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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯デバイスであって、
　主画面上に表示されるインタラクティブアプリケーションのインタラクティブセッショ
ンに携帯デバイスの位置および方向を決定しトラッキングのためのセンサデータを生成す
るように構成されたセンサを有し、
　前記インタラクティブセッションは、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの
間の相互作用のために定義されるものであり、
　コンピューティングデバイスにセンサデータを送るように構成された通信モジュールを
有し、
　前記通信モジュールは、コンピューティングデバイスから、インタラクティブアプリケ
ーションおよび携帯デバイスのトラッキングされた位置および方向の状態に基づいて生成
されるインタラクティブセッションのスペクテータビデオストリームを受けるようにさら
に構成されており、前記スペクテータビデオストリームは、スペクテータの前記携帯デバ
イスに表示されるビデオストリームであり、かつ、前記スペクテータは、同じインタラク
ティブ環境における前記携帯デバイスの操作者であり、
　前記インタラクティブアプリケーションのステートは、ユーザとインタラクティブアプ
リケーションとの間の相互作用に基づいて決定されるものであり、
　スペクテータビデオストリームを表示するように構成された画面を有し、
携帯デバイスの位置と方向とは、インタラクティブアプリケーションにより定義される仮
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想空間内の仮想視点の位置と方向とを定義し、
　さらに、前記スペクテータビデオストリームは前記仮想視点の視点から撮像した前記仮
想空間の画像を含む、携帯デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯デバイスであって、
　前記インタラクティブアプリケーションの状態は、インタラクティブな入力により決定
され、前記インタラクティブな入力は、前記インタラクティブセッション中にコントロー
ラデバイスから受けられるものである、携帯デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯デバイスであって、
　前記インタラクティブセッションは、ユーザと主画面上で表示されたアプリケーション
ビデオストリームとの間の相互作用を定義し、
前記アプリケーションビデオストリームは、前記インタラクティブアプリケーションの状
態に基づいて生成される、携帯デバイス。
【請求項４】
　請求項１に記載の携帯デバイスであって、
　前記センサは、加速度計、磁力計及び／又は、ジャイロスコープの１つ以上によって定
義され、
　前記センサデータは、前記センサによって生成された慣性データを有している、携帯デ
バイス。
【請求項５】
　請求項１に記載の携帯デバイスであって、
　前記センサは画像キャプチャデバイスによって定義され、
　前記センサデータは、相互作用が生じる、インタラクティブな環境でキャプチャーされ
た画像データによって定義される、携帯デバイス。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯デバイスであって、
　前記携帯デバイスの位置および方向の決定およびトラッキングは、前記インタラクティ
ブな環境内の１つ以上のマーカの識別子に基づく、携帯デバイス。
【請求項７】
　携帯デバイスであって、
　主画面上に表示されるインタラクティブアプリケーションのインタラクティブセッショ
ンに携帯デバイスの位置および方向を決定しトラッキングのためのセンサデータを生成す
るように構成されたセンサを有し、
　前記インタラクティブセッションは、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの
間の相互作用のために定義されるものであり、
　コンピューティングデバイスにセンサデータを送るように構成された通信モジュールを
有し、
　前記通信モジュールは、インタラクティブアプリケーションの状態に基づいて生成され
るコンピューティングデバイスからアプリケーション状態データを受けるようにさらに構
成され、
　前記インタラクティブアプリケーションのステートは、ユーザとインタラクティブアプ
リケーションとの間の相互作用に基づいて決定されるものであり、
　アプリケーション状態データおよび携帯デバイスのトラッキング位置および方向に基づ
いてスペクテータビデオストリームを生成するように構成されたスペクテータビデオスト
リームジェネレータを有し、前記スペクテータビデオストリームは、スペクテータの前記
携帯デバイスに表示されるビデオストリームであり、かつ、前記スペクテータは、同じイ
ンタラクティブ環境における前記携帯デバイスの操作者であり、
　スペクテータビデオストリームを表示するように構成された画面を有する、携帯デバイ
ス。
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【請求項８】
　請求項７に記載の携帯デバイスであって、
　ユーザとインタラクティブアプリケーションの間の相互作用が生じるインタラクティブ
な環境の環境ビデオストリームをキャプチャーするように構成された画像キャプチャデバ
イスを有し、
　前記スペクテータビデオストリームジェネレータは、環境ビデオストリームに基づいて
スペクテータビデオストリームを生成するように構成される、携帯デバイス。
【請求項９】
　請求項８に記載の携帯デバイスであって、
　前記スペクテータビデオストリームジェネレータは、環境ビデオストリームを仮想エレ
メントで拡張することにより、スペクテータビデオストリームを生成するように構成され
る、携帯デバイス。
【請求項１０】
　請求項８に記載の携帯デバイスであって、
　前記スペクテータビデオストリームジェネレータは、前記環境ビデオストリームにおい
て検出したユーザの少なくとも一部を仮想要素で置き換えることによりスペクテータビデ
オストリームを生成する、携帯デバイス。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の携帯デバイスであって、
　前記ユーザの少なくとも一部の置き換えには、環境ビデオストリームで検出したユーザ
を、ユーザが制御するインタラクティブアプリケーションのキャラクタに置き換える、携
帯デバイス。
【請求項１２】
　請求項７に記載の携帯デバイスであって、
　前記スペクテータビデオストリームは、トラッキングされたユーザの位置に対する携帯
デバイスのトラッキングされた位置と方向とに基づいて生成される、携帯デバイス。
【請求項１３】
　請求項７に記載の携帯デバイスであって、
　前記センサは、加速度計、磁力計及び／又は、ジャイロスコープの１つ以上によって定
義され、
　前記センサデータは、前記センサによって生成された慣性データを有している、携帯デ
バイス。
【請求項１４】
　携帯デバイスであって、
　主画面上に表示されるインタラクティブアプリケーションのインタラクティブセッショ
ンに携帯デバイスの位置および方向を決定しトラッキングのためのセンサデータを生成す
るように構成されたセンサを有し、
　前記インタラクティブセッションは、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの
間の相互作用のために定義されるものであり、
　コンピューティングデバイスにセンサデータを送るように構成された通信モジュールを
有し、
　前記通信モジュールは、コンピューティングデバイスから、インタラクティブアプリケ
ーションおよび携帯デバイスのトラッキングされた位置および方向の状態に基づいて生成
されるインタラクティブセッションのスペクテータビデオストリームを受けるようにさら
に構成されており、前記スペクテータビデオストリームは、スペクテータの前記携帯デバ
イスに表示されるビデオストリームであり、かつ、前記スペクテータは、同じインタラク
ティブ環境における前記携帯デバイスの操作者であり、
　前記インタラクティブアプリケーションのステートは、ユーザとインタラクティブアプ
リケーションとの間の相互作用に基づいて決定されるものであり、
　スペクテータビデオストリームを表示するように構成された画面を有し、
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前記スペクテータビデオストリームは、前記インタラクティブセッションの間の前記ユー
ザのトラッキングされた位置に対する前記携帯デバイスの前記位置と方向とに基づいて生
成され、
　前記ユーザの前記位置に対する前記携帯デバイスの前記位置と前記方向とは前記インタ
ラクティブアプリケーションにより定義される仮想空間内の仮想視点の位置および方向を
定義するものであって、
　前記インタラクティブアプリケーションの仮想環境内のオブジェクトは、前記ユーザの
位置に対してマッピングされ、
　前記スペクテータビデオストリームは前記仮想視点の視点からキャプチャされた前記仮
想空間の画像を含むものであって、前記オブジェクトは、前記携帯デバイスが前記ユーザ
の前記位置に向けられる場合に前記スペクテータビデオストリームの前記画像に含まれる
、携帯デバイス。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の携帯デバイスであって、
　前記オブジェクトはユーザにより制御される、携帯デバイス。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の携帯デバイスであって、
　前記オブジェクトは、前記インタラクティブアプリケーションのキャラクタである、携
帯デバイス。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の携帯デバイスであって、
　前記ユーザの前記位置は、ユーザにより操作されるコントローラデバイスの位置に基づ
いて決定される、携帯デバイス。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の携帯デバイスであって、
　前記ユーザと前記インタラクティブアプリケーションとの間の相互作用が生じるインタ
ラクティブな環境の環境ビデオストリームをキャプチャーするように構成された画像キャ
プチャデバイスを更に有し、
　前記ユーザの前記位置と、前記ユーザの前記位置に対する前記携帯デバイスの前記位置
と方向とは前記環境ビデオストリームに少なくともある程度基づいて決定される、携帯デ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はインタラクティブアプリケーションとのインタラクションを可能とするための
方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビゲーム産業において成長している分野では、手持ち式の携帯デバイスが使用され
るようになっている。そのような携帯デバイスの例として、ソニーコンピュータエンター
テインメント社製の専用のゲーム装置や、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、デ
ジタルマルチメディアプレーヤなどのその他の種類の携帯デバイスがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このようなポータブルデバイスの演算能力の向上に伴い、手持ち式のデバイスはますま
す複雑なプログラム及びタスクを扱う能力を有するようになっている。
【０００４】
　例えば、今日の手持ち式のデバイスは、単一のデバイスに集積されたいくつかの異なる
タイプのハードウェアを含みうる。そのようなデバイスの多くは、カラー画面、カメラ、
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スピーカ、およびボタン、タッチスクリーン又はスタイラスなどの入力メカニズムを含み
うる。
【０００５】
　本発明の実施形態はこのような状況に鑑みて生まれたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の各実施形態は、主画面に表示されるインタラクティブアプリケーションのイン
タラクティブセッションの画像を携帯デバイスがキャプチャすることを可能とするための
方法およびシステムを提供する。本発明はコンピュータプロセス、装置、システム、デバ
イス、コンピュータ読み取り可能な記録媒体上の方法など、多様な方法で実現することが
可能であることを理解されたい。本発明のいくつかの進歩性を有する発明の実施形態が以
下に説明される。
【０００７】
　一実施形態では、主画面に表示されるインタラクティブアプリケーションのインタラク
