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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を生成し、遊戯片と対話する（interacting）組立品であって、
　その上に生成された画像を表示することのできる表示スクリーンを有し、前記生成され
た画像が視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を含む画像
生成機器、
　ユーザにタッチ入力の提供を可能とするために前記画像生成機器と動作可能に結合した
タッチセンサ膜、
　前記画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタ、及び、
　前記表示スクリーンに対して第１の位置にある第１の遊戯片を備え、
　前記第１の遊戯片が、
　前記視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を受信し、前
記光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を生成
する光学表示メッセージセンサと、
　前記光学表示メッセージセンサから少なくとも前記第１の信号を受信するため前記光学
表示メッセージセンサと結合したメッセージトランスポンダと、を備え、
　前記メッセージトランスポンダは、前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいて第２
の信号を生成し前記レセプタに送信するために前記レセプタと結合していることを特徴と
する組立品。
【請求項２】
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　前記表示スクリーン上に取り付け可能な基板を備え、
　前記基板は表示領域を有し、前記表示領域が、前記遊戯片を前記表示領域に取り外し可
能な状態で取り付け可能とする結合要素を備えることを特徴とする請求項１に記載の組立
品。
【請求項３】
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像が前記表示スクリーン上の複数の物理的位置
で生成され、
　第２の遊戯片が、前記表示スクリーンに対して第２の位置にあることを特徴とする請求
項１又は２に記載の組立品。
【請求項４】
　第２の画像生成機器と、
　前記第２の画像生成機器の前記表示スクリーンに対して第２の位置にある第２の遊戯片
と、を更に有し、
　前記第１及び第２の画像生成機器が動作可能に結合し、
　前記第１の遊戯片からの前記第２の信号に少なくとも部分的に基づいた前記第２の遊戯
片への前記光学的に符号化されたメッセージ画像を備えることを特徴とする請求項１～３
の何れか１項に記載の組立品。
【請求項５】
　前記第１の遊戯片が、前記メッセージトランスポンダと動作可能な状態で結合した第２
の光学表示メッセージセンサを備えることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載
の組立品。
【請求項６】
　前記第１の遊戯片が、前記メッセージトランスポンダと結合し、前記メッセージトラン
スポンダへセンサデータを提供するためのセンサを備え、前記第２の信号が少なくとも部
分的に前記センサデータに基づいて生成されることを特徴とする請求項１～５の何れか１
項に記載の組立品。
【請求項７】
　エネルギーを伝送する近距離無線通信（ＮＦＣ）アンテナを更に備え、前記遊戯片がエ
ネルギーを受信するアンテナを備え、前記ＮＦＣアンテナが前記第１の遊戯片に電力を供
給可能とすることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の組立品。
【請求項８】
　画像を生成し、遊戯片と対話する（interacting）組立品であって、
　生成された画像をその上に表示することのできる表示スクリーンを有し、前記生成され
た画像は視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を含み、前
記光学的に符号化されたメッセージ画像はユーザに視認不可能とする画像生成機器、
　ユーザにタッチ入力の提供を可能とするために前記画像生成機器と動作可能に結合した
タッチセンサ膜、
　前記画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタ、及び、
　前記表示スクリーンに対して第１及び第２の位置にある第１及び第２の遊戯片を備え、
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像は、前記表示スクリーン上の複数の物理的位
置で生成され、第２の遊戯片が、前記表示スクリーンに対して第２の位置にあり、
　前記第１及び第２の遊戯片が、夫々、
　前記視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を受信し、前
記光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を生成
する光学表示メッセージセンサ、
　前記光学表示メッセージセンサから少なくとも前記第１の信号を受信するため前記光学
表示メッセージセンサと結合したメッセージトランスポンダを備え、
　前記メッセージトランスポンダは、前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいて第２
の信号を生成し前記レセプタに送信するために前記レセプタと結合し、
　前記第１の遊戯片により生成される前記第２の信号が、前記第１の遊戯片の前記光学メ
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ッセージセンサによる前記光学的に符号化されたメッセージ画像の受信後、更なるユーザ
対話を伴うことなく、自動的に生成され、
　前記第１及び第２の遊戯片の少なくとも何れか１つが、前記メッセージトランスポンダ
と結合し、前記メッセージトランスポンダへセンサデータを提供するためのセンサを備え
、前記第２の信号が少なくとも部分的に前記センサデータに基づいて生成され、
　前記第１及び第２の遊戯片の少なくとも何れか１つが、（１）自身の前記光学表示メッ
セージセンサからのメッセージを受信するために動作可能な状態で結合したアクチュエー
タ、及び（２）自身の前記メッセージトランスポンダからメッセージを受信するために動
作可能な状態で結合したアクチュエータ、の少なくとも１つを備えることを特徴とする組
立品。
【請求項９】
　画像を生成し、遊戯片と対話する（interacting）方法であって、
　ユーザにタッチ入力の提供を可能とするタッチセンサ膜を備えた画像生成機器の表示ス
クリーン上に、視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を含
む画像を表示する工程と、
　光学表示メッセージセンサ及びメッセージトランスポンダを備える第１の遊戯片を、前
記表示スクリーンに対して第１の位置に配置する工程と、
　前記光学表示メッセージセンサによって前記視覚画像と光学的に符号化されたメッセー
ジ画像が一体化された画像を受信する工程と、
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を
、前記光学表示メッセージセンサによって生成する工程と、
　前記第１の信号を前記メッセージトランスポンダへ送信する工程と、
　前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいた第２の信号を、前記メッセージトランス
ポンダによって生成する工程と、
　前記第２の信号を前記画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタへ送信する工
程と、を有することを特徴とする方法。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　例えばＬＥＧＯ（登録商標）ブランドに代表されるブリック（brick）おもちゃ（組立
ブロックおもちゃ）形式のおもちゃ片が何十年も前から利用されている。ブリックおもち
ゃは通常、ブリック同士の接続によってより大きな構造を形成できるように、ブリック同
士を切り離し可能な結合を備えてなる。最も単純なものでは城や家といった動かない物体
を組み立てる。ある場合には、ブリックおもちゃを用いて作成される玩具は、玩具に対し
て安定性又は正確な位置決め又はその両方を提供するために、結合要素を備えた基板に支
持されている。
【０００２】
　ブリックおもちゃの進歩の１つは、回転するジョイント又はホイールに結合する軸付き
ブリックの追加であった。ブリックおもちゃは、押した際に当該構造が面に沿って回転す
るように、不動の構造物に取り付けられることができる。
【０００３】
　ブリックおもちゃの更なる進歩の１つは、「プルバック式モータ」の付加であった。こ
れらのモータは機械的エネルギーを保持する素子であり、ゼンマイ又はフライホイール内
にエネルギーを保持する。ブリック内にプルバック式モータ機構を搭載したブリックおも
ちゃが一般的である。当該機構において、一方向に回転することでモータを巻き上げ、そ
の後解放することで逆方向に回転するシャフトを備える。ブリックおもちゃでできた車は
、例えば、上記モータを備え、後退させることで巻き上げ、その後解放することで前に進
む。この一例として、ＬＥＧＯプルバックモータがある。
【０００４】
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　ブリックおもちゃの進歩の次段階は、突出するシャフトを有した電気モータを搭載した
ブリックと、バッテリー部を有する別のブリックである。これらのバッテリー及びモータ
ブリックは直接、又は配線を介して互いに結合され、電気により作動する簡単な機構を実
現する。一般に、バッテリーを搭載したブリック上には、モータをオン又はオフ、或いは
回転方向を逆転するためのスイッチがある。アクチュエータ上の変形として、モータに代
えて、光源があり得る。この一例として、ＬＥＧＯ　ｅＬａｂがある。
【０００５】
　モータ搭載ブリックおもちゃ、及びバッテリー搭載ブリックおもちゃは、電力の流れを
遠隔から変更できるようにこれらの間に遠隔制御受信機を挿入することによって、更に改
良される。一般に、ハンドヘルドの遠隔制御送信機が受信用ブリックに信号を送って、モ
ータの速度又は方向を変化させることができる。例として、このようにして構成されたブ
リックおもちゃの車両は遠隔から操縦が可能であり、遠隔から速度が制御される。この一
例として、ＬＥＧＯ　Ｐｏｗｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓがある。
【０００６】
　最も複雑な先行技術は、Ｍｉｎｄｓｔｏｒｍｓ（登録商標）に基づきＬＥＧＯ　Ｇｒｏ
ｕｐが販売しているプログラム可能なロボット工学キットである。このキットは、典型的
には、ブリックおもちゃ及び種々のプロジェクトを実行するための専用の部品に加え、セ
ンサ及びアクチュエータを接続可能なハンドヘルドのプログラム可能なコンピュータを備
える。アクチュエータはモータであり、ソレノイドであり、スピーカであり、又は、光源
でありうる。センサはスイッチ、マイク、光センサ、又は超音波測距器でありうる。例と
して、プログラムがハンドヘルドコンピュータにダウンロードされ、動作方向にある物体
と衝突しないようにモータを制御する。別の例では、動作を検出すると音を出すものがあ
る。プログラム可能なＭｉｎｄｓｔｏｒｍｓにおけるプログラム可能なロボットとして他
にＭｉｃｒｏ　Ｓｃｏｕｔがある。それは光がロボット上に照射されることで複数のプロ
グラムシーケンスを実行可能な車輪つき電動ロボットである。
【０００７】
　米国特許出願公開第２０１１／０２１７８９８号明細書は、傾きセンサ、及び、振動動
作に応答して点灯と消灯、又は交互に点滅する同色の複数光源を備えたブリックおもちゃ
を開示している。米国特許第７，７０８，６１５号明細書は、センサブリック、ロジック
ブリック、及び機能ブリックを別々に設けたブリックおもちゃシステムを開示している。
下記のブリックおもちゃもまたスイッチを閉じると音を出力する。ＬＥＧＯ　ｄｏｏｒｂ
ｅｌｌ　Ｂｒｉｃｋ　＃５７７１、ＬＥＧＯ　Ｓｐａｃｅ　Ｓｏｕｎｄ　Ｂｒｉｃｋ　＃
５５２０６Ｃ０５。
【０００８】
　様々な機器が表示スクリーン上に画像を生成する。画像生成機器の一種はパッドコンピ
ュータ等のコンピュータであり、表示スクリーンを介してコンピュータとの対話（intera
ction）が可能に設計されることが可能である。これは、例えば表示スクリーン上に描か
れた線や、表示スクリーン上の適切なアイコンを選択することによって動作の開始を可能
とするタッチスクリーン技術では一般的である。表示スクリーンを介したコンピュータと
の対話は、タッチスクリーン技術に加えて、一般にライトペンと呼ばれる機器の利用によ
っても行うことができる。例えば、米国特許第４，６７７，４２８号明細書を参照。ライ
トペンに基づく対話では、電子ビームによるスクリーン上の蛍光体の励起によって画像が
陰極線管（ＣＲＴ）上に生成される。この励起は発光を引き起こす。単一点による電子ビ
ームがラスタパターンで画像を走査するので、スクリーン上の任意の一点における光は、
ビームがスクリーンの異なる部分に進行するにつれ時間と共に減衰する。次のスクリーン
の走査期間に画像はリフレッシュされる。スクリーン上の任意の一点における強度はスク
リーンのリフレッシュレートで点滅し、通常、時間に対してプロットすると高速で立ち上
がり、よりゆっくりと立ち下がる鋸歯状の波形を示す。スクリーン上の任意の所定点から
の光は、スクリーン上のその点における画像が完全な黒でない限り、ビームが任意の位置
を通過するに伴い急激に増加する。ディスプレイは任意の所定時刻における電子ビームの
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位置を把握しており、この位置が、光レベルの鋭いジャンプをライトペンが検出した瞬間
に捕捉される。この方法により、ライトペンはポインティングデバイスとして使用できる
。ライトペンは、追加的なマウスボタンに類似のボタンと一緒に使用するのが一般的であ
り、ボタンはペンがある面に対して押されると機械的に活性化されるように配列されるこ
ともある。
【発明の概要】
【０００９】
　基板組立品の第１の例は、取り外しが可能な状態で互いに結合可能に構成された遊戯片
と一緒に用いられ、基板、及び動作可能な状態で基板と結合した画像生成機器を備える。
基板は表示領域を備え、表示領域は遊戯片を取り外し可能な状態で表示領域に取り付け可
能とするための結合要素を有する。表示領域はまた結合要素に隣接する領域を備える。基
板組立品はまた、画像生成機器により生成された画像を少なくとも基板の表示領域に向け
て送信するための手段を備える。
【００１０】
　基板組立品の第１例のいくつかの実施形態は、下記の１以上を備えることができる。画
像生成機器は画像がその上に生成される表示スクリーンを備えることができる。画像送信
手段は基板の概ね透明な部分を備えることができ、これにより表示スクリーン上に生成さ
れた画像は基板を通過でき、基板の表示領域において視認される。基板は取外しが可能な
状態で画像生成機器に取り付け可能である。画像生成機器はコンピュータを備えることが
できる。基板組立品は結合要素を使用して表示領域上の第１の位置に取外しが可能な状態
で取り付けられた遊戯片を備え、画像生成機器がコンピュータであり、遊戯片及び基板は
一時的でない記憶媒体に保存されたコンピュータプログラム命令を備え、当該命令がプロ
セッサ上で実行されると、遊戯片から受信したメッセージに従ってプロセッサにフロー又
は分岐からなる動作を実行させるものとすることができる。基板は、画像生成機器により
生成された画像が基板を通過し、結合要素及び結合要素に隣接する領域を通って視認でき
るように構成することができる。組立品は、更に、結合要素を使用して表示領域上の第１
の位置に取外しが可能な状態で取り付けられた遊戯片と、少なくとも下記の１つのための
磁場を生成するコイルとを備えることができる：（１）基板から遊戯片へのエネルギーの
伝送、及び（２）遊戯片への信号の送信及び遊戯片からの信号の受信。組立品は、更に、
結合要素を使用して表示領域上の第１の位置に取外しが可能な状態で取り付けられた遊戯
片を備え、遊戯片が、遊戯片による光学的信号の受信に基づいて活性化可能な無線自動識
別（ＲＦＩＤ）装置及び近距離無線通信（ＮＦＣ）トランスポンダの少なくとも１つを有
することができる。遊戯片は、更に、画像生成機器と動作可能に結合したタッチセンサ膜
を備え、基板がタッチセンサ膜を覆う複数のアクセス領域を備え、少なくとも１つの選択
されたアクセス領域においてユーザによるセンサ膜へのタッチ入力が可能となる。基板は
、離間した電極の第１組と第２組で構成された格子を備え、電極の第１組は電極の第２組
に対して横断方向に延伸し、電極の第１組及び第２組が画像生成機器と動作可能に結合す
る構成とすることができる。
【００１１】
　基板組立品の第２の例は、基板体、遊戯片、及び三角測量手段を備える。基板体は遊戯
片支持面を有し、遊戯片を当該遊戯片支持面上のある位置に支持する。三角測量手段は、
遊戯片が遊戯片支持面上の当該位置にあることを示す信号を生成するため、遊戯片及び基
板体と関係する。第２例のいくつかの実施形態では、基板体は遊戯片が遊戯片支持面に対
して取り外し可能な状態で取り付けられるための結合要素を備えることができる。
【００１２】
　基板は、一例として（１）その上に画像が生成される表示スクリーンを有する画像生成
器、及び（２）複数の遊戯片を互いに取り外し可能な状態で結合可能に構成された遊戯片
、と一緒に使用される。基板は、本体部及び取り付け構造を備える。本体部は、遊戯片を
表示領域に取り外し可能な状態で取り付け可能とする結合要素を有する表示領域、及び当
該結合要素に隣接する領域を有する。本体部は内側領域を有し、内側領域と表示領域は基
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板の向かい合う側にある。取り付け構造は、当該本体部の内側領域が画像生成器の表示ス
クリーンに隣接するように、本体部を画像生成器に取り外し可能な状態で取り付けるため
に用いられる。内側領域と表示領域の間にある本体部の少なくとも一部は、画像生成器の
表示スクリーンにて生成された画像が本体部を介して表示領域へと通過し、結合要素及び
結合要素と隣接する領域において視認できるように、概ね透明であることができる。
【００１３】
　遊戯片と一緒に用いられ、画像を生成し、且つ遊戯片と対話する組立品の一例は、画像
生成機器、画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタ、及び第１の遊戯片を備え
る。画像生成機器は生成された画像がその上に表示される表示スクリーンを備える。生成
された画像は、視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化した画像を備え
る。第１の遊戯片は表示スクリーンに対して第１の位置にあることができる。第１の遊戯
片は光学表示メッセージセンサ、及びメッセージトランスポンダを備える。光学表示メッ
セージセンサは視覚的な光学的に符号化された一体メッセージ画像を受信し、光学的に符
号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を生成する。メッセ
ージトランスポンダは、光学表示メッセージセンサから少なくとも当該第１の信号を受信
するために光学表示メッセージセンサと結合している。メッセージトランスポンダは、レ
セプタとも結合しており、当該第１の信号に少なくとも部分的に基づいて第２の信号を生
成し、レセプタに送信する。
【００１４】
　画像を生成し、且つ遊戯片と対話する組立品のいくつかの実施形態は、下記の１以上を
備えることができる。レセプタは少なくとも音レセプタ、電磁放射レセプタ、及び、磁界
レセプタの少なくとも何れか１つであり、第２の信号は音第２信号、電磁放射第２信号、
磁界第２信号のうち対応する１つであることができる。組立品は表示スクリーン上に取り
付け可能な基板を備え、当該基板が表示領域を備え、当該表示領域が、遊戯片を取り外し
可能な状態で表示領域に取り付け可能とするための結合要素を備えた構成とすることがで
きる。光学的に符号化されたメッセージ画像はユーザにより視認できないものとすること
ができる。光学的に符号化されたメッセージ画像は、特定の遊戯片を宛先とするように符
号化された情報を含むことができる。第２の信号は、下記の１以上を備えることができる
：（１）第１の遊戯片のグラフィック表現、（２）第１の遊戯片についての他の情報、及
び（３）第１の遊戯片についての情報を有している局所データベース、遠隔データベース
、参照テーブルのうち少なくとも何れか１つへのアドレス。光学的に符号化されたメッセ
ージ画像は、その表示スクリーン上の物理的位置に応じて変化することができる。光学的
に符号化されたメッセージ画像は、（１）当該物理的位置の座標、（２）当該物理的位置
における生成画像の視覚画像部分についての情報、（３）遊戯片に対するゲームデータ、
（４）遊戯片上のアクチュエータに対するデータのうち少なくとも１つに関する情報を含
むことができる。光学的に符号化されたメッセージ画像は表示スクリーン上の多くの物理
的位置で生成されることができ、第２の遊戯片が表示スクリーンに対して第２の位置にあ
