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(57)【要約】
仮想化されることなく共有カーネル上で同時に独立して
動作するモバイルオペレーティングシステムとデスクト
ップオペレーティングシステムを有するモバイルコンピ
ューティングデバイス。デスクトップオペレーティング
システムの環境の中で、モバイルオペレーティングシス
テムにおいて動作中のアプリケーションをリアルタイム
で、または即時に表示することは、デスクトップオペレ
ーティングシステムの中でそのアプリケーションに関す
るアプリケーショングラフィクスをレンダリングするこ
とによって実現される。デスクトップオペレーティング
システムのコンソールアプリケーションは、共有メモリ
からそのアプリケーションに関するサーフェス情報にア
クセスし、そのアプリケーションを、デスクトップオペ
レーティングシステムに関連するコンピューティング環
境のコンソールウィンドウの中にレンダリングすること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　第一のアプリケーションと第二のアプリケーションに対するアプリケーショングラフィ
クスの表示を維持することであって、前記第一及び第二のアプリケーションは、両方とも
、第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、かつ前記第一のオペレーテ
ィングシステム内でアクティブに同時動作中である、前記維持することを含み、前記維持
することが、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションの更新
されたサーフェスをレンダリングし、第一のグラフィクスフレームを第一のメモリ位置に
生成するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第二のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第二のアプリケーションの更新されたサーフェスを第二のメモリ位置に格納する
ステップであって、前記第二のメモリ位置が、共有カーネル上で同時動作中の前記第一の
オペレーティングシステムと第二のオペレーティングシステムとの両方によってアクセス
可能な共有メモリ位置である、前記格納するステップと、
　　前記第二のオペレーティングシステムのコンソールアプリケーションを使って、前記
第二のアプリケーションの前記更新されたサーフェスをレンダリングして、第二のグラフ
ィクスフレームを第三のメモリ位置に生成するステップと
を繰り返し実行することによって行われる、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記第一のグラフィクスフレームを前記第一のメモリ位置から、前記第一のオペレーテ
ィングシステムに関連する第一のコンピューティング環境のディスプレイに表示すること
、
　前記第二のグラフィクスフレームを前記第三のメモリ位置から、前記第二のオペレーテ
ィングシステムに関連する第二のコンピューティング環境のディスプレイに表示すること
をさらに含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記第二のグラフィクスフレームが、前記コンソール
アプリケーションを介して、第三のメモリ位置から、前記第二のオペレーティングシステ
ムに関連する第二のコンピューティング環境のディスプレイに表示される、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記コンソールアプリケーションにより、前記更新されたサーフェスが前記第二のメモ
リ位置において利用可能であることを示す描画通知を受けることをさらに含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記描画通知を受け取ることが、前記第二のメモリ位
置へのファイル記述子を受け取ることを含む、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法であって、前記描画通知が、プロセス間通信チャネルを通じて受
け取られる、方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法であって、
　前記ファイル記述子を前記コンソールアプリケーションのプロセス空間にマッピングす
ることによって、前記第二のメモリ位置への参照を受け取ることをさらに含む、方法。
【請求項８】
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　請求項７に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションの前記更新されたサーフ
ェスをレンダリングすることが、前記参照を通じて前記第二のメモリ位置を読み出すこと
を含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記コンソールアプリケーションにおいてレンダラオブジェクトのインスタンスを作成
すること、
　前記第一のオペレーティングシステムのグラフィクスサーバに、前記レンダラオブジェ
クトのリモート処理可能なインタフェースを登録して、前記第一のアプリケーションの前
記サーフェスに関する描画通知を受け取ること
をさらに含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、前記第一のオペレーティングシステムが、モバイルオ
ペレーティングシステムを含み、前記第二のオペレーティングシステムが、デスクトップ
オペレーティングシステムを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションが、前記第二のオペレー
ティングシステムのグラフィクスサーバと非互換的である、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションが、Ａｎｄｒｏｉｄ用ア
プリケーションを含み、前記第二のオペレーティングシステムのグラフィクスサーバが、
Ｘウィンドウのグラフィクスサーバを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションの前記更新されたサーフ
ェスをレンダリングすることが、層の重なり順によって前記更新されたサーフェスを合成
することを含む、方法。
【請求項１４】
　モバイルコンピューティングデバイスであって、
　第一のオペレーティングシステム内でアクティブに同時動作中の第一のアプリケーショ
ン及び第二のアプリケーションと、
　前記第一のアプリケーションに関連する第一のグラフィクスサーフェスと、
　前記グラフィクスサーフェスをレンダリングして、第一のグラフィクスフレームを第一
のメモリ位置に生成するように動作可能な第一のオペレーティングシステムのグラフィク
スサーバと、
　前記第二のアプリケーションに関連する第二のグラフィクスサーフェスであって、前記
第二のグラフィクスサーフェスが第二のメモリ位置に格納され、前記第二のメモリ位置が
、共有カーネル上で同時動作中の前記第一のオペレーティングシステムと第二のオペレー
ティングシステムとの両方によってアクセス可能な共有メモリ位置である、前記第二のグ
ラフィクスサーフェスと、
　前記第二のオペレーティングシステム内において動作するコンソールアプリケーション
であって、前記第二のグラフィクスサーフェスをレンダリングして、第二のグラフィクス
フレームを第三のメモリ位置に生成するように動作可能な前記コンソールアプリケーショ
ンと
を備える、モバイルコンピューティングデバイス。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のモバイルコンピューティングデバイスであって、
　前記コンソールアプリケーションによってインスタンスが作成されるレンダラオブジェ
クトであって、前記第二のグラフィクスサーフェスをレンダリングして前記第二のグラフ
ィクスフレームを生成するためのリモート処理可能な方法を含む前記レンダラオブジェク
トをさらに備える、モバイルコンピューティングデバイス。
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【請求項１６】
　請求項１４に記載のモバイルコンピューティングデバイスであって、前記コンソールア
プリケーションが、前記第一のオペレーティングシステムの前記グラフィクスサーバから
、前記第二のグラフィクスサーフェスが更新されたことを示す描画通知を受け取る、モバ
イルコンピューティングデバイス。
【請求項１７】
　請求項１４に記載のモバイルコンピューティングデバイスであって、前記第二のオペレ
ーティングシステムのグラフィクスサーバが、Ｘウィンドウ型のグラフィクスサーバであ
り、前記第二のアプリケーションが、第二のオペレーティングシステムの前記Ｘウィンド
ウ型のグラフィクスサーバと非互換的な第一のオペレーティングシステムのグラフィクス
ライブラリを使用する、モバイルコンピューティングデバイス。
【請求項１８】
　物理的プロセッサのための命令を記憶したコンピュータ読取可能な媒体を含むコンピュ
ーティングデバイスにおいて、前記命令が、実行された時に、前記プロセッサに対し、
　第一のアプリケーションと第二のアプリケーションに対するアプリケーショングラフィ
クスの表示を維持するステップであって、前記第一及び第二のアプリケーションは、両方
とも、第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、かつ前記第一のオペレ
ーティングシステム内でアクティブに同時動作中である、前記維持するステップを実行さ
せ、前記維持するステップが、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションの更新
されたサーフェスをレンダリングし、第一のグラフィクスフレームを第一のメモリ位置に
生成するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第二のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第二のアプリケーションの更新されたサーフェスを第二のメモリ位置に格納する
ステップであって、前記第二のメモリ位置が、共有カーネル上で同時動作中の前記第一の
オペレーティングシステムと第二のオペレーティングシステムとの両方によってアクセス
可能な共有メモリ位置である、前記格納するステップと、
　　前記第二のオペレーティングシステムのコンソールアプリケーションを使って、前記
第二のアプリケーションの前記更新されたサーフェスをレンダリングして、第二のグラフ
ィクスフレームを第三のメモリ位置に生成するステップと
を繰り返し実行することによって行われる、コンピューティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、概して、モバイルコンピューティング環境の分野、より詳しくは、１つのモバ
イルコンピューティングデバイスにおいて複数のオペレーティングシステムの使用を通じ
た複数のユーザ環境をサポートすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルコンピューティングデバイスは、今日の社会において遍在化しつつある。例え
ば、２００８年末の時点で、米国人の９０パーセントがモバイル無線デバイスを有してい
た。同時に、モバイルデバイスの能力は急速に進化しており、その一例が、携帯電話機能
とともに高度なコンピュータ機能も備えたスマートフォンである。モバイルプロバイダは
、過去３年間に数種類のプラットフォームに基づく何百機種もの新型スマートフォンを発
売した（例えば、Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ、
Ｐａｌｍ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ）。米国では、スマートフォンの普及率は２０
１０年半ばまでに２３％近くに到達し、ある年齢層では３５％を超えた。欧州では、スマ
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ートフォン市場は２００９年から２０１０年の間に４１％成長し、２０１０年７月現在、
欧州主要５カ国だけでも加入件数は６，０００万件以上に上った。
【０００３】
　スマートフォンはますます人気を博し、コンピューティング能力も向上しつつあるが、
それによって提供されるユーザ体験は限定的である。具体的には、これらは一般にモバイ
ルデバイスのハードウェア用に変更されたオペレーティングシステムを搭載しており、変
更されたオペレーティングシステムでは限られた数のアプリケーションしか利用できない
。例えば、多くのスマートフォンはＧｏｏｇｌｅのＡｎｄｒｏｉｄオペレーティングシス
テムを実行する。Ａｎｄｒｏｉｄが実行できるのは、Ｊａｖａベースの仮想マシンランタ
イム環境内で動作するように特に開発されたアプリケーションだけである。これに加えて
、Ａｎｄｒｏｉｄは変更されたＬｉｎｕｘカーネルに基づいているものの、Ｌｉｎｕｘと
は異なる規格のＣライブラリ、システムマネージャ及びサービスを使用する。従って、Ｌ
ｉｎｕｘ用に書かれたアプリケーションは、変更またはポートしないかぎり、Ａｎｄｒｏ
ｉｄでは動作しない。同様に、ＡｐｐｌｅのｉＰｈｏｎｅではｉＯＳモバイルオペレーテ
ィングシステムが採用されている。この場合も、ｉＯＳはＭａｃ　ＯＳ　Ｘから派生して
いるが、ＯＳ　Ｘ用に開発されたアプリケーションはｉＯＳでは動作しない。そのため、
ＡｎｄｒｏｉｄやｉＯＳ等のモバイルオペレーティングシステムには多くのアプリケーシ
ョンを利用できるが、ＬｉｎｕｘやＭａｃ　ＯＳ　Ｘ等、デスクトップオペレーティング
システム用の他の多数の一般的なアプリケーションは、モバイルプラットフォームでは利
用できない。
【０００４】
　従って、スマートフォンは一般に、限られた数のユーザ体験に適し、主にモバイル環境
用に設計されたアプリケーションを提供する。特に、スマートフォンは、適当なデスクト
ップユーザ体験を提供せず、また、一般的なデスクトップアプリケーションを実行しない
。その結果、多くのユーザはスマートフォン、ラップトップ、及び／またはタブレットコ
ンピュータ等、複数のコンピューティングデバイスを持ち、使用する。この場合、デバイ
スごとにＣＰＵ、メモリ、ファイル記憶装置及びオペレーティングシステムが異なる。
【０００５】
　スマートフォンと他のコンピューティングデバイスの間の接続とファイル共有を可能に
するには、１つのデバイス（例えば、モバイルＯＳを実行するスマートフォン）を第二の
、完全に異種のデバイス（例えば、デスクトップＯＳを実行するノートブック、デスクト
ップ、またはタブレット）に無線または有線接続を通じて連結する。情報はデバイス間で
、各デバイスで別々に動作するアプリケーション間でデータを同期させることによって共
有される。このプロセスは一般に「同期」と呼ばれ、面倒であり、通常、ユーザによる積
極的な管理が必要となる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、１つのモバイルコンピューティングデバイスにおいて、スマート
フォンのモバイルコンピューティング体験と第二の端末環境の適切なユーザ体験を提供す
ることに関する。第二の端末環境は、有線（例えば、ＵＳＢ、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ、Ｔｈｕ
ｎｄｅｒｂｏｌｔ等）または無線（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＦｉ等）接続によ
りコンピューティングデバイスに接続された視覚的レンダリングデバイス（例えば、モニ
タやディスプレイ）、入力デバイス（例えば、マウス、タッチパッド、タッチスクリーン
、キーボード等）、及びその他のコンピューティング周辺機器（例えば、ＨＤＤ、光ディ
スクドライブ、メモリスティック、カメラ、プリンタ等）のいくつかの組合せであっても
よい。実施形態では、モバイル環境のユーザ体験に関連するモバイルオペレーティングシ
ステムと第二の端末環境のユーザ体験に関連するデスクトップオペレーティングシステム
が、共有カーネル上で同時に独立して動作する。
【０００７】
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　各種の実施形態と適合する１つの態様によれば、どちらも第一のオペレーティングシス
テムのためにコンパイルされ、その中でアクティブに同時動作中の第一と第二のアプリケ
ーションに関するアプリーショングラフィクスは、第一のオペレーティングシステムを使
って第一のアプリケーションのサーフェスの更新を計算するステップと、第一のオペレー
ティングシステムを使って第一のアプリケーションの更新後のサーフェスをレンダリング
して、第一のメモリ位置に第一のグラフィクスフレームを生成するステップと、第一のオ
ペレーティングシステムを使って第二のアプリケーションのサーフェスの更新を計算する
ステップと、第二のアプリケーションの更新後のサーフェスを第二のメモリ位置に格納す
るステップであって、第二のメモリ位置が、共有のカーネル上で同時動作中の第一のオペ
レーティングシステムと第二のオペレーティングシステムの両方によりアクセス可能な共
有のメモリ位置であるようなステップと、第二のオペレーティングシステムのコンソール
アプリケーションを使って第二のアプリケーションの更新後のサーフェスをレンダリング
して、第二のグラフィクスフレームを第三のメモリ位置に生成するステップと、を含むス
テップを繰り返し実行することによって維持される。
【０００８】
　各種の実施形態と適合する他の態様によれば、第一のグラフィクスフレームは、第一の
メモリ位置から第一のオペレーティングシステムに関連する第一のコンピューティング環
境のディスプレイに表示されてもよく、第二のグラフィクスフレームは、第三のメモリ位
置から第二のオペレーティングシステムに関連する第二のコンピューティング環境のディ
スプレイに表示されてもよい。第二のグラフィクスフレームは、第三のメモリ位置から、
コンソールアプリケーションを介して第二のオペレーティングシステムに関連する第二の
コンピューティング環境のディスプレイに表示されてもよい。コンソールアプリケーショ
ンは、更新後のサーフェスが第二のメモリ位置において利用可能であることを示す描画通
知を受け取ってもよい。描画通知を受け取るステップは、第二のメモリ位置のファイル記
述子を受け取るステップを含んでいてもよい。描画通知は、プロセス間通信チャネルを通
じて受け取られてもよい。この方法は、ファイル記述子をコンソールアプリケーションの
プロセス空間にマッピングすることによって第二のメモリ位置の参照を受け取るステップ
及び／または、その参照を通じて第二のメモリ位置を読み出し、第二のアプリケーション
の更新後のサーフェスをレンダリングするステップを含んでいてもよい。
【０００９】
　各種の実施形態に適合する他の態様によれば、この方法は、コンソールアプリケーショ
ンの中にレンダラオブジェクトのインスタンスを作成するステップと、第一のオペレーテ
ィングシステムのグラフィクスサーバに、そのレンダラオブジェクトのリモート処理可能
なインタフェースを登録して、第一のアプリケーションのサーフェスに関する描画通知を
受け取るステップを含んでいてもよい。第一のオペレーティングシステムはモバイルオペ
レーティングシステムであってもよく、第二のオペレーティングシステムはデスクトップ
オペレーティングシステムであってもよい。第二のアプリケーションは、第二のオペレー
ティングシステムのグラフィクスサーバと非互換的であってもよい。第二のアプリケーシ
ョンはＡｎｄｒｏｉｄ用アプリケーションであってもよく、第二のオペレーティングシス
テムのグラフィクスサーバはＸウィンドウのグラフィクスサーバであってもよい。第二の
アプリケーションの更新後のサーフェスをレンダリングするステップは、層の重なり順に
よって更新後のサーフェスを合成するステップを含んでいてもよい。
【００１０】
　各種の実施形態に適合する他の態様によれば、モバイルコンピューティングデバイスは
、第一のオペレーティングシステム内でアクティブに同時動作中の第一のアプリケーショ
ンと第二のアプリケーションを含む。第一のグラフィクスサーフェスは第一のアプリケー
ションに関連付けられ、第一のオペレーティングシステムのグラフィクスサーバは、第一
のグラフィクスサーフェスをレンダリングして、第一のグラフィクスフレームを第一のメ
モリ位置に生成するように動作可能である。第二のグラフィクスサーフェスは第二のアプ
リケーションに関連付けられ、第二のグラフィクスサーフェスは第二のメモリ位置に格納
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され、第二のメモリ位置は、共有のカーネル上で同時動作中の第一のオペレーティングシ
ステムと第二のオペレーティングシステムの両方によりアクセス可能な共有メモリ位置で
ある。コンソールアプリケーションは第二のオペレーティングシステム内で動作し、この
コンソールアプリケーションは、第二のグラフィクスサーフェスをレンダリングして、第
二のグラフィクスフレームを第三のメモリ位置に生成するように動作可能である。
【００１１】
　各種の実施形態に適合する他の態様によれば、レンダラオブジェクトのインスタンスが
コンソールアプリケーションによって作成され、これには、第二のグラフィクスサーフェ
スをレンダリングして第二のグラフィクスフレームを生成するためのリモート処理可能な
メソッドが含まれる。コンソールアプリケーションは、第一のオペレーティングシステム
のグラフィクスサーバから、第二のグラフィクスサーフェスが更新されたことを示す描画
通知を受け取ってもよい。第二のオペレーティングシステムのグラフィクスサーバは、Ｘ
ウィンドウ型のグラフィクスサーバであってもよく、第二のアプリケーションは、第二の
オペレーティングシステムのＸウィンドウ型のグラフィクスサーバと非互換的な第一のオ
ペレーティングシステムのグラフィクスライブラリを使用してもよい。
【００１２】
　本発明の実施形態が図面の参照図に示されており、図の説明全体を通じて、同様の参照
番号は同様の要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】各種の実施形態による、複数のユーザコンピューティング体験を提供するコンピ
ューティング環境を示す図である。
【図２】各種の実施形態による、モバイルコンピューティングデバイスのための例示的な
システムアーキテクチャを示す図である。
【図３】各種の実施形態による、コンピューティング環境のためのオペレーティングシス
テムアーキテクチャを示す図である。
【図４】実施形態の各種の態様を利用する例示的なコンピューティング環境を示す図であ
る。
【図５】各種の実施形態による、コンピューティング環境のためのオペレーティングシス
テムの態様を示す図である。
【図６】各種の実施形態による、モバイルコンピューティングデバイスのオペレーティン
グシステムアーキテクチャの構成に使用できる例示的なブート手順をより詳細に示す図で
ある。