ティブセッションの画像を携帯デバイスがキャプチャすることを可能とするための方法が
提供される。この方法によれば、インタラクティブアプリケーションのインタラクティブ
セッションが開始する。このインタラクティブセッションは、ユーザとインタラクティブ
アプリケーションとの間のインタラクションを定義したものである。次に、スペクテータ
、いわゆる観客、により操作される携帯デバイスの最初の位置と方向とが決定される。ユ
ーザとインタラクティブアプリケーションとの間のインタラクションに基づいてインタラ
クティブアプリケーションの現在の状態が決定され、携帯デバイスの位置と方向とがイン
タラクティブセッションの間にトラッキングされる。このインタラクティブアプリケーシ
ョンの現在の状態と、トラッキングされた携帯デバイスの位置と方向とに基づいて、イン
タラクティブセッションのスペクテータビデオストリームが生成される。スペクテータビ
デオストリームは携帯デバイスの携帯画面に表示される。
【０００８】
　一実施形態では、インタラクティブセッションはユーザにより操作されるコントローラ
デバイスからインタラクティブな入力を受けるためのオペレーションを含む。このインタ
ラクティブな入力はインタラクティブアプリケーションの現在の状態を決定するために利
用される。
【０００９】
　一実施形態では、アプリケーションビデオストリームはインタラクティブアプリケーシ
ョンの現在の状態に基づいて生成され、主画面に表示される。インタラクティブセッショ
ンはユーザと、表示されたアプリケーションビデオストリームとの間のインタラクション
を定義する。
【００１０】
　一実施形態では、携帯デバイスの位置と方向とはインタラクティブアプリケーションに
より定義される仮想空間内の仮想視点の位置と方向とを定義する。また、スペクテータビ
デオストリームは仮想視点の視点からキャプチャした仮想空間の画像を含む。
【００１１】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリームを携帯デバイスの携帯画面に表示する
ことができるように、スペクテータビデオストリームは、インタラクティブアプリケーシ
ョンから携帯デバイスに送信される。
【００１２】
　一実施形態では、インタラクティブアプリケーションの現在の状態に基づいて決定され
、携帯デバイスに送信される。スペクテータビデオストリームはアプリケーション状態デ
ータと、携帯デバイスのトラッキングされた位置と方向とに基づいて携帯デバイスにおい
て生成される。
【００１３】
　一実施形態では、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの間のインタラクショ
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ンが生じるインタラクティブ環境で、環境ビデオストリームがキャプチャされる。スペク
テータビデオストリームはこの環境ビデオストリームに基づいて生成される。
【００１４】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリームは環境ビデオストリームを仮想要素で
拡張することにより生成される。
【００１５】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリームの生成には、環境ビデオストリーム内
でユーザを検出し、環境ビデオストリームにおいて検出したユーザの少なくとも一部を仮
想要素に置き換える方法オペレーションを含む。一実施形態では、この置き換えには、環
境ビデオストリームにおいて検出したユーザを、ユーザにより制御されるインタラクティ
ブアプリケーションのキャラクタに置き換えることを含む。
【００１６】
　一実施形態では、ユーザの最初の位置が決定され、このユーザの位置はインタラクティ
ブセッションの間トラッキングされる。スペクテータビデオストリームはユーザの位置に
対する携帯デバイスの位置と方向とに基づいて生成される。
【００１７】
　一実施形態では、インタラクティブアプリケーションの仮想環境内のオブジェクトがユ
ーザの位置に対してマッピングされる。ユーザの位置に対する携帯デバイスの位置と方向
とはインタラクティブアプリケーションにより定義される仮想空間内の仮想視点の位置と
方向とを定義する。またスペクテータビデオストリームは仮想視点の視点からキャプチャ
した仮想空間の画像を含む。オブジェクトは携帯デバイスがユーザに向けられる場合にス
ペクテータビデオストリームの画像に含まれる。一実施形態では、オブジェクトはユーザ
により制御される。一実施形態では、オブジェクトはインタラクティブアプリケーション
のキャラクタである。別の実施形態では、ユーザの位置はユーザにより操作されるコント
ローラデバイスの位置に基づいて決定される。
【００１８】
　一実施形態では、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの間のインタラクショ
ンが生じるインタラクティブ環境で、環境ビデオストリームがキャプチャされる。ユーザ
の位置と、ユーザの位置に対する携帯デバイスの位置と方向とは環境ビデオストリームに
少なくとも一部基づいて決定される。一実施形態では、スペクテータビデオストリームは
メモリに記憶される。
【００１９】
　本発明の別の実施形態では、主画面に表示されるインタラクティブアプリケーションの
インタラクティブセッションの映像をキャプチャするためのシステムが提供される。この
システムには、インタラクティブアプリケーションを表示するためのコンソールデバイス
が含まれる。
　コンソールデバイスは、（ｉ）インタラクティブアプリケーションのインタラクティブ
セッションを開始するためのセッションモジュールを含む。このインタラクティブセッシ
ョンは、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの間のインタラクションを定義す
るものである。
　更にコンソールデバイスは、（ｉｉ）インタラクティブセッションの間スペクテータに
より操作される携帯デバイスの位置と方向とを決定しトラッキングするための携帯デバイ
スモジュールと、（ｉｉｉ）インタラクティブアプリケーションの現在の状態と、トラッ
キングされた携帯デバイスの位置と方向とに基づいてインタラクティブセッションのスペ
クテータビデオストリームを生成するためのスペクテータビデオストリームモジュールと
、を含む。
　システムは更にスペクテータビデオストリームを表示するための携帯画面を含む携帯デ
バイスを含む。一実施形態では、前記ユーザにより操作される、インタラクティブな入力
を行うコントローラデバイスを更に含み、前記インタラクティブな入力は前記インタラク
ティブアプリケーションの前記現在の状態を決定するために利用される。
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【００２０】
　一実施形態では、コンソールデバイスは、インタラクティブアプリケーションの現在の
状態に基づいてアプリケーションビデオストリームを生成し、このアプリケーションビデ
オストリームを主画面に表示するためのアプリケーションビデオストリームモジュールを
更に含む。インタラクティブセッションはユーザと表示されたアプリケーションビデオス
トリームとの間のインタラクションを定義する。
【００２１】
　一実施形態では、携帯デバイスの位置と方向とはインタラクティブアプリケーションに
より定義される仮想空間内の仮想視点の位置と方向とを定義する。更に、スペクテータビ
デオストリームは仮想視点の視点からキャプチャした仮想空間の画像を含む。
【００２２】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリームを携帯デバイスの携帯画面に表示する
ことができるように、スペクテータビデオストリームモジュールはスペクテータビデオス
トリームをインタラクティブアプリケーションから携帯デバイスに送信する。
【００２３】
　一実施形態では、携帯デバイスは、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの間
にインタラクションが生じるインタラクティブ環境の環境ビデオストリームをキャプチャ
するための画像キャプチャデバイス更に含む。スペクテータビデオストリームモジュール
は環境ビデオストリームに基づいてスペクテータビデオストリームを生成する。
【００２４】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリームモジュールは環境ビデオストリームを
仮想要素で拡張することによりスペクテータビデオストリームを生成する。
【００２５】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリームモジュールは環境ビデオストリーム内
でユーザを検出し、環境ビデオストリームにおいて検出したユーザの少なくとも一部を仮
想要素で置き換えることによりスペクテータビデオストリームを生成する。一実施形態で
は、この置き換えにおいて、環境ビデオストリームで検出したユーザを、ユーザが制御す
るインタラクティブアプリケーションのキャラクタに置き換える。
【００２６】
　一実施形態では、ユーザの最初の位置を決定し、インタラクティブセッションの間、ユ
ーザの位置をトラッキングするユーザトラッキングモジュールを更に含む。スペクテータ
ビデオストリームモジュールはユーザの位置に対する携帯デバイスの位置と方向とに基づ
いてスペクテータビデオストリームを生成する。
【００２７】
　本発明の別の態様は、例として本発明の原理を示している添付の図面と併せて、以下の
詳細な説明からより明白になるであろう。本発明は、添付の図面と併せて以下の説明を参
照することによって、最も良く理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションのインタラクテ
ィブセッションの映像を携帯デバイスがキャプチャすることを可能とするシステムの説明
図。
【図２】本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションとインタラクシ
ョンを行うユーザとスペクテータを含むインタラクティブ環境の説明図。
【図３】本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションとインタラクシ
ョンを行うユーザとスペクテータを含むインタラクティブ環境の説明図。
【図４Ａ】本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションとインタラク
ションを行うユーザとスペクテータを含むインタラクティブ環境の上面図。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態に係る、スペクテータの視点からの図４Ａのインタラクテ
ィブ環境の説明図。
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【図５】本発明の一実施形態に係る、携帯デバイスを操作中のスペクテータの視点から示
す、インタラクティブアプリケーションとインタラクションを行っているユーザを含むイ
ンタラクティブ環境の説明図。
【図６】本発明の一実施形態に係る、スペクテータの視点から示すインタラクティブ環境
の説明図。
【図７】本発明の一実施形態に係る、主画面に表示されるインタラクティブアプリケーシ
ョンを実行するコンソールデバイスを含むインタラクティブ環境の説明図。
【図８Ａ】本発明の一実施形態に係る、現実世界のインタラクティブ環境の座標空間を示
す説明図。
【図８Ｂ】図８Ａの現実世界のインタラクティブ環境の座標空間に対応する仮想空間の座
標空間を示す説明図。
【図９Ａ】本発明の一実施形態に係る、インタラクティブ環境における位置が球面座標系
または円柱座標系の原点を定義するユーザを示す説明図。
【図９Ｂ】図９Ａのインタラクティブ環境がマッピングされている仮想空間を示す説明図
。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態に係る、インタラクティブ環境の俯瞰図。
【図１０Ｂ】スペクテータが図１０Ａに示した場所に位置決めされる場合に携帯デバイス
に表示される映像を示すシーンを描画した図。
【図１１】本発明の一実施形態に係る、スペクテータにより操作される携帯デバイスが、
インタラクティブゲームの映像を表示することを可能とする方法を示す図。
【図１２】本発明の一実施形態に係る、スペクテータがインタラクティブアプリケーショ
ンの状態に影響を与えるように携帯デバイスを利用することを可能とするシステムを示す
図。
【図１３】本発明の一実施形態に係る、スペクテータが手持ち式のデバイスを利用してゲ
