化された仮想アバターの生成する要求に応じて記録された顔面表情のシー
ケンスに基づくアニメーションシーケンスを含むアニメーション化された仮想アバターの
ループバージョンを表示し、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの
表示は、アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含むこととを含む。
【００１５】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスが記載される。電子デバイスは、カメラと
、仮想アバター生成インタフェースを表示し、仮想アバター生成インタフェースにおいて
仮想アバターのプレビューを表示するディスプレイであって、仮想アバターのプレビュー
が、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応するディスプレイと、カメラの視野内に
ある顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化された仮想アバターを生成する要
求を受信する手段と、アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じ
て、カメラの視野における顔の顔面表情のシーケンスを記録する手段と、カメラのビュー
にある顔の顔面表情を記録した後、アニメーション化された仮想アバターの生成する要求
に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメーションシーケンスを含むアニ
メーション化された仮想アバターのループバージョンを表示する手段であって、アニメー
ション化された仮想アバターのループバージョンの表示が、アニメーションシーケンスの
２回以上の表示を含む手段とを備える。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、方法は、カメラ及びディスプレイを有する電子デバイスにお
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いて、仮想アバター生成インタフェースを表示することと、仮想アバター生成インタフェ
ースに仮想アバターのプレビューを表示することであって、仮想アバターのプレビューが
、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する、ことと、仮想アバターのプレビュー
を表示しながら、仮想アバター生成インタフェースにおける入力を検出することと、仮想
アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて：入力が仮想アバターのプレビ
ューから開始するという判定に従って、それぞれの時間においてカメラの視野内の顔の表
情を表す静的仮想アバターを生成することであって、それぞれの時間が入力のタイミング
に基づいて判定される、ことと、入力が仮想アバター生成インタフェースにおける記録ア
フォーダンスのアクティブ化を含むという判定に従って、所定期間にわたってカメラの視
野内の顔の表情の変化のシーケンスを表すアニメーション化された仮想アバターを生成す
ることであって、所定期間が入力のタイミングに基づいて判定される、こととを含む。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、本方法は、カメラ及びディスプレイを有する電子デバイスに
おいて、仮想アバター生成インタフェースを表示することと、仮想アバター生成インタフ
ェースに仮想アバターのプレビューを表示することであって、仮想アバターがカメラの視
野内にある顔の外観の変化に反応する場合にプレビューする、ことと、カメラの視野内に
ある顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化された仮想アバターを生成する要
求を受信することと、アニメーション化された仮想アバターを生成する要求の受信に応じ
て、カメラの視野における顔の顔面表情のシーケンスを記録することと、カメラのビュー
にある顔の顔面表情を記録した後、アニメーション化された仮想アバターの生成する要求
に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメーションシーケンスを含むアニ
メーション化された仮想アバターのループバージョンを表示することであって、アニメー
ション化された仮想アバターのループバージョンの表示は、アニメーションシーケンスの
２回以上の表示を含む、こととを含む。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔の変
化に応じて外観を変化させる仮想アバターを表示することであって、仮想アバターが、第
１の部分と、第１の部分とは異なる第２の部分とを含む、ことと、ディスプレイ装置を介
して、仮想アバターを表示しながら、１つ以上のカメラの視野内での顔のポーズの変化を
検出することと、顔のポーズの変化の検出に応じて、顔のポーズの変化が顔のポーズの第
１のタイプの変化を含むという判定に従って、仮想アバターの外観を変化させることであ
って、仮想アバターの外観を変化させることが、顔のポーズの第１のタイプの変化の大き
さに応じて仮想アバターの第２の部分に対する仮想アバターの第１の部分を移動させるこ
とを含むことと、顔のポーズの変化が顔のポーズの第２のタイプの変化を含むという判定
に従って、仮想アバターの外観を変化させることが、顔のポーズの第２のタイプの変化の
大きさに基づいて、仮想アバターの第１の部分及び仮想アバターの第２の部分の両方を移
動させることと、を含む、ことと、を含む。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが、１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴及び１つ以上の
カメラの視野内の顔の第２の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴と、第２の
アバター特徴とを含むことと、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示しながら
、１つ以上のカメラの視野内で顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出することと、変化
が第１の物理的特徴の変化を含むという判定に従って、第１の物理的特徴の変化に基づい
て仮想アバターの第１のアバター特徴を変更することと、第１の物理的特徴の変化に基づ
いて第２のアバター特徴を変更することを取り止めることと、変化が第２の物理的特徴の
変化を含むという判定に従って、第２の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバター特徴
を変更することと、第２の物理的特徴の変化に基づいて第２のアバター特徴を変更するこ
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とを取り止めることとを含む。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが、１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応す
る第１のアバター特徴と、第１の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴と、第
１の物理的特徴の変化に主に反応しない第３のアバター特徴とを含む、ことと、仮想アバ
ターを表示しながら、第１の物理的特徴の変化を検出することと、第１の物理的特徴の変
化の検出に応じて、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバター特徴を
変更することと、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第２のアバター特徴を変
更することと、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第３のアバター特徴の変更
を取り止めることと、を含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが、１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応す
る第１のアバター特徴と、顔の第２の物理的特徴の変化が、第２の物理的特徴の第１の変
化の範囲で起こるか、顔の第２の物理的特徴の第１の変化の範囲とは異なる第２の物理的
特徴の第２の変化の範囲で起こるかに依存して、顔の第２の物理的特徴の変化に対して異
なる方法で反応する第２のアバター特徴とを含む、ことと、仮想アバターを表示しながら
、１つ以上のカメラの視野内で顔のそれぞれの物理的特徴の第１の変化を検出することと
、それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、それぞれの物理的特徴の検出され
た第１の変化が第１の物理的特徴の変化であるという判定に従って、第１の物理的特徴の
変化を反映するように第１のアバター特徴を変更することと、検出された第１の変化が第
２の物理的特徴の変化でありかつ第２の物理的特徴の変化が第１の変化の範囲内であると
いう判定に従って、第２の物理的特徴の変化を反映するように第２のアバター特徴の外観
を第１の方法で変化させることとを含む仮想アバターを変更することと、検出された第１
の変化が第２の物理的特徴の変化であり、第２の物理的特徴の変化が第２の変化の範囲内
であるという判定に従って、第２のアバター特徴の外観を第１の方法で変化させて第２の
物理的特徴の変化を反映することを取り止めることとを含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが、１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴の変化に反
応する複数のアバター特徴を含む、ことと、仮想アバターを表示しながら、顔の複数の物
理的特徴の変化を検出することであって、顔の複数の物理的特徴が、複数のアバター特徴
の１つ以上に対応する第１の物理的特徴と、複数のアバター特徴のいずれにも対応しない
第２の物理的特徴とを含む、ことと、顔の複数の物理的特徴の変化の検出に応じて、複数
のアバター特徴のそれぞれのアバター特徴の外観を変化させることであって、それぞれの
アバター特徴の変化の大きさ及び／又は方向が、第１の物理的特徴の変化の大きさ又は方
向に基づく、ことと、顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、アバター特徴を
含まなかった仮想アバターの一部を変形することであって、アバター特徴の一部を変形す
る大きさ及び／又は方向が、第２の物理的特徴の変化の大きさ及び／又は方向に基づく、
こととを含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが、１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応す
る第１のアバター特徴と、仮想アバターを表示しながら、第１の物理的特徴の変化の大き
さを有する第１の物理的特徴の変化を検出することと、第１の物理的特徴の変化の検出に
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応じて、第１の物理的特徴の変化が物理的特徴値の第１の範囲内にあるという判定に従っ
て、第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく第１のアバター特徴の変化の大きさだけ第
１のアバター特徴を変化させることと、第１の物理的特徴の変化が物理的特徴値の第１の
範囲とは異なる物理的特徴値の第２の範囲内にあるという判定に従って、第１のアバター
特徴の変化の大きさとは異なりかつ第１の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバ
ター特徴の変化の大きさだけ第１のアバター特徴を変化させることとを含む。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが基準フレーム内にそれぞれの空間位置を有し、それぞれの空間位置が
、１つ以上のカメラの視野内の顔の位置に基づいている、ことと、仮想アバターを表示し
ながら、１つ以上のカメラの視野内の顔の位置の変化をそれぞれの量だけ検出することと
、１つ以上のカメラの視野内での顔の位置の変化の検出に応じて、顔の位置の変化が第１
の方向の変化の第１の成分を含むという判定に従って、変化の第１の成分の大きさ及び第
１の変更係数に基づく基準フレーム内の仮想アバターの空間位置を変更することと、位置
の変化が第１の方向とは異なる第２の方向の第２の変化の成分を含むという判定に従って
、第２の変化の成分の大きさ及び第１の変更係数とは異なる第２の変更係数に基づいて基
準フレーム内の仮想アバターの空間位置を変更することとを含む。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、本方法は、１つ以上のカメラ及びディスプレイ装置を有する
電子デバイスにおいて、ディスプレイ装置を介して、仮想アバターを表示することであっ
て、仮想アバターが、１つ以上のカメラの視野内での顔の１つ以上の物理的特徴の変化に
反応することを含む、ことと、仮想アバターを表示しながら、顔の１つ以上の物理的特徴
の第１の構成を検出することと、顔の１つ以上の物理的特徴の第１の構成を検出しながら
、１つ以上の物理的特徴の第１の構成がアニメーション基準を満たしているという判定に
従って、アニメーション基準が満たされるために少なくとも第１の閾値時間だけ第１の構
成が維持されるという要件をアニメーション基準が含むことと、仮想アバターを変更して
第１のアニメーション効果を含めることと、アニメーション基準を満たさない１つ以上の
物理的特徴の第１の構成に従って、第１のアニメーション効果を含めるように仮想アバタ
ーの変更を取り止めることとを含む。
【００２６】
　方法が説明される。本方法は、ディスプレイ装置及び１つ以上の入力デバイスを有する
電子デバイスにおいて実行される。本方法は、ディスプレイ装置を介して、１つ以上のカ
メラの視野内の顔のポーズの検出された変化に応じて外観を変化させる複数のアバター特
徴を有する仮想アバターを表示することであって、顔が、第１の顔の特徴を含む複数の検
出された顔の特徴を含む、ことと、ポーズの第１の変化であって、ポーズの第１の変化が
第１の顔の特徴の変化を含む、ポーズの第１の変化を伴う１つ以上のカメラの視野で顔が
検出された後、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したことを判定することと
、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、顔の追跡
が失敗した後に複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観を更新することとを含み
、顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された第１の顔の特徴の変化特性に基づいて、
第１のアバター特徴が更新され、第１のアバター特徴の外観を更新することが、第１の顔
の特徴が顔の追跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性を有したという判定に従
って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗したときのアバター
の外観とは異なる第１の外観に更新することと、第１の顔の特徴が顔の追跡が失敗したこ
とを検出する前の第１の変化特性とは異なる第２の変化特性を有したという判定に従って
、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗したときのアバターの外
観とは異なりかつ第１の外観とは異なる第２の外観に更新することとを含む。
【００２７】
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体が説明される。非一時的コンピュータ可読記憶媒体
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は、ディスプレイ装置及び１つ以上のカメラを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する。１つ以上のプ
ログラムは、ディスプレイ装置を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔であって、顔が
、第１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む、顔のポーズの検出された変化
に応じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示し、ポーズで
あって、ポーズの第１の変化が第１の顔の特徴の変化を含む、ポーズの第１の変化を伴う
１つ以上のカメラの視野で顔が検出された後、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が
失敗したことを判定し、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したと判定したこ
とに応じて、顔の追跡が失敗した後に複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観を
更新する命令を含み、顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された第１の顔の特徴の変
化特性に基づいて、第１のアバター特徴が更新され、第１のアバター特徴の外観を更新す
ることが、第１の顔の特徴が顔の追跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性を有
したという判定に従って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗
したときのアバターの外観とは異なる第１の外観に更新することと、第１の顔の特徴が顔
の追跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性とは異なる第２の変化特性を有した
という判定に従って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗した
ときのアバターの外観とは異なりかつ第１の外観とは異なる第２の外観に更新することと
を含む。
【００２８】
　一時的コンピュータ可読記憶媒体が説明される。一時的コンピュータ可読記憶媒体は、
ディスプレイ装置及び１つ以上のカメラを備える電子デバイスの１つ以上のプロセッサに
よって実行されるように構成された１つ以上のプログラムを記憶する。１つ以上のプログ
ラムは、ディスプレイ装置を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔であって、顔が、第
１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含み、顔のポーズの検出された変化に応
じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示し、ポーズであっ
て、ポーズの第１の変化が第１の顔の特徴の変化を含む、ポーズの第１の変化を伴う１つ
以上のカメラの視野で顔が検出された後、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗
したことを判定し、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したと判定したことに
応じて、顔の追跡が失敗した後に複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観を更新
する命令を含み、顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された第１の顔の特徴の変化特
性に基づいて、第１のアバター特徴が更新され、第１のアバター特徴の外観を更新するこ
とが、第１の顔の特徴が顔の追跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性を有した
という判定に従って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗した
ときのアバターの外観とは異なる第１の外観に更新することと、第１の顔の特徴が顔の追
跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性とは異なる第２の変化特性を有したとい
う判定に従って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗したとき
のアバターの外観とは異なりかつ第１の外観とは異なる第２の外観に更新することとを含
む。
【００２９】
　電子デバイスが説明される。この電子デバイスは、表示装置と、１つ以上のカメラと、
１つ以上のプロセッサと、１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された１
つ以上のプログラムを記憶するメモリと、を備え、これらの１つ以上のプログラムが、デ
ィスプレイ装置を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔であって、顔が、第１の顔の特
徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む、顔のポーズにおいて検出された変化に応じて
外観を変化させる、複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示し、ポーズの第１の
変化を伴う１つ以上のカメラの視野で顔が検出された後、ポーズの第１の変化が第１の顔
の特徴の変化を含み、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したことを判定し、
１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したと判定したことに応じて、顔の追跡が
失敗した後に複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観を更新する命令を含み、顔
の追跡が失敗したと判定する前に検出された第１の顔の特徴の変化特性に基づいて、第１
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のアバター特徴が更新され、第１のアバター特徴の外観を更新することが、第１の顔の特
徴が顔の追跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性を有したという判定に従って
、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗したときのアバターの外
観とは異なる第１の外観に更新することと、第１の顔の特徴が顔の追跡が失敗したことを
検出する前の第１の変化特性とは異なる第２の変化特性を有したという判定に従って、仮
想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗したときのアバターの外観と
は異なりかつ第１の外観とは異なる第２の外観に更新することとを含む。
【００３０】
　電子デバイスが説明される。この電子デバイスは、表示装置と、１つ以上のカメラと、
ディスプレイ装置を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔のポーズの検出された変化に
応じて外観を変化させる複数のアバター特徴を有する仮想アバターを表示する手段であっ
て、顔が、第１の顔の特徴を含む複数の検出された顔の特徴を含む、手段と、ポーズの第
１の変化を伴う１つ以上のカメラの視野で顔が検出された後、１つ以上のカメラの視野内
の顔の追跡が失敗したことを判定する手段であって、ポーズの第１の変化が第１の顔の特
徴の変化を含む、手段と、１つ以上のカメラの視野内での顔の追跡が失敗したと判定した
ことに応じて、顔の追跡が失敗した後に複数のアバター特徴の第１のアバター特徴の外観
を更新する手段であって、顔の追跡が失敗したと判定する前に検出された第１の顔の特徴
の変化特性に基づいて、第１のアバター特徴が更新され、第１のアバター特徴の外観を更
新することが、第１の顔の特徴が顔の追跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性
を有したという判定に従って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が
失敗したときのアバターの外観とは異なる第１の外観に更新し、第１の顔の特徴が顔の追
跡が失敗したことを検出する前の第１の変化特性とは異なる第２の変化特性を有したとい
う判定に従って、仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を、顔の追跡が失敗したとき
のアバターの外観とは異なりかつ第１の外観とは異なる第２の外観に更新する、手段とを
備える。
【００３１】
　これらの機能を実行する実行可能な命令は、任意選択的に、１つ以上のプロセッサによ
って実行されるように構成された非一時的コンピュータ可読記憶媒体又は他のコンピュー
タプログラム製品内に含まれる。これらの機能を実行する実行可能な命令は、任意選択的
に、１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された一時的コンピュータ可読
記憶媒体又は他のコンピュータプログラム製品内に含まれる。
【００３２】
　このため、絵文字を生成、送信、及び受信するための、より速く、より効率的な方法及
びインタフェースがデバイスに提供され、それによって、このようなデバイスの有効性、
効率、及びユーザ満足度が増す。そのような方法及びインタフェースは、絵文字を送受信
する他の方法を補完する又は置き換えることができる。
【００３３】
　説明される様々な実施形態をより良く理解するため、以下の図面と併せて、以下の「発
明を実施するための形態」が参照されるべきであり、類似の参照番号は、以下の図のすべ
てを通じて、対応する部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１Ａ】いくつかの実施形態に従った、タッチ感知ディスプレイを備えたポータブル多
機能デバイスを示すブロック図である。
【図１Ｂ】いくつかの実施形態によるイベント処理のための例示的な構成要素を示すブロ
ック図である。
【図２】いくつかの実施形態によるタッチスクリーンを有するポータブル多機能デバイス
を示す。
【図３】いくつかの実施形態によるディスプレイ及びタッチ感知面を有する例示的な多機
能デバイスのブロック図である。
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【図４Ａ】いくつかの実施形態によるポータブル多機能デバイス上のアプリケーションの
メニューの例示的なユーザインタフェースを示す。
【図４Ｂ】いくつかの実施形態によるディスプレイとは別個のタッチ感知面を有する多機
能デバイスの例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ａ】いくつかの実施形態によるパーソナル電子デバイスを示す。
【図５Ｂ】いくつかの実施形態によるパーソナル電子デバイスを示すブロック図である。
【図６Ａ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｂ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｃ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｄ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｅ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｆ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｇ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｈ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｉ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｊ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｋ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｌ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｍ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｎ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｏ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｐ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｑ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｒ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＲＡ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＲＢ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＲＣ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＲＤ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
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【図６Ｓ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＳＡ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＳＢ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＳＣ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｔ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｕ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＵＡ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＵＢ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｖ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｗ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｘ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｙ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｚ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＡＡ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＢＢ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＣＣ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＤＤ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＥＥ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＦＦ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＧＧ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＨＨ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＩＩ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＪＪ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＫＫ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６ＬＬ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
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【図６ＭＭ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテ
ンツを生成及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ａ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｂ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｃ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｄ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｅ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｆ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｇ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｈ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｉ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｊ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを受信するための例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ａ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信する方法を示すフロー図である。
【図８Ｂ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信する方法を示すフロー図である。
【図９Ａ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信する方法を示すフロー図である。
【図９Ｂ】絵文字、ステッカー、仮想アバター、及び／又は他のマルチメディアコンテン
ツを生成及び送信する方法を示すフロー図である。
【図１０Ａ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｂ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｃ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｄ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｅ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｆ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｇ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｈ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１０Ｉ】プー仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１１Ａ】クマ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
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【図１１Ｂ】クマ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１１Ｃ】クマ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１２Ａ】エイリアン仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフ
ェースを示す。
【図１２Ｂ】エイリアン仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフ
ェースを示す。
【図１２Ｃ】エイリアン仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフ
ェースを示す。
【図１３】ウサギ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示している。
【図１４Ａ】ロボット仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェ
ースを示す。
【図１４Ｂ】ロボット仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェ
ースを示す。
【図１４Ｃ】ロボット仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェ
ースを示す。
【図１４Ｄ】ロボット仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェ
ースを示す。
【図１５Ａ】ユニコーン仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフ
ェースを示す図である。
【図１５Ｂ】ユニコーン仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフ
ェースを示す図である。
【図１６Ａ】ニワトリ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェ
ースを示す。
【図１６Ｂ】ニワトリ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェ
ースを示す。
【図１７Ａ】ブタ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１７Ｂ】ブタ仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフェース
を示す。
【図１８Ａ】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び
変更する方法を示すフロー図である。
【図１８Ｂ】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び
変更する方法を示すフロー図である。
【図１９】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
【図２０】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
【図２１】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
【図２２】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
【図２３】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
【図２４】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
【図２５】１つ以上のカメラによって検出された顔に基づいて仮想アバターを生成及び変
更する方法を示すフロー図である。
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【図２６Ａ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｂ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｃ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｄ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｅ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｆ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｇ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２６Ｈ】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユー
ザインタフェースを示す。
【図２７】顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び変更する方法を示すフロー図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下の説明は、例示的な方法、パラメータなどについて記載する。しかしながら、その
ような説明は、本開示の範囲に対する限定として意図されるものではなく、代わりに例示
的な実施形態の説明として提供されることを認識されたい。
【００３６】
　テキストコンテンツを含む、又はテキストコンテンツの代わりにマルチメディアコンテ
ンツを含むメッセージを送信すると、送信者のメッセージをより適切に伝達できる可能性
がある。例えば、仮想アバター（例えば、アニメーション又は静的な絵文字やステッカー
）などのマルチメディアコンテンツは、テキスト単独で通信するのが面倒な又は不可能な
コンテキスト及び／又はトーン（例えば、「非言語コミュニケーション」と呼ばれるもの
）を提供することができる。一部の場合には、所定の仮想アバターを使用して、このコン
テキスト及び／又はトーンの一部を提供することができる。しかしながら、所定のコンテ
ンツは、すべての状況をカバーすることができないか、又は微調整されたコンテキスト若
しくはトーンを提供することができない。したがって、メッセージの一部として仮想アバ
ターを生成、送信、及び受信するための効率的な方法及びインタフェースを提供する電子
デバイスが必要である。そのような技術は、メッセージを送受信するユーザの認識的負担
を軽減し、それにより、生産性を向上させることができる。更に、このような技法は、普
通なら冗長なユーザ入力に浪費されるプロセッサ及び電池の電力を低減させることができ
る。
【００３７】
　以下、図１Ａ～図１Ｂ、図２、図３、図４Ａ～図４Ｂ、及び図５Ａ～図５Ｂは、仮想ア
バターを生成、送信、及び受信するための技術を実行するための例示的なデバイスの説明
を提供する。図６Ａ～図６ＭＭ及び図７Ａ～図７Ｊは、仮想アバターを受信、生成、変更
、及び送信するための例示的なユーザインタフェースを示している。図８Ａ～図８Ｂ及び
図９Ａ～図９Ｂは、仮想アバターを受信、生成、変更、及び送信するための例示的な方法
を示すフロー図である。図６Ａ～図６ＭＭ及び図７Ａ～図７Ｊのユーザインタフェースは
、図８Ａ～図８Ｂ及び図９Ａ～図９Ｂのプロセスを含む後述するプロセスを示すために使
用される。図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図
１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、図１７Ａ～図１７Ｂ、及
び図２６Ａ～図２６Ｈは、いくつかの実施形態による、仮想アバターを生成及び変更する
ための例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図におけるユーザインタフェース



(61) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

は、図１８Ａ、図１８Ｂ、図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、図２４、図２５、
及び図２７におけるプロセスを含む、以下で説明するプロセスを例示するために使用され
る。図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ
～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、図１７Ａ～図１７Ｂ、及び図２
６Ａ～図２６Ｈのユーザインタフェース、並びに図１８Ａ、図１８Ｂ、図１９、図２０、
図２１、図２２、図２３、図２４、図２５、及び図２７のプロセスを使用して、図６Ａ～
図６ＭＭ及び図７Ａ～図７Ｊのインタフェース並びに図８Ａ～図８Ｂ及び図９Ａ～図９Ｂ
のプロセスで使用するための仮想アバターを生成することができる。
【００３８】
　以下の説明では、様々な要素について説明するために、「第１の」、「第２の」などの
用語を使用するが、これらの要素は、それらの用語によって限定されるべきではない。こ
れらの用語は、ある要素を別の要素と区別するためにのみ使用される。例えば、記載する
様々な実施形態の範囲から逸脱することなく、第１のタッチを第２のタッチと呼ぶことも
でき、同様に第２のタッチを第１のタッチと呼ぶこともできる。第１のタッチ及び第２の
タッチはどちらもタッチであるが、これらは同じタッチではない。
【００３９】
　本明細書に記載する様々な実施形態の説明で使用される術語は、特定の実施形態を説明
することのみを目的とし、限定的であることは意図されていない。記載する様々な実施形
態の説明及び添付の特許請求の範囲では、単数形の「ａ（１つ、一）」、「ａｎ（１つ、
一）」、及び「ｔｈｅ（その、この）」は、文脈上別途明白に記載しない限り、複数形も
同様に含むことが意図される。また、本明細書で使用されるとき、用語「及び／又は」は
、関連する列挙された項目のうちの１つ以上のいずれか及びすべての考えられる組み合わ
せを指し、かつこれを含むことを理解されたい。用語「ｉｎｃｌｕｄｅｓ（含む）」、「
ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（含む、備える）」、及び／又は
「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含む、備える）」は、本明細書で使用する場合、述べられた特
徴、整数、ステップ、動作、要素、及び／又は構成要素の存在を指定するが、１つ以上の
他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、及び／又はそれらのグループの存在
又は追加を除外しないことが更に理解されるであろう。
【００４０】
　「～の場合（if）」という用語は、任意選択的に、文脈に応じて、「～とき（when）」
若しくは「～とき（upon）」、又は「～と判定したことに応じて（in response to deter
mining）」若しくは「～を検出したことに応じて（in response to detecting）」を意味
すると解釈される。同様に、「～と判定された場合（if it is determined）」又は「［
記載の状態又はイベント］が検出された場合（if [a stated condition or event] is de
tected）」という語句は、任意選択的に、文脈に応じて、「～と判定したとき（upon det
ermining）」若しくは「～と判定したことに応じて（in response to determining）」、
又は「［記載の状態又はイベント］を検出したとき（upon detecting [the stated condi
tion or event]）」若しくは「［記載の状態又はイベント］を検出したことに応じて（in
 response to detecting [the stated condition or event]）」を意味すると解釈される
。
【００４１】
　電子デバイス、そのようなデバイス用のユーザインタフェース、及びそのようなデバイ
スを使用する関連するプロセスの実施形態が説明される。いくつかの実施形態では、デバ
イスは、ＰＤＡ機能及び／又は音楽プレーヤ機能などの他の機能も含む、携帯電話などの
ポータブル通信デバイスである。ポータブル多機能デバイスの例示的な実施形態としては
、カリフォルニア州クパチーノのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．からのｉＰｈｏｎｅ（登録商標）
、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、及びｉＰａｄ（登録商標）のデバイスが挙げられ
るが、これらに限定されない。任意選択的に、タッチ感知面を有するラップトップ又はタ
ブレットコンピュータ（例えば、タッチスクリーンディスプレイ及び／又はタッチパッド
）などの他のポータブル電子デバイスも使用される。また、いくつかの実施形態では、デ
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バイスはポータブル通信デバイスではなく、タッチ感知面を有するデスクトップコンピュ
ータ（例えば、タッチスクリーンディスプレイ及び／又はタッチパッド）であることも理
解されたい。
【００４２】
　以下の論考では、ディスプレイ及びタッチ感知面を含む電子デバイスについて説明する
。しかしながら、電子デバイスは、任意選択的に、物理キーボード、マウス、及び／又は
ジョイスティックなどの１つ以上の他の物理ユーザインタフェースデバイスを含むことを
理解されたい。
【００４３】
　このデバイスは、一般的に、描画アプリケーション、プレゼンテーションアプリケーシ
ョン、ワードプロセッシングアプリケーション、ウェブサイト作成アプリケーション、デ
ィスクオーサリングアプリケーション、スプレッドシートアプリケーション、ゲームアプ
リケーション、電話アプリケーション、テレビ会議アプリケーション、電子メールアプリ
ケーション、インスタントメッセージングアプリケーション、トレーニングサポートアプ
リケーション、写真管理アプリケーション、デジタルカメラアプリケーション、デジタル
ビデオカメラアプリケーション、ウェブブラウジングアプリケーション、デジタル音楽プ
レーヤアプリケーション、及び／又はデジタルビデオプレーヤアプリケーションのうちの
任意の１つ以上などの、様々なアプリケーションをサポートする。
【００４４】
　本デバイス上で実行される様々なアプリケーションは、タッチ感知面などの、少なくと
も１つの共通の物理ユーザインタフェースデバイスを、任意選択的に使用する。タッチ感
知面の１つ以上の機能、並びにデバイス上に表示される対応する情報は、アプリケーショ
ンごとに、及び／又はそれぞれのアプリケーション内で、任意選択的に、調節及び／又は
変更される。このように、デバイスの共通の物理アーキテクチャ（タッチ感知面など）は
、任意選択的に、ユーザにとって直観的かつ分かり易いユーザインタフェースを備える様
々なアプリケーションをサポートする。
【００４５】
　ここで、タッチ感知ディスプレイを備えるポータブルデバイスの実施形態に注意を向け
る。図１Ａは、いくつかの実施形態によるタッチ感知ディスプレイシステム１１２を有す
るポータブル多機能デバイス１００を示すブロック図である。タッチ感知ディスプレイ１
１２は、便宜上「タッチスクリーン」と呼ばれることがあり、「タッチ感知ディスプレイ
システム」として知られている又は呼ばれることがある。デバイス１００は、メモリ１０
２（任意選択的に、１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体を含む）、メモリコントローラ
１２２、１つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）１２０、周辺機器インタフェース１１８、Ｒ
Ｆ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、入出力
（Ｉ／Ｏ）サブシステム１０６、他の入力コントロールデバイス１１６、及び外部ポート
１２４を含む。デバイス１００は、任意選択的に、１つ以上の光センサ１６４を含む。デ
バイス１００は、任意選択的に、デバイス１００上の接触の強度を検出する１つ以上の接
触強度センサ１６５（例えば、デバイス１００のタッチ感知ディスプレイシステム１１２
などのタッチ感知面）を含む。デバイス１００は、任意選択的に、デバイス１００上で触
知出力を生成する（例えばデバイス１００のタッチ感知ディスプレイシステム１１２又は
デバイス３００のタッチパッド３５５などのタッチ感知面上で触知出力を生成する）１つ
以上の触知出力生成器１６７を含む。これらの構成要素は、任意選択的に、１つ以上の通
信バス又は信号ライン１０３を介して通信する。
【００４６】
　本明細書及び特許請求の範囲では、タッチ感知面上の接触の「強度」という用語は、タ
ッチ感知面上の接触（例えば、指の接触）の力若しくは圧力（単位面積当たりの力）、又
はタッチ感知面上の接触の力若しくは圧力に対する代理（プロキシ）を指す。接触の強度
は、少なくとも４つの別個の値を含み、より典型的には、数百の（例えば、少なくとも２
５６の）別個の値を含む、値の範囲を有する。接触の強度は、任意選択的に、様々な手法
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、及び様々なセンサ又はセンサの組合せを使用して、特定（又は測定）される。例えば、
タッチ感知面の下又はそれに隣接する１つ以上の力センサは、任意選択的に、タッチ感知
面上の様々なポイントにおける力を測定するために使用される。いくつかの実装形態では
、複数の力センサからの力測定値は、接触の推定される力を判定するために組み合わされ
る（例えば、加重平均）。同様に、スタイラスの感圧性先端部は、任意選択的に、タッチ
感知面上のスタイラスの圧力を特定するために使用される。あるいは、タッチ感知面上で
検出される接触エリアのサイズ及び／若しくはその変化、接触に近接するタッチ感知面の
電気容量及び／若しくはその変化、並びに／又は、接触に近接するタッチ感知面の抵抗及
び／若しくはその変化は、任意選択的に、タッチ感知面上の接触の力又は圧力の代替物と
して使用される。いくつかの実装形態では、接触の力又は圧力のための代替測定値は、強
度閾値を超えているかどうかを判定するために直接使用される（例えば、強度閾値は、代
替測定値に対応する単位で記述される）。いくつかの実装形態では、接触力又は圧力に対
する代理測定は、推定される力又は圧力に変換され、推定される力又は圧力は、強度閾値
を超過したかどうかを判定するために使用される（例えば、強度閾値は、圧力の単位で測
定される圧力閾値である）。接触の強度をユーザ入力の属性として使用することにより、
アフォーダンスを（例えば、タッチ感知ディスプレイ上に）表示するための、及び／又は
、ユーザ入力を（例えば、タッチ感知ディスプレイ、タッチ感知面、又は、ノブ若しくは
ボタンなどの物理的／機械的制御部を介して）受信するための面積が制限されている、低
減されたサイズのデバイス上で、通常であればユーザによってアクセスすることが不可能
であり得る追加のデバイス機能への、ユーザのアクセスが可能となる。
【００４７】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用されるように、用語「触知出力」は、ユーザの触覚
でユーザによって検出されることになる、デバイスの従前の位置に対するそのデバイスの
物理的変位、デバイスの構成要素（例えば、タッチ感知面）の、そのデバイスの別の構成
要素（例えば、筐体）に対する物理的変位、又は、デバイスの質量中心に対する構成要素
の変位を指す。例えば、デバイス又はデバイスの構成要素が、タッチに敏感なユーザの表
面（例えば、ユーザの手の指、手のひら、又は他の部分）に接触している状況では、物理
的変位によって生成された触知出力は、そのデバイス又はデバイスの構成要素の物理的特
性の認識される変化に相当する触感として、ユーザによって解釈されることになる。例え
ば、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディスプレイ又はトラックパッド）の移動は、ユ
ーザによって、物理アクチュエータボタンの「ダウンクリック」又は「アップクリック」
として、任意選択的に解釈される。いくつかの場合、ユーザの動作により物理的に押され
た（例えば、変位された）タッチ感知面に関連付けられた物理アクチュエータボタンの移
動がない時でさえ、ユーザは「ダウンクリック」又は「アップクリック」などの触感を感
じる。別の例として、タッチ感知面の移動は、タッチ感知面の平滑度に変化がない場合で
あっても、ユーザによって、そのタッチ感知面の「粗さ」として、任意選択的に解釈又は
感知される。そのようなユーザによるタッチの解釈は、ユーザの個人的な感覚認知に左右
されるが、大多数のユーザに共通する、多くのタッチの感覚認知が存在する。したがって
、触知出力が、ユーザの特定の感覚認知（例えば、「アップクリック」「ダウンクリック
」、「粗さ」）に対応するものと記述される場合、別途記載のない限り、生成された触知
出力は、典型的な（又は、平均的な）ユーザの記述された感覚認知を生成するデバイス、
又はデバイスの構成要素の物理的変位に対応する。
【００４８】
　デバイス１００は、ポータブル多機能デバイスの一例に過ぎず、デバイス１００は、任
意選択的に、示されているものよりも多くの構成要素又は少ない構成要素を有するもので
あり、任意選択的に、２つ以上の構成要素を組合せるものであり、又は、任意選択的に、
それらの構成要素の異なる構成若しくは配置を有するものであることを理解されたい。図
１Ａに示す様々な構成要素は、１つ以上の信号処理回路及び／又は特定用途向け集積回路
を含む、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアの両方の組合せ
で実施される。
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【００４９】
　メモリ１０２は、任意選択的に、高速ランダムアクセスメモリを含み、また任意選択的
に、１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデバイス、又は他の不揮発
性ソリッドステートメモリデバイスなどの不揮発性メモリを含む。メモリコントローラ１
２２は、任意選択的に、デバイス１００の他の構成要素によるメモリ１０２へのアクセス
を制御する。
【００５０】
　周辺機器インタフェース１１８は、デバイスの入力及び出力周辺機器をＣＰＵ１２０及
びメモリ１０２に結合するために使用することができる。１つ以上のプロセッサ１２０は
、メモリ１０２に記憶された様々なソフトウェアプログラム及び／又は命令セットを動作
させる、又は実行して、デバイス１００のための様々な機能を実行し、データを処理する
。いくつかの実施形態では、周辺機器インタフェース１１８、ＣＰＵ１２０、及びメモリ
コントローラ１２２は、任意選択的に、チップ１０４などの単一のチップ上で実施される
。いくつかの他の実施形態では、それらは別々のチップ上に任意選択的に実装される。
【００５１】
　ＲＦ（radio frequency）（無線周波数）回路１０８は、電磁信号とも呼ばれるＲＦ信
号を送受信する。ＲＦ回路１０８は、電気信号を電磁信号に、又は電磁信号を電気信号に
変換し、電磁信号を介して通信ネットワーク及び他の通信デバイスと通信する。ＲＦ回路
１０８は、任意選択的に、これらの機能を実行するための周知の回路を含み、それらの回
路としては、限定するものではないが、アンテナシステム、ＲＦ送受信機、１つ以上の増
幅器、同調器、１つ以上の発振器、デジタル信号プロセッサ、ＣＯＤＥＣチップセット、
加入者識別モジュール（subscriber identity module、ＳＩＭ）カード、メモリなどが挙
げられる。ＲＦ回路１０８は、任意選択的に、ワールドワイドウェブ（World Wide Web、
ＷＷＷ）とも呼ばれるインターネット、イントラネット、並びに／又はセルラー電話ネッ
トワーク、無線ローカルエリアネットワーク（local area network、ＬＡＮ）及び／若し
くはメトロポリタンエリアネットワーク（metropolitan area network、ＭＡＮ）などの
無線ネットワークなどのネットワークと、また他のデバイスと、無線通信によって通信す
る。ＲＦ回路１０８は、任意選択的に、短距離通信無線機などによって近距離通信（near
 field communication、ＮＦＣ）フィールドを検出するよく知られている回路を含む。無
線通信は、複数の通信規格、通信プロトコル、及び通信技術のうちのいずれかを任意選択
的に使用し、それらの通信規格、通信プロトコル、及び通信技術としては、移動通信用の
グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、拡張データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ）、高速
ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケットアクセス（Ｈ
ＳＵＰＡ）、エボリューション、Ｄａｔａ－Ｏｎｌｙ（ＥＶ－ＤＯ）、ＨＳＰＡ、ＨＳＰ
Ａ＋、２重セルＨＳＰＡ（ＤＣ－ＨＳＰＤＡ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ
）、近距離無線通信（ＮＦＣ）、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、符号分割多
元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬＥ）、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅ
ｌｉｔｙ（Ｗｉ－Ｆｉ）（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ　
８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｎ、及び／又はＩ
ＥＥＥ　８０２．１１ａｃ）、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、
Ｗｉ－ＭＡＸ、電子メール用のプロトコル（例えば、インターネットメッセージアクセス
プロトコル（ＩＭＡＰ）及び／又はポストオフィスプロトコル（ＰＯＰ））、インスタン
トメッセージング（例えば、拡張可能メッセージング及びプレゼンスプロトコル（ＸＭＰ
Ｐ）、インスタントメッセージング及びプレゼンレバレッジ拡張のためのセッション開始
プロトコル（ＳＩＭＰＬＥ）、インスタントメッセージング及びプレゼンスサービス（Ｉ
ＭＰＳ））、及び／又はショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、又は本文書の出願日現
在までにまだ開発されていない通信プロトコルを含む任意の他の好適な通信プロトコルが
挙げられるが、これらに限定されない。
【００５２】
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　オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、及びマイクロフォン１１３は、ユーザとデバ
イス１００との間のオーディオインタフェースを提供する。オーディオ回路１１０は、周
辺機器インタフェース１１８からオーディオデータを受信し、このオーディオデータを電
気信号に変換し、この電気信号をスピーカ１１１に伝送する。スピーカ１１１は、電気信
号を人間の可聴音波に変換する。また、オーディオ回路１１０は、マイクロフォン１１３
によって音波から変換された電気信号を受信する。オーディオ回路１１０は、電気信号を
オーディオデータに変換し、このオーディオデータを処理のために周辺機器インタフェー
ス１１８に伝送する。オーディオデータは、任意選択的に、周辺機器インタフェース１１
８によって、メモリ１０２及び／若しくはＲＦ回路１０８から取得され、かつ／又はメモ
リ１０２及び／若しくはＲＦ回路１０８に伝送される。いくつかの実施形態では、オーデ
ィオ回路１１０はまた、ヘッドセットジャック（例えば、図２の２１２）を含む。ヘッド
セットジャックは、オーディオ回路１１０と、出力専用ヘッドホン又は出力（例えば片耳
又は両耳用のヘッドホン）及び入力（例えばマイクロフォン）の両方を有するヘッドセッ
トなどの着脱可能なオーディオ入出力周辺機器との間のインタフェースを提供する。
【００５３】
　Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、タッチスクリーン１１２及び他の入力コントロールデバ
イス１１６などのデバイス１００上の入出力周辺機器を、周辺機器インタフェース１１８
に結合する。Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、任意選択的に、ディスプレイコントローラ１
５６、光センサコントローラ１５８、深度カメラコントローラ１６９、強度センサコント
ローラ１５９、触覚フィードバックコントローラ１６１、及び、他の入力デバイス若しく
は制御デバイス用の１つ以上の入力コントローラ１６０を含む。１つ以上の入力コントロ
ーラ１６０は、他の入力コントロールデバイス１１６からの電気信号の受信／他の入力コ
ントロールデバイス１１６への電気信号の送信を行う。他の入力コントロールデバイス１
１６は、任意選択的に、物理ボタン（例えば、プッシュボタン、ロッカボタンなど）、ダ
イヤル、スライダスイッチ、ジョイスティック、クリックホイールなどを含む。いくつか
の代替実施形態では、入力コントローラ１６０は、任意選択的に、キーボード、赤外線ポ
ート、ＵＳＢポート、及びマウスなどのポインタデバイスのうちのいずれかに結合される
（又はいずれにも結合されない）。１つ以上のボタン（例えば、図２の２０８）は、任意
選択的に、スピーカ１１１及び／又はマイクロフォン１１３の音量コントロールのための
上下ボタンを含む。１つ以上のボタンは、任意選択的に、プッシュボタン（例えば、図２
の２０６）を含む。
【００５４】
　全体として参照により本明細書に組み込まれている、２００５年１２月２３日出願の米
国特許出願第１１／３２２，５４９号、「Ｕｎｌｏｃｋｉｎｇ　ａ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｂｙ
　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　ｏｎ　ａｎ　Ｕｎｌｏｃｋ　Ｉｍａｇｅ」
、米国特許第７，６５７，８４９号に記載されているように、プッシュボタンの素早い押
下は、任意選択的に、タッチスクリーン１１２のロックを係合解除し、又は任意選択的に
、タッチスクリーン上のジェスチャを使用してデバイスをアンロックするプロセスを開始
する。プッシュボタン（例えば、２０６）のより長い押下は、任意選択的に、デバイス１
００への電力をオン又はオフにする。ボタンのうちの１つ以上の機能性は、任意選択的に
、ユーザによってカスタマイズ可能である。タッチスクリーン１１２は、仮想又はソフト
ボタン及び１つ以上のソフトキーボードを実施するために使用される。
【００５５】
　タッチ感知ディスプレイ１１２は、デバイスとユーザとの間の入力インタフェース及び
出力インタフェースを提供する。ディスプレイコントローラ１５６は、タッチスクリーン
１１２からの電気信号の受信及び／又はタッチスクリーン１１２への電気信号の送信を行
う。タッチスクリーン１１２は、ユーザに対して視覚出力を表示する。この視覚出力は、
グラフィック、テキスト、アイコン、ビデオ、及びそれらの任意の組合せ（総称して「グ
ラフィック」）を任意選択的に含む。いくつかの実施形態では、視覚出力の一部又はすべ
ては、任意選択的に、ユーザインタフェースオブジェクトに対応する。
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【００５６】
　タッチスクリーン１１２は、触覚及び／又は触知接触に基づいてユーザからの入力を受
信するタッチ感知面、センサ、又は１組のセンサを有する。タッチスクリーン１１２及び
ディスプレイコントローラ１５６は（あらゆる関連モジュール及び／又はメモリ１０２内
の命令セットとともに）、タッチスクリーン１１２上の接触（及び接触のあらゆる動き又
は中断）を検出し、検出した接触を、タッチスクリーン１１２上に表示されるユーザイン
タフェースオブジェクトとの対話（例えば、１つ以上のソフトキー、アイコン、ウェブペ
ージ、又は画像）に変換する。例示的な実施形態では、タッチスクリーン１１２とユーザ
との間の接触点は、ユーザの指に対応する。
【００５７】
　タッチスクリーン１１２は、任意選択的に、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）技術、ＬＰＤ
（発光ポリマーディスプレイ）技術、又はＬＥＤ（発光ダイオード）技術を使用するが、
他の実施形態では、他のディスプレイ技術も使用される。タッチスクリーン１１２及びデ
ィスプレイコントローラ１５６は、任意選択的に、それだけに限定されるものではないが
、容量性、抵抗性、赤外線、及び表面音波の技術、並びにタッチスクリーン１１２との１
つ以上の接触点を判定する他の近接センサアレイ又は他の要素を含む、現在知られている
又は今後開発される複数のタッチ感知技術のうちのいずれかを使用して、接触及びそのあ
らゆる動き又は中断を検出する。例示的な実施形態では、カリフォルニア州クパチーノの
Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．からのｉＰｈｏｎｅ（登録商標）及びｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録
商標）に見られるものなどの、投影型相互静電容量感知技術が使用される。
【００５８】
　タッチスクリーン１１２のいくつかの実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、任
意選択的に、それぞれ全体として参照により本明細書に組み込まれている、米国特許第６
，３２３，８４６号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、第６，５７０，５５７号（Ｗｅｓｔｅｒ
ｍａｎら）、及び／若しくは第６，６７７，９３２号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎ）、並びに／
又は米国特許公報第２００２／００１５０２４Ａ１号という米国特許に記載されているマ
ルチタッチ感知タッチパッドに類似している。しかしながら、タッチスクリーン１１２は
デバイス１００からの視覚出力を表示するのに対して、タッチ感知タッチパッドは視覚出
力を提供しない。
【００５９】
　タッチスクリーン１１２のいくつかの実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、（
１）２００６年５月２日出願の米国特許出願第１１／３８１，３１３号、「Ｍｕｌｔｉｐ
ｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ」、（２）２００４年５
月６日出願の米国特許出願第１０／８４０，８６２号、「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕ
ｃｈｓｃｒｅｅｎ」、（３）２００４年７月３０日出願の米国特許出願第１０／９０３，
９６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（４）２００５年１月３１日出願の米国特許出願第１１／０４８，
２６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（５）２００５年１月１８日出願の米国特許出願第１１／０３８，
５９０号、「Ｍｏｄｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（６
）２００５年９月１６日出願の米国特許出願第１１／２２８，７５８号、「Ｖｉｒｔｕａ
ｌ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｏｎ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅ
ｅｎ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（７）２００５年９月１６日出願の米国特許出
願第１１／２２８，７００号、「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ａ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｗ
ｉｔｈ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（８）２００５年９月
１６日出願の米国特許出願第１１／２２８，７３７号、「Ａｃｔｉｖａｔｉｎｇ　Ｖｉｒ
ｔｕａｌ　Ｋｅｙｓ　Ｏｆ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ－Ｓｃｒｅｅｎ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｋｅｙｂ
ｏａｒｄ」、及び（９）２００６年３月３日出願の米国特許出願第１１／３６７，７４９
号、「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」という
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出願に記載されている。これらの出願はすべて、全体として参照により本明細書に組み込
まれている。
【００６０】
　タッチスクリーン１１２は、任意選択的に、１００ｄｐｉを超えるビデオ解像度を有す
る。いくつかの実施形態では、タッチスクリーンは、約１６０ｄｐｉのビデオ解像度を有
する。ユーザは、任意選択的に、スタイラス、指などの任意の適した物体又は付属物を使
用して、タッチスクリーン１１２に接触する。いくつかの実施形態では、ユーザインタフ
ェースは、指ベースの接触及びジェスチャを主に扱うように設計されるが、これは、タッ
チスクリーン上の指の接触面積がより大きいため、スタイラスベースの入力ほど精密でな
い可能性がある。いくつかの実施形態では、デバイスは、指に基づく粗い入力を、ユーザ
によって所望されているアクションを実行するための、正確なポインタ／カーソルの位置
又はコマンドに変換する。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、タッチスクリーンに加えて、デバイス１００は、任意選択的
に、特定の機能をアクティブ化又は非アクティブ化するためのタッチパッドを含む。いく
つかの実施形態では、タッチパッドは、タッチスクリーンとは異なり、視覚出力を表示し
ない、装置のタッチ感知エリアである。タッチパッドは、任意選択的に、タッチスクリー
ン１１２又はタッチスクリーンによって形成されるタッチ感知面の拡張部とは別個のタッ
チ感知面である。
【００６２】
　デバイス１００は、また、様々なコンポーネントに電力を供給する電力システム１６２
を含む。電力システム１６２は、任意選択的に、電力管理システム、１つ以上の電源（例
えば、バッテリ、交流（ＡＣ））、再充電システム、停電検出回路、電力コンバータ又は
インバータ、電力状態インジケータ（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））、並びにポー
タブルデバイス内での電力の生成、管理、及び分配に関連付けられた任意の他の構成要素
を含む。
【００６３】
　また、デバイス１００は、任意選択的に、１つ以上の光センサ１６４を含む。図１Ａは
、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の光センサコントローラ１５８に結合された光センサを示
す。光センサ１６４は、任意選択的に、電荷結合デバイス（charge-coupled device、Ｃ
ＣＤ）又は相補的金属酸化膜半導体（complementary metal-oxide semiconductor、ＣＭ
ＯＳ）フォトトランジスタを含む。光センサ１６４は、１つ以上のレンズを通って投影さ
れた環境からの光を受信し、その光を、画像を表すデータに変換する。光センサ１６４は
、撮像モジュール１４３（カメラモジュールとも呼ばれる）と連動して、任意選択的に、
静止画像又はビデオをキャプチャする。いくつかの実施形態では、光センサは、デバイス
の前面にあるタッチスクリーンディスプレイ１１２とは反対に、デバイス１００の裏面に
位置し、したがってタッチスクリーンディスプレイは、静止画像及び／又はビデオ画像の
取得のためのビューファインダとして使用することが有効である。いくつかの実施形態で
は、光センサは、デバイスの前面には位置し、したがってユーザの画像が、任意選択的に
、テレビ会議のために入手され、ユーザは、他のテレビ会議参加者をタッチスクリーンデ
ィスプレイ上で見る。いくつかの実施形態では、光センサ１６４の位置は、ユーザによっ
て（例えば、デバイスハウジング内でレンズ及びセンサを回転させることによって）変更
することができ、したがって単一の光センサ１６４が、タッチスクリーンディスプレイと
ともに、テレビ会議にも静止画像及び／又はビデオ画像の取得にも使用される。
【００６４】
　デバイス１００はまた、任意選択的に、１つ以上の深度カメラセンサ１７５を含む。図
１Ａは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の深度カメラコントローラ１６９に結合された深度
カメラセンサを示す。深度カメラセンサ１７５は、環境からデータを受信して、視点（例
えば、深度カメラセンサ）からのシーン内の対象物（例えば、顔面）の３次元モデルを作
成する。いくつかの実施形態では、撮像モジュール１４３（カメラモジュールとも呼ばれ
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るもの）と連携して、深度カメラセンサ１７５は、任意選択的に、撮像モジュール１４３
によってキャプチャされた画像の種々の部分の深度マップを決定するために使用される。
いくつかの実施形態では、ユーザが他のテレビ会議参加者をタッチスクリーンディスプレ
イ上で見ている間に、深度情報を有するユーザの画像が、任意選択的に、テレビ会議のた
めに取得されるように、及び、深度マップデータを有する自撮り画像をキャプチャするよ
うに、デバイス１００の前面に深度カメラセンサが配置されている。いくつかの実施形態
では、深度カメラセンサ１７５は、デバイスの背面に、あるいはデバイス１００の背面及
び前面に配置されている。いくつかの実施形態では、深度カメラセンサ１７５の位置は、
ユーザによって（例えば、機器筐体内のレンズ及びセンサを回転させることによって）変
更することができ、それにより、深度カメラセンサ１７５は、タッチスクリーンディスプ
レイとともに、テレビ会議並びに静止画像及び／又はビデオ画像の取得の双方のために使
用される。
【００６５】
　一部の実施形態では、深度マップ（例えば、深度マップ画像）は、視点（例えば、カメ
ラ、光センサ、深度カメラセンサ）からのシーン内の対象物の距離に関する情報（例えば
、値）を含む。深度マップの一実施形態では、各深度ピクセルは、その対応する２次元ピ
クセルが位置している、その視点のＺ軸における位置を定義するものである。一部の実施
形態では、深度マップはピクセルで構成されており、各ピクセルは、値（例えば、０～２
５５）によって定義される。例えば、値「０」は、「３次元」シーン内で最も遠い場所に
位置しているピクセルを表し、値「２５５」は、その「３次元」シーン内で視点（例えば
、カメラ、光センサ、深度カメラセンサ）の最も近くに位置しているピクセルを表す。他
の実施形態では、深度マップは、シーン内の対象物と視点の平面との間の距離を表す。一
部の実施形態では、深度マップは、深度カメラから見た、関心対象物の様々な特徴部の相
対深度（例えば、ユーザの顔面の目、鼻、口、耳の相対深度）に関する情報を含む。一部
の実施形態では、深度マップは、ｚ方向での関心対象物の輪郭をデバイスが決定すること
を可能にする、情報を含む。
【００６６】
　また、デバイス１００は、任意選択的に、１つ以上の接触強度センサ１６５を含む。図
１Ａは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の強度センサコントローラ１５９に結合された、接
触強度センサを示す。接触強度センサ１６５は、任意選択的に、１つ以上のピエゾ抵抗歪
みゲージ、容量性力センサ、電気力センサ、圧電力センサ、光学力センサ、容量性タッチ
感知面、又は他の強度センサ（例えば、タッチ感知面上の接触の力（若しくは圧力）を測
定するために使用されるセンサ）を含む。接触強度センサ１６５は、接触強度情報（例え
ば、圧力情報又は圧力情報に対するプロキシ）を環境から受信する。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの接触強度センサは、タッチ感知面（例えばタッチ感知ディスプレ
イシステム１１２）と並置される、又はそれに近接している。いくつかの実施形態では、
少なくとも１つの接触強度センサは、デバイス１００の前面に位置するタッチスクリーン
ディスプレイ１１２とは反対に、デバイス１００の裏面に位置する。
【００６７】
　また、デバイス１００は、任意選択的に、１つ以上の近接センサ１６６を含む。図１Ａ
は、周辺機器インタフェース１１８と結合された近接センサ１６６を示す。代わりに、近
接センサ１６６は、任意選択的に、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６
０に結合される。近接センサ１６６は、任意選択的に、全体として参照により本明細書に
組み込まれている、米国特許出願第１１／２４１，８３９号、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄ
ｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」、第１１／２４０，７８８号
、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」
第１１／６２０，７０２号、「Ｕｓｉｎｇ　Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｅｎｓｏｒ
　Ｔｏ　Ａｕｇｍｅｎｔ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｏｕｔｐｕｔ」、第１１
／５８６，８６２号、「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｏ　Ａｎｄ　Ｓｅｎ
ｓｉｎｇ　Ｏｆ　Ｕｓｅｒ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｉｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ



(69) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

ｓ」、及び同第１１／６３８，２５１号、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
Ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａ
ｌｓ」で説明されるように機能するものであり、これらの出願は、全体が参照により本明
細書に組み込まれる。いくつかの実施形態では、近接センサは、多機能デバイスがユーザ
の耳付近に配置されたとき（例えば、ユーザが電話をかけているとき）、タッチスクリー
ン１１２をオフにして無効化する。
【００６８】
　また、デバイス１００は、任意選択的に、１つ以上の触知出力生成器１６７を含む。図
１Ａは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の触覚フィードバックコントローラ１６１に結合さ
れた、触知出力生成器を示す。触知出力生成器１６７は、任意選択的に、スピーカ若しく
は他のオーディオ構成要素などの１つ以上の電気音響デバイス、及び／又はモータ、ソレ
ノイド、電気活性ポリマー、圧電アクチュエータ、静電アクチュエータ、若しくは他の触
知出力生成構成要素（例えば、デバイス上で電気信号を触知出力に変換する構成要素）な
どのエネルギを直線の動きに変換する電気機械デバイスを含む。接触強度センサ１６５は
、触覚フィードバックモジュール１３３から触知フィードバック生成命令を受信し、デバ
イス１００のユーザが感知することが可能な触知出力をデバイス１００上に生成する。い
くつかの実施形態では、少なくとも１つの触知出力生成器は、タッチ感知面（例えば、タ
ッチ感知ディスプレイシステム１１２）に配置されているか、又はそれに近接しており、
任意選択的に、タッチ感知面を垂直方向（例えば、デバイス１００の表面の内／外）に、
又は水平方向（例えば、デバイス１００の表面と同じ平面内の前後）に動かすことによっ
て、触知出力を生成する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの触知出力生成器セ
ンサは、デバイス１００の前面に位置するタッチスクリーンディスプレイ１１２とは反対
に、デバイス１００の裏面に位置する。
【００６９】
　また、デバイス１００は、任意選択的に、１つ以上の加速度計１６８を含む。図１Ａは
、周辺機器インタフェース１１８に結合された加速度計１６８を示す。代わりに、加速度
計１６８は、任意選択的に、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に結
合される。加速度計１６８は、任意選択的に、どちらも全体として参照により本明細書に
組み込まれている、米国特許公開第２００５０１９００５９号、「Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉ
ｏｎ－ｂａｓｅｄ　Ｔｈｅｆｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｐｏｒｔ
ａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、及び米国特許公開第２００６００
１７６９２号、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ａｎ　Ａｃｃｅ
ｌｅｒｏｍｅｔｅｒ」に記載されているように機能する。いくつかの実施形態では、情報
は、１つ以上の加速度計から受信したデータの分析に基づいて、ポートレートビュー又は
ランドスケープビューでタッチスクリーンディスプレイ上に表示される。デバイス１００
は、加速度計（単数又は複数）１６８に加えて、磁気計並びにデバイス１００の位置及び
向き（例えば、縦方向又は横方向）に関する情報を取得するためのＧＰＳ（又はＧＬＯＮ
ＡＳＳ又は他のグローバルナビゲーションシステム）受信機を任意選択的に含む。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、メモリ１０２内に記憶されているソフトウェア構成要素は、
オペレーティングシステム１２６、通信モジュール（又は命令セット）１２８、接触／動
きモジュール（又は命令セット）１３０、グラフィックモジュール（又は命令セット）１
３２、テキスト入力モジュール（又は命令セット）１３４、全地球測位システム（Global
 Positioning System、ＧＰＳ）モジュール（又は命令セット）１３５、及びアプリケー
ション（又は命令セット）１３６を含む。更に、いくつかの実施形態では、メモリ１０２
（図１Ａ）又は３７０（図３）は、図１Ａ及び図３に示すように、デバイス／グローバル
内部状態１５７を記憶する。デバイス／グローバル内部状態１５７は、現在アクティブ状
態のアプリケーションがある場合に、どのアプリケーションがアクティブであるかを示す
、アクティブアプリケーション状態、どのアプリケーション、ビュー、又は他の情報がタ
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ッチスクリーンディスプレイ１１２の様々な領域を占有しているかを示すディスプレイ状
態、デバイスの様々なセンサ及び入力コントロールデバイス１１６から入手した情報を含
むセンサ状態、並びにデバイスの場所及び／又は姿勢に関する場所情報のうちの１つ以上
を含む。
【００７１】
　オペレーティングシステム１２６（例えば、Ｄａｒｗｉｎ（登録商標）、ＲＴＸＣ（登
録商標）、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ　Ｘ（登録商標）、ｉ
ＯＳ（登録商標）、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、又はＶｘＷｏｒｋｓ（登録商標）など
の組み込み型オペレーティングシステム）は、通常のシステムタスク（例えば、メモリ管
理、記憶デバイスの制御、電力管理など）を制御及び管理する様々なソフトウェア構成要
素及び／又はドライバを含み、様々なハードウェアとソフトウェア構成要素との間の通信
を容易にする。
【００７２】
　通信モジュール１２８は、１つ以上の外部ポート１２４を介して他のデバイスとの通信
を容易にし、ＲＦ回路１０８及び／又は外部ポート１２４が受信したデータを処理するた
めの様々なソフトウェア構成要素をも含む。外部ポート１２４（例えばユニバーサルシリ
アルバス（Universal Serial Bus、ＵＳＢ）、ＦＩＲＥＷＩＲＥ（登録商標）など）は、
直接的に、又はネットワーク（例えばインターネット、無線ＬＡＮなど）を介して間接的
に、他のデバイスに連結するように適合されている。いくつかの実施形態では、外部ポー
トは、ｉＰｏｄ（登録商標）（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）デバイス上で使用される３
０ピンコネクタと同じ若しくは類似であり、かつ／又はそれに適合しているマルチピン（
例えば、３０ピン）コネクタである。
【００７３】
　接触／動きモジュール１３０は、任意選択的に、タッチスクリーン１１２（ディスプレ
イコントローラ１５６と連動して）及び他のタッチ感知デバイス（例えば、タッチパッド
又は物理クリックホイール）との接触を検出する。接触／動きモジュール１３０は、接触
が生じたかを判定すること（例えば、指を下ろすイベントを検出すること）、接触の強度
（例えば、接触の力若しくは圧力、又は接触の力若しくは圧力の代替物）を判定すること
、接触の移動が存在するかを判定し、タッチ感知面を横断する移動を追跡すること（例え
ば、指をドラッグする１つ以上のイベントを検出すること）、及び接触が停止したかを判
定すること（例えば、指を上げるイベント又は接触の中断を検出すること）などの、接触
の検出に関する様々な動作を実行する、様々なソフトウェア構成要素を含む。接触／動き
モジュール１３０は、タッチ感知面から接触データを受信する。一連の接触データによっ
て表される、接触点の移動を判定することは、任意選択的に、接触点の速さ（大きさ）、
速度（大きさ及び方向）、及び／又は加速度（大きさ及び／又は方向の変化）を判定する
ことを含む。これらの動作は、任意選択的に、単一の接触（例えば、１本の指の接触）又
は複数の同時接触（例えば、「マルチタッチ」／複数の指の接触）に適用される。いくつ
かの実施形態では、接触／動きモジュール１３０及びディスプレイコントローラ１５６は
、タッチパッド上の接触を検出する。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、接触／動きモジュール１３０は、１つ以上の強度閾値のセッ
トを使用して、ユーザによって操作が実行されたかどうかを判定する（例えば、ユーザが
アイコン上で「クリック」したかどうかを判定する）。いくつかの実施形態では、強度閾
値の少なくとも１つのサブセットが、ソフトウェアパラメータに従って判定される（例え
ば、強度閾値は、特定の物理アクチュエータのアクティブ化閾値によって判定されるので
はなく、デバイス１００の物理ハードウェアを変化させることなく調整することができる
）。例えば、トラックパッド又はタッチスクリーンディスプレイのマウス「クリック」閾
値は、トラックパッド又はタッチスクリーンディスプレイハードウェアを変化させること
なく、広範囲の所定の閾値のうちのいずれかに設定することができる。加えて、いくつか
の実装形態では、デバイスのユーザは、１組の強度閾値の１つ以上を調整するソフトウェ
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ア設定が提供される（例えば、システムレベルのクリック「強度」パラメータによって、
個々の強度閾値を調整すること、及び／又は複数の強度閾値を一度に調整することによる
）。
【００７５】
　接触／動きモジュール１３０は、任意選択的に、ユーザによるジェスチャ入力を検出す
る。タッチ感知面上の異なるジェスチャは、異なる接触パターンを有する（例えば検出さ
れる接触の動き、タイミング、及び／又は強度が異なる）。したがって、ジェスチャは、
任意選択的に、特定の接触パターンを検出することによって検出される。例えば、指タッ
プジェスチャを検出することは、指ダウンイベントを検出し、それに続いて指ダウンイベ
ントと同じ位置（又は実質上同じ位置）（例えば、アイコンの位置）で指アップ（リフト
オフ）イベントを検出することを含む。別の例として、タッチ感知面上で指スワイプジェ
スチャを検出することは、指ダウンイベントを検出し、それに続いて１つ以上の指ドラッ
グイベントを検出し、その後それに続いて指アップ（リフトオフ）イベントを検出するこ
とを含む。
【００７６】
　グラフィックモジュール１３２は、表示されるグラフィックの視覚的な影響（例えば、
輝度、透明度、彩度、コントラスト、又は他の視覚的特性）を変化させる構成要素を含め
て、タッチスクリーン１１２又は他のディスプレイ上にグラフィックをレンダリング及び
表示する様々な知られているソフトウェア構成要素を含む。本明細書では、「グラフィッ
ク」という用語は、それだけに限定されるものではないが、文字、ウェブページ、アイコ
ン（ソフトキーを含むユーザインタフェースオブジェクトなど）、デジタル画像、ビデオ
、アニメーションなどを含む、ユーザに表示することができる任意のオブジェクトを含む
。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、グラフィックモジュール１３２は、使用されることになるグ
ラフィックを表すデータを記憶する。各グラフィックには、任意選択的に、対応するコー
ドが割り当てられる。グラフィックモジュール１３２は、アプリケーションなどから、必
要に応じて、座標データ及び他のグラフィック特性データとともに、表示されることとな
るグラフィックを指定する１つ以上のコードを受信し、次にディスプレイコントローラ１
５６に出力するスクリーンの画像データを生成する。
【００７８】
　触覚フィードバックモジュール１３３は、デバイス１００とのユーザ対話に応じて、デ
バイス１００上の１つ以上の場所で触知出力を生成するために、触知出力生成器（単数又
は複数）１６７によって使用される命令を生成するための、様々なソフトウェア構成要素
を含む。
【００７９】
　テキスト入力モジュール１３４は任意選択的に、グラフィックモジュール１３２の構成
要素であり、様々なアプリケーション（例えば、連絡先１３７、電子メール１４０、ＩＭ
１４１、ブラウザ１４７、及びテキスト入力を必要とする任意の他のアプリケーション）
においてテキストを入力するための、ソフトキーボードを提供する。
【００８０】
　ＧＰＳモジュール１３５は、デバイスの位置を判定し、この情報を様々なアプリケーシ
ョンで使用するために（例えば、位置に基づくダイヤル発呼で使用するために電話１３８
へ、画像／ビデオのメタデータとしてカメラ１４３へ、並びに、気象ウィジェット、地域
のイエローページウィジェット、及び地図／ナビゲーションウィジェットなどの、位置に
基づくサービスを提供するアプリケーションへ）提供する。
【００８１】
　アプリケーション１３６は、任意選択的に、以下のモジュール（又は命令セット）又は
それらのサブセット若しくはスーパーセットを含む。
　●連絡先モジュール１３７（アドレス帳又は連絡先リストと称されることもある）、
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　●電話モジュール１３８、
　●テレビ会議モジュール１３９、
　●電子メールクライアントモジュール１４０、
　●インスタントメッセージング（Instant messaging）（ＩＭ）モジュール１４１、
　●トレーニングサポートモジュール１４２、
　●静止画像及び／又はビデオ画像用のカメラモジュール１４３、
　●画像管理モジュール１４４、
　●ビデオプレーヤモジュール、
　●音楽プレーヤモジュール、
　●ブラウザモジュール１４７、
　●カレンダモジュール１４８、
　●気象ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット１４９－２、計算機ウィジェット１
４９－３、アラーム時計ウィジェット１４９－４、辞書ウィジェット１４９－５、及びユ
ーザによって取得された他のウィジェット、並びにユーザ作成ウィジェット１４９－６の
うちの１つ以上を任意選択的に含む、ウィジェットモジュール１４９、
　●ユーザ作成ウィジェット１４９－６を作成するためのウィジェットクリエータモジュ
ール１５０、
　●検索モジュール１５１、
　●ビデオプレーヤモジュール及び音楽プレーヤモジュールを統合した、ビデオ及びミュ
ージックプレーヤモジュール１５２、
　●メモモジュール１５３、
　●地図モジュール１５４、及び／又は
　●オンラインビデオモジュール１５５。
【００８２】
　任意選択的にメモリ１０２に記憶される他のアプリケーション１３６の例としては、他
のワードプロセッシングアプリケーション、他の画像編集アプリケーション、描画アプリ
ケーション、プレゼンテーションアプリケーション、ＪＡＶＡ（登録商標）対応アプリケ
ーション、暗号化、デジタル著作権管理、音声認識、及び音声複製が挙げられる。
【００８３】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連動して、
連絡先モジュール１３７は、任意選択的に、アドレス帳に名前（単数又は複数）を追加す
ること、アドレス帳から名前（単数又は複数）を削除すること、電話番号（単数又は複数
）、電子メールアドレス（単数又は複数）、住所（単数又は複数）、又は他の情報を名前
に関連付けること、画像を名前に関連付けること、名前を分類して並べ替えること、電話
番号又は電子メールアドレスを提供して、電話１３８、テレビ会議モジュール１３９、電
子メール１４０、又はＩＭ１４１による通信を開始及び／又は促進することなどを含めて
、アドレス帳又は連絡先リスト（例えば、メモリ１０２又はメモリ３７０内の連絡先モジ
ュール１３７のアプリケーション内部状態１９２内に記憶される）を管理するために使用
される。
【００８４】
　ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１３０
、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連動して、電話
モジュール１３８は、任意選択的に、電話番号に対応する文字シーケンスの入力、連絡先
モジュール１３７内の１つ以上の電話番号へのアクセス、入力された電話番号の修正、そ
れぞれの電話番号のダイヤル、会話の実施、会話が終了したときの通話停止又はハングア
ップのために使用される。前述したように、無線通信は、任意選択的に、複数の通信規格
、プロトコル、及び技術のうちのいずれかを使用する。
【００８５】
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　ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光センサコ
ントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキ
スト入力モジュール１３４、連絡先モジュール１３７、及び電話モジュール１３８と連動
して、テレビ会議モジュール１３９は、ユーザ命令に従ってユーザと１人以上の他の参加
者との間のテレビ会議を開始、実行、及び終了するための実行可能な命令を含む。
【００８６】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連動して、電子メールクライアントモジュール１４０は、ユーザ命令に応じて電子
メールを作成、送信、受信、及び管理するための実行可能な命令を含む。画像管理モジュ
ール１４４と連動して、電子メールクライアントモジュール１４０は、カメラモジュール
１４３で撮影された静止画像又はビデオ画像を有する電子メールの作成及び送信を非常に
容易にする。
【００８７】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連動して、インスタントメッセージングモジュール１４１は、インスタントメッセ
ージに対応する文字シーケンスの入力、以前に入力された文字の修正、それぞれのインス
タントメッセージの送信（例えば、電話通信ベースのインスタントメッセージ向けのショ
ートメッセージサービス（Short Message Service、ＳＭＳ）若しくはマルチメディアメ
ッセージサービス（Multimedia Message Service、ＭＭＳ）プロトコル、又はインターネ
ットベースのインスタントメッセージ向けのＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ、若しくはＩＭＰＳ
を使用する）、インスタントメッセージの受信、及び受信したインスタントメッセージの
閲覧のための実行可能な命令を含む。いくつかの実施形態では、送信及び／又は受信され
るインスタントメッセージは、任意選択的に、ＭＭＳ及び／又は拡張メッセージングサー
ビス（Enhanced Messaging Service、ＥＭＳ）でサポートされるグラフィック、写真、オ
ーディオファイル、ビデオファイル、及び／又は他の添付ファイルを含む。本明細書では
、「インスタントメッセージング」とは、電話通信ベースのメッセージ（例えば、ＳＭＳ
又はＭＭＳを使用して送信されるメッセージ）と、インターネットベースのメッセージ（
例えば、ＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ、又はＩＭＰＳを使用して送信されるメッセージ）との
両方を指す。
【００８８】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、地図モジュール１５４、及び音楽プレーヤモジュールと連動
して、トレーニングサポートモジュール１４２は、トレーニング（例えば、時間、距離、
及び／又はカロリー燃焼目標を有する）の作成、トレーニングセンサ（スポーツデバイス
）との通信、トレーニングセンサデータの受信、トレーニングをモニタするために使用さ
れるセンサの較正、トレーニングのための音楽の選択及び再生、並びに、トレーニングデ
ータの表示、記憶、及び送信のための実行可能な命令を含む。
【００８９】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光セン
サコントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、
及び画像管理モジュール１４４と連動して、カメラモジュール１４３は、静止画像若しく
はビデオ（ビデオストリームを含む）のキャプチャ及びメモリ１０２内への記憶、静止画
像若しくはビデオの特性の修正、又はメモリ１０２からの静止画像若しくはビデオの削除
のための実行可能な命令を含む。
【００９０】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
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３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４、及びカメラモジ
ュール１４３と連動して、画像管理モジュール１４４は、静止画像及び／又はビデオ画像
の配置、修正（例えば、編集）、あるいはその他の操作、ラベル付け、削除、提示（例え
ば、デジタルスライドショー又はアルバムにおける）、及び記憶のための実行可能な命令
を含む。
【００９１】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連動して、ブラウザモジュール１４７は、ウェブページ又はその一部分、並びにウ
ェブページにリンクされた添付ファイル及び他のファイルの検索、リンク、受信、及び表
示を含めて、ユーザ命令に従ってインターネットをブラウジングするための実行可能な命
令を含む。
【００９２】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、電子メールクライアントモジュール１４０、及びブラウザモジュール１４７と連動して
、カレンダモジュール１４８は、ユーザ命令に従ってカレンダ及びカレンダに関連付けら
れたデータ（例えば、カレンダ入力、やることリストなど）を作成、表示、修正、及び記
憶するための実行可能な命令を含む。
【００９３】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と連動して、ウィジェットモジュール１４９は、任意選
択的にユーザによってダウンロード及び使用されるミニアプリケーション（例えば、気象
ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット１４９－２、計算機ウィジェット１４９－３
、アラーム時計ウィジェット１４９－４、及び辞書ウィジェット１４９－５）、又はユー
ザによって作成されるミニアプリケーション（例えば、ユーザ作成ウィジェット１４９－
６）である。いくつかの実施形態では、ウィジェットは、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ
　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ；ハイパーテキストマークアップ言語）ファイル、Ｃ
ＳＳ（Ｃａｓｃａｄｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅｔｓ；カスケーディングスタイルシー
ト）ファイル、及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファイルを含む。いくつかの実施
形態では、ウィジェットは、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ：拡張可能マークアップ言語）ファイル及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔファイル（例え
ば、Ｙａｈｏｏ！ウィジェット）を含む。
【００９４】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と連動して、ウィジェットクリエータモジュール１５０
は、任意選択的に、ウィジェットを作成する（例えば、ウェブページのユーザ指定部分を
ウィジェットにする）ために、ユーザによって使用される。
【００９５】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連動して、
検索モジュール１５１は、ユーザ命令に従って１つ以上の検索基準（例えば、１つ以上の
ユーザ指定検索語）に一致するメモリ１０２内の文字、音楽、サウンド、画像、ビデオ、
及び／又は他のファイルを検索するための実行可能な命令を含む。
【００９６】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、及びブラウザモジュール１４７と連動して、ビデオ及び音楽プレーヤモジュー
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ル１５２は、ユーザがＭＰ３若しくはＡＡＣファイルなどの１つ以上のファイル形式で記
憶されている記録された音楽及び他のサウンドファイルをダウンロード及び再生すること
を可能にする実行可能な命令、並びにビデオを表示、提示、又は他の方法で（例えば、タ
ッチスクリーン１１２上又は外部ポート１２４を介して接続された外部ディスプレイ上に
）再生するための実行可能な命令を含む。いくつかの実施形態では、デバイス１００は、
任意選択的に、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ社の商標）などのＭＰ３プレーヤの機能を含む。
【００９７】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連動して、
メモモジュール１５３は、ユーザ命令に従ってメモ、やることリストなどを作成及び管理
するための実行可能な命令を含む。
【００９８】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、及びブラウザモジュール１４７と連動して、地図モジュール
１５４は、任意選択的に、ユーザ命令に従って、地図及び地図に関連付けられたデータ（
例えば、運転方向、特定の場所又はその付近の店舗及び他の対象地点に関するデータ、並
びに他の場所ベースのデータ）を受信、表示、修正、及び記憶するために使用される。
【００９９】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、テキスト入力モジュール１３４、電子メールクライアントモジュール１４０、
及びブラウザモジュール１４７と連動して、オンラインビデオモジュール１５５は、ユー
ザが特定のオンラインビデオへのアクセス、特定のオンラインビデオのブラウジング、受
信（例えば、ストリーミング及び／又はダウンロードによる）、再生（例えば、タッチス
クリーン上又は外部ポート１２４を介して接続された外部ディスプレイ上）、特定のオン
ラインビデオへのリンクを有する電子メールの送信、並びにＨ．２６４などの１つ以上の
ファイル形式のオンラインビデオの他の管理を行うことを可能にする命令を含む。いくつ
かの実施形態では、特定のオンラインビデオへのリンクを送信するために、電子メールク
ライアントモジュール１４０ではなく、インスタントメッセージングモジュール１４１が
使用される。オンラインビデオアプリケーションについての追加の説明は、その内容が全
体として参照により本明細書に組み込まれている、２００７年６月２０日出願の米国仮特
許出願第６０／９３６，５６２号、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　
Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」、及び２００７年１２月
３１日出願の米国特許出願第１１／９６８，０６７号、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅ
ｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」にお
いて見ることができる。
【０１００】
　上記で特定したモジュール及びアプリケーションはそれぞれ、前述した１つ以上の機能
及び本出願に記載する方法（例えば、本明細書に記載するコンピュータにより実施される
方法及び他の情報処理方法）を実行する１組の実行可能な命令に対応する。これらのモジ
ュール（例えば、命令セット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュー
ルとして実施する必要はなく、したがって、様々な実施形態において、これらのモジュー
ルの様々なサブセットが、任意選択的に、組み合わされ、又は他の形で再構成される。例
えば、ビデオプレーヤモジュールは、任意選択的に、音楽プレーヤモジュールと組み合わ
されて、単一のモジュール（例えば、図１Ａのビデオ及び音楽プレーヤモジュール１５２
）にされる。いくつかの実施形態では、メモリ１０２は、任意選択的に、上記で特定した
モジュール及びデータ構造のサブセットを記憶する。更に、メモリ１０２は、上記で説明
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されていない追加のモジュール及びデータ構造を任意選択的に記憶する。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、デバイス１００は、そのデバイスにおける所定の機能のセッ
トの動作がタッチスクリーン及び／又はタッチパッドのみを通じて実行されるデバイスで
ある。デバイス１００が動作するための主要な入力コントロールデバイスとしてタッチス
クリーン及び／又はタッチパッドを使用することにより、任意選択的に、デバイス１００
上の物理的な入力コントロールデバイス（プッシュボタン、ダイヤルなど）の数が削減さ
れる。
【０１０２】
　タッチスクリーン及び／又はタッチパッドを通じてのみ実行される所定の機能のセット
は、任意選択的に、ユーザインタフェース間のナビゲーションを含む。いくつかの実施形
態では、タッチパッドは、ユーザによってタッチされたときに、デバイス１００上に表示
される任意のユーザインタフェースから、メインメニュー、ホームメニュー、又はルート
メニューにデバイス１００をナビゲートする。このような実施形態では、「メニューボタ
ン」は、タッチパッドを使用して実装される。いくつかの他の実施形態では、メニューボ
タンは、タッチパッドではなく、物理プッシュボタン又はその他の物理入力コントロール
デバイスである。
【０１０３】
　図１Ｂは、いくつかの実施形態によるイベント処理のための例示的な構成要素を示すブ
ロック図である。いくつかの実施形態では、メモリ１０２（図１Ａ）又は３７０（図３）
は、イベントソータ１７０（例えば、オペレーティングシステム１２６内）と、それぞれ
のアプリケーション１３６－１（例えば、前述のアプリケーション１３７～１５１、１５
５、３８０～３９０のうちのいずれか）とを含む。
【０１０４】
　イベントソータ１７０は、イベント情報を受信し、イベント情報が配信されるアプリケ
ーション１３６－１及びアプリケーション１３６－１のアプリケーションビュー１９１を
判定する。イベントソータ１７０は、イベントモニタ１７１及びイベントディスパッチャ
モジュール１７４を含む。いくつかの実施形態では、アプリケーション１３６－１は、ア
プリケーションがアクティブ又は実行中であるときにタッチ感知ディスプレイ１１２上に
表示される現在のアプリケーションビューを示すアプリケーション内部状態１９２を含む
。いくつかの実施形態では、デバイス／グローバル内部状態１５７は、どのアプリケーシ
ョン（単数又は複数）が現在アクティブであるかを判定するためにイベントソータ１７０
によって使用され、アプリケーション内部状態１９２は、イベント情報が配信されるアプ
リケーションビュー１９１を決定するためにイベントソータ１７０によって使用される。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション内部状態１９２は、アプリケーション１３
６－１が実行を再開するときに使用される再開情報、アプリケーション１３６－１によっ
て表示されている又は表示される準備ができている情報を示すユーザインタフェース状態
情報、ユーザがアプリケーション１３６－１の以前の状態又はビューに戻ることを可能に
する状態待ち行列、及びユーザが行った以前のアクションのリドゥ／アンドゥ待ち行列の
うちの１つ以上などの追加の情報を含む。
【０１０６】
　イベントモニタ１７１は、周辺機器インタフェース１１８からイベント情報を受信する
。イベント情報は、サブイベント（例えば、マルチタッチジェスチャの一部としてのタッ
チ感知ディスプレイ１１２上のユーザタッチ）に関する情報を含む。周辺機器インタフェ
ース１１８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６、又は近接センサ１６６、加速度計（単数又は
複数）１６８、及び／若しくは（オーディオ回路１１０を介した）マイクロフォン１１３
などのセンサから受信する情報を伝送する。周辺機器インタフェース１１８がＩ／Ｏサブ
システム１０６から受信する情報は、タッチ感知ディスプレイ１１２又はタッチ感知面か
らの情報を含む。
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【０１０７】
　いくつかの実施形態では、イベントモニタ１７１は、所定の間隔で周辺機器インタフェ
ース１１８に要求を送信する。それに応じて、周辺機器インタフェース１１８は、イベン
ト情報を伝送する。他の実施形態では、周辺機器インタフェース１１８は、重要なイベン
ト（例えば、所定のノイズ閾値を上回る及び／又は所定の持続時間を超える入力の受信）
があるときのみイベント情報を送信する。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、イベントソータ１７０はまた、ヒットビュー判定モジュール
１７２及び／又はアクティブイベント認識部判定モジュール１７３を含む。
【０１０９】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチ感知ディスプレイ１１２が２つ以上のビ
ューを表示するとき、サブイベントが１つ以上のビュー内のどこで行われたかを判定する
ソフトウェア手順を提供する。ビューは、ユーザがディスプレイ上で見ることができる制
御装置及び他の要素から構成されている。
【０１１０】
　アプリケーションに関連付けられたユーザインタフェースの別の態様は、本明細書では
アプリケーションビュー又はユーザインタフェースウィンドウと呼ばれることもあるビュ
ーのセットであり、その中で情報が表示され、タッチに基づくジェスチャが生じる。タッ
チが検出される（それぞれのアプリケーションの）アプリケーションビューは、任意選択
的に、アプリケーションのプログラム階層又はビュー階層内のプログラムレベルに対応す
る。例えば、タッチが検出される最下位レベルビューは、任意選択的に、ヒットビューと
呼ばれ、また、適切な入力として認識されるイベントのセットは、任意選択的に、タッチ
によるジェスチャを開始する初期タッチのヒットビューに少なくとも部分的に基づいて決
定される。
【０１１１】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチに基づくジェスチャのサブイベントに関
連する情報を受信する。アプリケーションが階層状に構成された複数のビューを有すると
きには、ヒットビュー判定モジュール１７２は、サブイベントを処理すべき階層内の最下
位のビューとして、ヒットビューを特定する。ほとんどの状況では、ヒットビューは、開
始サブイベント（例えば、イベント又は潜在的イベントを形成するサブイベントシーケン
ス内の第１のサブイベント）が行われる最も低いレベルのビューである。ヒットビューが
ヒットビュー判定モジュール１７２によって特定された後、このヒットビューは、典型的
には、ヒットビューとして特定されたのと同じタッチ又は入力ソースに関係するすべての
サブイベントを受信する。
【０１１２】
　アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、ビュー階層内のどのビュー（単数
又は複数）がサブイベントの特定のシーケンスを受信すべきかを判定する。いくつかの実
施形態では、アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、ヒットビューのみがサ
ブイベントの特定のシーケンスを受信すべきであると判定する。他の実施形態では、アク
ティブイベント認識部判定モジュール１７３は、サブイベントの物理位置を含むすべての
ビューがアクティブに関わりがあるビューであると判定し、したがって、すべてのアクテ
ィブに関わりがあるビューが、サブイベントの特定のシーケンスを受信すべきであると判
定する。他の実施形態では、タッチサブイベントが１つの特定のビューに関連するエリア
に完全に限定された場合でも、階層内の上位のビューは、依然としてアクティブに関わり
があるビューであり続ける。
【０１１３】
　イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をイベント認識部（例えば
イベント認識部１８０）にディスパッチする。アクティブイベント認識部判定モジュール
１７３を含む実施形態において、イベントディスパッチャモジュール１７４は、アクティ
ブイベント認識部判定モジュール１７３により判定されたイベント認識部にイベント情報
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を配信する。いくつかの実施形態では、イベントディスパッチャモジュール１７４は、そ
れぞれのイベント受信部１８２によって取得されるイベント情報をイベント待ち行列に記
憶する。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、オペレーティングシステム１２６は、イベントソータ１７０
を含む。代替として、アプリケーション１３６－１がイベントソータ１７０を含む。更に
他の実施形態では、イベントソータ１７０は、独立型のモジュール、又は接触／動きモジ
ュール１３０などの、メモリ１０２に記憶された別のモジュールの一部である。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション１３６－１は、それぞれがアプリケーショ
ンのユーザインタフェースのそれぞれのビュー内で発生するタッチイベントを処理する命
令を含む、複数のイベントハンドラ１９０及び１つ以上のアプリケーションビュー１９１
を含む。アプリケーション１３６－１の各アプリケーションビュー１９１は、１つ以上の
イベント認識部１８０を含む。典型的には、それぞれのアプリケーションビュー１９１は
、複数のイベント認識部１８０を含む。他の実施形態では、イベント認識部１８０のうち
の任意の１つ以上は、ユーザインタフェースキット、又は、アプリケーション１３６－１
が方法及び他の属性を継承する上位レベルのオブジェクトなどの、別個のモジュールの一
部である。いくつかの実施形態では、対応するイベントハンドラ１９０は、データアップ
データ１７６、オブジェクトアップデータ１７７、ＧＵＩアップデータ１７８及び／又は
イベントソータ１７０から受信されたイベントデータ１７９、のうちの１つ以上を含む。
イベントハンドラ１９０は、任意選択的に、データアップデータ１７６、オブジェクトア
ップデータ１７７、又はＧＵＩアップデータ１７８を利用し又は呼び出して、アプリケー
ション内部状態１９２を更新する。別法として、アプリケーションビュー１９１のうちの
１つ以上が、１つ以上のそれぞれのイベントハンドラ１９０を含む。また、いくつかの実
施形態では、データアップデータ１７６、オブジェクトアップデータ１７７及びＧＵＩア
ップデータ１７８のうちの１つ以上は、対応するアプリケーションビュー１９１に含まれ
る。
【０１１６】
　それぞれのイベント認識部１８０は、イベントソータ１７０からイベント情報（例えば
、イベントデータ１７９）を受信し、このイベント情報からイベントを特定する。イベン
ト認識部１８０は、イベント受信部１８２及びイベント比較部１８４を含む。いくつかの
実施形態では、イベント認識部１８０はまた、メタデータ１８３及びイベント配信命令１
８８（任意選択的にサブイベント配信命令を含む）の少なくともサブセットも含む。
【０１１７】
　イベント受信部１８２は、イベントソータ１７０からイベント情報を受信する。イベン
ト情報は、サブイベントについての情報、例えば、タッチ又はタッチの移動についての情
報を含む。サブイベントに応じて、イベント情報はまた、サブイベントの位置などの追加
の情報を含む。サブイベントがタッチの動きに関わるとき、イベント情報はまた任意選択
的に、サブイベントの速さ及び方向を含む。いくつかの実施形態では、イベントは、１つ
の向きから別の向きへの（例えば、縦向きから横向きへ、又はその逆の）デバイスの回転
を含み、イベント情報は、デバイスの現在の向き（デバイスの姿勢とも呼ぶ）についての
対応する情報を含む。
【０１１８】
　イベント比較部１８４は、イベント情報を、定義済みのイベント又はサブイベントの定
義と比較し、その比較に基づいて、イベント又はサブイベントを判定するか、あるいはイ
ベント又はサブイベントの状態を判定若しくは更新する。いくつかの実施形態では、イベ
ント比較部１８４は、イベント定義１８６を含む。イベント定義１８６は、例えばイベン
ト１（１８７－１）及びイベント２（１８７－２）などのイベント（例えば所定のサブイ
ベントのシーケンス）の定義を含む。いくつかの実施形態では、イベント（１８７）内の
サブイベントは、例えば、タッチの開始、タッチの終了、タッチの動き、タッチの取り消
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し、及び複数のタッチを含む。一例では、イベント１（１８７－１）についての定義は、
表示されたオブジェクト上のダブルタップである。ダブルタップは、例えば、所定の段階
に対する表示オブジェクト上の第１のタッチ（タッチ開始）、所定の段階に対する第１の
リフトオフ（タッチ終了）、所定の段階に対する表示オブジェクト上の第２のタッチ（タ
ッチ開始）、及び所定の段階に対する第２のリフトオフ（タッチ終了）を含む。別の例で
は、イベント２（１８７－２）の定義は、表示されたオブジェクト上のドラッグである。
ドラッグは、例えば、所定の段階に対する表示オブジェクトのタッチ（又は接触）、タッ
チ感知ディスプレイ１１２におけるタッチの動き、及びタッチのリフトオフ（タッチ終了
）を含む。いくつかの実施形態では、イベントはまた、１つ以上の関連付けられたイベン
トハンドラ１９０に関する情報を含む。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、イベント定義１８７は、それぞれのユーザインタフェースオ
ブジェクトについてのイベントの定義を含む。いくつかの実施形態では、イベント比較部
１８４は、どのユーザインタフェースオブジェクトがサブイベントに関連付けられている
かを判定するヒットテストを実行する。例えば、タッチ感知ディスプレイ１１２上に、３
つのユーザインタフェースオブジェクトが表示されているアプリケーションビューでは、
タッチ感知ディスプレイ１１２上でタッチが検出されると、イベント比較部１８４は、３
つのユーザインタフェースオブジェクトのうちのいずれが、そのタッチ（サブイベント）
と関連付けられているかを判定するために、ヒットテストを実行する。表示された各オブ
ジェクトが、対応するイベントハンドラ１９０に関連付けられている場合、イベント比較
部は、ヒットテストの結果を用いて、どのイベントハンドラ１９０をアクティブ化すべき
かを判定する。例えば、イベント比較部１８４は、ヒットテストをトリガするサブイベン
ト及びオブジェクトと関連付けられたイベントハンドラを選択する。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、それぞれのイベント（１８７）に対する定義はまた、サブイ
ベントシーケンスがイベント認識部のイベントタイプに対応するか否かが判定される後ま
でイベント情報の伝送を遅延する遅延アクションを含む。
【０１２１】
　それぞれのイベント認識部１８０が一連のサブイベントがイベント定義１８６のいずれ
のイベントとも一致しないと判断した場合には、それぞれのイベント認識部１８０は、イ
ベント不可能、イベント失敗、又はイベント終了の状態になり、その後は、タッチによる
ジェスチャの後続のサブイベントを無視する。この状況では、ヒットビューについてアク
ティブのままである他のイベント認識部があれば、そのイベント認識部は、進行中のタッ
チによるジェスチャのサブイベントの追跡及び処理を続行する。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、対応するイベント認識部１８０は、イベント配信システムが
どのようにサブイベント配信を実行すべきかをアクティブに関与しているイベント認識部
に示す構成可能なプロパティ、フラグ、及び／又はリストを有するメタデータ１８３を含
む。いくつかの実施形態では、メタデータ１８３は、イベント認識部が互いにどのように
対話するか、又はイベント認識部が互いにどのように対話することができるようになって
いるかを示す構成可能なプロパティ、フラグ、及び／又はリストを含む。いくつかの実施
形態では、メタデータ１８３は、サブイベントがビュー階層又はプログラム階層における
多様なレベルに配信されるかを示す構成可能なプロパティ、フラグ、及び／又はリストを
含む。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、それぞれのイベント認識部１８０は、イベントの１つ以上の
特定のサブイベントが認識されるときに、イベントと関連付けられたイベントハンドラ１
９０をアクティブ化する。いくつかの実施形態では、それぞれのイベント認識部１８０は
、イベントと関連付けられたイベント情報をイベントハンドラ１９０に配信する。イベン
トハンドラ１９０をアクティブ化することは、それぞれのヒットビューにサブイベントを
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送信する（及び、送信を延期する）こととは別個である。いくつかの実施形態では、イベ
ント認識部１８０は、認識したイベントと関連付けられたフラグを投入し、そのフラグと
関連付けられたイベントハンドラ１９０は、そのフラグを捕らえ、既定のプロセスを実行
する。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、イベント配信命令１８８は、イベントハンドラをアクティブ
化することなくサブイベントについてのイベント情報を配信するサブイベント配信命令を
含む。代わりに、サブイベント配信命令は、一連のサブイベントと関連付けられたイベン
トハンドラに、又はアクティブに関与しているビューにイベント情報を配信する。一連の
サブイベント又はアクティブに関与しているビューと関連付けられたイベントハンドラは
、イベント情報を受信し、所定の処理を実行する。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、データアップデータ１７６は、アプリケーション１３６－１
で使用されるデータを作成及び更新する。例えば、データアップデータ１７６は、連絡先
モジュール１３７で使用される電話番号を更新する、又はビデオプレーヤモジュールで使
用されるビデオファイルを記憶する。いくつかの実施形態では、オブジェクトアップデー
タ１７７は、アプリケーション１３６－１で使用されるオブジェクトを作成及び更新する
。例えば、オブジェクトアップデータ１７７は、新たなユーザインタフェースオブジェク
トを作成するか、又はユーザインタフェースオブジェクトの位置を更新する。ＧＵＩアッ
プデータ１７８は、ＧＵＩを更新する。例えば、ＧＵＩアップデータ１７８は、表示情報
を準備し、タッチ感知ディスプレイ上に表示するために表示情報をグラフィックモジュー
ル１３２に送る。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、イベントハンドラ（単数又は複数）１９０は、データアップ
データ１７６、オブジェクトアップデータ１７７、及びＧＵＩアップデータ１７８を含む
か又はそれらへのアクセスを有する。いくつかの実施形態では、データアップデータ１７
６、オブジェクトアップデータ１７７、及びＧＵＩアップデータ１７８は、それぞれのア
プリケーション１３６－１又はアプリケーションビュー１９１の単一モジュールに含まれ
る。他の実施形態では、それらは、２つ以上のソフトウェアモジュールに含まれる。
【０１２７】
　タッチ感知ディスプレイ上のユーザタッチのイベント処理に関する上記の論考は、入力
デバイスを有する多機能デバイス１００を動作させるためのユーザ入力の他の形態にも当
てはまり、それらのユーザ入力は、必ずしもすべてがタッチスクリーン上で開始されると
は限らないことが理解されよう。例えば、キーボードの単一又は複数の押圧若しくは保持
と任意選択的に連携される、マウスの移動及びマウスボタンの押圧、タッチパッド上のタ
ップ、ドラッグ、スクロールなどの接触の動き、ペンスタイラス入力、デバイスの移動、
口頭による命令、検出された目の動き、バイオメトリック入力、並びに／又はそれらの任
意の組合せを、任意選択的に、認識するイベントを定義するサブイベントに対応する入力
として利用する。
【０１２８】
　図２は、いくつかの実施形態によるタッチスクリーン１１２を有するポータブル多機能
デバイス１００を示す。タッチスクリーンは、任意選択的に、ユーザインタフェース（us
er interface、ＵＩ）２００内に１つ以上のグラフィックを表示する。本実施形態、並び
に以下で説明される他の実施形態では、ユーザは、例えば、１本以上の指２０２（図には
正確な縮尺では描かれていない）又は１つ以上のスタイラス２０３（図には正確な縮尺で
は描かれていない）を使用して、グラフィック上でジェスチャを実施することによって、
それらのグラフィックのうちの１つ以上を選択することが可能となる。いくつかの実施形
態では、１つ以上のグラフィックの選択は、ユーザが、その１つ以上のグラフィックとの
接触を中断する場合に実施される。いくつかの実施形態では、ジェスチャは、任意選択的
に、１つ以上のタップ、１つ以上のスワイプ（左から右、右から左、上向き、及び／若し
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くは下向き）、並びに／又はデバイス１００と接触した指のロール（右から左、左から右
、上向き、及び／若しくは下向き）を含む。いくつかの実装形態又は状況では、グラフィ
ックとの不測の接触は、そのグラフィックを選択するものではない。例えば、選択に対応
するジェスチャがタップである場合、アプリケーションアイコンの上をスイープするスワ
イプジェスチャは、任意選択的に、対応するアプリケーションを選択するものではない。
【０１２９】
　デバイス１００はまた、任意選択的に、「ホーム」ボタン又はメニューボタン２０４な
どの１つ以上の物理ボタンを含む。前述したように、メニューボタン２０４は、任意選択
的に、任意選択的にデバイス１００上で実行される１組のアプリケーション内の任意のア
プリケーション１３６へナビゲートするために使用される。別法として、いくつかの実施
形態では、メニューボタンは、タッチスクリーン１１２上に表示されるＧＵＩ内のソフト
キーとして実施される。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２、メニューボタ
ン２０４、デバイスの電源をオン／オフにしてデバイスをロックするプッシュボタン２０
６、音量調整ボタン２０８、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カードスロット２１０、ヘ
ッドセットジャック２１２、及びドッキング／充電用外部ポート１２４を含む。プッシュ
ボタン２０６は、任意選択的に、ボタンを押し下げて、所定の期間にわたってボタンを押
し下げた状態に保持することによって、デバイスの電源をオン／オフするため、ボタンを
押し下げて、所定の期間が経過する前にボタンを解放することによって、デバイスをロッ
クするため、及び／又はデバイスをロック解除する、若しくはロック解除プロセスを開始
するために、使用される。代替的実施形態では、デバイス１００はまた、マイクロフォン
１１３を介して、一部の機能をアクティブ化又は非アクティブ化するための口頭入力も受
け入れる。デバイス１００はまた、任意選択的に、タッチスクリーン１１２上の接触の強
度を検出する１つ以上の接触強度センサ１６５、及び／又はデバイス１００のユーザに対
する触知出力を生成する１つ以上の触知出力生成器１６７を含む。
【０１３１】
　図３は、いくつかの実施形態によるディスプレイ及びタッチ感知面を有する例示的な多
機能デバイスのブロック図である。デバイス３００は、ポータブル型である必要はない。
いくつかの実施形態では、デバイス３００は、ラップトップコンピュータ、デスクトップ
コンピュータ、タブレットコンピュータ、マルチメディア再生デバイス、ナビゲーション
デバイス、教育的デバイス（子供の学習玩具など）、ゲームシステム、又は制御デバイス
（例えば、家庭用又は業務用コントローラ）である。デバイス３００は、典型的には、１
つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）３１０、１つ以上のネットワーク又は他の通信インタフ
ェース３６０、メモリ３７０、及びこれらの構成要素を相互接続する１つ以上の通信バス
３２０を含む。通信バス３２０は、任意選択的に、システム構成要素間の通信を相互接続
及び制御する回路（チップセットと呼ばれることもある）を含む。デバイス３００は、デ
ィスプレイ３４０を備える入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース３３０を含み、ディスプレイ
３４０は、典型的には、タッチスクリーンディスプレイである。Ｉ／Ｏインタフェース３
３０はまた、任意選択的に、キーボード及び／又はマウス（若しくは他のポインティング
デバイス）３５０と、タッチパッド３５５と、デバイス３００上に触知出力を生成する触
知出力生成器３５７（例えば、図１Ａを参照して前述した触知出力生成器１６７に類似し
ている）と、センサ３５９（例えば、図１Ａを参照して前述した接触強度センサ１６５に
類似している光、加速度、近接、タッチ感知、及び／又は接触強度センサ）とを含む。メ
モリ３７０は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他のランダムアクセスソリッ
ドステートメモリデバイスなどの高速ランダムアクセスメモリを含み、任意選択的に、１
つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、光ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデバイ
ス、又は他の不揮発性ソリッドステート記憶デバイスなどの不揮発性メモリを含む。メモ
リ３７０は、ＣＰＵ３１０からリモートに位置する１つ以上の記憶デバイスを任意選択的
に含む。いくつかの実施形態では、メモリ３７０は、ポータブル多機能デバイス１００（
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図１Ａ）のメモリ１０２内に記憶されているプログラム、モジュール、及びデータ構造に
類似したプログラム、モジュール、及びデータ構造、又はそのサブセットを記憶する。更
に、メモリ３７０は任意選択で、ポータブル多機能デバイス１００のメモリ１０２に存在
しない追加のプログラム、モジュール、及びデータ構造を記憶する。例えば、デバイス３
００のメモリ３７０は、任意選択的に、描画モジュール３８０、プレゼンテーションモジ
ュール３８２、ワードプロセッシングモジュール３８４、ウェブサイト作成モジュール３
８６、ディスクオーサリングモジュール３８８、及び／又はスプレッドシートモジュール
３９０を記憶するのに対して、ポータブル多機能デバイス１００（図１Ａ）のメモリ１０
２は、任意選択的に、これらのモジュールを記憶しない。
【０１３２】
　図３の上記で特定した要素はそれぞれ、任意選択的に、前述したメモリデバイスのうち
の１つ以上の中に記憶される。上記で特定したモジュールはそれぞれ、前述した機能を実
行する１組の命令に対応する。上記で特定したモジュール又はプログラム（例えば、命令
セット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュールとして実施する必要
はなく、したがって様々な実施形態では、これらのモジュールの様々なサブセットは、任
意選択的に、組み合わされ、又は他の形で再構成される。いくつかの実施形態では、メモ
リ３７０は、任意選択的に、上記で特定したモジュール及びデータ構造のサブセットを記
憶する。更に、メモリ３７０は、上記で説明されていない追加のモジュール及びデータ構
造を任意選択的に記憶する。
【０１３３】
　次に、任意選択的に例えばポータブル多機能デバイス１００上で実施されるユーザイン
タフェースの実施形態に注意を向ける。
【０１３４】
　図４Ａは、いくつかの実施形態によるポータブル多機能デバイス１００上のアプリケー
ションのメニューの例示的なユーザインタフェースを示す。同様のユーザインタフェース
は、デバイス３００上に任意選択的に実装される。いくつかの実施形態では、ユーザイン
タフェース４００は、以下の要素、又はそれらのサブセット若しくはスーパーセットを含
む。
　●セルラー信号及びＷｉ－Ｆｉ信号などの無線通信（単数又は複数）に関する信号強度
インジケータ（単数又は複数）４０２、
　●時刻４０４、
　●Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インジケータ４０５、
　●バッテリ状態インジケータ４０６、
　●下記などの、頻繁に利用されるアプリケーション用のアイコンを含むトレイ４０８、
　　○不在着信又はボイスメールメッセージの数のインジケータ４１４を任意選択的に含
む、「電話」とラベル付けされた、電話モジュール１３８のアイコン４１６、
　　○未読電子メールの数のインジケータ４１０を任意選択的に含む、「メール」とラベ
ル付けされた、電子メールクライアントモジュール１４０のアイコン４１８、
　　○「ブラウザ」とラベル付けされた、ブラウザモジュール１４７のアイコン４２０、
及び
　　○「ｉＰｏｄ」とラベル付けされた、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）モジ
ュール１５２とも称されるビデオ及び音楽プレーヤモジュール１５２のアイコン４２２、
及び
　●下記などの、その他のアプリケーション用のアイコン、
　　○「メッセージ」とラベル付けされた、ＩＭモジュール１４１のアイコン４２４、
　　○「カレンダ」とラベル付けされた、カレンダモジュール１４８のアイコン４２６、
　　○「写真」とラベル付けされた、画像管理モジュール１４４のアイコン４２８、
　　○「カメラ」とラベル付けされた、カメラモジュール１４３のアイコン４３０、
　　○「オンラインビデオ」とラベル付けされた、オンラインビデオモジュール１５５の
アイコン４３２、
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　　○「株価」とラベル付けされた、株価ウィジェット１４９－２のアイコン４３４、
　　○「地図」のラベル付けされた、地図モジュール１５４のためのアイコン４３６、
　　○「天気」とラベル付けされた、気象ウィジェット１４９－１のアイコン４３８、
　　○「時計」とラベル付けされた、アラーム時計ウィジェット１４９－４のアイコン４
４０、
　　○「トレーニングサポート」とラベル付けされた、トレーニングサポートモジュール
１４２のアイコン４４２、
　　○「メモ」とラベル付けされた、メモモジュール１５３のアイコン４４４、及び
　　○デバイス１００及びその様々なアプリケーション１３６に対する設定へのアクセス
を提供する「設定」のラベル付きの設定アプリケーション又はモジュールのためのアイコ
ン４４６。
【０１３５】
　図４Ａに示すアイコンラベルは、単なる例示であることに留意されたい。例えば、ビデ
オ及び音楽プレーヤモジュール１５２のためのアイコン４２２は、「音楽」又は「音楽プ
レーヤ」と表示される、他のラベルが、様々なアプリケーションアイコンのために、任意
選択的に使用される。いくつかの実施形態では、それぞれのアプリケーションアイコンに
関するラベルは、それぞれのアプリケーションアイコンに対応するアプリケーションの名
前を含む。いくつかの実施形態では、特定のアプリケーションアイコンのラベルは、その
特定のアプリケーションアイコンに対応するアプリケーションの名前とは異なる。
【０１３６】
　図４Ｂは、ディスプレイ４５０（例えば、タッチスクリーンディスプレイ１１２）とは
別個のタッチ感知面４５１（例えば、図３のタブレット又はタッチパッド３５５）を有す
るデバイス（例えば、図３のデバイス３００）上の例示的なユーザインタフェースを示す
。デバイス３００はまた、任意選択的に、タッチ感知面４５１上の接触の強度を検出する
１つ以上の接触強度センサ（例えば、センサ３５９のうちの１つ以上）、及び／又はデバ
イス３００のユーザに対する触知出力を生成する１つ以上の触知出力生成器３５７を含む
。
【０１３７】
　以下の例のうちのいくつかは、タッチスクリーンディスプレイ１１２（タッチ感知面及
びディスプレイが組み合わされている）上の入力を参照して与えられるが、いくつかの実
施形態では、デバイスは、図４Ｂに示すディスプレイとは別個のタッチ感知面上の入力を
検出する。いくつかの実施形態では、タッチ感知面（例えば、図４Ｂの４５１）は、ディ
スプレイ（例えば、４５０）上の１次軸（例えば、図４Ｂの４５３）に対応する１次軸（
例えば、図４Ｂの４５２）を有する。これらの実施形態によれば、デバイスは、ディスプ
レイ上のそれぞれの場所に対応する場所（例えば、図４Ｂでは、４６０は４６８に対応し
、４６２は４７０に対応する）で、タッチ感知面４５１との接触（例えば、図４Ｂの４６
０及び４６２）を検出する。このようにして、タッチ感知面（例えば、図４Ｂの４５１）
上でデバイスによって検出されるユーザ入力（例えば、接触４６０及び４６２、並びにこ
れらの動き）は、タッチ感知面がディスプレイとは別個であるとき、多機能デバイスのデ
ィスプレイ（例えば、図４Ｂの４５０）上のユーザインタフェースを操作するために、デ
バイスによって使用される。同様の方法が、本明細書に記載の他のユーザインタフェース
に任意選択的に使用されることを理解されたい。
【０１３８】
　加えて、以下の例は、主に指入力（例えば、指接触、指タップジェスチャ、指スワイプ
ジェスチャ）を参照して与えられるが、いくつかの実施形態では、指入力のうちの１つ以
上は、別の入力デバイスからの入力（例えば、マウスベースの入力又はスタイラス入力）
に置き換えられることを理解されたい。例えば、スワイプジェスチャは、（例えば、接触
の代わりの）マウスクリックに続けた、（例えば、接触の移動の代わりの）スワイプの経
路に沿ったカーソルの移動によって、任意選択的に置き換えられる。別の例として、タッ
プジェスチャは、任意選択的に、カーソルがタップジェスチャの位置の上に位置する間は
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マウスクリックと置き換えられる（例えば、接触を検出して、それに続いて接触の検出を
停止する代わりに）。同様に、複数のユーザ入力が同時に検出されるとき、複数のコンピ
ュータマウスが、任意選択的に、同時に使用され、又はマウス及び指の接触が、任意選択
的に、同時に使用されることを理解されたい。
【０１３９】
　図５Ａは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。デバイス５００は、本体５
０２を含む。いくつかの実施形態では、デバイス５００は、デバイス１００及び３００（
例えば、図１Ａ～４Ｂ）に関して説明する特徴のうちのいくつか又はすべてを含むことが
できる。いくつかの実施形態では、デバイス５００は、タッチ感知ディスプレイスクリー
ン５０４、以下タッチスクリーン５０４を有する。タッチスクリーン５０４に対する別法
又は追加として、デバイス５００は、ディスプレイ及びタッチ感知面を有する。デバイス
１００及び３００と同様に、いくつかの実施形態では、タッチスクリーン５０４（又はタ
ッチ感知面）は、任意選択的に、加えられている接触（例えば、タッチ）の強度を検出す
る１つ以上の強度センサを含む。タッチスクリーン５０４（又はタッチ感知面）の１つ以
上の強度センサは、タッチの強度を表す出力データを提供することができる。デバイス５
００のユーザインタフェースは、タッチの強度に基づいてタッチに応答することができ、
これは、異なる強度のタッチが、デバイス５００上で異なるユーザインタフェース動作を
呼び出すことができることを意味する。
【０１４０】
　タッチ強度を検出及び処理する例示的な技法は、例えば、それぞれ全体として参照によ
り本明細書に組み込まれている、国際特許第ＷＯ／２０１３／１６９８４９号として公開
された、２０１３年５月８日出願の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４００６１
号、「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｏｂｊｅ
ｃｔｓ　Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ａｎ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」、及び国
際特許第ＷＯ／２０１４／１０５２７６号として公開された、２０１３年１１月１１日出
願の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０６９４８３号、「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈ
ｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎ
ｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｔｏｕｃｈ　Ｉｎｐｕｔ　ｔｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ
　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ」という関連出願に見られる。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、デバイス５００は、１つ以上の入力機構５０６及び５０８を
有する。入力機構５０６及び５０８は、含まれる場合、物理的機構とすることができる。
物理的入力機構の例としては、プッシュボタン及び回転可能機構が挙げられる。いくつか
の実施形態では、デバイス５００は、１つ以上のアタッチメント機構を有する。そのよう
なアタッチメント機構は、含まれる場合、例えば帽子、アイウェア、イアリング、ネック
レス、シャツ、ジャケット、ブレスレット、腕時計のバンド、チェーン、ズボン、ベルト
、靴、財布、バックパックなどにデバイス５００を取り付けることを可能にすることがで
きる。これらのアタッチメント機構は、ユーザがデバイス５００を着用することを可能に
する。
【０１４２】
　図５Ｂは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。いくつかの実施形態では、
デバイス５００は、図１Ａ、図１Ｂ、及び図３に関して説明した構成要素のうちのいくつ
か又はすべてを含むことができる。デバイス５００は、Ｉ／Ｏセクション５１４を１つ以
上のコンピュータプロセッサ５１６及びメモリ５１８に動作可能に結合するバス５１２を
有する。Ｉ／Ｏセクション５１４は、ディスプレイ５０４に接続することができ、ディス
プレイ５０４は、タッチ感知構成要素５２２と、任意選択的に強度センサ５２４（例えば
、接触強度センサ）とを有することができる。加えて、Ｉ／Ｏセクション５１４は、Ｗｉ
－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（ＮＦＣ）、セルラー、及び／又は他の無線通
信技法を使用してアプリケーション及びオペレーティングシステムデータを受信する通信
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ユニット５３０に接続することができる。デバイス５００は、入力機構５０６及び／又は
５０８を含むことができる。入力機構５０６は、任意選択的に、例えば回転可能入力デバ
イス又は押下可能及び回転可能入力デバイスである。いくつかの例では、入力機構５０８
は、任意選択的にボタンである。
【０１４３】
　いくつかの例では、入力機構５０８は、任意選択的にマイクロフォンである。パーソナ
ル電子デバイス５００は、任意選択的に、ＧＰＳセンサ５３２、加速度計５３４、方向セ
ンサ５４０（例えば、コンパス）、ジャイロスコープ５３６、動きセンサ５３８、及び／
又はこれらの組合せなどの様々なセンサを含み、これらのセンサはすべて、Ｉ／Ｏセクシ
ョン５１４に動作可能に接続することができる。
【０１４４】
　パーソナル電子デバイス５００のメモリ５１８は、コンピュータ実行可能命令を記憶す
るための１つ以上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含むことができ、それらの命令
は、１つ以上のコンピュータプロセッサ５１６によって実行されると、例えば、コンピュ
ータプロセッサに、プロセス８００、９００、１８００、１９００、２０００、２１００
、２２００、２３００、２４００、２５００、及び２７００（それぞれ、図８Ａ～図８Ｂ
、図９Ａ～図９Ｂ、図１８Ａ、図１８Ｂ、図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、図
２４、図２５、及び図２７）を含む、以下に説明する技術を実行させることができる。コ
ンピュータ可読記憶媒体は、命令実行システム、装置、又はデバイスによって使用するた
めの、又は命令実行システム、装置、又はデバイスに接続されているコンピュータ実行可
能命令を、有形に含み又は記憶することができる任意の媒体とすることができる。いくつ
かの例では、記憶媒体は、一時的コンピュータ可読記憶媒体である。いくつかの例では、
記憶媒体は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体である。非一時的コンピュータ可読記憶
媒体は、それだけに限定されるものではないが、磁気、光学、及び／又は半導体記憶装置
を含むことができる。そのような記憶装置の例としては、磁気ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、
又はＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）技術に基づく光学ディスク、並びにフラッシュ、ソリッ
ドステートドライブなどの常駐ソリッドステートメモリなどが挙げられる。パーソナル電
子デバイス５００は、図５Ｂの構成要素及び構成に限定されるものではなく、他の又は追
加の構成要素を複数の構成で含むことができる。
【０１４５】
　本明細書では、「アフォーダンス」という用語は、任意選択的にデバイス１００、３０
０、及び／又は５００（図１Ａ、図３、及び図５Ａ～５Ｂ）のディスプレイスクリーン上
に表示されるユーザ対話グラフィカルユーザインタフェースオブジェクトを指す。例えば
、画像（例えば、アイコン）、ボタン、及び文字（例えば、ハイパーリンク）はそれぞれ
、意選択的に、アフォーダンスを構成する。
【０１４６】
　本明細書で使用される「フォーカスセレクタ」という用語は、ユーザが対話しているユ
ーザインタフェースの現在の部分を示す入力要素を指す。カーソル又は他の場所マーカを
含むいくつかの実装形態では、カーソルが「フォーカスセレクタ」として作用し、したが
ってカーソルが特定のユーザインタフェース要素（例えば、ボタン、ウインドウ、スライ
ダ、又は他のユーザインタフェース要素）の上に位置する間に、タッチ感知面（例えば、
図３のタッチパッド３５５又は図４Ｂのタッチ感知面４５１）上で入力（例えば、押下入
力）が検出されたとき、特定のユーザインタフェース要素が、検出された入力に従って調
整される。タッチスクリーンディスプレイ上のユーザインタフェース要素との直接対話を
有効化するタッチスクリーンディスプレイ（例えば、図１Ａのタッチ感知ディスプレイシ
ステム１１２又は図４Ａのタッチスクリーン１１２）を含むいくつかの実装形態では、タ
ッチスクリーン上の検出された接触が「フォーカスセレクタ」として作用し、したがって
タッチスクリーンディスプレイ上の特定のユーザインタフェース要素（例えば、ボタン、
ウインドウ、スライダ、又は他のユーザインタフェース要素）の場所で入力（例えば、接
触による押下入力）が検出されたとき、特定のユーザインタフェース要素が、検出された
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入力に従って調整される。いくつかの実装形態では、タッチスクリーンディスプレイ上の
対応するカーソルの動き又は接触の動き（例えば、フォーカスを１つのボタンから別のボ
タンへ動かすためにタブキー又は矢印キーを使用することによる）なく、フォーカスがユ
ーザインタフェースの１つの領域からユーザインタフェースの別の領域へ動かされ、これ
らの実装形態では、フォーカスセレクタは、ユーザインタフェースの種々の領域間でのフ
ォーカスの移動に従って移動する。フォーカスセレクタがとる特有の形態に関わらず、フ
ォーカスセレクタは、概して、ユーザインタフェース要素（又はタッチスクリーンディス
プレイ上の接触）であり、ユーザの意図する対話をユーザインタフェースによって通信す
るように、ユーザによって制御される（例えば、ユーザが対話することを意図しているユ
ーザインタフェースの要素をデバイスに示すことによる）。例えば、タッチ感知面（例え
ば、タッチパッド又はタッチスクリーン）上で押圧入力が検出されている間の、対応のボ
タンの上のフォーカスセレクタ（例えば、カーソル、接触、又は選択ボックス）の位置は
、その対応のボタンを（そのデバイスのディスプレイ上に示される他のユーザインタフェ
ース要素ではなく）アクティブ化することをユーザが意図していることを示すものである
。
【０１４７】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される、接触の「特性強度」という用語は、接触の
１つ以上の強度に基づく、その接触の特性を指す。いくつかの実施形態では、特性強度は
複数の強度サンプルに基づく。特性強度は、任意選択的に、既定の数の強度サンプル、す
なわち、既定のイベント（例えば、接触を検出した後、接触のリフトオフを検出する前、
接触の移動の開始を検出する前若しくは後、接触の終了を検出する前、接触の強度の増大
を検出する前若しくは後、及び／又は、接触の強度の減少を検出する前若しくは後の）に
関連する既定の期間（例えば、０．０５、０．１、０．２、０．５、１、２、５、１０秒
）の間に収集された強度サンプルのセットに基づく。接触の特性強度は、任意選択的に、
接触の強度の最大値、接触の強度の平均（mean）値、接触の強度の平均（average）値、
接触の強度の上位１０パーセンタイル値、接触の強度の最大の２分の１の値、接触の強度
の最大の９０パーセントの値などのうちの１つ以上に基づいている。いくつかの実施形態
では、特性強度を特定する際に（例えば、特性強度が経時的な接触の強度の平均であると
きに）、接触の持続期間が使用される。いくつかの実施形態では、特性強度は、ユーザに
よって操作が実行されたかどうかを判定するために、１つ以上の強度閾値のセットと比較
される。例えば、１組の１つ以上の強度閾値は、任意選択的に、第１の強度閾値及び第２
の強度閾値を含む。この例では、第１の閾値を超過しない特性強度を有する接触は、第１
の動作をもたらし、第１の強度閾値を超過するが第２の強度閾値を超過しない特性強度を
有する接触は、第２の動作をもたらし、第２の閾値を超過する特性強度を有する接触は、
第３の動作をもたらす。いくつかの実施形態では、特性強度と１つ以上の閾値との間の比
較は、第１の動作を実行するべきか、それとも第２の動作を実行するべきかを判定するた
めに使用されるのではなく、１つ以上の動作を実行するべきか否か（例えば、それぞれの
動作を実行するべきか、それともそれぞれの動作を実行するのを取り止めるべきか）を判
定するために使用される。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、特性強度を特定する目的のために、ジェスチャの一部分が識
別される。例えば、タッチ感知面は、任意選択的に、開始場所から遷移して終了場所に到
達する連続するスワイプ接触を受信し、その時点で接触の強度が増大する。この例では、
終了場所での接触の特性強度は、任意選択的に、スワイプ接触全体ではなく、連続するス
ワイプ接触の一部分のみ（例えば、スワイプ接触のうち終了場所の部分のみ）に基づいて
いる。いくつかの実施形態では、任意選択的に、接触の特性強度を判定する前に、平滑化
アルゴリズムがスワイプ接触の強度に適用される。例えば、平滑化アルゴリズムは、任意
選択的に、非加重移動平均平滑化アルゴリズム、三角平滑化アルゴリズム、中央値フィル
タ平滑化アルゴリズム、及び／又は指数平滑化アルゴリズムのうちの１つ以上を含む。い
くつかの状況では、これらの平滑化アルゴリズムは、特性強度を特定する目的のために、
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スワイプ接触の強度の小幅な上昇又は降下を排除する。
【０１４９】
　タッチ感知面上の接触の強度は、任意選択的に、接触検出強度閾値、軽い押下の強度閾
値、深い押下の強度閾値、及び／又は１つ以上の他の強度閾値などの１つ以上の強度閾値
に対して特徴付けられる。いくつかの実施形態では、軽い押圧強度閾値は、通常、物理マ
ウスのボタン又はトラックパッドをクリックすることに関連付けられた動作をデバイスが
実行する強度に相当する。いくつかの実施形態では、深い押圧強度閾値は、通常、物理マ
ウスのボタン又はトラックパッドをクリックすることに関連付けられた動作とは異なる動
作をデバイスが実行する強度に相当する。いくつかの実施形態では、軽い押下の強度閾値
を下回る（例えば、それを下回ると接触が検出されなくなる公称接触検出強度閾値を上回
る）特性強度を有する接触が検出されたとき、デバイスは、軽い押下の強度閾値又は深い
押下の強度閾値に関連付けられた動作を実行することなく、タッチ感知面上の接触の動き
に従ってフォーカスセレクタを動かす。一般に、特に明記しない限り、これらの強度閾値
は、ユーザインタフェース図の様々なセットの間で一貫している。
【０１５０】
　軽い押下の強度閾値を下回る強度から、軽い押下の強度閾値と深い押下の強度閾値との
間の強度への、接触の特性強度の増大は、「軽い押下」の入力と呼ばれることがある。深
い押下の強度閾値を下回る強度から、深い押下の強度閾値を上回る強度への、接触の特性
強度の増大は、「深い押下」の入力と呼ばれることがある。接触検出強度閾値を下回る強
度から、接触検出強度閾値と軽い押下の強度閾値との間の強度への、接触の特性強度の増
大は、タッチ面上の接触の検出と呼ばれることがある。接触検出強度閾値を上回る強度か
ら、接触検出強度閾値を下回る強度への、接触の特性強度の減少は、タッチ面からの接触
のリフトオフの検出と呼ばれることがある。いくつかの実施形態では、接触検出強度閾値
はゼロである。いくつかの実施形態では、接触検出強度閾値は、ゼロより大きい。
【０１５１】
　本明細書に記載するいくつかの実施形態では、それぞれの押下入力を含むジェスチャを
検出したことに応じて、又はそれぞれの接触（若しくは複数の接触）によって実行された
それぞれの押下入力を検出したことに応じて、１つ以上の動作が実行され、それぞれの押
下入力は、押下入力強度閾値を上回る接触（又は複数の接触）の強度の増大を検出したこ
とに少なくとも部分的に基づいて検出される。いくつかの実施形態では、それぞれの動作
は、押下入力強度閾値を上回るそれぞれの接触の強度の増大（例えば、それぞれの押下入
力の「ダウンストローク」）を検出したことに応じて実行される。いくつかの実施形態で
は、押下入力は、押下入力強度閾値を上回るそれぞれの接触の強度の増大、及びそれに続
く押下入力強度閾値を下回る接触の強度の減少を含み、それぞれの動作は、それに続く押
下入力閾値を下回るそれぞれの接触の強度の減少（例えば、それぞれの押下入力の「アッ
プストローク」）を検出したことに応じて実行される。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、「ジッタ」と呼ばれる場合がある偶発的な入力
を回避するために強度ヒステリシスを採用し、デバイスは、押圧入力強度閾値との既定の
関係を有するヒステリシス強度閾値を定義又は選択する（例えば、ヒステリシス強度閾値
は、押圧入力強度閾値よりも低いＸ強度単位であり、又はヒステリシス強度閾値は、押圧
入力強度閾値の７５％、９０％、若しくは何らかの妥当な割合である）。したがって、い
くつかの実施形態では、押下入力は、押下入力強度閾値を上回るそれぞれの接触の強度の
増大、及びそれに続く押下入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の
強度の減少を含み、それぞれの動作は、それに続くヒステリシス強度閾値を下回るそれぞ
れの接触の強度の減少（例えば、それぞれの押下入力の「アップストローク」）を検出し
たことに応じて実行される。同様に、いくつかの実施形態では、押下入力は、デバイスが
、ヒステリシス強度閾値以下の強度から押下入力強度閾値以上の強度への接触の強度の増
大、及び任意選択的に、その後のヒステリシス強度以下の強度への接触の強度の減少を検
出するときにのみ検出され、それぞれの動作は、押下入力（例えば、状況に応じて、接触
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の強度の増大又は接触の強度の減少）を検出したことに応じて実行される。
【０１５３】
　説明を容易にするために、押下入力強度閾値に関連付けられた押下入力、又は押下入力
を含むジェスチャに応じて実行される動作の説明は、任意選択的に、押下入力強度閾値を
上回る接触の強度の増大、ヒステリシス強度閾値を下回る強度から押下入力強度閾値を上
回る強度への接触の強度の増大、押下入力強度閾値を下回る接触の強度の減少、及び／又
は押下入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の強度の減少のいずれ
かを検出したことに応じてトリガされる。更に、押圧入力強度閾値を下回る接触の強度の
減少を検出したことに応じて実行されるように動作が記載される例では、動作は、任意選
択的に、押圧入力強度閾値に対応し、かつそれよりも低いヒステリシス強度閾値を下回る
接触の強度の減少を検出したことに応じて実行される。
【０１５４】
　次に、ポータブル多機能デバイス１００、デバイス３００、又はデバイス５００などの
電子デバイス上で実施されるユーザインタフェース（「ＵＩ」）及び関連プロセスの実施
形態に注意を向ける。
【０１５５】
　図６Ａ～図６ＭＭは、いくつかの実施形態による、仮想アバターを生成及び送信するた
めの例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図中のユーザインタフェースは、図
８Ａ～図８Ｂ及び図９Ａ～図９Ｂでのプロセスを含めた、以下で説明されるプロセスを例
示するために使用される。図７Ａ～図７Ｊは、いくつかの実施形態による、仮想アバター
を受信及び再生するための例示的なユーザインタフェースを示す。図６Ａ～図６ＭＭ及び
図７Ａ～図７Ｊは、仮想アバターの具体例として仮想アバターを使用する。
【０１５６】
　図６Ａは、一部の場合にはタッチ感知ディスプレイであるディスプレイ６０１と、少な
くともスペクトルの一部（例えば可視光、赤外線、又は紫外線）を表すデータを取り込む
ことができる画像センサを少なくとも含むカメラ６０２とを有するデバイス６００を示す
。いくつかの実施形態では、カメラ６０２は、複数の画像センサ及び／又はその他の種類
のセンサを含む。いくつかの実施形態では、感知された光を表すデータをキャプチャする
ことに加えて、カメラ６０２は、深度データなどの他の種類のデータをキャプチャするこ
とができる。例えば、いくつかの実施形態では、カメラ６０２は、スペックル、飛行時間
、視差、又はフォーカスに基づく技術も使用して、深度データをキャプチャする。カメラ
６０２を使用してデバイス６００がキャプチャする画像データは、カメラの視野内のシー
ンについての光スペクトルの一部に対応するデータを含む。また、いくつかの実施形態で
は、キャプチャされた画像データは、光データに関する深度データも含む。いくつかの他
の実施形態では、キャプチャされた画像データは、光スペクトルの一部のデータに関する
深度データを決定又は生成するのに十分なデータを含む。いくつかの実施形態では、デバ
イス６００は、デバイス１００、デバイス３００、又はデバイス５００の１つ以上の特徴
を含む。
【０１５７】
　いくつかの例では、電子デバイス６００は、赤外線カメラ、サーモグラフィカメラ、又
はこれらの組み合わせなどの深度カメラを含む。いくつかの実施例では、デバイスは、Ｉ
Ｒフラッド光、構造化光プロジェクタ、又はそれらの組み合わせなどの発光デバイス（例
えば、光プロジェクタ）を更に含む。発光デバイスは、任意選択的に、可視光カメラ及び
深度カメラ（例えば、ＩＲカメラ）によって画像のキャプチャ中に対象を照らすために使
用され、深度カメラ及び可視光カメラからの情報は、可視光カメラによってキャプチャさ
れた対象の異なる部分の深さマップを判定するために使用される。いくつかの実施形態で
は、深度マップ（例えば、深度マップ画像）は、視点（例えば、カメラ）からのシーン内
のオブジェクトの距離に関連する情報（例えば、値）を含む。深度マップの一実施形態で
は、各深度ピクセルは、その対応する２次元ピクセルが位置している、その視点のＺ軸に
おける位置を定義するものである。いくつかの例では、深度マップは、各ピクセルが値（
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例えば、０～２５５）によって定義されているピクセルから成る。例えば、「０」の値は
、「３次元」シーン内の最も遠い場所に配置されているピクセルを表し、「２５５」の値
は、「三次元」シーン内の視点（例えば、カメラ）の最も近くに配置されているピクセル
を表す。他の例では、深度マップは、シーン内のオブジェクトと視点の平面との間の距離
を表す。一部の実施形態では、深度マップは、深度カメラから見た、関心対象物の様々な
特徴部の相対深度（例えば、ユーザの顔面の目、鼻、口、耳の相対深度）に関する情報を
含む。一部の実施形態では、深度マップは、ｚ方向での関心対象物の輪郭をデバイスが決
定することを可能にする、情報を含む。いくつかの実施形態では、本明細書に記載する照
明作用は、後ろ向きの画像に対する２つのカメラ（例えば、２つの可視光カメラ）からの
不一致情報、及び前向きの画像（例えば、セルフィ画像）に対する可視光カメラからの画
像データと組み合わせた深度カメラからの深さ情報を使用して表示される。いくつかの実
施形態では、２つの可視光カメラを使用して深さ情報を判定するときと、深度カメラを使
用して深さ情報を判定するときに、同じユーザインタフェースが使用され、照明作用を生
成するときに使用される情報を判定するために劇的に異なる技術を使用したときでも、一
貫したエクスペリエンスをユーザに提供する。いくつかの実施形態では、照明作用のうち
の１つが適用された状態でカメラユーザインタフェースを表示しながら、デバイスは、カ
メラ切替えアフォーダンスの選択を検出し、前向きのカメラ（例えば、深度カメラ及び可
視光カメラ）から後ろ向きのカメラ（例えば、互いから隔置された２つの可視光カメラ）
へ切り替え（又は逆も同様である）、照明作用を適用するためのユーザインタフェース制
御の表示を維持しながら、前向きのカメラの視野から後ろ向きのカメラの視野へ表示を置
き換える（又は逆も同様である）。
【０１５８】
　図６Ａでは、デバイス６００は、メッセージングアプリケーション用のアイコン６０３
を含む様々なアプリケーション用の複数のアイコンを備えたホーム画面インタフェースを
表示している。アイコン６０３上のジェスチャ（例えば、タップジェスチャ６０４）に応
じて、デバイス６００は、アイコン６０３に関連付けられたメッセージングアプリケーシ
ョンに対応する図６Ｂにおいてユーザインタフェースを表示する。
【０１５９】
　図６Ｂでは、デバイス６００は、メッセージングインタフェース６０８を表示している
。要素６０５－１から６０５－６は、以前のメッセージング通信に対応している。各要素
６０５－１から６０５－６は、それぞれが自分の電子デバイスに関連付けられた１人以上
のリモートユーザとの１つの通信を表す。特定の要素に対するジェスチャ（例えば、タッ
プジェスチャ６０６）に応じて、デバイス６００は、図６Ｃに示すように、リモートユー
ザ又は通信の一部であるユーザとの以前のメッセージング通信の一部を表示するためにメ
ッセージングインタフェース６０８を更新する。
【０１６０】
　図６Ｃでは、デバイス６００は、「ジョン」と呼ばれる（及び「ＪＡ」のイニシャル又
はモノグラムを有する）リモートユーザとのメッセージング通信のためのメッセージング
インタフェース６０８を表示している。メッセージングインタフェース６０８は、４つの
以前に交換されたメッセージ６１０－１から６１０－３を含むメッセージエリア６０９を
含む（メッセージ６１０－３は、デバイス６００のユーザから「ジョン」に送信されると
ともに、他の２つのメッセージは、デバイス６００によって「ジョン」から受信された）
。メッセージングインタフェース６０８はまた、メッセージ作成エリア６１２と、メッセ
ージ作成エリア６１２の左側に（例えば、メッセージのステッカー及び／又は他のマルチ
メディア要素を選択するためのインタフェースにアクセスする）アイコン６１４を含むメ
ッセージオプションアイコンも含む。いくつかの実施形態では、メッセージオプションア
イコンは、写真、絵文字、ステッカー、及び以下で説明するものなどの他の形式の非テキ
ストメッセージを含む様々なタイプのメッセージの送信を可能にする。
【０１６１】
　デバイス６００がメッセージ作成エリア６１２の選択を検出することに応じて（例えば
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、図６Ｃのタップジェスチャ６１６を介して）、メッセージングインタフェース６０８は
、図６Ｄに示すように更新される。例えば、図６Ｄでは、メッセージオプションアイコン
は、隠されており（しかし、ボタン６１８を選択することにより再び表示することができ
る）、提案されたメッセージ応答６２０が表示され、仮想キーボード６２２が表示される
。一部の場合には、仮想キーボード６２２を使用して新たなメッセージを入力し、リモー
トユーザに送信する。
【０１６２】
　図６Ｅでは、メッセージ作成エリア６１２は、例えば、仮想キーボード６２２又は音声
入力などの他の方法を介して入力される「遅れています」というテキストを含む。送信ボ
タン６２１の選択に応じて、デバイス６００は、メッセージ６０９の通信に関連付けられ
た１人以上の参加者にメッセージの一部としてテキストを送信する。図６Ｅの場合、デバ
イス６００は、「ジョン」と呼ばれるメッセージをユーザに送信する。図６Ｆでは、デバ
イス６００は、メッセージエリア６１２を更新してメッセージ６１０－４を含めることに
よってメッセージの送信を反映するようにメッセージエリア６０９を更新している。
【０１６３】
　一部の場合には、メッセージオプションアイコンにアクセスして、（例えば、テキスト
以外のコンテンツをメッセージに追加することにより）新たなメッセージを追加又は作成
する。例えば、デバイス６００がアフォーダンス６１８の選択を検出することに応じて（
例えば、図６Ｆのタップジェスチャ６２４を介して）、図６Ｇに示すように、アイコン６
１４を含むメッセージオプションアイコンが再び表示される。アイコン６１４の選択に応
じて（例えば、図６Ｈのタップジェスチャ６２６などのジェスチャを介して）、デバイス
６００は、図６Ｉに示すように、以前に送信されたマルチメディアアイテム（例えば、図
６Ｉにおけるステッカー６３０－１から６３０－４であるが、音声、アニメーション、又
はビデオなどの他のタイプのマルチメディアアイテムも含まれることができる）を含む最
近のアイテムメニュー６２９（最近のアイテムの「トレイ」として知られることがある）
を現在表示しているマルチメディアアイテムインタフェース６２８に仮想キーボード６２
２を置き換えることにより、メッセージングインタフェース６０８を更新する。このイン
タフェースを使用して、ユーザは、以前に送信したマルチメディアアイテムを選択して再
送信することができる。例えば、ユーザは、選択されたステッカーのタップジェスチャを
介して図６Ｉの最近のアイテムメニュー６２９におけるステッカーのうちの１つを選択す
ることができる。そのような選択に応じて、デバイス６００は、メッセージ作成エリア６
１２にステッカーを配置するか、又は選択されたステッカーをメッセージエリア６０９に
表される通信に関与する１人以上のリモートユーザに送信する。いくつかの実施形態では
、タップ及びドラッグジェスチャを使用して、選択されたステッカー（又は他のマルチメ
ディアアイテム）をメッセージ作成エリア６１２又はメッセージエリア６０９（及び一部
の場合には特定のメッセージ）に配置する。例えば、特定のステッカーは、タップジェス
チャを介して選択される。タッチ感知ディスプレイ６０１との接触を解除することなく、
ステッカーは、ドラッグジェスチャを介してメッセージ作成エリア６１２又はメッセージ
エリア６０９のいずれかにドラッグされる。ステッカーの所望の位置に到達すると、タッ
チ感知ディスプレイ６０１との接触が停止され、ステッカーは、接触の最後の場所に配置
される。接触の最後の場所がメッセージエリア６０９にある場合、ステッカーは、メッセ
ージエリア６０９で表される通信に関連付けられた１人以上のリモートユーザに送信され
る。任意選択的に、ステッカーは、ステッカーを特定のメッセージに関連付けるデータと
ともにリモートユーザに送信される（例えば、ステッカーは、ステッカーが「スタック」
している特定のメッセージの特定の場所を示すデータとともに送信される）。これらの技
術は、ステッカーの選択及び送信に固有のものではない。また、最近のアイテムメニュー
６２９又は他の場所から選択可能な他のタイプのマルチメディアアイテムにも適用するこ
とができる。
【０１６４】
　図６Ｉでは、マルチメディアアイテムインタフェース６２８はまた、（利用可能なメニ
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ューに対応するボタン又は他の選択可能なアイテムの表示を介して最近のアイテムメニュ
ー６２９以外のメニュー又はインタフェースが選択されることを可能にする）メニュー選
択ボタン６３２及び（マルチメディアアイテムインタフェース６２８がディスプレイ（又
はディスプレイ全体）のより多くに拡張することを可能にする）フルスクリーンボタン６
３４を含む。フルスクリーンボタン６３４については、以下で更に説明する。
【０１６５】
　メニュー選択ボタン６３２を使用してメニュー又はインタフェースを切り替えることに
加えて、任意選択的にジェスチャを使用してメニューを切り替えることもできる。例えば
、スワイプジェスチャ（例えば、図６Ｊ及び図６Ｋに示すように、マルチメディアアイテ
ムインタフェース６２８を横切る接触６３６の移動によって表されるスワイプ）に応じて
、デバイスは、マルチメディアアイテムインタフェース６２８を更新して最近のアイテム
メニュー６２９の表示を仮想アバターメニュー６３８に置き換える。最近のアイテムメニ
ュー６２９が仮想アバターメニュー６３８に置き換えられている間、スクロールインジケ
ータ６３９は、マルチメディアアイテムインタフェース６２８において利用可能な他のメ
ニューの数に関するフィードバックを提供する。
【０１６６】
　図６Ｌでは、仮想アバターメニュー６３８は、最近のアイテムメニュー６２９の表示を
完全に置き換えている。デバイス６００が継続アフォーダンス６４０の選択を検出するこ
とに応じて（例えば、図６Ｍのタップジェスチャ６４２などのジェスチャを介して）、図
６Ｎに示すように、仮想アバターインタフェース６４３が表示される。このインタフェー
スは、以下で更に説明するように、ユーザがユーザの顔の動きと表情を反映する新たな仮
想アバターを生成することを可能にする。いくつかの実施形態では、仮想アバターメニュ
ー６３８は、全く表示されない。代わりに、仮想アバターメニュー６３８を最初に表示す
ることなく、仮想アバターインタフェース６４３が表示される。
【０１６７】
　図６Ｎの仮想アバターインタフェース６４３は、異なるアバターフレームワーク（例え
ば、異なる外観及び挙動を有するアバターキャラクター）に対応するアバターテンプレー
ト表現６４４－１から６４４－７を含む。各アバターテンプレートは、検出された顔の動
きと表情をマッピングすることができるアバターフレームワークを表す。インジケータ６
４５は、現在選択されているアバターテンプレートに対応する。仮想アバタープレビュー
６４６は、ユーザの現在の顔の動きと表情を反映するように更新されるという点で、仮想
アバターの「ライブ」プレビューである。例えば、いくつかの実施形態では、カメラ６０
２を使用して、デバイス６００は、カメラ６０２から画像データを連続的にキャプチャす
る。キャプチャされた画像データは、可視光データ及び深度データを含む。デバイス６０
０は、キャプチャされた画像データを分析して、顔の動き（例えば、筋肉の動き、頭の向
き、視線方向など）及び／又は顔面表情（例えば、笑顔、眉毛をひそめる、怒りの表情、
悲しい表情、混乱した表情など）を識別する。そして、デバイス６００は、仮想アバター
プレビュー６４６に現在関連付けられたアバターフレームワークのパラメータに応じて、
ユーザの検出された特性を反映するようにアバタープレビュー６４６を更新する。いくつ
かの実施形態では、デバイス６００は、仮想アバターインタフェース６４３が最初に実行
又は表示されたことに応じて、仮想アバタープレビュー６４６を自動的に連続的に更新し
始める。異なるアバターテンプレートの表現の選択を検出すると、デバイス６００に、新
たに選択されたアバターテンプレートに基づいて仮想アバタープレビュー６４６を更新さ
せる。
【０１６８】
　図６Ｏは、キャプチャされた画像データ６５０－１から６５０－５及び仮想アバターの
プレビューに対する対応する更新６５１－１から６５１－５におけるユーザの顔のいくつ
かの例を示す。これらは、ユーザの顔の動き、表情、及びポーズを反映するために絵文字
プレビュー６４６を更新するデバイス６００の例である。キャプチャされた画像データ６
５０－１において、デバイス６００は、（例えば、顔の特徴、筋肉、動き、及び／又は表
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情に基づいて）ユーザがまっすぐ見ている、笑っている及び／又は幸せであることを検出
する。それに応じて、デバイス６００は、更新６５１－１に示されるように、まっすぐ見
るように仮想アバタープレビューの目を更新することに加えて、仮想アバタープレビュー
を更新してユーザの笑顔及び／又は幸せな表情を反映する。キャプチャされた画像データ
においてユーザの検出された物理的特徴は、仮想アバターがユーザを反映するように更新
される仮想アバターの同じ物理的特徴である場合があるが、他の場合、ユーザの物理的特
徴の検出された変化は、仮想アバターの異なるタイプの物理的特徴の更新をもたらす。例
えば、図６Ｏでは、６５０－２及び６５１－２によって示されるように、猿には眉毛がな
いため、ユーザの眉毛の変化は、猿の耳（又は他の特徴）にマッピングされる。この例で
は、ユーザの口と目が猿の口と目にマッピングされている。画像データ６５０－３及び更
新６５１－３の例では、ユーザの不満な表情及び／又は眉毛をひそめたものが、仮想アバ
タープレビューの対応する特徴に反映される。いくつかの実施形態では、画像６５０－３
及び６５０－４によって示されるように、ユーザが顔面表情又は顔のポーズを保持する場
合、仮想アバタープレビューは、更新６５１－４の場合の涙などの追加の特徴によって更
新される。このタイプの所定の更新はまた、検出された動きの欠如に応じて発生すること
もできる。いくつかの実施形態では、更新はまた、画像データにおいて検出されたユーザ
の動きにも基づいている。例えば、デバイス６００は、ユーザの頭の回転を検出すると、
仮想アバタープレビューを同様に回転させる更新をもたらす。いくつかの実施形態では、
更新はまた、仮想アバター特徴の物理モデルにも基づいている。例えば、画像データ６５
０－５では、デバイス６００は、ユーザの頭が揺れていることを検出する。それに応じて
、デバイス６００は、頭の揺れを反映するために更新６５１－５を生成する。更に、更新
６５１－５では、子犬の耳に物理モデルが適用された結果として、子犬の耳も突き出てい
る。
【０１６９】
　図６Ｐでは、デバイス６００は、ジェスチャ（例えば、接触６５３によって表されるタ
ップジェスチャ）を介して記録ボタン６５２の選択を検出する。それに応じて、仮想アバ
ターインタフェース６４３が更新され、図６Ｑに示すように、アニメーション化された仮
想アバターが生成されていることを示す。例えば、記録ボタン６５２は、停止ボタン６５
４に置き換えられ、アバターテンプレート表現６４４－１から６４４－７は、もはや表示
されず、アニメーション絵文字が記録された時間と仮想アバターがなおも記録されること
ができる相対的な時間量とを示す記録進度インジケータ６５６が表示される。記録は、所
定の時間量（例えば、１５秒）の満了又は停止ボタン６５４の選択など、任意の数の方法
で停止することができる。いくつかの実施形態では、記録中、デバイス６００は、アニメ
ーション化された仮想アバターを作成するために使用される一連のデータポイントを検出
及び／又は記憶している。例えば、いくつかの実施形態では、デバイス６００は、顔の動
き及び／又は顔面表情の時系列を記録し（例えば、可能な値の範囲の値として、可能な値
の範囲の各値は、所定の動き又は表情に対応する）、その後にアバターテンプレート上に
マッピングされてアニメーション化された仮想アバターを作成する。あるいは、デバイス
６００は、デバイス６００が仮想アバタープレビューを更新してユーザの顔の動き及び／
又は表情を反映するときに仮想アバタープレビューのビデオ記録を作成することにより、
アニメーション化された仮想アバターを記録する。いくつかの実施形態では、デバイス６
００はまた、記録されたアニメーション化仮想アバターが仮想アバターの記録アニメーシ
ョンとともに再生できる音を含むように、デバイス６００のマイクロフォンでキャプチャ
された音を記録する。
【０１７０】
　図６Ｒは、アニメーション化された仮想アバターの記録中のより遅い時点を示している
。仮想アバタープレビュー６４６は、新たに検出された顔の動き及び／又はユーザからの
表情を反映するように更新されている。インジケータ６５６もまた更新され、アニメーシ
ョン化された仮想アバターの記録のさらなる進捗を反映する。
【０１７１】
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　図６ＲＡは、アバター記録中に、ユーザがデバイスに対して自分の位置を変更したこと
をデバイス６００が検出することを示している。具体的には、図６ＲＡに対応する時点で
、ユーザの顔は、もはやカメラの視野内にない。それに応じて、デバイス６００は、アバ
ターインタフェース６４３の端部（例えば、ユーザの顔の最後に検出された位置に対応す
る端部）に仮想アバターを表示し、仮想アバターの周囲にフレーミングコーナー６５３を
表示し、メッセージ６５５Ａ（「顔をビューに持ち込む」）を表示してデバイスに対して
位置調整するようにユーザを促す。いくつかの実施形態では、ユーザの顔は検出されない
ときに仮想アバターは静止している（又は所定のポーズ（例えば、中立ポーズ）を仮定す
る）が、カメラの視野内にユーザの顔が検出されなくなった後であっても、仮想アバター
の記録は継続する。
【０１７２】
　図６ＲＢは、ユーザが所定の閾値時間よりも長くカメラの視野外に留まった後のデバイ
ス６００を示している。ユーザが所定の時間よりも長い間カメラの視野外に留まったこと
を検出したことに応じて、デバイス６００は、仮想アバターの記録を休止する。図６ＲＢ
に示されるように、デバイス６００は、記録の休止に応じて、停止ボタン６５４を記録ボ
タン６４８に置き換えている。デバイス６００はまた、記録が休止されたことをユーザに
示すメッセージ６５５Ｂ（「タップして再開」）も表示する。図６ＲＣに示すものなどの
いくつかの実施形態では、ユーザは、図６ＲＤに示すように記録を再開する記録ボタン６
４８をタップすることを含む、アバターインタフェース６４３の任意の場所をタップ（例
えば、タップジェスチャ６５７）することにより記録を再開することができる。ユーザが
所定の閾値時間を超えてカメラの視野外に留まった場合に仮想アバターの記録を一時停止
し、記録を再開するために他の入力を必要とすることで、バッテリ電力で動作するデバイ
スの電池寿命を延ばしかつ深度カメラの寿命を延ばすエネルギ使用量と深度カメラの使用
量を削減する。
【０１７３】
　図６Ｓは、アニメーション化された仮想アバターの記録中の更に後の時点を示している
。仮想アバタープレビュー６４６は、ユーザから新たに検出された顔の動き及び／又は表
情を反映するように更に更新されている。インジケータ６５６もまた更新され、アニメー
ション化された仮想アバターの記録のさらなる進捗を反映する。
【０１７４】
　図６Ｓでは、アニメーション化された仮想アバターの記録を停止することを要求するジ
ェスチャ（例えば、接触６５８によって表されるタップジェスチャ）が受信される。それ
に応じて、デバイス６００は、アニメーション化された仮想アバターの記録を停止し、図
６Ｔに示すように仮想アバターインタフェースを更新する。他の場合には、デバイス６０
０は、アニメーション化された仮想アバターの記録を停止し、所定の期間（例えば、１５
秒）の満了に応じて図６Ｔに示されるように仮想アバターインタフェースを更新する。
【０１７５】
　図６ＳＡから図６ＳＣは、仮想アバターを記録（例えば、生成）している間の仮想アバ
ターインタフェース６４３の他の実施形態を示す。図６ＳＡに示すように、デバイス６０
０は、現在のアバター記録セッション（例えば、記録ボタン６４８をアクティブ化するこ
とにより開始されるセッション）に残っている時間を示すタイマー６５９（例えば、残り
１０秒を示す）を表示する。図６ＳＢでは、同じ記録セッションが４秒間進行し、タイマ
ー６５９は、ここではアバター記録セッションに残っている６秒を表示している。図６Ｓ
Ｃでは、記録セッションは終了している（すなわち、図６ＳＣは、図６ＳＡよりも１０秒
後の時点である）。記録セッションの終了に応じて、デバイス６００は、タイマー６５９
を、完了した記録セッションを破棄するために（例えば、タップジェスチャによって）ア
クティブにされることができるゴミ箱アフォーダンス６６０－１に置き換える。いくつか
の実施形態では、ゴミ箱アフォーダンス６６０－１は、図６Ｔ及び図６Ｕから図６ＵＡの
アフォーダンス６６０を破棄するのと同様に機能することができる。
【０１７６】
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　図６Ｔでは、仮想アバターインタフェース６４３は、ここでは、アニメーション化され
た仮想アバター６５９の再生の３つのスナップショットによって示されるように、仮想ア
バタープレビューを表示する代わりに、記録されたアニメーション化された仮想アバター
６５９を再生する。いくつかの実施形態では、記録されたアニメーション化された仮想ア
バターは、ループで再生される（例えば、図６Ｔの矢印によって示されるように、ユーザ
入力なしで少なくとも２回再生される）。仮想アバターインタフェース６４３はまた、破
棄ボタン６６０、ミュートボタン６６２、及び確認ボタン６６４（記録ボタン６５２の代
わりに表示される）を含む。破棄ボタン６６０は、表示された記録されたアニメーション
化された仮想アバターを保存せずかつリモートユーザに送信せずに破棄する。ミュートボ
タン６６２は、ユーザが記録されたアニメーション化された仮想アバターからの音声の再
生をミュートすることを可能にする。確認ボタン６６４は、記録されたアニメーション化
された仮想アバターをリモートユーザに送信することを可能にする（例えば、ユーザがメ
ッセージを送信する前に確認ボタン６６４のアクティブ化に応じてメッセージエリア６０
９に表示される又はメッセージ作成エリア６１２に移動される通信に関連付けられた１人
以上のユーザに直接送信する）。デバイス６００が確認ボタン６６４の選択を検出した後
、仮想アバターインタフェース６４３が更新され、図６Ｎに関して説明された状態に戻る
。いくつかの実施形態では、確認ボタン６６４は、確認ボタン６６４を選択することによ
って記録されたアニメーション化された仮想アバターがリモートユーザに送信されること
ができることを示すようにメッセージ構成領域にあるメッセージを送信するための送信ボ
タンに表示される送信グリフ又はアイコン（例えば、図６Ｖの６７０）と同様の又は同じ
グリフ又はアイコンを含む。
【０１７７】
　アニメーション化された仮想アバター６５９の再生中に、現在選択されているテンプレ
ートとは異なるアバターテンプレートの表現に対するタップジェスチャ６６５に応じて、
アニメーション化された仮想アバターが更新され、アニメーション化された仮想アバター
を再記録する必要なく新たなアバターテンプレートを反映する。これは、アニメーション
化された仮想アバター６６６に置き換えられたアニメーション化された仮想アバター６５
９を示す図６Ｕに示されている。図６Ｔのアニメーション化された仮想アバター６５９を
生成するために使用される記録された顔の筋肉、動き、特徴、及び表現は、図６Ｕにおけ
る新たに選択されたアバターテンプレートに再適用される。
【０１７８】
　図６ＵＡでは、アニメーション化されたアバター６６６が再生されている間、デバイス
６００は、破棄アフォーダンス６６０の選択に対応するタップジェスチャ６６１を検出す
る。それに応じて、デバイス６００は、キャプチャされたアニメーション化されたアバタ
ーデータを破棄し（例えば、アニメーション化されたアバターをメッセージ作成エリア６
１２に追加することを取り止める）、図６ＵＢのインタフェースに遷移する。図６ＵＢで
は、デバイス６００は、（例えば、記録ボタンを含む）図６Ｐに見られるものと同様の事
前記録アバターインタフェース６４３を表示する。図６Ｐと対照的に、アバターテンプレ
ートは、猿の仮想アバター６５９に戻るのではなく、ロボット（例えば、仮想アバター６
６６）のテンプレートのままである。すなわち、図６Ｔ及び図６Ｕに示されている再生中
のアバター６５９からアバター６６６への変化の検出が保持される。
【０１７９】
　図６Ｔに戻ると、ジェスチャ（例えば、接触６６７によって表されるタップジェスチャ
）に応じて、デバイス６００は、記録されたアニメーション化仮想アバター６６８をメッ
セージ作成エリア６１２（図６Ｖを参照）に追加し、仮想アバターインタフェース６４３
を図６Ｎに記載された状態に戻す（図６Ｖを参照）。そして、ユーザは、デバイス６００
がメッセージを送信する前に（例えば、図６Ｗに示すように、送信アフォーダンス６７０
に対する接触６７２によって表されるタップジェスチャに応じて）メッセージにメッセー
ジコンテンツ（例えば、テキスト又は他のマルチメディアアイテム）を追加することがで
きる（図６Ｖを参照）。あるいは、デバイス６００が確認ボタン６６４の選択を検出する
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と、デバイス６００は、記録されたアニメーション化仮想アバターを、メッセージエリア
６０９に表示される通信に関連付けられた１人以上のリモートユーザに送信し、その後、
図６Ｘに示すように、アニメーション化仮想アバター６６８がメッセージエリア６０９に
含まれる通信に関連付けられた１人以上のユーザに送信されたことを反映するように更新
される。
【０１８０】
　図６Ｙ～図６ＢＢは、アバターテンプレートのリストをスクロールするユーザ入力に対
する仮想アバターインタフェース６４３の応答を示している。例えば、スワイプジェスチ
ャ（例えば、図６Ｙ～図６ＡＡに示されるように、アバターテンプレートを垂直に横切る
接触６７６の動きによる表現）に応じて、デバイス６００は、アバターテンプレートをス
クロールし、現在選択されているアバターテンプレートを変更する。アバターテンプレー
トインジケータ６４５内に存在するアバターテンプレートは、スワイプジェスチャに基づ
いて更新される。選択された新たなアバターテンプレートの検出に応じて、デバイス６０
０は、仮想アバタープレビューを更新する。例えば、図６Ｚでは、デバイス６００がアバ
ターテンプレート表現６４４－５の選択を検出すると、（表現６４４－５に対応するアバ
ターテンプレートに基づく）仮想アバタープレビュー６７８が表示され、図６ＡＡでは、
アバターテンプレート表現６４４－８が選択されると、（表現６４４－８に対応するアバ
ターテンプレートに基づく）仮想アバタープレビュー６８０が表示される。
【０１８１】
　アニメーション化されたパペット絵文字の記録を生成することに加えて、絵文字インタ
フェース６４３はまた、静的仮想アバター（例えば、仮想アバターの状態に基づいて決定
される表現／外観を備えたステッカー）を生成することも可能にする。例えば、図６ＣＣ
では、仮想アバタープレビュー６８０上のユーザ入力（例えば、接触６８２により表され
るタップアンドホールドジェスチャ）に応じて、デバイス６００は、ユーザ入力に関連付
けられた時間（例えば、入力が受信されたとき、終了したとき、又はユーザ入力に関連付
けられた何らかの他の時間）における仮想アバタープレビュー６８０の状態に対応するス
テッカーを生成する。実施形態では、デバイス６００は、ステッカーが生成されたこと及
び／又はユーザがステッカーを配置することができることを示すために、仮想アバタープ
レビュー６８０から剥がされたステッカー６８３（図６ＤＤ及び図６ＥＥ）を表示する。
【０１８２】
　デバイス６００がステッカーを生成した後、ユーザは、任意選択的に、ステッカーに対
するいくつかの操作から選択する。例えば、ユーザは、デバイス６００に、最近のメニュ
ー又は後の使用を可能にする他の同様のインタフェースにステッカーを配置させることが
できる。ユーザはまた、デバイス６００がステッカーを含むメッセージを送信する前に、
デバイス６００にメッセージ作成エリア６１２にステッカーを配置させることもでき、ユ
ーザは、デバイス６００にメッセージエリア６０９の通信に参加している１人以上のユー
ザにステッカーを送信させるために、特定のメッセージに対してメッセージエリア６０９
に（及び任意選択的に）ステッカーを配置することができる。
【０１８３】
　例えば、図６ＦＦでは、デバイス６００は、接触が依然として仮想アバタープレビュー
６８０上にある間に接触６８２のリフトオフを検出している。これに応じて、デバイス６
００は、ステッカーが最近のアイテムメニュー６２９を介して又はデバイス６００の他の
インタフェースを介して任意選択的に選択可能であるように、生成されたステッカーを、
最近のアイテムメニュー６２９（図６Ｉ）によってアクセス可能なデバイス６００のメモ
リ内のデータベース又はライブラリなどのデバイス６００に保存している。デバイス６０
０は、図６ＦＦ～図６ＧＧに示すように、メニュー選択ボタン６３２に向かって移動する
、異なるグラフィカルバージョン６８４及び６８６を備えたアニメーションを介してステ
ッカーがローカルに保存されていることを任意選択的に示す。
【０１８４】
　他の例として、図６ＨＨ～図６ＫＫは、生成されたステッカーをメッセージエリア６０
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９に表される通信に参加する１人以上のユーザに送信するデバイス６００の例を示す。図
６ＩＩでは、デバイス６００は、仮想アバタープレビュー６８０上のユーザ入力（例えば
、仮想アバタープレビュー６８０で始まる図６ＨＨ～図６ＪＪの接触６８８によって表さ
れるタップアンドドラッグジェスチャ）を検出する。デバイス６００がステッカー表現を
メッセージエリア６０９にドラッグするユーザを検出すると、ステッカー表現６９０は、
接触６８８にしたがう。デバイス６００がメッセージエリア６０９において接触６８８の
リフトオフを検出すると、デバイス６００は、図６ＫＫに示すように、メッセージエリア
６０９に表される通信の参加者である１人以上のリモートユーザにステッカー６９１を送
信する。
【０１８５】
　図６ＬＬでは、デバイス６００は、フルスクリーンボタン６３４の選択に応じて（例え
ば、図６ＬＬの接触６９２によって表されるタップジェスチャを介して）仮想アバターイ
ンタフェース６４３を更新して、より多くのスクリーン（又はフルスクリーンモード）を
表示する。図６ＭＭは、ディスプレイ６０１を更に使用するために拡大された後の仮想ア
バターインタフェース６４３を示す。ボタン６９２は、選択されると、デバイス６００に
仮想アバターインタフェース６４３をその以前の構成に戻させる。
【０１８６】
　図７Ａ～図７Ｊは、リモートユーザからアニメーション化された絵文字を受信した後の
メッセージングインタフェース６０８を示している。図７Ａ～図７Ｊは、一例として図６
Ａ～図６ＭＭのデバイス６００を使用し、図７Ａ～図７Ｊに示されたユーザインタフェー
ス及び機能性はまた、以前にステッカー又はアニメーション化された仮想アバターを送信
したことがないデバイスを含む他のデバイス（例えば、デバイス１００、３００、又は５
００）にも適用される。
【０１８７】
　図７Ａは、アニメーション化された仮想アバターを再生する直前に、「ジョン」という
名前の（及びイニシャル又はモノグラム「ＪＡ」を有する）リモートユーザからアニメー
ション化された仮想アバター７００を受信した後のメッセージインタフェース６０８を示
す。いくつかの実施形態では、デバイス６００は、それを受信した後、アニメーション化
された仮想アバター７００を自動的に再生する。ミュートボタン７０２は、選択されると
、デバイス６００に、アニメーション化された仮想アバター７００に関連付けられた任意
の音をミュートさせる。いくつかの実施形態では、アニメーション化された仮想アバター
がディスプレイからスクロールされると、音声もミュートされる。いくつかの実施形態で
は、仮想アバターインタフェース６４３は、図６Ａ～図６ＭＭに関して説明されるように
表示される（例えば、仮想アバターインタフェース６４３は、検出された顔の動き／表情
及び選択されたアバターテンプレートに基づくプレビュー仮想アバターを含む）。
【０１８８】
　図７Ｂでは、アニメーション化された仮想アバター７００が１回再生される（例えば、
開始から終了まで１回再生される）ことに応じて、アニメーション化された仮想アバター
７００の静止フレーム７０３がアニメーション化された仮想アバター７００の代わりに表
示される。リプレイボタン７０４はまた、メッセージエリア６０９にも表示され、例えば
、図７Ｃの接触７０６によって表されるタップ特徴によって、アニメーション化された仮
想アバター７００が再び再生されることを可能にする。図７Ｄは、アニメーション化され
た仮想アバター７００を再び再生するデバイス６００を示す（アニメーション化された絵
文字の再生は、図７Ａに関して説明される）。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、アニメーション化された仮想アバター７００の再生中に、デ
バイス６００がミュートボタン７０２に対するユーザ入力（例えば、図７Ｅの接触７０８
によって表されるタップジェスチャ）を受信すると、デバイス６００は、アニメーション
化された仮想アバター７００の再生を継続しながら、アニメーション化された仮想アバタ
ー７００に関連付けられた音の再生を停止する（例えば、アニメーション化された仮想ア
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バター７００は、なおも音なしで移動する）。いくつかの実施形態では、ミュートボタン
７０２の選択に応じて（又は、デバイス６００で音がオフにされるか若しくはデバイス６
００がアクセシビリティ機能を有効にした場合）、複写ボタン７１４が図７Ｈに示すよう
に表示される。複写ボタン７１４の選択に応じて（例えば、図７Ｇの接触７１６によって
表されるタップジェスチャを介して）、図７Ｈに示されるように、アニメーション化され
た仮想アバター７００の音の複写７１８が表示される。複写７１８のコンテンツは、デバ
イス６００に対してローカルに又はリモートで（例えば、リモートサーバコンピューティ
ングリソースを使用して）生成される。
【０１９０】
　アニメーション化された仮想アバター７００に対するユーザ入力（例えば、図７Ｉの接
触７２０によって表されるタップアンドホールドジェスチャ）に応じて、デバイス６００
は、図７Ｊに示されるように、アニメーション化された仮想アバター７００に関連するオ
プションのメニューを表示する。例えば、メニュー７２２は、デバイス６００がメッセー
ジエリア６０９に表される通信に参加している１人以上のリモートユーザに送信すること
ができるいくつかの応答ボタン７２３－１から７２３－６を含む。更に、コピーボタン７
２６、保存ボタン７２８、及びその他のボタン７３０を有するメニュー７２４も表示され
る。コピーボタン７２６は、アニメーション化された仮想アバター７００をデバイス６０
０のクリップボードにコピーする。保存ボタン７２８は、アニメーション化された仮想ア
バター７００をデバイス６００に（例えば、デバイス６００にインストールされたアプリ
ケーションによって後にアクセスできるデータベース又はライブラリに）保存する。その
他のボタン７３０は、アニメーション化された仮想アバター７００に関して実行できる追
加の操作を表示する。
【０１９１】
　図８Ａ～図８Ｂは、いくつかの実施形態による、電子デバイスを使用した８００のため
の方法を示すフロー図である。方法８００は、ディスプレイ及びカメラを備えたデバイス
（例えば、１００、３００、５００、６００）にて実行される。方法８００のいくつかの
動作は、任意選択的に組み合わされ、いくつかの動作の順序は、任意選択的に変更され、
いくつかの動作は、任意選択的に省略される。
【０１９２】
　以下で説明するように、方法８００は、仮想アバターなどの絵文字を生成及び送信する
ための直感的な方法を提供する。本方法は、絵文字を生成及び送信する際のユーザの認識
的負担を軽減し、それによって、より効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作り
出す。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザが絵文字を生成
及び送信することを可能にすることは、より高速にかつより効率的に節電し、バッテリ充
電の間隔を長くする。
【０１９３】
　カメラ（例えば、６０２）（例えば、可視光、ＩＲ光、深度データなどを表すデータを
キャプチャするための１つ以上のセンサを備えて構成される）及びディスプレイ（例えば
、６０１）を有する電子デバイス（例えば、６００）は、（例えば、絵文字（アニメーシ
ョン又は静的）の選択、静的ステッカーの生成、及び／又はアニメーション化された仮想
アバターの記録のための）仮想アバター生成インタフェース（例えば、図６Ｎの６４３）
を表示する（８０２）。電子デバイスは、仮想アバター生成インタフェース（例えば、複
数の異なる利用可能な仮想アバターテンプレートから選択されたアニメーション化された
仮想アバター）に仮想アバターのプレビュー（例えば、図６Ｎの６４６）（例えば、一部
の場合には感情又は反応などの非言語メッセージを伝達することを意図した２Ｄ又は３Ｄ
コンピュータ生成グラフィカルオブジェクト）を表示する（８０４）。仮想アバターのプ
レビューは、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する（例えば、図６Ｏ）（例え
ば、アニメーション化された仮想アバターは、カメラの１つ以上の画像センサからの画像
データで検出されたユーザの頭の動き、顔面表情、及び向きを反映する）。仮想アバター
のプレビューを表示している間、電子デバイスは、仮想アバター生成インタフェースで入
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力（例えば、接触６５２、６８２、又は６９０）を検出する（８０６）。仮想アバター生
成インタフェースでの入力の検出に応じて（８０８）、仮想アバターのプレビュー（例え
ば６８２又は６９０）で入力が開始されるという判定に従って（例えば、アニメーション
化された仮想アバターに対するタッチアンドホールド入力又はカーソルを制御するトラッ
クパッド入力）、電子デバイスは、それぞれの時点でのカメラの視野内の顔の表情を表す
静的仮想アバターステッカー（例えば、６８３又は６９１）（例えば、メッセージエリア
内の特定の場所に「貼り付け可能な」アニメーション絵文字の静止画像）を生成する（８
１０）。いくつかの実施形態では、それぞれの時間は、入力のタイミング（例えば、入力
が最初に受信されたとき、入力が終了したとき、入力に対応するジェスチャがタッチセン
シティブ面を横切って移動を開始したとき、又は入力に関連する任意の他の時間）に基づ
いて判定される。入力が仮想アバター生成インタフェースにおける記録アフォーダンス（
例えば、６４８）のアクティブ化（例えば、記録アフォーダンスのタップ）を含むという
判定に従って、電子デバイスは、（例えば、図６Ｑ～図６Ｓに示すように）所定期間にわ
たるカメラの視野内の顔の表情の変化のシーケンスを表すアニメーション化された仮想ア
バター（例えば、６６８）を生成する（８１２）。いくつかの実施形態では、期間は、入
力のタイミングに基づいて判定される（例えば、期間は、入力の開始が検出されたとき、
入力の終了が検出されたとき、入力がタッチセンシティブ面上のジェスチャである場合な
どの入力のいくつかの種類の動きが検出されたとき、又は入力に基づく何らかの他の期間
に開始する）。いくつかの実施形態では、仮想アバターは、３次元である。いくつかの実
施形態では、仮想アバター（例えば、６４６）又はアニメーション化された仮想アバター
（例えば、６５９）のプレビューが３Ｄで表示される。２つの可能な通信スタイル（例え
ば、アニメーション化された仮想アバターと静的仮想アバター）の間でユーザ入力を明確
にすることで、各タイプのメッセージコンテンツを生成するための別個のインタフェース
の必要性を回避する。所望のメッセージの通信に必要な入力数を減らすと、デバイスの操
作性が向上し、（例えば、単一のインタフェースから複数のタイプのマルチメディア通信
を可能にすることによってユーザが意図した通信を達成することを支援することにより）
ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素
早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電
池寿命を改善する。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、メッセージエリア（例えば、６０９）を含
むメッセージングインタフェース（例えば、インタフェース６０８）（例えば、アップル
のメッセージなどのメッセージングアプリケーション）を表示する（８１４）。メッセー
ジエリアは、通信（例えば、図６Ｎのメッセージエリア６０９での通信）（例えば、メッ
セージングスレッド）の２人以上の参加者（例えば、図６Ｃ、リモートユーザ「ジョン」
及びデバイス６００のユーザ）からのメッセージ（例えば、６１０－１から６１０－４）
（例えば、電子デバイスのユーザから送信されたメッセージ及び異なる電子デバイスのリ
モートユーザから受信したメッセージ）を含む。仮想アバター生成インタフェースは、メ
ッセージングインタフェース（例えば、図６Ｎ）と同時に表示される（例えば、仮想アバ
ター生成インタフェースは、メッセージングインタフェースの下半分に表示される）。い
くつかの実施形態では、仮想アバターのプレビュー（例えば、６４６）は、仮想アバター
生成インタフェースの初期表示の一部として自動的に表示される。
【０１９５】
　いくつかの実施形態では、メッセージングインタフェースは、メッセージ作成エリア（
例えば、６１２）（例えば、メッセージを受信者に送信する前にテキスト、絵文字、及び
他のコンテンツを入力するためのメッセージ入力エリア）を含み、入力は、仮想アバター
のプレビュー（例えば、６４６）に対するタップである。電子デバイスは、仮想アバター
生成インタフェースでの入力の検出に応じて、メッセージ作成エリアに静的仮想アバター
（例えば、６８３又は６９１）を表示する。いくつかの実施形態では、仮想アバター生成
インタフェースを表示することは、メッセージングインタフェースの仮想キーボード（例
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えば、６２２）の表示を仮想アバター生成インタフェースの表示（例えば、図６Ｈから図
６Ｎへの遷移、介在図なし）に置き換えることを含む。メッセージを送信する前にメッセ
ージのマルチメディアコンテンツを表示すると、エラーメッセージの可能性を低減し、ユ
ーザがメッセージを送信する前に（例えば、テキスト又は他のコンテンツを介して）より
多くのコンテンツを追加することを可能にする。所望のメッセージの通信に必要なメッセ
ージの数を減らすと、デバイスの操作性が向上し、（例えば、ユーザが通信に必要なメッ
セージの数を減らしながら意図した通信を達成することを支援することにより）ユーザと
デバイスのインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効
果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を
改善する。
【０１９６】
　いくつかの実施形態では、アバター生成インタフェースは、１つ以上の以前に生成され
た仮想アバター（例えば、６３０－１から６３０－４）のコレクションを含む静的仮想ア
バター領域（例えば、６２９）（例えば、アバター生成インタフェースの下部部分に表示
される以前に生成されたステッカーのトレイ）を含む。ユーザ入力（例えば、図６ＣＣの
６８２）に応じて、電子デバイスは、生成された仮想アバターを１つ以上の以前に生成さ
れた仮想アバターのコレクションに追加する（６１２）（例えば、仮想アバターのコレク
ションに含めるためにアバターを送信する、仮想アバターをお気に入りとしてマークする
、又は他の方法で仮想アバターをマークする）。いくつかの実施形態では、仮想アバター
（例えば、ステッカー）のコレクションは、ユーザ入力（例えば、６２６）（例えば、ト
レイに新たに生成されたステッカーのミニチュア版を含む）（例えば、アバター生成ユー
ザインタフェース又はメッセージングユーザインタフェースにおける仮想アバターコレク
ションアフォーダンスの選択）に応じて表示される。いくつかの実施形態では、以前に生
成されたステッカーのトレイは、トレイの表示を要求するユーザから入力（例えば、入力
６２６）を受信するまで又はトレイがメッセージインタフェース又はアバター生成インタ
フェースの現在の状態におそらく関連することを電子デバイスで検出された何らかの他の
イベントが示すまで隠される。いくつかの実施形態では、仮想アバターを仮想アバターの
コレクションに追加した後、電子デバイスは、ユーザから仮想アバターのコレクションを
第２のユーザと共有する要求を受信し、それに応じて、電子デバイスは、仮想アバターの
コレクションを第２のユーザに送信する。以前に送信されたメッセージのマルチメディア
コンテンツを維持することにより、ユーザは、新たなメッセージに利用可能である場合に
以前のコンテンツを追加及び再利用することができる。コンテンツを再作成する必要がな
くなると、デバイスの操作性が向上し、（例えば、コンテンツの繰り返し生成をなくすこ
とにより）ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイ
スをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デ
バイスの電池寿命を改善する。
【０１９７】
　いくつかの実施形態では、入力は、仮想アバター（例えば、６８０）のプレビューで始
まり（８１６）、メッセージエリア内の場所で終了する（例えば、図６ＨＨ～図６ＫＫを
参照）（例えば、仮想アバターのプレビュー（例えば、６８０）に接触する指によって開
始し、メッセージエリアに指をドラッグし続け、メッセージエリアで指を離すと終了する
ジェスチャ（一部の場合には、ジェスチャは、メッセージエリア内の特定のメッセージで
終了することがあり、ステッカーは、その特定のメッセージに関連付けられ、任意選択的
に、そのメッセージが会話内で移動するのにともない移動する））。電子デバイスは、通
信（例えば、図６ＫＫ）に関連付けられた参加者（例えば、１人以上のリモートユーザ）
に静的仮想アバター（例えば、６９１）を送信する（８１８）。いくつかの実施形態では
、アニメーションは、仮想アバターのプレビューから剥がされている静的仮想アバターを
示すジェスチャに応じて表示される（図６ＣＣ～図６ＦＦ）。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、静的仮想アバター（例えば、６９１）は、入力（例えば、６
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８８）が仮想アバターのプレビュー（例えば、６８０）で検出された時点でカメラの視野
内の顔の表情に基づいて決定される外観を有する。いくつかの実施形態では、電子デバイ
スは、仮想アバターのプレビューでの入力の開始の検出に応じて、仮想アバターのプレビ
ューを停止させ（８２０）、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する。これは、
ステッカーが生成されたことをユーザに示し、ユーザに送信することによってメッセージ
エリア６０９内に表示された通信にステッカーがドラッグされた場合に送信されるステッ
カーの外観をユーザにプレビューする。これは、ユーザが追加の対話を実行する必要なく
又は結果のステッカーを見る前に完全なステッカー生成ジェスチャを完了することなく生
成されるステッカーのプレビューを表示することにより、デバイスの操作性を向上させ、
改善されかつより効率的なマン－マシンインタフェースを構成する。これは、ユーザがデ
バイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し
、デバイスの電池寿命を改善する。
【０１９９】
　いくつかの実施形態では、仮想アバターのプレビュー（例えば、６８０）は、入力が仮
想アバターから離れた後、変化への反応を再開する（例えば、静的アバターがメッセージ
会話に向かってドラッグされるとアニメーションが再開する）。いくつかの実施形態では
、仮想アバターのプレビュー（例えば６８０）は、静的アバターをドラッグしている入力
が終了するまで顔の外観の変化に反応するのを中止する。仮想アバタープレビューの更新
を再開すると、ユーザは、生成されたステッカーの外観を、異なる／追加のステッカーの
基礎となる可能性のある仮想アバターの他の可能な外観と比較することができる。これは
、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、ユーザが生成されたコンテンツを送信する前
に生成可能な他のコンテンツに関するフィードバックを提供することにより、ユーザが意
図した結果を達成することを支援することにより）ユーザとデバイスのインタフェースを
より効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにする
ことによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２００】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターを生
成するための期間の満了（例えば、５、１０、又は１５秒間のタイマーの満了、又は期間
を停止するユーザ入力）に応じて、記録アフォーダンスの代わりに送信又は確認アフォー
ダンス（例えば、６６４）を表示する（例えば、仮想レコードボタンは、もはや表示され
ず、代わりに仮想送信ボタンが仮想レコードボタンの代わりに表示される）。電子デバイ
スは、送信アフォーダンス又は確認アフォーダンスを選択する入力（例えば、タッチ感知
ディスプレイの送信アフォーダンスに対するタップジェスチャ）の受信に応じて、生成さ
れたアニメーション化された仮想アバターをリモートユーザに送信する（８２４）（例え
ば、図６Ｖ及び図６Ｗに示すように、最初にアニメーション化された仮想アバターをメッ
セージ作成エリア６１２に送信しない図６Ｕ及び図６Ｘを参照）（例えば、アニメーショ
ン化された仮想アバターは、メッセージ作成エリアなどのメッセージングインタフェース
の他のエリアに最初に配置されるアニメーション化された仮想アバターなしでメッセージ
ングスレッド又はセッションに関連付けられたリモートユーザに送信される）。アニメー
ション化された仮想アバターの記録が完了した後、記録ボタンの代わりに送信又は確認ボ
タンを表示すると、インタフェースの現在の状態に適用できないボタンのために占有され
たエリアを再利用しかつよりコンテキストに関連する機能をユーザに提供することにより
、より多くの情報をインタフェースに表示することができる。これは、デバイスの操作性
を向上させ、（例えば、ディスプレイに未使用の要素が散らかることなく、より多くの情
報／任意選択をディスプレイに表示することにより）ユーザとデバイスのインタフェース
をより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにす
ることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２０１】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターを生
成するための期間の満了に応じて、記録アフォーダンスの代わりに確認アフォーダンス（
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例えば、６６４）を表示する（８２２）。確認アフォーダンスを選択する入力の受信（例
えば、接触６６７を介して）（例えば、タッチ感知ディスプレイの確認アフォーダンスの
タップジェスチャ）に応じて、電子デバイスは、メッセージングインタフェース（例えば
、図６Ｖ）のメッセージ作成エリア（例えば、６１２）（例えば、キーボードで入力され
たテキストを表示するメッセージングインタフェースの領域）内にアニメーション化され
た仮想アバターの表現（例えば、静的なグラフィカル要素又はアニメーション化された仮
想アバター）を表示する。いくつかの実施形態では、期間は、所定の時間量に基づいてい
る（例えば、進度インジケータ６５６によって表される）。電子デバイスは、アニメーシ
ョン化された仮想アバターを生成した後、仮想アバターのプレビューの表示を停止し、ア
ニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表示する（例えば、図６Ｔ）。
アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示は、アニメーションシー
ケンスを２回以上表示することを含む（例えば、方法９００に関して以下で説明されるよ
うに）。アニメーション化された仮想アバターの記録が完了した後、記録ボタンの代わり
に送信又は確認ボタンを表示すると、インタフェースの現在の状態に適用できない（又は
あまり適用されない）ボタンに占有されているエリアを再利用することで、インタフェー
スにより多くの情報を表示することができる。これは、デバイスの操作性を向上させ、（
例えば、ディスプレイに未使用の要素が散らかることなく、より多くの情報／オプション
をディスプレイに表示することにより）ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的
にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによっ
て、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンは
、第１の仮想アバターテンプレート（例えば、要素６４４－４、又は図６Ｎのインジケー
タ６４５により示される他の要素により表される）を使用して表示される。電子デバイス
は、第２の仮想アバターテンプレートの表現（例えば、図６Ｚの要素６４４－８）を含む
複数の他の仮想アバターテンプレートの表現（例えば、要素６４４－１から６４４－７）
（例えば、笑顔、動物、ロボット、又は他の対象物などの異なる仮想アバターテンプレー
トのミニチュア汎用版）を表示し、第２の仮想アバターテンプレートは、第１の仮想アバ
ターテンプレートとは異なる。いくつかの実施形態では、複数の仮想アバターテンプレー
ト内の仮想アバターテンプレートのうちの任意の１つ以上は、メッセージングアプリケー
ションを介して送信されるために利用可能な絵文字に基づいている。電子デバイスは、ア
ニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示を開始した後（例えば、図
６Ｔ）、第１の仮想アバターテンプレート表現を選択するユーザ入力の受信に応じて（例
えば、６６５）、第２の仮想アバターテンプレート（例えば、図６Ｕ）を反映するために
アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示を更新する（例えば、ア
ニメーション化された仮想アバターは、顔の表情の変化のシーケンスになおも基づいてい
るが、アニメーション化された仮想アバターの外観は、新たな仮想アバターテンプレート
を反映するように変化する）。例えば、アニメーション化された仮想アバターは、猿から
ロボットに変化することができるが、更にカメラの視野内の顔の表情の変化の同じシーケ
ンスを経時的に反映する（例えば、図６Ｔから図６Ｕへの遷移を参照）。新たに選択され
たアバターテンプレートに基づくアニメーション化された仮想アバターの更新は、ユーザ
がアニメーション化された仮想アバターの動きとアクションを記録した後、アニメーショ
ン化された仮想アバターのスタイルを選択することを可能にすることにより、意図したメ
ッセージのマルチメディアコンテンツを微調整することを可能にする。新たなアバターテ
ンプレートを試みるためにアニメーション化された仮想アバターコンテンツを再記録する
必要がなくなると、デバイスの操作性が向上し、（例えば、コンテンツの繰り返し生成を
なくすことにより）ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザ
がデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削
減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２０３】
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　いくつかの実施形態では、仮想アバター生成インタフェースの起動に応じて、仮想アバ
ターのプレビュー（例えば、６４６）が自動的に表示される。いくつかの実施形態では、
仮想アバター生成インタフェースが表示されるとすぐに、仮想アバターのプレビューがユ
ーザ入力なしで表示される。
【０２０４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、カメラの視野内の顔の第１の物理的特徴（
例えば、口笑顔、舌の突き出し、耳の揺れ、眉毛上げ、又は他の任意の物理的特徴の他の
任意の動き）の特性（例えば、位置、向き、動き）を検出することに応じて、検出された
特性に基づいて、仮想アバターの表示されたプレビューの第１の物理的特徴を更新し、顔
の第１の物理的特徴のタイプ（例えば、目、眉毛、口、舌、耳）は、表示されたプレビュ
ーの第１の物理的特徴のタイプと同じである。いくつかの実施形態では、ユーザの口が開
くと、それに応じて仮想アバターの口が開く（例えば、図６Ｏの６５０－１及び６５１－
１）。同様の結果は、顔面表情に基づくことができる。例えば、顔の物理的特徴又は特性
の１つ以上の動きが検出された場合、電子デバイスは、所定の感情が表示されていると判
定することができる。それに応じて、仮想アバターの表示されたプレビューは、対応する
物理的特徴又は特性を更新して検出された顔面表情を反映することにより、所定の動きを
反映するように更新されることができる。ユーザの物理的特徴を仮想アバターの同様の物
理的特徴にマッピングすることにより、ユーザは、面倒な又は時間のかかるタッチやキー
入力を必要とせずに、仮想アバター上に直感的にマッピングするシステムへの入力を提供
する動き、表情、及びポーズを提供することができる。これは、デバイスの操作性を向上
させ、（例えば、デバイスで操作／対話するときに、予測可能な方法で仮想アバターに対
してユーザの特徴をマッピングすることによって意図した結果を達成するようにユーザを
支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率
的なものとし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにするこ
とによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２０５】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、カメラの視野内の顔の第２の物理的特徴の
特性の検出に応じて、検出された特性に基づいて仮想アバターの表示されたプレビューの
第２の物理的特徴を更新し、顔の第２の物理的特徴のタイプは、表示されたプレビューの
第２の物理的特徴のタイプとは異なる（例えば、図６Ｏの６５０－２の眉毛と６５１－２
の耳の動き）。いくつかの実施形態では、ユーザが幸せであることを示す笑顔をユーザが
している場合、ユニコーンホーンやロボットのライトなどの仮想アバターの異なる特徴は
、笑顔を反映するように変化させることができる。同様の結果は、顔面表情に基づくこと
ができる。例えば、顔の物理的特徴又は特性の１つ以上の動きが検出された場合、電子デ
バイスは、所定の感情が表示されていると判定することができる。それに応じて、仮想ア
バターの表示されたプレビューは、任意選択的に、検出された顔面表情を反映するために
物理的特徴又は特性の異なるセットを更新することにより、所定の動きを反映するように
更新される。ユーザの物理的特徴を仮想アバターの異なる物理的特徴にマッピングするこ
とにより、ユーザは、ユーザが他の方法では簡単に制御することができないアバター特徴
にマッピングするシステムへの入力を提供する動き、表情、及びポーズを提供することが
できる。これは、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスで操作／対話すると
きに、仮想アバターの追加の特徴が制御されるように仮想アバターに対してユーザの特徴
をマッピングすることによって意図した結果を達成するようにユーザを支援し、ユーザの
誤りを減らすことによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的なものとし、更
に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力
使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２０６】
　いくつかの実施形態では、電子デバイス、電子デバイスは、カメラの視野内の顔の動き
の検出に応じて、仮想アバターの物理モデル及び検出された動きに基づいて仮想アバター
の表示されたプレビューの第３の物理的特徴を更新する（例えば、図６Ｏの６５０－５及
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び６５１－５）。いくつかの実施形態では、例えば、仮想アバターが子犬の仮想アバター
テンプレートに基づいている場合、ユーザの顔が揺れていると検出されると、仮想アバタ
ーの顔が揺れ、仮想アバターの耳が突き出て、ユーザの耳が揺れに応じて突き出ていなく
ても揺れ動きの物理学を反映する。いくつかの実施形態では、仮想アバターの表示された
プレビューの同じ物理的特徴は、カメラの視野内及び物理モデルの対応する顔の特徴の動
きに基づいて更新される（例えば、ユーザの耳の動きに基づいて、またフロッピーの子犬
の耳の物理モデルにも基づいて耳が動く）。仮想アバターの物理モデルに基づいて仮想ア
バターを更新することによって、ユーザは、より広い範囲の非言語的情報を伝達できる現
実的な対話型の仮想アバターを作成することができる。これによって、デバイスの操作性
が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、仮想アバターのより現実的な
動きを使用して、意図されたメッセージを伝達するようにユーザを支援することによって
）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにす
ることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２０７】
　いくつかの実施形態では、仮想アバターのプレビューは、所定の仮想アバターテンプレ
ート（例えば、図６Ｎの表現６４４－４に関連付けられたアバターテンプレート）に基づ
いている。電子デバイスは、所定の仮想アバターテンプレートに関連付けられた１つ以上
の所定の動作に基づいて、仮想アバターのプレビューを更新する。いくつかの実施形態で
は、カメラの視野内の顔から動き又は顔面表情の変化が検出されない場合（例えば、６５
０－３及び６５０－４）、仮想アバターのプレビューは、瞬き、頭の回転、顔面表情の形
成、又は他のアクションなどの所定の応答（例えば、６５１－４）を示す。
【０２０８】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、カメラの視野内で顔がもはや検出されない
という判定に応じて（例えば、顔が視野から外れたために、顔がカメラのビューから見え
なくなっているために、又はデバイスがもはや顔の特徴の動きを正確に追跡することがで
きないように顔の位置が変更されているために、顔の追跡が失敗した）、仮想アバターの
プレビューの表示を徐々にフェードする（例えば、仮想アバタープレビュー６４６はフェ
ードする）。いくつかの実施形態では、デバイスは、仮想アバタープレビューのサイズ、
回転、動きの変化など、デバイスが検出した最後の情報から仮想アバタープレビューを劣
化させるなど、もはやユーザの顔を追跡することができなくなったことを示すために、仮
想アバタープレビューに他の変更を加える。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、
カメラの視野内で顔がもはや検出されないという判定に応じて（例えば、顔が視野から外
れたために、顔がカメラのビューから見えなくなっているために、又はデバイスがもはや
顔の特徴の動きを正確に追跡することができないように顔の位置が変更されているために
、顔の追跡が失敗した）、カメラによって顔がもはや適切に検出されなくなったことを示
すメッセージを表示する（例えば、図６Ｎの仮想アバター６４３上に、又は図６Ｎの仮想
アバタープレビュー６４６の代わりに表示プロンプトが表示される）。いくつかの実施形
態では、電子デバイスは、カメラの視野内で顔がもはや検出されないという判定に応じて
（例えば、顔が視野から外れたために、顔がカメラのビューから見えなくなっているため
に、又はデバイスがもはや顔の特徴の動きを正確に追跡することができないように顔の位
置が変更されているために、顔の追跡が失敗した）、顔がもはや視野内で検出されなくな
る前（例えば、直前又は短時間前）の期間中に発生していた顔の外観の変化に基づいて仮
想アバターのプレビューの表示を更新する（例えば、デバイス６００は、笑顔からしかめ
面又は目の動きへの遷移を繰り返し表示する）。いくつかの実施形態では、カメラの視野
内で顔がもはや検出されなくなる前の期間中に発生していた顔の外観の変化に基づいて仮
想アバターのプレビューの表示を更新することは、仮想アバターの更新が徐々に停止する
ように、経時的に仮想アバターのプレビューの更新を徐々に遅くすることを含む（例えば
、ゆっくりと回転しているアバターが回転を停止し、ゆっくりと開閉している目が開閉す
るのを停止し、ゆっくりと開閉している口が開閉するのを停止する）。仮想アバタープレ
ビューがユーザの顔を追跡しているかどうかに関するフィードバックを表示すると、ユー
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ザは、デバイスが適切に保持されているかどうか及びユーザの顔の検出条件が適切かどう
かを判定することができる。デバイスの状態の改善されたフィードバックをユーザに提供
することは、デバイスの操作性を向上させ、デバイスがまだユーザの顔をなおも追跡しよ
うとしているという表示を通じてユーザインタフェースのより良好な連続性を提供するこ
とにより、ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的にする。これは、より優れた
直感的なマン－マシンインタフェースを提供し、デバイスがユーザの顔を追跡することが
できない場合であっても、ユーザがデバイスと対話し続けることをもたらす。
【０２０９】
　方法８００（例えば、図８Ａ～図８Ｂ）に関して上述したプロセスの詳細は、後述する
方法にも同様に当てはまることに留意されたい。例えば、方法９００は、方法８００を参
照して上述した様々な方法の特性のうちの任意の１つ以上を任意選択的に含む。例えば、
方法８００に関して上述したステッカーの生成は、方法９００に関して以下で説明するユ
ーザインタフェースに任意選択的に組み込まれる。他の例として、方法８００に関して上
述したアニメーション化された仮想アバター（例えば、アニメーション化された仮想アバ
ター）を送信する前の音のミュートは、方法９００に関して以下に説明するユーザインタ
フェースに任意選択的に組み込まれる。簡潔にするために、これらの詳細は、以下で繰り
返さない。
【０２１０】
　上述した情報処理方法での演算は、汎用プロセッサ（例えば、図１Ａ、図３、図５Ａに
対して説明したように）又は特定用途向けチップなどの情報処理装置内の１つ以上の機能
モジュールを実行させることによって、任意選択的に実行される。更に、図８Ａ及び図８
Ｂを参照して上述した動作は、任意選択的に、図１Ａ～図１Ｂに示す構成要素によって実
施される。例えば、仮想アバター生成インタフェース（８０６）における入力の検出は、
任意選択的に、イベントソータ１７０、イベント認識部１８０、及びイベントハンドラ１
９０によって実装される。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感
知面６０４上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情
報をアプリケーション１３６－１に伝送する。アプリケーション１３６－１のそれぞれの
イベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比較し、タッ
チ感知面上の第１の位置での第１の接触が、ユーザインタフェース上のオブジェクトの選
択などの所定のイベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。対応する既定の
イベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、そのイベント又は
サブイベントの検出に関連付けられたイベントハンドラ１９０をアクティブ化する。イベ
ントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、アップデー
タ１７６又はオブジェクトアップデータ１７７を、任意選択的に利用又は呼び出す。いく
つかの実施形態では、イベントハンドラ１９０は、アプリケーションにより表示されるも
のを更新するために、対応するＧＵＩアップデータ１７８にアクセスする。同様に、当業
者にとって、他の処理が図１Ａ～図１Ｂに示された構成要素に基づいてどのように実装で
きるかは明らかであろう。
【０２１１】
　図９Ａ～図９Ｂは、いくつかの実施形態による、電子デバイスを使用した９００のため
の方法を示すフロー図である。方法９００は、ディスプレイ及びカメラを備えたデバイス
（例えば、１００、３００、５００、６００）にて実行される。方法９００のいくつかの
動作は、任意選択的に組み合わされ、いくつかの動作の順序は、任意選択的に変更され、
いくつかの動作は、任意選択的に省略される。
【０２１２】
　以下で説明するように、方法９００は、仮想アバターなどの絵文字を生成及び送信する
ための直感的な方法を提供する。本方法は、絵文字を生成及び送信する際のユーザの認識
的負担を軽減し、それによって、より効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作り
出す。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザが絵文字を生成
及び送信することを可能にすることは、より高速にかつより効率的に節電し、バッテリ充



