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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張データを表示するシステムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに通信可能に結合されたメモリであって、前記プロセッサによって実行
されたときに、
　　ユーザ装置に関連するコンテキストに基づいて拡張データを求めること、
　　クラスタを生成し、前記生成したクラスタに前記拡張データをグループ化すること、
および
　　前記生成したクラスタに関するレンダリング結果の表示形式であるレンダリングフォ
ーマットを求めることであって、前記レンダリングフォーマットが、前記生成したクラス
タのプロパティを反映する感覚表現である概念的表現を示すこと
　を少なくとも前記システムに行わせるプロセッサ命令を担持するメモリと
　を備えるシステム。
【請求項２】
　実行されたときに、前記システムに以前に送信された拡張データの部分を除去して、前
記以前に送信された拡張データのサブセットを定義させ、前記サブセット、前記サブセッ
トに関するレンダリングフォーマット、前記生成したクラスタ、および前記生成したクラ
スタに関する前記レンダリングフォーマットを送信させる命令をさらに含む、請求項１に
記載のシステム。
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【請求項３】
　拡張データを前記求めることが、リポジトリから拡張データを取り出すことを含み、前
記コンテキストが、前記ユーザ装置に関連する物理環境および仮想環境についての情報を
含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記クラスタを生成することが、
　前記拡張データのプロパティを解析すること、
　前記解析したプロパティに基づいてクラスタのクラスを生成すること、
　前記生成したクラスを説明に関連付けること、および
　前記説明に基づいて、前記拡張データを前記クラス内の前記クラスタにグループ化する
こと
　を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記拡張データのプロパティを解析することが、アルゴリズムのライブラリから１つま
たは複数のクラスタ化アルゴリズムを求めること、および前記１つまたは複数のクラスタ
化アルゴリズムを前記拡張データに適用して、前記拡張データのプロパティを導出し、前
記クラスに関連付けるべき前記説明を生成することを含み、前記１つまたは複数のクラス
タ化アルゴリズムを求めることが、前記コンテキストおよび前記拡張データに基づく、請
求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記生成したクラスタに関するレンダリングフォーマットを前記求めることが、前記グ
ループ化した拡張データに基づいて、前記クラスタについて求めたプロパティを導出する
こと、および前記導出したプロパティを使用して、前記生成したクラスタの前記概念的表
現を作成することを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記生成したクラスタの前記概念的表現が、前記クラスタによって示される前記プロパ
ティの視覚的、聴覚的、触覚的表現を含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記プロパティを前記導出することが、前記グループ化した拡張データを解析して、前
記グループ化した拡張データの外観、挙動、および対話性プロパティを求める、請求項６
に記載のシステム。
【請求項９】
　前記外観プロパティが、前記拡張データに共通のルック、サウンド、およびフィール特
徴を含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記挙動プロパティが、前記拡張データに共通の挙動を含む、請求項８に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
　前記対話性プロパティが、前記拡張データに共通の活動を含む、請求項８に記載のシス
テム。
【請求項１２】
　コンピューティングデバイス上で拡張現実データをレンダリングする方法であって、
　前記コンピューティングデバイスにより、拡張現実サービスを提供するサーバに前記コ
ンピューティングデバイスのコンテキストを送信すること、
　前記サーバから、拡張現実データの１つまたは複数のグループ化を含むクラスタを表す
データを受信することであって、前記データは、前記コンテキストに基づいて生成され、
前記クラスタのプロパティを反映する感覚表現を示すフォーマットを含み、前記フォーマ
ットは、前記クラスタに関するレンダリング結果の表示形式であること、および
　前記受信したデータに基づいて前記クラスタをレンダリングすること
　を含む方法。
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【請求項１３】
　前記コンピューティングデバイスにより、前記受信したクラスタに含まれていない追加
の拡張現実データを受信すること、および
　前記受信したクラスタおよび前記追加の拡張現実データをレンダリングすること
　をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記クラスタが、前記送信したコンテキストおよび前記拡張現実データに基づいて複数
のクラスタ化アルゴリズムを求めること、および前記複数のクラスタ化アルゴリズムを前
記拡張現実データに適用することによって生成される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記感覚表現が、前記生成したクラスタによって示される前記プロパティの視覚的、聴
覚的、触覚的表現を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記生成したクラスタによって示される前記プロパティが、前記生成したクラスタにグ
ループ化した前記一つ又は複数の拡張現実データの外観、挙動、および対話性から導出さ
れる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　１つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、
　　ユーザ装置のコンテキストを識別したことに応答して拡張を求めること、
　　前記拡張をクラスタにグループ化すること、
　　前記クラスタに関する情報を導出することであって、前記クラスタに関する情報が、
前記クラスタでグループ化された拡張に基いた情報を示すこと、および
　　前記クラスタに関する情報を反映する感覚表現である概念的表現を示すフォーマット
で、前記クラスタをレンダリングすること
　を前記１つまたは複数のプロセッサに実施させる命令が格納されたコンピュータ可読記
憶媒体。
【請求項１８】
　前記拡張をクラスタにグループ化することが、
　少なくとも前記拡張に基づいてクラスタ化アルゴリズムを求めること、
　前記クラスタ化アルゴリズムを前記拡張に適用して、前記拡張のプロパティを解析する
こと、
　前記解析したプロパティに基づいて、階層カテゴリ構造を有するクラスタのクラスを生
成すること、
　生成されたクラスタのそれぞれのクラスを、前記解析したプロパティを反映する説明で
ある概念説明でタグ付けすること、および
　前記概念説明を使用して、拡張を前記クラス内の前記クラスタに分類すること
　を含む、請求項１７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記クラスタに関する情報を前記導出することが、前記クラスタのプロパティを導出す
ることを含み、前記導出したプロパティが、前記クラスタにグループ化した前記拡張の少
なくとも挙動、外観、および対話を反映し、前記概念的表現が、前記導出したプロパティ
に従って前記クラスタをレンダリングするための視覚的、聴覚的、触覚的情報を含む、請
求項１７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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　拡張現実（ＡＲ）は、エンドユーザに対して表示するための、リアルタイムに現実のビ
デオおよびイメージに混ぜ合わされたコンピュータグラフィックスオブジェクトを含む、
現実世界とコンピュータが生成したデータとを組み合わせることに焦点を当てる。スマー
トフォン、データネットワークへのアクセス可能性、インターネットおよびその他のネッ
トワークを介するサービスなどのパーソナル電子装置の普及により、ますます多くのＡＲ
アプリケーションのアクセスおよび使用が可能となった。
【０００２】
　ＡＲアプリケーションおよびサービスがますます一般的になるにつれて、所与のいかな
るコンテキストでも利用可能な拡張の数が急増することになる。これらの拡張は、視覚的
、聴覚的、および触覚的なものでよく、いくつかの拡張は、相異なる様式にわたることが
できる。拡張が特定の場所および時間に関するものであれ、特定のオブジェクトまたはオ
ブジェクトの集合に関するものであれ、あるいは人物または人物の集合に関するものであ
れ、拡張の数は、ユーザがそれらを処理する能力を圧倒する可能性がある。
【０００３】
　多数の拡張が拡張現実装置上に表示されるとき、ユーザが圧倒され、所望の拡張を有意
義かつ容易に検討するユーザの能力が妨げられる能性がある。例えば、ニューヨークのタ
イムズスクエアを通って歩くユーザには、企業、政府機関、ソーシャルグループ、および
エンドユーザからの数百万の拡張（例えば、仮想掲示板、レストランレビュー、企業広告
、アートワーク、交通指示、メッセージ、グラフィティなど）が殺到する可能性がある。
同様に、シティパークを通って歩くユーザは、グラス上のスペースを求めてひしめく数万
の拡張現実アバタを見る可能性がある。別の例では、白鯨の本をぱらぱらとめくっている
ユーザは、本を読んだ他の数千人からの注釈が書き込まれたページを読むことができない
ことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　様々な実施形態では、拡張の集合を表す１つまたは複数の操作可能な「見本」またはク
