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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】グラフィカルユーザインターフェースとの物理
的相互作用を解釈するためのシステムと方法を提供する
。
【解決手段】グラフィカルユーザインターフェースを提
供するためのデバイス１００は、ハウジング１１０、デ
ィスプレイ１２０、センサー１４０、およびプロセッサ
１３０から構成される。ハウジング１１０は、ユーザに
よって掴まれるように構成される。ディスプレイ１２０
は、グラフィカルユーザインターフェースを表示するよ
うに構成される。センサー１４０は、一つの自由度にお
けるハウジングの動きを検出するように構成される。プ
ロセッサ１３０は、センサー１４０からのセンサー信号
を受け取り、センサー信号は動きと関連付けられたパラ
メータを含み、パラメータに基づいてグラフィカルユー
ザインターフェースと関連付けられたコマンドを決定し
、コマンドに基づいて実行されるべき機能を決定し、機
能を実行する。
【選択図】図１



(2) JP 2018-185853 A 2018.11.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって掴まれるように構成されたハウジングと、
　ハウジング中に配置されたディスプレイであって、ディスプレイはグラフィカルユーザ
インターフェースを表示するように構成されているものと、
　ハウジング中に配置されたセンサーであって、センサーは一つの自由度におけるハウジ
ングの動きを検出するように構成されているものと、
　ハウジング中に配置され、ディスプレイおよびセンサーと通信しているプロセッサであ
って、プロセッサは、
　センサーからのセンサー信号を受け取り、センサー信号は動きと関連付けられたパラメ
ータを含み、
　パラメータに少なくとも部分的に基づいてグラフィカルユーザインターフェースと関連
付けられたコマンドを決定し、
　コマンドに少なくとも部分的に基づいて実行されるべき機能を決定し、
　機能を実行する、
　ように構成されているものと、
　を含むデバイス。
【請求項２】
　グラフィカルユーザインターフェースが、ギアシフトパターンとギアシフトノブを含み
、ギアシフトノブはギアシフトパターン内で可動である、請求項１のデバイス。
【請求項３】
　グラフィカルユーザインターフェースが、仮想物理的空間を含む、請求項１のデバイス
。
【請求項４】
　仮想物理的空間が、複数の仮想物理的オブジェクトを含む、請求項３のデバイス。
【請求項５】
　仮想物理的空間が、２次元仮想物理的空間を含む、請求項３のデバイス。
【請求項６】
　仮想物理的空間が、３次元仮想物理的空間を含む、請求項３のデバイス。
【請求項７】
　アクチュエータを更に含み、プロセッサが更に、動きに基づいてアクチュエータ信号を
生成し、アクチュエータが触覚エフェクトを出力することを引き起こすようにアクチュエ
ータにアクチュエータ信号を出力するように構成されている、請求項１のデバイス。
【請求項８】
　仮想物理的空間が、第一の仮想物理的空間を含み、グラフィカルユーザインターフェー
スが、第一のグラフィカルユーザインターフェースを含み、プロセッサが更に、
　第二のデバイスを第一の仮想物的空間に接続することの要求を示す第二のデバイスから
の信号を受け取り、第二のデバイスは第二の仮想物理的空間を含んだ第二のグラフィカル
ユーザインターフェースを実行しており、
　第一の仮想物理的空間を第二の仮想物理的空間に接続し、
　センサーからの第二のセンサー信号を受け取り、第二のセンサー信号はデバイスの第二
の動きを示しており、
　第一のグラフィカルユーザインターフェースと第二の仮想物理的空間の間の相互作用を
第二の動きに基づいて決定する
　ように構成されている、請求項３のデバイス。
【請求項９】
　コマンドが、第二の仮想物理的空間内の仮想物理的オブジェクトの選択を含む、請求項
８のデバイス。
【請求項１０】
　機能が、仮想物理的オブジェクトを第二の仮想物理的空間から第一の仮想物理的空間ま
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で動かすか、または仮想物理的オブジェクトを第二の仮想物理的空間から第一の仮想物理
的空間にコピーする、動き機能またはコピー機能を含む、請求項９のデバイス。
【請求項１１】
　機能が、仮想物理的オブジェクトの内容を閲覧する閲覧機能を含む、請求項９のデバイ
ス。
【請求項１２】
　センサーからのセンサー信号を受け取ることであって、センサー信号はデバイスの動き
と関連付けられたパラメータを含むことと、
　パラメータに少なくとも部分的に基づいてグラフィカルユーザインターフェースと関連
付けられたコマンドを決定することと、
　コマンドに少なくとも部分的に基づいて実行されるべき機能を決定することと、
機能を実行することと、
　を含む方法。
【請求項１３】
　グラフィカルユーザインターフェースが、仮想物理的空間を含む、請求項１２の方法。
【請求項１４】
　仮想物理的空間が、第一の仮想物理的空間を含み、グラフィカルユーザインターフェー
スが、第一のグラフィカルユーザインターフェースを含み、方法が更に、
　第二のデバイスを第一の仮想物的空間に接続することの要求を示す第二のデバイスから
の信号を受け取ることであって、第二のデバイスは第二の仮想物理的空間を含んだ第二の
グラフィカルユーザインターフェースを実行していることと、
　第一の仮想物理的空間を第二の仮想物理的空間に接続することと、
　センサーからの第二のセンサー信号を受け取ることであって、第二のセンサー信号はデ
バイスの第二の動きを示していることと、
　第一のグラフィカルユーザインターフェースと第二の仮想物理的空間の間の相互作用を
第二の動きに基づいて決定することと、
　を含む、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　コマンドが、第二の仮想物理的空間内の仮想物理的オブジェクトの選択を含む、請求項
１４の方法。
【請求項１６】
　機能が、仮想物理的オブジェクトを第二の仮想物理的空間から第一の仮想物理的空間ま
で動かすか、または仮想物理的オブジェクトを第二の仮想物理的空間から第一の仮想物理
的空間にコピーする、動き機能またはコピー機能を含む、請求項１４の方法。
【請求項１７】
　機能が、仮想物理的オブジェクトの内容を閲覧する閲覧機能を含む、請求項１４の方法
。
【請求項１８】
　ハウジングと、
　ハウジング中に配置されたタッチ感応ディスプレイであって、タッチ感応ディスプレイ
は、
　車輪上に配列された複数の機能を有する車輪を含んだグラフィカルユーザインターフェ
ースを表示し、
　タッチ感応ディスプレイとの第一の接触と第二の接触を検出し、
　第一の接触に基づいた第一の入力信号と第二の接触に基づいた第二の入力信号を生成す
る
　ように構成されているものと、
　ハウジング中に配置され、タッチ感応ディスプレイと通信しているプロセッサであって
、プロセッサは、
タッチ感応ディスプレイからの第一の入力信号を受け取り、第一の入力信号は第一の接触
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と関連付けられた第一のパラメータを含み、
　パラメータに基づいてグラフィカルユーザインターフェースと関連付けられた複数のコ
マンドから第一のコマンドを決定し、複数のコマンドは車輪を時計回りに回転することと
車輪を反時計回りに回転することを含み、
　タッチ感応ディスプレイからの第二の入力信号を受け取り、第二の入力信号は第二の接
触と関連付けられた第二のパラメータを含み、
　第二のコマンドに基づいて実行されるべき機能を決定し、
　機能を実行する、
　ように構成されているものと、
　を含むシステム。
【請求項１９】
　ハウジングと、
　ハウジング中に配置されたタッチ感応ディスプレイであって、タッチ感応ディスプレイ
は、
　シミュレーションされた深さ次元に伸びているリストを含んだグラフィカルユーザイン
ターフェースを表示し、
　タッチ感応ディスプレイとの第一の接触と第二の接触を検出し、
　第一の接触に基づいた第一の入力信号と第二の接触に基づいた第二の入力信号を生成す
る
ように構成されているものと、
　ハウジング中に配置され、タッチ感応ディスプレイと通信しているプロセッサであって
、プロセッサは、
タッチ感応ディスプレイからの第一の入力信号を受け取り、第一の入力信号は第一の接触
と関連付けられた第一のパラメータを含み、
　パラメータに基づいてグラフィカルユーザインターフェースと関連付けられた複数のコ
マンドから第一のコマンドを決定し、複数のコマンドはシミュレーションされた深さ次元
に沿って第一の方向にスクロールすることとシミュレーションされた深さ次元に沿って第
二の方向にスクロールすることを含み、
　タッチ感応ディスプレイからの第二の入力信号を受け取り、第二の入力信号は第二の接
触と関連付けられた第二のパラメータを含み、
　第二のコマンドに基づいて実行されるべき機能を決定し、
　機能を実行する、
　ように構成されているものと、
　を含むシステム。
【請求項２０】
　ハウジングと、
　ハウジング中に配置されたタッチ感応ディスプレイであって、タッチ感応ディスプレイ
は、
　描画パッドを含んだグラフィカルユーザインターフェースを表示し、
　タッチ感応ディスプレイとの第一の接触と第二の接触を検出し、
　第一の接触に基づいた第一の入力信号と第二の接触に基づいた第二の入力信号を生成す
る
　ように構成されているものと、
　ハウジング中に配置され、タッチ感応ディスプレイと通信しているプロセッサであって
、プロセッサは、
　タッチ感応ディスプレイからの第一の入力信号を受け取り、第一の入力信号は第一の接
触と関連付けられた第一のパラメータを含み、
　第一のパラメータに基づいて文字を決定し、
　第一のパラメータに基づいて複数のオブジェクトを同定し、
　タッチ感応ディスプレイからの第二の入力信号を受け取り、第二の入力信号は第二の接
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触と関連付けられた第二のパラメータを含み、
