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(57)【要約】
１実施形態では、方法は、コンピューティング・デバイ
スによって、デバイス上に表示するために、画像の起点
位置を決定することと、画像の次の位置を決定すること
とを含む。方法は、デバイスの事前決定された動きが検
出された場合、その起点位置にある画像を描画すること
をさらに含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　コンピューティング・デバイスによって、該デバイス上に表示するために、画像の起点
位置を決定すること、
　該コンピューティング・デバイスによって、該画像の次の位置を決定すること、
　該コンピューティング・デバイスによって、該デバイスの事前決定された動きが検出さ
れた場合、起点位置にある該画像を表示すること、を備える方法。
【請求項２】
　前記コンピューティング・デバイスによって、前記画像の寸法に少なくとも部分的に基
づいた、前記画像のスクロール範囲を決定すること、
　前記コンピューティング・デバイスによって、前記デバイスの初期の傾けを決定するこ
と、
　前記コンピューティング・デバイスによって、前記デバイスの第２の傾けを決定するこ
と、
　前記コンピューティング・デバイスによって、該スクロール範囲、前記起点位置、該初
期の傾け、および該第２の傾けに少なくとも部分的に基づいて、前進パラメータを決定す
ること、
　前記コンピューティング・デバイスによって、該前進パラメータに少なくとも部分的に
基づいて、前記画像のスクロール提示を表示すること、をさらに備える請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記事前決定された動きが、ある量の前記第２の傾けを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記事前決定された動きが、ある変化率の前記第２の傾けを含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項５】
　前記事前決定された動きが、傾動軸の周りの前記デバイスの回転を含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記事前決定された動きが、
　事前決定された量の前記回転、または
　前記回転が生じる事前決定された長さの時間
　をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記事前決定された動きが生じた後、事前決定された長さの時間が過ぎてから、前記画
像が、表示される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記事前決定された長さの時間にわたって、前記デバイスを実質的に静止させた後で、
前記画像が表示される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記起点位置にある前記画像を表示することが、前記事前決定された動きの間、定期的
に生じる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　初期の配向において前記画像を表示することは、
　前記画像が配置し直されつつあるか、または配置し直されることを示す視覚的インジケ
ータをディスプレイ上に提供することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　１つまたは複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒体であって、
　実行されると、
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　デバイス上に表示するために、画像の起点位置を決定すること、
　該画像の次の位置を決定すること、
　該デバイスの事前決定された動きが検出された場合、起点位置にある該画像を表示する
こと、を実行するように動作可能なソフトウェアを実装する１つまたは複数のコンピュー
タ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１２】
　前記ソフトウェアが、実行されると、
　前記画像の寸法に少なくとも部分的に基づいた、前記画像のスクロール範囲を決定する
こと、
　前記デバイスの初期の傾けを決定すること、
　前記デバイスの第２の傾けを決定すること、
　該スクロール範囲、前記起点位置、該初期の傾け、および該第２の傾けに少なくとも部
分的に基づいて、前進パラメータを決定すること、
　該前進パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記画像のスクロール提示を表示す
ること、を実行するようにさらに動作可能である、請求項１１に記載の１つまたは複数の
コンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１３】
　前記事前決定された動きが、ある量の前記第２の傾けを含む、請求項１２に記載の１つ
または複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１４】
　前記事前決定された動きが、ある変化率の前記第２の傾けを含む、請求項１２に記載の
１つまたは複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１５】
　前記事前決定された動きが、傾動軸の周りの前記デバイスの回転を含む、請求項１１に
記載の１つまたは複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１６】
　前記事前決定された動きが、
　事前決定された量の前記回転、または
　前記回転が生じる事前決定された長さの時間
　をさらに含む、請求項１５に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒
体。
【請求項１７】
　実行されると、前記デバイスの事前決定された動きが検出された場合に、前記起点位置
にある前記画像を表示することを実行するように動作可能な前記ソフトウェアが、
　実行されると、前記事前決定された動きが生じた後、事前決定された長さの時間が過ぎ
てから、前記画像を表示することを実行するように動作可能なソフトウェアを含む、請求
項１１に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１８】
　実行されると、前記事前決定された動きが生じた後、事前決定された長さの時間が過ぎ
てから、前記画像を描画することを実行するように動作可能な前記ソフトウェアが、
　実行されると、前記事前決定された長さの時間にわたって、前記デバイスを実質的に静
止させた後で、前記画像を表示することを実行するように動作可能なソフトウェアを含む
、請求項１７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１９】
　実行されると、前記デバイスの事前決定された動きが検出された場合、前記起点位置に
ある前記画像を表示することを実行するように動作可能な前記ソフトウェアが、
　実行されると、前記事前決定された動きの間、前記画像を定期的に表示することを実行
するように動作可能なソフトウェアを含む、請求項１１に記載の１つまたは複数のコンピ
ュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項２０】
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　システムであって、
　１つまたは複数のプロセッサと、
　該１つまたは複数のプロセッサに結合され、該１つまたは複数のプロセッサによって実
行可能な命令を含むメモリと、を備え、
　該１つまたは複数のプロセッサが、該命令を実行したときに、
