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(57)【要約】
【課題】ハプティックテーマを生成することができるハ
プティックテーマシステムを提供する。
【解決手段】ここでハプティックテーマは、１つ以上の
ハプティック効果、および、１つ以上のハプティック効
果の、デバイスの１つ以上のユーザインターフェース（
「ＵＩ」）へのマッピングを含む、インストール可能な
パッケージである。ハプティックテーマはデバイスにイ
ンストール可能であり、デバイスは次いでハプティック
テーマをリアルタイムでダイナミックにロードおよび再
生することができる。ハプティックテーマシステムは、
ユーザインターフェース内に、１つ以上のハプティック
テーマを表示することができる。選択を受信した後、ハ
プティックテーマシステムは、マッピング内に、受信さ
れたユーザインターフェースにマッピングされたハプテ
ィック効果に基づいて、ハプティックフィードバックを
生成することができる。
【選択図】図１



(2) JP 2018-85148 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサによって実行される場合に、前記プロセッサにハプティックテーマを生成さ
せる命令を保存してあるコンピュータ可読媒体であって、前記命令は：
　１つ以上のハプティック効果を生成することと、
　マッピング言語を用いて、前記１つ以上のハプティック効果を、１つ以上のユーザイン
ターフェースイベントにマッピングする、マッピングを生成することと、
　前記ハプティックテーマ内に、前記マッピングおよび前記１つ以上のハプティック効果
をパッケージングすることと
　を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項２】
　前記命令は、さらに、１つ以上のハプティックテーマをダイナミックにアグリゲートす
ることを含み、前記１つ以上のハプティックテーマは、生成された前記ハプティックテー
マを含む、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３】
　前記１つ以上のハプティックテーマをダイナミックにアグリゲートすることは、デバイ
スのユーザインターフェース内に、前記１つ以上のハプティックテーマを提示することを
含む、請求項２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項４】
　前記１つ以上のハプティックテーマをダイナミックにアグリゲートすることは、前記１
つ以上のハプティックテーマのアグリゲーションをダイナミックにアップデートすること
を含み、１つ以上のハプティックテーマは、前記デバイスに追加されるか、または前記デ
バイスから削除される、請求項３に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項５】
　前記命令はさらに、ハプティックテーマをダイナミックにロードすること、およびハプ
ティックフィードバックを生成するためにリアルタイムで、前記ダイナミックにロードさ
れたハプティックテーマを用いることを含み、
　前記ダイナミックにロードされたハプティックテーマは、ユーザインターフェースイベ
ントを受信し、前記マッピングに基づいて、前記ユーザインターフェースイベントをハプ
ティック効果にマッピングし、前記ハプティック効果に基づいて前記ハプティックフィー
ドバックを生成する、請求項２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項６】
　前記命令はさらに、
　通信プロトコルを介して、ハプティックテーマ要素を転送するためのリクエストを聞く
ことと、
　デバイスから、前記通信プロトコルを介して、前記ハプティックテーマ要素を転送する
ための前記リクエストを受信することと、
　前記ハプティックテーマ要素のコピーを生成することと、
　前記通信プロトコルを介して、前記ハプティックテーマ要素のコピーを前記デバイスに
送信することと
　を含む、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項７】
　前記デバイスは、新たなハプティックテーマを生成し、新たに生成された前記ハプティ
ックテーマ内に、前記ハプティックテーマ要素のコピーを保存する、請求項６に記載のコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項８】
　前記デバイスは、前記デバイスの既存のハプティックテーマ内に、前記ハプティックテ
ーマ要素のコピーを保存する、請求項６に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　前記ハプティックテーマ要素は、ハプティックテーマの少なくとも一部を含む、請求項
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６に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　前記ハプティックテーマ要素は、ハプティックテーマを含む、請求項６に記載のコンピ
ュータ可読媒体。
【請求項１１】
　前記命令はさらに、
　感知プロトコルを介して、１つ以上の物理的属性をキャプチャすることと、
　前記１つ以上の物理的属性を分析し、前記１つ以上の物理的属性に基づいて、１つ以上
のハプティックパラメータを生成することと、
　前記１つ以上のハプティックパラメータをハプティックテーマ要素に変換することと、
　を含む、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記命令はさらに、
　新たなハプティックテーマを生成することと、
　新たに生成された前記ハプティックテーマ内に前記ハプティックテーマ要素を保存する
ことと、
　を含む、請求項１１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記命令はさらに、既存のハプティックテーマ内に前記ハプティックテーマ要素を保存
することを含む、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記マッピング言語は、拡張マークアップ言語スキーマを含み、前記マッピングは、拡
張マークアップ言語ファイル内に保存される、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　前記１つ以上のハプティック効果の各々のハプティック効果はエフェクトファイル内に
保存される、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　ハプティックテーマを生成するためのコンピュータが実施する方法であって、前記コン
ピュータが実施する方法は、
　１つ以上のハプティック効果を生成することと、
　マッピング言語を用いて、前記１つ以上のハプティック効果を、１つ以上のユーザイン
ターフェースイベントにマッピングする、マッピングを生成することと、
　前記ハプティックテーマ内に、前記マッピングおよび前記１つ以上のハプティック効果
をパッケージングすることと
　を含む、方法。
【請求項１７】
　１つ以上のハプティックテーマをダイナミックにアグリゲートすることをさらに含み、
前記１つ以上のハプティックテーマは、生成された前記ハプティックテーマを含む、請求
項１６に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１８】
　ハプティックテーマをダイナミックにロードすること、およびハプティックフィードバ
ックを生成するためにリアルタイムで、前記ダイナミックにロードされたハプティックテ
ーマを用いることをさらに含み、
　前記ダイナミックにロードされたハプティックテーマは、ユーザインターフェースイベ
ントを受信し、前記マッピングに基づいて、前記ユーザインターフェースイベントをハプ
ティック効果にマッピングし、前記ハプティック効果に基づいて前記ハプティックフィー
ドバックを生成する、請求項１７に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１９】
　通信プロトコルを介して、ハプティックテーマ要素を転送するためのリクエストを聞く
ことと、
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　デバイスから、前記通信プロトコルを介して、前記ハプティックテーマ要素を転送する
ための前記リクエストを受信することと、
　前記ハプティックテーマ要素のコピーを生成することと、
　前記通信プロトコルを介して、前記ハプティックテーマ要素のコピーを前記デバイスに
送信することと
　をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項２０】
　感知プロトコルを介して、１つ以上の物理的属性をキャプチャすることと、
　前記１つ以上の物理的属性を分析し、前記１つ以上の物理的属性に基づいて、１つ以上
のハプティックパラメータを生成することと、
　前記１つ以上のハプティックパラメータをハプティックテーマ要素に変換することと、
　をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項２１】
　ハプティックテーマシステムであって、
　ハプティックテーマモジュールを保存するように構成されたメモリと、
　前記メモリに保存された前記ハプティックテーマモジュールを実行するように構成され
たプロセッサと、
　ハプティックフィードバックを生成するように構成されたアクチュエータと、
　を備え、
　前記プロセッサはさらに、前記メモリに保存された前記ハプティックテーマモジュール
を実行する場合に、前記ハプティックテーマシステムに、
　１つ以上のハプティックテーマをユーザインターフェース内に表示することであって、
ハプティックテーマは、１つ以上のハプティック効果、および、マッピング言語を用いて
、前記１つ以上のハプティック効果を、１つ以上のユーザインターフェースイベントにマ
ッピングする、マッピングを含む、ことと、
　第１のハプティックテーマの選択を受信することであって、前記第１のハプティックテ