(105) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

電の間隔を長くする。
【０２１３】
　カメラ（例えば、可視光、ＩＲ光、深度データなどを表すデータをキャプチャするため
の１つ以上のセンサを備えて構成される）及びディスプレイ（例えば、６０１）を有する
電子デバイス（例えば、６００）は、仮想アバター生成インタフェース（例えば、図６Ｎ
の６４３）を表示する（９０２）（例えば、絵文字の選択、静的絵文字の生成、及びアニ
メーション化された絵文字の記録）。電子デバイスは、仮想アバター生成インタフェース
（例えば、複数の異なる利用可能な絵文字スタイル又はテンプレートから選択される移動
絵文字）に仮想アバターのプレビュー（例えば、図６Ｎの６４６）（例えば、一部の場合
には感情又は反応などの非言語メッセージを伝達することを意図した２Ｄ又は３Ｄコンピ
ュータ生成グラフィカルオブジェクト）を表示する（９０４）。仮想アバターのプレビュ
ーは、カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応する（例えば、図６Ｏ）（例えば、ア
ニメーション絵文字は、１つ以上の画像センサからの画像データにおいて検出されるよう
なユーザの頭の動き、顔面表情、及び向きを反映する）。電子デバイスは、カメラの視野
内にある顔の顔面表情の変化に基づいて、アニメーション化された仮想アバターを生成す
る要求（例えば、接触６５２）を受信する（９０６）。アニメーション化された仮想アバ
ターを生成する要求の受信に応じて、電子デバイスは、カメラの視野内の顔の顔面表情の
シーケンスを記録する（９０８）（例えば、図６Ｑ～図６Ｓ）（例えば、シーケンスは、
アニメーション化された仮想アバターを生成するために仮想アバターテンプレートに適用
できるポイントのマッピングを提供するための一連のデータポイントを含む）。電子装置
は、カメラの視野内にある顔の顔面表情を記録した後、アニメーション化された仮想アバ
ターを生成するための要求に応じて記録された顔面表情のシーケンスに基づくアニメーシ
ョンシーケンスを含むアニメーション化された仮想アバター（例えば、６５９）のループ
バージョン（例えば、図６Ｔ及び図６Ｕ）を表示する（９１０）（例えば、記録された顔
面表情を表す一連のデータポイントを所定のアニメーション化されたバーチャルアバター
テンプレートに順次マッピングすることにより、アニメーション化された仮想アバターが
表示される）。電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターのループバージョ
ンを２回以上表示する。いくつかの実施形態では、顔の顔面表情のシーケンスを記録する
ことは、所定の仮想アバターテンプレートの離散マッピングポイントの値の時間シーケン
スを記録することを含む。アニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表
示すると、ユーザは、その後、アニメーション化された仮想アバターのコンテンツを確認
して、適切なメッセージが伝達されているかどうかを理解することができる。ユーザに改
善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、エラー
の場合を低減し、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイ
スに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって
、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話す
るとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早
く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池
寿命を改善する。
【０２１４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、（例えば、進度インジケータ６５６によっ
て表される）タイマー（例えば、５、１０、又は１５秒タイマー）の満了に応じて、顔面
表情のシーケンスの記録を停止する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザ
入力（例えば、接触６５８）の受信（例えば、ユーザがディスプレイに表示される仮想ボ
タンをタップする）に応じて、顔面表情のシーケンスの記録を停止する。アニメーション
化された仮想アバターの記録の時間を制限することにより、ユーザは、デバイスのコンピ
ューティングリソース（例えば、記憶装置）への影響を制限しながら、アニメーション化
された仮想アバターの記録を作成することができる。これは、デバイスのコンピューティ
ングリソースを保持することにより、デバイスの操作性を向上させる。
【０２１５】
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　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、プレビューの表示をアニメーション化され
た仮想アバターのループバージョンの表示に置き換える（９１２）（例えば、図６Ｓから
図６Ｔへの遷移を参照）（例えば、顔面表情のシーケンスの記録が完了するのに応じて、
生成されたアニメーション化された仮想アバターがループでユーザに再生される）。記録
されたアニメーション絵文字のループバージョンを再生すると、ユーザは、アニメーショ
ン絵文字を送信、削除、又は保存するかどうかを決定する前に、アニメーション絵文字を
自動的に確認することができる。これは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイ
スのインタフェースをより効果的にし（例えば、ユーザが結果にコミットする前に結果を
示すフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成すること
を支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによ
って）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによ
って、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２１６】
　いくつかの実施形態では、アニメーション化された仮想アバターを生成する要求は、仮
想アバター生成インタフェースに表示された記録アフォーダンス（例えば、６４８）の選
択を含む。電子デバイスは、カメラの視野内にある顔の顔面表情を記録した後、記録アフ
ォーダンスの表示を送信アフォーダンス又は確認アフォーダンス（例えば、６６４）に置
き換える。いくつかの実施形態では、送信アフォーダンスは、方法８００に関して上記で
説明したように動作する。記録アフォーダンスの選択に応じてアニメーション化された仮
想アバターを記録すると、ユーザは、仮想アバタープレビューを使用して、デバイスがユ
ーザを追跡しておりかつ現在選択されている仮想アバターテンプレートが、ユーザが伝達
したいメッセージと一致していることを検証することができる。これは、デバイスの操作
性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、ユーザが
意図された結果を生成する前に意図された結果のプレビューを提供することによって、ユ
ーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話すると
き、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、
効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命
を改善する。
【０２１７】
　いくつかの実施形態では、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンは
、第１の仮想アバターテンプレート（例えば、要素６４４－４に対応するアバターテンプ
レート）を使用して表示される（９１８）。電子デバイスは、第２の仮想アバターテンプ
レートの表現（例えば、図６Ｚの要素６４４－８）を含む複数の他の仮想アバターテンプ
レートの表現（例えば、要素６４４－１から６４４－７）（例えば、笑顔、動物、ロボッ
ト、又は他の対象物などの異なる仮想アバターテンプレートのミニチュア汎用版）を表示
する。第２の仮想アバターテンプレートは、第１の仮想アバターテンプレートとは異なる
。いくつかの実施形態では、複数の仮想アバターテンプレート内の仮想アバターテンプレ
ートのうちの任意の１つ以上は、メッセージングアプリケーションを介して送信されるた
めに利用可能な絵文字に基づいている。アニメーション化された仮想アバターのループバ
ージョンの表示を開始した後、第１の仮想アバターテンプレート表現を選択するユーザ入
力の受信に応じて、電子デバイスは、第２の仮想アバターテンプレートを反映するために
アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示を更新する（９２２）（
例えば、アニメーション化された仮想アバターは、顔の表情の変化のシーケンスになおも
基づいているが、アニメーション化された仮想アバターの外観は、新たな仮想アバターテ
ンプレートを反映するように変化する）。例えば、アニメーション化された仮想アバター
は、猿からロボットに変化することができるが、更にカメラの視野内の顔の表情の変化の
同じシーケンスを経時的に反映する（例えば、図６Ｔから図６Ｕへの遷移を参照）。いく
つかの実施形態では、電子デバイスは、第１の仮想アバターテンプレートの表現を含む仮
想アバターテンプレートの複数の表現（例えば、笑顔、動物、ロボット、又は他の対象な
どの異なる仮想アバターテンプレートのミニチュア汎用版）を表示する（９１４）。第１
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の仮想アバターテンプレートの表現の選択に対応するユーザ入力の受信に応じて、電子デ
バイスは、第１の仮想アバターテンプレートに対応するようにアニメーション化された仮
想アバターのループバージョンの表示を更新する（９１６）（例えば、ユーザがいかなる
顔面表情も再記録する必要なく、子犬仮想アバターテンプレートに基づく子犬の代わりに
ロボット仮想アバターテンプレートに基づくロボットからなるようにアニメーションを変
化させる）。新たに選択されたアバターテンプレートに基づくアニメーション化された仮
想アバターの更新は、ユーザがアニメーション化された仮想アバターの動きとアクション
を記録した後、アニメーション化された仮想アバターのスタイルを選択することを可能に
することにより、意図したメッセージのマルチメディアコンテンツを微調整することを可
能にする。新たなアバターテンプレートをプレビューするためにアニメーション化された
仮想アバターコンテンツを再記録する必要がなくなると、デバイスの操作性が向上し、（
例えば、コンテンツの繰り返し生成をなくすことにより）ユーザとデバイスのインタフェ
ースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるよう
にすることで、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２１８】
　いくつかの実施形態では、プレビュー仮想アバターは、第２のアバターテンプレートに
基づいている。カメラの視野内の顔の第１の物理的特徴（例えば、ユーザの眉毛の動き）
の第１の特性の検出に応じて（例えば、図６Ｏの６５０－２）、電子デバイスは、検出さ
れた第１の特性に基づく仮想アバターの表示されたプレビューの第１の物理的特徴を更新
する（９２０）（例えば、仮想アバターのプレビューにその眉毛を動かさせる）。表示さ
れたプレビューの第１の物理的特徴は、第１の特徴のタイプ（例えば、眉毛）を有する。
第１のグラフィカル要素の選択に対応するユーザ入力を受信した後（例えば、アバターテ
ンプレートを子犬から猿に切り替える）、及びカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の
第２の特性（例えば、ユーザの眉毛の動き）の検出に応じて、電子デバイスは、検出され
た第２の特性（例えば、猿の耳の動き）に基づいて仮想アバターの表示されたプレビュー
の第２の物理的特徴（例えば、図６Ｏの６５１－２）を更新し（９２２）、表示されたプ
レビューの第２の物理的特徴は、第１の特徴タイプ（例えば、眉毛）とは異なる第２の特
徴タイプ（例えば、耳）を有する。ユーザの同じ物理的特徴を異なるアバターテンプレー
トの異なる物理的特徴にマッピングすると、ユーザは、様々な仮想アバターを生成する同
じ入力を有することによってメッセージを通信するための幅広い任意選択を有することが
できる。これは、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、メッセージを伝達するために
より多くの選択を提供することによって意図されたメッセージを達成するようにユーザを
支援することにより）ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的にし、更に、ユー
ザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を
削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２１９】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、仮想アバターテンプレートの複数の表現を
スクロールする要求に対応するユーザ入力（例えば、図６Ｙ～図６ＡＡの接触６７６を介
して）の受信に応じて、仮想アバターテンプレートの複数の表現の一部ではない第２のグ
ラフィカル要素を表示するために仮想アバターテンプレートの複数の表現の表示をスクロ
ールする。いくつかの実施形態では、スクロールは、要求に対応するユーザ入力の速度に
基づいている。仮想アバターテンプレートをスクロールすると、ユーザは、仮想アバター
の異なるオプションを素早く確認することができる。更に、仮想アバターテンプレートの
複数の表現の表示をスクロールすることにより、ユーザは、前及び次の仮想アバターテン
プレートを確認することができる。これは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバ
イスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させ
る入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を
達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減
することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるように
することによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
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【０２２０】
　いくつかの実施形態では、スクロールの速度は、ユーザ入力の終了を検出した後、経時
的に徐々に低下する（例えば、仮想アバターの複数の表現が摩擦により徐々に減速された
慣性を有するかのようにスクロールが徐々に停止する）。経時的にスクロール速度を徐々
に低下させることで、ユーザは、追加の入力を提供する必要なく、異なる仮想アバターテ
ンプレートオプションを引き続き確認することができる。これは、デバイスの操作性を向
上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、追加の対話を要
求することなく可能な結果のフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図さ
れた結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間
違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用で
きるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２１】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、要求に対応するユーザ入力の受信に応じて
、１つの仮想アバターテンプレートから異なる仮想アバターテンプレートに変化する現在
選択されている仮想アバターテンプレートに対応する可聴出力及び／又は触知出力を生成
する。例えば、仮想アバターテンプレートの複数の表現のそれぞれが、現在選択されてい
る仮想アバターテンプレートを示す場所を過ぎてスクロールすると、可聴及び／又は触知
出力が生成される。可聴又は触知フィードバックを生成することにより、ユーザは、新た
な選択がいつ発生したかを判定することができる。これは、デバイスの操作性を向上させ
、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、新たな選択がいつ行わ
れるかを示すフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成
することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減する
ことによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにする
ことによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２２】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターでの
ユーザ入力、アニメーション化された仮想アバターを保存する要求に対応する入力の受信
に応じて、アニメーション化された仮想アバターのデータを電子デバイス上のデータベー
スに記憶する（例えば、図６ＣＣ～図６ＧＧ）。例えば、電子デバイスは、アニメーショ
ン化された仮想アバターを表すデータを、電子デバイスの不揮発性記憶装置のディレクト
リ又はライブラリに記憶する。
【０２２３】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターをリ
モートデバイスのリモートユーザ（例えば、図６ＨＨ～図６ＫＫ）に送信する要求（例え
ば、接触６８８）を受信する。リモートデバイスが基準の第１のセットを満たしている（
例えば、リモートデバイスがアニメーション化された仮想アバターの第１バージョンを再
生するために必要なアプリケーションの必要なバージョンを有している）という判定に従
って、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターの第１バージョンをリモー
トデバイスのユーザに送信する（例えば、リモートデバイスがアニメーション化された仮
想アバターを再生することができるように、記録された顔面表情のシーケンスと仮想アバ
ターテンプレートの表示を表す非グラフィカルデータを送信する）。リモートデバイスが
第１の基準のセットを満たしていない（例えば、リモートデバイスは、アニメーション化
された仮想アバターの第１のバージョンを再生するための適切なメッセージングアプリケ
ーション又はメッセージングアプリケーションのバージョンを有しない）という判定に従
って、電子デバイスは、リモートデバイスのユーザに第１のバージョンとは異なるアニメ
ーション化された仮想アバターの第２のバージョンを送信する（例えば、アニメーション
化された仮想アバターを表すビデオファイルの送信）。アニメーション化された仮想アバ
ターのどのバージョンをリモートユーザに送信するかを判定すると、最小限度の互換性の
ある情報のみをリモートユーザに送信することにより、デバイスのリソースが節約される
。更に、そうすることで、ユーザがより互換性のある形式で情報を再送信する必要性を低
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減する（例えば、初期形式が表示できなかったことを示すリモートユーザに応じて）。効
率的で有効なデータ転送は、デバイスの操作性を向上させ、更に、ユーザがデバイスをよ
り素早く、効果的に使用することができるようにすることによって、電力使用量を削減し
、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターのル
ープバージョンを表示しながら、顔面表情のシーケンスを記録している間に記録されたサ
ウンドと所定のアバターテンプレートに関連付けられたオーディオフィルタとに基づいて
オーディオデータを再生する（９２４）。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ア
ニメーション化された仮想アバターのループバージョンを表示しながら、顔面表情のシー
ケンスを記録している間に記録されたサウンドに基づいてオーディオデータを再生する。
ミュートアフォーダンスの選択（例えば、図６Ｔ及び図６Ｕの６６２）に対応するユーザ
入力の受信に応じて、電子デバイスは、オーディオデータの再生を停止する。仮想アバタ
ーのアバターテンプレートに固有のフィルタに基づいてアニメーション化された仮想アバ
ターのフィルタ処理されたオーディオを再生すると、ユーザは、メッセージの通信方法の
オプションを増やし、より魅力的なアニメーション化された仮想アバターを提供すること
で、メッセージをより効果的に伝達することができる。これは、デバイスの操作性を向上
させ、（例えば、メッセージが伝達される方法に関するより多くのオプションをユーザに
提供することによって意図されたメッセージを達成するようにユーザを支援することによ
り）ユーザとデバイスのインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをよ
り素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイス
の電池寿命を改善する。
【０２２５】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、リモートユーザにアニメーション化された
仮想アバターを送信する要求の受信に応じて（９２６）、及びアニメーション化された仮
想アバターのループバージョンの表示に関連付けられたオーディオデータがミュートされ
ている間に、アニメーション化された仮想アバターをリモートユーザに送信する要求（例
えば、接触６６７）が受信されたという判定に従って、アニメーション化された仮想アバ
ターのサウンドデータを送信することなく、アニメーション化された仮想アバターを表す
データをリモートユーザに送信する（９２８）。アニメーション化された仮想アバターの
ループバージョンの表示に関連付けられたオーディオデータがミュートされなかった間に
、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターをリモートユーザに送信する要
求が受信されたという判定に従って、アニメーション化された仮想アバターのサウンドデ
ータとともに、アニメーション化された仮想アバターを表すデータをリモートユーザに送
信する（９３０）。ユーザがアニメーション化された仮想アバターの再生で音声をミュー
トしたときに音声なしのアニメーション化された仮想アバターを送信すると、ユーザは、
リモートユーザに送信されるメッセージに音声を含めるかどうかを効率的に選択すること
ができる。これは、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、最小限度の対話によって意
図された結果を達成するようにユーザを支援することにより）ユーザとデバイスのインタ
フェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できる
ようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２６】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、アニメーション化された仮想アバターを生
成する要求（例えば、接触６５２）の受信に応じて、カメラの視野内にある顔の第１の顔
の動きを記録し、アニメーション化された仮想アバターのループバージョンの表示は、ア
ニメーション化された仮想アバターの物理モデル及び第１の顔の動きに基づいて仮想アバ
ターをアニメーション化することを含む（例えば、図６Ｏの画像データ６５０－５及び更
新６５１－５を参照）。仮想アバターの物理モデルに基づいてアニメーション化された仮
想アバターを更新することによって、ユーザは、より広い範囲の非言語的通信を伝達でき
る現実的な対話型の仮想アバターを作成することができる。これによって、デバイスの操



(110) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、仮想アバターのより現実
的な動きを使用して、意図されたメッセージを伝達するようにユーザを支援することによ
って）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるよう
にすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２７】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、顔面表情のシーケンスを記録している間に
カメラの視野内にある顔の特定の特徴が閾値時間を超えて特定のポーズで維持されている
ことを検出することに応じて（例えば、図６Ｏの６５０－４及び６５０－５を参照）、ア
ニメーション化された仮想アバターに、顔の特定のポーズに対応する所定のアニメーショ
ン表現（例えば、図６Ｏの６５１－５を参照）を追加する。例えば、顔が所定期間だけ中
立的な表情を有する場合、頭の回転やウィンクなどの所定の動きがアニメーション化され
た仮想アバターに追加される。他の例として、顔が所定期間怒りの表情を有する場合、怒
りを暗示する耳から出る色や蒸気などの１つ以上の追加特徴がアニメーション化された仮
想アバターに追加される。ユーザの顔の特徴が特定のポーズで所定時間維持されているこ
とを検出するデバイスに基づいてアニメーション化された仮想アバターを更新すると、ユ
ーザは、顔面表情、特徴、及び動きのみで可能なアクションよりも多くのアクションをア
ニメーション化された仮想アバターに追加することができる。これは、デバイスの操作性
を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、容易に達成
可能な顔面表情、動き、又は特徴に対応しないアクションを通信するために追加の機構を
提供することによってユーザが意図された結果を達成することを支援することにより）、
更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電
力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２８】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、顔面表情のシーケンスを記録しながら、カ
メラとは別個の他の入力機構を介したユーザ入力の受信に応じて（例えば、タッチセンシ
ティブ面へのタッチ、動きセンサによって検出される電子デバイスの動き、ボタンのアク
ティブ化、又はその他の入力）、第１の顔面表情を顔面表情のシーケンスに追加する（例
えば、幸せな顔面表情、舌を出した顔面表情、又はアニメーション化された仮想アバター
に含めるために顔面表情を記録しながらカメラの視野内の顔によって形成された顔面表情
として実際に記録されなかった他の顔面表情を記録する）。第１の顔面表情は、入力機構
を介して受信したユーザ入力に基づいている。いくつかの実施形態では、アニメーション
化された仮想アバターがループしている間に、ユーザは、アニメーション化された仮想ア
バターがループするにつれて、ユーザが徐々に表現をアニメーション化された仮想アバタ
ーに追加することができるように、タッチスクリーンコントロールを使用してアニメーシ
ョン化された仮想アバターに追加の表現を追加することができ、したがって、アニメーシ
ョン化された仮想アバターを最初に作成するときに表情の変化がカメラ（例えば、ユーザ
の顔）の視野内の顔の顔面表情に基づいて記録された表情の変化とは異なる場合であって
も、アニメーション化された仮想アバターは、ユーザによって選択された表情の変化を含
む。カメラでキャプチャされた以外のユーザ入力に基づいてアニメーション化された仮想
アバターを更新すると、ユーザは、顔面表情、特徴、及び動きのみで可能なアクションよ
りも多くのアクションをアニメーション化された仮想アバターに追加することができる。
これは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的
にし（例えば、容易に達成可能な顔面表情、動き、又は特徴に対応しないアクションを通
信するために追加の機構を提供することによってユーザが意図された結果を達成すること
を支援することにより）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるよ
うにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０２２９】
　なお、方法９００に関して上述された処理（例えば、図９Ａ～図９Ｂ）の詳細はまた、
以下で説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、
方法９００は、方法８００を参照して上述した様々な方法の特性のうちの任意の１つ以上
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を任意選択的に含む。例えば、記録された顔の特徴、動き、及び／又は表情のシーケンス
に基づいて、及び方法９００に関して説明されたアバターテンプレートに関連付けられた
フレームワークに基づいて、アニメーション化された仮想アバタープレビューを表示する
ことは、上記の方法８００に関して説明したステッカー及びアニメーション化された仮想
アバターインタフェースに適用することができる。
【０２３０】
　上述した情報処理方法での演算は、汎用プロセッサ（例えば、図１Ａ、３、及び５Ａに
対して説明したように）又は特定用途向けチップなどの情報処理装置内の１つ以上の機能
モジュールを実行させることによって、任意選択的に実行される。更に、図９Ａ～図９Ｂ
を参照して上述した動作は、任意選択的に、図１Ａ～図１Ｂに示す構成要素によって実施
される。例えば、アニメーション化された仮想アバター生成する要求を受信すること（９
０６）は、イベントソータ１７０、イベント認識部１８０、及びイベントハンドラ１９０
によって、任意選択的に実施される。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は
、タッチ感知面６０４上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、
イベント情報をアプリケーション１３６－１に伝送する。アプリケーション１３６－１の
それぞれのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比
較し、タッチ感知面上の第１の位置での第１の接触が、ユーザインタフェース上のオブジ
ェクトの選択などの所定のイベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。対応
する既定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、そのイ
ベント又はサブイベントの検出に関連付けられたイベントハンドラ１９０をアクティブ化
する。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、
アップデータ１７６又はオブジェクトアップデータ１７７を、任意選択的に利用又は呼び
出す。いくつかの実施形態では、１９０は、アプリケーションにより表示されるものを更
新するために、対応するＧＵＩアップデータイベントハンドラ１７８にアクセスする。同
様に、当業者にとって、他のプロセスが、図１Ａ～図１Ｂに示す構成要素に基づいて、ど
のように実施され得るかは明らかであろう。
【０２３１】
　図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～
図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図１７Ｂは、いく
つかの実施形態による、仮想アバターを生成及び変更するための例示的なユーザインタフ
ェースを示す。これらの図におけるユーザインタフェースは、図１８Ａ、図１８Ｂ、図１
９、図２０、図２１、図２２、図２３、図２４、及び図２５におけるプロセスを含む、以
下で説明するプロセスを例示するために使用される。
【０２３２】
　いくつかの実施形態では、仮想アバターは、グラフィカルに描画され得るユーザの表現
である。いくつかの実施形態では、仮想アバターは非写実的（例えば、漫画的）である。
いくつかの実施形態では、アバターは、定型化された動物（例えば、アバター１１００、
１３００、１５００、１６００、及び１７００）、定型化されたロボット（例えば、アバ
ター１４００）、又は通常無生物の定型化（例えば、アバター１０００）などの擬人化構
造である。いくつかの実施形態では、仮想アバターは、１つ以上のアバター特徴（例えば
、アバター顔の特徴）を有するアバターの顔を含む。いくつかの実施形態では、アバター
特徴は、ユーザの物理的特徴の検出された動きが、アバター特徴に影響を与える（例えば
、特徴のグラフィック表現に影響を与える）ように、ユーザの顔の１つ以上の物理的特徴
に対応する（例えば、マッピングされる）。
【０２３３】
　いくつかの例では、ユーザは、カメラセンサ（例えば、カメラ６０２）（例えば、カメ
ラモジュール１４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ１７５）を使用して、仮想アバ
ターの特性又は特徴を操作することができる。ユーザの物理的特徴（顔の特徴など）及び
位置（頭の位置又は頭の傾きなど）が変化したときに、電子デバイスはその変化を検出し
、ユーザの物理的特徴及び位置の変化を反映するように仮想アバターの表示された画像を
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変更する。いくつかの実施形態では、ユーザの物理的特徴及び位置の変化は、様々な表情
、感情、文脈、調子、又はその他の非言語的コミュニケーションを示す。いくつかの実施
形態では、電子デバイスは、これらの表情、感情、文脈、調子、又はその他の非言語的コ
ミュニケーションを表すように、仮想アバターの表示された画像を変更する。
【０２３４】
　図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～
図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、図１７Ａ～図１７Ｂ、及び図２６
Ａ～図２６Ｄは、電子デバイスに表示される例示的なユーザ入力及び例示的な仮想アバタ
ー（例えば、プー、クマ、エイリアン、ウサギ、ロボット、ユニコーン、ニワトリ、ブタ
のアバター）に対する対応する変化を示す。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、
デバイス１００、３００、及び５００の１つ以上の要素及び／又は特徴を含む。図１０Ａ
～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～図１４Ｄ、
図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、図１７Ａ～図１７Ｂ、図２６Ａ～図２６Ｄの
左側の画像は、ユーザが１つ以上のカメラ（例えば、カメラ６０２）（例えば、カメラモ
ジュール１４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ１７５）及び／又は他のセンサ（例
えば、赤外線センサ）の視野内にいるときに電子デバイスによって検出されたユーザの画
像を表す。換言すれば、ユーザの画像は、カメラ（例えば、カメラ６０２）（例えば、カ
メラモジュール１４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ１７５）の視点からのもので
あり、これは、いくつかの実施形態では、電子デバイス（例えば、デバイス１００、３０
０、及び５００）に配置されることができ、他の実施形態では、電子デバイス（例えば、
データを電子デバイスに渡す外部カメラ又はセンサ）から分離して配置されることができ
る。いくつかの実施形態では、図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図
１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、図１
７Ａ～図１７Ｂ、及び図２６Ａ～図２６Ｄの左側の画像の境界は、１つ以上のカメラ（例
えば、６０２）（例えば、カメラモジュール１４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ
１７５）及び／又は他のセンサ（例えば、赤外線センサ）の視野の境界を表す。いくつか
の実施形態では、ユーザの画像は、電子デバイスのディスプレイ（例えば、タッチスクリ
ーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、ディスプレイ５０４）に表示さ
れる。いくつかの実施形態では、ユーザの画像は、表示のために外部電子デバイスに送信
される。いくつかの実施形態では、外部電子デバイスは、デバイス１００、３００、及び
５００の１つ以上の要素及び／又は特徴を含む。いくつかの実施形態では、ユーザの画像
データは、デバイスによって収集及び処理されるが、すぐに電子デバイスに表示されたり
、外部デバイスに送信されたりすることはない。
【０２３５】
　図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～
図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図１７Ｂの右側の
画像のそれぞれは、図の左側に配置されたユーザの対応する検出画像に基づいて提示され
た（例えば、変更後に表示された）状態の仮想アバター（例えば、プーアバター）を示す
。いくつかの実施形態では、仮想アバターは、仮想アバターを見ているユーザの視点から
示される。いくつかの実施形態では、仮想アバターは、電子デバイスのディスプレイ（例
えば、タッチスクリーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、ディスプレ
イ５０４）に表示される。いくつかの実施形態では、仮想アバターは、表示のために外部
電子デバイスに送信される。いくつかの実施形態では、図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～
図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図
１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図１７Ｂの右側の画像は、電子デバイスのディスプレ
イ（例えば、タッチスクリーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、ディ
スプレイ５０４）の表示領域内の仮想アバターの位置を表し、図１０Ａ～図１０Ｉ、図１
１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５
Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図１７Ｂの右側の画像の境界は、仮想アバター
を含む表示領域の境界を表す。いくつかの実施形態では、右側に表される表示領域は、上
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記で説明した仮想アバターインタフェース６４３、メッセージ作成エリア６１２、メッセ
ージエリア６０９（又はその一部）などのアプリケーションユーザインタフェースのアバ
ター表示領域に対応する。
【０２３６】
　いくつかの実施形態では、アバター特徴（例えば、他のアバター特徴に対して別個に移
動又は変更できるアバターの別個の要素）の反応の大きさは、ユーザの物理的特徴（例え
ば、ユーザの筋肉、筋肉群、又は目などの解剖学的特徴などの検出又は追跡された特徴）
の変化の大きさに対応する。例えば、いくつかの実施形態では、物理的特徴の変化の大き
さは、物理的特徴の潜在的な動きの範囲に応じて決定され、大きさは、その物理的特徴の
動きの範囲（例えば、予測された又はモデル化された動きの範囲）内の物理的特徴の相対
位置を表す。そのような実施形態では、アバター特徴の反応の大きさは、同様に、アバタ
ー特徴の動きの範囲内のアバター特徴の相対位置である。いくつかの実施形態では、変化
の大きさは、変化による物理的特徴の開始位置と終了位置の比較又は測定（例えば、距離
）に基づいて決定される。そのような実施形態では、物理的特徴の変化は、物理的特徴の
測定された変化をアバター特徴に適用することにより、第１のアバター特徴の変更に変換
されることができる（例えば、直接的に又はスケーリング若しくは調整された値として）
。
【０２３７】
　いくつかの実施形態では、アバター特徴に対する変更は、大きさ成分と方向成分の両方
を有し、アバター特徴の変更の方向成分は、アバター特徴が反応する物理的特徴のうちの
任意の１つ以上の変化の方向成分に基づいている。いくつかの実施形態では、アバター特
徴の反応の方向は、ユーザの物理的特徴の変化の相対的な方向に（例えば、直接的に又は
逆に）対応し、物理的特徴の変化の相対的な方向は、初期位置（例えば、物理的特徴の中
立的な静止位置、又はいくつかの実施形態では、デバイスによって最初に検出される物理
的特徴の位置）からの物理的特徴の移動方向に基づいて決定される。いくつかの実施形態
では、アバター特徴の反応の方向は、物理的特徴の変化の相対的な方向に直接対応する（
例えば、物理的特徴が上に移動し、アバター特徴も上に移動する）。他の実施形態では、
アバター特徴の反応の方向は、物理的特徴の変化の相対的な方向に逆に対応する（例えば
、物理的特徴が上に移動し、アバター特徴が下に移動する）。
【０２３８】
　いくつかの実施形態では、アバター特徴の変化の方向成分は、物理的特徴の変化の方向
成分に対して鏡映される。例えば、物理的特徴（例えば、ユーザの口）が左に移動すると
、アバター特徴（例えば、アバターの口）は右に移動する。いくつかの実施形態では、ア
バター特徴の変化の方向成分は、鏡で見たときに見られる効果と同様に、縦軸に沿った動
きの物理的特徴の変化の方向成分と同じであり、横軸に沿った動きに対して鏡映される。
いくつかの実施形態では、ユーザの虹彩の中立的な静止位置は、ユーザの眼球の周辺部に
対して特定の位置（例えば、中央）に決定される。
【０２３９】
　図１０Ａは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じて、プーアバター１０００を変更す
る電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（１０１１Ａ、１０１１
Ｂ、１０１１Ｃ、及び１０１１Ｄ）を有するプーアバターが示されており、プーアバター
の４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１００１Ａ、１００１Ｂ、１
００１Ｃ、及び１００１Ｄ）に対応する。具体的には、図１０Ａの各表示状態では、電子
デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴の
うちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、プーアバター特徴を配置又
は変更する。図１０Ａに示す実施形態では、検出されたユーザの顔の特徴は、ユーザの口
１０２０（角１０２０Ａ及び１０２０Ｂを有する）及びユーザの眉毛１０２２を含む。い
くつかの実施形態では、追跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの他の顔
の特徴を含むことができる。図１０Ａの実施形態では、プーアバター特徴は、アバターの
顔１０００Ｃ、口１０３０、アバターの目１０３２、アバターの上部部分１０３４、アバ
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ターの下部部分１０３６、及び（特定の状態では）アバターの眉毛１０３８を含む。
【０２４０】
　１００１Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する
。例えば、電子デバイスは、ユーザの口１０２０及び眉毛１０２２が弛緩した中立状態に
配置され、特定の顔面表情（例えば、笑顔又は眉毛をひそめている）に関連付けられた位
置にないことを検出する。ユーザの中立的な顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、
１０１１Ａにおいて中立的な表情（例えば、中立的な状態）を有するプーアバター１００
０を表示する。具体的には、電子デバイスは、特定の顔面表情（例えば、笑顔又は眉毛を
ひそめる）に通常関連付けられる位置にない、弛緩した中立状態にあるアバターの口１０
３０を有するプーアバターを表示する。いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は
、メッセージングアプリケーションで見られる静的なプー絵文字などの関連画像の他の表
現に対応する。更に、電子デバイスは、眉毛１０３８のないプーアバターの顔１０００Ｃ
を表示し、ディスプレイ（又はカメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点
面）に垂直な方向を向くアバターの目１０３２を表示する。電子デバイスはまた、下部部
分１０３６の上にある中立的な直立位置にあるプーアバターの上部部分１０３４も表示す
る。
【０２４１】
　１００１Ｂに示されるように、電子デバイスは、笑顔の顔面表情を形成するユーザの口
１０２０の位置を検出する（例えば、ユーザの口の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂの一方又
は両方は、笑顔の顔面表情を形成するように上向きのポーズ（例えば、上向きの位置）に
配置される）。ユーザの口１０２０の位置の検出に応じて、電子装置は、アバターの口１
０３０が１０１１Ｂに示すように開いた笑顔の位置を有するように、笑顔の表情を有する
ようにアバターの口１０３０の表示を変更する。１０１１Ｂに示されるように、目１０３
２、上部部分１０３４、及び下部部分１０３６は、１０１１Ａの元の位置に対して変化し
ないままである。
【０２４２】
　１００１Ｃに示されるように、電子デバイスは、ユーザの顔をしかめている顔面表情を
検出する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、下向きの姿勢（例えば、下向きの
位置）に位置するユーザの口の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂの一方又は両方及び下向きの
位置（例えば、１００１Ａ及び１００１Ｂの弛緩した中立状態時の眉毛１０２２の位置と
比較した場合、ユーザの顔の下にひそめる又は配置される）のユーザの眉毛１０２２を検
出することにより、顔をしかめている顔面表情を検出する。ユーザの顔をしかめた顔面表
情の検出に応じて、電子デバイスは、１０１１Ｃに示すように顔をしかめ、垂れ下がった
顔を有するようにプーアバターを変更する。例えば、電子装置は、口１０３０のわずかに
開いた位置でアバターの口１０３０の角が下に曲がるように、プーアバターを変更し、プ
ーアバターの下部部分１０３６は、下に曲がったプーアバターの口１０３０の位置と同様
に下方に湾曲する。図１０Ａの実施形態では、電子デバイスがユーザの眉毛１０２２の下
向きの位置を検出する間、アバターの目１０３２の上にあるプーアバターの解剖学的に対
応する部分は変更されない。
【０２４３】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、下向きの口１０３０及び口１０３０が下向
き位置に移動するにつれて下に曲がる下部部分１０３６のアニメーションを表示すること
により、１０１１Ｃに示す垂れ面を有するようにプーアバターを変更する。いくつかの実
施形態では、電子デバイスは、プーアバターが垂れ下がった顔を形成するときにプーアバ
ターの先端１０４０が下に傾く又は傾斜するようにプーアバターを更に変更する。いくつ
かの実施形態では、先端１０４０の位置は、具体的には、ユーザの眉毛１０２２（解剖学
的に先端１０４０に対応しない物理的特徴）の位置に基づいている。いくつかの実施形態
では、電子デバイスは、ユーザが眉毛をひそめている表情をもはや作っていないときに、
その中立位置に戻るようにプーアバターを変更する。そのような実施形態では、電子デバ
イスは、中立位置に移動する口１０３０及び中立位置に戻る下部部分１０３６のアニメー
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ションを表示することにより、プーアバターを変更して１０１１Ａの中立状態に戻す。い
くつかの実施形態では、プーアバターを垂れ下がった面から中立状態に戻すことは、電子
デバイスがその中立位置にまっすぐになっているプーアバターの先端１０４０を表示する
ことを含む。
【０２４４】
　１００１Ｄに示されるように、電子デバイスは、ユーザの口の角１０２０Ａ及び１０２
０Ｂがわずかに持ち上げられ、ユーザの眉毛１０２２が持ち上げられた位置にあることを
検出する（例えば、１００１Ａ及び１００１Ｂに示す弛緩した中立状態において、眉毛１
０２２の位置と比較した場合、ユーザの顔のより高い位置にある）。ユーザの口１０２０
の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂの位置の検出に応じて、電子デバイスは、アバターの口１
０３０の角がユーザの口の１０２０の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂの位置に一致するよう
にわずかに持ち上げられるように、プーアバターの表示を変更する。ユーザの眉毛１０２
２の持ち上げられた位置の検出に応じて、電子デバイスは、持ち上げられた位置にあるプ
ーアバターの目１０３２の上に位置する眉毛１０３８を導入し（例えば、プーアバター１
０００がその眉毛１０３８を持ち上げているという印象を伝達するため）かつ（例えば、
下部部分１０３６の元の位置を維持しながら、プーアバターの先端１０４０を伸ばすこと
によって）プーアバターの上部部分１０３４を上方向に伸ばすことによってプーアバター
を変更する。１００１Ｄ及び１０１１Ｄに示される実施形態では、電子デバイスは、アバ
ターの眉毛１０３８を導入し、ユーザの眉毛１０２２が持ち上げられると、プーアバター
の先端１０４０を伸ばす。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザの眉毛１０
２２が中立位置に戻ると、アバターの眉毛１０３８を取り除き、先端１０４０を弛緩させ
る。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、プーアバターの目１０３２に向かって下
方に移動しかつ目１０３２の上のプーアバターの顔１０００Ｃに消える眉毛１０３８をア
ニメーション化することにより、プーアバターの眉毛１０３８を取り除く。
【０２４５】
　図１０Ｂは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じて、プーアバターを変更する電子デ
バイスを示す例示的な実施形態を示し、プーアバターに対する変更は、アバター特徴の誇
張した移動を含む。いくつかの実施形態では、仮想アバター特徴を誇張することにより、
ユーザは、顔の対応する特徴を不快に変化させる必要なく、アバター特徴に対する最大の
変化に影響を与えることができる。例えば、図１０Ｂに示すように、ユーザは、ユーザの
口を不快に開く必要なく（例えば、ユーザの口の動きの予測された又は決定された範囲の
最大範囲までユーザの口を開く必要なく）アバターに可能な限り広く（例えば、驚いた表
情で）その口を開かせることができる。
【０２４６】
　プーアバターは、３つの表示状態（１０１２Ａ、１０１２Ｂ、及び１０１２Ｃ）を有し
て図１０Ｂに示されており、プーアバターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの
検出された状態（１００２Ａ、１００２Ｂ、及び１００２Ｃ）にそれぞれ対応する。具体
的には、図１０Ｂの各表示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出さ
れたユーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の
検出に応じて、プーアバター特徴を配置又は変更する。図１０Ｂに示す実施形態では、検
出されたユーザの顔の特徴は、ユーザの口１０２０を含む。いくつかの実施形態では、追
跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの他の顔の特徴を含むことができる
。図１０Ｂの実施形態では、プーアバター特徴は、アバターの口１０３０、アバターの目
１０３２、アバターの上部部分１０３４、及びアバターの下部部分１０３６を含む。
【０２４７】
　１００２Ａに示すように、電子デバイスは、ユーザの口１０２０がわずかに開いている
ユーザの第１の状態を検出する（例えば、ユーザの口の動きの予測された又は決定された
範囲の最大範囲の１０％）。ユーザのわずかに開いた口１０２０の検出に応じて、電子デ
バイスは、１０１２Ａに示されるように、プーアバターの目１０３２、上部部分１０３４
、及び下部部分１０３６などのアバターの他の特徴を変更しないまま、ユーザの口１０２
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０よりも大きい（例えば、それぞれの動きの範囲内）プーアバターの口１０３０が開いた
位置（例えば、アバターの口の動きのモデル化された範囲の最大範囲の２０％）を有する
ように、プーアバターを変更する。
【０２４８】
　１００２Ｂに示されるように、電子デバイスは、ユーザの口１０２０が状態１００２Ａ
であったものよりも広く開いているユーザの顔の特徴の変化（例えば、ユーザの口の動き
の予測された又は決定された範囲の最大範囲の２５％）を検出する。１００２Ａのわずか
に開いた位置から１００２Ｂのより広い開口に遷移するユーザの口１０２０の検出に応じ
て、電子デバイスは、プーアバターの目１０３２、上部部分１０３４、及び下部部分１０
３６を含む他のアバター特徴の位置を更に維持しながら、口１０３０が１０１２Ａに示さ
れている位置よりも更に大きい開いた位置（例えば、アバターの口の動きのモデル化され
た範囲の最大範囲の５０％）を有するように、１０１２Ｂに示すように、プーアバターの
口１０３０をサイズが大きくなるように変更する。
【０２４９】
　１００２Ｃに示されるように、電子デバイスは、ユーザの口１０２０が１００２Ｂであ
ったものよりも更に広く開いているユーザの顔の特徴の更に他の変化（例えば、ユーザの
口の動きの予測された又は決定された範囲の最大範囲の５０％）を検出する。１００２Ｂ
の開いた位置から１００２Ｃのより広い開口に遷移するユーザの口１０２０の検出に応じ
て、電子デバイスは、口１０３０が１０１２Ｂに示されている位置よりも更に大きい開い
た位置（例えば、アバターの口の動きのモデル化された範囲の最大範囲の１００％）を有
するように、１０１２Ｃに示すように、プーアバターの口１０３０をサイズが更に大きく
なるように変更する。しかしながら、１０１２Ｃでは、口１０３０の開口は、下部部分１
０３６の高さよりも大きい。その結果、電子デバイスは、１０４２においてプーアバター
１０００の下部部分１０３６を拡張し、ユーザの開いた口１０２０に応じてプーアバター
１０００の構造的完全性を維持する。換言すれば、ユーザの開いた口１０２０に応じてア
バターとその特徴の一貫した配置を維持するために、デバイスは、仮想アバターの１つ以
上の相互接続された部分（例えば、下部部分１０３６）を変更する。例えば、１０１２Ｃ
に示されるように、電子デバイスは、拡大されたアバターの口１０３０のサイズの増加に
対応するために、領域１０４２において、アバターの口１０３０に隣接するプーアバター
の下部部分１０３６を拡大する。電子デバイスがこのように下部部分１０３６を変更しな
かった場合、拡大した口１０３０は、仮想アバターの構造を超えて延び、それにより、ユ
ーザが仮想アバターを使用して通信しようとするコンテキスト及び／又はトーンを潜在的
に妨げる。
【０２５０】
　いくつかの実施形態では、アバターの口１０３０のサイズの増加（例えば、１０１２Ａ
に示される位置から１０１２Ｂに示される位置まで、又は１０１２Ｂに示される位置から
１０１２Ｃに示される位置まで）は、ユーザの口１０２０のサイズの増加に比例しない（
例えば、１００２Ａに示される位置から１００２Ｂに示される位置まで、又は１００２Ｂ
に示される位置から１００２Ｃに示される位置まで）が、むしろサイズの変化の誇張され
た速度を提供するためにスケーリングされる。例えば、いくつかの実施形態では、スケー
ルは、アバターの口の相対的な開いた位置がユーザの口の相対的な開いた位置の２倍であ
るように２の倍数である。例えば、ユーザの口がユーザの口の最大可動範囲の１０％開い
ている場合、電子デバイスは、アバターの口の動きのモデル化された範囲の最大範囲の２
０％開いているアバターの口を表示する。
【０２５１】
　図１０Ｃは、ユーザの物理的特徴の変化の検出に応じてプーアバターを変更する電子デ
バイスを示す例示的な実施形態を示し、プーアバターの変更は、静止したプーアバターの
下部部分を維持しながら前方及び後方にプーアバターの上部部分を回転（例えば、傾斜）
することを含む。電子デバイスは、３つの表示状態（１０１３Ａ、１０１３Ｂ、及び１０
１３Ｃ）を有するプーアバターを表示し、プーアバターの３つの表示状態のそれぞれは、



(117) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

それぞれ、ユーザの３つの検出状態（１００３Ａ、１００３Ｂ、及び１００３Ｃ）に対応
する。具体的には、図１０Ｃの各表示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状
態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位
置の変化の検出に応じて、プーアバター特徴を配置又は変更する。図１０Ｃに示す実施形
態では、ユーザの物理的特徴は、ユーザの顔１０２４、顎１０２６、及び頭１０２８を含
む。いくつかの実施形態では、追跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの
他の顔の特徴を含むことができる。図１０Ｃの実施形態では、プーアバター特徴は、アバ
ターの口１０３０、アバターの目１０３２、アバターの上部部分１０３４（プーアバター
の先端１０４０を含む）、及びアバターの下部部分１０３６を含む。
【０２５２】
　１００３Ａに示されるように、電子デバイスは、上方向に回転した位置を有するユーザ
の顔１０２４を検出する。例えば、ユーザは、顎１０２６を持ち上げ、頭１０２８を後ろ
に傾けて（例えば、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視界から遠ざけ
る）、顔１０２４を上方向に配置する。ユーザの顔の上方位置１０２４の検出に応じて、
電子デバイスは、１０１３Ａに示すように、ディスプレイから離れる方向（例えば、後方
－カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点面から離れる方向）にプーア
バターの上部部分１０３４を傾けることで、プーアバターを見上げるように変更する。こ
の後方傾斜位置では、電子デバイスは、プーアバターを見上げるように変更したときに先
端１０４０の偏移位置を示すために、プーアバター１０００の後側に向けて配置されたプ
ーアバターの先端１０４０を表示する。更に、電子デバイスは、１０１３Ａに示すように
、（例えば、プーアバターの瞳孔又は虹彩１０３２Ａをアバターの目１０３２の上部に向
かって偏移させることにより）プーアバターの目１０３２を見上げるように変更する。電
子デバイスが、プーアバターの上部部分１０３４を傾け、目１０３２を見上げるように変
更する一方で、電子デバイスは、プーアバターの他の特徴を変更しないままにする。例え
ば、電子デバイスは、アバターの口１０３０の位置を維持し、電子デバイスが下部部分１
０３６の幅に沿って延びる軸（例えば、Ｘ軸）の周りに後方に回転する上部部分１０３４
を示すように、プーアバターの下部部分１０３６の位置を固定する。
【０２５３】
　１００３Ｂに示されるように、電子デバイスは、下方向に回転した位置を有するユーザ
の顔１０２４を検出する。例えば、ユーザは、顎１０２６を下げ（又は押し込み）、頭１
０２８を前方（例えば、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点面に向
かって）に傾け、顔１０２４を下方向に配置した。ユーザの顔１０２４の下向き位置の検
出に応じて、電子デバイスは、１０１３Ｂに示すように、プーアバターの上部部分１０３
４をディスプレイに向かう方向（例えば、前方－カメラ（例えば、カメラ１４３、光セン
サ１６４）の焦点面に向かって）傾けることで、プーアバターを見下ろすように変更する
。この前方傾斜位置では、電子デバイスは、プーアバターを見下ろすように変更したとき
に先端１０４０の偏移位置を示すために、プーアバターの前側に向けて配置されたプーア
バターの先端１０４０を表示する。更に、電子デバイスは、１０１３Ｂに示すように、（
例えば、プーアバターの瞳孔又は虹彩１０３２Ａをアバターの目１０３２の下部に向かっ
て偏移させることにより）プーアバターの目１０３２を見下ろすように変更する。電子デ
バイスが、プーアバターの上部部分１０３４を傾け、目１０３２を見下ろすように変更す
る一方で、電子デバイスは、プーアバターの他の特徴を変更しないままにする。例えば、
電子デバイスは、アバターの口１０３０の位置を維持し、電子デバイスが下部部分１０３
６の幅に沿って延びる軸（例えば、Ｘ軸）の周りに前方に回転する上部部分１０３４を示
すように、プーアバターの下部部分１０３６の位置を固定する。
【０２５４】
　１００３Ｃに示すように、電子デバイスは、ユーザの位置（具体的には、ユーザの顔１
０２４及び頭１０２８の位置）が１００３Ｂに示す下向きの回転位置にあることを検出す
るが、１００３Ｂに示される位置からのカメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４
）の視野内で下向きにも偏移する。それに応じて、電子デバイスは、１０１３Ｂに示す前
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方傾斜位置でプーアバター１０００を表示するが、また、１０１３Ｃにおける表示領域内
で下方向に偏移して、カメラの視野内でのユーザの偏移の下方向を鏡映する。
【０２５５】
　図１０Ｄは、ユーザの物理的特徴の変化の検出に応じてプーアバターを変更する電子デ
バイスを示す例示的な実施形態を示し、プーアバターの変更は、静止したプーアバターの
下部部分を維持しながらプーアバターの上部部分を回転することを含む。４つの表示状態
（１０１４Ａ、１０１４Ｂ、１０１４Ｃ、及び１０１４Ｄ）を有するプーアバターが示さ
れており、プーアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１０
０４Ａ、１００４Ｂ、１００４Ｃ、及び１００４Ｄ）に対応する。図１０Ｄの各表示状態
では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物
理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、プーアバター特
徴を配置又は変更する。図１０Ｄに示す実施形態では、ユーザの物理的特徴は、ユーザの
口１０２０、顔１０２４、頭１０２８、及び肩１０２１を含む。いくつかの実施形態では
、追跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの他の顔の特徴を含むことがで
きる。図１０Ｄの実施形態では、プーアバター特徴は、アバターの口１０３０、アバター
の目１０３２、アバターの上部部分１０３４（プーアバターの先端１０４０を含む）、及
びアバターの下部部分１０３６を含む。
【０２５６】
　１００４Ａに示すように、電子デバイスは、ユーザの肩１０２１が前方に位置したまま
ユーザの右側に回転する、ユーザの頭１０２８と、任意選択的にユーザの顔１０２４（又
は顔１０２４を含む様々な物理的特徴）を検出する。それに応じて、電子デバイスは、１
０１４Ａに示すように、仮想アバターのねじれ運動が右方向のユーザの頭１０２８と顔１
０２４の回転運動と鏡映するように、プーアバターの上部部分１０３４を右にねじる（下
部部分１０３６を固定したまま）ことにより、プーアバターを変更する。電子デバイスは
また、ユーザの口１０２０の笑顔のポーズを検出し、アバターの口１０３０を笑顔に変更
する。１０１４Ａに示すように、電子デバイスは、プーアバターの中心を通って垂直に延
びる軸１０５１（例えば、Ｙ軸）の周りにプーアバターの上部部分１０３４をねじる。電
子デバイスがプーアバターの上部部分１０３４を右にねじると、電子デバイスはまた、プ
ーアバターの先端１０４０も左に偏移し、プーアバターの目１０３２を右に移動し、皺１
０３４Ａ又はプーアバターの上部部分１０３４に形成された層の量を増やし、それにより
、上部部分１０３４と下部部分１０３６との間の相互接続関係に基づいてモデル化された
下部部分１０３６のわずかなねじれ１０７０を含むゆがんだ外観をプーアバターに与える
。これらのプーアバターの変更は、アバターの一部（例えば、プーアバターの先端１０４
０）が必ずしもユーザの物理的特徴に解剖学的に対応していない場合であっても、ユーザ
の物理的移動を模倣するアニメーション効果を提供する。
【０２５７】
　１００４Ｂ及び１０１４Ｂは、電子デバイスが、ユーザの肩１０２１が前方に位置した
ままユーザの左側に回転する、ユーザの頭１０２８と、任意選択的にユーザの顔１０２４
（又は顔１０２４を含む様々な物理的特徴）を検出する同様の効果を示す。それに応じて
、電子デバイスは、１０１４Ｂに示すように、仮想アバターのねじれ運動が左方向のユー
ザの頭１０２８と顔１０２４の回転運動と鏡映するように、プーアバターの上部部分１０
３４を左にねじる（下部部分１０３６を固定したまま）ことにより、プーアバターを変更
する。１０１４Ｂに示すように、電子デバイスは、プーアバターの中心を通って垂直に延
びる軸１０５１の周りにプーアバターの上部部分１０３４をねじる。電子デバイスがプー
アバターの上部部分１０３４を左にねじると、電子デバイスはまた、プーアバターの先端
１０４０も右に偏移し、プーアバターの目１０３２を左に移動し、皺１０３４Ａ又はプー
アバターの上部部分１０３４に形成された層の量を増やし、それにより、上部部分１０３
４と下部部分１０３６との間の相互接続関係に基づいてモデル化された下部部分１０３６
のわずかなねじれ１０７０を含む歪んだ外観をプーアバターに与える。
【０２５８】
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　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがカメラ（例えば、カメラ１４３、
光センサ１６４）の前方の固定の向き又は位置を維持する必要なく仮想アバターの変化に
影響を与えることができるように、ユーザの肩１０２１の動き（例えば、回転運動）又は
位置決めを追跡しない。例えば、１００４Ｃに示されるように、ユーザの肩１０２１は、
ユーザの右に傾けられるか又は回転されるが、プーアバターの下部部分１０３６は、１０
１４Ｃに示されるように固定されたままである。しかしながら、電子デバイスは、ユーザ
の右側に回転する、ユーザの頭１０２８と、任意選択的にユーザの顔１０２４を検出する
。したがって、１０１４Ｃに示されるように、電子デバイスは、ユーザが肩１０２１を回
転させることに応じてプーアバターを更に変更することなく、１０１４Ａに関して上述し
たようにプーアバターを適宜変更する。同様の効果が１００４Ｄ及び１０１４Ｄに示され
ており、ユーザの肩１０２１は、ユーザの頭１０２８とともにユーザの左に傾斜又は回転
し、電子デバイスは、ユーザが肩１０２１を回転させることに応じてプーアバター（例え
ば、下部部分１０３６）を更に変更することなく、１０１４Ｂに関して上述したようにプ
ーアバターを変更する。
【０２５９】
　図１０Ｅは、ユーザの物理的特徴の変化の検出に応じてプーアバターを変更する電子デ
バイスを示す例示的な実施形態を示し、プーアバターの変更は、静止したプーアバターの
下部部分を維持しながらプーアバターの上部部分を傾斜させることを含む。４つの表示状
態（１０１５Ａ、１０１５Ｂ、１０１５Ｃ、及び１０１５Ｄ）を有するプーアバターが示
されており、プーアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１
００５Ａ、１００５Ｂ、１００５Ｃ、及び１００５Ｄ）に対応する。各表示状態では、電
子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴
のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、プーアバター特徴を配置
又は変更する。図１０Ｅに示す実施形態では、ユーザの物理的特徴は、ユーザの口１０２
０、顔１０２４、頭１０２８、肩１０２１、目１０２３、及び首１０２５を含む。いくつ
かの実施形態では、追跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの他の顔の特
徴を含むことができる。図１０Ｅの実施形態では、プーアバター特徴は、アバターの口１
０３０、アバターの目１０３２、アバターの上部部分１０３４（プーアバターの先端１０
４０及び中間部１０３１を含む）、及びアバターの下部部分１０３６を含む。
【０２６０】
　１００５Ａに示すように、電子デバイスは、ユーザの肩１０２１が前方に位置したまま
ユーザの右側に傾斜する、ユーザの頭１０２８と、任意選択的にユーザの顔１０２４（又
は顔１０２４を含む様々な物理的特徴）を検出する。電子デバイスはまた、ユーザの首１
０２５がユーザの右にわずかに傾いていることも検出する。それに応じて、電子デバイス
は、１０１５Ａに示すように、仮想アバターの傾斜運動がユーザの頭１０２８（及び／又
は顔１０２４）及び首１０２５の右方向の傾斜に鏡映するように、下部部分１０３６を固
定したまま、プーアバターの上部部分１０３４を右に傾けることにより（プーアバターの
上部部分１０３４は、先端１０４０及び中間部１０３１を含む）、プーアバターを変更す
る。
【０２６１】
　傾斜の方向を鏡映することに加えて、電子デバイスは、仮想アバターを変更して、１０
０５Ａに示されるユーザの様々な物理的特徴に存在する様々な度合いの傾斜を構成する。
例えば、ユーザの上部部分（例えば、ユーザの頭１０２８）は、ユーザの下部部分（例え
ば、ユーザの首１０２５）よりも大きく傾斜する。したがって、１０１５Ａに示されるよ
うに、電子デバイスは、移動又は傾斜の量が仮想アバターの上部（例えば、先端１０４０
）で最大であり、仮想アバターの下部（例えば、下部部分１０３６）で最小になるように
仮想アバターを変更する。換言すれば、傾斜の量は、仮想アバターの上部から下部に向か
って減少し、これは、１００５Ａでユーザに表示される傾斜の度合いの変化と一致してい
る。これは、１０１５Ａにおいて、大きい度合いの傾斜を有するプーアバターの先端１０
４０、先端１０４０よりも低い傾斜の度合いを有する中間部１０３１、及び傾斜のない下
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部部分１０３６によって実証される。これらのプーアバターの変更は、アバターの一部（
例えば、プーアバターの先端１０４０）が必ずしもユーザの物理的特徴に解剖学的に対応
していない場合であっても、ユーザの物理的移動を模倣するアニメーション効果を提供す
る。更に、電子デバイスは、ユーザが頭１０２８と首１０２５を傾けたときなど、ユーザ
の物理的特徴の動きの範囲の減少を模倣するために、様々な度合いの傾きで仮想アバター
を変更する。
【０２６２】
　１００５Ｂ及び１０１５Ｂは、電子デバイスが、ユーザの左側に傾いたユーザの頭１０
２８及び首１０２５を検出する同様の効果を示している。それに応じて、電子デバイスは
、１０１５Ｂに示すように、１００５Ａ及び１０１５Ａに関して上記でより詳細に説明し
たように、仮想アバターの傾斜運動がユーザの頭１０２８及び首１０２５の左方向の傾斜
に鏡映するように、下部部分１０３６を固定したまま、プーアバターの上部部分１０３４
を様々な度合いの傾斜で左に傾斜させることにより（例えば、先端１０４０は、中間部１
０３１よりも大きく傾斜する）、プーアバターを変更する。
【０２６３】
　１００５Ｃに示されるように、電子デバイスは、ユーザの右側に偏移したユーザの目１
０２３（例えば、ユーザの目の虹彩又は瞳孔）と、上向きのポーズに位置するユーザの口
１０２０の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂによって形成される笑顔の顔面表情とを検出する
。ユーザの目１０２３の右方向への移動の検出に応じて、電子デバイスは、１０１５Ｃに
示すように、（例えば、プーアバターの瞳孔又は虹彩１０３２Ａをアバターの目１０３２
の右側に向かって偏移させることにより）右を見るようにプーアバターの目１０３２を変
更する。上向きのポーズで配置されたユーザの口の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂの一方又
は両方の検出に応じて、電子デバイスは、笑顔の表情を有するようにアバターの口１０３
０の表示を変更し、アバターの口１０３０は、１０１５Ｃに示すように開いた笑顔の位置
を有する。１０１５Ｃに示されるように、上部部分１０３４及び下部部分１０３６は、そ
れぞれの中立位置（１０１１Ａに示される）に関して変化しないままである。
【０２６４】
　１００５Ｄ及び１０１５Ｄは、電子デバイスがユーザの笑顔の表情を検出し、ユーザの
目１０２３（例えば、ユーザの目の虹彩又は瞳孔）がユーザの左側に移動した同様の効果
を示す。ユーザの目１０２３の左方向への偏移の検出に応じて、電子デバイスは、１０１
５Ｄに示すように、（例えば、プーアバターの瞳孔又は虹彩１０３２Ａをアバターの目１
０３２の左側に向かって偏移させることにより）左を見るようにプーアバターの目１０３
２を変更する。上向きのポーズで角１０２０Ａ及び１０２０Ｂの一方又は両方を検出する
ことに応じて、電子デバイスは、１０１５Ｃに関して上述したように笑顔の表情を有する
ようにアバター口１０３０の表示を変更する。同様に、上部部分１０３４及び下部部分１
０３６は、それぞれの中立位置（１０１１Ａ及び１０１５Ｃに示される）に関して１０１
５Ｄでは変化しないままである。
【０２６５】
　図１０Ｆは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視野内でのユーザの
位置の偏移の検出に応じて、プーアバターを変更する電子デバイスの例示的な実施形態を
示す。プーアバターの変更は、カメラの視野内でのユーザの位置の変化に対応する方向に
プーアバターを偏移する（例えば、並進移動する）ことを含む。４つの表示領域における
４つの表示状態（１０１６Ａ、１０１６Ｂ、１０１６Ｃ、及び１０１６Ｄ）を有するプー
アバターが示されており、プーアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの
検出状態（１００６Ａ、１００６Ｂ、１００６Ｃ、及び１００６Ｄ）に対応する。図１０
Ｆの各表示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で示されるようなカメラ
の視野内で検出されたユーザの位置又は位置の変化の検出に応じて、プーアバターを配置
又は変更する。４つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、１０１６
Ａ、１０１６Ｂ、１０１６Ｃ、及び１０１６Ｄの境界）は、仮想アバターを含む表示領域
の境界を表す。
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【０２６６】
　１００６Ａに示されるように、電子デバイスは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光セ
ンサ１６４）の視野内で水平方向に中心付けされたユーザの位置を検出する。カメラの視
野内でのユーザの水平方向の中心位置の検出に応じて、電子デバイスは、１０１６Ａに示
すように、表示領域内の水平方向に中心位置を有するプーアバターを表示する。
【０２６７】
　１００６Ｂでは、電子デバイスは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）
の視野内で右方向に中心を外れた（例えば、偏移又は並進移動した）ユーザの位置を検出
する。換言すれば、ユーザは、ユーザの左方向に偏移する（例えば、カメラの視野に対し
て右に偏移する）が、カメラの視野内では完全に表示されたままになる。１００６Ｂでの
ユーザの偏移位置の検出に応じて、電子デバイスは、ユーザの左方向へのユーザの方向偏
移に鏡映するために、１０１６Ｂに示すように、プーアバターが左偏移位置に表示される
ように、プーアバター全体（上部部分１０３４と下部部分１０３６の両方を含む）の水平
位置を偏移する。１００６Ｂに示されるように、ユーザは、左肩１０２１Ａが視野の右端
近くにある状態で左側に偏移される。したがって、電子デバイスは、１０１６Ｂの表示領
域の左端の近くに位置するプーアバターを表示し、カメラ視野内のユーザの偏移位置の方
向を鏡映する。いくつかの実施形態では、ユーザの偏移された位置は、方向及び大きさの
両方での仮想アバターの偏移によって鏡映される。いくつかの実施形態では、ユーザの偏
移された位置は、仮想アバターの方向のみの偏移によって鏡映され、仮想アバターの偏移
の大きさは、仮想アバターの位置を表示領域の境界内に維持するために調整される（例え
ば、減衰される）。そのような実施形態の例は、１００６Ｃ、１０１６Ｃ、１００６Ｄ、
及び１０１６Ｄに関して以下で説明される。
【０２６８】
　１００６Ｃでは、電子デバイスは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）
の視野内で右端方向に中心を外れた（例えば、偏移又は並進移動した）ユーザの位置を検
出する。換言すれば、ユーザは、ユーザの左方向に遠くに偏移する（例えば、カメラの視
野に対して右に偏移する）が、ユーザの左肩１０２１Ａがもはやカメラの視野内にないよ
うに偏移する。１００６Ｃにおけるユーザの大幅に偏移した位置の検出に応じて、電子デ
バイスは、プーアバターの全体（上部部分１０３４と下部部分１０３６の両方を含む）が
完全に１０１６Ｃに示される表示領域の左境界に対して配置されるプーアバターの最外縁
（例えば、下部部分１０３６の縁部１０３６Ａ）を有する左側偏移位置に表示されるよう
に、プーアバターの水平位置を偏移する。１０１６Ｃにおけるプーアバターの偏移表示は
、ユーザの左方向への偏移の方向を鏡映するが、（ユーザが１００６Ｃで行うように）ア
バターの一部が１０１６Ｃにおける表示領域を超えて広がるようにプーアバターを偏移す
る代わりに、デバイスは、表示領域１０１６Ｃの縁部にプーアバターを配置する。表示領
域（例えば、１０１６Ａ、１０１６Ｂ、１０１６Ｃ、及び１０１６Ｄ）内で仮想アバター
の位置を維持することにより、ユーザの一部がカメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ
１６４）の視野を超えている場合であっても、電子デバイスは、ユーザがカメラの前方で
固定の向きや位置を維持する必要なく、仮想アバターの変化に影響を与えることを可能に
する。
【０２６９】
　同様の効果が１００６Ｄ及び１０１６Ｄに示されている。１００６Ｄでは、電子デバイ
スは、ユーザの右肩がもはやカメラの視野内にないように、ユーザが右（例えば、カメラ
の視野内で左）に偏移したことを検出する。ユーザの遠くに偏移した位置の検出に応じて
、電子デバイスは、プーアバターの全体（上部部分１０３４と下部部分１０３６の両方を
含む）が完全に１０１６Ｄに示される表示領域の右境界に対して配置されるプーアバター
の最外縁（例えば、下部部分１０３６の縁部１０３６Ｂ）を有する右側偏移位置に表示さ
れるように、プーアバターの水平位置を偏移する。上で説明したように、表示領域１０１
６Ｄ内で仮想アバターの位置を維持することにより、ユーザの一部がカメラ（例えば、カ
メラ１４３、光センサ１６４）の視野を超えている場合であっても、電子デバイスは、ユ
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ーザがカメラの前方で固定の向きや位置を維持する必要なく、仮想アバターの変化に影響
を与えることを可能にする。
【０２７０】
　図１０Ｇは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視野内のユーザの物
理的特徴の位置の偏移の検出に応じて、プーアバターを変更する電子デバイスの例示的な
実施形態を示す。プーアバターの変更は、カメラの視野内でのユーザの物理的特徴の位置
の偏移に対応する方向にプーアバターを偏移（例えば、並進移動）することを含む。図１
０Ｇに示す実施形態は、電子デバイスがユーザの頭１０２８の動きと位置（例えば、回転
運動及び／又は並進運動）を追跡するが、ユーザの肩１０２１及び任意選択的にユーザの
首１０２５の動き又は位置を追跡しない点で、図１０Ｄ～図１０Ｆに関して上述したもの
と同様である。更に、図１０Ｇに示す実施形態は、仮想アバターへの変更が方向のユーザ
の動きを鏡映するが、必ずしも大きさは鏡映しない点で、図１０Ｆの実施形態と同様であ
る。これらの技術を実装することにより、電子デバイスは、ユーザがカメラ（例えば、カ
メラ１４３、光センサ１６４）の前方で固定の向き又は位置を維持する必要なく、仮想ア
バターの変化に影響を与えることを可能にする。
【０２７１】
　２つの表示領域における２つの表示状態（１０１７Ａ及び１０１７Ｂ）を有するプーア
バターが示されており、プーアバターの２つの表示状態のそれぞれは、ユーザの２つの検
出状態（１００７Ａ及び１００７Ｂ）に対応する。図１０Ｇの各表示状態では、デバイス
は、ユーザのそれぞれの状態で示されるようなカメラの視野内で検出されたユーザの物理
的特徴の位置又は位置の変化の検出に応じて、プーアバターを配置又は変更する。２つの
表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、１０１７Ａ及び１０１７Ｂの境
界）は、仮想アバターを含む表示領域の境界を表す。
【０２７２】
　１００７Ａでは、電子デバイスは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）
の視野内で左方向に偏移した（例えば、並進移動した）ユーザの頭１０２８及び任意選択
的にユーザの首１０２５を検出する。換言すれば、ユーザの頭１０２８及び首１０２５は
、ユーザの右方向に偏移される（例えば、カメラの視野に対して左に偏移される）。ユー
ザの頭１０２８及び任意選択的にユーザの首１０２５の１００７Ａでの偏移位置の検出に
応じて、電子デバイスは、ユーザの右方向へのユーザの頭の偏移に鏡映するために、１０
１７Ａに示すように、プーアバターが右偏移位置に表示されるように、プーアバター全体
（上部部分１０３４と下部部分１０３６の両方を含む）の水平位置を偏移する。
【０２７３】
　同様の効果が１００７Ｂ及び１０１７Ｂに示されている。１００７Ｂでは、電子デバイ
スは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視野内で右方向に偏移した（
例えば、並進移動した）ユーザの頭１０２８及び任意選択的にユーザの首１０２５を検出
する。換言すれば、ユーザの頭１０２８及び首１０２５は、ユーザの左方向に偏移する（
例えば、カメラの視野に対して右に偏移する）。１００７Ｂでのユーザの頭１０２８及び
任意選択的にユーザの首１０２５の偏移位置の検出に応じて、電子デバイスは、ユーザの
左方向へのユーザの頭の偏移に鏡映するために、１０１７Ｂに示すように、プーアバター
が左偏移位置に表示されるように、プーアバター全体（上部部分１０３４と下部部分１０
３６の両方を含む）の水平位置を偏移する。
【０２７４】
　図１０Ｈは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視野内のユーザの物
理的特徴の位置の変化の検出に応じて、プーアバターを変更する電子デバイスの例示的な
実施形態を示す。プーアバターの変更は、プーアバターのサイズを増加又は減少すること
、及びカメラの視野内でのユーザの物理的特徴の位置の偏移に対応する方向にプーアバタ
ーを偏移（例えば、並進移動）することを含む。４つの表示領域における４つの表示状態
（１０１８Ａ、１０１８Ｂ、１０１８Ｃ、及び１０１８Ｄ）を有するプーアバターが示さ
れており、プーアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１０