　第二のコマンドに基づいて実行されるべき機能を決定し、
　機能を実行する、
　ように構成されているものと、
　を含むシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[関連出願へのクロスリファレンス]この実用特許出願は、２００９年１月２９日に出願
され“Systems and Methods for Pseudo-Telepresence in a Shared Space”と題された
米国仮特許出願番号61/148,312と、２００９年５月２６日に出願され“Systems and Meth
ods for Transmitting Haptic Messages”と題された米国仮特許出願番号61/181,280の優
先権を主張し、２００８年７月１５日に出願され“Systems and Methods for Physics-Ba
sed Tactile Messaging”と題された米国仮特許出願番号61/080,978と、２００８年７月
１５日に出願され“Systems and Methods for Mapping Message Contents to Virtual Ph
ysical Properties for Vibrotactile Messaging”と題された米国仮特許出願番号61/080
,981と、２００８年７月１５日に出願され“Systems and Methods for Shifting Sensor 
Haptic Feedback Function Between Passive and Active Modes”と題された米国仮特許
出願番号61/080,985と、２００８年７月１５日に出願され“Systems and Methods for Ge
sture Indication of Message Recipients”と題された米国仮特許出願番号61/080,987の
優先権を主張する２００９年７月１４日に出願され“Systems and Methods for Transmit
ting Haptic Messages”と題された米国特許出願番号12/502,702の一部継続出願であり、
それらの全てはその全体がここで引用によって組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、全般的にグラフィカルユーザインターフェースに関し、より特定には、グラ
フィカルユーザインターフェースとの物理的相互作用を解釈するためのシステムと方法に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来のユーザデバイスは、アプリケーションを選択し、電話番号をダイヤルし、または
テキストメッセージをタイプするための、タッチスクリーンまたはボタンのような、デバ
イスと相互作用することをユーザに許容するための基本的なインターフェースメカニズム
を使用し得る。そのようなデバイスでは、インターフェースの複数レベルを通したナビゲ
ーションは煩雑であり得て、ユーザによる相当な注意を要求し、望ましい機能に正しくア
クセスするためにデバイスを正確に操作することを要求し、またはユーザインターフェー
スを保持してナビゲートするために２つの手の使用を要求し得る。例えば、そのようなデ
バイスは、メッセージ受取人を選択し、メッセージをタイプし、メッセージを送るための
マルチステッププロセスを使用し得る従来のテキストメッセ－ジングシステムを含み得る
。従って、ユーザのジェスチャーに応答してグラフィカルユーザインターフェースとの物
理的相互作用を解釈するためのシステムと方法の必要がある。
【発明の概要】
【０００４】
　グラフィカルユーザインターフェースとの物理的相互作用を解釈するためのシステムと
方法の実施形態が開示される。例えば、グラフィカルユーザインターフェースとの物理的
相互作用を解釈するための一つのシステムは、ユーザによって掴まれるように構成された
ハウジングと、ハウジング中に配置されたディスプレイであって、ディスプレイはグラフ
ィカルユーザインターフェースを表示するように構成されているものと、ハウジング中に
配置されたセンサーであって、センサーは一つの自由度におけるハウジングの動きを検出
するように構成されているものと、を有するデバイスである。デバイスはまた、ハウジン
グ中に配置され、ディスプレイおよびセンサーと通信しているプロセッサであって、プロ
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セッサは、センサーからのセンサー信号を受け取り、センサー信号は動きと関連付けられ
たパラメータを含み、パラメータに基づいてグラフィカルユーザインターフェースと関連
付けられたコマンドを決定し、コマンドに基づいて実行されるべき機能を決定し、機能を
実行する、ように構成されているもの、を含む。
【０００５】
　この描写的実施形態は、発明を限定したり規定したりするためではなく、むしろその理
解を補助するための例を提供するために言及されている。描写的実施形態が詳細な記載で
説明され、そこでは発明の更なる記載が提供される。この発明の様々な実施形態によって
供される利点は、この明細書を精査することによって更に理解され得る。
【０００６】
　本発明のこれらおよびその他の特徴、側面および利点は、添付の図面を参照して以下の
詳細な記載が読まれた時により良く理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを提
供するためのデバイスを示す。
【図２ａ】図２ａは、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェース
を示す。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェース
を示す。
【図２ｃ】図２ｃは、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェース
を示す。
【図２ｄ】図２ｄは、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェース
を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを提
供するための方法を示す。
【図４】図４は、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを示す
。
【図５】図５は、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを示す
。
【図６】図６は、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを示す
。
【図７】図７は、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを示す
。
【図８】図８は、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを示す
。
【図９ａ】図９ａは、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを
示す。
【図９ｂ】図９ｂは、本発明の実施形態に従ったグラフィカルユーザインターフェースを
示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の実施形態は、グラフィカルユーザインターフェースとの物理的相互作用を解釈
するためのシステムと方法を提供する。
【０００９】
　例えば、本発明の一つの描写的実施形態では、携帯電話が、タッチ感応ディスプレイス
クリーンと、様々なアプリケーションを実行するプロセッサと、携帯電話の動きを感知す
ることが可能なセンサーからなる。稼動された時、携帯電話は、電話機能、コンタクト情
報、インターネットブラウザーおよび電子メール機能のような、携帯電話によって提供さ
れた機能性にアクセスすることをユーザに許容するためのグラフィカルユーザインターフ
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ェースを表示する。いくつかの従来の携帯電話と同様に、描写的携帯電話のユーザは、携
帯電話によって提供された機能を稼動するための様々なアイコンにタッチするように、グ
ラフィカルユーザインターフェースと相互作用するためにタッチ感応ディスプレイスクリ
ーンにタッチしても良い。しかしながら、描写的実施形態はまた、非従来的なやり方で携
帯電話と相互作用することもユーザに許容する。
【００１０】
　例えば、ユーザは、動き感応グラフィカルユーザインターフェースを稼動するために携
帯電話を素早く揺り動かすかまたは振っても良い。一旦動き感応グラフィカルユーザイン
ターフェースが稼動されると、ユーザは、グラフィカルユーザインターフェースの異なる
特徴を通してナビゲートするために電話を様々な方向にまたは様々な向きを通して物理的
に動かしても良い。例えば、一つの描写的グラフィカルユーザインターフェースは、携帯
電話内で利用可能な機能を表している複数のアイコンを表示しても良い。アイコンは、従
来の６速ギアシフトパターンのような自動車のギアシフトパターンを表している一連のチ
ャネルに沿って、シフトパターン内のギアシフトレバーのグラフィカル表現と共に、配列
される。望ましい機能をナビゲートするために、ユーザは、それがあたかもシフトレバー
であるかのように、電話を動かしても良い。ユーザが携帯電話を動かすにつれて、ジャイ
ロスコープ状のセンサーのようなセンサーが、携帯電話の動きを検出し、動き情報を携帯
電話のプロセッサに提供する。プロセッサは、センサー信号を解釈し、携帯電話の動きを
追跡するように表示されたギアシフトノブの位置を変更する。一旦ユーザが望ましい機能
に「シフト」すれば、ユーザは機能を稼動するために携帯電話を素早く揺り動かすかまた
は振っても良い。揺り動かしは再度センサーによって感知され、プロセッサに送信される
。プロセッサは、動きを機能の選択として解釈し、それから機能を実行する。そのような