　デバイス上に表示するために、画像の起点位置を決定すること、
　該画像の次の位置を決定すること、
　該デバイスの事前決定された動きが検出された場合、起点位置にある該画像を表示する
こと、を実行するように動作可能である、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、電子デバイス上にコンテンツを表示することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、タブレット・コンピュータ、またはラップトップ・コンピュータなど
モバイル・コンピューティング・デバイスは、ＧＰＳ受信機、方位磁石、ジャイロスコー
プ、または加速度計など、その場所、方向、または向きを決定するための機能を含むこと
がある。そのようなデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信、近距離通信（Ｎ
ＦＣ）、もしくは赤外線（ＩＲ）通信、またはワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）もしくはセルラ電話ネットワークなど、無線通信のための機能も含む。
そのようなデバイスは、１つまたは複数のカメラ、スキャナ、タッチ・スクリーン、マイ
クロフォン、またはスピーカも含むことがある。モバイル・コンピューティング・デバイ
スはまた、ゲーム、ウェブ・ブラウザ、またはソーシャルネットワーキング・アプリケー
ションなど、ソフトウェア・アプリケーションを実行することができる。ソーシャルネッ
トワーキング・アプリケーションを用いて、ユーザは、自分のソーシャル・ネットワーク
内の他のユーザとつながり、通信し、情報を共有することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　特定の実施形態では、起点位置にある画像を、デバイス上に表示することができる。例
えば、画像は、画像全体をディスプレイ上に収めるには大きすぎることがあり、したがっ
て、ユーザが、例えば、ディスプレイ上で画像をスクロールさせることによって、ディス
プレイ上で見てゆくことができる部分を有することができる。デバイスは、変化を検出し
て、ディスプレイ上における画像の提示を更新することができる。例えば、ユーザが画像
をスクロールさせてゆくと、画像の現在位置は、起点位置に対して変化し、デバイスは、
その変化を記録すること、またはそうでなければ計算することができる。特定の実施形態
では、デバイスの事前決定された動きは、ディスプレイ上において、画像をその起点位置
に配置し直すことができる。言い換えると、デバイスの動き（またはその動きの属性）は
、画像の配置し直しを引き起こすために事前決定された動きまたは対応する属性に一致す
ることができる。例えば、事前決定された動きは、デバイスの回転もしくは回転速度、デ
バイスの傾けもしくは傾動速度、デバイスの加速度、またはそれらの任意の適切な組み合
わせとすることができる。特定の実施形態では、事前決定された動きは、画像の配置し直
しを引き起こすために事前決定された、そうでなければ、例えば、画像のスクロールなど
によって、画像の提示の変化を引き起こしたであろう動きとすることができる。例えば、
デバイスを傾けると、通常であれば、画像のスクロールを引き起こすことができるが、あ
る度数の傾け動作、またはある長さの時間内の傾け動作は、代わりに、画像を配置し直す
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
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【図１Ａ】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールを示すワイヤ
フレーム。
【図１Ｂ】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールを示すワイヤ
フレーム。
【図１Ｃ】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールを示すワイヤ
フレーム。
【図１Ｄ】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールを示すワイヤ
フレーム。
【図１Ｅ】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールを示すワイヤ
フレーム。
【図１Ｆ】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールを示すワイヤ
フレーム。
【図２】本明細書で開示される特定の実施形態による、画像をスクロールさせるための例
示的な方法を示す図。
【図３】例示的なコンピュータ・システムを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　画像が、画像全体を１度に表示するには十分な大きさを有さない画面上に表示される場
合、特定の実施形態は、ユーザが、傾け動作を用いることによって、１つまたは複数の方
向に画像をスクロールさせることを可能にすることができる。画像は、限定ではなく、例
として、写真、フォト・アルバムとして表された多数の写真、電子メールのリスト、ウェ
ブ・ページ、地図、広告、音楽のライブラリの視覚的表現、ビデオ・ゲーム、映画もしく
は他の合理化グラフィカル・コンテンツ（streamlining graphical content）、または技
術的な図を含む、画面上に表示することができる任意の適切な視覚的コンテンツを含むこ
とができる。
【０００６】
　コンピューティング・デバイスは、画像のスクロール範囲を決定し、ジャイロスコープ
、磁気計、または加速度計などの任意の適切な傾きセンサ（orientation sensor）に従っ
て、初期の傾き（initial tilt）を測定することができる。コンピューティング・デバイ
スは、画像の起点位置を決定することができる。コンピューティング・デバイスは、スク
ロールを起動するための閾値が満たされたことを示す指示（indication）を傾きセンサか
ら受け取ると、センサからの入力およびスクロール範囲に基づいて、前進パラメータを計
算する。その後、コンピューティング・デバイスは、前進パラメータに基づいて、画像の
提示を更新する。コンピューティング・デバイスは、動きが検出されたことを示す指示を
センサから受け取り続けるのにつれて、画像の提示を適切に更新し続ける。コンピューテ
ィング・デバイスは、起点位置を修正するためのユーザ入力も受け取ることができ、その
時点から、スクロールは、新しい起点位置に基づいて継続することができる。
【０００７】
　図１Ａ～図１Ｆは、本明細書で開示される特定の実施形態による、画像のスクロールに
ついての例示的な使用事例を示すワイヤフレームである。図１Ａに示されるように、ユー
ザは、スマートフォンなどのコンピューティング・デバイスを使用して、海辺の景色を写
したパノラマ写真を見ることができるが、パノラマ写真は、画像全体が画面上に現れるよ
うにサイズ変更した場合、望ましいサイズよりも小さくなることがある。コンピューティ
ング・デバイスの実施形態は、図３に関してさらに詳細に説明される。ユーザは、画像上
でズームインを行って、図１Ｂに示されるように、画像の縦の大きさ全部がディスプレイ
領域全体を満たすようにすることができることがある。この時点において、ユーザは、画
像平面内の軸（例えば、図１Ｂにおいて破線で示された縦軸など）を軸としてスマートフ
ォンを左右に傾けて、パノラマ画像を前後にスクロールさせ、パノラマ画像の全体を画像
の左端から画像の右端へと、また右端から左端へと見てゆくことができる。別例として、
ユーザは、スマートフォンを使用して、連絡先リストを見ることができ、別の軸（例えば
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、画像平面内の横軸など）を軸としてスマートフォンを上下に傾けて、連絡先リストをス