【図７】各種の実施形態による、アプリケーションの異環境間レンダリング及び／または
ユーザ操作空間を提供するためのオペレーティングシステムアーキテクチャの構成を示す
図である。
【図８】各種の実施形態による、複数のユーザ環境を備えるコンピューティング環境を示
す図である。
【図９】各種の実施形態による異環境間リモートレンダリングの態様を示す図である。
【図１０】各種の実施形態による、非拡張レンダリングコンテキストでの異環境間リモー
トレンダリングの例示的な方法のフロー図である。
【図１１】各種の実施形態による、異環境間リモートレンダリングのための登録及び描画
プロセスを示す図である。
【図１２】各種の実施形態による、非拡張レンダリングコンテキストでの異環境間レンダ
リングの別の例示的な方法のフロー図である。
【図１３】各種の実施形態による、異環境間アプリケーションのためのユーザ操作をサポ
ートするオペレーティングシステムアーキテクチャ構成３００ｂを示す図である。
【図１４】各種の実施形態による、非拡張グラフィクスコンテキストを用いてレンダリン
グされる異環境間アプリケーションに関するユーザ操作をサポートする態様を示す図であ
る。
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【図１５】各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストを用いた複数のＯＳ間
での同時ユーザインタフェースをサポートする態様を示す図である。
【図１６】各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストでの異環境間リモート
レンダリングの例示的な方法のフロー図である。
【図１７】各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストでの異環境間レンダリ
ングの他の例示的な方法のフロー図である。
【図１８ａ】各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストでの異環境間レンダ
リングに使用可能なユーザ環境を示す図である。
【図１８ｂ】各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストでの異環境間レンダ
リングに使用可能な拡張入力待ち行列を示す図である。
【図１９】各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストでの異環境間レンダリ
ングに使用可能な入力イベントの受取方法を示す図である。
【図２０】各種の実施形態による、ミラーリングされたコンテキストを提供するための異
環境間レンダリングの例示的な方法のフロー図である。
【図２１】各種の実施形態による、ミラーリングされたコンテキストを提供するための異
環境間レンダリングの別の例示的な方法のフロー２１００を示す図である。
【図２２】各種の実施形態による、異環境間リダイレクトの態様を示す図である。
【図２３】各種の実施形態による、異環境間リダイレクトの態様を実行するために使用可
能な例示的な方法のフロー図である。
【図２４】各種の実施形態による、異環境間リダイレクトの態様を実行するために使用可
能な他の例示的な方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　コンピューティング能力を含む携帯電話機（すなわち、スマートフォン、ハンドセット
、モバイルステーション、携帯通信機器等）の人気はますます高まっている。これらのス
マートフォンの多くは、モバイルプロセッサ上で動作するモバイルオペレーティングシス
テム（「ＯＳ」）を含む。モバイルプロセッサとモバイルＯＳによってこれらのデバイス
の能力は増大しているが、スマートフォンがデスクトップやノートブックコンピュータの
ようなパーソナルコンピュータ（「ＰＣ」）環境（すなわち、Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｍａｃ　
ＯＳ　Ｘ、Ｌｉｎｕｘ）に取って代わる傾向は見られず、これは少なくとも提供されるユ
ーザ体験が限られていることによる。特に、スマートフォンに見られるユーザインタフェ
ースデバイスは一般に、モバイル環境に合わせて作られている。例えば、スマートフォン
では一般に、小さい親指式ＱＷＥＲＴＹキーボード、タッチスクリーンディスプレイ、ク
リックホイール、及び／またはスクロールホイールがユーザインタフェースデバイスとし
て使用される。モバイルＯＳのほか、モバイルＯＳ用に開発されたアプリケーション（す
なわち、「アプリ」）は一般に、モバイルデバイス上にあるモバイルプロセッサとユーザ
インタフェースデバイスを含むモバイル環境の制約に合わせて設計されている。そのため
、ＰＣオペレーティングシステム用に開発された多くのアプリケーションは、モバイルＯ
Ｓでは利用できない（すなわち、モバイルＯＳ用にはコンパイルされず、その上では動作
しない）。これに加えて、文書の作成や編集等、一部の作業については、フルサイズのキ
ーボードや大型ディスプレイのほうが、スマートフォンで一般的に見られるユーザインタ
フェースコンポーネントより使いやすい。
【００１５】
　従って、ユーザは一般に、コンピューティング体験ごとに別のコンピューティングデバ
イス、例えばスマートフォン、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ及び
／またはデスクトップコンピュータを使用する。この場合、デバイスによってＣＰＵ、メ
モリ、ファイル記憶装置、ＯＳが異なる。スマートフォンと他のデバイスの間の接続とフ
ァイル共有のためには、１つのデバイス（例えば、モバイルＯＳを実行するスマートフォ
ン）を第二の、完全に異種のデバイス（例えば、デスクトップＯＳを実行するノートブッ
ク、デスクトップまたはタブレット）に、無線または有線接続を通じて連結する。情報は
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デバイス間で、各デバイスで別々に動作するアプリケーション間でデータを同期させるこ
とによって共有される。このプロセスは一般に「同期」と呼ばれ、面倒であり、通常、ユ
ーザによる積極的な管理が必要となる。
【００１６】
　図１は、各種の実施形態による、別々のユーザ操作空間（すなわち、ユーザ環境）に関
連する複数のオペレーティングシステムを含む１つのモバイルデバイスで複数のユーザコ
ンピューティング体験を提供するコンピューティング環境１００を示す。コンピューティ
ング環境１００の第一のユーザ操作空間１１５には、モバイルコンピューティングデバイ
ス１１０のディスプレイ１１６とＩ／Ｏデバイス１１８が含まれる。モバイルコンピュー
ティングデバイス１１０が独立したモバイルデバイスとして操作されると、モバイルＯＳ
　１３０は、ユーザ操作空間１１５を通じて一般的なモバイルコンピューティングユーザ
体験を提供する。モバイルＯＳ　１３０によって提供されるモバイルコンピューティング
体験には一般に、携帯電話機能や、ディスプレイ１１６とＩ／Ｏデバイス１１８とを含む
ユーザ操作空間１１５に適したグラフィカルユーザインタフェース（「ＧＵＩ」）が含ま
れる。例えば、ティスプレイ１１６はタッチスクリーンディスプレイであってもよく、モ
バイルＯＳ　１３０上で動作するアプリケーションプログラム（すなわち、「アプリ」）
は主として、タッチスクリーンディスプレイ１１６を用いたモバイルＯＳ　１３０のジェ
スチャ認識ＧＵＩを通じて制御されてもよい。
【００１７】
　コンピューティング環境１００の中で、モバイルコンピューティングデバイス１１０は
、Ｉ／Ｏデバイス１４４、１４６及び／または１４８を含む第二の端末環境１４０とドッ
キングされてもよい。実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス１１０は第二
の端末環境１４０に、モバイルコンピューティングデバイス１１０のポート１２０を第二
の端末環境１４０のポート１４２に接続することによってドッキングされている。この場
合、第二の端末環境１４０はコンピューティング環境１００の第二のユーザ操作空間を提
供する。いくつかの例において、第二のユーザ操作空間のほうがデスクトップコンピュー
ティング体験により適していてもよい。このような場合、デスクトップＯＳ　１６０を第
二の端末環境１４０に関連付け、第二のユーザ操作空間を通じて、ノートブック、タブレ
ットまたはデスクトップコンピュータ環境のすべての能力を提供することができる。
【００１８】
　実施形態では、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０は、モバイルコンピ
ューティングデバイス１１０のプロセッサの共有カーネル上で同時に動作する。共有カー
ネルでのモバイルＯＳとデスクトップＯＳの同時動作は、２０１１年８月２４日に出願さ
れた、“ＭＵＬＴＩ－ＯＰＥＲＡＴＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ”と題する米国特許出願第１３
／２１７，１０８号明細書においてより詳しく説明されており、同出願を参照によって本
願に援用する。このように、１つのモバイルコンピューティングデバイスは、第一のユー
ザ操作空間を通じたモバイルコンピューティング体験と第二のユーザ操作空間を通じたデ
スクトップコンピューティング体験を提供できる。別々のユーザ操作空間を通じて複数の
オペレーティングシステムを同時に実行可能な１台のモバイルデバイスを携帯できること
は、ユーザにとっての多くの問題を解決するが、（同時動作するモバイルＯＳとデスクト
ップＯＳを通じた）各ユーザ操作空間により通常提供される利用可能なアプリケーション
とユーザ機能の集合は、それぞれ異なる。
【００１９】
　本発明の実施形態は、第一のＯＳ（例えば、モバイルＯＳ　１３０）で動作するアプリ
ケーションを、見かけ上、第二のＯＳ（例えば、デスクトップＯＳ　１６０）の中で実行
しやすくすることに関し、この場合、第一と第二のＯＳは共有のカーネル上で同時動作中
である。特に、ユーザに第一の（例えば、非互換的な）ＯＳのためにコンパイルされ、そ
の中で動作するアプリケーションに関する、第二のＯＳにおける入力（例えば、入力デバ
イス）と出力（例えば、ディスプレイ、オーディオ等）をサポートする中で、多くの問題
がアドレスされる。同時動作中の複数のアプリケーションの表示と双方向性に対処する場
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合は、また別の問題も発生し得る。
【００２０】
　例えば、第一と第二のアプリケーションがどちらも第一のＯＳのためにコンパイルされ
、第一のＯＳ上で同時動作中である場合を考える。しかしながら、ユーザは、一方のＯＳ
に関連する入力／出力デバイスを通じて（例えば、モバイルコンピューティング環境のタ
ッチスクリーンディスプレイを使って）第一のアプリケーションのグラフィクス出力を見
て、その第一のアプリケーションを操作し、また第二のＯＳに関連する入力／出力デバイ
スを通じて（例えば、デスクトップコンピューティング環境のディスプレイ、キーボード
、マウスを使って）第二のアプリーションのグラフィクス出力を見て、その第二のアプリ
ケーションを操作したいと望む。このようなシナリオに対処するには、複数のディスプレ
イ環境でのグラフィクスの同時操作と、異なるアプリケーションに関する複数の入力／出
力ストリームの同時処理を、すべて別々の（例えば、非互換性の）オペレーティングシス
テム上で行う必要がある。
【００２１】
　従って、実施形態は、第二のＯＳのユーザ操作空間内で第一のＯＳのアプリケーション
にアクセスし、第二のＯＳのユーザ操作空間内で第一のＯＳで実行中のアプリケーション
を表示し、第二のＯＳのユーザ操作空間を通じてこれらのアプリケーションのユーザ操作
を扱うための各種の新規な方式を提供する。実施形態は、異環境間アプラケーションの各
種のディスプレイとユーザ操作機能をサポートする第二のＯＳのコンソールアプリケーシ
ョンを含む。
【００２２】
　１つの実施形態群は、いわゆる「非拡張」レンダリングコンテキストを使って、複数の
ＯＳによるコンピューティング環境間の同時ユーザインタフェースをサポートするための
技術を提供する。別の実施形態群は、いわゆる「拡張」レンダリングコンテキストを使っ
て、複数のＯＳによるコンピューティング環境間の同時ユーザインタフェースをサポート
するための技術を提供する。また別の実施形態群は、いわゆる「ミラーリングされた」コ
ンテキストを使って、複数のＯＳによるコンピューティング環境間の同時ユーザインタフ
ェースをサポートするための技術を提供する。さらに別の実施形態群は、第二のＯＳのユ
ーザ操作空間から第一のＯＳ上で利用可能なアプリケーションにアクセスできるようにす
る。これらの実施形態群の各々を、以下により詳しく説明する。
【００２３】
　前述のように、コンピューティング環境１００は、複数のオペレーティングシステムを
同時に実行しているモバイルデバイスに関連する複数のユーザ操作空間を通じて、複数の
ユーザコンピューティング体験を提供する。具体的には、モバイルコンピューティングデ
バイス１１０が、各々特定のコンピューティング環境に適した複数のＯＳを含んでいるた
め、モバイルコンピューティングデバイス１１０を、１つのモバイルコンピューティング
デバイスで様々なユーザ体験を提供するための外部Ｉ／Ｏデバイスに適合させてもよい。
例えば、ユーザは、モバイルコンピューティングデバイス１１０と、キーボード、ディス
プレイ及び／またはポインティングデバイスをラップトップ型筐体の中に有する第二の端
末環境１４０を有し得る。モバイルコンピューティングデバイス１１０がこのラップトッ
プ型の第二の端末環境にドッキングされると、デスクトップＯＳ　１６０のすべての機能
が第二の端末環境１４０を通じて利用可能となる。
【００２４】
　図２は、各種の実施形態による、モバイルコンピューティングデバイス１１０のための
ハードウェアシステムアーキテクチャの一例を示す。モバイルコンピューティングデバイ
スハードウェア１１２は、１つまたは複数のＣＰＵコア２０４と外部ディスプレイインタ
フェース２２０を内蔵するモバイルプロセッサ１１４を含む。通常、モバイルコンピュー
ティングデバイスハードウェア１１２はまた、Ｉ／Ｏデバイス１１８、メモリ２０６、記
憶デバイス２０８、タッチスクリーンディスプレイ１１６に接続されたタッチスクリーン
ディスプレイコントローラ２１０、バッテリ２１６に接続された電源管理ＩＣ　２１４、
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セルラーモデム２１８、通信デバイス２２２及び／または、各種の通信信号やインタフェ
ースを通じてプロセッサ１１４に接続されたその他のデバイス２２４を含む。Ｉ／Ｏデバ
イス１１８は通常、ボタン及び、モバイルコンピューティングデバイス１１０で使用可能
なその他のユーザインタフェースコンポーネントを含む。例えば、Ｉ／Ｏデバイス１１８
は、１組のボタン（例えば、後退、メニュー、ホーム、検索等）、オフスクリーンジェス
チャエリア、クリックホイール、スクロールホイール、ＱＷＥＲＴＹキーボード等を含ん
でいてもよい。その他のデバイス２２４は、例えばＧＰＳデバイス、ＬＡＮ接続、マイク
ロフォン、スピーカ、カメラ、加速度計及び／またはＭＳ／ＭＭＣ／ＳＤ／ＳＤＩＯカー
ドインタフェース等であってもよい。外部ディスプレイインタフェース２２０は、何れの
適当なディスプレイインタフェース（例えば、ＶＧＡ、ＤＶＩ、ＨＤＭＩ等）であっても
よい。
【００２５】
　プロセッサ１１４は、ＡＲＭベースのモバイルプロセッサであってもよい。実施形態で
は、モバイルプロセッサ１１４は、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＯＭＡＰ３４
３０、Ｍａｒｖｅｌｌ　ＰＸＡ３２０、Ｆｒｅｅｓｃａｌｅ　ｉＭＸ５１、またはＱｕａ
ｌｃｏｍｍ　ＱＳＤ８６５０／８２５０等のモバイルＡＲＭベースプロセッサである。し
かしながら、モバイルプロセッサ１１４は、他の好適なＡＲＭベースのモバイルプロセッ
サや、別のプロセッサアーキテクチャ、例えばｘ８６ベースのプロセッサアーキテクチャ
またはその他のＲＩＳＣベースのプロセッサアーキテクチャ等に基づくプロセッサであっ
てもよい。
【００２６】
　図２はモバイルコンピューティングデバイス１１０の１つの例示的なハードウェア実装
１１２を示しているが、これ以外のアーキテクチャも本発明の範囲内として考えられる。
例えば、図２ではモバイルプロセッサ１１４の外部に示されている各種のコンポーネント
は、モバイルプロセッサ１１４の中に統合してもよい。任意選択的には、図２にモバイル
プロセッサ１１４に統合された状態で示されている外部ディスプレイインタフェース２２
０は、モバイルプロセッサ１１４の外にあってもよい。これに加えて、システムバス、デ
ィスクリートグラフィクスプロセッサ及び／またはその他のアーキテクチャ面の変化形を
使用する、他のコンピュータアーキテクチャも、本発明の態様を利用するのに適している
。
【００２７】
　図３は、各種の実施形態による、モバイルコンピュータデバイス１１０でモバイルＯＳ
　１３０とデスクトップＯＳ　１６０を同時に実行するために利用可能なＯＳアーキテク
チャ３００を示す。図３に示されるように、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　
１６０は、独立したオペレーティングシステムである。具体的には、モバイルＯＳ　１３
０とデスクトップＯＳ　１６０は、相互に独立した、非互換的なユーザライブラリ、グラ
フィクスシステム及び／またはフレームワーク層を有していてもよい。ＯＳアーキテクチ
ャ３００のための機能と命令は、モバイルコンピューティングデバイス１１０の有形のコ
ンピュータ読取可能媒体上にコンピュータプログラムコードとして記憶されていてもよい
。例えば、ＯＳアーキテクチャ３００のための命令は、モバイルコンピューティングデバ
イスハードウェア１１２の記憶デバイス２０８の中に記憶されていてもよい。
【００２８】
　ＯＳアーキテクチャ３００において、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６
０は、共有カーネル３２０で同時に動作する。これは、モバイルＯＳ　１３０とデスクト
ップＯＳ　１６０が共有カーネル３２０上で同じ時点で動作中であることを意味する。具
体的には、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０はどちらも、同じカーネル
インタフェース３２２を通じて、例えば共有カーネル３２０にシステムコールを行うこと
によって、共有カーネル３２０とインタフェースする。共有カーネル３２０は、モバイル
ＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０の両方のプロセスに関するタスクスケジューリ
ングを管理する。この点で、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０は、共有
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カーネル３２０で独立して、同時に動作中である。これに加えて、共有カーネル３２０は
、ハードウェアインタフェース３１２により示されているように、直接、モバイルコンピ
ューティングデバイスハードウェア１１２のモバイルプロセッサ１１４で動作する。具体
的には、共有カーネル３２０はモバイルコンピューティングデバイスハードウェア１１２
のコンピューティングリソース、例えばＣＰＵスケジューリング、メモリアクセス、Ｉ／
Ｏを直接管理する。この点で、ハードウェアリソースは仮想化されず、すなわち、モバイ
ルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０は、仮想化されたメモリまたはＩ／Ｏアクセ
スを使用せずに、カーネルインタフェース３２２を通じてシステムコールを行う。
【００２９】
　図３に示されるように、モバイルＯＳ　１３０は、ライブラリ層３３０、アプリケーシ
ョンフレームワーク層３４０、アプリケーション層３５０を有する。モバイルＯＳ　１３
０では、アプリケーション３５２と３５４が、モバイルＯＳ　１３０のアプリケーション
フレームワーク層３４０によってサポートされるアプリケーション層３５０の中で動作す
る。アプリケーションフレームワーク層３４０には、モバイルＯＳ　１３０上で動作する
アプリケーションにより使用されるマネージャ３４２とサービス３４４が含まれる。例え
ば、アプリケーションフレームワーク層３４０には、ウィンドウマネージャ、アクティビ
ティマネージャ、パッケージマネージャ、リソースマネージャ、電話マネージャ、ジェス
チャコントローラ及び／または、モバイル環境のためのその他のマネージャとサービスが
含まれていてもよい。アプリケーションフレームワーク層３４０には、モバイルＯＳ　１
３０のために開発されたアプリケーションを実行するモバイルアプリケーションランタイ
ム環境が含まれていてもよい。モバイルアプリケーションランタイム環境は、より低い処
理能力及び／または限られたメモリスペース等、モバイルコンピューティングリソースに
合わせて最適化されていてもよい。モバイルアプリケーションランタイム環境では、プロ
セス分離、メモリ管理、スレッディングサポートがカーネルに依存して行われてもよい。
ライブラリ層３３０には、Ｉ／Ｏとストリング操作等の一般的な機能、グラフィクス機能
、データベース能力、通信能力及び／またはその他の機能や能力を実行するユーザライブ
ラリ３３２が含まれる。
【００３０】
　図３に示されているように、デスクトップＯＳ　１６０は、ライブラリ層３６０、フレ
ームワーク層３７０、アプリケーション層３８０を有する。デスクトップＯＳ　１６０で
は、アプリケーション３８２と３８４が、デスクトップＯＳ　１６０のアプリケーション
フレームワーク層３７０によってサポートされるアプリケーション層３８０の中で動作す
る。アプリケーションフレームワーク層３７０には、デスクトップＯＳ　１６０上で動作
するアプリケーションにより使用されるマネージャ３７２とサービス３７４が含まれる。
例えば、アプリケーションフレームワーク層３７０には、ウィンドウマネージャ、アクテ
ィビティマージャ、パッケージマネージャ、リソースマネージャ及び／または、デスクト
ップ環境に一般的なその他のマネージャとサービスが含まれていてもよい。ライブラリ層
３６０には、Ｉ／Ｏとストリング操作等の一般的な機能、グラフィクス機能、データベー
ス能力、通信能力及び／またはその他の機能や能力を実行するユーザライブラリ３６２が
含まれていてもよい。
【００３１】
　本発明の各種の実施形態において、デスクトップＯＳ　１６０は、モバイルＯＳ　１３
０とは別の実行環境で動作する。例えば、モバイルＯＳ　１３０はルート実行環境で動作
してもよく、デスクトップＯＳ　１６０は、ルート実行環境下で確立された第二の実行環
境で動作してもよい。モバイルＯＳ　１３０上で動作するプロセスとアプリケーションは
、ルート実行環境の中でユーザライブラリ３３２、マネージャ３４２及びサービス３４４
にアクセスする。デスクトップＯＳ　１６０上で動作するプロセスとアプリケーションは