ームに影響を与えることを可能とする方法を示す図。
【図１４】本発明の一実施形態に係る、手持ち式デバイスの構成要素を示す図。
【図１５】本発明の一実施形態に係る、基本となるコンピューティングデバイスにおいて
実行されるコンピュータプログラムを有する制御デバイスと携帯デバイスとのインタフェ
ースのために親和性の高いコンソールである、ソニー（登録商標）プレイステーション３
（登録商標）エンタテインメントデバイスの全体のシステム構成を概略的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下の各実施形態は、インタラクティブアプリケーションが携帯デバイスのリソースを
利用することを可能とするシステムのための方法および装置を説明する。本発明の一実施
形態では、プライマリ処理インタフェースは、インタラクティブアプリケーションのプラ
イマリビデオストリームを画面に表示するために提供される。第１ユーザは画面に表示さ
れたプライマリビデオストリームを見て、このプライマリ処理インタフェースと通信する
コントローラデバイスを操作することによりインタラクションを行う。同時に、第２ユー
ザは、同じインタラクティブ環境において携帯デバイスを操作する。携帯デバイスは、プ
ライマリビデオストリームを表示する画面とは分離された携帯デバイスの画面に、インタ
ラクティブアプリケーションの補助的なビデオストリームを表示する。このように、本発
明の実施形態に係る方法及び装置が以下に説明される。
【００３０】
　しかし、これらの特定の詳細の一部あるいは全てを伴わずに実装してもよいことは当業
者には明らかであろう。その他、既知の処理手順は、本発明を不必要に不明瞭なものとし
ないように、詳細に記載していない。
【００３１】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションの
インタラクティブ セッションの映像を携帯デバイスがキャプチャすることを可能とする
ためのシステムが示される。システムは、ユーザがインタラクティブアプリケーションと
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インタラクションを行うインタラクティブ環境に存在する。システムは、インタラクティ
ブアプリケーション１２を実行するコンソールデバイス１０を含む。コンソールデバイス
１０は、コンピュータ、コンソールゲームシステム、セットトップボックス、メディアプ
レーヤ、あるいはインタラクティブアプリケーションの実行が可能なその他の任意の種類
のコンピューティングデバイスであってよい。
【００３２】
　コンソールゲームシステムの例として、ソニープレーステーション３（登録商標）など
が挙げられる。インタラクティブアプリケーション１２は、複数のユーザのうちの１ユー
ザとアプリケーションそれ自体との間でのインタラクションを容易にする任意の様々な種
類のアプリケーションであってもよい。インタラクティブアプリケーションの例として、
テレビゲーム、シミュレータ、バーチャルリアリティプログラム、ユーティリティ、又は
、ユーザとアプリケーションとの間のインタラクションを容易にするその他の任意の種類
のプログラム又はアプリケーションであってもよい。
【００３３】
　インタラクティブアプリケーション１２は、その現在の状態に基づいて映像データを作
成する。この映像データは、音声／画像プロセッサ２６により処理され、アプリケーショ
ンビデオストリーム２８を生成する。アプリケーションビデオストリーム２８は主画面３
０へ送られて主画面３０に表示される。本文において使用されている「ビデオ」なる用語
は、一般には同期された画像データと音声データの組み合わせを指すが、本発明の各種実
施形態において、「ビデオ」なる用語は画像データだけを指す場合がある。従って、例え
ば、アプリケーションビデオストリーム２８は画像データと音声データの両方を含む場合
もあるし、画像データしか含まない場合もある。主画面は、テレビ、モニタ、液晶画面、
プロジェクタ、又はビデオデータストリームの視覚表示が可能な任意のその他の種類の表
示装置としてもよい。
【００３４】
　更にインタラクティブアプリケーション１２はコントローラデバイス３２と通信するた
めのコントローラ入力モジュール２４を含む。コントローラデバイス３２は、インタラク
ティブアプリケーションに対してインタラクティブな入力を行うためにユーザにより操作
されうる任意の各種のコントローラとしてもよい。コントローラデバイスの例として、ソ
ニーデュアルショック３（登録商標）無線コントローラが挙げられる。コントローラデバ
イス３２は無線又は有線接続によりコンソールデバイス１０と通信することができる。コ
ントローラデバイス３２はユーザ３６からのインタラクティブな入力を受けるための少な
くとも１つの入力メカニズム３４を有する。入力メカニズムの例として、ボタン、ジョイ
スティック、タッチバッド、タッチスクリーン、方向パッド、スタイラス入力、又はユー
ザからインタラクティブな入力を受けるためにコントローラデバイスに含まれうる任意の
その他の種類の入力メカニズムが挙げられる。ユーザ３６が入力メカニズム３４を操作す
ると、コントローラデバイス３２はインタラクティブ入力データ３８を生成する。このデ
ータはインタラクティブアプリケーション１２のコントローラ入力モジュール２４に送ら
れる。
【００３５】
　インタラクティブアプリケーション１２はセッションモジュール１４を含む。このセッ
ションモジュール１４は、ユーザ３６とインタラクティブアプリケーション１２とのイン
タラクションを定義するインタラクティブアプリケーションのセッションを開始するもの
である。例えば、インタラクティブアプリケーションの開始されたセッションは新たなセ
ッションであってもよいし、インタラクティブアプリケーション１２が前にセーブしたセ
ッションの続きであってもよい。インタラクティブアプリケーション１２が実行され、ア
プリケーションビデオストリーム２８を介して主画面３０に表示されると、ユーザ３６は
この主画面３０に表示されたアプリケーションビデオストリームを見て、コントローラデ
バイス３２を操作することによりインタラクティブな入力データ３８をインタラクティブ
アプリケーションに提供する。
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【００３６】
　このインタラクティブ入力データ３８はインタラクティブアプリケーション１２の状態
に影響を与えるようにインタラクティブアプリケーション１２により処理される。インタ
ラクティブアプリケーション１２の状態がアップデートされる。このアップデートされた
状態は主画面３０に表示されるアプリケーションビデオストリーム２８に反映される。従
って、インタラクティブアプリケーション１２の現在の状態は、インタラクティブ環境に
おけるユーザ３６とインタラクティブアプリケーション１２とのインタラクションに基づ
いて決定される。
【００３７】
　インタラクティブアプリケーション１２は更に、携帯デバイス４０と通信するための携
帯デバイスモジュール１６を含む。携帯デバイス４０は、携帯電話、携帯端末（ＰＤＡ）
、タブレット型コンピュータ、電子書籍、小型コンピュータ、携帯ゲーム機、又は画像表
示が可能であればいずれのその他の携帯デバイスであってよい。携帯デバイスの一例とし
て、ソニープレイステーションポータブル（登録商標）が挙げられる。携帯デバイス４０
はスペクテータ４８により操作され、これにはスペクテータビデオストリーム５２を表示
するためのディスプレイ４２が含まれる。入力メカニズム４４は、ユーザ４８がインタラ
クティブアプリケーション１２に対してインタラクティブな入力を行うことを可能とする
ために提供される。更に、携帯デバイス４０は、位置および方向センサ４６を含む。セン
サ４６は、インタラクティブ環境内での携帯デバイス４０の位置と方向とを決定するため
に利用されうる。
【００３８】
　位置および方向センサの例として、加速度計、磁力計、ジャイロスコープ、カメラ、光
学センサ、あるいは、携帯デバイスの位置と方向とを決定するために利用されうるデータ
を生成するために携帯デバイスに含まれうる任意のその他の種類のセンサ又はデバイスな
どが挙げられる。スペクテータ４８が携帯デバイス４０を操作すると、位置および方向セ
ンサ４６はセンサデータ５０を生成する。このデータは携帯デバイスモジュール１６に送
信される。携帯デバイスモジュール１６はインタラクティブ環境内での携帯デバイス４０
の位置を決定するための位置モジュール１８と、インタラクティブ環境内での携帯デバイ
ス４０の方向を決定する方向モジュール２０を含む。携帯デバイス４０の位置と方向とは
インタラクティブアプリケーション１２のインタラクティブセッションの間、トラッキン
グされる。
【００３９】
　携帯デバイス４０の位置および方向を決定するための各種の技術はいずれも本発明の範
囲から逸脱することなく適用されうることが当業者に理解されるであろう。例えば、一実
施形態では、携帯デバイスはインタラクティブ環境の画像ストリームをキャプチャするた
めの画像キャプチャデバイスを含む。この携帯デバイス４０の位置と方向はキャプチャし
た画像ストリームの分析に基づいてトラッキングされる。例えば、インタラクティブ環境
に１以上のタグを配置し、これを携帯デバイス４０の画像キャプチャデバイスによりキャ
プチャされた像における歪みに基づいて携帯デバイスの位置と方向とを決定するための基
準マーカ（Fiduciary Marker：FM)として利用するようにしてもよい。タグはオブジェク
トや図表であってもよいし、インタラクティブ環境のキャプチャされた画像ストリームに
表示される場合に認識される、主画面に表示される画像の一部であってもよい。タグはイ
ンタラクティブ環境内での位置の決定を可能とする基準マーカとして機能する。更に、キ
ャプチャされた画像ストリームのタグの像における歪みは、携帯デバイスの位置と方向と
を示す。
【００４０】
　別の実施形態では、携帯デバイス４０の位置と方向をトラッキングすることを目的とし
て任意の様々な方法を適用することができる。例えば、携帯デバイス４０の位置と方向を
決定するために自然特徴点トラッキング法（NFTM：Natural Feature Tracking Methods)
や同時位置決め地図作成（SLAM：Simultaneous Location and Mapping）法を適用するこ
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とができる。一般に、自然特徴点トラッキング法は、 テクスチャ、エッジ 、 コーナ等
の、実環境における、（人工的に導入された基準とは対照的な）「自然の」特徴を検出し
、トラッキングする。別の実施形態では、携帯デバイス４０をトラッキングするために１
以上の画像分析法を適用することができる。例えば、携帯デバイス４０の位置と方向をト
ラッキングするために、タグと自然特徴点トラッキング又はＳＬＡＭ法の組み合わせを採
用してもよい。
【００４１】
　更に、加速度計、磁力計、又はジャイロスコープなどの携帯デバイス４０内のモーショ
ンセンシティブハードウェアからの情報に基づいて携帯デバイス４０の動きがトラッキン
グされてもよい。一実施形態では、携帯デバイス４０の最初の位置が決定される。この最
初の位置に対する携帯デバイス４０の動きは、加速度計、磁力計、又はジャイロスコープ
からの情報に基づいて決定される。他の実施形態では、加速度計、磁力計、又はジャイロ
スコープなどの携帯デバイス４０のモーションセンシティブハードウェアを、タグや自然
特徴点トラッキング技術などの上述した技術と組み合わせて使用し、携帯デバイス４０の
位置、方向および動きを確定するようにしてもよい。
【００４２】
　インタラクティブアプリケーションはスペクテータビデオモジュール２２を含む。この
モジュールはインタラクティブアプリケーション１２の現在の状態と、インタラクティブ
環境における携帯デバイスのトラッキングされた位置と方向と基づいてスペクテータビデ
オストリーム５２を生成するものである。このスペクテータビデオストリーム５２は携帯
デバイス４０に送信され、携帯デバイス４０の画面４２に表示される。
【００４３】
　本発明の各種実施形態では、インタラクティブアプリケーション１２のインタラクティ
ブセッションの映像をスペクテータ４８がキャプチャすることを可能とするように上述の
システムが適用されうる。例えば、一実施形態では、インタラクティブアプリケーション
１２はインタラクティブセッションのアクティビティが行われる仮想空間を定義しうる。
従って、インタラクティブアプリケーションにより定義される仮想空間内の仮想視点の位
置と方向とを定義するためにトラッキングされた携帯デバイス４０の位置と方向を利用さ
れうる。従って、スペクテータビデオストリーム５２は、仮想視点の視点からキャプチャ
された仮想空間の画像を含むことになる。スペクテータ４８がインタラクティブ環境にお