(123) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

０８Ａ、１００８Ｂ、１００８Ｃ、及び１００８Ｄ）に対応する。図１０Ｈの各表示状態
では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で示されるようなカメラの視野内で検出
されたユーザの物理的特徴の位置又は位置の変化の検出に応じて、プーアバターを配置又
は変更する。４つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、１０１８Ａ
、１０１８Ｂ、１０１８Ｃ、及び１０１８Ｄの境界）は、仮想アバターを含む表示領域の
境界を表す。
【０２７５】
　１００８Ａでは、電子デバイスは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）
の視野内で肩１０２１に対して上方向に（例えば、ユーザが首１０２５を上に伸ばしてい
る）偏移した（例えば、並進移動した）ユーザの頭１０２８を検出する。１００８Ａでユ
ーザの頭１０２８の上方に偏移した位置の検出に応じて、電子デバイスは、１００８Ａに
示す上方向へのユーザの頭１０２８の偏移に鏡映するために、プーアバターの全体が１０
１８Ａに示す表示領域の上部境界の近くに位置するプーアバターの最上縁（例えば、先端
１０４０の縁部１０４０Ａ）を有する上側偏移位置に表示されるように、プーアバター全
体（上部部分１０３４と下部部分１０３６の両方を含む）の垂直位置を偏移する。
【０２７６】
　１００８Ｂでは、電子デバイスは、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）
の視野内でユーザの肩１０２１（例えば、ユーザが頭１０２８をすくめている）に対して
下方向に偏移（例えば、並進移動）したユーザの頭１０２８を検出する。１００８Ｂでユ
ーザの頭１０２８の下方に偏移した位置の検出に応じて、電子デバイスは、１００８Ｂに
示す下方向へのユーザの頭１０２８の偏移に鏡映するために、プーアバターの全体が１０
１８Ｂに示す表示領域の下部境界の近くに位置するプーアバターの最下縁（例えば、下部
部分１０３６の縁部１０３６Ｃ）を有する下側偏移位置に表示されるように、プーアバタ
ー全体（上部部分１０３４と下部部分１０３６の両方を含む）の垂直位置を偏移する。
【０２７７】
　１００８Ｃでは、電子デバイスは、例えば、ユーザの頭１０２８がカメラのより近くに
位置するとき、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視野内でユーザの頭
１０２８のサイズの増加を検出する。１００８Ｃにおいてユーザの頭１０２８のサイズの
増加を検出することに応じて、電子デバイスは、プーアバターの全体のサイズを増加させ
る。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、１つの検出された状態（例えば、図１０
Ａの１００１Ａの中立状態）から他の状態（例えば、検出された状態１００８Ｃ）へのユ
ーザの頭１０２８のサイズの検出された変化に応じてプーアバターのサイズを増加させる
。１０１８Ｃでは、電子デバイスは、表示領域の境界を越えてプーアバターの一部を拡張
することなく、表示領域を満たすようにプーアバターのサイズを増加させる。いくつかの
実施形態では、電子デバイスは、アバターが電子デバイスのディスプレイ（例えば、タッ
チスクリーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、ディスプレイ５０４）
に非常に近い印象を与えるために、仮想アバターのサイズを増加させる。
【０２７８】
　例えば、電子デバイスは、プーアバターの先端１０４０が１０４０Ａの表示領域の上部
境界に隣接し、プーアバターの下部部分１０３６が１０３６Ｃの表示領域の下部境界に隣
接するように、１０１８Ｃにおいてプーアバターのサイズを増加し、下部部分１０３６の
左縁部は、１０３６Ａの表示領域の左境界付近にあり、下部部分１０３６の右縁部は、１
０３６Ｂの表示領域の右境界付近にある。１０１８Ｃに示されるようないくつかの実施形
態では、電子デバイスは、様々なアバター特徴（例えば、アバターの目１０３２、口１０
３０、上部部分１０３４、及び下部部分１０３６）の相対位置がプーアバターの形状に対
して歪まないように、プーアバターのサイズを比例的に増加させる。例えば、電子デバイ
スが１０１８Ｃでプーアバターのサイズを増加させると、アバターの目１０３２、口１０
３０、上部部分１０３４（先端１０４０を含む）、及び下部部分１０３６もまたサイズを
増加させるが、それ以外は変わらないままである。
【０２７９】
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　１００８Ｄでは、電子デバイスは、例えば、ユーザの頭１０２８がカメラから遠くに位
置するとき、カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の視野内でユーザの頭１
０２８のサイズの減少を検出する。１００８Ｄにおいてユーザの頭１０２８のサイズの減
少を検出することに応じて、電子デバイスは、プーアバターの全体のサイズを減少させる
。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、１つの検出された状態（例えば、図１０Ａ
の１００１Ａの中立状態）から他の状態（例えば、検出された状態１００８Ｄ）へのユー
ザの頭１０２８のサイズの検出された変化に応じてプーアバターのサイズを減少させる。
１０１８Ｄのようないくつかの実施形態では、電子デバイスは、仮想アバターが電子デバ
イスのディスプレイ（例えば、タッチスクリーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプ
レイ４５０、ディスプレイ５０４）から遠くに位置する印象を与えるために、プーアバタ
ーのサイズを減少させる。
【０２８０】
　例えば、電子デバイスは、プーアバターの先端１０４０が１０４０Ａの表示領域の上部
境界から離れて位置し、プーアバターの下部部分１０３６が１０３６Ｃの表示領域の下部
境界から離れて位置するように、１０１８Ｄにおいてプーアバターのサイズを減少し、下
部部分１０３６の左縁部は、１０３６Ａの表示領域の左境界から離れて位置し、下部部分
１０３６の右縁部は、１０３６Ｂの表示領域の右境界から離れて位置する。１０１８Ｄに
示されるようないくつかの実施形態では、電子デバイスは、様々なアバター特徴（例えば
、アバターの目１０３２、口１０３０、上部部分１０３４、及び下部部分１０３６）の相
対位置がプーアバターの形状に対して歪まないように、プーアバターのサイズを比例的に
減少させる。例えば、電子デバイスが１０１８Ｄでプーアバターのサイズを減少させると
、アバターの目１０３２、口１０３０、上部部分１０３４（先端１０４０を含む）、及び
下部部分１０３６もまたサイズを減少させるが、それ以外は変わらないままである。
【０２８１】
　図１０Ｉは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、プーアバター
１０００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。ユーザの検出された状
態１００９に対応する１つの表示状態１０１９を有するプーアバターが示されている。１
００９及び１０１９に示すように、電子デバイスは、ユーザがすぼめる表情を行うことを
検出し、それに応じて、プーアバターの口１０３０をすぼめた唇のセット１０５０に置き
換えることにより、プーアバター１０００を変更する。１００９に示されるようないくつ
かの実施形態では、電子デバイスは、閉位置にあるユーザの顎１０２７を検出しかつユー
ザの唇１０２９（例えば、ユーザの上唇１０２９Ａ及び下唇１０２９Ｂの両方）をすぼめ
るポーズでユーザの口１０２０から外側に延ばすように互いに向かって移動するユーザの
口１０２０の角１０２０Ａ及び１０２０Ｂを検出することにより、ユーザがすぼめる顔面
表情を行っていると判定する。図１０Ｉには示されていないが、いくつかの実施形態では
、電子デバイスは、図１６Ｂに示されかつ以下でより詳細に説明するものと同様の方法で
、すぼめた唇１０５０からハートを放出するようにプーアバターを変更する。
【０２８２】
　図１１Ａは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じてクマアバター１１００を変更する
電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（１１１１Ａ、１１１１Ｂ
、１１１１Ｃ、及び１１１１Ｄ）を有するクマアバターが示されており、クマアバターの
４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１１０１Ａ、１１０１Ｂ、１１
０１Ｃ、及び１１０１Ｄ）に対応する。図１１Ａの各表示状態では、電子デバイスは、ユ
ーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１
つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、クマアバター特徴を配置又は変更する。図
１１Ａに示す実施形態では、検出されたユーザの顔の特徴は、ユーザの口１１２０（角１
１２０Ａ及び１１２０Ｂを有する）及びユーザの眉毛１１２２を含む。いくつかの実施形
態では、追跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの他の顔の特徴を含むこ
とができる。図１１Ａの実施形態では、クマアバター特徴は、アバターの口１１３０、ア
バターの目１１３２、アバターの耳１１３３、アバターの鼻１１３７、アバターの頭１１
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３５、及び（特定の状態では）アバターの眉毛１１３８を含む。
【０２８３】
　１１０１Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する
。例えば、デバイスは、ユーザの口１１２０及び眉毛１１２２が弛緩した中立状態に配置
され、笑顔又は眉毛をひそめているなどの特定の顔面表情に関連付けられた位置にないこ
とを検出する。ユーザの中立的な顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、１１１１Ａ
において中立的な表情状態又は状態を有するクマアバター１１００を表示する。具体的に
は、電子デバイスは、特定の顔面表情（例えば、笑顔又は眉毛をひそめる）に通常関連付
けられる位置にない、弛緩した中立状態にあるアバターの口１１３０を有するクマアバタ
ーを表示する。いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は、メッセージングアプリ
ケーションで見られる静的なクマ絵文字などの関連画像の他の表現に対応する。１１１１
Ａでは、クマの口１１３０の中立状態は、クマの口１１３０又は「鼻」領域の外側から水
平に伸び、その後にクマの鼻１１３７の根元でわずかに湾曲する線１１３０Ａ及び１１３
０Ｂで示される。電子デバイスはまた、弛緩した口１１３０の上にある鼻１１３７、及び
カール又は引っ張られていないクマの頭１１３５の側面に沿って位置する弛緩した中立状
態の耳１１３３を有するクマアバターを表示する。更に、電子デバイスは、眉毛１１３８
のないクマアバターを表示し、ディスプレイ（又はカメラ（例えば、カメラ１４３、光セ
ンサ１６４）の焦点面）に垂直な方向を向くアバターの目１１３２を表示する。
【０２８４】
　１１０１Ｂ及び１１１１Ｂに示されるように、電子デバイスは、ユーザの口１１２０の
位置を検出し（例えば、笑顔の顔面表情を形成するように上向きのポーズ（例えば、上向
きの位置）に配置されたユーザの口の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂの一方又は両方を検出
する）、それに応じて、クマアバターの２つの特徴を変更する。例えば、上向きのポーズ
で配置されたユーザの口１１２０の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂの一方又は両方の検出に
応じて、電子デバイスは、クマの耳１１３３とクマの口１１３０の両方を変更する。電子
デバイスは、１１１１Ｂに示すように、線１１３０Ａ及び１１３０Ｂを上げてクマの口１
１３０の笑顔の表情を示すことにより、クマの口１１３０を笑顔の表情を有するように変
更する。電子デバイスは、クマの耳１１３３を「元気にする」又は上方向に伸びるように
変更する。１１１１Ｂに示されるようないくつかの実施形態では、クマの耳１１３３に対
する変更はまた、各耳１１３３の幅をわずかに狭くし、（１１１１Ａで中立状態のときの
クマの頭１１３５の側面にある耳１１３３の垂直位置と比較した場合）耳が元気にされた
ときに耳１１３３がクマの頭１１３５よりも高く位置するようにクマの頭１１３５の側面
で耳１１３３の垂直位置を変化させることも含む。１１１１Ｂに示されるように、目１１
３２と鼻１１３７は、１１１１Ａの元の位置に対して変化しないままである。この実施形
態では、電子デバイスは、ユーザが笑顔になったときにクマの口１１３０を笑顔に変化さ
せ、耳１１３３を元気にすることを理解されたい。電子装置は、ユーザがもはや笑ってい
ないとき、口１１３０及び耳１１３３をそれらの中立位置に戻す。
【０２８５】
　１１０１Ｃに示されるように、電子デバイスは、ユーザの眉毛１１２２が持ち上げられ
た位置にあることを検出する（例えば、１１０１Ａ及び１１０１Ｂに示す弛緩した中立状
態において、眉毛１１２２の位置と比較した場合、ユーザの顔のより高い位置にある）。
持ち上げられた眉毛１１２２の検出に応じて、電子デバイスは、クマアバターの２つの特
徴を変更する。例えば、電子デバイスは、クマの耳１１３３を変更して元気にし、クマア
バターを変更してクマの目１１３２の上に位置する眉毛１１３８を導入し、１１１１Ｃに
示すようにクマアバター１１００が眉毛１１３８を上げているという印象を伝達する。１
１１１Ｂに示すように、クマの口１１３０は、中立位置に戻り、目１１３２と鼻１１３７
は、１１１１Ａの元の位置に対して変化しないままである。この実施形態では、電子デバ
イスは、アバターの眉毛１１３８を導入し、ユーザの眉毛１１２２が持ち上げられたとき
に耳１１３３を元気にすることを理解されたい。したがって、電子デバイスは、アバター
の眉毛１１３８を取り除き、ユーザの眉毛１１２２が中立位置に戻ったときに耳１１３３
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を弛緩させる。
【０２８６】
　１１０１Ｄにおいて、電子デバイスは、ユーザの眉毛１１２２が持ち上げられ、ユーザ
の口１１２０の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂの一方又は両方が上向きのポーズになってい
ることを検出する。それに応じて、電子デバイスは、１１１１Ｄに示されるように、極端
な耳の元気を出し、持ち上げられた眉毛１１３８を導入して笑顔にするようにクマアバタ
ー１１００を変更する。電子デバイスは、耳１１３３が１１１１Ｂ及び１１１１Ｃに示さ
れている元気な位置にあるときよりもクマの頭１１３５に対して更に高い位置にあるよう
に、各耳１１３３の幅を実質的に狭くし、上方向に耳を伸ばし、クマの頭１１３５の側面
の耳１１３３の垂直位置を変化させることにより、極端な耳の元気を出すように耳１１３
３を変更する。クマの耳１１３３に対するこの変更の組み合わせは、１１１１Ｂ及び１１
１１Ｃに示されている耳の元気よりも大きい範囲で、上方向に極端に伸びている耳１１３
３の外観を与える。この実施形態では、電子デバイスは、ユーザが眉毛１１２２を上げて
笑顔にしたとき（例えば、上向きのポーズのユーザの口１１２０の角１１２０Ａと１１２
０Ｂの一方又は両方の位置）、アバターの眉毛１１３８を導入し、クマの口１１３０を笑
顔に変更し、ユーザの耳１１３３を極端に元気にすることを理解されたい。したがって、
電子デバイスは、アバターの眉毛１１３８を取り除き、ユーザの眉毛１１２２及び口１１
２０が中立位置に戻ったときに耳１１３３及び口１１３０を弛緩させる。
【０２８７】
　図１１Ｂは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じてクマアバター１１００を変更する
電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（１１１２Ａ、１１１２Ｂ
、１１１２Ｃ、及び１１１２Ｄ）を有するクマアバターが示されており、クマアバターの
４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１１０２Ａ、１１０２Ｂ、１１
０２Ｃ、及び１１０２Ｄ）に対応する。図１１Ｂの各表示状態では、電子デバイスは、ユ
ーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１
つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、クマアバター特徴を配置又は変更する。４
つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、１１１２Ａ、１１１２Ｂ、
１１１２Ｃ、及び１１１２Ｄの境界）は、仮想アバターを含む表示領域の境界を表す。
【０２８８】
　図１１Ｂに示す実施形態では、検出されたユーザの顔の特徴は、ユーザの口１１２０（
角１１２０Ａ及び１１２０Ｂを有する）及びユーザの眉毛１１２２を含む。いくつかの実
施形態では、追跡される物理的特徴は、瞼、虹彩、筋肉、筋肉群などの他の顔の特徴を含
むことができる。図１１Ｂの実施形態では、クマアバター特徴は、アバターの口１１３０
、アバターの目１１３２、アバターの耳１１３３、アバターの鼻１１３７、アバターの頭
１１３５、及び（特定の状態では）アバターの眉毛１１３８を含む。
【０２８９】
　１１０２Ａに示されるように、電子デバイスは、下向きのポーズ（例えば、下向きの位
置）に配置されたユーザの口１１２０の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂの一方又は両方を検
出し、それに応じて、クマアバターの２つの特徴を変更する。いくつかの実施形態では、
電子デバイスは、下向きの位置にあるユーザの口の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂの一方又
は両方を検出し、任意選択的に下降位置にないユーザの眉毛１１２２の一方又は両方を検
出することにより（例えば、眉毛１１２２は、上げられているか又は中立位置にある）、
ユーザが悲しい顔面表情を作っていると判定する。ユーザの口１１２０の角１１２０Ａ及
び１１２０Ｂの下向きのポーズ又は位置の検出に応じて、電子デバイスは、１１１２Ａに
示されるように、クマの口１１３０及びクマの耳１１３３の両方を変更する。
【０２９０】
　電子デバイスは、１１１２Ａに示すように、線１１３０Ａ及び１１３０Ｂを下げること
により、クマの口１１３０の悲しい表情を形成するようにクマの口１１３０を変更する。
電子デバイスは、クマの耳１１３３の外縁部１１３３Ａ及び１１３３Ｂを下に向ける（例
えば、折り畳む、回転させる、又は傾ける）ことにより、クマの耳１１３３を下方向に「
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カールする」又は「しおれる」ように変更する。いくつかの実施形態では、クマの耳１１
３３をカールさせることはまた、（図１１Ａの１１１１Ａにおける中立状態にあるときの
クマの頭１１３５の側面の耳１１３３の垂直位置と比較した場合）耳がカールしたときに
耳１１３３がクマの頭１１３５の下に位置するように、クマの頭１１３５の側面で耳１１
３３の垂直位置を変化させることも含む。１１１２Ａに示すように、クマの目１１３２と
鼻１１３７は、１１１１Ａの元の位置に対して変化しないままである。この実施形態では
、電子デバイスは、ユーザの口１１２０が悲しい顔面表情を形成するときにクマの口１１
３０を悲しい表情に変化させ、クマの耳１１３３をカールすることを理解されたい。電子
デバイスは、ユーザがもはや悲しい顔面表情を見せなくなったときに、クマの口１１３０
と耳１１３３を中立位置に戻す。
【０２９１】
　１１０２Ｂ及び１１１２Ｂでは、電子デバイスは、閾値時間だけ悲しい顔面表情を保持
しているユーザを検出し、それに応じて、カールした耳１１３３を有する悲しい顔を構成
するときに泣いているクマアバターを示すように、クマの目１１３２から放出される涙１
１４０を導入することによりクマアバター１１００を変更する。いくつかの実施形態では
、電子デバイスは、ユーザが第１の閾値時間（例えば、０．３秒）だけ悲しい表情を保持
するときに、クマの目１１３２の一方又は両方から放出される単一の涙１１４０のみを導
入するようにクマアバターを変更し、その後、ユーザが悲しい表情を保持し続けて第２の
閾値時間（例えば、０．６秒）に到達した後に目１１３２から放出される追加の涙１１４
０を導入するようにクマアバターを変更する。電子デバイスは、クマの顔を流れ落ち、ク
マの頭１１３５から落ち、１１１２Ｂの表示領域の下縁部で視界から消えるクマの目１１
３２から形成される涙１１４０を表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、
断続的に、及び任意選択的に、ランダムな間隔で涙１１４０を表示する。いくつかの実施
形態では、涙１１４０は、ユーザが悲しい顔面表情を作るのを止めるまで続く。１１１２
Ｂに示されるように、電子デバイスは、クマの耳１１３３がカールし、クマの口１１３０
を悲しい表情で表示し続ける。
【０２９２】
　１１０２Ｃ及び１１１２Ｃでは、電子デバイスは、しかめる顔面表情を閾値時間保持し
ているユーザを検出し、それに応じて、しかめる表情及びクマの頭１１３５の上に配置さ
れた嵐雲１１４２を有するようにクマアバター１１００を変更する。電子デバイスは、下
向きのポーズにあるユーザの口１１２０の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂの一方又は両方を
検出し、下向きの位置にあるユーザの眉毛１１２２を検出することにより（例えば、１１
０１Ａの弛緩した中立状態のときの眉毛１１２２の位置と比較したときにユーザの顔の下
にひそめる又は配置される）、ユーザの眉毛をひそめている表情を検出する。ユーザの顔
をしかめた顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、クマの口１１３０を下げて（例え
ば、１１１２Ｃに示すように線１１３０Ａ及び１１３０Ｂを下向きに曲げることにより）
、１１１２Ｃに示すように眉毛をひそめたポーズを形成するようにクマの眉毛１１３８を
くぼんだ状態で導入することにより、クマアバターを変更する。１１１２Ｂに示される実
施形態では、電子デバイスは、ユーザの顔をしかめた顔面表情の検出に応じて嵐雲１１４
２を直ちに導入せず、また、電子デバイスは、クマの耳１１３３又は鼻１１３１１を変更
しない。
【０２９３】
　閾値時間だけしかめる顔面表情を保持しているユーザを電子デバイスが検出した後、電
子デバイスは、クマの頭１１３５の上に位置する嵐雲１１４２を導入するためにしかめ面
のクマアバター１１００を変更する。いくつかの実施形態では、嵐雲１１４２は、アニメ
ーション化されて動的である。例えば、電子デバイスは、雷１１４４及び／又は雨を導入
するために嵐雲１１４２を変更することができる。いくつかの実施形態では、電子デバイ
スは、嵐雲１１４２から降ってクマアバターの頭１１３５に着水する雨を表示する。いく
つかの実施形態では、降雨は、クマの顔を流れ落ち、その頭１１３５から落ち、１１１２
Ｃの表示領域の下縁部で視界から消える。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、雷
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１１４４及び雨を断続的に、及び任意選択的に、ランダムな間隔で表示する。いくつかの
実施形態では、電子デバイスは、ユーザが顔をしかめる顔面表情の形成を停止するまで嵐
雲１１４２を表示し続ける。ユーザがしかめる顔面表情の形成を停止すると、電子デバイ
スは、嵐雲１１４２が消え、ひそめている眉毛１１３８が消え、口１１３０が１１１１Ａ
に示す中立位置に戻るようにクマアバター１１００を変更する。いくつかの実施形態では
、電子デバイスは、ユーザがしかめる顔面表情を第１の閾値時間（例えば、０．３秒）保
持したときに雷１１４４又は雨なしで嵐雲１１４２を表示し、そして、及びユーザが眉毛
をひそめている顔面表情を保持し続けてから第２の閾値時間（例えば、０．６秒）に到達
した後、雷１１４４及び雨を生成するように嵐雲１１４２を変更する。
【０２９４】
　１１０２Ｄ及び１１１２Ｄに示されるように、電子デバイスは、ユーザが眉毛１１２２
の一方又は両方を下げたことを検出し、それに応じて、クマの耳１１３３をカールするよ
うに変更する。この実施形態では、電子デバイスは、ユーザが眉毛１１２２を下げたこと
を検出したことに応じて、クマアバターの耳１１３３をカールさせる。ユーザが眉毛１１
２２を中立位置に戻すと、電子デバイスは、クマの耳１１３３のカールを解除する。１１
０２Ｄ及び１１１２Ｄに示される実施形態では、電子デバイスは、クマアバター１１００
の他の特徴を変更することを取り止める。したがって、電子デバイスは、クマの目１１３
２、口１１３０、及び鼻１１３７の中立位置を維持し、眉毛１１３８又は他の対象（例え
ば、涙１１４０又は嵐雲１１４２）を導入しない。
【０２９５】
　図１１Ｃは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じてクマアバター１１００を変更する
電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（１１１３Ａ、１１１３Ｂ
、１１１３Ｃ、及び１１１３Ｄ）を有するクマアバターが示されており、クマアバターの
４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１１０３Ａ、１１０３Ｂ、１１
０３Ｃ、及び１１０３Ｄ）に対応する。図１１Ｃの各表示状態では、電子デバイスは、ユ
ーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１
つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、クマアバター特徴を配置又は変更する。４
つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、１１１３Ａ、１１１３Ｂ、
１１１３Ｃ、及び１１１３Ｄの境界）は、仮想アバターを含む表示領域の境界を表す。
【０２９６】
　１１０３Ａ及び１１１３Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザが目１１２３を
細める（例えば、目１１２３を狭くする又は睨む）ことを検出し、それに応じて、クマの
目１１３２の周りにアバターの顔の構造を導入することにより目１１３２を細めるように
クマアバター１１００を変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザの
目１１２３のサイズ（例えば、ユーザの目１１２３の中立位置に対する）の減少及び／又
はユーザの目１１２３の外側の角に形成される皺を検出することにより、ユーザの目を細
めることを検出する。これに応じて、電子デバイスは、クマの目１１３２の下のアーチ状
の位置に現れる頬骨１１３９を導入し、クマの目１１３２の上の下げた位置に現れる眉毛
１１３８を導入することにより（１１１２Ｃに示す眉毛をひそめているポーズに似ている
）、クマの細めた目１１３２を示すようにクマアバターを変更する。電子デバイスは、ク
マの目１１３２の下部部分を食い込みかつクマの目を細める下部を形成するようにアーチ
状の頬骨１１３９を表示し、クマの目１１３２の上部部分を食い込みかつクマの目を細め
る上部を形成するために下向きに湾曲する眉毛１１３８を表示する。ユーザが目１１２３
を中立位置に戻すと、電子デバイスは、クマの眉毛１１３８と頬骨１１３９を取り除き、
クマアバター１１００を中立ポーズ（１１１１Ａに示す）に戻す。いくつかの実施形態で
は、電子デバイスは、眉毛１１３８をクマの目１１３２から上方に移動しかつクマアバタ
ーの顔の中に消えることをアニメーション化することにより、クマの眉毛１１３８を取り
除く。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、頬骨１１３９を下げてまっすぐに伸ば
してアーチを取り除き、クマアバターの顔の中に消えることをアニメーション化すること
により、クマの頬骨１１３９を取り除く。１１０３Ａ及び１１１３Ａに示される実施形態
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では、電子デバイスは、クマアバター１１００の他の特徴を変更することを取り止める。
したがって、電子デバイスは、クマの口１１３０と鼻１１３７の中立位置を維持する。
【０２９７】
　１１０３Ｂ及び１１１３Ｂに示されるように、電子デバイスは、目を細める顔面表情を
閾値時間保持しているユーザを検出し、それに応じて、クマが１１１３Ａに関して上記で
説明した目を細める表情を保持する間、クマの目１１３２から発射するレーザービーム１
１４６を導入することにより、クマアバター１１００を変更する。電子デバイスは、クマ
の目１１３２の下部から形成されるレーザービーム１１４６を表示し、下方向に発射し、
１１１３Ｂの表示領域の下縁部で視界から消える。いくつかの実施形態では、電子デバイ
スは、レーザービーム１１４６を連続ビームとして表示する。いくつかの実施形態では、
電子デバイスは、断続的なバーストとして、任意選択的に、ランダムな間隔で放出される
レーザービーム１１４６を表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザ
が目を細めるのを止めるまでレーザービーム１１４６を表示し続ける。いくつかの実施形
態では、電子デバイスは、ユーザが第１の閾値時間（例えば、０．３秒）だけ目を細める
表情を保持するときに各目１１３２から発するレーザービーム１１４６の単一バーストを
表示し、ユーザが第２の閾値時間（例えば、０．６秒）に到達するように目を細めた表情
を保持し続けた後、各目１１３２から発する連続レーザービーム１１４６（又はレーザー
ビーム１１４６の繰り返しバースト）を表示する。
【０２９８】
　１１０３Ｃ及び１１１３Ｃに示されるように、電子デバイスは、ユーザの目１１２３を
広げることを検出し、それに応じて、クマの目１１３２の周りにアバターの顔の構造を導
入することにより、広げた目１１３２を示すようにクマアバター１１００を変更する。１
１０３Ｃ及び１１１３Ｃに示される実施形態では、電子デバイスは、ユーザの目１１２３
のサイズの増加（例えば、ユーザの目１１２３の中立位置に対する）を検出することによ
り、ユーザが目を広げることを検出する。いくつかの実施形態では、広げられた目を検出
することは、任意選択的に、電子デバイスがユーザの眉毛１１２２の上げられた位置を検
出することを含む。広げられたユーザの目１１２３の検出に応じて、電子デバイスは、ク
マの目１１３２の上の上げられた位置に眉毛１１３８を導入することでクマの目１１３２
を拡大するようにクマアバターを変更する。ユーザが目１１２３を中立位置に戻すと、電
子デバイスは、クマの眉毛１１３８を取り除き、クマアバター１１００を中立ポーズ（１
１１１Ａに示す）に戻す。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、眉毛１１３８をク
マの目１１３２に向かって下方に移動しかつクマの目１１３２の上のクマアバターの顔の
中に消えることをアニメーション化することにより、クマの眉毛１１３８を取り除く。１
１０３Ｃ及び１１１３Ｃに示される実施形態では、電子デバイスは、クマアバター１１０
０の他の特徴を変更することを取り止める。したがって、電子デバイスは、クマの耳１１
３３、口１１３０、目１１３２、及び鼻１１３７の中立位置を維持する。
【０２９９】
　１１０３Ｄ及び１１１３Ｄに示されるように、電子デバイスは、ユーザが目１１２３を
閉じることを検出し、それに応じて、クマの目１１３２の周りにアバターの顔の構造（例
えば、特徴）を導入することにより、目１１３２を閉じるようにクマアバター１１００を
変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザの目１１２３を完全に覆う
ユーザの瞼１１２７を検出することにより、ユーザが目を閉じていることを検出する。こ
れに応じて、電子デバイスは、クマの目１１３２の下に持ち上げられたわずかにアーチ状
の位置に現れる頬骨１１３９を導入し、１１１３Ｄに示すようにクマの目１１３２を覆う
ようにクマの目１１３２の上に現れて下に動く瞼１１４８を導入することにより、クマが
目１１３２を閉じることを示すようにクマアバターを変更する。ユーザが瞼１１２７を中
立位置に上げると、電子デバイスは、クマの瞼１１４８と頬骨１１３９を取り除き、クマ
アバター１１００をその中立ポーズ（１１１１Ａに示す）に戻す。いくつかの実施形態で
は、電子デバイスは、上に動く瞼１１４８をアニメーション化してクマの目１１３２を明
らかにし、クマの目１１３２の上のクマアバターの顔の中に消えることにより、クマの瞼
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１１４８を取り除く。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、頬骨１１３９を下げて
まっすぐに伸ばしてわずかなアーチを取り除き、クマアバターの顔の中に消えることをア
ニメーション化することにより、クマの頬骨１１３９を取り除く。１１０３Ｄ及び１１１
３Ｄに示される実施形態では、電子デバイスは、クマアバター１１００の他の特徴を変更
することを取り止める。したがって、電子デバイスは、クマの口１１３０、耳１１３３、
及び鼻１１３７の中立位置を維持する。
【０３００】
　図１２Ａは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じてエイリアンアバター１２００を変
更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。エイリアンアバターは、３つの表示
状態（１２１１Ａ、１２１１Ｂ、及び１２１１Ｃ）を有して示されており、エイリアンア
バターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの検出された状態（１２０１Ａ、１２
０１Ｂ、及び１２０１Ｃ）にそれぞれ対応する。図１２Ａの各表示状態では、電子デバイ
スは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの
任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、エイリアンアバター特徴を配置又
は変更する。３つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、１２１１Ａ
、１２１１Ｂ、及び１２１１Ｃの境界）は、仮想アバターを含む表示領域の境界を表す。
【０３０１】
　１２０１Ａ及び１２１１Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面
表情を検出し（例えば、ユーザの目１２２３が開いている、眉毛１２２２がユーザの目１
２２３の上の弛緩位置にある、ユーザの頬１２２８が弛緩しており、拡張されていない、
及びユーザの口１２２０が弛緩した中立状態であり、特定の顔面表情に関連付けられた位
置ではない）、それに応じて、１２１１Ａにおいて中立的な表情又は状態を有するエイリ
アンアバター１２００を表示する。例えば、電子デバイスは、上部部分が広く、尖った底
部（例えば、顎）まで狭くなる大きな角のある頭１２３５を有するエイリアンアバター１
２００を表示し、口１２３０は、弛緩した中立状態であり、通常、笑顔や眉毛をひそめて
いるような特定の顔面表情に関連付けられている位置ではない。更に、電子デバイスは、
エイリアンの頭１２３５の角度構造に一致するように角度が付けられた大きな楕円形の目
１２３２を有する顔１２０５を有するエイリアンアバターを表示する。電子デバイスは、
ディスプレイ（又はカメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点面）に対し
て垂直な方向を向くエイリアンの目１２３２を表示する。電子デバイスはまた、鼻、耳、
又は眉毛などの様々な特徴を有しないエイリアンの頭１２３５と顔１２０５も表示する。
いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は、メッセージングアプリケーションで見
られる静的なエイリアン絵文字などの関連画像の他の表現に対応する。
【０３０２】
　１２０１Ｂ及び１２１１Ｂに示すように、電子デバイスは、下向きのポーズで配置され
たユーザの口１２２０の角１２２０Ａ及び１２２０Ｂの一方又は両方と、下向きのポーズ
で配置されたユーザの眉毛１２２２とを検出することにより（例えば、１２０１Ａにおけ
る弛緩した中立状態にある眉毛１２２２の位置と比較した場合、ユーザの顔のより下にし
かめる又は配置される）、ユーザのしかめる顔面表情を検出する。ユーザの顔をしかめた
顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、１２１１Ｂに示すように顔をしかめ、垂れ下
がった顔を有するようにエイリアンアバターを変更する。例えば、電子デバイスは、エイ
リアンの口１２３０の角が下を向くようにエイリアン１２００を変更し、エイリアンの顔
１２０５は、エイリアンの下がった口１２３０の角の近くに位置する領域１２４０Ａ及び
１２４０Ｂにおいて拡張される。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、口１２３０
が下を向き、口１２３０が回転するように移動するときに、領域１２４０Ａ及び１２４０
Ｂがエイリアンの顔１２０５から拡大するアニメーションを表示することにより、１２１
１Ｂに示す垂れ下がった顔を有するようにエイリアンを変更する。いくつかの実施形態で
は、電子デバイスは、ユーザが眉毛をひそめている顔面表情をもはや作っていないときに
、その中立位置に戻るようにエイリアンアバターを変更する。いくつかの実施形態では、
電子デバイスは、口１２３０が中立位置に移動し、口１２３０が中立位置に移動するにつ
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れて領域１２４０Ａ及び１２４０Ｂがエイリアンの顔１２０５に後退するアニメーション
を表示することにより、１２１１Ａの中立表情に戻すようにエイリアンを変更する。
【０３０３】
　１２０１Ｃ及び１２１１Ｃに示されるように、電子デバイスは、すぼめる表情を行うユ
ーザを検出し、それに応じて、エイリアンの口１２３０をぬるぬるしたハート１２５２を
放出するすぼめた唇のセット１２５０に置き換えることにより、エイリアンアバター１２
００を変更する。１２０１Ｃに示されるようないくつかの実施形態では、電子デバイスは
、閉位置でユーザの顎１２２５を検出し、ユーザの唇１２２９（例えば、ユーザの上唇１
２２９Ａ及び下唇１２２９Ｂの両方）をすぼめるポーズでユーザの口１２２０から外側に
延ばすように互いに向かって移動するユーザの口１２２０の角１２２０Ａ及び１２２０Ｂ
を検出することにより、ユーザがすぼめる表情を行っていると判定する。ユーザのすぼめ
る表情の検出に応じて、電子デバイスは、エイリアンの口１２３０をすぼめた唇のセット
１２５０に変更することにより、エイリアンアバター１２００を変更する。いくつかの実
施形態では、電子デバイスは、エイリアンのすぼめた唇１２５０から放出される表示され
たぬるぬるしたハート１２５２のうちの任意の１つ以上を導入することにより、エイリア
ンアバター１２００を変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、エイリアン
アバター１２００の他の特徴を変更することを取り止める。
【０３０４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザのすぼめる表情の検出に応じて、ぬ
るぬるしたハート１２５２を直ちに導入しない。そのような実施形態では、電子デバイス
は、電子デバイスがすぼめた表情１２５０を閾値時間保持しているユーザを検出した後に
のみ、すぼめた唇１２５０から放出するぬるぬるしたハート１２５２を導入するように、
すぼめたエイリアンアバター１２００を変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイ
スは、ユーザが第１の閾値時間（例えば、０．３秒）だけすぼめる表情を保持するとき、
しすぼめた唇１２５０から放出される単一のぬるぬるしたハート１２５２のみを導入する
ようにエイリアンアバターを変更し、その後、ユーザがすぼめた表情を保持し続けて第２
の閾値時間（例えば０．６秒）に到達した後に、すぼめた唇１２５０から放出される追加
のぬるぬるしたハート１２５２を導入するようにエイリアンアバターを変更する。いくつ
かの実施形態では、ぬるぬるしたハート１２５２は、アニメーション化されて動的である
。例えば、いくつかの実施形態では、電子デバイスは、すぼめた唇１２５０から断続的に
、及び任意選択的にランダムな間隔で放出するぬるぬるしたハート１２５２を表示する。
いくつかの実施形態では、電子デバイスは、異なるサイズを有するぬるぬるしたハート１
２５２を表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、すぼめた唇１２５０から
離れるにつれてサイズが増大するぬるぬるしたハート１２５２を表示する。更に、いくつ
かの実施形態では、電子デバイスは、ランダム化された軌道で移動し、１２１１Ｃの表示
領域内に位置するランダムな場所で消えるか、あるいは、１２１１Ｃの表示領域を出ると
視界から消える各ぬるぬるしたハート１２５２を表示する。いくつかの実施形態では、電
子デバイスは、ユーザ又はアバターが向いている方向に基づく方向にすぼめた唇１２５０
から放出するぬるぬるしたハート１２５２を表示する。例えば、電子デバイスがユーザの
顔又はアバターが左を向いたことを検出すると、すぼめた唇１２５０は、ぬるぬるしたハ
ート１２５２を左に放出し、電子デバイスがユーザの顔又はアバターが右を向いたことを
検出すると、すぼめた唇１２５０は、ぬるぬるしたハート１２５２を右に放出する。いく
つかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがすぼめた顔面表情の形成を停止するまで
、エイリアンのすぼめた唇１２５０から放出するぬるぬるしたハート１２５２を表示し続
ける。いくつかの実施形態では、ユーザがすぼめた顔面表情の形成を停止すると、電子デ
バイスは、ぬるぬるしたハート１２５２が消え、すぼめた唇１２５０がエイリアンの口１
２３０に置き換わるように、エイリアンアバター１２００を変更する。
【０３０５】
　図１２Ｂは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じてエイリアンアバター１２００を変
更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（１２１２Ａ、１２
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１２Ｂ、１２１２Ｃ、及び１２１２Ｄ）を有するエイリアンアバターが示されており、エ
イリアンアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１２０２Ａ
、１２０２Ｂ、１２０２Ｃ、及び１２０２Ｄ）に対応する。図１２Ｂの各表示状態では、
電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特
徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、エイリアンアバター特
徴を配置又は変更する。
【０３０６】
　１２０２Ａ及び１２１２Ａに示すように、電子デバイスは、ユーザの眉毛１２２２がわ
ずかに上がった位置（例えば、１２０１Ａに示されている中立位置よりもわずかに高い位
置）にあることを検出し、ユーザが眉毛１２２２をわずかに上げることに応じて眉毛を上
げるエイリアンを示すようにエイリアンに眉毛を追加する。例えば、ユーザの眉毛１２２
２のわずかに上昇した位置の検出に応じて、電子デバイスは、（例えば、エイリアンアバ
ター１２００が眉毛１２３８を上げている印象を伝達するために）上昇位置でエイリアン
のアバターの目１２３２の上に配置された眉毛１２３８を導入することにより、エイリア
ンアバター１２００を変更する。この実施形態では、電子デバイスは、ユーザの眉毛１２
２２がわずかに持ち上げられたときに、エイリアンの眉毛１２３８を導入する。したがっ
て、電子デバイスは、ユーザの眉毛１２２２が中立位置に戻ったときに、エイリアンの眉
毛１２３８を取り除く。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、眉毛１２３８をエイ
リアンの目１２３２に向かって下に移動し、エイリアンの目１２３２の上のエイリアンの
顔１２０５に消えることをアニメーション化することにより、エイリアンの眉毛１２３８
を取り除く。
【０３０７】
　１２０２Ｂに示すように、電子デバイスは、ユーザの眉毛１２２２が１２０２Ａのわず
かに高くなった位置から極端に高くなった位置（１２０２Ａに示すわずかに高くなった位
置よりも高い位置）に移動したことを検出する。いくつかの実施形態では、ユーザの極端
な眉毛上げを検出することは、任意選択的に、眉毛１２２２を上げることに加えて目１２
２３を広げるユーザも検出する電子デバイスを含む。ユーザの極端な眉毛上がりの検出に
応じて、電子デバイスは、１２１２Ａで導入された眉毛１２３８の位置を維持し、１２１
２Ｂに示すようにエイリアンの頭１２３５の上部にスパイク１２５４を導入することによ
りエイリアンの頭１２３５を変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユー
ザが１２０２Ａに示されるわずかに上昇した位置を超えて眉毛１２２２を上げているとき
に、エイリアンの頭１２３５の上部から上昇するスパイク１２５４をアニメーション化す
ることによりスパイク１２５４を導入する。いくつかの実施形態では、ユーザが眉毛１２
２２を中立位置又はわずかに上昇した位置に戻すと、電子デバイスは、スパイク１２５４
をエイリアンの頭１２３５に引っ込めてアニメーション化することによりスパイク１２５
４を取り除く。１２０２Ｂ及び１２１２Ｂに示される実施形態では、電子デバイスは、エ
イリアンアバター１２００の他の特徴を変更することを取り止める。したがって、電子デ
バイスは、エイリアンの口１２３０と目１２３２の中立位置を維持する。
【０３０８】
　１２０２Ｃ及び１２１２Ｃに示すように、電子デバイスは、ユーザの頬１２２８をわず
かに膨らんだ位置又は拡張した位置で検出し（例えば、ユーザは、１２０１Ａに示した中
立位置をわずかに超えるように、頬１２２８をわずかに空気で満たす）、ユーザが頬１２
２８をわずかに膨らませたことに応じてエイリアンが頬を膨らませることを示すようにエ
イリアンに頬を追加する。例えば、ユーザの頬１２２８のわずかに膨らんだ位置の検出に
応じて、電子デバイスは、（例えば、エイリアンアバター１２００がその頬１２５６を膨
らませているという印象を伝達するため）わずかに拡張した位置にアバターの頬１２５６
を導入することにより、エイリアンアバター１２００を変更する。１２１２Ｃに示すよう
に、電子デバイスは、エイリアンの頭１２３５の狭い下部部分を超えて拡大してエイリア
ンの頬１２５６を表示する。この実施形態では、電子デバイスは、ユーザの頬１２２８が
わずかに膨らんだときに、エイリアンの頬１２５６を導入する。したがって、ユーザの頬
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１２２８が中立位置に戻ると、電子デバイスは、エイリアンの頬１２５６を取り除く。い
くつかの実施形態では、電子デバイスは、エイリアンの顔１２０５に戻り、エイリアンの
目１２３２の下のエイリアンの顔１２０５に消える頬１２５６をアニメーション化するこ
とにより、エイリアンの頬１２５６を取り除く。
【０３０９】
　１２１２Ｃに示されるようないくつかの実施形態では、電子デバイスはまた、ユーザの
わずかに膨らんだ頬１２２８の検出に応じて、エイリアンの口１２３０も変更する。例え
ば、１２１２Ｃに示されるように、電子デバイスは、１２１１Ａに示されている中立位置
から、ユーザが頬１２２８を膨らませたときのユーザの唇の狭まり（時にはしかめる）を
模倣する狭く丸い形状にエイリアンの口１２３０を変更する。
【０３１０】
　１２０２Ｄに示すように、電子デバイスは、ユーザの頬１２２８が１２０２Ｃのわずか
に膨らんだ位置から非常に膨らんだ位置に広がった（例えば、１２０２Ｃに示すわずかに
膨らんだ位置を超えて広がった）ことを検出する。ユーザの極端な頬の膨らみの検出に応
じて、電子デバイスは、１２１２Ｄに示すように、エイリアンの頬１２５６から突出する
スパイク１２５８を導入することにより、エイリアンの膨らんだ頬１２５６を変更する。
いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザが１２０２Ｃに示されるわずかに膨ら
んだ位置を超えて頬１２２８を広げるときに、エイリアンの膨らんだ頬１２５６の外側部
分から延びるスパイク１２５８をアニメーション化することによりスパイク１２５８を導
入する。いくつかの実施形態では、ユーザが頬１２２８を中立位置又はわずかに膨らんだ
位置に戻すと、電子デバイスは、スパイク１２５８をエイリアンの頬１２５６内に引っ込
めることをアニメーション化することによりスパイク１２５８を取り除く。１２０２Ｄ及
び１２１２Ｄに示される実施形態では、電子デバイスは、エイリアンアバター１２００の
他の特徴を変更することを取り止める。したがって、電子デバイスは、エイリアンの目１
２３２の中立位置とエイリアンの口１２３０の狭められた位置を維持する。
【０３１１】
　図１２Ｃは、ユーザの顔の特徴の変化の検出に応じてエイリアンアバター１２００を変
更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。５つの表示状態（１２１３Ａ、１２
１３Ｂ、１２１３Ｃ、１２１３Ｄ、及び１２１３Ｅ）を有するエイリアンアバターが示さ
れており、エイリアンアバターの５つの表示状態のそれぞれは、ユーザの５つの検出状態
（１２０３Ａ、１２０３Ｂ、１２０３Ｃ、１２０３Ｄ、及び１２０３Ｅ）に対応する。図
１２Ｃの各表示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザ
の顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じ
て、エイリアンアバター特徴を配置又は変更する。
【０３１２】
　図１２Ｃに示す実施形態では、電子デバイスは、ユーザが少なくとも閾値量（例えば、
半分）で目を閉じるか又は狭くした場合にのみ、エイリアンの目のサイズを縮小する。そ
うでない場合、電子デバイスは、閾値量よりも少ない量で目１２２３を閉じるユーザに応
じて、エイリアンの目１２３２を変更することを取り止める。これは、実際には中立的な
開いた位置にあるときに目が部分的に閉じているように見えるユーザの検出に応じて、エ
イリアンの目１２３２を意図せずに閉じたり狭めたりすることなく、電子デバイスがエイ
リアンを表示することを可能にする。
【０３１３】
　１２０３Ａ及び１２１３Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザの目１２２３の
拡大を検出し、それに応じて、エイリアンの目１２３２のサイズを大きくすることにより
、拡大した目１２３２を表示するようにエイリアンのアバター１２００を変更する。１２
０３Ａ及び１２１３Ａに示される実施形態では、電子デバイスは、ユーザの目１２２３の
サイズの増加を検出することにより（例えば、ユーザの目１２２３の中立位置に対して）
、ユーザが目１２２３を広げることを検出する。いくつかの実施形態では、広げられた目
を検出することは、任意選択的に、電子デバイスがユーザの眉毛１２２２の上げられた位
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置を検出することを含む。拡大されたユーザの目１２２３の検出に応じて、電子デバイス
は、エイリアンが１２１３Ａに示すようにエイリアンの目１２３２の面積を増やすことに
よって目１２３２を広げることを示すようにエイリアンアバターを変更する。１２０３Ａ
及び１２１３Ａに示されるように、エイリアンの目１２３２の変化は、ユーザの目の変化
の割合（例えば、予測又は判定された動きの範囲の１０％）と比較して、アバターの目の
変化がモデル化された動きの最大範囲のより大きな割合（例えば、３０％）であるという
点で、ユーザの目１２２３の変化に対して誇張される。
【０３１４】
　１２０３Ｂ及び１２１３Ｂに示すように、ユーザが１２０３Ａの拡大位置から１２０３
Ｂの中立位置に目１２２３を戻すと、電子デバイスは、エイリアンの目１２３２を１２１
３Ａの拡大状態から１２１３Ｂの中立状態に縮小する。
【０３１５】
　１２０３Ｃでは、電子デバイスは、目１２２３を狭くしたり閉じたりするユーザを検出
するが、エイリアンの目１２３２を変更するための閾値を超えない。閾値を超えてユーザ
の目１２２３が閉じられていないと判定したことに応じて、１２１３Ｃに示すように、電
子デバイスは、エイリアンの目１２３２を変更しない。
【０３１６】
　１２０３Ｄでは、電子デバイスは、閾値を超える量で目１２２３を閉じているが完全に
閉じた位置ではないユーザを検出する。換言すれば、電子デバイスは、ユーザの目１２２
３が１２０３Ｄでわずかに開いていることを検出する。これに応じて、電子デバイスは、
１２１３Ｄのエイリアンの目１２３２のサイズを縮小して、１２０３Ｄのユーザのわずか
に開いた目１２２３に対応する、少し開いた状態のエイリアンの目１２３２を表示する。
【０３１７】
　１２０３Ｅでは、電子デバイスは、ユーザの目１２２３を完全に覆うユーザの瞼１２２
７を検出することにより、ユーザの目１２２３が完全に閉じていると判定する。これに応
じて、電子デバイスは、１２１３Ｅでエイリアンの目１２３２のサイズを更に縮小して、
エイリアンの目１２３２を閉じた状態で表示する。１２１３Ｅに示すように、エイリアン
の閉じた目は、エイリアンの頭１２３５の上に角度の付いた線１２３２Ａとして表示され
る。
【０３１８】
　図１２Ｃに示す実施形態では、電子デバイスは、ユーザの目１２２３の変化の検出に応
じてエイリアンの目１２３２を変更し、エイリアンアバター１２００の他の特徴の変更を
取り止める。したがって、エイリアンの口１２３０は、中立ポーズのままであり、１２１
３Ａ、１２１３Ｂ、１２１３Ｃ、１２１３Ｄ、及び１２１３Ｅに示すように、他の特徴（
例えば、スパイク、眉毛、頬）は導入されない。
【０３１９】
　図１３は、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ウサギアバター
１３００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。ウサギアバターは、３
つの表示状態（１３１１Ａ、１３１１Ｂ、及び１３１１Ｃ）を有して示されており、ウサ
ギアバターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの検出された状態（１３０１Ａ、
１３０１Ｂ、及び１３０１Ｃ）にそれぞれ対応する。図１３の各表示状態では、電子デバ
イスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴のうちの任意の１つ以上
の位置又は位置の変化の検出に応じて、ウサギアバター特徴を配置又は変更する。
【０３２０】
　１３０１Ａでは、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する（例えば、ユ
ーザの目１３２３が開いている、眉毛１３２２がユーザの目１３２３の上の弛緩した位置
にある、ユーザの口１３２０が特定の表情に関連付けられた位置ではない弛緩した中立状
態にある）。中立的な顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、１３１１Ａで中立的な
表情又は状態を有するウサギアバター１３００を表示する。例えば、電子デバイスは、ウ
サギの頭１３３５の上部から垂直に延びる長い耳１３３３、開いた位置を有する目１３３
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２、並びにひげ１３４２、鼻１３４４、歯１３４６、及び口１３３０を含む口領域１３４
０を有するウサギアバター１３００を表示する。１３１１Ａでは、ウサギの口１３３０の
中立状態は、ウサギの口１３３０の閉じた位置と、互いに近接して配置されてウサギの口
領域１３４０から下方向にぐったりと伸びるひげ１３４２とによって示される。更に、電
子デバイスは、眉毛１３３８のないウサギアバター１３００を表示し、ディスプレイ（又
はカメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点面）に垂直な方向を向くウサ
ギの目１３３２を表示する。いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は、メッセー
ジングアプリケーションで見られる静的なウサギ絵文字などの関連画像の他の表現に対応
する。
【０３２１】
　１３０１Ｂ及び１３１１Ｂに示されるように、電子デバイスは、ユーザが目１３２３を
閉じることを検出し、それに応じて、ウサギの目１３３２の周りにアバターの顔の構造（
例えば、特徴）を導入することにより、目１３３２を閉じるようにウサギアバター１３０
０を変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザの目１３２３を完全に
覆うユーザの瞼１３２７を検出することにより、ユーザが目を閉じていることを検出する
。これに応じて、電子デバイスは、ウサギの目１３３２の下に持ち上げられたわずかにア
ーチ状の位置に現れる頬骨１３３９を導入し、１３１１Ｂに示すようにウサギの目１３３
２を覆うようにウサギの目１３３２の上に現れて下に動く瞼１３４８を導入することによ
り、ウサギが目１３３２を閉じることを示すようにウサギアバターを変更する。ユーザが
瞼１３２７を中立位置に上げると、電子デバイスは、ウサギの瞼１３４８と頬骨１３３９
を取り除き、ウサギアバター１３００をその中立ポーズ（１３１１Ａに示す）に戻す。い
くつかの実施形態では、電子デバイスは、上に動く瞼１３４８をアニメーション化してウ
サギの目１３３２を明らかにし、ウサギの目１３３２の上のウサギの顔の中に消えること
により、ウサギの瞼１３４８を取り除く。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、頬
骨１３３９を下げてまっすぐに伸ばしてわずかなアーチを取り除き、ウサギの顔の中に消
えることをアニメーション化することにより、ウサギの頬骨１３３９を取り除く。１３０
１Ｂ及び１３１１Ｂに示される実施形態では、電子デバイスは、ウサギアバター１３００
の他の特徴を変更することを取り止める。したがって、電子デバイスは、ウサギの耳１３
３３と、ひげ１３４２、口１３３０、歯１３４６、及び鼻１３４４を含む口領域１３４０
の中立位置を維持する。
【０３２２】
　１３０１Ｃ及び１３１１Ｃに示されるように、電子デバイスは、上向きのポーズ（例え
ば、笑顔の表情を形成する）に位置するユーザの口１３２０の角１３２０Ａ及び１３２０
Ｂの一方又は両方を検出し、それに応じて、笑顔の顔面表情を有するようにウサギアバタ
ーを変更する。例えば、電子デバイスは、１３１１Ｃに示すように、ウサギの口１３３０
を下げ（例えば、開く）、ひげ１３４２のそれぞれの間の間隔を広げることにより、笑顔
の顔面表情を形成するようにウサギの口領域１３４０を変更する。ひげ１３４２の間の間
隔を広げることにより、電子デバイスは、ウサギの特徴、特に口領域１３４０の特徴の間
の相互接続された顔の関係を伝達する。したがって、ユーザが口１３２０を動かすと、電
子デバイスは、ウサギの口１３３０を変更し、ウサギの口領域１３４０の相互接続された
顔の特徴の変化をもたらす。電子デバイスは、口領域１３４０を介してウサギの口１３３
０に接続されるひげ１３４２の間の間隔を調整することにより、ウサギの口領域１３４０
の特徴間のこの接続を表す。この実施形態では、電子デバイスは、ユーザが笑うときにウ
サギの口領域１３４０を笑顔の表情に変化させる。電子デバイスは、ユーザがもはや笑っ
ていないとき、口１３３０及びひげ１３４２を含む口領域１３４０をそれらの中立位置に
戻す。ウサギの目１３３２、歯１３４６、鼻１３４４、及び耳１３３３は、１３１１Ａの
中立位置に対して変化しないままである。
【０３２３】
　図１４Ａは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ロボットアバ
ター１４００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。ロボットアバター
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は、３つの表示状態（１４１１Ａ、１４１１Ｂ、及び１４１１Ｃ）を有して示されており
、ロボットアバターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの検出された状態（１４
０１Ａ、１４０１Ｂ、及び１４０１Ｃ）にそれぞれ対応する。図１４Ａの各表示状態では
、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的
特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ロボットアバター特
徴を配置又は変更する。
【０３２４】
　１４０１Ａでは、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する。例えば、（
カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点面に垂直な方向に向けられた虹
彩１４２３Ａ又は瞳孔を有する）ユーザの目１４２３は開いており、眉毛１４２２は、ユ
ーザの目１４２３の上の弛緩した位置にあり、ユーザの頬１４２８は弛緩しており、拡張
されていない。更に、ユーザの口１４２０（任意選択的にユーザの口１４２０の角を形成
することができるユーザの唇１４２０Ａの第１の部分と、任意選択的にユーザの口１４２
０の角を形成することができるユーザの唇１４２０Ｂの第２の部分とを有する）は、弛緩
した中立状態にあり、特定の顔面表情に関連付けられた位置ではない。中立的な顔面表情
の検出に応じて、電子デバイスは、１４１１Ａで中立的な表情又は状態を有するロボット
アバター１４００を表示する。例えば、電子デバイスは、ロボットの頭１４３５の側面に
対して垂直に中心付けられて配置された耳１４３３、ロボットの頭１４３５の上部に水平
に中心付けられた場所に下降位置を有するアンテナ１４３４、並びにロボットの頭１４３
５の下縁部と平行に整列されたベース及びアンテナ１４３４に向かって上向きに向けられ
た反対側の角を有する三角形の鼻１４３６を有するロボットアバター１４００を表示する
。
【０３２５】
　１４１１Ａでは、ロボットの口１４３０の中立位置は、電子デバイスによって表示され
る口１４３０の位置及び形状によって示される。例えば、電子デバイスは、ロボットの鼻
１４３６の下で口１４３０を水平方向に中央に配置することにより、ロボットの口１４３
０を中立位置に表示する。更に、水平にかつ互いに平行に配置された上縁部１４３０Ｕ及
び下縁部１４３０Ｌによって接続される丸い端部１４３０Ａ及び１４３０Ｂにより形成さ
れる「丸」形を有するロボットの口１４３０を電子デバイスが表示するとき、ロボットの
口１４３０は、中立位置にある。口が中立位置にあるとき、電子デバイスは、ロボットの
「歯」１４４０を形成する垂直線１４３０Ｃを表示する。歯１４４０は、ロボットの鼻１
４３６の下に中心があるロボットの頭１４３５に対して固定された水平位置を有する。
【０３２６】
　１４１１Ａに示すように、電子デバイスは、外側円１４３２Ａと内側円１４３２Ｂとの
間に水平に延びる線１４３１によって外側円１４３２Ａの中心に位置する内側円１４３２
Ｂ又はアパーチャを有する外側円１４３２Ａを表示することにより、ロボットの目１４３
２を中立位置に表示する。ロボットの目の特徴（例えば、中心開口１４３２Ｂと水平線１
４３１）のこの組み合わせは、ディスプレイ（又はカメラ（例えば、カメラ１４３、光セ
ンサ１６４）の焦点面）に対して垂直な方向を見ているロボットの目１４３２を表す。い
くつかの実施形態では、ロボットの目１４３２の開放性は、内側円１４３２Ｂのサイズに
よって示される。例えば、内側円１４３２Ｂの直径が大きくなると、ロボットの目１４３
２は、拡大している又は開いていると見なされる。内側円１４３２Ｂの直径が小さくなる
と、ロボットの目１４３２は、狭くなっている又は閉じていると見なされる。いくつかの
実施形態では、電子デバイスは、内側円１４３２Ｂを取り除き、外側円１４３２Ａを横切
る単一の線１４３１を表示することにより、閉じた位置にロボットの目１４３２を表示す
る。他の実施形態では、電子デバイスは、最小直径を有する内側円１４３２Ｂを表示する
ことにより、閉じた位置にロボットの目１４３２を表示する。図１４Ａ～図１４Ｄに示す
実施形態では、１４１１Ａに示される内側円１４３２Ｂのサイズは、内側円１４３２Ｂの
中立位置又はサイズを表す。いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は、メッセー
ジングアプリケーションで見られる静的なロボット絵文字などの関連画像の他の表現に対
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応する。
【０３２７】
　１４０１Ｂに示されるように、電子デバイスは、ユーザの右側に偏移したユーザの目１
４２３（例えば、ユーザの目の虹彩１４２３Ａ及び／又は瞳孔）を検出する。ユーザの虹
彩１４２３Ａの右方向への偏移の検出に応じて、電子デバイスは、右を見るようにロボッ
トアバターの目１４３２を変更する。例えば、各ロボットの目１４３２について、１４１
１Ｂに示されるように、電子デバイスは、内側円１４３２Ｂを外側円１４３２Ａの右端に
偏移させる。更に、電子デバイスが内側円１４３２Ｂを外側円１４３２Ａの右端に偏移す
ると、電子デバイスはまた、水平線１４３１の長さも調整して、内側円１４３２Ｂと外側
円１４３２Ａとの間の水平方向の延長を維持する。１４１１Ｂに示されるように、電子デ
バイスは、ロボットアバター１４００の他の特徴を変更することを取り止める。
【０３２８】
　１４０１Ｃ及び１４１１Ｃは、電子デバイスがユーザの目１４２３（例えば、ユーザの
目の虹彩１４２３Ａ又は瞳孔）がユーザの左側に偏移した同様の効果を示す。ユーザの虹
彩１４２３Ａの左方向への偏移の検出に応じて、電子デバイスは、１４１１Ｃに示すよう
に、左を見るようにロボットアバターの目１４３２を変更する。例えば、各ロボットの目
１４３２について、電子デバイスは、内側円１４３２Ｂを外側円１４３２Ａの左端に偏移
し、水平線１４３１の長さを調整して、内側円１４３２Ｂと外側円１４３２Ａとの間の水
平方向の延長を維持する。同様に、１４１１Ｃに示されるように、電子デバイスは、ロボ
ットアバター１４００の他の特徴を変更することを取り止める。
【０３２９】
　図１４Ｂは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ロボットアバ
ター１４００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。ロボットアバター
は、３つの表示状態（１４１２Ａ、１４１２Ｂ、及び１４１２Ｃ）を有して示されており
、ロボットアバターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの検出された状態（１４
０２Ａ、１４０２Ｂ、及び１４０２Ｃ）にそれぞれ対応する。図１４Ｂの各表示状態では
、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的
特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ロボットアバター特
徴を配置又は変更する。
【０３３０】
　１４０２Ａ及び１４１２Ａに示されるように、電子デバイスは、目１４２３を広げたユ
ーザを検出し、それに応じて、広げられた目１４３２を表示するようにロボットアバター
１４００を変更する。１４０２Ａ及び１４１２Ａに示される実施形態では、電子デバイス
は、ユーザの目１４２３のサイズの増加を検出することにより（例えば、ユーザの目１４
２３の中立位置に対して）、ユーザが目１４２３を広げることを検出する。いくつかの実
施形態では、広げられた目を検出することは、任意選択的に、電子デバイスがユーザの眉
毛１４２２の上げられた位置を検出することを含む。拡大されたユーザの目１４２３の検
出に応じて、電子デバイスは、ロボットが１４１２Ａに示すように内側円１４３２Ｂの直
径を増やすことによって目１４３２を広げることを示すようにロボットアバター１４００
を変更する。更に、電子デバイスは、水平線１４３１の長さを短くして、内側円１４３２
Ｂと外側円１４３２Ａとの間の水平方向の延長を維持する。１４１２Ａに示されるように
、電子デバイスは、ロボットアバター１４００の他の特徴を変更することを取り止める。
【０３３１】
　１４０２Ｂ及び１４１２Ｂに示されるように、電子デバイスは、目１４２３を狭めたユ
ーザを検出し、それに応じて、その目１４３２を狭めるようにロボットアバター１４００
を変更する。１４０２Ｂ及び１４１２Ｂに示される実施形態では、電子デバイスは、ユー
ザの目１４２３のサイズの減少を検出することにより（例えば、ユーザの目１４２３の中
立位置に対して）、ユーザが目１４２３を狭めることを検出する。狭められたユーザの目
１４２３の検出に応じて、電子デバイスは、１４１２Ｂに示すように内側円１４３２Ｂの
直径を小さくすることによりロボットが目１４３２を狭めることを示すようにロボットア
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バター１４００を変更する。更に、電子デバイスは、水平線１４３１の長さを長くして、
内側円１４３２Ｂと外側円１４３２Ａとの間の水平方向の延長を維持する。１４１２Ｂに
示されるように、電子デバイスは、ロボットアバター１４００の他の特徴を変更すること
を取り止める。
【０３３２】
　１４０２Ｃ及び１４１２Ｃに示すように、電子デバイスは、ユーザの眉毛１４２２が上
昇位置（例えば、１４０１Ａに示す中立位置よりも高い位置）にあることを検出し、それ
に応じて、ロボットアバター１４００の様々な特徴を変更する。例えば、１４１２Ｃに示
すように、電子デバイスは、ロボットの頭１４３５の上部からアンテナ１４３４を延長し
、ロボットの頭１４３５の側面からロボットの耳１４３３を延長し、ロボットの目１４３
２の内側円１４３２Ｂと外側円１４３２Ａとを接続する線１４３１を回転させることによ
り、ロボットアバター１４００を変更する。１４１２Ｃに示される実施形態では、電子デ
バイスは、線１４３１を回転させて、「上げられた」位置でロボットの眉毛を模倣するよ
うに角度が付けられる。例えば、電子デバイスは、右ロボットの目１４３２Ｒに位置する
線１４３１を時計回り方向に約４５度回転させ、左ロボットの目１４３２Ｌに位置する線
１４３１を反時計回り方向に約４５度回転させる。この実施形態では、電子デバイスは、
ユーザが眉毛１４２２を上げると、上述したようにロボットアバター１４００を変更する
。したがって、電子デバイスは、ユーザの眉毛１４２２が中立位置に戻ることを検出する
と、アンテナ１４３４、耳１４３３、及び１４１１Ａに示す中立位置に戻る線１４３１を
表示する。
【０３３３】
　図１４Ｃは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ロボットアバ
ター１４００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（
１４１３Ａ、１４１３Ｂ、１４１３Ｃ、及び１４１３Ｄ）を有するロボットアバターが示
されており、ロボットアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態
（１４０３Ａ、１４０３Ｂ、１４０３Ｃ、及び１４０３Ｄ）に対応する。図１４Ｃの各表
示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴な
どの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ロボット
アバター特徴を配置又は変更する。
【０３３４】
　１４０３Ａ及び１４１３Ａに示されるように、電子デバイスは、１４０１Ａに示される
位置とは異なる位置でユーザの唇１４２０Ａ及び１４２０Ｂの部分を検出する。具体的に
は、電子デバイスは、唇１４２０Ａ及び１４２０Ｂの部分が上向きのポーズ（例えば、笑
顔の顔面表情）に位置することを検出し、それに応じて、笑顔の表情を有するようにロボ
ットアバター１４００を変更する。例えば、電子デバイスは、１４１３Ａに示すように、
ロボットの口の形状を、より短い下縁部１４３０Ｌとより長い上縁部１４３０Ｕとを有す
る台形に変化させることにより、笑顔の表情を有するようにロボットの口１４３０を変更
する。１４１３Ａに示されるように、電子デバイスは、ロボットアバター１４００の他の
特徴を変更することを取り止める。
【０３３５】
　１４０３Ｂ及び１４１３Ｂに示されるように、電子デバイスは、下向きのポーズにある
ユーザの唇１４２０Ａ及び１４２０Ｂの部分の一方又は両方と、下向きの位置にあるユー
ザの眉毛１４２２を検出し（例えば、１４０１Ａの弛緩した中立状態のときに眉毛１４２
２の位置と比較した場合、ユーザの顔の下方にしかめる又は配置される）、それに応じて
、しかめた表情を有するロボットを表示するようにロボットアバター１４００の複数の特
徴を変更する。例えば、電子デバイスは、ロボットの口１４３０とロボットの耳１４３３
の両方を変更することにより、しかめた表情を有するロボットを表示する。電子デバイス
は、１４１３Ａに示すように、ロボットの口の形状を、より長い下縁部１４３０Ｌとより
短い上縁部１４３０Ｕとを有する台形に変化させることにより、しかめた表情を有するよ
うにロボットの口１４３０を変更する。更に、電子デバイスは、１４１３Ｂに示すように
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、ロボットの頭１４３５の側面から伸びかつロボットの頭１４３５の側面から離れる角度
で下向きに傾くようにロボットの耳１４３３を変更する。１４１３Ｂに示されている実施
形態では、電子デバイスは、ロボットアバター１４００の他の特徴を変更することを取り
止める。
【０３３６】
　１４０３Ｃでは、電子デバイスは、ユーザの口１４２０が開いた状態で（例えば、あた
かもユーザの口１４２０が話し動作で動いているかのように）ユーザの口１４２０の部分
１４２０Ｃ及び１４２０Ｄが離間していることを検出する。ユーザの口１４２０のこの「
話す」動きの検出に応じて、電子デバイスは、１４１３Ｃに示されるように、ユーザの話
す動きを模倣するロボットの口１４３０を表示するようにロボットアバター１４００を変
更する。例えば、電子デバイスは、ロボットの歯１４４０を上列の歯１４４０Ａと下列の
歯１４４０Ｂとに分離する水平空間１４４１を導入することにより、ロボットの歯１４４
０を変更する。電子デバイスが話し動作で動いているユーザの口を検出すると、電子デバ
イスは、上列の歯１４４０Ａと下列の歯１４４０Ｂとの間の水平空間１４４１の高さを増
加させ、ロボットの歯１４４０が開方向に移動することを示し、上列の歯１４４０Ａと下
列の歯１４４０Ｂとの間の水平空間１４４１の高さを減少させ、ロボットの歯１４４０が
閉方向に移動することを示す。このように水平空間１４４１の高さを変更することにより
、電子デバイスは、ユーザの口１４２０の話す動きを模倣するようにロボットの口１４３
０を変更する。１４０３Ｃ及び１４１３Ｃに示される実施形態などのいくつかの実施形態
では、電子デバイスは、話す動きで動いているユーザの口１４２０の部分１４２０Ｃ及び
１４２０Ｄの検出に応じて、ロボットの口１４３０の形状又は位置を変更しない。代わり
に、ロボットの歯１４４０は、上述したように変更される。図１４Ｃの実施形態などのい
くつかの実施形態では、物理的特徴（例えば、ユーザの唇及び／又は口）の変化は、対応
するアバター特徴（例えば、ロボットの口１４３０、１４３０Ｕ、１４３０Ｌ）の誇張さ
れた変化をもたらし、誇張は、物理的特徴に対して検出された形状の変化とは異なる形状
の変化の形態である。
【０３３７】
　１４０３Ｄ及び１４１３Ｄに示されるように、電子デバイスが１４０３Ｄの閉位置に戻
る（例えば、ユーザの口１４２０の部分１４２０Ｃ及び１４２０Ｄが閉じられる）ユーザ
の口１４２０を検出すると、電子デバイスは、水平空間１４４１を取り除き、ロボットの
歯１４４０は、１４１３Ｄに示すように中立的な閉位置に戻る。
【０３３８】
　図１４Ｄは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ロボットアバ
ター１４００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（
１４１４Ａ、１４１４Ｂ、１４１４Ｃ、及び１４１４Ｄ）を有するロボットアバターが示
されており、ロボットアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態
（１４０４Ａ、１４０４Ｂ、１４０４Ｃ、及び１４０４Ｄ）に対応する。図１４Ｄの各表
示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴な
どの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ロボット
アバター特徴を配置又は変更する。４つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界
（例えば、１４１４Ａ、１４１４Ｂ、１４１４Ｃ、及び１４１４Ｄの境界）は、仮想アバ
ターを含む表示領域の境界を表す。
【０３３９】
　１４０４Ａ及び１４１４Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザの口１４２０（
例えば、上唇１４２０Ｃ及び下唇１４２０Ｄ）がユーザの右に偏移される（例えば、カメ
ラの視野に対して左に偏移される）ことを検出し、それに応じて、ロボットの口１４３０
と鼻１４３６の両方を変更する。電子デバイスは、ロボットの頭１４３５に対するロボッ
トの歯１４４０の相対位置を維持しながら、ユーザの口１４２０の動きを鏡映するように
ロボットの口１４３０の形状を右に偏移することにより、ロボットの口１４３０を変更す
る。例えば、１４１４Ａに示すように、ロボットの口１４３０がロボットの頭１４３５と
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歯１４４０の両方に対して移動したように見えるように、ロボットの口１４３０の丸形状
は右に偏移し、歯１４４０の位置は、固定されたままである。
【０３４０】
　１４０４Ａに示すように、ユーザの鼻１４２５の先端は、ユーザの口１４２０によって
わずかに偏移する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザの鼻１４２５の動
きを直接モニタ又は検出しないが、それにもかかわらず、偏移するロボットの口１４３０
に応じて動くようにロボットの鼻１４３６を変更することにより、ユーザの鼻１４２５の
動きを考慮する。例えば、電子デバイスは、ロボットの口１４３０が偏移するにつれて回
転するようにロボットの鼻１４３６を変更し、それにより、ユーザの口１４２０と鼻１４
２５との間の相互接続された顔の関係に類似するロボットの口１４３０と鼻１４３６との
間の相互接続された顔の関係を伝達する。１４１４Ａに示す実施形態では、電子デバイス
は、ロボットの口１４３０を右に偏移し、鼻１４３６を時計回りに回転させる。ロボット
の口１４３０及び鼻１４３６に対する変更のこの組み合わせは、ユーザの口１４２０及び
鼻１４２５の動きを模倣し、ロボットの顔の特徴、特にロボットの鼻１４３６及び口１４
３０がユーザの口１４２０及び鼻１４２５のものに類似した方法で相互接続されているよ
うに外観を与える。
【０３４１】
　１４０４Ｂは、１４０４Ａに示されるのとは反対の方向へのユーザの口１４２０及び鼻
１４２５の動きを示し、１４１４Ｂは、ロボットアバター１４００に対する電子デバイス
の対応する変更を示す。ロボットアバター１４００に対するこれらの変更は、１４１４Ａ
に関して上記で議論された変更と同様であるが、代わりに反対方向で示されている。例え
ば、１４０４Ｂでは、ユーザの口１４２０及び鼻１４２５は、ユーザの左に偏移して（例
えば、カメラの視野に対して右に偏移して）示され、それに応じて、電子デバイスは、１
４１４Ｂに示すように、ロボットの口１４３０を右に偏移し、ロボットの鼻１４３６を反
時計回りに回転させる。同様に、ロボットの口１４３０及び鼻１４３６に対する変更のこ
の組み合わせは、ユーザの口１４２０及び鼻１４２５の動きを模倣し、ロボットの顔の特
徴がユーザの口１４２０及び鼻１４２５のものに類似した方法で相互接続されているよう
に外観を与える。
【０３４２】
　１４０４Ｃ及び１４１４Ｃに示されるように、電子デバイスは、膨らんだ又は拡張した
位置でユーザの頬１４２８を検出し（例えば、ユーザが１４０１Ａに示す中立位置を超え
て拡大するように頬１４２８を空気で満たす）、それに応じて、ロボットの頭１４３５の
側面からロボットの耳１４３３を伸ばすことにより、ロボットアバター１４００を変更す
る。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザが頬１４２８を拡張する量に基づ
いて耳１４３３の延長を変更する。例えば、ユーザが頬１４２８を拡張し続けると、電子
デバイスは、耳１４３３を伸ばし続ける。同様に、ユーザの頬１４２８が収縮すると（例
えば、ユーザが頬１４２８から空気を放出したことに応じて）、電子デバイスは、ロボッ
トの耳１４３３を収縮させる。
【０３４３】
　１４０４Ｄに示されるように、電子デバイスは、閉位置にあるユーザの顎１４２７を検
出しかつユーザの唇（例えば、ユーザの上唇１４２０Ｃ及び下唇１４２０Ｄの両方）をす
ぼめるポーズでユーザの口１４２０から外側に延ばすように互いに向かって移動するユー
ザの口１４２０の角１４２０Ａ及び６２０Ｂを検出することにより、すぼめる顔面表情を
行っているユーザを判定する。ユーザのすぼめる顔面表情の検出に応じて、電子デバイス
は、１４１４Ｄに示すように、ロボットの口１４３０の形状を変更し、ロボットの口１４
３０から放出される金属ハート１４５２を表示することにより、ロボットアバター１４０
０を変更する。例えば、電子デバイスは、ロボットの口１４３０の形状を円の中心にある
「＋」形状１４５４を有する円に変更して、ロボット「すぼめ面」を形成する。更に、電
子デバイスは、ロボットの「すぼめた」口１４３０から放出されるように表示される１つ
以上の金属ハート１４５２を導入する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ロボ



