
JP 4391691 B2 2009.12.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が端末またはその端末のユーザに関係する複数の属性を示す手段をもつ、複数のユ
ーザ端末と、
　　端末の1つ以上をモニタするモニタ手段と、
　　該モニタされている端末の属性を識別する識別手段と、
　　該モニタされている端末の属性に関係する情報を、少なくとも1つの表示端末上に表
示する手段とを含むテレワーキングシステムであって、
　　モニタ手段が、各ユーザが取り組んでいるアプリケーションの情報内容をモニタし、
識別手段が、各ユーザが取り組んでいるアプリケーションの情報内容の関係を識別し、表
示端末が、各モニタされている端末によって実行されるアプリケーションの情報内容と、
表示端末によって実行されるアプリケーションの情報内容との関係の指標を表示するテレ
ワーキングシステム。
【請求項２】
　識別手段が、ドキュメントのテキスト内のキーワードを識別する請求項１記載のテレワ
ーキングシステム。
【請求項３】
　複数の端末の各々が、互いに他のメンバの属性をモニタし、表示することができる請求
項１記載のテレワーキングシステム。
【請求項４】
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　表示手段が、可聴信号の発生器を含む請求項１記載のテレワーキングシステム。
【請求項５】
　表示手段が、音楽生成システムを含む請求項４記載のテレワーキングシステム。
【請求項６】
　複数のユーザ端末を含むテレワーキングシステムを動作する方法であって、各ユーザ端
末が、端末またはその端末のユーザに関係する複数の属性を示す手段をもち、
　　１つ以上の端末をモニタすることと、
　　各ユーザが取り組んでいるアプリケーションの情報内容を識別することと、
　　各モニタされている端末によって実行されるアプリケーションの情報内容と、表示端
末によって実行されるアプリケーションの情報内容との関係の指標を、少なくとも1つの
表示端末上に表示することとを含むテレワーキング方法。
【請求項７】
　情報内容が、ドキュメントのテキスト内のキーワードを使用して識別される請求項６記
載のテレワーキング方法。
【請求項８】
　複数の端末の各々が、互いに他のメンバの属性をモニタし、表示する請求項６記載のテ
レワーキング方法。
【請求項９】
　表示端末が、可聴信号の発生器を含む請求項６記載のテレワーキング方法。
【請求項１０】
　表示端末が、音楽生成システムを含む請求項９記載のテレワーキング方法。
【請求項１１】
　各々が端末またはその端末のユーザに関係する複数の属性を示す手段をもつ、複数のユ
ーザ端末と、
　　端末の1つ以上をモニタする手段と、
　　該モニタされている端末の属性を識別する手段と、
　　該モニタされている端末の属性に関係する情報を、少なくとも1つの表示端末上に表
示する手段とをもつテレワーキングシステムであって、
　　表示端末が、各モニタされている端末の属性と、表示端末によって現在示されている
属性との関係の指標を表示し、属性が各端末によって現在実行されている活動を含み、デ
ィスプレイが、三次元環境におけるビューの近接性および方向によって、他のユーザとの
関係性を示すビジュアルディスプレイであるテレワーキングシステム。
【請求項１２】
　端末間のオーディオシグナリングを、ビジュアルディスプレイの近接性にしたがって制
御する手段が与えられている請求項１１記載のテレワーキングシステム。
【請求項１３】
　複数のユーザ端末を含むテレワーキングシステムを動作する方法であって、各ユーザ端
末が、端末またはその端末のユーザに関係する複数の属性を示す手段をもち、
　　１つ以上の端末をモニタすることと、
　　該モニタされている端末の属性を識別することと、
　　該モニタされている端末の属性に関係する情報を、少なくとも1つの表示端末上に表
示することとを含み、
　　少なくとも１つの表示端末が、各モニタされている端末の属性と、表示端末によって
現在示されている属性との関係の指標を表示し、複数の端末の各々が、複数の他のメンバ
の属性をモニタし、表示し、属性が各端末によって現在実行されている活動を含み、ディ
スプレイが、他のユーザとの関係性を、三次元環境におけるビューの近接性および方向に
よって示すビジュアルディスプレイであるテレワーキング方法。
【請求項１４】
　端末間のオーディオシグナリングが、ビジュアルディスプレイの近接性にしたがって制
御される請求項１３記載のテレワーキング方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の属する技術分野
本発明は、コンピュータネットワークおよびその動作に関する。
【０００２】
従来の技術
コンピュータの使用は、全てのタイプのビジネスにおいて益々一般的になってきている。
コンピュータを私設ネットワーク（いわゆるローカルエリアネットワーク、またはＬＡＮ
）あるいは公衆ネットワーク、例えば“インターネット”と一緒にリンクすることによっ
