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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２人の観察者に対して、電子看板上に知覚可能な画像データを提示する、電
子ディスプレイシステムが行う方法であって、
　第１の観察者に関する第１の位置情報を入手するステップと、
　前記第１の位置情報に基づいて、第１のメッセージ情報を表す第１のデジタルウォータ
マーク信号を事前に歪ませるステップと、
　前記第１のデジタルウォータマーク信号が前記知覚可能な画像データに隠れるように、
前記第１のデジタルウォータマーク信号に従って、前記知覚可能な画像データを符号化す
るステップと、
　前記第１の位置情報とは異なる位置情報である、第２の観察者に関する第２の位置情報
を入手するステップと、
　前記第２の位置情報に基づいて、前記第１のメッセージ情報とは異なる第２のメッセー
ジ情報を表す第２のデジタルウォータマーク信号を事前に歪ませるステップと、
　前記第２のデジタルウォータマーク信号が前記知覚可能な画像データに隠れるように、
前記第２のデジタルウォータマーク信号に従って、前記知覚可能な画像データを符号化す
るステップと、
　前記電子看板上に前記符号化された画像データを提示するステップと、を含み、
　前記第２の位置情報ではなく前記第１の位置情報が示す位置からの前記第１のデジタル
ウォータマーク信号に係る符号化を許容すべく、前記第１のデジタルウォータマーク信号
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が事前に歪まされ、前記第１の位置情報ではなく前記第２の位置情報が示す位置からの前
記第２のデジタルウォータマーク信号に係る符号化を許容すべく、前記第２のデジタルウ
ォータマーク信号が事前に歪まされ、異なるメッセージ情報が前記第１の観察者及び前記
第２の観察者に向けられ、
　前記知覚可能な画像データは、事前に歪まされることなく、前記第１の位置情報及び前
記第２の位置情報に基づいて、スクリーン上に提示される、方法。
【請求項２】
　前記第１及び第２のデジタルウォータマーク信号は、符号化された画像データ内に同時
に提示される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２の位置情報を入手する行為は、前記第１及び第２の観察者によって持
ち運ばれているモバイルデバイスによって取込まれたイメージの処理を含んでいる、請求
項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の観察者に関するコンテキストデータに従って前記第１のメッセージ情報を生
成すること、及び、前記第２の観察者に関するコンテキストデータに従って前記第２のメ
ッセージ情報を生成することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　カメラを用いて前記第１の位置情報を入手し、前記カメラを用いて前記第１の観察者に
関する前記コンテキストデータを推定する、請求項４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　米国において、本出願は、２００９年３月３日に出願された仮出願第６１／１５７，１
５３号に対する優先権を主張する。
【０００２】
　本技術は、譲受人の同時係属中の、２００８年１１月１４日に出願された特許出願第１
２／２７１，７７２号、２００９年６月１２日に出願された特許出願第１２／４８４，１
１５号（特許公開第ＵＳ２０１０００４８２４２号として公開された）、２００９年６月
２４日に出願された特許出願第１２／４９０，９８０号、２００９年８月１９日に出願さ
れた特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０９／５４３５８号（特許公開第ＷＯ２０１００２２１８５
号として公開された）、２０１０年１月２２日に出願された特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０
１０／０２１８３６号、および２０１０年２月２４日に出願された特許出願第１２／７１
２，１７６号において詳述される技術に関する。
【０００３】
　先に述べた著作物からの原理および教示は、本文中で詳述される配設の文脈において適
用されることを意図される、また、その逆もまた同様である。
【０００４】
　本技術は、電子ディスプレイに関し、より具体的には、こうしたディスプレイと相互作
用するために可搬型デバイス（たとえば、携帯電話）を使用する配設に関する。
【背景技術】
【０００５】
　電子ディスプレイスクリーンは、公共の場所で広く行き渡るようになり、また、広告に
広く使用されている。いくつかのディスプレイシステムは、種々の種類の相互作用性によ
って視認者の関わり合いを高めようとする。
【０００６】
　Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ　Ｐｏｈｌの１９５２年空想科学小説「宇宙商人(The Space Merch
ants)」は、相互作用的電子広告を予言する。登場人物は、飛行機の窓の外を見るために
振り向くたびに、「ガーン：…ある安っぽい製品用のＴａｕｎｔｏｎ広告が窓を不透明に
し、口やかましくばかげたコマーシャルソングの１つが耳に否応なしに入ってくる」とこ
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ぼす。
【０００７】
　５０年後、映画Ｍｉｎｏｒｉｔｙ　Ｒｅｐｏｒｔにおいて、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅは、