ーマは、前記１つ以上のハプティックテーマのうちの１つである、ことと、
　ユーザインターフェースイベントを受信することと、
　前記マッピング内に、前記ユーザインターフェースイベントにマッピングされた前記ハ
プティック効果に基づいてハプティックフィードバックを生成することと、
　をさせるように構成されている、ハプティックテーマシステム。
【請求項２２】
　前記プロセッサはさらに、前記メモリに保存された前記ハプティックテーマモジュール
を実行する場合に、前記ユーザインターフェース内に、前記１つ以上のハプティックテー
マの表示をダイナミックにアップデートするように構成され、１つ以上のハプティックテ
ーマは、前記ハプティックテーマシステムに追加されるか、前記ハプティックテーマシス
テムから削除される、請求項２１に記載のハプティックテーマシステム。
【請求項２３】
　デバイスからデータを送信および受信するように構成された通信デバイスをさらに備え
、
　前記プロセッサはさらに、前記メモリに保存された前記ハプティックテーマモジュール
を実行する場合に、前記ハプティックテーマシステムに、
　通信プロトコルを介して、ハプティックテーマ要素を転送するためのリクエストを聞く
ことと、
　デバイスから、前記通信プロトコルを介して、前記ハプティックテーマ要素を転送する
ための前記リクエストを受信することと、
　前記ハプティックテーマ要素のコピーを生成することと、
　前記通信プロトコルを介して、前記ハプティックテーマ要素のコピーを前記デバイスに
送信することと
　をさせるように構成される、請求項２１に記載のハプティックテーマシステム。
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【請求項２４】
　１つ以上の刺激を検出するように構成されたセンサをさらに備え、
　前記プロセッサはさらに、前記メモリに保存された前記ハプティックテーマモジュール
を実行した場合に、前記ハプティックテーマシステムに、
　感知プロトコルを介して、１つ以上の物理的属性をキャプチャすることと、
　前記ハプティックイベントを分析し、前記１つ以上の物理的属性に基づいて、１つ以上
のハプティックパラメータを生成することと、
　前記１つ以上のハプティックパラメータをハプティックテーマ要素に変換することと、
　をさせるように構成される、請求項２１に記載のハプティックテーマシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一実施形態は、一般にデバイスに関し、より詳細には、装置のためのハプティック（触
覚）効果に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハプティック（触覚学）は、例えば力、振動、動きなどのハプティックフィードバック
効果（すなわち触覚効果）をユーザに与えることによって、ユーザの接触の感覚を利用し
た触知性および力フィードバックである。モバイルデバイス、タッチスクリーンデバイス
、およびパーソナルコンピュータ等のデバイスは触覚効果を生成するように構成できる。
一般に、そのようなデバイスのＯＥＭ（相手先商標製品製造会社）はデバイスのオペレー
ティングシステム（「ＯＳ」）内において、触覚効果を生成することができる内蔵のハー
ドウェア（例えばアクチュエータ）に対する要請（ｃａｌｌ）に答えるよう計画する。こ
うした要請は、特定のイベントに応答して再生されるハプティック効果を特定する。例え
ば、ボタン、タッチスクリーン、レバー、ジョイスティック、ホイール、または一部の他
の制御装置を用いてデバイスと対話する場合、制御位置情報がデバイスのＯＳに送信され
ることができ、これは次いで、制御回路を介して内蔵のハードウェアへプレイコマンドを
送信することができる。内蔵のハードウェアは次いで適切な触覚効果を生成する。内蔵ハ
ードウェアに対する要請は通常ＯＳレベルでプログラミングされているので、ＯＥＭでな
い第三者は、通常、既に規定されているハプティック効果を利用することができるにすぎ
ない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一実施形態は、プロセッサによって実行される場合に、上記プロセッサにハプティック
テーマを生成させる命令を保存してあるコンピュータ可読媒体に関する。それらの命令は
、１つ以上のハプティック効果を生成することと、マッピング言語を用いて、１つ以上の
ハプティック効果を、１つ以上のユーザインターフェースイベントにマッピングする、マ
ッピングを生成することと、上記ハプティックテーマ内に、上記マッピングおよび上記１
つ以上のハプティック効果をパッケージングすることと、を含む。
【０００４】
　さらなる実施形態、詳細、利点、および変更は、好ましい実施形態の以下の詳細な記載
から明らかになり、それらの好ましい実施形態は、添付の図面に関連して記載される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の一実施形態に係るデバイスの斜視図を示す。
【図２】本発明の一実施形態に係るハプティックテーマシステムのブロック図を示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る１つ以上のハプティックテーマを含むデバイスのブロ
ック図を示す。
【図４】本発明の一実施形態に係るハプティックテーマの一例を示す。
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【図５】本発明の一実施形態に係るアグリゲータに基づく、１つ以上のハプティックテー
マを表示するユーザインターフェースの一例を示す。
【図６】本発明の一実施形態に係るハプティックテーマモジュールの機能のフロー図を示
す。
【図７】本発明の一実施形態に係る、ハプティックテーマまたはハプティックテーマ要素
を別のデバイスへ転送するデバイスのブロック図を示す。
【図８】本発明の一実施形態に係るハプティックテーマモジュールの機能の別のフロー図
を示す。
【図９】１つ以上の物理的属性を分析およびキャプチャし、１つ以上の物理的属性を、デ
バイス内のハプティックテーマ要素に変換する、デバイスのブロック図を示す。
【図１０】本発明の一実施形態に係るハプティックテーマモジュールの機能の別のフロー
図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　一実施形態は、ハプティックテーマを生成することができるハプティックテーマシステ
ムであって、ここで、ハプティックテーマは、１つ以上のハプティック効果、および、１
つ以上のハプティック効果の、デバイスの１つ以上のユーザインターフェース（「ＵＩ」
）へのマッピングを含む、インストール可能なパッケージである。ハプティックテーマは
デバイスにインストール可能であり、デバイスは次いでハプティックテーマをリアルタイ
ムでダイナミックにロードおよび再生することができる。さらに、デバイスは、１つ以上
のハプティックテーマ、または１つ以上のハプティックテーマ要素を、別のデバイスに転
送することができ、ここでハプティックテーマ要素は、ハプティックテーマの少なくとも
一部である。さらに、デバイスは、１つ以上の物理的属性を分析およびキャプチャし、デ
バイス内に、ハプティックテーマ要素として１つ以上の物理的属性を適用することができ
る。
【０００７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るデバイス５０の斜視図を示す。図１に示すように、
デバイス５０は携帯電話である。しかしながら、他の実施形態において、デバイス５０は
任意のタイプのデバイス、例えば、携帯情報端末（「ＰＤＡ」）、ポータブルメディアプ
レーヤ、ポータブルゲーミングデバイス、携帯電話、スマートフォン、タブレットパーソ
ナルコンピュータ、または他の類似のデバイスであってよい。デバイス５０は、デバイス
５０上で実行するソフトウェアアプリケーションとユーザが対話できるＵＩ６０を備える
。デバイス５０はさらに、以下でさらに詳細に記載する、ハプティックテーマシステム（
図示せず）を備え、これは、デバイス５０のために、１つ以上のハプティックテーマを生
成することができる。
【０００８】
　上述したように、ハプティックテーマは、１つ以上のハプティック効果、および、１つ
以上のハプティック効果をデバイス５０の１つ以上のＵＩイベントに対してマッピングす
ることを含むソフトウェアパッケージングストラクチャである。一実施形態において、ハ
プティックテーマは、例えばデバイス５０等のデバイスにインストールされることができ
るインストール可能なパッケージである。別の実施形態において、ハプティックテーマは
、例えばデバイス５０等のデバイスのＯＳと一体化されているパッケージである。前述し
たように、ハプティック効果とは、ハプティックフィードバック効果のことであり、ハプ
ティックフィード効果とは、例えば、力、振動、動きなどであり、ＵＩイベントとは、デ
バイス５０のユーザと、デバイス５０のＵＩ６０との間の対話であり、例えば、ユーザが
スクリーンに触れるか、デバイス５０のボタンに触れること、ＵＩ６０がプログレスバー
をユーザに表示すること、デバイス５０が入力メッセージを受け取り、ＵＩ６０内でユー
ザに対して表示されるアラートを生成すること等である。一実施形態において、ハプティ
ックテーマシステムはまた、デバイス５０に、１つ以上のハプティックテーマ、または１
つ以上のハプティックテーマ要素を別のデバイスに転送させることができる。前述したよ
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うに、ハプティックテーマ要素は、ハプティック効果、ハプティック効果をＵＩイベント
にマッピングすること、あるいはその組み合わせ等のハプティックテーマの少なくとも一
部である。別の実施形態において、ハプティックテーマシステムはまた、デバイス５０に
、１つ以上の物理的な属性（プロパティ）を分析およびキャプチャし、かつ１つ以上の物
理的属性をハプティックテーマ要素に変換させることができる。一実施形態において、１
つ以上の物理的属性は、対象物の１つ以上の物理的属性を含んでよい。そのような対象物
の例として、木製の表面、石製の表面、金属の表面、布地表面が挙げられ、それらの各々