クロールさせることができる。別例では、ユーザは、スマートフォンを使用して、地図を
見ることができ、表示画面の平面内の横軸および／または縦軸など、任意の適切な軸を軸
としてスマートフォンを任意の方向に傾けて、地図をスクロールさせることができる。本
開示の範囲内では、「傾ける（tilting）」は、適切な傾きセンサによって測定すること
ができる任意の動作を指し、「傾け（tilt）」の測定は、センサによって測定することが
できるロール、ピッチ、ヨー、またはそれらの任意の組み合わせの任意の測定を指す。本
明細書で説明されるいくつかの実施形態は、傾けがその周りで行われ得る単一の軸に言及
することがあるが、本開示は、任意の適切な軸または軸の組の周りの傾けを企図している
。
【０００８】
　特定の実施形態では、図１Ｂに示された例に示されるように、（ズームイン・コマンド
を受け取った直後に）画像が表示されたとき、写真は、パノラマ画像全体に関して、その
中央が提示されるように提示され、この例示的な起点位置は、スクロールがそこから開始
することができる画像内の位置である。特定の実施形態では、起点位置は、特定のアプリ
ケーションに従って、画像内の何らかの位置に設定することができる。例えば、ユーザが
、１つまたは複数の本を視認によって見つけるために、図書館の本棚のパノラマ画像を眺
めてゆくように求められるアプリケーションでは、起点位置は、画像の左端に設定するこ
とができる。連絡先リストの別例では、起点位置は、リストの最上部、または選択された
アルファベット文字についての連絡先リスト内の最初のエントリに設定することができ、
ユーザは、そこからスクロールダウンすること（およびスクロールアップして戻ること）
ができる。特定の実施形態では、起点位置は、ユーザ選択に従って、画像内の何らかの位
置に設定することができる。例えば、米国の地図を表示する場合、起点位置は、ユーザに
よって選択された場所（例えば、グランド・キャニオン地域）に設定することができ、ユ
ーザは、そこから地図を任意の方向にスクロールさせることができる。特定の実施形態で
は、起点位置は、関連する要因に従って、画像内の適切な位置に設定することができる。
【０００９】
　特定の実施形態では、図１Ｂに示された例に示されるように、（やはり、ズームイン・
コマンドを受け取った直後に）画像が表示されたとき、コンピューティング・デバイスは
、スクロールを開始するようにユーザを促す、および／またはそのような機能が利用可能
であることをユーザに通知する、視覚的インジケータも表示することができる。インジケ
ータは、スクロールがどちらの方向に可能であるかを示すことができ、図１Ｂに示される
ように、スクロールは、両方向に可能であり、一方、図１Ｆでは、（画像の端に達してい
るので）スクロールは、１方向にのみ可能である。
【００１０】
　図１Ｃ～図１Ｆは、図１Ａのパノラマ写真のズームイン表示を、図１Ｂに示されるよう
な起点位置および傾動軸の周りの０°の例示的な初期の傾けから開始して、スクロールさ
せる例を示している。図１Ｃ～図１Ｆに示されるように、ユーザが、コンピューティング
・デバイスを初期の傾けから（コンピューティング・デバイスを保持しているユーザに対
して）時計回りに傾け始めると、コンピューティング・デバイスは、傾動軸の周りの第２
の傾け（second tilt）を測定することによって、動きを検出する。特定の実施形態では
、第２の傾けは、初期の傾けを起点に測定することができる。特定の実施形態では、第２
の傾きおよび初期の傾けは、基準傾き、例えば、０°を起点に測定することができる。特
定の実施形態では、スクロールを起動するための閾値が満たされると（例えば、コンピュ
ーティング・デバイスを初期の傾けからいずれかの方向に２°の最小変化分よりも大きく
傾けると、またはコンピューティング・デバイスをいずれかの方向に最小回転速度よりも
速く傾けると）、コンピューティング・デバイスは、以下でより完全に説明されるように
、測定された傾けに従って、画像をスクロールさせ始める。図１Ｃ～図１Ｆに示されるよ
うに、傾けが増加するにつれて、画像がスクロールされる量も、増加することができ、そ
れは、端に達するのに必要な度数までユーザがコンピューティング・デバイスを傾けて、



(7) JP 2016-535363 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

図１Ｆにあるように、画像の端に達するまで増加することができる。
【００１１】
　図２は、特定の実施形態による、画像をスクロールさせるための例示的な方法２００を
示している。方法は、工程２１０において開始することができ、コンピューティング・デ
バイスは、表示するために画像を描画し、提示する。特定の実施形態では、コンピューテ
ィング・デバイスは、統合ディスプレイ画面（integrated display screen）を有するハ
ンドヘルド・デバイスを含むことができる。特定の実施形態では、コンピューティング・
デバイスは、外部ディスプレイ画面に接続することができる。本開示の範囲内では、第１
の構成要素が第２の構成要素に接続されると言われるのは、それが（例えば、ワイヤもし
くはコードを介して）物理的に接続される場合、（例えば、ブルートゥース、近距離無線
通信（ＮＦＣ）、ＲＦ、もしくはＷｉ－Ｆｉを介して）無線で接続される場合、または他
の任意の種類のネットワーク（例えば、ＬＡＮ、プライベートＷＡＮ、もしくはインター
ネット）を通して接続される場合である。
【００１２】
　工程２２０において、コンピューティング・デバイスは、軸に対して画像のスクロール
範囲を決定する。特定の実施形態では、スクロール範囲は、画像のアスペクト比および画
像の絶対寸法に基づいて決定され、例えば、ｓｃｒｏｌｌＲａｎｇｅ＝（（ｐｈｏｔｏＷ
ｉｄｔｈ／ｐｈｏｔｏＨｅｉｇｈｔ）×（ＤＥＧＲＥＥＳ＿ＴＯ＿ＲＡＤＩＡＮＳ（ｔｉ
ｌｔＲａｎｇｅ）／（ｌｅｎｇｔｈ／ｈｅｉｇｈｔ）））であり、ここで、ｔｉｌｔＲａ
ｎｇｅは、画像の１端から反対端までのスクロールに必要とされる傾けの度数であり、ｌ
ｅｎｇｔｈ×ｈｅｉｇｈｔは、画像のアスペクト比である（ここでｌｅｎｇｔｈは、スク
ロールがそれに沿って生じ得る次元である）。ｔｉｌｔＲａｎｇｅパラメータは、画像の
アスペクト比に従って変化することができ、その結果、アスペクト比が３×１であるパノ
ラマ画像の長さ方向のスクロールの場合、より大きいｔｉｌｔＲａｎｇｅを使用すること
ができ、一方、３×３の画像の長さ方向のスクロールの場合、より小さいｔｉｌｔＲａｎ
ｇｅを使用することができる。特定の実施形態では、ｔｉｌｔＲａｎｇｅは、ユーザが画
面を見るのに苦労するような大きさまでデバイスを傾ける必要がないことを保証するため
に制約を受けることもある。特定の実施形態では、スクロール範囲は、デバイスの向きに
基づくことができる。例えば、長方形ディスプレイを有するデバイスは、デバイスがラン
ドスケープ・モードで見られているか、それともポートレート・モードで見られているか
に基づいて、画像の様々な部分を提示することができ、したがって、デバイスがランドス
ケープ・モードで見られているか、それともポートレート・モードで見られているかに基
づいて、画像の寸法に対して様々なスクロール範囲を計算することができる。
【００１３】
　工程２３０において、コンピューティング・デバイスは、例えば、ジャイロスコープ・
センサを使用して、初期の傾けを測定する。初期の傾けは、初期の傾けの以降の変化がそ
こを起点に測定される基準点とすることができる。例えば、デバイスを保持しているユー
ザが、それをほぼ完璧に水平に保持しているために、統合ジャイロスコープを有する、横
向きでパノラマ画像を表示しているハンドヘルド・コンピューティング・デバイスが、デ
バイスを高さ方向に貫く軸に対する傾けを０．３°であると測定した場合、デバイスによ
って登録される、以降の動作に関して測定されるいずれの傾けも、初期の傾けからの変化