、第二の実行環境の中で、ユーザライブラリ３６２、マネージャ３７２及びサービス３７
４にアクセスする。
【００３２】
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　実施形態では、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップ１６０は、非互換性のユーザライ
ブラリ、グラフィクスシステム及び／またはアプリケーションフレームワークを有する独
立したオペレーティングシステムである。従って、モバイルＯＳ　１３０のために開発さ
れたアプリケーションは、直接、デスクトップＯＳ　１６０では動作できず、デスクトッ
プＯＳ　１６０のために開発されたアプリケーションは、直接、モバイルＯＳ　１３０上
では動作できない。例えば、モバイルＯＳ　１３０のアプリケーション層３５０で動作す
るアプリケーション３５２は、デスクトップＯＳ　１６０と非互換的であってもよく、す
なわち、アプリーション３５２をデスクトップＯＳ　１６０で実行できない。具体的には
、アプリケーション３５２は、デスクトップＯＳ　１６０のマネージャ３７２、サービス
３７４及び／またはライブラリ３６２では利用できない、またはこれらと互換性のないモ
バイルＯＳ　１３０のマネージャ３４２、サービス３４４及び／またはライブラリ３３２
に依存していてもよい。
【００３３】
　その結果、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０で利用できるアプリケー
ションの集合はそれぞれ異なっていてもよい。この点で、ＯＳアーキテクチャ３００のモ
バイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０は、別々のユーザ操作空間からアクセス
可能な別々のアプリケーション集合を通じて、別々のユーザ体験を提供する。ユーザは、
モバイルＯＳ　１３０に関連する第一のユーザ操作空間を通じて、モバイルＯＳ　１３０
上で利用可能な（すなわち、そのためにコンパイルされ、その実行環境内にロードされた
）アプリケーションにアクセスし、デスクトップＯＳ　１６０に関連する第二のユーザ操
作空間を通じて、デスクトップＯＳ　１６０上で利用可能なアプリケーションにアクセス
してもよい。
【００３４】
　前述のように、モバイルオペレーティングシステムは一般に、デスクトップオペレーテ
ィングシステムと同じグラフィクス環境を使用しない。デスクトップＯＳ用のグラフィク
ス環境は、フレキシビリティと高性能性のために設計された。例えば、一部のデスクトッ
プＯＳで使用されるＸウィンドウシステムは、処理及びシステムリソースをより多く使用
することと引き換えに、プラットフォームとネットワークの独立性を提供する。これに対
して、モバイルＯＳ用のグラフィクス環境の設計は、効率性とモバイルコンピューティン
グ環境の特定のユーザ入力デバイスのほうにより重点を置き、フレキシビリティはそれよ
り軽視されている。モバイル及びデスクトップＯＳのグラフィクス環境は異なることが多
いため、モバイルＯＳ上で動作するアプリケーションは、モバイルＯＳのグラフィクスサ
ーバからデスクトップＯＳのグラフィクスサーバにグラフィクス情報をリダイレクトする
ことによって、デスクトップＯＳのユーザ空間内で表示されるようにリダイレクトできな
い。
【００３５】
　最も広く採用されているモバイルＯＳはＧｏｏｇｌｅのＡｎｄｒｏｉｄである。Ａｎｄ
ｒｏｉｄはＬｉｎｕｘに基づいているが、モバイル環境とモバイルプロセッサのために、
カーネル及びその他のＯＳ層に変更が加えられている。特に、ＬｉｎｕｘカーネルはＰＣ
（すなわち、ｘ８６）ＣＰＵアーキテクチャ用に設計されているが、Ａｎｄｒｏｉｄカー
ネルはＡＲＭベースのモバイルプロセッサに合わせて変更されている。Ａｎｄｒｏｉｄデ
バイスドライバはまた、タッチスクリーン、モバイル接続（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ、ＣＤＭＡ
、Ｗｉ－Ｆｉ等）、バッテリ管理、ＧＰＳ、加速度計及びカメラモジュール等、モバイル
ハードウェアアーキテクチャの中に一般的にあるデバイスやその他のデバイスに特に合わ
せて作られている。これに加えて、ＡｎｄｒｏｉｄはネイティブのＸ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｓ
ｙｓｔｅｍを持っていなければ、フルセットの標準ＧＮＵライブラリもサポートしておら
ず、これによって、既存のＧＮＵ／ＬｉｎｕｘアプリケーションまたはライブラリをＡｎ
ｄｒｏｉｄにポートすることが難しい。
【００３６】
　ＡｐｐｌｅのｉＯＳオペレーティングシステム（ｉＰｈｏｎｅで動作）とＭｉｃｒｏｓ
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ｏｆｔのＷｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ　７も同様に、モバイル環境とモバイルハードウェ
アアーキテクチャ用に変更されている。例えば、ｉＯＳはＭａｃ　ＯＳ　Ｘデスクトップ
ＯＳから派生しているが、一般的なＭａｃ　ＯＳ　Ｘ用アプリケーションは、ｉＯＳ上で
はネイティブとして動作しない。具体的には、ｉＯＳ用アプリケーションは、標準開発キ
ット（「ＳＤＫ」）を通じて、ｉＯＳの「Ｃｏｃｏａ　Ｔｏｕｃｈ」ランタイム環境で動
作するように開発されており、これによってタッチベースの入力、プッシュ通知及びシス
テムサービス等の重要なｉＯＳ機能のための基本的なアプリケーションインフラストラク
チャとサポートが提供される。そのため、Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘのために書かれたアプリケー
ションは、ポートしないとｉＯＳで動作しない。これに加えて、Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘ用アプ
リケーションをｉＯＳにポートすることは、２つのＯＳ間のユーザライブラリ及び／また
はアプリケーションフレームワークの違い、及び／またはモバイルとデスクトップハード
ウェアのシステムリソースの違いによって、難しいかもしれない。
【００３７】
　ＯＳアーキテクチャ３００に適合する１つの実施形態において、Ａｎｄｒｏｉｄモバイ
ルＯＳとフルＬｉｎｕｘ　ＯＳは、変更されたＡｎｄｒｏｉｄカーネル上で独立して、同
時に動作する。この実施形態では、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳは変更型Ａｎｄｒｏｉｄディス
トリビューションであってもよく、その一方で、Ｌｉｎｕｘ　ＯＳ（「Ｈｙｄｒｏｉｄ」
）は変更型Ｄｅｂｉａｎ　ＬｉｎｕｘデスクトップＯＳであってもよい。図４～６は、各
種の実施形態による、ＯＳアーキテクチャ３００で使用可能なＡｎｄｒｏｉｄモバイルＯ
Ｓ　４３０、Ａｎｄｒｏｉｄカーネル５２０、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０をより詳細
に示す。
【００３８】
　図４に示されるように、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０は、ライブラリ層４３２の中に
Ｃ／Ｃ＋＋ライブラリの集合を含み、これらはアプリケーションフレームワーク層４４０
を通じてアクセスされる。ライブラリ層４３２には、「ｇｌｉｂｃ」Ｌｉｎｕｘ　Ｃライ
ブラリより小型で高速となるようにＡｎｄｒｏｉｄのために特に開発された「ｂｉｏｎｉ
ｃ」システムＣライブラリ４３９が含まれる。ライブラリ層４３２にはまた、プロセス間
通信（ＩＰＣ）ライブラリ４３６が含まれ、これにはＡｎｄｒｏｉｄ　ＯＳの「Ｂｉｎｄ
ｅｒ」ＩＰＣメカニズムの基本クラスが含まれる。Ｂｉｎｄｅｒは特にＡｎｄｒｏｉｄの
ために、プロセス間及びサービス間の通信を可能にするために開発された。図４のライブ
ラリ層４３２に示されている他のライブラリとしては、媒体フォーマットの記録と再生を
サポートするメディアライブラリ４３５、ディスプレイサブシステムへのアクセスを管理
し、複数のアプリケーションからのグラフィクス層を合成するサーフェスマネージャ４３
４、２Ｄ及び３Ｄグラフィクスエンジン４３８、軽量リレーショナルデータベースエンジ
ン４３７がある。ライブラリ層４３２に含めることができるが、図４には示されていない
その他のライブラリには、ビットマップ及びベクトルフォントレンダリングライブラリ、
ユーティリティライブラリ、ブラウザツール（すなわち、ＷｅｂＫｉｔ等）及び／または
秘匿通信ライブラリ（すなわち、ＳＳＬ等）がある。
【００３９】
　Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０のアプリケーションフレームワーク層４４０は、開発者
がデバイスハードウェアのコンポーネントを使用し、位置情報にアクセスし、背景サービ
スを実行し、アラームをセットし、ステイタスバーに通知を加えること等を可能にする開
発プラットフォームを提供する。フレームワーク層４４０により、アプリケーションがそ
の能力を公開し、他のアプリケーションの公開された能力を利用することも可能となる。
ＡｎｄｏｒｏｉｄモバイルＯＳ　４３０のアプリケーションフレームワーク層４４０のコ
ンポーネントは、アクティビティマネージャ４４１、リソースマネージャ４４２、ウィン
ドウマネージャ４４３、ドックマネージャ４４４、ハードウェア及びシステムサービス４
４５、デスクトップモニタサービス４４６、マルチディスプレイマネージャ４４７及びリ
モート通信サービス４４８を含む。ＡｎｄｒｏｉｄモバイルＯＳ　４３０のフレームワー
ク層４４０に含めることのできるその他のコンポーネントには、ビューシステム、電話マ
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ネージャ、パッケージマネージャ、位置マネージャ及び／または通知マネージャのほか、
その他のマネージャとサービスがある。
【００４０】
　Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０で動作するアプリケーションは、Ａｎｄｒｏｉｄオブジ
ェクト指向アプリケーションフレームワークの上のＡｎｄｒｏｉｄランタイム環境４３３
のＤａｌｖｉｋ仮想マシン４３１の中で動作する。Ｄａｌｖｉｋ仮想マシン４３１はレジ
スタベースの仮想マシンであり、メモリ使用量と処理要求を削減するために設計されたコ
ンパクトな実行可能フォーマットを実行する。Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０で動作する
アプリケーションには、ホーム画面４５１、電子メールアプリーション４５２、写真アプ
リケーション４５３、ブラウザアプリケーション４５４、及び／またはその他のアプリケ
ーション（「アプリ」）４５５がある。
【００４１】
　Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳグラフィクスシステムは、クライアント／サーバモデルを使用す
る。サーフェスマネージャ（「ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒ」）はグラフィクスサーバ
であり、アプリケーションはクライアントである。ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒは、デ
ィスプレイＩＤのリストを維持し、ディスプレイＩＤへのアプリケーションの割当を常に
追跡する。１つの実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス１１０は複数のタ
ッチスクリーンディスプレイ１１６を有する。この実施形態において、ディスプレイＩＤ
　０がタッチスクリーンディスプレイ１１６の１つに関連付けられ、ディスプレイＩＤ　
１が他方のタッチスクリーンディスプレイ１１６に関連付けられる。ディスプレイＩＤ　
２は両方のタッチスクリーンディスプレイ１１６に関連付けられる（すなわち、このアプ
リケーションが両方のディスプレイで同時に表示される）。２より大きいディスプレイＩ
Ｄは仮想ディスプレイであり、すなわち、これらはモバイルコンピューティングデバイス
ハードウェア１１２の上に物理的に存在するディスプレイには関連付けられない。
【００４２】
　Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション用のグラフィクス情報には、ウィンドウ、ビュー、及
びキャンバスがある。各ウィンドウ、ビュー及び／またはキャンバスには、基本となるサ
ーフェスオブジェクトが含められる。サーフェスオブジェクトは、２つのバッファ（フロ
ント及びバックバッファ）に格納され、描画のためのプロセス間で同期される。Ｓｕｒｆ
ａｃｅＦｌｉｎｇｅｒは、すべてのサーフェスを共通のメモリプールの中に維持し、これ
によって、Ａｎｄｒｏｉｄ内のすべてのプロセスがこれらにアクセスし、その中に描画す
ることができ、コストのかかるコピー動作が不要となり、またＸウィンドウ等のサーバ側
の描画プロトコルを使用する必要もない。アプリケーションは、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎ
ｇｅｒがフロントバッファから読み出している間は常にバックバッファの中に描画する。
ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒは、各サーフェスオブジェクトを作成し、すべてのサーフ
ェスオブジェクトを維持し、また、各アプリケーションに関するサーフェスオブジェクト
リストを維持する。アプリケーションは、バックバッファへの描画を完了すると、Ｓｕｒ
ｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒにイベントをポストし、これがバックバッファをフロントバッフ
ァにスワップして、サーフェス情報をフレームバッファにレンダリングする作業を待ち行
列に入れる。
【００４３】
　ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒは、すべてのウィンドウ変更イベントをモニタする。１
つまたは複数のウィンドウ変更イベントが発生すると、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒは
サーフェス情報を１つまたは複数のディスプレイのためのフレームバッファにレンダリン
グする。レンダリングには、サーフェスを合成すること、すなわちサーフェスの寸法、透
明度、Ｚオーダ、可視性に基づいて最終的な画像フレームを構成することが含まれる。レ
ンダリングはまた、ハードウェア加速（例えば、グラフィクス処理ハードウェアのための
ＯｐｅｎＧＬ　２Ｄ及び／または３Ｄインタフェース）を含んでいてもよい。Ｓｕｒｆａ
ｃｅＦｌｉｎｇｅｒは、すべてのサーフェスオブジェクトをループさせて、それらのフロ
ントバッファをそのＺオーダでフレームバッファにレンダリングする。
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【００４４】
　図５は、各種の実施形態による変更型Ａｎｄｒｏｉｄカーネル５２０をより詳しく示す
。変更型Ａｎｄｒｏｉｄカーネル５２０には、タッチスクリーンディスプレイドライバ５
２１、カメラドライバ５２２、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈドライバ５２３、共有メモリアロケー
タ５２４、ＩＰＣドライバ５２５、ＵＳＢドライバ５２６、ＷｉＦｉドライバ５２７、Ｉ
／Ｏデバイスドライバ５２８及び／または電源管理モジュール５３０が含まれる。Ｉ／Ｏ
デバイスドライバ５２８には、ポート１２０を通じてモバイルコンピューティングデバイ
ス１１０に接続可能な外部Ｉ／Ｏデバイスのためのデバイスドライバが含まれる。変更型
Ａｎｄｒｏｉｄカーネル５２０には、ｌｏｗ　ｍｅｍｏｒｙ　ｋｉｌｌｅｒ、カーネルデ
バッガ、ログ機能及び／またはその他のハードウェアデバイスドライバを含むその他のド
ライバや機能ブロックが含まれていてもよい。
【００４５】
　図６は、各種の実施形態によるＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０をより詳しく示す。Ｈｙ
ｄｒｏｉｄはフルＬｉｎｕｘ　ＯＳであり、標準的なＬｉｎｕｘディストリビューション
用に開発されたほとんどすべてのアプリケーションを実行できる。特に、Ｈｙｄｒｏｉｄ
　ＯＳ　６６０のライブラリ層６６２には、ネットワーキング、グラフィクス処理、デー
タベース管理及びその他の一般的なプログラム機能をサポートするＬｉｎｕｘライブラリ
が含まれる。例えば、ユーザライブラリ６６２には、「ｇｌｉｂｃ」Ｌｉｎｕｘ　Ｃライ
ブラリ６６４、Ｌｉｎｕｘグラフィクスライブラリ６６２（例えば、ＧＴＫ、ＯｐｅｎＧ
Ｌ等）、Ｌｉｎｕｘユーティリティライブラリ６６１、Ｌｉｎｕｘデータベースライブラ
リ、及び／またはその他のＬｉｎｕｘユーザライブラリが含まれていてもよい。アプリケ
ーションは、Ｈｙｄｒｏｉｄ上では、Ｘサーバ６７４、ウィンドウマネージャ６７３及び
／またはデスクトップ環境６７２を用いてＸ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｉｎｕｘグラフィカル環
境内で動作する。図のアプリケーションには、ワードプロセッサ６８１、電子メールアプ
リケーション６８２、スプレッドシートアプリケーション６８３、ブラウザ６８４及びそ
の他のアプリケーション６８５が含まれている。
【００４６】
　Ｌｉｎｕｘ　ＯＳグラフィクスシステムは、Ｘウィンドウ（または「Ｘ１１」）グラフ
ィクスシステムに基づいている。Ｘウィンドウは、プラットフォームに依存しないネット
ワーク式のグラフフィクスフレームワークである。Ｘウィンドウはクライアント／サーバ
モデルを利用しており、Ｘサーバがグラフィクスサーバ、アプリケーションがクライアン
トである。Ｘサーバは、ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、ポ
インティングデバイス等、Ｌｉｎｕｘ　ＯＳに関連する入力／出力ハードウェアを制御す
る。この点で、Ｘウィンドウはサーバ側の描画グラフィクスアーキテクチャを提供し、す
なわち、Ｘサーバがウィンドウやピクセルマップを含むＤｒａｗａｂｌｅのためのコンテ
ンツを維持する。ＸクライアントはＸサーバと、通信チャネル上で描画動作を説明するデ
ータパケットを交換することによって通信する。Ｘクライアントは、標準ルーチンのライ
ブラリ（「Ｘｌｉｂ」）を通じてＸ通信プロトコルにアクセスする。例えば、Ｘクライア
ントはＸサーバに対し、クライアントウィンドウに三角形を描画するように要求を送信し
てもよい。ＸサーバはＸクライアントに入力イベント、例えばキーボードまたはポインテ
ィングデバイスの入力、及び／またはウィンドウの移動またはリサイジングを送信する。
入力イベントはクライアントウィンドウに関連しており、例えば、ユーザがあるウィンド
ウ内にあるポインタをクリックすると、Ｘサーバはその入力イベントを含むパケットを、
そのウィンドウに関連するＸクライアントに送り、その中にはそのウィンドウに関係のあ
るイベントの動作と位置が含まれる。
【００４７】
　オペレーティングシステムのフレームワーク、グラフィクスシステム及び／またはライ
ブラリの違いによって、Ａｎｄｒｏｉｄ用に書かれたアプリケーションは通常、Ｈｙｄｒ
ｏｉｄ　ＯＳ　６６０では動作せず、標準的なＬｉｎｕｘディストリビューション用に書
かれたアプリケーションは通常、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０では動作しない。この点
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に関して、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０とＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０のためのアプ
リケーションにはバイトコード互換性がなく、すなわち、一方のためにコンパイルされた
実行可能なプログラムは、他方では動作しない。
【００４８】
　１つの実施形態において、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０は、共有カーネル５２０を通
じてＡｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０との通信を容易にする異環境間通信フレームワークの
コンポーネントを含む。これらのコンポーネントとしては、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳのＢｉ
ｎｄｅｒ　ＩＰＣメカニズムのための基本クラスと遠隔通信サービス６７１を含むＩＰＣ
ライブラリ６６３がある。
【００４９】
　１つの実施形態において、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０は、Ａｎｄｒｏｉｄルート環
境内で作られた、ｃｈｒｏｏｔされた（「ｃｈｒｏｏｔ」コマンドで作られた）第二の実
行環境の中で実行される。Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０の中のプロセスとアプリケーシ
ョンは、第二の実行環境の中で、これらのプロセスとアプリケーションから見た見かけ上
のルートディレクトリが第二の実行環境のルートディレクトリとなるように実行される。
このようにして、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０は、標準Ｌｉｎｕｘディストリビューシ
ョンのために書かれたプログラムを変更せずに実行でき、それは、ｃｈｒｏｏｔされた第
二の実行環境においてＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０上で実行されるプロセスにＬｉｎｕ
ｘユーザライブラリ６６２を利用できるからである。
【００５０】
　図３に戻ると、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップ１６０は、モバイルデバイスの共
有カーネル３２０上でアクティブに同時動作中である。モバイルＯＳ　１３０とデスクト
ップＯＳ　１６０は、ユーザライブラリ、グラフィクスシステム及び／またはアプリケー
ションフレームワークに関して非互換的であってもよい。そのため、モバイルＯＳ　１３
０とデスクトップＯＳ　１６０で利用可能なアプリケーションの集合はそれぞれ異なり、
すなわち、モバイルＯＳ　１３０上で利用可能な少なくとも一部のアプリケーションはデ
スクトップＯＳ　１６０では利用できず、またその逆でもある。従って、ＯＳアーキテク
チャ３００のモバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０は、別々のユーザ操作空
間からアクセス可能な別々のアプリケーション集合を通じて、別々のユーザ体験を提供す
る。ユーザは、モバイルＯＳ　１３０に関連するユーザ操作空間を通じてモバイルＯＳ　