いて様々な位置と方向とに携帯デバイス４０を動かすと、仮想視点の位置と方向が変化す
る。この結果、スペクテータビデオストリーム５２の画像がキャプチャされる仮想空間に
おける視点が変化し、携帯デバイスの画面４２に最終的に表示される。このようにして、
スペクテータ４８は、携帯デバイス４０を直感的な方法で動かすことで仮想空間内の仮想
カメラのオペレータとしての機能を果たし、仮想空間内で仮想カメラを同様に動かすこと
ができるようになる。
【００４４】
　別の実施形態では、スペクテータビデオストリームはコンソールデバイス１０ではなく
携帯デバイス４０において生成される。そのような実施形態では、アプリケーション状態
データはまずインタラクティブアプリケーション１２の現在の状態に基づいて決定される
。このアプリケーション状態データは携帯デバイス４０に送信される。携帯デバイス４０
はこのアプリケーション状態データを処理し、このアプリケーション状態データと、トラ
ッキングされた携帯デバイスの位置と方向とに基づいてスペクテータビデオストリームを
生成する。別の実施形態では、インタラクティブ環境の環境ビデオストリームがキャプチ
ャされ、スペクテータビデオストリーム５２はこの環境ビデオストリームに基づいてが生
成される。この環境ビデオストリームは携帯デバイス４０に含まれるカメラにおいてキャ
プチャされてもよい。
【００４５】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリーム５２は環境ビデオストリームを仮想要
素で拡張することにより生成される。環境ビデオストリームが携帯デバイス４０において
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キャプチャされる実施形態では、スペクテータ４８は携帯デバイス４０の画面４２に表示
される拡張された現実のシーンを見ることができる。ユーザとインタラクティブアプリケ
ーションとの間のインタラクションによる影響を受けることから、この現実のシーンはイ
ンタラクティブアプリケーション１２の現在の状態に基づいたものである。例えば、一実
施形態では、ユーザ３６の画像は環境ビデオストリームの範囲内で検出されうる。また、
この環境ビデオストリームにおいて、ユーザの画像の一部又は全体が仮想要素と置き換え
られてもよい。一実施形態では、環境ビデオストリームにおいて検出されたユーザの画像
は、ユーザ３６により制御されるインタラクティブアプリケーション１２のキャラクタと
置き換えられることも可能であった。このようにして、携帯デバイス４０のカメラをユー
ザ３６に向けると、スペクテータ４８は、画面４２に表示されるユーザ３６ではなく、ユ
ーザ３６が制御しているインタラクティブアプリケーション１２のキャラクタを見る。
【００４６】
　別の実施形態では、ユーザ３６により操作されるコントローラ３２の位置と方向とが決
定されトラッキングされる。コントローラ３２の位置と方向とは、コントローラ３２の位
置に対する携帯デバイス４０の位置と方向と同様、スペクテータビデオストリームを決定
するために利用されてもよい。従って、コントローラの位置が基準点として利用されても
よく、これに従い、スペクテータビデオストリームは、コントローラ３２の位置に対する
携帯デバイス４０の相対位置と方向とに基づいて決定される。例えば、コントローラ３２
の位置は、インタラクティブアプリケーション１２の仮想空間における任意の位置に対応
しうる。この任意の位置とは例えば、仮想空間においてユーザ３６により制御されるキャ
ラクタの現在の位置である。従って、インタラクティブ環境においてスペクテータが携帯
デバイス４０を操作すると、コントローラ３２の位置に対する携帯デバイスの位置と方向
とにより、キャラクタの位置に対する仮想空間の仮想視点の位置と方向とが決定される。
【００４７】
　スペクテータビデオストリームを形成するために、仮想視点の視点からの仮想空間の画
像が利用されてもよい。一実施形態において、コントローラ３２に対する携帯デバイスの
相対位置と、キャラクタに対する仮想視点の相対位置間と、は以下のように対応する。即
ち、コントローラ３２の位置に対する携帯デバイス４０の位置又は方向が変化すると、キ
ャラクタの位置に対する仮想視点の位置と方向も同様に変化するように対応する。そのた
め、スペクテータ４８は、ユーザ３６により制御されるキャラクタの位置にリンクした様
々な視点から仮想空間のビデオストリームを見てキャプチャするように、ユーザ３６の近
くで携帯デバイスを直感的に操作することができる。
【００４８】
　上述の実施形態はインタラクティブアプリケーション１２の仮想空間においてユーザ３
６により制御されるキャラクタに関して説明してきた。しかし、別の実施形態では、コン
トローラ３２の位置は、インタラクティブアプリケーションの仮想空間内の静的又は動的
ないずれの位置に対応しうる。例えば、ある実施形態では、コントローラの位置はキャラ
クタや車、武器、オブジェクトつまりユーザ３６により制御されるその他の物に対応しう
る。あるいは、一部実施形態では、コントローラの位置は、ユーザ３２により制御されな
い動いているキャラクタやオブジェクトであって、人工知能を持つキャラクタや、インタ
ラクティブセッションの間にインタラクティブアプリケーションの遠隔ユーザにより制御
されるキャラクタなどに対応しうる。あるいは、更に別の実施形態では、コントローラ３
２の位置は、特定の地理的位置、オブジェクトの位置、あるいはインタラクティブアプリ
ケーション１２の仮想空間内のその他の動かない物に対応しうる。
【００４９】
　別の実施形態では、ユーザ３６の最初の位置が決定される。このユーザ３６の位置はイ
ンタラクティブセッションの間、トラッキングされる。次いで、スペクテータビデオスト
リームはユーザ３６の位置に対する携帯デバイス４０の位置と方向とに基づいて生成され
る。各種実施形態では、ユーザ３６の位置は様々な技術に基づいて決定されうる。例えば
、ユーザ３６などのインタラクティブ環境の画像をキャプチャするために、画像キャプチ
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ャデバイスはインタラクティブシステムに含まれていてもよい。これらの画像を分析して
、インタラクティブ環境におけるユーザ３６の位置と姿勢とを決定するようにしてもよい
。一実施形態では、インタラクティブ環境の深度データの検出が可能な深度カメラがイン
タラクティブスシステムに含まれる。この深度データを分析して、インタラクティブ環境
におけるユーザ３６の位置と姿勢とを検出するようにしてもよい。インタラクティブ環境
におけるユーザの位置および／又は姿勢を決定することにより、本発明の各種実施形態に
係る様々な機構が可能とされる。
【００５０】
　例えば、一実施形態では、インタラクティブアプリケーション１２の仮想環境内のオブ
ジェクトがユーザ３６の位置に対してマッピングされる。ユーザ３６の位置に対する携帯
デバイス４０の位置と方向とを利用して、インタラクティブアプリケーション１２により
定義される仮想空間内の仮想視点の位置と方向とが定義される。スペクテータビデオスト
リームは仮想視点の視点からキャプチャされた仮想空間の画像を含み、オブジェクトは携
帯デバイス４０がユーザ３６の位置に向けられている場合にスペクテータビデオストリー
ムの画像に含まれる。一実施形態では、オブジェクトはユーザにより制御される。そのよ
うなオブジェクトとして、キャラクタ、車、武器、あるいはユーザ３６が制御しうるイン
タラクティブアプリケーション１２のその他の種類の物が挙げられる。一実施形態では、
ユーザ３６の位置は、ユーザにより操作されるコントローラデバイス３２の位置に基づい
て決定される。
【００５１】
　一実施形態では、スペクテータビデオストリーム５２はメモリに記憶される。メモリは
携帯デバイス４０やコンソールデバイス１０に含まれてもよいし、遠隔に設けられていて
もよい。スペクテータビデオストリーム５２を記憶した後、スペクテータ４８は記憶した
スペクテータビデオの編集や、記憶したスペクテータビデオをインターネットウェブサイ
トにアップロードし、これを共有するようにするといったオペレーションを実行すること
ができる。
【００５２】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態に係る、ユーザと、インタラクティブアプリケ
ーションとインタラクションを行っているスペクテータが示されている。インタラクティ
ブ環境はインタラクティブアプリケーションを実行するコンソールデバイス１０を含む。
インタラクティブアプリケーションを実行すると、インタラクティブアプリケーションは
アプリケーションビデオストリームを生成し、これが主画面３０に表示される。表示され
たアプリケーションビデオストリームがキャラクタ６２と停止標識６４とを含むシーン６
０を描写したものが一例として示されている。ユーザ３６はこのシーン６０を見てコント
ローラ３２を操作することでインタラクティブアプリケーションとインタラクションを行
う。同時に、スペクテータ４８は携帯デバイス４０の画面４２を見る。
【００５３】
　主画面３０に表示されたアプリケーションビデオストリームは、ユーザ３６の位置に対
して定義された主要な仮想視点の視点からのインタラクティブアプリケーションの仮想空
間のビューを描写する。この主要な仮想視点は、ユーザ３６が主画面の前の近似位置にい
ると仮定して静的なものであってもよいし、ユーザ３６の位置の変化に基づいて変化する
動的なものであってもよい。同時に、携帯デバイス４０の位置と方向とはインタラクティ
ブアプリケーションの仮想空間内において第２の仮想視点を定義するように決定され、ト
ラッキングされ、利用される。携帯デバイスがスペクテータ４８により操作されるときに
、この第２の仮想視点は、携帯デバイス４０の位置と方向との変化に基づいて動的にアッ
プデートされる。スペクテータビデオストリームは携帯デバイス４０に表示される。これ
には第２仮想視点の視点からの仮想空間が描写されている。
【００５４】
　図示している実施形態では、仮想空間はキャラクタ６２と停止標識６４とを含む。スペ
クテータ４８と携帯デバイス４０とはユーザ３６の左側に位置しており、スペクテータ４



(14) JP 6158406 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

８は携帯デバイス４０をシーン６０の見掛けの位置に向けている。従って、携帯デバイス
４０の位置と方向とに基づく第２の仮想視点の位置と方向は、仮想空間における主要な仮
想視点に対して同じように位置づけられている。従って、スペクテータ４８は携帯デバイ
ス４０の位置と方向とに基づく異なる視点からシーン６０を見る。図示しているように、
主要な仮想視点からのシーン６０の描写において、キャラクタ６２は停止標識から水平方
向にｘ離れている。一方、携帯デバイス４０の拡大表示６６には、第２の仮想視点の視点
から描写されたシーン６０が示されている。この拡大表示６６では、キャラクタ６２と停
止標識６４とは水平方向にｘ＋Δｘ離れている。図面から明らかなように、主要な仮想視
点に対して第２の仮想視点の位置と方向とは異なることから、携帯デバイス４０に表示さ
れるスペクテータビデオストリームにおいて、キャラクタ６２と停止標識６４の水平方向
の距離は拡大している。このようにして、スペクテータ４８はユーザ３６と同じシーンを
見るものの、スペクテータ４８とユーザ３６の相対的な位置に基づいて、直感的な方法で
、異なる仮想視点から示される。
【００５５】
　図３を参照すると、本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションと
インタラクションを行っているユーザ３６とスペクテータ４８とを含むインタラクティブ
環境が示されている。ユーザ３６はインタラクティブアプリケーションへの入力を行うた
めにコントローラ３２を操作する。図示しているように、このインタラクティブアプリケ
ーションはアプリケーションビデオストリームを生成する。これはインタラクティブアプ
リケーションの現在の位置に基づいて画面３０に表示される
【００５６】
　図示しているように、表示されるアプリケーションビデオストリームはシーン７０を描
写する。シーン７０はインタラクティブアプリケーションの仮想空間のビューであっても
よい。一実施形態では、スペクテータ４８は携帯デバイス４０を利用してシーン７０の拡
大エリア７２を見ることができる。例えば、一実施形態では、スペクテータは携帯デバイ
スが拡大エリア７２内の領域７４に向けられるように携帯デバイスを動かすことができる
。携帯デバイス４０が向けられる方向を決定することができるように、携帯デバイスの位
置と方向とがトラッキングされる。領域７４は携帯デバイス４０に表示され、スペクテー