(141) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

ットアバター１４００の他の特徴を変更することを取り止める。
【０３４４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザのすぼめる顔面表情の検出に応じて
、金属ハート１４５２を直ちに導入しない。そのような実施形態では、電子デバイスは、
電子デバイスが閾値時間だけすぼめた顔面表情を保持しているユーザを検出した後にのみ
、すぼめた口１４３０から放出する金属ハート１４５２を導入するように、すぼめたロボ
ットアバター１４００を変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザが
第１の閾値時間（例えば、０．３秒）だけすぼめる顔面表情を保持するとき、すぼめた口
１４３０から放出される単一の金属ハート１４５２のみを導入するようにロボットアバタ
ーを変更し、その後、ユーザがすぼめた顔面表情を保持し続けて第２の閾値時間（例えば
０．６秒）に到達した後に、すぼめた口１４３０から放出される追加の金属ハート１４５
２を導入するようにロボットアバターを変更する。
【０３４５】
　いくつかの実施形態では、金属ハート１４５２は、アニメーション化されて動的である
。例えば、いくつかの実施形態では、電子デバイスは、すぼめた口１４３０から断続的に
、及び任意選択的にランダムな間隔で放出する金属ハート１４５２を表示する。いくつか
の実施形態では、電子デバイスは、異なるサイズを有する金属ハート１４５２を表示する
。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、すぼめた口１４３０から離れるにつれてサ
イズが増大する金属ハート１４５２を表示する。更に、いくつかの実施形態では、電子デ
バイスは、ランダム化された軌道で移動し、１４１４Ｄの表示領域内に位置するランダム
な場所で消えるか、あるいは、１４１４Ｄの表示領域を出ると視界から消える各金属ハー
ト１４５２を表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザ又はアバター
が向いている方向に基づく方向にすぼめた口１４３０から放出する金属ハート１４５２を
表示する。例えば、電子デバイスがユーザの顔又はアバターが左を向いたことを検出する
と、すぼめた口１４３０は、金属ハート１４５２を左に放出し、電子デバイスがユーザの
顔又はアバターが右を向いたことを検出すると、すぼめた口１４３０は、金属ハート１４
５２を右に放出する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがすぼめた顔面
表情の形成を停止するまで、ロボットのすぼめた口１４３０から放出する金属ハート１４
５２を表示し続ける。いくつかの実施形態では、ユーザがすぼめた顔面表情の形成を停止
すると、電子デバイスは、金属ハート１４５２が消え、すぼめた口１４３０が１４１１Ａ
に示す中立形状に戻るようにロボットアバター１４００を変更する。
【０３４６】
　図１５Ａは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ユニコーンア
バター１５００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態
（１５１１Ａ、１５１１Ｂ、１５１１Ｃ、及び１５１１Ｄ）を有するユニコーンアバター
が示されており、ユニコーンアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検
出状態（１５０１Ａ、１５０１Ｂ、１５０１Ｃ、及び１５０１Ｄ）に対応する。図１５Ａ
の各表示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の
特徴などの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ユ
ニコーンアバター特徴を配置又は変更する。
【０３４７】
　１５０１Ａでは、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する（例えば、ユ
ーザの目１５２３が開いている、眉毛１５２２がユーザの目１５２３の上の弛緩した位置
にある、ユーザの口１５２０が特定の表情に関連付けられた位置ではない弛緩した中立状
態にある）。中立的な顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、１５１１Ａで中立的な
状態を有するユニコーンアバター１５００を表示する。例えば、電子デバイスは、ユニコ
ーンの頭１５３５の上部から垂直に伸びる耳１５３３、開いた位置の目１５３２、及びユ
ニコーンの頭１５３５の上部及びユニコーンの頭１５３５と首１５３９の後方に自然に存
在するたてがみ１５５２を有するユニコーン１５００を表示する。更に、電子デバイスは
、ユニコーンの耳１５３３及びたてがみ１５５２に隣接して、ユニコーンの頭１５３５の
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上部に向かって配置されたホーン１５５０を有するユニコーン１５００を表示する。電子
デバイスは、眉毛又は頬の特徴のないユニコーン１５００を表示し、ディスプレイ（又は
カメラ（例えば、カメラ１４３、光センサ１６４）の焦点面）に対して垂直な方向を向い
たユニコーンの目１５３２を表示する。
【０３４８】
　電子デバイスはまた、口１５３０及び鼻孔１５３６を含む鼻面領域１５４０を有するユ
ニコーン１５００も表示する。１５１１Ａでは、電子デバイスは、閉じた位置にあるユニ
コーンの口１５３０と鼻孔１５３６の弛緩した位置を含む中立状態のユニコーンの鼻面領
域１５４０を表示する。
【０３４９】
　１５１１Ａに示されている中立状態では、電子デバイスは、ユニコーン１５００が１５
１１Ａの表示領域の左側に面してユニコーンの特徴の約半分が見えるように、斜めの向き
でユニコーンアバター１５００を表示する。例えば、電子デバイスは、ユニコーンの目１
５３２のうちの１つ、ユニコーンの口１５３０の半分、及び１５１１Ａに示す中立状態の
１つの鼻孔１５３６を表示する。いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は、メッ
セージングアプリケーションで見られる静的なユニコーン絵文字などの関連画像の他の表
現に対応する。
【０３５０】
　１５０１Ｂ及び１５１１Ｂに示されるように、電子デバイスは、上昇位置にあるユーザ
の上唇１５２０Ａ及び下降位置にあるユーザの眉毛１５２２を検出し（例えば、ユーザが
冷笑的な顔面表情を形成している）、それに応じて、冷笑的な表情を表示するように表示
されたユニコーンアバター１５００を変更する。例えば、電子デバイスは、１５１１Ｂに
示すように、ユニコーンの目１５３２の上部部分を部分的に遮るひそめる状態に配置され
た眉毛１５３８を導入するように、ユニコーンアバター１５００を変更する。更に、電子
デバイスは、ユニコーンの口１５３０を、上唇１５３０Ａが突出した開位置に変更して、
ユニコーンの歯１５４２を露出させることにより、鼻面領域１５４０を変更する。電子デ
バイスはまた、１５１１Ｂに示すように、鼻孔１５３６を拡張又は屈曲位置で表示し、鼻
面領域１５４０を拡大してユニコーンの顔の増加部分を覆うことにより、冷笑ポーズを形
成するように鼻面領域１５４０を変更する。
【０３５１】
　１５０１Ｂ及び１５１１Ｂに示される実施形態では、電子デバイスは、ユーザの冷笑的
な顔面表情の検出に応じて冷笑的な表情を表示するようにユニコーンアバター１５００を
変更する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、変更された特徴（例えば、口、鼻
孔、鼻面領域、眉毛）のそれぞれに対する変化の漸進的アニメーションとしてアバターへ
の変化を表示し、アニメーション化された変化は、ユーザの対応する物理的特徴（例えば
、ユーザの唇と眉毛）への変化の方向及び大きさと一致する。他の実施形態では、電子デ
バイスは、仮想アバター特徴（例えば、口、鼻孔、鼻面領域、眉毛）を、ユニコーンの冷
笑を表す所定の位置に変更する。
【０３５２】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがもはや冷笑的な顔面表情を作って
いないことを検出すると、１５１１Ａに示す中立状態に戻るようにユニコーンアバター１
５００を変更する。例えば、ユーザが冷笑的な表情を解除すると、電子デバイスは、眉毛
１５３８をユニコーンの目１５３２から上に移動し、ユニコーンのたてがみ１５５２と耳
１５３３の下のユニコーンの顔に消えることをアニメーション化することにより、ユニコ
ーンの眉毛１５３８を取り除く。更に、電子デバイスは、中立位置に移動する鼻面領域１
５４０、弛緩状態に戻る鼻孔１５３６、及び閉じて中立位置に戻るユニコーンの口１５３
０をアニメーション化する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、変更された特徴
（例えば、眉毛、口、鼻孔、及び鼻面領域）への変化をアニメーション化することなく、
中立位置に戻るユニコーン１５００を表示する。換言すれば、電子デバイスは、１５１１
Ｂに示されている冷笑的な表情から１５１１Ａに示されている中立状態へのユニコーンの
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瞬間的な変化を表示する。
【０３５３】
　１５０１Ｃ及び１５１１Ｃに示されるように、電子デバイスは、眉毛１５２２を上げる
ユーザを検出し、それに応じて、眉毛を上げるように表示されたユニコーンアバター１５
００を変更する。例えば、ユーザの上げられた眉毛１５２２の検出に応じて、電子デバイ
スは、１５１１Ｃに示すように、元気を出すようにユニコーンのたてがみ１５５２の前部
１５５２Ａを変更し、ユニコーンの目１５３２の上に配置されたユニコーンの眉毛１５３
８を導入して、ユニコーンアバター１５００が眉毛１５３８を上げているという印象を伝
達する。この実施形態では、電子デバイスは、ユニコーンの眉毛１５３８を導入し、ユー
ザの眉毛１５２２が持ち上げられたときにたてがみ１５５２の前部を元気にする。電子デ
バイスは、ユーザの眉毛１５２２が中立位置に戻ったときにユニコーンの眉毛１５３８を
取り除いてたてがみ１５５２を弛緩する。いくつかの実施形態では、デバイスは、眉毛１
５３８をユニコーンの目１５３２に向かって動かし、ユニコーンの目１５３２の上のユニ
コーンの顔に消えることをアニメーション化することにより、ユニコーン１５００を中立
位置に戻す。更に、電子デバイスは、眉毛１５３８が取り除かれると、たてがみ１５５２
の前部１５５２Ａがその中立位置に落ちるようにアニメーション化する。
【０３５４】
　１５０１Ｄ及び１５１１Ｄに示すように、電子デバイスは、ユーザが頭１５２８及び任
意選択的に顔１５２４（又は顔１５２４を含む様々な物理的特徴）をユーザの左側に回転
させていることを検出し、それに応じて、ユニコーンの首１５３９を固定したまま、ユニ
コーンの頭１５３５を回転させることによってユニコーンアバター１５００を変更する。
例えば、電子デバイスは、電子デバイスのディスプレイ（例えば、タッチスクリーン１１
２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、ディスプレイ５０４）上でユニコーンア
バター１５００を見ているユーザの視点に向かって回るように、ユニコーンの頭１５３５
を回転させる。電子デバイスがユニコーンの首１５３９の位置を維持しながらユニコーン
の頭１５３５を回転させると、電子デバイスは、ユニコーン１５００が１５１１Ａに示す
斜めの向きで向いていたときに以前は隠れていたユニコーンの特徴を明らかにする。例え
ば、１５１１Ｄに示すように、電子デバイスは、ユニコーンの頭１５３５を回転させて、
以前は視界から隠されていたユニコーンの両目１５３２、両方の鼻孔１５３６、ユニコー
ンの耳１５３３、ホーン１５５０、鼻面領域１５４０の一部を表示する。更に、電子デバ
イスがユニコーンの頭１５３５を回転させると、ユニコーンのたてがみ１５５２は、ユニ
コーンの頭１５３５とともに移動し、頭１５３５は、ユニコーンの口１５３０が消えるよ
うにわずかに下に傾斜する。
【０３５５】
　図１５Ｂは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ユニコーンア
バター１５００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。ユニコーンアバ
ターは、３つの表示状態（１５１２Ａ、１５１２Ｂ、及び１５１２Ｃ）を有して示されて
おり、ユニコーンアバターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの検出された状態
（１５０２Ａ、１５０２Ｂ、及び１５０２Ｃ）にそれぞれ対応する。図１５Ｂの各表示状
態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの
物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ユニコーンア
バター特徴を配置又は変更する。３つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（
例えば、１５１２Ａ、１５１２Ｂ、及び１５１２Ｃの境界）は、仮想アバターを含む表示
領域の境界を表す。
【０３５６】
　１５０２Ａ及び１５１２Ａに示すように、電子デバイスは、ユーザがすぼめた表情を形
成することを検出し、それに応じて、ユニコーンの口１５３０をすぼめた唇１５３１のセ
ットで置き換えることにより、ユニコーンアバター１５００を変更する。１５０２Ａに示
されるようないくつかの実施形態では、電子デバイスは、閉位置でユーザの顎１５２７を
検出し、ユーザの唇（例えば、ユーザの上唇１５２０Ａ及び下唇１５２０Ｂの両方）をす
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ぼめるポーズでユーザの口１５２０から外側に延ばすように互いに向かって移動するユー
ザの口１５２０の角を検出することにより、ユーザがすぼめる表情を行っていると判定す
る。ユーザのすぼめた表情の検出に応じて、電子デバイスは、ユニコーンの口１５３０を
すぼめた唇１５３１のセットに変化させることでユニコーンアバター１５００を変更する
とともに、１５１２Ａに示すようにユニコーン１５００の任意の他の特徴の変更を取り止
める。
【０３５７】
　１５０２Ｂ及び１５１２Ｂに示すように、電子デバイスは、すぼめた表情を閾値時間だ
け保持しているユーザを検出し、それに応じて、ユニコーンのすぼめた唇１５３１から放
出されて表示される１つ以上のレインボーハート１５５５を導入することにより、ユニコ
ーンアバター１５００を変更する。１５１２Ａ及び１５１２Ｂに示される実施形態では、
電子デバイスは、ユーザのすぼめた表情の検出に応じて、レインボーハート１５５５を直
ちに導入しない。代わりに、電子デバイスは、電子デバイスが閾値時間だけすぼめた表情
を保持しているユーザを検出した後にのみ、すぼめた唇１５３１から放出するレインボー
ハート１５５５を導入するように、すぼめたユニコーンアバター１５００を変更する。
【０３５８】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザが第１の閾値時間（例えば、０．３
秒）だけすぼめる表情を保持するとき、すぼめた唇１５３１から放出される単一のレイン
ボーハート１５５５のみを導入するようにユニコーンアバターを変更し、その後、ユーザ
がすぼめた表情を保持し続けて第２の閾値時間（例えば０．６秒）に到達した後に、すぼ
めた唇１５３１から放出される追加のレインボーハート１５５５を導入するようにユニコ
ーンアバターを変更する。いくつかの実施形態では、レインボーハート１５５５は、アニ
メーション化されて動的である。例えば、いくつかの実施形態では、電子デバイスは、す
ぼめた唇１５３１から断続的に、及び任意選択的にランダムな間隔で放出するレインボー
ハート１５５５を表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、異なるサイズを
有するレインボーハート１５５５を表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは
、すぼめた唇１５３１から離れるにつれてサイズが増大するレインボーハート１５５５を
表示する。更に、いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ランダム化された軌道で移
動し、１５１２Ｂの表示領域内に位置するランダムな場所で消えるか、あるいは、１５１
２Ｂの表示領域を出ると視界から消える各レインボーハート１５５５を表示する。
【０３５９】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザ又はアバターが向いている方向に基
づく方向にすぼめた唇１５３１から放出するレインボーハート１５５５を表示する。例え
ば、電子デバイスがユーザの顔又はアバターが左を向いたことを検出すると、すぼめた唇
１５３１は、レインボーハート１５５５を左に放出し、電子デバイスがユーザの顔又はア
バターが右を向いたことを検出すると、すぼめた唇１５３１は、レインボーハート１５５
５を右に放出する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがすぼめた顔面表
情の形成を停止するまで、ユニコーンのすぼめた唇１５３１から放出するレインボーハー
ト１５５５を表示し続ける。いくつかの実施形態では、ユーザがすぼめた顔面表情の形成
を停止すると、電子デバイスは、レインボーハート１５５５が消え、すぼめた唇１５３１
がユニコーンの口１５３０に置き換わるように、ユニコーンアバター１５００を変更する
。
【０３６０】
　１５０２Ｃでは、電子デバイスは、ユーザが眉毛１５２２を上げることを検出すると同
時に、１５０２Ｂに関して上述したすぼめた表情を維持する。１５１２Ｃに示すように、
眉毛１５２２を上げるユーザの検出に応じて、電子デバイスは、ユニコーン１５３５を変
更して眉毛を上げる一方で、１５１２Ｂに関して上述したレインボーハート１５５５を更
に生成する。例えば、すぼめた唇１５３１からレインボーハート１５５５を放出するユニ
コーン１５００を表示している間、電子デバイスは、ユニコーンのたてがみ１５５２の前
部１５５２Ａが元気を出すように、（眉毛１５２２を上げるユーザの検出に応じて）ユニ
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コーン１５００を更に変更し、ユニコーンの眉毛１５３８は、ユニコーンの目１５３２の
上に導入され、１５１２Ｃに示すように、ユニコーンアバター１５００がレインボーハー
ト１５５５を放出しながら眉毛１５３８を上げているという印象を伝達する。いくつかの
実施形態では、たてがみ１５５２の移動は、１つ以上の物理モデル（例えば、慣性のモデ
ル、重力のモデル、力伝達モデル、摩擦モデル）にしたがって生じる。
【０３６１】
　図１６Ａは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ニワトリアバ
ター１６００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（
１６１１Ａ、１６１１Ｂ、１６１１Ｃ、及び１６１１Ｄ）を有するニワトリアバターが示
されており、ニワトリアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態
（１６０１Ａ、１６０１Ｂ、１６０１Ｃ、及び１６０１Ｄ）に対応する。図１６Ａの各表
示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴な
どの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ニワトリ
アバター特徴を配置又は変更する。
【０３６２】
　１６０１Ａでは、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する（例えば、ユ
ーザの目１６２３が開いている、眉毛１６２２がユーザの目１６２３の上の弛緩した位置
にある、ユーザの頬１６２８が弛緩しており拡張していない、ユーザの口１６２０が特定
の表情に関連付けられた位置ではない弛緩した中立状態にある）。中立的な顔面表情の検
出に応じて、電子デバイスは、１６１１Ａで中立的な状態を有するニワトリアバター１６
００を表示する。例えば、電子デバイスは、閉位置にあるくちばし１６３０及びニワトリ
の顔面領域１６５５から延びかつニワトリの頭１６３５からゆるく垂れ下がる肉垂１６５
０を有するニワトリ１６００を表示する。更に、電子デバイスは、ニワトリ１６００を頬
なしで表示する。いくつかの実施形態では、アバターの中立位置は、メッセージングアプ
リケーションで見られる静的なニワトリ絵文字などの関連画像の他の表現に対応する。
【０３６３】
　１６０１Ｂ及び１６１１Ｂに示すように、電子デバイスは、膨らんだ又は拡張した位置
でユーザの頬１６２８を検出し（例えば、１６０１Ａに示されている中立位置を超えて拡
張するように、ユーザが頬１６２８を空気で満たす）、それに応じて、頬１６３３を膨ら
ませたニワトリを表示するように頬１６３３を導入することにより、ニワトリアバター１
６００を変更する。膨らんだニワトリの頬１６３３を導入することに加えて、電子デバイ
スは、ニワトリの頬１６３３が膨らんだときに、中立位置（１６１１Ａに示されている）
から広げられた位置（１６１１Ｂに示されている）まで揺れるニワトリの肉垂１６５０の
アニメーションを表示する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、１６１１Ａの中
立位置から１６１１Ｂの広げられた位置に動かされた結果として揺れ動く肉垂１６５０を
表示することにより、慣性を有する肉垂１６５０を表示する。
【０３６４】
　１６０１Ｃ及び１６０１Ｄでは、電子デバイスは、ユーザの頬１６２８が中立位置に戻
ることを検出する（例えば、拡張しない又は膨らまない）。それに応じて、電子デバイス
は、１６１１Ｃ及び１６１１Ｄに示すように、膨らんだ頬１６３３を取り除くようにニワ
トリアバター１６００を変更する。例えば、電子デバイスは、頬１６３３を取り除き、最
終的に１６１１Ｄで中立位置に落ち着く前に、１６１１Ｂで広げられた位置から１６１１
Ｃで狭められた位置まで揺れるニワトリの肉垂１６５０を表示する。
【０３６５】
　図１６Ｂは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ニワトリアバ
ター１６００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。ニワトリアバター
は、３つの表示状態（１６１２Ａ、１６１２Ｂ、及び１６１２Ｃ）を有して示されており
、ニワトリアバターの３つの表示状態のそれぞれがユーザの３つの検出された状態（１６
０２Ａ、１６０２Ｂ、及び１６０２Ｃ）にそれぞれ対応する。図１６Ｂの各表示状態では
、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的
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特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ニワトリアバター特
徴を配置又は変更する。３つの表示状態のそれぞれにおいて、表示状態の境界（例えば、
１６１２Ａ、１６１２Ｂ、及び１６１２Ｃの境界）は、仮想アバターを含む表示領域の境
界を表す。
【０３６６】
　１６０２Ａ及び１６１２Ａに示すように、電子デバイスは、ユーザがすぼめた表情を形
成することを検出し、それに応じて、ニワトリのくちばし１６３０の先端をすぼめた唇１
６４５のセットで置き換えることにより、ニワトリアバター１６００を変更する。１６０
２Ａに示されるようないくつかの実施形態では、電子デバイスは、閉位置でユーザの顎１
６２７を検出し、ユーザの唇（例えば、ユーザの上唇１６２０Ａ及び下唇１６２０Ｂの両
方）をすぼめるポーズでユーザの口１６２０から外側に延ばすように互いに向かって移動
するユーザの口１６２０の角を検出することにより、ユーザがすぼめる表情を行っている
と判定する。ユーザのすぼめた表情の検出に応じて、電子デバイスは、ニワトリのくちば
し１６３０の先端をすぼめた唇１６４５のセットに変化させることでニワトリアバター１
６００を変更するとともに、１６１２Ａに示すようにニワトリ１６００の任意の他の特徴
の変更を取り止める。
【０３６７】
　１６０２Ｂ及び１６０２Ｃでは、電子デバイスは、すぼめた表情を閾値時間だけ保持し
ながら、横向きになったユーザの頭１６２９を検出する。それに応じて、電子デバイスは
、ニワトリの頭１６３５を左又は右に向けて（検出されたユーザの頭１６２９の方向に応
じて）、ニワトリのすぼめた唇１６４５から放出されて表示される１つ以上のハート１６
５２を導入することにより、ニワトリアバター１６００を変更する。図１６Ｂに示される
実施形態では、電子デバイスは、ユーザのすぼめた表情の検出に応じて、ハート１６５２
を直ちに導入しない。代わりに、電子デバイスは、電子デバイスが閾値時間だけすぼめた
表情を保持しているユーザを検出した後にのみ、すぼめた唇１６４５から放出するハート
１６５２を導入するように、すぼめたニワトリアバター１６００を変更する。
【０３６８】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザが第１の閾値時間（例えば、０．３
秒）だけすぼめる表情を保持するとき、すぼめた唇１６４５から放出される単一のハート
１６５２のみを導入するようにニワトリアバター１６００を変更し、その後、ユーザがす
ぼめた表情を保持し続けて第２の閾値時間（例えば０．６秒）に到達した後に、すぼめた
唇１６４５から放出される追加のハート１６５２を導入するようにニワトリアバター１６
００を変更する。いくつかの実施形態では、ハート１６５２は、アニメーション化されて
動的である。例えば、いくつかの実施形態では、電子デバイスは、すぼめた唇１６４５か
ら断続的に、及び任意選択的にランダムな間隔で放出するハート１６５２を表示する。い
くつかの実施形態では、電子デバイスは、異なるサイズを有するハート１６５２を表示す
る。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、すぼめた唇１６４５から離れるにつれて
サイズが増大するハート１６５２を表示する。更に、電子デバイスは、いくつかの実施形
態では、ランダム化された軌道で移動し、表示領域（例えば、１６１２Ｂ又は１６１２Ｃ
の表示領域）内に位置するランダムな場所で消えるか、あるいは表示領域（例えば、１６
１２Ｂ又は１６１２Ｃの表示領域）を出ると視界から消える各ハート１６５２を表示する
。
【０３６９】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザ又はアバターが向いている方向に基
づく方向にすぼめた唇１６４５から放出するハート１６５２を表示する。例えば、１６０
２Ｂ及び１６１２Ｂに示されるように、電子デバイスは、ユーザの頭１６２９がユーザの
右方向に向けられている（例えば、カメラの視野に対して左に向けられている）ことを検
出し、電子デバイスは、ユーザの頭１６２９を鏡映するように右を向いているニワトリの
頭１６３５を表示する。したがって、電子デバイスは、１６１２Ｂに示されるように、ニ
ワトリアバター１６００が向いている右方向に、すぼめた唇１６４５から放出されるハー
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ト１６５２を表示する。逆に、１６０２Ｃ及び１６１２Ｃに示されるように、電子デバイ
スは、ユーザの頭１６２９がユーザの左方向に向けられている（例えば、カメラの視野に
対して右に向けられている）ことを検出し、電子デバイスは、ユーザの頭１６２９を鏡映
するように左を向いているニワトリの頭１６３５を表示する。したがって、電子デバイス
は、１６１２Ｃに示されるように、ニワトリアバター１６００が向いている左方向に、す
ぼめた唇１６４５から放出されるハート１６５２を表示する。
【０３７０】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがすぼめた顔面表情の形成を停止す
るまで、ニワトリのすぼめた唇１６４５から放出するハート１６５２を表示し続ける。い
くつかの実施形態では、ユーザがすぼめた顔面表情の形成を停止すると、電子デバイスは
、ハート１６５２が消え、すぼめた唇１６４５がニワトリのくちばし１６３０の先端に置
き換わるように、ニワトリアバター１６００を変更する。
【０３７１】
　図１７Ａは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ブタアバター
１７００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。２つの表示状態（１７
１１Ａ及び１７１１Ｂ）を有するブタアバターが示されており、ブタアバターの２つの表
示状態のそれぞれは、ユーザの２つの検出状態（１７０１Ａ及び１７０１Ｂ）に対応する
。図１７Ａの各表示状態では、電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユ
ーザの顔の特徴などの物理的特徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に
応じて、ブタアバター特徴を配置又は変更する。
【０３７２】
　１７０１Ａでは、電子デバイスは、ユーザの中立的な顔面表情を検出する（例えば、ユ
ーザの目１７２３が開いている、眉毛１７２２がユーザの目１２２３の上の弛緩した位置
にある、ユーザの口１７２０が特定の表情に関連付けられた位置ではない弛緩した中立状
態にある）。中立的な顔面表情の検出に応じて、電子デバイスは、１７１１Ａで中立的な
状態を有するブタアバター１７００を表示する。例えば、電子デバイスは、ブタの頭１７
３５の垂直中心にあり、眉毛なしで表示され、ディスプレイ（又はカメラ（例えば、カメ
ラ１４３、光センサ１６４）の焦点面）に対して垂直方向を見る目１７３２を有するブタ
１７００を表示する。電子デバイスはまた、ブタの頭１７３５の水平方向中央に位置しか
つブタの目１７３２よりもわずかに下に位置する鼻１７３６を有するブタ１７００を表示
する。中立状態では、電子デバイスは、１７１１Ａに示すように、ブタの鼻１７３６の下
に位置する閉位置にある口１７３０を有するブタ１７００を表示する。いくつかの実施形
態では、アバターの中立位置は、メッセージングアプリケーションで見られる静的なブタ
絵文字などの関連画像の他の表現に対応する。
【０３７３】
　１７０１Ｂ及び１７１１Ｂに示されるように、電子デバイスは、上昇位置にあるユーザ
の上唇１７２０Ａ及び下降位置にあるユーザの眉毛１７２２を検出し（例えば、ユーザが
冷笑的な顔面表情を形成している）、それに応じて、冷笑的な表情を表示するように表示
されたブタアバター１７００を変更する。例えば、電子デバイスは、１７１１Ｂに示すよ
うに、ブタの目１７３２の上部部分を部分的に遮るひそめる状態に配置された眉毛１７３
８を導入するように、ブタアバター１７００を変更する。更に、電子デバイスは、ブタの
冷笑的な表情を表示するようにブタの口１７３０と鼻１７３６を変更する。例えば、電子
デバイスは、ブタの歯１７４２を明らかにする開位置でブタの口１７３０を表示し、ブタ
の鼻１７３６を上方向に偏移させる。１７０１Ｂ及び１７１１Ｂに示されるように、ブタ
の鼻１７３６の変化は、ユーザの唇の変化の割合（例えば、予測又は判定された動きの範
囲の１０％）と比較して、アバターの鼻の変化がモデル化された動きの最大範囲のより大
きな割合（例えば、３０％）であるという点で、ユーザの上唇１７２０Ａの変化に対して
誇張される。
【０３７４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザがもはや冷笑的な表情を作っていな
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いことを検出すると、１７１１Ａに示す中立状態に戻るようにブタアバター１７００を変
更する。例えば、ユーザが冷笑的な表情を解除すると、電子デバイスは、眉毛１７３８を
ブタの目１７３２から上に移動し、ブタの頭１７３５の上部の下のブタの顔に消えること
をアニメーション化することにより、ブタの眉毛１７３８を取り除く。更に、電子デバイ
スは、ブタの口１７３０を閉じて歯１７４２を隠し、中立位置に戻るようにアニメーショ
ン化し、ブタの鼻１７３６を１７１１Ａに示す弛緩状態に移動するようにアニメーション
化する。
【０３７５】
　図１７Ｂは、顔の特徴などのユーザの物率的特徴の変化の検出に応じて、ブタアバター
１７００を変更する電子デバイスを示す例示的な実施形態を示す。４つの表示状態（１７
１２Ａ、１７１２Ｂ、１７１２Ｃ、及び１７１２Ｄ）を有するブタアバターが示されてお
り、ブタアバターの４つの表示状態のそれぞれは、ユーザの４つの検出状態（１７０２Ａ
、１７０２Ｂ、１７０２Ｃ、及び１７０２Ｄ）に対応する。図１７Ｂの各表示状態では、
電子デバイスは、ユーザのそれぞれの状態で検出されたユーザの顔の特徴などの物理的特
徴のうちの任意の１つ以上の位置又は位置の変化の検出に応じて、ブタアバター特徴を配
置又は変更する。
【０３７６】
　１７０２Ａ及び１７１２Ａに示されるように、電子デバイスは、ユーザの口１７２０（
例えば、上唇１７２０Ａ及び下唇１７２０Ｂ）がユーザの左に偏移される（例えば、カメ
ラの視野に対して右に偏移される）ことを検出し、それに応じて、ブタの口１７３０と鼻
１７３６の両方を変更する。例えば、電子デバイスは、ブタの鼻１７３６をブタの頭１７
３５の左側に水平に偏移する。更に、電子デバイスは、ユーザの口１７２０の動きを鏡映
するために、口１７３０を短くし、口１７３０をブタの頭１７３５の左側に水平に回転及
び偏移させることにより、ブタの口１７３０を変更する。
【０３７７】
　１７０２Ａに示すように、ユーザの鼻１７２５の先端は、ユーザの口１７２０によって
わずかに偏移する。いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ユーザの鼻１７２５の動
きを直接モニタ又は検出しないが、それにもかかわらず、１７１２Ａに示すように、偏移
するブタの口１７３０に応じて動くようにブタの鼻１７３６を変更することにより、ユー
ザの鼻１７２５の動きを考慮する。例えば、電子デバイスは、ブタの口１７３０が偏移す
るにつれて水平に偏移するようにブタの鼻１７３６を変更し、それにより、ユーザの口１
７２０と鼻１７２５との間の相互接続された顔の関係に類似するブタの口１７３０と鼻１
７３６との間の相互接続された顔の関係を伝達する。１７１２Ａに示されている実施形態
では、電子デバイスは、ブタの口１７３０及び鼻１７３６を左に偏移させ、口１７３０を
時計回りにわずかに回転させる。ブタの口１７３０と鼻１７３６に対するこの変更の組み
合わせは、ユーザの口１７２０と鼻１７２５の動きを模倣し、ブタの顔の特徴、特にブタ
の鼻１７３６と口１７３０がユーザの口１７２０と鼻１７２５と同様の方法で相互接続さ
れているように外観を与える。
【０３７８】
　１７０２Ｂは、１７０２Ａに示されるのとは反対の方向へのユーザの口１７２０及び鼻
１７２５の動きを示し、１７１２Ｂは、ブタアバター１７００に対する電子デバイスの対
応する変更を示す。ブタアバター１７００に対するこれらの変更は、１７１２Ａに関して
上記で議論された変更と同様であるが、代わりに反対方向で示されている。例えば、１７
０２Ｂでは、ユーザの口１７２０及び鼻１７２５は、ユーザの右に偏移して示され（例え
ば、カメラの視野に関して左に偏移）、それに応じて、電子デバイスは、１７１２Ｂに示
すように、ブタの頭１７３５の右側にブタの鼻１７３６を偏移し、ブタの口１７３０を短
くし、口１７３０を反時計回りにわずかに回転させ、偏移した鼻１７３６の下のブタの頭
１７３５の右側に口１７３０を水平に偏移する。同様に、ブタの口１７３０及び鼻１７３
６に対する変更のこの組み合わせは、ユーザの口１７２０及び鼻１７２５の動きを模倣し
、ブタの顔の特徴がユーザの口１７２０及び鼻１７２５のものに類似した方法で相互接続
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されているように外観を与える。
【０３７９】
　１７０２Ｃ及び１７１２Ｃに示されるように、電子デバイスは、上向きのポーズ（例え
ば、笑顔の顔面表情を形成する）におけるユーザの口１７２０の角１７２０Ｃ及び１７２
０Ｄの一方又は両方を検出し、それに応じて、笑顔の表情を有するようにブタアバター１
７００を変更する。例えば、電子デバイスは、１７１１Ａに示す中立位置に対して両方が
持ち上げられるように、ブタの口１７３０と鼻１７３６の位置を変更する。例えば、１７
１２Ｃでは、電子デバイスは、ブタの鼻１７３６の上部がブタの目１７３２の中央又は上
に位置するように、ブタの鼻１７３６を持ち上げる。同様に、電子デバイスは、中立状態
のときと同じようにブタの鼻１７３６に対して同じ相対位置を保持するように、ブタの口
１７３０を持ち上げる。その結果、電子デバイスは、ユーザの笑顔の顔面表情の検出に応
じて、ブタの鼻１７３６とブタの口１７３０の両方をブタの頭１７３５の高い位置に表示
する。いくつかの実施形態では、電子デバイスはまた、ブタの口１７３０の形状を調整し
て、笑顔の表情を形成する（例えば、開いた笑顔の形状）。
【０３８０】
　１７０２Ｄ及び１７１２Ｄに示されるように、電子デバイスは、下向きのポーズ（例え
ば、悲しい顔面表情）に位置するユーザの口１７２０の角１７２０Ｃ及び１７２０Ｄの一
方又は両方を検出し、それに応じて、悲しい表情を有するようにブタアバター１７００を
変更する。例えば、電子デバイスは、１７１１Ａに示す中立位置に対して両方が下降され
るように、ブタの口１７３０と鼻１７３６の位置を変更する。例えば、１７１２Ｄでは、
電子デバイスは、ブタの鼻１７３６の上部がブタの目１７３２の下部に又はその下に位置
するように、ブタの鼻１７３６を下降する。同様に、電子デバイスは、中立状態のときと
同じようにブタの鼻１７３６に対して同じ相対位置を保持するように、ブタの口１７３０
を下降する。その結果、電子デバイスは、ユーザの悲しい顔面表情の検出に応じて、ブタ
の鼻１７３６とブタの口１７３０の両方をブタの頭１７３５の低い位置に表示する。１７
１２Ｄに示されるようないくつかの実施形態では、電子デバイスはまた、ブタの口１７３
０を下方向に湾曲させることにより悲しい表情を形成するようにブタの口１７３０の形状
も調整する。
【０３８１】
　図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図１４Ａ～
図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図１７Ｂにおいて
提供される例では、電子デバイスは、ユーザの物理的特徴の様々な位置の間のユーザ遷移
を検出し、その後、検出されたユーザの物理的特徴の変化に応じて、仮想アバター（例え
ば、プー、クマ、エイリアン、ウサギ、ロボット、ユニコーン、ニワトリ、ブタアバター
）を更新又は変更する。これらの例では、電子デバイスは、仮想アバターの特定の特徴の
特性を維持し、他の仮想アバター特徴への変化をアニメーション化することにより、様々
な表現と位置の間で仮想アバターの表示を遷移する。例えば、図１０Ａの１００１Ａ～１
００１Ｄに示されるように、デバイスは、アバターの口１０３０、眉毛１０３８、及び上
部部分１０３４などの他のアバター特徴を変更しながら、アバターの目１０３０の位置を
維持する。アバターの状態は、ユーザのそれぞれの検出された状態に対応する（例えば、
表示されたアバター状態１０１１Ａ～１０１１Ｄは、それぞれ、検出されたユーザ状態１
００１Ａ～１００１Ｄに対応する）が、検出されたユーザ状態（及び結果として得られた
アバター状態）の順序は、図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２
Ｃ、図１３、図１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１
７Ａ～図１７Ｂに示すものに限定されないことを理解されたい。したがって、ユーザは、
任意の物理的特徴を変化させたり、又は任意の所望の位置をとったりすることができ、電
子デバイスは、発生した順序に関係なく、検出された変化に応じて仮想アバターを変更す
る。
【０３８２】
　図１８Ａ及び図１８Ｂは、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出
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された顔に基づいて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフ
ロー図である。方法１８００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディ
スプレイ装置（例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例え
ば、１００、３００、５００、６００）で実行される。方法１８００における一部の動作
は、任意選択的に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動
作は、任意選択的に省略される。
【０３８３】
　以下に説明するように、方法１８００は、ポーズの異なるタイプの変化に対して異なる
反応を示す部分を有する仮想アバターを生成するための直感的な方法を提供する。本方法
は、仮想アバターを生成するためのユーザの物理的及び認識的負担を軽減し、それにより
、より効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピ
ューティングデバイスの場合、ユーザがユーザアバターをより速くかつより効率的に生成
することを可能にすることは、節電し、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法１８０
０の例は、図１０Ａ～図１０Ｉ及び図１５Ａ～図１５Ｂを参照して説明したユーザインタ
フェース及び仮想アバターにおいて見出すことができる。
【０３８４】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔の変
化に応じて外観を変化させる仮想アバター（例えば、１０００、１５００）（例えば、グ
ラフィカルに描画することができるユーザの表現）を表示する（１８０２）。１つ以上の
カメラの視野内の顔の変化に応じて仮想アバターの外観を変化させると、ユーザに、表示
されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要と
せずに、仮想アバターの変更を制御するオプションを提供する。追加の制御によりユーザ
インタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することにより、デ
バイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操
作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減す
ることによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用
できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池を改善する。
【０３８５】
　仮想アバターは、第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）（例えば、頭と顔（例え
ば、非下首部））、及び第１の部分とは異なる第２の部分（例えば、１０３６、１５３９
）（例えば、下首（例えば、非頭及び首上部部分））を含む（１８０４）。
【０３８６】
　いくつかの例（１８１４）では、第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）は、顔の
ポーズの第１のタイプ（例えば、ユーザの頭、顔としてまとめて解釈される相互に関連す
る顔の特徴の１つ以上のコレクション（例えば、口、目、鼻、筋肉又は筋肉群））の変化
（例えば、Ｘ軸（例えば、頭をうなずく）又はＹ軸（例えば、頭を左右に振る））及び顔
のポーズの第２のタイプ（例えば、Ｘ、Ｙ、又はＺ軸に沿った顔／頭全体の並進移動（例
えば、視野内の顔／頭全体の再配置））の変化に反応する（例えば、検出された動きがモ
デル化され、視覚的見掛け（特に表示される向き）が動きに基づいて更新される）。
【０３８７】
　いくつかの例では、第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）は、第１の部分が顔の
向きの第１のタイプの変化に反応するよりも反応性を低下している（例えば、第２の部分
は、顔の向きの第１のタイプの変化にあまり反応しない）。いくつかの例では、第２の部
分は、第１のタイプの検出された向きの変化が直接モデル化されず、視覚的見掛け（特に
表示される向き）が検出された移動に基づいて更新されないように、顔の向きの第１のタ
イプの変化に反応しない。いくつかの例では、第２の部分は、いかなる検出された顔の特
徴にもマッピングされない、又はそれによって直接制御されない非顔の特徴（例えば、首
）である。いくつかの例では、第２の部分は、第１のタイプの向きの変化に直接反応しな
いが、顔のポーズの第１のタイプの変化に間接的に反応しかつ顔のポーズの第２のタイプ
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の変化に反応することができる（例えば、第１のタイプの向きの変化によって引き起こさ
れる第１の部分の移動に基づいて、第１の部分と第２の部分との間の接続に基づいて）。
いくつかの例では、１つ以上のカメラの視野の平面に対して平行（例えば、Ｘ軸、Ｙ軸）
又は垂直（例えば、Ｚ軸）な軸に沿って生じるユーザの顔のポーズの変化（例えば、並進
移動の変化）は、仮想アバターの第１の部分（例えば、１０３４又は仮想アバターの頭１
５３５）と仮想アバターの第２の部分（例えば、１０３６又は仮想アバターの首１５３９
）の両方の移動をもたらす。対照的に、そのような実施形態では、１つ以上のカメラの視
野の平面に対して平行（例えば、Ｘ軸、Ｙ軸）又は垂直（例えば、Ｚ軸）な軸の周りに生
じるユーザの顔のポーズの変化（例えば、回転変化）は、仮想アバターの第２の部分の移
動なしで（又はより小さな移動をともなって）仮想アバターの第１の部分の移動をもたら
す。仮想アバターの第１の部分と比較して、顔のポーズの第１のタイプの変化に対して仮
想アバターの第２の部分に対する反応性が低下しているため、表示されたユーザインタフ
ェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバターの
部分に異なる影響を与えるオプションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザイン
タフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することにより、デバイ
スの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／
対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減するこ
とによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用でき
るようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０３８８】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラの視野内で顔のポーズの変化を検出する前に、仮
想アバターの第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）は、仮想アバターの第２の部分
（例えば、１０３６、１５３９）から視覚的に描写されない（例えば、第１の部分が終了
する位置（例えば、頭１５３５の下部又は首１５３９の上部）及び第２の部分が開始する
位置（例えば、首の上部の下）の視覚的な指示がない）。いくつかの実施形態では、仮想
アバターは、半固体物質の山（例えば、プーアバター１０００などのプーの山）の表現で
あり、上部（例えば、１０３４及び／又は１０４０）は、顔のポーズの第１のタイプの変
化に基づいて移動する一方で、下部（例えば、１０３６）は、顔のポーズの第１のタイプ
の変化に基づいて移動しない。
【０３８９】
　いくつかの例では、仮想アバターの第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）は、仮
想アバターの頭の特徴の少なくとも一部であり、仮想アバターの第２の部分（例えば、１
０３６、１５３９）は、仮想アバターの首の特徴の少なくとも一部である。いくつかの例
では、仮想アバターの第１の部分は、ユニコーン又は馬の頭（例えば、１５３５）であり
、仮想アバターの第２の部分は、ユニコーン又は馬の首（例えば、１５３９）である。
【０３９０】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラの視野内で顔のポーズの変化を検出する前に、顔
は、１つ以上のカメラの視野に対して第１の向きに向けられており（例えば、顔は、１つ
以上のカメラに直接面するように向けられている）、１つ以上のカメラの視野内で顔のポ
ーズの変化を検出する前に、仮想アバター（例えば、１５００）は、第１の向きとは異な
る第２の向きで表示される。いくつかの例では、仮想アバターは、ユーザの顔の向きと比
較して斜めの向きで表示される。例えば、ユーザの顔の特徴が見えるように（例えば、図
１５Ａに示すように）ユーザが１つ以上のカメラに直接面している場合、仮想アバター（
例えば、１５００）は、仮想アバターの一部（例えば、目１５３２、耳１５３３などのア
バター特徴）が表示されない（例えば、隠される又は部分的に隠される）ように斜めの角
度で表示される。いくつかの例では、顔の動きに応じて隠されたアバター特徴のうちの任
意の１つ以上が明らかにされる（例えば、顔が横に回転する場合、目１５３２又は耳１５
３３などの以前に隠されたアバター特徴の少なくとも一部は、図１５Ａの１５１１Ｄに示
されるように、ディスプレイ装置を介して表示される）。
【０３９１】
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　いくつかの例では、仮想アバターの第１の部分（例えば、１０３４、１５３５又はその
一部）（例えば、犬の仮想アバターの耳、馬の仮想アバター（例えば、１５００）のたて
がみ（例えば、１５５２））の動き又は仮想アバターの第２の部分（例えば、１０３６、
１５３９又はその一部）の動きは、１つ以上の物理モデル（例えば、慣性モデル、重力モ
デル、力伝達モデル、摩擦モデル）にしたがって発生する。いくつかの例では、物理モデ
ルは、顔又は顔の一部の動きの大きさ及び方向、並びに疑似的質量、疑似的弾性、疑似的
摩擦係数又は他の疑似的な物理的特性などの仮想アバター特徴の１つ以上の所定の特性に
基づいて、アバター特徴の動きの大きさ及び方向を規定する。
【０３９２】
　いくつかの例（１８１６）では、第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）は、仮想
アバターの上部部分であり、第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）は、仮想アバタ
ーの下部部分である。いくつかの実施形態では、第１の部分は、仮想アバターの第１の側
面であり、第２の部分は、第１の側面とは異なる（例えば反対の）仮想アバターの第２の
側面である。
【０３９３】
　いくつかの例では、顔のポーズの変化は、第１のタイプの変化のみ（例えば、並進成分
なしで回転成分のみを含むポーズの変化）を含み、顔のポーズの第１のタイプの変化の大
きさに基づく仮想アバターの第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）に対する仮想ア
バターの第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）の移動は、仮想アバターの第２の部
分を動かすことなく仮想アバターの第１の部分を動かすことを含む。仮想アバターの第２
の部分を動かさずに仮想アバターの第１の部分を動かすことは、同じ物理的特徴を更に動
かすことが仮想アバターの第２の部分を動かさずに第１の部分のみをデバイスに動かせる
ことを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバッ
クを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェース
をより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィ
ードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し
、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、
更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電
力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０３９４】
　いくつかの例では、顔の第１のタイプのポーズの変化（例えば、ポーズの回転変化）は
、仮想アバターの第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）を動かさずに、仮想アバタ
ーの第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）のみを動かす。例えば、カメラの視野内
のユーザが身体全体（例えば、図１０Ｄに示す顔、首、肩）を回転させる場合、仮想アバ
ターの第１の部分（例えば、アバターの顔（例えば、１０００Ｃ、１５３５）のみが動く
（例えば、回転）一方で、仮想アバターの第２の部分（例えば、アバターの首（例えば、
１５３９）又は下部部分（例えば、１０３６））は動かない。すなわち、仮想アバターの
部分は、ユーザの動きに異なって反応する。いくつかの例では、ユーザの一部に解剖学的
／生理学的に対応する仮想アバターの一部（例えば、ユーザの首に解剖学的に対応するア
バターの首）は、たとえそれらの特徴の動きが追跡されたとしても、対応する特徴の特定
の動きに反応しない。いくつかの例では、他の特徴（例えば、ユーザの首（例えば、１０
２５））がカメラの視野内に存在する場合であっても、ユーザの顔（例えば、１０２４）
の動きのみが追跡又は使用され、仮想アバターに影響を与える。
【０３９５】
　いくつかの例では、仮想アバターは、第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）及び
第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）とは異なる第３の部分（例えば、首上部部分
、１０３４から１０３６又は１５３５から１５３９の間の又はそれらを接続する部分）を
更に含む。図１０Ｅに示すようないくつかの実施形態では、第１の部分は、先端１０４０
であり、第２の部分は、下部部分１０３６であり、第３の部分は、上部部分の一部（例え
ば、１０３４）を形成しかつ上部部分の先端１０４０を下部部分１０３６に接続する中間
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部１０３１である。更に、顔のポーズの変化が顔のポーズの第１のタイプの変化（例えば
、回転運動）を含むという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、３００、５０
０、６００）は、仮想アバターの第２の部分に対して仮想アバターの第３の部分を移動さ
せ、第２の部分に対する第３の部分の移動は、第２の部分に対する第１の部分の移動より
も小さい。第２の部分に対する第１の部分の移動よりも少ない量の仮想アバターの第２の
部分に対する仮想アバターの第３の部分の移動は、同じ物理的特徴のさらなる移動が、デ
バイスが（第２の部分に対して）第１の部分を移動させるよりも小さい度合いでデバイス
が（第２の部分に対して）第３の部分を移動させることを示すフィードバックをユーザに
提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作
性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイス
に意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、
ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話する
とき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く
、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿
命を改善する。
【０３９６】
　いくつかの例では、回転運動は、仮想アバターの第２の部分（例えば、１０３６、１５
３９）に対する第１の部分（例えば、１０４０、１５３５）の第１の移動の度合いと、仮
想アバターの第２の部分に対する第３の部分（例えば、１０３１）の第２の移動の度合い
とをもたらし、第２の移動の度合いは、第１の移動の度合いよりも小さい。いくつかの例
では、第２の部分は、いかなる検出された顔の特徴にもマッピングされない、又はそれに
よって直接制御されない非顔の特徴（例えば、首下部部分（例えば、１０３６、１５３９
））である。いくつかの例では、第２の部分は、第１のタイプの向きの変化に反応しない
。いくつかの例では、第３の部分は、いかなる検出された顔の特徴にもマッピングされな
い、又はそれによって直接制御されない非顔の特徴（例えば、首上部部分）である。いく
つかの例では、第３の部分は、第１の部分と第２の部分との間の接続を提供する。いくつ
かの例では、顔のポーズの第１のタイプの変化による仮想アバターの変化量は、仮想アバ
ターの第２の部分の近く（例えば、１０３６の近く）の小さな変化量から仮想アバターの
第１の部分の近く（例えば、１０４０の近く）の大きな変化量まで徐々にスケーリングす
る。
【０３９７】
　いくつかの例では、仮想アバターの第３の部分（例えば、首上部部分、１０３４から１
０３６又は１５３５から１５３９の間にある又はそれらを接続する部分）は、仮想アバタ
ーの第１の部分（例えば、１０４０、１５３５）と仮想アバターの第２の部分（例えば、
１０３６、１５３９）との間に配置される。いくつかの例では、第３の部分は、仮想アバ
ターの第１の部分に対して移動特性が減衰された仮想アバターの中間領域（例えば、１０
３１又は首上部部分）である。
【０３９８】
　いくつかの例では、仮想アバターの第２部分（例えば、１０３６、１５３９）に対して
仮想アバターの第３の部分（例えば、首上部部分、１０３４から１０３６又は１５３５か
ら１５３９の間の部分又はそれらを接続する部分）を動かせることは、仮想アバターの第
１の部分（例えば、１０３４、１５３５）と仮想アバターの第２の部分との間に延びる軸
（例えば、１０５１）の周りで仮想アバターの第３の部分を動かせることを含む。仮想ア
バターの第１の部分と第２の部分の間に延びる軸の周りに仮想アバターの第３の部分を動
かせることは、同じ物理的特徴のさらなる移動が、デバイスが仮想アバターの第１の部分
と第２の部分との間の軸の周りの第３の部分の動きを制限することを示すフィードバック
をユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバ
イスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば
、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供すること
によって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれ



(154) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

と対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスを
より素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイ
スの電池寿命を改善する。
【０３９９】
　いくつかの例では、第３の部分（例えば、中間部１０３１）の動きは、仮想アバターの
第１及び第２の部分（例えば、先端１０４０及び下部１０３６）の間に延びる軸（例えば
、１０５１）の周りのねじれ運動である。いくつかの例では、第３の部分の動きは、ディ
スプレイの平面又は１つ以上のカメラの焦点面に平行な軸（例えば、上下軸１０５１）の
周りの回転運動である。いくつかの例では、第３の部分の動きは、ディスプレイの平面又
は１つ以上のカメラの焦点面から延びる軸の周りの回転運動である。例えば、ユーザがカ
メラの視野の平面に垂直な軸の周りに顔を回転させると、ディスプレイの平面から延びる
軸の周りに仮想アバターの部分（例えば、第１の部分、第２の部分、及び／又は第３の部
分）が回転する。
【０４００】
　いくつかの例では、顔のポーズの変化は、第２のタイプの変化のみ（例えば、回転成分
なしで並進成分のみを含むポーズの変化）を含み、顔のポーズの第２のタイプの変化の大
きさに基づいて仮想アバター第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）及び仮想アバタ
ーの第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）の両方を動かすことは、仮想アバターの
第２の部分の位置に対して仮想アバターの第１の部分の相対位置を維持することを含む。
仮想アバターの第２の部分の位置に対して仮想アバターの第１の部分の相対位置を維持す
ることにより、同じタイプの変化のさらなる移動が、デバイスが互いに対して第１及び第
２の部分を動かすことなく同じ方向に仮想アバターの第１の部分及び仮想アバターの第２
の部分の両方を動かすことを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善され
た視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバ
イスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させ
る入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を
達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減
することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるように
することによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４０１】
　いくつかの例では、顔の第２のタイプのポーズの変化（例えば、ポーズの並進変化）に
より、第１及び第２の部分の相対位置が変化しないままであるように（例えば、第１の部
分及び第２の部分の動きが第２の部分に対して第１の部分を動かすことなく生じる）、仮
想アバターの第１及び第２の部分の両方が同様の大きさで動く。例えば、図１０Ｆに示す
ように、カメラの視野内のユーザがカメラに対して顔を並進移動する場合（例えば、１０
０６Ｂ、１００６Ｃ、及び１００６Ｄに示すように、１つ以上のカメラの焦点面又はディ
スプレイの平面に平行なそれぞれの方向に顔１０２４を偏移する）、第１の部分（例えば
、アバターの顔又は上部部分１０３４）と第２の部分（例えば、アバターの首又は下部部
分１０３６）の両方が移動する（例えば、１０１６Ｂ、１０１６Ｃ、及び１０１６Ｄに示
すように並進移動する）。すなわち、仮想アバターの部分は、ユーザの顔の並進運動に同
様に反応する。
【０４０２】
　ディスプレイ装置を介して仮想アバターを表示している間、電子デバイス（例えば、１
００、３００、５００、６００）は、１つ以上のカメラの視野内の顔のポーズ（例えば、
位置及び／又は向き）の変化を検出する（１８０６）。
【０４０３】
　顔のポーズの変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、
６００）は、仮想アバターの外観を変化させ（１８０８）、以下の動作のうちの任意の１
つ以上を実行することができる。顔のポーズの変化が顔のポーズの第１のタイプの変化（
例えば、顔の向きの変化）を含むという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、
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３００、５００、６００）は、顔のポーズの第１のタイプの変化の大きさに応じて、仮想
アバターの第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）に対する仮想アバターの第１の部
分（例えば、１０３４、１５３５）の移動を含み、仮想アバターの外観を変化させる（１
８１０）。顔のポーズの第１のタイプの変化の大きさに応じて仮想アバターの第２の部分
に対して仮想アバターの第１の部分を動かすと、同じタイプの変化のさらなる動きが、デ
バイスが同じタイプのさらなる動きの大きさによって決定される量で（第２の部分に対し
て）仮想アバターの第１の部分を動かすことを示すフィードバックをユーザに提供する。
ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上さ
せ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図され
た結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、
意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユー
ザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に
使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善す
る。
【０４０４】
　いくつかの例では、表示された視野に対して第２の部分を動かすことなく、第２の部分
（例えば、１０３６、１５３９）に対する第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）の
動きが生じる。すなわち、図１０Ｅの１０１５Ｂ及び図１５Ａの１５１１Ｄに示すように
、第１の部分は、表示される視野内で移動するのに対して、第２の部分は、表示される視
野内で固定又は実質的に固定されたままである。いくつかの例では、第１の部分の動きは
、Ｙ軸（例えば、表示される縦軸）の周りの回転など、軸の周りの回転運動である。
【０４０５】
　顔のポーズの変化が顔のポーズの第２のタイプの変化（例えば、顔の位置の変化）を含
むという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、
顔のポーズの第２のタイプの変化の大きさに基づいて仮想アバターの第１の部分及び仮想
アバターの第２の部分の両方を移動させることを含み、仮想アバターの外観を変化させる
（１８１２）。顔のポーズの第２のタイプの変化の大きさに基づいて仮想アバターの第１
の部分及び仮想アバターの第２の部分の両方を動かすと、顔のポーズの同じタイプの変化
のさらなる動きが、デバイスが同じタイプのさらなる動きの大きさによって決定される量
で仮想アバターの第１の部分及び仮想アバターの第２の部分の両方を動かすことを示すフ
ィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供する
ことは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的
にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを
提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを
操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザ
がデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削
減し、デバイスの電池寿命を改善する。いくつかの例では、第１の部分及び第２の部分の
動きは、Ｘ軸（例えば、表示される横軸）などの軸に沿った（例えば、同じ軸に沿った）
並進運動である。
【０４０６】
　いくつかの例（１８１８）では、顔のポーズの変化が顔のポーズの第１のタイプの変化
と顔のポーズの第２のタイプの変化の両方を含むという判定に従って（例えば、図１０Ｃ
に示すように）、仮想アバターの外観を変化させることは、顔のポーズの第１のタイプの
変化の大きさに基づいて仮想アバターの第２の部分（例えば、１０３６、１５３９）に対
して仮想アバターの第１の部分（例えば、１０３４、１５３５）を移動すること（１８２
０）と（例えば、顔の左右の回転に基づく仮想アバターの上部（例えば、１０４０又は１
０３４）のねじれの減少又は仮想アバターの下部（例えば、１０３６）のねじれなし）、
顔のポーズの第２のタイプの変化の大きさに基づいて仮想アバターの第１の部分と仮想ア
バターの第２の部分の両方を移動すること（例えば、上、下、左、右などの特定の方向に
おける顔の偏移に基づく仮想アバターの上部（例えば、１０４０又は１０３４）及び下部
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（１０３６）の移動）とを含む。顔のポーズの第１のタイプの変化の大きさに基づいて仮
想アバターの第２の部分に対して仮想アバターの第１の部分を移動し、顔のポーズの第２
のタイプの変化の大きさに基づいて仮想アバターの第１の部分と第２の部分の両方を移動
することは、第１及び第２のタイプの変化の両方のさらなる動きが、デバイスが第１のタ
イプのさらなる動きの大きさによって決定される量で（第２の部分に対して）仮想アバタ
ーの第１の部分を動かしかつ第２のタイプのさらなる動きの大きさによって決定される量
で仮想アバターの第１の部分と仮想アバターの第２の部分の両方を動かすことを示すフィ
ードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供するこ
とは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的に
し（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提
供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操
作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザが
デバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減
し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４０７】
　方法１８００に関して上述した処理（例えば、図１８Ａ～図１８Ｂ）の詳細はまた、上
述した方法及び以下で説明される方法１９００、２０００、２１００、２２００、２３０
０、２４００、及び２５００にも類似の方法で適用可能であることに留意されたい。例え
ば、方法１８００は、任意選択的に、方法８００、９００、１９００、２０００、２１０
０、２２００、２３００、２４００、及び２５００に関して上述した及び後述する様々な
方法の特性のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法８００及び９００にしたがって
アニメーション化されたアバターを生成、送信、及び受信する方法は、方法１８００にし
たがって生成された仮想アバター（例えば、ポーズの異なるタイプの変化に対して異なる
反応をする部分を有する仮想アバター）を使用することができる。同様に、方法１８００
にしたがって生成及び／又は変更された仮想アバターは、方法８００又は９００の仮想ア
バター生成インタフェース（例えば、８０４、９０４）の仮想アバターの表示されたプレ
ビューに含まれてもよい。他の例では、方法１８００にしたがって生成された仮想アバタ
ー（例えば、ポーズの異なるタイプの変化に対して異なる反応をする部分を有する仮想ア
バター）もまた、方法８００、９００、１９００、２０００、２１００、２２００、２３
００、２４００、及び２５００の仮想アバター生成及び変更方法にしたがって生成されて
もよい。例えば、方法１８００にしたがって生成された仮想アバターは、１つ以上のアニ
メーション効果（例えば、１１４０、１１４２、１２５２、１４５２、１５３１、１５５
５、１６５２）を含むことができる。同様に、方法１８００にしたがって生成された仮想
アバターは、第１（例えば、１１２２）及び第２（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）の物理的特
徴の両方の変化に反応する（例えば、１９０４、１９１０、１９１４）アバター特徴（例
えば、１１３３）を含むことができる。簡潔にするために、さらなる例を除外する。
【０４０８】
　図１９は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
方法１９００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法１９００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０４０９】
　以下に説明するように、方法１９００は、ユーザの顔の位置の変化に反応しながら、仮
想アバターを生成するための直感的な方法を提供する。本方法は、仮想アバターを生成す
るためのユーザの認識的負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマン－マシンイ
ンタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合、ユーザ
がユーザアバターをより速くかつより効率的に生成することを可能にすることは、節電し
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、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法１９００の例は、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１
４Ａ～図１４Ｄ、及び図１７Ａ～図１７Ｂを参照して説明したユーザインタフェース及び
仮想アバターにおいて見出すことができる。
【０４１０】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、仮想アバター（例えば、１１００、
１４００、１７００）を表示する（１９０２）。いくつかの例（１９０４）では、仮想ア
バターは、第１のアバター特徴（例えば、動物ベースのアバター１１００の耳１１３３、
ロボットアバター１４００の耳１４３３、動物ベースのアバター１７００の鼻１７３６）
及び第２のアバター特徴（例えば、１１３２、１４４０、１７３０）を含む。第１のアバ
ター特徴は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔（例えば、１１
２４、１４２４、１７２４）の第１の物理的特徴（例えば、１１２２、１４２０Ａ／１４
２０Ｂ、１７２２）及び１つ以上のカメラの視野内の顔の第２の物理的特徴の変化に反応
する。いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、眉毛（１１２２）、単一の顔の筋
肉（例えば、皺眉筋又は前頭筋）、又は関連する顔の筋肉の集合（例えば、皺眉筋及び前
頭筋を含む眉毛（１１２２）の動きを制御する筋肉のセット）などの明確に識別されるユ
ーザの顔の特徴であり、第２の物理的特徴は、口（１１２０）又はユーザの唇の一部（１
７２０Ａ）、単一の顔の筋肉（例えば、大頬骨筋又は上唇挙筋）、又は関連する顔の筋肉
の集合（例えば、（例えば、笑顔のときなど）大頬骨筋及び上唇挙筋を含む口の動きを制
御する筋肉のセット）などの明確に識別されるユーザの顔の特徴である。１つ以上のカメ
ラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴を有する仮想ア
バターを表示すると、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコ
ントロール）要素を必要とせずに仮想アバターの一部の変更を制御するオプションをユー
ザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制
御オプションを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスイ
ンタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するように
ユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザ
がデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削
減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４１１】
　仮想アバター（例えば、１１００、１４００、１７００）の表示中、電子デバイス（例
えば、１００、３００、５００、６００）は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０
２）の視野内の顔（例えば、１１２４、１４２４、１７２４）の１つ以上の物理的特徴（
例えば、１１２２、１４２０Ａ／１４２０Ｂ、１７２２）の変化（例えば、変位又は移動
）を検出する（１９０６）。
【０４１２】
　変化が第１の物理的特徴の変化（例えば、ユーザの眉毛（１１２２、１７２２）の上下
、又はユーザの唇（１４２０Ａ／１４２０Ｂ）の位置の変化）を含むという判定（１９０
８）に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の物
理的特徴の変化に基づいて仮想アバター（例えば、１１００、１４００、１７００）の第
１のアバター特徴（例えば、１１３３、１４３０、１７３６）を変更し（１９１０）、第
１の物理的特徴の変化に基づいて第２のアバター特徴（例えば、１１３２、１４４０、１
７３０）を変更することを取り止める。第１の物理的特徴の変化に基づいて仮想アバター
の第１のアバター特徴を変更し、第１の物理的特徴の変化に基づいて第２のアバター特徴
を変更することを取り止めることは、同じ物理的特徴のさらなる移動又は同じ物理的特徴
に対する変化が、デバイスが第２のアバター特徴を変化させずに第１のアバター特徴を変
化させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィ
ードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタ
フェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示
するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成すること
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を支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによ
って）、それにより更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにす
ることによって、電力使用を低減し、デバイスの電池寿命を改善する。いくつかの実施形
態では、ユーザが眉毛１１２２を動かす（例えば、上下させる）と、第１のアバター特徴
（例えば、アバターの耳１１３３）は、眉毛の動きに応じて動き、第２のアバター特徴（
例えば、アバター１１００の目１１３２）は、眉毛の動きに応じて動かない。
【０４１３】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴（例えば、１１２２）の変化は、顔の第１
の物理的特徴の少なくとも垂直変位（例えば、ユーザが眉毛１１２２を上下させる）を含
み、第１の物理的特徴の変化に基づく第１のアバター特徴（例えば、１１３３）の変更は
、第１のアバター特徴のうちの少なくとも一部の垂直変位（例えば、仮想アバターの頭（
例えば、１１３５）の上部に向かう（上）又はそれから離れる（下）のいずれかの下又は
上の垂直移動）及び第１のアバター特徴のうちの少なくとも一部の水平変位（例えば、仮
想アバターの頭の上部に向かう（内側）又はそれから離れる（横方向）のいずれかの内側
又は横方向の水平移動）のうちの少なくとも一方を含む。第１のアバター特徴のうちの少
なくとも一部の垂直変位及び第１のアバター特徴のうちの少なくとも一部の水平変位のう
ちの少なくとも一方を含む方向に第１のアバター特徴を移動することによって第１の物理
的特徴の変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することは、同じ物理的特徴のさらな
る移動が、デバイスが第１のアバター特徴を水平及び垂直方向のうちの少なくとも一方に
移動させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フ
ィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのイン
タフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指
示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成するこ
とを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することに
よって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることに
よって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４１４】
　いくつかの例では、ユーザが眉毛（例えば、１１２２）を上げると、眉毛は、ユーザの
頭の上部に向かって垂直方向に（例えば、上向き又は上方向に）移動する。このユーザの
眉毛の上向き（例えば、上）の垂直方向の動きに応じて、仮想アバターの耳（例えば、ク
マアバター１１００の耳１１３３）は、アバターの頭（例えば、１１３５）の上部に向か
う方向に移動する。いくつかの例では、アバターの頭の上部に向かう移動の方向は、上（
例えば、上向き）の垂直変位（例えば、耳がアバターの頭の側部に位置する場合）、内側
の水平変位（例えば、耳がアバターの頭の上部に位置する場合）、又はその組み合わせを
含む。いくつかの例では、ユーザが眉毛（例えば、１１２２）を下げると、眉毛は、ユー
ザの頭の上部から離れて垂直方向に（例えば、下向き又は下方向に）移動する。ユーザの
眉毛のこの下方向（例えば、下）の垂直移動に応じて、仮想アバターの耳（例えば、１１
３３）は、アバターの頭の上部から離れる方向に移動する。いくつかの例では、アバター
の頭の上部から離れる移動の方向は、下（例えば、下向き）の垂直変位（例えば、耳がア
バターの頭の側部に位置する場合）、横方向の水平変位（例えば、耳がアバターの頭の上
部に位置する場合）、又はそれらの組み合わせを含む。
【０４１５】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴（例えば、ユーザの口１１２０）の変化は
、顔の第１の物理的特徴の少なくとも変位（例えば、水平又は垂直変位（例えば、並進移
動））を含む。例えば、ユーザの口１１２０の角１１２０Ａ及び１１２０Ｂは、垂直方向
に（例えば、中立的な静止位置でのユーザの口の角の位置と比較した場合、ユーザの頭の
下部に向かって下方向（例えば、ユーザの顎）に、又はユーザの頭の上部に向かって上方
向に）変位する位置を有する。そのような実施形態では、第１の物理的特徴の変化に基づ
いて仮想アバター（例えば、１１００）の第１のアバター特徴（例えば、仮想アバターの
耳１１３３）を変更することは、第１のアバター特徴の少なくとも一部を回転（例えば、
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カール、カール解除、折り畳み、展開など）させることを含む。第１の物理的特徴の変化
に基づいて、第１のアバター特徴の少なくとも一部を回転させると、同じ物理的特徴のさ
らなる移動によってデバイスが第１のアバター特徴を回転方向に移動させることを示すフ
ィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供する
ことは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的
にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを
提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを
操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザ
がデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削
減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４１６】
　いくつかの例では、第１のアバター特徴の遠位端（例えば、仮想アバターの耳１１３３
の先端）は、第１のアバター特徴の遠位端と第１のアバター特徴の近位端（例えば、アバ
ターの耳１１３３の付け根）との間に延びる軸に沿った方向に回転し、回転方向は、顔の
第１の物理的特徴の少なくとも一部の垂直変位にしたがって決定される。いくつかの例で
は、ユーザが口の角（例えば、１１２０Ａ／１１２０Ｂ）を上げると（例えば、笑顔の表
情で）、仮想アバター（例えば、１１００）の耳（例えば、１１３３）の先端は、アバタ
ーの耳の付け根から延びる方向に展開する又はカールしない方法で移動する。いくつかの
例では、ユーザが口の角を下げると（例えば、悲しい表情で）、仮想アバターの耳の先端
は、（例えば、図１１Ｂの１１０２Ｄ及び１１１２Ｄに示すように）アバターの耳の付け
根に向かう方向に折り畳まれ又はカールする方法で移動する。
【０４１７】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの耳（例えば、１１３３）
を含み、第１の物理的特徴は、ユーザの口（例えば、１１２０）の少なくとも角領域（例
えば、１１２０Ａ又は１１２０Ｂ）を含み、第１の物理的特徴の変化は、少なくともユー
ザの口の少なくとも角領域の変位を含み、第１の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバ
ター特徴を変更することは、ユーザの口の少なくとも角領域の変位の大きさに基づいてア
バターの耳の少なくとも一部を回転させることを含む。そのような実施形態の一例は、１
１０２Ａ及び１１１２Ａに示されており、アバターの耳のカール（例えば、回転）がユー
ザの口の角の動きによって制御されることを示す図１１Ｂに関して上記でより詳細に説明
されている。
【０４１８】
　いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１１２２）の
少なくとも一部を含み、顔の１つ以上の物理的特徴の変化は、ユーザの眉毛の位置の垂直
偏移を含み、第２の物理的特徴の変化に基づく第１のアバター特徴（例えば、１１３３）
の変更は、アバターの耳（例えば、１１３３）の位置を垂直方向に偏移することを含む（
例えば、仮想アバターの頭の上部に向かう（上）又はそれから離れる（下）のいずれかの
上下の垂直移動）。いくつかの例では、アバターの耳は、ユーザの口（例えば、１１２０
）の角（例えば、１１２０Ａ及び／又は１１２０Ｂ）とユーザの眉毛（例えば、１１２２
）の両方に反応する。いくつかのそのような実施形態では、ユーザの口の角がアバターの
耳のカール（例えば、回転）を制御し、ユーザの眉毛がアバターの耳の位置（例えば、垂
直位置）を制御する。
【０４１９】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの耳（例えば、１１３３）
を含み、第１の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１１２２）の少なくとも一部を含
み、顔の１つ以上の物理的特徴の変化は、ユーザの眉毛の位置の垂直偏移を含み、第１の
物理的特徴の変化に基づく仮想アバター（例えば、１１００）の第１のアバター特徴の変
更は、アバターの耳の位置を水平に偏移することを含む。いくつかの例では、ユーザの眉
毛が上に移動すると、アバターの耳が内側に偏移する。そのような実施形態の例は、１１
０１Ｂ及び１１１１Ｂに示されており、図１１Ａに関して上記でより詳細に説明されてい
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る。いくつかの例では、ユーザの眉毛が下に移動すると、アバターの耳が外側に偏移する
（例えば、ユーザの眉毛（例えば、１１２２）が上昇位置から下降すると、アバターの耳
は、外側方向において内側位置（例えば、１１１１Ｂに示すように）から中立位置（例え
ば、１１１１Ａに示すように）へと移動する）。いくつかの例では、アバターは、それぞ
れのユーザの眉毛に反応する２つの耳を有する。そのような実施形態では、両方のユーザ
の眉毛を上げると、両方の耳が内側に偏移し、耳の間の間隔が狭くなる。
【０４２０】
　変化が第２の物理的特徴の変化（例えば、ユーザの口１１２０の角１１２０Ａ及び１１
２０Ｂの上昇又は下降）を含むという判定（１９１２）に応じて、電子デバイス（例えば
、１００、３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバ
ター特徴（例えば、１１３３）を変更し（１９１４）、第２の物理的特徴の変化に基づい
て第２のアバター特徴（例えば、１１３２）を変更することを取り止める。第２の物理的
特徴の変化に基づいて第１のアバター特徴を変更し、第２の物理的特徴の変化に基づいて
第２のアバター特徴を変更することを取り止めることは、同じ物理的特徴のさらなる移動
又は同じ物理的特徴に対する変化が、デバイスが第２のアバター特徴を変化させずに第１
のアバター特徴を変化させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改
善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザ
とデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発
生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された
結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違い
を低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できる
ようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４２１】
　いくつかの実施形態では、ユーザが口（１１２０）の角（１１２０Ａ及び１１２０Ｂ）
を移動（例えば上下）させると、口の角の移動に応じて第１のアバター特徴（例えば、ア
バターの耳１１３３）が移動し、第２のアバター特徴（例えば、アバター１１００の目１
１３２）は、口の角の移動に応じて動かない。
【０４２２】
　いくつかの実施形態では、第２のアバター特徴（例えば、１１３２）は、第１の物理的
特徴及び第２の物理的特徴とは異なる第３の物理的特徴（例えば、１１２３）の変化に反
応する。第１の物理的特徴及び第２の物理的特徴とは異なる第３の物理的特徴の変化に反
応する第２のアバター特徴を有する仮想アバターを表示すると、表示されたユーザインタ
フェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバター
の第２の部分の変更を制御するオプションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザ
インタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することにより、デ
バイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操
作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減す
ることによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用
できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４２３】
　例えば、第２のアバター特徴（例えば、アバターの目１１３２）は、第１の物理的特徴
（例えば、ユーザ眉毛１１２２）の変化及び第２の物理的特徴（例えば、ユーザの口１１
２０）の変化に主に反応する。換言すれば、第２のアバター特徴は、顔の特徴（例えば、
第１及び第２の物理的特徴１１２２及び１１２０）の変化に基づいて直接変更されないが
、顔の変化に直接反応するアバターの他の変化の影響を受けることがある。例えば、アバ
ター特徴（例えば、１１３２）は、物理的特徴（１１２３）の位置、移動特性、サイズ、
色、及び／又は形状のうちの任意の１つ以上に基づいてモデル化される。顔の１つ以上の
物理的特徴の変化が顔の第３の物理的特徴の変化を含むという判定に従って（例えば、虹
彩又は瞼などの明確に識別されたユーザの顔の特徴、単一の顔の筋肉（例えば、眼輪筋）
、又は関連する顔の筋肉のコレクション（例えば、眼輪筋を含む瞼の動きを制御する筋肉
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のセット））、電子デバイスは、第３の物理的特徴の変化に基づいて第２のアバター特徴
を変更する。第３の物理的機能の変化に基づいて第２のアバター特徴を変更すると、表示
されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要と
せずに、仮想アバターの一部の変更を制御するオプションをユーザに提供する。ユーザに
改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユー
ザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を
発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図され
た結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違
いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用でき
るようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４２４】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、１１３３）は、第１の物理的
特徴（例えば、１１２２）及び第２の物理的特徴（例えば、１１２０）のうちの少なくと
も一方と解剖学的に区別され、第２のアバター特徴（例えば、１１３２）は、第３の物理
的特徴（例えば、１１２３）に解剖学的に対応する。換言すれば、第１のアバター特徴は
、第１の物理的特徴（例えば、１１２２）又は第２の物理的特徴（例えば、１１２０）に
解剖学的／生理学的に対応しない。いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、動
物ベースの仮想アバター（例えば、１１００）の耳（例えば、１１３３）であり、第１の
物理的特徴は、眉毛（例えば、１１２２）であり、第２の物理的特徴は、口（例えば、１
１２０）である。いくつかの例では、第２のアバター特徴は、第３の物理的特徴（例えば
、ユーザの目１１２３）に解剖学的／生理学的に対応するアバターの目（例えば、１１３
２）である。いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、アバターの耳１１
３３）は、解剖学的に第４の物理的特徴（例えば、ユーザの耳）に対応する。いくつかの
実施形態では、第４の物理的特徴（例えば、ユーザの耳）に解剖学的に対応するにもかか
わらず、第１のアバター特徴（例えば、アバターの耳１１３３）は、第４の物理的特徴の
変化に反応しない（例えば、無反応）。例えば、第１のアバター特徴は、ユーザの口（例
えば、１１２０）及び眉毛（例えば、１１２２）の変化に反応するが、ユーザの耳の動き
には反応しないアバターの耳（例えば、１１３３）である。
【０４２５】
　いくつかの実施形態では、第３の物理的特徴（例えば、１１２３）の変化に基づいて第
２のアバター特徴（例えば、１１３２）を変更することは、第３の物理的特徴の変化の大
きさに基づいて第２のアバター特徴を変更することを含む。第３の物理的特徴の大きさの
変化に基づいて第２のアバターを変更すると、同じ物理的特徴のさらなる動きが、物理的
特徴が同じタイプのさらなる動きの大きさによって決定される量で第２のアバター特徴を
変化させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フ
ィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのイン
タフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指
示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成するこ
とを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することに
よって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることに
よって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４２６】
　いくつかの実施形態では、アバター特徴の反応の大きさは、ユーザの物理的特徴の変化
の大きさに対応する。いくつかの実施形態では、物理的特徴の変化の大きさは、物理的特
徴の潜在的な動きの範囲に応じて決定され、大きさは、その物理的特徴の動きの範囲（例
えば、予測された又はモデル化された動きの範囲）内の物理的特徴の相対位置を表す。そ
のような実施形態では、アバター特徴の反応の大きさは、同様に、アバター特徴の動きの
範囲内のアバター特徴の相対位置である。いくつかの実施形態では、変化の大きさは、変
化による物理的特徴の開始位置と終了位置の比較又は測定（例えば、距離）に基づいて決
定される。そのような実施形態では、物理的特徴（例えば、第１の物理的特徴（例えば、
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１１２２））の変化は、（例えば、直接的に又はスケーリング若しくは調整された値とし
て）物理的特徴の変化の測定値をアバター特徴に適用することにより、第１のアバター特
徴（例えば、１１３３）の変更に変換されることができる。
【０４２７】
　いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴（例えば、１１２０）の変化に基づいて仮
想アバター（例えば、１１００）の第２のアバター特徴（例えば、１１３２）を変更する
ことは、第３の物理的特徴（例えば、１１２３）のポーズの変化の方向（例えば、回転方
向、１つ以上のカメラの視野に対する物理的特徴の角度の変化の方向、又は並進移動の方
向）に基づく第２のアバター特徴の少なくとも一部のポーズ（例えば、回転方向、アバタ
ー特徴が表示される角度、又は表示位置）を変更することを含む。第３の物理的特徴のポ
ーズの変化の方向に基づいて、第２のアバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更する
と、特定の方向への第３の物理的特徴のさらなる移動が、デバイスが第３の物理的特徴の
さらなる動きの方向に基づいて第２のアバター特徴のポーズを変化させることを示すフィ
ードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供するこ
とは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的に
し（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提
供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操
作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザが
デバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減
し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４２８】
　いくつかの例では、アバター特徴に対する変更は、大きさ成分と方向成分の両方を有す
る。いくつかの例では、アバター特徴の変更の方向成分は、アバター特徴が反応する１つ
以上の物理的特徴の変化の方向成分に基づいている。いくつかの例では、アバター特徴の
変化の方向成分は、物理的特徴の変化の方向成分と同じである。例えば、図１７Ｂの１７
０２Ｄ及び１７１２Ｄに示されるように、物理的特徴（例えば、口１７２０）が下に移動
すると、アバター特徴（例えば、アバターの口１７３０）が下に移動する。いくつかの例
では、アバター特徴の変化の方向成分は、物理的特徴の変化の方向成分に対して鏡映され
る。例えば、図１７Ｂの１７０２Ａ／１７１２Ａ及び１７０２Ｂ／１７１２Ｂに示される
ように、物理的特徴（例えば、口１４２０）が左に移動すると、アバター特徴（例えば、
アバターの口１４３０）は右に移動し、逆もまた同様である。図１１Ａ～図１１Ｂ、図１
４Ａ～図１４Ｄ、及び図１７Ｂに示すようないくつかの例では、アバター特徴の変化の方
向成分は、鏡で見たときに見られる効果と同様に、縦軸に沿った動きの物理的特徴の変化
の方向成分と同じであり、横軸に沿った動きに対して鏡映される。
【０４２９】
　いくつかの例では、物理的特徴（例えば、ユーザの虹彩（例えば、１４２３Ａ）又は瞼
）の相対位置の変化は、物理的特徴の中立的な静止位置から決定される方向にある。いく
つかの例では、ユーザの虹彩の中立的な静止位置は、ユーザの眼球の周辺部に対して特定
の位置（例えば、中央）に決定される。いくつかの例では、アバター特徴の反応の方向は
、ユーザの物理的特徴の変化の相対方向に（例えば、直接的に又は逆に）対応する。いく
つかの例では、物理的特徴の変化の相対方向は、物理的特徴の中立的な静止位置からの物
理的特徴の移動方向に基づいて決定される。いくつかの例では、アバター特徴の反応の方
向は、物理的特徴の変化の相対的な方向に直接対応する（例えば、物理的特徴が上に移動
し、アバター特徴が上に移動する）。いくつかの例では、アバター特徴の反応の方向は、
物理的特徴の変化の相対的な方向に逆に対応する（例えば、物理的特徴が上に移動し、ア
バター特徴が下に移動する）。
【０４３０】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１４３０）
を含み、第２のアバター特徴は、アバターの歯（例えば、１４４０）の少なくとも一部を
含む。例えば、図１４Ｃに示す実施形態では、アバターの歯（例えば、１４４０）は、ア
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バターの口（例えば、１４３０）の周囲内の歯の上部部分セット（例えば、１４４０Ａ）
及び歯の下部部分セット（例えば、１４４０Ｂ）として表示され、垂直方向の歯の移動（
例えば、アバターの口を開閉することを表す－アバターの口を動かすことなく）は、図１
４Ｃの１４１３Ｃに示すように、アバターの歯の上下部分のセット間の垂直間隔（例えば
、１４４１）を増減することで示される。いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は
、ユーザの唇（例えば、１４２０Ａ又は１４２０Ｂ）の少なくとも一部を含み、第３の物
理的特徴は、ユーザの口（例えば、１４２０Ｃ及び１４２０Ｄ）の少なくとも一部を含み
、第１の物理的特徴の変化は、第１の位置（例えば、１４０１Ａ）から第２の位置（例え
ば、１４０３Ａ）へのユーザの唇の少なくとも一部の変位を含み、第１の物理的特徴の変
化に基づく仮想アバターの第１のアバター特徴の変更は、ユーザの唇の少なくとも一部の
第２の位置に基づいてアバターの口（例えば、１４３０）の形状を変更することを含む。
例えば、アバターの口（例えば、１４３０）は、垂直方向に移動しない（例えば、開閉）
。代わりに、アバターの口（例えば、１４３０）の変化は、アバターの口の形状を変化さ
せることによって示され（例えば、アバターの口の形に関連付けられた表情を示すために
）、アバターの口の形状の変化は、ユーザの唇（例えば、１４２０Ａ及び１４２０Ｂ）に
おける変化によって促進される。
【０４３１】
　いくつかの例では、口は台形を形成し（例えば、１４１３Ａ又は１４１３Ｂに示される
ように）、ひそめた眉毛又は笑顔を示している。例えば、台形は、台形の上縁部（例えば
、１４３０Ｕ）が台形の下縁部（例えば、１４３０Ｌ）よりも長い場合、笑顔（例えば、
１４１３Ａ）に対応し、台形は、台形の上縁部が台形の下縁部よりも短い場合、眉毛をひ
そめること（例えば、１４１３Ｂ）に対応する。いくつかの例では、口は、円形（例えば
、１４１４Ｄの１４３０）を形成し、すぼめた表情又は驚く表情を示す。
【０４３２】
　図１４Ｃに示すようないくつかの実施形態では、第３の物理的特徴の変化は、ユーザの
口の少なくとも一部を開閉することを含み、第３の物理的特徴の変化に基づいて第２のア
バター特徴を変更することは、アバターの歯の第１の部分（例えば、上歯１４４０Ａのセ
ット）とアバターの歯の第２の部分（例えば、下歯１４４０Ｂのセット）との間の垂直方
向の間隔（例えば、１４４１）を変更することを含み、垂直方向の間隔の大きさは、ユー
ザの口の少なくとも一部の開閉の大きさに基づいている（例えば、１４２０Ｃ及び１４２
０Ｄ）。いくつかの実施形態では、上下の歯セット間の垂直間隔１４４１は、アバターの
口１４３０の形状を調整することなく、アバターの歯の上部部分のセットとアバターの歯
の下部部分のセットとの間の開口を示す。いくつかの例では、上歯と下歯の間の間隔を使
用して、仮想アバターによる会話動作をシミュレートすることができる（例えば、仮想ア
バターがロボット１４００である場合）。
【０４３３】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の変化に基づいて仮想アバター（例えば、
１１００）の第１のアバター特徴（例えば、１１３３）を変更する電子デバイス（例えば
、１００、３００、５００、６００）は、第１の物理的特徴の変化の大きさ（例えば、第
１の物理的特徴（例えば、１１２２）の位置の変化の度合い）に基づいて第１のアバター
特徴を変更することを含み、第２の物理的特徴（例えば、１１２０）の変化に基づいて第
１のアバター特徴を変更することは、第２の物理的特徴の変化の大きさに基づいて第１の
アバター特徴を変更することを含む。いくつかの実施形態では、変化の大きさは、物理的
特徴の開始位置及び終了位置に基づいて決定される（例えば、１１２２又は１１２０）。
いくつかの実施形態では、変化の大きさは、変化の最大範囲内の変化の割合として決定さ
れる。
【０４３４】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴（例えば、１１２２）の変化に基づいて仮
想アバター（例えば、１１００）の第１のアバター特徴（例えば、１１３３）を変更する
ことは、第１の物理的特徴のポーズの変化の方向（例えば、回転方向、１つ以上のカメラ
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の視野に対する物理的特徴の角度の変化の方向、又は並進移動方向）に基づいて第１のア
バター特徴の少なくとも一部のポーズ（例えば、回転方向、第１のアバター特徴が表示さ
れる角度、又は表示位置）を変更することを含む。第１の物理的特徴のポーズの変化の方
向に基づいて、第１のアバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更すると、特定の方向
への第１の物理的特徴のさらなる移動が、デバイスが第１の物理的特徴のさらなる動きの
方向に基づいて第１のアバター特徴のポーズを変化させることを示すフィードバックをユ
ーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイス
の操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デ
バイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによ
って、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対
話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより
素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの
電池寿命を改善する。
【０４３５】
　いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴（例えば、１１２０）の変化に基づいて仮
想アバターの第１のアバター特徴（例えば、１１３３）を変更することは、第２の物理的
特徴のポーズの変化の方向（例えば、回転方向、１つ以上のカメラの視野に対する物理的
特徴の角度の変化の方向、又は並進移動方向）に基づいて第１のアバター特徴の少なくと
も一部のポーズ（例えば、回転方向、第１のアバター特徴が表示される角度、又は表示位
置）を変更することを含む。第２の物理的特徴のポーズの変化の方向に基づいて、第１の
アバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更すると、特定の方向への第２の物理的特徴
のさらなる移動が、デバイスが第２の物理的特徴のさらなる動きの方向に基づいて第１の
アバター特徴のポーズを変化させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユー
ザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、
ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結
果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図
された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの
間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用
できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４３６】
　いくつかの実施形態では、顔の１つ以上の物理的特徴の変化は、第１の大きさの第１の
物理的特徴（例えば、１１２２）の変化及び第２の大きさの第２の物理的特徴（例えば、
１１２０）の変化を含み、仮想アバター（例えば、１１００）の第１のアバター特徴（例
えば、１１３３）を変更することは、第１の大きさと第２の大きさの両方に基づく変更の
大きさによって第１のアバター特徴を変更することを含む。そのような実施形態の一例は
、１１０１Ｄ及び１１１１Ｄに示されており、図１１Ａに関して上記でより詳細に説明さ
れている。いくつかの例では、変更の大きさは、第１の大きさと第２の大きさの合計であ
る。いくつかの例では、変更の大きさは、第１の大きさと第２の大きさの加重和に基づい
ている。例えば、第１の物理的特徴の変化の大きさは、第２の大きさと比較して、変更の
大きさに対してより大きな効果（例えば、１×又は２×）効果を有することができる。
【０４３７】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの目（例えば、１４３２Ｂ
）を含み、第１の物理的特徴は、ユーザの目（例えば、１４２３）の少なくとも一部を含
み、第２の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１４２２）の少なくとも一部を含み、
第１の物理的特徴の変化は、ユーザの目の虹彩部分（例えば、１４２３Ａ）の変位（例え
ば、図１４Ａの１４０１Ｂ及び１４０１Ｃに示すように、ユーザが特定の方向を見るため
に目を動かすときの視線の変化又はユーザの虹彩（例えば、１４２３Ａ）の並進移動）と
、ユーザの目の少なくとも一部のサイズの変化（例えば、図１４Ｂの１４０２Ａ及び１４
０２Ｂに示されるユーザの目（例えば、１４２３）の可視量の変化）（例えば、目の開放
性の大きさ（例えば、最大範囲の割合））とのうちの少なくとも一方を含み、第２の物理
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的特徴の変化は、ユーザの眉毛（例えば、１４２２）の少なくとも一部の少なくとも垂直
変位を含む。そのような実施形態では、第１の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバタ
ー特徴を変更することは、第１の物理的特徴の変化が、ユーザの目の虹彩部分（例えば、
１４２３Ａ）の変位を含むとき（例えば、１４０１Ｂ及び１４０１Ｃに示されるように）
、アバターの目の少なくとも一部を並進移動することを含む（例えば、アバターの目（例
えば、１４３２Ａ）は、１４１１Ｂ及び１４１１Ｃに示されるように特定の方向に見える
）。
【０４３８】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバター特徴を変
更することは、第１の物理的特徴の変化がユーザの目の少なくとも一部のサイズの変化を
含む場合（例えば、目の開放性の大きさ（例えば、最大範囲の割合））、アバターの目の
少なくとも一部のサイズを調整することを含む（例えば、アバターの目の虹彩部分（例え
ば、１４３２Ｂ）のサイズは、（例えば、１４０２Ａ、１４０２Ｂ、１４１２Ａ、及び１
４１２Ｂに示されるように）ユーザの目のサイズ（例えば、開放性）の変化によって増減
する）。いくつかの例では、アバターは、ロボット（例えば、１４００）であり、ロボッ
トの目は、カメラシャッターを模倣し、アバターの目の虹彩（例えば、１４３２Ｂ）は、
カメラシャッターのアパーチャに対応する。そのような実施形態では、アバターの目の虹
彩部分のサイズの増減は、カメラシャッターのアパーチャを調整するのと同様の方法でロ
ボットの目に形成されたアパーチャを増減することによって引き起こされる。
【０４３９】
　いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴の変化に基づいて第１のアバター特徴を変
更することは、アバターの目（例えば、１４３１）の少なくとも一部の回転の度合いを調
整することを含み、回転の度合いは、少なくともユーザの眉毛（例えば、１４２２）の一
部の垂直変位に基づいている。例えば、アバターがロボット（例えば、１４００）である
場合、アバターの目は、アバターの目（例えば、１４３２）に組み込まれるアバターの疑
似眉毛を表す線（例えば、アバターの目が中立的な静止位置にあるときの水平線（例えば
、１４３１））を含む。いくつかの例では、アバターの目（例えば、１４３２）の回転は
、線（例えば、１４３１）の位置の回転によって表され、線の回転した位置は、ロボット
アバターの眉毛の位置を示すために使用することができる。いくつかの例では、アバター
の目（及び線）が回転又は傾斜する度合いは、ユーザの眉毛の垂直変位の大きさに基づい
て決定される。
【０４４０】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの鼻（例えば、１７３６）
の少なくとも一部を含み、第１の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１７２２）の少
なくとも一部を含み、第２の物理的特徴は、少なくともユーザの唇（例えば、１７２０Ａ
）の一部を含み、第１の物理的特徴の変化は、ユーザの眉毛の少なくとも一部の少なくと
も垂直変位（例えば、１７０１Ｂに示す）を含み、第１の物理的特徴の変化に基づいて仮
想アバターの第１のアバター特徴を変更することは、ユーザの眉毛（例えば、ユーザの眉
毛（例えば、１７２２））の少なくとも一部の垂直変位の方向に基づいてアバターの鼻の
位置を変更することを含み、１７０１Ｂに示すように、眉毛が冷笑的なポーズの一部を形
成するとき、ユーザの頭の上部から離れて下方向に移動し、アバターの鼻の位置は、ユー
ザの眉毛の少なくとも一部の垂直変位の方向に基づいて（例えば、逆に関連して）決定さ
れる方向に変更される。例えば、眉毛が下方向に移動すると、アバターの鼻（例えば、１
７３６）は、アバターの頭の上部（例えば、１７３５）に向かって上方向に持ち上げられ
る。いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴の変化は、（例えば、ユーザの口又は唇
を左右方向に動かすとき（１７０２Ａ及び１７０２Ｂに示すように））ユーザの唇の少な
くとも一部の水平変位と、（例えば、ユーザの唇（例えば、上唇１７２０Ａ）を１７０１
Ｂに示すように冷笑的なポーズに持ち上げたとき）ユーザの唇の少なくとも一部の垂直変
位とのうちの少なくとも一方を含み、第２の物理的特徴の変化に基づいて仮想アバターの
第１のアバター特徴を変更することは、ユーザの唇の少なくとも一部の水平変位の方向及
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び少なくともユーザの唇の少なくとも一部の垂直変位の方向のうちの少なくとも一方に基
づいてアバターの鼻の位置を変更することを更に含み、アバターの鼻の位置は、ユーザの
唇の少なくとも一部の水平変位の方向に対応する方向に更に変更される。例えば、ユーザ
の唇（例えば、上唇１７２０Ａ及び／又は下唇１７２０Ｂ）がユーザの顔の側面（例えば
、１７０２Ａ及び１７０２Ｂに示すように左又は右）に引っ張られると、ユーザの唇は、
左又は右の水平変位を有し、アバターの鼻は、ユーザの唇の左／右方向に対応する方向に
移動する（１７１２Ａ及び１７１２Ｂに示されるように）。いくつかの例では、アバター
の鼻のこの動きは、鏡映方向に移動することによるユーザの唇の水平方向の動きに対応し
（例えば、（１７０２Ａに示す視野の視点から）ユーザの唇がユーザの顔の右側に移動す
る場合、アバターの鼻は、（１７１２Ａに示すように）アバターの顔の左側に向かう方向
に移動し、その逆も同様である）、ユーザの唇の少なくとも一部の垂直変位の方向に対応
する方向において（例えば、ユーザの唇（例えば、上唇１７２０Ａ）が冷笑的なポーズで
持ち上げられたとき（１７０１Ｂに示すように）、唇は、ユーザの頭の上部に向かう方向
に垂直変位を有する）、１７１１Ｂに示すように、アバターの鼻はまた、アバターの頭１
７３５の上部に向かって対応する方向に移動する。
【０４４１】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの髪の特徴（例えば、たて
がみ１５５２）を含み、第１の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１５２２）の少な
くとも一部を含み、第２の物理的特徴は、ユーザの頭（例えば、１５２８）を含み、第１
の物理的特徴の変化は、ユーザの眉毛の少なくとも一部の少なくとも垂直変位（例えば、
１５０１Ｃに示す）を含み、第２の物理的特徴の変化は、ユーザの頭（例えば、１５０１
Ｄ）のポーズ（例えば、Ｘ（例えば、頭のうなずき）又はＹ（例えば、頭を左右に振る）
軸に沿った回転）を含む。この実施形態では、第１の物理的特徴の変化に基づいて仮想ア
バターの第１のアバター特徴を変更することは、少なくともユーザの眉毛の一部の垂直変
位の方向に基づいて少なくともアバターの髪（例えば、たてがみ）の特徴の一部を変位さ
せることを含む。例えば、１５０１Ｃでは、ユーザの眉毛がユーザの頭の下部から上方向
に移動し、１５１１Ｃでは、アバターのたてがみの一部（例えば、アバターの頭１５３５
の上部にある１５５２Ａ）がアバターの頭の下部から離れる上方向に移動する。いくつか
の実施形態では、ユーザの眉毛がユーザの頭の下部に向かって下方向に移動すると、アバ
ターのたてがみの一部（例えば、アバターの頭の上部に位置する）がアバターの下部に向
かって下方向に移動し、第２の物理的特徴の変化に基づいて仮想アバターの第１のアバタ
ー特徴を変更することは、ユーザの頭（例えば、１５１１Ｄ）のポーズの変化の方向又は
大きさに基づいてアバターの髪の特徴（例えば、たてがみ１５５２）の少なくとも一部を
回転させることを含む。
【０４４２】
　方法１９００に関して上述したプロセス（例えば、図１９）の詳細はまた、上述及び後
述する方法１８００にも、類似の方法で適用可能であることに留意されたい。例えば、方
法１９００は、任意選択的に、方法８００、９００、１８００、２０００、２１００、２
２００、２３００、２４００、及び２５００を参照して以下に説明する様々な方法の特性
のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法８００にしたがってアニメーション化され
たアバターを生成、送信、及び受信する方法は、方法１９００にしたがって生成された仮
想アバター（例えば、ユーザの顔の位置の変化に反応しながら生成されたアバター）を使
用してもよい。同様に、方法１９００にしたがって生成及び／又は変更された仮想アバタ
ー及びアニメーション効果は、方法８００又は９００の仮想アバター生成インタフェース
（例えば、８０４、９０４）の仮想アバターの表示されたプレビューに含まれてもよい。
他の例では、方法１９００にしたがって生成された仮想アバター（例えば、ユーザの顔の
位置の変化に反応しながら生成されたアバター）はまた、方法８００、９００、１８００
、２０００、２１００、２２００、２３００、２４００、及び２５００の仮想アバター生
成及び変更方法にしたがって生成されてもよい。例えば、方法１９００にしたがって生成
された仮想アバターは、ポーズ（例えば、１８１０及び１８１２）の変化のタイプに応じ
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て、ユーザの顔のポーズを変化させるために第２のアバター部分（例えば、１５３９）と
は異なる反応をする第１のアバター部分（例えば、１５３５）を含むことができる。簡潔
にするために、さらなる例を除外する。
【０４４３】
　図２０は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
方法２０００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法２０００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０４４４】
　以下に説明するように、方法２０００は、ユーザの顔の位置の変化に反応しながら、仮
想アバターを生成するための直感的な方法を提供する。本方法は、仮想アバターを生成す
るためのユーザの認識的負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマン－マシンイ
ンタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合、ユーザ
がユーザアバターをより速くかつより効率的に生成することを可能にすることは、節電し
、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法２０００の例は、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１
３、図１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図
１７Ｂを参照して説明したユーザインタフェース及び仮想アバターに見出すことができる
。
【０４４５】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、仮想アバター（例えば、１１００、
１３００、１４００、１５００、１６００、１７００）を表示する（２００２）。いくつ
かの例では、仮想アバターは、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の
顔の第１の物理的特徴（例えば、ユーザの口（例えば、１１２０、１３２０、１４２０、
１７２０）、眉毛（例えば、１４２２、１５２２）、又は頬（例えば、１６２８））の変
化に反応する第１のアバター特徴（例えば、アバターの眉毛（例えば、１５３８）、口（
例えば、１１３０、１３３０、１４３０、１７３０）、頬（例えば、１６３３）、又はロ
ボットアバター（例えば、１４００）１つ以上のカメラレンズの内部（例えば、１４３１
）又はアンテナ（例えば、１４３４など）などの非人同等のアバター特徴）を含む（２０
０４）。１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバ
ター特徴を有する仮想アバターを表示すると、表示されたユーザインタフェースコントロ
ール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバターの第１の部分の変
更を制御するオプションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを
雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することにより、デバイスの操作性が
改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するとき
に適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）
更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにする
ことによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４４６】
　仮想アバターはまた、第１の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴（例えば
、アバターの耳（例えば、１１３３、１４３３）又は鼻（例えば、１７３６）、又はひげ
（例えば、１３４２）、たてがみ（例えば、１５５２）、肉垂（例えば、１６５０）、又
はロボットアバター（例えば、１４００）のアンテナ（例えば、１４３４）などの非人同
等のアバター特徴）を含む（２００６）。１つ以上のカメラの視野内の顔の第１の物理的
特徴の変化に反応する第２のアバター特徴を有する仮想アバターを表示すると、表示され
たユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせず
に仮想アバターの第２の部分の変更を制御するオプションをユーザに提供する。追加の制
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御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供する
ことにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば
、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザ
の誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く
、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿
命を改善する。
【０４４７】
　仮想アバターはまた、第１の物理的特徴の変化に対して主に反応しない（例えば、任意
選択的に反応する）第３のアバター特徴（例えば、鼻（例えば、１４３６）、眉毛（例え
ば、１１３８、１７３８）、瞼（例えば、１３４８）、口（例えば、１５３０）又はロボ
ットアバター（例えば、１４００）の１つ以上のカメラレンズ（例えば、１４３１）の内
部などの非人同等のアバター特徴）を含む（２００８）。例えば、第３のアバター特徴は
、顔の特徴（例えば、第１の物理的特徴）の変化に基づいて直接変更されないが、顔の特
徴の変化に直接反応するアバターの他の変化の影響を受けることがある。例えば、いくつ
かの実施形態では、第３のアバター特徴は、ユーザの口（例えば、１３２０）などの第１
の物理的特徴の変化には反応しないが、第１の物理的特徴（例えば、ユーザの口１３４２
）の動きによって促進されるアバターの口（例えば、１３３０）の移動に応じて移動する
ひげ（例えば、１３４２）を含むことができる。いくつかの実施形態では、第１の物理的
特徴の変化に反応しないアバター特徴（例えば、ひげ１３４２）は、１つ以上のカメラの
視野内の顔の物理的特徴の変化に反応しない。いくつかの実施形態では、第１の物理的特
徴の変化に反応しないアバター特徴は、第１の物理的特徴とは異なる１つ以上のカメラの
視野内の顔の第２の物理的特徴の変化に反応する。例えば、いくつかの実施形態では、第
３のアバター特徴は、ユーザの口（例えば、１３２０）などの第１の物理的特徴の変化に
は反応しないが、ユーザの瞼（例えば、１３２７）などの第２の物理的特徴の変化には反
応する瞼（例えば、１３４８）を含むことができる。
【０４４８】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、１１３０、１３３０、１４３
０、１４３１、１５３８、１６３３、１７３０）は、第１の物理的特徴（例えば、１１２
０、１３２０、１４２０、１４２２、１５２２、１６２８、１７２０）に解剖学的に対応
し（例えば、アバター特徴は、物理的特徴の場所、移動特性、サイズ、色、及び／又は形
状のうちの任意の１つ以上に基づいてモデル化される）、第２のアバター特徴（例えば、
１１３３、１３４２、１４３３、１４３４、１５５２、１６５０、１７３６）は、第１の
物理的特徴に解剖学的に対応しない（例えば、第１の物理的特徴以外の物理的特徴に解剖
学的と解剖学的に区別されるか又は解剖学的に対応する）。例えば、第２のアバター特徴
は、目のサイズに対応し、第１の物理的特徴は、眉毛の位置に対応する。
【０４４９】
　仮想アバター（例えば、１１００、１３００、１４００、１５００、１６００、１７０
０）の表示中に、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の
物理的特徴（例えば、ユーザの口（例えば、１１２０、１３２０、１４２０、１７２０）
、眉毛（例えば、１４２２、１５２２）、又は頬（例えば、１６２８））の変化を検出す
る（２０１０）。
【０４５０】
　第１の物理的特徴（例えば、ユーザの口（例えば、１１２０、１３２０、１４２０、１
７２０）、眉毛（例えば、１４２２、１５２２）、又は頬（例えば、１６２８））の変化
を検出（２０１２）したことに応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００
、６００）は、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、第１のアバター特徴（例
えば、アバターの眉毛（例えば、１５３８）、口（例えば、１１３０、１３３０、１４３
０、１７３０）、頬（例えば、１６３３）、又はロボットアバター（例えば、１４００）
の１つ以上のカメラレンズ（例えば、１４３１）の内部などの非人同等のアバター特徴）
を変更する（２０１４）。電子デバイスはまた、第１の物理的特徴の検出された変化に基
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づいて、第２のアバター特徴（例えば、アバターの耳（例えば、１１３３、１４３３）又
は鼻（例えば、１７３６）、又はひげ（例えば、１３４２）、たてがみ（例えば、１５５
２）、肉垂（例えば、１６５０）、又はロボットアバター（例えば、１４００）のアンテ
ナ（例えば、１４３４）などの非人同等のアバター特徴）を変更する（２０１６）。更に
、電子デバイスは、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて、第３のアバター特徴
（例えば、鼻（例えば、１４３６）、眉毛（例えば、１１３８、１７３８）、瞼（例えば
、１３４８）、口（例えば、１５３０）又はロボットアバター（例えば、１４００）の１
つ以上のカメラレンズ（例えば、１４３１）の内部などの非人同等のアバター特徴）の変
更を取り止める（２０１８）。
【０４５１】
　第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１及び第２のアバター特徴を変更し、
第１の物理的特徴の変化に基づいて第３のアバター特徴を変更することを取り止めること
は、同じ物理的特徴のさらなる移動又は同じ物理的特徴に対する変化が、デバイスが第３
のアバター特徴を変化させずに第１及び第２のアバター特徴を変化させることを示すフィ
ードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供するこ
とは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的に
し（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提
供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操
作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザが
デバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減
し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４５２】
　いくつかの実施形態では、第３のアバター特徴（例えば、眉毛（例えば、１１３８、１
７３８）、瞼（例えば、１３４８）、又は口（例えば、１５３０））は、第２の物理的特
徴（例えば、ユーザの眉毛（例えば、１１２２、１７２２）、瞼（例えば、１３２７）、
又は口（１５２０））の変化に反応し、第３のアバター特徴は、第２の物理的特徴に解剖
学的に対応する。１つ以上のカメラの視野内の顔の第２の物理的特徴の変化に反応しかつ
ユーザの第２の物理的特徴に解剖学的に対応する第３のアバター特徴を有する仮想アバタ
ーを表示すると、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコント
ロール）要素を必要とせずにユーザの第２の物理的特徴に対応する仮想アバターの第３の
部分の変更を制御する直感的なオプションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザ
インタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することにより、デ
バイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操
作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減す
ることによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用
できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４５３】
　そのような実施形態では、仮想アバターを表示しながら、電子デバイス（例えば、１０
０、３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴（例えば、ユーザの眉毛（例えば、
１１２２、１７２２）、瞼（例えば、１３２７）、又は口（１５２０））の変化を検出し
、第２の物理的特徴の変化の検出に応じて、第２の物理的特徴の検出された変化に基づい
て、第３のアバター特徴（例えば、眉毛（例えば、１１３８、１７３８）、瞼（例えば、
１３４８）、又は口（例えば、１５３０））を変更する。いくつかの実施形態では、第１
のアバター特徴（例えば、口（例えば、１１３０、１３３０）は、第２の物理的特徴の変
化に対して主に反応しない（又は、任意選択的に無反応）。いくつかの実施形態では、第
２のアバター特徴は、第１の物理的特徴又は第２の物理的特徴のいずれにも解剖学的に対
応しない。例えば、第２のアバター特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１１２２、１４２２
）及び口（例えば、１１２０、１４２０）に反応するアバターの耳（例えば、１１３３、
１４３３）である。
【０４５４】
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　いくつかの実施形態では、第２のアバター特徴（例えば、１１３３、１５５２、１７３
６）は、第２の物理的特徴（例えば、１１２２、１５２０、１７２２）の変化に反応する
。ユーザの顔の第２の物理的特徴の変化に反応する第２のアバター特徴を有する仮想アバ
ターを表示すると、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコン
トロール）要素を必要とせずに仮想アバターの第２の部分の変更を制御する追加のオプシ
ョンをユーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることな
く追加の制御オプションを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－
デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供
するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更
に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力
使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４５５】
　例えば、第２のアバター特徴（例えば、１１３３、１５５２、１７３６）は、第２のア
バター特徴が第１の物理的特徴（例えば、１１２０、１５２２、１７２０）及び第２の物
理的特徴の両方の変化に反応するように、第２の物理的特徴（例えば、１１２２、１５２
０、１７２２）の変化に反応する。したがって、第２のアバター特徴は、第２の物理的特
徴の変化の検出に基づいて、第１のアバター特徴の変更とは無関係に変更することができ
る。
【０４５６】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、１７３０）は、第２の物理的
特徴（例えば、１７２２）の変化に反応する。ユーザの顔の第２の物理的特徴の変化に反
応する第１のアバター特徴を有する仮想アバターを表示すると、表示されたユーザインタ
フェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバター
の第１の部分の変更を制御する追加のオプションをユーザに提供する。追加の制御により
ユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することによ
り、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイ
スを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを
削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的
に使用きるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善す
る。例えば、第１のアバター特徴は、第１の物理的特徴及び第２の物理的特徴の両方の変
化に反応するように、第２の物理的特徴の変化に反応する。
【０４５７】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、ユーザの唇（例えば、１４２０Ａ、１
４２０Ｂ）の少なくとも一部を含み、第２の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１４
２２）の少なくとも一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１４３
０）を含み、第２のアバター特徴は、アバターの頭（例えば、１４３５）の側部に配置さ
れたアバターの耳（例えば、１４３３）を含む。例えば、アバターがロボット（例えば、
１４００）の場合、アバターの耳（例えば、１４３３）は、丸みを帯びたプレート状の構
造によって表される。そのような実施形態では、耳（例えば、１４３３）の動きは、ロボ
ットの頭（例えば、１４３５）の側面から構造を水平に伸ばすことによって表される。い
くつかの実施形態では、耳の動き（例えば、１４３３）は、ロボットの頭（例えば、１４
３５）の側面から構造を傾けることによって表される。
【０４５８】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の変化は、第１の位置（例えば、１４０１
Ａに示される）から第２の位置（例えば、１４０３Ｂに示される）へのユーザの唇（例え
ば、１４２０Ａ、１４２０Ｂ）の少なくとも一部の変位を含む。例えば、ユーザの唇は、
下向きに曲がる方向に移動し（例えば、ユーザの口の角が下に曲がる）、しかめ面の表情
の口の部分を形成する。いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴の変化は、少なくと
もユーザの眉毛の少なくとも一部の垂直変位を含む。例えば、１４０３Ｂに示すように、
ユーザの眉毛（例えば、１４２２）は、下方向に移動する。
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【０４５９】
　いくつかの実施形態では、眉毛の中立的な静止位置と比較して、ユーザの眉毛がユーザ
の鼻に向かって垂直に変位した位置を有するときに、ひそめた眉毛が検出される。いくつ
かの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバター特徴を
変更することは、少なくともユーザの唇（例えば、１４２０Ａ、１４２０Ｂ）の一部の第
２の位置に基づいて少なくともアバターの口（例えば、１４３０）の形状を変更すること
を含む。例えば、アバターの口は、ユーザの口を直接鏡映する方法では移動しない（例え
ば、垂直方向への移動、開閉など）。代わりに、いくつかの実施形態では、アバターの口
（例えば、１４３０）の変化は、アバターの口の形状を変化させることによって示され（
例えば、口の形に関連付けられた表情を示すために）、アバターの口の形状の変化は、ユ
ーザの唇（例えば、１４２０Ａ／１４２０Ｂ）における変化によって促進される。いくつ
かの例では、口は、台形を形成して１４１３Ｂに示すように眉毛をひそめていることを示
す（例えば、台形の上縁部１４３０Ｕが台形の下縁部１４３０Ｌよりも短い場合、台形は
、ひそめた眉毛に対応する）。いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された
変化に基づいて第２のアバター特徴を変更することが、アバターの耳（例えば、１４３３
）の傾斜の度合いを調整することを含み、傾斜の度合いが、第１の位置から第２の位置ま
での少なくともユーザの唇の一部の変位の大きさ及び方向のうちの少なくとも一方に基づ
いている。いくつかの実施形態では、耳（例えば、１４３３）の傾斜の度合いは、第１の
位置から第２の位置へのユーザの唇（例えば、１４２０Ａ／１４２０Ｂ）の変位の大きさ
又は方向に基づいて決定される。
【０４６０】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴（例えば、１１２０、１３２０、１４２０
、１４２２、１５２２、１６２８、１７２０）の変化は、第１の大きさの変化を含み、第
１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバター特徴（例えば、１１３０、１
３３０、１４３０、１４３１、１５３８、１６３３、１７３０）を変更することは、第１
の大きさに基づく第１の変更の大きさによって第１のアバター特徴を変更することを含み
、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第２のアバター特徴（例えば、１１３３
、１３４２、１４３３、１４３４、１５５２、１６５０、１７３６）を変更することは、
第１の大きさに基づく第２の変更の大きさによって第２のアバター特徴を変更することを
含み、第２の変更の大きさは、第１の変更の大きさとは異なる。変更の大きさが第１の物
理的特徴の検出された変化の第１の大きさに基づく、第１の変更の大きさによって第１の
アバター特徴を変更すること及び第２の変更の大きさによって第２のアバター特徴を変更
することは、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロー
ル）要素を必要とせずに異なる量で異なるアバター特徴を制御するオプションをユーザに
提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オ
プションを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタ
フェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユー
ザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデ
バイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し
、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４６１】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴及び第２のアバター特徴は、両方とも第
１の物理的特徴の変化に反応するが、アバター特徴に対する変更の大きさ（例えば、度合
い）は異なる。例えば、物理的特徴の変化が第１の大きさの位置の偏移（例えば、並進変
化）を含む場合（例えば１インチの位置の偏移）、第１のアバター特徴は、第１の大きさ
に等しい第１の変更の大きさだけ変更されることができる（例えば、第１のアバター特徴
もまた、１インチだけ位置が偏移される）が、第２のアバター特徴は、第１の変更の大き
さとは異なる第２の変更の大きさだけ変更されることができる（例えば、第２のアバター
特徴は、１インチ以外の値（例えば、より大きい、より小さい）だけ偏移される）。いく
つかの実施形態では、第１の物理的特徴の変化の大きさに対して異なる調整係数（例えば
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、乗数）を適用することにより、異なる変更の大きさが生成される。いくつかの実施形態
では、変化の大きさは、所定の特徴に対して利用可能な変化の最大量の割合として表され
てもよい。
【０４６２】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴（例えば、１１２０、１３２０、１４２０
、１４２２、１５２２、１６２８、１７２０）の変化は、第１のタイプの変化（例えば、
回転変化、サイズ変化、色変化、位置／並進移動の変化）であり、第１の物理的特徴の検
出された変化に基づいて第１のアバター特徴（例えば、１１３０、１３３０、１４３０、
１４３１、１５３８、１６３３、１７３０）を変更することは、第２のタイプの変化（例
えば、回転変化、サイズ変化、色変化、位置／並進移動変化）に基づいて第１のアバター
特徴を変更することを含む。いくつかの実施形態では、第２のタイプの変化は、第１のタ
イプの変化と同じである。いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化
に基づいて第２のアバター特徴（例えば、１１３３、１３４２、１４３３、１４３４、１
５５２、１６５０、１７３６）を変更することは、第３のタイプの変化（例えば、回転変
化、サイズ変化、色変化、位置／並進移動変化）に基づいて第２のアバター特徴を変更す
ることを含み、第３のタイプの変化は、第２のタイプの変化とは異なる。いくつかの実施
形態では、第３のタイプの変化は、第１のタイプの変化と同じである。第２のタイプの変
更に基づいて第１のアバター特徴を変更し、第２のタイプの変更とは異なる第３のタイプ
の変更に基づいて第２のアバター特徴を変更すると、表示されたユーザインタフェースコ
ントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに、異なるタイプのユーザ
入力に基づいてアバターの異なる特徴を制御するオプションをユーザに提供する。追加の
制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供す
ることにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例え
ば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユー
ザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早
く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池
寿命を改善する。
【０４６３】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴及び第２のアバター特徴は、両方とも、
第１の物理的特徴の変化に反応するが、第１の物理的特徴の変化は、第１のアバター特徴
及び第２のアバター特徴に異なる影響を与える（例えば、変更する）。例えば、第１の物
理的特徴の変化は、第１のアバター特徴の回転変化（例えば、アバターの眼球の回転）を
引き起こすが、第２のアバター特徴（例えば、アバターの耳の位置の偏移）の並進移動変
化を引き起こす回転変化（例えば、眼球の回転）とすることができる。いくつかの実施形
態では、第１のアバター特徴及び第２のアバター特徴の変化は、同じタイプの変化（例え
ば、物理的特徴の変化と同じタイプの変化）である。
【０４６４】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１３３０）
を含み、第２のアバター特徴は、アバターの顔の毛（例えば、１３４２）の少なくとも一
部を含み、第１の物理的特徴は、ユーザの口（例えば、１３２０）の少なくとも一部を含
み、第１の物理的特徴の変化は、ユーザの口の少なくとも一部の変位を含む（例えば、ユ
ーザの口が笑顔の場合、（中立的な静止位置にあるときのユーザの口の角の位置に対して
）ユーザの口の角が上方向に変位する）。いくつかのそのような実施形態では、第１の物
理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することは、ユーザの口
の少なくとも一部の変位に基づいてアバター口の形状を変更することを含む（例えば、（
中立的な静止位置にあるときのユーザの口の角の位置に対して）ユーザの口の角が上方向
に変位する場合、笑顔に対応する形状にアバターの口が変更される）。更に、そのような
いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第２のアバター
特徴を変更することは、ユーザの口の少なくとも一部の変位の大きさ又は方向に基づいて
、アバターの顔の毛の少なくとも一部の場所（例えば、アバターの顔の毛の場所は、ユー
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ザの口の位置又は形状の変化に基づいて変化する）及びアバターの顔の毛の少なくとも一
部の間隔（例えば、ユーザの口の位置又は形状の変化に基づいて、アバターの顔の毛の場
所が変化する）のうちの少なくとも一方を変更することを含む。いくつかの実施形態では
、アバターの顔の毛の場所及び間隔の変更は、アバターの口及び周囲の接続された顔の構
造の形状又は位置の変化（例えば、変位）を促進し、ひいてはアバターの口に近い領域に
あるアバターの顔の毛の位置、場所、又は間隔の変化を促進することにより達成される。
【０４６５】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１７３０）
を含み、第２のアバター特徴は、アバターの鼻（例えば、１７３６）を含み、第１の物理
的特徴は、ユーザの口（例えば、１７２０）の少なくとも一部を含み、第１の物理的特徴
の変化は、ユーザの口の少なくとも一部の変位を含む（例えば、ユーザの口が笑顔の場合
、（中立的な静止位置にあるときのユーザの口の角の位置に対して）ユーザの口の角が上
方向に変位する）。いくつかのそのような実施形態では、第１の物理的特徴の検出された
変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することは、ユーザの口の少なくとも一部の変
位に基づいてアバター口の形状を変更することを含む（例えば、（中立的な静止位置にあ
るときのユーザの口の角の位置に対して）ユーザの口の角が上方向に変位する場合、笑顔
に対応する形状にアバターの口が変更される）。更に、そのようないくつかの実施形態で
は、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第２のアバター特徴を変更することは
、ユーザの口の少なくとも一部の変位の大きさ又は方向に基づいて、アバターの鼻の位置
を変更することを含む（例えば、アバターの鼻は、ユーザの鼻以外の物理的特徴（例えば
、ユーザの口１７２０）の変位に基づいて移動する。例えば、ユーザの口がユーザの顔の
左右に（例えば、左又は右に）移動すると、ユーザの口は、水平方向に左又は右方向に変
位し、アバターの鼻は、ユーザの口の左／右方向に対応する方向に移動する。いくつかの
実施形態では、アバターの鼻のこの動きは、鏡映方向に移動することによるユーザの口の
水平方向の動きに対応する（例えば、ユーザの口がユーザの顔の右側に移動する場合、ア
バターの鼻は、アバターの顔の左側に向かう方向に移動し、その逆も同様である）。同様
に、ユーザの口が垂直変位を有する場合（例えば、ユーザの頭の上部に向かう方向）、ア
バターの鼻はまた、対応する方向（例えば、アバターの頭の上部に向かう）に移動する。
【０４６６】
　いくつかの実施形態では、仮想アバター（例えば、１４００）は、第１の物理的特徴（
例えば、１４２２）の変化に反応する第４のアバター特徴（例えば、１４３１）を更に含
む。第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、
５００、６００）は、第１の物理的特徴（例えば、ユーザの眉毛１４２２）の検出された
変化に基づいて第４のアバター特徴を変更する。ユーザの顔の第１の物理的特徴の変化に
反応する第４のアバター特徴を有する仮想アバターを表示すると、表示されたユーザイン
タフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバタ
ーの第４の部分の変更を制御する追加のオプションをユーザに提供する。追加の制御によ
りユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することに
より、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバ
イスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤り
を削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果
的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改
善する。
【０４６７】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１４２２）の
少なくとも一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの頭（例えば、１４３５）の上
部位置に配置されたアバターアンテナ特徴（例えば、１４３４）を含む（例えば、アバタ
ーの頭の上部に配置されたアンテナ（例えば、アバターがロボットの場合）は、ユーザの
顔の特徴（例えば、ユーザの眉毛１４２２）の動きに応じて垂直方向に移動する）。いく
つかのそのような実施形態では、第２のアバター特徴は、アバターの頭の側部に配置され
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たアバターの耳（例えば、１４３３）を含み（例えば、アバターがロボットである場合、
アバターの耳は、丸いプレート状構造によって表され、耳の動きは、ロボットの頭の側面
から構造を水平に伸ばすことによって表される）、第４のアバター特徴は、アバターの眉
毛（例えば、１４３１）を含む。例えば、アバターがロボット（例えば、１４００）であ
る場合、アバターの眉毛は、アバターの目１４３２の構造に組み込まれる線（例えば、ア
バターの眉毛が中立的な静止位置にあるときの水平線１４３１）によって表される。いく
つかの実施形態では、ロボット眉毛の動きは、１４１２Ｃに示すように線の位置を回転さ
せることによって表され（アバターの目を回転させることを含むことができる）、線の回
転位置を使用してロボットアバターの眉毛の位置を示すことができる。いくつかの実施形
態では、線（及びアバターの目）が回転又は傾斜する度合いは、ユーザの眉毛の垂直変位
の大きさに基づいて決定される。
【０４６８】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の変化は、ユーザの眉毛（例えば、１４２
２）の少なくとも一部の変位を含み、（例えば、ユーザの頭の上部に向かうか又はそれか
ら離れる垂直方向における眉毛の動きの大きさ（例えば、最大範囲の割合）を含み、第１
の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することは、アバタ
ーの頭（例えば、１４３５）の上部からアバターアンテナ特徴（例えば、１４３４）を延
長することを含み、アバターアンテナの特徴の拡張位置は、ユーザの眉毛の少なくとも一
部の変位の大きさに基づいている。いくつかのそのような実施形態では、第１の物理的特
徴の検出された変化に基づいて第２のアバターの特徴を変更することが、アバターの頭の
側部からアバターの耳（例えば、１４３３）を拡張することを含み、アバターの耳の拡張
位置が、ユーザの眉毛の少なくとも一部の変位の大きさに基づいている。いくつかのその
ような実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第４のアバター特徴
を変更することは、少なくともアバターの眉毛の一部の回転の度合いを調整することを含
み、回転の度合いは、少なくともユーザの眉毛の一部の変位の大きさに基づいている。例
えば、アバターがロボット（例えば、１４００）の場合、アバターの目は、様々な顔面表
情を示すように回転又は傾斜する。いくつかの実施形態では、目が回転又は傾斜する度合
いは、ユーザの眉毛の垂直変位の大きさに基づいて決定される。
【０４６９】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、ユーザの瞼（例えば、１３２７）の少
なくとも一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの瞼（例えば、１３４８）を含み
、第２のアバター特徴は、アバターの目（例えば、１３３２）を含み、第１の物理的特徴
の変化は、ユーザの瞼の少なくとも一部の変位を含む（例えば、ユーザの頭の上部に向か
うか又はそれから離れる垂直方向における瞼の動きの大きさ（例えば、最大範囲の割合）
）。いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバ
ター特徴を変更することは、アバターの瞼を導入すること（いくつかの実施形態では、ア
バターの瞼は、閉位置に導入される）及びアバターの瞼を閉位置に向かって移動させるこ
とを含み、閉位置に向かうアバターの瞼の位置は、ユーザの瞼の少なくとも一部の変位の
大きさに基づいている。いくつかの実施形態では、アバターの瞼は、ユーザの瞼の変位の
大きさがアバターの瞼を導入するための閾値の大きさ（例えば、５０％以上閉じた）に到
達するまで表示されない。そのような実施形態では、アバターの瞼は、閉位置に表示され
るか、又は開位置から閉位置に遷移することができ、閉位置に遷移するときのアバターの
瞼の瞬間位置は、ユーザの瞼の変位の大きさに基づいて決定される。いくつかの実施形態
では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第２のアバター特徴を変更すること
は、少なくともユーザの瞼の一部の変位の大きさに基づいてアバターの目のサイズを調整
することを含む。例えば、アバターの目は、第１の物理的な特徴の変化を検出する前に表
示されていたよりも多くのアバターの目を表示するように（又はアバターの目のサイズを
大きくするように）変更される。
【０４７０】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、ユーザの唇（例えば、１４２０Ｃ）の
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少なくとも一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１４３０）を含
み、第２のアバター特徴は、アバターの鼻（例えば、１４３６）を含み、第１の物理的特
徴の変化は、第１の位置から第２の位置へのユーザの唇の少なくとも一部の変位を含む。
例えば、ユーザが特定のポーズに唇／口を調整したときに、第１の位置は、中立位置とす
ることができ、第２の位置は、唇の結果の位置とすることができる。いくつかの実施形態
では、ユーザの唇の位置の変化は、口のポーズの変化（例えば、眉毛をひそめた状態から
笑顔へ）及び／又はユーザの口／唇の変位の変化（例えば、顔の片側にユーザの唇を偏移
する（例えば、唇は右に偏移する））に対応する。いくつかの実施形態では、第１の物理
的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することは、ユーザの唇の
少なくとも一部の第２の位置に基づくアバター口の形状及び水平偏移のうちの少なくとも
一方を変更することを含む。例えば、アバターの口は、ユーザの口を直接鏡映する方法で
は移動しない（例えば、垂直方向への移動、開閉など）。代わりに、アバターの口の変化
は、アバターの口の水平位置を偏移すること（例えば、Ｘ軸に沿って口を並進移動する）
及び／又はアバターの口の形状を変化させる（例えば、口の形状に関連付けられた表情を
示すために）ことによって示され、アバターの口の偏移及び形状の変化は、ユーザの唇の
変化によって促進される。
【０４７１】
　いくつかの実施形態では、口は、しかめ面又は笑顔を示すための台形形状を形成する（
例えば、台形の上縁部が台形の下縁部よりも長い場合、台形は笑顔に対応し、台形の上縁
部が台形の下縁部よりも短い場合、台形は眉毛をひそめることに対応する）。いくつかの
実施形態では、口は、円形を形成し、すぼめた表情又は驚いた表情を示す。いくつかの実
施形態では、アバターの口は、ユーザの口の形状が変化するにつれて左右に偏移し（例え
ば、ユーザは、唇を左右に偏移する）、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第
２のアバター特徴を変更することは、アバターの鼻の回転の度合いを調整することを含み
、回転の度合いは、第１の位置から第２の位置へのユーザの唇の少なくとも一部の変位の
大きさ及び方向のうちの少なくとも一方に基づいている。いくつかの実施形態では、鼻が
回転する度合いは、第１の位置から第２の位置へのユーザの唇の変位の大きさ又は方向に
基づいて決定される。
【０４７２】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、ユーザの頬（例えば、１６２８）の少
なくとも一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの頬（例えば、１６３３）を含み
、第２のアバター特徴は、アバターの顔（例えば、１６５５）から伸びるアバター特徴（
例えば、１６５０）（例えば、象の胴、ニワトリの肉垂、鳥のくちばし）を含む。例えば
、アバターがニワトリ（例えば、１６００）の場合、アバターは、検出されたユーザの頬
（例えば、１６２８）の変化に基づいて移動する肉垂（例えば、１６５０）を含む。第１
の物理的特徴の変化は、第１の位置（例えば、１６０１Ａ）から拡張位置（例えば、１６
０１Ｂ）へのユーザの頬の少なくとも一部の変位を含み、拡張位置は、第１の位置から拡
張位置へのユーザの頬の少なくとも一部の変位の大きさに基づいている。例えば、第１の
位置は、頬が弛緩した状態にあるときのユーザの頬の位置に対応し、拡張位置は、ユーザ
が頬を拡張する、又は膨らませるときのユーザの頬の位置に対応する。
【０４７３】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第１のアバタ
ー特徴を変更することは、アバターの頬を初期位置（例えば、１６１１Ａ）から拡張位置
（例えば、１６１１Ｂの１６３３）に変更することを含む。例えば、アバターの頬は、初
期位置から拡張位置（例えば、膨らんだ、又は拡張したポーズ）に移動し、初期位置は、
ユーザの頬が弛緩した状態にあるときのアバターの頬の位置に対応し、拡張位置は、弛緩
状態の位置から拡張位置までのユーザの頬の変位の大きさに基づいている。いくつかの実
施形態では、仮想アバターの初期位置は、区別されない位置である。
【０４７４】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴の検出された変化に基づいて第２のアバタ
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ーの特徴を変更することは、第１の位置から拡張位置までの少なくともユーザの頬の一部
の変位の大きさに基づいてアバターの顔から離れて拡張するアバター特徴の位置を変更す
ることを含む。いくつかの実施形態では、ニワトリの肉垂の動きは、物理モデル（例えば
、慣性モデル、重力モデル、力伝達モデル、摩擦モデル）に基づいている。いくつかの実
施形態では、物理モデルは、顔又は顔の一部（例えば、アバターの頬）の動きの大きさ及
び方向、並びに疑似的質量、疑似的弾性、疑似的摩擦係数又は他の疑似的な物理的特性な
どの仮想アバター特徴（例えば、肉垂）の１つ以上の所定の特性に基づいて、アバター特
徴の動きの大きさ及び方向を規定する。
【０４７５】
　いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴は、ユーザの頬（例えば、１４２８）の少
なくとも一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの頭（例えば、１４３５）の側部
に位置するアバターの耳（例えば、１４３３）を含む。例えば、アバターがロボット（例
えば、１４００）の場合、アバターの耳（例えば、１４３３）は、丸みを帯びたプレート
状の構造によって表される。いくつかの実施形態では、耳の動きは、ロボットの頭の側面
から構造を水平に伸ばすことによって表される。いくつかの実施形態では、耳の動きは、
ロボットの頭の側面から構造を傾けることによって表される。いくつかの実施形態では、
第２のアバター特徴は、アバターの頭の上部に位置するアバターアンテナ特徴（例えば、
１４３４）を含む（例えば、ユーザの顔の特徴（例えば、ユーザの頬）の動きに応じて垂
直方向に移動するアバターの頭の上部に位置するアンテナ（例えば、アバターがロボット
である場合））。いくつかのそのような実施形態では、第１の物理的特徴の変化は、第１
の位置（例えば、１４０１Ａ）から拡張位置（例えば、１４０４Ｃ）へのユーザの頬の少
なくとも一部の変位を含む（例えば、第１の位置は、頬が弛緩状態にあるときのユーザの
頬の位置に対応し、拡張位置は、ユーザが頬を拡張する、又は膨らませるときのユーザの
頬の位置に対応する）。更に、そのような実施形態では、第１の物理的特徴の検出された
変化に基づいて第１のアバター特徴を変更することは、アバターの頭の側部からアバター
の耳を延長することを含み、アバターの耳の拡張位置は、第１の位置から拡張位置へのユ
ーザの頬の少なくとも一部の変位の大きさに基づいており、第１の物理的特徴の検出され
た変化に基づいて第２のアバター特徴を変更することは、アバターの頭の上部からアバタ
ーアンテナ特徴を伸ばすことを含み、アバターアンテナ特徴の拡張位置は、第１の位置か
ら拡張位置へのユーザの頬の少なくとも一部の変位の大きさに基づいている。
【０４７６】
　方法２０００に関して上述したプロセス（例えば、図２０）の詳細はまた、上述及び後
述する方法１８００及び１９００にも、類似の方法で適用可能であることに留意されたい
。例えば、方法２０００は、任意選択的に、方法８００、９００、１８００、１９００、
２１００、２２００、２３００、２４００、及び２５００を参照して以下に説明する様々
な方法の特性のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法８００にしたがってアニメー
ション化されたアバターを生成、送信、及び受信する方法は、方法２０００にしたがって
生成された仮想アバター（例えば、ユーザの顔の位置の変化に反応しながら生成されたア
バター）を使用してもよい。同様に、方法２０００にしたがって生成及び／又は変更され
た仮想アバター及びアニメーション効果は、方法８００又は９００の仮想アバター生成イ
ンタフェース（例えば、８０４、９０４）の仮想アバターの表示されたプレビューに含ま
れてもよい。他の例では、方法２０００にしたがって生成された仮想アバター（例えば、
ユーザの顔の位置の変化に反応しながら生成されたアバター）はまた、方法８００、９０
０、１８００、１９００、２１００、２２００、２３００、２４００、及び２５００の仮
想アバター生成及び変更方法にしたがって生成されてもよい。例えば、方法２０００にし
たがって生成された仮想アバターは、ポーズ（例えば、１８１０及び１８１２）の変化の
タイプに応じて、ユーザの顔のポーズを変化させるために第２のアバター部分（例えば、
１５３９）とは異なる反応をする第１のアバター部分（例えば、１５３５）を含むことが
できる。簡潔にするために、さらなる例を除外する。
【０４７７】
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　図２１は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
方法２１００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法２１００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０４７８】
　以下に説明するように、方法２１００は、物理的特徴の変化の範囲全体で異なる動作を
示すことができる仮想アバターを生成するための直感的な方法を提供する。本方法は、仮
想アバターを生成するためのユーザの物理的及び認識的負担を軽減し、それにより、より
効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューテ
ィングデバイスの場合、ユーザがユーザアバターをより速くかつより効率的に生成するこ
とを可能にすることは、節電し、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法２１００の例
は、図１２Ａ～図１２Ｃを参照して説明したユーザインタフェース及び仮想アバターにお
いて見出すことができる。
【０４７９】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔の第
１の物理的特徴（例えば、１２２０）の変化に反応する（２１０４）第１のアバター特徴
（例えば、１２３０）を含む仮想アバター（例えば、１２００）を表示する（２１０２）
。例えば、第１のアバター特徴は、検出された物理的特徴の可能な動きの範囲にわたって
特異関数（例えば、線形関数）にしたがって一貫して反応的である。１つ以上のカメラの
視野内の顔の第１の物理的特徴の変化に反応する第１のアバター特徴を有する仮想アバタ
ーを表示すると、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコント
ロール）要素を必要とせずに仮想アバターの第１の部分の変更を制御するオプションをユ
ーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の
制御オプションを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイス
インタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するよう
にユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユー
ザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を
削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４８０】
　仮想アバターはまた、顔の第２の物理的特徴の変化が第２の物理的特徴の第１の変化の
範囲又は第２の物理的特徴の第１の変化範囲とは異なる第２の物理的特徴の第２の変化の
範囲で生じるかどうかに応じて、顔の第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の変化に異
なる方法で反応する第２のアバター特徴（例えば、１２３２）を含む（２１０６）。例え
ば、第２のアバター特徴は、検出された物理的特徴の可能な動きの範囲の特定の部分に対
する非反応性を含む、検出された物理的特徴の可能な動きの範囲にわたる複数の機能にし
たがって一貫性のない反応性である。顔の第２の物理的特徴の変化が第２の物理的特徴の
第１の変化の範囲又は第２の物理的特徴の第１の範囲とは異なる第２の物理的特徴の第２
の範囲で生じるかどうかに応じて、顔の第２の物理的特徴の変化に異なる方法で反応する
第２のアバター特徴を有する仮想アバターを表示すると、表示されたユーザインタフェー
スコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバターの第２
の部分への異なる変更を制御するオプションの範囲をユーザに提供する。追加の制御によ
りユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することに
より、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバ
イスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤り
を削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果
的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改
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善する。
【０４８１】
　仮想アバター（例えば、１２００）を表示している間、電子デバイス（例えば、１００
、３００、５００、６００）は、１つ以上のカメラの視野内の顔のそれぞれの物理的特徴
（例えば、１２２０、１２２３）の第１の変化を検出する（２１０８）。いくつかの例で
は、物理的特徴の変化は、特徴の潜在的な変化の範囲内の物理的特徴値（例えば、大きさ
の値）として追跡され、その範囲は、様々なユーザの顔の特徴及び／又は履歴データに基
づく経験的キャリブレーション又は予測モデリングに基づいて決定される。例えば、変化
は、０～１０の可能な大きさの範囲内で２の大きさを有すると評価されることができる。
【０４８２】
　それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば、１００、
３００、５００、６００）は、以下の動作のうちの任意の１つ以上を実行することを含め
て、仮想アバターを変更する（２１１０）。それぞれの物理的特徴の検出された第１の変
化が第１の物理的特徴（例えば、１２２０）の変化であるという判定に従って、電子デバ
イス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の物理的特徴の変化を反映す
るように第１のアバター特徴（例えば、１２３０）を変更する（２１１２）。いくつかの
例では、第１の物理的特徴の変化の方法は、第１の物理的特徴の変化の範囲に依存しない
。第１の物理的特徴の変化を反映するように第１のアバター特徴を変更すると、同じ物理
的特徴のさらなる動きが、デバイスがさらなる動きに基づいて第１のアバター特徴を変化
させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィー
ドバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフ
ェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示す
るフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを
支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによっ
て）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによっ
て、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４８３】
　検出された第１の変化が第２の物理的特徴の変化（例えば、１２２３）でありかつ第２
の物理的特徴の変化が第１の変化の範囲内であるという判定に従って（例えば、変更閾値
を満たすか又はそれを超える第２の物理的特徴の第２の物理的特徴値に応じて）（例えば
、０～１０の可能な大きさの範囲で５以上の大きさを有する）、電子デバイス（例えば、
１００、３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴の変化を反映するように第１の
方法での第２のアバター特徴（例えば、１２３２）の外観を変化させる（２１１４）。第
１の変化が第２の物理的特徴の変化でありかつ第２の物理的特徴の変化が第１の変化の範
囲内にある場合、第２の物理的特徴の変化を反映するように第２のアバター特徴の外観を
第１の方法で変化させると、同じ動きの範囲内で同じ物理的特徴を更に動かすことが、デ
バイスが同じ方法で第２のアバター特徴を変化させることを示すフィードバックをユーザ
に提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操
作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイ
スに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって
、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話す
るとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早
く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池
寿命を改善する。
【０４８４】
　いくつかの例では、アバター特徴は、０～１０の可能な動きの範囲を有し、ユーザの物
理的特徴はまた、０～１０の可能な動きの範囲を有し、変更閾値は５である。いくつかの
例では、閾値を満たすか又は超える最終的な物理的特徴値をもたらす物理的特徴の変化は
、アバター特徴の可能な動きの全範囲にわたって誇張された動きをもたらし、５から６へ
の物理的特徴の変化は、０から２の値から変更されるアバター特徴をもたらすのに対して
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、６から７への物理的特徴の変化は、２から４に変更されるアバター特徴をもたらす。こ
のようにして、物理的特徴の変化は、変更閾値を満たすか又は超えると、アバター特徴の
動きの全範囲を制御することができる。いくつかの例では、５から６への物理的特徴の変
化がアバター特徴を０から８、０～１０の可能な範囲で遷移させ、６から１０への物理的
特徴の変化がアバター特徴の劇的な変化を引き起こさない（例えば、８～１０の変化）よ
うに、非線形関数にしたがって誇張がモデル化される。このようにして、ユーザの物理的
特徴の変化は、変更閾値が満たされると、アバター特徴の初期変化を非常に誇張すること
ができる。いくつかの例では、少なくとも部分的に、可能な動きの範囲の第１のサブ部分
（例えば、０～１０の範囲の６～１０などの後半部分）内で生じる物理的特徴の変化は、
対応するアバター特徴の変更をもたらす。そのような例では、第１のサブ部分は、変更閾
値を満たすか又はそれを超える範囲の部分である。
【０４８５】
　検出された第１の変化が第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の変化でありかつ第２
の物理的特徴の変化が第２の変化の範囲内（２１１６）（例えば、変更閾値を満たさない
か又は超えない第１の物理的特徴値及び第２の物理的特徴値）であるという判定に従って
、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴の変
化を反映するように第１の方法で第２のアバター特徴の外観を変化させることを取り止め
る。いくつかの例では、物理的特徴の可能な動きの範囲の第２のサブ部分（例えば、０～
１０の範囲の０～５などの初期部分）内で完全に生じる物理的特徴の変化は、対応するア
バター特徴の変更をもたらさない。そのような実施形態では、第２のサブ部分は、変更閾
値を満たすか又は超えない範囲の部分である。
【０４８６】
　いくつかの例では、それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、検出された第
１の変化が第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の変化でありかつ第２の物理的特徴の
変化が第２の変化の範囲内であるという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、
３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴の変化を反映するように第２の方法で第
２のアバター特徴（例えば、１２３２）の外観を変化させる。いくつかの例では、第２の
変化の範囲は、第２の物理的特徴の可能な動きの範囲内のサブセットを表す。いくつかの
例では、サブセットは、動きの範囲の上限（例えば、０～１０の可能な範囲のうち８～１
０の範囲、０は動きなし、１０は最大の可能な動きである）に対応する。いくつかの例で
は、第２のアバター特徴の外観を変更する第２の方法は、第２のアバター特徴に適用され
る誇張された効果を含む。いくつかの例では、この誇張された効果は、第２のアバター特
徴から伸びるスパイク又は突起を含む。第１の変化が第２の物理的特徴の変化でありかつ
第２の物理的特徴の変化が第２の変化の範囲内にある場合、第２の物理的特徴の変化を反
映するように第２のアバター特徴の外観を第２の方法で変化させると、同じ動きの範囲内
で同じ物理的特徴を更に動かすことが、デバイスが第２の物理的特徴の変化が第１の変化
の範囲内にあるときに行われた変化の方法とは異なるとは異なる同じ方法で第２のアバタ
ー特徴を変化させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された
視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイ
スのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる
入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達
成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減す
ることによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにす
ることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０４８７】
　いくつかの例では、第２のアバター特徴（例えば、１２３２）の外観を変化させる第１
の方法は、第２のアバター特徴の外観を変化させる第２の方法とは異なる。いくつかの例
では、第２のアバター特徴の外観を変化させる第１の方法は、第２の物理的特徴の動きに
対応する第２のアバター特徴の移動又は変更を含むのに対して、第２のアバター特徴の外
観を変化させる第２の方法は、第２のアバター特徴に適用された誇張された効果を含む。
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いくつかの例では、この誇張された効果は、第２のアバター特徴から伸びるスパイク又は
突起を含む。
【０４８８】
　いくつかの例では、それぞれの物理的特徴の第１の変化が検出されている間に表示され
る仮想アバターは、第１の仮想アバターテンプレート（例えば、エイリアンアバター１２
００に対応するアバターテンプレート）に基づいている。そのような例では、電子デバイ
スは、それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて第１の仮想アバターテンプレー
トに基づいて仮想アバターを変更した後、第１の仮想アバターテンプレートとは異なる第
２の仮想アバターテンプレート（例えば、クマアバターテンプレート１１００に対応する
アバターテンプレート）に基づく仮想アバターを表示しながら、第２の物理的特徴（例え
ば、１２２３）の第２の変化を検出する。更に、そのような例では、第２の物理的特徴の
第２の変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば１００、３００、５００、６００）は
、第２の物理的特徴の第２の変化を反映するように第２のアバター特徴（例えば、目１１
３２、１２３２）を変更し、第２のアバター特徴の外観は、第２の物理的特徴の変化が第
１の変化の範囲内であるか又は第２の変化の範囲内であるかにかかわらず同じ方法で変化
する。第２のアバター特徴の外観が、第２の物理的特徴の変化が第１の変化の範囲内にあ
るか又は第２の変化の範囲内にあるかにかかわらず同じ方法で変化するように、第２の物
理的特徴の変化を反映するように第２のアバター特徴を変更すると、同じ物理的特徴のさ
らなる動きが、デバイスが変化の範囲に依存しない方法で第２アバター特徴を変化させる
ことを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバッ
クを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェース
をより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィ
ードバックを提供することによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し
、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、
更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電
力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。いくつかの例では、異なる仮想アバ
ターテンプレートの場合、第２の物理的特徴の変化は、第２の物理的特徴の変化が第１の
変化の範囲内であるか又は第２の変化の範囲内であるかに応じて第２のアバター特徴の異
なる変化を引き起こすのではなく、第２のアバター特徴の滑らかな変化を引き起こす。
【０４８９】
　いくつかの例では、それぞれの物理的特徴の第１の変化の検出に応じて、検出された第
１の変化が第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の変化でありかつ第２の物理的特徴の
変化が第１の変化の範囲内であるという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、
３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴の変化を反映するように第２の方法で第
２のアバター特徴（例えば、１２３２）の外観を変化させることを取り止める。
【０４９０】
　いくつかの例では、第２の物理的特徴は、ユーザの瞼（例えば、１２２３の一部）を含
み、第２のアバター特徴は、アバターの目（例えば、１２３２）を含み、第２の変化の範
囲内にある（例えば、変化の範囲内の所定の閾値を超える変化（例えば、ユーザの瞼は、
ユーザの瞼について可能な変化の範囲内で５０％以上閉じられる））第２の物理的特徴の
変化に基づいて第２の方法で第２のアバター特徴の外観を変化させることは、アバターの
目のサイズを小さくすることを含む。例えば、仮想アバターがエイリアン（例えば、１２
００）でありかつユーザの瞼が５０％以上閉じている場合、エイリアンの目１２３２のサ
イズは、エイリアンの目が閉じた位置に向かって動いているように見えるように減少し始
める。いくつかの例では、ユーザの瞼が完全に閉じている（例えば、１００％閉じている
）場合、アバターの目は、アバターの目が完全に閉じていることを示す形状（例えば、線
）によって表される。いくつかの実施形態では、第１の変化の範囲内にある（例えば、ユ
ーザの瞼は、ユーザの瞼の可能な変化の範囲の５０％未満だけ閉じられる）第２の物理的
特徴の変化に基づいて第１の方法で第２のアバター特徴の外観を変化させることは、アバ
ターの目のサイズを小さくすることを含まない。いくつかの例では、閾値の大きさは、第
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２の物理的特徴（ユーザの瞼など）の可能な動きの範囲の５０％である。そのような例で
は、第１の変化の範囲は、０％から５０％未満に対応し、第２の変化の範囲は、５０％か
ら１００％に対応する。そのような実施形態では、第２の仮想アバター特徴（例えば、仮
想アバターの目）の対応する変更は、第２の物理的特徴の変化が第２の物理的特徴の可能
な動きの範囲の５０％以上である場合にのみ生じる。例えば、ユーザの瞼が閾値の大きさ
（例えば、５０％以上閉じている）を超えて移動すると、仮想アバターの目は、ユーザの
瞼の瞬間的な位置を反映するように閉位置に向かって動き始める（例えば、サイズを小さ
くすることにより）。
【０４９１】
　いくつかの例では、第２の物理的特徴は、ユーザの頬（例えば、１２２８）を含み、第
２のアバター特徴は、アバターの頬（例えば、１２５６）を含み、第２の変化の範囲内に
ある（例えば、変化の範囲内で所定の閾値を超える変化（例えば、ユーザの頬は、ユーザ
の頬の可能な変化の範囲内の７０％以上だけ膨らまされる又は拡張される））第２の物理
的特徴の変化に基づいて第２の方法で第２のアバター特徴の外観を変化させることは、ア
バターの頬に誇張されたアバター効果（例えば、ユーザが極端な頬の膨らみを示したとき
に仮想アバターから伸びる突起又はスパイク１２５８）を導入することを含み、第１の変
化の範囲内にある（例えば、ユーザの頬は、ユーザの頬の可能な変化の範囲の７０％未満
だけ膨らまされる又は拡張される）第２の物理的特徴の変化に基づいて第１の方法で第２
のアバター特徴の外観を変化させることは、ユーザの頬の変化の大きさに基づいてアバタ
ーの頬を変更することを含む。いくつかの例では、ユーザの頬の変化の大きさに基づいて
アバターの頬を変更すると、誇張されたアバター効果が導入されない。いくつかの例では
、閾値の大きさは、第２の物理的特徴（ユーザの頬など）の可能な動きの範囲の７０％で
ある。そのような例では、第１の変化の範囲は、０％から７０％未満に対応し、第２の変
化の範囲は、７０％から１００％に対応する。そのような例では、第２のアバター特徴（
例えば、仮想アバターの頬）における誇張されたアバター効果（例えば、スパイク又は突
起）の導入は、第２の物理的特徴の変化が第２の物理的特徴の可能な動きの範囲の７０％
などの所定の閾値を満たすか又は超える場合にのみ生じる（例えば、ユーザの頬が閾値の
大きさを超えて移動するとき（例えば、７０％以上膨らんだとき））。更に、そのような
例では、仮想アバター特徴（例えば仮想アバターの頬）は、第２の物理的特徴の変化が第
２の物理的特徴の可能な動きの範囲の７０％未満である場合（例えば、ユーザの頬が閾値
の大きさ未満であるとき（例えば、７０％未満だけ膨らんだとき））、第２の物理的特徴
の変化の大きさに基づいて変更される。
【０４９２】
　いくつかの例では、第２の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１２２２）を含み、
第２のアバター特徴は、アバターの頭の上部部分を含み、第２の変化の範囲内にある（例
えば、変化の範囲内の所定の閾値を超える変化（例えば、ユーザの眉毛は、ユーザの眉毛
の可能な変化の範囲内で７０％以上持ち上げられる））第２の物理的特徴の変化に基づい
て第２の方法で第２のアバター特徴の外観を変化させることは、アバターの頭の上部部分
に誇張されたアバター効果（例えば、ユーザが極端な眉毛の持ち上げを示すときに仮想ア
バターから伸びる突起又はスパイク１２５４）を導入することを含み、第１の変化の範囲
内にある（例えば、ユーザの眉毛は、ユーザの眉毛の可能な変化の範囲の７０％未満しか
持ち上げられない）第２の物理的特徴の変化に基づいて第１の方法で第２のアバター特徴
の外観を変化させることは、アバターの頭の上部部分に誇張されたアバター効果を導入す
ることを含まない。いくつかの例では、閾値の大きさは、第２の物理的特徴（ユーザの眉
毛など）の可能な動きの範囲の７０％である。そのような例では、第１の変化の範囲は、
０％から７０％未満に対応し、第２の変化の範囲は、７０％から１００％に対応する。そ
のような実施形態では、第２のアバター特徴（例えば、仮想アバターの頭）における誇張
されたアバター効果（例えば、スパイク又は突起）の導入は、第２の物理的特徴の変化が
第２の物理的特徴の可能な動きの範囲の７０％などの所定の閾値を満たすか又は超える場
合にのみ生じる（例えば、ユーザの眉毛が閾値の大きさを超えて移動するとき（例えば、
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７０％以上持ち上げられたとき））。更に、このような例では、第２の物理的特徴の変化
が第２の物理的特徴の可能な動きの範囲の７０％未満である場合（例えば、ユーザの眉毛
が閾値の大きさ未満だけ動く場合（例えば、７０％未満しか持ち上げられない場合））、
誇張されたアバター効果は、仮想アバター特徴（例えば、仮想アバターの頭）に導入され
ない。
【０４９３】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴（例えば、１２２０）の変化を反映するように仮
想アバターの第１のアバター特徴を変更することは、第１の物理的特徴の変化の大きさ（
例えば、第１の物理的特徴の位置の変化の度合い）に基づいて第１のアバター特徴を変更
することを含む。第１の物理的特徴の変化の大きさに基づいて第１のアバター特徴を変更
すると、同じ物理的特徴のさらなる動きが、デバイスが同じ物理的特徴の動きの大きさに
基づいて第１のアバター特徴を変更することを示すフィードバックをユーザに提供する。
いくつかの例では、変化の大きさは、物理的特徴の開始位置及び終了位置に基づいて決定
される。いくつかの例では、変化の大きさは、変化の最大範囲内の変化の割合として決定
される。更に、第２の物理的特徴の変化を反映するように第１の方法で第２のアバター特
徴（例えば、１２３２）の外観を変更することは、第２の物理的特徴（例えば、１２２３
）の変化の第１の大きさ（例えば、第２の物理的特徴の位置の変化の度合い）に基づいて
第２のアバター特徴を変更することを含む。いくつかの例では、第２の物理的特徴の動き
の大きさが大きいほど、第１の方法での第２のアバター特徴の変更量が大きくなり、第２
の物理的特徴の動きの大きさが小さいほど、第１の方法での第２のアバター特徴の変更量
が少なく、その逆も同様である。いくつかの例では、アバター特徴の反応の大きさは、ユ
ーザの物理的特徴の変化の大きさに対応する。いくつかの例では、物理的特徴の変化の大
きさは、物理的特徴の潜在的な動きの範囲に応じて決定され、大きさは、その物理的特徴
の動きの範囲（例えば、予測された又はモデル化された動きの範囲）内の物理的特徴の相
対位置を表す。そのような実施形態では、アバター特徴の反応の大きさは、同様に、アバ
ター特徴の動きの範囲内のアバター特徴の相対位置である。いくつかの例では、変化の大
きさは、変化による物理的特徴の開始位置と終了位置の比較又は測定（例えば、距離）に
基づいて決定される。そのような例では、物理的特徴（例えば、第１の物理的特徴）の変
化は、（例えば、直接的に又はスケーリング若しくは調整された値として）物理的特徴の
変化の測定値をアバター特徴に適用することにより、第１のアバター特徴の変更に変換さ
れることができる。更に、そのような例では、第２の物理的特徴の変化を反映するように
第２の方法で第２のアバター特徴の外観を変更することは、第２の物理的特徴の変化の第
２の大きさに基づいて第２のアバター特徴を変更することを含む。例えば、第２の物理的
特徴の動きの大きさが大きいほど、第２の方法での第２のアバター特徴の変更量が大きく
なり、第２の物理的特徴の動きの大きさが小さいほど、第２の方法での第２のアバター特
徴の変更量が少なく、その逆も同様である。いくつかの例では、第２の物理的特徴の変化
の第１の大きさは、第２の物理的特徴の変化の第２の大きさよりも小さい。いくつかの例
では、第２の物理的特徴の変化の第１の大きさは、第２の物理的特徴の変化の第２の大き
さよりも大きい。
【０４９４】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴（例えば、１２２０）の変化を反映するように仮
想アバターの第１のアバター特徴（例えば、１２３０）を変更することは、第１の物理的
特徴のポーズの変化の方向（例えば、回転方向、１つ以上のカメラの視野に対する第１の
物理的特徴の角度の変化の方向、又は並進移動方向）に基づいて第１のアバター特徴の少
なくとも一部のポーズ（例えば、回転方向、第１のアバター特徴が表示される角度、又は
表示位置）を変更することを含む。更に、そのような例では、第２の物理的特徴の変化を
反映するように第１の方法で第２のアバター特徴の外観を変更することは、第２の物理的
特徴のポーズの変化の方向（例えば、回転方向、１つ以上のカメラの視野に対する第２の
物理的特徴の角度変化の方向、又は並進移動方向）に基づく第２のアバター特徴の少なく
とも一部のポーズ（例えば、回転方向、アバター特徴が表示される角度、又は表示位置）
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の変更を含む。更に、そのような例では、第２の物理的特徴の変化を反映するように第２
の方法で第２のアバター特徴の外観を変更することは、第２の物理的特徴のポーズの変化
の方向に基づいて第２のアバター特徴の少なくとも一部のポーズを変更することを含む。
【０４９５】
　いくつかの例では、アバター特徴に対する変更は、大きさ成分と方向成分の両方を有す
る。いくつかの例では、アバター特徴の変更の方向成分は、アバター特徴が反応する１つ
以上の物理的特徴の変化の方向成分に基づいている。いくつかの例では、アバター特徴の
変化の方向成分は、物理的特徴の変化の方向成分と同じである。例えば、物理的特徴（例
えば、眉毛）が上に移動すると、アバター特徴（例えば、アバターの眉毛）は上に移動す
る。いくつかの例では、アバター特徴の変化の方向成分は、物理的特徴の変化の方向成分
に対して鏡映される。例えば、物理的特徴（例えば、口）が左に移動すると、アバター特
徴（例えば、アバターの口）は右に移動する。いくつかの例では、アバター特徴の変化の
方向成分は、鏡で見たときに見られる効果と同様に、縦軸に沿った動きの物理的特徴の変
化の方向成分と同じであり、横軸に沿った動きに対して鏡映される。いくつかの例では、
物理的特徴（例えば、ユーザの虹彩又は瞼）の相対位置の変化は、物理的特徴の中立的な
静止位置から決定される方向にある。いくつかの例では、ユーザの虹彩の中立的な静止位
置は、ユーザの眼球の周辺部に対して特定の位置（例えば、中央）に決定される。いくつ
かの例では、アバター特徴の反応の方向は、ユーザの物理的特徴の変化の相対方向に（例
えば、直接的に又は逆に）対応する。いくつかの例では、物理的特徴の変化の相対方向は
、物理的特徴の中立的な静止位置からの物理的特徴の移動方向に基づいて決定される。い
くつかの例では、アバター特徴の反応の方向は、物理的特徴の変化の相対的な方向に直接
対応する（例えば、物理的特徴が上に移動し、アバター特徴が上に移動する）。いくつか
の例では、アバター特徴の反応の方向は、物理的特徴の変化の相対的な方向に逆に対応す
る（例えば、物理的特徴が上に移動し、アバター特徴が下に移動する）。
【０４９６】
　いくつかの例では、第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の第１の変化の範囲及び第
２の物理的特徴の第２の変化の範囲は、第２の物理的特徴の変化の潜在的な範囲（例えば
、予測された、事前マッピングされた、又は検出可能な第２の物理的特徴の変化の範囲の
全範囲）の隣接範囲であり、それぞれの物理的特徴の第１の変化は、第１の変化の範囲内
の第１の部分から第２の変化の範囲内の第２の部分への遷移を含む第２の物理的特徴の変
化を含み、変化の第１の部分の終了時に第２の物理的特徴の変化を反映しているときの第
２のアバター特徴（例えば、１２３２）の外観は、変化の第２の部分の開始時に第２の物
理的特徴の変化を反映しているときの第２のアバター特徴の外観と実質的に同様である。
【０４９７】
　いくつかの例では、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、検
出された第１の変化が第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の変化でありかつ第２の物
理的特徴の変化が第１の変化の範囲から第２の変化の範囲への変化（例えば、変更閾値よ
りも上から変更閾値よりも下への第２の物理的特徴の変化）であるという判定に従って、
第２のアバター特徴の所定の構成に基づいて第２のアバター特徴（例えば、１２３２）を
変更する。いくつかの例では、変更閾値の上から変更閾値の下への第２の物理的特徴（例
えば、ユーザの瞼）の変化は、第２の物理的特徴に対応する第２のアバター特徴の中間位
置を介した第２のアバター特徴の遷移なしで所定の構成に対する第２のアバター特徴（例
えば、アバターの瞼）の変更をもたらす。例えば、ユーザの瞼が変更閾値を超える位置か
ら変更閾値を下回る位置に（例えば、閉位置からわずかに開位置に）遷移するとき、アバ
ターの瞼は、ユーザの瞼が完全に開位置に遷移するときに中間位置を横切る場合であって
も、仮想瞼の中間位置（例えば、部分的に閉位置又は部分的に開位置）を横切ることなく
閉位置から完全に開位置へと遷移する。
【０４９８】
　いくつかの例では、第２の物理的特徴（例えば、１２２３）の変化の第１の範囲及び第
２の物理的特徴の第２の変化の範囲は、第２の物理的特徴の可能な変化の範囲内の隣接範
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囲であり、それぞれの物理的特徴の第１の変化は、第２の変化の範囲内の第１の変化部分
から第１の変化の範囲内の第２の変化部分への遷移を含む第２の物理的特徴の変化を含み
、第２のアバター特徴（例えば、１２３２）の外観は、第２の物理的特徴の変化が、第２
の変化の範囲内の第１の変化部分から第１の変化の範囲内の第２の変化部分に遷移すると
き、第２の物理的特徴の変化の大きさに基づく第２のアバター特徴の構成から第２のアバ
ター特徴の所定の構成（例えば、第２の物理的特徴の変化の大きさに基づかない第２のア
バター特徴の構成）へと変化する。いくつかの例では、第２の変化の範囲内の第１の変化
部分（例えば、閉位置から）から第１の変化の範囲内の第２の変化部分（例えば、わずか
に開位置）への第２の物理的特徴（例えば、ユーザの瞼）の変化は、第２の物理的特徴に
対応する第２のアバター特徴の中間位置を介した第２のアバター特徴の遷移なしで所定の
構成への第２のアバター特徴（例えば、アバターの瞼）の変更をもたらす。例えば、ユー
ザの瞼が閉位置からわずかに開位置に遷移するとき、アバターの瞼は、ユーザの瞼が完全
に開位置に遷移するときに中間位置を横切る場合であっても、仮想瞼の中間位置（例えば
、部分的に閉位置又は部分的に開位置）を横切ることなく閉位置から完全に開位置へと遷
移する。
【０４９９】
　方法２１００に関して上述したプロセス（例えば、図２１）の詳細はまた、上述及び後
述する方法２２００、２３００、２４００、及び２５００にも、類似の方法で適用可能で
あることに留意されたい。例えば、方法２１００は、任意選択的に、方法８００、９００
、１８００、１９００、２０００、２２００、２３００、２４００、及び２５００に関し
て上述した及び後述する様々な方法の特性のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法
８００及び９００にしたがってアニメーション化されたアバターを生成、送信、及び受信
する方法は、方法２１００にしたがって生成された仮想アバター（例えば、物理的特徴の
変化の範囲にわたって異なる挙動を示すことができる仮想アバター）を使用することがで
きる。同様に、方法２１００にしたがって生成及び／又は変更された仮想アバターは、方
法８００又は９００の仮想アバター生成インタフェース（例えば、８０４、９０４）の仮
想アバターの表示されたプレビューに含まれてもよい。他の例では、方法２１００にした
がって生成された仮想アバター（例えば、物理的特徴の変化の範囲にわたって異なる挙動
を示すことができる仮想アバター）もまた、方法８００、９００、１８００、１９００、
２０００、２２００、２３００、２４００、及び２５００の仮想アバター生成及び変更方
法にしたがって生成されることができる。例えば、方法２１００にしたがって生成された
仮想アバターは、ポーズ（例えば、１８１０及び１８１２）の変化のタイプに応じて、異
なってユーザの顔のポーズを変化させるために第２のアバター部分（例えば、１０３６）
とは異なる反応をする第１のアバター部分（例えば、１０３４）を含むことができる。同
様に、方法２１００にしたがって生成された仮想アバターは、第１（例えば、１１２２）
及び第２（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）の物理的特徴の両方の変化に反応する（例えば、１
９０４、１９１０、１９１４）アバター特徴（例えば、１１３３）を含むことができる。
簡潔にするために、さらなる例を除外する。
【０５００】
　図２２は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
方法２２００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法２２００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０５０１】
　以下に説明するように、方法２２００は、必要に応じて複雑さが増すことができる（例
えば、アバター特徴が増える）仮想アバターを生成する直観的な方法を提供する。本方法
は、仮想アバターを生成するためのユーザの物理的及び認識的負担を軽減し、それにより
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、より効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピ
ューティングデバイスの場合、ユーザがユーザアバターをより速くかつより効率的に生成
することを可能にすることは、節電し、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法２２０
０の例は、図１０Ａ～図１０Ｉ、図１１Ａ～図１１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１３、図
１５Ａ～図１５Ｂ、図１６Ａ～図１６Ｂ、及び図１７Ａ～図１７Ｂを参照して説明したユ
ーザインタフェース及び仮想アバターに見出すことができる。
【０５０２】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、仮想アバター（例えば、１０００、
１１００、１２００、１３００、１５００、１６００、１７００）を表示し（２２０２）
、仮想アバターは、１つ以上のカメラの視野内の顔の１つ以上の物理的特徴（例えば、１
０２３、１１２２、１１２３、１２２３、１３２７、１５２３、１６２０Ａ、１６２０Ｂ
、１７２３）の変化に反応する複数のアバター特徴（例えば、１０３２、１１３２、１２
３２、１３３２、１５３２、１６３０、１７３２）を含む。
【０５０３】
　いくつかの実施形態では、顔の複数の物理的特徴の変化を検出する前に表示される複数
のアバター特徴（例えば、１０３２、１１３２、１２３２、１３３２、１５３２、１６３
０、１７３２）は、顔の物理的特徴（例えば、目、鼻、口、及びアバターが見えるときに
常に表示される他の特徴）の現在位置とは無関係に表示される。
【０５０４】
　仮想アバターの表示中に、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）
は、顔の複数の物理的特徴（例えば、１０２２、１０２０、１１２２、１１２３、１２２
２、１２２３、１２２８、１３２３、１３２７、１５２２、１５２３、１６２０Ａ、１６
２０Ｂ、１７２２、１７２３）の変化を検出し（２２０４）、顔の複数の物理的特徴は、
複数のアバター特徴（例えば、アバターの口又は目）のうちの任意の１つ以上に対応する
第１の物理的特徴（例えば、１０２０、１１２３、１２２３、１３２３、１５２３、１６
２３、１７２３）（例えば、ユーザの口又は目）と、複数のアバター特徴（例えば、１０
３２、１１３２、１２３２、１３３２、１５３２、１６３３、１７３２）のいずれにも対
応しない第２の物理的な機能（例えば、１０２２、１１２２、１２２２、１２２８、１３
２７、１５２２、１７２２、１６２０Ａ、１６２０Ｂ）（例えば、ユーザの眉毛、瞼、頬
、又は唇）とを含む。そのような例では、アバターは、最初に、それぞれの眉毛、瞼、唇
、又は頬なしで表示される。
【０５０５】
　顔の複数の物理的特徴（例えば、１０２２、１０２０、１１２２、１１２３、１２２２
、１２２３、１２２８、１３２３、１３２７、１５２２、１５２３、１６２０Ａ、１６２
０Ｂ、１７２２、１７２３）の変化の検出に応じて（２２０６）、電子デバイス（例えば
、１００、３００、５００、６００）は、複数のアバター特徴のそれぞれのアバター特徴
（例えば、１０３２、１０３０、１１３２、１２３２、１３３２、１５３２、１６３０、
１７３２）の外観を変化させ（２２０８）、それぞれのアバター特徴の変化の大きさ及び
／又は（例えば、包括的な「又は」）方向は、第１の物理的特徴の変化の大きさ又は方向
（大きさ及び方向のうちの少なくとも一方）に基づいている。それぞれのアバター特徴の
変化の大きさ及び／又は方向が第１の物理的特徴の変化の大きさ又は方向に基づくように
それぞれのアバター特徴の外観を変更することは、同じ物理的特徴のさらなる動きが、デ
バイスが同じ物理的特徴のさらなる動きの変化の方向又は大きさに基づいて、それぞれの
アバター特徴の外観を変更させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユーザ
に改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ、ユ
ーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された結果
を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意図さ
れた結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間
違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用で
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きるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５０６】
　更に、顔の複数の物理的特徴（例えば、１０２２、１０２０、１１２２、１１２３、１
２２２、１２２３、１２２８、１３２３、１３２７、１５２２、１５２３、１６２０Ａ、
１６２０Ｂ、１７２２、１７２３）の変化の検出に応じて（２２０６）、電子デバイス（
例えば、１００、３００、５００、６００）は、顔の１つ以上の物理的特徴（例えば、１
０３８、１０５０、１１３８、１１３９、１２５０、１２５４、１２５６、１２５８、１
３３９、１３４８、１５３８、１５３１、１６３３、１６４５、１７３８）の変化を検出
する前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形し（２２１０）（例えば
、仮想アバターの眉毛のない額領域の変形）し、アバター特徴の部分を変形させる大きさ
及び／又は方向は、第２の物理的特徴の変化の大きさ及び／又は方向に基づいている。い
くつかの例では、顔の複数の物理的特徴の変化を検出する前に、変形した仮想アバターの
部分が表示された（例えば、１つ以上の物理的特徴において閾値を超える量の眉毛の動き
が検出された場合、アバターの頭の上部とアバターの目との間の領域が変形されて眉毛を
形成する）。複数の物理的特徴の変化の検出に応じて、顔の１つ以上の物理的特徴の変化
を検出する前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形させることにより
、同じ物理的特徴のさらなる移動が、デバイスが仮想アバターの一部を変形することによ
って新たなアバター特徴を導入させることを示すフィードバックをユーザに提供する。ユ
ーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは、デバイスの操作性を向上させ
、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、デバイスに意図された
結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供することによって、ユーザが、意
図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザ
の間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使
用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する
。
【０５０７】
　いくつかの例では、１つ以上の物理的特徴は、第３の物理的特徴（例えば、１０２２、
１１２２、１２２２、１３２７、１５２２、１７２２、１６２０Ａ、１６２０Ｂ）（例え
ば、ユーザの眉毛、唇、又は瞼）を含む。そのような例では、第３の物理的特徴の第１の
物理的特徴値は、第１のアバター特徴包含閾値（例えば、０～１０の可能な大きさの範囲
で１以上の大きさを有する）を下回り、仮想アバターは、第３の物理的特徴に少なくとも
部分的に反応する第１のアバター特徴（例えば、１０３８、１０５０、１１３８、１１３
９、１２５０、１２５４、１２５６、１２５８、１３３９、１３４８、１５３８、１５３
１、１６３３、１６４５、１７３８）（例えば、最初に表示されないそれぞれのアバター
特徴とは異なるアバター特徴（例えば、アバターの瞼））を含まないとき、電子デバイス
（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の物理的特徴値から第２の物理的
特徴値への第３の物理的特徴の変化を検出する。そのような例では、第１のアバター特徴
包含閾値を満たすか又はそれを超える第３の物理的特徴の第２の物理的特徴値に応じて、
電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１のアバター特徴（例
えば、１０３８、１０５０、１１３８、１１３９、１２５０、１２５４、１２５６、１２
５８、１３３９、１３４８、１５３８、１５３１、１６３３、１６４５、１７３８）（例
えば、ユーザの瞼が位置変更閾値以上の値に位置を変化させた（例えば、移動）ときに以
前に表示されなかったアバターの瞼を導入する）を含むように仮想アバターを変更する。
更に、そのような例では、第１のアバター特徴包含閾値を満たさないか又は超えない第３
の物理的特徴の第２の物理的特徴値に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、
５００、６００）は、第１のアバター特徴（例えば、アバターは、アバターの瞼、唇、又
は眉毛なしで表示され続ける）を含むように仮想アバターを変更することを取り止める。
第１のアバター特徴包含閾値を満たすか又はそれを超える第３の物理的特徴の第２の物理
的特徴値に応じて第１のアバター特徴を含むように仮想アバターを変更すると、表示され
たユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせず
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に仮想アバターの特徴への変更の包含を制御するオプションをユーザに提供する。追加の
制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供す
ることにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例え
ば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユー
ザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早
く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池
寿命を改善する。
【０５０８】
　いくつかの例では、第３の物理的特徴は、ユーザの目（例えば、１１２３）の少なくと
も一部を含み、第１のアバター特徴（例えば、１１３８）は、アバターの眉毛（例えば、
顔の複数の物理的特徴の変化を検出する前に表示されないアバターの眉毛）の少なくとも
一部を含み、第１のアバター特徴包含閾値は、ユーザの目の少なくとも一部のサイズ（例
えば、目の開放性の大きさ（最大範囲の割合など））が閾値サイズ値よりも大きいときに
満たされるか又は超えられる。そのような例において、第１のアバター特徴を含むように
仮想アバターを変更することは、アバターの眉毛の少なくとも一部を含むように仮想アバ
ターを変更することを含む（例えば、アバターの眉毛は、アバターに追加される）。いく
つかの例では、追加されたアバターの眉毛は、位置が高くなっている。
【０５０９】
　いくつかの例では、第３の物理的特徴は、ユーザの目（例えば、１１２７）の少なくと
も一部を含み、第１のアバター特徴は、アバターの眉毛又は瞼（例えば、１１４８）（例
えば、顔の複数の物理的特徴の変化を検出する前に表示されないアバターの眉毛又は瞼）
の少なくとも一部及びとアバターの頬（例えば、１１３９）（例えば、顔の複数の物理的
特徴の変化を検出する前に表示されないアバターの頬骨）の少なくとも一部を含む。その
ような例では、第１のアバター特徴包含閾値は、ユーザの目の少なくとも一部のサイズ（
例えば、目の開放性の大きさ（最大範囲の割合など））が閾値サイズ値よりも小さい場合
に満たされるか又は超えられる。更に、そのような例では、第１のアバター特徴を含むよ
うに仮想アバターを変更することは、少なくともアバターの眉毛又は瞼の一部及び少なく
ともアバターの頬の一部を含むように仮想アバターを変更することを含む。例えば、図１
１Ｃに示すように、アバターの眉毛又は瞼がアバターに追加され、アバターの頬骨がアバ
ターの目の下の位置に追加される。いくつかの例では、追加されたアバターの眉毛は、位
置が低くなっている。
【０５１０】
　いくつかの例では、第３の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１２２２）の少なく
とも一部を含み、第１のアバター特徴は、１つ以上の突起（例えば、１２５４）を含み、
第１のアバター特徴包含閾値は、ユーザの眉毛の少なくとも一部の垂直変位の大きさ（例
えば、ユーザの頭の上部に向かう垂直方向の眉毛の動きの大きさ（最大範囲の割合など）
）が閾値偏移よりも大きい場合に満たされるか又は超えられ、第１のアバター特徴を含む
ように仮想アバターを変更することは、アバターの頭の少なくとも上部部分に配置された
１つ以上の突起を含むように仮想アバターを変更することを含む。例えば、１つ以上のス
パイク又は突起が、図１２Ｂに示すようにアバターの頭の上部から伸びている。
【０５１１】
　いくつかの例では、第３の物理的特徴は、ユーザの頬（例えば、１２２８）の少なくと
も一部を含み、第１のアバター特徴は、１つ以上の突起（例えば、１２５８）を含み、第
１のアバター特徴包含閾値は、ユーザの頬の少なくとも一部が閾値拡大値（例えば、頬の
膨らみの大きさ（最大範囲の割合など））よりも大きく拡大される場合に満たされるか又
は超えられ、第１のアバター特徴を含むように仮想アバターを変更することは、アバター
の頬の少なくとも一部に配置された１つ以上の突起を含むように仮想アバターを変更する
ことを含む。例えば、１つ以上のスパイク又は突起が、図１２Ｂに示すようにアバターの
頬から伸びている。
【０５１２】
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　いくつかの例では、第３の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１２２２）の少なく
とも一部を含み、第１のアバター特徴は、仮想アバター（例えば、１２４０Ａ、１２４０
Ｂ）の下部部分（例えば、ベース又は首下部部分）の周りの仮想アバターの湾曲した向き
の上部部分（例えば、仮想アバターの「顔」又は「頭部分」）を含み、第１のアバター特
徴包含閾値は、ユーザの眉毛の少なくとも一部の垂直変位の大きさ（例えば、ユーザの頭
の上部から離れる垂直方向の眉毛の動きの大きさ（最大範囲の割合など））が変位閾値値
（例えば、変位閾値は、ユーザの眉毛の片方又はユーザの眉毛の両方をひそめるポーズに
対応するユーザの眉毛の相対位置である）よりも大きい場合に満たされるか又は超えられ
、第１のアバター特徴を含むように仮想アバターを変更することは、仮想アバターの下部
部分の周りに湾曲するように仮想アバターの上部部分を変更することを含む（例えば、仮
想アバターの下部部分（例えば、ベース又は首下部部分）の周りに湾曲した向きを有する
ことによって仮想アバターの顔又は頭が垂れ下がる）。いくつかの例では、１つ以上のア
バター特徴（例えば、１２３０、１２４０Ａ、１２４０Ｂ）は、アバターの垂れ下がった
ポーズがアバター特徴の垂れ下がりを含むように湾曲した向きを有する。いくつかの例で
は、仮想アバターの上部部分は、仮想アバターの下部部分よりも下に垂れ下がっている（
例えば、仮想アバターの下縁部の１つ以上の角は、仮想アバターの顔のレベルよりも下に
垂れ下がっている）。そのような例の１つが図１０Ａの１０１１Ｃに示されている。
【０５１３】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴は、ユーザの目（例えば、１０２３、１１２３、
１５２３、１７２３）の少なくとも一部を含み、それぞれのアバター特徴は、アバターの
目（１０３２、１１３２、１５３２、１７３２）の少なくとも一部を含み、第２の物理的
特徴は、ユーザの眉毛（１０２２、１１２２、１５２２、１７２２）の少なくとも一部を
含む。そのような実施形態では、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、ユーザ
の目の開口の少なくとも一部をより広く検出するとともに（例えば、ユーザの目が開いて
中立的な静止位置にあるときにユーザの目の見える量と比較したときの見える量が大きい
ユーザの目）、持ち上がるユーザの眉毛の少なくとも一部を検出することを含む（例えば
、眉毛は、眉毛の中立的な静止位置に対して（例えば、ユーザの目から離れる又はユーザ
の頭の上部に向かう方向において）垂直に変位した位置を有する）。いくつかの例では、
ユーザの目の広がりの検出は、ユーザの上瞼の位置に関連付けられている。そのような例
では、判定は、ユーザの上瞼が、ユーザの目が開いたときの瞼の中立的な静止位置と比較
した場合に垂直に変位する位置を有するかどうかに基づいている。瞼がユーザの頭の上部
に向かう方向に垂直に変位すると、目が広がっているか又は開いている（又は開方向に動
いている）と見なされる。逆に、瞼がユーザの頬に向かう方向に垂直に変位した場合、目
は狭くなっているか又は閉じている（又は閉方向に移動している）と見なされる。更に、
そのような実施形態では、それぞれのアバター特徴の外観を変更することは、アバターの
目の少なくとも一部をより広く開くことを含み（例えば、アバターの目は、顔の１つ以上
の物理的特徴の変化を検出する前に見えていたアバターの目をより多く表示する（又はア
バターの目のサイズを大きくする）ように変更される）、顔の１つ以上の物理的特徴の変
化を検出する前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形することは、ア
バターの眉毛の特徴（例えば、１０３８、１１３８、１５３８、１７３８）を導入するこ
とによってアバターの目の少なくとも一部の上に仮想アバターの一部を変形することを含
む（例えば、アバターの眉毛は、ユーザの眉毛の上げられた位置に対応する位置において
アバターに追加される）。
【０５１４】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴は、ユーザの目（例えば、１１２７）の少なくと
も一部を含み、それぞれのアバター特徴は、アバターの目（例えば、１１３２）の少なく
とも一部を含み、第２の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１１２２）の少なくとも
一部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、ユーザの目の狭まりの少な
くとも一部を検出するとともに（例えば、ユーザの目が開いており中立的な静止位置にあ
るときに見えるユーザの目の量と比較したときにユーザの目により少ない量が見える）、
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ユーザの眉毛の少なくとも一部が下がっていることを検出することを含む（例えば、（例
えば、ユーザの目へ向かう又はユーザの頭の上部から離れる方向において）眉毛が眉毛の
中立的な静止位置に対して垂直に変位した位置を有する）。いくつかの例では、ユーザの
目の狭まりの検出は、ユーザの上瞼の位置に関連付けられている。そのような例では、判
定は、ユーザの上瞼が、ユーザの目が開いたときの瞼の中立的な静止位置と比較した場合
に垂直に変位する位置を有するかどうかに基づいている。上瞼がユーザの頬に向かう方向
に垂直に変位した場合、目は狭くなっているか又は閉じている（又は閉若しくは狭方向に
移動している）と見なされる。逆に、上瞼がユーザの頭の上部に向かう方向に垂直に変位
すると、目が広がっているか又は開いている（又は開若しくは広方向に動いている）と見
なされる。いくつかの例では、ユーザの目の狭さの検出は、ユーザの上瞼の位置に関連付
けられている。そのような実施形態では、判定は、ユーザの下瞼が、ユーザの目が開いた
ときの瞼の中立的な静止位置と比較した場合に垂直に変位する位置を有するかどうかに基
づいている。下瞼がユーザの頬から離れる方向に垂直に変位した場合、目は狭くなってい
るか又は閉じている（又は閉若しくは狭方向に移動している）と見なされる。そのような
実施形態では、それぞれのアバター特徴の外観を変更することは、アバターの目の少なく
とも一部を閉じることを含む（例えば、アバターの目は、顔の１つ以上の物理的特徴の変
化を検出する前に見えていたよりも少ない量のアバターの目を表示するように変更される
）。いくつかの例では、アバターの目を閉じることは、アバターの瞼を導入することを含
み、アバターの瞼は、閉位置にあるか又は閉位置に向かって移動する。いくつかの例では
、アバターの目を閉じることは、表示されている瞼を閉位置に移動することを含む。いく
つかの例では、アバターの目を閉じると、アバターの目のサイズが小さくなる。そのよう
な実施形態では、アバターの目のサイズの縮小は、アバターの瞼のサイズの縮小を含むこ
とができる。更に、そのような実施形態では、顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出す
る前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形することは、アバターの眉
毛又は瞼の特徴（例えば、１１４８）を導入することによって少なくともアバターの目の
一部の上の仮想アバターの一部を変形するとともに（例えば、アバターの眉毛又は瞼は、
ユーザの眉毛の下降位置に対応する位置に追加される）、アバターの頬の特徴（例えば、
１１３９）を導入することによってアバターの目の少なくとも一部の下の仮想アバターの
一部を変形することを含む（例えば、アバターの頬骨は、アバターの目の下の位置でアバ
ターに追加される）。
【０５１５】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴は、ユーザの目（例えば、１３２３）の少なくと
も一部を含み、それぞれのアバター特徴は、アバターの目（例えば、１３３２）の少なく
とも一部を含み、第２の物理的特徴は、ユーザの瞼（例えば、１３２７）の少なくとも一
部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、ユーザの目の狭まりの少なく
とも一部を検出するとともに（例えば、ユーザの目が開いており中立的な静止位置にある
ときに見えるユーザの目の量と比較したときにユーザの目により少ない量が見える）、ユ
ーザの瞼の少なくとも一部が下がっていることを検出することを含む（例えば、瞼は、ユ
ーザの目が開いているときに瞼の中立的な静止位置に対して垂直に変位した位置を有する
）。いくつかの例では、ユーザの目の狭まりの検出は、ユーザの上瞼の位置に関連付けら
れている。そのような例では、判定は、ユーザの上瞼が、ユーザの目が開いたときの瞼の
中立的な静止位置と比較した場合に垂直に変位する位置を有するかどうかに基づいている
。上瞼がユーザの頬に向かう方向に垂直に変位した場合、目は狭くなっているか又は閉じ
ている（又は閉若しくは狭方向に移動している）と見なされる。逆に、上瞼がユーザの頭
の上部に向かう方向に垂直に変位すると、目が広がっているか又は開いている（又は開若
しくは広方向に動いている）と見なされる。いくつかの例では、ユーザの目の狭さの検出
は、ユーザの上瞼の位置に関連付けられている。そのような実施形態では、判定は、ユー
ザの下瞼が、ユーザの目が開いたときの瞼の中立的な静止位置と比較した場合に垂直に変
位する位置を有するかどうかに基づいている。下瞼がユーザの頬から離れる方向に垂直に
変位した場合、目は狭くなっているか又は閉じている（又は閉若しくは狭方向に移動して
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いる）と見なされる。いくつかの例では、ユーザの瞼は、上瞼である。そのような実施形
態では、上瞼がユーザの頬に向かう方向に垂直に変位した場合、目は狭くなっているか又
は閉じている（又は閉若しくは狭方向に移動している）と見なされる。いくつかの例では
、ユーザの瞼は、下瞼である。そのような例では、下瞼がユーザの頬から離れる方向に垂
直に変位した場合、目は狭くなっているか又は閉じている（又は閉若しくは狭方向に移動
している）と見なされる。そのような実施形態では、それぞれのアバター特徴の外観を変
更することは、アバターの目の少なくとも一部を閉じることを含み（例えば、アバターの
目は、顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に見えていたよりも少ない量のアバ
ターの目を表示するように変更される）、顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前
にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形することは、アバターの瞼の特
徴（例えば、１３４８、１３３９）を導入することによってアバターの目の一部を変形す
ることを含む（例えば、アバターに瞼は、アバターに追加される）。いくつかの例では、
アバターの目を閉じると、アバターの目のサイズが小さくなる。そのような例では、アバ
ターの目のサイズの縮小は、アバターの瞼のサイズの縮小を含むことができる。いくつか
の例では、アバターの瞼は、閉位置に導入されるか又は閉位置に向かって移動する。
【０５１６】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴は、ユーザの唇（例えば、１０２９、１２２９、
１５２０Ａ、１５２０Ｂ、１６２０Ａ、１６２０Ｂ）の少なくとも一部を含み、それぞれ
のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１０３０、１２３０、１５３０、１６３０）
の少なくとも一部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、しかめたポー
ズを有するユーザの唇の少なくとも一部を検出することを含み、それぞれのアバター特徴
の外観を変更することは、しかめたポーズを有するアバターの唇のセット（例えば、１０
５０、１２５０、１５３１、１６４５）を含むようにアバターの口の少なくとも一部を変
更することを含む。例えば、アバターの口は、すぼめた唇を含む所定の構成を有する異な
るアバター特徴（例えば、唇のセット）に遷移する。
【０５１７】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴は、ユーザの唇（例えば、１６２０Ａ、１６２０
Ｂ）の少なくとも一部を含み、それぞれのアバター特徴は、アバターのくちばし（例えば
、１６３０）の少なくとも一部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、
しかめたポーズを有するユーザの唇の少なくとも一部を検出することを含み、それぞれの
アバター特徴の外観を変更することは、しかめたポーズを有するアバターの唇のセット（
例えば、１６４５）を含むようにアバターのくちばしの少なくとも一部を変更することを
含む。例えば、アバターのくちばしの先端は、すぼめた唇を含む所定の構成を有する異な
るアバター特徴（例えば、唇のセット）に遷移する。
【０５１８】
　いくつかの例では、１つ以上の物理的特徴は、複数のアバター特徴（例えば、初期アバ
ター特徴１２３２、１２３０）のいずれにも対応しない第３の物理的特徴（例えば、ユー
ザの頬１２２８）を含む。そのような例では、電子デバイス（例えば、１００、３００、
５００、６００）は、顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前に、アバター特徴を
含まない仮想アバターの第２の部分（例えば、頬部１２５６）を変形し、アバター特徴の
第２の部分の変形の大きさ又は方向は、第３の物理的特徴の変化の大きさ又は方向に基づ
いている。例えば、中立状態では、アバター（例えば、エイリアンアバター１２００）は
、第３の物理的特徴（例えば、ユーザの頬１２２８）に対応するアバター特徴（例えば、
アバターの頬１２５６）を含まない。いくつかの例では、この追加のアバター特徴は、第
３の物理的機能において変化が検出されたときに表示される（例えば、ユーザは、頬を拡
張し、アバターは、拡張した頬を含むように変更される）。そのような実施形態では、仮
想アバターは、複数のユーザ特徴に対応する複数のアバター特徴（例えば、アバターの眉
毛、アバターの頬など）を導入するように変更されることができる。顔の１つ以上の物理
的特徴の変化を検出する前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの第２の部分を変
形し、変形の大きさ又は方向は、第３の物理的特徴の変化の大きさ又は方向に基づいてお
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り、同じ物理的特徴のさらなる動きが、デバイスが同じ物理的特徴のさらなる動きの変化
の方向又は大きさに基づいてアバター特徴の第２の部分を変形させることを示すフィード
バックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することは
、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（
例えば、デバイスに意図された結果を発生させる入力を指示するフィードバックを提供す
ることによって、ユーザが、意図された結果を達成することを支援し、デバイスを操作又
はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバ
イスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、
デバイスの電池寿命を改善する。
【０５１９】
　いくつかの実施形態では、第２の物理的特徴は、ユーザの瞼（例えば、１２２７）の少
なくとも一部を含み、第３の物理的特徴は、ユーザの頬（例えば、１２２８）の少なくと
も一部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、ユーザの閉じた瞼の少な
くとも一部（例えば、瞼は、ユーザの眼球の一部がほとんど又は全く見えない閉じた位置
を有する）と、ユーザの頬の少なくとも一部の変化（例えば、ユーザが頬を膨らませる、
又は拡張する）とを検出することを含む。そのような実施形態では、顔の１つ以上の物理
的特徴の変化を検出する前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形する
ことは、アバターの瞼特徴（例えば、目に関連付けられた瞼１２３２）を導入することに
より仮想アバターの一部を変形することを含む。例えば、アバターの瞼は、アバターに追
加される。いくつかの例では、アバターの瞼は、閉位置に導入される（例えば、仮想アバ
ターがエイリアンの場合）。更に、そのような実施形態では、顔の１つ以上の物理的特徴
の変化を検出する前にアバター特徴を含まなかった仮想アバターの第２の部分を変形する
ことは、頬特徴（例えば、１２５６）を導入することにより仮想アバターの第２の部分を
変形することを含む。例えば、仮想アバターは、図１２Ｂに示すように、膨らんだ、又は
拡張したポーズを有するアバターの頬を含むように変更される。
【０５２０】
　いくつかの例では、第２の物理的特徴は、ユーザの眉毛（例えば、１２２２）の少なく
とも一部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、持ち上がっているユー
ザの眉毛の少なくとも一部を検出することを含み（例えば、眉毛は、眉毛の中立的な静止
位置に対して（例えば、ユーザの目から離れる又はユーザの頭の上部に向かう方向におい
て）垂直に変位する位置を有する）、顔の１つ以上の物理的特徴の変化を検出する前にア
バター特徴を含まなかった仮想アバターの一部を変形することは、アバターの頭の上部部
分から伸びる１つ以上の突起（例えば、１２５４）を導入することによってアバターの頭
の上部部分（例えば、仮想アバターの頭の上部部分）を変形することを含む。例えば、１
つ以上のスパイク又は突起１２５４が、図１２Ｂの１２１２Ｂに示すようにアバターの頭
の上部から伸びている。持ち上がったユーザの眉毛に基づいて１つ以上の突起を含むよう
にアバターの頭の上部部分を変形すると、追加の表示されたコントロール又は入力（例え
ば、タッチ入力）を必要とせずに新たなアバター特徴を導入するための効率的な制御をユ
ーザに提供する。表示される追加コントローラによってＵＩを雑然とさせることなく、追
加任意選択的制御を提供することにより、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイ
スインタフェースを（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入
力をもたらすようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）より効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０５２１】
　いくつかの例では、第１の物理的特徴は、ユーザの頬（例えば、１２２８）の少なくと
も一部を含み、それぞれのアバター特徴は、アバターの頬（例えば、１２５６）の少なく
とも一部を含み、顔の複数の物理的特徴の変化を検出することは、拡張されたポーズを有
するユーザの頬の少なくとも一部を検出することを含み（例えば、ユーザの頬は、ユーザ
が頬を空気で膨らませると、拡張されたポーズを有する）、それぞれのアバター特徴の外
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観を変化させることは、アバターの頬から延びる１つ以上の突起（例えば、１２５８）を
含むようにアバターの頬の少なくとも一部を変更することを含む。例えば、１つ以上のス
パイク又は突起１２５８が、図１２Ｂの１２１２Ｄに示すようにアバターの頬から伸びて
いる。ユーザの頬の変化に基づいて１つ以上の突起を含むようにアバターの頬の少なくと
も一部を変更すると、追加の表示されたコントロール又は入力（例えば、タッチ入力）を
必要とせずに新たなアバター特徴を導入するための効率的な制御をユーザに提供する。表
示される追加コントローラによってＵＩを雑然とさせることなく、追加任意選択的制御を
提供することにより、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイスインタフェースを
（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力をもたらすように
ユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）より効率的にし、更に、ユーザが
デバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減
し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０５２２】
　方法２２００に関して上述したプロセス（例えば、図２２）の詳細はまた、上述及び後
述する方法２３００、２４００、及び２５００にも、類似の方法で適用可能であることに
留意されたい。例えば、方法２２００は、任意選択的に、方法８００、９００、１８００
、１９００、２０００、２１００、２３００、２４００、及び２５００に関して上述した
及び後述する様々な方法の特性のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法８００及び
９００にしたがってアニメーション化されたアバターを生成、送信、及び受信する方法は
、方法２２００にしたがって生成された仮想アバター（例えば、必要に応じて複雑さを増
加する（例えば、アバター特徴を増加する）ことができる仮想アバター）を使用すること
ができる。同様に、方法２２００にしたがって生成及び／又は変更された仮想アバターは
、方法８００又は９００の仮想アバター生成インタフェース（例えば、８０４、９０４）
の仮想アバターの表示されたプレビューに含まれてもよい。他の例では、方法２２００に
したがって生成された仮想アバター（例えば、必要に応じて複雑さを増加する（例えば、
アバター特徴を増加する）ことができる仮想アバター）もまた、方法８００、９００、１
８００、１９００、２０００、２１００、２３００、２４００、及び２５００の仮想アバ
ター生成及び変更方法にしたがって生成されることができる。例えば、方法２２００にし
たがって生成された仮想アバターは、ポーズ（例えば、１８１０及び１８１２）の変化の
タイプに応じて、異なってユーザの顔のポーズを変化させるために第２のアバター部分（
例えば、１０３６）とは異なる反応をする第１のアバター部分（例えば、１０３４）を含
むことができる。同様に、方法２２００にしたがって生成された仮想アバターは、第１（
例えば、１１２２）及び第２（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）の物理的特徴の両方の変化に反
応する（例えば、１９０４、１９１０、１９１４）アバター特徴（例えば、１１３３）を
含むことができる。簡潔にするために、さらなる例を除外する。
【０５２３】
　図２３は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
方法２３００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法２３００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０５２４】
　以下で説明するように、方法２３００は、ユーザの動きと比較して誇張された動きを示
すことができる仮想アバターを生成するための直感的な方法を提供する。本方法は、仮想
アバターを生成するためのユーザの物理的及び認識的負担を軽減し、それにより、より効
率的なヒューマン－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューティ
ングデバイスの場合、ユーザがユーザアバターをより速くかつより効率的に生成すること
を可能にすることは、節電し、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法２３００の例は
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、図１０Ａ～図１０Ｉ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１４Ａ～図１４Ｄ、及び図１７Ａ～図１
７Ｂを参照して説明したユーザインタフェース及び仮想アバターにおいて見出すことがで
きる。
【０５２５】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、１つ以上のカメラの視野内の顔の第
１の物理的特徴（例えば、１０２０、１２２３、１４２０、１４２０Ａ、１４２０Ｂ、１
７２０）の変化に反応する第１のアバター特徴（例えば、１０３０、１２３２、１４３０
、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ、１７３６）を含む仮想アバター（例えば、１０００、１２０
０、１４００、１７００）を表示する（２３０２）。
【０５２６】
　仮想アバター（例えば、１０００、１２００、１４００、１７００）を表示している間
、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の物理的特徴の変
化の大きさを有する第１の物理的特徴（例えば、１０２０、１２２３、１４２０、１４２
０Ａ、１４２０Ｂ、１７２０）の変化を検出する（２３０４）。
【０５２７】
　第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、５
００、６００）は、以下の動作のうちの任意の１つ以上を実行することができる。第１の
物理的特徴（例えば、１０２０、１２２３、１４２０、１４２０Ａ、１４２０Ｂ、１７２
０）の変化が物理的特徴値の第１の範囲内にあるという判定に従って、電子デバイス（例
えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の物理的特徴の変化の大きさ（例えば
、第１の物理的特徴の第１の変化の範囲について、アバター特徴の変化は、通常又は低減
率で変化する）に基づく第１のアバター特徴の変化の大きさ（例えば、第１の物理的特徴
の変化の大きさに基づくが必ずしも等しくはないアバター特徴の変化の度合い）だけ、第
１のアバター特徴（例えば、１０３０、１２３２、１４３０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ、
１７３６）を変化させる。いくつかの例では、物理的特徴の変化の大きさに乗数値を適用
することにより、アバター特徴の変化の大きさに到達する。第１の物理的特徴（例えば、
１０２０、１２２３、１４２０、１４２０Ａ、１４２０Ｂ、１７２０）の変化が、第１の
物理的特徴値の範囲とは異なる（例えば、より大きい）第２の物理的特徴値の範囲内にあ
るという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、
第１のアバター特徴の変化の大きさとは異なり（例えば、より大きい）かつ第１の物理特
徴の変化の大きさ（例えば、第１の物理的特徴の第２の変化の範囲について、アバター特
徴の変化は、誇張率で変化する）に基づく第２のアバター特徴の変化の大きさだけ、第１
のアバター特徴（例えば、１０３０、１２３２、１４３０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ、１
７３６）を変化させる。いくつかの実施形態では、第１の物理的特徴値の範囲と第２の物
理的特徴値の範囲は重複しない。物理的特徴値の変化の範囲に応じて変化する変化の大き
さだけ第１のアバター特徴を変化させると、電子デバイスによって検出された物理的特徴
変化データの状態と、検出された変化データが第１又は第２の物理的特徴値の範囲内にあ
るかどうかに関するフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィ
ードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを
操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユー
ザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更
に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力
使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５２８】
　いくつかの例では、第１のアバター特徴は、アバターの唇又は口（例えば、１０３０、
１４３０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ、又はその一部）であり、顔の第１の物理的な特徴は
、ユーザの唇又は口（例えば、１０２０、１４２０、１４２０Ａ、１４２０Ｂ、又はその
一部）であり、第１の物理的特徴値の範囲は、ユーザの唇の弛緩状態に対応する弛緩状態
値（例えば、デフォルト値、初期値）を含み、第２の物理的特徴値の範囲は、ユーザの唇
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の変位状態（例えば、唇が偏移した状態（又は、弛緩、初期、又は中立状態と比較して更
に偏移した））に対応する第１の変位状態値（例えば、弛緩状態値よりも大きい値（例え
ば、可能な変位の範囲内の５０％変位））を含み、第１のアバター特徴の変化の大きさは
、第２のアバター特徴の変化の大きさよりも小さい。いくつかの例では、弛緩状態値は、
潜在的な動きの範囲内の最小の動きの値である（例えば、０％の動きの値）。いくつかの
例では、第１の変位状態値は、最大変位状態値である。いくつかの例では、最大変位状態
値は、潜在的な動きの範囲内（例えば、１００％移動値）の最大移動値（例えば、最大予
測移動値、最大追跡移動値）である。
【０５２９】
　いくつかの例では、物理的特徴（ユーザの唇など）が弛緩状態から最大変位状態に近い
状態に変化すると、第１のアバター特徴（アバターの唇など）の変化がより誇張される。
その結果、弛緩した状態に対して物理的特徴の変化が大きくなると、ユーザの物理的特徴
の変化と比較して、アバター特徴の変化がより誇張される。いくつかの例では、第１の物
理的特徴の変化の大きさに１以下の乗数を適用することにより、第１のアバター特徴の変
化の大きさに到達し、第１の物理的特徴の変化の大きさに１よりも大きい乗数を適用する
ことにより、第２のアバター特徴の変化の大きさに到達する。ユーザの口が弛緩した状態
を超えて移動するときに、仮想アバターの口を大きく変化させると、アバターの口の変化
を増幅する方法がユーザに提供される。更なるユーザ入力を必要とせずに、条件のセット
が満たされたときに操作（例えば、アバターの口の増幅した変化）を行うことにより、デ
バイスの操作性が改善され、ユーザデバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作
／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減する
ことによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用で
きるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５３０】
　いくつかの例では、ユーザの口（例えば、１０２０、１４２０、１４２０Ａ、１４２０
Ｂ、又はその一部）の弛緩状態は、第１のユーザの口の形状（例えば、人間の口によって
形成される閉じた又はほぼ閉じた形状）を有し、ユーザの口の変位した状態は、第２のユ
ーザの口の形状（例えば、人間の口によって形成される開いた又はほとんど開いた形状）
を有し、第１のアバター特徴の変化の大きさによって第１のアバター特徴（例えば、１０
３０、１４３０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ、又はその一部）を変化させることは、アバタ
ーの口（例えば、１４３０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ又はその一部）を変化させ、第１の
ユーザの口の形状（例えば、人間の笑顔、人間の眉毛をひそめている）に対応しない１つ
以上の形状（例えば、図１４Ｃ及び図１４Ｄに示す円又は台形）をとることを含む。その
ような実施形態では、第２のアバター特徴の変化の大きさによって第１のアバター特徴を
変化させることは、第２のユーザの口の形状に対応しない１つ以上の形状（例えば台形又
は円）をとるようにアバター口を変化させることを含む。いくつかの例では、アバター特
徴の変化の大きさは、第１の物理的特徴の変化の大きさ（例えば、物理的特徴の変化の大
きさ）に基づいているが、アバター特徴の形状の変化は、物理的特徴の形状の変化に基づ
いていない（又は完全に若しくは直接的に基づいていない）。いくつかのそのような実施
形態では、アバター特徴の形状の変化は、代わりに、アバター特徴の初期状態（例えば、
静止状態、中立状態（例えば、円））からアバター特徴の変位状態（例えば、台形）への
遷移（例えば、徐々に又は漸進的に遷移）に基づいている。仮想アバターの口の形状を変
化させてユーザの口とは異なる形状を想定することにより、ユーザの口を所望の形状にす
る必要や表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）
要素を必要とせずに、アバターの口の変化に影響を与える方法をユーザに提供する。追加
の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の任意選択的制御を提供
することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例
えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユ
ーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素
早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電