１３０上で利用可能な（すなわち、そのためにコンパイルされ、その実行環境内にロード
された）アプリケーションにアクセスし、デスクトップＯＳ　１６０に関連するユーザ操
作空間を通じてデスクトップＯＳ　１６０上で利用可能なアプリケーションにアクセスし
てもよい。
【００５１】
　本発明の実施形態は、ＯＳアーキテクチャ３００の機能性を拡張して、複数のＯＳに基
づくコンピューティング環境における、よりシームレスなコンピューティング体験を提供
する。実施形態には、第二のオペレーティングシステムのユーザ操作空間内におけるアプ
リケーション及び／または第一のオペレーティングシステムのユーザ操作空間の異環境間
レンダリングが含まれ、これは第一と第二のオペレーティングシステムのグラフィクス環
境に互換性がなくても行われる。実施形態にはさらに、異環境間アプリケーションのため
のユーザ操作のサポートと、第二のオペレーティングシステムのユーザ操作空間からの第
一のオペレーティングシステムのアプリケーションへのアクセスが含まれる。この機能に
よって、例えば、モバイルＯＳ　１３０上で動作するモバイルＯＳ用アプリケーションを
、デスクトップＯＳ　１６０に関連するユーザ操作空間を通じて表示し、操作することが
可能となる。例えば、ユーザがデスクトップＯＳ　１６０に関連するユーザ操作空間を通
じてデスクトップＯＳ　１６０を操作している間に、そのユーザは、デスクトップＯＳ　
１６０では利用できない（すなわち、そのためにコンパイルされておらず、そこでは実行
されない）モバイルＯＳ　１３０の特定のアプリケーションにアクセスしたいと希望して
もよい。後述の各種の実施形態を用いれば、ユーザは、デスクトップＯＳ　１６０に関連
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するユーザ操作空間を通じて、モバイルＯＳ　１３０のためにコンパイルされ、その上で
実行されるアプリケーションにアクセスし、これを表示し、操作できる。特に、実施形態
は、モバイルＯＳの何れのアプリケーションでの異環境間操作もサポートしており、すな
わち、モバイルＯＳ用アプリケーションを下記の実施形態を使用するのに、特定の異環境
間サポートを含めるように変更する必要がない。
【００５２】
　第二のＯＳ（例えば、デスクトップＯＳ　１６０）のユーザ操作空間内からアプリケー
ション及び／または第一のＯＳ（例えば、モバイルＯＳ　１３０）のユーザ操作空間への
、シームレスな異環境間ユーザ操作をサポートするために、アプリケーション及び／また
はユーザ操作空間のグラフィクスデータ（すなわち、グラフィクスコンテキストまたはア
クティブディスプレイ）を、第二のＯＳのユーザ操作空間の中にリアルタイムで表示され
るようにレンダリングすることが望ましいかもしれない。リアルタイム（または即時）レ
ンダリングとは、この文脈において、アプリケーションのグラフィクスデータが第二のＯ
Ｓのユーザ操作空間に十分に素早くレンダリングされ、グラフィクス情報の伝送に伴う遅
延によってアプリケーションのパフォーマンスに気付くほどの、または実質的な低下を発
生させずに、ユーザがそのアプリケーションを操作できることを意味する。この点に関し
て、本明細書に記載されているようなリアルタイム（または即時）異環境間レンダリング
の技術により、例えばグラフィクス情報が迅速に転送され、第一のＯＳから第二のＯＳに
グラフィクス情報をコピーまたは転送することに伴うフレーム遅延やその他の遅延が減る
。しかしながら、これはグラフィクスの転送にまったく時間がかからないことを意味する
のではなく、本明細書に記載の異環境間レンダリング方式は、グラフィクス情報が第二の
ＯＳのユーザ操作空間上で表示されるまでに限定的な時間がかかったとしても、即時また
はリアルタイムとみなしてよい。
【００５３】
　アプリケーションの異環境間レンダリングを実現するために、第一のオペレーティング
システムで動作中のアプリケーションから第二のオペレーティングシステムのグラフィク
スシステムに、おそらく大量のグラフィクスデータが転送されることがある。既存のメカ
ニズムでは、必要なグラフィクスデータを転送すると、ディスプレイの更新またはフレー
ムレートに必ず影響が及ぶ。例えば、グラフィクスデータを直接転送することは、モバイ
ルコンピューティング環境の制約の中では現実的ではないであろう。圧縮技術を使って転
送データの総量を減らすことは可能であるが、その代わりに、情報の圧縮と解凍に必要な
処理が増える。リモートのデスクトップ型システムを使って、ベクトルグラフィクスやグ
ラフィクス更新情報を送ることはできるが、この場合もまた一般に、大量のグラフィクス
データを転送する際、またはグラフィクスコンテンツの急速な変化の際に速度が低下する
。
【００５４】
　図７は各種の実施形態によるＯＳアーキテクチャ構成３００ａを示し、これは第二のＯ
Ｓのユーザ操作空間内でアプリケーション及び／または第一のＯＳのユーザ操作空間を異
環境間レンダリングするために使用でき、この場合、第一と第二のＯＳは共有カーネル上
で同時動作中であり、別々のディスプレイデバイスを含む別々のユーザ操作空間に関連付
けられている。ＯＳアーキテクチャ構成３００ａのコンポーネントにより、モバイルＯＳ
　１３０上で動作するアプリケーションとモバイルＯＳ　１３０のグラフィクスコンテキ
ストを、デスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間内にレンダリングすることができ、
ＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０は共有カーネル３２０上で同時動作する。各種
の実施形態において、アプリケーションは、デスクトップＯＳ　１６０のコンソールアプ
リケーション７８２を通じて、デスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間内のコンソー
ルウィンドウに表示される。１つの実施形態において、コンソールアプリケーション７８
２は、Ｘウィンドウ型アプリケーションであり、これはデスクトップＯＳ　１６０のＸウ
ィンドウ型グラフィクスシステムを通じてデスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間内
に表示される。
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【００５５】
　ＯＳアーキテクチャ構成３００ａにおいて、モバイルＯＳ　１３０には、グラフィクス
サーバ７３４が含まれ、これはモバイルＯＳ　１３０のアプリケーション（例えば、アプ
リケーション７５２と７５４）に関するサーフェス情報（例えば、サーフェス７２６、７
２７、７２８）の割当と管理を行う。１つの実施形態において、グラフィクスサーバ７３
４は、匿名共有メモリ（すなわち、そのカーネルを解放できるプロセス間で共有される名
前付きメモリブロック）を使ってグラフィクスサーフェスのメモリを割り当てる。グラフ
ィクスサーバ７３４はまた、モバイルＯＳ　１３０のディスプレイの割当と追跡も行い、
これにはモバイルコンピューティングデバイスハードウェア１１２（すなわち、ローカル
ディスプレイ）に内蔵されるディスプレイと、モバイルＯＳ　１３０が遠隔的に（すなわ
ち、他のＯＳのユーザ操作空間内で）表示されるかもしない、いわゆる仮想ディスプレイ
が含まれる。モバイルＯＳ　１３０はまた、モバイルＯＳ　１３０に関連するディスプレ
イ画面上に同時に複数のアプリケーションを表示するためのウィンドウシステムを含んで
いてもよい。１つの実施形態において、モバイルＯＳ　１３０には、デスクトップＯＳ　
１６０からモバイルＯＳ　１３０のコンポーネントにアクセスするための遠隔通信チャネ
ルを提供するサービスが含まれる。
【００５６】
　ＯＳアーキテクチャ構成３００ａには、モバイルＯＳ　１３０上で動作中であり、モバ
イルＯＳ　１３０に関連する第一のユーザ操作空間内に表示される第一のアプリケーショ
ン７５２が含まれる。ＯＳアーキテクチャ構成３００ａには、やはりモバイルＯＳ　１３
０上で動作中であるが、後述の実施形態による異環境間レンダリングを通じて、デスクト
ップＯＳ　１６０に関連する第二のユーザ操作空間内に表示される第二のアプリケーショ
ン７５４が含まれる。１つの実施形態において、アプリケーション７５４は、デスクトッ
プＯＳ　１６０上で動作するコンソールアプリケーション７８２を通じて第二のユーザ操
作空間のコンソールウィンドウ内に表示される。
【００５７】
　通常、モバイルＯＳ　１３０のアプリケーションは、ユーザがアプリケーションを操作
する際に使用するビューのインスタンスを作成する。例えば、アプリケーションは、アプ
リケーションウィンドウを構成する１つのビューを有し得る。ビューの中で、アプリケー
ションは、アプリケーションインタフェースの特定の領域に関する描画オブジェクトのイ
ンスタンスを作る。描画オブジェクトは、キャンバスまたは描画層と呼ばれることがあり
、アプリケーションがグラフィクス情報を描画する際に使用するオブジェクトである。ア
プリケーションがキャンバスまたは層のインスタンスを作成すると、グラフィクスサーバ
７３４がそのキャンバスまたは層に関連するサーフェス情報にメモリを割り当て、その描
画オブジェクトをアプリケーションに戻し、すると、アプリケーションがこれを使ってキ
ャンバスまたは層のサーフェスに関するグラフィクス情報を描画する。その後、グラフィ
クスサーバ７３４はサーフェス情報をモニタし、サーフェス情報が更新されると、このサ
ーフェス情報をフレームバッファ（例えば、フレームバッファ７１６）にレンダリングす
る。一般に、ユーザはまた、ビューオブジェクトを通じてアプリケーションを操作する。
ビューンオブジェクトはイベントリスナを含み、これは、ユーザがそのビューオブジェク
トに対して動作を起こした際に、モバイルＯＳの入力待ち行列７３６によりコールされる
。
【００５８】
　ＯＳアーキテクチャ３００ａに示されているように、サーフェス７２６、７２７及び／
または７２８は、グラフィクスサーバ７３４によって共有メモリ７２４に割り当てられる
。共有メモリ７２４は、共有カーネル３２０によって管理され、モバイルＯＳ　１３０と
デスクトップＯＳ　１６０上で動作中のすべてのプロセスによりアクセス可能である。前
述のように、共有メモリ７２４は名前付き共有メモリであってもよい。名前付き共有メモ
リは、共有カーネル３２０上で動作中のすべてのプロセスによってアクセス可能であるが
、それ以外のプロセスは名前によって名前付き共有メモリの領域にアクセスすることがで
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きない。従って、名前付き共有メモリの各領域に関するファイル記述子を、プロセス間通
信メカニズムを通じて送り、プロセスの境界を越えて名前付き共有メモリを参照できるよ
うにしなければならない。共有カーネル３２０にはまた、ＩＰＣドライバ７２５が含まれ
、これによって、モバイルＯＳ　１３０とデスクトップＯＳ　１６０の中のプロセスはプ
ロセスの境界を越えて相互に通信できる。ＩＰＣドライバ７２５は、例えば、Ｕｎｉｘド
メインソケットドライバ、Ａｎｄｒｏｉｄ　Ｂｉｎｄｅｒドライバ、及び／またはネット
ワークソケットドライバであってもよい。
【００５９】
　ＯＳアーキテクチャ構成３００ａのデスクトップＯＳ　１６０には、コンソールアプリ
ケーション７８２とウィンドウシステム７７４が含まれる。コンソールアプリケーション
７８２は、デスクトップＯＳ　１６０のためにコンパイルされ、その上で動作し、デスク
トップＯＳ　１６０に関連するユーザ操作空間のコンソールウィンドウの中に表示される
。ウィンドウシステム７７４には、ウィンドウマネージャ、グラフィクスサーバ及び／ま
たは、グラフィクスオブジェクトを表現し、デスクトップＯＳフレームバッファ７１８を
通じてこれらをディスプレイデバイスに転送するための基盤となるグラフィクスデバイス
インタフェースが含まれる。例えば、ウィンドウシステム７７４は、デスクトップＯＳフ
レームバッファ７１８を通じて、デスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間内にコンソ
ールアプリケーション７８２を表示してもよい。ウィンドウシステム７７４はまた、コン
ソールアプリケーション７８２に関連するデスクトップＯＳ　１６０のユーザ環境からの
入力イベントをコンソールアプリケーション７８２に提供する。例えば、ウィンドウシス
テム７７４は、デスクトップＯＳ　１６０に関連するユーザ操作空間からのポインティン
グデバイスの位置またはジェスチャ情報をコンソールアプリケーション７８２に提供して
もよい。
【００６０】
　図７において、共有メモリ７２４、モバイルＯＳフレームバッファ７１６、デスクトッ
プＯＳフレームバッファ７１８を含むメモリブロックが、わかりやすいように、共有カー
ネル３２０の中にあるように示されている。しかしながら、これらのメモリブロックは、
モバイルコンピュータデバイス１１０の有形のメモリ要素の中に物理的に設置され、共有
カーネル３２０によって管理される。例えば、これらのメモリブロックは、図２に示され
るように、プロセッサ１１４のＲＡＭの中、及び／またはモバイルコンピューティングデ
バイスハードウェア１１２のメモリデバイス２０６のＲＡＭの中に設置されてもよい。
【００６１】
　ＯＳアーキテクチャ構成３００ａは、第二のオペレーティングシステムに関連するユー
ザ操作空間内に共有カーネル上で動作中の第一のオペレーティングシステムのアプリケー
ションを異環境間レンダリングすることをサポートし、この場合、第一と第二のオペレー
ティングシステムは共有カーネル上で同時動作中である。ＯＳアーキテクチャ構成３００
ａは、複数のユーザ操作空間を通じて複数のユーザコンピューティング体験を提供するコ
ンピューティング環境における異環境間レンダリングをサポートするために使用してもよ
い。例えば、ＯＳアーキテクチャ構成３００ａは、図１に示されるようなコンピューティ
ング環境１００の中で使用してもよい。
【００６２】
　図８は、各種の実施形態によるコンピューティング環境８００を示す。コンピューティ
ング環境８００は、モバイルコンピューティングデバイスハードウェア１１２のタッチス
クリーンディスプレイ１１６とその他のＩ／Ｏデバイス１１８を含む第一のユーザ環境を
有する。このユーザ環境は第一のユーザ操作空間を提供し、ユーザはここからモバイルＯ
Ｓ　１３０を操作する。コンピューティング環境８００の第二のユーザ環境は、ディスプ
レイモニタ８４４、キーボード８４６及び／またはポインティングデバイス８４８を含む
。ユーザ環境８４０は、ドックコネクタ８４１とドックケーブル８４３を通じて、モバイ
ルコンピューティングデバイス１１０に接続されてもよい。ドックコネクタ８４１とドッ
クケーブル８４３は、図１に示されるように、ドックインタフェース１２２を通じてモバ
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イルコンピューティングデバイス１１０のポート１２０とインタフェースするポートを含
んでいてもよい。この点に関して、ユーザ環境８４０は、モバイルコンピューティングデ
バイス１１０に対して、ドッキングされた第二の端末環境を提供する。コンピューティン
グ環境８００において、デスクトップＯＳ　１６０はドッキングされた第二の端末環境８
４０に関連付けられてもよく、これによって、ユーザは第二の端末環境８４０によって提
供されるユーザ操作空間を通じてデスクトップＯＳ　１６０を操作できる。第二の端末環
境８４０は、一般的なデスクトップ型コンピューティング環境として示されているが、デ
スクトップＯＳ　１６０は、他のタイプのコンピューティング環境、例えばラップトップ
、タブレット及び／またはその他のタイプのコンピューティング環境を通じて第二のユー
ザ操作空間を提供してもよい。
【００６３】
　ＯＳアーキテクチャ構成３００ａをコンピューティング環境８００で使用して、第一の
ＯＳ（すなわち、モバイルＯＳ）上で動作し、第二のＯＳのユーザ環境（すなわち、デス
クトップＯＳ　１６０に関連するユーザ環境８４０）の中に表示されるアプリケーション
の異環境間レンダリングを提供してもよい。例えば、モバイルＯＳ　１３０上で動作中の
アプリケーション７５４は、デスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間８８０のコンソ
ールウィンドウ８８２の中に表示されてもよい。ウィンドウ８８４と８８６を含む、ユー
ザ操作空間８８０内のその他のウィンドウは、デスクトップＯＳ　１６０で動作中の他の
アプリケーションのウィンドウであってもよい。ユーザに対しては、コンピューティング
環境８００はアプリケーション７５４に関するシームレスなコンピューティング体験を提
供し、これは、アプリケーション７５４がデスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間の
中で、実際にはアプリケーション７５４はモバイルＯＳ　１３０で動作しているが、デス
クトップＯＳ　１６０上で実行されているかのように使用できるからである。
【００６４】
　図８は、デスクトップ型の第二の端末環境８４０を示している。この例では、ユーザは
、第二の端末環境８４０のキーボード８４６とマウス８４８を使うことにより、コンソー
ルウィンドウ８８２を通じて（すなわち、主としてポインティングデバイスに基づくＧＵ
Ｉ）、モバイルＯＳのアプリケーション及び／またはユーザ操作空間を操作してもよい。
しかしながら、アプリケーションの異環境間レンダリング及び／またはモバイルＯＳユー
ザ操作空間のミラーリングを、他の第二の端末環境で使用してもよい。例えば、デスクト
ップＯＳ　１６０は、タッチスクリーンディスプレイを含むタブレット型の第二の端末環
境に関連付けることができる。この場合、ユーザは、ユーザが一般的にモバイルＯＳ　１
３０のユーザ操作空間を操作するのとほとんど同じ方法で（すなわち、主としてジェスチ
ャベースのＧＵＩ）、モバイルＯＳ　１３０の異環境間アプリケーションまたはミラーリ
ングされたユーザ操作空間を操作してもよい。
【００６５】
　前述のように、本発明の実施形態は、複数のＯＳに基づくコンピューティング環境にお
いて、異環境間アプリケーション及び／またはミラーリングされたユーザ操作空間のユー
ザによる同時インタフェースをサポートすることに関する。一例において、ユーザインタ
フェースのサポートは、異環境間アプリケーションのために提供され、それによって第一
のＯＳ上で動作中のアプリケーションを、実質的にもともと第二のオペレーティングシス
テム上で動作しているかのように、第二のＯＳのユーザ操作空間を通じて表示し、操作す
ることができる。
非拡張レンダリングコンテキストによる実施形態
　いくつかの実施形態は、第一のオペレーティングシステムのグラフィクスレンダリング
コンテキストを拡張せずに、複数のＯＳにわたる同時ユーザインタフェースをサポートす
ることに関する。第一のＯＳ（例えば、モバイルＯＳであるＡｎｄｒｏｉｄ）は一般に、
単独の、アクティブなユーザ操作空間となるように構成される。このユーザ操作空間には
、アクティブディスプレイ（例えば、解像度等、関連する特徴を有する）と、ユーザがア
クティブディスプレイ上で表示される要素を操作できるような１つまたは複数のアクティ
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ブ入力デバイスが含まれる。従って、第一のＯＳは、アクティブディスプレイに表示する
ために実行されるアプリケーションに関するサーフェス情報をレンダリングする際に使用
できるレンダリングコンテキストを作成する。
【００６６】
　しかしながら、前述のように、本明細書には同時に使用中の複数のユーザ操作空間中に
第一のＯＳを有効にフーリングするための新規の技術が記載される。さらに、この技術に
よれば、複数のユーザ操作空間を、複数のコンピューティング環境上の異なる（例えば、
非互換性の）オペレーティングシステムに関連付けることが可能となる。いくつかの実施
形態には、異環境間リモートレンダリングを通じてディスプレイ出力を処理するための技
術が関わる。その他の実施形態は、このような場合のユーザの操作を扱うための技術に関
する。
【００６７】
　異環境間リモートレンダリングにおいて、第一のＯＳ上で動作し、第二のＯＳに関連す
るコンピューティング環境内で表示されるアプリケーションに関するアプリケーショング
ラフィクスは、第二のＯＳ内からレンダリングされる。１つの実施形態において、第二の
ＯＳ上で動作中のコンソールアプリケーションは、共有メモリからのそのアプリケーショ
ンに関するサーフェス情報にアクセスし、第二のＯＳに関連するコンピューティング環境
のコンソールウィンドウ内にこのアプリケーションをレンダリングする。
【００６８】
　カレンダアアプリケーションとワードプロセシングアプリケーションがどちらもモバイ
ルデバイス上の第一のＯＳ（例えば、モバイルＯＳ　１３０）用にコンパイルされ、同時
動作していると仮定する。第二のＯＳ（例えば、デスクトップＯＳ　１６０のようなノン
モバイルＯＳ）が共有カーネルを使ってモバイルデバイス上で同時に動作している。ユー
ザは、モバイルデバイスを第二の、デスクトップコンピューティング環境にドッキングし
ており、このデスクトップコンピューティング環境を通じてワートプロセシングアプリケ
ーションを操作したいと望んでいる。モバイルコンピューティング環境（すなわち、モバ
イルデバイス）の第二のＯＳを使って、デスクトップコンピューティング環境のユーザ操
作空間を、ユーザにとってよくわかる方法で扱うことが望ましい。
【００６９】
　図９は、各種の実施形態による異環境間リモートレンダリングの態様を示す。図９に示
されるアプリケーションレンダリングの概略図９００において、第一のアプリケーション
９１０（例えば、カレンダアプリケーション）は第一のＯＳ内の第一のサーフェス９１２
に関する更新を計算する。第一のサーフェス９１２は、第一のオペレーティングシステム
によって共有メモリ空間内の第一のメモリ位置に格納される。例えば、第一のメモリ位置
は、名前付きの共有メモリの１領域であってもよい。第一のアプリケーション９１０は、
第一のサーフェス９１２のバックバッファ９１４を更新する。同様に、第二のアプリケー
ション９３０（例えば、ワードプロセシングアプリケーション）は、第一のＯＳを使って
、第二のサーフェス９３２の更新を計算する。第二のサーフェス９３２は、第一のＯＳに
よって共有メモリ空間の第二のメモリ位置（例えば、名前付きの共有メモリの第二の領域
）に格納される。
【００７０】
　第一のＯＳは、いつレンダリングシーケンスを開始するか判断する。例えば、第一のＯ
Ｓは、サーフェス９１２及び／または９３２に関するサーフェス情報が変更された時にレ
ンダリングシーケンスを開始してもよい。第一のＯＳは、特定のアプリケーションに関連
するサーフェス情報が変化したかどうかを判断し、第一のサーフェス９１２と第二のサー
フェス９３２を含むすべてのサーフェスについて１ループを実行してもよい。レンダリン
グシーケンスの中で、サーフェス９１２に関するサーフェス情報が変化すると、第一のＯ
Ｓはフロントバッファ９１６とバックバッファ９１４をスワップして、バックバッファ９
１４の中にあったサーフェス情報が今度はフロントバッファ９１６にあるようにする。第