て、多くの人々が互いの物理的な存在場所を考慮せずに１つのプロジェクトを協働するこ
とができる。個々のユーザは世界中のどこにいても、一緒に働くことができる。このやり
方で離れて働くことは“テレワーキング”として知られている。
【０００３】
発明が解決しようとする課題
テレワーキングにおける問題は、オフィスが人で一杯になっているといった創造的雰囲気
が失われることである。集中することが必要な一定の活動においては隔離状態で仕事をす
ることが生産的であるが、オフィスまたは研究所の環境は非公式で（打ち解けて）思いが
けない発見による連想を生むのによりよい。テレワーキングにおける問題は、働らく者が
同僚が何をしているかの認識を失うことであり、このために会社またはグループの社風（
文化）の崩壊を導くことである。
【０００４】
課題を解決するための手段
本発明の第１の態様にしたがって、複数のユーザ端末を含むコンピュータネットワークで
あって、各ユーザ端末が端末またはその端末のユーザに関係する複数の属性を示す手段、
１以上の端末をモニタする手段、モニタされた端末の属性を識別する手段、およびそれに
よってモニタされた端末の属性に関係する情報を少なくとも1以上の表示端末上に表示す
る手段をもっていて、表示端末が各モニタされている端末の属性と表示端末によって現在
示されている属性との関係性の指標（しるし、インディケーション）を表示するようにさ
れているコンピュータネットワークを提供する。
【０００５】
所定の端末の属性は、該端末のユーザによって現在行われている活動作業と関係していて
もよい。本発明ではグループにまとめられて分散された人々は相互の認識を維持すること
ができる。１つの構成において、第１の端末上のディスプレイは端末の現在の属性と第１
の端末の現在の属性との関係性（relatedness）を示すように選択される。ディスプレイ
はスクリーンイメージによって視覚式に、またはサウンドによって可聴式に、あるいは両
者で表示することができる。
【０００６】
別の構成において、コンピュータ端末は、特定のユーザの識別子を属性として記録し、例
えばネットワークをモニタし、別の端末上でこのユーザの識別子が使用されているかおよ
び該端末において何れの活動を現在使用しているかを識別することによって、他の場所で
働いているときのユーザの活動を追跡するように構成してもよい。
【０００７】
好ましい実施形態では、システムはエージェント応用オペレータを使用して動作する。各
端末は1以上のエージェントアプリケーションを実行して、端末またはそのユーザの属性
を識別する。他の端末と対話する必要のある端末は、要求される対話の性質（ネーチャ）
を識別する別のエージェントをもち、２つの端末のエージェントは対話をして、対話を行
うのに適切なやり方を判断して、それを実行する。
【０００８】
本発明の技術的範囲内で種々の実施形態を作成した。次にこれらの実施形態のいくつかを
添付の図面を参照して記載することにする。
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【０００９】
発明の実施の形態
図１は、いくつかのコンピュータ１、２、３、４、５、６、７、８、９にサービスしてい
るネットワーク100を示す。（さらに同じ参照符号を使用して、これらの端末のユーザと
、これらのコンピュータによって表示される“ビジュアル環境”表示内で該ユーザに相当
するアバター(avatar)とを表わす。）個々のコンピュータ間のリンクは、パーマネントハ
ードワイヤード接続、バーチャル接続（ユーザによって知覚されるときはパーマネントで
あるが、遠隔通信プロバイダによって共用ライン上に用意される）、またはダイヤルアッ
プ接続（要求に応じて使用でき、使用ごとに支払う）であり、例えば移動端末７への無線
リンクを含んでいてもよい。コンピュータ９の１つは“サーバ”として働き、他の端末と
の対話を調整する。このコンピュータ９は他のコンピュータと類似の機能をもつが、図１
に示したようにサーバ機能のみに専用であってもよい。
【００１０】
複数のコンピュータの１つとしてコンピュータ１をより詳しく示した。コンピュータ１は
１以上の入力デバイス、例えばキーボード11、マウス12、オーディオ入力13、および電話
15のような関係するデバイスの活動をモニタする手段14を含む。コンピュータ１はさらに
1以上の出力デバイス、例えばスクリーン16およびオーディオ出力17を含む。従来のよう
に、コンピュータ１はさらにメモリ18および中央プロセッサ19を含む。対応してコンピュ
ータ２はデバイス21、22、23、など（図示していない）をもち、コンピュータ３、４、５
、６、７、８も同様であることが分かるであろう。コンピュータ１、２、３、４、５、６
、７、８、９の全てが上述で特定した全ての入力デバイスおよび出力デバイスをもつ必要
はない。
【００１１】
各コンピュータ１、２、３、４、５、６、７、８はサーバコンピュータ９と通信して、ユ
ーザアクセス権を準備して、ユーザグループを規定する。ユーザ１はサーバ９に、自分の