ることができる。組立品は、また、動作可能な状態で結合した第１及び第２の画像生成機
器を備えることができ、第２の遊戯片が第２の画像生成機器の表示スクリーンに対して第
２の位置にあって、第２の遊戯片への光学的に符号化されたメッセージ画像が、当該遊戯
片からの第２の信号に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。第２の遊戯片
は表示スクリーンに対して第２の位置にあり、第２の遊戯片への光学的に符号化されたメ
ッセージ画像が、第１の遊戯片からの第２の信号に少なくとも部分的に基づくものとする
ことができる。第１の遊戯片及び第２の遊戯片は、夫々、これら同士の間でメッセージの
転送を可能とする遊戯片－遊戯片間通信装置を備えることができる。第１の遊戯片は、メ
ッセージトランスポンダと結合し、メッセージトランスポンダへセンサデータを提供する
ためのセンサを備えることができ、第２の信号が少なくとも部分的には当該センサデータ
に基づいて生成されるように構成することができる。第１の遊戯片は（１）光学表示メッ
セージセンサからのメッセージを受信するために、動作可能な状態で結合したアクチュエ
ータ、及び（２）アクチュエータの動作についてのデータを含むメッセージをメッセージ
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トランスポンダから受信するために、動作可能な状態で結合したアクチュエータの少なく
とも１つを備えることができる。
【００１５】
　ブリックおもちゃの第１の例は、筐体、第１の結合要素、動作組立品、及び電源を備え
る。第１の結合要素は、筐体を、少なくとも１つの別のブリックおもちゃの筐体と、取り
外し可能な状態で結合させる。動作組立品は筐体内に携えられている。動作組立品は、ユ
ーザにより再プログラム可能な演算制御素子と、入力値を検知することが可能な少なくと
も１つのセンサ素子とを備え、当該少なくとも１つのセンサ素子が演算制御素子と動作可
能な状態で結合している。ユーザにより再プログラム可能な演算制御素子は、検知された
入力値に少なくとも部分的に基づいてアクチュエータ出力を生成するように構成される。
動作組立品はまた、動作可能な状態で演算制御素子と結合し、アクチュエータ出力を受信
する少なくとも１つのアクチュエータを備える。電源は動作組立品と、電力を供給するた
めに結合される。
【００１６】
　また、第１の例は下記の１以上を備えてもよい。演算制御素子は内蔵ファームウェアが
付属するマイクロプロセッサ又はマイクロコントローラのうち選択された１つであっても
よい。演算制御素子はデジタル論理チップ、ＦＰＧＡ、ＲＯＭ又はＲＡＭ内の参照テーブ
ル、ファジー論理、及びアナログ回路の少なくとも１つを備えてもよい。演算制御素子は
、検出、及び作動データを後の検索のために保存するように構成されてもよい。電源は充
電可能な電気エネルギー保持素子、及び：動作可能な状態でそれと接続される誘導式充電
器、動作可能な状態でそれと接続される太陽光収集充電器、筐体に設けられ、充電可能な
電気エネルギー保持素子が外付けの電気エネルギー充電源と接続できるように当該充電可
能な電気エネルギー保持素子と接続される電気コネクタ、の何れかを備えていてもよい。
【００１７】
　また、第１の例は下記の１以上を備えてもよい。センサ素子は無線受信機及び無線送受
信機の少なくとも１つを備えてもよい。センサ素子は次の少なくとも１つを備えてもよい
：軸傾きセンサ、ジャイロセンサ、重力センサ、及び加速度センサ。センサ素子は次の少
なくとも１つを備えてもよい：静止画及び動画の少なくとも１つを記録可能なデジタルカ
メラ、ブリックおもちゃの周囲に対する位置の三角測量を可能とする位置測量可能受信機
、把持力センサ、スイッチ、磁界センサ、及び電界センサ、温度センサ、複数のセンサ素
子。センサ素子はまた、演算制御素子が受信するためのデータ信号を生成するように構成
されたデータセンサ素子を備え、当該センサ素子が当該センサ素子への入力に基づきアナ
ログ信号を生成するように構成され、演算制御素子が、当該センサ素子からの当該アナロ
グ信号をアクチュエータ素子が受信するためのデジタル信号に変換するためのアナログ‐
デジタル変換能力を有したマイクロコントローラを備え、当該アクチュエータ素子が送信
機の形式であるものであってもよい。いくつかの例では、送信機は外部演算機器へデータ
を送信する構成としてもよい。データ収集センサ素子が、収集されたデータを無線により
送信するように構成され、（１）リアルタイム、或いは（２）遅延を伴っての少なくとも
何れかに従って、当該収集されたデータを演算制御素子へ送信するように構成されていて
もよい。
【００１８】
　また、第１の例は下記の１以上を備えてもよい。アクチュエータは筐体に対してシャフ
ト軸の周りを回転可能なシャフトを備えてもよい。センサ素子は当該シャフトと動作可能
に結合したシャフト角センサを備えてもよい。アクチュエータはシャフト軸に沿って筐体
に対して直線的に移動可能なシャフトを備え、センサ素子が当該シャフトと動作可能に結
合したシャフト線形位置センサを備えるものとしてもよい。アクチュエータは下記の１以
上を備えてもよい：少なくとも１つのモータ、少なくとも１つの音響発生器、少なくとも
１つの強度及び色が可変な又は固定の光源、カラー又はモノクロのグラフィック又はテキ
スト表示部、少なくとも１つの電気ソレノイド、及び、少なくとも１つの無線送信機又は
送受信機。複数のアクチュエータが一つのブリックおもちゃ内に同時に存在していてもよ
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い。ブリックの少なくとも１面は方形でない形状とすることができる。ブリックおもちゃ
は固有の電子的識別アドレスを有していてもよい。また、グループ電子的識別アドレスを
有し、グループ電子的識別アドレスを用いて複数のブリックおもちゃを同時に指定できる
ようにしてもよい。
【００１９】
　ブリックおもちゃの第２の例は、筐体、第１の結合要素、動作組立品、及び電源を備え
る。第１の結合要素は、筐体を、別の少なくとも１つのブリックおもちゃの筐体と、取り
外し可能な状態で結合させる。動作組立品は筐体内に携えられ、演算制御素子と、複数の
入力値を検知することが可能な少なくとも１つのセンサ素子とを備え、当該センサ素子が
演算制御素子と動作可能に結合している。演算制御素子は現在検知した入力値と前回検知
した入力値に少なくとも部分的に基づいてアクチュエータ出力を生成するように構成され
る。動作組立品はまた、動作可能な状態で演算制御素子と結合し、アクチュエータ出力を
受信する少なくとも１つのアクチュエータを備える。電源は動作組立品に電力を供給する
ために結合される。第２の例では、演算制御素子は再プログラム可能な演算制御素子であ
ってもよく、アクチュエータ出力はアクチュエータ出力の経時変化を含んでいてもよい。
【００２０】
　ブリックおもちゃの第３の例は、筐体、第１の結合要素、動作組立品、及び電源を備え
る。第１の結合要素は、筐体を、少なくとも１つの別のブリックおもちゃの筐体と、取り
外し可能な状態で結合させる。動作組立品は筐体内に携えられ、演算制御素子と、複数の
入力値の連続体を検知することが可能な少なくとも１つのセンサ素子とを備え、当該セン
サ素子が演算制御素子と動作可能に結合している。演算制御素子は検出された入力値の連
続体に少なくとも部分的に基づいてアクチュエータ出力を生成するように構成される。動
作組立品はまた、動作可能な状態で演算制御素子と結合し、アクチュエータ出力を受信す
る少なくとも１つのアクチュエータを備える。電源は動作組立品に電力を供給するために
結合される。第３の例では、演算制御素子は再プログラム可能な演算制御素子であっても
よく、アクチュエータ出力はアクチュエータ出力の経時変化を含んでいてもよい。
【００２１】
　本発明の他の特徴、態様、及び効果は、図面の説明、詳細な記載、及び、これらに続く
請求の範囲に基づき理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　以下の図１～図３５は、米国特許出願第１３／６８１，１４３号から引用したものであ
る。
【図１】太陽電池セルとアクチュエータシャフトを備えたブリックおもちゃの一例を示す
図
【図２】ブリックおもちゃの内部構成要素を示すブロック図
【図３】誘導式の充電器を備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図４】マイクと光検出器を備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図５】無線受信機とＧＰＳセンサを備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図６】３次元傾斜センサ、ジャイロスコープ、又は重力センサを備えたブリックおもち
ゃの一例を示す図
【図７】カメラを備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図８】シャフト角センサとシャフト伸長センサの一方又は両方を備えたブリックおもち
ゃの一例を示す図
【図９】ロゼット型のひずみゲージを備えてなる把持力センサを備えた把持力ブリックお
もちゃの一例を示す図
【図１０】図９の把持力ブリックおもちゃの構成を簡略化して説明する図
【図１１】外側面に電気スイッチを備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図１２】図１１のブリックおもちゃの電気スイッチと演算制御素子との接続の様子を示
す簡略化した図
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【図１３】温度変換器を備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図１４】図１３の温度変換器が増幅器を介してブリックおもちゃの演算制御素子と接続
される様子を説明する簡略化した図
【図１５】ブリックおもちゃと一緒に用いられるマイクロコントローラの一例のブロック
図
【図１６】電源管理信号の検出と作動を説明するフロー図
【図１７】光源を備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図１８】スピーカを備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図１９】平面ディスプレイを備えたブリックおもちゃの一例を示す図
【図２０】有機ＬＥＤ及び有機ＬＣＤの少なくとも１つを備えたブリックおもちゃの一例
を示す図
【図２１】投影型画像ディスプレイからの投影画像を備えたブリックおもちゃの一例を示
す図
【図２２】ファイバ光学ディスプレイからの画像を備えたブリックおもちゃの一例を示す
図
【図２３】動かすとモーションセンサが検知し、音を出し、プロペラを回すことが可能な
、ブリックおもちゃで構築されたおもちゃの飛行機の一例を示す図
【図２４】モーションセンサ、記録装置、及び、車両音を発するスピーカを備えたブリッ
クおもちゃを用いたおもちゃの車の一例を示す図
【図２５】図７のカメラブリックを備え、カメラからの画像を携帯の又は固定のコンピュ
ータ機器に表示する、おもちゃブリックで構築されたおもちゃの列車の一例を示す図
【図２６】飛行する昆虫又は航空機の形状をし、種々の昆虫又は航空機を連想させる画像
を表示しているブリックおもちゃの例を示す図
【図２７】飛行する昆虫又は航空機の形状をし、種々の昆虫又は航空機を連想させる画像
を表示しているブリックおもちゃの例を示す図
【図２８】飛行する昆虫又は航空機の形状をし、種々の昆虫又は航空機を連想させる画像
を表示しているブリックおもちゃの例を示す図
【図２９】図２６～図２８の飛行する昆虫又は航空機おもちゃブリックの画像を更新する
ために用いられる携帯コンピュータ機器を説明する図
【図３０】ブリックおもちゃの太陽光パネル充電システムの一例を説明する簡略化された
ブロック図
【図３１】誘導式の充電器を備えた、ブリックおもちゃの誘導結合充電システムの一例を
説明する簡略化されたブロック図
【図３２】衝突試験記録アルゴリズムの一例を説明するフロー図
【図３３】アドレス可能機器通信アルゴリズムの一例を示すフロー図
【図３４】ブリック色変更アルゴリズムの一例を示すフロー図
【図３５】ブリックおもちゃのアバターを操作するためのアルゴリズムを示す図
【図３６】基板の一部が画像生成機器の表示領域が表れるように基板の一部を取り除いた
状態で、基板組立品の全体を示す図
【図３７】画像が遠隔で生成され、ＤＬＰ投影システムを使用して基板２０２に伝送され
る第１の例を示す図
【図３８】画像が遠隔で生成され、ミラーによって画像を表示スクリーンから基板上へ向
ける第２の例を示す図
【図３９】画像を光ファイバによって基板の上面に伝送する例を説明する図
【図４０】画像を光ファイバによって基板の上面に伝送する例を説明する図
【図４１】基板が、表示スクリーンから離れて表示スクリーンを囲む第１の部分を備える
基板組立品を上から見た平面図
【図４２】第１の部分の内部内側に基板の第２の部分を有し、表示スクリーンの一部を直
接視認可能とする開いた領域を有する、図４１の構造を示す図
【図４３】基板の別の第２の部分が基板の第１の部分の内部全部を埋め、表示スクリーン
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を完全に覆っている、図４１の構造を示す図
【図４４】画像生成機器が表示スクリーンの直上にタッチセンサ膜を備え、結合要素が、
図４４に示すタッチセンサ膜から離間した位置からタッチセンサ膜と接触する位置へ、ユ
ーザによって歪むことを可能とするために、基板の結合要素を囲む領域が柔軟要素である
、図３６の基板組立品の一例の簡略された部分断面図
【図４５】柔軟要素がジグザグの薄い柔軟要素である、図４４の構造の別の例を示す図
【図４６】柔軟要素が基板の切り欠きにより形成される複数の離間した要素である、図４
４の構造の別の例を示す図
【図４７】アクセス領域が、結合要素から離れた位置に基板内に形成された孔で生成され
ている、図４４の構造の更に別の例を示す図
【図４８】ユーザが基板上のどこと、直接又はブリックおもちゃを介して接触しているか
を判定するために使用される、離間し平行な電極の組であって、互いに横断する方向の電
極の第１組及び第２組からなる格子を備えた基板の簡略化された部分上面図
【図４９】容量性タッチ電極を備えた基板の一例を説明する簡略化された断面図
【図５０】基板の表示領域上に投影された画像を示す図３６の基板組立品の一部の簡略化
された上面図であり、基板上のブリックおもちゃの場所に基づいて、メッセージ又は信号
等の情報が、画像によってブリックおもちゃに提供されることが可能である。
【図５１】光学的に符号化されたメッセージ画像としてブリックおもちゃに情報を伝える
ために、画像の一部がぼやけている、図５０と類似の図
【図５２】基板の表示領域上に投影される光学的に符号化されたメッセージ画像に応答し
て生成される信号を、基板の表示領域に取り付けられたブリックおもちゃから受信するこ
とができるレセプタを備えた基板組立品を上から見た平面図であり、ブリックおもちゃに
より生成される信号は、ブリックおもちゃの場所や種類等の情報を含むことができる。
【図５３】画像の一部の光学的に符号化されたメッセージ画像が、基板の表示領域上に配
されたブリックおもちゃにより走査される、又は画像化可能な２次元バーコードの形式で
ある例を説明する図
【図５４】走査ルーチンのソフトウェア実装例を示すフロー図
【図５５】基板組立品及びブリックおもちゃ或いは他の遊戯片の構成要素の一例、及び、
構成要素同士の対話を示す模式図
【図５６】メモリにマップされ、時間変化する通信画像と、メモリにマップされ、時間変
化するゲーミング画像を組み合わせ、メモリにマップされ、時間変化する表示画像を生成
する方法を表す模式図
【図５７】メモリにマップされ、時間変化するメッセージデータを、メモリにマップされ
、時間変化する変調関数によって変調し、メモリにマップされ、時間変化する通信データ
を得る方法を表す模式図
【図５８】基板組立品、近距離無線通信（ＮＦＣ）読取装置、及び無線タグの使用を備え
た実装の一例を示す図
【図５９】図５８の例等において、基板と無線タグが使用されるブリックおもちゃ又は他
の遊戯片との間の対話を示すブロック図
【図６０】ブリックおもちゃ又は他の遊戯片が２以上の光レセプタを有する場合の、基板
組立品の一例を示す簡略化された図
【図６１】一方向に延伸する列走査線と、横断方向に延伸する行走査線を備え、走査線が
結合素子間の境界を形成している基板の模式図であり、典型的にはコイルの直上に位置す
るブリックおもちゃとの通信のために、当該電気コイルが列走査線及び行走査線とその交
差位置で接続されている。
【図６２】列線と行線の交差位置に、結合要素と隣接して、ＬＥＤ等の発光機器を有する
、図６１と類似の構造を示す図
【図６３】基板の４隅に三角測量送信機／レセプタを備え、基板上のブリックおもちゃの
位置を判定可能な基板組立品を示す図
【図６４】ブリックおもちゃ又は他の遊戯片による種々の通信形態を示す図
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【図６５】ブリックおもちゃ又は他の遊戯片による種々の通信形態を示す図
【図６６】ブリックおもちゃ又は他の遊戯片による種々の通信形態を示す図
【図６７】ブリックおもちゃ又は他の遊戯片による種々の通信形態を示す図
【図６８】基板、及び基板の隅に設けられた三角測量送信機／レセプタを示す簡略化され
た模式図
【図６９】直線状の平行な光学ファイバと曲線状の光学ファイバを有して、ブリックおも
ちゃの２以上の表面に画像を向けるブリックおもちゃの簡略化された横断面図
【図７０】２つの遊戯片同士と、図５２に示すレセプタを備えた１つの画像生成機器との
間の対話を示すほかは、図５５と類似の図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の説明は具体的な構造の実施形態及び方法を参照して一般的に行われる。具体的に
開示された実施形態及び方法に発明を限定する意図ではなく、他の特徴、要素、方法及び
実施形態を使用して発明が実施されてもよいことが理解される。好ましい実施形態は本発
明の説明のために記載され、特許請求の範囲で規定される発明の範囲を限定するものでは
ない。本技術の通常の技能を有する者は、以下の記載に基づき多種の等価な変形を認識す
るであろう。種々の実施形態において同種の要素は、同種の参照符号を付して共通に参照
される。
【００２４】
　上述した先行技術は、小さな子供用に適した動きのないブリックおもちゃ、或いは、機
能を実現するために自動制御が可能（インテリジェント）に組み立てられる必要のある、
より複雑な電源及び配線つきの又は結合したブリックおもちゃ要素からなる。機能を実現
するためにインテリジェント結合を要するブリックおもちゃは、ずっと年長の子供に適し
ている。ここで述べるブリックおもちゃの例は、より年少の子供に対し、電気の概念につ
いての理解を必要とすることなく、動きの機能の体験を可能とする。ブリックおもちゃは
、他の遊戯片と同様に、図３６以降で説明される基板組立品と一緒に用いるのに適してい
る。
【００２５】
　加えて、上述の先行技術は一般に、電源を提供し、ブロック間の機能を制御するために
ブロック間の配線を必要とする。そのような配線又はブロック間の接続は、ブロックによ
り作成されるべき対象物から遠ざける。ブリックおもちゃの例は、配線を使用することな
く実現されるいくつかの機能を可能とする。一方で、米国特許第７，７０８，６１５号明
細書に開示されたブリックおもちゃ建物システムは配線を必要としないが、機能ブリック
、センサブリック、及び論理ブリックを開示し、インテリジェントな組み立てを必要とす
るため、年少の子供には適さない。
【００２６】
　ブリックおもちゃの種々の例の意図は、如何にしてその体験が届けられるかの知識を得
る必要についてユーザに負担を負わせることなく、エンドユーザにブリックおもちゃによ
る豊富な体験を提供することである。一般にユーザが体験を開始するためにある動作を実
行し、ブリックおもちゃ内のセンサ及びコントローラがユーザのブリックとの対話を検知
したとすれば、その後、刺激に応答して、ブリックおもちゃが自動で動作を実行する。
【００２７】
　図１に示すように、ブリックおもちゃの第１の例は、大きさが典型的には各辺において
３インチ以下の筐体１２を備えた単一のブリックおもちゃ１０であり、筐体が、ブリック
おもちゃ１０の筐体１２を別のブリックおもちゃの筐体と取り外し可能な状態で結合する
ために用いられる結合要素１４を携えている。結合要素は典型的には釘（peg）、或いは
他の延伸する要素を含み、図示しないが、他のブリックおもちゃ１０の筐体１２に形成さ
れた対応する開口と対をなす第１の結合要素として機能する。説明を容易にするため、た
だ１組の釘型の結合要素１４が示されている。結合要素は概して従来のものであり、ＬＥ
ＧＯブランドのブリックおもちゃで用いられる結合要素と互換性を有するものであってよ
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い。図１のブリックおもちゃの例はまた、筐体１２の一面に取り付けられた太陽電池セル
１６と、筐体１２の別の面から延伸するシャフト１８を備える。太陽電池１６はブリック
おもちゃ１０に対し電源の一部を構成し、シャフト１８はアクチュエータの一種である。
これらの特徴は以下でより詳細に説明される。ブリックおもちゃ１０はまた、ブリックお
もちゃ内に一体化されたセンス及び制御機能を備えている。
【００２８】
　このブリックおもちゃ１０は刺激に応答して機能を実行する。実行される機能は、後述