分として測定される。特定の実施形態では、ユーザがその同じ画像を見ている間に全般的
な向きが変化した場合（例えば、ユーザがスマートフォンを使用しながら横向きに寝た場
合）、コンピューティング・デバイスは、ディスプレイに関して画像の提示をスクロール
させるための軸を保ちながら、以降の傾け測定を適切に適用して、以下でより十分に説明
される前進パラメータを決定するために、初期の傾けを更新することができる。デバイス
によって登録される、以降の動作に関して測定されるいずれの傾けも、更新された初期の
傾けからの変化分として測定される。図１Ｂに示された例に示されるように、初期の傾け
は、０°と測定される。特定の実施形態では、コンピューティング・デバイスは、統合ジ
ャイロスコープを有するハンドヘルド・デバイスを含むことができる。特定の実施形態で
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は、コンピューティング・デバイスは、ジャイロスコープを備える外部ハンドヘルド・コ
ントローラに接続することができる。
【００１４】
　工程２４０において、コンピューティング・デバイスは、起点位置を決定する。図１Ｂ
に関して上で説明されたように、起点位置は、特定のアプリケーションに従って、ユーザ
選択に従って、画像内の特定の位置に設定することができ、または関連する要因に従って
、画像内の適切な位置に設定することができる。
【００１５】
　工程２５０において、コンピューティング・デバイスは、１つまたは複数の要因に基づ
いて、（例えば、画像のスクロールの起動などによって）画像提示を更新するかどうかを
決定する。特定の実施形態では、要因は、軸の周りの第２の傾け（すなわち、初期の傾け
以降の傾け）とすることができる。例えば、第２の傾けは、初期の傾けに対して測定する
ことができ、または初期の傾けおよび第２の傾けの両方がそこを起点に測定される基準傾
きに対して測定することができる。
【００１６】
　上述されたように、スクロールを起動するために、閾値を使用することができる。閾値
起動は、意図しない手の震えが原因の、または乗物に乗っているなど、不安定な環境が原
因のデバイスの動きなどによる、意図しないスクロールを防止する助けとなり得る。例示
的な１実施形態では、閾値は、測定された傾けの、初期の傾けに対する、いずれかの方向
における最小変化を含むことができる。例示的な別の実施形態では、閾値は、（例えば、
スクロール機能がコンピューティング・デバイスの急激な傾け動作によって起動される場
合の）いずれかの方向における最小回転速度を含むことができる。
【００１７】
　特定の実施形態では、画像提示を更新するかどうかの決定は、第１の軸の周りのデバイ
スの回転速度を、第２の軸または第２の軸の成分の周りのデバイスの回転速度と比較する
ことを含む。例えば、第１の軸は、初期の傾けの成分がその周りで測定される軸とするこ
とができる。上述されたように、特定の実施形態では、その軸は、画像平面内に存在する
ことができる。第２の軸は、例えば、第１の軸と直交する軸など、他の任意の適切な軸と
することができる。同様に、第２の軸の成分は、例えば、第１の軸と直交する成分など、
その軸の任意の適切な成分とすることができる。第２の軸は、第１の軸と直交する画像平
面内に存在し、画像がスクロール範囲を有さない次元に沿った方向に延びることができる
。第１の軸の周りの回転速度と、（本明細書で使用される場合、必要に応じて、第２の軸
の成分の周りの回転速度を含む）第２の軸の周りの回転速度は、第２の軸の周りの回転速
度の第１の軸の周りの回転速度に対する比を決定することによって、比較することができ
る。特定の実施形態では、その比は、閾値と比較することができ、比が閾値よりも大きい
場合、画像提示は更新されない。例えば、第１の軸の周りの回転速度のパーセンテージで
示した第２の軸の周りの回転速度が、（例えば、０．５５などの）閾値よりも大きい場合
、画像のスクロールは、生じなくてよい。
【００１８】
　特定の実施形態では、画像提示を更新するかどうかの決定は、デバイスの加速度に基づ
いて変化する可変閾値の使用を含む。例えば、閾値は、デバイスの加速度が増加したとき
に、増加することができる（すなわち、デバイスの加速度が相対的に大きいときは、画像
をスクロールさせるために、より意図的に傾けることが必要とされる）。閾値は、デバイ
スの加速度が減少するにつれて、減少することができる。特定の実施形態では、閾値は、
最大閾値と最小閾値の間で、加速度の関数として増加することができ、加速度の（同じま
たは異なる）関数として減少することができる。特定の実施形態では、加速度は、直線加
速度（すなわち、デバイスの速度ベクトルの大きさの変化）、角加速度、デバイスの速度
ベクトルの方向の変化、またはそれらの任意の適切な組み合わせを含むことができる。閾
値は、例えば、デバイスの傾けの度数、デバイスの回転速度、２つの異なる軸の周りのデ
バイスの回転速度の比（例えば、上で説明された比）、またはそれらの任意の適切な組み
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合わせなど、任意の適切なメトリックと比較することができる。
【００１９】
　工程２６０において、コンピューティング・デバイスは、センサからの入力およびスク
ロール範囲に基づいて、画像をいかにスクロールさせるかを示す前進パラメータを計算す
る。例えば、前進パラメータは、実行されるスクロールの量、スクロールを実行すべきス
ピード、その両方、または他の任意の適切なパラメータを含むことができる。前進パラメ
ータは、限定ではなく、例として、（１）初期の傾け測定、（２）傾きセンサによって報
告された現在の（すなわち、第２の）傾け測定、（３）ジャイロスコープによって報告さ
れた先行する傾け測定と現在の傾け測定との間の変化分であって、傾きセンサが、ある間
隔で測定をサンプリングすることができる、変化分、（４）傾きセンサによって報告され
た先行する傾け測定と現在の傾け測定との間の変化分に基づいて計算される回転、（５）
最後の傾け測定について決定される、絶対位置に対する起点位置のオフセット、または（
６）傾きセンサによって通知された現在の傾け測定について決定される、絶対位置に対す
る起点位置のオフセットを含む、１つまたは複数の属性を含むことができる。特定の実施
形態では、ユーザのデバイスの持ち方の緩やかな変化がスクロールをトリガしないように
するために、前進パラメータは、最小回転速度を満たすことが必要とされることがある。
【００２０】
　特定の実施形態では、（ユーザがスクロール範囲を超えてスクロールすることができな
いように）入力データを画像の寸法に制限するために、入力を切り詰めることができる。
特定の実施形態では、ジャイロスコープから受け取った入力データは、手の震えに起因す
る揺れを低減または除去して、滑らかなスクロール動作を生み出すために、平滑化するこ
とができる。入力の平滑化は、（入力内のスパイクを除去するために）ローパス・フィル
タを入力データに適用すること、および／または（途切れずに進行する滑らかなスクロー
ル動作を生み出すために）ＲＫ４（ルンゲ－クッタ）ソルバを入力データに適用すること
を含むことができる。
【００２１】
　工程２７０において、コンピューティング・デバイスは、前進パラメータ（progress p
arameter）に基づいて、画像のスクロールを示すために画像提示を更新する。画像提示は
、仮想ばね効果などの特別な効果を含むことができる（例えば、画像は、画像の端に向か
ってスクロールされて、端に「ぶつかった」ときに跳ね返り、および／または画像スクロ
ールは、端が近づいて、仮想ばねがより大きく引き延ばされるにつれて遅くなる）。特定
の実施形態では、画面上に表示される画像の動きは、仮想ばねの１方の端を起点位置にあ
る画像に取り付け、仮想ばねの別の端を画面上の位置（例えば、画面の中心、画面の角隅
、または画面の端）に取り付けることによって、シミュレートすることができる。任意の