は、独特な物理的属性を含み、それらの各々は、触った時に独特の触知性のハプティック
効果を生成する。別の実施形態において、１つ以上の物理的属性は、デバイスによって生
成されるアクションの１つ以上の物理的属性を含んでよい。アクションの例として、例え
ば、電話が鳴った時の、回転式での電話などのバイブレーションが挙げられる。電話によ
って生成されたバイブレーションは、ユニークな物理的属性を含み、また独特の力ハプテ
ィック効果を生成する。
【０００９】
　図２は、本発明の一実施形態に係るハプティックテーマシステム１０のブロック図を示
す。一実施形態において、システム１０は、図１のモバイル機器５０の一部であり、シス
テム１０はハプティックテーマ機能を提供する。単一のシステムとして示されているが、
システム１０の機能は、分散型のシステムとして実施可能である。システム１０は、バス
１２、または情報を通信するための他の通信メカニズム、ならびに、情報を処理するため
にバス１２に連結されたプロセッサ２２を備える。プロセッサ２２は、任意のタイプの汎
用または特定用途向けのプロセッサであってもよい。システム１０はさらに、プロセッサ
２２によって実行される情報および命令を保存するためのメモリ１４を備える。メモリ１
４は、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、読み出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、磁
気ディスクまたは光学ディスク等の静的記憶装置、あるいは任意の他のタイプのコンピュ
ータ可読媒体の任意の組み合わせから構成されることができる。
【００１０】
　コンピュータ可読媒体は、プロセッサ２２によってアクセス可能である任意の利用可能
な媒体であってよく、揮発性および不揮発性の媒体両方、取り外し可能および取り外しが
可能でない媒体、通信媒体、ならびに保存媒体を含んでよい。通信媒体は、コンピュータ
可読命令、データストラクチャ、プログラムモジュール、または搬送波または他の搬送メ
カニズム等の変調されたデータ信号における他のデータを含んでよく、当該技術分野にお
いて公知である情報送達媒体の任意の他の形態を含んでよい。保存媒体は、ＲＡＭ、フラ
ッシュメモリ、ＲＯＭ、消去可能ＰＲＯＭ（「ＥＰＲＯＭ」）、電気的消去可能・プログ
ラム可能型読み取り専用メモリ（「ＥＥＰＲＯＭ」）、レジスタ、ハードディスク、リム
ーバブルディスク、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（「ＣＤ－ＲＯＭ」）、ある
いは当該技術分野において公知である保存媒体の任意の他の形態を含んでよい。
【００１１】
　一実施形態において、メモリ１４は、プロセッサ２２によって実行された場合に機能を
提供するソフトウェアモジュールを保存する。モジュールは、システム１０、および一実
施形態において、デバイス５０の残りのためのオペレーティングシステム機能を提供する
オペレーティングシステム１５を含む。モジュールは、以下でさらに詳細に開示するよう
に、１つ以上のハプティックテーマを生成するためのフレームワークを提供し、１つ以上
のハプティックテーマ、または１つ以上のハプティックテーマ要素を転送し、ならびに、
１つ以上の物理的属性を分析およびキャプチャし、かつ１つ以上の物理的属性をハプティ
ックテーマ要素に変換する、ハプティックテーマモジュール１６をさらに含む。システム
１０は通常、例えば、１つ以上のハプティック効果を生成するためのアプリケーションな
どの追加の機能を備えるために、１つ以上の追加のアプリケーションモジュール１８を含
む。
【００１２】
　リモートソースからデータを送信および／または受信する実施形態において、システム
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１０は、例えば赤外線、無線、Ｗｉ－Ｆｉ、またはセルラーネットワーク通信等のモバイ
ルワイヤレスネットワーク通信を提供するために、ネットワークインターフェースカード
等の通信デバイス２０をさらに含む。他の実施形態において、通信デバイス２０はイーサ
ネット（登録商標）通信またはモデム等の有線ネットワーク通信を提供する。
【００１３】
　プロセッサ２２は、グラフィック表示またはユーザインターフェースをユーザに表示す
るための液晶ディスプレイ（「ＬＣＤ」）等のディスプレイ２４に、バス１２を介してさ
らに接続される。ディスプレイ２４は、プロセッサ２２から信号を送信および受信するよ
うに構成されたタッチスクリーン等のタッチセンサ式入力デバイスであってもよく、マル
チタッチのタッチスクリーンであってもよい。
【００１４】
　システム１０は１つ以上のアクチュエータ２６をさらに含む。プロセッサ２２は、触覚
効果に関連付けられた触覚信号をアクチュエータ２６に送信してよく、次いでこのアクチ
ュエータ２６は触覚効果を出力する。アクチュエータ２６は、例えば、電気モータ、電磁
アクチュエータ、音声コイル、圧電アクチュエータ、形状記憶合金、電気活性ポリマー、
ソレノイド、偏心回転質量モータ（「ＥＲＭ」）、リニア共振アクチュエータ（「ＬＲＡ
」）であってよい。
【００１５】
　システム１０はさらに、１つ以上のセンサ２８を含む。センサ２８は、ジャイロスコー
プ、グローバル・ポジショニング・システム（「ＧＰＳ」）センサ、タッチセンサ式入力
デバイス（例えばタッチスクリーン、タッチパッド）、テクスチャスタイラス、画像セン
サ、または一部の他のタイプのセンサを含んでよい。センサ２８は、１つ以上の物理的属
性等の１つ以上の刺激を検出するように構成されてよい。物理的属性の例としては、加速
、傾斜、慣性、圧力、または位置の変更を挙げることができる。センサ２８はまた、ロケ
ーションセンサ、ロータリー速度センサ、光センサ、圧力センサ、テクスチャセンサ、カ
メラ、マイクロフォン、または他のタイプのセンサを含んでよい。
【００１６】
　一部の実施形態において、ハプティックテーマモジュール（図２のハプティックテーマ
モジュール１６等）によって提供されるハプティックテーマフレームワークは、ハプティ
ック効果を、デバイスのＯＳからのＵＩイベントにマッピングすることを切り離すことが
でき、ハプティックテーマのデベロッパに、ハプティック効果とＵＩイベントとの間のカ
スタマイズされたマッピングを提供させることができ、ここでハプティックテーマは、デ
バイスのＯＳをカスタマイズされたマッピングと通信することができる。デバイスのユー
ザは、例えばハプティックテーマをダウンロードすることによって、ハプティックテーマ
を続いて獲得し、かつデバイスにハプティックテーマをインストールすることができる。
このハプティックテーマフレームワークを介して、ハプティック効果は、デバイスにプラ
グインまたはプラグアウトでき、かつ異なるＵＩイベントにマッピングすることもできる
。ユーザは望むだけ多くのハプティックテーマをインストールでき、ここで各ハプティッ
クテーマは、ハプティック効果をＵＩイベントに独特な（ｄｉｓｔｉｎｃｔ）マッピング
を含むことができ、ユーザは、どのハプティックテーマを、デバイスが、１つ以上のＵＩ
イベントに応答してハプティック効果を生成するために適用するかを選択することができ
る。従って、本実施形態によれば、ハプティックテーマフレームワークは、ハプティック
テーマを生成し、デバイス上でハプティックテーマをインストールし、デバイス内でハプ
ティックテーマを利用する標準のプロセスを提供することができる。
【００１７】
　一実施形態によれば、マッピング言語が、ハプティック効果のＵＩイベントへのマッピ
ングを記載を記載するために用いられ、ここでマッピングはファイルに保存される。言い
換えると、マッピング言語はマッピングファイルを生成するために用いられる。マッピン
グ言語はマッピングを記載するために用いられるメタ言語であり、ハプティックテーマ内
で利用可能であるマッピングファイルを正しく生成するために用いられることができる。
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以下で詳細に記載するように、マッピングファイルは、１つ以上のエフェクトファイルと
組み合わされることができ、ここでエフェクトファイルは、例えば、ハプティックテーマ
を形成するために、Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ　Ｃｏｒｐ．のＭｏｔｉｖ　Ｓｔｕｄｉｏ等のハ
プティック効果デザインツールを用いてデザインされたハプティック効果の出力フォーム
である。一実施形態において、マッピング言語は拡張マークアップ言語（「ＸＭＬ」）ス
キーマであり、マッピングファイルはＸＭＬファイルである。本実施形態によれば、マッ
ピングファイルは、図３に関連して詳細に記載されるように、マッピングに基づいたハプ
ティックテーマを構築するために用いられる。
【００１８】
　図３は、本発明の一実施形態に係る１つ以上のハプティックテーマを含むデバイス３０
０のブロック図を示す。上述したように、ハプティックテーマは、１つ以上のハプティッ
ク効果、および１つ以上のハプティック効果の１つ以上のＵＩイベントへのマッピングを
含むパッケージングストラクチャである。本実施形態によれば、各ハプティック効果は、
ハプティック効果（すなわちエフェクトファイル）内に含まれることができ、マッピング
は、上述したように、マッピングファイル内に含まれることができる。このように、図３
に示されるように、デバイス３００は、ｎ個のハプティックテーマを含み、図３において
は、ハプティックテーマ１～ハプティックテーマｎとして識別されており、ここでｎは個
々の実施形態に従って任意の数であってよい。さらなる検討のために、ハプティックテー
マ１はまた、ハプティックテーマ３１０として識別され、ハプティックテーマｎはまた、
ハプティックテーマ３２０として識別される。
【００１９】
　本実施形態によれば、ハプティックテーマ、例えば、ハプティックテーマ３１０は、１
つ以上のエフェクトファイルおよびマッピングファイルを含む。このように、図３に示す
ように、ハプティックテーマ１は、ｎ個のエフェクトファイルを含み、エフェクトファイ
ル１、エフェクトファイルｎとして図３に識別され、ｎは、個々の実施形態に従って任意