電子看板によって、名前によって繰返し識別され呼び掛けられるだけのために、控えめに
商店街を歩こうとする。
【０００８】
　Ｑｕｉｖｉｄｉによる公開された特許出願ＷＯ２００７／１２０６８６は、視認者を検
知し、視認者の年齢および性別を推定する、カメラシステムを装備する電子看板を開示す
る。広告は、検知されたデータに従ってターゲッティングすることができ、かつ視聴者測
定情報を、集めることができる。
【０００９】
　ＴｒｕＭｅｄｉａは、電子看板およびストアディスプレイに関連して使用される、関連
する自動化視聴者測定技術を製品化している。看板は、女性を検出する場合、香水用の広
告を、また、男性を検出する場合、メンズウェア用の広告を提示することができる。
【００１０】
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｒａｋ．Ｉｎｃ．は、道路脇サイネージ用のＳｍａｒＴｒａｋモジュ
ールを提供し、ＳｍａｒＴｒａｋは、通過する車からの浮遊局部発信器放出を監視し、そ
れにより、浮遊局部発信器放出が同調している無線局を見定める。やはり、この情報は、
人口統計プロファイリングおよび広告ターゲッティングのために使用することができる。
【００１１】
　ＢｌｕＳｃｒｅｅｎは、電子サイネージ上に広告を提示するためのオークションベース
のフレームワークである。システムは、近傍の視認者からのブルートゥース伝送情報を検
知し、ブルートゥース伝送情報は、公にアクセスされる観察者の携帯電話からプロファイ
ルデータを可能にする。ＢｌｕＳｃｒｅｅｎは、広告主にこのプロファイルデータを渡し
、広告主は、その後、識別された視認者に広告を提示する機会を得ようと努力する。
【００１２】
　フランスの機関ＩＮＲＩＡは、電子公共ディスプレイボードが、（ブルートゥースによ
り）通行人の移動体電話の番号を検知し、移動体電話に短いメッセージまたはコンテンツ
（たとえば、着メロ、ビデオ、ディスカウントバウチャ(discount voucher)）を送出する
オプトイン(opt-in)システムを開発した。コンテンツは、移動体電話から共有されたユー
ザプロファイル情報に従ってカスタマイズすることができる。たとえば、米国特許公報２
００９００４７８９９を参照されたい。
【００１３】
　ＢｌｕｅＦｉｒｅは、ＳＭＳメッセージングまたはブルートゥースを使用して、いくつ
かの相互作用的サイネージ技術を提供する。ある投票、たとえば、この週末のゲームに誰
が勝利するかに投票する観察者が招待される。観察者がこうして関わり合うと、広告主は
、観察者の携帯電話に送出されるクーポン、コンテンツなどを用いて電子的に応答するこ
とができる。
【００１４】
　Ｏｇｉｌｖｙによるマーケッティングキャンペーンは、報酬の使用を通して、電子サイ
ネージとのユーザの関わり合いを促進する。看板は、指定されたアドレスにＳＭＳメッセ
ージを送出することによってコンテストに参加するように視認者を招待する。システムは
、質問で応答し、視認者が正しい回答で応答する場合、祝賀花火の打ち上げを看板に提示
させ、自動車の抽選に観察者を参加させる。
【発明の概要】
【００１５】
　本技術のいくつかの実施形態は、デジタルウォータマーキングを使用する。デジタルウ
ォータマーキング（ステガノグラフィの形態）は、データが、本質的に人間の知覚から隠
ぺいされるが、コンピュータ解析によって回復することができる方法で、複数ビットデジ
タルデータによって物理的オブジェクトおよび電子的オブジェクトを符号化する科学であ
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る。電子オブジェクト（たとえば、デジタルオーディオ、またはビデオを含むイメージリ
ー）において、データは、サンプル値（たとえば、輝度、色度、オーディオ振幅）のわず
かの変形として符号化されてもよい。または、オブジェクトが、いわゆる直交領域（「非
知覚的(non-perceptual)」とも呼ばれる、たとえば、ＭＰＥＧ、ＤＣＴ、ウェーブレット
など）で表される場合、データは、量子化または係数値のわずかな変形として符号化され
てもよい。本譲受人の特許第６，１２２，４０３号、第６，５９０，９９６号、第６，９
１２，２９５号、および第７，０２７，６１４号ならびに出願第１２／３３７，０２９号
（２００８年１２月１７日に出願された）は、いくつかのウォータマーキング技術を示す
。
【００１６】
　ウォータマーキングは、永続的デジタル識別子を用いてコンテンツに知覚できないよう
にタグ付けするために使用することができ、多数の使用を見出す。一部の使用は、たとえ
ばウォータマークがそれと共に運ばれるコンテンツを受信側デバイスがどのように処理す
べきかを信号送信するデータを伝達する、デバイス制御の領域にある。他の使用は、コン
テンツを関連データストアに関連付けるデータを符号化する。たとえば、ウェブ上で公開
された写真は、オンラインデータベース内の特定のレコードを識別するウォータマークペ
イロードを符号化してもよい。データベースレコードは、次に、撮影者のウェブサイトに
対するリンクを含んでもよい。特許第６，９４７，５７１号は、いくつかのこうした「接
続済みコンテンツ(connected-content)」アプリケーションおよび技法を詳述する。
【００１７】
　デジタルウォータマーキングシステムは、通常、２つの主要なコンポーネント、すなわ
ち、ウォータマークをホストメディア信号内に埋め込むエンコーダ、および符号化された
信号から埋め込まれたウォータマークを検出し読取るデコーダを有する。エンコーダは、
ホストメディア信号をわずかに変更することによって、ウォータマークを埋め込む。ウォ