ラスタへの拡張のクラスタ化およびレンダリングのためのシステム、方法、およびコンピ
ュータ可読媒体が開示される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態では、拡張現実システムは、ユーザまたはユーザの装置に関連するコンテキ
ストを受信することができる。コンテキストは、ユーザの位置、時刻、ユーザの個人的選
好、ユーザが加入する拡張現実サービス、ユーザがポインティングまたは選択しているイ
メージまたはオブジェクトなどの、ユーザの環境についての物理情報および仮想情報を含
むことができる。システムをユーザの装置、またはユーザが加入しているサービスに関連
付けることができる。
【０００６】
　様々な実施形態では、拡張システムは、コンテキストに基づいて拡張を決定し、取り出
すことができる。さらに、拡張システムは、取り出した拡張をクラスタに自動的にグルー
プ化し、各クラスタについてレンダリングフォーマットを決定し、グループ化した拡張を
以前にレンダリングした拡張から除去し、クラスタをユーザに対する見本としてレンダリ
ングすることができる。
【０００７】
　一実施形態では、拡張をクラスタにグループ化し、レンダリングフォーマットを決定す
ることは、拡張およびコンテキストに基づくことができる。例えば、システムは、拡張お
よびコンテキストを解析し、概念クラスタ化アルゴリズムを求めることができる。概念ク
ラスタ化アルゴリズムは、拡張をクラスタにグループ化し、グループ化した拡張のプロパ
ティを記述する概念にクラスタを関連付けることができる。クラスタのレンダリングフォ
ーマットは、関連する概念から導出することができる。別の実施形態では、レンダリング
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フォーマットは、グループ化した拡張の外観、挙動、および対話性などのクラスタのいく
つかの側面を示すことができる。したがって、クラスタがユーザに対して見本としてレン
ダリングされるとき、見本は、グループ化した拡張の説明的で、リッチな、情報を与える
、意味深い概念的概要を提供することができる。
【０００８】
　例えば、シティパーク内に群がる、世界中の国々のユーザを表す１万の拡張現実アバタ
を表示するのではなく、アバタをちょうど１０個の見本アバタにグループ化することがで
きる。各見本アバタを、異なる国の国旗で飾ることができ、それが、示される国からのず
っと多くのアバタのセットの「代理を務める」ことができる。したがって、１万のアバタ
に圧倒されるのではなく、ユーザは、１０個の見本アバタを見て、見本アバタのうちの１
つと通信することを判断することができる。
【０００９】
　多数の拡張をより少ない見本のセットにクラスタ化することは、ユーザに対する感覚的
および認知的負荷を軽減しながら、コンテキストで決定され、またはユーザが決定した軸
に沿った拡張現実環境の豊かさおよび意味を維持する。
【００１０】
　前述の概要は、例示的なものに過ぎず、いかなる形でも限定を意図しない。前述の例示
的態様、実施形態、および特徴に加えて、図面および以下の詳細な説明を参照することに
よって別の態様、実施形態、および特徴が明らかとなるであろう。
【００１１】
　添付の図面と共に行われる以下の説明および添付の特許請求の範囲から、本開示の前述
の特徴およびその他の特徴がより完全に明らかとなるであろう。これらの図面は本開示に
よるいくつかの実施形態だけを示し、したがって本開示の範囲の限定と見なすべきではな
いことを理解して、添付の図面を使用することにより、さらに具体的かつ詳細に本開示を
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の様々な実施形態を実装することのできる例示的コンピューティングデバ
イスを示すブロック図である。
【図２】本開示の様々な実施形態を実装することのできる例示的ネットワーク環境を示す
図である。
【図３】拡張現実システムの例示的実施形態を示す図である。
【図４】例示的拡張現実ディスプレイを示す図である。
【図５】コンピューティングデバイス上で表示される例示的拡張を示す図である。
【図６】拡張のクラスタへの例示的グループ化を示す図である。
【図７】見本の例示的レンダリングフォーマットを示す図である。
【図８】拡張がクラスタ化され、得られる見本がレンダリングされる前および後の拡張現
実ビューの一例を示す図である。
【図９】拡張をグループ化し、得られる見本をレンダリングする例示的動作手順を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付の図面を参照する。図面では、
類似のシンボルは通常、文脈が別段に規定しない限り類似の構成要素を特定する。詳細な
説明、図面、および特許請求の範囲で説明される例示的実施形態は、限定を意味しない。
本明細書で提示される主題の趣旨または範囲から逸脱することなく、その他の実施形態を
利用することができ、その他の変更を行うことができる。本明細書で一般的に説明され、
図で示される本開示の態様は、多種多様な異なる構成で構成、置換、結合、分離、および
設計することができ、そのすべてが本明細書で明示的に企図されることが容易に理解され
よう。
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【００１４】
　本開示は一般に、とりわけ、拡張現実に関する方法、装置、システム、装置、およびコ
ンピュータプログラム製品に引きつけられる。簡潔に述べると、いくつかの拡張を見本と
呼ばれるクラスタに自動的にグループ化し、見本を記述フォーマットでレンダリングする
ことを含む、拡張現実データを処理するシステムに関する技術が一般に説明される。
【００１５】
　図１に、本開示の様々な実施形態を実装することのできる例示的コンピューティングデ
バイス１００を示すブロック図を示す。非常に基本的な構成１０２では、コンピューティ
ングデバイス１００は通常、１つまたは複数のプロセッサ１０４およびシステムメモリ１
０６を含む。メモリバス１０８を使用して、プロセッサ１０４とシステムメモリ１０６と
の間で通信することができる。
【００１６】
　所望の構成に応じて、プロセッサ１０４は、限定はしないが、マイクロプロセッサ（μ
Ｐ）、マイクロコントローラ（μＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、またはそれ
らの任意の組合せを含む任意のタイプでよい。プロセッサ１０４は、レベル１キャッシュ
１１０やレベル２キャッシュ１１２などのもう１つのレベルのキャッシング、プロセッサ
コア１１４、およびレジスタ１１６を含むことができる。例示的プロセッサコア１１４は
、演算論理装置（ＡＬＵ）、浮動小数点装置（ＦＰＵ）、デジタル信号処理コア（ＤＳＰ
コア）、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。プロセッサ１０４と共に例示
的メモリコントローラ１１８も使用することができ、または、いくつかの実装では、メモ
リコントローラ１１８はプロセッサ１０４の内部でよい。
【００１７】
　所望の構成に応じて、システムメモリ１０６は、限定はしないが、揮発性メモリ（ＲＡ
Ｍなど）、不揮発性メモリ（ＲＯＭ、フラッシュメモリなど）、またはそれらの任意の組
合せを含む任意のタイプでよい。システムメモリ１０６は、オペレーティングシステム１
２０、１つまたは複数のアプリケーション１２２、プログラムデータ１２４を含むことが
できる。アプリケーション１２２は、図３～図９に記載の動作に関して説明されるものを
含む本明細書に記載の機能を実施するように構成される拡張現実プロセス１２６を含むこ
とができる。プログラムデータ１２４は、本明細書に記載されたような拡張現実グループ
化およびレンダリング技法を用いた動作にとって有用であることがある拡張データ１２８
を含むことができる。いくつかの実施形態では、拡張をクラスタにグループ化することが
でき、次いでクラスタが概念的フォーマットを使用して見本としてレンダリングされるよ
うに、オペレーティングシステム１２０上のプログラムデータ１２４と共に動作するよう
にアプリケーション１２２を構成することができる。この記載の基本構成１０２が、図１
で内部の破線内の構成要素によって示されている。
【００１８】
　コンピューティングデバイス１００は、追加の特徴または機能と、基本構成１０２と任
意の必要な装置およびインターフェースとの間の通信を容易にする追加のインターフェー
スとを有することができる。例えば、バス／インターフェースコントローラ１３０を使用
して、ストレージインターフェースバス１３４を介して基本構成１０２と１つまたは複数
のデータ記憶装置１３２との間の通信を容易にすることができる。データ記憶装置１３２
は、取外し式記憶装置１３６、非取外し式記憶装置１３８、またはそれらの組合せでよい
。取外し式記憶装置および非取外し式記憶装置の例は、いくつかの例を挙げれば、フレキ
シブルディスクドライブやハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などの磁気ディスク装置、
コンパクトディスク（ＣＤ）ドライブやデジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）ドライ
ブなどの光ディスクドライブ、固体ドライブ（ＳＳＤ）、およびテープドライブを含む。
例示的コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュ
ール、またはその他のデータなどの情報の記憶のための任意の方法または技術で実装され
た、揮発性および不揮発性の、取外し式および非取外し式媒体を含むことができる。
【００１９】
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　システムメモリ１０６、取外し式記憶装置１３６、および非取外し式記憶装置１３８は
、コンピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記憶媒体は、限定はしないが、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、またはその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ
、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、またはその他の光ストレージ、磁気カセッ
ト、磁気テープ、磁気ディスクストレージ、またはその他の磁気記憶装置、あるいは所望
の情報を格納するのに使用することができ、コンピューティングデバイス１００でアクセ
スすることできる任意のその他の媒体を含む。そのような任意のコンピュータ記憶媒体は
コンピューティングデバイス１００の部分でよい。
【００２０】
　コンピューティングデバイス１００はまた、バス／インターフェースコントローラ１３
０を介する様々なインターフェース装置（例えば、出力装置１４２、周辺インターフェー
ス１４４、および通信装置１４６）から基本構成１０２への通信を容易にするインターフ
ェースバス１４０をも含むことができる。例示的出力装置１４２は、グラフィック処理ユ
ニット１４８およびオーディオ処理ユニット１５０を含み、１つまたは複数のＡ／Ｖポー
ト１５２を介してディスプレイやスピーカなどの様々な外部装置に通信するようにグラフ
ィック処理ユニット１４８およびオーディオ処理ユニット１５０を構成することができる
。例示的周辺インターフェース１４４は、シリアルインターフェースコントローラ１５４
またはパラレルインターフェースコントローラ１５６を含み、１つまたは複数のＩ／Ｏポ
ート１５８を介して入力装置（例えば、キーボード、マウス、ペン、音声入力装置、タッ
チ入力装置など）やその他の周辺装置（例えば、プリンタ、スキャナなど）などの外部装
置と通信するようにシリアルインターフェースコントローラ１５４またはパラレルインタ
ーフェースコントローラ１５６を構成することができる。例示的通信装置１４６はネット
ワークコントローラ１６０を含み、１つまたは複数の通信ポート１６４を経由して、ネッ
トワーク通信リンクを介して１つまたは複数のその他のコンピューティングデバイス１６
２との通信を容易にするようにネットワークコントローラ１６０を構成することができる
。
【００２１】
　ネットワーク通信リンクは通信媒体の一例でよい。通信媒体は通常、搬送波やその他の
移送機構などの被変調データ信号中のコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモ
ジュール、またはその他のデータによって実施することができ、任意の情報配信媒体を含
むことができる。「被変調データ信号」は、信号中に情報を符号化するような方式でその
特徴のうちの１つまたは複数を設定または変化させる信号でよい。限定ではなく例として
、通信媒体は、ワイヤードネットワークやダイレクトワイヤード接続などのワイヤード媒
体と、音響媒体、無線周波数（ＲＦ）媒体、マイクロ波媒体、赤外線（ＩＲ）媒体、およ
びその他のワイヤレス媒体などのワイヤレス媒体とを含むことができる。本明細書で使用
されるコンピュータ可読媒体という用語は、記憶媒体と通信媒体のどちらも含むことがで
きる。
【００２２】
　コンピューティングデバイス１００は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、パーソナ
ルメディアプレーヤ装置、ワイヤレスウェブ視聴装置、パーソナルヘッドセット装置、特
定用途向け装置、または上記の機能のいずれかを含むハイブリッド装置などの小型形状因
子ポータブル（またはモバイル）電子装置の一部として実装することができる。コンピュ
ーティングデバイス１００はまた、ラップトップコンピュータ構成と非ラップトップコン
ピュータ構成のどちらも含むパーソナルコンピュータとして実装することもできる。
【００２３】
　図２に、本開示の様々な実施形態を実装することのできる例示的ネットワーク環境を示
す。具体的には、図２は、本明細書に記載の拡張現実アプリケーションを提供するように
それぞれ適合することのできるコンピューティングデバイス２１０から構成される例示的
コンピューティング構成２００を示す。コンピューティングデバイス２１０は、例えば、
デスクトップコンピュータ２１０ａ、ラップトップコンピュータ２１０ｂ、電話２１０ｃ
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、タブレットコンピューティングデバイス２１０ｄ、携帯情報端末（ＰＤＡ）２１０ｅ、
および携帯電話２１０ｆのいずれかを備えることができ、それぞれは、拡張現実データを
処理し、ユーザに拡張現実データを表示するように適合することができる。
【００２４】
　各装置２１０は、通信ネットワーク２５０を使用して通信するように適合することがで
きる。通信ネットワーク２５０は、コンピューティングデバイス２１０と、コンピューテ
ィングデバイス２１０によってアクセスされる任意のサーバ２２０との間の通信を提供す
るのに適している任意のタイプのネットワークでよい。通信ネットワーク２５０は、異な
る技術を使用することができる個別のネットワークの組合せを含むことができる。例えば
、通信ネットワーク２５０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワー
ク（ＷＡＮ）、セルラネットワーク、またはそれらの組合せを含むことができる。通信ネ
ットワーク２５０は、ワイヤレス、ワイヤーライン、またはそれらの組合せを含むことが
できる。例示的実施形態では、通信ネットワーク２５０はインターネットを含むことがで
き、インターネットと通信するように適合された任意のネットワークをさらに含むことが
できる。通信ネットワーク２５０は、コンピューティングデバイス２１０とサーバ２２０
との間でビデオ、音声、およびその他のデータを通信するように適合されるワイヤレス電
話網を含むことができる。
【００２５】
　一実施形態では、コンピューティングデバイス２１０のいずれかなどの拡張現実装置に
よって拡張データを処理することができる。サーバ２２０などのコンピューティングデバ
イス上でホストされる解析エンジンまたは拡張サービスに、拡張現実装置を結合すること
ができる。
【００２６】
　例示的シナリオでは、例えばユーザが、拡張現実アプリケーションを活動化するように
拡張現実装置２１０に指示することができる。拡張現実装置２１０がユーザのコンテキス
トを求め、または拡張現実装置２１０をユーザのコンテキストに関連付けることができ、
ユーザのコンテキストは、ユーザの位置、時刻、ユーザの個人的選好、ユーザが加入する
拡張現実サービス、ユーザがポインティングまたは選択しているイメージまたはオブジェ
クトなどの、ユーザの物理環境および仮想環境に関連する情報を含むことができる。
【００２７】
　拡張現実装置２１０は、通信ネットワーク２５０を介してサーバ２２０と通信すること
ができる。サーバ２２０は、拡張データのリポジトリを備えることができ、拡張サービス
を提供するように適合することができる。例えば、サーバ２２０は、クラスタ化モデルお
よびレンダリングモデルのライブラリと、拡張のリアルタイムクラスタ化およびレンダリ
ングを実施するように適合されたアルゴリズムとを含むことができる。拡張現実装置２１
０は、サーバ２２０に照会して、ユーザのコンテキストに基づいて拡張を決定および受信
することができる。一シナリオでは、サーバ２２０は、拡張現実装置２１０に拡張および
対応するレンダリングフォーマットを送信することができ、拡張現実装置２１０は、受信
した拡張をユーザに対してレンダリングすることができる。代替シナリオでは、サーバ２
２０は、拡張をレンダリングし、レンダリングした拡張を拡張現実装置２１０に送信する
ことができる。
【００２８】
　さらに別のシナリオでは、拡張現実装置２１０上に拡張データを格納することができる
。したがって、拡張現実装置２１０上で拡張データをグループ化およびレンダリングする
ことをローカルに処理することができ、拡張現実装置がサーバ２２０に照会する必要がな
くなる。別のシナリオでは、拡張現実装置２１０は、別のコンピューティングデバイス２
１０と通信して、拡張データおよびサービスを交換することができる。例えば、タブレッ
ト２１０ｄは、ユーザにインターフェースを提供し、デスクトップ２１０ａにユーザのコ
ンテキストを提供するように適合することができる。次いで、デスクトップ２１０ａは、
インターフェースタブレット２１０ｄを介してユーザに拡張サービスを提供するように適
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合することができる。
【００２９】
　図３に、拡張現実システム３００の例示的実施形態を示す。拡張現実装置２１０によっ
てシーン３１０を閲覧およびキャプチャすることができる。例えば、拡張現実装置２１０
は、イメージまたはビデオキャプチャ装置を統合することができる。代替または追加とし
て、拡張現実装置２１０は、ユーザのコンテキストに基づいてシーン３１０のイメージを
取り出すように適合することができる。拡張現実装置２１０上にローカルに格納され、ま
たは図２に示すように拡張現実装置２１０と通信する外部の別の装置２１０またはサーバ
２２０上に格納されたデータからイメージを取り出すことができる。シーン３１０を１組
のシーン座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）に関連付けることができる。シーン３１０のイメージおよび
／またはユーザのコンテキストに基づいて、拡張３２０を決定し、取り出すことができる
（３１５）。拡張３２０は、シーン３１０の仮想表現と、シーン３１０に関連するオブジ
ェクトまたは人物の仮想表現とを含むことができる。例えば、拡張３２０は、シーン３１
０に関するその他のイメージ、メタデータ、情報、または説明を含むことができる。拡張
３２０も１組の座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）に関連付けることができる。シーン３１０のイメージ
を拡張３２０とマージし（３２５）、シーン３１０の仮想イメージを生成することができ
る。仮想イメージをレンダリングし（３３０）、ユーザに表示することができる。仮想イ
メージの生成は、拡張現実装置２１０の内部または外部の標準コンピュータグラフィック
スシステムと共に実施することができる。グラフィックスシステムは、関連付けられた座