の数であってもよい。さらなる検討のために、ハプティックテーマ３１０のエフェクトフ
ァイル１はまた、エフェクトファイル３１１として識別され、ハプティックテーマ３１０
のエフェクトファイルｎはまた、エフェクトファイル３１２として識別される。エフェク
トファイル３１１は、上述したように、ハプティック効果デザインツールの出力フォーマ
ットであり、ハプティック効果を含む。本実施形態によれば、ハプティック効果は、Ｍｏ
ｔｉｖ　Ｓｔｕｄｉｏ等のハプティック効果デザインツールを用いてデザインされること
ができ、次いで、例えばエフェクトファイル３１１等のエフェクトファイルにエクスポー
トされる。一実施形態において、エフェクトファイル３１１は、ＩｍｍｅｒｓｉｏｎのＴ
ｏｕｃｈＳｅｎｓｅ（「ＩＶＴ」）ファイルである。エフェクトファイル３１１はまた、
ハプティックテーマの要素またはハプティックテーマ要素として識別されることができる
。本実施形態によれば、エフェクトファイル３１１の上述の記載は、エフェクトファイル
３１２を含むハプティックテーマ３１０の各エフェクトファイルに適用する。
【００２０】
　さらに、ハプティックテーマ３１０はまた、マッピングファイル３１３を含む。前述し
たように、マッピングファイル３１３は、マッピング言語を用いて生成され、１つ以上の
ハプティック効果の１つ以上のＵＩイベントへのマッピングを含むファイルである。一実
施形態によれば、マッピングファイル３１３は、デバイス３００の一部である、全て既知
のＵＩイベントのマッピング、および複数のエフェクトファイルのために規定されたハプ
ティック効果（エフェクトファイル３１１およびエフェクトファイル３１２を含む）を含
む。このように、マッピングファイル３１３のマッピングは、各エフェクトファイルの各
ハプティック効果をデバイス３００のＵＩイベントにマッピングする。一実施形態におい
て、マッピングファイル３１３を生成するために用いられるマッピング言語はＸＭＬスキ
ーマであり、マッピングファイル３１３はＸＭＬファイルである。マッピングファイル３
１３はまた、ハプティックテーマの要素として識別されることができ、またはハプティッ
クテーマ要素として識別されることができる。
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【００２１】
　以下は、マッピングを生成するために用いられるマッピング言語の一例である。
【表１－１】
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【表１－２】
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【表１－３】

【００２２】
　上述の例において、複合タイプのＵＩＥｖｅｎｔは、以下のＵＩイベントを規定する。
ＬＯＮＧ＿ＰＲＥＳＳ，　ＶＩＲＴＵＡＬ＿ＫＥＹ，　ＳＡＦＥ＿ＭＯＤＥ＿ＤＩＳＡＢ
ＬＥＤ，　ＳＡＦＥ＿ＭＯＤＥ＿ＥＮＡＢＬＥＤ，　ＢＵＴＴＯＮ＿ＣＬＩＣＫ，　ＢＵ
ＴＴＯＮ＿ＰＲＥＳＳ，　ＬＩＳＴＶＩＥＷ＿ＣＬＩＣＫ，　および　ＬＩＳＴＶＩＥＷ
＿ＰＲＥＳＳ。複合タイプのエフェクトは、エフェクトファイル内に保存されたハプティ
ック効果を規定する。複合タイプのＭａｐｐｉｎｇは、ＡｃｔｉｏｎおよびＳｔａｒｔＥ
ｆｆｅｃｔの複合タイプを利用して、ＵＩイベントをハプティック効果にマッピングする
。当業者が理解するように、上述の例は、マッピングのほんの一例であり、マッピングは
、異なるフォーマットを有することができるか、または、異なる実質的な（ｓｕｂｓｔａ
ｎｔｉｖｅ）コンテンツを含むことができ、なおも本発明の範囲内にある。
【００２３】
　以下は、ハプティックテーマ（すなわちハプティックテーマ要素）の要素であるマッピ
ングファイルの一例である。
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【表２】

【００２４】
　上述の例において、テーマ「ＭｙＮｉｆｔｙＰｒｅｔｔｙＴｈｅｍｅ」が規定される。
この「ＭｙＮｉｆｔｙＰｒｅｔｔｙＴｈｅｍｅ」のテーマを用いて、２つのハプティック
効果である「ｍｙｃｌｉｃｋＥｆｆｅｃｔ」および「ｍｙＨＤＥｆｆｅｃｔ」が規定され
る。「ｍｙｃｌｉｃｋＥｆｆｅｃｔ」のハプティック効果が、ＵＩイベントにマッピング
され、「ＢＵＴＴＯＮ＿ＰＲＥＳＳ」および「ｍｙＨＤＥｆｆｅｃｔ」のハプティック効
果が、ＵＩイベント「ＢＵＴＴＯＮ＿ＣＬＩＣＫ」にマッピングされる。当業者は理解す
るように、上述の例は、マッピングファイルのほんの一例であり、マッピングファイルは
、異なるフォーマットを有することができ、または、異なる実質的なコンテンツを含み、
なおも本発明の範囲内である。
【００２５】
　さらに、ハプティックテーマ３１０はまた、ハプティックテーマ３１０と、デバイス３
００のＯＳとの間の通信プロトコルを提供するソフトウェア層（図示せず）を含む。本実
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施形態によれば、ハプティックテーマ３１０は、どのＵＩイベントのために、どのハプテ
ィックエフェクトが規定されるかを示すために、デバイス３００のＯＳに対して、ソース
コードを用いて、通信することができる。ハプティックテーマ３１０は、デバイス３００
内にインストール可能である自己内蔵型のテーマである。ハプティックテーマ、例えばハ
プティックテーマ３１０は、図４に関連して詳細に以下に記載される。
【００２６】
　本実施形態によれば、ハプティックテーマ３１０の上述の記載は、ハプティックテーマ
３２０を含む、デバイス３００の各ハプティックテーマに適用する。このように、ハプテ
ィックテーマ３１０のエフェクトファイル３１１の上述の記載は、ハプティックテーマ３
２０のエフェクトファイル３２１にも適用し、ハプティックテーマ３１０のマッピングフ
ァイル３１３の上述の記載はハプティックテーマ３２０のマッピングファイル３２３にも
適用する。
【００２７】
　図３の図示の実施形態によれば、デバイス３００は、さらに、アグリゲータ３３０を含
む。本実施形態によれば、デバイス３００（ハプティックテーマ３１０およびハプティッ
クテーマ３２０を含む）の各ハプティックテーマは、利用可能なハプティックテーマとし
て、アグリゲータ３３０に対して自らを宣伝する（ａｄｖｅｒｔｉｓｅ）ことができる。
アグリゲータ３３０は、デバイス３００の各ハプティックテーマの宣伝に応答することが
できる。一実施形態において、アグリゲータ３３０は、ハプティックテーマをクエリし、
かつ、マッピングファイル、およびハプティックテーマの１つ以上のエフェクトファイル
を選択することによってハプティックテーマの宣伝に応答することができる。ハプティッ
クテーマをクエリすることによって、アグリゲータ３３０は、デバイス３００内に、アク
ティブハプティックテーマとして選択されるハプティックテーマを提供することができる
。アグリゲータ３３０は、さらに、全てのデバイスのハプティックテーマをクエリするこ
とができ、かつ、本実施形態に従ってそれらをアグリゲートすることができる。図３の図
示の実施形態において、アグリゲータ３３０は、デバイス３００の全てのハプティックテ
ーマ（ハプティックテーマ３１０およびハプティックテーマ３２０を含む）をアグリゲー
トすることができる。デバイス３００の全てのハプティックテーマをアグリゲートするこ
とによって、アグリゲータ３３０は、アクティブテーマとしてデバイス３００のユーザに
よって選択されることができるハプティックテーマを提供することができる。さらに、本
実施形態によれば、アグリゲータ３３０は、デバイス３００の全てのハプティックテーマ
をダイナミックにアグリゲートすることができる。「ダイナミックにアグリゲートする」
で意味されることは、１つ以上のハプティックテーマがデバイス３００に加えられるか、
またはそれから削除される場合に、アグリゲータ３３０は、そのクエリおよびハプティッ
クテーマのアグリゲーションをダイナミックにアップデートすることができ、その結果、
アグリゲータ３３０は常に、デバイス３００の現在のハプティックテーマを提供すること
ができる。
【００２８】
　図３の図示の実施形態によれば、デバイス３００はさらにテーマインタプリタ３４０を
含む。本実施形態によれば、テーマインタプリタ３４０はハプティックテーマをダイナミ
ックにロードし、かつハプティックフィードバックを生成するためにリアルタイムでハプ
ティックテーマを利用する。より詳細には、テーマインタプリタ３４０は、マッピングフ
ァイル、およびアクティブテーマとして選択されたハプティックテーマをクエリし、マッ
ピングファイルからマッピングを、および、１つ以上のエフェクトファイルから１つ以上
のハプティック効果を検索（ｒｅｔｒｉｅｖｅ）し、そのマッピングと、１つ以上のハプ
ティックテーマを、メモリ、または他のタイプのデータストラクチャ内に保存し、そうし
てマッピングおよび１つ以上のハプティックテーマがリアルタイムでアクセス可能となる
。
【００２９】
　図示の実施形態において、テーマインタプリタ３４０は、ロードされたテーマ３４１を
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含み、これは、デバイス３００のハプティックテーマから選択されたハプティックテーマ
（ハプティックテーマ３１０およびハプティックテーマ３２０を含む）を表す。また、上
述で規定したように、ＵＩイベントを示すＵＩイベント３４２、および、ハプティック効
果に基づいて生成されるハプティックフィードバックを示すハプティックフィードバック
３４３が図３に示される。本実施形態によれば、ＵＩイベント３４２がテーマインタプリ
タ３４０に対して通信する場合、テーマインタプリタ３４０は、メモリまたはデータスト
ラクチャ内に保存された、ロードされたテーマ３４１にアクセスし、ＵＩイベント３４２
にマッピングされたハプティック効果を検索する。テーマインタプリタ３４０は、メモリ
または他のデータストラクチャ内に保存されたマッピングに基づいてＵＩイベント３４２
にマッピングされるハプティック効果を検索する。テーマインタプリタ３４０は、検索さ
れたハプティック効果に基づいてハプティックフィードバック３４３を生成し、ハプティ
ックフィードバック３４３を出力する。