ータマークのペイロードは、任意のビット数であることができ、３２または１２８が、一
般的なペイロードサイズであるが、より多いまたは少ない値を使用することができる（ビ
デオの場合では、複数フレームが使用される場合、ずっと多い）。読取りコンポーネント
は、疑わしい信号を解析して、ウォータマークが存在するかどうかを検出する。（疑わし
い信号は、たとえば携帯電話カメラによって取込まれた画像データである場合がある。）
ウォータマーク信号が検出される場合、リーダは、通常、ウォータマークから符号化され
た情報を抽出することに進む。
【００１８】
　１つの一般的な形態のウォータマーキングは、タイル表示様式でホストイメージリーに
わたってペイロードデータを冗長的に埋め込む。各タイルは、ペイロード全体を運び、た
とえ符号化された画像の抜粋だけが取込まれても、読み手がペイロードを抽出することを
可能にする。
【００１９】
　本技術の一態様によれば、異なるデジタルウォータマークメッセージは、電子看板の複
数の異なる観察者のそれぞれに「ナローキャストされる(narrowcast)」される。一配設で
は、看板に対する各観察者の場所が判定される。ウォータマークは、その後、各視点に従
って異なる観察者について幾何学的に設計される。たとえば、ウォータマークタイルは、
各観察者の視認の全体像によって導入される歪みを補償するために、事前に歪ませること
ができる。種々のウォータマークのペイロードは、各観察者に関する検知された人口統計
（たとえば、年齢、性別、民族性）に従って調節されることができる。こうして構成され
たウォータマーク信号を用いて符号化されたイメージリーは、その後、看板上に提示され
る。
【００２０】
　異なるウォータマークの幾何形状が異なるため、異なる観察者は、異なるウォータマー
クペイロードを検出する。そのため、看板視認エリアの右前景の１０代の少年は、１つの
ペイロードを受信する場合があり、看板視認エリアの左背景の成人男性は、異なるペイロ
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ードを受信する場合がある。前者は、前記１０代の少年にモールの向こうの方にあるＳｔ
ａｒｂｕｃｋｓにおけるバニラフラペチーノドリンクに対する１ドル引きの資格を与える
電子クーポンである場合があり、後者は、同じ店における無料のニューヨークタイムズに
ついての電子クーポンである場合がある。異なる人々が視認エリアに入り、また去るため
、異なるウォータマークを、それぞれ、表示される看板コンテンツに付加し、看板コンテ
ンツから除去することができる。
【００２１】
　各観察者の場所は、電子看板に関連付けられたカメラによって簡単に検出されることが
できる。他の実施形態では、場所の確定は、観察者の携帯電話から提供されるデータ、た
とえば、携帯電話カメラによって取込まれる看板の形状あるいはＧＰＳまたは携帯電話に
組み込まれた他の位置判定システムによって提供される場所データを参照することによっ
て開始することができる。
【００２２】
　現在のウォータマーク検出器は、ひどく歪んだコンテンツからでさえウォータマークを
回復することに優れる。したがって、視認者の携帯電話内の検出器は、視認者の位置につ
いて調節されていないウォータマークを検出する可能性がある。好ましいウォータマーク
検出器は、検出されるウォータマークの属性を特徴付ける１つまたは複数のパラメータ（
たとえば、回転、スケール、ビットエラー率など）を出力する。検出ソフトウェアは、こ
れらのパラメータに応じて、異なる応答を提供するように構成されてもよい。たとえば、
スケールが所望の範囲の外側にあり、また、ビットエラー率が通常より高い場合、携帯電
話は、ウォータマークが異なる観察者のために調節され、ウォータマークのペイロードに
よって示される特定の応答ではなく、デフォルト応答を提供することができることを推定
できる。たとえば、１ドル引きバニラフラペチーノドリンク用のクーポンの代わりに、デ
フォルト応答は、Ｓｔａｒｂｕｃｋｓでの任意の購入用の５０セント引きクーポンであっ
てよい。
【００２３】
　他の実施形態では、異なる応答は、幾何学的に調節された異なるウォータマークなしで
、異なる視認者に提供される。代わりに、全ての視認者は、同じウォータマークデータを
検出する。しかし、異なる視認者に関連するプロファイルデータが異なるため、視認者デ
バイスは異なって応答する。
【００２４】
　たとえば、各ユーザデバイス上のソフトウェアは、デバイス所有者の年齢および／また
は性別を示すデータと共に、検出されたウォータマークペイロードからのデータをリモー
トサーバに送出してもよい。リモートサーバは、相応して異なる応答を返すことができる
。１０代の少年に対して、サーバは、近くの映画館における無料ポップコーン用のクーポ
ンを発行してもよい。成人男性に対して、サーバは、同伴者の劇場入場料を半額にするク
ーポンを発行してもよい。
【００２５】
　関連する例では、異なるウォータマークは、ディスプレイスクリーン上のビデオ提示の
異なるフレーム内に連続して提示される。各ウォータマークペイロードは、そのペイロー
ドが（たとえば、性別、年齢、民族性、自宅郵便番号、教育、政治的なまたは他の志向、
社会的ネットワークメンバーシップなどによって）ターゲッティングされる視聴者人口統
計またはコンテキストを示すいくつかのまたはいくつかのビットを含む。ユーザデバイス
は、（たとえば、ローカルまたはリモートユーザプロファイルデータセットに記憶された
）異なるウォータマーク信号を調査するが、そのデバイスのユーザに関連する人口統計デ
ータに対応するウォータマークが検出されるときにだけアクションを起こす。
【００２６】
　なおさらなる配設では、ウォータマークデータの異なるフレームは、参照クロックに同