するように、ブリックおもちゃ１０内に設けられたセンサ、コントローラのプログラミン
グ、及び、設けられたアクチュエータに依存する。
【００２９】
　図２はブリックおもちゃ１０の例の主な機能構成のブロック図２０である。この例では
、充電器２２が、筐体１２に取り付けられ、又は筐体１２との一体部分となっている。充
電器２２は、典型的には太陽電池セル１６、或いは図３に示す誘導式充電器２４の形式で
ある。太陽電池セル１６は光から電気を生成するために用いられる。誘導式充電器２４は
エネルギー保持素子２６を充電する電流を生成するために電磁誘導を利用する。図示され
ていないが、外付けの充電ステーションが交番磁界を生成し、電磁気エネルギーを誘導式
充電器２４に送るための誘導式充電器２４のコイルの近傍に配置されることで、誘導式充
電器２４のコイル内に電流を誘起させる。充電器２２は線２８により充電可能なエネルギ
ー保持素子２６と接続されている。エネルギー保持素子２６は典型的にバッテリーの形式
である。しかしながら、エネルギー保持素子２６は容量性エネルギー保持素子のような他
の種類であることができる。充電機器２２とエネルギー保持素子２６は電源２９を構成す
る。エネルギー保持素子２６は電源線３６により少なくとも１つのセンサ素子３０、演算
制御素子３２、及び、通例少なくとも１つのアクチュエータ３４と接続される。センサ素
子３０は線３８を介して演算制御素子３２と通信し、演算制御素子３２は線３９によって
アクチュエータ３４と結合されている。アクチュエータ３４で必要な電力が例えば演算制
御素子３２を介して提供される場合もある。
【００３０】
　ブリックおもちゃ１０内の充電可能な電源２９の提供により、ブリックおもちゃ１０を
配線を必要としない構造に具体化することが可能になる。さらに、充電可能であることか
ら、ブリックおもちゃ１０を用いて構築した任意のモデル又は他の構造は、バッテリーの
取り替え又は再充電のために分解の必要がなく存在できる。また、電気的接触なく電力を
転送可能であることにより、子供にとって安全或いは扱い易いようにブリックを密閉する
ことが可能になる。
【００３１】
　ブリックおもちゃのいくつかの例における機能の１つは、センサ素子３０を介して入力
を検知し、その後、後述されるコンピュータ又は他のロジックを介して、入力条件が１以
上のアクチュエータ３４を作動させるための所定の要件を満足するかを判定することであ
り、満足する場合、一般に所定のパターンに従って逐次、或いは同時に１以上のアクチュ
エータ３４を作動させる。
【００３２】
　センサ素子３０は下記の１以上であることができる：（１）図４に示すマイク４０であ
って、限定されないが、例えば拍手音や音声認識のような、音に符号化されたトリガを受
け付けるもの、（２）図４に示す赤外又は可視光検出器４２であって、限定されないが、
例えば赤外リモコンの信号、又は懐中電灯のビームが光センサを横切っての通過等、光で
符号化されたトリガを受け付けるもの、（３）図５に示す無線送受信機４４であって、限
定されないが、例えばｉＰａｄからのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号等、無線周波
数に符号化されたトリガを検出するもの、（４）図６に示す３次元傾斜センサ、ジャイロ
センサ、又は重力センサ４６であって、限定されないが、例えばブリックおもちゃ１０の
振動又は向き、ブリックおもちゃのある運動の時間変化等、運動がトリガとなるイベント
を検知するもの、（５）図７に示す静止画又は動画を記録するカメラ４８、（６）限定さ
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れないが、例えば全地球測位センサ等の、図５に示す位置三角測量センサ５０、（７）図
８に示すシャフト角センサ５２、及び、（８）同じく図８に示すシャフト伸長センサ５４
。
【００３３】
　図９に示す、典型的にはひずみゲージロゼット方式の把持力センサ５６は、ブリックお
もちゃ１０に加えられた力を検知するのに用いられる。図１０は、演算制御素子３２と結
合した増幅器５８を備え、把持力ブリック１０と呼ばれることもある、ブリックおもちゃ
１０内部の構成を簡略化して説明している。例えば、２つの押しボタン式の電気スイッチ
を備える。スイッチ６０は両方ともブリックおもちゃ１０の一面に示されているが、より
多い、又はより少ない数を用いることもできるし、複数の面上に設けることもできる。図
１２は、簡略化された形で、ブリックおもちゃ１０内の演算制御素子３２と結合されるス
イッチ６０を示している。
【００３４】
　いくつかの例では、図示されていないが、電源２９、アクチュエータ３４又はセンサ素
子３０等の構成部品を筐体１２から分離するのに要する力が、ブリックおもちゃ１０の筐
体１２を別のブリックおもちゃ１０の筐体１２から分離するのに要する力よりも大きくな
るように構成されてよい。
【００３５】
　図１３は、一般にブリックおもちゃの一つの壁の内面に沿って固定された温度変換器６
２を備えた、温度変換器型のブリックおもちゃを示している。温度変換器６２は、抵抗型
、熱結合型、及び半導体温度変換器を含み、種々の種類であってよい。図１４は増幅器６
４を介して演算制御素子３２と結合される温度変換器６２を示している。演算制御素子３
２は、限定されるものではないが、マイクロプロセッサ、アナログ又はデジタル回路、又
はファジー論理コントローラにより実装されることができる。図１５はマイクロプロセッ
サの形式の演算制御素子３２の一例を説明する模式図である。演算制御素子３２は製造時
に予めプログラムされることができるが、現場でプログラム又は再プログラムを可能とし
てもよい。
【００３６】
　図１５の例において、演算制御素子３２は単一チップのマイクロコントローラである。
マイクロコントローラは、メモリ、通信装置、入出力装置等の数種の異なる周辺装置が１
片のシリコンダイに組み込まれたマイクロプロセッサである。
【００３７】
　周辺装置は下記のものを含むが、これに限られるものではない：ＵＳＢ（Universal Se
rial Bus）、ＵＳＡＲＴ（UniversalSynchronous/Asynchronous Receiver Transmitter）
、Ｉ２Ｃコンピュータバス、ＡＤＣ（アナログ‐デジタル変換器）、ＤＡＣ（デジタル‐
アナログ変換器）、タイマ、パルス幅変調器、フラッシュメモリ、ＲＡＭメモリ、ＥＥＰ
ＲＯＭ（電気的に消去・プログラム可能な読み出し専用メモリ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈイ
ンタフェース、イーサネット（登録商標）インタフェース、液晶ドライバインタフェース
。当該マイクロコントローラの例として、Texas Instruments社のＴＭＳ３２０ＬＦ２８
ＸＸファミリー又はＭＳＰ４３０ファミリーのマイクロコントローラが挙げられる。
【００３８】
　一般にマイクロコントローラは特定のタスクを実行するために設計され、現存する全て
の可能な周辺装置のうちの一部だけが、そのタスクを実行するために必要とされる。通常
、周辺装置のうち入出力だけは金属ピンを介して外部からアクセス可能になっている。内
部データ及びメモリアクセスバス構造は一般にチップの外部アクセス可能ピンと接続され
ない。
【００３９】
　マイクロコントローラは、１以上のその外部アクセス可能ピンに提示された電流又は電
圧信号を受信する。これらの信号は一般に一度に、連続してサンプリングされるか、マイ
クロコントローラ内のアナログ‐デジタル変換器のような回路によって一定の時間間隔で
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サンプリングされる。そのような信号の時間変化及び振幅が内部メモリに保持され、アル
ゴリズムにより解析されてもよい。例として、音声認識アルゴリズムはマイクからのデジ
タル化された音声を解析し、運動検出アルゴリズムは加速度計又は傾斜スイッチからの信
号を解析してもよい。
【００４０】
　デジタル化された電気信号を解析するアルゴリズムは、Ｂａｓｉｃ、Ｃ、又はアセンブ
リ等の言語により記述される。アルゴリズムは、「入力信号がある値よりも大きければ、
出力をオンせよ」といった論理機能を実装してもよい。加えて、信号は、限定されないが
、フーリエ変換や、カルマンフィルタのようなＳ又はＺドメインにおけるフォームフィー
ドバックに基づくアルゴリズム等の変換を用いて、変換されてもよい。ニューラルネット
ワークに基づくファジー論理等の他のアルゴリズムもまた実装可能である。実際、パーソ
ナルコンピュータ上で実行できる殆ど全てのアルゴリズムは、マイクロコントローラベー
スの設計において実装可能である。
【００４１】
　信号は、ｉＰａｄ（登録商標）又は他のタブレットコンピュータ等の外部機器へのＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ接続等の通信機器から受信されてもよい。当該信号は、アクチュエーショ
ンが正当であるか否かを判定する試みよりはむしろ、マイクロコントローラが動作を実行
するために必要とする実行すべき動作の完全なメッセージを含んでいてよい。
【００４２】
　演算制御素子３２は、マイクロコントローラ３２の形で、電気信号を受信し、上記信号
を解析し、その後、動作を実行する。アクチュエーションのための信号はマイクロコント
ローラ３２のピンから電気信号として送信される。例えば、音を出すといったアクチュエ
ーションは、マイクロコントローラ３２が電気信号の振幅の時間変化を生成することを必
要とし、ＤＡＣ(デジタル‐アナログ変換器)が、マイクロコントローラ３２のあるピンの
電圧振幅を変化させることによって実現され得る。別の実施形態として、ディスプレイの
アクチュエーションでは、例えば、マイクロコントローラ３２が画像を生成するために多
数の表示画素にＲＧＢ（赤／緑／青）強度を送信することを必要とする。
【００４３】
　マイクロコントローラ３２は、加えて、バッテリーの充電を管理し、また周辺装置の電
源を切ることで電力消費を管理し、さらには低電力モード（スリープモード）への移行を
管理し、信号が存在するか否かを確認する一定間隔の何れかで低電力モードを終了（ウェ
イクアップ）するか、或いはマイクロコントローラをスリープ状態から目覚めさせること
のできる１以上の周辺装置に信号が提示されたことによりウェイクアップする。
【００４４】
　演算制御素子３２は、図１６の例を用いて後述するが、１以上のセンサ素子３０からの
信号を解析し、アクチュエーションが正当であるか否かの判定を行い、その後、演算制御
素子３２のロジック又はプログラムで規定される通りに１以上のアクチュエータ３４に信
号を送信する。演算制御素子３２は、一般に、読み出し及び書き込みが可能なメモリを有
している。当該メモリは不揮発性であってもよい。演算制御素子３２のプログラミングは
、いくつかの例では、例えば無線を介したダウンロードによりプログラムメモリを消去、
再書き込みを行うことで、その場で変更されることも可能である。モニタされた信号デー
タは、後の検索のためにメモリに保存されていてもよい。例えば、衝突試験を行なうブリ
ックおもちゃ１０は、後の検索及び表示のために衝突中のその動きを演算制御素子３２の
メモリ内に保持するようにしてもよいし、後の検索及び表示のために動画又は画像をブリ
ックおもちゃに保持するようにしてもよい。
【００４５】
　図１６に、電源管理、信号検出、及びアクチュエーションの工程の一例を示す。最初に
、開始ステップ６５の後、ステップ６６において演算制御素子３２は省電力モードにある
。ステップ６８において、センサ素子３０からの信号がなければ、プログラムはステップ
６６に戻る。センサ素子３０からの信号が存在する場合、ステップ７０においてプログラ
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ムは電源オンタイマを所定の固定値、例えば６０秒にリセットする。ステップ７０の後、
ステップ７２において信号が存在するか否かを調べる。例えば加速度計からの信号が存在
する場合、ステップ７４においてアクチュエーションのための条件が満足されていれば、
音の出力等の適切なアクチュエーションが実行された後、ステップ７０に戻る。信号がな
い場合、制御はステップ７６に移り電源オンタイマが減少する。その後、制御はステップ
７８に移り、電源オンタイマが切れたか否かが調べられる。タイマが切れていれば、制御
はステップ６６に戻り、切れていなければステップ７２に戻る。
【００４６】
　ブリックおもちゃ１０の出力を発生させるアクチュエータは、限定されるものではない
が、図１７に示す１以上の光源８０、及び、図１８に示すスピーカ８０等の音発生機器で
あることができる。さらに、出力は図１９に示す平面ディスプレイ８４、図２０に示す包
み込み（wraparound）型の有機ＬＥＤ又は有機ＬＣＤディスプレイ８６、図２１に示す投
影型画像表示装置８８及びその投影された画像９０、及び、ファイバ光学表示装置９２及
びその投影画像９４を含んだグラフィックディスプレイにより生成されることができる。
加えて、出力はモータ、無線送信機、無線送受信機、ソレノイド等の多種の他の機器によ
って生成されることができる。アクチュエータ３４もまた種々の送信機を含むことができ
る。アクチュエーションは簡単なオンオフ動作、又は、限定されないが、無線信号の送信
や、さらには動作の時間経過といったより複雑な動作であり得る。
【００４７】
　〈ブリックおもちゃの種々の実施形態の例〉
　例えば、一実施形態において、図１に示したものと類似の単一のブリック１０は、放置
すると、図１６のステップ７８で電源オンタイマが切れること等によって「スリープ」状
態に移行し、その一表面上の太陽電池セル１６から周辺光を介してバッテリー又は他のエ
ネルギー保持素子を充電するものであってもよい。そして、ブリック１０が持ち上げられ
ると、例えば航空機が離陸する音を出したり、下に降ろすと航空機が急降下する音を出し
たり、また、揺らすと銃音を出したりしてもよい。そのようなブリック１０は図２３に示
す戦闘機のブリックおもちゃの構築に適している。図２３に示す戦闘機ブリックおもちゃ
は図２に示す構成を備えた単一のブリックおもちゃを用いて組み立てられる。戦闘機ブリ
ックおもちゃの組み立てに用いられる残りのブリックおもちゃは、図２の構成を有しない
普通のブリックおもちゃである。しかしながら、航空機おもちゃの組み立てにおいて付加
的なブリックおもちゃ１０を用いることも可能である。
【００４８】
　また別の実施形態では、太陽電池バッテリーとＢｌｕｅｔｏｏｔｈ受信機を一体で備え
た、再び図１に示す単一のブリックが、例えばｉＰａｄ（登録商標）等のタブレットコン
ピュータやｉＰｈｏｎｅ（登録商標）等のスマートフォン等からＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線
信号を受信すると、１方の面から突出するシャフトを有する小さなモータを回転させるも
のとしてよい。そのようなブリックは、例えば風車のおもちゃに用いられてもよい。その
ようなブリックの他の利用は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ信号が携帯の又は固定のコンピュータ
又は通信機器から送信されることで遠隔的にプロペラ９８を回転させることのできる、図
２３に示す小さな航空機ブリックおもちゃ９６の構築であってもよい。
【００４９】
　また別の実施形態では、図２４においてレース車１００の構成としての使用が示されて
いるが、ブリック１０は、図１８のブリック１０におけるスピーカ８２、図６のブリック
１０における３次元移動センサ４６等の複数の特徴を有して、前後に動かすとエンジンの
回転音を発生し、一方向に速く動かすとタイヤのスキール音を発生するものとしてよい。
【００５０】
　また別の実施形態では、図１７に類似の、電源を内蔵した透明なブリック１０が、内部
に赤、緑、青の光源８０を有して、その色が、図３４を参照して後述されるコンピュータ
アルゴリズムによってｉＰａｄから遠隔設定されるか、他の実施形態では、傾斜センサ又
は重力センサにより制御されるアクチュエーションによって異なる向きにあるときに色を
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変化させるものとしてよい。
【００５１】
　また別の実施形態では、図２５に示すように、カメラ４８を備えた図７に示したのと類
似のブリックおもちゃ１０が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＷｉ‐Ｆｉを介して映像信号を表
示スクリーンを備えた携帯の又は固定の機器に送信するものとしてよい。そのようなブリ
ックは、限定されないが、列車ブリックおもちゃ１０２等の様式に取り込まれる場合、当
該おもちゃから見える景色１０４を、例えばタブレットコンピュータスクリーン上にユー
ザが体験することを可能にする。
【００５２】
　また別の実施形態では、図示されていないが、カメラ４８と一体の顔又は物体認識アル
ゴリズムとを有したブリックおもちゃ１０が、近づくと“Ｈｅｌｌｏ　Ｊｏｈｎ”といっ
た音声で子供に挨拶するものとしてよい。認識される顔、及びブリックにより発せられる
音声は、無線による接続を介してブリックおもちゃ１０へユーザによりダウンロード可能
としてよい。さらに顔は、カメラ自身によって撮影された映像により、自己学習されるも
のであってもよい。或いは、顔が認識されると、ブリックおもちゃが固定の又は携帯のコ
ンピュータ機器へ信号を送信するものでもよい。
【００５３】
　また別の実施形態では、一連のセンス動作、及び一連のアクチュエーションが、場合に
より固定の又は携帯のコンピュータ機器の助力を得て、ブリックおもちゃへの無線接続又
は他の接続を用いて、典型的には大人によりブリックおもちゃ１０へプログラムされるも
のとしてよい。一度プログラムされると、子供はずっと簡単な方法でブリックとの対話が
可能となる。
【００５４】
　また別の実施形態では、複数の異なる形状のブリックが、子供又は他のユーザに操作さ
れてもよい。ブリックはその形状及び位置を固定の又は携帯のコンピュータ機器に伝え、
コンピュータ機器は、表示スクリーン上の仮想組み立て環境において、正しい形状及び大
きさで、ブリックの操作を表示する。位置の伝達はＧＰＳ信号によって、又は、例えば三
角測量能力を備えたブリックおもちゃ１０が支持される基板の使用を介して、より局所的
な三角測量法によってなされてよい。以下に、位置を三角測量する方法の例を３つ挙げる
。
【００５５】
　既知の位置にある信号源からの信号の遅延時間の測定：既知の位置にある１以上の信号
源が、ある時刻に、音、光、又は電波を介して、「ピング（ping）」パルス又は符号化さ
れたメッセージを送信する。当該メッセージは信号が送信された時刻を含んでいてよい。
当該メッセージは三角測量されるべき物体、この場合典型的にはブリックおもちゃ１０に
より、ある遅れた時刻で受信される。３つ以上の既知の位置にある信号源からメッセージ
を受信し、信号が送信された時刻と受信された時刻の間の遅延からこれら信号源までの距
離を計算することによって、標準の三角法を用いて三角測量されるべき物体の位置を求め
ることができる。ブリックおもちゃ基板の簡単な実施形態は、その上に置かれた、ブリッ
クおもちゃ１０等の物体の三角測量を可能に構成されることができる。そのような三角測
量基板は４つ以上の信号発生器をその隅であって、基板の面内及び基板の面の上方に備え
てもよい。これらの発生器は符号化された信号を、好ましくは同時に発生する。その後、
これら信号同士の受信の遅延時間を測定し、基板の近傍にあるブリックおもちゃの３次元
位置を決定することが可能となる。
【００５６】
　既知のランドマークの位置の画像解析による測定：三角測量されるべき対象物はカメラ
を備え、画像内に存在する種々のランドマークとのなす角度を測定することにより、その
場所を計算する。例として、ブリックおもちゃ１０はカメラ４８を備え、基板の面内及び
面の上方に配置された、例えば特定の色やマークが付されたブリック又は点滅する光源の
位置を解析するものであってよい。
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【００５７】
　既知の景観に対する位置の解析による物体の位置の測定：対象物は既知の景観に対して
２以上の、好ましくは直交する方向から撮影され、その位置が計算される。例として、ブ
リックおもちゃ基板組立品は、基板、及び／又は、固有のマークが付されたブリック又は
点滅する光源等の、場所が既知で基板／壁上に存在する特徴物に対して直交する垂直壁面
に対して平面、及び仰角方向に物体を撮影可能な２以上のカメラを備えて構成されてもよ
い。
【００５８】
　ブリックは、図３５を参照して後述されるコンピュータアルゴリズムにおいて説明され
るように、ブリックのジェスチャ動作（クリック動作等であるが、これに限られるもので
はない）又はブリック上のボタンを押下することにより、仮想環境内の位置に固定される
。クリック動作と呼ばれる動作は、正しい位置上に浮上させた後に、マウスクリックを連
想させる急な下方向の押し付け動作を行うことで実行されてもよい。そのような操作は同
じブリックを繰り返し用いて、何ら物理的な構造を作成することなく、仮想環境内で構造
を作成することを可能にする。さらに、操作されるブリックは、物理的に操作されるブリ
ックとは異なる形状に変更されたアバターを仮想スクリーン上に有していてもよい。この
場合、物理的に操作されるブリックは任意の形状であってよい。
【００５９】
　また別の実施形態では、図２４に示す例のように、加速度計を有したブリックおもちゃ