(195) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

池寿命を改善する。
【０５３１】
　いくつかの例では、第１のアバター特徴は、アバターの口（例えば、１０３０、１４３
０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ、又はその一部）であり、顔の第１の物理的な特徴は、ユー
ザの口（例えば、１０２０、１４２０、１４２０Ａ、１４２０Ｂ、又はその一部）であり
、第１の物理的特徴値の範囲は、ユーザの口の弛緩状態に対応する弛緩状態値（例えば、
デフォルト値、初期値）を含み、第２の物理的特徴値の範囲は、ユーザの口の変位状態（
例えば、口が開いた状態（又は、弛緩、初期、又は中立状態と比較してより広く開いた）
）に対応する第１の変位状態値（例えば、弛緩状態値よりも大きい値（例えば、可能な変
位の範囲内の５０％変位））を含み、第１のアバター特徴の変化の大きさは、第２のアバ
ター特徴の変化の大きさよりも小さい。いくつかの例では、弛緩状態値は、潜在的な動き
の範囲内の最小の動きの値である（例えば、０％の動きの値）。いくつかの例では、第１
の変位状態値は、最大変位状態値である。いくつかの例では、最大変位状態値は、潜在的
な動きの範囲内（例えば、１００％移動値）の最大移動値（例えば、最大予測移動値、最
大追跡移動値）である。図１０Ｂに示すようないくつかの例では、物理的特徴（ユーザの
口１０２０など）が弛緩状態から最大変位状態に近い状態に変化すると、第１のアバター
特徴（アバターの口１０３０など）の変化がより誇張される。その結果、弛緩した状態に
対して物理的特徴の変化が大きくなると、ユーザの物理的特徴の変化と比較して、アバタ
ー特徴の変化がより誇張される。いくつかの例では、第１の物理的特徴の変化の大きさに
１以下の乗数を適用することにより、第１のアバター特徴の変化の大きさに到達し、第１
の物理的特徴の変化の大きさに１よりも大きい乗数を適用することにより、第２のアバタ
ー特徴の変化の大きさに到達する。ユーザの口が弛緩した状態を超えて移動するときに、
仮想アバターの口を大きく変化させると、アバターの口の変化を増幅する方法がユーザに
提供される。更なるユーザ入力を必要とせずに、条件のセットが満たされたときに操作（
例えば、アバターの口の増幅した変化）を行うことにより、デバイスの操作性が改善され
、ユーザデバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入
力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的
にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによっ
て、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５３２】
　いくつかの例では、第１のアバター特徴は、アバターの目（例えば、１２３２）であり
、顔の第１の物理的な特徴は、ユーザの目又は瞼（例えば、１２２３、１２２７、又はそ
の一部）であり、第１の物理的特徴値の範囲は、ユーザの瞼の弛緩状態（例えば、ユーザ
の瞼が開位置にあるとき）に対応する弛緩状態値（例えば、デフォルト値、初期値）を含
み、第２の物理的特徴値の範囲は、ユーザの瞼の変位状態（例えば、瞼が開いた状態（又
は、弛緩、初期、又は中立状態と比較してより広く開いた））に対応する第１の変位状態
値（例えば、弛緩状態値よりも大きい値（例えば、可能な変位の範囲内の５０％変位））
を含み、第１のアバター特徴の変化の大きさは、第２のアバター特徴の変化の大きさより
も小さい。いくつかの例では、弛緩状態値は、潜在的な動きの範囲内の最小の動きの値で
ある（例えば、０％の動きの値）。いくつかの例では、第１の変位状態値は、最大変位状
態値である。いくつかの例では、最大変位状態値は、潜在的な動きの範囲内（例えば、１
００％移動値）の最大移動値（例えば、最大予測移動値、最大追跡移動値）である。図１
２Ｃに示すようないくつかの例では、物理的特徴（ユーザの目又は瞼など）が弛緩状態か
ら最大変位状態に近い状態に変化すると、第１のアバター特徴（アバターの目１２３２な
ど）の変化がより誇張される。その結果、弛緩した状態に対して物理的特徴の変化が大き
くなると、ユーザの物理的特徴の変化と比較して、アバター特徴の変化がより誇張される
。いくつかの例では、第１の物理的特徴の変化の大きさに１以下の乗数を適用することに
より、第１のアバター特徴の変化の大きさに到達し、第１の物理的特徴の変化の大きさに
１よりも大きい乗数を適用することにより、第２のアバター特徴の変化の大きさに到達す
る。ユーザの瞼が弛緩した状態を超えて移動するときに、仮想アバターの目を大きく変化
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させると、アバターの目の変化を増幅する方法がユーザに提供される。更なるユーザ入力
を必要とせずに、条件のセットが満たされたときに操作（例えば、アバターの目の増幅し
た変化）を行うことにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザデバイスインタフェー
スを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支
援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイス
をより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバ
イスの電池寿命を改善する。
【０５３３】
　いくつかの例では、第１のアバター特徴は、アバターの目（例えば、１０３２又は１０
３２Ａ）であり、顔の第１の物理的な特徴は、ユーザの目（例えば、１０２３又はその一
部）であり、第１の物理的特徴値の範囲は、ユーザの目の弛緩状態に対応する弛緩状態値
（例えば、デフォルト値、初期値）を含み、第２の物理的特徴値の範囲は、ユーザの目の
変位状態（例えば、目が偏移した状態（又は、弛緩、初期、又は中立状態と比較して更に
偏移した））に対応する第１の変位状態値（例えば、弛緩状態値よりも大きい値（例えば
、可能な変位の範囲内の５０％変位））を含み、第１のアバター特徴の変化の大きさは、
第２のアバター特徴の変化の大きさよりも小さい。いくつかの例では、弛緩状態値は、潜
在的な動きの範囲内の最小の動きの値である（例えば、０％の動きの値）。いくつかの実
施形態では、第１の変位状態値は、最大変位状態値である。いくつかの例では、最大変位
状態値は、潜在的な動きの範囲内（例えば、１００％移動値）の最大移動値（例えば、最
大予測移動値、最大追跡移動値）である。いくつかの例では、物理的特徴（ユーザの目な
ど）が弛緩状態から最大変位状態に近い状態に変化すると、第１のアバター特徴（アバタ
ーの目など）の変化がより誇張される。その結果、弛緩した状態に対して物理的特徴の変
化が大きくなると、ユーザの物理的特徴の変化と比較して、アバター特徴の変化がより誇
張される。いくつかの例では、第１の物理的特徴の変化の大きさに１以下の乗数を適用す
ることにより、第１のアバター特徴の変化の大きさに到達し、第１の物理的特徴の変化の
大きさに１よりも大きい乗数を適用することにより、第２のアバター特徴の変化の大きさ
に到達する。ユーザの目が弛緩した状態を超えて移動するときに、仮想アバターの目を大
きく変化させると、アバターの目の変化を増幅する方法がユーザに提供される。更なるユ
ーザ入力を必要とせずに、条件のセットが満たされたときに操作（例えば、アバターの目
の増幅した変化）を行うことにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザデバイスイン
タフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユ
ーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザが
デバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減
し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５３４】
　いくつかの例では、アバター特徴は、アバター特徴と解剖学的又は生理学的に対応しな
い顔の物理的特徴の変化に反応する。例えば、第１のアバター特徴は、アバターの鼻（例
えば、１７３６）であり、顔の第１の物理的特徴は、ユーザの唇（例えば、１７２０、１
７２０Ａ、又はその一部）であり、アバターの鼻は、ユーザの唇の変化に反応することが
できる。そのような実施形態では、第１の物理的特徴値の範囲は、ユーザの唇の弛緩状態
に対応する弛緩状態値（例えば、デフォルト値、初期値）を含み、第２の物理的特徴値の
範囲は、ユーザの唇の変位状態（例えば、弛緩、初期、又は中立状態と比較して唇が偏移
した状態（又は、更に偏移した）に対応する第１の変位状態値（例えば、弛緩状態値より
も大きい値（例えば、可能な変位の範囲内の５０％変位））を含み、第１のアバター特徴
の変化の大きさは、第２のアバター特徴の変化の大きさよりも小さい。いくつかの例では
、弛緩状態値は、潜在的な動きの範囲内の最小の動きの値である（例えば、０％の動きの
値）。いくつかの例では、第１の変位状態値は、最大変位状態値である。いくつかの例で
は、最大変位状態値は、潜在的な動きの範囲内（例えば、１００％移動値）の最大移動値
（例えば、最大予測移動値、最大追跡移動値）である。いくつかの例では、物理的特徴（
ユーザの唇又は口など）が弛緩状態から最大変位状態に近い状態に変化すると、第１のア
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バター特徴（アバターの鼻など）の変化がより誇張される。その結果、弛緩した状態に対
して物理的特徴の変化が大きくなると、ユーザの物理的特徴の変化と比較して、アバター
特徴の変化がより誇張される。いくつかの例では、第１の物理的特徴の変化の大きさに１
以下の乗数を適用することにより、第１のアバター特徴の変化の大きさに到達し、第１の
物理的特徴の変化の大きさに１よりも大きい乗数を適用することにより、第２のアバター
特徴の変化の大きさに到達する。ユーザの唇（アバターの鼻に解剖学的に対応しない物理
的特徴）に基づいて仮想アバターの鼻を変更すると、仮想アバターの特性（例えば、ユー
ザの鼻の動きは難しいことがある）を定義するための入力効率の良い方法をユーザに提供
する。更なるユーザ入力を必要とせずに、条件のセットが満たされたときに（例えば、ユ
ーザの唇の動き）操作（例えば、アバターの鼻の変化）を行うことにより、デバイスの操
作性が改善され、ユーザデバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話する
ときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによっ
て）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるように
することによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５３５】
　いくつかの例では、第１のアバター特徴（例えば、１７３６）はまた、１つ以上のカメ
ラの視野内の顔の第２の物理的特徴（例えば、１７２０Ａに加えて１７２２）の変化にも
反応する。そのような例では、電子デバイス（例、１００、３００、５００、６００）は
、仮想アバター（例えば、１０００、１２００、１４００、１７００）を表示しながら、
第２の物理的特徴の変化の大きさを有する第２の物理的特徴の変化を検出する。そのよう
な例では、第２の物理的特徴の変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）は、以下の動作のうちの任意の１つ以上を実行することができる
。第２の物理的特徴の変化が第３の物理的特徴値の範囲内にあるという判定に従って、電
子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第２の物理的特徴の変化の
大きさに基づく第３のアバター特徴の変化の大きさにより第１のアバター特徴を変化させ
る（例えば、第１の物理的特徴の第１の変化の範囲では、アバター特徴の変化は、通常又
は低減率で変化する）。第２の物理的特徴の変化が第３の物理的特徴値の範囲とは異なる
（例えば、より大きい）第４の物理的特徴値の範囲内にあるという判定に従って、電子デ
バイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第３のアバター特徴の変化の大
きさとは異なり（例えば、より大きい）かつ第２の物理的特徴の変化の大きさに基づく第
４のアバター特徴の変化の大きさによって第１のアバター特徴を変化させる（例えば、第
１の物理的特徴の第２の変化の範囲では、アバター特徴の変化は、誇張率で変化する）。
少なくとも２つの物理的特徴に基づいて第１のアバター特徴を変更すると、表示されたユ
ーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）の要素を必要とせずに
アバター特徴を変化させるための効率的な入力モダリティをユーザに提供する。追加の制
御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の任意選択的制御を提供する
ことにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば
、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザ
の誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く
、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿
命を改善する。
【０５３６】
　いくつかの例では、仮想アバター（例えば、１０００、１２００、１４００、１７００
）は、カメラの視野内の顔の第３の物理的特徴（例えば、１０２０、１４２０、１４２０
Ａ、１４２０Ｂ）（例えば、ユーザの口）の変化に反応する第２のアバター特徴（例えば
、１０３０、１４３０、１４３０Ｌ、１４３０Ｕ）（例えば、アバターの口）を含む。そ
のような例では、第３の物理的特徴は、第３の物理的特徴の所定の動きの範囲に基づく可
能な物理的特徴値の範囲（例えば、初期（例えば、静止）値に対する大きさ値として表さ
れる動きの範囲）を有し、第２のアバター特徴は、第２のアバター特徴の動きの所定範囲
に基づく可能なアバター特徴値の範囲を有し、第２のアバター特徴の動きの所定範囲は、
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第３の物理的特徴の動きの所定範囲よりも大きい（例えば、初期又は静止した大きさの値
に基づいて評価された第１のアバター特徴の動きの範囲は、対応する物理的特徴の範囲よ
りも大きい）。例えば、アバターの口は、初期サイズと比較して幅が３００％拡大するこ
とがあるが、物理的特徴の動きの範囲は、初期サイズの２００％にすぎない。更に、その
ような例では、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第２のア
バター特徴が、第３の物理的特徴の検出された第１の物理的特徴値に基づく第２のアバタ
ー特徴の第１のアバター特徴値を有するとき、第３の物理的特徴の第１の物理的特徴値か
ら第３の物理的特徴の第２の物理的特徴値への第３の物理的特徴の変化を検出する。第３
の物理的特徴の変化の検出に応じて、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、
６００）は、第２のアバター特徴の第１のアバター特徴値から、第２のアバター特徴の動
きの所定範囲内にある第２のアバター特徴の第２のアバター特徴値へと第２のアバター特
徴を変化させる。更に、そのような例では、第２のアバター特徴の第２のアバター特徴値
は、第３の物理的特徴の動きの所定範囲に対する第３の物理的特徴の第２の物理的特徴値
の相対値に基づいている。更に、そのような例では、第２のアバター特徴の第１のアバタ
ー特徴値と第２のアバター特徴の第２のアバター特徴値との差は、第３の物理的特徴の第
１の物理的特徴値と第３の物理的特徴の第２の物理的特徴値との差よりも大きい。いくつ
かの例では、顔の物理的特徴（例えば、顔の第３の物理的特徴（例えば、ユーザの口））
に基づくアバター特徴（例えば、第２のアバター特徴（例えば、アバターの口））の変化
は、アバター特徴及び物理的特徴のそれぞれの動きの所定範囲内で誇張される。例えば、
ユーザの口が開くことができる最大サイズの５０％で開くと、アバターの口は、アバター
の口が開くことができる最大サイズの１００％に開く。そのような実施形態では、アバタ
ー特徴のこの誇張された動きにより、ユーザは、顔の対応する特徴を不快に変化させるこ
となく、アバター特徴の最大変化に影響を与えることができる（例えば、不快にユーザの
口をできるだけ広く開ける必要なくアバターに可能な限り広く口を開かせる）。
【０５３７】
　方法２３００に関して上述したプロセス（例えば、図２３）の詳細はまた、上述及び後
述する方法２４００及び２５００にも、類似の方法で適用可能であることに留意されたい
。例えば、方法２３００は、任意選択的に、方法８００、９００、１８００、１９００、
２０００、２１００、２２００、２４００、及び２５００に関して上述した及び後述する
様々な方法の特性のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法８００及び９００にした
がってアニメーション化されたアバターを生成、送信、及び受信する方法は、方法２３０
０にしたがって生成された仮想アバター（例えば、ユーザの動きと比較して誇張された動
きを示すことができる仮想アバター）を使用することができる。同様に、方法２３００に
したがって生成及び／又は変更された仮想アバターは、方法８００又は９００の仮想アバ
ター生成インタフェース（例えば、８０４、９０４）の仮想アバターの表示されたプレビ
ューに含まれてもよい。他の例では、方法２３００にしたがって生成された仮想アバター
（例えば、ユーザの動きと比較して誇張された動きを示すことができる仮想アバター）も
また、方法８００、９００、１８００、１９００、２０００、２１００、２２００、２４
００、及び２５００の仮想アバター生成及び変更方法にしたがって生成されることができ
る。例えば、方法２３００にしたがって生成された仮想アバターは、ポーズ（例えば、１
８１０及び１８１２）の変化のタイプに応じて、異なってユーザの顔のポーズを変化させ
るために第２のアバター部分（例えば、１０３６）とは異なる反応をする第１のアバター
部分（例えば、１０３４）を含むことができる。同様に、方法２３００にしたがって生成
された仮想アバターは、第１（例えば、１１２２）及び第２（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）
の物理的特徴の両方の変化に反応する（例えば、１９０４、１９１０、１９１４）アバタ
ー特徴（例えば、１１３３）を含むことができる。簡潔にするために、さらなる例を除外
する。
【０５３８】
　図２４は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
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方法２４００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法２４００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０５３９】
　以下に説明するように、方法２４００は、ユーザの顔の位置の変化に反応しながら、仮
想アバターを生成するための直感的な方法を提供する。本方法は、仮想アバターを生成す
るためのユーザの認識的負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマン－マシンイ
ンタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合、ユーザ
がユーザアバターをより速くかつより効率的に生成することを可能にすることは、節電し
、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法２４００の例は、図１０Ａ～図１０Ｉを参照
して説明したユーザインタフェース及び仮想アバターにおいて見出すことができる。
【０５４０】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、仮想アバター（例えば、１０００）
を表示する（２４０２）。いくつかの例では、仮想アバターは、基準フレーム内（例えば
、仮想アバターをどのように表示するかを決定するために使用される基準フレーム（例え
ば、電子デバイス又は別個の電子デバイス））内にそれぞれの空間位置を有し、それぞれ
の空間位置は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔（例えば、１
００３Ａ～Ｃ、１００４Ａ～Ｄ、１００５Ａ～Ｄ、１００６Ａ～Ｄ、１００７Ａ～Ｂ、１
００８Ａ～Ｄ）の位置に基づいている。基準フレーム内の仮想アバターのそのような位置
決めの例は、図１０Ｃ～図１０Ｈの１０１３Ａ～Ｂ、１０１４Ａ～Ｄ、１０１５Ａ～Ｄ、
１０１６Ａ～Ｄ、１０１７Ａ～Ｂ、１０１８Ａ～Ｄに示されている。
【０５４１】
　仮想アバター（例えば、１０００）を表示している間、電子デバイス（例えば、１００
、３００、５００、６００）は、それぞれの量だけ１つ以上のカメラ（例えば、１６４、
６０２）の視野内の顔（例えば、１００３Ａ～Ｂ、１００４Ａ～Ｄ、１００５Ａ～Ｄ、１
００６Ａ～Ｄ、１００７Ａ～Ｂ、１００８Ａ～Ｄ）の位置の変化を検出する（２４０４）
。例えば、１つ以上のカメラの位置に対する水平並進偏移、垂直並進偏移、距離の並進偏
移（例えば、Ｘ、Ｙ、又はＺ軸に沿った並進偏移）、又は視野内の基本軸に沿った回転偏
移（例えば、Ｘ、Ｙ又はＺ軸に沿った回転偏移）など、１つ以上のカメラの視野に対する
顔の第１の位置から顔の第２の位置までである。
【０５４２】
　１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内での顔（例えば、１００３Ａ～
Ｂ、１００４Ａ～Ｄ、１００５Ａ～Ｄ、１００６Ａ～Ｄ、１００７Ａ～Ｂ、１００８Ａ～
Ｄ）の位置の変化の検出に応じて（２４０６）、電子デバイス（例えば、１００、３００
、５００、６００）は、以下の動作のうちの任意の１つ以上を実行することができる。顔
の位置の変化が第１の方向の第１の変化成分を含むという判定に従って（例えば、１００
３Ａ～Ｂ、１００４Ａ～Ｄ、１００５Ａ～Ｄ、１００６Ａ～Ｄ、１００７Ａ～Ｂ、１００
８Ａ～Ｄ）、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、第１の変化
成分の大きさと第１の変更係数（例えば、１つ以上のカメラの視野内でのユーザの顔の検
出された動きに対する仮想アバターの位置に影響を与える動きを減衰又は増幅する係数）
に基づいて基準フレーム（例えば、１０１３Ａ～Ｂ、１０１４Ａ～Ｄ、１０１５Ａ～Ｄ、
１０１６Ａ～Ｄ、１０１７Ａ～Ｂ、１０１８Ａ～Ｄ）内の仮想アバター（例えば、１００
０）の空間位置を変更する（２４０８）。
【０５４３】
　位置の変化が第１の方向とは異なる第２の方向の第２の変化成分（１００３Ａ～Ｂ、１
００４Ａ～Ｄ、１００５Ａ～Ｄ、１００６Ａ～Ｄ、１００７Ａ～Ｂ、１００８Ａ～Ｄ）を
含むという判定に従って、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は



(200) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

、変化の第２の成分の大きさと、第１の変更係数とは異なる第２の変更係数とに基づいて
、基準フレーム（例えば、１０１３Ａ～Ｂ、１０１４Ａ～Ｄ、１０１５Ａ～Ｄ、１０１６
Ａ～Ｄ、１０１７Ａ～Ｂ、１０１８Ａ～Ｄ）内の仮想アバター（例えば、１０００）の空
間位置を変更する（２４１０）。いくつかの例では、ユーザの顔の検出された動きは、検
出された動きの性質に応じて異なる方法で仮想アバターの減衰した動きに変換される。例
えば、水平（例えば、Ｘ軸）方向の並進移動は、５０％の変更係数を使用して半分だけ減
衰することができるが、垂直（例えば、Ｙ軸）方向の並進移動は、視野が垂直方向よりも
水平方向に狭くなるようにデバイスが方向付けられている場合、２５％の変更係数を使用
して１／４だけ減衰することができる。いくつかの例では、様々な変更係数を使用するこ
とで、ユーザの物理的な位置変更になおも対応しながら、ユーザが望ましい基準フレーム
内に留まるのを支援することができる。したがって、第２の変化成分（例えば、変化の並
進成分）の大きさと、第１の変更係数とは異なる第２の変更係数とに基づいて、基準フレ
ーム内の仮想アバターの空間位置を変化させると、変化の成分が基準フレーム外の仮想ア
バターの偏移をもたらす場合、基準フレーム内に仮想アバターを維持するのを支援する。
操作（例えば、基準フレーム内の仮想アバターの維持）を実行するために必要な入力を減
少させることは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースをよ
り効果的にし（例えば、ユーザが適切な入力を提供することを支援し、デバイスを操作又
はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデバ
イスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、
デバイスの電池寿命を改善する。
【０５４４】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分を含む顔の位置の変化を検出することを含み、
第１の変更成分は、１つ以上のカメラの視野に対する変化の水平成分であり（例えば、１
００６Ａ～Ｄ）、第１の変更係数は、減衰係数である（例えば、第１の変化成分の大きさ
に加えられるとき、より小さい変更された大きさの値をもたらす分数修飾子）。そのよう
な例では、基準フレーム内の仮想アバターの空間位置を変更することは、第１の変化成分
（例えば、１０１６Ａ～Ｄ）の大きさよりも小さい大きさだけ、水平方向の空間位置を変
更することを含む。いくつかの例では、変化の大きさは、１つ以上のカメラの視野内（例
えば、顔用）又は空間基準フレーム内（例えば、仮想アバター用）の位置の変化率として
決定される。例えば、顔の空間位置は、１つ以上のカメラの視野の水平方向の全長の６０
％だけ水平方向に偏移することができる。いくつかのそのような実施形態では、５０％の
減衰係数を適用することは、基準フレーム（例えば、仮想アバターの表示用に指定された
ディスプレイエリア）の全水平幅の３０％（例えば、６０％×０．５）だけ偏移する仮想
アバターの空間位置をもたらす。基準フレーム内での仮想アバターの空間位置の水平方向
の減衰変更は、変化成分がそうでなければ基準フレーム外に偏移する仮想アバターをもた
らす場合に、基準フレーム内で水平に整列した仮想アバターの維持を支援する。操作（例
えば、基準フレーム内の仮想アバターの水平位置の維持）を実行するために必要な入力を
減少させることは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイスのインタフェースを
より効果的にし（例えば、ユーザが適切な入力を提供することを支援し、デバイスを操作
又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって）、更に、ユーザがデ
バイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し
、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５４５】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分を含む顔の位置の変化を検出することを含み、
第１の変更成分は、１つ以上のカメラの視野に対する変化の垂直成分であり（例えば、１
００８Ａ～Ｂ）、第１の変更係数は、減衰係数である（例えば、第１の変化成分の大きさ
に加えられるとき、より小さい変更された大きさの値をもたらす分数修飾子）。そのよう
な例では、基準フレーム内の仮想アバター（例えば、１０００）の空間位置を変更するこ
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とは、第１の変化成分（例えば、１０１８Ａ～Ｂ）の大きさよりも小さい大きさだけ、垂
直方向の空間位置を変更することを含む。いくつかの例では、変化の大きさは、１つ以上
のカメラの視野内（例えば、顔用）又は空間基準フレーム内（例えば、仮想アバター用）
の位置の変化率として決定される。例えば、顔の空間位置は、１つ以上のカメラの視野の
垂直方向の全長の６０％だけ垂直方向に偏移することができる。いくつかのそのような実
施形態では、５０％の減衰係数を適用することは、基準フレーム（例えば、仮想アバター
の表示用に指定されたディスプレイエリア）の全垂直長の３０％（例えば、６０％×０．
５）だけ偏移する仮想アバターの空間位置をもたらす。基準フレーム内での仮想アバター
の空間位置の垂直方向の減衰変更は、変化成分がそうでなければ基準フレーム外に偏移す
る仮想アバターをもたらす場合に、基準フレーム内で垂直に整列した仮想アバターの維持
を支援する。操作（例えば、基準フレーム内の仮想アバターの垂直位置の維持）を実行す
るために必要な入力を減少させることは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバイ
スのインタフェースをより効果的にし（例えば、ユーザが適切な入力を提供することを支
援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによって
）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５４６】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分を含む顔の位置の変化を検出することを含み、
第１の変更成分は、１つ以上のカメラの視野に対する変化の深度関連成分であり（例えば
、１００８Ｃ～Ｄ）（例えば、１つ以上のカメラの視野の平面に垂直な軸に沿った変化（
例えば、偏移）、Ｚ軸に沿った変化、１つ以上のカメラの視野の平面に関して内向き又は
外向きの変化）、第１の変更係数は、減衰係数である（例えば、第１の変化成分の大きさ
に加えられるとき、より小さい変更された大きさの値をもたらす分数修飾子）。そのよう
な例では、基準フレーム内の仮想アバター（例えば、１０００）の空間位置を変更するこ
とは、第１の変化成分（例えば、１０１８Ｃ～Ｄ）の大きさよりも小さい大きさだけ、深
度関連方向の空間位置を変更することを含む。いくつかの例では、変化の大きさは、１つ
以上のカメラ（例えば、深度を評価することができる１つ以上のカメラ）によって決定さ
れる絶対値（例えば、距離）として決定される。例えば、顔の空間位置は、１つ以上のカ
メラから６フィート離れることができる。いくつかのそのような実施形態では、５０％の
減衰係数を適用することは、仮想アバターの初期位置に対して３フィートだけ離れて偏移
する仮想アバターの空間位置をもたらす（例えば、３フィートの距離だけ遠くに移動する
ことを示す小さいサイズで提示される仮想アバターによって表される）。基準フレーム内
での仮想アバターの空間位置の深度固有方向の減衰変更は、変化成分がそうでなければ準
最適サイズに変化する仮想アバターをもたらす場合に、基準フレーム内で適切なサイズに
された仮想アバターの維持を支援する。操作（例えば、仮想アバターの最適サイズの維持
）を実行するために必要な入力を減少させることは、デバイスの操作性を向上させ、ユー
ザとデバイスのインタフェースをより効果的にし（例えば、ユーザが適切な入力を提供す
ることを支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減するこ
とによって）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにするこ
とによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５４７】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分を含む顔の位置の変化を検出することを含み、
第１の変化成分は、１つ以上のカメラの視野に対する縦軸（例えば、ディスプレイに平行
な縦軸）の周りの顔の回転を含み（例えば、１００４Ａ～Ｄ）（例えば、顔の異なる側が
１つ以上のカメラに露出／見えるように縦軸（例えば、Ｙ軸）に沿って回転する顔を含む
顔のポーズの変化がある）、第１の変更係数は、中立変更係数（例えば、第１の変化成分
の大きさに影響を与えない変更係数、１の乗数）又は増幅変更係数（例えば、非減衰変更
係数、又は第１の変化成分の大きさに適用される場合、１よりも大きい乗数の大きさを増