期した、時間多重化標準に従って、視認者の異なる人口統計グループについて調節される
。たとえば３０フレームの周期の第１のフレームは、１０代の少年にターゲッティングさ
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れてもよい。第２のフレームは、１０代の少女にターゲッティングされてもよい、等々。
それぞれの受信側携帯電話は、所有者の人口統計を知り、携帯電話のタイムベースを調べ
ることによって、こうした人のために意図されたウォータマークのフレームを識別するこ
とができる。周期は、１秒ごとにまたは他の間隔で繰返されてもよい。
【００２７】
　別の配設では、視覚スクリーンチャネルの上への異なるウォータマークの多重化は、異
なるウォータマークペイロードを異なる視認者に伝達するために、異なる画像周波数帯を
使用することによって達成することができる。
【００２８】
　本技術の一部の実施形態は、デジタルウォータマークを利用しない。しかし、異なって
位置する視認者は、それでも、電子サイネージに対して異なる応答を得ることができる。
【００２９】
　１つのこうした配設では、観察者の場所が、上述したように、観察者の各人口統計と共
に確定される。看板システムは、その後、どの応答が、異なって位置する視認者に適切か
を判定し、対応するデータをオンラインリポジトリ（データベースサーバ）に記憶する。
Ｇａｐストア用の電子看板の右前景の１０代の少年の場合、システムは、無料のお試しサ
イズのコロンのボトル用のクーポンを記憶してもよい。中央背景の中年の女性の場合、記
憶される応答は、５ドルのＧａｐ商品券であってよい。
【００３０】
　観察者の携帯電話が看板の画像を取込むと、取込まれたイメージリーに関連するデータ
は、看板に関連付けられたコンピュータに送信される。たとえばそのコンピュータにおけ
る解析ソフトウェアは、撮影された看板のサイズおよびその側面の間の長さ比（または他
の幾何学的解析）から、視認者の位置を判定する。この情報を用いて、コンピュータは、
看板によって記憶された対応する応答情報を取出し、それを観察者に返送する。十代の少
年はコロンを入手し、女性は商品券を入手する。
【００３１】
　本技術の前述のまた他の特徴および利点は、添付図面を参照して進められる以下の発明
を実施するための形態からより容易に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図示される実施形態で使用される装置の一部を示す図である。
【図２】２人の視認者および６つの視認ゾーンを含む、電子看板の上部に搭載されたカメ
ラの視野を示す図である。
【図３】電子看板の視認ゾーン内の２人の視認者の斜視図である、
【図４】各視認者に対する方向を、水平方位角Ａおよび垂直仰角Ｂによって特徴付けるこ
とができることを示す図である。
【図５】メッセージが表示された電子看板の図である。
【図６】図２および図３の２人の観察者によって見られた、図５の看板の図である。
【図７】図２および図３の２人の観察者によって見られた、図５の看板の図である。
【図８Ａ】ディスプレイスクリーンの４つの垂直ゾーンＡ～Ｄについて、どのようにスク
リーンのより長い距離の部分が、ある視認者についてのより小角に内在するかを示す上か
ら見下ろした図である。
【図８Ｂ】スクリーン上に提示された情報を事前に歪ませることによって、図８Ａの現象
がどれだけ正されるかを示す図である。
【図９】視認者の位置に従って２次元で事前に歪まされたディスプレイを示す図である。
【図１０】異なる事前歪を有する２つのウォータマークがスクリーン上でどのように提示
されることができるかを示す図である。
【図１１】観察者の位置が変わるにつれて、提示されるウォータマーク情報の事前歪がど
のように変わるかを示す図である。
【図１２】所望の観察者をターゲッティングするために、ウォータマークエンコーダによ
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ってウォータマークタイルのサイズがどのように調節できるかを示す図である。
【図１３Ａ】携帯電話によって取込まれた部分スクリーン図である。
【図１３Ｂ】携帯電話によって取込まれた部分スクリーン図である。
【図１４】スクリーンに対する方向および距離を確定できるパターンを示す図である。
【図１５】例証的な６４ビットウォータマークペイロードを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１は、本技術の一実施態様で使用される装置の一部を示す。電子ディスプレイシステ
ム部は、ディスプレイスクリーン１０、カメラ１２、およびコンピュータ１４を含む。デ
ィスプレイスクリーンは、ラウドスピーカ１５を含んでもよく、または、こうしたスピー
カは、システムに別個に組み込まれてもよい。コンピュータ１４は、インターネット、ブ
ルートゥースなどのような１つまたは複数の配設によって他のデバイスに対する接続性を
有する。コンピュータ１４は、ディスプレイスクリーン上に表示された情報を制御する。
（単一コンピュータは、空港などにおいて、多くのスクリーンの制御を受け持つ場合があ
る。）
【００３４】
　ディスプレイスクリーン１０は、携帯電話（スマートフォン）１６などの撮像デバイス
を搬送する観察者によって視認される。ディスプレイスクリーン１０はまた、インターネ
ット、ブルートゥース、セルラー（ＳＭＳを含む）などによって他のデバイスに対する接
続性を有する。
【００３５】
　同様に、いくつかの実施形態には、１つまたは複数のリモートコンピュータ１８が関わ
り、リモートコンピュータ１８によって、今述べたデバイスが、インターネットまたはそ