ユーザグループを再規定して、ユーザを追加または削除するように命令してもよい。
【００１２】
コンピュータ１はオンにスイッチされると、ユーザは自分自身を識別するように要求され
、ユーザ識別子はサーバコンピュータ９へ送られる。ユーザ１がコンピュータアプリケー
ションにアクセスするときはいつでも、コンピュータアプリケーションはサーバからデー
タの使用を要求するか、またはコンピュータ自身のメモリ18および中央プロセッサ19の使
用を要求する動作のみを要求するが、このコンピュータアプリケーションのユーザの動作
はサーバ９へ通信される。さらにコンピュータ１は一定の他の活動、例えばキーボードの
ストロークとか、個々のユーザが現在取り組んでいるサブジェクトを示す特定のコンピュ
ータファイルのアクセスをサーバ９へ通信するようにされている。コンピュータ１によっ
てサーバ９へ伝えられる活動は、コンピュータ１のオペレーティングシステムにおいて、
またはサーバ９によって規定することができる。
【００１３】
サーバコンピュータ９は、ユーザ１に関係するデータとして、予め規定されたユーザグル
ープの他のメンバ２、３、４、５、６、７、８が現在オンラインとなっていること、メン
バが現在実行中のアプリケーションに関する情報、および関心のある現在のサブジェクト
といったデータを戻す。このようなデータはユーザ１にユーザ自身の現在の状態にも関係
付けてディスプレイデバイス上に示され、したがってユーザ1への類似のサブジェクトに
対して取り組んでいるユーザ２、３、４、５、６、７、８は容易に識別することができる
。この表示はサーバ９またはユーザ自身のコンピュータ１の何れかによって生成すること
ができる。例示的な表示を後で記載することにする。
【００１４】
１つの特定の実施形態では、端末８において特定のユーザの活動を示すようにする。概ね
端末８はユーザ自身の常置のワークステーションにおける端末になると考えられる。この
ユーザが別の端末７において“サインイン（sign in、署名して入る）”するとき、サー
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バはユーザの識別子を認識し、信号をユーザ自身の端末８へ送り、このユーザの位置およ
び活動を示すディスプレイを生成する。したがって端末８が置かれているユーザの自宅に
いる同僚はユーザの活動をモニタして、ユーザとコンタクトをとるのに適しているかを選
択することができる。
【００１５】
記憶される属性は、ユーザの関心（これは就労時間および余暇時間を反映するように時刻
によって変化してもよい）、地理的な位置（端末が携帯型であるときは変わってもよい）
、および会社または他の機関にいるときのユーザの位置に関係している。この属性はさら
に活動に関係しており、活動にはコンピュータ１に対する動作に関係している活動、例え
ばユーザがサブジェクトに取り組んでいるか（これは、ユーザが取り組んでいるコンピュ
ータファイル、ドキュメントの内容、現在使用中の“インターネット”ページ、入力され
た最後の数文字で識別されるキーワード、およびユーザが実行しているアプリケーション
によって識別される）；およびワークステーションで行われる他の活動、例えば何れの入
力デバイス11、12、13が使用中であるか、スクリーンセーバが表示されているか（活動が
ないのは、ユーザがコンピュータから離れていることを示す）、関係する電話15が現在使
用中であるか、またはオーディオ入力13が音声を検出している（ユーザが会議中であるこ
とを示している）かに関係している。
【００１６】
コンピュータ端末１のスクリーン16上のディスプレイは、“バーチャル環境”（図２ない
し７参照）の形をとることができ、（コンピュータ１のユーザ自身を含む）ユーザは関係
するアプリケーションを使用して、異なるサブジェクトに取り組んでいるユーザよりも近
くに一緒に表示される。バーチャル環境内の視点は、バーチャル環境内のユーザの位置に
依存し、次にユーザが取り組んでいるアプリケーションに依存する。ユーザが自分の端末
１の種々の入力デバイス11、12、15を動作するとき、サーバ９はこれらの活動を解釈して
、ユーザの位置および観点（視座）を制御する。
【００１７】
　サウンド効果はビジュアルディスプレイを補助するか、またはこれに置き換わって、周
囲の効果を与えるものであり、周囲のサウンド効果はユーザが取り組んでいるコンテキス
トにしたがって変化する。これらのサウンドは人工的に生成されたサウンドであるか、予
め録音されているか、または他のユーザの端末２、３、４、５、６、７、８から送られた
生のサウンドであってもよい。これらのサウンドは、ユーザ達によって表わされるユーザ
達のバーチャルスペース内の近接度（プロキシミティ）にしたがって、例えば振幅または
ピッチを変化することができる。バーチャル環境においてこの環境の一部がユーザの視界
の外にあるときは、サウンドの使用はとくに効果的である。スペーシャライズド（空間特
定された）サウンドを使用して、ユーザによってバーチャル環境内のサウンド源の位置を