動き感応グラフィカルユーザインターフェースは、ユーザがタッチによってユーザインタ
ーフェースを操作することに意図的に集中する必要無しに素早く機能を稼動したい時、あ
るいはもしユーザが一方の手に何かを持っていて携帯電話を使うためにもう一方の手だけ
が空いているならば、望ましいものであり得る。
【００１１】
　ここで図１を参照すると、図１は本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイン
ターフェースを提供するためのデバイス１００を示す。デバイス１００は、ハウジング１
１０、ディスプレイ１２０、プロセッサ１３０、センサー１４０、およびアクチュエータ
１５０からなる。示された実施形態では、ハウジング１１０は携帯電話ハウジングである
が、その他の実施形態では、ハウジング１１０は、パーソナルデジタルアシスタント（Ｐ
ＤＡ）、遠隔制御（例えば、ＴＶ用の）、携帯電話、移動コンピュータ、ディスプレイ、
またはその他の好適なデバイスのためのハウジングのような、その他のタイプのハウジン
グであっても良い。いくつかの実施形態では、ハウジング１１０は、手持ち式デバイスハ
ウジングからなっていても良く、その他の実施形態では、ハウジング１１０は、より大き
なハウジング、例えばコンピュータモニターハウジングまたは固定されたディスプレイの
ためのハウジング、からなっていても良い。ディスプレイ１２０は、ディスプレイ１２０
が画像をデバイス１００のユーザに表示するように構成されるように、ハウジング内に配
置されている。図１に示された実施形態では、ディスプレイ１２０はタッチ感応ディスプ
レイであり、ユーザの指またはスタイラスからのような、ディスプレイ１２０との接触を
感知するように構成されている。ディスプレイ１２０はまた、ステータス情報をユーザに
提供するためまたはユーザがデバイス１００によって提供された機能にアクセスすること
を許容するためのインターフェースを提供するためのように、グラフィカルユーザインタ
ーフェースをユーザに表示するように構成されている。
【００１２】
　デバイス１００はまた、ハウジング１１０内に配置されたプロセッサ１３０からなる。
図１に示された実施形態では、プロセッサ１３０は、点線によって示されるように、それ
が全体的にデバイス１００内に配置されるように、デバイス１００内に配置される。いく
つかの実施形態では、しかしながら、プロセッサはデバイス１００中に配置されていなく
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ても良い。例えば、一実施形態では、デバイスは、モニターまたはＬＣＤスクリーンと通
信しているデスクトップコンピュータからなっていても良い。同様に、いくつかの実施形
態では、センサー１４０とアクチュエータ１５０が全体的にデバイス１００内に配置され
るが、いくつかの実施形態では、センサー１４０またはアクチュエータ１５０の一部また
は全部が、ユーザに視認可能であっても良い。示された実施形態では、プロセッサ１３０
は、センサー１４０、アクチュエータ１５０およびディスプレイ１２０と通信している。
プロセッサ１３０は、センサー１４０からのセンサー信号を受け取り、ディスプレイ信号
をディスプレイ１２０に出力し、アクチュエータ信号をアクチュエータ１５０に出力する
ように構成されている。
【００１３】
　プロセッサ１３０は更に、センサー１４０から受け取った１つ以上のセンサー信号に基
づいて、ユーザインターフェースと関連付けられたコマンドを決定するように構成されて
いる。例えば、上述したギアシフトの実施形態では、センサー１４０は、ユーザが携帯電
話１００を左に動かしたことを示すセンサー信号をプロセッサ１３０に送っても良い。プ
ロセッサ１３０は、グラフィカルユーザインターフェース中に表示されたギアシフトノブ
が左に動くことを引き起こすためにコマンドが生成されるべきであることを決定する。図
１に示された実施形態では、ユーザはまた、ギアシフトノブに対応する位置においてディ
スプレイ１２０にタッチし指を左にドラッグすることによって、同様のコマンドがプロセ
ッサによって発行されることを引き起こしても良い。よって、プロセッサ１３０は、グラ
フィカルユーザインターフェースと関連付けられたコマンドを生成するためにセンサー信
号を解釈しても良い。例えば、プロセッサ１３０は、携帯電話１００の動きと関連付けら
れた複数のセンサー信号を受け取り、それから機能の選択を示す一つのセンサー信号を受
け取っても良い。
【００１４】
　プロセッサ１３０はまた、グラフィカルユーザインターフェースに基づいて、ディスプ
レイ信号を生成するように構成されている。典型的には、グラフィカルユーザインターフ
ェースは、別のアプリケーション（またはオペレーティングシステム）の一部としてまた
はそれと協調してプロセッサ１３０上で実行され、ディスプレイデバイス上に表示される
。よって、グラフィカルユーザインターフェースは、ディスプレイ１２０がグラフィカル
ユーザインターフェースを表示することを引き起こすために、プロセッサがディスプレイ
信号を生成することを引き起こしても良い。プロセッサ１３０が、携帯電話１００の感知
された動きに基づいたもののような、グラフィカルユーザインターフェースと関連付けら
れたコマンドを発行した後、グラフィカルユーザインターフェースは、グラフィカルユー
ザインターフェースの状態を更新し、それからグラフィカルユーザインターフェースの表
示を更新するためにプロセッサ１３０がディスプレイ信号を生成することを引き起こして
も良い。
【００１５】
　図１に示された実施形態では、センサー１４０は、携帯電話１００内に配置され、携帯
電話１００の動きと向きの変化を検出するように構成されている。しかしながら、いくつ
かの実施形態では、センサー１４０の一部または全部、または複数のセンサーは、デバイ
ス上の外部に位置していても良く、ユーザによって接触されても良い。示されたセンサー
１４０は、３つの平行移動軸１６０に沿った動きと３つの平行移動軸１６０の周りの回転
を検出することが可能なジャイロスコープ状のセンサーからなる。しかしながら、その他
の実施形態では、１つ以上の軸に沿ったかまたはその周りの平行移動または回転の動きを
検出するための１つ以上の加速度計のような、その他の好適なセンサーが採用されても良
い。別の好適なセンサーは、デバイス１００の位置を決定するための光または無線ソース
のような、外部ソースからの入力を受信するための受信器からなっていても良い。例えば
、複数の無線送信機が室内に配列されていても良く、センサー１４０は、送信機からの無
線信号を受信し、受信した無線信号に基づいて位置および向きを決定しても良い。
【００１６】
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　その他の実施形態では、センサー１４０は、ＧＰＳセンサー、タッチ感応入力デバイス
（例えば、タッチスクリーン、タッチパッド）、質感スタイラス、撮像センサー、または
何らかのその他のタイプのセンサーからなっていても良い。１つ以上のセンサー１４０が
、加速度、傾斜、慣性または位置の変化を検出するように構成されていても良い。例えば
、デバイス１００は、デバイス１００の加速度を測定するように構成された加速度計から
なっていても良い。あるいは携帯電話１００は、位置センサー、回転速度センサー、光セ
ンサー、圧力センサー、質感センサー、カメラ、マイクロホン、またはその他のタイプの
センサーからなっていても良い。本発明のいくつかの開示された実施形態がデバイスの感
知された動きについて説明されたが、そのような感知された動きに加えてまたはその代り
に、限定することなく圧力、接触、ボタン押し、または可聴信号を含んだ、その他の感知
された入力が使用されても良い。そのようなセンサーは、片手のみを使ったデバイス１０
０とのユーザの相互作用を容易なものとしても良い。
【００１７】
　センサー１４０はまた、センサー信号１４０をプロセッサ１３０に送信するように構成
されている。センサー信号は、デバイス１００の位置、動き、加速度または「急な動き」
（即ち、加速度の微分）と関連付けられた１つ以上のパラメータからなっていても良い。
例えば、一実施形態では、センサー１４０は、各パラメータが一つの測定された平行移動
または回転軸に沿ったかまたはその周りの動きと関連付けられた、複数のパラメータから
なるセンサー信号を生成して送信する。本発明のいくつかの実施形態では、センサー１４
０は、マルチタッチ感知能力を提供しても良い。例えば、一実施形態では、圧力センサー
が、圧力センサー上の複数の位置における圧力を検出し、複数の位置の各々における圧力
と関連付けられた１つ以上のセンサー信号を提供することが可能であっても良い。更に、
センサーが異なる実施形態でのデバイスの前、サイドまたは後ろに位置していても良く、
その各々が接触または圧力と関連付けられた１つ以上のセンサー信号を提供しても良い。
いくつかの実施形態では、センサーは、１つ以上の軸１６０に沿った動きを示すと解釈す
るようにプロセッサがプログラムされている電圧または電流を出力する。
【００１８】
　プロセッサ１３０はまた、１つ以上のアクチュエータ１５０と通信している。アクチュ
エータ１５０は、プロセッサ１３０からのアクチュエータ信号を受け取り、触覚エフェク
トを出力するように構成されている。プロセッサ１３０が触覚エフェクトを決定した後、
それはアクチュエータ信号をアクチュエータ１５０に送る。アクチュエータ信号は、アク
チュエータ１５０が決定された触覚エフェクトを出力することを引き起こすように構成さ
れている。アクチュエータ１５０は、例えば、圧電アクチュエータ、電気モーター、電磁
アクチュエータ、ボイスコイル、線形共鳴アクチュエータ、形状記憶合金、電気活性ポリ
マー、ソレノイド、偏心回転質量モーター（ＥＲＭ）または線形共鳴アクチュエータ（Ｌ
ＲＡ）であっても良い。
【００１９】
　ここで図２ａを参照すると、図２ａは本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザ
インターフェースを示す。本発明のいくつかの実施形態によると、図２ａに示されたユー