の他の方法によって通信することができる。
【００３６】
　図２および図３は、電子看板１０を視認する２人の観察者２２、２４を示す。この例で
は、看板の前部の視認エリア２６は、６つのゾーン、すなわち、それぞれが前景および背
景位置を有する（看板から見て）左、中央、および右に適宜分割される。観察者２２は左
前景におり、観察者２４は中央背景にいる。
【００３７】
　カメラ１２は、たとえば看板１０の上部から視認エリア２６のビデオを取込む。取込ま
れたこの画像データから、コンピュータ１４は、各観察者の位置を判定する。位置は、た
とえば図２の６つの視認ゾーンのうちの１つのゾーン内に各視認者を分類することによっ
て大雑把な意味で判定されてもよい。または、より精密な場所データを、図４に示すよう
に、スクリーンの中央から観察者の目の中点までのベクトル３２の方位角（Ａ）、仰角（
Ｂ）、および長さを識別することなどによって生成することができる。（視認者までの距
離は、通常２．８～３．１インチである人の目の瞳孔間の距離（ピクセル単位の）を参照
することによって、推定することができる）
【００３８】
　（カメラシステム１２は、その視野内のピクセル位置と視認者に対する配向との間のマ
ッピングを理解するために、モデル化、または測定されてもよい。各ピクセルは、一意の
方向からレンズ上に入射するイメージリーに対応する。）
【００３９】
　図５は、電子看板１０上に提示されてもよいディスプレイを示す。図６および図７は、
左前景観察者２２および中央背景観察者２４の視点からのそれぞれこの同じ看板を示す。
異なる観察者によって知覚されるディスプレイのサイズおよび形状は、観察者のそれぞれ
の位置に依存する。これは、図８Ａによって明確にされる。
【００４０】
　図８Ａは、観察者８２がスクリーンの縁部の前に配置された状態の、スクリーン１０の
上から見下ろした図である。スクリーンが、４つの同じ幅の垂直４分割パネルＡ～Ｄを有
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するものとみなされる場合、最も近いパネル（Ｄ）は、この場合、観察者によって視認さ
れる４５°角度に内在することが見られる。他の４分割パネルＣ、Ｂ、およびＡは、しだ
いに観察者の視野のより小さい範囲に内在する。（スクリーン全体は、観察者の視野の約
７６°を満たすため、最も近い４分割パネルの４５°の見かけの幅は、他の３つの４分割
パネルの見かけの幅を合わせたものより大きい。）
【００４１】
　この現象は、観察者によって視認される、スクリーン上に提示されるイメージリーを歪
ませる。人間の目および脳は、もちろん、この歪みに伴う問題を持たず、この歪みは許容
され、我々が見るほぼ全てにおいて常に存在すると考えられる。
【００４２】
　ウォータマークは、イメージリー内に隠ぺいされる場合、携帯電話１６によって視認さ
れる場合、同様に歪まされていることになる。タイル表示された変種のウォータマークで
は、視認者に最も近いタイルは、比較的大きく見えることになり、さらに遠いタイルは、
比較的小さく見えることになる。特許第６，５９０，９９６号に開示される検出器などの
現代のウォータマーク検出器は、こうした歪みに対してロバストである。検出器は、各コ
ンポーネントタイルのスケールおよび回転を評価し、その後、各コンポーネントタイルか
らペイロードを復号する。復号されたタイルの全てからのペイロードは、結合されて、特
定のタイルからのデータが読み取りできなくても、信頼性がある出力ウォータマークデー
タをもたらす。
【００４３】
　この能力があるにもかかわらず、本技術の一実施態様では、イメージリー内に隠蔽され
たウォータマークパターンは、この透視歪みを相殺するために、観測者の場所に従って前
もって歪まされる。図８Ｂは、１つのこうした事前歪の形態を示す。スクリーン１０は、
やはり４つの垂直パネルを有するものとみなされる場合、垂直パネルは、ここでは異なる
幅である。最も遠いパネルＡ’は、他のパネルよりずっと大きい。事前歪は、各パネルが
、観察者にとって同じ角度の視野（この場合、約１９°）を内在するように構成される。
【００４４】
　第１次近似では、この事前歪は、スクリーン１０から、観察者がそれに対して中心軸８
４上にいる仮想スクリーン１０’上にウォータマークを投影するときに視認されることが
できる。
【００４５】
　図９は、２次元におけるこのウォータマーク事前歪の結果を示す。図９の各長方形は、
１つの例証的なウォータマークタイルの範囲を示す。視認者に最も近いタイルは比較的小
さく、遠方のタイルは比較的大きい。
【００４６】
　図９に示すタイル幅は、図８Ｂの幅Ａ’～Ｄ’に対応する。タイル高さもまた、観察者
の斜視の垂直位置（ここでは、スクリーンの垂直中央線に沿うとみなされる）に従って変
わる。そのため、スクリーンの上部および底部に近いタイルは、中央に沿うタイルより高
い。
【００４７】
　ウォータマークタイルが図９のように事前に歪まされると、ウォータマーク検出器は、
各タイルが、実質的に同じ見かけのスケールを有することを見出す。観察者に近いスクリ
ーンの部分は、もはやより大きなタイルを呈さない、などである。それは、まるでウォー
タマーク検出器が、スクリーンから突出する中心軸に沿うある距離の点からスクリーンを
見ているようなものである。
【００４８】
　図１０に示すように、コンピュータ１４は、観察者の検出される位置の変化に従って、
ディスプレイスクリーン上に提示されるウォータマークパターンの歪を変えることができ
る。そのため、観察者がスクリーンの一方の側から別の側へ移動する場合、ウォータマー
クパターンの事前歪は、相応して観察者に追従することができる。
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【００４９】