がブリックおもちゃで構築された車内部に配置され、車の加速度、速度及び位置が、携帯
の又は固定のコンピュータ機器上に送信され、プロットされる。これは、傾斜した面にお
ける下方向の加速といった標準的な物理実験を容易に実現することを可能とする。また、
衝突実験中に働くＧ力をプロットし、分析することができる。データはリアルタイムで送
信されるよりはむしろ、後で取得するためにブリック自身に保存されてもよいことに注目
すべきである。
【００６０】
　また別の実施形態では、刺激に対して個別に又はグループとして応答できるように、ブ
リックは図３３を参照して後述される電子的アドレス方式を用いてグループ化されてもよ
い。例として、揺らすと色を変化させることができる４つの同じブリックおもちゃについ
て、２つを赤色にプログラムし、２つを緑色に変わるようにプログラムしてもよい。アド
レス及びグループ化の別の実施形態では、アクチュエータとしてモータを備えたブリック
おもちゃが、電子的アドレス方式を用いてグループ化されてもよい。その場合、ブリック
は航空機ブリックおもちゃの２つの飛行隊にグループ化され、固定の又は携帯のコンピュ
ータ機器から無線によるコマンドに基づき、何れか一方の隊を選択してプロペラを回転さ
せるように命令されてもよい。本分野の技術者は、電子的アドレスによって、ブリックお
もちゃ１０の全体像が、無線又は他の信号を介して、個別に又はグループ化され又は時系
列的な方法で命令されることが可能であることを理解できる。
【００６１】
　別の実施形態において、図１９に示す例のように、１以上のＬＣＤ又は他の型のカラー
又はモノクロの表示部がブリック内に組み込まれ、複数の表示部から複数の画像、又は、
一表示部から複数の画像が、限定されないが、プリズム、図２１に示すレンズ、図２２に
示す光ファイバ１０１のような導光手段等の光学素子を介して、ブリックおもちゃの１以
上の表面へ伝送されるものとしてよい。例として、図２６～２８に示す飛行する昆虫の形
状をしたブリックおもちゃ１０は、例えば図２６では蜂の画像１０５を表示し、図２７で
はバッタの画像１０６を表示し、図２８では全く異なった画像１０７を表示してもよい。
ブリックおもちゃ１０は表示部又は光ファイバのある領域においてのみ不透明としてよい
。ブリック１０は図２９に示す固定の又は携帯のコンピュータ機器１０９との統合された
無線接続を介して、その画像が更新されるものとしてもよい。表示機器は、図２０に示す
有機ＬＣＤ又は有機ＬＥＤ８６のように、包み込み型の薄膜で構成することができる。こ
のような表示機器は従来の平面スクリーン機器というよりはむしろ、ブリックおもちゃの
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「肌（スキン）」を形成することができる。
【００６２】
　図３０はブリックおもちゃの太陽光パネル充電システム１０８の一例を説明するブロッ
ク図である。システム１０８は、エネルギーをエネルギー保持素子２６に提供する、太陽
電池セル１０６又は他の光起電力による電力源を備え、エネルギー保持素子２６は典型的
にはバッテリー又はキャパシタに関連する充電回路を加えた形式である。そして、エネル
ギー保持素子２６は、図２のセンサ素子３０、演算制御素子３２、及びアクチュエータ３
４等の種々のシステム１１０に電力を提供するために利用される。
【００６３】
　図３１はブリックおもちゃの誘導結合充電システム１１２の一例を説明する簡略化され
たブロック図であり、典型的には電気コイルの形式の、電気エネルギーをエネルギー保持
素子２６へ供給する誘導式充電器２４を備え、エネルギー保持素子２６は典型的にはバッ
テリー又はキャパシタに関連する充電回路を加えた形式である。図３０の例と同様、エネ
ルギー保持素子は種々のシステム１１０に電力を提供するために利用される。
【００６４】
　図３２は衝突試験記録アルゴリズム１１４の一例を説明するフロー図である。ステップ
１１６において開始後、ステップ１１８で全ての３軸方向の加速度が確認される。ステッ
プ１２０において、加速度がＸ、Ｙ、Ｚ方向の何れにおいても閾値以下であると判定され
ると、制御はステップ１１８に戻り、そうでない場合制御はステップ１２２へ移る。ステ
ップ１２２において、加速度がある閾値未満になるか、又はある時間閾値が経過するまで
、加速度、速度、及び位置のデータの１以上が記録され、及び／又は送信される。その後
、制御はステップ１２４に移動し、加速度、速度、及び位置のデータの１以上が演算制御
素子３２へ送信される。そして、アルゴリズムはステップ１２６において終了する。
【００６５】
　図３３はアドレス可能な機器通信アルゴリズム１２８の一例を説明するフロー図である
。開始ステップ１３０の後、放送データが、固定又は携帯のコンピュータ機器からステッ
プ１３２において受信される。その後、ステップ１３４において、放送アドレスが機器ア
ドレス、又はアドレスバンク内にあるアドレスと一致するか否かが調べられる。一致しな
ければ、制御はステップ１３２に戻る。一致している場合、制御はステップ１３６へ進む
。このステップでは、放送アドレスに基づいて、この例では、規定通りにアクチュエータ
を作動させる又は表示部に画像を表示させる動作が行われる。例として、図１７に示す発
光ブリックおもちゃ１０について、一意に２５６個のアドレスを指定可能な２進法で８ビ
ットアドレスの使用を想定する。ブリックおもちゃ１０は、例えばブリック１、５６及び
２３３はバンクＡに、ブリック２、４５及び１２３はバンクＢとなるように、任意のバン
クに割り当てられてよい。バンクＡに属する全てのブリックに点灯し、赤色を表示する信
号が送信されてもよく、バンクＢに属する全てのブリックに点灯し、緑色光を発する信号
が送信されてもよい。その後、制御は停止ステップ１３８に移る。
【００６６】
　図３４はブリックの色変更アルゴリズム１４０の一例を説明するフロー図である。開始
ステップ１４２の後、ステップ１４４において、ブリックの３次元傾斜データが３次元傾
斜センサ４６から取得されるか、或いは、表示される色についての情報が携帯又は固定の
コンピュータ機器から無線送受信機４４を介し受信される。次に、ステップ１４６におい
て、センサから受信されたデータに基づいて表示色が計算される。ステップ１４８におい
て、当該色が、必要に応じて赤緑青の強度を調整し、ブリックおもちゃ１０上に表示され
る。その後、制御は停止ステップ１５０に移る。
【００６７】
　説明すべき最後のアルゴリズムは図３５のフロー図に示すアバター操作アルゴリズム１
５２である。このアルゴリズムは固定又は携帯のコンピュータ機器上で実行され、図示さ
れていないが、操作対象のブリックからデータを受信する。開始ステップ１５４の後、ス
テップ１５６において、例えばオリエンテーションセンサ４６及び位置センサ５０等のセ
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ンサから送受信機４４を介した通信により、操作されるブリックおもちゃからデータが受
信される。次に、ステップ１５８において、ブリックおもちゃ１０の位置及び方向が計算
される。次に、ステップ１６０において、スマートフォン、固定のコンピュータ又はタブ
レットコンピュータ等に備えられた表示スクリーン上に、ブリックおもちゃのアバターが
表示される。その後、ステップ１６２において、プログラムは、ブリックおもちゃをその
位置に固定することを表すクリック動作により移動されたか、又はブリックおもちゃの位
置を固定する他の信号が受信されたかを判断する。受信されていなければ、制御はステッ
プ１５６に戻る。受信されていれば、制御はステップ１６４に移り、ブリックアバターの
スクリーン上の位置が固定され、ステップ１５６へ制御が戻る。
【００６８】
　いくつかの例では、演算制御素子３２は、通常の使用では再プログラムが不可能であっ
て一般に製造時の環境でのみプログラム可能な演算制御素子と異なり、ユーザによって再
プログラム可能である。そのような再プログラムは、図３３の通信アルゴリズム、図３４
の色変更アルゴリズム、図３５のアバター操作アルゴリズムに関しては上述した方法で行
われる。即ち、演算制御素子３２の再プログラミングは具体的にソフトウェア、又はブリ
ックおもちゃ１０がどのように使用されるかについての機能として再プログラミングする
ことによって実現され得る。
【００６９】
　いくつかの例では、ブリックおもちゃ１０は今回検出されたセンサ入力値と前回検出さ
れたセンサ入力値に基づいて出力を生成することができる。これは、ただのボタン押下の
ような今回の入力のみに基づく判定と反対である。この態様は、例えば２つのボタンが１
秒間ずれて押下された場合のように、あるイベントに先立って起こる事柄に一部基づいて
いる。デジタル計算の用語では、今回と前回は、１クロック以上離れていること、現世代
の例えば４ＧＨｚで動作するコンピュータであれば１／（４×１０９）＝０．２５ナノ秒
以上離れていることを意味する。コンピュータは一クロックサイクル毎に一回しか事象を
検出できないので、その「今」と「昔」を区別する能力はそのクロックスピードにより決
まる。しかしながら、例えば加速度の時間積分により速度を得る等、アナログコンピュー
タに連続的な時間積分を行わせることは可能であり、加速度の連続積分により計算された
速度が所定の速度を超えることをトリガとすることはできる。別の例では、ブリックおも
ちゃ１０は、マイク４０により受信される口述コマンドの形式の更なる命令を待つことを
ブリックおもちゃに伝える、無線送受信機４４により受信された信号の形で入力を提供し
てもよい。
【００７０】
　いくつかの例では、ブリックおもちゃ１０は一（又は複数）入力の時間変化に基づいて
一（又は複数）の出力又は出力の時間変化を生成し、今回の出力又は出力の時間変化は今
回の入力に加え前回の入力にも基づいた数学計算により決定される。この一例はセンサか
らの信号を積分して速度を求め、更に積分して位置を算出することのできる力センサ又は
加速度センサである。積分は時間に対して信号振幅の過去の履歴の関数を表す曲線の面積
である。他の例では、上記の数学関数は新アルゴリズムの有線又は無線を介したダウンロ
ードによってその場で変更できる。この一例は揺らすと緑色を発することのできるブリッ
クであり、或いは、例えば揺らすと赤色を発するようにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を介して
再プログラムされることができる。更なる例では、夫々の入力は２より多い可能な状態（
オンとオフを２状態として）を有する。一方、加速度計からの入力の場合等で起こるが、
夫々の入力が徐々に値が変化する連続体となっており、種々の方向に傾斜させると虹の全
ての色を通って連続的に変化するように、ブリックおもちゃがプログラムされてもよい。
【００７１】
　他の例では、ブリックおもちゃ１０は外部機器と無線による片方向又は双方向の通信を
行うことができる。機器同士のメッセージのやりとりは、ある瞬間における信号の有無の
検出及び／又は生成よりも複雑となり、メッセージが組み込まれた信号の時間変化の復号
化を伴う。この種のブリックおもちゃの一例は、例えば赤外リモコンからのメッセージを
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搬送する複雑なパルス光のオン／オフの時間変化に応答するものがある。
【００７２】
　上記の電源、センサ、アクチュエーション及び制御素子を内部に備えたブリックは、マ
ルチブリックの先行技術では起こり得る複雑な機能を殆ど犠牲にしていないことが、本技
術分野における技術者により理解される。代わりにそれは、年少の子供に単純なユーザ体
験を可能とするとともに、工場において、或いは親、教師、又は年長の子供が機能をプロ
グラムする負担を取り除く。インテリジェントなブリックおもちゃは、先行技術に記載さ
れたマルチブリックインテリジェントシステムと比較して全く別の、よりずっと身近なユ
ーザ体験を提供する。
【００７３】
　〈基板組立品の説明〉
　図３６に、画像生成機器２０４に取り外し可能な状態で取り付けられた基板２０２を概
略で備えた基板組立品２００の全体図を示す。機器２０４は典型的には例えばアップルコ
ンピュータ社製のｉＰａｄ等、大面積の表示スクリーン２０６を有するパッドコンピュー
タである。画像生成機器２０４はしばしばコンピュータ２０４と称される。いくつかの例
では、基板２０２と画像生成機器２０４は統合され、一体の機器とすることができる。図
３６において、基板２０２の一部は画像生成機器２０４の表示スクリーン２０６を開示す
るために取り除かれている。一般に表示領域２０８と呼ばれる、表示スクリーン２０６を
覆う基板２０２の一部領域は、好ましくは、コンピュータ２０４により生成された表示ス
クリーン２０６上の画像が基板２０２を透過し、後述する他の利用と同様、表示領域上で
ユーザが視認できるように、本質的に無色の、透明な材料で構成される。表示領域２０８
はコンピュータ２０４の外縁部２１２を覆う外側領域２１０に囲まれている。基板２０２
は、ブリックおもちゃ１０を取り外し可能な状態で当該基板に取り付けることができるよ
うに、その上面２１４から伸びる結合要素１４を有している。ユーザによって視認可能な
ことに加えて、基板２０２の表示領域２０８を通して送信される画像は、以下により詳細
に説明されるが、ブリックおもちゃ１０との対話にも利用される。基板２０２は、表示領
域２０８が表示スクリーン２０６と隣接、対向する位置に位置決めし、当該基板を画像生
成機器２０４に取り外し可能に取り付けるための取り付け構造２１５を備える。この例で
は、取り付け構造２１５は縁（ふち）の形状をしている。クリップ及び取り外し可能な接
着剤を備えた他の取り付け構造２１５を使用してもよい。
【００７４】
　表示スクリーン２０６は、タブレットコンピュータのスクリーン等に用いられる、光を
生成する画素を直接視認可能なフラットパネルディスプレイであってよい。他の例として
は、画像が遠隔的に生成され、基板２０２へと伝送される異なる実装であってもよい。こ
の一例が図３７に示されている。この例において、例えばテキサス・インスツルメンツ社
より利用可能なＤＬＰ投影システム２６０が用いられてよい。システム２６０は一般に光
源６５を備え、当該光源は例としてレーザ光源であり、第１の光学素子２６４を通りＤＬ
Ｐミラー２６６の面上へ向かうビーム光２６２を生成する。ＤＬＰミラー２６６は百万を
超えるヒンジ取り付されたマイクロミラーを備え、画像を含むビーム光２６２を第２の光
学素子２６８を通って基板２０２へ投影する。パッドコンピュータの例における他の代替
例が図３８に示されている。この例では、表示スクリーン２０６は画像を表示スクリーン
２０６から基板２０２上へ向ける鏡２７０に対してある角度に位置決めされている。画像
を生成する技術はＬＣＤ、プラズマ、有機ＬＥＤ、色相環ランプ（lamp with color whee
l）、及びＤＬＰチップ等であり得るが、これに限られるものではない。
【００７５】
　画像はまた、他の方法によっても基板２０２の上面２１４へ送信されることができる。
そのような２つの例が図３９及び図４０に示されている。これらの例では、基板２０２は
、下面２７２が表示スクリーン２０６又はＤＬＰミラー２６６等の他の画像生成面に向か
い合って位置して、下面２７２から上面２１４に向かって延伸する多数の光ファイバ２７
４で構成されている。上面２１４に生成される画像は表示スクリーン２０６に生成される
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画像と同一サイズか、異なるサイズであり得る。図３９では、上面２１４に生成される画
像は表示スクリーン２０６に生成される画像より大きいのに対し、図４０では両画像は同
一サイズである。
【００７６】
　図４１及び図４２は基板組立品を上からみた平面図であり、基板が、コンピュータ２０
４の外縁部２１２を大体覆う外側領域２１０で概して構成された第１の部分２１６、及び
、第１の部分２１６の内部に収まる大きさで表示スクリーン２０６の一部を覆う第２の部
分２１８を備えてなる。第２の部分２１８は表示スクリーン２０６の一部と直接の視覚ア
クセスを提供する開いた領域２２０を定義する。図４３は、基板２０２の別の第２の部分
２１８が基板２０２の第１の部分２１６の内部全領域を占め、表示スクリーン２０６を完
全に覆っている図４１の構造を示している。第１の部分２１６は透明、半透明、又は不透
明の何れでもよいが、第２の部分２１８は、視覚画像が透過できるように、本質的に無色
で、透明な材料で構成されることが好ましい。
【００７７】
　図４３はまた、表示スクリーン２０６から基板２０２の表示領域２０８上に投影された
画像２２２を図示している。画像２２２は一般に２次元画像であるが、コンピュータ２０
４が、典型的には専用の眼鏡を使用することによって、３次元画像として視覚可能な画像
を生成するものとすることができる。３次元の視覚に適した画像の生成技術には、以下の
例が挙げられる。３Ｄの刺激は平坦スクリーン上に２つの僅かに相違するステレオ画像を
生成し、それを左右の目が見ることによって得られる。これらの画像は種々の方法によっ
て選択的に左目方向又は右目方向に向けられる。画像を一方の目のみに選択的に向ける方
法の１つは、一方の画像をある色で、他方の画像を別の色で生成することである。ユーザ
は、夫々の目が異なる画像を受け取るように、左目及び右目上で何れか一方の色のみ透過
させるフィルタが設けられた眼鏡を着用し、実際の３次元物体を視覚したかのように認識
する。画像を一方の目のみに選択的に向ける他の方法は、偏光を利用するものである。２
つの画像は直交する偏光を有した２つの別々の光源により一スクリーン上に投影され、当
該スクリーンは直交する偏光フィルタが夫々の目に設けられた眼鏡を用いて視られる。画
像は、目が２画像の存在を同時に認識する程度に十分に高速に、画像及びフィルタの偏光
を単一光源の前で変化させることで、当該単一光源により投影又は生成されることもでき
る。
【００７８】
　３次元画像生成の他の方法はホログラム投影の使用を介するものである。ホログラム投
影は、固体対象物に基づき予め記録された光の干渉パターンを有したフィルムを通してレ
ーザを投影することにより生成される。動くホログラムは、当該フィルムを、「空間光変
調器」で置き換えることで生成されることができる。当該空間光変調器は、ＤＬＰチップ
内部にあるような微小な可動可能ミラーの配列であり得る。当該ミラーは移動する物体に
より生成されるであろう様々な干渉パターンを生成することができ、これにより動くホロ
グラムを生成する。
【００７９】
　場合により、コンピュータ２０４は、表示スクリーン２０６の一部としてタッチセンサ
膜２２４を、図４４に示すように備えてなる。一般にパッドコンピュータは表示スクリー
ンの一部としてタッチセンサ膜を備えている。タッチセンス技術はシングルタッチとマル
チタッチの２つの技術に大別され得る。シングルタッチシステムは典型的には４つ又はこ
れより少ない導体を有し、マルチタッチシステムは走査されるＸ及びＹ導体の格子を有す
る。当該導体は、典型的には、タッチが抵抗変化或いは容量の変化により検出されるかの
何れかに応じて、抵抗性或いは誘電性の媒質を介して離間した透明電極を有する２枚の透
明なシートの形式である。シートが一緒に押下され、又はタッチされると、抵抗又は容量
の変化量は、当該変化に最も影響を受けた電極の情報と併せ、タッチ位置の算出のために
利用されることができる。
【００８０】
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　図４４は、図３６の基板組立品２００の一例の簡略された部分断面図であり、画像生成
機器２０４が、表示スクリーン２０６の直上に配されたタッチセンサ膜２２４を備える。
説明の都合上、タッチセンサ膜２２４及び表示スクリーン２０６は互いに離間するように
示されている。膜２２４へのアクセスを可能とするために、基板２０２上の複数位置にア
クセス領域２２５が設けられている。図４４に示す一例では、アクセス領域２２５は、結
合要素１４を囲む基板２０２の一部が薄膜化している結合要素１４と、柔軟要素２２６で
提供される。これにより、結合要素１４を図４４に示す離間した位置から、図示しないが
、タッチセンサ膜２２４と接触する位置へと、コンピュータ２０４への入力のために、ユ
ーザが歪ませることが可能となる。
【００８１】
　図４５及び図４６は、図４４の構造の別の例であり、図４５の例では柔軟要素２２６が
薄い、ジグザグの柔軟要素２２６となっており、図４６の例では基板２０２の切り欠き２
２８により生成される複数の離間した柔軟要素２２６となっている。
【００８２】
　図４７は図４４の構造の更に別の例であり、アクセス領域２２５が、基板２０２内の結
合要素から離間した位置に形成された孔２３０によって生成されている。この例では、ユ
ーザは、例えばスタイラス又はユーザの指先で、タッチセンサ膜２２４に直接触れる。
【００８３】
　図４８は、平行な離間した第１電極２３３の組と、平行な離間した第２電極２３４の組
からなる格子２３２を備えた基板２０２の簡略化された部分上面図である。第１及び第２
電極２３３、２３４は互いに垂直な方向を向いている。電極２３３、２３４は基板２０２
上のどこでユーザが基板と接触しているかの指摘を提供するために、コンピュータ２０４
と電気的に結合している。この技術は従来から用いられており、電極間を分離する材料が
抵抗性の媒質か、或いは誘電性の媒質に応じて抵抗変化に基づくもの、或いは容量変化に
基づくものがある。図４８及び図４９に示す容量タッチ電極は、一般に、電極間の電界が
タッチの影響を受けて誘電体の表面に伝わるように設計されている。電極２３３、２３４