【００３０】
　図４は、本発明の実施形態にかかるハプティックテーマ４００の一例を示す。より詳細
には、図４は、ハプティック効果デベロッパの視点から、ハプティック効果デザインツー
ル内で表示されるように、ハプティックテーマ４００を示す。一実施形態において、ハプ
ティックテーマ４００は、図３に示されるハプティックテーマ（すなわちハプティックテ
ーマ３１０およびハプティックテーマ３２０）に類似する。本実施形態によれば、ハプテ
ィックテーマ４００は、ファイル４１０、４２０、４３０、および４４０を含む複数のフ
ァイルを含む。
【００３１】
　ファイル４１０および４２０は、ハプティックテーマ４００のソフトウェア層の一部で
ある例示的なソフトウェア層のファイルであり、ここでソフトウェア層ファイル４１０は
ソフトウェア層ファイル４２０のエクステンションである。上述したように、ソフトウェ
ア層は、ハプティックテーマ４００とデバイスのＯＳとの間に通信プロトコルを提供する
。図４の実施形態に示されるように、ソフトウェア層のファイル４１０の一部は、ハプテ
ィック効果デザインツールのウィンドウ４５０内に表示される。当業者は容易に理解する
ように、これは、ソフトウェア層のファイル４１０の単なる例示的な部分であり、ソフト
ウェア層のファイル４１０は、他の代替の実施形態においては異なるコンテンツを含んで
よい。
【００３２】
　ファイル４３０は、ハプティックテーマ４００の例示的なエフェクトファイルである。
上述したように、エフェクトファイルは、ハプティック効果デザインツールを用いてデザ
インされたハプティック効果の出力フォームである。このように、本実施形態によれば、
エフェクトファイル４３０は、ＵＩイベントにマッピングされることができるハプティッ
ク効果を含む。エフェクトファイル４３０は、本実施形態に従って、ハプティックテーマ
４００内に効果的にパッケージングされる。
【００３３】
　ファイル４４０は、ハプティックテーマ４００の例示的なマッピングファイルである。
上述したように、マッピングファイルは、１つ以上のハプティック効果の、１つ以上のＵ
Ｉイベントへのマッピングを含むファイルである。このように、本実施形態によれば、マ
ッピングファイル４４０は、エフェクトファイル４３０内に保存されたハプティック効果
の、ＵＩイベントへのマッピングを含む。マッピングファイル４４０は、本実施形態に従
い、ハプティックテーマ４００内に効果的にパッケージングされる。図４の図示の実施形
態において、マッピングファイル４４０の一部は、ハプティック効果デザインツールのウ
ィンドウ４６０内に表示される。当業者は容易に理解するように、これはマッピングファ
イル４６０の単に例示的な一部であり、マッピングファイル４６０は、他の代替の実施形
態においては異なるコンテンツを含んでよい。
【００３４】
　図５は、本発明の一実施形態に係るアグリゲータに基づく、１つ以上のハプティックテ
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ーマを表示するユーザインターフェース５００の一例を示す。本実施形態によれば、ユー
ザインターフェース５００は、利用可能なハプティックテーマ（すなわち、ハプティック
テーマ５１０、５２０、５３０、５４０、５５０、および５６０）のリストを表示し、こ
こで各ハプティックテーマはそれ自体のハプティック効果、およびハプティック効果のＵ
Ｉイベントへのそれ自体のマッピングを含む。本実施形態によれば、アグリゲータは、図
３に関連して上述したように、利用可能なハプティックテーマのリストを表示するように
利用可能である。一実施形態において、ハプティックテーマ５１０、５２０、５３０、５
４０、５５０、および５６０は、図３に示すハプティックテーマ（すなわちハプティック
テーマ３１０およびハプティックテーマ３２０）および図４に示すハプティックテーマ（
すなわちハプティックテーマ４００）に類似する。ユーザは、アクティブハプティックテ
ーマとして、ハプティックテーマ５１０、５２０、５３０、５４０、５５０、および５６
０のうちの１つを選択するために、ユーザインターフェース５００を利用することができ
る。ユーザが、アクティブハプティックテーマとして、ハプティックテーマ５１０、５２
０、５３０、５４０、５５０、および５６０のうちの１つをいったん選択すると、アクテ
ィブハプティックテーマは、図３に関連して上述されたように、ハプティック効果のＵＩ
イベントへのマッピングに基づいてＵＩイベントに応答して、ハプティックフィードバッ
クを生成するように利用される。
【００３５】
　このように、本発明の一実施形態において、ハプティックテーマシステムは、ユーザイ
ンターフェース内の１つ以上のハプティックテーマを表示することができ、ここで各ハプ
ティックテーマは、１つ以上のハプティック効果、および、マッピング言語を用いて、１
つ以上のハプティック効果を１つ以上のＵＩイベントへマッピングしたマッピングを含む
。ハプティックテーマシステムは、次いで、ハプティックテーマの選択を受信することが
でき、ここでハプティックテーマは、ユーザインターフェース内に表示される１つ以上の
ハプティックテーマのうちの１つである。選択を受信した後、選択されたハプティックテ
ーマは、ハプティックフィードバックを生成するために利用可能である。より詳細には、
ハプティックテーマシステムは、ＵＩイベントを受信することができ、かつ、ハプティッ
クテーマのマッピング内で、ＵＩイベントにマッピングされたハプティック効果に基づい
てハプティックフィードバックを生成することができる。
【００３６】
　図６は、本発明の一実施形態に係るハプティックテーマモジュールの機能のフロー図を
示す。一実施形態において、図６のフロー図の機能、ならびに図８および図１０のフロー
図の機能は、メモリあるいは他のコンピュータ可読または有形の媒体に保存されたソフト
ウェアによって実施され、かつプロセッサによって実行される。他の実施形態において、
各機能は、ハードウェア（例えば、特定用途向け集積回路（「ＡＳＩＣ」）、プログラマ
ブルゲートアレイ（「ＰＧＡ」）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（「ＦＰＧＡ
」）等）あるいはハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせによって実行されてもよ
い。
【００３７】
　６１０において、１つ以上のハプティック効果が生成される。１つ以上の実施形態にお
いて、１つ以上のハプティック効果は、ハプティック効果デザインツールによって生成さ
れることができる。また、一実施形態において、各ハプティック効果は、エフェクトファ
イル内に保存される。エフェクトファイルは一実施形態に従って、ＩＶＴファイルであっ
てよい。
【００３８】
　６２０において、マッピング言語を用いて、１つ以上のハプティック効果を１つ以上の
ＵＩイベントにマッピングするマッピングが生成される。一実施形態において、１つ以上
のＵＩイベントは、１つのデバイスに対して知られ、１つ以上のハプティック効果のうち
のハプティック効果は、各ＵＩイベントに対してマッピングされることができ、そうして
ＵＩイベントがイベント内で生じる場合、対応のハプティック効果がトリガされる。一実
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施形態において、マッピングは、マッピング言語を用いて生成される。また、一実施形態
において、マッピングは、マッピングファイル内に保存される。マッピングファイルは、
ＸＭＬファイルであってよく、ここでマッピング言語は、一実施形態に従って、ＸＭＬス
キーマである。
【００３９】
　６３０において、マッピングおよび１つ以上のハプティック効果は、ハプティックテー
マ内にパッケージングされる。本実施形態によれば、ハプティックテーマは、１つ以上の
ハプティック効果、および１つ以上のハプティック効果の、１つ以上のＵＩイベントへの
マッピングを含む、パッケージングストラクチャである。一実施形態によれば、ハプティ
ックテーマは、デバイス上でインストールできる、インストール可能パッケージであって
よい。別の実施形態によれば、ハプティックテーマは、デバイスのＯＳと一体化されるパ
ッケージであってよい。ハプティックテーマはまた、一実施形態において、ハプティック
テーマと、ハプティックテーマがインストールされているデバイスのＯＳとの間の通信プ
ロトコルを提供するソフトウェア層を含むことができる。
【００４０】
　６４０において、１つ以上のハプティックテーマはダイナミックにアグリゲートされる
。本実施形態によれば、１つ以上のハプティックテーマが、デバイスにインストールされ
たハプティックテーマであってよい。一実施形態において、１つ以上のハプティックテー
マは、生成されたハプティックテーマを含む。１つ以上のハプティックテーマをダイナミ
ックにアグリゲートすることは、一実施形態において、デバイスのユーザインターフェー
ス内に１つ以上のハプティックテーマを提示することを含むことができる。この実施形態
において、ユーザは、デバイスのためのアクティブハプティックテーマとして、ユーザイ
ンターフェース内に提示された１つ以上のハプティックテーマからハプティックテーマを
選択することができる。１つ以上のハプティックテーマのアグリゲーションがダイナミッ
クであるので、１つ以上のハプティックテーマが、デバイスに追加されるか、またはそこ
から削除された場合、１つ以上のハプティックテーマのアグリゲーションは、ダイナミッ
クにアップデートでき、そうして、デバイスにインストールされた現在のハプティックテ
ーマは、デバイスのユーザインターフェース内に表示される。
【００４１】
　６５０において、ハプティックテーマは、ダイナミックにロードされ、ダイナミックに
ロードされるハプティックテーマは、ハプティックフィードバックを生成するためにリア
ルタイムで用いられる。本実施形態によれば、ダイナミックにロードされるハプティック
テーマは、ＵＩイベントを受信する。ダイナミックにロードされるハプティックテーマは
、次いで、ダイナミックにロードされるハプティックテーマのマッピングに基づいてＵＩ
イベントにマッピングされるハプティック効果を識別する。ダイナミックにロードされる