　スクリーン１０上に提示される広告または他の人間が知覚可能なイメージリーは、事前
に歪まされないことに留意されたい。すなわち、人間の観察者は、常に見られる、よく知
っている場所依存性のある透視歪効果を有する広告を見る。しかし、ウォータマーク検出
器は、観察者（携帯電話）の場所によらず、実質的に歪の無い均一なウォータマークパタ
ーンを見る。
【００５０】
　同じ配設を、複数の異なる観察者に拡張することができる。電子看板システムは、それ
ぞれが異なる観察者をターゲッティングするいくつかの異なるウォータマークパターンを
スクリーン１０上に提示することができる。異なるパターンは、時間的に交互配置、また
は、同時に提示することができる。
【００５１】
　同じディスプレイスクリーン上での複数のウォータマークパターンの使用は、図１１の
パターン４２および４４によって概念的に示される。第１のウォータマークパターン４２
（細い実線で示す）は、図９のタイルと同一の事前に歪まされたタイルのアレイである。
第２のパターン４４（太い破線で示す）は、異なる観察者のために構成されたタイルの異
なるアレイである。特に、この第２のパターンは、（タイルが全て均一なサイズであるた
め）明らかに、ある距離からの、ディスプレイの中心軸から視認する観察者のためにター
ゲッティングされる。パターン４４の意図される観測者はまた、パターン４２の意図され
る観察者に比べて明らかにスクリーンからより遠くにいる（すなわち、ウォータマークパ
ターン４４の最も小さなタイルは、ウォータマークパターン４２の最も小さなタイルより
大きく、より遠い視認用斜視が意図されていることを示す）。
【００５２】
　異なるウォータマークの時間逐次的交互配列(time-sequentialinterleaving)の場合、
コンピュータ１４は、異なるウォータマークパターン（それぞれ、観察者の場所に従って
判定された）を有する表示コンテンツの異なるフレームを符号化する。適用されたウォー
タマークパターンは、フレームごとに変更される可能性があり、または、変更する前に、
数フレームにわたって一定に保持される可能性がある。観察側携帯電話内のデコーダは、
全てのウォータマークを復号するが、明らかに異なる位置の観察者をターゲッティングす
るウォータマークを無視するようにプログラムされてもよい。これは、視野にわたってコ
ンポーネントウォータマークタイルの見かけのスケールの変動を記録することによって見
定めることができる。フレーム内のタイルが、異なってスケーリングされる場合、パター
ンは、明らかに、異なる観察者について事前に歪まされている。フレーム内のタイルが全
て、実質的に均一なスケールを有する場合にだけ、携帯電話検出器は、パターンを、その
観察者のためにターゲッティングされているとみなし、それに基づいてアクションを起こ
す。
【００５３】
　複数のウォータマークパターンの同時表示の場合、コンピュータ１４は、パターンを個
々に計算し（やはり、それぞれは、ターゲッティングされる観察者場所に基づいて）、そ
の後、表示されるコンテンツ内に符号化するために、パターンを結合する。
【００５４】
　この実施態様では、観察側携帯電話内のデコーダは、比較的鋭く同調されるため、特定
の見かけのサイズを有するウォータマークタイルに応答するだけである。より大きいまた
はより小さいタイルパターンは、無視され－ホスト画像コンテンツの一部のように処理さ
れる、すなわち、ノイズが無視される。
【００５５】
　例証するために、サイズ１２００ピクセル×１６００ピクセルの画像を出力する画像セ
ンサを有するカメラを考える。カメラのウォータマークデコーダパラメータは、デコーダ
が、１辺当たり２００ピクセル＋／－１０ピクセルの公称サイズを有するウォータマーク
タイルにだけ応答するように、調整されてもよい。
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【００５６】
　簡単にするために、電子ディスプレイスクリーンは、カメラセンサと同じアスペクト比
を有するが、４．５フィート高さおよび６フィート幅を有すると想像する。さらに、意図
される視認者は、看板の中心線上にいて、看板がカメラの視野の１／４（すなわち、高さ
が半分、幅が半分、または、６００×８００カメラピクセル）を満たすだけであるように
十分に離れていると想像する。この配設では、コンピュータ１４は、意図される観察者を
ターゲッティングするために、表示されるウォータマークタイルが、１つの辺上で１．５
フィートであるようにサイズを決定しなければならない。すなわち、ウォータマークタイ
ルが、１辺が２００ピクセルである正方形としてカメラによって撮像されるために、図１
２に示すように、看板に、３つのタイルが縦に並び、４つのタイルが横に並ばなければな
らない。（例証を明確にするために、図１２の均一なタイルグリッド、および図１１のパ
ターン４４は、看板の中心線からの観察者の斜視によって生じる見かけの歪を相殺するた
めに適用される場合がある事前歪を無視する、すなわち、看板の左および右縁部のタイル
は、さらに遠くにあるため、拡大されるべきである、などである。）
【００５７】
　ウォータマーク検出器の同じ狭い調整は、意図されるウォータマークパターンを他の観
察者をターゲッティングするパターンから区別するために、異なるウォータマークパター
ンの時間逐次的交互配列で使用することができることが認識されるであろう。
【００５８】
　今述べた配設によって、表示されるウォータマークパターンは、ターゲッティングされ
る観察者の位置を考慮する。これらのウォータマークのペイロードはまた、ターゲッティ
ングされる観察者に対して調節することができる。
【００５９】