数の仮想ばねをオブジェクトに取り付けることができる。特定の実施形態では、オブジェ
クトの動きは、フックの法則：Ｆ＝－ｋｘに基づいて決定することができ、ここで、ｘは
、その平衡位置からのばねの端部の変位（例えば、距離、ＳＩ単位では、メートル）であ
り、Ｆは、その端部においてばねによってもたらされる復元力（ＳＩ単位では、Ｎまたは
ｋｇ・ｍ／ｓ２）であり、ｋは、レートまたはばね定数と呼ばれる定数（ＳＩ単位では、
Ｎ／ｍまたはｋｇ／ｓ２）である。この等式が成り立つ場合、挙動は線形であると言われ
る。等式の右辺に負の符号が存在するのは、復元力は、常に、変位とは反対方向に働くた
めである（例えば、ばねが左に引き延ばされる場合、ばねは右に引き戻される）。一般に
、ばねの動きを決定する際、以下の特性、すなわち、質量、減衰、ばね剛性、ばね静止長
が関与する。いくつかの実施では、仮想質量をオブジェクトに割り当てることができる。
【００２２】
　特定の実施形態では、仮想ばねは、表示される画像の属性に基づいて、異なる状態値を
有することができる。ばねは、オブジェクトの動きのアニメーション系列がより自然らし
く見えるようにするために、切れる代わりに、１組の状態値から別の組へと傾斜すること
ができる。例えば、アニメーションにおいて使用されるばねのきつさ、または１組の状態
値から別の組への傾斜のレベルを決定するために、画像の端と起点位置との間の距離を使
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用することができる。
【００２３】
　特定の実施形態では、物理学エンジンが、ばねの動きをシミュレートするアルゴリズム
を実施する。１つまたは複数の仮想ばねをオブジェクトに取り付けることができる。例え
ば、画面上に表示された画像のスクロールを起動するために、コンピューティング・デバ
イスが傾けられた場合、画像内の起点位置に仮想ばねを取り付けることができる。オブジ
ェクトが動く（例えば、傾け動作によってスクロールされる）とき、オブジェクトの動き
が、ばねの動きの物理学に基づいて、アニメーション化されるように、その動きは、仮想
ばねの経路を辿る。特定の実施形態では、アルゴリズムは、張力、質量、減衰効果、測定
された傾けなどの変数を考慮することができる。例として、画像が、起点位置から離れて
、端に近づくようにスクロールされる（それによって、ばねをより大きく引き延ばす）場
合、スクロール・スピードは、低下することが可能である。反対に、画像が、起点位置に
戻るようにスクロールされる場合、スクロール・スピードは、スピードアップすることが
可能である。別例において、画像が、起点位置から離れるようにスクロールされ、端に「
ぶつかった」場合、画像は、端に達して跳ね返ったように見えることが可能である。
【００２４】
　特定の実施形態では、オブジェクト上でズームインが行われた場合、オブジェクトは、
サイズが大きくなる。オブジェクト上でズームアウトが行われた場合、オブジェクトは、
サイズが小さくなる。オブジェクトのサイズの変化は、アニメーション系列で描写するこ
とができ、オブジェクトの動きは、ばねの動きに基づくことができる。特定の実施形態で
は、オブジェクトが、最終目的位置に向かって移動する場合、オブジェクトの中間位置は
、ばねの動きに基づいて補間することができる。起点位置が、新しい起点位置の指定に基
づいて修正される場合、仮想ばねは、新しい起点位置に取り付け直すことができる。
【００２５】
　工程２８０において、ユーザがコンピューティング・デバイスを傾け続けている場合、
コンピューティング・デバイスは、センサが動きを検出していることを示す継続的な標識
を受け取ることができる。特定の実施形態では、図２の方法は、センサが実質的に連続的
な動きを検出する限り、工程２６０から繰り返すことができる。特定の実施形態では、コ
ンピューティング・デバイスが、閾値期間よりも長い間、動きがないことを検出した場合
、またはコンピューティング・デバイスが、センサによって検出された動作の大きさが閾
値よりも下がったことを検出した場合、コンピューティング・デバイスは、工程２５０に
戻ることができ、または画像を自動的にパンしていくことができる。
【００２６】
　工程２８５において、デバイスは、画像をその起点位置に戻すべきであることを示す入
力を受け取る。特定の実施形態では、起点位置は、事前決定された動きの直前の画像の位
置とすることができる。入力は、任意の適切なタイプのものとすることができる。例えば
、入力は、デバイスの事前決定された動きとすることができる。本明細書で使用される場
合、適切なときは、「事前決定された動き」は、動き、その動きの属性もしくは態様、ま
たはその両方を含む。例えば、事前決定された動きは、特定の振動数で、特定の持続時間
にわたって、または特定の力の量で、デバイスを振ることを含むことができる。
【００２７】
　特定の実施形態では、事前決定された動きは、例えば、傾動軸の周りのある量の第２の
傾けなど、任意の適切な軸の周りのデバイスの回転を含むことができる。例えば、事前決
定された動きは、初期の傾けに対して少なくとも９０°の傾けとすることができる。別例
として、事前決定された動きは、例えば、少なくとも１８０°の回転など、適切な基準点
に対するある量の回転とすることができる。別例として、事前決定された動きは、事前決
定された長さの時間内の回転を含むことができる。特定の実施形態では、事前決定された
動きは、例えば、第２の傾けと関連付けられた加速度など、傾けと関連付けられた加速度
を含むことができる。例えば、事前決定された動きは、（少なくとも１０πラジアン毎秒
毎秒など）相対的に高い角加速度の傾けとすることができる。特定の実施形態では、事前
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決定された動きは、画像のスクロール範囲の限界を超えて画像をスクロールさせようとす
る試みとなる動きとすることができる。特定の実施形態では、視覚的インジケータは、画
像が配置し直されようとしていることをユーザに通知することができる。例えば、スクロ
ール範囲の端に達したとき、画像のばねに似た跳ね返りなどの効果は、画像が配置し直さ
れつつある、または配置し直されようとしていることを示すことができる。
【００２８】
　特定の実施形態では、事前決定された動きは、事前決定されていなければ画像をスクロ
ールさせる動き、すなわち、工程２５０において必要とされたデバイスに画像提示の更新
を決定させる動きとすることができる。例えば、初期の傾けに続く傾動軸の周りの第２の
傾けは、画像のスクロールを引き起こすことができ、（傾けの度数、傾けの変化率、また
は他の任意の適切な態様など）傾けの特定の態様は、事前決定された動きとすることがで
きる。それらの事前決定された動きは、事前決定されていなければ工程２５０の要件を満
たすにもかかわらず、デバイス上で画像をスクロールさせることを意図していない動きを
識別するために使用することができる。例えば、ユーザは、ユーザの向かいに座っている
友人に画像が表示されることを望むことがあり、その友人に画像が表示されるようにデバ
イスを回転させることがある。デバイスの回転は、スクロールを引き起こし得るが、回転
の度数、回転のスピード、回転の突然の停止もしくは回転の特定の地点（例えば、１８０
°）における回転の停止、またはそれらの任意の組み合わせは、デバイスの回転の直前の
起点位置などの起点位置に画像を戻す事前決定された動きとすることができる。したがっ
て、画像は、それが回転前にユーザに見えていたように、友人に表示される。
【００２９】
　特定の実施形態では、事前決定された動きの間中、定期的に配置し直しが生じる。特定
の実施形態では、事前決定された動きの終了時に、配置し直しが生じる。例えば、配置し
直しは、事前決定された動きが完了してから事前決定された時間が経過した後に生じるこ
とができる。別例として、配置し直しは、事前決定された動きが完了し、ある期間にわた
ってデバイスを実質的に静止させた後に生じることができる。
【００３０】