容易にすることができる。適切なスペーシャライズドシステムは、例えば米国特許第5533
129号（Gefvert）、第5307415号(Fosgate)、M. Hollier， D. Burraston, およびA. Rime
llとによる文献（“Spatial Sound for Telepresence”, the British Telecom Technolo
gy Journal, October 1997）、および国際特許明細書第WO98/58523号に記載されている。
【００１８】
ここでシステムの動作モードを添付の図面を参照して記載することにする。図２ないし７
に示した第１のモードでは、ユーザはバーチャル環境を移動し、バーチャル環境には多数
の所定の活動と、ユーザがこれらの活動に対して動作することができる種々のレベルとが
ある。同じサブジェクトに取り組んでいるユーザはこのバーチャル環境内で互いに近くに
現れる。
【００１９】
サーバ９はユーザ端末１へバーチャル環境アプリケーションをロードして、スクリーン16
上に表示し、個々のユーザ１、２、３、４、５、６、７、８の活動に応答してそれを更新
する。バーチャル環境は、多数のレベル400、401、402、403によって表わされている（図
２参照）。各ユーザ１は、他のユーザ２、３、４などの対応するスクリーン26、36、46、
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などの上に表示される。ユーザ１は、バーチャル環境を自由に操縦して(ナビゲートして)
レベル間の移動などができ、電子メール、テレビ会議、または他の有効な手段を使用して
他のユーザと通信する。
【００２０】
ユーザ自身および他のユーザの両方のディスプレイデバイス上におけるユーザ位置の表示
はサーバ９によってドライブされ、ユーザの動作活動、例えばマウス12、キーボード11、
電話15、などの動作を解釈する。
【００２１】
ユーザは一般的に、地上レベル(ground level)400がユーザ自身の指定作業領域を表わし
ている（図３参照）ことから分かるように、バーチャル環境の視点で表わされる。他のユ
ーザ２、３、４、５、６、７、８は、指定ユーザグループ内において、現在の活動にした
がってバーチャルスペース内に位置する“アバター(avatar)”によって表わされる。ユー
ザ１は、最初にオープンスペース内に表示され、グループ内の一定の他のユーザ２、３、
４を観察するようにされており、なお一定の他のユーザ２、３、４とは、ユーザ１が共通
の関心を共有するように選択されたユーザ、すなわちユーザ１に似たサブジェクトに現在
取り組んでいて、ユーザ１の視点に最も近くなるようにされたユーザ、また同じ関心をも
っているが、現在たのアクティビティに取り組んでいてより離れているユーザである。
【００２２】
図４に示したように、ユーザ１が異なるサブジェクト（コンピュータファイルおよび使用
中のアプリケーション、キーストローク、などにしたがってサーバ９によって識別される
）に取り組んでいるとき、ユーザ１の各アバターはそのサブジェクトに関係する“関心領
域”201を表わすバーチャル環境の一部へ移動され、ユーザがビジーであるという事実を
反映するように外観（例えば、色彩）を変更する。このサブジェクトに対する関心を共有
する他のユーザ７、８のアバターは、現在の活動に適切なレベルでバーチャル環境の同じ
関心領域内に位置することになる。
【００２３】
　ユーザが、ドキュメントのダウンロード、インターネットの検索、またはミーティング
をもつといった活動を実行するとき、このユーザのアバターは、各々が１つのこのような
活動を表わしている他のレベル401、402、403の１つへ移動する（図２参照）。類似の活
動に従事している他のグループからのユーザがそこで発見されることになる。したがって
異なる関心をもつグループのメンバが同様の活動に従事しているときは、このメンバ間で
対話を行うことができる。これは実際のオフィス環境における人の振舞いをエミュレート
しており、異なる作業グループからの作業者は、廊下内でまたはコピー機の側のようなオ
フィスの共通領域で偶然に出会うときに、共通の関心事を発見することがあるが、そのグ
ループに特定の作業に集中しているときは互いに邪魔をしたくないであろう。これらの共
通の関心事は、ユーザが集まるレベルによって表わされる活動に関係付けてもよいが、そ
れに関係付けられないこともある。
【００２４】
ユーザが最初に自分の端末１に“ログオン”して、セッションを開始すると、ユーザは最
初に“エントリ”レベル403に現れ、ユーザが“地上レベル”400でより特定された活動に
関係する前に、上述のように偶然に出会ってバーチャル環境内に既に存在する“概観（オ
ーバービュー、全体像）”を得ることができるようにする（図２参照）。短い時間間隔の
後で、ユーザがこのエントリレベルで対話を開始しないときは、図３に示したように、サ
ーバ９は自動的にユーザ１を地上レベル400へ移動する。
【００２５】