は、コンピュータ２０４からの画像送信を妨げないように本質的に透明であることが好ま
しい。容量タッチセンサにおいては、図４８及び図４９に示される２電極は、基板２０２
の材料２７６のような誘電性媒質によって離間している。図４９に示すように、導体２３
３、２３４間の電気力線２７８は指Ｆ又はスタイラス等の別の誘電性又は導電性媒質の存
在により変化しうる。電気力線２７８の当該変化は導体２３３と２３４間の静電容量の変
化を引き起こし、当該静電容量の変化がタッチ位置を確定するために電気回路により測定
される。上記技術の優れた説明が、マイクロチップ社のＴＢ３０６４ドキュメント、及び
フリースケール・セミコンダクタ社のＡＮ３８６３アプリケーションノートに与えられて
いる。
【００８４】
　図５０～図７０は、おもちゃ、トークン、ゲーム操作片、上述したブリックおもちゃ１
０等の種々の遊戯片、及び基板組立品２００間の対話に関連する。以下の図では、説明を
簡単にするため、具体的な遊戯片は典型的にブリックおもちゃ１０として説明することに
する。しかしながら、ブリックおもちゃ１０以外の遊戯片も一般に使用されてよい。
【００８５】
　図５０は図３６の基板組立品２００の簡略化された上面図であり、基板２０２の表示領
域２０８上に投影された画像２２２を示している。ブリックおもちゃ１０又は他の遊戯片
の基板上の場所に基づいて、メッセージ又は信号等の情報が、画像によりブリックおもち
ゃに提供されることができる。
【００８６】
　図５１は、図５０と類似の図であるが、表示スクリーン２０６により生成された画像２
２２の一部が、第１信号２３５を介して情報をブリックおもちゃ１０に伝えるためにぼや
けている。一般に、画像２２２の全部又は一部の強度を変化させることで、可視画像２２
３と、第１信号２３５と呼ばれることもある光学的に符号化されたメッセージ画像２３５
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とを含む一体の可視画像２２２が生成され、情報をブリックおもちゃ１０に送信すること
が可能となる。
【００８７】
　いくつかの例では、コンピュータ２０４は時間により変化する強度の時系列として光学
的に符号化されたメッセージを送信する。これらの強度変化は、光学的に符号化されたメ
ッセージの受信及び応答が可能な、基板２０２に配されたブリックおもちゃ１０によって
受信される。光検出器４２を備え、インテリジェントブリックおもちゃ１０とも呼ばれる
こともある構成の一例が、図２、図４、図５９及び図６４に示されている。図５０及び図
５１に示すように、強度変化は個々の結合要素１４の下方の／隣接する表示領域２０８内
の画素の一区画に局在させることができる。ある結合要素１４で強度変化の形式でメッセ
ージが送信された後、基板２０２全体を走査するように、同様の動作が次の結合要素１４
に対して実行される。基板２０２上に置かれたインテリジェントブリックおもちゃ１０は
、図５９に示され、図６４～６７を参照して後述されるように、例えば光学、無線、又は
音による符号化された第２信号２３８を介して、図５２に示す基板２０２上の１以上のレ
セプタ２３６に応答する。好ましくは、どの時点においても、ただ１つの結合要素１４及
び１つのブリックおもちゃ１０のみがメッセージにより刺激され、ただ１つのブリックお
もちゃ１０がコンピュータ２０４のレセプタ２３６へ第２信号２３８を送信する。ブリッ
クおもちゃ１０から送信されるメッセージは、基板２０２上に置かれたブリックおもちゃ
の種類についての情報を含んでいてよい。その後、コンピュータ２０４は、符号化された
メッセージを送信した画素の一画を把握していることから、そのプロパティ情報を通信す
るブリックおもちゃ１０の位置を把握する。この方法でコンピュータ２０４はその上に置
かれた複数のインテリジェントブリックおもちゃ１０に対し、機能を実行するように命令
し、又は、更に表示領域２０８上に表示される画像２２２をインタラクティブに変更して
、基板組立品２００がその上に置かれたブリックおもちゃ１０に応答するゲーミング機能
を実行する。基板２０２上に配された一層のブリックおもちゃ１０の複数はこの方法で対
話できる。
【００８８】
　いくつかの例では、個々の結合要素１４における画素の各区画に異なる符号化された強
度変化を同時に持たせ、刺激される位置をメッセージに符号化することで、異なる光学的
に符号化されたメッセージを用いて２以上の位置を同時に刺激することが可能となる。Ｃ
ＤＭＡ（符号分割多重接続）携帯電話機やアンチコリジョン対応の近距離無線通信（ＮＦ
Ｃ）タグの例のように、１以上のブリックおもちゃ１０が１以上のレセプタ２３６と同時
通信することが可能である。基板２０２上に取り付けられたブリックおもちゃ１０の夫々
が、表示スクリーン２０６から受信するメッセージにブリックおもちゃのプロパティ情報
を加えて送信することで、画像生成機器２０４がその上に置かれたブリックおもちゃの位
置及び種類を算出することが可能となる。
【００８９】
　画像生成機器２０４により送信されたメッセージを符号化する強度変化は、表示領域２
０８の全体を視認するユーザにとって視覚できない程度であるが、表示領域２０８上に配
置されるブリックおもちゃ１０上の高感度の電子機器によって検知可能とすることができ
ることを、技術者は理解できる。符号化は、動く画像の強度変化を超えて検出できるよう
に適度に複雑なものとすることができる。例えば、４０ＫＨｚ程度の搬送波でメッセージ
を符号化する赤外リモコンの例のように、符号化されるメッセージは既知の周波数の搬送
波で符号化されてもよい。小型の光学受信機の例としては、ジーメンス社製のＳＦＨ５０
６　赤外受信機／復調機があり、これは変調された光信号からデジタルのデータ列を生成
することが可能な完全に一体化された機器である。上記の符号化は、多数のラジオ局、及
び無線周波数ノイズ源が媒質中に介在していても、一のラジオ局の視聴が可能であるのと
略同様の方式で、画像変調の結果としての信号が、符号化されるメッセージから区別され
ることを可能にする。
【００９０】
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　画像生成機器２０４からブリックおもちゃ１０への通信は、限定されないが、ブリック
種情報の送信、アバター画像の送信、保有ゲーミング能力／武器の送信、新規アバター画
像の受信、新規ゲーミング能力／武器の受信、Ｘ秒間無線タグ／無線トランスポンダを有
効化、等の一以上の情報要求や送信情報を含む。
【００９１】
　ブリックおもちゃ１０からレセプタ２３６を介した表示コンピュータ２０４へ戻る通信
は、下記の例により行うことができるが、これに限られるものではない：
　１）ブリックおもちゃ１０から送信され、基板組立品２００に取り付けられたレセプタ
２３６として作用する１以上のマイクによって受信される可聴又は不可聴の音。例として
、アナログ・デバイセズ社製のＡＤＡＵ１７７２チップ等の音声符号復号チップを用いた
音声モデムとして実装される。
　２）空気中又は基板２０２内の導光部を介して１以上の光レセプタ２３６へと送信され
る可視又は不可視の光符号化されたメッセージ。例として、ジーメンス社製のＳＦＨ５０
６等の小型光学受信機を用いて実装される。
　３）限定されないが、ＳＴマイクロエレクトロニクス社製のＳＰＢＴ２５３２Ｃ２．Ａ
Ｔ等のモジュール実装されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、テキサス・インスツルメンツ社製のＣ
Ｃ２５２０等のＩＣ実装されたＺｉｇｂｅｅ（登録商標）、テキサス・インスツルメンツ
社製のＴＲＦ７９７０Ａ等のＩＣ実装された無線タグ、等の符号化された無線信号。
【００９２】
　ブリックおもちゃ１０から基板組立品２００への通信は、下記の情報を含むが、これに
限られるものではない：
　１）基板２０２上に置かれたブリックおもちゃ１０の大きさ及び形状、
　２）ブリックおもちゃ１０内部に設けられたセンサからの情報、
　３）ゲーミング、特性、特別な能力武器、又は、ブリックおもちゃ１０のアバターの外
観、
　４）シリアル番号、例えば上記（１）又は（３）の情報を提供するために、表示部に取
り付けられたコンピュータ機器上又はインターネット上の参照テーブルへのアドレス。
【００９３】
　図５２は、基板２０２の表示領域２０８に取り付けられたブリックおもちゃ１０から第
２信号２３８を受信することができるレセプタ２３６を備えた基板組立品２００を上から
見た平面図である。第２信号２３８は、基板２０２の表示領域２０８上に投影される画像
２２２である第１信号２３５により提供される情報に応答して生成される。ブリックおも
ちゃ１０により生成される信号は、ブリックおもちゃの種類等についての情報や、符号化
位置情報データを含む基板から受信されたメッセージの一部、等の付加的情報を含むこと
ができる。
【００９４】
　表示部からのメッセージは時間的によりはむしろ、例えば１次元又は２次元のバーコー
ド等によって、空間的に符号化されることが可能である。図５３は、第１信号２３５とし
て作用する画像の一部が２次元バーコード２３５の形式となっており、基板２０２の表示
領域２０８上に置かれたブリックおもちゃ１０により走査、又は画像化されることのでき
る例を説明している。ブリックおもちゃ１０はコンピュータ２０４に自身の特性や視覚し
たバーコードについてメッセージを送信し、コンピュータ２０４が基板２０２上に置かれ
たブリックおもちゃ１０の位置及び種類を算出することを可能にする。
【００９５】
　図５４に示す走査ルーチンの型通りなソフトウェア実装の一例では、画像生成機器２０
４を介してブリック１０へメッセージを送信する。実装される例示の方法は、表示スクリ
ーン２０６上の画像２２２が図５５に示すメモリ（表示ＲＡＭ）に保存されることを実現
することによって、最も良く理解される。限定されない例として、１０２４×７６８のメ
モリアレイを有し、当該メモリアレイの夫々の場所が典型的には夫々８ビット又は１６ビ
ットの３つのＲＧＢ（赤、青、緑）値を保持し、色強度として０～２５５又は０～６５５
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３５までの階調表現が可能な１０２４×７６８ディスプレイが挙げられる。これら場所の
各強度を図５６に示すＤ（ｎ）とする。ｎは空間的位置を示す。１０２４×７６８＝７８
６４３２の場合、ｎは１から７８６４３２の範囲となる。「強度」は各ＲＧＢ値の単純和
とし、３つの全てのＲＧＢ値を等倍することにより、色彩を変えることなく強度を変える
ことができる。また、僅かな色彩の変化等の他の変形は、メッセージの符号化のために利
用されることが可能である。
【００９６】
　同様に、図５５～図５７に示すように、アレイの点（ｎ）のデータと画像の対応する点
（ｎ）との間の対応関係を有する他のデータ用に、別の１０２４×７６８メモリアレイを
定義できる。Ｉ（ｎ）は表示しようとする画像であることができ、走査ソフトウェアに並
行して実行されるゲーミングソフトウェアによって典型的には独立に生成される。Ｃ（ｎ
）は、図５６に示すＤ（ｎ）＝Ｉ（ｎ）＋Ｃ（ｎ）のように、画像データの上に加算され
る通信データである。（ｎ）は画像の空間変化を表しているが、当該式はＤ（ｎ）（ｔ）
＝Ｉ（ｎ）（ｔ）＋Ｃ（ｎ）（ｔ）のように時間ｔの関数でもあり、画像及び通信データ
の両方を時間的及び空間的に変化させることが可能となることが分かる。上記の時間的変
化により、ゲーミングルーチンにより生成される動画像上に、シリアルの通信データが可
能となる。上述した加算（＋）は例示であり、代わりに他の数学関数とすることができる
。他の例では、メッセージＣ（ｎ）（ｔ）を、ＬＣＤバックライトに向けてもよい。当該
バックライトは、例えば個別にアドレス可能な白色ＬＥＤのアレイであることができる。
【００９７】
　さらに、図５７に示すように、画像データに加算されるべき通信データＣ（ｎ）（ｔ）
は、これに限定されるものではないが、例えばメッセージＭ（ｎ）（ｔ）に変調関数Ｕ（
ｎ）（ｔ）の乗算又は畳み込みによって得られるＣ（ｎ）（ｔ）＝Ｍ（ｎ）（ｔ）×Ｕ（
ｎ）（ｔ）によって生成される。この例において、Ｃ（ｎ）（ｔ）は表示画素（ｎ）毎に
変化する必要はなく、画素の一区画に対して同じメッセージであってよい。
【００９８】
　変調関数Ｕ（ｎ）（ｔ）は、Ａｓｉｎ（ｗｔ）のような簡単な一搬送波による振幅変調
や、多数の機器と同時通信を可能とするＣＤＭＡのようなより複雑な方式とすることがで
きる。
【００９９】
　刺激されたブリックから受信されるデータの内容は、別の１０２４×７６８ＲＡＭに保
持されることができる。この方法により、表示基板上に配置された全てのブリックおもち
ゃの位置、ゲーミング能力／武器又はアバター画像等の情報が、「マップ」として、同時
に実行中の任意のゲーミングソフトウェアに利用可能となる。例として、そのような方法
におけるデータ経路のブロック図を図５５に示す。
【０１００】
　図５８は三角測量能力を有する基板２０２の可能な一実装を示している。この実装にお
いて、パッシブ又はアクティブ無線タグが内部に組み込まれた図５９に示すブリックおも
ちゃ１０が、基板２０２の表示領域２０８の外周に巻きついた対話アンテナコイル２８６
を介して、ＮＦＣ（近距離無線通信）読取装置２８５による問い合わせを受ける。読取装
置２８５は、機器２８７を用いて、表示領域２０８に取り付けられたコンピュータ機器の
近傍でＮＦＣトランスポンダの問い合わせから得たデータを送信する。機器２８７は、限
定されるものではないが、ＵＳＢ、フラッシュライトニングポート、又は、限定されない
がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＦｉ又はＺｉｇＢｅｅ等の無線トランスポンダ、等の無線接
続であってよい。ブリックおもちゃ１０内にパッシブ無線タグ２８４を備える場合、コイ
ル２８６がタグからデータを読み出すとともに、ＲＦＩＤ受信コイル２８８との間の近接
の磁気結合を介して電源を供給する。無線タグ２８４は通常コイル２８６による問い合わ
せがあったときに送信するので、図５９に示すように、光学的な「送信」メッセージ２９
２（第１位置信号）が表示基板から同時に又は以前に受信されたときに、タグにデータ２
９０（第２位置信号）の送信を可能にするだけの更なる回路を、ブリックおもちゃ内に設
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けることにより三角測量が実現される。基板２０２は典型的に画素の正方格子状の区画を
、「送信」メッセージ２９２を用いて順次走査する。画素の区画の夫々は、典型的には、
一辺の長さがブリックおもちゃを取り外し可能とする２つの隣接する結合間の間隔に等し
い正方形であるが、これに限られるものではない。この方法で、基板上のブリックの位置
及び種類が、基板２０２及び関連する画像生成機器２０４である基板組立品２００によっ
て確定される。最も安価なパッシブ無線タグは読み出し専用であり、固有の１２８ビット
アドレスを含んでいる。読み出し専用タグの使用において、更に、ブリックの特性を含む
データベース又は参照テーブルを基板組立品２００上、或いはインターネットを介してア
クセス可能な遠隔地に設けておくことができる。そのようなデータベースは読み出し及び
書き込みがされ、タグが読み出し専用であっても、ブリックおもちゃのバーチャル特性の
更新及び修正を可能にする。ペットの識別に現在利用されている完全にカプセル化された
タグであるテキサス・インスツルメンツ社のＴＲＰＧＲ３０ＴＧＣ、及び、同テキサス・
インスツルメンツ社のＴＲＦ７９７０Ａ　ＩＣ、並びにマイクロチップ・テクノロジー社
のＭＣＲＦ３５５／３６０は、僅かな変形を要するかもしれないが、上記機能を実現する
実在の機器の例である。読取装置として必要な回路は、例えばマイクロチップ・テクノロ
ジー社によるＭＣＲＦ４５Ｘリファレンスデザイン・アプリケーションノートＡＮ７５９
及びＡＮ７６０内に与えられている。限定されるものではないが、複数のタグに対し同時
に送信可能とするアンチコリジョン対応タグの利用等、より複雑な他のプロトコルを利用
できる。
【０１０１】
　基板組立品２００と対話可能であり、図５９に示す方法で自身の位置を三角測量可能な
遊戯片１０も可能である。例として、図５９に示したのと類似の方式で装備されたＨｏｔ
－Ｗｈｅｅｌｓ（登録商標）のおもちゃ車両が、図５８又は図６０に示すように三角測量
する基板２０２上を転がり、レーストラックの画像が、基板２０２の表示領域２０８上に
、車両が当該レーストラックの中央に位置するように現れるものとしてよい。別の例では
、図５９のトランスポンダを備えたＳｍａｌｌ　Ｂａｒｂｉｅ　Ｄｏｌｌ（登録商標）が
、表示領域２０８上に置かれると、コンピュータ２０４の表示スクリーン２０６、及び基
板２０２の表示領域２０８にティーパーティーを表示させ、関連する音を発生させるもの
としてよい。実際に、スピーカ付きのＢａｒｂｉｅ人形は、基板２０２の表示領域２０８
上のある位置に認識され、表示領域上の異なる位置に置かれた「Ｋｅｎ」人形と朗唱し、
対話するために、（図５５に記載された表示メッセージングシステムを介して）音声が送
られるものとしてよい。当該「Ｋｅｎ」人形も、朗唱するために（当該表示メッセージン
グシステムを介して）異なる音声が送られるものとしてよい。閃光灯を備えたゲーミング
トークン型の遊戯片が、勝利のためにディスプレイ上の正しい位置に配置されたことが認
識されると、閃光の形でメッセージが送られるとしてもよい。
【０１０２】
　Ｇｏｏｇｌｅ　Ｎｅｘｕｓ　１０等の、典型的には、図５８に示す表示スクリーン２０
６の全体を一周しない小型の対話コイルを備えた、ＮＦＣ読取装置を内蔵したタブレット
コンピュータ及びスマートフォンが、ＮＦＣクレジットカード取引用に、及び、当該機器
同士を結合し「タップ」することにより、当該機器間での写真やデータの転送用に、現在
利用可能になっている。そのような機器は、その上に置かれた物体の位置を三角測量する
ために、図５５に記載された実装を修正する必要があるだろう。
【０１０３】
　また、図５９及び図６０に示すように、ブリックおもちゃ又は他の遊戯片１０が、異な
る点に配置された２つの光学レセプタ２３７を備えることも可能である。夫々のレセプタ
は、その下方にある表示部がメッセージで刺激した場合に、そのレセプタによって光学的
な「オン」メッセージが受信されたときに限り、ＮＦＣトランスポンダ２４８を有効とす
る。この方法で、おもちゃ上の２点の位置が、表示部を基準として確定されてよい。この
情報は表示部に対するおもちゃの向きを決定することを可能とする。例として、懐中電灯
の形状をしたブリックおもちゃが、ディスプレイ組立品上に置かれると、懐中電灯と認識
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されて表示部上に仮想的なビームを生成するものとしてよい。ビームの方向及び起点は遊
戯片の位置及び向きから計算される。ビームは、表示部の面上に配された他の遊戯片によ
り生じる仮想的な影を投影してもよく、或いは、さらに、表示部に表示された仮想的な物
体に対して光を当て、その影を投影してもよい。
【０１０４】
　結合要素１４は、表示部の平面内にブリックを拘束するが、表示部の当該面から持ち上
げると容易に取り外すことができるように、ゆるく適合する基板上の突起又は窪みであっ
てもよい。図６０に示唆されるように、特に遊戯片が上面２１４に結合要素１４により固
定される構造を有したブリックおもちゃ１０又は他の遊戯片ではない場合、表示領域２０
８に結合要素１４が無い構成例も可能である。
【０１０５】
　図６１は一方向に延伸する列走査線２４０と、横断方向に延伸する行走査線２４２を備
えた基板２０２の模式図であり、当該走査線が結合素子１４同士の境界を形成している。
電気コイル２４４が、行及び列走査線２４０、２４２と、その交差位置において、典型的
にはコイルの直上に位置するブリックおもちゃとの通信のために接続されている。列及び
行走査線２４０、２４２、及び電気コイル２４４は、その直上に置かれたブリックおもち
ゃに対し、無線波、電界又は磁界を介して、通信又は誘導結合した電力の提供、又はその
両方を行うことができる。コイルと通信するのに必要な接続の数は、列及び行走査線２４
０、２４２のＸ及びＹ方向に走査される格子により低減することができる。そのような基
板２０２は、好ましくはマイクロコントローラ又はキーボードスキャナ回路等、ＸＹ線を
走査し、限定されるものではないがＵＳＢ、Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇポート、又はＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ等のプロトコルを介してコンピュータ機器と通信するための電子機器を有する。
【０１０６】
　図６２は図６１と類似の構造を示し、列及び行走査線２４０、２４２の夫々の交差位置
に、結合要素１４に隣接して、ＬＥＤ等の発光機器２４６を有している。ＬＥＤ２４６は
、その直上に置かれ適切に構成されたブリックおもちゃ１０に向けて、視認可能な、又は
視認できない方法で点滅することによって、メッセージの送信又は光の形式による電力の
提供、又はその両方を行うことができる。その後、ブリックおもちゃは１以上のレセプタ
２３６を介し、図６４～図６７に示すように、例えば無線波、可視光、又は不可視光、又
は音を利用して基板組立品２００に返信することができる。図６４の例では、第１信号２
３５が、ブリックおもちゃ１０のマイク４０、光検出器４２、無線送受信機４４又はカメ
ラ４８等の適切なセンサ素子３０により受信される。その後、信号２３８が、演算制御素
子３２に提供され、演算制御素子３２は、コンピュータ２０４の１以上のレセプタ２３６