ザインターフェースは、デバイス１００を動かすために片手のみを使ってユーザによって
操作されても良い。図２ａに示された実施形態では、図１のデバイス１００が、デバイス
１００の機能を選択して稼動するために使用可能なユーザインターフェース２１０を実行
する。示された実施形態では、ユーザインターフェースは、ディスプレイ１２０の視認可
能エリアを超える次元をもった、仮想ワークスペース２３０または仮想物理的空間からな
る。様々な実施形態では、仮想ワークスペース２３０は、１次元または多次元ワークスペ
ースからなっていても良い。いくつかの実施形態では、仮想ワークスペースは、境界があ
っても良いが、その他の実施形態ではそれは境界が無くても良い。仮想ワークスペース内
をナビゲートするには、ユーザは、望ましい機能を選択するためにデバイス１００を１つ
以上の方向に動かす。
【００２０】
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　例えば、ユーザは、デバイスのディスプレイ１２０の平面と近似的に直角な方向に（Ｚ
軸または表面法線に沿って）デバイスを振り（または揺り動かし）、タッチ感応ディスプ
レイにタッチし、またはデバイス上のボタンを押しても良い。そうすることによって、デ
バイス１００は、それが仮想ワークスペース２３０を稼動して、ＸまたはＹ軸方向でのデ
バイス１００の感知された動きを仮想ワークスペース２３０「内」の仮想の動きに対応す
るものとして解釈すべきであることを決定しても良い。ユーザはそれから、望ましい機能
を選択するために仮想ワークスペース２３０内でデバイス１００を動かしても良い。機能
を選択するには、それをディスプレイ１２０内で中央にしたり、または選択機能と関連付
けられた別のジェスチャーをすることによってのようにして、一旦望ましい機能が選択さ
れると、ユーザは軽く叩く動きでＺ軸に沿ってデバイスを再度振り、タッチ感応ディスプ
レイ１２０にタッチし、またはボタンを押しても良い。いくつかの実施形態では、以下で
より詳細に記載されるであろうようにいつ機能が選択されたかを決定する際に触覚エフェ
クトがユーザを補助しても良い。代替的に、ユーザは機能を実行しないことの方を選んで
も良く、デバイス１００はもはやデバイスの動きを仮想ワークスペース２３０内の動きと
して解釈すべきではないことをデバイス１００に示しても良い。
【００２１】
　図２ｂに示された関連する実施形態では、ユーザインターフェース２４０は、ユーザが
実行する機能を選択するためにＸ、ＹまたはＺ軸のいずれにおいてもデバイスを動かし得
るように、仮想物理的空間２３２においてのような、３次元仮想ワークスペース２３２か
らなっていても良い。そのような実施形態では、ユーザは、デバイス１００を横に振るこ
と、タッチ感応ディスプレイ１２０を軽く叩くこと、デバイス１００のサイドまたは後ろ
の圧力センサーを握り締めること、デバイス上のマイクロホンにコマンドを話すこと、ま
たはデバイス１００上のボタンを押すことのような、１つ以上のジェスチャーを使って仮
想ワークスペース２３２を可能または不能としても良い。加えて、そのような３次元仮想
物理的空間とのインターフェースを行うための本発明の実施形態は、ユーザが選択して稼
動し得る２次元アイコンではなく、３次元オブジェクトからなっていても良い。
【００２２】
　例えば、本発明の一実施形態では、複数の機能は各々、３次元仮想物理的空間２３２中
のボールまたはブロックのような仮想物理的オブジェクト２７０－２７４によって表され
ていても良い。一実施形態では、仮想物理的空間２３２内をナビゲートし始める時、ユー
ザは、仮想物理的空間２３２内に配列されたオブジェクト２７０－２７４がユーザに対し
て位置しているように、Ｘ、ＹおよびＺ軸の原点に立っている。そのようなので、仮想物
理的空間２３２内をナビゲートしている時、ユーザは、前方または後方に一歩踏み出すこ
とによったり、またはデバイス１００内のセンサーによって検出され得るデバイス１００
を様々な方向に動かすことによるように、原点から離れるように動いても良い。そのよう
な動きは、ユーザが原点ポイントから離れるように動くことに結果としてなり得る。しか
しながら、ユーザは、ユーザ上にそれを再度中心化するためにグラフィカルユーザインタ
ーフェース２４０をリセットすることが可能であっても良い。加えて、後に仮想物理的空
間２３２を再稼動すると、ユーザの位置が原点にリセットされても良い。
【００２３】
　仮想物理的空間２３２からなるグラフィカルユーザインターフェース２４０を提供して
いる本発明の実施形態では、ユーザは、仮想物理的空間中を「漂っている」アプリケーシ
ョンとデータを表しているボールまたはブロックのような異なる仮想物理的オブジェクト
２７０－２７４を閲覧するために、様々な位置と向きにデバイスを動かしても良い。ユー
ザは、オブジェクトを選択してそれを仮想物理的空間２３２内の新たな位置までドラッグ
することによってのように、様々な仮想物理的オブジェクト２７０－２７４の位置を配列
することができる。例えば、ユーザは、頻繁にアクセスされる機能を表しているオブジェ
クトがユーザの「近く」に位置し、即ちオブジェクトがＸ、ＹおよびＺ軸の原点に近い座
標に位置し、より少なく頻繁にアクセスされる機能を表しているオブジェクトがユーザの
位置から遠く離れているように、オブジェクト２７０－２７４を配列しても良い。よって
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、頻繁に使われる機能にアクセスすることは、デバイス１００のより少ない動きが必要で
あり得るので、より容易であり得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、１つ以上のセンサー１４０によって検出される、
その他のタイプの動きまたはジェスチャーを通して仮想物理的空間２３２または仮想物理
的オブジェクト２７０－２７４と相互作用しても良い。デバイス１００が傾けられ、振ら
れ、またはそうでなければ動かされるにつれて、１つ以上のセンサーがそれらの動きを検
出し、通信デバイスの動きに少なくとも部分的に基づいたセンサー信号を生成しても良い
。一実施形態では、加速度計センサーが、デバイス１００の傾斜と加速度を検出するよう
に構成されている。デバイス１００が傾けられるにつれて、加速度計は、デバイス１００
の傾きまたは加速度に少なくとも部分的に基づいてプロセッサに信号を送るように構成さ
れることができる。別の実施形態では、ディスプレイ１２０が、タッチ感応ディスプレイ
上のジェスチャーまたは位置入力を検出するように構成されたタッチ感応ディスプレイか
らなる。指がタッチ感応ディスプレイ上に置かれるかまたはドラッグされるにつれて、タ
ッチ感応ディスプレイは、指の動きの速度または圧力のような指の動きに少なくとも部分
的に基づいた信号を生成しても良い。もっと更なる実施形態では、デバイス１００が、デ
バイス１００のサイドまたは後ろ上あるいはディスプレイ上のような、デバイスの１つ以
上の面上の圧力センサーからなる。ユーザは、仮想物理的空間２３２または仮想物理的オ
ブジェクト２７０－２７４を選択するかまたはそれらと相互作用するために、１つ以上の
位置においてそのような圧力センサーにタッチしても良い。
【００２５】
　一実施形態では、センサー信号を受け取ると、プロセッサ１３０は、センサー信号に少
なくとも部分的に基づいて、仮想物理的空間との相互作用を決定するように構成されてい
る。例えば、仮想物理的空間を通したナビゲーションは、センサー信号から抽出された特
徴に少なくとも部分的に基づいていても良い。例えば、デバイス１００を前方に傾けるこ
とが、仮想物理的空間中の前方への動きに翻訳されても良い。デバイス１００を右または
左に動かすことが、仮想物理的空間中で右または左を見ることに翻訳されても良い。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、２人のユーザが同じ仮想物理的空間にアクセスするために接
続しても良く、または彼らそれぞれの仮想物理的空間をマージしても良い。例えば、図２
ｃと２ｄは、彼らそれぞれの仮想物理的空間に接続した２人のユーザを示す。そのような
実施形態は、異なるデバイス間でデータまたはアプリケーションを共有することを容易に
しても良い。例えば、一実施形態では、２人以上のユーザが彼らそれぞれのデバイス上で
仮想物理的空間２３２、２３４を稼動し、それから彼らのグラフィカルユーザインターフ
ェースに内臓された機能性を使ってお互いと接続しても良い。そのような実施形態では、
各ユーザは、彼らのデバイスの内容を表している仮想物理的空間２３２、２３４を閲覧し
、他のユーザの（または複数ユーザの）デバイスの仮想物理的空間２３２、２３４も自分
自身の内容も閲覧することが可能であっても良い。例えば、図２ｃに示された一実施形態
では、第一のユーザの仮想物理的空間２３２の一つの境界において、第一のユーザの仮想
物理的空間２３２と別のユーザの仮想物理的空間２３４の間の境界を示すように部分的に
透明なスクリーンが現れても良い。別の実施形態では、図２ｄに示されるように２人（ま
たはそれ以上）のユーザが彼らそれぞれの仮想物理的空間に接続する時、各ユーザの仮想
物理的空間の内容のいくつかまたは全部を含んだ新たな仮想物理的空間２３６が作り出さ
れても良い。特定の仮想物理的オブジェクト２７０－２７４、２８０－２８４の所有権が
、視覚的、触覚的または聴覚的に示されていても良い。例えば、第一のユーザが第二のユ
ーザによって所有されたオブジェクト２８３にナビゲートする時、第一のユーザは、自分
自身の仮想物理的オブジェクト２７０－２７４の１つにナビゲートする時に自分が感じる
であろうものとは異なる触覚エフェクトを経験しても良い。
【００２７】
　一実施形態では、第一のユーザが自分のデバイスを使って第一の仮想物理的空間２３２
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を稼動しても良く、第二のユーザが自分のデバイスを使って第二の仮想物理的空間２３４
を稼動しても良い。第一のユーザは、第一の仮想物理的空間２３２を第二の仮想物理的空