サウンドを使用して、スクリーン16上に表わされるビジュアル情報を支援し、より生に近
い環境を生成することができる。実際のオフィス環境では、聴力は第１の認識の手がかり
(awareness cue)である。したがってオープンプラン形オフィスでは、占有者はその視界
内にいなくても、普通は互いの存在に気付く。したがってシステムは、特定のグループの
メンバまたはバーチャル環境内の近くのメンバが聴覚で認識するようにされている。
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【００２６】
ユーザはバーチャル環境を自由にナビゲートすることができる。ユーザ１が別の関心グル
ープに関係する事柄を話し合いたいとき、地上面400上で関連する関心グループ301にナビ
ゲートすることができる。したがってユーザはその関心グループ内の別のユーザ５と、例
えば電子メールを使用して、関連のアバターを識別し、要求されるテキストを送ることに
よって会話する準備をすることができる。
【００２７】
ユーザ１は他のユーザ５との異なる通信モード、例えばオーディオリンクに入ることを望
んでもよい。図５に示したように、ユーザ１は（例えば“マウス”12を使用して、各アバ
ター上を“クリック”して、サーバ９がユーザの各電話15、55間かまたはオーディオ入力
／出力デバイス13、17、53、57間の電話接続を設定することによって）２つのアバター１
、５を選択する。バーチャル環境内の近くの他の人々６、７はアバター１、５を取り囲む
“オーディオゾーン”101を表示することによって、２人のユーザ１、５がオーディオ通
信中であることを示すビジュアル表示を受取る。ユーザ１、５は、プライベートのディス
カッションを選択するか、またはその代わりにサーバ９が会話の一部を（低いビットレー
トおよび振幅で）編集して、他のユーザのオーディオ出力27、37、47、などへ供給して、
別のユーザ、例えばユーザ６はこの会話を“偶然に聞き（オーバーヒア）”、ユーザ６は
貢献したいときは参加することができる。したがってユーザ６は、例えばマウス62の制御
のもとでアバターを動かすことによって‘オーディオゾーン’101へ移動する。サーバ９
は、３方向の会議呼を設定して、ユーザの電話65または他のオーディオデバイス63、67に
よってユーザ６に接続することによってこの移動に応答し、全バンド幅で会議に入る。
【００２８】
ユーザ１、５、６の何れかは、所望のときに、1998年11月27日に出願された国際特許明細
書PCT/GB98/03555号に記載され、図６に示したタイプの、より公式の“バーチャルミーテ
ィングスペース”102内でディスカッションを続けることができる。このシステムは、共
有のホワイトボード、ドキュメント配布、ドキュメント共用、などを促進する。ユーザ１
、５、または６の何れかは、“入力デバイス”（例えば、各マウス12、52、62）を使用し
て適切な指令を入力して、サーバ９（または個々のユーザ装置１、５、６の１つ）に命令
して、ミーティングスペースアプリケーションを実行して、ミーティングスペースアプリ
ケーションと対話し、各ユーザ装置１、５、６に命令して、ミーティングスペースアプリ
ケーションと対話して、それぞれのディスプレイデバイス16、17、56、57、66、67を使用
して、各入力デバイス11、12、13、52、53、61、62、63を個々のユーザが使用することに
よって示したように、ミーティングスペース102内でユーザ１、５、６の活動を各ユーザ
に表示することができる。
【００２９】
ミーティングスペースアプリケーション102が実行されると、種々の会議ツールは、例え
ば表131、ホワイトボード132、などが現われ、アバター１、５、６は互いの間の対話を‘
実行’し始める。図６に示したように、ミーティングスペース102は、各ユーザ１、５、
６の視点からのユーザ１、５、６へ表示され、ミーティングスペース102が表示されたユ
ーザ（この例ではユーザ１）は現れない。ミーティングに含まれていないソーシャルスペ
ース内の他の人々２、３、４は、ユーザ１、５、６がプライベートミーティング中であっ
て、ディスカッションを偶然に聞くことができないことを示す指標が与えられる（図７参
照）。これらの他のユーザ２、３、４はミーティングスペース102内に表わされないが、
全体的なバーチャル環境100は“ウインドウ”内に表わすことができる。
【００３０】
ミーティングスペース102内のユーザ５は、ドキュメントの詳細を入力することによって
スペース内の他のユーザ１、６に対してドキュメントを示すことができ、したがってドキ
ュメントの表示133、133ａは各アバター１、５、６の前に表の上に現れる。ユーザは（そ
の表示133をクリックすることによって）ドキュメントを選択することができ、ドキュメ
ントはユーザが読めるように各ディスプレイ16、56、66内の２次元“ウインドウ”内に現
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れる。
【００３１】