タが見ることができるようになっている。このようにして、スペクテータ４８は、シーン
７０のその他の部分を見ることができる。ユーザ３６にとっては、この部分は画面３０に
表示されるビューが制限されているために見ることのできない部分である。
【００５７】
　別の実施形態では、携帯デバイス４０はまず画面３０に表示される画像と同じ画像を表
示する。次に、スペクテータ４８は、携帯デバイス４０に対してジョイスティックを動か
す、携帯デバイス４０のタッチスクリーンをタッチする、タッチスクリーン上で指をドラ
ッグする、などによって入力を行い、携帯デバイス４０に示されるビューを別の領域に移
動することで、領域７４など、拡大エリア７２のその他の領域を見ることができる。協力
して行うタイプのゲームでは、ユーザ３６が現在は見ていない仮想空間の領域をスペクテ
ータ４８が見ることができるようにこのような機構を利用することも可能であった。ゲー
ムプレイにおいてユーザ３６をサポートするために、スペクテータ４８は、スペクテータ
４８が見たことに基づく情報をユーザ３６に送ることも可能であった。
【００５８】
　図４Ａを参照すると、本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーション
とインタラクションを行っているユーザ３６とスペクテータ４８とを含むインタラクティ
ブ環境の上面図が示されている。ユーザ３６はインタラクティブアプリケーションに対し
て入力を行うためにコントローラ３２を操作する。図示しているように、スペクテータ４
８は携帯デバイス４０を操作する。スペクテータは携帯デバイス４０をユーザ３６に向け
ている。携帯デバイス４０が向けられる方向を決定できるよう、携帯デバイス４０の位置
と方向とがトラッキングされる。更に、ユーザ３６の位置はコントローラ３２の位置をト
ラッキングすることにより識別される。図４Ｂは、スペクテータ４８の視点からの図４Ａ
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のインタラクティブ環境を示す。図示しているように、スペクテータ４８が携帯デバイス
４０をユーザ３６に向けると（通常は携帯デバイス４０の背面を向ける。よって携帯デバ
イスはユーザ３６に向けられている）、スペクテータはユーザ３６の位置において、イン
タラクティブアプリケーションのキャラクタ８０を見る。このキャラクタはインタラクテ
ィブアプリケーションの仮想空間において設定されうる。
【００５９】
　一実施形態では、ユーザ３６の位置は、携帯デバイス４０の背面カメラから画像ストリ
ームをキャプチャすることにより、携帯デバイス４０に対して決定される。キャプチャさ
れた画像ストリームは、ユーザ３６の存在を決定するために分析され、ユーザ３６はイン
タラクティブアプリケーションのキャラクタと置き換えられる。一実施形態では、ユーザ
３６の選択された部分が仮想の特徴で拡張され、携帯デバイスに表示される拡張された現
実の画像ストリームを形成するようにしてもよい。例えば、ユーザ３６を、武器を所持し
ているように、様々な服を着ているように、あるいは様々なその他のアイテムを身につけ
ているように表示させるようにすることも可能である。一実施形態では、ユーザ３６はイ
ンタラクティブアプリケーションの仮想空間に設定されてもよい。このようにして、スペ
クテータ４８は、ユーザ３６がまるでインタラクティブアプリケーションの仮想空間にい
るかのようにユーザ３６を見ることができる。
【００６０】
　図５を参照すると、本発明の一実施形態に係る、携帯デバイス４０を操作中のスペクテ
ータの視点からのインタラクティブアプリケーションとインタラクションを行っているユ
ーザ３６を含むインタラクティブ環境が示されている。ユーザ３６はインタラクティブア
プリケーションに対して入力を行うようにコントローラ３２を操作する。図示しているよ
うに、ユーザ３６はチェスゲームをプレイしており、ユーザ３６はこれを画面３０で見る
。同時に、スペクテータはチェスゲームが行われている仮想空間９０を見ることができる
。インタラクティブ空間内でスペクテータが携帯デバイス４０を動かすと、携帯デバイス
４０の位置と方向とに基づいて、様々な視点から仮想空間９０が携帯デバイス４０に示さ
れる。このようにして、スペクテータは、この仮想空間９０がインタラクティブ環境に存
在しているかのように、別の視点から仮想空間９０を見ることができる。このように携帯
デバイス４０は、ビューア又はスペクテータがインタラクティブアプリケーションの仮想
空間を見ることを可能とする仮想ウインドウとして機能する。
【００６１】
　図６を参照すると、本発明の一実施形態に係る、スペクテータの視点からのインタラク
ティブ環境が示されている。図示しているように、ユーザ３６は、画面３０に表示される
インタラクティブアプリケーションを見ながらモーションコントローラ１００ａと１００
ｂとを操作する。本実施形態では、インタラクティブアプリケーションはボクシングゲー
ムである。この場合、ユーザ３６によりモーションコントローラ１００ａおよび１００ｂ
が動かされるとこれらの動作が検出される。これらの動作は、インタラクティブアプリケ
ーションが画面３０に示される拳の同様の動作を表示できるように処理される。このよう
にして、ユーザ３６にはボクシング試合での戦いの経験が与えられる。この場合、ユーザ
３６がパンチを繰り出すと、画面に示される拳が同様に動く。従って、ユーザ３６はモー
ションコントローラ１００ａと１００ｂとを動かすことにより拳とその動きとを制御する
。
【００６２】
　一実施形態では、インタラクティブシステムはモーションコントローラ１００ａと１０
０ｂの画像をキャプチャする画像キャプチャデバイス１０６を含む。これらの画像が分析
され、コントローラ１００ａと１００ｂの動作が決定される。更に、キャプチャされた画
像を分析して携帯デバイス４０の位置と方向とを決定するようにしてもよい。一実施形態
では、画像キャプチャデバイス１０６はインタラクティブ環境の深度情報をキャプチャす
るための深度カメラを含む。キャプチャされた深度情報は、ユーザ３６の位置と動作の決
定を支援する他に、スペクテータや携帯デバイス４０の位置と動作の決定を支援するよう
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にも処理されうる。モーションコントローラの例として、ソニーコンピュータエンターテ
インメント社製のプレーステーションムーブ（登録商標）コントローラが挙げられる。
【００６３】
　一実施形態では、ユーザ３６は仮想の敵１０２と対戦する。携帯デバイス４０を操作中
のスペクテータは、携帯デバイス４０をユーザ３６に向ける（これが通常であって、携帯
デバイス４０の背面がユーザ３６に向けられている）。携帯デバイス４０はリアルタイム
で仮想の敵１０２と対戦中のユーザ３６の映像を表示する。一実施形態では、スペクテー
タが携帯デバイス４０をユーザ３６に向けると、携帯デバイス４０に含まれるカメラがユ
ーザ３６とモーションコントローラ１００ａおよび１００ｂを含む映像をキャプチャする
。キャプチャされた映像が分析され、ユーザの位置の他にモーションコントローラ１００
ａおよび１００ｂの動作が決定されうる。更に、携帯デバイス４０はユーザの位置とモー
ションコントローラ１００ａおよび１００ｂの動作に関する情報をインタラクティブアプ
リケーションから受けうる。一実施形態では、ユーザ３６は携帯デバイス４０に表示され
る映像に示される。この画像では、ユーザ３６の手には、モーションコントローラ１００
ａおよび１００ｂの代わりにボクシンググローブがはめられている。別の実施形態では、
ユーザ３６を表示させるのではなく、ユーザ３６が制御しているボクシングゲームのキャ
ラクタが携帯デバイス４０に表示される。
【００６４】
　更に、スペクテータがユーザ３６に対して様々な位置と方向とに携帯デバイス４０を動
かすと、携帯デバイス４０に示される映像はこれらの変化を反映することになる。従って
、スペクテータがユーザ３６のほぼ後方の位置に移動し携帯デバイス４０をユーザ３６に
向けると、スペクテータはユーザ３６あるいはユーザ３６により制御されるキャラクタの
背面を携帯デバイス４０に見ることができる。更にスペクテータは、ユーザ３６やその他
のオブジェクトによって妨げられていなければ、仮想の敵１０２の正面を携帯デバイス４
０に見ることができる。同様に、スペクテータがユーザ３６のほぼ正面の位置に移動し携
帯デバイスをユーザ３６に向けると、スペクテータは、仮想の敵１０２（ビューではその
背面を見ることができる）などにより塞がれているのでなければ、ユーザ３６の前方を見
ることができる。
【００６５】
　スペクテータは、携帯デバイス４０をユーザに近づけるように動かしてユーザ３６をク
ローズアップしてもよく、携帯デバイス４０をユーザから遠ざけるように動かしてユーザ
と仮想の敵１０２とのボクシング試合をより広範囲のビューで楽しむようにしてもよい。
スペクテータが様々な位置と方向とに携帯デバイス４０を動かすと、携帯デバイス４０は
、携帯デバイス４０の位置と方向とに基づいてその位置と方向とが決定されるインタラク
ティブアプリケーションの仮想空間内の仮想視点からの映像を表示する。従って、ユーザ
３６がボクシングの試合を行うことでインタラクションを行っている間に、スペクテータ
は仮想のカメラマンとしてインタラクションを行うことができる。携帯デバイスを動かす
ことによって、インタラクティブゲームの映像が携帯デバイス４０に表示される視点を制
御することができる。
【００６６】
　別の実施形態では、カメラ１０６はインタラクティブ環境におけるオブジェクトの深度
情報をキャプチャすることができる深度カメラであってよい。一実施形態では、ユーザ３
６はモーションコントローラを必要としないが、カメラ１０６により検出される動作によ
りインタラクティブアプリケーションに対してインタラクティブな入力を行うことができ
る。カメラ１０６はユーザ３６の位置、方向、および動作を決定するように処理される、
インタラクティブ環境の映像および深度情報をキャプチャするように構成されうる。これ
らの情報はインタラクティブアプリケーションにより入力として利用される。
【００６７】
　図７を参照すると、主画面３０に表示されるインタラクティブアプリケーションを実行
するコンソールデバイス１０を含むインタラクティブ環境が示されている。ユーザ３６は
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、インタラクティブアプリケーションに対してインタラクティブな入力を行うようにコン
トローラ３２を操作する。画像キャプチャデバイス１０６はインタラクティブ環境の画像
をキャプチャする。同時に、スペクテータ４８は携帯デバイスを操作し、これを見る。こ
の携帯デバイス４０には主画面３０に表示される映像に関連した補助的ビデオストリーム
が表示されている。図示しているように、コントローラ３２の位置、方向および動作、お
よび携帯デバイス４０は３次元（ｘ、ｙ、ｚ）座標においてトラッキングされうる。例示
の実施形態では、コントローラ３２の座標は（４、２、３）であり、携帯デバイスの座標
は（８、３、２）である。コントローラ３２と携帯デバイス４０の位置と動作をトラッキ
ングすることにより、コントローラ３２と携帯デバイス４０の相対的な位置を決定するこ
とができる。この情報は、携帯デバイス４０に表示される補助的ビデオストリームに影響
を与えるように利用可能である。例えば、現実世界のインタラクティブ環境におけるコン
トローラ３２と携帯デバイス４０の相対位置に基づいて、インタラクティブアプリケーシ
ョンの仮想空間内の仮想視点の位置を決定する。
【００６８】
　一実施形態では、現実世界のインタラクティブ環境の座標系が仮想空間の座標系にマッ
ピングされるように、インタラクティブアプリケーションは仮想空間と現実世界のインタ
ラクティブ環境における前述の３次元座標空間との間で相互関係を定義しうる。このマッ
ピングの性質は各種の実施形態において異なるものであってよい。例えば、現実世界にお
ける距離が仮想世界における同等の距離と一致するようにマッピングは１対１に縮尺され
うる。他の実施形態では、仮想世界における距離が現実世界における対応の距離よりも大
きくなるように、あるいは小さくなるように、ある特定の係数でマッピングが縮尺されて
よい。
【００６９】
　更に、仮想の座標系と現実世界の座標系の座標軸の各々に対するマッピングのスケール
は異なるものであってよい。例えば、一実施形態では、現実世界のｙ軸は、仮想世界にお
いて拡大されるようにマッピングしてもよい（例えば１よりも大きな係数で掛ける）。一
方で、現実世界のｘ軸とｚ軸とは、これに対応する仮想空間の軸に完全に一致するように
マッピングしてもよい。そのように構成されたものの一例を図８Ａおよび図８Ｂを参照し
て説明する。図８Ａは現実世界のインタラクティブ環境の座標空間を示す。座標（１、１