(202) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

加する変更係数）である。そのような例では、基準フレーム内の仮想アバター（例えば、
１０００）の空間位置を変更することは、第１の変化成分（１０１４Ａ～Ｄ）の大きさと
少なくとも等しい大きさだけ、縦軸周りの仮想アバターの空間位置を回転させることを含
む。ユーザの顔の位置の変化が縦軸周りの回転変化である場合、変更を減衰することなく
、仮想アバターの空間位置を変更することは、表示されたユーザインタフェースコントロ
ール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバターの空間位置（例え
ば、縦軸周りの回転方向）を変更するオプションをユーザに提供する。追加の制御により
ユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することによ
り、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイ
スを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを
削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的
に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善
する。
【０５４８】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分を含む顔の位置の変化を検出することを含み、
第１の変化成分は、１つ以上のカメラの視野に対して横軸（例えば、ディスプレイに平行
な横軸）の周りの顔の傾斜を含む（例えば、１００３Ａ～Ｂ）。例えば、ユーザが１つ以
上のカメラに向かってうなずくと１つ以上のカメラにさらされるように顔又は頭の上部部
分又は下部部分の一部が以前に露出されていなかったように、横軸（Ｘ軸など）に沿って
傾斜している顔を含む顔のポーズの変化がある。更に、そのような実施形態では、第１の
変更係数は、中立変更係数（例えば、第の変化成分の大きさに影響しない変更係数、１の
乗数）又は増幅変更係数（例えば、非減衰変更係数又は第１の変化成分の大きさに適用さ
れたときに、大きさを増加させる変更係数、１より大きい乗数）である。そのような例で
は、基準フレーム内の仮想アバター（例えば、１０００）の空間位置を変更することは、
第１の変化成分（１０１３Ａ～Ｂ）の大きさと少なくとも等しい大きさだけ、横軸周りの
仮想アバターの空間位置を傾斜させることを含む。ユーザの顔の位置の変化が横軸周りの
傾斜変化である場合、変更を減衰することなく、仮想アバターの空間位置を変更すること
は、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素
を必要とせずに仮想アバターの空間位置（例えば、横軸周りの傾斜方向）を変更するオプ
ションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせること
なく追加の制御オプションを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ
－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提
供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、
更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電
力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５４９】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分を含む顔の位置の変化を検出することを含み、
第１の変化成分は、１つ以上のカメラの視野に対してシミュレートされたＺ軸（例えば、
ディスプレイに対して垂直な軸）の周りの顔の回転を含む（例えば、１００５Ａ～Ｂ）。
例えば、ユーザが１つ以上のカメラに向かって頭を横に傾けた場合などに、縦軸（Ｚ軸な
ど）を中心に回転する顔を含む顔のポーズに変化がある。更に、そのような実施形態では
、第１の変更係数は、中立変更係数（例えば、第の変化成分の大きさに影響しない変更係
数、１の乗数）又は増幅変更係数（例えば、非減衰変更係数又は第１の変化成分の大きさ
に適用されたときに、大きさを増加させる変更係数、１より大きい乗数）である。そのよ
うな例では、基準フレーム内の仮想アバターの空間位置（例えば、１０００）の変更は、
第１の変化成分の大きさに少なくとも等しい大きさだけ仮想アバターの空間位置をシミュ
レートされたＺ軸（ディスプレイに垂直な軸など）の周りに回転させることを含む（例え
ば、１０１５Ａ～Ｂ）。ユーザの顔の位置の変化がＺ軸周りの回転変化である場合、変更
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を減衰することなく、仮想アバターの空間位置を変更することは、表示されたユーザイン
タフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバタ
ーの空間位置（例えば、Ｚ軸周りの回転方向）を変更するオプションをユーザに提供する
。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプション
を提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェース
を（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援
し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスを
より素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイ
スの電池寿命を改善する。
【０５５０】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分（例えば、１００６Ａ～Ｄ、１００７Ａ～Ｂ、
１００８Ａ～Ｄ）を含む顔の位置の変化を検出することを含み、第１の変更係数は、第１
の変化成分の大きさに適用される乗数であり、乗数は１未満の値を有する。そのような例
では、基準フレーム内の仮想アバター（例えば、１０００）の空間位置を変更することは
、仮想アバターの空間位置の第１の変化成分の大きさよりも小さい大きさの変更を含む（
例えば、１０１６Ａ～Ｄ、１０１７Ａ～Ｄ、１０１８Ａ～Ｄ）。そのような例では、変化
の大きさは、１つ以上のカメラの視野内（例えば、顔用）又は空間基準フレーム内（例え
ば、仮想アバター用）の位置の変化率として決定される。例えば、顔の空間位置は、１つ
以上のカメラの視野の垂直方向の全長の６０％だけ垂直方向に偏移することができる。い
くつかのそのような実施形態では、５０％の減衰係数を適用することは、基準フレーム（
例えば、仮想アバターの表示用に指定されたディスプレイエリア）の全垂直長の３０％（
例えば、６０％×０．５）だけ偏移する仮想アバターの空間位置をもたらす。乗算器を使
用して仮想アバターの空間位置を変更すると、表示されたユーザインタフェースコントロ
ール（例えば、タッチコントロール）の要素又は検出された物理的要素のより激しい変更
を必要とせずに、仮想アバターの空間位置の変化を増幅するオプションをユーザに提供す
る。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプショ
ンを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェー
スを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支
援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイス
をより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバ
イスの電池寿命を改善する。
【０５５１】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、閾値を超える顔の位置の変化を検出することを含む（例えば、
１００６Ｃ～Ｄ）。そのような例では、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００
、６００）は、閾値を超える顔の位置の変化の検出に応じて、１つ以上のカメラの視野内
の顔の位置の変化に基づいて基準フレーム内の仮想アバター（例えば、１０００）の空間
位置を変更することを取り止める（例えば、１０１６Ｃ～Ｄ）。いくつかの例では、閾値
を超える顔の位置の変化（例えば、顔の垂直位置、水平位置、又は深度位置の変化）は、
仮想アバターの空間位置の変更（例えば、変化）をもたらさない。いくつかのそのような
実施形態では、仮想アバターの空間位置は、顔の位置の変化が閾値を超える時点までの顔
の位置の変化に基づいて変更される（例えば、顔の位置は、有効なゾーンの外側（例えば
、１つ以上のカメラの視野外、又は１つ以上のカメラの視野内にある指定エリアの外側）
に移動する）。顔の位置の変化が閾値を超えると、仮想アバターの空間位置は、顔の位置
の変化に基づいて変更されなくなる（例えば、仮想アバターは、顔の動きを追跡又は反映
しなくなる）。顔の位置の変化が閾値を超えた場合の基準フレーム内の仮想アバターの空
間位置への変更の取り止め（例えば、仮想アバターの既存の空間位置の維持）は、仮想ア
バターが基準フレームから出るのを防止する。更なるユーザ入力を必要とせずに、条件の
セットが満たされたときに操作（例えば、仮想アバターの位置の維持）を行うことにより
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、デバイスの操作性が改善され、ユーザデバイスインタフェースを（例えば、デバイスを
操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減
することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使
用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する
。
【０５５２】
　いくつかの例では、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）の視野内の顔の位置
の変化を検出することは、第１の変化成分及び第２の成分を含む顔の位置の変化を検出す
ることを含み、第１の変化成分は、１つ以上のカメラの視野の範囲内での並進軸に沿った
顔の動き（例えば、Ｘ軸、Ｙ軸、又はＺ軸に沿った、軸に沿った顔の移動又は並進）を含
み（例えば、１００６Ａ～Ｄ、１００８Ａ～Ｄ）、第２の変化成分は、回転軸周りの顔の
回転（例えば、Ｘ、Ｙ、又はＺ軸の周り、１つ以上のカメラの視野内の軸周りの顔の回転
（ユーザの頭のねじれ又は傾きによって引き起こされるなど））を含み（例えば、１００
３Ａ～Ｂ、１００４Ａ～Ｄ、１００５Ａ～Ｂ）、第１の変更係数は、減衰係数であり（例
えば、第１の変化成分の大きさに適用されると、より小さな変更された大きさの値をもた
らす分数修飾子）、第２の変更係数は、減衰係数ではない。そのような例では、第１の変
化成分の大きさ及び第１の変更係数に基づいて基準フレーム内の仮想アバター（例えば、
１０００）の空間位置を変更することは、第１の変化成分の大きさよりも小さい大きさだ
け、並進移動軸に沿って空間位置を変更することを含む（例えば、１０１３Ａ～Ｂ、１０
１４Ａ～Ｄ、１０１５Ａ～Ｂ）。更に、そのような例では、第２の変化成分の大きさ及び
第２の変更係数に基づいて基準フレーム内の仮想アバターの空間位置を変更することは、
第２の変化成分の大きさと少なくとも等しい大きさだけ、回転軸の周りの空間位置を変更
することを含む（例えば、１０１３Ａ～Ｂ、１０１４Ａ～Ｄ、１０１５Ａ～Ｂ）。いくつ
かの例では、顔の位置の並進（例えば、軸に沿った偏移）の変化は減衰される（仮想アバ
ターに適用されるとき）一方で、顔の位置の回転の変化は減衰されない。そうすることで
、並進的な変化により、仮想アバターが所望の基準フレームの外側に移動する可能性を減
らすことができる。対照的に、回転の変化は、通常は仮想アバターが所望の基準フレーム
の外側に移動することはないため、減衰させる必要はない。基準フレーム内の仮想アバタ
ーの空間位置を、顔の並進変化と比較して顔の回転変化とは異なるように変更すると、基
準フレーム内の仮想アバターの位置決めを邪魔しない回転変化に影響を与えながら、基準
フレーム内の仮想アバターの最適な位置決めをもたらすことができる変化を減衰する入力
効率方法をユーザに提供する。更なるユーザ入力を必要とせずに、条件のセットが満たさ
れたときに操作を行うことにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザデバイスインタ
フェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユー
ザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデ
バイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し
、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５５３】
　方法２４００に関して上述したプロセス（例えば、図２４）の詳細はまた、上述及び後
述する方法２５００にも、類似の方法で適用可能であることに留意されたい。例えば、方
法２４００は、任意選択的に、方法８００、９００、１８００、１９００、２０００、２
１００、２２００、２３００、及び２５００を参照して以下に説明する様々な方法の特性
のうちの任意の１つ以上を含む。例えば、方法８００にしたがってアニメーション化され
たアバターを生成、送信、及び受信する方法は、方法２４００にしたがって生成された仮
想アバター（例えば、ユーザの顔の位置の変化に反応しながら生成されたアバター）を使
用してもよい。同様に、方法２４００にしたがって生成及び／又は変更された仮想アバタ
ー及びアニメーション効果は、方法８００又は９００の仮想アバター生成インタフェース
（例えば、８０４、９０４）の仮想アバターの表示されたプレビューに含まれてもよい。
他の例では、方法２４００にしたがって生成された仮想アバター（例えば、ユーザの顔の
位置の変化に反応しながら生成されたアバター）はまた、方法８００、９００、１８００
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、１９００、２０００、２１００、２２００、２３００、及び２５００の仮想アバター生
成及び変更方法にしたがって生成されてもよい。例えば、方法２４００にしたがって生成
された仮想アバターは、ポーズ（例えば、１８１０及び１８１２）の変化のタイプに応じ
て、異なってユーザの顔のポーズを変化させるために第２のアバター部分（例えば、１０
３６）とは異なる反応をする第１のアバター部分（例えば、１０３４）を含むことができ
る。同様に、方法２４００にしたがって生成された仮想アバターは、第１（例えば、１１
２２）及び第２（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）の物理的特徴の両方の変化に反応する（例え
ば、１９０４、１９１０、１９１４）アバター特徴（例えば、１１３３）を含むことがで
きる。簡潔にするために、さらなる例を除外する。
【０５５４】
　図２５は、いくつかの実施形態による、１つ以上のカメラによって検出された顔に基づ
いて仮想アバターを生成するための、電子デバイスにおける方法を示すフロー図である。
方法２５００は、１つ以上のカメラ（例えば、１６４、６０２）及びディスプレイ装置（
例えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を備えた電子デバイス（例えば、１００、３
００、５００、６００）で実行される。方法２５００における一部の動作は、任意選択的
に組み合わされ、一部の動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択
的に省略される。
【０５５５】
　以下で説明するように、方法２５００は、仮想アバター（例えば、アニメーション効果
のある仮想アバター）を生成するための直感的な方法を提供する。本方法は、仮想アバタ
ーを生成するためのユーザの認識的負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマン
－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場
合、ユーザがユーザアバターをより速くかつより効率的に生成することを可能にすること
は、節電し、バッテリ充電の時間間隔を長くする。方法２５００の例は、図１１Ａ～図１
１Ｃ、図１２Ａ～図１２Ｃ、図１４Ａ～図１４Ｄ、図１５Ａ～図１５Ｂ、及び図１６Ａ～
図１６Ｂを参照して説明したユーザインタフェース及び仮想アバターに見出すことができ
る。
【０５５６】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）は、ディスプレイ装置（例
えば、１１２、３４０、５０４、６０１）を介して、仮想アバター（例えば、１１００、
１２００、１４００、１５００、１６００）を表示する（２５０２）。いくつかの例では
、仮想アバターは、１つ以上のカメラの視野内の顔（例えば、１６４、６０２）の１つ以
上の物理的特徴（例えば、１１２０Ａ～Ｂ、１１２２、１１２３、１２２９、１２２５、
１４２０Ｃ～Ｄ、１４２７、１５２０Ａ～Ｂ、１５２７、１６２０Ａ～Ｂ、１６２７）の
変化に反応する。
【０５５７】
　仮想アバター（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００、１６００）の表示
中に、電子デバイス（１００、３００、５００、６００など）は、１つ以上の物理的特徴
（例えば、１１２０Ａ～Ｂ、１１２２、１１２３、１２２９、１２２５、１４２０Ｃ～Ｄ
、１４２７、１５２０Ａ～Ｂ、１５２７、１６２０Ａ～Ｂ、１６２７）の第１の構成（例
えば、顔の構成（例えば、表情、ユーザの顔の複数の追跡された物理的特徴によって形成
された関連する顔の筋肉のコレクション（例えば、皺眉筋及び前頭筋を含む眉毛の動きを
制御する筋肉のセット）の特徴的な構成）を検出する（２５０４）。いくつかの例では、
構成は、すぼめた唇、ひそめた眉毛、冷笑、にやにや笑い、又は苦い顔である。
【０５５８】
　いくつかの例では、仮想アバターは、１つ以上のアバター特徴を含み、顔の１つ以上の
物理的特徴の第１の構成の検出に応じて、電子デバイスは、顔の１つ以上の物理的特徴の
第１の構成に基づいて１つ以上のアバター特徴のうちの少なくとも１つを変更する。
【０５５９】
　顔の１つ以上の物理的特徴（例えば、１１２０Ａ～Ｂ、１１２２、１１２３、１２２９
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、１２２５、１４２０Ｃ～Ｄ、１４２７、１５２０Ａ～Ｂ、１５２７、１６２０Ａ～Ｂ、
１６２７）の第１の構成を検出中、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６
００）は、以下の動作のうちの任意の１つ以上を実行することができる。１つ以上の物理
的特徴の第１の構成がアニメーション基準を満たすという判定に従って、アニメーション
基準は、第１の構成が少なくとも第１の閾値時間だけ維持されるという要件を含み（例え
ば、アニメーションの基準を満たすため、顔面表情は、所定期間（０．５秒、０．６秒、
１秒、２秒など）実質的に維持される）、電子デバイスは、第１のアニメーション効果を
含むように仮想アバター（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００、１６００
）を変更する（２５０８）。そのようなアニメーション効果は、アバターの唇から発せら
れるアニメーションハート（例えば、１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）（構成
がすぼめた唇の場合）、アバターの上に配置された嵐雲（１１４２、１１４４など）（例
えば、構成が眉毛をひそめている場合）、アバターの目から放射されるレーザービーム（
例えば、１１４６）（例えば、構成が苦い顔の場合）、又はアバターの目から放出される
涙滴（例えば、１１４０）（例えば、構成が悲しい表情である場合）などの視覚効果を含
むことができる。アニメーション基準を満たさない１つ以上の物理的特徴の第１の構成に
よれば、電子デバイスは、第１のアニメーション効果を含むように仮想アバターの変更を
取り止める（２５１０）。仮想アバターを変更して、ユーザの物理的機能を使用してアニ
メーション基準を満たすことに基づいた第１のアニメーション効果を含めると、表示され
たユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせず
に、仮想アバターのアニメーション効果の生成を制御するオプションをユーザに提供する
。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせることなく追加の制御オプション
を提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユーザ－デバイスインタフェース
を（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援
し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスを
より素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイ
スの電池寿命を改善する。
【０５６０】
　いくつかの例では、第１のアニメーション効果（例えば、１１４０、１１４２、１１４
４、１１４６、１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）は、表示された仮想アバター
（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００、１６００）とは異なる（例えば、
仮想アバターが仮想アバターの解剖学的特徴に対応していない）（新たに又は最初に表示
される）１つ以上の仮想オブジェクト（例えば、心、嵐雲、雷、涙、レーザー）を視覚的
に導入する（例えば、新しく又は最初に）電子デバイス（例えば、１００、３００、５０
０、６００）を含む。表示された仮想アバターとは異なる１つ以上の仮想オブジェクトを
視覚的に導入し、ユーザの物理的特徴を使用してアニメーション基準を満たすことで、複
数の入力（例えば、タッチ入力）を必要としない既存の仮想アバターに別個の仮想オブジ
ェクトを追加するための効率的な入力モダリティをユーザに提供する。操作を実行するた
めに必要な入力の回数を減少させることは、デバイスの操作性を向上させ、ユーザとデバ
イスのインタフェースをより効果的にし（例えば、ユーザが適切な入力を提供することを
支援し、デバイスを操作又はそれと対話するとき、ユーザの間違いを低減することによっ
て）、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによっ
て、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。いくつかの例では、仮想オブ
ジェクトは、アバターの唇から放出されるアニメーション化されたハートである（例えば
、構成がすぼめた唇の場合）。いくつかの例では、仮想オブジェクトは、任意選択的にア
バターの上に雷が配置された嵐雲である（例えば、構成が眉毛をひそめている場合）。い
くつかの例では、仮想オブジェクトは、アバターの目から放射されるレーザービームであ
る（例えば、構成が苦い顔の場合）。いくつかの例では、仮想オブジェクトは、アバター
の目から放出される涙である（例えば、構成が悲しい表情の場合）。いくつかの例では、
仮想オブジェクトは、解剖学的又は生理学的に、１つ以上のカメラの視野内の顔の特徴の
いずれにも対応しない。いくつかの例では、１つ以上の仮想オブジェクトは、徐々に導入
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される（例えば、１つ以上の仮想オブジェクトは、経時的に間隔を空けて表示され、１つ
以上のオブジェクトは、比較的小さく始まり、その後時間とともに大きくなり、及び／又
はより多くのオブジェクトが比較的透明で始まり、経時的に徐々に不透明度が増加する）
。
【０５６１】
　いくつかの例では、仮想アバター（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００
、１６００）を変更して第１のアニメーション効果（例えば、１１４０、１２５２、１４
５２、１５５５、１６５２）を含めると、更に電子デバイス（１００、３００、５００、
６００）は、仮想アバターに対して移動する１つ以上の仮想オブジェクト（例えば、１１
４０、１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）のアニメーションを表示する。いくつ
かの例では、１つ以上のオブジェクトの動きは、他の仮想オブジェクトに対してランダム
化されるか、さもなければ（例えば、所定のパターンにしたがって）変化する。
【０５６２】
　いくつかの例では、仮想アバターに対して移動する１つ以上の仮想オブジェクト（例え
ば、１１４０、１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）のアニメーションは、発信元
の場所（アバターの唇など）から目的の場所までの１つ以上の仮想オブジェクトのアニメ
ーション化された動きを表示する電子デバイス（例えば、１００、３００、５００、６０
０）を含む。いくつかの例では、１つ以上の仮想オブジェクトのそれぞれについて、分布
関数（例えば、１つ以上の仮想オブジェクトの目的地をランダム又は擬似ランダムに選択
するアルゴリズム）に基づいて、目的の場所に仮想アバターに対する位置が割り当てられ
る。
【０５６３】
　いくつかの例では、仮想アバター（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００
、１６００）に対して移動する１つ以上の仮想オブジェクトのアニメーション（例えば、
１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）は、仮想アバターの表示された向きに基づく
方向を有する移動を含む。例えば、仮想アバターが左を向いている場合、オブジェクトは
、アバターの左側に移動する。仮想アバターが右を向いている場合、オブジェクトは、ア
バターの右側に移動する。表示された仮想アバターの向きに基づいて仮想オブジェクトを
移動すると、デバイスによって検出されているとき、ユーザの向き（例えば、アバターの
向きを制御する）に関するフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚
的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバ
イスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し
、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５６４】
　いくつかの例では、１つ以上の仮想オブジェクト（例えば、１１４０、１２５２、１４
５２、１５５５、１６５２）は、分布関数（例えば、ランダム又は疑似ランダムに１つ以
上の仮想オブジェクトの表示時間を選択するアルゴリズム）に基づいて選択された時間間
隔で放出される複数の仮想オブジェクトである。
【０５６５】
　いくつかの例では、１つ以上の物理的特徴（例えば、１１２０Ａ～Ｂ、１１２２、１１
２３、１２２９、１２２５、１４２０Ｃ～Ｄ、１４２７、１５２０Ａ～Ｂ、１５２７、１
６２０Ａ～Ｂ、１６２７）の第１の構成は、１つ以上の物理的特徴の第１の構成が、顔の
２つ以上の物理的特徴の一連の所定の相対的な空間的配置から顔の２つ以上の物理的特徴
の第１の所定の相対的な空間位置決めを含む場合（例えば、複数の顔の特徴の相対的な空
間位置決めを追跡することにより特定される第１の所定の顔面表情）、アニメーション基
準を満たす。仮想アバターを変更して、２つ以上の物理的特徴の相対的な空間的配置に基
づくアニメーション基準を満たすことに基づく第１のアニメーション効果を含めることに
より、表示されるユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要
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素を必要とせずに仮想アバターのアニメーション効果の生成を制御するための任意選択的
低エラーをユーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせるこ
となく追加の任意選択的制御を提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユー
ザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力を
提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的にし
、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、
電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５６６】
　いくつかの例では、１つ以上の仮想オブジェクト（例えば、１１４０、１１４２、１１
４６、１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）は、第１の所定の相対的な空間位置決
めに基づいて決定される。いくつかの例では、アニメーション効果は、特定の特定された
顔面表情に基づいて選択される仮想オブジェクトの表示を含む。
【０５６７】
　いくつかの例では、顔の物理的特徴のうちの２つ以上の第１の所定の相対的な空間位置
決めは、少なくとも顔のしかめた上唇と下唇、及び顔の閉じた顎によって形成されるしか
めた表情（例えば、１２２９及び１２２５、１４２０Ｃ～Ｄ及び１４２７、１５０２Ａ～
Ｂ及び１５２７、１６２０Ａ～Ｂ及び１６２７）（例えば、解剖学的に対応する、又は（
例えば、パターンマッチングを介して）決定される）に対応し、１つ以上の仮想オブジェ
クトは、１つ以上のハート（例えば、１２５２、１４５２、１５５５、１６５２）を含む
。
【０５６８】
　いくつかの例では、顔の物理的特徴のうちの２つ以上の第１の所定の相対的空間位置決
めは、口の中央部よりも低い少なくとも口の第１の角及び第２の角によって形成される悲
しい表情（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）に対応し、１つ以上の仮想オブジェクトは、１つ以
上の涙（例えば、１１４０）を含む。
【０５６９】
　いくつかの例では、顔の物理的特徴の２つ以上の第１の所定の相対的な空間位置決めは
、下げられた位置を有する顔の少なくとも２つの眉毛によって形成される眉毛をひそめる
こと（例えば、１１２０Ａ～Ｂ及び１１２２）に対応し（例えば、眉毛をひそめることは
、眉毛の中立的な静止位置と比較してユーザの眉毛がユーザの鼻に向かって垂直に変位し
た位置にある場合に検出される）、１つ以上の仮想オブジェクトは、任意選択的に断続的
な落雷（例えば、１１４４）を含むことがある１つ以上の嵐雲（例えば、１１４２）を含
む。
【０５７０】
　いくつかの例では、顔の物理的特徴の２つ以上の第１の所定の相対的な空間位置決めは
、顔の２つの目の少なくとも狭まりによって形成される苦い顔（例えば、１１０３Ａ～Ｂ
）に対応し（例えば、ユーザの目の上瞼及び下瞼は、実際に目を閉じることなく閉じた位
置に向かってわずかに移動する）、１つ以上の仮想オブジェクトは、１つ以上のレーザー
ビーム（例えば、１１４６）を含む。いくつかの例では、苦い顔の検出はまた、ユーザの
頬の筋肉（頬骨筋など）の上昇位置の検出も含む。
【０５７１】
　いくつかの例では、仮想アバター（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００
、１６００）は、複数の仮想アバターテンプレート（例：犬、猫、クマ、ロボット、ユニ
コーン、エイリアン、プー）の第１の仮想アバターテンプレート（例えば、アバター１１
００、１２００、１４００、１５００、１６００のテンプレート）に対応する。例えば、
仮想アバターテンプレートは、アバターの特徴、アバターのサイズ、アバターの色などを
含む（又は除外）ような仮想アバターのコア特性を定義する仮想アバターモデル（例えば
、１つ以上のバリエーションを含むか又は含まなくてもよいベースモデル）を含むことが
できる。いくつかの例では、第１のアニメーション効果の視覚特性は、第１の仮想アバタ
ーテンプレートに基づいている。換言すれば、第１のアニメーション効果の視覚特性は、
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アバターテンプレートに応じて変化するため、アニメーション効果は、アバターテンプレ
ートに応じて異なって表示される。いくつかの例では、アバターテンプレートは、ロボッ
トに対応し、アニメーション効果は、メタリックな外観を持つ仮想オブジェクト（例えば
、ハート１４５２）の表示を含む。いくつかの例では、アバターテンプレートは、ユニコ
ーンに対応し、アニメーション効果は、虹ベースの外観を持つ仮想オブジェクト（例えば
、ハート１５５５）の表示を含む。いくつかの例では、アバターテンプレートは、エイリ
アンに対応し、アニメーション効果は、ぬるぬるした外観とテクスチャリングを持つ仮想
オブジェクト（例えば、ハート１２５２）の表示を含む。アバターテンプレート（例えば
、コア特性を定義するテンプレート）上の仮想アバターに基づいて、仮想アバターの特性
を定義するための入力効率の良い方法をユーザに提供する。更なるユーザ入力を必要とせ
ずに、条件のセットが満たされたときに（例えば、テンプレートが選択される）操作（例
えば、仮想アバターのコア特性の定義）を行うことにより、デバイスの操作性が改善され
、ユーザデバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入
力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的
にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによっ
て、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５７２】
　いくつかの例では、仮想アバター（例えば、１１００、１２００、１４００、１５００
、１６００）を変更して第１のアニメーション効果（例えば、１１４０、１２５２、１４
５２、１５５５、１６５２）を含めるようにした後、１つ以上の物理的特徴の構成が追加
のアニメーション基準を満たすという判定に従って、追加のアニメーション基準は、追加
のアニメーション基準を満たすために、第１のアニメーション効果を含むように仮想アバ
ターを変更した後、少なくとも第２の閾値時間だけ第１の構成を維持するという要件を含
み（例えば、顔面表情は、第１のアニメーション効果を含むように仮想アバターを変更し
た後（例えば、アニメーションハート、嵐雲、レーザービームなどを生成した後）、所定
期間（例えば、０．３秒、０．６秒、１秒など）実質的に維持される）、電子デバイスは
、第２のアニメーション効果（例えば、第１のアニメーション効果に基づく第２のアニメ
ーション効果）を含むように仮想アバターを変更する。いくつかの例では、第２のアニメ
ーション効果は、第１のアニメーション効果の維持又は繰り返しを含む。いくつかの例で
は、第２のアニメーション効果は、第１のアニメーション効果のバリエーションである（
例えば、第１のアニメーション効果の一部として表示される仮想オブジェクトのより大き
なバージョン又はより頻繁なバージョン）。仮想アバターを変更して、ユーザの物理的機
能を使用して追加のアニメーション基準を満たすことに基づいた第２のアニメーション効
果を含めると、表示されたユーザインタフェースコントロール（例えば、タッチコントロ
ール）要素を必要とせずに、仮想アバターの追加のアニメーション効果の生成を制御する
オプションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェースを雑然とさせる
ことなく追加の制御オプションを提供することにより、デバイスの操作性が改善され、ユ
ーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話するときに適切な入力
を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）更に効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５７３】
　１つ以上の物理的特徴の第１の構成（例えば、１５２０Ａ～Ｂ及び１５２７）がアニメ
ーション基準を満たし、アバターが第１のアニメーション効果を含むように変更されるい
くつかの例では、顔の１つ以上の物理的特徴の第１の構成を検出するとき、電子デバイス
は、顔の第１の物理的特徴（例えば、１つ以上の物理的特徴の第１の構成の一部である物
理的特徴ではない物理的特徴）の変化を検出する。いくつかの例では、アニメーション基
準を満たす顔の第１の物理的特徴の変化の検出に応じて、電子デバイスは、顔の第１の物
理的特徴（例えば、１５２２）の変化に基づいて、第１のアバター特徴（例えば、１５３
８）を変更する。いくつかの例では、アニメーションの基準は、ユーザの顔の追跡された
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すべての機能よりも少ないことに基づく評価を含む。例えば、アニメーションの基準は、
ユーザの口と目の部分のみに基づいている場合がある。したがって、アニメーション特徴
によって評価されない物理的特徴（例えば、ユーザの眉毛）が動く（例えば、所定の位置
に維持されない）場合であっても、アニメーション基準は満たされることができる。顔の
物理的特徴の変化に基づくアバター特徴の変更例は、方法１８００、１９００、２０００
、２１００、２２００、２３００、及び２４００を参照して上記でより詳細に説明されて
いる。第１のアニメーション効果を含めるためのアニメーション基準を満たしながら（例
えば、異なる物理的特徴のセットを使用して）、第１の物理的特徴の変更に基づいて第１
のアバター特徴を変更するオプションをユーザに提供すると、表示されたユーザインタフ
ェースコントロール（例えば、タッチコントロール）要素を必要とせずに仮想アバターの
生成を制御するオプションをユーザに提供する。追加の制御によりユーザインタフェース
を雑然とさせることなく追加の制御オプションを提供することにより、デバイスの操作性
が改善され、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作／対話すると
きに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって
）更に効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにす
ることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０５７４】
　なお、方法２５００に関して上述したプロセス（例えば、図２５）の詳細はまた、上述
した方法にも類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法２５００は
、任意選択的に、方法８００、９００、１８００、１９００、２０００、２１００、２２
００、２３００、及び２４００を参照して以下に説明する様々な方法の特性のうちの任意
の１つ以上を含む。例えば、方法８００及び９００にしたがってアニメーション化された
アバターを生成、送信、及び受信する方法は、方法２５００にしたがって生成された仮想
アバター及びアニメーション効果を使用することができる。同様に、方法２５００にした
がって生成及び／又は変更された仮想アバター及びアニメーション効果は、方法８００又
は９００の仮想アバター生成インタフェース（例えば、８０４、９０４）の仮想アバター
の表示されたプレビューに含まれてもよい。他の例では、方法２５００にしたがって生成
された仮想アバター（例えば、アニメーション効果を有する）はまた、方法８００、９０
０、１８００、１９００、２０００、２１００、２２００の仮想アバター生成及び変更方
法に更にしたがって生成されてもよい。例えば、方法２５００にしたがって生成された仮
想アバターは、ポーズ（例えば、１８１０及び１８１２）の変化のタイプに応じて、異な
ってユーザの顔のポーズを変化させるために第２のアバター部分（例えば、１０３６）と
は異なる反応をする第１のアバター部分（例えば、１０３４）を含むことができる。同様
に、方法２５００にしたがって生成された仮想アバターは、第１（例えば、１１２２）及
び第２（例えば、１１２０Ａ～Ｂ）の物理的特徴の両方の変化に反応する（例えば、１９
０４、１９１０、１９１４）アバター特徴（例えば、１１３３）を含むことができる。簡
潔にするために、さらなる例を除外する。
【０５７５】
　上記の段落［０２００］及び［０２３７］で述べたように、いくつかの実施形態では、
カメラ（例えば、６０２）（例えば、カメラモジュール１４３、光センサ１６４、深度カ
メラセンサ１７５）の視野でユーザの顔が検出されなくなった後、電子デバイスは、表示
された仮想アバターを変更する。図２６Ａ～２６Ｄは、カメラ（例えば、カメラ６０２）
（例えば、カメラモジュール１４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ１７５）の視野
内でユーザの顔がもはや検出されなくなった後、デバイス（例えば、６００）が仮想アバ
ターの表示外観を変更し続けるそのような実施形態を示す。
【０５７６】
　図２６Ａ～２６Ｄは、例示的なユーザ入力及び例示的な仮想アバター（例えば、犬のア
バター）に対する対応する変更を示している。図２６Ａ～２６Ｄの左列の画像は、ユーザ
が１つ以上のカメラ（例えばカメラ６０２）（例えば、カメラモジュール１４３、光セン
サ１６４、深度カメラセンサ１７５）及び／又はその他のセンサ（赤外線センサなど）の
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視野内にあるときに電子デバイスによって検出されるようなユーザの画像を表す。換言す
れば、ユーザの画像は、カメラ（例えば、カメラ６０２）（例えば、カメラモジュール１
４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ１７５）の視点からのものであり、これは、い
くつかの実施形態では、電子デバイス（例えば、デバイス１００、３００、及び５００）
に配置されることができ、他の実施形態では、電子デバイス（例えば、データを電子デバ
イスに渡す外部カメラ又はセンサ）から分離して配置されることができる。いくつかの実
施形態では、図２６Ａ～図２６Ｄの左列の画像の境界は、１つ以上のカメラ（例えば、６
０２）（例えば、カメラモジュール１４３、光センサ１６４、深度カメラセンサ１７５）
及び／又は他のセンサ（例えば、赤外線センサ）の視野の境界を表す。
【０５７７】
　図２６Ａ～図２６Ｄの中央列の画像は、デバイスがすべての左列の動きのユーザの顔を
追跡し続ける（例えば、顔の追跡は失敗しない）仮想シナリオについて、左列に位置する
ユーザの検出画像に対応する仮想アバターの外観を表す基準アバター（例えば、犬アバタ
ー）を示す。基準アバターは、基準アバターを見ているユーザの視点から表示される。い
くつかの実施形態では、図２６Ａ～図２６Ｄの中央列の画像は、電子デバイスのディスプ
レイ（例えば、タッチスクリーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、デ
ィスプレイ５０４）の表示領域内の基準アバターの位置を表し、図２６Ａ～図２６Ｄの中
央列の画像の境界は、基準アバターを含む表示領域の境界を表す。いくつかの実施形態で
は、中央列に表される表示領域は、上記で説明した仮想アバターインタフェース６４３、
メッセージ作成エリア６１２、メッセージエリア６０９（又はその一部）などのアプリケ
ーションユーザインタフェースのアバター表示領域に対応する。
【０５７８】
　図２６Ａ～図２６Ｄの右列の画像は、デバイスが左列の動きの一部のユーザの顔を追跡
できない（例えば、顔の追跡に失敗する）シナリオについて、左列に位置するユーザのい
くつかの検出画像に基づいて提示される（例えば、変更後に表示される）状態の仮想アバ
ター２６００（例えば、犬アバター）を示す。いくつかの実施形態では、仮想アバターは
、仮想アバターを見ているユーザの視点から示される。いくつかの実施形態では、仮想ア
バターは、電子デバイスのディスプレイ（例えば、タッチスクリーン１１２、ディスプレ
イ３４０、ディスプレイ４５０、ディスプレイ５０４）に表示される。いくつかの実施形
態では、仮想アバターは、表示のために外部電子デバイスに送信される。いくつかの実施
形態では、図２６Ａ～図２６Ｄの右列の画像は、電子デバイスのディスプレイ（例えば、
タッチスクリーン１１２、ディスプレイ３４０、ディスプレイ４５０、ディスプレイ５０
４）の表示領域内の仮想アバターの位置を表し、図２６Ａ～図２６Ｄの右列の画像の境界
は、仮想アバターを含む表示領域の境界を表す。いくつかの実施形態では、右列に表され
る表示領域は、上記で説明した仮想アバターインタフェース６４３、メッセージ作成エリ
ア６１２、メッセージエリア６０９（又はその一部）などのアプリケーションユーザイン
タフェースのアバター表示領域に対応する。
【０５７９】
　図２６Ａは、顔追跡が失われた後の、表示された仮想アバター２６００の慣性運動の例
を示している。左列は、様々な状態（例えば、２６０１Ａ～２６０１Ｄ）でのユーザの動
きを示している。右列は、デバイスがユーザの顔を追跡する期間（例えば、状態２６０３
Ａ及び２６０３Ｂ）及びデバイスがユーザの顔を追跡しなくなった（例えば、状態２６０
３Ｃ及び２６０３Ｄ）ときの、デバイスが様々な状態（例えば、２６０３Ａ～２６０３Ｄ
）で仮想アバターに対して行う変更を示している。参考のために、中央列は、顔追跡が失
敗しなかった場合に右列の仮想アバターがどのように見えるかを表す基準アバターの状態
２６０２Ａ～２６０２Ｄを示している。
【０５８０】
　状態２６０１Ａでは、ユーザは、視野の中心に位置し、頭２６０４は、前方を向き、中
立的な顔面表情を有する（例えば、本明細書で提供される他の実施形態で説明されるよう
に、ユーザの口２６０６は、中立的なポーズを有する）。状態２６０２Ａでは、基準アバ
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ターの頭２６１４’は、境界領域の中心にあり、耳２６１８’は、基準アバターの頭の側
面に沿って静止し、口２６１６’は、ユーザの姿勢に合った中立的なポーズを有する。状
態２６０３Ａでは、デバイスは、カメラの視野内で状態２６０１Ａに示されている位置を
有するユーザの頭２６０４及び口２６０６を検出する。したがって、デバイスは、状態２
６０２Ａの基準アバターの対応する特徴と同じ位置を有する頭２６１４、口２６１６、及
び耳２６１８を有する犬のアバターを表示する。
【０５８１】
　状態２６０１Ｂでは、ユーザは、カメラの視野をわずかに超えて移動しながら、カメラ
の視野内でより高く動かされ、頭を左に回し始めている（例えば、ユーザの頭２６０４は
、状態２６０１Ａよりも高い位置にあり、カメラの視点からわずかに右に回転している）
。同時に、ユーザは、笑顔を始めている（例えば、ユーザの口２６０６が笑顔の位置に移
動しており、状態２６０１Ｂでは、ユーザの口がわずかに持ち上げられているように見え
る（ユーザが笑い始めているため））。状態２６０２Ｂでは、状態２６０１Ｂでのユーザ
の頭の動きを表すために境界２６０５の縁部に偏移しながら、基準アバターの頭２６１４
’は、状態２６０２Ａよりも境界領域内で高く移動し（例えば、状態２６０１Ｂでのユー
ザの頭２６０４の垂直位置に一致するように）、わずかに左に回転する（ユーザの視点か
ら）。基準アバターがその頭２６１４’を回転させると、耳２６１８’に関連付けられた
物理モデルにしたがって、耳の回転とともに耳２６１８’がわずかに揺れる。基準アバタ
ーの口２６１６’は、わずかな笑顔になり、状態２６０１Ｂのユーザの口２６０６の動き
と位置に一致する。状態２６０３Ｂでは、デバイスは、カメラの視野内で状態２６０１Ｂ
に示されている位置を有するユーザの頭２６０４及び口２６０６を検出する。したがって
、状態２６０３Ｂは、状態２６０２Ｂの基準アバターと同じ位置を有する犬のアバターを
表示するデバイスを示す。
【０５８２】
　状態２６０１Ｃでは、ユーザは、すぐに頭２６０４を回して正面を向き、口２６０６を
ひそめる表情に変える（例えば、ユーザの口をひそめる）。状態２６０２Ｃでは、基準ア
バターの頭が前方に素早く回転して、ユーザの頭の回転に一致する。基準アバターの耳２
６１８’は、基準アバターの頭２６１４’の素早い回転の物理学にしたがって揺れ動く。
基準アバターの口２６１６’は、わずかな笑顔から、ユーザの表情に合った顔をしかめた
表情に変わる。
【０５８３】
　状態２６０３Ｃでは、デバイスは、カメラの視野内でユーザを検出しなくなった。した
がって、デバイスは、以前に検出されたユーザの状態（例えば、状態２６０１Ｂ）に基づ
いて犬のアバターを変更し続ける。例えば、デバイスは、ユーザが頭を左に回したことを
最後に検出したため、デバイスは、犬の頭２６１４の回転を変更し続け、状態２６０１Ｂ
でのユーザの頭の以前に検出された左回転に基づいて回転し続ける。いくつかの実施形態
では、デバイスはまた、頭がアバターの右を向いた静止位置まで徐々に減速するように犬
の頭２６１４の回転速度を低下させ、犬の耳２６１８は、犬の頭２６１４の徐々に減速す
る物理学に基づいてわずかに動く。更に、デバイスは、カメラの視野内でユーザが垂直方
向に移動していることを最後に検出したため、ユーザに対して検出された垂直位置に移動
するように犬アバターの頭２６１４を変更し続ける。いくつかの実施形態では、デバイス
はまた、犬の頭２６１４が垂直に動き続ける速度を減少させ、それにより、静止位置まで
徐々に減速する。デバイスは、最後に、ユーザの口２６０６が中立位置から微笑みまで移
動することを検出した。したがって、デバイスは、状態２６０３Ｃに示されている笑顔表
情を達成するために笑顔の動きを続けるように、犬のアバターの口２６１６を変更する（
例えば、状態２６０３Ｂに示されるわずかな笑顔よりも笑顔が大きい）。いくつかの実施
形態では、デバイスは、犬の口２６１６が変化する速度を低下させ、その結果、ゆっくり
と休息する笑顔の位置まで減速する。
【０５８４】
　いくつかの実施形態では、顔追跡が失敗した後、異なるアバター特徴は、異なる速度及
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び／又は大きさで変化する。例えば、アバターの頭２６１４は、顔追跡が失敗した後、ア
バターの口２６１６が変化し続ける速度よりも速い速度で回転し続けることができる。他
の例として、顔追跡が失敗した後のアバター頭２６１４の変化の大きさは、アバターの口
２６１６の変化の大きさよりも大きくてもよい。
【０５８５】
　状態２６０１Ｄでは、ユーザは、２６０１Ｃと同じ位置に留まる。状態２６０２Ｄでは
、状態２６０２Ｃに示すように、基準アバターの耳２６１８’が移動後に静止位置に落ち
着く。状態２６０３Ｄでは、デバイスは、まだユーザを検出していない。デバイスは、犬
の耳２６１８を変更して、他のアバター特徴の動きが停止したため、犬が静止位置に落ち
着くようにする。いくつかの実施形態では、ユーザがカメラの視野内で検出されなくなっ
た後、変更されたアバター特徴が変更後の量の制限に到達したため、デバイスは、犬のア
バターを変更しなくなる（例えば、犬のアバターの頭を右に回転させ続けたり、犬のアバ
ターの笑顔を増やし続けたりしない）。いくつかの実施形態では、デバイスは、（顔追跡
が失われた後）特徴の最終的に変更された位置を制限して、特徴が過度に誇張されないよ
うにする。例えば、犬の口２６１６は、顔の追跡が失敗した後、状態２６０３Ｄに示され
る笑顔のポーズを超えないように制限されることができる。他の例として、頭２６１４の
変更された位置は、アバター頭２６１４が後方に向きを変えることができないように制限
されてもよい。いくつかの実施形態では、顔追跡が失われた後の特徴の最終的な変更され
た位置の制限は、変更されたアバター特徴が変更されることができる動きの範囲の所定の
キャップとして設定される。いくつかの実施形態では、顔追跡が失われた後の特徴の最終
変更位置の制限は、顔追跡が失敗する前の瞬間にユーザの対応する特徴について検出され
た変化のスケーリング値として設定される。いくつかの実施形態では、顔の追跡が失われ
た後、特徴の最終的に変更された位置の制限は、誇張された顔の顔面表情のトリガーを回
避するように決定される。例えば、仮想アバターがエイリアンアバター（例えば、ここで
説明したものなど）であり、変化するアバター特徴が眉毛又は頬である場合、顔の追跡が
失敗した後、アバターの眉毛又は頬の動きは、エイリアンの頭又は頬に表示されるスパイ
クを引き起こさない動きの範囲に制限されてもよい。
【０５８６】
　図２６Ｂは、閾値時間内に顔追跡が再開した後（例えば、顔追跡が失敗した後１．５秒
未満）、仮想アバター２６００を変更する例を示している。この実施形態では、デバイス
は、再びユーザを検出し、仮想アバターを変更して、検出されたユーザの追跡を再開する
。例えば、状態２６０１Ｅでは、ユーザは、状態２６０１Ｄに示されている位置に留まる
。状態２６０２Ｅでは、基準アバターは、状態２６０２Ｄに示されている位置のままであ
る。状態２６０３Ｅでは、変更された仮想アバターは、状態２６０３Ｄに示されている位
置にある。状態２６０３Ｅは、顔追跡が再開される少し前に表示、変更された仮想アバタ
ーの状態である。
【０５８７】
　状態２６０１Ｆ及び２６０１Ｇでは、ユーザの頭２６０４は、カメラの視野内で下に移
動し、視野の中心に戻っているが、ユーザの口２６０６は、しかめた顔面表情を維持して
いる。状態２６０２Ｆ及び２６０２Ｇでは、中央列の基準アバターは、しかめ面の表情を
維持しながら、ユーザの位置に一致するように下に偏移する。状態２６０３Ｆでは、デバ
イスは、ユーザを検出し、状態２６０１Ｆで検出されたユーザの外観に基づいて、表示さ
れた仮想アバターの変更を開始する。犬のアバターの変更は、状態２６０３Ｆ及び２６０
３Ｇに示されており、状態２６０３Ｆは、状態２６０３Ｅのアバターの表示と状態２６０
３Ｇのアバターの最終的な表示との間の一時的な状態である。具体的には、デバイスは、
犬のアバターの口２６１６を変更して、状態２６０３Ｅの大きな笑顔から２６０３Ｇに示
す眉毛をひそめ、状態２６０３Ｆに示す中間位置に遷移する。更に、デバイスは、犬のア
バターの頭２６１４の向きと位置を変更して、ユーザのそれに合わせる。例えば、デバイ
スは、犬のアバターの頭２６１４の位置を、状態２６０３Ｅの境界領域の左上隅から、状
態２６０３Ｇに示される下の位置に移動し、状態２６０３Ｆに中間位置を示す。同様に、
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デバイスは、状態２６０３Ｅの横向きから状態２６０３Ｇに示す正面向きにアバターの頭
２６１４を回転させ、状態２６０３Ｆは、中間位置を示す。
【０５８８】
　いくつかの実施形態では、顔追跡が再開されると、様々なアバター特徴の物理学が減衰
される。例えば、図２６Ｂに示すように、状態２６０３Ｆでは、アバターの耳２６１８は
動かない（又はわずかに動く）ため、視野内でのユーザの顔の再獲得、及び仮想アバター
のその後の変更は、アバターの耳２６１８の急激な動きを引き起こさず、これは、仮想ア
バターの機能の動きを悪化させ、本明細書で開示される変更技術で達成される滑らかな遷
移効果を妨げる。
【０５８９】
　図２６Ｃは、顔追跡が閾値時間内に再開できなかった後（例えば、顔追跡が失敗した後
１．５秒未満）、仮想アバター２６００を変更する例を示している。この実施形態では、
デバイスは、カメラの視野に戻るようにユーザを促し、表示領域の中央の所定の位置（例
えば、センタリング）に移動して中立的なポーズに遷移する仮想アバターのアニメーショ
ンを表示するようにアバターを変更する。
【０５９０】
　状態２６０１Ｈ～２６０１Ｊでは、境界領域の右上隅に顔をしかめた顔面表情で、カメ
ラの視野の外側に部分的に位置している。状態２６０２Ｈ～２６０２Ｊでは、基準アバタ
ーは、ユーザの位置と顔面表情を表すように、境界領域の左上隅に配置され、顔をしかめ
た顔面表情を有する。状態２６０３Ｈ～２６０３Ｊでは、デバイスは、カメラの視野内で
ユーザを検出しない。
【０５９１】
　状態２６０３Ｈでは、デバイスは、ユーザがカメラの視野内で閾値時間検出されなかっ
たと判定し、カメラの視野内にユーザの頭を配置するように指示する表示プロンプトを含
むように、表示されたアバター（状態２６０３Ｄで上記の位置を有する）を変更する。い
くつかの実施形態では、プロンプトは、境界領域の中央に配置されたフレーム２６２０と
、カメラの視野に頭を配置するようにユーザに指示するメッセージ２６２２とを含む。状
態２６０３Ｉ及び２６０３Ｊに示されるように、デバイスはまた、状態２６０３Ｈの変更
された位置からフレーム２６２０内の中心位置に遷移するように仮想アバターを変更する
。状態２６０３Ｊでは、仮想アバターは、フレーム２６２０の中央に示されており、中立
的な表情を有している。状態２６０３Ｉは、状態２６０３Ｈの外観から状態２６０３Ｊの
外観に移動して表示される仮想アバターの一時的な状態を示す。状態２６０３Ｉの一時的
な状態では、仮想アバターの頭２６１４は、状態２６０３Ｈの横向きの位置からわずかに
前向きの状態に回転しており、アバターの口２６１６は、状態２６０３Ｊで中立状態に遷
移するのにともない、状態２６０３Ｈの大きな笑顔から状態２６０３Ｉのわずかな笑顔に
遷移している。
【０５９２】
　いくつかの実施形態では、デバイスが状態２６０３Ｈの外観から状態２６０３Ｊの外観
に遷移するとき、デバイスは、アバター特徴の物理学を減衰させる。例えば、状態２６０
３Ｉでは、アバターが状態２６０３Ｈの外観から状態２６０３Ｊの外観に遷移して表示さ
れるため、アバターの耳２６１８は移動しない（又はわずかに移動する）。
【０５９３】
　図２６Ｄは、仮想アバター２６００を変更して、閾値時間を超えて顔を検出できなかっ
た後に顔追跡を再開する例を示している。デバイスがカメラの視野でユーザを再度検出し
た後、デバイスは、想アバターを変更して、検出されたユーザの追跡を再開する。
【０５９４】
　状態２６０１Ｋ～２６０１Ｍでは、ユーザの頭２６０４は、カメラの視野内の低い位置
にあり、頭を右に向けて微笑んでユーザの右に移動する。状態２６０２Ｋ～２６０２Ｍで
は、基準アバターは、境界領域の右下に配置され、ユーザの外観に合わせて左に回された
頭２６１４’を有する。基準アバターの口２６１６’は、ユーザの口２６０６に一致する
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大きな笑顔である。状態２６０３Ｋでは、デバイスは、ユーザがカメラの視野に入ってい
ると判定しているため、状態２６０３Ｊに関して上で説明した外観を有する仮想アバター
を表示するが、仮想アバター２６００の周りに実線のフレーム２６２０－１が表示される
。
【０５９５】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、ユーザがカメラの視野内に位置していると判定
した後、状態２６０３Ｋの中立的なポーズからユーザの検出されたポーズを表す外観への
漸進的な遷移としてアバター２６００を変更する。この段階的な遷移は、状態２６０３Ｋ
に示される外観から状態２６０３Ｍに示される外観に変化するアバター２６００として表
示することができ（例えば、アバター２６００は、境界領域の右下に位置し、ユーザの回
転した頭２６０６と一致するように頭２６１４が左に向き、口２６１６は、ユーザの口２
６０６と一致する大きな笑顔である）、状態２６０３Ｌに一時的な外観が示されている（
例えば、アバター２６００は、わずかに右下に配置され、頭がわずかに回転し、口２６１
６は、中立的なポーズから大きな笑顔に遷移している）。いくつかの実施形態では、デバ
イスが、ユーザがカメラの視野内に位置すると判定した後、デバイスは、ユーザの検出さ
れた状態を表す外観に直接遷移するように仮想アバター２６００を変更する。換言すれば
、デバイスは、段階的な遷移を表示せずに、２６０３Ｍに示す状態としてアバターを変更
する（例えば、状態２６０３Ｌに示す一時的な状態）。
【０５９６】
　いくつかの実施形態では、図２６Ｃに示す失われた追跡の実施形態から顔追跡が再開し
た後、デバイスが仮想アバター２６００を変更するとき、デバイスは、様々なアバター特
徴の物理的特徴を減衰させ、アバター特徴がユーザの新たに検出された状態に一致する新
たな表示位置への急速な移動に基づいて急激に移動する視覚効果を回避する。例えば、状
態２６０３Ｌに示すように、アバター２６００が状態２６０３Ｍに示す外観に遷移してい
るとき、アバターの耳２６１８は移動しない（又はわずかに移動する）。いくつかの実施
形態では、これらの物理学は、アバターがユーザの外観を反映するように更新され（例え
ば、状態２６０３Ｍに示される）、顔追跡が再開した後に再び有効にされる。いくつかの
実施形態では、アバター特徴の物理ベースのアニメーションが突然有効になるような不快
な遷移を回避するために、物理学ベースのアニメーションのゲイン値又はその他のスケー
リング係数を経時的に徐々に増加させることにより、アバターが更新された後、物理学が
徐々に有効になる（例えば、０などの小さい数から１などのより大きい数にスケーリング
係数を増分的に増加させる）。
【０５９７】
　いくつかの実施形態では、仮想アバターの表示表現は、カメラ（例えば、カメラ６０２
）の視野内に配置された被写体の表現と背景を含む画像データ（例えば、深度データを含
む画像データ、例えば、ライブカメラプレビュー、キャプチャされた画像、又は記録され
たビデオ）上の仮想アバターの表示を含むことができる。図２６Ｅ～２６Ｈは、そのよう
な実施形態の例を示している。
【０５９８】
　図２６Ｅは、ディスプレイ６０１及びカメラ６０２を有するデバイス６００を示す。デ
バイス６００は、カメラ６０２の視野内に位置する被写体２６３２の表現、及び被写体２
６３２の背後に表示された背景２６３６を示している、カメラ６０２からのライブカメラ
プレビュー２６３０－１を提示する画像表示領域２６３０を表示する。本明細書で論じる
ように、一部の実施形態では、カメラ６０２を使用してキャプチャされた画像データは、
カメラ６０２の視野内のオブジェクトの深度を決定するために使用され得る深度データを
含む。いくつかの実施形態では、デバイス６００は、検出されたこれらのオブジェクトの
深度に基づいてオブジェクト（例えば、画像データ内の）を解析し、この判定を使用して
、本明細書で論じる視覚効果を適用する。例えば、デバイス６００は、被写体２６３２を
ライブカメラプレビュー２６３０－１の前景にあるものとして、ユーザの背後に位置する
オブジェクトをライブカメラプレビュー２６３０－１の背景にあるものとして、分類する
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ことができる。これらの背景オブジェクトは、ここでは背景２６３６と総称する。
【０５９９】
　図２６Ｆに示されるように、仮想アバター２６３３は、被写体２６３２の表現上（例え
ば、被写体の顔上）に表示されることができる。具体的には、仮想アバターは、画像表示
領域２６３０内の被写体の顔に転置され、他方、画像表示領域内の画像の他の部分（背景
、又はユーザの身体などのユーザの他の部分など）は表示されたままとなる。カメラ６０
２の視野内に位置するユーザ（例えば、被写体２６３２）は、本明細書で後でより詳細に
説明するように、様々な顔の特徴の動き（例えば、ウインク、舌の突き出し、笑顔など）
を含む顔の姿勢（例えば、回転又は向き）を変更することによって、仮想アバターの視覚
的態様を制御することができる。例えば、図２６Ｇは、デバイス６００がカメラ６０２の
視野内でユーザの頭の動きを検出したことに応じて、頭を傾ける仮想アバター２６３３を
示す。同様に、図２６Ｈは、ユーザの顔の物理的特徴（例えば、ユーザの口）の変化の検
出に応じて、仮想アバターの顔の特徴（例えば、口２６３４）を変更するデバイス６００
を示す。
【０６００】
　いくつかの実施形態では、デバイス６００がカメラ６０２の視野内でユーザの顔を検出
できない場合、デバイス６００は、図２６Ａ～図２６Ｄに関して上述したように仮想アバ
ター（例えば、２６３３）を変更することができ、任意選択的に、被写体２６３２と背景
２６３６の表示を維持する。例えば、デバイス６００は、図２６Ａに関して上述したよう
に、ユーザの顔の最後に検出された動きに基づいて慣性動きを示すように仮想アバター２
６３３を変更することができる。デバイス６００が、閾値時間内にカメラ６０２の視野内
でユーザの顔を検出した場合、デバイス６００は、図２６Ｂに関して上述したように仮想
アバター２６３３を変更することができる。デバイス６００が、閾値時間内にカメラ６０
２の視野内でユーザの顔を検出できない場合、デバイス６００は、図２６Ｃに関して上述
したように仮想アバター２６３３を変更することができる。いくつかの実施形態では、そ
のような変更は、顔追跡が失われたときに、ぼやけた視覚効果を適用して、被写体２６３
２及び背景２６３６を不明瞭にすることを含むことができる。デバイス６００が、閾値期
間にわたって顔を以前に検出できなかった後にカメラ６０２の視野内でユーザの顔を検出
した場合、デバイス６００は、図２６Ｄに関して上述したように仮想アバター２６３３を
変更することができる。
【０６０１】
　図２７は、いくつかの実施形態による、電子デバイスを使用して顔追跡が失敗した後に
仮想アバターを生成及び変更する方法を示すフロー図である。方法２７００は、１つ以上
のカメラとディスプレイとを備えたデバイス（例えば、１００、３００、５００）におい
て実行される。方法２７００における一部の動作は、任意選択的に組み合わされ、一部の
動作の順序は、任意選択的に変更され、一部の動作は、任意選択的に省略される。
【０６０２】
　以下に説明するように、方法７００は、顔追跡が失敗した後に仮想アバターを生成及び
変更するための直感的な方法を提供する。本方法は、顔追跡が失敗した後に仮想アバター
を生成及び変更するためのユーザの認識的負担を軽減し、それにより、より効率的なヒュ
ーマン－マシンインタフェースを作成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイ
スの場合、顔追跡が失敗した後にユーザが仮想アバターをより速くかつより効率的に生成
及び変更することを可能にすることは、節電し、バッテリ充電の時間間隔を長くする。
【０６０３】
　電子デバイス（例えば、６００）は、ディスプレイ装置（例えば、６０１）を介して、
１つ以上のカメラの視野内の顔の検出されたポーズの変化（例えば、向き、並進移動）（
例えば、顔面表情の変化）に応じて外観を変化させる、複数のアバターの特徴（例えば、
２６１４、２６１６、２６１８）（例えば、顔の特徴（例えば、目、口、口の一部）又は
大きい特徴（例えば、頭、首））を有する仮想アバター（例えば、２６００）を表示し（
２７０２）、顔は、第１の顔の特徴（例えば、２６０４、頭、口、又は口の一部）を含む



(217) JP 2020-520030 A 2020.7.2

10

20

30

40

50

複数の検出された特徴を含む。
【０６０４】
　いくつかの実施形態では、仮想アバター（例えば、２６３３）を表示することは、ディ
スプレイ装置（例えば、６０１）を介して、１つ以上のカメラ（例えば、６０２）の視野
内に配置された被写体（例えば、２６３２、１つ以上のカメラの視野内の人物；例えば、
視野内の顔に対応する被写体）及び背景（例えば、２６３６、被写体以外の１つ以上のカ
メラの視野内のオブジェクト）の表現を表示することを含み、仮想アバターは、被写体の
表現上に表示される（例えば、被写体（ユーザ）の表示された頭又は顔の部分は、仮想ア
バターの頭に置き換えられる（又は、オーバーレイされる（例えば、不透明、透明、半透
明））。いくつかの実施形態では、被写体上に表示される仮想アバターは、被写体の頭又
は顔の検出された変化に応答し、被写体の頭又は顔の変化は、背景を表示しながら表示さ
れた仮想アバターの変化をもたらす。いくつかの実施形態では、被写体の頭上の仮想アバ
ターの位置は、キャプチャされた画像又はビデオの画像内の深度データ（例えば、深度ア
スペクト（例えば、ＲＧＢデータとは無関係の深度データ）を含む画像データ）を使用し
て決定される。一部の実施形態では、画像データは、少なくとも２つの成分、すなわち、
キャプチャされた画像の視覚特性を符号化するＲＧＢ成分、及びキャプチャされた画像内
の要素の相対的な空間的関係についての情報を符号化する深度データ（例えば、深度デー
タは、ユーザが前景にあることを符号化し、ユーザの背後に位置する木などの背景要素は
、背景にある）を含む。一部の実施形態では、深度データは深度マップである。いくつか
の実施形態では、深度マップ（例えば、深度マップ画像）は、視点（例えば、カメラ）か
らのシーン内のオブジェクトの距離に関連する情報（例えば、値）を含む。深度マップの
一実施形態では、各深度ピクセルは、その対応する２次元ピクセルが位置している、その
視点のＺ軸における位置を定義するものである。いくつかの例では、深度マップは、各ピ
クセルが値（例えば、０～２５５）によって定義されているピクセルから成る。例えば、
「０」の値は、「３次元」シーン内の最も遠い場所に配置されているピクセルを表し、「
２５５」の値は、「三次元」シーン内の視点（例えば、カメラ）の最も近くに配置されて
いるピクセルを表す。他の例では、深度マップは、シーン内のオブジェクトと視点の平面
との間の距離を表す。一部の実施形態では、深度マップは、深度カメラから見た、関心対
象物の様々な特徴部の相対深度（例えば、ユーザの顔面の目、鼻、口、耳の相対深度）に
関する情報を含む。一部の実施形態では、深度マップは、ｚ方向での関心対象物の輪郭を
デバイスが決定することを可能にする、情報を含む。一部の実施形態では、深度データは
、第１の深度成分とは別個の、第２の深度成分（例えば、カメラ表示領域内の背景の空間
位置を符号化する深度データの第２の部分、背景などの、深度マップの離散部分を形成す
る複数の深度ピクセル）を有し、第２の深度アスペクトは、カメラ表示領域における背景
の表現を含む。一部の実施形態では、第１の深度アスペクト及び第２の深度アスペクトは
、カメラ表示領域内の被写体とカメラ表示領域内の背景との間の空間的関係を判定するた
めに使用される。この空間的関係は、被写体を背景から識別するために使用することがで
きる。この識別は、例えば、異なるビジュアルエフェクト（例えば、深度成分を有するビ
ジュアルエフェクト）を被写体及び背景に適用するために利用することができる。一部の
実施形態では、第１の深度成分に対応しない画像データのすべての領域（例えば、深度カ
メラの範囲外である画像データの領域）は、深度マップからセグメント化される（例えば
、除外される）。
【０６０５】
　１つ以上のカメラの視野に配置された被写体と背景の表現に仮想アバターを表示すると
、カメラの視野内の被写体と背景オブジェクトの配置が、適用された仮想アバターに最適
であるかどうかをユーザが素早く認識することができ、画像をキャプチャする場合、画像
のどの部分に仮想アバターが含まれ、どの部分に仮想アバターが含まれないかをユーザが
確認することができる。更なるユーザ入力を必要とせずに１組の状態が満たされた場合に
最適化された動作を実行することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバ
イスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し
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、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６０６】
　ポーズの第１の変化（例えば、２６０１Ｂ、検出の喪失前に１つ以上の顔の特徴のポー
ズの最後に検出された変化；１つ以上の顔の特徴のポーズの複数の検出された変化の平均
）で１つ以上のカメラの視野内で顔が検出された後、ポーズの第１の変化は、第１の顔の
特徴の変化（例えば、２６０４、顔の特徴又は顔の特徴のセットの変化の方向）を含み、
電子デバイス（例えば、６００）は、１つ以上のカメラ（例えば、６０２）の視野内の顔
の追跡が失敗したことを判定する（２７０４）（例えば、顔がもはや１つ以上のカメラの
視野内にないため、デバイスが顔を追跡するために使用していた顔の特徴が不明瞭になっ
ているか、又はデバイスが顔を追跡できなかった）。
【０６０７】
　１つ以上のカメラ（例えば、６０２）の視野内の顔の追跡が失敗したと判断したことに
応じて、電子デバイス（例えば、６００）は、顔の追跡が失敗した後に複数のアバター特
徴のうちの第１のアバター特徴の外観（例えば、２６１４）を更新し（２７０６）、顔の
追跡が失敗したと判定する前（例えば、直前又は直近）に検出された第１の顔特徴（例え
ば、２６０４）の変化特性（例えば、変化の振幅及び／又は方向）に基づいて第１のアバ
ター特徴の外観が更新される。いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴の外観を更
新することは、以下の実施形態のうちの任意の１つ以上を含む。顔の追跡に失敗したと判
定する前に検出された第１の顔の特徴の変化特性に基づいて、顔の追跡に失敗した後の第
１のアバター特徴の外観を更新することにより、顔追跡が失敗した場合であっても、ユー
ザが仮想アバターを変更するプロセスを継続することを可能にすることによってデバイス
に対するより良好な制御をユーザに提供する。表示される追加コントローラによってＵＩ
を雑然とさせることなく、追加制御できるようにすることにより、デバイスの操作性が高
められ、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作する／デバイスと
対話するときに適切な入力をもたらすようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすこと
によって）より効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できる
ようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０６０８】
　顔の追跡が失敗したことを検出する前に第１の顔の特徴（例えば、２６０４）が第１の
変化特性を有するという判定に従って（例えば、２６０１Ｂ、顔は、第１の方向に動いて
いた；例えば、左に回転するユーザの頭）、顔の追跡が失敗したときのアバターの外観と
は異なる第１の外観に仮想アバター（例えば、２６００）の第１のアバター特徴の外観を
更新する（例えば、アバターの頭（例えば、２６１４）の角度を更新する）（例えば、状
態２６０３Ｂのアバター２６００の外観から状態２６０３Ｃの外観へと）。第１のアバタ
ー特徴の外観を顔の追跡に失敗した後のアバターの外観とは異なる第１の外観に更新する
ことにより、顔追跡が失敗した場合であっても、ユーザが仮想アバターを変更するプロセ
スを継続することを可能にすることによってデバイスに対するより良好な制御をユーザに
提供する。表示される追加コントローラによってＵＩを雑然とさせることなく、追加制御
できるようにすることにより、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイスインタフ
ェースを（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力をもたら
すようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）より効率的にし、更に、
ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用
を削減し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０６０９】
　顔の追跡が失敗したことを検出する前に第１の顔の特徴が第２の変化特性を有するとい
う判定に従って（例えば、顔は、第１の方向とは異なる第２の方向に動いていた；例えば
、右に回転するユーザの頭）、顔の追跡に失敗したときのアバターの外観とは異なりかつ
第１の外観とは異なる第２の外観へと仮想アバターの第１のアバター特徴の外観を更新す
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る。第１のアバター特徴の外観を顔の追跡に失敗した後のアバターの外観とは異なりかつ
第１の外観とは異なる第２の外観に更新することにより、顔追跡が失敗した場合であって
も、ユーザが仮想アバターを変更するプロセスを継続することを可能にすることによって
デバイスに対するより良好な制御をユーザに提供する。表示される追加コントローラによ
ってＵＩを雑然とさせることなく、追加制御できるようにすることにより、デバイスの操
作性が高められ、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作する／デ
バイスと対話するときに適切な入力をもたらすようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減
らすことによって）より効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使
用できるようにすることによって、電力使用を削減し、デバイスの電池寿命が改善される
。
【０６１０】
　いくつかの実施形態では、第１の変化特性が第１の顔の特徴の第１の変化方向（例えば
、ユーザの頭が左に回転する）を含むという判定に従って、第１の外観に第１のアバター
特徴（例えば、２６１４）の外観を更新することは、第１の顔の特徴の第１の変化方向に
基づいて第１のアバター特徴の外観を更新することを含む（例えば、ユーザの頭の左方向
の回転に基づいてアバターの頭の角度を更新する；例えば、鏡映された方向にアバターを
更新する（例えば、ユーザの頭がユーザの左を向くと、アバターがアバターの右を向く）
）。第１の顔の特徴の第１の変化方向に基づいて第１のアバター特徴の外観を更新するこ
とにより、顔の追跡が失われたときに、少なくとも部分的に、カメラの視野内で以前に検
出された第１のアバター特徴の動きの方向に基づいて、仮想アバターに変化させる視覚的
なフィードバックをユーザに与える。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供す
ることにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作する／デバイス
と対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減する
ことによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイ
スをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デ
バイスの電池寿命を改善する。
【０６１１】
　いくつかの実施形態では、第１の変化特性が第１の顔の特徴の第２の変化方向を含む（
例えば、２６０４、第１の変化方向とは異なる（例えば、ユーザの頭が右に回転する））
という判定に従って、第１のアバター特徴の外観を第２の外観に更新することは、第１の
顔特徴の第２の変化方向に基づいて第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観を更
新することを含む（例えば、ユーザの頭の右への回転に基づいてアバターの頭の角度を更
新する）。第１の顔の特徴の第１の変化方向に基づいて第１のアバターの外観を第２の外
観に更新することにより、顔の追跡が失われたときに、少なくとも部分的に、カメラの視
野内で以前に検出された第１のアバター特徴の動きの方向に基づいて、仮想アバターに変
化させる視覚的なフィードバックをユーザに与える。ユーザに改善された視覚的フィード
バックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作
する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの
誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、
ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用
量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６１２】
　いくつかの実施形態では、第１の変化特性が第１の顔の特徴（例えば、２６０４）の第
１の変化の大きさを含むという判定に従って（例えば、ユーザの頭が７５度回転する；例
えば、ユーザの頭を左に５インチ偏移する；ユーザの口の直径を２０％拡大する）、第１
のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観を第１の外観に更新することは、第１の顔の
特徴の第１の変化の大きさに基づいて第１のアバター特徴の外観を更新することを含む（
例えば、ユーザの頭の７５度の回転に基づいてアバターの頭の角度を更新する；アバター
の頭の位置を５インチ偏移する（スケーリング）；アバターの口の直径を２０％拡大する
）。第１の顔の特徴の第１の変化の大きさに基づいて第１のアバター特徴の外観を更新す
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ることにより、顔の追跡が失われたときに、少なくとも部分的に、カメラの視野内で以前
に検出された第１のアバター特徴の動きの大きさに基づいて、仮想アバターに変化させる
視覚的なフィードバックをユーザに与える。ユーザに改善された視覚的フィードバックを
提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作する／デ
バイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削
減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザが
デバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減
し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６１３】
　いくつかの実施形態では、第１の変化特性が、第１の変化の大きさとは異なる第１の顔
の特徴（例えば、２６０４）の第２の変化の大きさを含むという判定に従って（例えば、
ユーザの頭が９０度回転する）、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観を第２
の外観に更新することは、第１の顔特徴の第２の変化の大きさに基づいて第１のアバター
特徴の外観を更新することを含む（例えば、９０度のユーザの頭の回転角度に基づいてア
バターの頭の角度を更新する）。第１の顔の特徴の第１の変化の大きさに基づいて第１の
アバターの外観を第２の外観に更新することにより、顔の追跡が失われたときに、少なく
とも部分的に、カメラの視野内で以前に検出された第１のアバター特徴の動きの大きさに
基づいて、仮想アバターに変化させる視覚的なフィードバックをユーザに与える。ユーザ
に改善された視覚的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ
、（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するよう
にユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェー
スをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるように
することによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６１４】
　いくつかの実施形態では、方法（２７００）は、更に以下を備える：顔の追跡が失敗し
た後（例えば、顔がもはや視野内にないと判定した後）、第１のアバター特徴（例えば、
２６１４）の外観を更新した後、電子デバイス（例えば、６００）は、顔が第１のポーズ
（例えば、検出が失われた時の顔のポーズとは異なるポーズ）（例えば、状態２６０１Ｆ
、２６０１Ｇに示されるポーズ）である間に顔の追跡を再開する。顔の追跡の再開に応じ
て、電子デバイスは、第１のアバター特徴の外観を、顔の第１のポーズに基づいたポーズ
に更新する（例えば、図２６Ｂの状態２６０３Ｆ及び２６０３Ｇに示すように）。顔が第
１のポーズにある間に顔の追跡を再開すると、ユーザの顔がカメラの視野内に配置されて
いるというフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバッ
クを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作する
／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤り
を削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユー
ザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を
削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６１５】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観を顔の第１
のポーズに基づくポーズに更新することは、顔の第１のポーズに基づくポーズに第１のア
バター特徴の外観を徐々に更新することを含む（例えば、２６０３Ｆ、２６０３Ｇ、２６
０３Ｌ、２６０３Ｍ）（例えば、１つ以上のカメラの視野内でユーザの顔が再検出された
後、アバターの頭は、ユーザの頭の検出位置（例えば、２６０１Ｆ、２６０１Ｇ、２６０
１Ｌ、２６０１Ｍ）に一致する位置に徐々に移動する）。顔の第１のポーズに基づいて、
第１のアバター特徴の外観を徐々に更新すると、ユーザの顔がカメラの視野内に配置され
ているというフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバ
ックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作す
る／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤
りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユ
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ーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量
を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６１６】
　いくつかの実施形態では、方法（２７００）は、顔の追跡の再開に応じて、以下のステ
ップを実行することを更に備える。第１に、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の
外観を顔の第１のポーズに基づくポーズに更新する前に、電子デバイス（例えば、６００
）は、第１のアバター特徴、第２のアバター特徴（例えば、２６１６）、又は第３のアバ
ター特徴（例えば、アバターの耳、２６１８）のうちの少なくとも１つに関連付けられた
物理モデルを無効化する。第２に、第１のアバター特徴の外観を顔の第１のポーズに基づ
くポーズに更新した後、電子デバイスは、無効化された物理モデルを徐々に再開する（例
えば、物理モデルは、有効になるが、顔追跡の再開後のアバター特徴の動きからのけいれ
ん動きを抑えるために動きを減衰する）。第３に、電子デバイスは、顔の第１のポーズの
変化を検出し、顔の第１のポーズの検出された変化と再開された物理モデルとに基づいて
、第１のアバターの外観を更新する。第１、第２、又は第３のアバター特徴のうちの少な
くとも１つに関連付けられた物理モデルを無効にし、第１のアバター特徴の外観を顔の第
１のポーズに基づくポーズに更新した後、無効になった物理モデルを徐々に再開し、顔の
第１のポーズの検出された変化と再開された物理モデルとに基づいて第１のアバター特徴
を更新すると、顔の追跡に失敗した後、デバイスがカメラの視野内でユーザの顔を検出し
、ユーザの顔の追跡を再開し、検出された変更に基づいて仮想アバターを変更したことを
ユーザに視覚的にフィードバックする。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供
することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作する／デバイ
スと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減す
ることによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバ
イスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、
デバイスの電池寿命を改善する。
【０６１７】
　いくつかの実施形態では、複数の検出された顔の特徴は、第２の顔の特徴（例えば、２
６０６、頭、口、口の一部、目など）を含み、ポーズの第１の変化は、第２の顔の特徴へ
の変化を含む（例えば、第２の顔の特徴又は顔の特徴の第２のセットの変化の方向）。い
くつかの実施形態では、方法（２７００）は、以下のステップのうちの任意の１つ以上を
更に備える。
【０６１８】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のカメラ（例えば、６０２）の視野内の顔の追跡が
失敗したと判断したことに応じて、電子デバイス（例えば、６００）は、顔の追跡が失敗
した後に複数のアバター特徴のうちの第２のアバター特徴の外観（例えば、２６１６）を
更新し、顔の追跡が失敗したと判定する前（例えば、直前又は直近）に検出された第２の
顔特徴（例えば、２６０６）の変化特性（例えば、変化の振幅及び／又は方向）に基づい
て第２のアバター特徴の外観が更新される。いくつかの実施形態では、更新は、以下の実
施形態のうちの任意の１つ以上を含む。顔の追跡に失敗したと判定する前に検出された第
２の顔の特徴の変化特性に基づいて、顔の追跡に失敗した後の第２のアバター特徴の外観
を更新することにより、顔追跡が失敗した場合であっても、ユーザが仮想アバターを変更
するプロセスを継続することを可能にすることによってデバイスに対するより良好な制御
をユーザに提供する。表示される追加コントローラによってＵＩを雑然とさせることなく
、追加制御できるようにすることにより、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイ
スインタフェースを（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入
力をもたらすようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）より効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０６１９】
　いくつかの実施形態では、顔の追跡が失敗したことを検出する前に、第２の顔の特徴（
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例えば、２６０６）が第３の変化特性を有するという判定に従って（例えば、第２の顔の
特徴は、第１及び／又は第２の方向とは異なる第３の方向に移動する；例えば、ユーザの
口が笑顔に変わる）、電子デバイス（例えば、６００）は、顔の追跡に失敗したときのア
バターの外観（例えば、２６０３Ｂ）とは異なる第３の外観（例えば、２６０３Ｃ）へと
仮想アバター（例えば、２６００）の第２のアバター特徴（例えば、２６１６）の外観を
更新する（例えば、アバターの口の位置を更新する）。第２のアバター特徴の外観を顔の
追跡に失敗したときのアバターの外観とは異なる第３の外観に更新することにより、顔追
跡が失敗した場合であっても、ユーザが仮想アバターを変更するプロセスを継続すること
を可能にすることによってデバイスに対するより良好な制御をユーザに提供する。表示さ
れる追加コントローラによってＵＩを雑然とさせることなく、追加制御できるようにする
ことにより、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば
、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力をもたらすようにユーザを
支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）より効率的にし、更に、ユーザがデバイス
をより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバ
イスの電池寿命が改善される。
【０６２０】
　いくつかの実施形態では、顔の追跡が失敗したことを検出する前に、第２の顔の特徴（
例えば、２６０６）が第４の変化特性を有するという判定に従って（例えば、第２の顔の
特徴は、第１、第２及び／又は第３の方向とは異なる第４の方向に移動する；例えば、眉
毛をひそめてユーザの口を下向きに回転する）、顔の追跡に失敗したときのアバターの外
観とは異なりかつ第３の外観とは異なる第４の外観へと仮想アバターの第２のアバター特
徴の外観を更新する。第２のアバター特徴の外観を顔の追跡に失敗した後のアバターの外
観とは異なりかつ第３の外観とは異なる第４の外観に更新することにより、顔追跡が失敗
した場合であっても、ユーザが仮想アバターを変更するプロセスを継続することを可能に
することによってデバイスに対するより良好な制御をユーザに提供する。表示される追加
コントローラによってＵＩを雑然とさせることなく、追加制御できるようにすることによ
り、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイ
スを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力をもたらすようにユーザを支援し、
ユーザの誤りを減らすことによって）より効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素
早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電
池寿命が改善される。
【０６２１】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観は、第１の
変化率（例えば、第１の顔の特徴（例えば、２６０４）の検出された変化率に基づいて）
（例えば、顔が検出されなくなる前））で更新され、第２のアバター特徴（例えば、２６
１６）の外観は、第１の変化率とは異なる第２の変化率（例えば、第２の顔の特徴（例え
ば、２６０６）の検出された変化率に基づいて）（例えば、顔が検出されなくなる前））
で更新される。第１の変化率で第１のアバター特徴の外観を更新し、第１の変化率とは異
なる第２の変化率で第２のアバター特徴の外観を更新することにより、顔追跡が失敗した
場合であっても、ユーザが仮想アバターを変更するプロセスを継続することを可能にする
ことによってデバイスに対するより良好な制御をユーザに提供する。表示される追加コン
トローラによってＵＩを雑然とさせることなく、追加制御できるようにすることにより、
デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを
操作する／デバイスと対話するときに適切な入力をもたらすようにユーザを支援し、ユー
ザの誤りを減らすことによって）より効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く
、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿
命が改善される。
【０６２２】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの頭（例えば、２６１４）
であり、第２のアバター特徴は、仮想アバター（例えば、２６００）の顔の特徴（例えば
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、２６１６）（例えば、アバターの口、目など）である。いくつかの実施形態では、アバ
ターの頭は、アバターの顔の特徴が動き続ける速度よりも速い速度で動き続ける（例えば
、回転する）。
【０６２３】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観を更新する
ことは、第１の物理モデル（例えば、慣性モデル、重力モデル、力伝達モデル、摩擦モデ
ル）にしたがって外観を更新することを含み、第２のアバター特徴（例えば、２６１６）
の外観を更新することは、第１の物理モデルとは異なる第２の物理モデル（例えば、異な
る摩擦量などの異なる減衰度を有する）にしたがって外観を更新することを含む。第１の
物理モデルにしたがって第１のアバター特徴の外観を更新し、第１の物理モデルとは異な
る第２の物理モデルにしたがって第２のアバター特徴の外観を更新すると、アバター特徴
に適用される異なる物理モデルに基づいて異なる方法で第１及び第２のアバター特徴にユ
ーザの顔の特徴が変化する効果のフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善され
た視覚的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば
、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを
支援し、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効
率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることに
よって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６２４】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）（例えば、アバタ
ーの頭）の外観は、第１の変化の減少率で更新され（例えば、アバターの頭の更新は、ユ
ーザの第１の顔の特徴の変化方向に基づくアバターの頭の動きの減少である）、第２のア
バター特徴（例えば、２６１６）の外観（例えば、アバターの口）は、第１の変化の減少
率とは異なる第２の変化の減少率で更新される（例えば、アバターの口の更新は、ユーザ
の第２の顔の特徴の変化方向に基づくアバターの口の動きの減少である）。第１の変化の
減少率で第１のアバター特徴の外観を更新し、第１の変化の減少率とは異なる第２の変化
の減少率で第２のアバター特徴の外観を更新すると、顔追跡が失われた場合に第１及び第
２のアバター特徴が異なる方法で適用される更新をユーザにフィードバックする。ユーザ
に改善された視覚的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ
、（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するよう
にユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェー
スをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるように
することによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６２５】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴は、アバターの頭（例えば、２６１４）
であり、第２のアバター特徴は、仮想アバター（例えば、２６００）の顔の特徴（例えば
、２６１６）（例えば、アバターの口、目など）であり、第２の変化の減少率は、第１の
変化の減少率よりも速い速度で減少する（例えば、第２のアバター特徴の動き（例えば、
アバターの口の開閉、笑顔又は眉毛をひそめるアバターの口、アバターの眉毛の上下など
）は、第１のアバター特徴（アバターの頭など）の動きの減少よりも大きな割合で減少す
る）。
【０６２６】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴の外観（例えば、２６１４）は、第１の
アバター特徴の動きの範囲に関連付けられた値（例えば、第１のアバター特徴に関連付け
られた動きの全範囲を表す範囲）が所定値（例えば、動きの範囲の最大値より小さい動き
の範囲内の値）に到達するまで更新される。いくつかの実施形態では、アバターの頭に関
連付けられた動きの範囲は、アバターの頭の正面向きの位置から９０度の回転であり、所
定値は、アバターの頭の正面向きの位置から７５度である。いくつかの実施形態では、第
１のアバター特徴の更新された外観が所定値に到達する前に所定値が決定されるため、第
１のアバター特徴の更新速度が徐々に低下し、所定値に到達したときに更新が突然終了す
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ることを回避する（例えば、それにより、第１のアバター特徴及び他のアバター特徴（例
えば、第１のアバター特徴の更新によって影響を受ける物理モデルを有するもの）の急激
な更新の停止によって引き起こされるけいれん効果を回避する）。第１のアバター特徴の
動きの範囲に関連付けられた値が所定値に到達するまで第１のアバター特徴の外観を更新
することで、ユーザの顔が追跡されなくなった場合であっても、仮想アバターの現在状態
のフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供
することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作する／デバイ
スと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減す
ることによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバ
イスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、
デバイスの電池寿命を改善する。
【０６２７】
　いくつかの実施形態では、第２のアバター特徴の外観（例えば、２６１６）は、第１の
アバター特徴の動きの範囲に関連付けられた値（例えば、第２のアバター特徴に関連付け
られた動きの全範囲を表す範囲）が所定値（例えば、動きの範囲の最大値より小さい動き
の範囲内の値）に到達するまで更新される。いくつかの実施形態では、アバターの口に関
連付けられた動きの範囲は、０～１００の範囲であり、アバターの口の範囲内の所定値は
７５である。いくつかの実施形態では、所定値は、第２のアバター特徴の更新された外観
が所定値に到達する前に決定されるため、第２のアバター特徴の更新速度が徐々に低下し
、所定値に到達したときに更新が突然終了することを回避する（例えば、それにより、第
２のアバター特徴及び他のアバター特徴（例えば、第２のアバター特徴の更新によって影
響を受ける物理モデルを有するもの）の急激な更新の停止によって引き起こされるけいれ
ん効果を回避する）。第２のアバター特徴の動きの範囲に関連付けられた値が所定値に到
達するまで第２のアバター特徴の外観を更新することで、ユーザの顔が追跡されなくなっ
た場合であっても、仮想アバターの現在状態のフィードバックをユーザに提供する。ユー
ザに改善された視覚的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上さ
せ、（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するよ
うにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェ
ースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるよう
にすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６２８】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観は、第１の
変化の減少率のスケーリング値に基づいて更新される（例えば、顔が検出されなくなった
後の第１のアバター特徴に対する表示変化は、顔追跡が失われたとき（又は顔追跡が失わ
れる直前）の第１の顔の特徴のベクトルのスケーリング値に基づいて決定される）。いく
つかの実施形態では、スケーリング値は、第１のアバター特徴の更新された外観がスケー
リング値に到達する前に決定されるため、第１のアバター特徴の更新速度が徐々に低下し
、スケーリング値に到達したときに更新が突然終了することを回避する（例えば、それに
より、第１のアバター特徴及び他のアバター特徴（例えば、第１のアバター特徴の更新に
よって影響を受ける物理モデルを有するもの）の急激な更新の停止によって引き起こされ
るけいれん効果を回避する）。第１の変化の減少率のスケーリング値に基づいて第１のア
バター特徴の外観を更新することで、ユーザの顔が追跡されなくなった場合であっても、
仮想アバターの現在状態のフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚
的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバ
イスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し
、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６２９】
　いくつかの実施形態では、第２のアバター特徴（例えば、２６１６）の外観は、第２の
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変化の減少率のスケーリング値に基づいて更新される（例えば、顔が検出されなくなった
後の第２のアバター特徴に対する表示変化は、顔追跡が失われたとき（又は顔追跡が失わ
れる直前）の第２の顔の特徴のベクトルのスケーリング値に基づいて決定される）。いく
つかの実施形態では、スケーリング値は、第２のアバター特徴の更新された外観がスケー
リング値に到達する前に決定されるため、第２のアバター特徴の更新速度が徐々に低下し
、スケーリング値に到達したときに更新が突然終了することを回避する（例えば、それに
より、第２のアバター特徴及び他のアバター特徴（例えば、第２のアバター特徴の更新に
よって影響を受ける物理モデルを有するもの）の急激な更新の停止によって引き起こされ
るけいれん効果を回避する）。第２の変化の減少率のスケーリング値に基づいて第２のア
バター特徴の外観を更新することで、ユーザの顔が追跡されなくなった場合であっても、
仮想アバターの現在状態のフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚
的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバ
イスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し
、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的に
し、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって
、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６３０】
　いくつかの実施形態では、第２のアバター特徴（例えば、２６１６）の外観は、第２の
アバター特徴が所定位置に到達するまで更新される（例えば、所定位置は、第２のアバタ
ー特徴の変化の大きさの制限として機能するプリセット値として決定される）。いくつか
の実施形態では、所定位置は、第２のアバター特徴の更新された外観が所定位置に到達す
る前に決定されるため、第２のアバター特徴の更新速度が徐々に低下し、所定位置に到達
したときに更新が突然終了することを回避する（例えば、それにより、第２のアバター特
徴及び他のアバター特徴（例えば、第２のアバター特徴の更新によって影響を受ける物理
モデルを有するもの）の急激な更新の停止によって引き起こされるけいれん効果を回避す
る）。所定位置に到達するまで第２のアバター特徴の外観を更新することで、ユーザの顔
が追跡されなくなった場合であっても、仮想アバターの現在状態のフィードバックをユー
ザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバックを提供することにより、デバイ
スの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切
な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザ
デバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効効
果的に使用できるようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を
改善する。
【０６３１】
　いくつかの実施形態では、閾値時間（例えば、１．５秒）の間、１つ以上のカメラ（例
えば、６０２）の視野内で顔（例えば、２６０４、２６０６）が検出されなかったという
判定に応じて、電子デバイス（例えば、６００）は、第１のアバター特徴（例えば、２６
１４）の外観を第１の既定ポーズ（例えば、２６０３Ｊ）に更新する（例えば、仮想アバ
ターを表示する表示領域内での第１のアバター特徴の回転又は並進のない正面向きの位置
）（例えば、アバターの頭）。いくつかの実施形態では、この更新は、既定ポーズ（例え
ば、２６０３Ｉ）に移動する第１のアバター特徴の滑らかなアニメーションである。いく
つかの実施形態では、顔追跡が失敗したときの第１の顔の特徴の変化特性とは無関係に（
例えば、所定の）既定ポーズが決定される。第１のアバター特徴の外観を第１の既定ポー
ズに更新すると、ユーザの顔が所定期間カメラの視野内で検出されず、デバイスが仮想ア
バターを変更しなくなったというフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善され
た視覚的フィードバックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば
、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを
支援し、ユーザの誤りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効
率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることに
よって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
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【０６３２】
　いくつかの実施形態では、閾値時間（例えば、１．５秒）の間、１つ以上のカメラ（例
えば、６０２）の視野内で顔（例えば、２６０４、２６０６）が検出されなかったという
判定に応じて、電子デバイス（例えば、６００）は、第２のアバター特徴（例えば、２６
１６）の外観を、関連付けられた第２の既定ポーズ（例えば、２６０３Ｊ）に更新する（
例えば、第２のアバター特徴（例えば、アバター口）の中立的なポーズに関連付けられた
第２のアバター特徴の位置）。いくつかの実施形態では、この更新は、既定ポーズ（例え
ば、２６０３Ｉ）に移動する第２のアバター特徴の滑らかなアニメーションである。いく
つかの実施形態では、既定ポーズは、顔追跡が失敗したときの第２の顔の特徴の変化特性
とは無関係に決定される。第２のアバター特徴の外観を第２の既定ポーズに更新すると、
ユーザの顔が一定期間カメラの視野で検出されず、デバイスが仮想アバターを変更しなく
なったというフィードバックをユーザに提供する。ユーザに改善された視覚的フィードバ
ックを提供することにより、デバイスの操作性を向上させ、（例えば、デバイスを操作す
る／デバイスと対話するときに適切な入力を提供するようにユーザを支援し、ユーザの誤
りを削減することによって）ユーザデバイスインタフェースをより効率的にし、更に、ユ
ーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによって、電力使用量
を削減し、デバイスの電池寿命を改善する。
【０６３３】
　いくつかの実施形態では、第１のアバター特徴（例えば、２６１４）の外観が更新され
た後（例えば、２６０３Ｄ）、及び第２のアバター特徴の外観（例えば、２６１６）が更
新された後（例えば、２６０３Ｄ）、閾値時間が達成される（例えば、１つ以上のカメラ
の視野で顔が検出されたときに検出された第１及び第２の顔の特徴の変化に基づいて更新
された後、第１及び第２のアバター特徴は、それぞれの既定ポーズに移動する）。
【０６３４】
　いくつかの実施形態では、方法（２７００）は、以下のステップのうちの任意の１つ以
上を更に含む。
【０６３５】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のカメラ（例えば、６０２）の視野内の顔の追跡が
失敗したことを判定する前に、デバイス（例えば６００）は、ポーズの第２の変化（例え
ば、ポーズの第１の変化の前に発生するポーズの変化）を有する１つ以上のカメラの視野
内の顔を検出し、ポーズの第２の変化は、複数の検出された顔の特徴（例えば、２６０４
、２６０６）の第２の変化を含む（例えば、１つ以上のカメラの視野内で顔がなおも検出
されている間に、顔の特徴又は顔の特徴のセットが変化する方向）。
【０６３６】
　いくつかの実施形態において、ポーズの第２の変化を伴う１つ以上のカメラの視野内の
顔の検出に応じて、方法（２７００）は、以下の実施形態のうちの任意の１つ以上を更に
含む。
【０６３７】
　いくつかの実施形態では、複数の検出された顔の特徴が顔を追跡している間に第５の変
化特性を有するという判定に従って（例えば、ユーザの頭が上に傾いている、ユーザの目
が横を向いている、及びユーザの口が開いている）、デバイス（例えば、６００）は、第
５の変化特性に基づいた第５の外観に仮想アバター（例えば、２６００）の第１のアバタ
ー特徴（例えば、２６１４、２６１６）の外観を更新する（例えば、アバターの頭の角度
、アバターの目の位置、及びアバターの口の位置を更新する）（例えば、カメラの視野内
の顔を検出しながら、仮想アバターの更新／移動を継続する）。顔追跡が失敗する前に検
出された第５の変化特性に基づく第５の外観に第１のアバター特徴の外観を更新すると、
ユーザ入力を受信するためのインタフェースを表示する必要なくユーザが仮想アバターを
制御するための入力を提供することを可能にすることによりデバイスに対するより多くの
制御をユーザに提供する。表示される追加コントローラによってＵＩを雑然とさせること
なく、追加制御できるようにすることにより、デバイスの操作性が高められ、ユーザ－デ
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バイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作する／デバイスと対話するときに適切
な入力をもたらすようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすことによって）より効率
的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できるようにすることによ
って、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０６３８】
　いくつかの実施形態では、複数の検出された顔の特徴が顔を追跡しながら第６の変化特
性を有するという判定に従って（例えば、異なる方向に傾くユーザの頭；異なる方向を見
るユーザの目、及び異なる方向に動くユーザの口；例えば、ユーザの頭が下に傾いている
、ユーザの目が前を向いている、ユーザが口を閉じている）、デバイス（例えば、６００
）は、第６の変化特性に基づいておりかつ第５の外観とは異なる第６の外観に仮想アバタ
ー（例えば、２６００）の第１のアバター特徴（例えば、２６１４、２６１６）の外観を
更新する。いくつかの実施形態では、アバターへの更新は、同時に発生するユーザの顔の
複数の特徴に対する検出された変化に基づいている。いくつかの実施形態では、顔が検出
され続けている間、仮想アバターへの更新は、顔のポーズの変化が検出されたときから仮
想アバターが更新されるまでの、検出された顔のポーズの第１の変化と、顔が検出されな
くなった後に発生するアバター特徴の更新との間の所定期間よりも短い期間（例えば、反
応時間、反応遅延時間）内に生じる。すなわち、顔が検出されなくなった後の仮想アバタ
ーの更新は、顔がまだ検出されている間に行われる更新と比較して、更新が基づくポーズ
の変化からより長い期間、時間的にオフセットされる。第１のアバター特徴の外観を、顔
追跡に失敗する前に検出された第６の変化特性に基づいて、第５の外観とは異なる第６の
外観に更新すると、ユーザ入力を受信するためのインタフェースを表示する必要なくユー
ザが仮想アバターを制御するための入力を提供することを可能にすることによりデバイス
に対するより多くの制御をユーザに提供する。表示される追加コントローラによってＵＩ
を雑然とさせることなく、追加制御できるようにすることにより、デバイスの操作性が高
められ、ユーザ－デバイスインタフェースを（例えば、デバイスを操作する／デバイスと
対話するときに適切な入力をもたらすようにユーザを支援し、ユーザの誤りを減らすこと
によって）より効率的にし、更に、ユーザがデバイスをより素早く、効果的に使用できる
ようにすることによって、電力使用量を削減し、デバイスの電池寿命が改善される。
【０６３９】
　なお、方法２７００に関して上述したプロセス（例えば、図２７）の詳細はまた、上述
した方法にも類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法８００は、
方法２７００を参照して上述した様々な方法の特性のうちの任意の１つ以上を任意選択的
に含む。例えば、顔の検出された変化に応じて変更される仮想アバターのプレビューを表
示する場合、デバイスは、方法８００において説明した仮想アバターの変更の間に顔追跡
が失われた場合、方法２７００で提供されるステップにしたがって仮想アバターの変更を
継続することができる。他の例として、方法９００は、方法２７００に関して上述した様
々な方法の特性のうちの１つ以上を任意選択的に含む。例えば、顔の検出された変化に応
じて変更される仮想アバターのプレビューを表示する場合、デバイスは、方法９００にお
いて説明した仮想アバターの変更の間に顔追跡が失われた場合、方法２７００で提供され
るステップにしたがって仮想アバターの変更を継続することができる。簡潔にするために
、これらの詳細は、以下で繰り返さない。
【０６４０】
　上記は、説明を目的として、特定の実施形態を参照して記述されている。しかしながら
、上記の例示的な論考は、網羅的であること、又は開示される厳密な形態に本発明を限定
することを意図するものではない。上記の教示を考慮して、多くの修正及び変形が可能で
ある。これらの実施形態は、本技術の原理、及びその実際の適用を最もよく説明するため
に、選択及び記載されている。それにより、他の当業者は、意図された具体的な用途に適
するような様々な修正を用いて、本技術及び様々な実施形態を最も良好に利用することが
可能となる。
【０６４１】
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　添付図面を参照して、本開示及び例を十分に説明してきたが、様々な変更及び修正が、
当業者には明らかとなるであろうことに留意されたい。そのような変更及び修正は、特許
請求の範囲によって定義されるような、本開示及び例の範囲内に含まれるものとして理解
されたい。
【０６４２】
　上述のように、本技術の一態様は、他のユーザと共有するために、様々なソースから入
手可能なデータを収集及び使用することである。本開示は、いくつかの例において、この
収集されたデータは、特定の人物を一意に特定する個人情報データ、又は特定の人物に連
絡する若しくはその所在を突き止めるために使用できる個人情報データを含み得ることを
想到している。そのような個人情報データとしては、人口統計データ、位置ベースのデー
タ、電話番号、電子メールアドレス、ツイッター（登録商標）ＩＤ、自宅の住所、ユーザ
の健康又はフィットネスのレベルに関するデータ若しくは記録（例えば、バイタルサイン
測定値、投薬情報、運動情報）、誕生日、あるいは任意の他の識別情報又は個人情報を挙
げることができる。
【０６４３】
　本開示は、本技術におけるそのような個人情報データの使用がユーザの利益になる使用
であり得る点を認識するものである。例えば、個人情報データは、会話中のユーザをより
良く伝え表すために使用されることができる。更には、ユーザに利益をもたらす、個人情
報データに関する他の使用もまた、本開示によって想到される。例えば、健康データ及び
フィットネスデータは、ユーザの全般的なウェルネスについての洞察を提供するために使
用することができ、あるいは、ウェルネスの目標を追求するための技術を使用している個
人への、積極的なフィードバックとして使用することもできる。
【０６４４】
　本開示は、そのような個人情報データの収集、分析、開示、伝送、記憶、又は他の使用
に関与するエンティティが、確固たるプライバシーポリシー及び／又はプライバシー慣行
を遵守するものとなることを想到する。具体的には、そのようなエンティティは、個人情
報データを秘密として厳重に保守するための、業界又は政府の要件を満たしているか又は
上回るものとして一般に認識されている、プライバシーのポリシー及び慣行を実施し、一
貫して使用するべきである。そのようなポリシーは、ユーザによって容易にアクセス可能
とするべきであり、データの収集及び／又は使用が変化するにつれて更新されるべきであ
る。ユーザからの個人情報は、そのエンティティの合法的かつ正当な使用のために収集さ
れるべきであり、それらの合法的使用を除いては、共有又は販売されるべきではない。更
には、そのような収集／共有は、ユーザに告知して同意を得た後に実施されるべきである
。更には、そのようなエンティティは、そのような個人情報データへのアクセスを保護し
て安全化し、その個人情報データへのアクセスを有する他者が、それらのプライバシーポ
リシー及び手順を遵守することを保証するための、あらゆる必要な措置を講じることを考
慮するべきである。更には、そのようなエンティティは、広く受け入れられているプライ
バシーのポリシー及び慣行に対する自身の遵守を証明するために、第三者による評価を自
らが受けることができる。更には、ポリシー及び慣行は、収集及び／又はアクセスされる
具体的な個人情報データのタイプに適合されるべきであり、また、管轄権固有の考慮事項
を含めた、適用可能な法令及び規格に適合されるべきである。例えば、米国では、特定の
健康データの収集又はアクセスは、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（Heal
th Insurance Portability and Accountability Act、ＨＩＰＡＡ）などの、連邦法及び
／又は州法によって管理することができ、その一方で、他国における健康データは、他の
規制及びポリシーの対象となり得るものであり、それに従って対処されるべきである。そ
れゆえ、各国の異なる個人データのタイプに関して、異なるプライバシー慣行が保たれる
べきである。
【０６４５】
　前述のことがらにも関わらず、本開示はまた、個人情報データの使用又は個人情報デー
タへのアクセスを、ユーザが選択的に阻止する実施形態も想到する。すなわち、本開示は
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、そのような個人情報データへのアクセスを防止又は阻止するように、ハードウェア要素
及び／又はソフトウェア要素を提供することができると想到する。例えば、アバターを送
信する場合、本技術は、ユーザが、サービスの登録中又はその後のいつでも、個人情報デ
ータの収集への参加の「オプトイン」又は「オプトアウト」を選択できるように構成され
得る。「オプトイン」及び「オプトアウト」の選択肢を提供することに加えて、本開示は
、個人情報のアクセス又は使用に関する通知を提供することを想到する。例えば、ユーザ
の個人情報データにアクセスすることとなるアプリのダウンロード時にユーザに通知され
、その後、個人情報データがアプリによってアクセスされる直前に再びユーザに注意して
もよい。
【０６４６】
　更には、本開示の意図は、個人情報データを、非意図的若しくは非認可アクセス又は使
用の危険性を最小限に抑える方法で、管理及び処理するべきであるという点である。デー
タの収集を制限し、データがもはや必要とされなくなった時点で削除することによって、
危険性を最小限に抑えることができる。更には、適用可能な場合、特定の健康関連アプリ
ケーションにおいて、ユーザのプライバシーを保護するために、データの非特定化を使用
することができる。非特定化は、適切な場合には、特定の識別子（例えば、生年月日など
）を除去すること、記憶されたデータの量又は特異性を制御すること（例えば、位置デー
タを住所レベルよりも都市レベルで収集すること）、データがどのように記憶されるかを
制御すること（例えば、データをユーザ全体にわたって情報集約すること）及び／又は他
の方法によって、容易にすることができる。
【０６４７】
　それゆえ、本開示は、１つ以上の様々な開示された実施形態を実施するための、個人情
報データの使用を広範に網羅するものではあるが、本開示はまた、そのような個人情報デ
ータにアクセスすることを必要とせずに、それらの様々な実施形態を実施することもまた
可能であることを想到している。すなわち、本技術の様々な実施形態は、そのような個人
情報データのすべて又は一部分が欠如することにより、実施不可能となるものではない。
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月15日(2019.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラとディスプレイとを有する電子デバイスであって、
　仮想アバター生成インタフェースを表示すること、
　前記仮想アバター生成インタフェースに仮想アバターのプレビューを表示することであ
って、前記仮想アバターのプレビューが、前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反
応すること、
　前記仮想アバターのプレビューを表示しながら、前記仮想アバター生成インタフェース
における入力を検出すること、
　前記仮想アバター生成インタフェースにおける入力の検出に応じて、
　　前記入力が前記仮想アバターのプレビューから開始するという判定に従って、各時間
における前記カメラの視野内の顔の表情を表す静的仮想アバターを生成することであって
、各時間が、前記入力のタイミングに基づいて判定されること、
　　前記入力が前記仮想アバター生成インタフェースの記録アフォーダンスのアクティブ
化を含むという判定に従って、所定期間にわたって前記カメラの視野内の顔の表情の変化
のシーケンスを表すアニメーション化された前記仮想アバターを生成することであって、
前記所定期間が、前記入力のタイミングに基づいて判定されること、
　を含む方法。
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【請求項２】
　メッセージエリアを含むメッセージングインタフェースを表示することを更に含み、前
記メッセージエリアが、通信の２人以上の参加者からのメッセージを含み、前記仮想アバ
ター生成インタフェースが、前記メッセージングインタフェースと同時に表示される、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仮想アバター生成インタフェースを表示することが、前記メッセージングインタフ
ェースの仮想キーボードの表示を前記仮想アバター生成インタフェースの表示に置き換え
ることを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージングインタフェースがメッセージ作成エリアを含み、前記入力が前記仮
想アバターの前記プレビュー上のタップであり、
　前記仮想アバター生成インタフェースにおける前記入力の検出に応じて、前記メッセー
ジ作成エリアに前記静的仮想アバターを表示することを更に含む、請求項２又は３に記載
の方法。
【請求項５】
　前記アバター生成インタフェースが、１つ以上の以前に生成された仮想アバターのコレ
クションを含む静的仮想アバターエリアを含み、
　ユーザ入力に応じて、前記生成された仮想アバターを、前記１つ以上の以前に生成され
た仮想アバターのコレクションに追加することを更に含む、請求項１～４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記仮想アバターを前記仮想アバターのコレクションに追加した後、前記仮想アバター
のコレクションを第２のユーザと共有する要求をユーザから受信し、それに応じて、前記
仮想アバターのコレクションを前記第２のユーザに送信することを更に含む、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記入力が、前記仮想アバターの前記プレビューで始まり、前記メッセージエリア内の
場所で終了し、
　前記通信に関連付けられた参加者に前記静的仮想アバターを送信することを更に含む、
請求項２～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記静的仮想アバターが、前記入力が前記仮想アバターの前記プレビューで検出された
時点で前記カメラの前記視野内の前記顔の表情に基づいて決定される外観を有する、請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記仮想アバターの前記プレビューから前記入力の前記開始を検出するのに応じて、前
記仮想アバターの前記プレビューが、前記カメラの視野内にある顔の外観の変化に反応す
るのを中止する前記仮想アバターの前記プレビューを表示することを更に含む、請求項７
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成するための前記期間の満了に応じて、
前記記録アフォーダンスの代わりに送信アフォーダンスを表示すること、
　前記送信アフォーダンスを選択する入力の受信に応じて、前記生成されたアニメーショ
ン化された仮想アバターをリモートユーザに送信すること、
　を更に含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成するための前記期間の満了に応じて、
前記記録アフォーダンスの代わりに確認アフォーダンスを表示すること、
　前記確認アフォーダンスを選択する入力の受信に応じて、前記メッセージングインタフ
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ェースのメッセージ作成エリアに前記アニメーション化された仮想アバターの表現を表示
すること、
　を更に含む、請求項２～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記期間が、所定の時間に基づいており、
　前記アニメーション化された仮想アバターを生成した後、前記仮想アバターの前記プレ
ビューの表示を停止し、前記アニメーション化された仮想アバターのループバージョンを
表示することを更に含み、前記アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージ
ョンの表示が、前記アニメーションシーケンスの２回以上の表示を含む、請求項１～１１
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージョンが、第１の仮想アバ
ターテンプレートを使用して表示され、
　第２の仮想アバターテンプレートの表現を含む複数の他の仮想アバターテンプレートの
表現を表示することであって、前記第２の仮想アバターテンプレートが、前記第１の仮想
アバターテンプレートとは異なること、
　前記アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージョンの表示を開始した後
、前記第２の仮想アバターテンプレート表現を選択するユーザ入力の受信に応じて、前記
アニメーション化された仮想アバターの前記ループバージョンの前記表示を更新して、前
記第２の仮想アバターテンプレートを反映すること、
　を更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記仮想アバター生成インタフェースの起動に応じて、前記仮想アバターの前記プレビ
ューが自動的に表示される、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記カメラの前記視野内の前記顔の第１の物理的特徴の特性の検出に応じて、前記検出
された特性に基づいて、前記仮想アバターの前記表示されたプレビューの第１の物理的特
徴を更新することを更に含み、前記顔の前記第１の物理的特徴のタイプが、前記表示され
たプレビューの前記第１の物理的特徴のタイプと同じである、請求項１～１４のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記カメラの前記視野内の前記顔の第２の物理的特徴の特性の検出に応じて、前記検出
された特性に基づいて、前記仮想アバターの前記表示されたプレビューの第２の物理的特
徴を更新することを更に含み、前記顔の前記第２の物理的特徴のタイプが、前記表示され
たプレビューの前記第２の物理的特徴のタイプとは異なる、請求項１～１５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記カメラの前記視野内の前記顔の動きの検出に応じて、前記仮想アバターの物理モデ
ル及び前記検出された動きに基づいて前記仮想アバターの前記表示されたプレビューの第
３の物理的特徴を更新することを更に含む、請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記仮想アバターの前記プレビューが、所定の仮想アバターテンプレートに基づいてお
り、
　前記所定の仮想アバターテンプレートに関連付けられた１つ以上の所定の動作に基づい
て前記仮想アバターの前記プレビューを更新することを更に含む、請求項１～１７のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記カメラの前記視野内で前記顔がもはや検出されなくなったという判定に応じて、前
記仮想アバターの前記プレビューの前記表示を徐々にフェードすることを更に含む、請求
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項１～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記カメラの前記視野内で前記顔がもはや検出されなくなったという判定に応じて、前
記顔が前記カメラによってもはや適切に検出されなくなったことを示すメッセージを表示
することを更に含む、請求項１～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記カメラの前記視野内で前記顔がもはや検出されなくなったという判定に応じて、前
記顔が前記視野内でもはや検出されなくなる前の期間中に発生していた前記顔の外観の変
化に基づいて前記仮想アバターの前記プレビューの前記表示を更新することを更に含む、
請求項１～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記顔が前記カメラの前記視野内でもはや検出されなくなる前の期間中に発生していた
前記顔の外観の変化に基づいて前記仮想アバターの前記プレビューの前記表示を更新する
ことが、前記仮想アバターの前記更新が徐々に停止するように、経時的に前記仮想アバタ
ーの前記プレビューの前記更新を徐々に遅らせることを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか一項に記載の方法をコンピュータに実行させるコンピュータ
プログラム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の前記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、
　前記メモリに記憶されたコンピュータプログラムを実行できる１つ以上のプロセッサと
、を備えた電子デバイス。
【請求項２５】
　請求項１～２２のいずれか一項に記載の方法を実行する手段を備えた電子デバイス。
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