一のオペレーティングステムは、第一のサーフェス９１２を第三のメモリ位置９２０にレ
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ンダリングして、第一のＯＳに関連する第一のユーザ操作空間内で表示されるべき最終画
像９１８を作る。
【００７１】
　第二のサーフェス９３２に関するサーフェス情報が変化すると、第一のＯＳは第二のＯ
Ｓに対し、第二のサーフェス９３２に関するサーフェス情報が変化したことを通知する。
具体的には、第一のＯＳは第二のＯＳのコンソールアプリケーションに対し、サーフェス
９３２がアップデートされたことを示す描画通知を、プロセス間通信チャネルを通じて送
信する。描画通知は、フロント画像９３６のファイル記述子及び／またはフロント画像９
３６のための共有メモリ空間に関するその他の特徴、例えばバッファの大きさ、層の順序
等を含んでいてもよい。コンソールアプリケーションは、ファイル記述子をそのプロセス
空間にマッピングして、第二のメモリ位置の参照を取得する。第二のメモリ位置の参照を
通じて、第二のＯＳのコンソールアプリケーションは、フロント画像バッファ９３６から
サーフェス情報を直接読み出し、第二のサーフェス９３２のフロント画像９３６に関する
サーフェス情報を、第二のＯＳに関連する第二のユーザ操作空間内のコンソールウィンド
ウ９４０にレンダリングする。このようにして、コンソールアプリケーションは、第二の
アプリケーション９３０をリアルタイムでコンソールウィンドウ９４０の中にレンダリン
グすることができ、プロセス間でグラフィクスフレームまたはサーフェス情報をコピーす
ることは不要となる。その代わりに、コンソールアプリケーションは、プロセス間通信を
通じて送られたファイル記述子を使って、第二のサーフェス９３２の共有メモリをそれ自
身のプロセス空間にマッピングすることにより、サーフェス情報を直接読み出す。
【００７２】
　図１０は、各種の実施形態による、非拡張レンダリングコンテキストでの異環境間リモ
ートレンダリングの例示的方法のフロー１０００を示す。実施形態では、どちらも第一の
オペレーティングシステムのためにコンパイルされ、その中でアクティブに同時動作中の
第一のアプリケーション（例えば、カレンダアプリケーション）と第二のアプリケーショ
ン（例えば、ワードプロセシングアプリケーション）のアプリケーショングラフィクスの
表示が維持される。
【００７３】
　方法１０００はブロック１００４で、第一のオペレーティングシステムを使って第一の
アプリケーションのサーフェスの更新を計算することから始まる。サーフェスの更新の計
算では、アプリケーションデータを使って、どのサーフェスがどのように変化したかが判
断される。例えば、ユーザの操作により、いくつかのサーフェスが位置、順序（例えば、
１つの層が部分的に他の層の前にあっても、他の層により完全に隠れていても、その他で
もよい）、大きさ、色、テクスチャ等が変化した可能性がある。
【００７４】
　ブロック１００８で、第一のアプリケーションのこれらの更新後のサーフェスが、第一
のオペレーティングシステムを使ってレンダリングされ、第一のメモリ位置に第一のグラ
フィクスフレームが生成される。例えば、第一のＯＳのレンダリングエンジンはそれ以前
に、ディスプレイに関連するレンダリングコンテキストを作成した。すると、グラフィク
スフレームは、更新されたサーフェス情報を繰り返し処理することによってレンダリング
し、そのレンダリングコンテキストに関連するディスプレイの特徴（例えば、解像度）に
従って、第一のアプリケーションから見えるサーフェス部分の全体または部分画像が有効
に描画される。このグラフィクスフレームは第一のメモリ位置にレンダリングされる。メ
モリ位置は、フレームバッファメモリ、共有メモリ、またはその他の有益なメモリ位置と
することができる。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、ブロック１０１２では、レンダリングされた第一のグラ
フィクスフレームが、第一のメモリ位置から第一のオペレーティングシステムに関連する
第一のコンピューティング環境のディスプレイに表示される。例えば、第一のグラフィク
スフレームは、モバイルデバイスのフレームバッファのバックバッファ部分にレンダリン
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グされる。その後、フレームバッファが反転し（すなわち、バックバッファ部分がフロン
トバッファ部分となる）、フレームバッファの、新たにフロントになったバッファ部分が
モバイルデバイスのディスプレイに表示される。
【００７６】
　ブロック１０１６で、第一のオペレーティングシステムを使って、第二のアプリケーシ
ョンのサーフェスの更新が計算される。これは、ブロック１００４の第一のアプリケーシ
ョンのサーフェスに関する計算と実質的に同じように行われてもよい。しかしながら、第
一のアプリケーションの更新後のサーフェスデータと異なり、第二のアプリケーションの
更新後のサーフェス情報は第一のＯＳではレンダリングされない。そうではなく、ブロッ
ク１０２０で、第二のアプリケーションの更新後のサーフェスは第二のメモリ位置に格納
される。第二のメモリ位置は、モバイルデバイスの共有カーネル上で同時動作中の第一と
第二のＯＳの両方によりアクセス可能な共有メモリ位置である。
【００７７】
　ブロック１０２４で、第二のアプリケーションの更新後のサーフェスは、第二のオペレ
ーティングシステムのコンソールアプリケーションを使ってレンダリングされ、第三のメ
モリ位置の中に第二のグラフィクスフレームが生成される。例えば、図７のコンソールア
プリケーション７８２は、アプリケーション７５４の更新後のサーフェスを第二のＯＳの
フレームバッファメモリ（例えば、第二のコンピューティング環境のディスプレイに関連
付けられている）にレンダリングしてもよい。いくつかの実施形態において、ブロック１
０２８で、第二のグラフィクスフレームは、第三のメモリ位置から第二のオペレーティン
グシステムに関連する第二のコンピューティング環境のディスプレイに表示される。例え
ば、デスクトップコンピューティング環境のディスプレイドライバは、そのフレームバッ
ファメモリにアクセスし、第二のグラフィクスフレームにアクセスしてこれを表示する。
特定の実施例においては、コンソールアプリケーションがコンソール操作空間を有し、第
二のグラフィクスフレームがコンソール操作空間の中にレンダリングされる。例えば、コ
ンソールアプリケーションは、デスクトップディスプレイ上に１つまたは複数のウィンド
ウをレンダリングし、第二のアプリケーションのグラフィクスがこれらのウィンドウの１
つに表示される。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、方法１０００はブロックを繰り返し処理して、両方のア
プリケーションのグラフィクス環境を同時に維持する。例えば、モバイルＯＳは、第一の
アプリケーションのグラフィクスの更新を計算して、これらの更新をモバイルフレームバ
ッファメモリにレンダリングする。その後、モバイルＯＳは第二のアプリケーションのグ
ラフィクスの更新を計算し、これらの更新を共有メモリに格納し、そこから、デスクトッ
プＯＳのコンソールアプリケーションがこれらの更新をデスクトップのフレームバッファ
メモリにレンダリングする。その後、方法１０００が次の一連の更新について繰り返され
る。特にいくつかの実施例は、特定のステップを異なる順序で、及び／または並行して行
う。例えば、第一と第二のアプリケーションのサーフェスの更新を実質的に同時に計算す
ることも可能である（すなわち、ブロック１００４と１０１６を実質的に並行して行う）
が、これらの更新後のサーフェスは、一部だけがローカルでレンダリングされ（例えば、
ブロック１００８）、更新後のサーフェスの他の部分は、リモートレンダリングのために
格納される（例えば、ブロック１０２０と１０２４）。
【００７９】
　１つの実施形態において、ＡｎｄｒｏｉｄモバイルＯＳとフルＬｉｎｕｘ　ＯＳ（例え
ば、Ｈｙｄｒｏｉｄ）は、モバイルデバイス上の共有カーネルで同時動作中である。Ａｎ
ｄｒｏｉｄアプリケーションがＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０から起動されると、コンソ
ールアプリケーションがＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０上で起動し、Ａｎｄｒｏｉｄ　Ｏ
Ｓ　４３０がＡｎｄｒｏｉｄアプリケーションを起動させて、Ａｎｄｒｏｉｄアプリケー
ションに関する描画通知をコンソールアプリケーションに送信するように要求する。Ａｎ
ｄｏｉｄ　ＯＳ　４３０はＡｎｄｏｒｏｉｄアプリケーションを起動させ、このアプリケ
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ーションを仮想ディスプレイＩＤに関連付けて、コンソールアプリケーションを登録し、
そのアプリケーションに関する描画通知を受け取るようにする。例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ
グラフィクスサーバ（すなわち、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒ）は、使用されていない
仮想ディスプレイＩＤを割り当てて、アプリケーションオブジェクトリストを通じてその
アプリケーションを仮想ディスプレイＩＤに関連付ける。ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒ
は、共有メモリの中でＡｎｄｒｏｉｄアプリケーションのサーフェス情報のためのメモリ
を割り当て、コンソールアプリケーションを登録して、Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション
に関する描画通知を受け取るようにする。
【００８０】
　ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒが、サーフェス情報が更新されたと判断すると、Ｓｕｒ
ｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒはプロセス間通信チャネルを通じてコンソールアプリケーション
に描画通知を送信する。例えば、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒはｕｎｉｘドメインソケ
ット、Ｂｉｎｄｅｒインタフェース及び／またはネットワークソケットを通じて描画通知
を送信してもよい。描画通知には、サーフェス情報の第一の記述子が含まれる。ファイル
記述子は、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒにより、そのサーフェスの名前付き共有メモリ
領域に関する名前空間に基づいて生成されてもよい。描画通知にはまた、データフォーマ
ット、バッファサイズ、サーフェス位置情報が含まれていてもよい。コンソールアプリケ
ーションは、ファイル記述子をそのプロセス空間にマッピングし、マッピングされたファ
イル記述子を通じて、共有メモリから読み出す。コンソールアプリケーションは次に、そ
のアプリケーションに関する他のグラフィクスフレームを、サーフェス情報から直接レン
ダリングする。すると、レンダリングされたグラフィクスフレームはデスクトップＯＳグ
ラフィクスシステムによって（すなわち、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０のＸウィンドウ
グラフィクスシステムを通じて）表示される。
【００８１】
　図１１は、各種の実施形態による、異環境間リモートレンダリングのための登録及び描
画プロセスフロー１１００をより詳しく示している。まず、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６
０上で動作中のコンソールアプリケーション１１０２は、ステップ１１０６で、共有カー
ネル５２０のＩＰＣチャネル５２５を通じて、ＡｎｄｒｏｉｄアプリケーションがＨｙｄ
ｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０のユーザ環境で起動され、表示されるか、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ
　４３０のユーザ環境からＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０のユーザ環境に移動されるよう
に要求する。Ａｎｄｒｏｉｄは、ステップ１１０８、１１１０、１１１２で、Ｓｕｆａｃ
ｅＦｌｉｎｇｅｒ　４３４にそのアプリケーションのための仮想ディスプレイＩＤを要求
し、アプリケーションを起動させ、仮想ディスプレイのパラメータを設定する。ステップ
１１１４で、Ａｎｄｒｏｉｄは、ＩＰＣチャネル５２５を通じてディスプレイＩＤをコン
ソールアプリケーションに返す。ステップ１１１６で、アプリケーションは新しいサーフ
ェスを要求し、ステップ１１１８でこれがＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒ　４３４により
、サーフェスクラス１１０４のインスタンスを作ることによって作成される。
【００８２】
　ステップ１１２０で、コンソールアプリケーション１１０２はレンダラオブジェクトの
インスタンスを作り、これがＨｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０のＸウィンドウシステムを通
じてＡｎｄｒｏｉｄ　サーフェス情報をレンダリングする。ステップ１１２２で、コンソ
ールアプリケーション１１０２は、レンダラオブジェクト１１２４のリモート処理可能な
インタフェースをＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｇｎｅｒ　４３４に登録し、Ａｎｄｒｏｉｄアプ
リケーションに関するサーフェス情報の描画通知を受け取るようにする。１つの実施形態
において、レンダラオブジェクトとリモート処理可能なインタフェースには、ｄｒａｗ（
）及びｃｌｅａｒ（）メソッドが含まれ、これはＩＰＣチャネル５２５を通じてコールす
ることができる。ステップ１１２６と１１２８で、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒは、Ｉ
ＰＣオブジェクトをサーフェスに貼付し、サーフェス情報が更新された時に、リモート処
理可能なインタフェースを通じてコンソールアプリケーション１１０２に通知が行われる
ようにする。
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【００８３】
　ステップ１１３０と１１３２は、プロセスフロー１１００のレンダリングループの一部
である。レンダリングループの中で、ＳｕｒｆａｃｅＦｌｉｎｇｅｒはコンソールアプリ
ケーション１１０２に対し、サーフェス情報が更新されたことを通知し、ＩＰＣチャネル
５２５を通じて、そのサーフェス情報のファイル記述子を送る。例えば、コンソールアプ
リケーションレンダラの描画メソッドがコールされ、そのサーフェスのファイル記述子が
送られてもよい。コンソールアプリケーション１１０２は、ファイル記述子をそのプロセ
ス空間にマッピングし、参照された共有メモリ位置にアクセスして、サーフェス情報を読
み出し、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳ　６６０に関連する第二のコンピューティング環境のディ
スプレイ上に表示されるべきグラフィクスフレームをレンダリングする。
【００８４】
　図１２は、各種の実施形態による、非拡張レンダリングコンテキストでの異環境間レン
ダリングの他の例示的方法のフロー１２００を示す。図１０の方法１０００と同様に、実
施形態では、どちらも第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、その中
でアクティブに同時動作中の第一のアプリケーションと第二のアプリケーションのアプリ
ケーショングラフィクスの表示が維持される。
【００８５】
　方法１２００はブロック１２０４で、第一のオペレーティングシステムの第一のレンダ
リングコンテキストを作成することから始まる。レンダリングコンテキストは、それが関
連するディスプレイに固有のものであってもよい。例えば、モバイルＯＳの実行は、特定
の解像度を有するモバイルデバイスディスプレイに関連付けることができる。レンダリン
グコンテキストは、関連するディスプレイの解像度にマッチするように作成してもよく、
それによってグラフィクスはその解像度に合わせて適正にレンダリングされる。ブロック
１２０８で、方法１２００は、第一のオペレーティングシステムを使って、第一のアプリ
ケーションのサーフェスの更新を計算する。前述のように、サーフェスの更新を計算する
には、アプリケーションのデータを使って、どのサーフェスがどのように変化したかが判
断される。
【００８６】
　第一のアプリケーションの更新後のサーフェスは、次にブロック１２１２で、第一のオ
ペレーティングシステムを使ってレンダリングされ、第一のメモリ位置に第一のグラフィ
クスフレームが生成される。レンダリングでは一般に、グラフィクスプリミティブが、表
示されるグラフィクスフレームを形成するビット（例えば、ビットマップ）に変換される
。例えば、サーフェス情報は形状、大きさ、色、層の重なり順（すなわち、その前または
後ろに、他の何れのサーフィスがあるか）、透明度等、各サーフェスの特性を数学的に定
義する。ＯＳのレンダリングエンジンは、サーフェスデータを解釈し、レンダリングコン
テキストの中の各位置（例えば、「Ｘ、Ｙ」位置）においてどのビットを表示するかを、
全サーフェス情報のレンダリングに応じて（例えば、繰り返しによる合成、レイトレーシ
ング、及び／またはその他の手法を使用して）判断できる。第一のアプリケーションの更
新後のサーフェスを、第一のレンダリングコンテキストを使ってビットマップの中にレン
ダリングし、第一のメモリ位置（例えば、フレームバッファメモリ、共有メモリ、または
その他の有益なメモリ位置）の中に格納されるようにすることができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、ブロック１２１６で、第一のグラフィクスフレームが第
一のメモリ位置から第一のオペレーティングシステムに関連する第一のコンピューティン
グ環境のディスプレイに表示される。例えば、モバイルデバイスディスプレイのためのデ
ィスプレイドライバが、関連するフレームバッファメモリにアクセスして、第一のレンダ
リングコンテキストで生成されたビットマップを表示する。ブロック１２２０において、
第一のレンダリングコンテキストは解体される（例えば、破壊される）。
【００８８】
　ブロック１２２４で、第一のオペレーティングシステムの第二のレンダリングコンテキ
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ストが作成される。いくつかの実施例で、第二のレンダリングコンテキストは、第一のレ
ンダリングコンテキストと同じである。しかしながら、第二のレンダリングコンテキスト
はまた、第二のコンピューティング環境のディスプレイ（例えば、デスクトップディスプ
レイ）の特徴に応じて作成されてもよい。ブロック１２２８で、第二のアプリケーション
のサーフェスの更新が、第一のオペレーティングシステムを使って計算される。ブロック
１２３２で、これらの更新が次に第一のオペレーティングシステムの第二のレンダリング
コンテキストでレンダリングされ、第二のメモリ位置に第二のグラフィクスフレームが生
成される。特に、第二のメモリ位置は、モバイルデバイスの共有カーネル上で同時動作中
の第一のオペレーティングシステムと第二のオペレーティングシステムの両方によりアク
セス可能な共有メモリ位置である。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、ブロック１２３６で、第二のグラフィクスフレームが第
二のメモリ位置から第二のオペレーティングシステムに関連する第二のコンピューティン
グ環境のディスプレイに表示される。特筆すべき点として、図１０とは異なり、両方のア
プリケーションの更新されたグラフィクスフレームは、第一のＯＳのレンダリングエンジ
ンを使ってレンダリングされる。例えば、第二のＯＳのコンソールアプリケーションは、
第二の共有メモリ位置にアクセスして、第二のコンピューティング環境のディスプレイに
表示するためにレンダリングされたビットマップを直接呼び出すことができる。ブロック
１２４０で、第二のレンダリングコンテキストが解体される。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、方法１２００はブロックを繰り返し処理して、両方のア
プリケーションのためのグラフィクス環境を同時に維持する。例えば、モバイルＯＳは、
第一のアプリケーションに関するレンダリングコンテキストの作成、使用、破壊を繰り返
し、その後、第二のアプリケーションに関するレンダリングコンテキストを作成し、使用
し、破壊する。この技術を使用して、すべてのレンダリングを１つのＯＳによって（すな
わち、第一のＯＳのレンダリングエンジンによって）実行することができ、もう一方のＯ
Ｓのレンダリング機能を提供または使用する必要がない。しかしながら、この技術では、
レンダリングコンテキストを繰り返し作成し、破壊することに伴う追加の間接費が発生す
る。
【００９１】
　異環境間レンダリングの上記の実施形態は、非拡張レンダリングコンテキストを使用し
て、第一のＯＳ上で動作中のアプリケーションに関するグラフィクスフレームが、複数の
ＯＳに基づくコンピューティング環境の中の第二のＯＳのユーザ操作空間のコンソールウ
ィンドウに表示される方法を説明している。このような異環境間アプリケーションのユー
ザ操作をサポートするために、実施形態では、入力イベントを第二のＯＳのユーザ操作空
間から第一ＯＳにリダイレクトし、異環境間アプリケーションが入力イベントを、それが
第一のＯＳのユーザ操作空間から送られているかのように受け取るようにする（すなわち
、アプリケーションは入力イベントを、それが第一のＯＳのユーザ操作空間内で表示され
た場合にユーザ入力の受け取りに使用するものと同じイベントハンドラ及び／またはビュ
ーを通じて受け取る）。
【００９２】
　図７と８に戻ると、デスクトップＯＳ　１６０は、デスクトップコンピューティング体
験に適した第二の端末環境８４０を通じて、第二のユーザ操作空間を提供するように構成
される。前述のように、上記の異環境間レンダリングの実施形態を用いれば、アプリケー
ション７５２はモバイルＯＳ　１３０のユーザ操作空間に表示されてもよく、その一方で
、モバイルＯＳ　１３０上で動作中のアプリケーション７５４は、デスクトップＯＳ　１
６０上で動作中のコンソールアプリケーション７８２を通じて第二のユーザ操作空間のコ
ンソールウィンドウ８８２に表示される。特に、アプリケーション７５２と７５４は、モ
バイルＯＳランタイム環境内で動作中であり、モバイルＯＳフレームワークを通じて入力
イベントを受け取る、モバイルＯＳ　１３０のためにコンパイルされたどのようなアプリ