標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）に基づいて、シーン３１０と拡張３２０のイメージを位置合せすること
ができる。さらに、グラフィックスシステムは、仮想イメージを正しくレンダリングする
ことができるように、シーン３１０の撮像についての現実世界情報を使用することができ
る。拡張３２０の決定３１５、仮想イメージを生成するためのイメージと拡張３２０のマ
ージ３２５および位置合せ、ならびに仮想イメージのレンダリング３３０は、拡張現実装
置２１０上でローカルに達成することができ、拡張現実装置２１０と通信する外部の別の
装置２１０またはサーバ２２０上で達成することができ、あるいは拡張現実装置２１０、
その他の装置２１０、およびサーバ２２０の間で分散させることができる。
【００３０】
　図４に、例示的拡張現実ディスプレイを示す。図３のシーン３１０の拡張を図２の拡張
現実装置２１０上に表示することができる。拡張は、例えば、シーン内に含まれるオブジ
ェクトのタイトル４１０、およびオブジェクトについてのテキスト説明４２０を含むこと
ができる。拡張をイメージに重ね合わせ、またはイメージとマージすることができ、した
がって、実イメージと拡張とを単一の仮想イメージへと組み合わせ、ユーザに提示するこ
とができる。
【００３１】
　図５に、コンピューティングデバイス上に表示される例示的拡張を示す。具体的には、
図５は、図２の拡張現実装置２１０上に表示される仮想イメージ５１０を示す。仮想イメ
ージ５１０は、シーン内のオブジェクトまたはモニュメントを説明する拡張５２０ａ～ｄ
とマージされた、パリの全景またはその一部などのシーンのイメージを含むことができる
。拡張５２０ａ～ｄは、オブジェクトについての旅行者によって作成される説明的タイト
ルおよびコメントを含むことができる。コメントは、１～５つ星の尺度の形の格付け、お
よびフィードバックテキストフィールドを含むことができる。ユーザ５３０は、任意の数
の拡張５２０ａ～ｄを選択および拡張することができる。例えば、ユーザ５３０は、拡張
現実装置２１０を振ることができ、拡張５２０ａ～５２０ｄをマウスオーバ、シングルク
リック、ダブルタップ、またはモーションオーバして、拡張５２０ａ～ｄに含まれるオブ
ジェクトについての追加の情報を取り出すことができる。拡張現実装置２１０にローカル
に格納され、または拡張現実装置２１０の外部に格納されたデータから追加の情報を取り
出すことができる。例えば、追加の情報は、旅行者が撮影したイメージ、近くのアトラク
ションのリスト、メニュー、価格、広告などを伴うレストランのリストを含むことができ
る。
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【００３２】
　拡張現実が一般的になっている世界では、この増加する感覚的および認知的データを編
成する方法を有することが有用となる。拡張現実アプリケーションおよびサービスは、ま
すます人気となっており、所与のコンテキストで利用可能な拡張数が急増することになる
。これらの拡張は、視覚的、聴覚的、触覚的なものでよく、いくつかの拡張は、各様式に
わたることができる。拡張が、特定の場所および時刻、特定のオブジェクトまたはオブジ
ェクトの集合、あるいは人物または人々の集合に関するものであるかにかかわらず、拡張
数が拡張を処理するユーザの能力を圧倒する可能性がある。
【００３３】
　「拡張が多過ぎる」という問題に対する一解決策は、エンドユーザが拡張を選択的に隠
し、または示すことを可能にすることである。そのような技法は通常、「フィルタリング
」と呼ばれる。例えば、エンドユーザは、シーン上に重ね合わされるすべての広告を視界
から除去し、白鯨の本に関する教授の注記だけを示し、または白鳥の湖の上演中にすべて
の音声解説をオフにするようにフィルタをセットアップすることができる。しかし、フィ
ルタリング技法は、エンドユーザが望む特定の拡張がいつ利用可能となるか、およびエン
ドユーザが望むどんな特定の拡張が利用可能となるかをエンドユーザがあらかじめ知って
いることを必要とすることがある。図６～図９は、ユーザに対する感覚的および認知的負
荷を軽減しながら、コンテキストで決定され、またはユーザが決定した軸に沿った拡張現
実環境の豊かさおよび意味を維持することのできるフィルタリングに対する代替技法また
は追加の技法の実施形態を示す。これらの技法は、クラスタへの拡張の自動グループ化、
およびその中にグループ化された拡張を表す概念的フォーマットに基づくクラスタのレン
ダリングを含むことができる。
【００３４】
　図６に、クラスタへの拡張の例示的グループ化を示す。クラスタへのグループ化拡張の
例示的例は、ユーザ６１０が拡張現実装置２１０を使用しながらニューヨーク市のセント
ラルパークなどの公園を通って歩くことを含む。拡張現実装置２１０は、拡張が重ね合わ
され、または拡張とマージされた公園の地図などの仮想イメージ６５０をレンダリングま
たは表示することができる。ユーザ６１０は、拡張現実装置２１０を使用して仮想イメー
ジ６５０の周りをナビゲートすることができ、この例では、仮想イメージ６５０は拡張現
実公園を表す。現実の人々に関連する、仮想イメージ６５０内のいくつかの実訪問者拡張
６２０ａ～ｍが存在することができる。例えば、現実の人々も公園を通って歩いているこ
とができ、アバタの形の拡張を有することができる。さらに、仮想の人々に関連する、仮
想イメージ６５０内の多数の仮想訪問者拡張６３０ａ～ｍが存在することができる。例え
ば、アバタの形の拡張を有する世界中の人々も、ユーザ６１０と同時に仮想的に公園を訪
問していることができる。さらに、仮想イメージ６５０は、図が見やすいように図６では
表されていない、その他の多くの拡張およびそのタイプを含むことができる。
【００３５】
　多数の拡張６２０～６３０でユーザ６１０を圧倒するのを回避するために、拡張６２０
～６３０の一部またはすべてをクラスタにグループ化することができ、クラスタを見本６
２２、６３２、６４０としてレンダリングすることができる。
【００３６】
　一例では、拡張６２０～６３０を初めに拡張現実装置２１０上に表示することができる
。拡張現実装置２１０は、ローカルに、または別のコンピューティングデバイスを通じて
、実訪問者拡張６２０を実訪問者クラスタにグループ化し、仮想訪問者拡張６３０を仮想
訪問者クラスタにグループ化することができる。次いで、２つの生成したクラスタを上位
レイヤ訪問者クラスタにグループ化することができる。拡張現実装置２１０は、生成した
クラスタを実訪問者見本６２２、仮想訪問者見本６３２、および仮想見本６４０として表
示することができる。さらに、拡張現実装置２１０は、初めに表示した拡張現実出力、す
なわち以前に表示したすべての実訪問者拡張６２０および仮想訪問者拡張６３０を含む出
力から、グループ化した拡張を除去し、見本６２２、６３２、６４０の横にグループ化解
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除した拡張を表示することができる。
【００３７】
　したがって、拡張６２０～６３０を自動的にグループ化し、仮想イメージ６５０にマー
ジされた簡略化した拡張現実プレゼンテーションでユーザ６１０に提示することができる
。ユーザ６１０は、見本６２２、６３２、６４０にアクセスし、それらと通信し、それら
を拡張することができる。クラスタ化はマルチレイヤ化することができ、階層構造を有す
るクラスタのクラスを含むことができる。この例では、訪問者クラスタは、実訪問者クラ
スタおよび仮想訪問者クラスタを含むことができる。実訪問者クラスタは、実訪問者拡張
６２０ａ～ｍをグループ化することができ、仮想訪問者クラスタは仮想訪問者拡張６３０
ａ～ｎをグループ化することができる。図が見やすいように、図６は、２つのクラスタ化
レイヤ（すなわち、第１のレイヤとして訪問者クラスタ、および第２のレイヤとして実仮
想訪問者クラスタおよび仮想訪問者クラスタ）だけを示す。しかし、実施形態は例示され
るレイヤに限定されない。拡張、ユーザのコンテキスト、およびその他の要素に基づいて
、追加または異なるクラスタ化レイヤおよびサブレイヤを定義することができる。
【００３８】
　拡張をクラスタにグループ化することは、所与のユーザのコンテキストで利用可能な拡
張のプロパティを解析すること、解析したプロパティに基づいて、可能な階層カテゴリ構
造と共にクラスタの１つまたは複数のクラスを生成すること、各クラスを概念説明と関連
付けること、および概念説明を使用して、拡張を適切なクラス内のクラスタにグループ化
することを含むことができる。
【００３９】
　一実施形態では、クラスタ化アルゴリズムを使用して、クラスタを生成し、その中に拡
張をグループ化することができる。例示的クラスタ化アルゴリズムは、ＣＯＢＷＥＢやＩ
ＴＥＲＡＴＥなどの概念クラスタ化アルゴリズムを含むことができる。概念クラスタ化ア
ルゴリズムは、クラスに関連する概念説明および階層カテゴリ構造を生成するように適合
させることのできるデータの監視されない分類に関する機械学習パラダイムを含むことが
できる。例えば、概念クラスタ化アルゴリズムは、拡張によって示される、または拡張に
固有のプロパティ、およびユーザのコンテキストなどのアルゴリズムにとって利用可能な
その他の情報を考慮して、概念、クラス、およびクラスタを生成することができる。その
他のクラスタ化アルゴリズムは、ＳＱＬ　ＳＥＲＶＥＲ　２００８で利用可能なＭＩＣＲ
ＯＳＯＦＴ　ＣＬＵＳＴＥＲＩＮＧ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭと、Ｂａｌａｎｃｅｄ　Ｉｔｅ
ｒａｔｉｖｅ　Ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ（ＢＩＲＣＨ）アルゴ
リズムとを含むことができる。
【００４０】
　一実施形態では、ライブラリにクラスタ化アルゴリズムを格納することができる。ユー
ザのコンテキストおよび拡張に基づいて、ライブラリから１つまたは複数のクラスタ化ア
ルゴリズムを取り出し、拡張に適用することができる。例えば、ライブラリは、社会的地
位（例えば、独身、既婚、離婚、親族など）、性別、年齢、活動（例えば、休暇、会議に
向かって走っているなど）、職業、趣味、位置、話し言葉、個人的メッセージ、友人など
の拡張プロパティに基づいてアバタのような拡張をグループ化するように適合されたアバ