による受信のための第２信号２３８を生成するように、線３９を介してアクチュエータ３
４と通信する。限定されるものではないが、アクチュエータ３４の各種の例が図６５～図
６７に与えられている。そこでは、演算制御素子３２からの電気的メッセージ２９４が増
幅器５８によって受信され、増幅器５８が、基板へ第２信号を通信するため、音発生器８
２、又は光発生器３０、又は無線又はＮＦＣ送受信機４４の何れかへ信号を送る。限定さ
れるものではないが、図６５～６７に示すアクチュエータを基板に用いてもよい。
【０１０７】
　図６２に示す構造において、取り外しを可能とする結合要素１４毎に設けられた高密度
の複数ＬＥＤ又は他の光発生器２４６は、一般的なＬＣＤで可能な程度ほど精細ではない
ものの、グラフィック表示が可能なブリックおもちゃ基板２０２の基礎となりえる。その
ような基板は、好ましくはＸＹ線を走査し、限定されるものではないがＵＳＢ、Ｌｉｇｈ
ｔｎｉｎｇポート、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等のプロトコルを介してコンピュータ機器と
通信するための電子機器を有する。
【０１０８】
　図６３及び図６８は三角測量を行う送信機／レセプタ２５０を基板２０２の４隅に備え
、基板上のブリックおもちゃ１０の位置を判定可能な基板組立品２００を示している。基
板組立品２００は基板組立品２００上の異なる位置にある３以上の無線／ＮＦＣ／音／光
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による送信機／レセプタ２５０を使用できる。これらの送信機／レセプタ２５０は、夫々
、特定の信号を、好ましくは同時に発生し、個々のブリックおもちゃ１０は機器２５０の
夫々から受信したパルス間の遅延時間を測定する。そして、ブリックおもちゃ１０はその
位置を三角測量法により計算し、ブリックの種類及びその位置を、例えば無線、光又は音
による伝送手段によって送信機／レセプタ２５０を通して返送することができる。上記の
逆の構成も可能であり、等価である。その場合、ブリックおもちゃ１０が信号を発して、
当該信号が基板組立品２００上の複数の送信機／レセプタ２５０により受信された時間差
がブリックおもちゃの位置を示す。
【０１０９】
　基板組立品２００の複数例は、カメラや光学認識等の受動的手段、又は、限定されるも
のではないが、無線タグや無線波三角測量等の能動的手段を用いてその上に置かれたブリ
ックおもちゃ１０の位置、方向及び特性を決定する能力を有してなる。また、基板２０２
上に置かれたブリックおもちゃ１０は、その向き及び運動を送信するためのセンサをその
上に備えてもよい。例として、ブリックおもちゃの像（figure）は、よちよち歩き、又は
歩行するように操作されると、基板上に表示される景観を、あたかもブリックおもちゃの
像が環境を通過して歩いているかのように前進させるものとしてよい。
【０１１０】
　より小型のブリックおもちゃ１０の基板２０２の上面２１４を横切る操作によって、２
次元又は３次元のアバターが表示スクリーン２０６上に現れ、表示画像の他の特徴と対話
するようにしてもよい。ブリックおもちゃ又はブリックおもちゃ像の仮想的な特性は基板
組立品２０６上の、又は、操作対象のブリックおもちゃ１０上の不揮発性メモリに保存さ
れている。更に、操作されるブリックおもちゃ１０の仮想的な特性は、基板２０２の上面
２１４上の環境との対話に従って変更されてもよい。変更された特性は現実のブリックお
もちゃ１０内、又はインターネット上の遠隔地等の他の場所に保持され、ブリックおもち
ゃを別の基板組立品２００へ移動させたときに、現在の基板組立品２００が以前の基板組
立品２００における表示スクリーン２０６上の正確な環境を再現するほか、以前の基板組
立品との過去の対話体験に基づきアバターの特性を再現する。
【０１１１】
　基板組立品２００及びその上に置かれたブリックおもちゃ１０の間の対話は、双方向で
あってよい。例として、類似であるが、より小型の表示機器を備えたブリックおもちゃ１
０は、その基板上の位置に応じて、その表面上に表示されるべき画像を受信するものとし
てよい。例として、人物像のブリックおもちゃ１０は、基板２０２上のビーチ場面に移動
させたときに、その表示画像をビーチ用衣装に変更してよい。他の例として、ブリックお
もちゃは、水の特徴を有する表示領域２０８の一部上に置かれると、水しぶきの音を発生
することも可能である。その結果として、表示スクリーン２０６に更に水しぶきを表示し
てもよい。
【０１１２】
　三角測量能力を有する基板組立品２００は仮想的な建築環境としても使用されてよい。
ブリックおもちゃ１０が上面２１４より上方で動かされると、同じブリックおもちゃ１０
のアバターが表示スクリーン２０６上に現れ、クリック／セメント動作／ジェスチャによ
り当該ブリックおもちゃに関連付けられたアバターが仮想の構造に固定され、上記手順が
繰り返される。アバターは現実のブリックおもちゃと同じ形状である必要はなく、表示ス
クリーン２０６上に表示されるメニュー構造、又は、ブリックおもちゃ又は他の三角測量
可能な物体のある物理的な操作によってアバターの形状が選択されるようにしてもよい。
【０１１３】
　別の例では、表示スクリーン２０６は、例えばブリックおもちゃの構造を構築するため
の、又は、イリノイ州ウィーリングにあるエレンコ・エレクトロニクス社が販売するＳｎ
ａｐ－Ｃｉｒｃｕｉｔｓ（登録商標）のような取り外し可能な結合で構成された回路要素
を有した電気回路を構築するための、図解による指示を表示してもよい。子供が容易に組
み立てることができるように、ブリック又は回路要素の実物大の画像が表示スクリーン２
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０６上の、それが取り付けられるべき取り外し可能な結合要素１４の下に表示されてもよ
い。
【０１１４】
　画像生成機器２０４は例としてｉＰａｄ又は類似のコンピュータ機器が有することので
きる全ての特徴を有していてよい点に留意すべきである。例えば、下記の１以上が可能で
ある：タッチする画像に対する反応、再充電可能な電源、動作又は動作の時間変化、又は
方向に対するプログラム可能な応答、一体型カメラ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続、ＷｉＦｉ
接続、ＮＦＣ読取装置、動画再生能力、タッチ反応型の対話型ゲームを表示する能力、可
聴信号又は光学的に符号化された伝送等を送受信する能力。
【０１１５】
　別の実施形態では、基板組立品２００はモノポリー（登録商標）等のボードゲームを形
成してもよい。モノポリーにおける駒、家、ホテルを全てブリックおもちゃとし、上述の
通り、それらの動き及び位置が自動的に検知されるものとしてよい。別の例として、上に
文字が記載されたブリックおもちゃを用いてスクラブル（Scrabble:登録商標）ゲームを
遊ぶことができる。当該ブリックおもちゃはスクラブルのゲームボードを表示する上面２
１４の上に置かれ、基板２０２上に置かれた文字タイルとして働くブリックおもちゃの位
置及び種類を自動的に識別することにより、得点が自動で計算、表示されてよい。
【０１１６】
　別の実施形態では、ゲームの遊戯者がスマートフォン等のより小型のコンピュータ機器
を用いて基板組立品２００と対話してもよい。遊戯者の夫々が、小型コンピュータ機器上
のソフトウェアと通信する基板組立品２００上のソフトウェアを介して、表示スクリーン
２０６上の主な表示画像に影響を及ぼす。上記の小型コンピュータ機器はまた、透明な基
板が取り付けられていてもよく、小型コンピュータ機器の基板上にブリックおもちゃを配
することで、より大型の基板組立品２００の、又は基板２０２が設けられていない表示ス
クリーン２０６上の表示画像またはゲームに影響を及ぼすものとしてよい。複数の小型機
器が、より大型の基板組立品２００の環境と、同時に又は順番に通信を行い、影響を及ぼ
してよい。当該環境は、例えばブリックおもちゃの駒の主な基板組立品２００上の移動に
応じて、例としてモノポリーにおける金がある遊技者から別の遊戯者に支払われ、その金
額が主な基板組立品２００上に表示され、小型コンピュータ機器同士で転送されるように
、完全に対話的であってよい。
【０１１７】
　別の実施形態として、図６９に示す光ファイバ２７４又は他の導光部が組み込まれた不
透明、半透明又は透明なブリックおもちゃ１０を使用して、表示面から離れる第３の方向
へ表示画像及びメッセージを拡張し、向けることも可能である。この方法で、例えばキラ
キラと光るクリスマスツリー、又は小塔がキラキラと光る氷の城のブリックおもちゃを作
成できる。導光部を有するクリスマスツリー形状のブリックおもちゃは、基板組立品２０
０により認識されると、キラキラと光るパターンの表示によって自動的に照明される。留
意すべき点は、この実施形態は、画像はブリックを介して視認されず、画像がブリックの
表面に現れるものであるため、澄んだ又は透明のブリックおもちゃ１０を有する他の実施
形態と異なることである。図６９において、画像をブリックおもちゃの２以上の面に向け
るために、直線の平行な光ファイバ２７４と曲線の光ファイバ２７４の組み合わせが使用
されている。他の例では、光ファイバ２７４の全てを同一種類とすることができる。
【０１１８】
〈画像生成、及び遊戯片と対話する組立品の説明〉
　画像を生成し、遊戯片と対話する組立品２９６の一例を図５５及び図７０に示す。この
例では、画像２２２は可視画像２２３と、第１信号２３５と呼ばれることもある光学的に
符号化されたメッセージ画像２３５とを含み、情報をブリックおもちゃ１０又は他の遊戯
片１０へ送信することを可能とする。組立品２９６は、図７０において、組立品２９６を
構成するコンポーネント及び機器を現し、それら間の対話を提案する簡略化された模式図
として示されている。留意すべきは、図７０に関連するいくつかの例では、基板２０２は
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使用されず、むしろレセプタ２３６が、典型的にはタブレットコンピュータで構成された
画像生成機器２０４と動作可能に結合している。そのような例において、ブリックおもち
ゃ１０又は他の遊戯片１０は、画像生成機器２０４の表示スクリーン２０６の直上に位置
決めされる。他の例では、レセプタ２３６と一緒に基板２０２が使用され、レセプタ２３
６は典型的に基板２０２に取り付けられる。どちらの場合も、レセプタ２３６は画像生成
機器２０４と、典型的には無線接続によって動作可能に結合している。初めに、いくつか
の定義と説明を順に行う。
【０１１９】
　光学的に符号化されたメッセージ画像２３５は、画像生成機器２０４の表示スクリーン
２０６から、場合により表示領域２０８を介して、遊戯片１０の光学表示メッセージセン
サ２３７への一方向信号である。光学表示メッセージセンサ２３７は、光学的に符号化さ
れたメッセージ画像２３５に少なくとも部分的に基づいて第１信号２４１を生成する、遊
戯片１０上の他のセンサと区別されるコンポーネントである。
【０１２０】
　第２信号２３８は、遊戯片１０のメッセージトランスポンダ２４８とレセプタ２３６間
の一方向又は双方向の処理である。遊戯片１０上のこのメッセージトランスポンダ２４８
は、遊戯片上の他のアクチュエータと区別される。メッセージトランスポンダ２４８は、
例えばＮＦＣ、ＷｉＦｉ、Ｚｉｇｂｅｅ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又は赤外信号であり得る
が、これに限られるものではない。
【０１２１】
　センサ３０は、第１信号２３５を受信する光学表示メッセージセンサ２３７と区別され
る。センサ３０は、温度センサ、タッチセンサ、力センサ等のコンポーネントを含んでい
てもよいが、これに限られるものではない。ブリックおもちゃ１０がセンサ３０を全く備
えない例もある。
【０１２２】
　アクチュエータ３４は、第２信号２３８を生成し、送信する遊戯片１０上のメッセージ
トランスポンダ２４８と区別される。アクチュエータ３４は、光発生器又は音発生器又は
遊戯片１０上の別のトランスポンダであってよいが、これに限られるものではない。セン
サ３０と同様、ブリックおもちゃ１０がアクチュエータ３４を全く備えない例もある。
【０１２３】
　レセプタ２３６は遊戯片１０上のメッセージトランスポンダ２４８と通信する。レセプ
タ２３６は一方向又は双方向のトランスポンダであってよい。以下に、光学的に符号化さ
れたメッセージ画像２３５を用いてブリックおもちゃ１０を三角測量し、ブリックおもち
ゃ１０の典型的には表示スクリーン２０６を基準とした物理的位置を決定する方法の例を
示す。
【０１２４】
　第１の例では、表示スクリーン２０６上を走査される同一の光学的に符号化されたメッ
セージ画像２３５が、画素の区画の複数を順番に走査される。この例では、メッセージは
本質的に「メッセージトランスポンダ２４８をオンにせよ」といったものである。第１の
光学的に符号化されたメッセージ画像が光学表示メッセージセンサ２３７によって受信さ
れると、現在刺激される画素の区画上方にあるブリックおもちゃ１０上で、所定期間、図
５５において送信機／送受信機として記載されたメッセージトランスポンダ２４８がオン
する。これは、図５５において受信機／送受信機と記載されたレセプタ２３６を介した画
像生成装置２０４との、一方向又は双方向の第２のメッセージ対話を開始させる。レセプ
タ２３６は例えば無線トランスポンダであってよい。第２メッセージを受信した時におい
て、光学的に符号化されたメッセージ画像２３５の位置は既知であるので、遊戯片１０の
位置が画像生成装置２０４に明らかになる。
【０１２５】
　別の例では、表示スクリーン２０６の異なる物理的場所で、異なった第１の光学的に符
号化されたメッセージ画像２３５が送信される。これらの異なるメッセージ画像２３５は
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すべての場所で同時に送られるか、又は画素の一区画ごとに走査されることができる。メ
ッセージ画像間の相違点は、これに限られるものではないが、例えば、刺激される場所の
Ｘ、Ｙ座標の符号化により決定されることができる。遊戯片１０はこのメッセージを光学
表示メッセージセンサ２３７を介して受信し、第１の光学的に符号化されたメッセージ画
像２３５の受信時と必ずしも一致する必要はないが、次にレセプタ２３６と通信する時に
、メッセージトランスポンダ２４８を介し、受信した第１の光学的に符号化されたメッセ
ージ画像２３５に遊戯片１０自身についてのデータを加えた内容を送信することができる
。その後、画像生成機器２０４は遊戯片１０の位置及び遊戯片１０の種類を知る。
【０１２６】
　メッセージングは三角測量に加えて、又は三角測量に代えて行うことができる。例えば
、光学的に符号化されたメッセージ画像２３５は遊戯片１０上のアクチュエータ３４に対
するデータを含むことができる。例えば、アクチュエータ３４に対するデータは、遊戯片
１０を青色に変えるものであり得る。この光学的に符号化されたメッセージ画像２３５は
水を示す可視画像２２３と同時に送信され、水の可視画像上に置かれた遊戯片１０の色を
青色に変える。これはレセプタ２３６への第２信号２３８の生成を必要としないし、遊戯
片１０の位置の三角測量も必要としないことに留意すべきである。
【０１２７】
　別の例では、遊戯片１０上のメッセージトランスポンダ２４８によってレセプタ２３６
に向けて送信される第２信号２３８は、他のデータに加え、遊戯片１０上のセンサ３０か
らの付加的なデータを含んでいてもよい。例えば遊戯片１０の温度がレセプタ２３６に送
信されてもよく、又は、遊戯片１０上のボタンの押下によって「射撃」信号をレセプタに
送信することもできる。
【０１２８】
　第２信号２３８に関係した遊戯片１０上のメッセージトランスポンダ２４８とレセプタ
２３６間のメッセージ対話は、遊戯片１０上のアクチュエータ３４に対しデータを送信で
きるように、双方向であってよい。例えば、第２メッセージ対話を介して音声が、スピー
カ型のアクチュエータに送信されることができる。
【０１２９】
　表示スクリーン２０６上の、又は使用される場合における基板２０２の表示領域２０８
上の２以上の遊戯片１０同士が、第１信号２３５及びこれに続くレセプタ２３６への第２
信号に基づき表示スクリーンを介して相互に対話してもよい。例として、以下のものを含
むが、これに限られるものではない。
　２つの遊戯片１０が互いに向き合うように配置され、各々の遊戯片の射撃ボタン型のセ
ンサが押下されると、弾丸又は他の発射物の進行が、表示スクリーン上に直接、又は基板
２０２が使用される場合は表示領域２０８上に視認できるように表示されてもよい。その
後、命中すると遊戯片１０を赤色に変えることができる。上記の対話は、射撃ボタンが押
下されたことを符号化する第２信号２３８、及び、一方向の光学的に符号化されたメッセ
ージ画像又はこの例では双方向通信である第２信号に加えて、位置を算出するために第１
及び第２信号２３５、２３８を使用し、命中された遊戯片１０に赤色に変化させる命令を
送信する。
【０１３０】
　表示スクリーン２０６上の、又は使用される場合における基板２０２上の２以上の遊戯
片１０同士が、表示トランスポンダ２４８を使用することなく、直接、遊戯片‐遊戯片間
信号２５４を介して対話してもよい。例えば、遊戯片１０は第１の表示メッセージ画像中
の情報を用いてその位置を算出し、その後、メッセージトランスポンダ２４８又は他の別
個のトランスポンダを使用して直接他の遊戯片と通信してもよい。レセプタ２３６はこの
通信に関与しない。
【０１３１】
　上述の説明において、上方、下方、上、底、超えて、下で、等の用語を使用したが、こ
れらの語は明細書及び特許請求の範囲において発明の理解を助けるために用いられたもの
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であり、限定する意味で用いたものではない。
【０１３２】
　本発明は、上述の好ましい実施形態及び例を参照することにより開示されたが、これら
の例は限定する意味ではなく、具体例を示したものと理解されるべきである。本技術の熟
練者が、本発明の精神及び下記請求の範囲の範囲内における変更及び組み合わせに気付く
ことは想定される。例えば、画像が、画像生成機器２０４と基板２０２の表示領域間を延
伸する図３９及び図４０に示すファイバ光学アレイを用いて、表示領域２０８へ送信され
てもよい。上記のファイバ光学アレイは、画像生成機器２０４上の表示スクリーン２０６
から延伸しても、していなくてもよい。
【０１３３】
　以下の条項は基板組立品、画像を生成し遊戯片と対話する組立品、遊戯片の使用方法、
画像生成方法、及びおもちゃ片の種々の例の態様を記載したものである。
【０１３４】
　（第１項）
　取り外しが可能な状態で互いに結合可能に構成された複数の遊戯片と一緒に用いられる
基板組立品であって、
　結合要素、及び、前記結合要素に隣接する領域を備えた表示領域を有する基板と、
　動作可能な状態で前記基板と結合した画像生成機器と、
　前記画像生成機器により生成された画像を少なくとも前記基板の前記表示領域に向けて
送信するための手段を備え、
　前記結合要素は、遊戯片を取り外し可能な状態で前記表示領域に取り付け可能とする。
【０１３５】
　（第２項）
　前記基板が内側領域を備え、前記表示領域と前記内側領域が基板の向かい合う側にある
第１項の組立品。
【０１３６】
　（第３項）
　前記基板が複数面を有し、前記表示領域が前記基板の少なくとも一面上にある第１項の
組立品。
【０１３７】
　（第４項）
　前記画像生成機器が、画像が生成される表示スクリーンを備える上記条項の何れか１項
の組立品。
【０１３８】
　（第５項）
　前記基板が内側領域を備え、前記表示領域と前記内側領域が基板の向かい合う側にあっ
て、
　前記基板の前記内側領域が、前記画像生成機器の前記表示スクリーンと対面している第
４項の組立品。
【０１３９】
　（第６項）
　前記画像送信手段が、前記表示スクリーン上に生成された画像が基板を通過し、前記基
板の前記表示領域で視認することができるように、前記基板の概ね透明な部分を備える第
５項の組立品。
【０１４０】
　（第７項）
　前記基板が前記画像生成機器に取り外しが可能な状態で取り付けられている第５項の組
立品。
【０１４１】
　（第８項）
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　道具を使用することなく、前記基板が前記画像生成機器に取り外しが可能な状態で取り
付けられている第７項の組立品。
【０１４２】
　（第９項）
　前記画像生成機器が、コンピュータを備える第７項の組立品。
【０１４３】
　（第１０項）
　結合要素を使用して前記表示領域上の第１の位置に取り外しが可能な状態で取り付けら
れ、メッセージを生成可能な遊戯片をさらに備え、
　前記画像生成機器、前記遊戯片、及び前記基板のうち少なくとも１つが、一時的でない
記憶媒体に保存された、プロセッサ上で実行されることで前記メッセージに従って前記プ
ロセッサにフロー又は分岐からなる動作を実行させるためのコンピュータプログラム命令
を備える上記条項の何れか１項の組立品。
【０１４４】
　（第１１項）
　基板が、前記表示スクリーンから離れた位置にある第１の部分、及び、前記表示スクリ
ーンに直接向かい合う第２の部分を有する第５項の組立品。
【０１４５】
　（第１２項）
　前記第２の部分が前記表示スクリーン及び前記第１の部分に対して取り外し可能であり
、交換可能である第１１項の組立品。
【０１４６】
　（第１３項）