(28) JP 2013-546043 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

ケーションであってもよく、表示するため、または遠隔的に（モバイルＯＳ　１３０のユ
ーザ操作空間以外で）操作するために変更を加える必要がない。
【００９３】
　図１３は、各種の実施形態による、異環境間アプリケーションのユーザ操作をサポート
するためのＯＳアーキテクチャ構成３００ｂを示す。ＯＳアーキテクチャ構成３００ｂに
おいて、共有カーネル３２０のデバイスドライバは、第二の端末環境８４０を構成するＩ
／Ｏデバイス８４４、８４６及び／または８４８のためのハードウェアインタフェースを
実装する。デバイスドライバを通じて、これらのデバイスの入力イベントが、共有カーネ
ル３２０のＩ／Ｏデバイス１３６０のデバイス１３６４、１３６６及び／または１３６８
に現れる。共有カーネル３２０のシステムリソースは、モバイルＯＳ　１３０とデスクト
ップＯＳ　１６０の両方で利用できることから、モバイルＯＳは、入力デバイス１３６４
、１３６６及び／または１３６８の入力イベントがモバイルＯＳ　１３０に対するもので
あるか否かを判断する。デスクトップＯＳ　１６０が第二のユーザ操作空間を提供するよ
うに構成されている（すなわち、モバイルコンピューティングデバイス１１０が第二の端
末環境８４０にドッキングされている）場合、モバイルＯＳ　１３０は、第二のユーザ操
作空間に関連する入力デバイスからの入力イベントを無視する。ＯＳアーキテクチャ構成
３００ｂにおいて、モバイルＯＳ　１３０は、デバイス１３６４、１３６６及び／または
１３６８からの入力イベントを無視する。この場合、デスクトップＯＳ　１６０がデバイ
ス１３６４、１３６６及び／または１３６８からの入力イベントを受け入れる。
【００９４】
　デスクトップＯＳ　１６０は、デバイス１３６４、１３６６及び／または１３６８から
の入力イベントを処理し、このイベントをデスクトップＯＳ　１６０内の各種のウィンド
ウまたはＧＵＩ要素にどのように分配するかを判断する。例えば、デスクトップＯＳ　１
６０のウィンドウシステム７７４は、デバイス１３６４、１３６６及び／または１３６８
からの入力イベントを受け入れてもよい。１つの実施形態において、デスクトップＯＳ　
１６０のグラフィクスシステムは、Ｘウィンドウグラフィクスシステムである。
【００９５】
　１つの例において、ユーザは、コンソールアプリケーション７８２のコンソールウィン
ドウ８８２の中の画面位置でポインティングデバイスのボタンをクリックする。これに対
応する入力イベントがデバイス１３６８に現れ、デスクトップＯＳ　１６０はこの入力イ
ベントを受け取って、処理する。ウィンドウシステム７７４は、入力イベントをコンソー
ルアプリケーション７８２に送り、これを通じて、モバイルＯＳ　１３０上で動作中のア
プリケーション７５４が、異環境間レンダリングの実施形態を使って表示される。前述の
ように、アプリケーション７５４はモバイルアプリケーションであり、モバイルＯＳ　１
３０の入力待ち行列７３６からの入力を受け取るモバイルＯＳ　１３０のライブラリを使
って、ビューとその他のイベントハンドラのインスタンスを作成し、ユーザ入力を受け取
る。入力イベントをアプリケーション７５４に、アプリケーション７５４がその入力イベ
ントを適正に解釈できるような方法で提示するために、コンソールアプリケーション７８
２は、入力イベントをモバイルＯＳ　１３０のグラフィクスコンテキストにマッピングし
、仮想入力デバイス１３７０を通じてこのイベントをモバイルＯＳ　１３０の入力待ち行
列７３６に送る。仮想入力デバイス１３７０はモバイルＯＳ　１３０にとって、モバイル
ＯＳ　１３０のための適正な入力イベントプロトコルを有する入力デバイスに見える。こ
れに加えて、入力イベントは、コンソールアプリケーション７８２によって、モバイルＯ
Ｓ　１３０のグラフィクスコンテキストに関連するようにフォーマットされる。モバイル
ＯＳ　１３０は、仮想入力デバイス１３７０をアプリケーション７５４に関連付け、アプ
リケーション７５４がモバイルＯＳのイベント待ち行列から入力イベントを受け取るよう
にする。例えば、モバイルＯＳ　１３０は、仮想入力デバイス１３７０をアプリケーショ
ン７５４の仮想ディスプレイＩＤに関連付けてもよい。このようにして、アプリケーショ
ン７５４は、アプリケーション７５４がモバイルＯＳ　１３０のユーザ操作空間を通じて
表示、操作されるかのように、入力イベントを受け取り、処理する。
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【００９６】
　図１４は、各種の実施形態による、非拡張グラフィクスコンテキストを使ってレンダリ
ングされる異環境間アプリケーションのためのユーザ操作をサポートする態様を示す。方
法１４００は、ブロック１４０２で、入力イベントをモバイルコンピューティングデバイ
ス１１０に接続された入力デバイス（例えば、キーボード８４６、ポインティングデバイ
ス８４８）から受け取ることから始まる。前述のように、入力イベントは共有カーネル内
の入力デバイスに現れてもよい。ブロック１４０４で、モバイルＯＳは、モバイルコンピ
ューティングデバイス１１０がドッキングされ、デスクトップＯＳが入力デバイスに関連
付けられているか否かを判断する。例えば、モバイルコンピューティングデバイス１１０
が第二の端末環境にドッキングされておらず、デスクトップＯＳが一時停止している場合
、モバイルＯＳは、デスクトップが入力デバイスに関連付けられていないと判断すること
ができる。デスクトップＯＳが一時停止しているか、入力デバイスがデスクトップＯＳに
関連する第二の端末環境の一部ではない場合、ブロック１４０６で、モバイルＯＳが入力
デバイスからの入力コマンドを受け入れる。
【００９７】
　デスクトップＯＳが一時停止しておらず、入力デバイスがデスクトップＯＳに関連する
第二の端末環境の一部である場合、ブロック１４０８で、モバイルＯＳは入力デバイスの
入力イベントを無視し、デスクトップＯＳがその入力イベントを受け入れる。ブロック１
４１０で、デスクトップＯＳは入力イベントを、デスクトップＯＳ内の適当なウィンドウ
かＧＵＩ要素に分配する。入力イベントがコンソールウィンドウに送られなければ、ブロ
ック１４１２で、この入力イベントは他のウィンドウまたはＧＵＩ要素に送られる。入力
イベントがコンソールウィンドウに送られた場合（例えば、ユーザがポインティングデバ
イスをコンソールウィンドウ領域の中でクリックする）、ブロック１４１４で、この入力
イベントが入力イベントとしてコンソールアプリケーションに送られる。
【００９８】
　ブロック１４１６で、仮想入力デバイスが、コンソールアプリケーションからの入力イ
ベントのために生成される。仮想入力デバイスは共有カーネルの中に生成されてもよく、
または入力イベントがモバイルＯＳ入力デバイスの中に直接書き込まれてもよい。ブロッ
ク１４１８で、コンソールアプリケーションは入力イベントをモバイルＯＳのグラフィク
スコンテキストにマッピングする。例えば、コンソールアプリケーションは、コンソール
アプリケーションのコンソールウィンドウの中の入力イベントの位置を、モバイルＯＳの
グラフィクスコンテキストの中の位置にマッピングしてもよい。コンソールアプリケーシ
ョンは、その入力イベントを、モバイルＯＳのための入力フォーマットまたは入力モード
ステートに変換してもよい。例えば、入力フォーマットは、デスクトップＯＳとモバイル
ＯＳの間で異なっていてもよい。共通の入力フォーマットであっても、デスクトップＯＳ
とモバイルＯＳは異なる入力モードステートを有していてもよい。例えば、デスクトップ
ＯＳは、ノンタッチモードの入力ステートを使って入力イベントを処理していてもよく、
その一方で、モバイルＯＳはタッチモード入力ステートである。この場合、デスクトップ
ＯＳのユーザ操作空間内でポインティングデバイスにより生成された入力イベントは、仮
想入力デバイスにジェスチャベースイベントとして現れるように変換されてもよい。
【００９９】
　ブロック１４２０で、仮想入力デバイスは、モバイルＯＳの中で、コンソールウィンド
ウに表示されるそのアプリケーションのための仮想ディスプレイデバイスに関連付けられ
る。例えば、複数のアプリケーションがモバイルＯＳ上で動作中であり、デスクトップＯ
Ｓのユーザ操作空間の異なるコンソールウィンドウに表示されていてもよい。デスクトッ
プＯＳのユーザ操作空間の中の別々のコンソールウィンドウに表示された各アプリケーシ
ョンには、モバイルＯＳ内の仮想ディスプレイＩＤが割り当てられる。そのため、モバイ
ルＯＳが仮想デバイスを通じてデスクトップＯＳのコンソールアプリケーションから入力
イベントを受け取ると、モバイルＯＳは、仮想ディスプレイＩＤを通じて、その仮想デバ
イスを正しいアプリケーションにマッピングすることができる。ブロック１４２２で、入
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力イベントは仮想ディスプレイに関連するアプリケーションに送られ、このアプリケーシ
ョンはその入力イベントを、それがモバイルＯＳのユーザ空間を通じて発生したかのよう
に処理することができる。特に、上記の方法は、モバイルＯＳ　１３０の何れのアプリケ
ーションにも利用でき、アプリケーションは、デスクトップＯＳのコンソールアプリケー
ションを通じて入力イベントを受け入れるように特に設計されている必要がない。
拡張レンダリングコンテキストによる実施形態
　いくつかの実施形態は、第一のオペレーティングシステムの中で拡張レタリングコンテ
キストを作成することによって、複数のＯＳにまたがる同時ユーザインタフェースのサポ
ートを扱う。前述のように、第一のＯＳ（例えば、モバイルＯＳであるＡｎｄｒｏｉｄ）
は一般に、単独のアクティブレンダリングコンテキストで、単独のアクティブユーザ操作
空間を定義するように構成される。本明細書では、多数のいわゆる「コンテキスト空間」
を１つの拡張レンダリング空間にタイリングし、各コンテキスト空間を異なるディスプレ
イに関連付けることによって、第一のＯＳを、同時に扱われる複数のユーザ操作空間に有
効にフーリングするための新規な技術を説明する。実施形態には、複数のユーザ操作空間
へのディスプレイ出力を処理するための技術と、これらのコンテキストでユーザ操作を処
理する技術が含まれる。
【０１００】
　非拡張レンダリングコンテキストによる実施形態に関して上述した例に戻り、再び、カ
レンダアプリケーションとワードプロセシングアプリケーションがどちらも第一のＯＳ（
例えば、モバイルＯＳであるＡｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ）のためにコンパイルされ、どちらも
モバイルデバイスの第一のＯＳ内で同時動作中であると仮定する。第二のＯＳ（例えば、
Ｈｙｄｒｏｉｄのような非モバイルＯＳ）は、共有カーネルを使って、モバイルデバイス
上で同時に動作している。ユーザは、モバイルデバイスを第二のデスクトップコンピュー
ティング環境にドッキングしており、デスクトップコンピューティング環境は、第二のＯ
Ｓのためのユーザ操作空間に関連付けられ、このユーザ操作空間を表示している。ユーザ
は、第二のＯＳのデスクトップコンピューティング環境を通じて、第一のＯＳ上で動作中
のワードプロセシングアプリケーションを操作したいと希望する。デスクトップコンピュ
ーティング環境のユーザ操作空間を、モバイルコンピューティング環境（例えば、モバイ
ルデバイス）の第二のＯＳを使って、ユーザにとってわかりやすい方法で扱うことが望ま
しい。
【０１０１】
　図１５は、各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストを使って複数のＯＳ
にまたがる同時ユーザインタフェースをサポートする態様を示す。図１５に示されるアプ
リケーションレンダリングの概略図１５００において、第一のアプリケーション１５１０
（例えば、カレンダアプリケーション）は、第一のＯＳ内の第一のサーフェス１５１２の
更新を計算する。第一のサーフェス１５１２は、第一のＯＳによって共有メモリ空間内の
第一メモリ位置に格納される。具体的には、第一のアプリケーション１５１０は、第一の
サーフェス１５１２のバックバッファ１５１４を更新する。同様に、第二のアプリケーシ
ョン１５３０（例えば、ワードプロセシングアプリケーション）は、第一のオペレーティ
ングシステムを使って第二のサーフェス１５３２の更新を計算する。ここでも、第二のア
プリケーション１５３０による第二のサーフェス１５３２への更新がバックバッファ１５
３４に対して行われる。第二のサーフェス１５３２は、第一のＯＳによって共有のメモリ
空間の中の第二のメモリ位置に格納される。
【０１０２】
　第一のＯＳは、いつサーフェス情報が変化したかを判断し、レンダリングシーケンスを
開始する。第一のＯＳは、特定のアプリケーションに関連するサーフェス情報がいつ変化
したかを判断して、第一のサーフェス１５１２と第二のサーフェス１５３２を含む全サー
フェスについて１ループを実行してもよい。レンダリングシーケンスの中で、第一のＯＳ
は、いつサーフェス情報が変化したかを判断し、第一のサーフェス１５１２のフロントバ
ッファ１５１６とバックバッファ１５１４及び第二のサーフェス１５３２のフロントバッ
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ファ１３６とバックバッファ１５３４をスワップする。第一のＯＳは、共有メモリ空間の
中の第三のメモリ位置で拡張レンダリングコンテキスト１５２０を作成し、第一のサーフ
ェス１５１２を拡張レンダリングコンテキスト１５２０の第一のコンテキスト空間１５２
２の中にレンダリングする。第一のＯＳは、第二のサーフェス１５３３を拡張レンダリン
グコンテキスト１５２０の第二のコンテキスト空間１５２４の中にレンダリングする。
【０１０３】
　実施形態において、拡張レンダリングコンテキスト１５２０は、メモリ空間の中で第一
のＯＳのフレームバッファと重複してもよい。例えば、拡張レンダリングコンテキスト１
５２０の第一のコンテキスト空間１５２２のメモリ位置は、第一のＯＳのフレームバッフ
ァと同じ範囲を占めていてもよい。第一のＯＳは、最終的な画像が第三のメモリ位置にレ
ンダリングされたという通知を第二のＯＳに送る。例えば、第一のＯＳは、拡張コンテキ
スト１５２０の第二のコンテキスト空間１５２４の共有メモリ位置のファイル記述子を、
プロセス間通信チャネルを通じて第二のＯＳのコンソールアプリケーションに送ってもよ
い。第二のＯＳは第三のメモリ位置の拡張グラフィクスコンテキストの第二の部分にアク
セスして、レンダリングされたグラフィクスフレーム１５３８を呼び出し、第二のＯＳの
コンソールウィンドウ１５４０の中に表示されるようにする。例えば、第二のＯＳのコン
ソールアプリケーションは、ファイル記述子をそのプロセス空間にマッピングし、第三の
メモリ位置からレンダリングされたグラフィクスフレームを読み出し、第二のＯＳのユー
ザ操作空間内で表示されるようにする。このようにして、第二のＯＳは、第二のアプリケ
ーションのレンダリングされたグラフィクスフレームを、そのユーザ操作空間内にリアル
タイムで表示する。
【０１０４】
　図１６は、各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストを用いて異環境間レ
ンダリングを行う例示的な方法のフロー１６００を示す。実施形態では、第一のアプリケ
ーション（例えば、カレンダアプリケーション）と第二のアプリケーション（例えば、ワ
ードプロセシングアプリケーション）のアプリケーショングラフィクスの表示が維持され
る。どちらのアプリケーションも、第一のオペレーティングシステム（例えば、Ａｎｄｒ
ｏｉｄ　ＯＳ）のためにコンパイルされ、その中でアクティブに同時動作中であるが、ユ
ーザは、第二のＯＳに関連する第二のコンピューティング環境を通じて、第二のアプリケ
ーションを操作したいと望んでいると仮定する。特に、これらの技術は、２つのＯＳが非
互換的である（例えば、第一のＯＳ用にコンパイルされたアプリケーションは、直接第二
のＯＳで実行できない）環境に利用できる。いくつかの実施例では、前述のように、２つ
のＯＳはモバイルデバイスの共有カーネル上で独立して、同時に動作している。
【０１０５】
　方法１６００は、ブロック１６０４で、第一のＯＳの拡張レンダリングコンテキストを
作成することから始まる。前述のように、レンダリングコンテキストは一般に、１つのア
クティブディスプレイの特徴に合わせて作成される。しかしながら、拡張レンダリングコ
ンテキストは、第一のアプリケーションに関連する第一のコンテキスト空間と第二のアプ
リケーションに関連する第二のコンテキスト空間を有するように作成される。第一と第二
のコンテキスト空間は重複しない。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、拡張レンダリングコンテキストは、ローカルデバイスの
アクティブディスプレイ（例えば、共有カーネルを有するモバイルデバイスのティスプレ
イ）と何れかの仮想ディスプレイ（すなわち、第二のＯＳのユーザ操作空間内で表示され
るコンソールウィンドウに関連する第一のＯＳのディスプレイ）をタイリングして、第一
のＯＳにとって、１つの大きなディスプレイに見えるものを形成することによって生成さ
れる。拡張レンダリングコンテキストの中の領域は、重複しないコンテキスト空間として
指定され、その各々の物理的または仮想ディスプレイとの関連付けが維持される。特に、
いくつかの実施形態において、異なるコンテキスト空間は、異なる解像度またはその他の
特徴を有していてもよい。また、特定の実施形態において、コンテキスト空間は連続して
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いない。例えば、拡張レンダリングコンテキストは、各コンテキスト空間の間に、どのコ
ンテキスト空間にも割り当てられない空間が残されるような方法で作成される。
【０１０７】
　ブロック１６０８で、第一のオペレーティングシステムを使って、第一のアプリケーシ
ョンと第二のアプリケーションのサーフェスの更新が計算される。更新後のサーフェスは
次に、ブロック１６１２で、第一のオペレーティングシステムを使ってレンダリングされ
、第一のオペレーティングシステムと第二のオペレーティングシステム（例えば、共有カ
ーネル上で同時動作中であってもよい）によってアクセス可能な共有メモリ位置で拡張グ
ラフィクスフレームが生成される。拡張グラフィクスフレームの第一の部分は（第一のア
プリケーションに関連する）第一のコンテキスト空間に関連付けられ、拡張グラフィクス
フレームの第二の部分は（第二のアプリケーションに関連する）第二のコンテキスト空間
に関連付けられる。ブロック１６０８でレンダリングが行われる際、第一のアプリケーシ
ョンの更新後のサーフェスは、拡張グラフィクスフレームの第一の部分にレンダリングさ
れ、第二のアプリケーションの更新後のサーフェスは、拡張グラフィクスフレームの第二
の部分にレンダリングされる。特筆すべき点として、このようにして、拡張グラフィクス
フレームには、その適当なコンテキスト空間の中にタイリングされた両方のアプリケーシ
ョンのレンダリングされたサーフェスが有効に含まれる。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、ブロック１６１６で、拡張グラフィクスフレームのうち
、第一のコンテキスト空間に関連する第一の部分が、共有メモリ位置から第一のＯＳに関
連する第一のコンピューティング環境のディスプレイに表示される。例えば、前述のよう
に、共有メモリ位置はモバイルデバイスのフレームバッファメモリであり（またはフレー
ムバッファメモリにコピーされ）、モバイルデバイスのディスプレイデバイスドライバが
そのフレームバッファメモリにアクセスして、拡張グラフィクスフレームの第一の部分を
そのディスプレイに表示する。さらに、いくつかの実施形態において、ブロック１６２０
で、拡張グラフィクスフレームのうち、第二のモーション空間に関連する第二の部分が、
共有メモリ位置から第二のオペレーティングシステムに関連する第二のコンピューティン
グデバイスのディスプレイに表示される。例えば、前述のように、共有メモリ位置は第二
の（例えば、デスクトップ）コンピューティング環境に関連する第二のＯＳのフレームバ
ッファメモリの中にコピーされ、ディスプレイデバイスドライバは、拡張グラフィクスフ
レームの第二の部分を第二のコンピューティング環境のディスプレイに表示する。
【０１０９】
　図１２に関して説明した実施形態において、第二のアプリケーションの更新後のグラフ
ィクスのレンダリングは、第二のＯＳによって遠隔的に行われる。図１５に関して説明し
た実施形態において、両方のアプリケーションのレンダリングがモバイルデバイスのレン
ダリングエンジンによってローカルで実行されるが、レンダリングコンテキストは継続的
に作成され、解体される。図１６に関して説明した実施形態によれば、両方のアプリケー
ションのレンダリングがモバイルデバイスのレンダリングエンジンによってローカルで実
行され、その一方で、拡張はされているが、単独のレンダリングコンテキストが維持され
る（すなわち、レンダリングコンテキストが解体されない）。
【０１１０】
　図１７は、各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストを使用する異環境間
レンダリングの他の例示的な方法のフロー１７００を示す。図１６の方法１６００と同様
に、実施形態では、どちらも第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、
アクティブに同時動作中の第一のアプリケーションと第二のアプリケーションのためのア
プリケーショングラフィクスのディスプレイが維持される。方法１７００は、ブロック１
７０４で、第一のオペレーティングシステムの拡張レンダリングコンテキストを作成する
ことから始まり、ブロック１７０８で、第一のオペレーティングシステムを使って、第一
のアプリケーションと第二のアプリケーションのサーフェスの更新が計算される。前述の
ように、拡張レンダリングコンテキストは、第一のアプリケーションに関連する第一のコ
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ンテキスト空間と第二のアプリケーションに関連する第二のコンテキスト空間を有するよ
うに作成される。第一と第二のコンテキスト空間は重複しない。いくつかの実施例では、
ブロック１７０４と１７０８はそれぞれ、ブロック１６０４と１６０８と実質的に同じ方
法で実行される。
【０１１１】
　ブロック１７１２で、第一のアプリケーションの更新後のサーフェスが、第一のオペレ
ーティングシステムを使って、第一のコンテキスト空間に従ってレンダリングされ、第一
のオペレーティングシステムのフレームバッファに第一のグラフィクスフレームが生成さ
れる。たとえは、第一のコンテキスト空間は、特定の解像度、特定のタイリングオフセッ
ト（例えば、「Ｘ」位置から始まる）等に関連付けられてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、第一のグラフィクスフレームは、図１６の方法１６００の拡張グラフィクスフレ
ームのそれぞれの部分の生成と実質的に同じ方法で生成される。いくつかの実施形態にお
いて、ブロック１７１６で、第一のコンテキスト空間に関連する第一のグラフィクスフレ
ームが、フレームバッファから第一のオペレーティングシステムに関連する第一のコンピ
ューティング環境のディスプレイに表示される。
【０１１２】
　ブロック１７２０で、第二のアプリケーションの更新後のサーフェスが、第一のオペレ
ーティングシステムを使ってレンダリングされ、共有メモリ位置に第二のグラフィクスフ
レームが生成される。前述のように、共有メモリ位置は第一のオペレーティングシステム
と第二のオペレーティングシステム（例えば、これらは共有カーネル上で同時動作中であ
ってもよい）によってアクセス可能である。いくつかの実施形態において、ブロック１７
２４で、第二のモーション空間に関連する第二のグラフィクスフレームが、共有メモリ位
置から第二のオペレーティングシステムに関連する第二のコンピューティング環境のディ
スプレイに表示される。
【０１１３】
　特に、図１６と１７の両方の実施形態では、各アプリケーションのコンテキスト空間を
有する拡張レンダリングコンテキストが作成される。しかしながら、図１６の方法１６０
０は、すべてのグラフィクスの更新を１つの拡張ビットマップにレンダリングするが、図
１７の方法１７００は、グラフィクスの更新を別のビットマップにレンダリングする。一
方または他方の技術のどちらが望ましいかは、例えばメモリの管理及び／またはアクセス
方法によって異なる。
【０１１４】
　図１２の実施形態と同様に、図１６と１７の実施形態においては、両方のアプリケーシ
ョンの更新後のグラフィクスフレームが第一のＯＳのレンダリングエンジンを使ってレン
ダリングされる。第一のＯＳのレンダリングエンジンを使用することにより、両方のアプ
リケーションに第一のＯＳで利用可能なモバイルデバイスのハードウェア加速機能を使用
できる。例えば、図１２、１６及び／または１７の実施形態において、第一と第二のアプ
リケーションの何れかまたは両方を、２Ｄまたは３Ｄハードウェア支援レンダリングを使
って、第一のＯＳによりレンダリングしてもよい。
【０１１５】
　拡張レンダリングコンテキストを使って第一のＯＳ（すなわち、モバイルＯＳであるＡ
ｎｄｒｏｉｄ）上で動作するアプリケーションのためのグラフィクスフレームを遠隔的に
表示することにより、第一のＯＳが１つのレンダリングコンテキストを使って、複数のユ
ーザ操作空間内で表示するように、複数のアプリケーションのためのレンダリングを提供