タクラスタ化アルゴリズムを含むことができる。ライブラリはまた、アバタに関連する人
々のイメージ内で発見される共通の顔の特徴を解析することによってアバタをグループ化
することのできる顔認識クラスタ化アルゴリズムをも含むことができる。顔認識クラスタ
化アルゴリズムはさらに、解析した共通の顔の特徴の説明を生成することができる。さら
に、ライブラリは、その位置、位置までのユーザの距離、時刻、近くのアトラクション、
格付け、推薦、他のユーザからのフィードバック、事実、メニュー、価格、活動、料理、
必要な服装などを解析することによって現場を表す拡張をグループ化する第３の概念クラ
スタ化アルゴリズムを含むことができる。格納されたアルゴリズムを分類することができ
る。例えば、アバタおよび顔認識アルゴリズムを、アバタをグループ化するように適用可
能なものとして分類することができるのに対して、現地クラスタ化アルゴリズムを、活動
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をグループ化するように適用可能なものとして分類することができる。実施形態は、例示
される概念クラスタ化アルゴリズムに限定されない。追加のアルゴリズムおよびカテゴリ
を定義し、ライブラリに格納することができる。
【００４１】
　拡張およびユーザのコンテキストを使用して、拡張に適用することのできるクラスタ化
アルゴリズムの適切なカテゴリを決定することができる。ライブラリを探索することがで
き、適切なクラスタ化アルゴリズムを取り出すことができる。例えば、拡張がアバタを表
し、ユーザのコンテキストが、フランス語を話すことができ、口ひげを有する人々とコミ
ュニケーションすることへの関心を示すとき、決定したカテゴリは、アバタグループ化ア
ルゴリズムを含むことができる。したがって、カテゴリ内のアルゴリズムを求めてライブ
ラリを探索することができ、アバタおよび顔認識クラスタ化アルゴリズムを取り出すこと
ができる。その他のクラスタ化アルゴリズムを取り出す必要はない。
【００４２】
　取り出したクラスタ化アルゴリズムを適用して、拡張のプロパティを解析することがで
きる。解析は、プロパティをユーザのコンテキストからの基準と比較することを含むこと
ができる。プロパティ、ユーザのコンテキスト、および比較に基づいて、クラスタ化アル
ゴリズムは、クラスタのクラスを、生成するクラスに関連する階層構造および概念説明と
共に生成することができる。概念説明を使用して、適切なクラス内のクラスタに拡張をグ
ループ化することができる。グループ化は、拡張のプロパティと、生成したクラスタに関
連するクラスの概念説明との比較に基づいて、生成したクラスタに拡張を追加することを
含むことができる。アバタの例を続けると、アバタクラスタ化アルゴリズムを適用して、
２つのクラスのクラスタを作成することができる。対応する概念説明は、フランス語を話
すことのできるアバタと、その他の言語だけを話すことができるアバタでよい。顔認識ク
ラスタ化アルゴリズムを適用して、フランス語を話すアバタのクラス内の２つの他のクラ
スのクラスタを作成することができる。追加の概念説明は、フランス語を話すことができ
、口ひげを有するアバタと、フランス語を話すことができ、口ひげを持たないアバタでよ
い。したがって、概念説明に関連するクラスタクラスの階層構造を作成することができる
。この例では、第１の階層は、言語能力に基づいてアバタをグループ化するクラスを含む
ことができ、第２の階層は、顔ひげの特徴に基づいてアバタをグループ化するクラスを含
むことができる。したがって、フランス語を話すことができないアバタについてのクラス
タ、フランス語を話すことができるが、口ひげを持たないアバタについてのクラスタ、お
よびフランス語を話すことができ、口ひげを有するアバタについてのクラスタという合計
３つのクラスタを作成することができる。拡張プロパティと概念説明との間の言語能力や
顔ひげの特徴などの合致に基づいて、拡張をクラスタにグループ化することができる。
【００４３】
　概念説明をさらに使用して、本明細書の以下で説明するレンダリングフォーマットを生
成することができる。例えば、言語能力概念説明を使用して、フランス国旗を保持するア
バタとしてクラスタをレンダリングすることができ、一方、顔ひげ概念説明を使用して、
レンダリングしたアバタに口ひげを追加することができる。
【００４４】
　図７に、見本の例示的レンダリングフォーマットを示す。拡張データは、拡張および拡
張のクラスタを含むことができる。拡張データを見本としてレンダリングすることができ
る。図２の装置２１０のいずれかなどの拡張現実装置を使用して、拡張データをレンダリ
ングすることができる。一実施形態では、拡張現実装置は、グラフィックスデータを処理
およびレンダリングするように適合されたグラフィックス処理ユニットまたはコンピュー
ティングシステムを含むことができる。別の実施形態では、図２のサーバ２２０などの外
部コンピューティングデバイスが、拡張データを受信、処理、およびレンダリングし、レ
ンダリングしたデータを、ユーザ７３０に表示するために拡張現実装置に送信することが
できる。さらに別の実施形態では、外部装置は、レンダリング命令、フォーマット、また
は情報を拡張現実装置に送ることができ、拡張現実装置は、受信した情報に基づいて拡張



(13) JP 5980432 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

データをレンダリングすることができる。
【００４５】
　見本は、クラスタをレンダリングするのに使用される概念的表現でよい。概念的表現は
、クラスタに関連する概念説明の視覚的、聴覚的、触覚的表現などの感覚的表現を含むこ
とができる。概念説明は、クラスタにグループ化された拡張のプロパティを反映すること
ができる。さらに、拡張データのプロパティに応答して、見本をその場で作成することが
でき、見本は、そのようなデータのセマンティクスおよびプレゼンテーション規則を含む
ことができる。さらに、各見本をその他の見本に関して表現することができる。したがっ
て、見本は、クラスタのプロパティおよび内容の知覚的概要を提供することができる。言
い換えれば、見本は、インテリジェントな回り道によって拡張の過剰に対処する手段を提
供することができ、ユーザの感覚的および認知的過負荷を低減すると共に、元の拡張の豊
かさおよび意味を維持する。
【００４６】
　例えば、掲示板、レストラン、およびアバタを含む拡張現実街路シーンでは、仮想掲示
板に関するクラス、レストランレビューに関するクラス、およびアバタに関するクラスと
いう３つの異なるクラスの見本を作成することができる。各クラスは、プレゼンテーショ
ンに関するそれ自体の規則を提供することができる。仮想掲示板のクラスを考慮すると、
掲示板をビジネス関連クラスタ（例えば、近くのスポーツ用品店でのセールに関する広告
）および公共サービスクラスタ（例えば、犯罪多発エリアの警告）にグループ化すること
ができる。各見本は、クラスタの別個の特徴（例えば、外観、挙動、および対話性）だけ
ではなく、同一のクラス内のその他のクラスタと共有される共通の特徴も表現することが
できる。したがって、仮想掲示板のクラス内のクラスタの共通の特徴でよい、掲示板の３
Ｄモデルを含む見本として、ビジネス関連クラスタをレンダリングすることができる。さ
らに、見本は、ビジネス関連クラスタの別個の特徴でよい、３Ｄモデルにわたる「売出し
中」サインを含むことができる。
【００４７】
　クラスタをレンダリングすることは、クラスタに関するレンダラまたはレンダリングフ
ォーマットを求めること、求めたフォーマットに基づいてクラスタを見本としてレンダリ
ングすることを含むことができる。拡張を見本としてレンダリングするのに類似のレンダ
リング技法も使用することができる。本明細書の上記で説明したように、見本は、その内
容の概念的表現をユーザに提供する２Ｄまたは３Ｄオブジェクトを含むことができる。例
えば、拡張がアバタに関連付けられるとき、見本は、拡張のプロパティを示すようにカス
タマイズされた３Ｄアバタを含むことができる。したがって、拡張が中年のビジネスマン
を表す場合、オブジェクトは、白髪を有し、スーツを着用し、ブリーフケースを持ち運ぶ
男性のアバタを含むことができる。同様に、公園を訪問するアバタの形の拡張がアバタ国
籍に基づいてクラスタにグループ化されるとき、対応する見本は、様々な国の国旗を保持
するアバタでよい。さらに、様々なクラスタ階層レイヤで拡張のプロパティを反映するこ
とができる。例えば、公園訪問者のトップレベルクラスタは、国籍によってグループ化さ
れた公園訪問者の下位レベルクラスタを含むことができる。地球儀の隣の公園のベンチに
座るアバタとしてトップレベルクラスタをレンダリングすることができるのに対して、様
々な国の国旗を持つアバタとして下位レベルクラスタをレンダリングすることができる。
【００４８】
　エンドユーザからの入力なしに、クラスタに関するレンダラまたはレンダリングフォー
マットを求めることを達成することができる。フォーマットは、拡張データ、クラスタ、
その他のクラスタ、およびユーザのコンテキストに基づいて自動的に決定することができ
る。
【００４９】
　一実施形態では、クラスタのクラスの概念説明からフォーマットを導出することができ
る。例えば、公園の訪問者の拡張をアバタとして表現することができる。拡張は、アバタ
の活動に基づいて、マルチティアクラスタ階層でグループ化することができる。第１のテ
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ィアクラスタをアバタ間の国際野球試合の概念に関連付けることができる。第２のティア
クラスタを様々な国の野球チームの概念に関連付けることができる。第３のティアクラス
タをアクティブな野球選手および補欠野球選手の概念に関連付けることができる。フォー
マットを決定する際に、概念説明の各側面を使用することができる。したがって、野球帽
を着用し、トロフィを保持するアバタとして第１のティアクラスタをレンダリングするこ
とができる。ナショナルジャージを着用するアバタによって第２のティアクラスタを表現
することができる。バットを持ち、またはベンチに座るアバタとして第３のティアクラス
タを表示することができる。
【００５０】
　別の実施形態では、グループ化された拡張に類似の概念的解析を適用して、グループ化
された拡張の共通のプロパティに基づいてクラスタ概念を導出することができる。共通の