間２３４と接続するために第二のユーザのデバイスに要求を送信するように自分のデバイ
スを操作しても良い。第二のユーザがそれから要求を受け入れても良く、２つのデバイス
がそれらそれぞれの仮想物理的空間２３２、２３４を接続しても良い。一実施形態では、
第一のユーザは、第一の仮想物理的空間２３２への拡張を見ることが可能であっても良く
、ここで拡張は第二の仮想物理的空間２３４からなる。同様に、第二のユーザは、第二の
仮想物理的空間２３４への拡張を見ることが可能であっても良く、ここで拡張は第一の仮
想物理的空間２３２からなる。よって、第一および第二のユーザは、第一および第二の仮
想物理的空間の両方内を閲覧またはナビゲートすることが可能であっても良い。一実施形
態では、第一および第二の仮想物理的空間２３２、２３４は、第一の仮想物理的空間２３
２からのオブジェクト２７０－２７４のいくつかまたは全部と第二の仮想物理的空間２３
４からのオブジェクト２８０－２８４のいくつかまたは全部からなる第三の仮想物理的空
間２３６を形成するようにマージしても良い。
【００２８】
　仮想物理的空間２３２、２３４が接続された後、ユーザは、１人のユーザのデバイス上
に格納されたデータを共有したりまたはアプリケーションのコピーを共有したりのように
、データを転送するために、共有された（第三の）仮想物理的空間２３６または引っ付け
られた第一および第二の仮想物理的空間２３２、２３４内をナビゲートしても良い。例え
ば、第一のユーザは、第二の仮想物理的空間２３４内または共有された（第三の）仮想物
理的空間２３６内の第二のユーザのデバイス上の曲を表しているオブジェクト２８３を見
ても良い。第一のユーザは、曲オブジェクト２８３を選択して聞くように、または曲オブ
ジェクト２８３を聴くことの許可を要求するように、デバイス１００を操作しても良い。
第二のユーザのデバイスが要求を受け取っても良く、第二のユーザは、触覚エフェクト、
視覚的キュー、または聴覚的キューの形でのように、通知されても良い。第二のユーザは
、それから要求を受け入れるか要求を拒否するかのどちらかをするために自分のデバイス
を操作しても良い。第二のユーザからの許可を受け取ると、または曲２８３を選択した後
、曲２８３が第一のユーザのために彼のデバイス上でプレイされる。曲を聴いた後、第一
のユーザは、それから曲を選択し、第一のユーザのデバイス上に格納されたオブジェクト
２７０－２７４を表している仮想物理的空間２３２のような仮想物理的空間の一部中にド
ラッグしても良く、またはオブジェクトが第一のユーザのデバイスにコピーされるべきで
あることを示すためにジェスチャーをしても良い。ユーザは同様に、共有仮想物理的空間
２３６内をナビゲートして様々な仮想物理的オブジェクト２７０－２７４、２８０－２８
４と相互作用することによって、絵やビデオのようなその他のアプリケーションまたはデ
ータを共有しても良い。
【００２９】
　一実施形態では、複数のユーザが、同じ仮想物理的空間２３６にアクセスして、ユーザ
のデバイスの各々上で実行されている共有されたアプリケーションまたは共通のアプリケ
ーションを使って相互作用しても良い。例えば、一実施形態では、各ユーザは、ユーザが
チャットルームでチャットすることを許容するチャットアプリケーション２７２を実行し
ても良い。チャットルームは、ユーザの各々によってアクセス可能な共有された仮想空間
中に表現されていても良い。ユーザは、メッセージを表している仮想物理的オブジェクト
を生成して、それらをチャットルームを表している共有された仮想物理的空間中に渡すこ
とによってのように、彼ら自身のプライベートな仮想物理的空間中に仮想メッセージを生
成しても良い。例えば、ユーザは、メッセージを生成し、それを仮想メッセージオブジェ
クト内にカプセル化し、それを高速でチャットルームに向けてドラッグすることによって
のように、物理的特性を仮想メッセージオブジェクトに適用しても良い。仮想メッセージ
オブジェクトがチャットルームに入る時、その他のユーザの各々は、物理的属性と共にメ
ッセージを受け取る。加えて、ユーザは、仮想メッセージオブジェクトをチャットルーム
にではなく別のユーザの仮想プライベート空間中に渡すことによって、多くの従来のチャ
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ットルームで利用可能な呟き機能をシミュレーションして、その他の個人ユーザに仮想メ
ッセージオブジェクトを渡しても良い。そのような相互作用は、様々なユーザにより豊か
なチャット経験を許容し得る。
【００３０】
　仮想物理的空間の比喩に戻ると、いくつかの実施形態では、ユーザは、異なる方向でま
たは異なる向きを通してデバイス１００を動かすことによって仮想物理的空間２３０－２
３６と相互作用しても良い。しかしながら、いくつかの実施形態では、ユーザは、異なる
タイプのセンサー１４０を有したデバイス１００と相互作用しても良い。例えば、一実施
形態では、デバイス１００は、デバイスのディスプレイと反対側の表面のような、デバイ
ス１００の後ろ表面上に位置するマルチタッチ圧力センサーからなっていても良い。ユー
ザは、１つ以上の位置において圧力センサー１４０にタッチして、センサー１４０との接
触の位置に対応する位置においてディスプレイ上に表示されたポイントまたはカーソルと
してタッチのフィードバックを受け取っても良い。ユーザは、それからデバイス１００に
よって表示されたグラフィカルユーザインターフェースをナビゲートするためにジェスチ
ャーまたはその他の入力を提供するようにセンサー１４０と相互作用しても良い。いくつ
かの実施形態では、ディスプレイはタッチ感応であっても良く、よってデバイスの後ろ上
のタッチ感応センサーとの接触は、あたかもユーザがタッチ感応ディスプレイに接触して
いるかのように、グラフィカルユーザインターフェース上に渡るコントロールを提供して
も良い。いくつかの実施形態では、しかし、デバイス１００の後ろ上のタッチ感応センサ
ーを使ってなされた入力は、タッチ感応ディスプレイを使って利用可能なものとは異なる
コマンドを許容しても良い。いくつかの実施形態では、そのようなマルチタッチまたはそ
の他のセンサーは、デバイス１００の後ろ表面上のセンサーに加えて、またはその代りに
、デバイス１００の１つ以上のサイド上に位置していても良い。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、ユーザが仮想物理的空間と相互作用している間、プロセッサ
によって生成された触覚またはサウンドエフェクトが、仮想物理的空間との相互作用をシ
ミュレーションしてもよい。例えば、ユーザが一つの仮想物理的オブジェクトから別のも
のにナビゲートする時、プロセッサは、グラフィカルユーザインターフェースの表示を更
新することに加えて、アクチュエータがユーザに触覚エフェクトを出力することを引き起
こすように構成された１つ以上のアクチュエータ信号を生成しても良い。例えば、ユーザ
は、新たな機能に到着すると、小さな「ポップ」または振動を経験しても良い。一実施形
態では、１人のユーザが絵のような仮想物理的オブジェクトを仮想物理的空間中の別のユ
ーザに送る時、振動とサウンドが、絵が第一のユーザによって送られて第二のユーザによ
って受け取られたことを示しても良い。そのような仮想物理的オブジェクトの送信はまた
、速度、質量（例えば、「より重い」オブジェクトはより大きなファイルサイズを有して
いても良い）、または緊急度のようなオブジェクトの性質に基づいて触覚エフェクトが生
成されることを引き起こしても良い。デバイス１００のような第一のデバイスは、第二の
デバイスから仮想物理的オブジェクトを受け取って、オブジェクトが受け取られたことを
示すように触覚エフェクトまたは可聴サウンドを出力しても良い。仮想物理的空間を使っ
たグラフィカルユーザインターフェースのもっと更なる実施形態は、当業者には明らかで
あろう。
【００３２】
　ここで図３を参照すると、図３は本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイン
ターフェースを提供するための方法を示す。図３に示された実施形態では、方法３００は
、ユーザインターフェースとのユーザの相互作用を決定するための複数のステップからな
る。
【００３３】
　図１に示されたデバイスと図２に示されたグラフィカルユーザインターフェースについ
て説明される本発明の一実施形態では、方法３００は、センサー（図示せず）がデバイス
１００の動きを感知する時にステップ３１０で始まる。例えば、一実施形態では、デバイ
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ス１００は、Ｚ軸に沿ったデバイス１００の動きを検出するジャイロスコープ状のセンサ
ー１４０からなる。センサーは、制限することなく距離、速度、方向、加速度、加速度の
レート（または急な動き）、向き、回転速度、回転加速度（例えば、トルク）、または持
続時間のような、Ｚ軸に沿った動きを記述する情報からなるセンサー信号を生成して出力
する。センサーがセンサー信号を出力した後、方法はステップ３２０に進む。
【００３４】
　ステップ３２０では、図１に示されたデバイス１００の一実施形態のプロセッサ１３０
が、センサー信号を受け取り、センサー信号に少なくとも部分的に基づいてユーザインタ
ーフェース２１０と関連付けられたコマンドを決定する。例えば、プロセッサ１３０は、
仮想ワークスペース（または仮想物理的空間）２３０－２３６内の動きを決定する。例え
ば、一実施形態では、プロセッサ１３０は、右へのデバイス１００の動きを示すセンサー
信号を受け取る。プロセッサ１３０は、仮想ウィンドウをワークスペース中に右へ特定の
距離だけ動かすことによってユーザが視界を仮想ワークスペース２３０中に変更したこと
を決定する。その他の実施形態では、しかしながら、そのような動きは異なって解釈され
ても良い。例えば、一実施形態では、右へのデバイス１００の動きは、現在選択されてい
るオブジェクトの右の次に利用可能なオブジェクトに動くこととプロセッサ１３０によっ
て解釈されても良い。
【００３５】