、０）から（３、３、０）への移動ベクトル１１０が示されている。図８Ｂはこれに対応
する仮想空間の座標空間を示す。座標（１、２、０）から（３、６、０）への移動ベクト
ル１１２は、移動ベクトル１１０に対応する。図面から分かるように、移動ベクトル１１
０は縦軸であるｙ軸に拡大しているが、ｘ軸およびｚ軸には拡大していない。従って、ス
ペクテータ４８が携帯デバイスを上下に動かす場合、ｙ軸の動作を選択的に拡大すること
で、仮想空間の仮想視点の動作が拡大される。これにより、スペクテータ４８は、高い位
置や低い位置からの映像をより簡単に見ることができ、また該映像のキャプチャも簡単に
できるようになる。これに対して水平方向（ｘ軸およびｚ軸）の携帯デバイスの動作は拡
大されない。当業者にとっては、本発明の他の実施形態では、所与の方向や軸に対するマ
ッピングのスケールはその他の方向や軸によって異なることは分かるであろう。
【００７０】
　更に、マッピングのスケールはいずれの所与の軸や方向により、あるいは、ユーザの位
置など、特定の位置により異なるものであってよい。例えば、一実施形態では、ユーザ付
近のマッピングは、その縮尺は、より正確に対応するものとされる。これに対してユーザ
から離れたところでのマッピングは、その縮尺は、ユーザから離れた携帯デバイスの動作
が仮想空間で拡大されるものとされる。従って、スペクテータがユーザの近くで携帯デバ
イスを操作する場合は、インタラクティブ環境における動作も仮想空間における同様の動
作に対応するものとなる。これに対して、スペクテータが携帯デバイスをユーザから遠ざ
けると、これに対応する仮想空間での動作（例えば、ユーザにより制御されるキャラクタ
から離れる動作）は漸進的に拡大されうる。これにより、スペクテータは、ユーザに近づ
いたときには自然な方法で仮想視点の位置を制御することができ、その一方、マッピング
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において、対応する同一のスケールが維持されていた場合の仮想視点よりも仮想空間にお
ける仮想視点を更に遠くに移動することも可能となる。
【００７１】
　そのような実施形態の一例が図９Ａおよび９Ｂに関連して示されている。図９Ａは、イ
ンタラクティブ環境での位置が、球面座標系または円柱座標系の原点を定義するユーザ３
６を示す。ベクトル１２０は、距離１から距離２へと、ユーザ３６から遠ざかる動作を示
す。同様に、ベクトル１２２は距離２から３への動作を示し、ベクトル１２４は３から４
への動作を示す。図９Ｂは仮想空間を示しており、この仮想空間に対してインタラクティ
ブ環境がマッピングされている。仮想空間における位置１２５はインタラクティブ環境に
おけるユーザ３６の位置に対応する。例えば、一部実施形態では、位置１２５はキャラク
タ、車、あるいはユーザ３６により制御されるその他のオブジェクトの位置を示しうる。
ベクトル１２６は現実世界のベクトル１２０に対応する。図示しているように、ベクトル
１２６は距離１から２への変化を示すベクトル１２０と正確に対応する。ベクトル１２８
はベクトル１２２に対応する。しかしながら図示しているように、インタラクティブ環境
の座標空間のマッピングでは、仮想空間の座標空間に対して、ベクトル１２２は、そのス
ケールが２倍に拡大されている。従って、現実世界のインタラクティブ環境において距離
２から３への変化を示すベクトル１２２は、仮想空間において距離２から４への変化を示
すベクトル１２８に対してマッピングされる。ベクトル１３０はベクトル１２４に対応す
る。図示しているように、ベクトル１２４はインタラクティブ環境における距離３から４
への変化を示しているが、これに対応するベクトル１３０は距離４から７への変化を示し
ており、仮想空間での距離の変化を３倍にしている。
【００７２】
　上述した例は、インタラクティブ環境から仮想空間へのマッピングが、インタラクティ
ブ環境における基準位置からの距離が増加すると、拡大率が大きくなるように行われると
いう一実施形態を示すものに過ぎない。他の実施形態では、距離の増加に伴う拡大率の変
化は、直線的に変化する、対数的に変化する等、任意のパターンで変化するものとしてよ
く、例えば、各ゾーンの範囲内で不変又は可変の、予め設定されたゾーンに従って変化す
るものであってもよい。
【００７３】
　実施形態によっては、マッピングの性質はインタラクティブアプリケーションの状態の
変化に応じて異なるものとしてもよい。仮想世界に対する現実世界のマッピングと対応付
けとを変えることにより、携帯デバイス４０およびコントローラ３２の現実世界の動作に
関する情報を適宜調整することができ、この結果、インタラクティブアプリケーションに
対するインタラクション機能を向上させることができる。
【００７４】
　図１０Ａを参照すると、本発明の一実施形態に係るインタラクティブ環境の俯瞰図が示
されている。ユーザ３６は画面３０に表示されるインタラクティブアプリケーションとイ
ンタラクションを行うコントローラ３２を操作する。同時に、スペクテータ４８はインタ
ラクティブ環境において携帯デバイス４０を操作する。この携帯デバイス４０には、ユー
ザ３６の位置に対する携帯デバイス４０の位置に基づく仮想空間における仮想視点からの
インタラクティブアプリケーションの仮想空間の映像を表示されている。インタラクティ
ブシーケンス(IS:nteractive Sequence)では、スペクテータ４８は位置１４０（ユーザの
隣）から位置１４２（ユーザ３６の更に右側）、位置１４４（ユーザ３６の正面）へと移
動する。図１０Ｂを参照すると、シーン１４６、１４８および１５０は、スペクテータが
位置１４０、１４２、および１４４にそれぞれ位置する場合に携帯デバイス４０に表示さ
れる映像を示す。
【００７５】
　例示の実施形態では、ユーザ３６はインタラクティブゲームをプレイ中であり、この場
合、ユーザ３６は仮想空間で車を運転している。ユーザ３６の位置は仮想空間における車
の仮想の運転手（ユーザにより制御される）の位置に対してマッピングされる。従って、



(19) JP 6158406 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

スペクテータ４８がユーザ３６の隣の位置１４０にいる場合、仮想空間における仮想視点
は車の運転手の隣に定められる。シーン１４６により示されるように、携帯デバイス４０
に表示される映像は、車の仮想の運転手の隣の視点からの車の内部を示す。スペクテータ
４８が位置１４２からユーザ３６の更に右側に移動すると、これに応じて仮想視点が仮想
空間で移動する。これに対応するシーン１４８により示されるように、シーン１４８が車
のサイドを示していることから、仮想視点は車の外側に移動している。同様に、スペクテ
ータ４８が位置１４４からユーザ３６の正面に移動すると、これに対応して仮想視点が仮
想空間の範囲内で、車の正面の位置へと移動する。シーン１５０により図示されるように
、位置１４４にいる場合、スペクテータは、携帯デバイス４０上で車の正面を見ることに
なる。
【００７６】
　説明を簡単にするために、上述した本発明の実施形態の一部をコントローラを操作する
（あるいは、動作検出システムを通じて入力を行う）一人のプレーヤおよび／又は携帯デ
バイスを操作する一人のユーザに関して記載してきた。当業者にとっては、本発明の他の
実施形態においてはコントローラを操作する（あるいは、動作検出システムを通じて入力
を行う）複数のユーザおよび／又は携帯デバイスを操作する複数のユーザが存在してもよ
いことが分かるであろう。
【００７７】
　図１１を参照すると、本発明の一実施形態に係る、スペクテータにより操作される携帯
デバイスがインタラクティブゲームの映像表示を可能とするための方法が示されている。
方法オペレーション１６０では、プレーヤはコンソールデバイスでゲームプレイを開始す
る。方法オペレーション１６２では、スペクテータは携帯デバイスを起動する。方法オペ
レーション１６４では、ポータブルデバイスとコンソールとの間でネットワーク接続が確
立される。方法オペレーション１６６では、ゲームに関する情報がコンソールから携帯デ
バイスに送られる。方法オペレーション１６８では、ポータブルデバイスの初期ポーズが
確立される。各種実施形態では、この初期ポーズは各種のメカニズムを通じて決定されう
る。これには例えば、内部の位置トラッキングセンサの現在の状態を初期ポーズとして定
義する、あるいは、ＴＶ画面上のマーカを探して、ＴＶとの関係を初期ポーズとして定義
するなど、が挙げられる。
【００７８】
　方法オペレーション１７０において、プレーヤがゲームを進めると、アップデートされ
たゲームの状態が携帯デバイスに送信される。方法オペレーション１７２では、携帯デバ
イスはゲームのスペクテータのプライベートビューを表示する。方法オペレーション１７
４では、スペクテータが携帯デバイスを動かすと、デバイスは初期ポーズに対する位置の
変化を検知する。各種実施形態では、このことは例えば、慣性モーションセンサや方向パ
ッドを使用することにより、あるいは、ＴＶ画面のマーカをトラッキングし、この新たな
方向に基づいて位置を決定することにより実現されうる。方法オペレーション１７６では
、携帯デバイスはこの新たな情報を用いて、画面のスペクテータのプライベートビューを
アップデートする。
【００７９】
　本発明の各種実施形態では、上記方法には各種の様々な方法オペレーションが含まれて
もよい。例えば、一実施形態では、スペクテータは、ゲームのスペクテータのプライベー
トビューの、携帯デバイスへの記録を開始するために、携帯デバイスのレコードボタンを
押すようにしてもよい。別の実施形態では、携帯デバイスは、スペクテータがライブ映像
や録画映像のパン、ズーム、あるいはクロップを行うことができるように構成されている
。別の実施形態では、携帯デバイスはライブ映像や録画映像を扱うための、彩度キーイン
グやカラーチェンジツール、カット、ペーストなどの映像編集ツールをスペクテータに提
供する。更に別の実施形態では、スペクテータは他の人と共有するように、記録された映
像や画像をインターネットサイトにアップデートすることができる。
【００８０】
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　本発明の各種実施形態では、携帯デバイスがゲームの映像を表示することを可能とする
ように、様々な構成が利用されてもい。例えば、一実施形態では、コンソールは携帯デバ
イスの視点からすべての画像を表示し、表示されたこれらの画像を携帯デバイスにストリ
ーミングする。この場合、ポータブルデバイスは、そのポーズをコンソールに通信するが
、コンソールから受ける画像を表示するために必要とされるものは別として、ゲーム自体
を実際に実行するために特に関連するソフトウェアや情報を実行あるいは維持する必要は
ない。しかし、別の実施形態では、携帯デバイスはプレイされるゲームのレベルやモデル
の一部あるいはすべてを含む。この実施形態では、コンソールが動的オブジェクトの座標
を携帯デバイスに送信するだけで、携帯デバイスはそのシーンのグラフをアップデートし
、適切な画像をその画面に表示することができる。更に別の実施形態では、携帯デバイス
は、複雑さが軽減され、レベルとモデルとが記憶された、小型版のインタラクティブアプ
リケーションを実行することができる。
【００８１】
　更に、本発明の各種実施形態では、このように説明されている携帯デバイスのインタラ
クション機能は、スペクテータがゲームの結果に影響を与えることができるように、ある
いは影響を与えることができないように設計されてよい。例えば一実施形態では、スペク
テータのパーソナルビューはプレーヤのゲームビューからわずかにずれただけの合理的な
範囲に限定されたものとされる。これにより、スペクテータには、スペクテータがプレー
ヤと共有することもできた多くの付加的情報を明らかにすることなく、ある程度の制御レ
ベルが許容される。これに対して、他の形態では、スペクテータは携帯デバイスを用いて
どのような動作も行うことができる。この場合、スペクテータはプレーヤのビューの外側
で発生中のアクションを見ることができ、これをプレーヤに伝えることができることから
（例えば、プレーヤが気づいていない敵が背後から近づいている場合に警告する）スペク
テータはゲームの結果に実際に影響を与えうる。
【００８２】
　図１２を参照すると、本発明の一実施形態に係る、スペクテータが携帯デバイスを使っ
てインタラクティブアプリケーションの状態に影響を及ぼすことを可能とするためのシス
テムが示されている。コンソールデバイス１０はインタラクティブアプリケーション１８
０を実行する。アプリケーションビデオストリーム１８８はインタラクティブアプリケー
ション１８０の状態に基づいて生成され、主画面３０に送信されて表示される。ユーザ３
６は、コントローラデバイス３２からの生の入力を扱うコントローラモジュール１８６を