　前記第２の部分が前記表示スクリーンの全領域を事実上覆っている第１２項の組立品。
【０１４７】
　（第１４項）
　前記第２の部分が前記表示スクリーンの一部領域のみを覆い、前記表示スクリーンの別
の一部と直接の視覚アクセスを可能とする開いた領域を定義している第１１項の組立品。
【０１４８】
　（第１５項）
　前記基板が、前記開いた領域を完全に覆い、前記開いた領域に収まる大きさの取り外し
可能で交換可能な第３の部分を備える第１４項の組立品。
【０１４９】
　（第１６項）
　画像生成機器により生成された画像が前記基板を通過し、当該画像が前記結合要素、及
び前記結合要素に隣接する領域を通して視認可能である第１～５項、及び第７～１３項の
何れかの組立品。
【０１５０】
　（第１７項）
　前記画像生成機器が、前記基板の前記表示領域で２次元画像又は３次元画像として視覚
可能な画像を生成する上記条項の何れか１項の組立品。
【０１５１】
　（第１８項）
　前記画像生成機器が、前記基板の前記表示領域に立体視用の２つの個別の画像を生成す
る第１～１６項の組立品。
【０１５２】
　（第１９項）
　前記画像生成機器が、前記基板の前記表示領域と関連したホログラムを生成するための
、固定のまたは変化する干渉パターンを生成する空間光変調器を備える第１～１６項の組
立品。
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【０１５３】
　（第２０項）
　前記画像送信手段が、前記画像生成機器を前記表示領域と動作可能な状態で結合させる
光学的信号伝送線を備える上記条項の何れか１項の組立品。
【０１５４】
　（第２１項）
　結合要素を使用して前記表示領域の第１の位置に取り外し可能な状態で取り付けられた
遊戯片と、少なくとも（１）前記基板から前記遊戯片へのエネルギーの伝達、及び（２）
前記遊戯片への信号の送信及び前記遊戯片からの信号の受信、の何れか１つのための磁場
を生成するコイルと、をさらに備える上記条項の何れか１項の組立品。
【０１５５】
　（第２２項）
　結合要素を使用して前記表示領域の第１の位置に取り外し可能な状態で取り付けられた
遊戯片をさらに備え、
　前記遊戯片が、前記遊戯片による光学的信号の受信に基づいて活性化可能な無線自動識
別装置（ＲＦＩＤ）及び近距離無線通信（ＮＦＣ）トランスポンダの少なくとも何れか１
つを備える第１～２０項の組立品。
【０１５６】
　（第２３項）
　結合要素を使用して前記表示領域の第１の位置に取り外し可能な状態で取り付けられた
遊戯片をさらに備え、
　前記遊戯片が、第１のトランスポンダと第１のセンサの何れかから選択される第１の機
器、及び、第２のトランスポンダと第２のアクチュエータの何れかから選択される第２の
機器を備え、前記第２の機器が、前記第１の機器からのメッセージ及びセンサ値の少なく
とも何れか１つの受信によって活性化される第１～２０項の組立品。
【０１５７】
　（第２４項）
　前記メッセージ及び前記センサ値の前記少なくとも何れか１つが、無線及び光学信号を
含み、音、磁気、電磁気の種類の信号から選択される信号である第２３項の組立品。
【０１５８】
　（第２５項）
　結合要素を使用して前記表示領域の第１の位置に取り外し可能な状態で取り付けられた
遊戯片をさらに備え、
　前記遊戯片が、前記表示領域と対向する第１外表面領域と、第２外表面領域を有する外
表面を有し、前記表示領域に与えられた画像が前記第２外表面領域に現れるように、前記
第１外表面領域から前記第２外表面領域へと延伸する導光要素を備える第１～５項、第７
～１５項、及び第２１～２４項の何れか１項の組立品。
【０１５９】
　（第２６項）
　前記画像生成機器と動作可能に結合したタッチセンサ膜を備え、
　前記基板がタッチセンサ膜を覆う複数のアクセス領域を備え、前記アクセス領域の少な
くとも選択された１つにおいて前記膜へのタッチ入力をユーザに提供可能とする上記条項
の何れか１項の組立品。
【０１６０】
　（第２７項）
　前記アクセス領域が前記結合要素と同じ場所にある、第２６項の組立品。
【０１６１】
　（第２８項）
　前記結合要素が前記タッチセンサ膜から離間した第１の位置から前記基板の一部が前記
タッチセンサ膜と接触する第２の位置へと、前記タッチセンサ膜に向かって移動できるよ
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うに、前記アクセス領域が、複数の前記結合要素を当該結合要素に隣接する領域に接続す
る柔軟要素を備える第２７項の組立品。
【０１６２】
　（第２９項）
　前記アクセス領域が、前記表示領域を通すように形成された開口部を備える第２６項の
組立品。
【０１６３】
　（第３０項）
　前記タッチセンサ膜が、前記基板及び前記画像生成機器から選択される何れか１つの一
部である第２６項の組立品。
【０１６４】
　（第３１項）
　前記基板が、離間した電極の第１組と第２組で構成された格子を備え、電極の前記第１
組は電極の前記第２組に対して横断方向に延伸し、電極の前記第１組及び前記第２組が前
記画像生成機器と動作可能に結合する上記条項の何れか１項の組立品。
【０１６５】
　（第３２項）
　電極の前記第１組と前記第２組が、複数の交差位置で交差し、複数の前記交差位置にお
いて、前記信号送信機及び信号受信機の少なくとも何れか１つが前記第１組及び第２組の
電極と電気的に接続している第３１項の組立品。
【０１６６】
　（第３３項）
　前記信号送信機及び信号受信機の少なくとも何れか１つが、光トランスポンダ及び電気
コイルの少なくとも何れか１つである第３２項の組立品。
【０１６７】
　（第３４項）
　前記基板組立品が、レセプタ、結合要素を使用して前記表示領域上の第１の位置に取り
外し可能な状態で取り付けられた第１の遊戯片、及び、前記基板組立品に備え付けられ、
前記第１の位置にある前記第１の遊戯片に向けて第１位置信号を生成する少なくとも３つ
の空間的に別々の位置発生器を備え、
　前記第１の位置にある前記第１の遊戯片は、前記第１位置信号に応答し、前記レセプタ
に向けて第２位置信号を生成可能であることにより、前記第１の位置にある前記第１の遊
戯片の存在を検知し、
　前記基板組立品は、前記第２信号に基づいて前記遊戯片の位置を算出可能に構成されて
いる上記条項の何れか１項の組立品。
【０１６８】
　（第３５項）
　前記位置発生器の少なくとも１つが、前記レセプタを含む第３４項の組立品。
【０１６９】
　（第３６項）
　前記第１の遊戯片が、前記少なくとも３つの空間的に別々の位置発生器からの前記第１
位置信号間の差に基づいて前記第２信号を算出する第３４項の組立品。
【０１７０】
　（第３７項）
　前記差が時間差である、第３６項の組立品。
【０１７１】
　（第３８項）
　前記基板組立品が、少なくとも３つの空間的に別々の位置レセプタを有するレセプタ、
及び結合要素を使用して前記表示領域上の第１の位置に取り外し可能な状態で取り付けら
れた第１位置信号生成遊戯片を備え、前記第１位置信号生成遊戯片は前記位置レセプタへ
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送信のために第１位置信号を生成可能であり、
　前記レセプタは、前記空間的に別々の位置レセプタによって受信された第１位置信号間
の差に基づいて前記遊戯片の位置を算出可能に構成されている第１～３３項の何れか１項
の組立品。
【０１７２】
　（第３９項）
　前記差の解析が時間差の解析を含む、第３８項の組立品。
【０１７３】
　（第４０項）
　遊戯片支持面を有する基板体、
　前記遊戯片支持面の一位置にある遊戯片、及び
　前記遊戯片支持面上の前記位置における前記遊戯片の存在を示す信号を生成するために
前記遊戯片及び前記基板体と関連付けられた三角測量手段を備えた基板組立品。
【０１７４】
　（第４１項）
　前記基板体が、前記遊戯片が前記遊戯片支持面に対して取り外し可能な状態で取り付け
られるための結合要素を備える第４０項の基板組立品。
【０１７５】
　（第４２項）
　その上に画像を生成することのできる表示スクリーンを有する画像生成器、及び、取り
外し可能な状態で互いに結合可能に構成される複数の遊戯片と一緒に用いられる基板であ
って、
　前記基板は表示領域を有する本体部を備え、前記表示領域が、前記遊戯片を前記表示領
域に取り外し可能な状態で取り付け可能とする結合要素と、前記結合要素に隣接する領域
を有し、
　前記本体部は内側領域を更に備え、前記表示領域と前記内側領域が前記本体部の向かい
合う側にあり、
　前記本体部の前記内側領域が前記画像生成器の前記表示スクリーンに隣接して位置する
ように、前記本体部が画像生成器に取り外し可能な状態で取り付け可能とする取り付け構
造を備え、
　前記内側領域と前記表示領域の間の前記本体部の少なくとも一部が、前記画像生成器の
前記表示スクリーンに生成された画像が前記本体部を通って前記表示領域へと通過し、前
記結合要素及び前記結合要素と隣接する領域において視認可能なように、概ね透明に構成
されている基板。
【０１７６】
　（第４３項）
　画像を生成し、遊戯片と対話する（interacting）組立品であって、
　その上に生成された画像を表示することのできる表示スクリーンを有し、前記生成され
た画像が視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を含む画像
生成機器、
　前記画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタ、及び、
　前記表示スクリーンに対して第１の位置にある第１の遊戯片を備え、
　前記第１の遊戯片が、
　前記視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を受信し、前
記光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を生成
する光学表示メッセージセンサと、
　前記光学表示メッセージセンサから少なくとも前記第１の信号を受信するため前記光学
表示メッセージセンサと結合したメッセージトランスポンダと、を備え、
　前記メッセージトランスポンダは、前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいて第２
の信号を生成し前記レセプタに送信するために前記レセプタと結合している組立品。
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【０１７７】
　（第４４項）
　前記レセプタが、少なくとも音レセプタ、電磁放射レセプタ、及び、磁界レセプタの少
なくとも何れか１つであり、前記第２の信号は音第２信号、電磁放射第２信号、磁界第２
信号のうちの対応する１つである第４３項の組立品。
【０１７８】
　（第４５項）
　前記表示スクリーン上に取り付け可能な基板を備え、
　前記基板は表示領域を有し、前記表示領域が、前記遊戯片を前記表示領域に取り外し可
能な状態で取り付け可能とする結合要素を備える第４３項又は第４４項の組立品。
【０１７９】
　（第４６項）
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像は、ユーザに視認不可能とする第４３～４５
項の何れか１項の組立品。
【０１８０】
　（第４７項）
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像は、特定の遊戯片を宛先とするように符号化
された情報を含む、第４３～４６項の何れか１項の組立品。
【０１８１】
　（第４８項）
　前記第２の信号が、（１）前記第１の遊戯片のグラフィック表現、（２）前記第１の遊
戯片についての他の情報、及び（３）前記第１の遊戯片についての情報を有している局所
データベース、遠隔データベース、参照テーブルのうち少なくとも何れか１つへのアドレ
ス、のうち１以上を備える第４３～４７項の何れか１項の組立品。
【０１８２】
　（第４９項）
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像の前記表示スクリーン上の物理的位置に応じ
て、前記光学的に符号化されたメッセージ画像が変化する第４３～４８項の何れか１項の
組立品。
【０１８３】
　（第５０項）
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像が、（１）前記物理的位置の座標、（２）前
記物理的位置における前記生成された画像の前記視覚画像部分についての情報、（３）前
記遊戯片に対するゲームデータ、及び（４）前記遊戯片上のアクチュエータに対するデー
タ、のうち少なくとも１つに関する情報を含む、第４９項の組立品。
【０１８４】
　（第５１項）
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像が前記表示スクリーン上の複数の物理的位置
で生成され、
　第２の遊戯片が、前記表示スクリーンに対して第２の位置にある第４３～５０項の何れ
か１項の組立品。
【０１８５】
　（第５２項）
　第２の画像生成機器と、
　前記第２の画像生成機器の前記表示スクリーンに対して第２の位置にある第２の遊戯片
と、を更に有し、
　前記第１及び第２の画像生成機器が動作可能に結合し、
　前記第１の遊戯片からの前記第２の信号に少なくとも部分的に基づいた前記第２の遊戯
片への前記光学的に符号化されたメッセージ画像を備える、第４３～５１項の何れか１項
の組立品。
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【０１８６】
　（第５３項）
　前記表示スクリーンに対して第２の位置にある第２の遊戯片を更に有し、前記第１の遊
戯片からの前記第２の信号に少なくとも部分的に基づいた前記第２の遊戯片への前記光学
的に符号化されたメッセージ画像を備える、第４３～５１項の何れか１項の組立品。
【０１８７】
　（第５４項）
　前記第１の遊戯片、及び前記第２の遊戯片の夫々が、相互にメッセージの転送を可能と
する遊戯片－遊戯片間通信装置を備える第５３項の組立品。
【０１８８】
　（第５５項）
　前記第１の遊戯片が、前記メッセージトランスポンダと動作可能な状態で結合した第２
の光学表示メッセージセンサを備える第４３～５４項の何れか一項の組立品。
【０１８９】
　（第５６項）
　前記第２の信号は、前記第１の遊戯片に対する光学的に符号化されたメッセージを表示
する場所についての情報を前記画像生成機器に提示する、第４３～５５項の何れか１項の
組立品。
【０１９０】
　（第５７項）
　前記第１の遊戯片により生成される前記第２の信号が、前記光学メッセージセンサによ
る前記光学的に符号化されたメッセージ画像の受信後、ユーザ対話を伴うことなく、自動
的に生成される第４３～５６項の何れか１項の組立品。
【０１９１】
　（第５８項）
　前記第１の遊戯片が、前記メッセージトランスポンダと結合し、前記メッセージトラン
スポンダへセンサデータを提供するためのセンサを備え、前記第２の信号が少なくとも部
分的に前記センサデータに基づいて生成される第４３～５７項の何れか１項の組立品。
【０１９２】
　（第５９項）
　前記第１の遊戯片が、（１）前記光学表示メッセージセンサからのメッセージを受信す
るために、動作可能な状態で結合したアクチュエータ、及び（２）前記メッセージトラン
スポンダからメッセージを受信するために、動作可能な状態で結合したアクチュエータ、
の少なくとも１つを備え、
　前記メッセージが、前記アクチュエータの動作についてのデータを含む、第４３～５８
項の何れか１項の組立品。
【０１９３】
　（第６０項）
　前記アクチュエータの動作についての前記データは、前記アクチュエータに対し、色付
き光の生成、画像の生成、音の生成、及び、運動のうちの少なくとも何れかを行わせるも
のである、第５９項の組立品。
【０１９４】
　（第６１項）
　前記第１の位置に表示される前記光学的に符号化されたメッセージ画像が時間とともに
変化可能である、第４３～６０項の何れか１項の組立品。
【０１９５】
　（第６２項）
　エネルギーを伝送する近距離無線通信（ＮＦＣ）アンテナを更に備え、前記遊戯片がエ
ネルギーを受信するアンテナを備え、前記ＮＦＣアンテナが前記第１の遊戯片に電力を供
給可能とする第４３～６１項の何れか１項の組立品。
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【０１９６】
　（第６３項）
　前記第１の遊戯片がメッセージを生成可能であり、
　前記第１の遊戯片と前記画像生成機器の少なくとも何れか１つが、一時的でない記憶媒
体に保存された、プロセッサ上で実行されることで前記メッセージに従って前記プロセッ
サにフロー又は分岐からなる動作を実行させるためのコンピュータプログラム命令を備え
る第４３～６２項の何れか１項の組立品。
【０１９７】
　（第６４項）
　取り外しが可能な状態で互いに結合可能に構成された複数の遊戯片と一緒に用いられる
基板及び遊戯片組立品であって、
　結合要素、及び前記結合要素に隣接する領域を有する表示領域を有し、前記結合要素に
より前記遊戯片を前記表示領域に取り外し可能な状態で取り付け可能とする基板と、
　その上に画像が生成される表示スクリーンを有するコンピュータと、を備え、
　前記基板は、前記表示スクリーンを覆うように前記コンピュータに取り外し可能に取り
付けられ、
　前記基板は、前記表示スクリーンに生成された画像が前記基板を通過し、前記結合要素
及び前記結合要素と隣接する領域を通って視認可能であり、前記基板の前記表示領域にお
いて視認されるように、概ね透明な部分を含み、
　前記遊戯片が前記結合要素を使用して前記表示領域上の位置に取り外し可能な状態で取
り付けられ、前記遊戯片はメッセージを生成可能であり、
　前記コンピュータ、前記遊戯片及び前記基板の少なくとも何れか１つが、一時的でない
記憶媒体に保存された、プロセッサ上で実行されることで前記メッセージに従って前記プ
ロセッサにフロー又は分岐からなる動作を実行させるためのコンピュータプログラム命令
を備える基板及び遊戯片組立品。
【０１９８】
　（第６５項）
　画像を生成し、遊戯片と対話する（interacting）組立品であって、
　生成された画像をその上に表示することのできる表示スクリーンを有し、前記生成され
た画像は視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を含み、前
記光学的に符号化されたメッセージ画像はユーザに視認不可能とする画像生成機器、
　前記画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタ、及び、
　前記表示スクリーンに対して第１及び第２の位置にある第１及び第２の遊戯片を備え、
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像は、前記表示スクリーン上の複数の物理的位
置で生成され、第２の遊戯片が、前記表示スクリーンに対して第２の位置にあり、
　前記第１及び第２の遊戯片が、夫々、
　前記視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像が一体化された画像を受信し、前
記光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を生成
する光学表示メッセージセンサ、
　前記光学表示メッセージセンサから少なくとも前記第１の信号を受信するため前記光学
表示メッセージセンサと結合したメッセージトランスポンダを備え、
　前記メッセージトランスポンダは、前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいて第２
の信号を生成し前記レセプタに送信するために前記レセプタと結合し、
　前記第１の遊戯片により生成される前記第２の信号が、前記第１の遊戯片の前記光学メ
ッセージセンサによる前記光学的に符号化されたメッセージ画像の受信後、更なるユーザ
対話を伴うことなく、自動的に生成され、
　前記第１及び第２の遊戯片の少なくとも何れか１つが、前記メッセージトランスポンダ
と結合し、前記メッセージトランスポンダへセンサデータを提供するためのセンサを備え
、前記第２の信号が少なくとも部分的に前記センサデータに基づいて生成され、
　前記第１及び第２の遊戯片の少なくとも何れか１つが、（１）自身の前記光学表示メッ
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セージセンサからのメッセージを受信するために動作可能な状態で結合したアクチュエー
タ、及び（２）自身の前記メッセージトランスポンダからメッセージを受信するために動
作可能な状態で結合したアクチュエータ、の少なくとも１つを備える組立品。
【０１９９】
　方法に関する条項
　（第６６項）
　基板組立品と一緒に複数の遊戯片を使用する方法であって、前記遊戯片は、複数の前記
遊戯片を取り外しが可能な状態で互いに結合可能とする第１の結合要素を有し、
　前記方法が、
　表示領域を有する基板上に遊戯片の１つを選択的に取り付ける工程と、
　画像生成機器により生成された画像を少なくとも前記基板の前記表示領域へ送信する工
程を有し、
　前記表示領域が第２の結合要素を備え、前記第１及び第２の結合要素は遊戯片が前記表
示領域に取り外し可能な状態で取り付け可能とするために相補的であり、前記基板が前記
画像生成機器と動作可能に結合している方法。
【０２００】
　（第６７項）
　前記画像を送信する工程が、前記画像生成機器の表示スクリーンに生成された画像を送
信する工程と、
　前記表示領域と前記基板の内側領域が前記基板の向かい合う側にあって、前記表示スク
リーンに対向するように前記内側領域を位置決めする工程を有する第６６項の方法。
【０２０１】
　（第６８項）