ハプティックテーマは、次いで、識別されたハプティック効果に基づいてハプティックフ
ィードバックを生成する。ダイナミックにロードされるハプティックテーマは、マッピン
グに基づいてリアルタイムで全てのこれらのオペレーションをすることができる。
【００４２】
　図７は、本発明の一実施形態によれば、ハプティックテーマ、またはハプティックテー
マ要素を、別のデバイス７１０に転送するデバイス７００のブロック図を示す。デバイス
７００は、図７では、デバイス１として識別され、デバイス７１０はまた、図７において
、デバイスｎとして識別される。図７の図示の実施形態は２つのデバイスを含むが、代替
の実施形態においてはｎ個のデバイスであってもよく、ここでｎは任意の数である。一実
施形態においてデバイス７００および７１０は、図３のデバイス３００に類似する。
【００４３】
　図７に示すように、デバイス７００およびデバイス７１０は共に、図７において、ハプ
ティックテーマ１～ハプティックテーマｎとして識別される、ｎ個のハプティックテーマ
を含み、ここでｎは個々の実施形態に従って任意の数であってよい。さらなる検討のため
に、デバイス７００のハプティックテーマ１はまた、ハプティックテーマ７２０として識
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別され、デバイス７００のハプティックテーマｎはまた、ハプティックテーマ７３０とし
て識別され、デバイス７１０のハプティックテーマ１はまた、ハプティックテーマ７４０
として識別され、デバイス７１０のハプティックテーマｎはまた、ハプティックテーマ７
５０として識別される。
【００４４】
　本実施形態によれば、デバイス７００は、ハプティックテーマ要素のコピーをデバイス
７１０に送信することによって、ハプティックテーマ要素をデバイス７１０と共有するこ
とができる。上述したように、ハプティックテーマ要素は、ハプティックテーマの少なく
とも一部である。一実施形態において、ハプティックテーマ要素はハプティック効果であ
る。別の実施形態において、ハプティックテーマ要素はマッピングである。別の実施形態
において、ハプティックテーマ要素は、ハプティック効果およびマッピングの組み合わせ
である。このように、一実施形態において、ハプティックテーマはハプティックテーマ７
２０であり、ハプティックテーマ要素は、エフェクトファイル７２１、エフェクトファイ
ル７２２、マッピングファイル７３３、またはそれらの任意の組み合わせであってよい。
【００４５】
　一実施形態において、デバイス７００は、ハプティックテーマ要素を転送するためのリ
クエストを聞くことができる。本実施形態によれば、デバイス７００は、通信プロトコル
７６０に対するリクエストを聞くことができる。通信プロトコル７６０は、１つのデバイ
スから別のデバイスへのデータの転送を可能にする、当業者に公知である任意の通信プロ
トコルであってよい。一部の例示的な通信プロトコルは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）プロトコル、イーサネット（登録商標）プロトコル、光ファイバプロトコル、ローカル
エリアネットワーク（「ＬＡＮ」）プロトコル、ワイヤレスＬＡＮプロトコル、ユニバー
サルシリアルバス（「ＵＳＢ」）プロトコル、あるいは他の有線転送プロトコルまたは無
線転送プロトコルを含む。本実施形態によれば、デバイス７００は、通信プロトコル７６
０を介してハプティックテーマ要素を転送するためのリクエストを受信することができる
。一実施形態において、デバイス７００は、デバイス７１０からのリクエストを受信する
ことができる。
【００４６】
　いったん、デバイス７００がハプティックテーマ要素を転送するためのリクエストを受
信すると、デバイス７００は、デバイス７００の適切なハプティックテーマ内のハプティ
ックテーマ要素を識別し、そのハプティックテーマ要素のコピーを生成することができる
。例えば、デバイス７１０がデバイス７００に、ハプティックテーマ７２０のエフェクト
ファイル７２１を転送するようにリクエストした場合、デバイス７００は、エフェクトフ
ァイル７２１を識別し、エフェクトファイル７２１のコピーを生成することができる。デ
バイス７００は、次に、通信プロトコル７６０を介してエフェクトファイル７２１のコピ
ーをデバイス７１０に送信することができる。
【００４７】
　一実施形態において、いったん、デバイス７１０がハプティックテーマ要素のコピーを
受信すると、デバイス７１０は、新たなハプティックテーマを生成し、新たに生成された
ハプティックテーマ内にハプティックテーマ要素のコピーを保存することができる。上述
の例において、デバイス７１０がエフェクトファイル７２１のコピーを受信すると、デバ
イス７１０は、デバイス７１０内に新たなハプティックテーマを生成し、新たに生成され
たハプティックテーマ内にエフェクトファイル７２１のコピーを保存することができ、新
たに生成されたハプティックテーマのためにマッピングファイルを生成し、エフェクトフ
ァイル７２１のコピー内に保存されたハプティックエフェクトをＵＩイベントにマッピン
グすることができる。一実施形態において、エフェクトファイル７２１のコピー内に保存
されたハプティック効果は、エフェクトファイル７２１内に保存されたハプティック効果
がマッピングファイル７２３内にマッピングされた同じＵＩイベントにマッピングされる
ことができる。
【００４８】
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　別の実施形態において、いったん、デバイス７１０がハプティックテーマ要素のコピー
を受信すると、デバイス７１０は、既存のハプティックテーマ内にハプティックテーマ要
素のコピーを保存することができる。上述の例において、デバイス７１０がエフェクトフ
ァイル７２１のコピーを受信した場合、デバイス７１０は、例えば、デバイス７１０内の
既存のハプティックテーマである、ハプティックテーマ７４０内に、エフェクトファイル
７２１のコピーを保存することができる。本実施形態によれば、いったん、エフェクトフ
ァイル７２１のコピーがハプティックテーマ７４０内に保存されると、マッピングファイ
ル７４３は、エフェクトファイル７２１のコピー内に保存されたハプティック効果をＵＩ
イベントにマッピングするようにアップデートできる。一実施形態において、エフェクト
ファイル７２１のコピー内に保存されたハプティック効果は、エフェクトファイル７２１
内に保存されたオリジナルのハプティック効果がマッピングされた同じＵＩイベントにマ
ッピングされることができる。
【００４９】
　一実施形態において、デバイス７１０は、ひとつのハプティック要素よりもむしろ、全
体のハプティックテーマをデバイス７００が転送することをリクエストすることができる
。この実施形態において、デバイス７００は、デバイス７００のハプティックテーマを識
別することができ、全てのエフェクトファイルおよびハプティックテーマのマッピングフ
ァイルを含む、ハプティックテーマのコピーを生成することができる。例えば、デバイス
７１０がデバイス７００に、ハプティックテーマ７２０を転送することをリクエストする
場合、デバイス７００は、ハプティックテーマ７２０を識別することができ、ハプティッ
クテーマ７２０のコピーを生成することができる。デバイス７００は、その後、通信プロ
トコル７６０を介して、ハプティックテーマ７２０をデバイス７１０に送信することがで
きる。
【００５０】
　デバイス７００がハプティックテーマのコピーをデバイス７１０に送信する一実施形態
において、デバイス７１０は、デバイス７１０内の新たなハプティックテーマとして、ハ
プティックテーマのコピーを保存することができる。上述の例において、デバイス７１０
は、デバイス７１０内に新たなハプティックテーマとしてハプティックテーマ７２０のコ
ピーを保存することができ（図７には示さず）、ここで新たなハプティックテーマは、全
てのエフェクトファイル、およびデバイス７００のオリジナルのハプティックテーマ（す
なわちハプティックテーマ７２０）のマッピングファイルを含む。デバイス７００がハプ
ティックテーマのコピーをデバイス７１０に送信する代替の実施形態において、デバイス
７１０は、既存のハプティックテーマ内にハプティックテーマのコピーを保存することが
できる。この実施形態において、デバイス７１０は、デバイス７１０内に既存のハプティ
ックテーマの、全てのエフェクトファイルおよびマッピングファイルを上書きすることが
でき、それらを、ハプティックテーマのコピーのエフェクトファイルおよびマッピングフ
ァイルと置き換えることができる。上述の例において、デバイス７１０は、例えば、エフ
ェクトファイル７４１および７４２、ならびにマッピングファイル７４３を上書きし、そ
れらをエフェクトファイル７２１および７２２ならびにマッピングファイル７２３に置き
換えることによって、ハプティックテーマ７４０内にハプティックテーマ７２０のコピー
を保存することができる。
【００５１】
　図８は、本発明の実施形態に係る、ハプティックテーマモジュールの機能の別のフロー
図を示す。一実施形態において、図８に示されるフローの開始において、図６に示される
フローが実行され、少なくとも１つのハプティックテーマが生成されている。８１０にお
いて、ハプティックテーマ要素を転送するリクエストは、通信プロトコルを介して聞かれ
る。一実施形態において、ハプティックテーマ要素は、ハプティックテーマの少なくとも
一部を含む。８２０において、ハプティックテーマ要素を転送するリクエストは、通信プ
ロトコルを介して受信される。８３０において、ハプティックテーマ要素のコピーが生成
される。８４０において、ハプティックテーマ要素のコピーは、通信プロトコルを介して
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送信される。一実施形態において、通信プロトコルは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
プロトコル、イーサネット（登録商標）プロトコル、光ファイバプロトコル、ＬＡＮプロ
トコル、ワイヤレスＬＡＮプロトコル、およびＵＳＢプロトコルのうちの１つである。
【００５２】