プロパティは、一定の範囲の共有特徴を含むことができる。フォーマットをクラスタ概念
から導出することができ、クラスタまたはグループ化される拡張の挙動、外観、および対
話性などのいくつかの側面を示すように適合することができる。例えば、クラスタが様々
な国からの公園の訪問者を表す拡張をグループ化するとき、クラスタ概念は国際的なアバ
タでよい。したがって、ドイツ連邦共和国からの訪問者をグループ化するクラスタを、ド
イツ国旗を保持するアバタとしてフォーマットすることができる。さらに、グループ化さ
れた拡張（例えば、ドイツ人訪問者）の解析は、大部分の拡張が、公園内の物体の写真を
撮るために公園を訪問していることを明らかにすることがある。この解析に基づいて、ク
ラスタのフォーマット（例えば、ドイツ国旗を保持するアバタ）を、カメラを取り込むよ
うにさらに更新することができる。
【００５１】
　同様に、その他のクラスタのフォーマットに対して相対的にクラスタのフォーマットを
求めることができる。複数のクラスタを比較して解析することができる。例えば、クラス
タ特徴の比（例えば、拡張数、バイト単位のデータサイズなど）を計算して、相対的クラ
スタサイズを導出することができる。相対的クラスタサイズを使用して、比較されるクラ
スタのフォーマットを更新することができる。前の例では、米国訪問者のクラスタが米国
国旗を保持するアバタでレンダリングされる場合、米国クラスタとドイツクラスタを比較
することができる。比較は、米国クラスタがドイツクラスタよりも２倍の訪問者を有する
ことを明らかにすることがある。したがって、米国国旗を保持するアバタを、ドイツ国旗
を保持するアバタの２倍のサイズでグラフィカルユーザインターフェース上に表示するこ
とができる。
【００５２】
　別の実施形態では、ユーザのコンテキストをさらに考慮することによってフォーマット
を改善することができる。ユーザのコンテキストを取り出して解析し、フォーマットに適
用することのできるプロパティを求めることができる。例えば、国旗を保持するアバタは
、様々な国からの公園訪問者のクラスタを表すことができる。ユーザのコンテキストの一
部またはすべての側面を反映するようにアバタをさらに更新することができる。ユーザの
コンテキストを解析するとき、友人のリストを取り出すことができる。したがって、リス
トからの友人に関連する拡張を含むクラスタを更新することができる。更新は、「友人は
ここにいます」という語をアバタに追加することを含むことができる。
【００５３】
　図７を参照すると、広範な要素および目標に基づいて、見本としてのクラスタのレンダ
リングフォーマットを調節することができる。一実施形態では、見本の外観は、属性の崩
壊したクラスのアグリゲーションを実現するように調節することができる。外観は、クラ
スタまたはその中にグループ化された拡張データによって示されるルック、サウンド、お
よびフィール属性を含むことができる。例えば、拡張がアバタとして表される一実施形態
では、フォーマットは、見本の高さを使用して、クラスタにグループ化されたアバタ数を
示すことができる。さらに、フォーマットは、見本の衣服およびアクセサリを使用して国
籍を表すことができる。公園の訪問者の例を考慮すると、少数のフランス人旅行者を表す
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フランス人クラスタ７１０を、背の低い、ベレー帽を着用し、バゲットを持つように見え
るようにフォーマットすることができ、多数のアメリカ人ビジネスマンを表すアメリカ人
クラスタ７２０を、背の高い、スリムな、スーツを着たように見えるようにフォーマット
することができる。
【００５４】
　拡張データはまた、属性のアグリゲートしたクラスに応答して挙動を示すことができる
。フォーマットを導出するように挙動を解析することができる。例えば、クラスタ内のア
メリカ人アバタの大部分が非常にアクティブである（例えば、公園をあちこち移動してい
る）場合、ジョギングアバタを表すようにアメリカ人クラスタ７２２を更新またはフォー
マットすることができる。同様に、フランス人アバタの大部分が公園内でリラックスして
いた（例えば、会話している）場合、公園のベンチに座っているような、あまり動かない
アバタを表すようにフランス人クラスタ７１２を更新またはフォーマットすることができ
る。
【００５５】
　属性のアグリゲートしたクラスに応答して、拡張データはさらに、拡張、クラスタ、お
よび／またはユーザ７３０の間の対話性または対話を示すことができる。対話を解析して
、フォーマットを導出または改善することができる。例えば、ユーザ７３０は英語が流暢
であり、フランス語を学習することに熱心であることがある。ユーザ７３０とアメリカ人
クラスタ７２２との間の対話は、アメリカ人クラスタ７２２内に含まれるすべてのアメリ
カ人アバタとの間の英語のテキストメッセージの交換を含むことができる。ユーザ７３０
とフランス人クラスタ７１２内に含まれるフランス人アバタとの間の対話は、翻訳アプリ
ケーションまたはプログラムを立ち上げ、ユーザ７３０とフランス人アバタとの間で交換
されるテキストメッセージを翻訳することを含むことができる。
【００５６】
　一実施形態では、ユーザは、クラスタにアクセスし、クラスタを拡張し、その中にグル
ープ化された１つまたは複数の拡張と対話することができる。例えば、チェスのゲームを
プレイすることに関心のあるユーザは、同一の関心を有するアバタを表すクラスタにアク
セスし、アバタのうちの１つを選択し、選択したアバタとチェスゲームを開始することが
できる。別の実施形態では、ユーザは、クラスタまたはクラスタのクラスと対話すること
ができる。そのような実施形態では、クラスタ内に含まれるグループ化された拡張から受
信した対話をｒａｗフォーマットでユーザに提示することができ、または本明細書に記載
のクラスタ化およびレンダリング技法に従ってレンダリングすることができる。例えば、
ユーザは、自分の料理の腕前を改善することに関心があることがあり、世界中の料理人を
表すクラスタと対話することがある。ユーザは、レシピについてクラスタに尋ねることが
あり、一部の料理人は要求に応答することがある。受信した順序でユーザに応答を提示す
ることができる。追加または代替として、ユーザに知られている料理人、特別なダイエッ
トレシピ、およびレストランが提供するレシピのクラスタを表す見本として、応答をグル
ープ化およびレンダリングすることができる。
【００５７】
　レンダリングフォーマットの決定は、ユーザからの入力に依存することができ、その代
わりに拡張データに依存することができる。フォーマットはまた、ユーザのコンテキスト
から導出されたプロパティを利用することができる。言い換えれば、見本を自動的に導出
することができるので、ユーザは、拡張またはクラスタのフォーマットを指定する必要は
ない。
【００５８】
　図８に、拡張がクラスタ化され、得られる見本がレンダリングされる前および後の拡張
現実ビューの一例を示す。一実施形態では、インターネットに接続された、ＧＯＯＧＬＥ
　ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）フォン、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標
）フォン、ＡＰＰＬＥ　ＩＰＨＯＮＥなどのスマートフォン８２０が、本明細書に記載の
拡張現実見本に関するアプリケーションを実行することができる。例えば、ユーザ８５０
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は、昼食時間ごろにワシントンＤ．Ｃ．のにぎやかな街角に立ち、何か食べるものを探し
ていることがあり、レストランに囲まれているが、どれを選ぶべきかがわからない。ユー
ザ８５０は、スマートフォン８２０上でレストランファインダアプリケーションを立ち上
げ、スマートフォン８２０を使用して街路を上下にパンすることがある。スマートフォン
８２０の画面上で、ユーザ８５０は、街路の拡張現実バージョン８００を受信および閲覧
することができる。最初に、ユーザ８５０は、画面全体にわたって多数、恐らくは数千の
レストランレビュー注釈８０２Ａ～Ｎを見ることがある。注釈８０２は、各レストランに
ついての他の人々の格付けおよびコメントを含むことができる。多数の注釈８０２Ａ～Ｎ
および重複するプレゼンテーションにより、ユーザ８５０は、レストランを見て、多くの
格付けおよびコメントを読むことさえ妨げられる可能性がある。
【００５９】
　幸いなことに、ユーザ８５０は、スマートフォン８２０上で拡張現実見本アプリケーシ
ョンを実行することができ、数秒で、すべての注釈８０２Ａ～Ｎが、共に見本８１２Ａ～
Ｍにクラスタ化し始めることができる。総数「Ｍ」個の見本８１２Ａ～Ｍは、総数「Ｎ」
個の注釈８０２Ａ～Ｎよりもかなり小さくすることができる。さらに、見本８１２の表現
は、注釈８０２の表現よりもずっと単純なものにすることができる。レストランレビュー
に関する見本８１２は、色分けされた単純な１～５つ星フラグのように見えることができ
る。したがって、街路シーンを直ちに理解することをより容易にすることができる。この
タイプの見本を使用して、レストランは、それらの上に浮かぶ黒色の格付けを有すること
ができる。拡張現実見本アプリケーションは、最も近いレストランの上の最大格付け５つ
星を有する見本８１２Ａをユーザ８５０に表示することができる。しかし、黒色の星は、
他の近くのレストランのいくつかの上にレンダリングされた黒色の星ほど暗くはないこと
がある。実際には、見本８１２Ａの星を完全に淡い色で表示することができる。
【００６０】
　色合いは、見本８１２Ａを生成するように共にクラスタ化された拡張数を反映すること
ができる。言い換えれば、表示される星が暗いほど、レストランを格付けする人が多いこ
とを示すことができる。したがって、淡色の見本８１２Ａは、５つ星の最も近いレストラ
ンが、それに格付けする人々が多くなかったことがあることを示すことができる。ユーザ
８５０は、レビューが非常に少ない立証から、５つ星の格付けであっても格付けを信頼す
べきであると考えないことがある。
【００６１】
　さらに、色は、ユーザ８５０に追加の認知情報を提供することができる。例えば、黒色
の星は、ユーザ８５０が知らない人々による格付けでよく、それに対して明るい色の星は