できる。しかしながら、拡張レンダリングコンテキストでは、拡張レンダリングコンテキ
ストを通じて表示されるアプリケーションに関する入力イベントの取扱いに関する問題が
発生する。具体的には、第一のＯＳの入力待ち行列は、拡張レンダリングコンテキストの
別の仮想ディスプレイを通じて表示される複数のアプリケーションからの複数の入力イベ
ントを取り扱うように構成しなければならない。
【０１１６】
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　異環境間ユーザ操作のサポートの実施形態は、第一のＯＳ上で動作し、第一のＯＳの拡
張レンダリングコンテキストを通じて複数の別々のユーザ操作空間（すなわち、モバイル
デバイスユーザ操作空間とデスクトップＯＳのユーザ操作空間）で表示される複数のアプ
リケーションに関するユーザ入力イベントを処理することに関する。実施形態には拡張入
力待ち行列が含まれ、そこでは遠隔的に表示されるアプリケーションのための仮想入力デ
バイスからの入力イベントがその入力待ち行列の中の別々のモーション空間にマッピング
される。例えば、第一のアプリケーション（例えば、カレンダアプリケーション）が第一
のＯＳ上で動作中であり、第一のデバイスに関連する第一のディスプレイ（例えば、第一
のＯＳが動作中のモバイルデバイスのディスプレイ）に表示されている。第二のアプリケ
ーション（例えば、ワードプロセシングアプリケーション）も、第一のアプリケーション
と同時動作中であるが、拡張レンダリングコンテキストのコンテキスト空間（例えば、仮
想ディスプレイ）の中でレンダリングされ、モバイルデバイスの共有カーネル上で第一の
ＯＳと同時動作中の第二のＯＳの第二のユーザ操作空間に表示されている。第一のＯＳは
、第一のコンテキスト空間（すなわち、モバイルデバイスディスプレイ）の中の第一のア
プリケーションと第二のコンテキスト空間の第二のアプリケーションの両方に関するアプ
リケーショングラフィクスを含む拡張レンダリングコンテキストを通じて、グラフィクス
フレームをレンダリングする。第二のコンテキスト空間は、第二のＯＳ上で動作中のコン
ソールアプリケーションを通じて第二のＯＳのユーザ操作空間に表示される。
【０１１７】
　拡張レンダリングコンテキストを通じて遠隔的に表示されるアプリケーションに関する
入力イベントは、非拡張グラフィクスコンテキストに関して上述したものと同じ方法で、
第二のＯＳ（すなわち、デスクトップＯＳであるＨｙｄｒｏｉｄ）によって受け取られ、
第二のＯＳのコンソールアプリケーションによって仮想入力デバイスに送られる。しかし
ながら、前述のように、仮想入力デバイスからモバイルＯＳで受け取られた入力イベント
は、第二のＯＳのユーザ操作空間内に表示されるコンソールウィンドウに関係する。仮想
入力デバイスは、拡張入力待ち行列の中の、遠隔的に表示されたアプリケーションに対応
する仮想ディスプレイに関連するモーション空間にマッピングされる。拡張入力待ち行列
によって、第一のＯＳは、１つの入力待ち行列を使って、同時動作する複数のアプリケー
ション用として意図された複数のローカル及び仮想入力デバイスからの入力を正しく処理
することができる。
【０１１８】
　図１８ａと１８ｂは、各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストを用いた
異環境間アプリケーションのユーザ操作サポートの態様を示す。図１８ａは、第一のＯＳ
上で動作中のアプリケーションを遠隔的に表示しているユーザ操作空間１８１０（例えば
、第一のＯＳで動作中のアプリケーションを表示している第二のＯＳのＧＵＩ）を示して
いる。例えば、第一と第二と第三のアプリケーションが第一のＯＳ上で動作していても（
すなわち、第一のＯＳでアクティブに同時動作中であっても）よい。第一のＯＳは、上述
の実施形態により、第一と第二と第三のアプリケーションを、第一のＯＳの拡張レンダリ
ングコンテキストの第一と第二と第三のコンテキスト空間に表示してもよい。ユーザ操作
空間１８１０のコンソールウィンドウ１８１２と１８１４はそれぞれ、第一のＯＳの中で
動作中の第二のアプリケーションと第三のアプリケーションを表示していてもよい。
【０１１９】
　図１８ｂは、第一のＯＳ上で動作中の各アプリケーションのためのユーザ操作をサポー
トする、第一のＯＳの拡張入力待ち行列１８４０を示す。拡張入力待ち行列１８４０には
、第一のモーション空間１８４２、第二のモーション空間１８４４、第三のモーション空
間１８４６が含まれる。第一のモーション空間は第一のＯＳの拡張レンダリングコンテキ
ストの第一のコンテキスト空間に関連付けられ、これは一般に、第一のＯＳの非仮想ディ
スプレイ１８５２を表示するために使用される（すなわち、モバイルコンピューティング
デバイス１１０のディスプレイ１１６に関連するコンテキスト空間）。第二と第三のモー
ション空間はそれぞれ、仮想ディスプレイ１８５４、１８５６に関連付けられ、これらは
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第二と第三のコンテキスト空間を通じてレンダリングされる。
【０１２０】
　遠隔的に表示されているアプリケーションのコンソールウィンドウに送られる入力イベ
ントが発生すると、この入力イベントは、そのアプリケーションが表示される仮想ディス
プレイに関連するモーション空間へと送られる。例えば、ユーザが、入力イベント１８２
０によって示されるように、ユーザ操作空間１８１０のコンソールウィンドウ１８１２で
ポインティングデバイスをクリックすると、第二のＯＳのウィンドウシステムがその入力
イベントを、コンソールウィンドウ１８１２に関連するコンソールアプリケーションに送
る。前述のように、コンソールアプリケーションは入力デバイスを仮想入力デバイスにマ
ッピングする。しかしながら、この入力イベントはコンソールウィンドウ１８１２に関係
している。この入力イベントが第一のＯＳの入力待ち行列に直接供給された場合、この入
力イベントは正しいアプリケーションイベントハンドラに送られないであろう。そのため
、仮想入力デバイスからの入力イベント１８２０は第二のモーション空間１８４４にマッ
ピングしなおされる。このようにして、拡張入力待ち行列はその入力イベントを第二のア
プリケーションのイベントハンドラに送り、これが入力イベント１８２０を受け取り、処
理する。
【０１２１】
　実施形態において、仮想ディスプレイはモバイルＯＳの入力待ち行列の中でオフセット
される。例えば、図１８ｂにおいて、仮想ディスプレイ１８５４と１８５６は、モバイル
ＯＳの入力待ち行列１８４０の中の仮想ディスプレイオフセット１８５８の分だけオフセ
ットされる。仮想ディスプレイオフセット１８５８は、仮想ディスプレイが入力待ち行列
内で隣接して現れるのを防止するものであり、隣接して現れた場合、１つの仮想ディスプ
レイ用として意図されたある入力イベントが、別のアプリケーションに関連するモーショ
ン空間内で解釈される可能性がある。仮想ディスプレイのオフセットは、実際の仮想ディ
スプレイの解像度のパラメータとして使用されないように、十分に大きくするべきである
。１つ実施形態において、仮想ディスプレイのオフセット１８５８は１００００ピクセル
と選択される。
【０１２２】
　図１９は、各種の実施形態による、拡張レンダリングコンテキストを通じて表示される
異環境間アプリケーションに関する入力イベントを受け取る方法１９００を示す。例えば
、方法１９００は、第一のＯＳ内で動作中の第一のアプリケーションと第二のアプリケー
ションに関する入力イベントを処理するために使用してもよく、第一のＯＳの拡張レンダ
リングコンテキストを通じて、第一のアプリケーションは第一のＯＳのユーザ操作空間に
ローカルで表示され、第二のアプリケーションは第二のＯＳのユーザ操作空間に遠隔的に
表示される。
【０１２３】
　方法１９００は、ブロック１９０２で、第一のユーザ入力が第一のＯＳで受け取られる
ことから始まり、この時、第一のアプリケーションと第二のアプリケーションは第一のＯ
Ｓ内でアクティブに同時動作中であり、第一のアプリケーションが第一のＯＳに関連する
第一のユーザ環境内で表示され、第二のアプリケーションが第二のＯＳに関連する第二の
ユーザ環境内で表示され、第一と第二のオペレーティングシステムは共有カーネル上で同
時動作中であり、第一のＯＳは、拡張レンダリングコンテキストの第一の仮想ディスプレ
イを通じて第二のアプリケーションに関するグラフィクスフレームをレンダリングするこ
とにより、第二のアプリケーションに関するアプリケーショングラフィクスを維持する。
ブロック１９０４で、第一のＯＳは第一のモーション空間と第二のモーション空間を含む
拡張入力待ち行列を作成し、第二のモーション空間は第一の仮想ディスプレイに対応する
。例えば、第一のオペレーティングシステムは第二のアプリケーションのための第一の仮
想ディスプレイを割り当て、第一のコンテキスト空間と第二のコンテキスト空間を有する
拡張レンダリングコンテキストを作成し、第一の仮想ディスプレイを第二のコンテキスト
空間に関連付け、上述の方法を用いて、拡張レンダリングコンテキストの第二のコンテキ
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スト空間を通じて、第二のアプリケーションに関するグラフィクスフレームをレンダリン
グする。
【０１２４】
　ブロック１９０６で、第一のユーザ入力イベントが、第一のＯＳにより、第一の仮想入
力デバイスにおいて、第二のＯＳを通じて第二のアプリケーションに関するレンダリング
されたグラフィクスフレームを表示している、第二のＯＳで動作中の第一のコンソールア
プリケーションから受け取られる。ブロック１９０８で、第一の仮想入力デバイスは、第
一のオペレーティングシステムの拡張入力待ち行列の第二のモーション空間にマッピング
される。第一の仮想入力デバイスを第二のモーション空間にマッピングすることによって
、第一のＯＳの拡張入力待ち行列は、第一の仮想入力デバイスからの入力イベントを第二
のアプリケーションのビューの中のイベントハンドラに正しく関連付けることができる。
具体的には、入力イベントが第二のモーション空間にマッピングされると、第一のＯＳは
この入力イベントを、拡張入力待ち行列の中の第二のアプリケーションに関連する位置で
発生したものとして扱う。ブロック１９１０で、第一のＯＳは第一のユーザ入力イベント
を、マッピングされた第一の仮想入力デバイスから第二のアプリケーションに送る。拡張
入力待ち行列は、拡張レンダリングコンテキストがタイリングされるという性質を利用し
て、入力待ち行列が複数のユーザ操作空間からの複数の入力イベントを処理し、入力イベ
ントを所期のアプリケーションの適当なイベントハンドラに送ることができるようにする
。
ミラーリングされたコンテキストによる実施形態
　拡張及び非拡張レンダリングコンテキストの実施形態を、複数のオペレーティングシス
テム上の複数のアプリケーションにわたる同時ユーザ操作空間を維持するという内容で説
明した。多くの場合、１つのユーザ操作空間のためにコンテキストをミラーリングするこ
とが望ましい。第二のＯＳに関連する第二のコンピューティング環境（例えば、Ｈｙｄｒ
ｏｉｄ　ＯＳに関連するデスクトップ環境）の中で同時に第一のＯＳを見て、これを操作
すること（すなわち、操作空間を「ミラーリング」すること）が望ましい。ミラーリング
されたユーザ操作空間を通じて、ユーザは第一のＯＳを、ローカルデバイスを通じて操作
するかのように操作できる（すなわち、ユーザは、利用可能なアプリケーションをブラウ
ズし、アプリケーションを開始、停止し、第一のＯＳの検索機能を使用すること等ができ
る）。
【０１２５】
　第一のＯＳ（例えば、モバイルＯＳであるＡｎｄｒｏｉｄ）は一般に、単独のアクティ
ブなユーザ操作空間を画定するように構成される。ユーザ操作空間は、アクティブディス
プレイ（例えば、解像度等、関連する特徴を有する）と、ユーザがアクティブディスプレ
イ上に表示された要素を操作できるようにする１つまたは複数のアクティブ入力デバイス
を含む。異環境間レンダリングを使って、複数のＯＳにわたって１つまたは複数のミラー
リングされたユーザ操作空間を提供する新規な方法を提示する。前述のように、実施形態
は、複数のＯＳが非互換的であり、及び／または共有カーネル上で独立して、並行動作し
ている場合も動作できる。
【０１２６】
　ミラーリングされたコンテキストにより同時ユーザ操作のサポートを維持することは、
異環境間アプリケーションのための同時ユーザ操作をサポートすることに関して上述した
ものと同じシステム要素の多くを用いて実現できる。例えば、図７を参照すると、モバイ
ルＯＳ　１３０のためのグラフィクスコンテキストは、モバイルＯＳ１３０のアプリケー
ション（例えば、アプリケーション７５２及び／または７５４）及び／またはホーム画面
（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ　４３０のホーム画面アプリケーション４５１）をアク
ティブに表示していてもよい。アクティブに表示されるモバイルＯＳのアプリケーション
及び／またはホーム画面に関するサーフェス情報は、共有メモリ７２４の中に格納されて
もよい。モバイルＯＳ　１３０のミラーリングされたコンテキストは、コンソールアプリ
ケーション７８２を通じて、デスクトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間に表示されても
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よい。
【０１２７】
　図２０は、様々な実施形態による、ミラーリングされたユーザ操作空間を提供するため
のグラフィクスコンテキストの異環境間レンダリングの例示的な方法のフロー２０００を
示す。方法２０００はブロック２００４で、第一のオペレーティングシステムを使って、
第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、その中でアクティブに動作中
の第一のアプリケーションのサーフェス集合の更新を計算することから始まる。例えば、
計算は、サーフェスの形状、大きさ、テクスチャ、レイヤリング等の変化を判断するため
に行われる。次に、ブロック２００８で、サーフェスの更新が第一のオペレーティングシ
ステムを使ってレンダリングされ、グラフィクスフレームが生成される。グラフィクスフ
レームは、そのアプリケーションに関する更新後のグラフィクス情報を反映するビットマ
ップであってもよい。
【０１２８】
　ブロック２０１２で、グラフィクスフレームは、第一のオペレーティングシステムと第
二のオペレーティングシステムの両方によりアクセス可能な共有メモリ位置に格納される
。いくつかの実施形態において、第一と第二のＯＳは、共有カーネル上で同時動作中であ
る。ブロック２０１６で、グラフィクスフレームは第一のオペレーティングシステムを使
って、第一のコンピューティング環境の第一のディスプレイ上の第一のアプリケーション
の第一のアプリケーションディスプレイに表示されてもよい。例えば、共有メモリの位置
はフレームバッファメモリであってもよく、または第一のオペレーティングシステムのフ
レームバッファにコピーされてもよい。ローカルデバイス（例えば、共有カーネル上で動
作中）のディスプレイデバイスドライバは、そのフレームバッファメモリにアクセスし、
ビットマップを表示する。
【０１２９】
　ブロック２０１２で共有メモリ位置にグラフィクスフレームを格納した後、第二のＯＳ
に、更新されたグラフィクス情報が利用可能であると知らせることが望ましい。ブロック
２０２０で、共有メモリ位置を特定するファイル記述子が、第二のＯＳのためにコンパイ
ルされ、その中でアクティブに動作中のコンソールアプリケーションに送られる。いくつ
かの実施例において、ファイル記述子には、共有メモリ位置の識別が含まれる。他の実施
例では、ファイル記述子には、ミラーリングされるアプリケーションに関する更新後のグ
ラフィクス情報が利用可能であることを示すフラッグのような追加の情報が含まれる。
【０１３０】
　前述のように、コンソールアプリケーションは、Ｘウィンドウまたは、第二のコンピュ
ーティング環境のディスプレイのウィンドウ内に表示されるその他の種類のアプリケーシ
ョンであってもよい。ブロック２０２４で、コンソールアプリケーションは、ファイル記
述子による共有メモリ位置の更新後のグラフィクス情報（例えば、ビットマップ）にアク
セスし、そのグラフィクスフレームを共有メモリ位置から第二のコンピューティング環境
の第二のディスプレイ上の第一のアプリケーションの第二のアプリケーションディスプレ
イに表示する。いくつかの実施形態において、アプリケーションに関する更新後のグラフ
ィクス情報は、第一と第二のコンピューティング環境の両方のディスプレイで実質的に同
時に表示される。
【０１３１】
　図２１は、様々な実施形態による、ミラーリングされたユーザ操作空間を提供するため
のグラフィクスコンテキストの異環境間レンダリングの他の例示的な方法のフロー２１０
０を示す。図２０と同様に、方法２１００はブロック２１０４で、第一のオペレーティン
グシステムを使って、第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、その中
でアクティブに動作中の第一のアプリケーションのサーフェス集合の更新を計算すること
から始まる。フロック２１０８で、更新後のサーフェス集合が、第一のオペレーティング
システムと第二のオペレーティングシステム（例えば、共有カーネル上で同時動作中）の
両方によってアクセス可能な共有メモリ位置に格納される。
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【０１３２】
　ブロック２１１２で、更新後のサーフェス集合は第一のオペレーティングシステムでレ
ンダリングされ、第一のグラフィクスフレームが生成される。次に、ブロック２１１６で
、第一のグラフィクスフレームを、第一のオペレーティングシステムを使って、第一のコ
ンピューティング環境の第一のディスプレイ上の第一のアプリケーションの第一のアプリ
ケーションディスプレイに表示することができる。例えば、モバイルＯＳ　１３０は、更
新後のアプリケーショングラフィクスをレンダリングして、更新後のグラフィクスをモバ
イルデバイス１１０のディスプレイ１１６に表示する。
【０１３３】
　ブロック２１０８で更新後のサーフェス集合を共有メモリに格納した後、何れかの時点
で、第二のＯＳに対して、更新後のグラフィクス情報が利用可能であると通知することが
望ましい。ブロック２１２０で、共有メモリ位置を特定するファイル記述子が、第二のオ
ペレーティングシステムのためにコンパイルされ、その中でアクティブに動作中のコンソ
ールアプリケーションに送られる。特に、共有メモリ内に格納された情報は、図２０の方
法２０００のようなレンダリングされたビットではなく、レンダリングされていないサー
フェス情報（例えば、幾何プリミティブ）である。
【０１３４】
　従って、ブロック２１２４で、更新後のサーフェス集合は、第二のオペレーティングシ
ステムによって（例えば、ファイル記述子によるコンソールアプリケーションを介して）
共有メモリ位置からレンダリングされ、第一のグラフィクスフレームと実質的に同じ第二
のグラフィクスフレームが生成される。ブロック２１２８で、第二のグラフィクスフレー
ムは、第二のオペレーティングシステムのコンソールアプリケーションを介して、第二の
コンピューティング環境の第二のディスプレイ上の第一のアプリケーションの第二のアプ
リケーションディスプレイに表示され、それによって、第二のアプリケーションディスプ
レイは第一のアプリケーションディスプレイと実質的に同じとなる。
【０１３５】
　特筆すべき点として、第一と第二のオペレーティングシステムシステムの両方でレンダ
リングを複製することから、追加の間接費が発生し得る。しかしながら、このような追加
の間接費には、数多くの状況において、相応の価値がある可能性がある。例えば、異なる
コンピューティング環境のディスプレイの特徴が顕著に異なる場合、各々がそれぞれのデ
ィスプレイに適した別々のレンダリングコンテキストで更新後のグラフィクス情報をレン
ダリングすることが望ましい場合がある。
【０１３６】
　図２０と２１の方法は、ミラーリングされたグラフィクスコンテキストの中での、第一
のＯＳで動作中のアプリケーションのアクティブディスプレイによるグラフィクスコンテ
キストの異環境間ミラーリングを説明している。しかしながら、この方法は、グラフィク
スコンテキストの中でアクティブに表示されているアプリーションがない場合にも使用で
きる。例えば、グラフィクスコンテキストは、第一のＯＳのホーム画面またはその他の機
能（例えば、検索画面等）を表示していてもよい。このような場合、グラフィクスコンテ
キストに関するサーフェス情報は第一のＯＳのコンポーネントによって更新され、図２０
と２１の方法のその他のステップは、第二のアプリケーションディスプレイの中にミラー
リングされたグラフィクスコンテキストを提供するために実行されてもよい。
【０１３７】
　特に、グラフィクスコンテキストの異環境間ミラーリングは、アプリケーションの異環
境間レンダリングと同時に利用してもよい。例えば、図２０または２１による方法は、前
述のアプリケーションの異環境間レンダリングの方法を使って、第一のＯＳで動作中のア
プリケーションが第二のユーザ環境内で表示されるのと同時に、モバイルデバイスのユー
ザ操作空間のアクティブグラフィクスコンテキストを第二のユーザ環境にミラーリングす
るために使用してもよい。説明のために図８を参照すると、モバイルＯＳ用アプリケーシ
ョンがディスプレイ８４４の上のデスクトップＯＳのユーザ操作空間内の第二のコンソー
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ルウィンドウ８８４に表示されている間に、モバイルＯＳのユーザ操作空間を第一のコン
ソールウィンドウ８８２の中に表示してもよい。
【０１３８】
　ミラーリングされたグラフィクスコンテキストのためのユーザ操作のサポートは、図１
３、１４、１８及び／または１９に示される異環境間アプリケーションのためのユーザイ
ンタフェースをサポートするのと実質的に同じ方法で行われてもよい。具体的には、入力
イベントは、第二のＯＳのコンソールアプリケーションから仮想入力デバイスに提供され
てもよい。第一のＯＳは、拡張または非拡張入力待ち行列を通じて、仮想入力デバイスか
らの入力イベントを受け入れてもよい。
異環境間レンダリングの実施形態
　上記の方法は、第二のオペレーティングシステムのユーザ操作空間を通じた第一のオペ
レーティングシステムのアプリケーションとグラフィクスコンテキストのための異環境間
ユーザ操作をサポートする。わかりやすい異環境間使用モデルとするために、実施形態は
、第二のオペレーティングシステムのユーザ操作空間から、第一のオペレーティングシス
テムのアプリケーション及び／またはミラーリングされたコンテキストにアクセスできる
ようにすることに関する。
【０１３９】
　再び図８を参照すると、ユーザは、モバイルデバイス上の操作コンポーネント（すなわ
ち、タッチスクリーンディスプレイ１１６、その他のＩ／Ｏデバイス１１８）を含む第一
のユーザ操作空間を通じて、第一のＯＳ（すなわち、モバイルＯＳであるＡｎｄｒｏｉｄ
）を操作できる。ユーザはまた、第二のＯＳ（すなわち、デスクトップＯＳであるＨｙｄ
ｒｏｉｄ）を、第二の端末環境８４０のディスプレイ８４４を含む第二のユーザ操作空間
を通じて操作できる。前述のように、デスクトップＯＳ　１６０で利用可能な（すなわち
、そのためにコンパイルされ、その実行環境内にロードされた）アプリケーションの集合
は、モバイルＯＳ　１３０で利用可能なものとは異なるかもしれない。実施形態は、デス
クトップＯＳ　１６０のユーザ操作空間のメニューの中にモバイルＯＳ　１３０で利用可
能なアプリケーションのためのメニューアイコンまたはメニューリストアイテムを設ける
ことによって、モバイルＯＳ　１３０のアプリケーションにデスクトップＯＳ　１６０の
ユーザ操作空間内でアクセスできるようにすることに関する。
【０１４０】
　図２２は、各種の実施形態による異環境間リダイレクションの態様を示す。図２２に示
されるコンピューティング環境２２００の中で、ユーザは、デスクトップＯＳのユーザ操
作空間２２０２を通じてデスクトップＯＳ　１６０を操作する。デスクトップＯＳのユー
ザ操作空間２２０２の中で、メニューバー２２２０には、利用可能なアプリケーションの
アイコンまたはリストが含まれる。あるアプリケーションを起動させるには、ユーザはそ
のアプリケーションの名前またはアイコンをメニューバーから、またはメニューバー２２
２０のドロップダウンまたはポップアップリストから選択する。従来、メニューバー２２
２０には、デスクトップＯＳ　１６０で利用可能なアプリケーションのメニューアイテム
またはアイコンのみが含まれている。例えば、メニューアイテム２２２２、２２２４、２
２２６及び／または２２２８は、デスクトップＯＳ　１６０で利用可能な（すなわち、そ
のためにコンパイルされ、その実行環境の中にロードされた）アプリケーションであって
もよい。本発明の実施形態は、デスクトップＯＳのユーザ操作空間２２０２からのモバイ
ルＯＳ　１３０のアプリケーション及び／またはグラフィクスコンテキストへの異環境間
アクセスを提供することに関する。例えば、メニューアイテム２２３２、２２３４、２２
３６、２２３７及び／または２２３８はモバイルＯＳ　１３０で利用可能なアプリケーシ
ョン及び／またはモバイルＯＳ　１３０のグラフィクスコンテキストを示していてもよい
。
【０１４１】
　デスクトップＯＳのユーザ操作空間２２０２は、デスクトップＯＳ　１６０に関連する
ユーザ操作空間（例えば、第二の端末環境８４０）の中のディスプレイに表示される。デ