　デバイス１００の更なる動きは、異なるやり方で解釈されても良い。例えば、ユーザは
、デバイスを左に回転しても良い。プロセッサは、仮想物理的空間２３０－２３６とのレ
ート制御相互作用、または仮想物理的空間２３０－２３６中への視界の回転として、動き
を解釈しても良い。本発明の実施形態では、レート制御は、デバイス１００の位置によっ
て示されるレートでの一定の動きを指す。例えば、もしユーザがデバイス１００を右に２
０度だけ回転すれば、仮想ワークスペース２３０－２３６中への視界は、一つのレートで
右に動いても良い。もしユーザが回転を４５度に増やせば、視界は、増加したレートで右
に動いても良い。対照的に、位置制御モードは、特定の方向でのデバイス１００の動きに
比例した、仮想ワークスペース２３０－２３６内の動きに結果としてなり得る。例えば、
もしユーザがデバイス１００を３インチ左に動かせば、仮想ワークスペース２３０－２３
６中への対応する視界は、仮想ワークスペース２３０－２３６内で１２インチに相当分だ
け左に動いても良い。仮想ワークスペース２３０－２３６中へのデバイス１００のマッピ
ングの動きのもっと更なる方法が採用されても良い。
【００３６】
　例えば、一実施形態では、プロセッサ１３０は、ユーザが仮想ワークスペース２３０－
２３６を稼動したことを決定しても良い。そのような実施形態では、センサー１４０は、
デバイス１００の素早い動きを感知して、センサー信号をプロセッサ１３０に送信しても
良い。プロセッサ１３０は、センサー信号を受け取り、センサー信号に少なくとも部分的
に基づいて、仮想ワークスペース２３０－２３６が稼動されていることを決定する。もし
プロセッサ１３０が、ユーザは仮想ワークスペース２３０－２３６と相互作用しているこ
とを既に決定していれば、プロセッサ１３０は、センサー信号に少なくとも部分的に基づ
いて、仮想ワークスペース２３０－２３６内の動きを決定しても良い。例えば、一実施形
態では、センサー信号が、一方向でのデバイス１００の鋭く急な動きを示していても良い
。そのような場合には、プロセッサ１３０は、ユーザがその方向に素早くスクロールする
ことを試みていることを決定しても良く、シミュレーションされた摩擦力によって停止ま
で時間に渡って削減されるワークスペース２３０－２３６内の慣性的な動きをシミュレー
ションしても良い。別の実施形態では、しかしながら、プロセッサ１３０は、そのような
動きは動きの方向での次に利用可能な機能への動きを示すことを決定しても良い。
【００３７】
　プロセッサがユーザインターフェース２１０と関連付けられたコマンドを決定した後、
方法３００はステップ３３０に進む。代替的に、ユーザがデバイス１００を更に操作して
も良い。そのような場合には、方法はステップ３１０に戻る。
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【００３８】
　ステップ３３０では、プロセッサ１３０は、ユーザインターフェースと関連付けられた
動きに基づいて機能を決定する。例えば、プロセッサ１３０が仮想ワークスペース２３０
－２３６内の動きを決定した後、プロセッサ１３０は、機能が同定されているかまたは選
択されているかどうかを決定する。例えば、もし動きが仮想ワークスペース２３０－２３
６中への視界が仮想オブジェクト上に中心化されることを引き起こせば、プロセッサ１３
０は、仮想オブジェクトが選択されていることを決定しても良い。プロセッサ１３０が動
きに基づいて選択された機能を決定した後、方法３００はステップ３４０に進む。
【００３９】
　ステップ３４０では、プロセッサ１３０は、機能が実行されるべきであることを示すた
めに更なる入力を受け取る。例えば、一実施形態では、ユーザは、プロセッサ１３０が機
能を実行することを引き起こすために、ボタンを押すか、デバイス１００上のタッチ感応
ディスプレイ１２０上のエリアをタッチするか、または圧力センサーを握り締めるかして
も良い。別の実施形態では、ユーザは、実行ジェスチャーと関連付けられたマナーでデバ
イス１００を動かしても良い。例えば、ユーザは、選択された機能が実行されるべきであ
ることを示すためにデバイス１００との軽く叩く動きをしても良い。一旦プロセッサ１３
０が選択された機能は実行されるべきであることの指標を受け取ると、プロセッサ１３０
は機能を実行する。機能が実行された後、方法はステップ３１０に戻り、ユーザは追加の
タスクを行うためにデバイスを更に操作しても良い。
【００４０】
　仮想物理的空間に関係するグラフィカルユーザインターフェースに加えて、本発明の追
加の実施形態は、望ましい機能への容易なアクセスを許容するように、または片手のみを
使ったユーザインターフェースの容易な操作を許容するように構成されたグラフィカルユ
ーザインターフェースを提供する。
【００４１】
　ここで図４を参照すると、図４は、本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイ
ンターフェースを示す。示された実施形態では、デバイス４００は、様々な機能を行うた
めにユーザによって選択可能な複数のアイコン４２０ａ－ｆを有するユーザインターフェ
ース４１０からなる。例えば、ユーザインターフェースは、アイコンがユーザによって選
択された時に電子メールアプリケーションが実行されて使用可能となる電子メール機能に
対応するアイコン４２０ｂを含む。ユーザがユーザインターフェース４１０をナビゲート
するのを補助するために、ユーザインターフェース４１０は、実行する機能を選択するた
めにシフトパターン４４０内でユーザによって操作可能なギアシフトノブ４３０からなる
。一実施形態では、ユーザは、ギアシフトノブ４３０にタッチして、ノブを望ましい機能
までドラッグしても良い。加えて、ユーザは、シフトノブ４３０を動かすためにシフトパ
ターン４４０内で望ましい方向にデバイス１００を単に振っても（または揺り動かしても
）良い。そのような実施形態では、デバイス４００内に配置されたジャイロスコープ状ま
たはその他の好適なセンサーのようなセンサー（図示せず）は、デバイス４００の動きを
検出し、動きを示すセンサー信号を出力するように構成されている。デバイス４００内に
配置されたプロセッサ（図示せず）は、センサー信号を受け取り、デバイス４００の動き
に対応するシフトパターン内のシフトノブ４３０の動きを決定するように構成されている
。例えば、もしユーザがデバイス４００を左に揺り動かせば、プロセッサはデバイス４０
０の左への動きを示すセンサー信号を受け取り、シフトノブの対応する動きを決定する。
【００４２】
　いくつかの実施形態ではデバイス４００は様々な向きで保持されても良いので、動きの
向きはデバイス４００の向きに従って変動し得ることに注意されたい。例えば、示された
実施形態では、ユーザは第一の向きにデバイス４００を保持している。しかしながら、ユ
ーザはデバイス４００を時計回りに９０度回転する方を選ぶかもしれない。そのような場
合には、前の「ポートレート」ビューではなく「ランドスケープ」ビューにおいてである
が、シフトパターンがユーザに対して同じ向きに留まるように、ユーザインターフェース
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が反対方向に９０度回転しても良い。
【００４３】
　一実施形態では、ユーザシフトパターンは、ユーザインターフェースの平面中の直交す
るＸおよびＹ軸に対応した２次元パターンからなっていても良い。そのような実施形態で
は、ユーザは、機能が実行されるべきであることを示すために、上または下のような第３
の次元でデバイスを振る（または揺り動かす）ことによって機能を稼動する。そのような
実施形態は、デバイス４００を操作するのに両手、例えばデバイス４００を保持するため
の一方の手と機能を選択するための第二の手、が利用可能ではないユーザには有用であり
得る。そのような状況では、ユーザは、片手のみを使って機能を選択して稼動するように
ユーザインターフェースを操作することが可能であり得る。
【００４４】
　関連する実施形態では、デバイス４００は、デバイス４００の後ろ上に位置するマルチ
タッチセンサーからなっていても良い。そのような実施形態では、ユーザは、グラフィカ
ルユーザインターフェースと相互作用するためにデバイス４００にコマンドを送るのに１
つ以上の指を使っても良い。ユーザの指の位置の視覚的指標は、カーソルまたはスタイラ
ス化された指先アイコンによって提供されても良い。いくつかの実施形態では、デバイス
４００は、振動のような、ユーザの指の位置の触覚的指標を提供しても良い。
【００４５】
　ここで図５を参照すると、図５は本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイン
ターフェース５００を示す。図５に示された実施形態では、ユーザは、デバイス５１０内
に格納されたコンタクト５２０ａ－ｄのリストにナビゲートしている。各コンタクトにつ
いて、ユーザは、電話をかけること、テキストメッセージを送ること、電子メールを送る
こと、またはユーザのコンタクト情報を編集することのような、行うべき様々な機能にア
クセスすることが可能であっても良い。図５に示された実施形態では、ユーザは、表示さ
れたコンタクトに対応する位置においてデバイス５１０のタッチ感応ディスプレイにタッ
チしても良い。タッチ感応スクリーンがコンタクトを検出した時、それはデバイス５１０
中のプロセッサ（図示せず）に信号を送信し、そのことはメニュー５３０がユーザの指の
周りにリング状に配列された複数の機能を有するように見えることを引き起こす。そのよ
うな実施形態では、ユーザは、それから望ましい機能の方向に自分の指を動かすかまたは
弾いても良く、またはメニュー５３０が消えることを引き起こすようにタッチスクリーン
から自分の指を外しても良い。
【００４６】
　動きの感知を使った関連する実施形態では、ユーザは、一方向にデバイス５１０を振る
ことによってコンタクト５３０ａ－ｄのリストを通してスクロールし、それからカーソル
、選択ボックス、またはその他のグラフィカルユーザインターフェース要素が望ましいコ
ンタクトが選択されたことを示す時にデバイスを揺り動かすことによって一つのコンタク