　工程２９０において、コンピューティング・デバイスは、起点位置を新しい起点位置に
修正するための入力を受け取ることができる。ユーザは、起点位置から離れて新しい位置
に向かうようにスクロールした後、（例えば、新しい位置上でクリックし、指で押さえる
ことで）起点位置を新しい位置に修正することができる。その場合、コンピューティング
・デバイスは、新しい起点位置を決定するために、工程２４０に戻ることができ、その後
、新しい起点位置に基づいて、スクロール機能を提供し続けることができる。
【００３１】
　特定の実施形態では、画像が画面上に最初に表示されるとき、画像を１度自動的にパン
してゆくことができ、その後、パンが完了すると、画像は、コンピューティング・デバイ
スを傾けることによってスクロールさせる方法で利用可能にすることができる。画像をパ
ンしてゆくことに関連して、特定の実施形態は、限定としてではなく、例として、本願明
細書に援用される、２０１２年１１月１４日に出願された「画像パンおよびズーム効果（
Ｉｍａｇｅ　Ｐａｎｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｚｏｏｍｉｎｇ　Ｅｆｆｅｃｔ）」と題する米国
特許出願第１３／６７６８３１号において開示されている、１つまたは複数のシステム、
コンポーネント、要素、機能、方法、操作、または工程を利用することができる。
【００３２】
　特定の実施形態は、適切な場合、図２の方法の１つまたは複数のステップを繰り返して
もよい。本開示は、図２の方法の特定のステップについて特定の順序で行われるものとし
て述べ、示しているが、本開示は、任意の好適な順序で行われる図２の方法の任意の好適
なステップを企図する。さらに、本開示は、図２の方法の特定のステップを実施する特定
の構成要素、デバイス、またはシステムについて述べ、示しているが、本開示は、図２の
方法の任意の好適なステップを実施する任意の好適な構成要素、デバイス、またはシステ
ムの任意の好適な組合せを企図する。
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【００３３】
　図３は、例示的なコンピュータ・システム３００を示す。特定の実施形態では、１また
は複数のコンピュータ・システム３００は、本明細書に記載され、または示されている１
または複数の方法の１または複数のステップを実施する。特定の実施形態では、１または
複数のコンピュータ・システム３００は、本明細書に記載され、または示されている機能
を提供する。特定の実施形態では、１または複数のコンピュータ・システム３００上で動
作するソフトウェアは、本明細書に記載され、または示されている１または複数の方法の
１または複数のステップを実施し、または本明細書に記載され、または示されている機能
を提供する。特定の実施形態は、１または複数のコンピュータ・システム３００の１また
は複数の部分を含む。本明細書では、コンピュータ・システムに言及することは、適切な
場合、コンピューティング・デバイスを包含してもよく、逆も同様である。さらに、コン
ピュータ・システムに言及することは、適切な場合、１または複数のコンピュータ・シス
テムを包含してもよい。
【００３４】
　この開示は、任意の好適な数のコンピュータ・システム３００を企図する。この開示は
、任意の好適な物理形態をとるコンピュータ・システム３００を企図する。限定するもの
としてではなく一例として、コンピュータ・システム３００は、組込みコンピュータ・シ
ステム、システム・オン・チップ（ＳＯＣ）、シングルボード・コンピュータ・システム
（ＳＢＣ）（たとえば、コンピュータ・オン・モジュール（ＣＯＭ）またはシステム・オ
ン・モジュール（ＳＯＭ）など）、デスクトップ・コンピュータ・システム、ラップトッ
プもしくはノートブック・コンピュータ・システム、対話キオスク、メインフレーム、コ
ンピュータ・システムのメッシュ、移動体電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、サーバ、タブ
レット・コンピュータ・システム、またはこれらの２以上の組合せであってよい。適切な
場合、コンピュータ・システム３００は、１または複数のコンピュータ・システム３００
を含んでもよく、一元的なものであっても分散型であってもよく、複数のロケーションに
跨ってもよく、複数のマシンに跨ってもよく、複数のデータ・センタに跨ってもよく、ク
ラウド内にあってもよく、クラウドは、１または複数のネットワーク内で１または複数の
クラウド・コンポーネントを含んでもよい。適切な場合、１または複数のコンピュータ・
システム３００は、実質的な空間的または時間的制限なしに、本明細書に記載され、また
は示されている１または複数の方法の１または複数のステップを実施してもよい。限定す
るものとしてではなく一例として、１つまたは複数のコンピュータ・システム３００は、
リアルタイムで、またはバッチ・モードで、本明細書に記載され、または示されている１
または複数の方法の１または複数のステップを実施してもよい。１または複数のコンピュ
ータ・システム３００は、適切な場合、異なる時に、または異なるロケーションで、本明
細書に記載され、または示されている１または複数の方法の１または複数のステップを実
施してもよい。
【００３５】
　特定の実施形態では、コンピュータ・システム３００は、プロセッサ３０２、メモリ３
０４、ストレージ３０６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース３０８、通信インター
フェース３１０、およびバス３１２を含む。この開示は、特定の数の特定の構成要素を特
定の構成で有する特定のコンピュータ・システムについて記載し示しているが、この開示
は、任意の好適な数の任意の好適な構成要素を任意の好適な構成で有する任意の好適なコ
ンピュータ・システムを企図する。
【００３６】
　特定の実施形態では、プロセッサ３０２は、コンピュータ・プログラムを構成するもの
など命令を実行するためのハードウェアを含む。限定するものとしてではなく一例として
、命令を実行するために、プロセッサ３０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ
３０４、またはストレージ３０６から命令を取り出し（またはフェッチし）、それらを復
号および実行し、次いで、１または複数の結果を内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ
３０４、またはストレージ３０６に書き込む。特定の実施形態では、プロセッサ３０２は
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、データ、命令、またはアドレス用に１または複数の内部キャッシュを含んでもよい。こ
の開示は、適切な場合、任意の好適な数の任意の好適な内部キャッシュを含むプロセッサ
３０２を企図する。限定するものとしてではなく一例として、プロセッサ３０２は、１ま
たは複数の命令キャッシュ、１または複数のデータ・キャッシュ、および１または複数の
変換索引バッファ（ＴＬＢ）を含んでもよい。命令キャッシュ内の命令は、メモリ３０４
またはストレージ３０６内の命令のコピーであってもよく、命令キャッシュは、プロセッ
サ３０２によるこれらの命令の取り出しを高速化する。データ・キャッシュ内のデータは
、プロセッサ３０２にて実行される命令が操作するための、メモリ３０４またはストレー
ジ３０６内のデータのコピー、プロセッサ３０２で実行される後続の命令によるアクセス
のための、またはメモリ３０４もしくはストレージ３０６に書き込むための、プロセッサ
３０２で実行された以前の命令の結果、あるいは他の好適なデータであってもよい。デー
タ・キャッシュは、プロセッサ３０２による読出しまたは書込み動作を高速化する。ＴＬ
Ｂは、プロセッサ３０２のために仮想アドレス変換を高速化する。特定の実施形態では、
プロセッサ３０２は、データ、命令、またはアドレス用に１または複数の内部レジスタを