、ユーザ８５０の友人による格付けでよい。レストランの例を続けると、拡張現実見本ア
プリケーションは、最も近いレストランに関するすべての黒色の星と、近くのその他のレ
ストランのいくつかの上の明るい色の星とを表示することができる。これらのよりカラフ
ルな星は、ユーザ８５０の友人からの格付けを示すことができる。したがって、ユーザ８
５０は、スマートフォン８２０を黒色の５つ星レストランから遠ざかる方に向け、最もカ
ラフルな星を有する場所を見つけることができる。拡張現実見本アプリケーションは、街
路の向こう側に位置する明るい緑色の５つ星レストランをユーザ８５０に表示することが
できる。ユーザ８５０は、位置を特定したレストランをユーザの多くの友人が肯定的に楽
しんでいることを知覚することができ、スマートフォンをポケットに入れて、昼食のため
に急いで街路を横切ることを判断することができる。
【００６２】
　図９に、動作９００、９０２、９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４、お
よび９１８を含む、拡張をグループ化し、得られる見本をレンダリングする例示的動作手
順を示す。動作９００は、動作手順を開始し、図２の装置２１０のいずれかなどの拡張現
実装置上で拡張現実アプリケーションまたはサービスを活動化することができる。動作９
００の後に動作９０２が続くことができる。動作９０２（ユーザのコンテキストを受信す
る）は、ユーザのコンテキストを受信することを示す。ユーザのコンテキストは、ユーザ
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の物理的環境および仮想環境についての情報を含むことができる。動作９０２の後に動作
９０４が続くことができる。動作９０４（拡張を取り出す）は、受信したユーザのコンテ
キストに基づいて拡張を決定することを示す。拡張現実装置は、拡張のリポジトリにアク
セスし、またはそれに接続し、ユーザのコンテキストを使用して適切な拡張を取り出すこ
とができる。拡張現実装置は、これらの拡張をユーザに対してレンダリングすることがあ
り、またはレンダリングしないことがあり、取り出した拡張の一部またはすべてを含むク
ラスタおよび見本を生成することに進むことができる。動作９０４の後に動作９０６が続
くことができる。
【００６３】
　動作９０６（取り出した拡張を解析する）は、取り出した拡張を解析することを示す。
ユーザのコンテキスト、取り出した拡張、および他の要素に基づいて、ライブラリから１
つまたは複数の概念クラスタ化アルゴリズムを取り出し、取り出した拡張の一部またはす
べてに適用することができる。動作９０６の後に動作９０８が続くことができる。動作９
０８（クラスタの１つまたは複数のクラスを生成する）は、クラスタの１つまたは複数の
クラスを生成することを含む。クラスタのクラスは、拡張の解析したプロパティに基づく
階層カテゴリ構造を含むことができる。動作９０８の後に動作９１０が続くことができる
。動作９１０（クラスタを概念説明に関連付ける）は、各クラスを概念説明に関連付ける
ことを示す。解析したプロパティから概念説明を導出することができる。動作９１０の後
に動作９１２が続くことができる。動作９１２（解析した拡張をクラスタにグループ化す
る）は、解析した拡張を適切なクラス内のクラスタにグループ化することを示す。グルー
プ化は概念説明に基づくことができる。動作９１２の後に動作９１４が続くことができる
。
【００６４】
　動作９１４（グループ化した拡張を以前にレンダリングした拡張から除去する）は、グ
ループ化した拡張を以前にレンダリングした拡張から除去することを示す。動作９１４は
任意選択でよく、動作９０４の下で利用可能な拡張が最初にユーザに対してレンダリング
されるかどうかに依存することができる。動作９１４の後に動作９１６が続くことができ
る。動作９１６（クラスタに関するレンダリングフォーマットを求める）は、生成したク
ラスタについてレンダリングフォーマットを求めることを示す。各クラスタについて、動
作９１６は、関連する概念説明、グループ化した拡張のプロパティ、ユーザのコンテキス
ト、またはその他のクラスタのフォーマットに基づいてレンダラまたはフォーマットを求
めることができる。動作９１６は、ユーザからの入力とは無関係でよい。動作９１６の後
に動作９１８が続くことができる。動作９１８（クラスタを見本としてレンダリングする
）は、クラスタを見本としてレンダリングすることを示す。レンダリングは、求めたフォ
ーマットに基づくことができ、クラスタの概念的表現を含むことができる。
【００６５】
　本明細書で開示されるこのプロセスおよびその他のプロセスについて、プロセスおよび
方法で実施される機能を異なる順序で実装できることを当業者は理解されよう。さらに、
略述したステップおよび動作は例として与えたものに過ぎず、開示される実施形態の本質
から逸脱することなく、ステップおよび動作の一部は任意選択でよく、より少ないステッ
プおよび動作として組み合わせることができ、または追加のステップおよび動作に拡張す
ることができる。
【００６６】
　本開示は、様々な態様の例示として意図される、本願で説明した特定の実施形態によっ
て限定されるべきではない。当業者には明らかであろうが、その趣旨および範囲から逸脱
することなく、多くの修正および変形を行うことができる。本開示の範囲内の機能的に等
価な方法および装置が、本明細書で列挙したものに加えて、上記の説明から当業者には明
らかであろう。そのような修正および変形は、添付の特許請求の範囲内に包含されるもの
とする。本開示は、添付の特許請求の範囲、およびそのような特許請求の範囲が権利を有
する均等物の全範囲のみによって限定されるべきである。本開示が特定の方法、試薬、化
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合物、組成、または生物学的システムに限定されず、それらはもちろん変化する可能性が
あることを理解されたい。本明細書で使用した用語は特定の実施形態を説明するためのも
のに過ぎず、限定を意図するものではないことも理解されたい。
【００６７】
　例示的実施形態では、本明細書に記載の動作、プロセスなどのいずれかをコンピュータ
可読媒体上に格納されたコンピュータ可読命令として実装することができる。コンピュー
タ可読命令は、モバイルユニット、ネットワーク要素、および／またはその他の任意のコ
ンピューティングデバイスのプロセッサで実行することができる。
【００６８】
　システムの側面でのハードウェアの実装形態とソフトウェアの実装形態との間には、ほ
とんど相違が残されていない。ハードウェアまたはソフトウェアの使用は、一般に（いつ
もそうではないが、ある状況ではハードウェアとソフトウェアの間の選択が重要になり得
るという点で）コスト対効果のトレードオフを表す設計上の選択である。本明細書に記載
された、プロセスおよび／またはシステムおよび／または他の技術をもたらすことができ
る様々な達成手段があり（例えば、ハードウェア、ソフトウェア、および／またはファー
ムウェア）、好ましい達成手段は、プロセスおよび／またはシステムおよび／または他の
技術が導入される状況によって異なる。例えば、実装者が速度と正確性が最も重要である
と決定すると、実装者は主にハードウェアおよび／またはファームウェアの達成手段を選
択することができる。フレキシビリティが最も重要なら、実装者は主にソフトウェアの実
装形態を選択することができる。または、さらに別の代替案として、実装者は、ハードウ
ェア、ソフトウェア、および／またはファームウェアのなんらかの組合せを選択すること
ができる。
【００６９】
　前述の詳細な説明では、ブロック図、フローチャート、および／または例の使用によっ
て、装置および／またはプロセスの様々な実施形態を説明してきた。そのようなブロック
図、フローチャート、および／または例が１つまたは複数の機能および／または動作を含
む限りにおいて、そのようなブロック図、フローチャート、または例の中のそれぞれの機
能および／または動作は、広範囲のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、また
は実質上それらのすべての組合せにより、個別におよび／または集合的に実装可能である
ことが、当業者には理解されるであろう。ある実施形態では、本明細書に記載された主題
のいくつかの部分は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、または他の集積化方
式によって実装することができる。しかし、本明細書で開示された実施形態のいくつかの
態様が、全体においてまたは一部において、１つまたは複数のコンピュータ上で動作する
１つまたは複数のコンピュータプログラムとして（例えば、１つまたは複数のコンピュー
タシステム上で動作する１つまたは複数のプログラムとして）、１つまたは複数のプロセ
ッサ上で動作する１つまたは複数のプログラムとして（例えば、１つまたは複数のマイク
ロプロセッサ上で動作する１つまたは複数のプログラムとして）、ファームウェアとして
、あるいは実質上それらの任意の組合せとして、等価に集積回路に実装することができる
ことを、当業者は認識するであろうし、電気回路の設計ならびに／またはソフトウェアお
よび／もしくはファームウェアのコーディングが、本開示に照らして十分当業者の技能の
範囲内であることを、当業者は認識するであろう。さらに、本明細書に記載された主題の
メカニズムを様々な形式のプログラム製品として配布することができることを、当業者は
理解するであろうし、本明細書に記載された主題の例示的な実施形態が、実際に配布を実
行するために使用される信号伝達媒体の特定のタイプにかかわらず適用されることを、当
業者は理解するであろう。信号伝達媒体の例には、フロッピー（登録商標）ディスク、ハ
ードディスクドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ、デジタルテープ、コンピュータメモリ、などの記
録可能なタイプの媒体、ならびに、デジタル通信媒体および／またはアナログ通信媒体（
例えば、光ファイバケーブル、導波管、有線通信リンク、無線通信リンクなど）の通信タ
イプの媒体が含まれるが、それらには限定されない。
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【００７０】