トを選択しても良い。ユーザはそれから、円形のメニュー５３０が現れることを引き起こ
しても良く、好ましい機能の方向にデバイス５１０を揺り動かしてもよく、またはメニュ
ー５３０が消えることを引き起こすようにデバイスを振っても良い。そのような実施形態
は、デバイス５１０と相互作用するためのより単純でより直感的なユーザインターフェー
スを提供し得る。そのようなメニューシステム５３０は、デバイス内で利用可能なその他
の機能と共に、または仮想物理的空間内をナビゲートしている時に、使用され得る。
【００４７】
　ここで図６を参照すると、図６は本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイン
ターフェース６００を示す。図６に示された実施形態では、グラフィカルユーザインター
フェースは、車輪に沿って配列された複数のアイコンを有する仮想回転車輪からなる。そ
のようなグラフィカルユーザインターフェースは、ユーザが片手のみを使って効率的にイ
ンターフェースをナビゲートし得るので有利であり得る。例えば、ユーザは、ユーザの親
指がデバイスのタッチ感応ディスプレイ６２０と相互作用し得るように、図６に示される
ようにデバイス６１０を握り締めても良い。ユーザは、望ましい機能を表しているアイコ
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ンを自分の親指によって容易に届くことが可能な位置に持ってくるために車輪６３０を回
転するように自分の親指を使っても良い。ユーザは、それから自分の親指でアイコンを軽
く叩くことによってのように、望ましい機能を実行しても良い。関連する実施形態では、
デバイスは、ユーザがグラフィカルユーザインターフェース６００と相互作用するために
操作し得る、デバイスのサイドまたはデバイスの後ろ上に位置するタッチ感応センサーか
らなっていても良い。そのような実施形態では、例えばコンタクト、写真、音楽またはビ
デオのような、その他のタイプのデータがそのような車輪によってアクセスされても良い
。
【００４８】
　ここで図７を参照すると、図７は本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイン
ターフェース７００を示す。図７に示された実施形態では、複数の機能（例えば、機能７
４０ａ）が、シミュレーションされた深さ次元中のリスト７３０に配列される。例えば、
リストに沿ったアイテムがユーザにより近くかまたはユーザからより遠くに表示されても
良く、ユーザは、デバイス７１０のタッチ感応ディスプレイ７２０にタッチして自分の指
を或る方向かまたは別の方向にドラッグすることによって、リストを通してスクロールし
ても良い。別の実施形態では、ユーザは、デバイスのサイドまたは背部のようなデバイス
７１０の異なる部分上に位置する、マルチタッチセンサーのようなタッチ感応センサーと
相互作用しても良い。
【００４９】
　更に、ユーザは、より一般的なアプリケーションではなく、特定の番号を呼び出したり
、または特定のユーザにテキストを送ったりする機能のような、リスト上に含められるべ
き特定の機能を選択しても良い。それらの特定の機能は、ユーザによって包含のために手
動で選択されても良く、パラメータに基づいてデバイスによって自動的に管理されても良
く、または手動的と自動的の両方で管理されても良い。特定の機能を自動的に配列する時
、デバイス６１０は、最も頻繁に使用される機能を選択するか、または例えばユーザの前
の慣習に基づいたユーザが与えられた機能を選択する可能性のような、何らかのその他の
計量に基づいて機能を順序付けしても良い。加えて、ユーザは、スイッチ７５０を使うこ
とによってのように、２つ以上の異なる自動化された配列の間を行き来することが可能で
あっても良い。
【００５０】
　ここで図８を参照すると、図８は本発明の一実施形態に従ったグラフィカルユーザイン
ターフェース８００を示す。図８に示された実施形態では、グラフィカルユーザインター
フェース８００は、非慣例的な検索機能を提供する。慣例的な検索機能は、検索が実行さ
れることを引き起こすためにユーザが単語またはいくつかの文字をタイプすることを要求
する一方、図８に示された実施形態では、ユーザは、単にタッチ感応スクリーン８２０上
に文字を書くことによってか、または検索されるべき用語を示すための様々な文字の形に
デバイス８１０を動かすことによって、検索を稼動し得る。プロセッサ（図示せず）は、
ユーザが検索用語の最初の文字を指し示した後に、アプリケーション、データファイル、
コンタクト等のアイテムについての検索を開始しても良い。追加の文字が検出されるにつ
れて、プロセッサは潜在的な検索結果のリストを更に絞り込んでも良い。検索の判断条件
に見合ったアイテムが見つけられると、デバイス８１０は、仮想物理的空間内の仮想オブ
ジェクトのような、ここに開示された様々なグラフィカルユーザインターフェースに従っ
て結果を表示しても良い。ユーザは、それから検索結果中をナビゲートして、望ましいオ
ブジェクトを選択しても良い。
【００５１】
　ここで図９ａ－ｂを参照すると、図９ａ－ｂは本発明の一実施形態に従ったグラフィカ
ルユーザインターフェースを示す。図９ａに示された実施形態では、ユーザは、非慣例的
な応答を使って入ってくる電話の呼びまたはテキストメッセージに応答しても良い。例え
ば、典型的には、ユーザは電話の呼びを受けた時に、ユーザは呼びに答えても、電話が鳴
るのを許容するか呼び音を消音することによってのように呼びを無視しても良い。しかし
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ながら、本発明の実施形態は、そのような事象に応答するためのより豊かなオプションを
提供する。
【００５２】
　本発明の一実施形態では、電話の呼びを受けた時、デバイス９００は、ここに開示され
たもののような本発明の様々な実施形態に従って配列された複数のオプション９１０－９
３０をユーザに提示しても良い。オプションは、メッセージに応答するかまたは呼びを無
視するが応答を送るオプションからなっていても良い。例えば、もしユーザがボーイフレ
ンドから電話の呼びを受けるが電話に答えられなければ、ユーザは唇のペアのアイコンを
選択しても良い。呼びは無視されるが、メッセージは発信者に送られ、デバイス９５０の
スクリーン上に表示されるかまたは触覚エフェクトとして出力される。代替的に、もしユ
ーザが彼女のボーイフレンドに怒っていれば、彼女は呼びを無視するかまたはテキストメ
ッセージに応答するために、拳または閉じた扉のアイコンを選択しても良い。一実施形態
では、電話をかけた人はそれから、呼びが無視されたことを示す拳の絵と共に鋭く強い触
角エフェクトか、扉が音を立てて閉じられること示す触角エフェクトと共に閉じる扉の動
画を受け取るであろう。いくつかの実施形態では、ユーザは、デバイスのサイドまたは後
ろ上に位置する圧力センサーのようなデバイス上に位置する１つ以上のセンサーと相互作
用するか、あるいはデバイスを動かすことによって、電話の呼びに応答してかまたは電話
の呼びの間のどちらかに電話をかけた人に応答を送っても良い。例えば、一実施形態では
、デバイスは、デバイスのサイド上に位置する圧力センサーからなっていても良い。その
ような実施形態を使って、ユーザは、ハグのような他者に触覚信号を送るようにデバイス
を握り締めても良い。
【００５３】
　本発明の実施形態は、デジタル電子回路中に、またはコンピュータのハードウェア、フ
ァームウェア、ソフトウェア中に、あるいはそれらの技術の組み合わせ中に、実装される
ことができる。一実施形態では、コンピュータは、１つのプロセッサまたは複数のプロセ
ッサからなっていても良い。プロセッサは、プロセッサと結合されたランダムアクセスメ
モリー（ＲＡＭ）のようなコンピュータ可読媒体からなる。プロセッサは、メッセージン
グのための１つ以上のコンピュータプログラムを実行するように、メモリー中に格納され
たコンピュータ実行可能なプログラム命令を実行する。そのようなプロセッサは、マイク
ロプロセッサや、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）や、アプリケーション特定集積回路
（ＡＳＩＣ）や、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）や、ステートマ
シーンからなっていても良い。そのようなプロセッサは更に、ＰＬＣｓや、プログラマブ
ル割り込みコントローラ（ＰＩＣｓ）や、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤｓ）
や、プログラマブルリードオンリーメモリー（ＰＲＯＭｓ）や、電子的プログラマブルリ
ードオンリーメモリー（ＥＰＲＯＭｓまたはＥＥＰＲＯＭｓ）や、あるいはその他の同様
なデバイスのような、プログラマブル電子デバイスからなっていても良い。
【００５４】
　そのようなプロセッサは、プロセッサによって実行された時に、プロセッサによって実
行されるかまたは支援されるようにここに記載されたステップをプロセッサが行うことを
引き起こす命令を格納した媒体、例えばコンピュータ可読媒体、からなっていても良く、
またはそれと通信していても良い。コンピュータ可読媒体の実施形態は、コンピュータ可
読命令をウェブサーバー中のプロセッサのようなプロセッサに提供することが可能な、電
子的、光学的、磁気的あるいはその他のストレージまたは送信デバイスからなっていても
良いが、それらに限定はされない。媒体のその他の例は、フロッピー（登録商標）ディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気ディスク、メモリーチップ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＡＳＩＣ、構成さ
れたプロセッサ、全光学的媒体、全磁気的テープまたはその他の磁気的媒体、あるいはそ
こからコンピュータプロセッサが読み取りすることができるあらゆるその他の媒体からな
るが、それらに限定はされない。また、様々なその他のデバイスは、ルーターや、プライ