含む。この開示は、適切な場合、任意の好適な数の任意の好適な内部レジスタを含むプロ
セッサ３０２を企図する。適切な場合、プロセッサ３０２は、１または複数の算術論理演
算ユニット（ＡＬＵ）を含むことができ、マルチコア・プロセッサであってもよく、１ま
たは複数のプロセッサ３０２を含んでもよい。この開示は、特定のプロセッサについて記
載し示しているが、この開示は、任意の好適なプロセッサを企図する。
【００３７】
　特定の実施形態では、メモリ３０４は、プロセッサ３０２が実行するための命令、また
はプロセッサ３０２が操作するためのデータを記憶するための主記憶装置を含む。限定す
るものとしてではなく一例として、コンピュータ・システム３００は、ストレージ３０６
または別のソース（たとえば、別のコンピュータ・システム３００など）からメモリ３０
４に命令をロードする。次いで、プロセッサ３０２は、メモリ３０４から内部レジスタま
たは内部キャッシュに命令をロードする。命令を実行するために、プロセッサ３０２は、
内部レジスタまたは内部キャッシュから命令を取り出し、それらを復号する。命令の実行
中、または実行後、プロセッサ３０２は、１または複数の結果（中間結果であることも最
終結果であることもある）を内部レジスタまたは内部キャッシュに書き込む。次いで、プ
ロセッサ３０２は、それらの結果の１または複数をメモリ３０４に書き込む。特定の実施
形態では、プロセッサ３０２は、１もしくは複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ
内、または（ストレージ３０６もしくは他の場所ではなく）メモリ３０４内の命令だけを
実行し、１もしくは複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ内、または（ストレージ
８０６もしくは他の場所ではなく）メモリ３０４内のデータだけを操作する。１または複
数のメモリ・バス（それぞれがアドレス・バスとデータ・バスを含むことがある）がプロ
セッサ３０２をメモリ３０４に結合してもよい。バス３１２は、下記に記載されているよ
うに、１または複数のメモリ・バスを含んでもよい。特定の実施形態では、１または複数
のメモリ管理ユニット（ＭＭＵ）が、プロセッサ３０２とメモリ３０４との間に存在し、
プロセッサ３０２によって要求されるメモリ３０４へのアクセスを容易にする。特定の実
施形態では、メモリ３０４は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含む。このＲＡ
Ｍは、適切な場合、揮発性メモリであり得る。適切な場合、このＲＡＭは、ダイナミック
ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）またはスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）であってよい。さらに、適切
な場合、このＲＡＭは、シングルポート型またはマルチポート型ＲＡＭであってよい。こ
の開示は、任意の好適なＲＡＭを企図する。メモリ３０４は、適切な場合、１または複数
のメモリ３０４を含んでもよい。この開示は、特定のメモリについて記載し示しているが
、この開示は、任意の好適なメモリを企図する。
【００３８】
　特定の実施形態では、ストレージ３０６は、データまたは命令用のマス・ストレージを
含む。限定するものとしてではなく一例として、ストレージ３０６は、ハード・ディスク
・ドライブ（ＨＤＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク・ドライブ、フラッシュ・メモ
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リ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、もしくはユニバーサル・シリアル・バス
（ＵＳＢ）ドライブ、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。ストレージ３０６
は、適切な場合、取外し式または非取外し式（または固定）媒体を含んでもよい。ストレ
ージ３０６は、適切な場合、コンピュータ・システム３００に対して内部であっても外部
であってもよい。特定の実施形態では、ストレージ３０６は、不揮発性のソリッドステー
ト・メモリである。特定の実施形態では、ストレージ３０６は、読出し専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）を含む。適切な場合、このＲＯＭは、マスクプログラムドＲＯＭ、プログラマブルＲ
ＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰ
ＲＯＭ）、電気的書き換え可能ＲＯＭ（ＥＡＲＯＭ）、もしくはフラッシュ・メモリ、ま
たはこれらの２以上の組合せであってよい。この開示は、任意の好適な物理形態をとるマ
ス・ストレージ３０６を企図する。ストレージ３０６は、適切な場合、プロセッサ３０２
とストレージ３０６の間の通信を容易にする１または複数のストレージ制御ユニットを含
んでもよい。適切な場合、ストレージ３０６は、１または複数のストレージ３０６を含ん
でもよい。この開示は、特定のストレージについて記載し示しているが、この開示は、任
意の好適なストレージを企図する。
【００３９】
　特定の実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース３０８は、コンピュータ・システム３０
０と１または複数のＩ／Ｏデバイスとの間の通信のために１または複数のインターフェー
スを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。コンピュータ・シス
テム３００は、適切な場合、これらのＩ／Ｏデバイスの１または複数を含んでもよい。こ
れらのＩ／Ｏデバイスの１または複数は、人とコンピュータ・システム３００の間の通信
を可能にする。限定するものとしてではなく一例として、Ｉ／Ｏデバイスは、キーボード
、キーパッド、マイクロフォン、モニタ、マウス、プリンタ、スキャナ、スピーカ、スチ
ル・カメラ、スタイラス、タブレット、タッチ・スクリーン、トラックボール、ビデオ・
カメラ、別の好適なＩ／Ｏデバイス、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。Ｉ
／Ｏデバイスは、１または複数のセンサを含んでもよい。この開示は、任意の好適なＩ／
Ｏデバイス、およびそれらのための任意の好適なＩ／Ｏインターフェース３０８を企図す
る。適切な場合、Ｉ／Ｏインターフェース３０８は、プロセッサ３０２がこれらのＩ／Ｏ
デバイスの１または複数を駆動することを可能にする１または複数のデバイスまたはソフ
トウェア・ドライバを含む。Ｉ／Ｏインターフェース３０８は、適切な場合、１または複
数のＩ／Ｏインターフェース３０８を含んでもよい。この開示は、特定のＩ／Ｏインター
フェースについて記載し示しているが、この開示は、任意の好適なＩ／Ｏインターフェー
スを企図する。
【００４０】
　特定の実施形態では、通信インターフェース３１０は、コンピュータ・システム３００
と１もしくは複数の他のコンピュータ・システム３００または１もしくは複数のネットワ
ークとの間の通信（たとえば、パケットベースの通信など）のために１または複数のイン
ターフェースを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。限定する
ものとしてではなく一例として、通信インターフェース３１０は、ＥＴＨＥＲＮＥＴ（登
録商標）もしくは他の有線ベースのネットワークとの通信のためのインターフェース・コ
ントローラ（ＮＩＣ）もしくはネットワーク・アダプタ、またはＷＩ－ＦＩネットワーク
など無線ネットワークとの通信のための無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）もしくは無線アダプタを