ユーザ６は、ホワイトボード132の表示上を“クリック”することによってノートを取り
、各アバター６を他のユーザ１、５の視点内のホワイトボードへ移動し、一方でユーザ６
は、テキスト、などを入れることができるホワイトボードの全スクリーンイメージで表わ
される。
【００３２】
ユーザはいつでもミーティングスペース102から出場したり、または入場を要求でき、し
たがってユーザのミーティングスペース102への入出力は、各ユーザ１、２、３、４、５
、６、７、８へ表示される全体的なバーチャル環境100またはミーティングスペース102の
表示内におけるアバターの適切な移動によって表わされ、これはオーディオゾーン101へ
入力または出力するのと同じやり方であるが、異なる点はミーティングゾーン102へのア
クセスはミーティングゾーンの現在の占有率によって拒絶されるときがあることである。
ミーティングが終わると、ミーティングスペース102は、図５に示したものに類似した非
公式のオーディオゾーン101によって置換され、終了時のミーティングゾーン102内に存在
している参加者１、５を取り囲む。
【００３３】
第1のユーザが別の特定のユーザ２と接触をとりたいが、他のユーザ２が使用可能になる
ときが分からない場合は、第１のユーザ１は他のユーザ２のアバターを選択し、サーバ９
は他のユーザ２の現在の活動のサウンド出力表示を生成する。このサウンド出力表示は、
他のユーザ２が使用可能になるときを変更する。例えば他のユーザが使用可能になるとき
、他のユーザ２を表わす‘バックグラウンドノイズ’が生成される。このバックグラウン
ドノイズは言語のサンプルであるか、または低いビットレートのオーディオの供給を使用
することができる。
【００３４】
サーバ９が、それぞれのコンピュータ上で実行しているアプリケーション、キーボード21
におけるキー押下の頻度、電話25が使用中であるか否か、レベル400、401、402、などに
ユーザ２が現在割り当てられているか、などに基いて、ユーザ２の使用可能度を推測する
。使用可能度を使って、オーディオの振幅または他の特徴を変更して、ユーザ２が中断を
受け入れる可能性を示す。ユーザ２が現在ログオンされていないとき、サウンドレベルは
ゼロである。
【００３５】
システムは“インテリジェント”スクリーンセーバとして使用することもできる。コンピ
ュータ端末３は、各ユーザへ割り当てられる。ユーザがどこか他のところで働いていると
き、システムは使用可能度を反映するように構成される。例えば、ユーザが例えば自宅で
、現在別の端末４で働いているが、接触したいとき、‘執務中(at work)’オプションを
選択して、通常のやり方で端末４をサーバ９にログオンさせる。サーバ９は命令を端末３
へ送り、コンピュータにおいてユーザのグラフィックまたはアバターを表示する。サーバ
９は、端末４の動作をモニタすることによって、ディスプレイ37上のグラフィックに実行
中のアプリケーションを表示することができる。したがってオフィス内の人々がオフィス
の端末３上のディスプレイ37からユーザが自宅にいて、接触できることを知ることができ
、ユーザはこれが分かるように選択すべきである。同様にユーザが電話45をとると（電話
45、それ自体、または交換において感知されるので）、ディスプレイ37上のアバターは変
化し、ユーザへ電話は通じないが、それでもおそらくメールは送ることができることが分
かる。両方のコンピュータ３、４がビデオ会議能力をもつとき、システムは、オフィス内
のユーザは簡単な命令を入力することによってユーザ３とのビデオ会議３を設定できるよ
うにすることができる。
【００３６】
本発明の別な使い方では、さらに、情報をユーザへ送る形態を決定することができる。ユ
ーザの属性から、使用中の端末のタイプおよび現在従事している活動を識別する。これら
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を使用して、どの形態（テキスト、オーディオ、ビデオ、など）で情報を送り、ユーザの
現在の活動を新しい情報で中断し、単にユーザにその到来を警報するか、またはアナウン
スメントなしにそれを伝えるか否かを判断することができる。この判断は、ユーザが現在
従事しているタスクの複雑性（したがってこのタスクを中断することによって生じる不都
合の度合い）、伝えられる情報の現在のタスクへの関連性、およびその緊急性に基く。情
報は、本発明の発明者の国際特許明細書第WO98/47083号に記載された“ＰｒｏＳｕｍｍ”
プロトコルにしたがって短縮することができる。
【００３７】
複数のオーディオ出力17を使用するタイプのスペーシャライズドオーディオを移動可能な
シートおよびスクリーンと接続して、コンピュータ端末１によってその位置をモニタでき
るようにして（例えば米国特許第5515078号(Greschler)参照）、これを使用して、バーチ
ャル環境においてユーザ２を追跡し、ユーザが現在面しているサンプルまたはロービット
レートのオーディオ認識チャンネルに基いて、オーディオ接続を行うことができる。例え