ベートまたはパブリックネットワークや、その他の送信デバイスのような、コンピュータ
可読媒体を含んでいても良い。記載されたプロセッサと処理は、１つ以上の構造であって
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も良く、１つ以上の構造を通して分散されていても良い。プロセッサは、ここに記載され
た方法（または方法の部分）の１つ以上を実行するためのコードからなっていても良い。
【００５５】
　一般的事項
　発明の、好ましい実施形態を含んだ、実施形態の前述した記載は、描写と記載の目的の
ためだけに提示されており、網羅的であることや開示されたその通りの形に発明を限定す
ることは意図されていない。その数々の変形や適応は、発明の精神と範囲から逸脱するこ
となく、当業者には明らかであろう。
【００５６】
　ここでの「一実施形態」または「実施形態」への言及は、実施形態との関係で記載され
た特定の特徴、構造、動作またはその他の特性が、発明の少なくとも１つの実装に含まれ
得ることを意味する。発明は、そのように記載された特定の実施形態に制限はされない。
明細書中の様々な箇所での「一実施形態では」または「実施形態では」という言い回しの
出現は、必ずしも同じ実施形態を指すものではない。「一実施形態」との関連でこの明細
書中に記載されたあらゆる特定の特徴、構造、動作またはその他の特性は、あらゆるその
他の実施形態について記載されたその他の特徴、構造、動作またはその他の特性と組み合
わされても良い。
【００５７】
　ここでの「または」という接続詞の使用は、文脈が強要する通りに包摂的および排他的
関係の両方、あるいは包摂的または排他的関係のどちらかを包含することが意図されてい
る。

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図２ｃ】

【図２ｄ】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(22) JP 2018-185853 A 2018.11.22

【図８】 【図９ａ】

【図９ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月23日(2018.7.23)
【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】
デバイスであって、
仮想物理的空間を含むグラフィカルユーザインターフェースを表示するべく構成されたデ
ィスプレイと、
前記仮想物理的空間とのユーザ相互作用を検出するべく構成されたセンサーと、
前記ディスプレイ及び前記センサーと通信するプロセッサと
を含み、
前記ユーザ相互作用は、前記ディスプレイを一以上の自由度で動かすことを含み、
前記プロセッサは、
前記ユーザ相互作用と関連付けられたデータを含むセンサー信号を前記センサーから受け
取り、
前記仮想物理的空間における一以上のオブジェクトの動きを前記ユーザ相互作用に少なく
とも部分的に基づいて決定し、
前記仮想物理的空間の外観を前記動きに少なくとも部分的に基づいて修正し、
前記ユーザ相互作用に少なくとも部分的に基づいて、実行されるべき機能を選択肢から決
定し、
前記機能を実行するべく構成され、
前記機能は、アプリケーションを選択すること、電話をかけること、メッセージを送るこ
と、画像を送ること、アイコンを送ること、電子メールを送ること、インターネットを閲
覧すること、又はユーザのコンタクト情報を編集することを含み、
前記グラフィカルユーザインターフェースには前記選択肢が表示されるデバイス。
【請求項２】
前記仮想物理的空間は、複数の仮想物理的オブジェクトを含む、請求項１のデバイス。
【請求項３】
前記仮想物理的空間は、２次元仮想物理的空間を含む、請求項１のデバイス。
【請求項４】
前記仮想物理的空間は、３次元仮想物理的空間を含む、請求項１のデバイス。
【請求項５】
アクチュエータをさらに含み、
前記プロセッサはさらに、
前記ユーザ相互作用に基づいてアクチュエータ信号を生成し、
前記アクチュエータ信号を前記アクチュエータに出力して前記アクチュエータに触覚エフ
ェクトを出力させるべく構成される、請求項１のデバイス。
【請求項６】
前記プロセッサはさらに、前記仮想物理的空間の共有を要求する遠隔信号を遠隔デバイス
から受信するべく構成され、
前記仮想物理的空間は、前記遠隔デバイスからの前記遠隔信号の受信前に前記グラフィカ
ルユーザインターフェースに表示され、
前記遠隔信号は、前記仮想物理的空間との第２のユーザ相互作用と関連付けられたデータ
を含む、請求項１のデバイス。
【請求項７】
前記機能は、前記デバイスから前記遠隔デバイスへの送信データと関連付けられたコマン
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ドを含む、請求項６のデバイス。
【請求項８】
前記プロセッサはさらに、前記遠隔信号に部分的に基づいて前記コマンドを決定するべく
構成される、請求項７のデバイス。
【請求項９】
方法であって、
仮想物理的空間を含むグラフィカルユーザインターフェースを表示することと、
第１のデバイスとの第１のユーザ相互作用を検出するべく構成されたセンサーからセンサ
ー信号を受け取ることであって、前記第１のユーザ相互作用は前記第１のデバイスを一以
上の自由度で動かすことを含むことと、
前記仮想物理的空間における一以上のオブジェクトの動きを前記第１のユーザ相互作用に
少なくとも部分的に基づいて決定することと、
前記仮想物理的空間の外観を前記動きに少なくとも部分的に基づいて修正することと、
前記第１のユーザ相互作用に少なくとも部分的に基づいて、実行されるべき機能を選択肢
から決定することと、
前記機能を実行することと
を含み、
前記機能は、アプリケーションを選択すること、電話をかけること、メッセージを送るこ
と、画像を送ること、アイコンを送ること、電子メールを送ること、インターネットを閲
覧すること、又はユーザのコンタクト情報を編集することを含み、
前記グラフィカルユーザインターフェースには前記選択肢が表示される方法。
【請求項１０】
前記仮想物理的空間は、複数の仮想物理的オブジェクトを含む、請求項９の方法。
【請求項１１】
前記仮想物理的空間は、２次元仮想物理的空間を含む、請求項９の方法。
【請求項１２】
前記仮想物理的空間は、３次元仮想物理的空間を含む、請求項９の方法。
【請求項１３】
前記第１のユーザ相互作用に基づいてアクチュエータ信号を生成することと、
前記アクチュエータ信号を、触覚エフェクトを出力させるべく構成されたアクチュエータ
に出力することと
をさらに含む、請求項９の方法。
【請求項１４】
前記仮想物理的空間の共有を要求する遠隔信号を遠隔デバイスから受信することをさらに
含み、
前記仮想物理的空間は、前記遠隔デバイスからの前記遠隔信号の受信前に前記グラフィカ
ルユーザインターフェースに表示され、
前記遠隔信号は、前記仮想物理的空間との第２のユーザ相互作用と関連付けられたデータ
を含む、請求項９の方法。
【請求項１５】
前記機能は、前記第１のデバイスから前記遠隔デバイスへの送信データと関連付けられた
コマンドを含む、請求項１４の方法。
【請求項１６】
前記コマンドはさらに、前記遠隔信号に部分的に基づいて決定される、請求項１５の方法
。
【請求項１７】
プログラムコードを含む非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
前記プログラムコードは、プロセッサにより実行されると前記プロセッサに、
仮想物理的空間を含むグラフィカルユーザインターフェースを表示することと、
第１のデバイスとの第１のユーザ相互作用を検出するべく構成されたセンサーからセンサ
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ー信号を受信することであって、前記第１のユーザ相互作用は前記第１のデバイスを一以
上の自由度で動かすことを含むことと、
前記仮想物理的空間における一以上のオブジェクトの動きを前記第１のユーザ相互作用に
少なくとも部分的に基づいて決定することと、
前記仮想物理的空間の外観を前記動きに少なくとも部分的に基づいて修正することと、
前記第１のユーザ相互作用に少なくとも部分的に基づいて、実行されるべき機能を選択肢
から決定することと、
前記機能を実行することと
を引き起こすべく構成され、
前記機能は、アプリケーションを選択すること、電話をかけること、メッセージを送るこ
と、画像を送ること、アイコンを送ること、電子メールを送ること、インターネットを閲
覧すること、又はユーザのコンタクト情報を編集することを含み、
前記グラフィカルユーザインターフェースには前記選択肢が表示されるコンピュータ可読
媒体。
【請求項１８】
前記仮想物理的空間は、３次元仮想物理的空間を含む、請求項１７のコンピュータ可読媒
体。
【請求項１９】
プロセッサにより実行されると前記プロセッサに、
前記第１のユーザ相互作用に基づいてアクチュエータ信号を生成することと、
触覚エフェクトを出力するべく構成されたアクチュエータに前記アクチュエータ信号を出
力することと
を引き起こすべく構成されたプログラムコードをさらに含む、請求項１７のコンピュータ
可読媒体。
【請求項２０】
プロセッサにより実行されると前記プロセッサに、前記仮想物理的空間の共有を要求する
遠隔信号を遠隔デバイスから前記プロセッサが受信することを引き起こすべく構成された
プログラムコードをさらに含み、
前記仮想物理的空間は、前記遠隔デバイスからの前記遠隔信号の受信前に前記グラフィカ
ルユーザインターフェースに表示され、
前記遠隔信号は、前記仮想物理的空間との第２のユーザ相互作用と関連付けられたデータ
を含む、請求項１７のコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
プロセッサにより実行されると前記プロセッサに前記遠隔信号に部分的に基づいてコマン
ドを決定するべく構成されたプログラムコードをさらに含む、請求項２０のコンピュータ
可読媒体。
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