介してインタラクティブアプリケーション１８０に対する入力を行うためにコントローラ
デバイス３２を操作する。アプリケーションデータジェネレータ１８２はアプリケーショ
ンデータ１９０を生成する。このデータは携帯デバイス４０で実行中の補助アプリケーシ
ョン１９４に送信される。
【００８３】
　携帯デバイス４０はスペクテータ４８と画面１９８からの入力を受ける入力メカニズム
２００を含む。補助アプリケーション１９４は画面１９８に表示されるグラフィカルユー
ザインタフェース（ＧＵＩ）１９６を含む。ＧＵＩは、スペクテータがインタラクティブ
アプリケーションの状態、例えば、インタラクティブアプリケーションの聴覚や視覚の態
様などに影響を与えることを可能とする一連のメニュやプロンプトを提供しうる。スペク
テータ４８は入力メカニズム２００を利用して入力を行う。スペクテータの入力に基づき
、補助アプリケーションは変更データ１９２を生成する。これはコンソールデバイス１０
のインタラクティブアプリケーション１８０の変更データハンドラ１８４に送信される。
この変更データ１９２に基づき、インタラクティブアプリケーション１８０の状態が変更
される。これは生成されるアプリケーションビデオストリーム１８８に影響を与えるもの
である。
【００８４】
　図１３を参照すると、本発明の一実施形態に係る、携帯デバイスを利用してスペクテー
タがゲームに影響を与えることを可能とするための方法が示されている。方法オペレーシ
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ョン２１０では、プレーヤはコンソールデバイスでゲームプレイを開始する。方法オペレ
ーション２１２では、スペクテータは携帯デバイスを起動する。方法オペレーション２１
４では、携帯デバイスはコンソールデバイスとのネットワーク接続を確立する。方法オペ
レーション２１６では、ゲームに関する情報はコンソールデバイスから携帯デバイスに送
られる。各種の実施形態では、情報には例えば、プレイ中のキャラクタ、キャラクタが利
用可能な衣装、サウンドトラックとして再生可能な歌のリスト、あるいは、スペクテータ
が調整することのできるゲームのその他のパラメータが含まれうる。方法オペレーション
２１８では、ポータブルデバイスはゲームにより与えられる選択肢をスペクテータに表示
する。方法オペレーション２２０では、スペクテータは選択肢の１つを選択する。例えば
、スペクテータは再生する歌を選択することも、キャラクタが身に着ける衣装を選択する
こともできる。方法オペレーション２２２では、携帯デバイスはネットワーク接続を介し
てこの選択をコンソールに伝える。方法オペレーション２２４では、コンソールはこの選
択を呼び出す。例えば、コンソールは選択された歌を再生し、あるいはキャラクタの衣装
を選択された衣装に変更することができる。
【００８５】
　各種実施形態では、スペクテータが調整することのできるパラメータはゲームの結果に
様々な程度で影響を及ぼす場合もあるし、そうでない場合もある。例えば、一実施形態で
は、スペクテータは衣装やゲームのサウンドエフェクトを変更することができる。これに
よりゲームの結果に影響が及ぶ可能性は低い。別の実施形態では、スペクテータは、時間
の流れを制御する（ゲームの速度を上げる又は落とす）、世界の重力をより大きな、ある
いはより小さな惑星の重力と一致するように変更するか重力を全く設定しないようにする
等、ゲームの深い部分の要素を制限することもできる。そのような変更はゲームの結果に
著しい影響を及ぼす可能性が高い。
【００８６】
　図１４を参照すると、一実施形態に係る、携帯デバイス４０の構成要素を示した図が示
されている。携帯デバイス４０はプログラム命令を実行するためのプロセッサ３００を含
む。記憶を目的としたメモリ３０２が提供されており、これは揮発性および不揮発性メモ
リを含みうる。ユーザが見ることのできる視覚インタフェースを提供する画面３０４が含
まれる。携帯デバイス４０の電源としてバッテリ３０６が提供されている。動作検出モジ
ュール３０８は磁力計３１０、加速度計３１２、ジャイロスコープ３１４などの、各種の
いずれの動作検出ハードウェアを含みうる。
【００８７】
　加速度計は加速度と、重力に起因する反力とを測定するための装置である。異なる方向
での加速度の大きさおよび方向を検出するために、一軸モデルと多軸モデルとを使用する
ことができる。加速度計は、傾斜、振動および衝撃を検出するために使用される。一実施
形態では、２角度（世界空間ピッチおよび世界空間ロール）の絶対基準となる重力の方向
を提供するために、３台の加速度計３１２が使用される。
【００８８】
　磁力計は、コントローラの近くの磁界の強度と方向とを測定する。一実施形態では、コ
ントローラ内部に３台の磁力計３１０が使用されており、世界空間ヨー角度の絶対基準を
規定している。一実施形態では、磁力計は、±８０マイクロテスラである地磁界の範囲を
カバーするように設計されている。磁力計は、金属の影響を受け、実際のヨーと単調関係
を示すヨー測定値を提供する。磁界は、環境に存在する金属の影響で歪むことがあり、こ
のため、ヨー測定値に歪みが生じる。必要に応じて、この歪みを、ジャイロまたはカメラ
からの情報を使用して較正することができる。一実施形態では、加速度計３１２は、携帯
デバイス４０の傾斜および方位角を取得するために、磁力計３１０と共に使用される。
【００８９】
　ジャイロスコープは、角運動量の原理に基づいて、方向を測定および保持するための装
置である。一実施形態では、３台のジャイロスコープ３１４が、検知された慣性に基づい
て、各軸（ｘ、ｙ、ｚ）の移動に関する情報を提供する。ジャイロスコープは、高速回転



(22) JP 6158406 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

の検出を補助する。しかし、ジャイロスコープは、絶対基準が存在しなければ、時間が経
つとずれが生じることがある。このため、ジャイロスコープの定期的なリセットが必要で
あり、このリセットは、オブジェクトの視覚トラッキング、加速度計、磁力計などに基づ
く位置／方向決定など、他の入手可能な情報を使用して行なうことができる。
【００９０】
　画像と、実環境の画像ストリームとをキャプチャするためにカメラ３１６が提供される
。携帯デバイス４０には１台以上のカメラが含まれていてもよく、これには、背面カメラ
（ユーザが携帯デバイスの画面を見ているときはユーザから遠ざかるカメラ）、および前
面カメラ（ユーザが携帯デバイスの画面を見ているときはユーザに向けられるカメラ）を
含む。更に、実環境のオブジェクトの深度情報を検知するために深度カメラ３１８が携帯
デバイスに含まれうる。
【００９１】
　携帯デバイス４０は音声出力のためのスピーカ３２０を含む。更に、実環境から、周囲
環境からの音声や、ユーザにより発せられた会話などの音声をキャプチャするためにマイ
クロフォン３２２が含まれていてもよい。携帯デバイス４０はユーザに触覚フィードバッ
クを提供するための触覚フィードバックモジュール３２２を含む。一実施形態では、この
触覚フィードバックモジュール３２４は、ユーザに触覚のフィードバックを提供するため
に、携帯デバイス４０の動き及び／又は振動を発生させることができる。
【００９２】
　ＬＥＤ３２６は、携帯デバイス４０の状態を視覚的に示すものとして設けられる。例え
ば、ＬＥＤは、バッテリーレベル、電源オンなどを示しうる。カードリーダ３２８は、携
帯デバイス４０がメモリカードから情報を読み出したりメモリカードに情報を書き込んだ
りすることを可能とするために設けられる。ＵＳＢインタフェース３３０は、周辺装置の
接続や、他の携帯型装置やコンピュータなどの他の装置への接続を可能とするためのイン
タフェースの一例として含まれる。携帯デバイスの各種実施形態において、携帯デバイス
４０のより多くの接続を可能とするために、様々な種類のインタフェースが含まれてもよ
い。
【００９３】
　ＷｉＦｉモジュール３３２は、無線ネットワーク技術を介したインターネットへの接続
を可能とするために含まれる。また、携帯デバイス４０は、他の装置との無線接続を可能
とするために、ブルートゥースモジュール３３４を含む。通信リンク３３６も、他の装置
との接続のために含まれてもよい。一実施形態では、通信リンク３３６は、無線通信のた
めに赤外線送信を用いる。他の実施形態では、通信リンク３３６は、他の装置と通信する
ために、無線又は有線の種々の送信プロトコルのいずれかを用いてもよい。
【００９４】
　入力ボタン／センサ３３８は、ユーザに入力インタフェースを提供するために含まれる
。ボタン、タッチパッド、ジョイスティック、トラックボールなどの種々の種類の入力イ
ンタフェースのいずれかが含まれてもよい。更に、ユーザから生理的データの検出ができ
るように生体センサが含まれてもよい。一実施形態では、生体センサは、ユーザの肌から
ユーザの生理電気的信号を検出するための１以上の乾式電極を含む。
【００９５】
　携帯デバイス４０には、超音波技術により他の装置との通信を容易にするための超音波
通信モジュール３４０が含まれてもよい。
【００９６】
　上記の携帯デバイス４０の構成要素は、携帯デバイス４０に含まれうる構成要素の単な
る例として説明されてきた。本発明の各種実施形態では、携帯デバイス４０は上述の各種
の構成要素の一部を含んでもよいし含まなくてもよい。携帯デバイス４０の各実施形態は
、本文において記載されていないが、当技術分野において周知の他の構成要素を、本明細
書において説明される本発明の態様を容易にする目的で更に含むことができる。
【００９７】
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　図１５は、本発明の一実施形態に係る、インタラクティブアプリケーションを実行し表
示するために使用されうるハードウェアおよびユーザインタフェースを示す図である。よ
り詳細には、図１５は、ソニー（登録商標）プレイステーション３（登録商標）エンター
テイメントデバイスの全体的なシステムアーキテクチャを模式的に示す図である。これは
、制御デバイスと携帯デバイスのインタフェースのために、ベースコンピューティングデ
バイスで実行中のコンピュータプログラムと互換性のあるコンソールである。システムユ
ニット７００はこれに接続可能な種々の周辺デバイスと共に提供される。システムユニッ
ト７００は、Cellプロセッサ７２８、Rambus（登録商標）ダイナミックランダムアクセス
メモリ（ＸＤＲＡＭ）ユニット７２６、専用のビデオランダムアクセスメモリ（ＶＲＡＭ
）ユニット７３２を有する"Reality Synthesizer"グラフィックユニット７３０、および
Ｉ／Ｏ（入出力）ブリッジ７３４を備える。また、システムユニット７００は、Ｉ／Ｏブ
リッジ７３４を介してアクセス可能な、ディスク７４０ａおよび着脱可能なスロットイン
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）７３６から読み出すためのブルーレイ（登録商標）デ
ィスクＢＤ－ＲＯＭ（登録商標）光ディスクリーダ７４０も備える。任意に、システムユ
ニット７００は、同様にＩ／Ｏブリッジ７３４を介してアクセス可能な、コンパクトフラ
ッシュ（登録商標）メモリカード、メモリースティック（登録商標）メモリカードなどを
読み出すためのメモリカードリーダ７３８も備える。
【００９８】
　また、Ｉ／Ｏブリッジ７３４は、６つのユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）２．０ポ
ート７２４、ギガビットイーサネット（登録商標）ポート７２２、ＩＥＥＥ ８０２．１
１ｂ／ｇ無線ネットワーク（Ｗｉ－Ｆｉ）ポート７２０、および最大７つのブルートゥー
ス（登録商標）接続に対応可能なブルートゥース（登録商標）無線リンクポート７１８に
も接続している。
【００９９】
　動作時に、Ｉ／Ｏブリッジ７３４は、１つ以上のゲームコントローラ７０２－７０３か
らのデータを含む、全ての無線、ＵＳＢ、およびイーサネット（登録商標）のデータを処
理する。例えば、ユーザがゲームをプレイ中に、Ｉ／Ｏブリッジ７３４はブルートゥース
リンクを介してゲームコントローラ７０２－７０３からデータを受信して、これをCellプ
ロセッサ７２８に転送し、Cellプロセッサ７２８が適宜ゲームの現在の状態を更新する。
【０１００】
　また、無線、ＵＳＢ、およびイーサネット（登録商標）の各ポートを介して、ゲームコ
ントローラ７０２－７０３のほかに、他の周辺デバイスも接続することが可能となる。こ
のような周辺デバイスには、例えば、リモコン７０４、キーボード７０６、マウス７０８
、ソニープレイステーションポータブル（登録商標）エンターテイメントデバイスなどの
ポータブルエンターテイメントデバイス７１０、EyeToy（登録商標）ビデオカメラ７１２
などのビデオカメラ、マイクロフォンヘッドセット７１４およびマイクロフォン７１５な