　１つの特定の配設では、ペイロードは、人口統計的に調節される。人口統計（たとえば
、年齢、民族性、性別）は、カメラ１２によって取込まれたイメージリーから判定されて
もよい。別法としてまたは付加的に、人口統計データは、個人などによる、その他の方法
で提供されてもよい。たとえば、個人の携帯電話または個人のフェースブックプロファイ
ルに記憶されるデータが、利用可能である場合があり、自宅郵便番号および市外局番、収
入レベル、雇用、教育、音楽および映画の好み、ファッションの好み、趣味および他の関
心事、友人、旅行先などを含む情報を明らかにする場合がある。
【００６０】
　人口統計は、あるタイプのコンテキストとみなされる場合がある。コンテキストの１つ
の定義は、「ある実体の状況を特徴付けるために使用されることができる任意の情報」で
ある。ある実体は、ユーザおよびアプリケーション自体を含む、ユーザとアプリケーショ
ンとの間の相互作用に関連すると考えられる人、場所、またはオブジェクトである
【００６１】
　コンテキスト情報は、コンピューティングコンテキスト（ネットワーク接続性、メモリ
可用性、ＣＰＵ競合など）、ユーザコンテキスト（ユーザプロファイル、場所、好み、近
くの友人、ソーシャルネットワーク（複数可）、および状況など）、物理的コンテキスト
（たとえば、照明、ノイズレベル、交通など）、時間的コンテキスト（時刻、日、月、季
節など）、上記の履歴などを含む、多くの種類がある可能性がある。これらのまた他のコ
ンテキストデータはそれぞれ、異なるウォータマークペイロードについての基礎として（
または、より一般的に、ユーザに対する異なる応答／見返りについての基礎として）使用
することができる。
【００６２】
　視認者の位置は、電子サイネージに関連するカメラの使用によって確定される必要はな
い。代わりに、視認者の携帯電話によって検知されるデータを使用することができる。種
々の手法が存在する。
【００６３】
　一部の実施形態における先行する問題は、視認者がどんなスクリーンを注視しているか
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を識別することである。この情報は、ユーザの携帯電話が、正しい電子看板システム（ま
たは多くの個々の電子看板を管理する場合がある正しい制御システム）と通信することを
可能にする。しばしば、このステップは、近くに１つのスクリーンが存在するだけである
可能性があり、曖昧さが全く存在しない（または、実施形態がこうした知識を必要としな
い）ため、省略することができる。しかし、他のコンテキストでは、多くのスクリーンが
存在する場合があり、解析は、最初に、どのスクリーンが視認されているかを識別する必
要がある。（密接な間隔のいくつかのスクリーンを有するコンテキストは、展示会および
空港コンコースを含む。）
【００６４】
　どのスクリーンが注視されているかを識別する１つの方法は、たとえば緯度および経度
によって、視認者の位置を示すデータを参照することによる。候補スクリーンの位置が同
様にわかっている場合、視認者がそこからイメージリーを取込んでいるスクリーンは、単
純な近接性によって確定される場合がある。
【００６５】
　ＧＰＳは、よく知られている場所検知技術であり、いくつかの実施形態で使用すること
ができる。他の実施形態では、ＧＰＳは、ＧＰＳ信号が屋内に侵入しないため、または、
位置精度が十分でないため、十分でない場合がある。こうした場合、代替の位置特定技術
を使用することができる。１つの技術は、公開された特許出願第ＷＯ０８／０７３３４７
号に詳述されている。
【００６６】
　緯度／経度または同様なものが曖昧さを残す場合、携帯電話がその方に向くコンパス方
向および水平に対するその伏角／偏角を示す磁束計および／または加速度計データなどの
、視認者に関する他の位置データを使用することができる。やはり、スクリーンの位置が
適切に特徴付けられる場合、この情報は、多くのスクリーンの中でも１つのスクリーンの
一意の識別を可能にできる。
【００６７】
　他の配設では、スクリーンコンテンツが、視認されている提示を識別するために使用さ
れる。視認者の携帯電話によって取込まれる画像は、最良の一致を見出すために、一組の
候補スクリーンによって最近提示されたイメージリーと比較されることができる。（候補
スクリーンは、その大雑把な地理的場所、たとえばポートランド空港によって識別される
可能性がある、または、一組の考えられる電子看板を制限する他の方法を使用することが
できる。）比較は、カラーヒストグラムなどの簡単な統計的メトリックに基づくことがで
きる。または、比較は、携帯電話画像間と候補スクリーン上に提示される画像との間の特
徴相関などのより詳細な解析に基づくことができる。無数の比較技法が可能である。中で
も、ＳＩＦＴまたは画像指紋に基づく技法（共に以下で論じる）が存在する。
【００６８】
　表示されたイメージリーまたはビデオ中に符号化されるデジタルウォータマークデータ
はまた、注視されているコンテンツ／スクリーンを識別するために機能することができる
。
【００６９】
　（時として、いくつかのスクリーンは同じビジュアルコンテンツを提示している場合が
ある。こうした場合、視認者が、コンコースＡもしくはＢで、またはニューヨークまたは
カルフォルニアでスクリーンを注視しているかどうかは重要でないかもしれない。むしろ
、重要なことは、視認されているコンテンツである。）
【００７０】
　同様に、オーディオコンテンツが、視認者がさらされているコンテンツ／スクリーンを
識別するために使用されてもよい。やはり、ウォータマーキングまたは比較ベース手法（
たとえば指紋）は、こうした識別を実施するために使用することができる。
【００７１】
　他の配設では、なお他のスクリーン識別技法を使用することができる。たとえば、サブ