　一実施形態において、ハプティックテーマ要素を転送するためのリクエストは、１つの
デバイスから受信され、ハプティックテーマ要素のコピーは、そのデバイスへ送信される
。一実施形態において、ハプティックテーマ要素のコピーがデバイスに送信されると、そ
のデバイスは新たなハプティックテーマを生成し、その新たに生成されたハプティックテ
ーマ内にハプティックテーマ要素のコピーを保存する。別の実施形態において、ハプティ
ックテーマ要素のコピーがデバイスに送信されると、デバイスは、デバイスの既存のハプ
ティックテーマ内にハプティックテーマ要素のコピーを保存する。
【００５３】
　一実施形態において、デバイスから受信されたリクエストは、ハプティックテーマを転
送するためのリクエストであり、ハプティックテーマはそのデバイスに送信される。一実
施形態において、ハプティックテーマのコピーがデバイスに送信されると、デバイスは、
新たなハプティックテーマとしてハプティックテーマのコピーを保存する。別の実施形態
において、ハプティックテーマのコピーはデバイスに送信されると、デバイスは、デバイ
スの既存のハプティックテーマとしてハプティックテーマのコピーを保存する。
【００５４】
　図９は、１つ以上の物理的属性を分析およびキャプチャし、かつ１つ以上の物理的属性
を、デバイス９００内のハプティックテーマ要素に変換する、デバイス９００のブロック
図を示す。デバイス９００はまた、デバイス１として図９内に識別される。一実施形態に
おいて、デバイス９００は、図３のデバイス３００に類似する。
【００５５】
　図９に図示されるように、デバイス９００はｎ個のハプティックテーマを含み、図９に
おいて、ハプティックテーマ１～ハプティックテーマｎとして識別され、ここでｎは個々
の実施形態に従って任意の数であってよい。さらなる検討のために、デバイス９００のハ
プティックテーマ１はまた、ハプティックテーマ９２０として識別され、デバイス９００
のハプティックテーマｎはまた、ハプティックテーマ９３０として識別される。
【００５６】
　図９はまた、デバイス／表面９１０を含む。一実施形態において、デバイス／表面９１
０は、１つ以上の物理的属性を含むアクションを生成することができるデバイスである。
そのようなデバイスの例としては、電話または携帯電話が挙げられ、ここで１つ以上の物
理的属性は、デバイス／表面９１０によって生成されるバイブレーションの１つ以上の物
理的属性を含むことができる。一実施形態において、デバイス／表面９１０は、図３のデ
バイス３００に類似するデバイスである。別の実施形態において、デバイス／表面９１０
は、１つ以上の物理的属性を含む表面である。そのような表面の例としては、木製の表面
、御影石製の表面、金属の表面、布地表面が挙げられ、それらの物理的属性は、感触、表
面領域、摩擦、または他のタイプの物理的特徴を含むことができる。
【００５７】
　一実施形態において、デバイス９００は、デバイス／表面９１０の１つ以上の物理的特
性をキャプチャすることができる。別の実施形態において、デバイス９００は、デバイス
／表面９１０によって生成されるアクションの１つ以上の物理的属性をキャプチャするこ
とができる。一実施形態によれば、デバイス９００は、１つ以上の物理的属性等の、刺激
を検出およびキャプチャするように構成された１つ以上のセンサを含む。一実施形態にお
いて、１つ以上のセンサは加速度計である。当業者に理解されるように、加速度計は、加
速度の変化など、１つ以上の物理的属性を検出およびキャプチャするように構成されるこ
とができる。一実施形態において、デバイス９００は、デバイス／表面９１０の１つ以上
の物理的属性、あるいは、感知プロトコル９４０を介して、デバイス／表面９１０によっ
て生成されるアクションの１つ以上の物理的属性をキャプチャすることができる。一実施
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形態において、感知プロトコル９４０は、加速度計ベースのプロトコルであってもよい。
他の実施形態において、感知プロトコル９４０は、当業者に公知である別のタイプの感知
プロトコルであってもよい。
【００５８】
　本実施形態によれば、デバイス９００は、キャプチャされた１つ以上の物理的属性を分
析することができる。１つ以上の物理的属性の分析は、１つ以上の物理的属性に基づいて
１つ以上のハプティックパラメータの生成を含むことができる。当業者に容易に理解され
るように、ハプティックパラメータは、例えば、圧力、頻度、期間、および大きさ（すな
わち強さ）等のハプティック効果の質の量である。ハプティック効果は、１つ以上のハプ
ティックパラメータからできていてよい。
【００５９】
　本実施形態によれば、デバイス９００は、１つ以上の物理的属性をハプティックテーマ
要素に分析することによって、１つ以上のハプティックパラメータを変換することができ
る。上述したように、ハプティックテーマ要素は、ハプティックテーマの少なくとも一部
である。一実施形態において、ハプティックテーマ要素はハプティック効果である。別の
実施形態において、ハプティックテーマ要素はマッピングである。別の実施形態において
、ハプティックテーマ要素は、ハプティック効果およびマッピングの組み合わせである。
このように、ハプティックテーマはハプティックテーマ９２０である一実施形態において
、ハプティックテーマ要素は、エフェクトファイル９２１、エフェクトファイル９２２、
マッピングファイル９３３、あるいはそれらの任意の組み合わせであってもよい。本実施
形態によれば、変換は、１つ以上のハプティックパラメータに基づいてハプティック効果
を生成することを含んでよい。一実施形態において、変換は、ハプティック効果をＵＩイ
ベントにマッピングするマッピングを生成することをさらに含んでよい。
【００６０】
　図１０は、本発明の一実施形態に係る、ハプティックテーマモジュールの機能の別のフ
ロー図を示す。一実施形態において、図１０の図示されたフローの開始において、図６に
図示されたフローが実行されており、少なくとも１つのハプティックテーマが生成されて
いる。１０１０において、１つ以上の物理的属性は、感知プロトコルを介してキャプチャ
される。一実施形態において、１つ以上の物理的属性は、対象物の１つ以上の物理的属性
を含む。そのような対象物の例としては、木製の表面、石製の表面、金属表面、または布
地の表面が挙げられる。別の実施形態において、１つ以上の物理的特性は、デバイスによ
って生成されるアクションの１つ以上の物理的属性を含むことができる。このようなアク
ションの例は、デバイスのバイブレーションである。一実施形態において、感知プロトコ
ルは、加速度計ベースのプロトコルである。
【００６１】
　１０２０において、１つ以上の物理的属性が分析され、１つ以上のハプティックパラメ
ータが、１つ以上の物理的属性に基づいて生成される。一実施形態において、１つ以上の
物理的属性のハプティックの質は、１つ以上のハプティックパラメータを生成するために
、分析される。このように、１つ以上のハプティックパラメータは、１つ以上の物理的属
性のハプティックの質を表す。
【００６２】
　１０３０において、１つ以上のハプティックパラメータはハプティックテーマ要素に変
換される。１つの実施形態において、ハプティックテーマ要素は、ハプティック効果であ
る。別の実施形態において、ハプティックテーマ要素は、マッピングである。別の実施形
態において、ハプティックテーマ要素は、ハプティック効果およびマッピングの組み合わ
せである。一実施形態において、変換は、１つのハプティックパラメータに基づいてハプ
ティック効果を生成することを含むことができる。別の実施形態において、変換は、ハプ
ティック効果をＵＩイベントにマッピングするマッピングを生成することをさらに含むこ
とができる。
【００６３】



(22) JP 2018-85148 A 2018.5.31

10

20

30

　１０４０において、ハプティックテーマ要素が保存される。一実施形態において、ハプ
ティックテーマ要素は、新たに生成されたハプティックテーマ内に保存される。別の実施
形態において、ハプティックテーマ要素は、既存のハプティックテーマ内に保存される。
【００６４】
　このように、一実施形態によれば、ハプティックテーマシステムは、ハプティックテー
マ内に、カスタム定義されたハプティック効果のセットをカプセル化することができ、こ
こで各ハプティック効果は、ＵＩイベントにマッピングされることができる。ハプティッ
クテーマは、次いで、デバイスにインポート、エクスポート、またはインストールされる
ことができ、ユーザが、１つ以上のＵＩイベントに基づいてデバイスによって生成される
ことができるハプティック効果のセットをカスタマイズすることができる。これにより、
ＯＥＭ以外のハプティック効果デベロッパおよびデバイスのユーザは、デバイスがリリー
スされ、ユーザに販売された後でさえも、デバイスのためのハプティック効果を開発およ
びカスタマイズすることができる。
【００６５】
　本明細書を通して記載された本発明の特徴、構造、または特性は、１つ以上の実施形態
において任意の適切な方法において組み合わされてよい。例えば、「一実施形態」、「一
部の実施形態」、「特定の実施形態」、「特定の実施形態（複数）」、または他の類似の
言語の使用は、本明細書を通じて、実施形態に関連して記載された特定の特徴、構造、ま
たは特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれ得るという事実に言及している
。従って、「一実施形態」、「一部の実施形態」、「特定の実施形態」、「特定の実施形
態（複数）」の言い回し、または他の類似の言語の登場は、これら全てが、実施形態の同
じ群のことを必ずしも言及しているのではなく、記載された特徴、構造、または特性は、
１つ以上の実施形態において任意の適切な方法において組み合わされてよい。
【００６６】
　当業者は、上述した発明が、異なる順序におけるステップを用いて実施されてよく、お
よび／または、記載された構成とは異なる構成における要素を用いて実施されてよいこと
を容易に理解する。それゆえ、本発明はこれらの好ましい実施形態に基づいて記載されて
いるけれども、特定の修正、変更、および代替の構成が明白であり、他方で本発明の趣旨