どがある。このため、これらの周辺デバイスは、原則としてシステムユニット７００に無
線で接続されうる。例えば、ポータブルエンターテイメントデバイス７１０はＷｉ－Ｆｉ
アドホック接続を介して通信し、マイクロフォンヘッドセット７１４はブルートゥースリ
ンクを介して通信しうる。
【０１０１】
　これらのインタフェースを提供することにより、プレイステーション３デバイスは、デ
ジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、セットトップボックス、デジタルカメラ、ポータブル
メディアプレーヤ、ＶｏＩＰ電話、携帯電話、プリンタ、およびスキャナなどの他の周辺
デバイスと場合によっては互換となりうる。
【０１０２】
　更に、ＵＳＢポート７２４を介して旧式メモリカードリーダ７１６をシステムユニット
に接続することができ、プレイステーション（登録商標）デバイスまたはプレイステーシ
ョン２（登録商標）デバイスで用いられていたタイプのメモリカード７４８の読み出しが
可能となる。
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【０１０３】
　ゲームコントローラ７０２－７０３は、ブルートゥースリンクを介してシステムユニッ
ト７００と無線通信するように動作可能である。あるいはＵＳＢポートに接続されてもよ
く、これにより、ゲームコントローラ７０２－７０３のバッテリに充電するための電力に
接続される。ゲームコントローラ７０２－７０３はメモリ、プロセッサ、メモリカードリ
ーダ、フラッシュメモリなどの不揮発メモリ、点光源などの光源、ＬＥＤ、または赤外光
、超音波通信用のマイクロフォンおよびスピーカ、音響室、デジタルカメラ、内部クロッ
ク、ゲームコンソールに対向する球状部のような認識可能な形状、およびブルートゥース
（登録商標）、ＷｉＦｉ（商標または登録商標）等のプロトコルを用いた無線通信を含む
ことができる。
【０１０４】
　ゲームコントローラ７０２は両手で使うように設計されたコントローラであり、ゲーム
コントローラ７０３はボール取り付け部が付属する片手用コントローラである。ゲームコ
ントローラは、１つ以上のアナログジョイスティックおよび従来の制御ボタンを有するほ
か、３次元位置を決定することができる。従って、従来のボタンまたはジョイスティック
コマンドのほかに、またはこれらの代わりに、ゲームコントローラのユーザが行ったジェ
スチャおよび移動が、ゲームへの入力として変換されうる。任意に、プレイステーション
（登録商標）ポータブルデバイスなどの他の無線対応の周辺デバイスをコントローラとし
て使用することができる。プレイステーション（登録商標）ポータブルデバイスの場合、
追加のゲーム情報または制御情報（例えば制御命令またはライブの数）が、当該デバイス
の画面に提示されうる。他の代替的または補助的な制御デバイスが使用されてもよく、こ
れには、ダンスマット（不図示）、ライトガン（不図示）、ハンドルおよびペダル（不図
示）、あるいは、即答クイズゲームのための１つまたは複数の大型のボタン（これも図示
なし）などの特注品のコントローラなどがある。
【０１０５】
　また、リモコン７０４も、ブルートゥースリンクを介してシステムユニット７００と無
線通信するように動作可能である。リモコン７０４は、ブルーレイ（登録商標）ディスク
ＢＤ－ＲＯＭリーダ７４０の操作、およびディスクの内容の閲覧のために適した制御を備
える。
【０１０６】
　ブルーレイディスク（ＴＭ）ＢＤ－ＲＯＭリーダ７４０は、従来の記録済みＣＤ、記録
可能ＣＤ、およびいわゆるスーパーオーディオＣＤのほか、プレイステーションデバイス
およびプレイステーション２デバイスと互換のＣＤ－ＲＯＭを読み出すように動作可能で
ある。また、リーダ７４０は、従来の記録済みＤＶＤおよび記録可能ＤＶＤのほか、プレ
イステーション２デバイスおよびプレイステーション３デバイスと互換のＤＶＤ－ＲＯＭ
を読み出すように動作可能である。更に、リーダ７４０は、従来の記録済みブルーレイデ
ィスクおよび記録可能ブルーレイディスクのほか、プレイステーション３デバイスと互換
のＢＤ－ＲＯＭを読み出すように動作可能である。
【０１０７】
　システムユニット７００は、Reality Synthesizerグラフィックユニット７３０を介し
て、プレイステーション３デバイスによって生成またはデコードされた音声およびビデオ
を、音声コネクタおよびビデオコネクタ経由で、ディスプレイ７４４および１つ以上のラ
ウドスピーカ７４６を備えた表示および音声出力装置７４２（モニタまたはテレビ受像機
など）に提供するように動作可能である。音声コネクタ７５０は、従来のアナログ出力お
よびデジタル出力を備える一方、ビデオコネクタ７５２は、コンポーネントビデオ、Ｓ－
ビデオ、コンポジットビデオ、および１つ以上の高品位マルチメディアインタフェース[
ＨＤＭＩ（登録商標）]の出力などを種々備えうる。従って、ビデオ出力は、ＰＡＬまた
はＮＴＳＣ、あるいは７２０ｐ、１０８０ｉまたは１０８０ｐの高解像度などのフォーマ
ットであってもよい。
【０１０８】
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　音声処理（生成、デコードなど）はCellプロセッサ７２８によって実行される。プレイ
ステーション３デバイスのオペレーティングシステムは、ドルビー（登録商標）５．１サ
ラウンドサウンド、ドルビー（登録商標）シアターサラウンド（ＤＴＳ）、およびブルー
レイディスクからの７．１サラウンドサウンドのデコードに対応している。
【０１０９】
　本実施形態では、ビデオカメラ７１２は、１つの電荷結合素子（ＣＣＤ）、ＬＥＤイン
ジケータ、およびハードウェアベースのリアルタイムデータ圧縮およびエンコード装置を
備え、圧縮ビデオデータが、システムユニット７００によるデコードのために、イントラ
画像ベースのＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）標
準などの適切なフォーマットで送信されるようになる。カメラのＬＥＤインジケータは、
例えば不利な照明条件を示す適切な制御データをシステムユニット７００から受け取ると
、発光するように配置されている。ビデオカメラ７１２の実施形態は、ＵＳＢ、ブルート
ゥース（登録商標）またはＷｉ－Ｆｉの通信ポートを介して、システムユニット７００に
様々な方法で接続しうる。ビデオカメラの実施形態は、１つ以上の関連するマイクロフォ
ンを備えており、音声データを送信することができる。ビデオカメラの実施形態では、Ｃ
ＣＤは、高解像度のビデオキャプチャに適した分解能を備えうる。使用時に、ビデオカメ
ラによってキャプチャされた画像が、例えば、ゲーム内に取り込まれるか、またはゲーム
の制御入力として解釈されうる。別の実施形態では、このカメラは赤外光を検出するのに
適した赤外カメラである。
【０１１０】
　一般に、システムユニット７００の通信ポートの１つを介して、ビデオカメラまたはリ
モコン等などの周辺デバイスとのデータ通信がうまく行われるように、デバイスドライバ
等の適切なソフトウェアを提供する必要がある。デバイスドライバ技術は公知であり、本
発明を不必要にわかりにくくすることのないよう、当業者であればデバイスドライバまた
は類似するソフトウェアインタフェースが既述した本実施形態で要求されることに気づく
であろうということを除き、ここには詳しく記載することはしない。
【０１１１】
　上述のコンソールデバイスや手持ち式の携帯デバイスなどのシステムデバイスは、携帯
デバイスが主画面に表示されるインタラクティブアプリケーションのインタラクティブセ
ッションの映像を表示しキャプチャすることを可能とする手段を構成する。コンソールデ
バイスは、ユーザとインタラクティブアプリケーションとの間のインタラクションを定義
する、インタラクティブアプリケーションのインタラクティブセッションを開始する。シ
ステムデバイスは、スペクテータにより操作される携帯デバイスの最初の位置と方向とを
定義するための手段を構成する。コンソールデバイスは、ユーザとインタラクティブアプ
リケーションとの間のインタラクションに基づいてインタラクティブアプリケーションの
現在の状態を決定するための手段を構成する。システムデバイスは、インタラクティブセ
ッションの間、携帯デバイスの位置と方向とをトラッキングするための手段を構成する。
システムデバイスは、インタラクティブアプリケーションの現在の状態とトラッキングさ
れた携帯デバイスの位置と方向とに基づいて、インタラクティブセッションのスペクテー
タビデオストリームを生成するための手段を構成する。携帯デバイスは、携帯デバイスの
携帯画面にスペクテータビデオストリームを表示するための手段を構成する。
【０１１２】
　本発明の実施形態は、携帯型デバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロプロセ
ッサベース又はプログラム可能な家庭用電化製品、マイクロコンピュータ、メインフレー
ムコンピュータなどを含む種々のコンピュータシステム構成により実現されてもよい。本
発明は、通信ネットワークを介して接続された遠隔処理装置によりタスクが実行される分
散処理環境において実現されてもよい。
【０１１３】
　上述した実施形態によれば、本発明は、コンピュータシステムに記憶されたデータを含
む、様々なコンピュータ実装された命令を用いてもよいことが理解される。これらの命令
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は、物理量の物理的操作を要する命令を含む。本発明の一部を形成する本明細書で説明さ
れる命令はいずれも有効な機械命令である。本発明は、これらの命令を実行するためのデ
バイス又は装置に関する。装置は、例えば特殊目的コンピュータなど、要求された目的の
ために特別に構築されてもよい。特殊目的コンピュータとして定義される場合、コンピュ
ータは、特殊目的のために動作可能でありつつ、特殊目的の一部ではない他の処理、プロ
グラム実行、又はルーティンを実行することができる。または、命令は、選択的にアクテ
ィブ化された、又は、コンピュータメモリ、キャッシュに記憶された、又はネットワーク
を介して取得された１以上のコンピュータプログラムにより構成された汎用目的のコンピ
ュータにより処理されてもよい。データがネットワークを介して取得されるとき、データ
は、例えば計算リソースのクラウドなどの、ネットワーク上の他の装置により処理されて
もよい。
【０１１４】
　本発明の実施形態は、データをある状態から別の状態へ変換する機械として定義されて
もよい。変換されたデータは、ストレージに記憶され、プロセッサにより操作されてもよ
い。プロセッサは、このように、データをある状態から別の状態へ変換する。更に、方法
は、ネットワークを介して接続可能な１以上の機械又はプロセッサにより処理されてもよ
い。それぞれの機械は、データをある状態から別の状態へ変換可能であり、データを処理
し、ストレージに保存し、ネットワークを介して送信し、結果を表示し、又は別の機械へ
結果を送信することができる。
【０１１５】
　本発明の１以上の実施形態は、コンピュータ読み取り可能な媒体上のコンピュータ読み
取り可能なコードとして具体化されてもよい。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コン
ピュータシステムにより読み取り可能なデータの記憶が可能な任意のデータストレージ装
置である。コンピュータ読み取り可能な媒体の例として、ハードドライブ、ＮＡＳ（Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、及び他の光学的又は非光学的データストレージ装置な
どが挙げられる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータシステムに結合され
たネットワークを介して配布され、コンピュータ読み取り可能なコードは分散方式で格納
され実行されてもよい。
【０１１６】
　方法の手順を特定の順序で説明したが、他のハウスキーピング命令が命令の間に実行さ
れてもよいし、命令が異なるタイミングで生じるように調整されてもよいし、オーバーレ
イ命令の処理が所望の方法で実行される限り、処理に関連付けられた種々のインターバル
において処理命令の発生を可能とするシステムに分散されてもよいことを理解されたい。
【０１１７】
　上記では、理解を明確にするために本発明を詳細に説明したが、添付の請求の範囲内で
特定の変更および修正を実施可能であることは明らかである。従って、実施形態は例示的
なものであり限定を意味するものではなく、また、本発明は本明細書で述べた詳細に限定
されることはなく、添付の特許請求の範囲およびその等価物の範囲で修正可能である。
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