ばユーザ１はユーザ２の音声を聞いて、自分の座席をサウンド方向へ向け、キーボード11
上のボタンをたたくことができる。座席の現在の位置は、コンピュータ１によって使用さ
れて、要求されるユーザ２を識別し、電話15によってユーザの電話25を鳴らすようにする
。
【００３８】
可聴出力は、従来の可聴アイコンであってもよく－すなわち個々の“ビープ（ビーという
音）”は電子メールの着信のようなイベントを示し、連続的なサウンドは個々のユーザを
表わし、例えばバックグラウンドサウンドは、各ユーザが現在ログオンしていることを示
す。可聴アイコンは、特定のイベントをユーザに警報を出すのに理想的であるが、連続す
る状態を伝達するには適性が低い。新しいメールがバーチャルオフィス環境に届いたこと
を示すサウンドをもつことが有益であるが、メールが読まれるまでサウンドが再生され続
けるときは混乱を招くことがある。サウンドを使用して、オフィス環境内の他のイベント
および状態、例えば次の会合、重要書類の変更、同僚が手が空いているか、などを伝える
とき、ノイズが混ざっているサウンドから情報を抽出することが難しくなる。
【００３９】
例えば、メールボックス内のメールの存在、スケジュールされたアポイントメントのアプ
ローチ、およびユーザの視界の外にいるか、または距離が遠すぎて、一般的なコンピュー
タモニタの所定の画像解像度を容易に識別できないバーチャル環境内の近くのユーザの場
所は全て、イベントを示すための単一のサウンドではなく、低レベルの連続的な指標を要
求することができるのが特徴である。サウンドはイベントの重要度にしたがって変更する
ことができ－例えば、メッセージの数または緊急性、アポイントメントの近接性、などは
振幅、ピッチ、またはサウンドの反復レートによって示すことができる。
【００４０】
したがって、サウンドを編制（オーガナイズ）できる可聴情報を伝えるための構造的なア
プローチが必要である。連続的な指標の特定の例には音楽があり、音楽はサウンドを編制
するシステムとして考えることができ、したがってサウンドを組合せると意味を伝えるこ
とができ、バーチャル環境で音楽を使用するのは、劇場での芝居、オペラ、および特定の
映画をサポートするのに音楽を使用するやり方に相当する。表示デバイスとしての音楽は
、純粋なグラフィックシステムとは異なって理想的にはバーチャル環境に適しており、受
話者の完全な注意を要求せずに不特定の情報を巧みに伝えることができる。したがって作
業の主要な焦点が視覚的に、例えば単語処理、プログラミング、などに基いている限り、
音楽は、主要な作業活動を中断せずに一緒に存在できる。
【００４１】
劇場およびオペラで音楽を使用するのには何世紀もの歴史があり、さらに映画においても
十分に確立されている。音楽が環境の感じを変えることは、ほとんど疑うことができない
。例えば映画“ジョーズ(Jaws)”(1975)では明らかに危険のないビーチのシーンは同時に
流される音楽によって完全に変わってしまい、この音楽だけで、まだ現れていない鮫が左
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から接近してくるのを暗示している。バーチャル環境内の情報も音楽を使用して表わすこ
とができ；環境内の異なるユーザの各々は自分に関係する特定のテーマをもち、そのリズ
ムを変えて、その人が忙しいか否かを示す。音楽は、ユーザの活動レベルの連続的な指標
を与える。ユーザが環境を繰返し視覚的に検査して、他のユーザの活動にアクセスする必
要があるときは明らかに混乱することになるので、何が進行中か周囲を注目させて、環境
を置換するのではなく強めて、ユーザは音楽を通して検出されるイベントの視覚的な確認
を得ることができるようにする。
【００４２】
しかしながら、バーチャル環境と映画との間には多くの類似点があるが、明らかに主要な
相違点が１つある。映画の中で行われる動作の全ては、台本に書かれていて、予め計画さ
れているが、対話式の共有のバーチャル環境においては、内容および活動の多くは予測す
ることができない。したがって動的なバーチャル環境を伴うスコアは、それ自体ダイナミ
ックであり、行われるアクションにしたがって変化しなければならない。各イベント、ユ
ーザ、などに、所定の環境で再生される音楽的な部分または“ライトモチーフ”を与える
ことができる。しかしながら、とくにたくさんの活動が行われるときは、これは設定する
のが難しく、複雑なサウンドになってしまう、すなわち理解するのが難しくなってしまう
可能性が高い。
【００４３】
本発明の好ましい構成では、前もって準備された部分に依存しないが、行われている状態
およびイベントに基いて実時間で音楽を生成することができる。“生成音楽(generative 
music)”は、１組の静止または変化する規則およびパラメータに基いて実時間でコンピュ
ータによって編曲される音楽を記載するのに使用される用語である。この音楽は、音符の
ピッチ、長さ、リズム、楽器、などのシステムのランダムな選択に影響を与えるパラメー