(40) JP 2013-546043 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

スクトップＯＳ　１６０のメニューバー２２２０には、デスクトップＯＳ　１６０のため
にコンパイルされ、そこにロードされた（例えば、Ｈｙｄｒｏｉｄ／Ｌｉｎｕｘのために
コンパイルされ、Ｈｙｄｒｏｉｄ　ＯＳの実行環境内にロードされた）アプリケーション
に関連するメニューアイテム２２２２、２２２４、２２２６及び／または２２２８が含ま
れる。メニューバー２２２０はまた、モバイルＯＳ　１３０のためにコンパイルされ、そ
こにロードされた（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄのためにコンパイルされ、Ａｎｄｒｏｉｄの
実行環境内にロードされた）アプリケーションに関連するメニューアイテム２２３４、２
２３６、２２３７及び／または２２３８が含まれる。ユーザがメニューアイテム２２３４
、２２３６及び／または２２３８の１つを選択すると、関連するアプリケーションがモバ
イルＯＳ　１３０上で起動され、デスクトップＯＳ　１６０のコンソールウィンドウ内、
例えばデスクトップＯＳのユーザ操作空間２２０２のウィンドウ２２１６の中に表示され
る。メニューアイテム２２３２は、モバイルＯＳグラフィクスコンテキストに関連付けら
れていてもよく、これによって、メニューアイテム２２３２が選択されると、モバイルＯ
ＳのグラフィクスコンテキストがデスクトップＯＳ　１６０のコンソールウィンドウ内に
表示される。
【０１４２】
　図２３は、デスクトップＯＳ　１６０のメニューバー２２２０を構築するために使用で
きるプロセスフロー２３００を示す。プロセスフロー２３００のステップ２３０２で、デ
スクトップＯＳ　１６０は、モバイルＯＳ　１３０に利用可能なアプリケーションのリス
トを問い合わせる。一実施形態において、デスクトップＯＳ　１６０のシステムサービス
または起動アプリケーションは、モバイルＯＳ　１３０のサービスにすべての起動可能な
モバイルＯＳ用アプリケーションのショートカットを問い合わせる。モバイルＯＳ　１３
０は、利用可能なアプリケーションのリスト（すなわち、利用可能なモバイルＯＳ用アプ
リケーションの起動可能なショートカット）を返す。利用可能なアプリケーションのリス
トには、モバイルＯＳ　１３０で利用可能なすべてのアプリケーション（モバイルＯＳ　
１３０にロードされ、実行可能なすべてのアプリケーション）または、利用可能なモバイ
ルＯＳ用アプリケーションのサブセットが含まれていてもよい。例えば、リストには、モ
バイルＯＳ　ＧＵＩのアプリケーションメニュー画面上に現れるすべてのアプリケーショ
ンが含まれていてもよい。ステップ２３０４で、デスクトップＯＳ　１６０は、モバイル
ＯＳ　１３０からアプリケーションのリストを受け取る。モバイルＯＳ　１３０から返さ
れたアプリケーションのリストには、リストに挙げられた各アプリケーションのアプリケ
ーションパッケージ名が含まれ、また、リストに挙げられた各アプリケーションのアプリ
ケーション名とアイコンが含まれていてもよい。
【０１４３】
　デスクトップＯＳ　１６０は、メニューバー２２２０の中に、アプリケーションのリス
トの中の各アプリケーションのメニューアイテムを、ブロック２３０６、２３０８、２３
１０を繰り返すことによって作成する。各アプリケーションについて、デスクトップＯＳ
　１６０は、ブロック２３０６でメニューバー２２２０の中にアプリケーションのアイコ
ンのインスタンスを作成し、ブロック２３０８でそのアイコンをデスクトップＯＳ　１６
０のコンソールアプリケーションに関連付け、ブロック２３１０でそのアプリケーション
のパッケージ名を示すパラメータをそのアイコンに関連付ける。コンソールアプリケーシ
ョンはデスクトップＯＳ　１６０上で動作し、上述の異環境間レンダリングの実施形態を
使って、デスクトップＯＳ　１６０内にそのアプリケーションに関するグラフィクス情報
を表示する。このようにして、ユーザがメニューアイテムを選択すると、コンソールアプ
リケーションがデスクトップＯＳ　１６０上で動作し、そのアプリケーションのパッケー
ジ名がコンソールアプリケーションに送られる。
【０１４４】
　デスクトップＯＳ　１６０は、多様な方法で、モバイルＯＳ　１３０のアプリケーショ
ンに関連するメニューアイテムを表示してもよい。メニューアイテムは、メニューバー２
２２０または、そのモバイルＯＳ用アプリケーションが利用可能であることを示すメニュ
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ーアイテムが選択された時に現れるドロップダウンメニューの中に表示されてもよい。メ
ニューアイテムは、メニューバー２２２０またはドロップダウンメニューの中でアイコン
またはアプリケーション名のみを使って表示されてもよい。１つの実施形態において、デ
スクトップＯＳ　１６０は、モバイルＯＳ用アプリケーションごとに別のメニューバーを
表示する。他の実施形態では、モバイルＯＳ用アプリケーションに関連するメニューアイ
テムが、デスクトップＯＳ用アプリケーションのメニューアイテムに沿って、または混ざ
って、デスクトップＯＳのメニューバー２２２０の中に表示される。任意選択的に、モバ
イルＯＳのメニューアイテムは、メニューバー２２２０の中の、デリミタ２２４０によっ
て仕切られた、またはその他の方法でモバイルＯＳのメニューアイテムが含まれることを
特定できるようにされた領域２２３０の中に表示されてもよい。メニューバー２２２０は
、モバイルデバイスそのもののアクティブディスプレイ用のメニューアイテム、すなわち
ユーザが、図２０及び／または２１の方法に従ってデスクトップＯＳのユーザ環境内でモ
バイルＯＳのユーザ操作空間を表示するために選択できるメニューアイテムを含んでいて
もよい。１つの実施形態において、モバイルＯＳのホーム画面のアプリケーションは、利
用可能なアプリケーションのリストの中に返され、関連するメニューアイテムが提供され
る。
【０１４５】
　ユーザがモバイルＯＳ用アプリケーションに関連するメニューアイテムを選択すると、
デスクトップＯＳ　１６０がそのニューアイテムに関連するコンソールアプリケーション
を起動させ、そのアプリケーションのパッケージ名をコンソールアプリケーションに送る
。コンソールアプリケーションは、デスクトップＯＳのユーザ操作空間２２０２の中にウ
ィンドウを１つ表示する（すなわち、デスクトップＯＳのグラフィクスシステムの中のコ
ンソールアプリケーションディスプレイ）。コンソールアプリケーションは、モバイルＯ
Ｓ　１３０に、そのアプリケーションを起動させる要求を送り（すなわち、モバイルＯＳ
　１３０に対して、実行パラメータとしてコンソールアプリケーションに提供されたアプ
リケーションパッケージ名を起動するように要求し）、コンソールアプリケーションを通
じてそのアプリケーションに関するグラフィクスフレームを表示する。アプリケーション
は、その時点でモバイルＯＳ　１３０で動作中であっても、そうでなくてもよい。アプリ
ケーションがモバイルＯＳ　１３０上で動作中であれば、そのアプリケーションの表示は
モバイルＯＳ　１３０からデスクトップＯＳのユーザ操作空間２２０２に移動されても、
またはモバイルデバイスのディスプレイとユーザ操作空間２２０２の両方で同時に表示さ
れてもよい。アプリケーショングラフィクスの表示とユーザ操作のサポートは、上述の異
環境間レンダリングと異環境間ユーザインタフェースのサポートの方法の何れを使用した
アプリケーションについても実行できる。
【０１４６】
　図２４は、ユーザがデスクトップＯＳのＧＵＩ　８８０のメニューバー２２２０でモバ
イルＯＳ用アプリケーションに関するメニューアイテムを選択したことに応答して、モバ
イルＯＳ　１３０がアプリケーションを起動させるために実行するプロセスフロー２４０
０を示す。プロセスフロー２４００はブロック２４０２で、モバイルＯＳ　１３０がデス
クトップＯＳ　１６０から、モバイルＯＳのためにコンパイルされ、モバイルＯＳの実行
環境内にロードされたアプリケーションを、デスクトップＯＳで表示するように起動させ
る要求を受け取ることから始まる。ブロック２４０４で、モバイルＯＳは使用されていな
い仮想ディスプレイＩＤを割り当てる。例えば、モバイルＯＳのグラフィクスシステムは
、仮想ディスプレイＩＤのリストをつけておき、使用されていない仮想ディスプレイＩＤ
を第一のアプリケーションのプロセスに割り当ててもよい。ブロック２４０６で、モバイ
ルＯＳはモバイルＯＳ内で第一のアプリケーションを起動させる（すなわち、モバイルＯ
Ｓ上で動作中となる）。ブロック２４０８で、モバイルＯＳ　１３０は、第一のアプリケ
ーションに関するリフレッシュ通知を仮想ディスプレイに関連付ける。例えば、モバイル
ＯＳのグラフィクスサーバは、アプリケーションとそれに関連する仮想ディスプレイのリ
ストをつけていてもよい。ブロック２４１０と２４１２で、モバイルＯＳは、第一のアプ
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リケーションに関するアプリケーショングラフィクスをモニタし、第一のアプリケーショ
ンに関するアプリケーショングラフィクス情報が更新された時にデスクトップＯＳのコン
ソールアプリケーションに通知することによって、第一のアプリケーションに関するグラ
フィクス情報を維持する。ブロック２４１０と２４１２は、図１０、１２、１６及び／ま
たは１７の方法によって異環境間アプリケーションに関するアプリケーショングラフィク
スを維持することに対応していてもよい。
【０１４７】
　上記の説明は、例示と説明を目的としている。さらに、この説明は本発明の実施形態を
本明細書で開示されている形態に限定することを意図していない。多数の例示的な態様と
実施形態を上で説明したが、当業者であれば、そのいくつかの変更、改良、置換、追加、
サブコンビネーションに気付くであろう。
【０１４８】
　上述の方法の各種の操作は、それに対応する機能を果たすことのできる、どのような適
当な手段で実行してもよい。この手段としては、各種のハードウェア及び／またはソフト
ウェアコンポーネント及び／またはモジュール等があり、これには回路、特定用途集積回
路（ＡＳＩＣ）またはプロセッサが含まれるが、これらに限定されない。
【０１４９】
　前述の種々の例示的な論理ブロック、モジュール、回路は、本明細書に記載の機能を実
行するように設計された、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩ
Ｃ、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）またはその他のプログラム
可能論理デバイス（ＰＬＤ）、ディスクリートゲート、またはトランジスタロジック、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネントまたはこれらのどのような組合せにより実装ま
たは実行されてもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、あるい
は、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラまた
はステートマシンであってもよい。プロセッサまた、コンピューティングデバイスの組合
せ、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコ
アと併用される１つまたは複数のマイクロプロセッサ、またはその他の同様の構成として
実装されてもよい。
【０１５０】
　本明細書に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直
接でも、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールでも、またはこれら２つの
組合せでも実施してよい。ソフトウェアモジュールは、どのような形態の有形記憶媒体の
中に記憶されてもよい。使用できる記憶媒体の例としては、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰ
ＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等があ
る。記憶媒体はプロセッサに、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み出し、そこに情
報を書き込むことができるように接続されてもよい。あるいは、記憶媒体はプロセッサに
内蔵されてもよい。ソフトウェアモジュールは１つの命令でも、多くの命令でもよく、い
くつかの異なるコードセグメント上で、異なるプログラム間で、及び複数の記憶媒体間で
分散されていてもよい。
【０１５１】
　本明細書に記載の方法は、記載された方法を実現するための１つまたは複数の動作を含
む。この方法及び／または動作は、他の方法や動作と交換してもよく、特許請求の範囲か
ら逸脱しない。換言すれば、動作の特定の順序が明示されていないかぎり、特定の動作の
順序及び／または用途を変更でき、これも本特許請求の範囲から逸脱しない。
【０１５２】
　説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはそれらの組合せ
によって実施してもよい。ソフトウェアで実行される場合、その機能は１つまたは複数の
命令として有形のコンピュータ読取可能媒体に記憶されてもよい。記憶媒体は、コンピュ
ータがアクセス可能な任意の利用可能な有形の記憶媒体であってもよい。例えば、これら
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に限定されないが、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはそ
の他の磁気記憶デバイス、または、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコー
ドを担持または記憶するために使用可能であり、コンピュータによりアクセス可能な任意
の有形の媒体であってもよい。本明細書において、ディスク（ｄｉｓｋ，ｄｉｓｃ）とは
、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル
多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）ディスクを含み、ｄｉｓｋは通常、磁気的にデータを再生するのに対し、ｄｉｓｃは
レーザを使って光学的にデータを再生する。
【０１５３】
　それゆえ、コンピュータプログラム製品が本明細書に記載された動作を実行してもよい
。例えば、このようなコンピュータブログラム製品はコンピュータ読取可能な有形の媒体
であってもよく、そこに命令が有形の状態で格納され（及び／または暗号され）、命令は
１つまたは複数のプロセッサによって実行可能で、本明細書に記載された動作が行われる
。コンピュータプログラム製品には、パッケージング材料が含まれていてもよい。
【０１５４】
　ソフトウェアまたは命令はさらに、伝送媒体上で伝送されてもよい。例えば、ソフトウ
ェアは、ウェブサイト、サーバまたは、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペ
アケーブル、デジタル加入者線（ＤＳＬ）等の伝送媒体または、赤外線、無線またはマイ
クロ波等の無線技術を用いて他の遠隔提供源から伝送されてもよい。
【０１５５】
　さらに、本明細書に記載された方法と方式を実行するためのモジュール及び／またはそ
の他の適当な手段は、場合に応じてユーザ端末及び／または基地局によりダウンロードし
、及び／またはその他の方法で取得することが可能である。例えば、このようなデバイス
をサーバにつないで、本明細書に記載された方法を実行するための手段を伝送しやすくす
ることができる。あるいは、本明細書に記載された各種の方法は、記憶手段（例えば、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、ＣＤやフロッピーディスク等の物理的記憶媒体等）を介して提供すること
ができ、それによってユーザ端末及び／または基地局は、記憶手段をデバイスにつなぐか
提供した時に、各種の方法を取得できる。さらに、本明細書に記載された方法と方式をデ
バイスに提供するために、他の適当な技術を利用することができる。
【０１５６】
　その他の例及び実施例も、本明細書と付属の特許請求の範囲の範囲及び主旨の中に含ま
れる。例えば、ソフトウェアの性質から、上述の機能は、プロセッサ、ハードウェア、フ
ァームウェア、ハードワイヤリングまたはそれらの組み合わせによって実行されるソフト
ウェアを使って実施できる。機能を実施する特徴はまた、様々な位置に物理的に配置され
ていてもよく、例えば、機能の各部分が異なる物理的場所で実行されるように分散される
。また、特許請求の範囲を含む本明細書において、「少なくとも」に続いて羅列される項
目の中で使用される「または」という用語は、離接的な一覧を示しており、例えば、「少
なくともＡ、ＢまたはＣ」とは、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣま
たはＡＢＣ（すなわち、ＡとＢとＣ）を意味する。さらに、「例示的」という用語は、説
明された例が他の例より好ましい、またはよりよいこと意味しない。
【０１５７】
　本明細書で説明した方式について、各種の変更、代替、改良を行うことができ、これも
付属の特許請求の範囲により定義される教示内容の方式から逸脱しない。さらに、明細書
と特許請求の範囲の範囲は、上述の工程、機械、製品、物体の組成、手段、方法、動作の
特定の態様に限定されない。本明細書で説明したものと実質的に同じ機能を果たし、ある
いはそれと実質的に同じ結果を達成する、既存の、または今後開発される工程、機械、製
品、物体の組成、手段、方法または動作を利用してもよい。従って、付属の特許請求の範
囲は、このような工程、機械、製品、物体の組成、手段、方法または動作をその範囲内に
包含する。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月31日(2013.7.31)
【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】
　方法であって、
　第一のアプリケーションと第二のアプリケーションに対するアプリケーショングラフィ
クスの表示を維持することであって、前記第一及び第二のアプリケーションは、両方とも
、第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、かつ前記第一のオペレーテ
ィングシステム内でアクティブに同時動作中である、前記維持することを含み、前記維持
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することが、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションの更新
されたサーフェスをレンダリングし、第一のグラフィクスフレームを第一のメモリ位置に
生成するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第二のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第二のアプリケーションの更新されたサーフェスを第二のメモリ位置に格納する
ステップであって、前記第二のメモリ位置が、共有カーネル上で同時動作中の前記第一の
オペレーティングシステムと第二のオペレーティングシステムとの両方によってアクセス
可能な共有メモリ位置である、前記格納するステップと、
　　前記第二のオペレーティングシステムのコンソールアプリケーションを使って、前記
第二のアプリケーションの前記更新されたサーフェスをレンダリングして、第二のグラフ
ィクスフレームを第三のメモリ位置に生成するステップと
を繰り返し実行することによって行われる、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記第一のグラフィクスフレームを前記第一のメモリ位置から、前記第一のオペレーテ
ィングシステムに関連する第一のコンピューティング環境のディスプレイに表示すること
、
　前記第二のグラフィクスフレームを前記第三のメモリ位置から、前記第二のオペレーテ
ィングシステムに関連する第二のコンピューティング環境のディスプレイに表示すること
をさらに含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記第二のグラフィクスフレームが、前記コンソール
アプリケーションを介して、第三のメモリ位置から、前記第二のオペレーティングシステ
ムに関連する第二のコンピューティング環境のディスプレイに表示される、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記コンソールアプリケーションにより、前記更新されたサーフェスが前記第二のメモ
リ位置において利用可能であることを示す描画通知を受けることをさらに含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記描画通知を受け取ることが、前記第二のメモリ位
置へのファイル記述子を受け取ることを含む、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法であって、
　前記ファイル記述子を前記コンソールアプリケーションのプロセス空間にマッピングす
ることによって、前記第二のメモリ位置への参照を受け取ることをさらに含む、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションの前記更新されたサーフ
ェスをレンダリングすることが、前記参照を通じて前記第二のメモリ位置を読み出すこと
を含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記コンソールアプリケーションにおいてレンダラオブジェクトのインスタンスを作成
すること、
　前記第一のオペレーティングシステムのグラフィクスサーバに、前記レンダラオブジェ
クトのリモート処理可能なインタフェースを登録して、前記第一のアプリケーションの前
記サーフェスに関する描画通知を受け取ること
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をさらに含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションが、前記第二のオペレー
ティングシステムのグラフィクスサーバと非互換的である、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、前記第二のアプリケーションの前記更新されたサーフ
ェスをレンダリングすることが、層の重なり順によって前記更新されたサーフェスを合成
することを含む、方法。
【請求項１１】
　モバイルコンピューティングデバイスであって、
　第一のオペレーティングシステム内でアクティブに同時動作中の第一のアプリケーショ
ン及び第二のアプリケーションと、
　前記第一のアプリケーションに関連する第一のグラフィクスサーフェスと、
　前記グラフィクスサーフェスをレンダリングして、第一のグラフィクスフレームを第一
のメモリ位置に生成するように動作可能な第一のオペレーティングシステムのグラフィク
スサーバと、
　前記第二のアプリケーションに関連する第二のグラフィクスサーフェスであって、前記
第二のグラフィクスサーフェスが第二のメモリ位置に格納され、前記第二のメモリ位置が
、共有カーネル上で同時動作中の前記第一のオペレーティングシステムと第二のオペレー
ティングシステムとの両方によってアクセス可能な共有メモリ位置である、前記第二のグ
ラフィクスサーフェスと、
　前記第二のオペレーティングシステム内において動作するコンソールアプリケーション
であって、前記第二のグラフィクスサーフェスをレンダリングして、第二のグラフィクス
フレームを第三のメモリ位置に生成するように動作可能な前記コンソールアプリケーショ
ンと
を備える、モバイルコンピューティングデバイス。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のモバイルコンピューティングデバイスであって、
　前記コンソールアプリケーションによってインスタンスが作成されるレンダラオブジェ
クトであって、前記第二のグラフィクスサーフェスをレンダリングして前記第二のグラフ
ィクスフレームを生成するためのリモート処理可能な方法を含む前記レンダラオブジェク
トをさらに備える、モバイルコンピューティングデバイス。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のモバイルコンピューティングデバイスであって、前記コンソールア
プリケーションが、前記第一のオペレーティングシステムの前記グラフィクスサーバから
、前記第二のグラフィクスサーフェスが更新されたことを示す描画通知を受け取る、モバ
イルコンピューティングデバイス。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のモバイルコンピューティングデバイスであって、前記第二のオペレ
ーティングシステムのグラフィクスサーバが、Ｘウィンドウ型のグラフィクスサーバであ
り、前記第二のアプリケーションが、第二のオペレーティングシステムの前記Ｘウィンド
ウ型のグラフィクスサーバと非互換的な第一のオペレーティングシステムのグラフィクス
ライブラリを使用する、モバイルコンピューティングデバイス。
【請求項１５】
　物理的プロセッサのための命令を記憶したコンピュータ読取可能な媒体を含むコンピュ
ーティングデバイスにおいて、前記命令が、実行された時に、前記プロセッサに対し、
　第一のアプリケーションと第二のアプリケーションに対するアプリケーショングラフィ
クスの表示を維持するステップであって、前記第一及び第二のアプリケーションは、両方
とも、第一のオペレーティングシステムのためにコンパイルされ、かつ前記第一のオペレ
ーティングシステム内でアクティブに同時動作中である、前記維持するステップを実行さ
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せ、前記維持するステップが、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第一のアプリケーションの更新
されたサーフェスをレンダリングし、第一のグラフィクスフレームを第一のメモリ位置に
生成するステップと、
　　前記第一のオペレーティングシステムを使って、前記第二のアプリケーションのサー
フェスの更新を計算するステップと、
　　前記第二のアプリケーションの更新されたサーフェスを第二のメモリ位置に格納する
ステップであって、前記第二のメモリ位置が、共有カーネル上で同時動作中の前記第一の
オペレーティングシステムと第二のオペレーティングシステムとの両方によってアクセス
可能な共有メモリ位置である、前記格納するステップと、
　　前記第二のオペレーティングシステムのコンソールアプリケーションを使って、前記
第二のアプリケーションの前記更新されたサーフェスをレンダリングして、第二のグラフ
ィクスフレームを第三のメモリ位置に生成するステップと
を繰り返し実行することによって行われる、コンピューティングデバイス。



(69) JP 2013-546043 A 2013.12.26

10

20

30

40

【国際調査報告】



(70) JP 2013-546043 A 2013.12.26

10

20

30

40



(71) JP 2013-546043 A 2013.12.26

10

20

30

40

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/507,203
(32)優先日　　　　  平成23年7月13日(2011.7.13)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/507,201
(32)優先日　　　　  平成23年7月13日(2011.7.13)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/507,199
(32)優先日　　　　  平成23年7月13日(2011.7.13)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/389,117
(32)優先日　　　　  平成22年10月1日(2010.10.1)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＢＬＡＣＫＢＥＲＲＹ
２．ＷＩＮＤＯＷＳ　ＭＯＢＩＬＥ
３．ＷＩＮＤＯＷＳ
４．ＪＡＶＡ
５．Ｌｉｎｕｘ
６．ＦＩＲＥＷＩＲＥ
７．ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ
８．ＨＤＭＩ
９．ＧＳＭ
１０．ＵＮＩＸ

(72)発明者  リュー、ウーク
            カナダ国　Ｌ５Ｇ　３Ｇ５　オンタリオ州　ミシサガ　エイボンブリッジ　ドライブ　１３８８
Ｆターム(参考) 5B069 AA01  CA01 
　　　　 　　  5E555 AA79  BA02  BA06  BB06  BC08  BC21  BE20  DB03  DB41  DB53 
　　　　 　　        DB56  DC13  FA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