および範囲内にあることは、当業者にとって明白である。本発明の境界を決定するために
、それゆえ、添付の特許請求の範囲に参照がなされるべきである。
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月19日(2018.2.19)
【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】
　ハプティックテーマを提供する方法であって、
　少なくとも１つのハプティック効果パラメータを第１のハプティックテーマ要素へ変換
するステップと、
　マッピング言語を用いて、ハプティックイベントをユーザインターフェースイベントへ
マップするマッピングを生成するステップであって、前記マッピングは、第２のハプティ
ックテーマ要素である、ステップと、
　前記第１のハプティックテーマ要素及び前記第２のハプティックテーマ要素に基づいて
ハプティックテーマを生成するステップと、
　通信プロトコルを介して、少なくとも１つのハプティックテーマ要素を転送するための
リクエストに対して第１のデバイスで聞くステップと、
　前記通信プロトコルを介して、前記少なくとも１つのハプティックテーマ要素を転送す
るための前記リクエストを第２のデバイスから受信するステップと、
　前記少なくとも１つのハプティックテーマ要素のコピーを生成するステップと、
　前記通信プロトコルを介して、前記コピーを前記第２のデバイスへ送信するステップと
、を備える方法。
【請求項２】
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　前記第２のデバイスは、新たなハプティックテーマを生成し、前記新たなハプティック
テーマ内に前記コピーを保存する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のデバイスは、前記第２のデバイス内の既存のハプティックテーマ内に前記コ
ピーを保存する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　感知プロトコルを介して１以上の物理属性をキャプチャするステップと、
　前記１以上の物理属性を分析し、前記１以上の物理属性に基づいて１以上のハプティッ
クパラメータを生成するステップと、
　前記１以上のハプティックパラメータを二次的ハプティックテーマ要素へ変換するステ
ップと、を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　新たなハプティックテーマを生成するステップと、
　前記新たなハプティックテーマ内に前記二次的ハプティックテーマ要素を保存するステ
ップと、
を更に備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　既存のハプティックテーマ内に前記二次的ハプティックテーマ要素を保存するステップ
を更に備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のデバイスのユーザインターフェース内に１以上のハプティックテーマのリス
トを提示するステップであって、前記１以上のハプティックテーマは、生成された前記ハ
プティックテーマを含み、各リスト化されたハプティックテーマは、それ自体のハプティ
ック効果及びユーザインターフェースイベントへのそれ自体の前記ハプティック効果のマ
ッピングを含む、ステップと、
　少なくとも１つのハプティックテーマが追加又は削除される前記１以上のハプティック
テーマのリストをダイナミックに更新するステップと、
　前記デバイスのためのアクティブハプティックテーマとして前記１以上のハプティック
テーマのリストから特定のハプティックテーマを選択するステップと、
　選択された前記ハプティックテーマに基づいてハプティックフィードバックを生成する
ステップと、を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１以上のハプティックテーマを前記１以上のハプティックテーマのリストをダイナ
ミックに集約するステップを更に備える請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記通信プロトコルは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコル、イーサネットプロトコル、光
ファイバプロトコル、ＬＡＮプロトコル、無線ＬＡＮプロトコル又はＵＢＳプロトコルの
うちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ハプティックパラメータは、圧力、周波数、期間又は大きさを含む、請求項４に記
載の方法。
【請求項１１】
　プロセッサによって実行されるように構成された１以上のプログラムを保存する非一時
的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１以上のプログラムは、
　少なくとも１つのハプティック効果パラメータを第１のハプティックテーマ要素へ変換
することと、
　マッピング言語を用いて、ハプティックイベントをユーザインターフェースイベントへ
マップするマッピングを生成し、前記マッピングは、第２のハプティックテーマ要素であ
ることと、
　前記第１のハプティックテーマ要素及び前記第２のハプティックテーマ要素に基づいて
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ハプティックテーマを生成することと、
　通信プロトコルを介して、少なくとも１つのハプティックテーマ要素を転送するための
リクエストに対して第１のデバイスで聞くことと、
　前記通信プロトコルを介して、前記少なくとも１つのハプティックテーマ要素を転送す
るための前記リクエストを第２のデバイスから受信することと、
　前記少なくとも１つのハプティックテーマ要素のコピーを生成することと、
　前記通信プロトコルを介して、前記コピーを前記第２のデバイスへ送信することと、
のための命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記第２のデバイスは、新たなハプティックテーマを生成し、前記新たなハプティック
テーマ内に前記コピーを保存する、請求項１１に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項１３】
　前記第２のデバイスは、前記第２のデバイス内の既存のハプティックテーマ内に前記コ
ピーを保存する、請求項１１に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　感知プロトコルを介して１以上の物理属性をキャプチャすることと、
　前記１以上の物理属性を分析し、前記１以上の物理属性に基づいて１以上のハプティッ
クパラメータを生成することと、
　前記１以上のハプティックパラメータを二次的ハプティックテーマ要素へ変換すること
、
のための命令を更に備える、請求項１１に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　新たなハプティックテーマを生成することと、
　前記新たなハプティックテーマ内に前記二次的ハプティックテーマ要素を保存すること
と、
のための命令を更に備える、請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１６】
　既存のハプティックテーマ内に前記二次的ハプティックテーマ要素を保存するための命
令を更に備える、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記第１のデバイスのユーザインターフェース内に１以上のハプティックテーマのリス
トを提示し、前記１以上のハプティックテーマは、生成された前記ハプティックテーマを
含み、各リスト化されたハプティックテーマは、それ自体のハプティック効果及びユーザ
インターフェースイベントへのそれ自体の前記ハプティック効果のマッピングを含むこと
と、
　少なくとも１つのハプティックテーマが追加又は削除される前記１以上のハプティック
テーマのリストをダイナミックに更新することと、
　前記デバイスのためのアクティブハプティックテーマとして前記１以上のハプティック
テーマのリストから特定のハプティックテーマを選択することと、
　選択された前記ハプティックテーマに基づいてハプティックフィードバックを生成する
ことと、
のための命令を更に備える、請求項１１に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　前記１以上のハプティックテーマを前記１以上のハプティックテーマのリストをダイナ
ミックに集約するのための命令を更に備える、請求項１７に記載の非一時的コンピュータ
可読記憶媒体。
【請求項１９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のための１以上のプログラムを保存するメモリと、
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　を備えるシステムであって、
　前記１以上のプログラムは、
　少なくとも１つのハプティック効果パラメータを第１のハプティックテーマ要素へ変換
することと、
　マッピング言語を用いて、ハプティックイベントをユーザインターフェースイベントへ
マップするマッピングを生成し、前記マッピングは、第２のハプティックテーマ要素であ
ることと、
　前記第１のハプティックテーマ要素及び前記第２のハプティックテーマ要素に基づいて
ハプティックテーマを生成することと、
　通信プロトコルを介して、少なくとも１つのハプティックテーマ要素を転送するための
リクエストに対して第１のデバイスで聞くことと、
　前記通信プロトコルを介して、前記少なくとも１つのハプティックテーマ要素を転送す
るための前記リクエストを第２のデバイスから受信することと、
　前記少なくとも１つのハプティックテーマ要素のコピーを生成することと、
　前記通信プロトコルを介して、前記コピーを前記第２のデバイスへ送信することと、
のための命令を備える、システム。
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