タおよび規則を設定することによって規定される（書かれる）。1つの特定の好ましい構
成では、コンピュータで生成される音楽、例えば“コーン(Koan)”（SSEYO website上のh
ttp://www.sseyo.com.参照）を使用する。このアプリケーションはＰＣ上で実行し、中型
（ミディ）のサウンドカードを使用して、音楽を生成する。コーンから、認識可能な音楽
スタイル、例えば一般的な西洋の音階、並びにインドおよびアジアの形式を容易に生成で
きる規則および編制構造の多くが形成される。したがってこれらのスタイルに常に一致す
るが、種々の構成要素部分をもつと、音楽を生成することができる。コーンシステムでは
、作曲家は音符の長さ／ピッチから中型のサウンドカードの高度に進歩した特徴を含む２
００以上の異なる音楽パラメータから選択することができ、音楽パラメータを変更して、
非常に多種の異なるサウンドおよび音楽スタイルを生成することができる。本明細書に記
載したシステムは、システムへ入力されるパラメータを選択するバーチャル環境100から
の入力によって人間の作曲家に代わる。
【００４４】
音楽を使用して、人々およびその活動のレベルを識別する共有環境では、生成音楽システ
ムを使用して、音楽パートで各人ごとに各活動レベルを定めることができる。しかしなが
らこの方法では、パートは明白に生成されていないが、パラメータが設定され、システム
は各人ごとに音楽を生成し、再生される度ごとに類似のサウンドを出す。生成方法の長所
は、異なるレベルの活動を、音符のピッチを制御するパラメータと直接に関係付けること
ができることである。したがって活動レベル数を前もって知っている必要はなく、各可能
な状態に対して別々のパートを生成する必要はない。生成システムは、多数の異なる状態
を処理して、これをパートのピッチ（または他のパラメータ）内の連続的な変化に変換す
ることができる。
【００４５】
明らかに、多くの源からの情報を作曲中の変化として表わすことが効果的であるが、コー
ンシステムはより選択的なシステムであって、音楽的な知識への依存は低減する。問題は
単に情報を収集し、この情報と関係付ける音楽的な特徴を判断することのみになり、生成
音楽の応用ではサウンドをコヒーレントな出力に編制する。
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【００４６】
図８および９に示した実用的な応用では、ジャバアプレット901を使用して、バーチャル
環境（ＶＲＭＬ）902と音楽アプリケーション903との間の通信を設定する。バーチャル環
境902内のイベントはアプレット901へ送られ、次にそこが適切なメッセージを送って、音
楽アプリケーション903の振舞いを変更する。同様に、音楽アプリケーション903において
生じる変化は、アプレット901を使用してバーチャル環境902へ送り戻され、例えばサウン
ド源の方向を制御することができる。
【００４７】
バーチャル環境システム内で発生したイベントにより（サーバ９または個々の端末１の何
れかにおいて）プログラムを実行して、ルックアップ表901を調べて、何れの音楽セグメ
ント911、912、…91Ｎを使用してこのイベントを表わすべきかを判断する。次に選択され
たセグメント91Ｎは、音楽アプリケーション903によって再生される音楽の一部であるよ
うに既に選択された他のセグメント（92N、93N、など）に加えられる。音楽アプリケーシ
ョン903は選択されたセグメントを結合して、音楽出力を生成する。セグメント間の対話
は非常に複雑であり－1つのセグメントを追加すると、他のセグメントの表示の仕方が変
わってもよい。選択されたセグメント91Ｎ、92Ｎ、93Ｎは、別のイベントが発生して、追
加または削除されるセグメントを要求することを判断するまで、継続的または定期的に再
生し続ける。一定のイベントはセグメントが一時的な特徴を示すことを要求し、関連する
イベントが最近では発生したかにしたがって、例えばより大きくまたはよりソフトになる
か、またはピッチを変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　典型的なコンピュータネットワークを模式的に示し、その中の１つの端末を詳
細に示した図。
【図２】　システムのユーザに表示される種々のスクリーンイメージを示す図。
【図３】　システムのユーザに表示される種々のスクリーンイメージを示す図。
【図４】　システムのユーザに表示される種々のスクリーンイメージを示す図。
【図５】　システムのユーザに表示される種々のスクリーンイメージを示す図。
【図６】　システムのユーザに表示される種々のスクリーンイメージを示す図。
【図７】　システムのユーザに表示される種々のスクリーンイメージを示す図。
【図８】　システムへオーディオ入力を加えるためのプロセスを示す模式図。
【図９】　システムへオーディオ入力を加えるためのプロセスを示す模式図。
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