　前記画像を送信する工程が、前記表示スクリーン上に生成された画像が前記基板を通過
し、前記基板の前記表示領域で視認されるために、画像を前記基板の概ね透明な部分を通
って送信させることを含む第６６又は６７項の方法。
【０２０２】
　（第６９項）
　前記画像を送信する工程が、前記画像生成機器を前記表示領域と動作可能に結合する光
学信号伝送線を通して画像を送信することを含む第６６項の方法。
【０２０３】
　（第７０項）
　前記基板の複数のアクセス領域を介して前記画像生成機器と動作可能に結合したタッチ
センサ膜にアクセスする工程を更に備え、前記膜へのタッチ入力を、前記アクセス領域の
少なくとも選択された１つにおいてユーザに提供可能とする第６６～６９項の何れか１項
の方法。
【０２０４】
　（第７１項）
　前記選択的に取り付ける工程が、第１の遊戯片を前記表示領域上の第１の位置に取り外
し可能な状態で取り付ける工程と、
　前記基板組立品に関連付けられた少なくとも３つの空間的に別々の位置発生器による第
１位置信号を生成する工程と、
　前記第１位置信号に応答して、前記画像生成機器と動作可能時結合したレセプタへ向け
る、前記第１位置信号生成遊戯片による第２信号を生成し、前記第１の位置の前記第１の
遊戯片の存在を検出する工程と、
　前記第２信号に基づいて前記遊戯片の位置を算出する工程を有する、第６６～７０項の
何れか１項の方法。
【０２０５】
　（第７２項）
　前記選択的に取り付ける工程が、第１の遊戯片を前記表示領域上の第１の位置に取り外
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し可能な状態で取り付ける工程と、
　前記第１の遊戯片による第１位置信号を生成する工程と、
　前記第１位置信号に応答して、前記画像生成機器と動作可能に結合した少なくとも３つ
の空間的に別々の位置レセプタによって複数の第２位置信号を生成し、前記第１の位置の
前記第１の遊戯片の存在を検出する工程と、
　前記第２信号に基づいて前記遊戯片の位置を算出する工程を有する、第６６～７０項の
何れか１項の方法。
【０２０６】
　（第７３項）
　画像を生成し、遊戯片と対話する（interacting）方法であって、
　画像生成機器の表示スクリーン上に、視覚画像と光学的に符号化されたメッセージ画像
が一体化された画像を含む画像を表示する工程と、
　光学表示メッセージセンサ及びメッセージトランスポンダを備える第１の遊戯片を、前
記表示スクリーンに対して第１の位置に配置する工程と、
　前記光学表示メッセージセンサによって前記視覚画像と光学的に符号化されたメッセー
ジ画像が一体化された画像を受信する工程と、
　前記光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の信号を
、前記光学表示メッセージセンサによって生成する工程と、
　前記第１の信号を前記メッセージトランスポンダへ送信する工程と、
　前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいた第２の信号を、前記メッセージトランス
ポンダによって生成する工程と、
　前記第２の信号を前記画像生成機器と動作可能な状態で結合したレセプタへ送信する工
程と、を有する方法。
【０２０７】
　（第７４項）
　前記配置する工程が、前記第１の遊戯片を基板の表示領域の結合要素上に取り外し可能
な状態で取り付けることにより実行される第７３項の方法。
【０２０８】
　（第７５項）
　前記画像を表示する工程が、ユーザに視認不可能な光学的に符号化されたメッセージ画
像を表示することを含む、第７３又は７４項の方法。
【０２０９】
　（第７６項）
　前記配置する工程が、複数の遊戯片を異なる位置に配置することを含み、
　前記画像を表示する工程が、特定の遊戯片を宛先とするように符号化された情報を含む
光学的に符号化されたメッセージ画像を表示することを含む、第７３～７５項の何れか１
項の方法。
【０２１０】
　（第７７項）
　前記画像を表示する工程が、その前記表示スクリーン上の物理的位置に応じて変化する
光学的に符号化されたメッセージ画像を表示することを含む、第７３～７６項の何れか１
項の方法。
【０２１１】
　（第７８項）
　第２の画像生成機器の第２の表示スクリーン上に、第２の視覚画像と光学的に符号化さ
れたメッセージ画像が一体化された画像を含む第２の画像を表示する工程と、
　第２の光学表示メッセージセンサ及び第２のメッセージトランスポンダを備える第２の
遊戯片を、前記第２の表示スクリーンに対して第２の位置に配置する工程と、
　前記第２の光学表示メッセージセンサによって前記第２の視覚画像と光学的に符号化さ
れたメッセージ画像が一体化された画像を受信する工程と、を更に有し、
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　前記第２の遊戯片への前記光学的に符号化されたメッセージ画像が、前記第１の遊戯片
からの前記第２の信号に少なくとも部分的に基づいており、
　前記第２の光学的に符号化されたメッセージ画像に少なくとも部分的に基づいて第１の
信号を、前記第２の光学表示メッセージセンサによって生成する工程と、
　前記第２の光学表示メッセージセンサからの前記第１の信号を前記第２のメッセージト
ランスポンダへ送信する工程と、
　前記第１の信号に少なくとも部分的に基づいた第２の信号を、前記第２のメッセージト
ランスポンダによって生成する工程と、
　前記第２のメッセージトランスポンダからの前記第２の信号を、前記第２の画像生成機
器と動作可能な状態で結合した第２のレセプタへ送信する工程と、を有する第７３～７７
項の何れか１項の方法。
【０２１２】
　（第７９項）
　第２の光学的に符号化されたメッセージ画像の受信のために、第２の遊戯片を前記表示
スクリーンに対して第２の位置に配置する工程を更に有し、
　前記第２の光学的に符号化されたメッセージ画像が、前記第１の遊戯片からの前記第２
の信号に少なくとも部分的に基づいている第７３～７７項の何れか１項の方法。
【０２１３】
　（第８０項）
　前記第１及び第２の遊戯片の間でメッセージを送信する工程を更に有する、第７９項の
方法。
【０２１４】
　（第８１項）
　前記第２の信号を生成する工程が、前記光学表示メッセージセンサによる前記光学的に
符号化されたメッセージ画像の受信後、更なるユーザ対話を伴うことなく行われる、第７
３～８０項の何れか１項の方法。
【０２１５】
　（第８２項）
　前記第１の遊戯片が前記メッセージトランスポンダと結合したセンサを備え、
　前記センサによってセンサデータを生成し、前記第２の信号が前記センサデータに少な
くとも部分的に基づいて生成されることができるように、前記センサデータを前記メッセ
ージトランスポンダに送信する工程を更に有する第７３～８１項の何れか１項の方法。
【０２１６】
　（第８３項）
　前記第１の遊戯片がアクチュエータを備え、
　前記光学表示メッセージセンサ及び前記メッセージトランスポンダの少なくとも何れか
１つから前記アクチュエータへ、前記アクチュエータの動作についてのデータを含むメッ
セージを送信する工程を更に有する、第７３～８２項の何れか１項の方法。
【０２１７】
　おもちゃ片に関する条項
　（第８４項）
　筐体、
　前記筐体を、少なくとも１つの別のおもちゃ片の前記筐体に、取り外し可能な状態で結
合させるための第１の結合要素、及び、
　前記筐体内に携えられた動作組立品を備えたおもちゃ片であって、
　前記動作組立品が、
　ユーザにより再プログラム可能な演算制御素子、
　入力値を検知可能で、前記演算制御素子と動作可能な状態で結合した少なくとも１つの
センサ素子を備え、
　前記ユーザにより再プログラム可能な演算制御素子は、前記検知した入力値に少なくと
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も部分的に基づいてアクチュエータ出力を生成するように構成され、
　前記アクチュエータ出力を受信するために、前記演算制御素子と動作可能な状態で結合
した少なくとも１つのアクチュエータを備え、
　電力を供給するために前記動作組立品と結合した電源を備えるおもちゃ片。
【０２１８】
　（第８５項）
　筐体、
　前記筐体を、少なくとも１つの別のおもちゃ片の前記筐体に、取り外し可能な状態で結
合させるための第１の結合要素、及び、
　前記筐体内に携えられた動作組立品を備えたおもちゃ片であって、
　前記動作組立品が、
　演算制御素子、及び、
　入力値を検知可能で、前記演算制御素子と動作可能な状態で結合した少なくとも１つの
センサ素子を備え、
　前記演算制御素子は、現在検知した入力値と前回検知した入力値に少なくとも部分的に
基づいてアクチュエータ出力を生成するように構成され、
　前記アクチュエータ出力を受信するために、前記演算制御素子と動作可能な状態で結合
した少なくとも１つのアクチュエータを備え、
　電力を供給するために前記動作組立品と結合した電源を備えるおもちゃ片。
【０２１９】
　（第８６項）
　筐体、
　前記筐体を、少なくとも１つの別のおもちゃ片の前記筐体に、取り外し可能な状態で結
合させるための第１の結合要素、及び、
　前記筐体内に携えられた動作組立品を備えたおもちゃ片であって、
　前記動作組立品が、
　演算制御素子、及び、
　連続した入力値を検知可能で、前記演算制御素子と動作可能な状態で結合した少なくと
も１つのセンサ素子を備え、
　前記演算制御素子は、前記検知された連続した入力値に少なくとも部分的に基づいてア
クチュエータ出力を生成するように構成され、
　前記アクチュエータ出力を受信するために、前記演算制御素子と動作可能な状態で結合
した少なくとも１つのアクチュエータを備え、
　電力を供給するために前記動作組立品と結合した電源を備えるおもちゃ片。
【０２２０】
　（第８７項）
　前記演算制御素子は、内蔵ファームウェアが付属するマイクロプロセッサ又はマイクロ
コントローラのうち選択された１つを備える、第８４～８６項の何れか１項のおもちゃ片
。
【０２２１】
　（第８８項）
　前記演算制御素子は、デジタル論理チップ、ＦＰＧＡ、ＲＯＭ又はＲＡＭ内の参照テー
ブル、ファジー論理、及びアナログ回路の少なくとも１つを備える、第８４～８７項の何
れか１項のおもちゃ片。
【０２２２】
　（第８９項）
　前記演算制御素子は、検出、及び作動データを後の検索のために保存するように構成さ
れている、第８４～８８項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２２３】
　（第９０項）
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　前記演算制御素子が、ユーザにより再プログラム可能な演算制御素子である、第８５項
のおもちゃ片。
【０２２４】
　（第９１項）
　前記演算制御素子が、ユーザにより再プログラム可能な演算制御素子である、第８６項
のおもちゃ片。
【０２２５】
　（第９２項）
　前記アクチュエータ出力が、アクチュエータ出力の経時変化を含む、第８４又は第８５
項の何れかのおもちゃ片。
【０２２６】
　（第９３項）
　前記アクチュエータ出力が、アクチュエータ出力の経時変化を含む、第８６項のおもち
ゃ片。
【０２２７】
　（第９４項）
　前記電源が、充電可能な電気エネルギー保持素子、及び、動作可能な状態で前記充電可
能な電気エネルギー保持素子と接続される誘導式の充電器を備える、第８４～９３項の何
れか１項のおもちゃ片。
【０２２８】
　（第９５項）
　前記電源が、充電可能な電気エネルギー保持素子、及び、動作可能な状態で前記充電可
能な電気エネルギー保持素子と接続される太陽光収集充電器を備える、第８４～９３項の
何れか１項のおもちゃ片。
【０２２９】
　（第９６項）
　前記電源が、充電可能な電気エネルギー保持素子、及び、筐体に設けられ、前記充電可
能な電気エネルギー貯蔵素子が外付けの電気エネルギー充電源と接続できるように前記充
電可能な電気エネルギー保持素子に接続される電気コネクタを備える、第８４～９３項の
何れか１項のおもちゃ片。
【０２３０】
　（第９７項）
　前記電源が、取り外し可能で、取り換え可能なバッテリーの形式の電気エネルギー保持
素子を備え、
　前記筐体が、前記取り外し可能で取り換え可能なバッテリーにユーザがアクセス可能と
するバッテリーアクセス素子を備える、第８４～９６項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３１】
　（第９８項）
　前記センサ素子は、無線受信機及び無線送受信機の少なくとも１つを含む、第８４～９
７項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３２】
　（第９９項）
　前記センサ素子は、音受信機を含む、第８４～９８項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３３】
　（第１００項）
　前記センサ素子は、可視光及び不可視光の少なくとも何れか１つを検出可能な光センサ
を含む、第８４～９９項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３４】
　（第１０１項）
　前記センサ素子は、軸傾きセンサ、ジャイロセンサ、重力センサ、及び加速度センサの
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少なくとも何れか１つを含む、第８４～１００項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３５】
　（第１０２項）
　前記センサ素子は、静止画及び動画の少なくとも１つを記録可能なデジタルカメラを含
む、第８４～１０１項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３６】
　（第１０３項）
　前記センサ素子は、前記おもちゃ片の周囲に対する位置の三角測量を可能とする位置測
量可能受信機を含む、第８４～１０２項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３７】
　（第１０４項）
　前記センサ素子は、把持力センサを含む、第８４～１０３項の何れか１項のおもちゃ片
。
【０２３８】
　（第１０５項）
　前記センサ素子は、スイッチを含む、第８４～１０４項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２３９】
　（第１０６項）
　前記センサ素子は、磁界センサを含む、第８４～１０５項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２４０】
　（第１０７項）
　前記センサ素子は、電界センサを含む、第８４～１０６項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２４１】
　（第１０８項）
　前記センサ素子は、温度センサを含む、第８４～１０７項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２４２】
　（第１０９項）
　前記センサ素子が、複数のセンサ素子を含む、第８４～１０８項の何れか１項のおもち
ゃ片。
【０２４３】
　（第１１０項）
　前記センサ素子は、前記演算制御素子が受信するためのデータ信号を生成するように構
成されたデータセンサ素子を含む、第８４～１０９項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２４４】
　（第１１１項）
　前記センサ素子は、前記センサ素子への入力に基づきアナログ信号を生成するように構
成され、
　前記演算制御素子が、前記センサ素子からの前記アナログ信号を前記アクチュエータ素
子が受信するためのデジタル信号に変換するためのアナログ‐デジタル変換能力を有した
マイクロコントローラを含み、
　前記アクチュエータ素子が送信器の形式である、第１１０項のおもちゃ片。
【０２４５】
　（第１１２項）
　前記送信器は、外部コンピュータ機器へデータを送信するように構成されている第１１
１項のおもちゃ片。
【０２４６】
　（第１１３項）
　前記データ収集センサ素子が、収集されたデータを無線により送信するように構成され
ている、第１１１項のおもちゃ片。
【０２４７】
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　（第１１４項）
　前記データ収集センサ素子が、収集されたデータを（１）リアルタイムで、又は（２）
遅延を伴っての少なくとも何れかに従って、前記演算制御素子へ送信するように構成され
ている、第１１１項のおもちゃ片。
【０２４８】
　（第１１５項）
　前記アクチュエータは、シャフト軸の周りを前記筐体に対して回転可能なシャフトを備
える、第８４～１１４項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２４９】
　（第１１６項）
　前記センサ素子は、前記シャフトと動作可能に結合したシャフト角センサを備える、第
１１５項のおもちゃ片。
【０２５０】
　（第１１７項）
　前記アクチュエータは、シャフト軸に沿って筐体に対し直線方向に移動可能なシャフト
を備える、第８４～１１６項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２５１】
　（第１１８項）
　前記センサ素子は、前記シャフトと動作可能に結合したシャフト線形位置センサを備え
る、第１１７項のおもちゃ片。
【０２５２】
　（第１１９項）
　前記アクチュエータは、少なくとも１つのモータを備える、第８４～１１８項の何れか
１項のおもちゃ片。
【０２５３】
　（第１２０項）
　前記アクチュエータは、少なくとも１つの音響放射機器を備える、第８４～１１９項の
何れか１項のおもちゃ片。
【０２５４】
　（第１２１項）
　前記アクチュエータは、少なくとも１つの強度及び色が変更可能な又は固定の光源を備
える、第８４～１２０項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２５５】
　（第１２２項）
　前記アクチュエータは、カラー又はモノクロのグラフィック又はテキスト表示部を備え
る、第８４～１２１項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２５６】
　（第１２３項）
　前記アクチュエータは、少なくとも１つの電気ソレノイドを備える、第８４～１２２項
の何れか１項のおもちゃ片。
【０２５７】
　（第１２４項）
　前記アクチュエータは、少なくとも１つの無線送信機又は送受信機を備える、第８４～
１２３項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２５８】
　（第１２５項）
　複数のアクチュエータが一のおもちゃ片内に同時に存在している、第８４～１２４項の
何れか１項のおもちゃ片。
【０２５９】
　（第１２６項）
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　前記片が、直方体の形状を有している、第８４～１２５項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２６０】
　（第１２７項）
　前記片が、
　平行で互いに離間し、対向する第１面及び第２面と、
　前記第１面及び第２面と接合され、前記第１面及び第２面に対し垂直方向を向いた、平
行で互いに離間し、対向する第３面及び第４面と、
　前記第１、第２、第３、第４面と接合され、平行で互いに離間し、対向する第５面及び
第６面を有し、
　前記第１、第２、第５、第６面が方形でない形状を定義する、第８４～１２６項の何れ
か１項のおもちゃ片。
【０２６１】
　（第１２８項）
　前記方形でない形状が台形形状である、第１２７項のおもちゃ片。
【０２６２】
　（第１２９項）
　前記おもちゃ片が、固有の電子的識別アドレスを有してなる第８４～１２８項の何れか
１項のおもちゃ片。
【０２６３】
　（第１３０項）
　前記おもちゃ片はグループ電子的識別アドレスを有し、前記グループ電子的識別アドレ
スを用いて複数の前記おもちゃ片を同時に指定可能とする、第１２９項のおもちゃ片。
【０２６４】
　（第１３１項）
　前記筐体が、密閉された筐体である第８４～１３０項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２６５】
　（第１３２項）
　前記動作組立品が、
　前記演算制御素子と動作可能な状態で結合し、入力を受信して前記入力に基づいて信号
を生成するように構成されたセンサと、
　一時的でない記憶媒体に保存された、プロセッサ上で実行されることで前記センサから
の前記信号に従って前記プロセッサにプログラムの開始及び停止のほかフロー又は分岐を
含む動作を実行させるためのコンピュータプログラム命令と、を更に備える第８４～１３
１項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２６６】
　（第１３３項）
　前記動作組立品が、
　前記演算制御素子と動作可能な状態で結合し、光学入力を受信して前記光学入力に基づ
いて光学信号を生成するように構成された光学センサと、
　前記光学センサと動作可能な状態で結合し、前記光学信号の受信に基づいて活性化可能
な無線自動識別装置（ＲＦＩＤ）及び近距離無線通信（ＮＦＣ）トランスポンダの少なく
とも何れか１つと、を更に備える第８４～１３２項の何れか１項のおもちゃ片。
【０２６７】
　上述の説明において引用された全ての特許、特許出願、刊行物は、参照により取り込ま
れる。
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