含んでもよい。この開示は、任意の好適なネットワーク、およびそのための任意の好適な
通信インターフェース３１０を企図する。限定するものとしてではなく一例として、コン
ピュータ・システム３００は、アドホック・ネットワーク、パーソナル・エリア・ネット
ワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネッ
トワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、またはインタ
ーネットの１もしくは複数の部分、あるいはこれらの２以上の組合せと通信する。これら
のネットワークの１または複数のうちの１または複数の部分は、有線であっても無線であ
ってもよい。一例として、コンピュータ・システム３００は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（
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たとえば、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）ＷＰＡＮなど）、ＷＩ－ＦＩネットワーク、
ＷＩ－ＭＡＸネットワーク、携帯電話ネットワーク（たとえば、グローバル移動体通信シ
ステム（ＧＳＭ（登録商標））ネットワークなど）、もしくは他の好適な無線ネットワー
ク、またはこれらの２以上の組合せと通信する。コンピュータ・システム３００は、適切
な場合、これらのネットワークのいずれかのための任意の好適な通信インターフェース３
１０を含んでもよい。通信インターフェース３１０は、適切な場合、１または複数の通信
インターフェース３１０を含んでもよい。この開示は、特定の通信インターフェースにつ
いて記載し示しているが、この開示は、任意の好適な通信インターフェースを企図する。
【００４１】
　特定の実施形態では、バス３１２は、コンピュータ・システム３００の構成要素を互い
に結合するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。限定するものとしてで
はなく一例として、バス３１２は、アクセラレィティッド・グラフィックス・ポート（Ａ
ＧＰ）もしくは他のグラフィックス・バス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔ
ｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、フロントサイド・バス（Ｆ
ＳＢ）、ＨＴ（ＨＹＰＥＲＴＲＡＮＳＰＯＲＴ）相互接続、ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　
Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、インフィニバンド相互接続、ＬＰ
Ｃ（ｌｏｗ－ｐｉｎ－ｃｏｕｎｔ）バス、メモリ・バス、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏ
ｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バス、ＰＣＩエクスプレス（ＰＣＩｅ）バス、Ｓ
ＡＴＡ（ｓｅｒｉａｌ　ａｄｖａｎｃｅｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｔｔａｃｈｍｅｎ
ｔ）バス、ＶＬＢ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｉｏｎ　ｌｏｃａｌ）バス、もしくは別の好適なバス、またはこれらの２以上
の組合せを含んでもよい。バス３１２は、適切な場合、１または複数のバス３１２を含ん
でもよい。この開示は、特定のバスについて記載し示しているが、この開示は、任意の好
適なバスまたは相互接続を企図する。
【００４２】
　本明細書では、１または複数の非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合、１
または複数の半導体ベースの、もしくは他の集積回路（ＩＣ）（たとえば、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）または特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ））、
ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ハイブリッド・ハード・ドライブ（ＨＨＤ）、
光ディスク、光ディスク・ドライブ（ＯＤＤ）、光磁気ディスク、光磁気ドライブ、フロ
ッピー（登録商標）・ディスケット、フロッピー（登録商標）・ディスク・ドライブ（Ｆ
ＤＤ）、磁気テープ、ソリッドステート・ドライブ（ＳＳＤ）、ＲＡＭドライブ、セキュ
ア・デジタル・カードもしくはセキュア・デジタル・ドライブ、任意の他の好適な非一時
的コンピュータ可読記憶媒体、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。非一時的
コンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合、揮発性、不揮発性、または揮発性と不揮発性
の組合せであってよい。
【００４３】
　本明細書では、「または（もしくは）」は、別段明確に示されていない限り、または別
段文脈によって示されない限り、包括的（ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ）であり、排他的なもので
はない。したがって、本明細書では、「ＡまたはＢ」は、別段明確に示されていない限り
、または別段文脈によって示されない限り、「Ａ、Ｂ、またはその両方」を意味する。さ
らに、「および」は、別段明確に示されていない限り、または別段文脈によって示されな
い限り、共同であり、個別的でもある。したがって、本明細書では、「ＡおよびＢ」は、
別段明確に示されていない限り、または別段文脈によって示されない限り、「ＡおよびＢ
を共同で、または個別的に」意味する。
【００４４】
　この開示の範囲は、当業者であれば理解するであろう、本明細書に記載され、または示
されている例示的な実施形態に対する変更、置換、変形、代替、および修正すべてを包含
する。この開示の範囲は、本明細書に記載され、または示されている例示的な実施形態に



(16) JP 2016-535363 A 2016.11.10

10

限定されない。さらに、この開示は、それぞれの実施形態について、本明細書では、特定
の構成要素、要素、機能、動作、またはステップを含むものとして記載し示しているが、
これらの実施形態のいずれも、当業者であれば理解するであろう、本明細書のどこかに記
載され、または示されている構成要素、要素、機能、動作、またはステップのいずれかの
任意の組合せまたは並べ替えを含んでもよい。さらに、添付の特許請求の範囲において、
特定の機能を実施するように適合された、するように配置された、することが可能な、す
るように構成された、することが可能である、するように動作可能である、またはするよ
うに動作する装置もしくはシステム、または装置もしくはシステムの構成要素に言及する
ことは、その装置、システム、または構成要素がそのように適合され、配置され、動作可
能であり、構成され、可能であり、動作可能であり、動作する限り、それ、またはその特
定の機能が作動される、オンにされる、またはロック解除されるか否かにかかわらず、そ
の装置、システム、構成要素を包含する。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】



(17) JP 2016-535363 A 2016.11.10

【図１Ｆ】 【図２】

【図３】
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