　本明細書で説明したやり方で装置および／またはプロセスを記載し、その後そのように
記載された装置および／またはプロセスを、データ処理システムに統合するためにエンジ
ニアリング方式を使用することは、当技術分野で一般的であることを当業者は認識するで
あろう。すなわち、本明細書に記載された装置および／またはプロセスの少なくとも一部
を、妥当な数の実験によってデータ処理システムに統合することができる。通常のデータ
処理システムは、一般に、システムユニットハウジング、ビデオディスプレイ装置、揮発
性メモリおよび不揮発性メモリなどのメモリ、マイクロプロセッサおよびデジタル信号プ
ロセッサなどのプロセッサ、オペレーティングシステムなどの計算実体、ドライバ、グラ
フィカルユーザインターフェース、およびアプリケーションプログラムのうちの１つもし
くは複数、タッチパッドもしくはスクリーンなどの１つもしくは複数の相互作用装置、な
らびに／またはフィードバックループおよびコントロールモータを含むコントロールシス
テム（例えば、位置検知用および／もしくは速度検知用フィードバック、コンポーネント
の移動用および／もしくは数量の調整用コントロールモータ）を含むことを、当業者は理
解するであろう。通常のデータ処理システムは、データコンピューティング／通信システ
ムおよび／またはネットワークコンピューティング／通信システムの中に通常見られるコ
ンポーネントなどの、市販の適切なコンポーネントを利用して実装することができる。
【００７１】
　本明細書に記載された主題は、様々なコンポーネントをしばしば例示しており、これら
のコンポーネントは、他の様々なコンポーネントに包含されるか、または他の様々なコン
ポーネントに接続される。そのように図示されたアーキテクチャは、単に例に過ぎず、実
際には、同じ機能を実現する多くの他のアーキテクチャが実装可能であることが理解され
よう。概念的な意味で、同じ機能を実現するコンポーネントの任意の構成は、所望の機能
が実現されるように効果的に「関連付け」される。したがって、特定の機能を実現するた
めに組み合わされた、本明細書における任意の２つのコンポーネントは、アーキテクチャ
または中間のコンポーネントにかかわらず、所望の機能が実現されるように、お互いに「
関連付け」されていると見ることができる。同様に、そのように関連付けされた任意の２
つのコンポーネントは、所望の機能を実現するために、互いに「動作可能に接続」または
「動作可能に結合」されていると見なすこともでき、そのように関連付け可能な任意の２
つのコンポーネントは、所望の機能を実現するために、互いに「動作可能に結合できる」
と見なすこともできる。動作可能に結合できる場合の具体例には、物理的にかみ合わせ可
能な、および／もしくは物理的に相互作用するコンポーネント、ならびに／またはワイヤ
レスに相互作用可能な、および／もしくはワイヤレスに相互作用するコンポーネント、な
らびに／または論理的に相互作用する、および／もしくは論理的に相互作用可能なコンポ
ーネントが含まれるが、それらに限定されない。
【００７２】
　本明細書における実質的にすべての複数形および／または単数形の用語の使用に対して
、当業者は、状況および／または用途に適切なように、複数形から単数形に、および／ま
たは単数形から複数形に変換することができる。様々な単数形／複数形の置き換えは、理
解しやすいように、本明細書で明確に説明することができる。
【００７３】
　通常、本明細書において、特に添付の特許請求の範囲（例えば、添付の特許請求の範囲
の本体部）において使用される用語は、全体を通じて「オープンな（ｏｐｅｎ）」用語と
して意図されていることが、当業者には理解されよう（例えば、用語「含む（ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ）」は、「含むがそれに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　
ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈されるべきであり、用語「有する（ｈａｖｉｎｇ）」は
、「少なくとも有する（ｈａｖｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」と解釈されるべきであり、
用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」は、「含むがそれに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｅｓ
　ｂｕｔ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈されるべきである、など）。
導入される請求項で具体的な数の記載が意図される場合、そのような意図は、当該請求項
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において明示的に記載されることになり、そのような記載がない場合、そのような意図は
存在しないことが、当業者にはさらに理解されよう。例えば、理解の一助として、添付の
特許請求の範囲は、導入句「少なくとも１つの（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ）」および「
１つまたは複数の（ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」を使用して請求項の記載を導くことを含
む場合がある。しかし、そのような句の使用は、同一の請求項が、導入句「１つまたは複
数の」または「少なくとも１つの」および「ａ」または「ａｎ」などの不定冠詞を含む場
合であっても、不定冠詞「ａ」または「ａｎ」による請求項の記載の導入が、そのように
導入される請求項の記載を含む任意の特定の請求項を、単に１つのそのような記載を含む
実施形態に限定する、ということを示唆していると解釈されるべきではない（例えば、「
ａ」および／または「ａｎ」は、「少なくとも１つの」または「１つまたは複数の」を意
味すると解釈されるべきである）。同じことが、請求項の記載を導入するのに使用される
定冠詞の使用にも当てはまる。また、導入される請求項の記載で具体的な数が明示的に記
載されている場合でも、そのような記載は、少なくとも記載された数を意味すると解釈さ
れるべきであることが、当業者には理解されよう（例えば、他の修飾語なしでの「２つの
記載（ｔｗｏ　ｒｅｃｉｔａｔｉｏｎｓ）」の単なる記載は、少なくとも２つの記載、ま
たは２つ以上の記載を意味する）。さらに、「Ａ、ＢおよびＣ、などの少なくとも１つ」
に類似の慣例表現が使用されている事例では、通常、そのような構文は、当業者がその慣
例表現を理解するであろう意味で意図されている（例えば、「Ａ、Ｂ、およびＣの少なく
とも１つを有するシステム」は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢを共に、Ａおよび
Ｃを共に、ＢおよびＣを共に、ならびに／またはＡ、Ｂ、およびＣを共に、などを有する
システムを含むが、それに限定されない）。「Ａ、Ｂ、またはＣ、などの少なくとも１つ
」に類似の慣例表現が使用されている事例では、通常、そのような構文は、当業者がその
慣例表現を理解するであろう意味で意図されている（例えば、「Ａ、Ｂ、またはＣの少な
くとも１つを有するシステム」は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢを共に、Ａおよ
びＣを共に、ＢおよびＣを共に、ならびに／またはＡ、Ｂ、およびＣを共に、などを有す
るシステムを含むが、それに限定されない）。２つ以上の代替用語を提示する事実上いか
なる離接する語および／または句も、明細書、特許請求の範囲、または図面のどこにあっ
ても、当該用語の一方（ｏｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｅｒｍｓ）、当該用語のいずれか（ｅ
ｉｔｈｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｅｒｍｓ）、または両方の用語（ｂｏｔｈ　ｔｅｒｍｓ）
を含む可能性を企図すると理解されるべきであることが、当業者にはさらに理解されよう
。例えば、句「ＡまたはＢ」は、「Ａ」または「Ｂ」あるいは「ＡおよびＢ」の可能性を
含むことが理解されよう。
【００７４】
　さらに、本開示の特徴または態様がマーカッシュグループによって記述される場合、そ
れによって、本開示はマーカッシュグループの任意の個々メンバまたはメンバのサブグル
ープによっても記述されることを当業者は理解されよう。
【００７５】
　当業者は理解するであろうが、明細書を与えることに関してなど、あらゆる目的につい
て、本明細書で開示するすべての範囲は、本明細書のあらゆる可能な部分範囲および部分
範囲の組合せをも包含する。任意の列挙される範囲は、少なくとも等しい半分、１／３、
１／４、１／５、１／１０などに分割される同じ範囲を十分に記述し、可能にするものと
して容易に理解することができる。非限定的な例として、本明細書で論じた各範囲を、下
側の１／３、中央の１／３、および上側の１／３などに容易に分割することができる。や
はり当業者は理解するであろうが、「最大」、「少なくとも」などのすべての言い回しは
記載の数を含み、上記で論じた部分範囲にその後で分割することのできる範囲を指す。最
後に、当業者は理解するであろうが、範囲はそれぞれの個々のメンバを含む。したがって
、例えば、１～３個のセルを有するグループは、１、２、または３個のセルを有するグル
ープを指す。同様に、１～５個のセルを有するグループは、１、２、３、４、または５個
のセルを有するグループを指し、以下同様である。
【００７６】
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　上記から、本開示の様々な実施形態を例示のために本明細書で説明したこと、および本
開示の範囲および趣旨から逸脱することなく様々な修正を行えることを理解されよう。し
たがって、本明細書で開示した様々な実施形態は限定を意図するものでなく、真の範囲お
よび趣旨は以下の特許請求の範囲によって示される。

【図２】 【図３】
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