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リミナル識別子を、電子看板（または組み込まれたラウドスピーカ）によって放出し、視
認者の携帯電話によって見定めることができる。１つのこうした配設では、スクリーンの
輝度は、電話によって検知されるバイナリ識別子を伝達するためにわずかに変調される。
同様に、スクリーンのベゼルに沿って配置されたＬＥＤまたは他のエミッタは、識別用パ
ターンを送信することができる。（ほとんどの携帯電話カメラが、赤外線に対するある程
度の感度を有するため、赤外照明を使用することができる。）
【００７２】
　一部の実施形態では、図１のサーバ１８などのリモートサーバは、問い掛け側携帯電話
から位置または画像データを受信し、たとえば参照データと比較することによって、どの
看板／コンテンツが視認されているかを判定する。リモートサーバは、その後、テーブル
または他のデータ構造から対応するコンピュータ１４用のＩＰアドレスをルックアップし
、視認側携帯電話を看板システムに知らせてもよい。リモートサーバはまた、このアドレ
ス情報を携帯電話に送信し、電話が、看板システムと直接通信することを可能にする。（
他の通信手段を代替的に使用することができる。たとえば、リモートサーバは、ブルート
ゥース、ＷｉＦｉ、または携帯電話が看板システムと通信することを可能にする他のデー
タを携帯電話に提供することができる。）こうした配設によって、電話と看板システムと
の間で仮想セッションを確立することができ、その対間に論理的関連性が定義される。
【００７３】
　視認されているスクリーン（またはコンテンツ）がわかると、スクリーンに対する視認
者の位置を判定することができる。
【００７４】
　ここでも、１つの技法は位置データに依存する。十分な位置精度が利用可能である場合
、観察者がそこから電子看板を視認している斜視は、看板の位置および方向と共に、観察
者の位置および視認方向の知識から確定することができる。
【００７５】
　電子看板に対する視認者の位置を確定する別の手法は、見かけの幾何形状に基づく。デ
ィスプレイスクリーンの対向する辺は、同じ長さであり、隣接する辺は、互いに直角であ
る。ピンホールカメラモデルが仮定される場合、これらの同じ関係が、スクリーンの中心
軸（すなわち、その垂線）に沿う場所から視認される場合、視認者の携帯電話によって取
込まれるイメージリー内のスクリーンの描写について保持される。スクリーンの垂線から
視認されない場合、これらの関係の１つまたは複数が異なることになり、長方形が幾何学
的に歪むことになる。
【００７６】
　通常の幾何学的歪は、主に、「キーストーニング(keystoning)」としても知られる台形
効果である。視認者取込み画像内の幾何学的歪は、スクリーン垂線に対する視認角度を確
定するために解析することができる。この視認角度は、こんどは、視認者の近似位置を示
すことができる（すなわち、視認角度ベクトルが、カメラが存在する、たとえば床から５
．５フィート上の可能性のある視認平面を交差する場合）。
【００７７】
　知られている画像処理技法を、取込まれた画像内で四辺形スクリーンの描写を見出すた
めに使用することができる。エッジ発見技法を使用することができる。すなわち、閾値処
理式ブロブ（たとえば、四辺形の明るいオブジェクトが識別されるまで、画像をぼかし、
得られるピクセル値を上昇してくる閾値と比較する）が可能である。または、ハフ変換を
使用するなど、パターン認識法が使用されることができる。例示的な看板発見法は、Ｔａ
ｍ著「Ｑｕａｄｒｉｌａｔｅｒａｌ　ｓｉｇｎｂｏａｒｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ
　ｔｅｘｔ　ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ」、Ｉｎｔ’ｌ　Ｃｏｎｆ．　ｏｎ　Ｉｍａｇｉｎｇ
，Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｐｐ．７０８－７
１３，２００３に詳述される。
【００７８】
　取込まれたイメージリー内でスクリーンが識別されると、簡単な写真測量技法が適用さ
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れて、角点を参照することによって、かつ／または、表示された画像コンテンツの歪から
視認角度を見定めることができる。（こうした解析の例示的な処理は、Ｃｈｕｐｅａｕ著
「Ｉｎ－ｔｈｅａｔｅｒ　ｐｉｒａｃｙ：ｆｉｎｄｉｎｇ　ｗｈｅｒｅ　ｔｈｅ　ｐｉｒ
ａｔｅ　ｗａｓ」、Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ，Ｖｏ．６８１２、２００８に提供されており、
カメラ付きビデオで録画された映画コピーを調査して、コピーがそこから撮影された映画
館内の場所が判定される。）
【００７９】
　利用可能な場合、携帯電話のカメラのレンズ系をモデル化する情報が、画像解析と連携
して使用されて、なおより正確な結果をもたらすことができる。しかし、ピンホールカメ
ラモデルで、一般に十分である。
【００８０】
　特定の実施形態に応じて、視認距離は考慮しなくてもよいかもしれない。（重要である
場合、視認距離は、先に述べたように、視認角度が視認平面をどこで交差するかを判断す
ることによって推定されてもよい。）距離を判断するときに、看板のサイズを使用するこ
とができる。この情報は、看板システムコンポーネント１４に知られており、携帯電話プ
ロセッサが距離推定を実施する場合、携帯電話に提供することができる。または、携帯電
話によって取込まれるイメージリーが、解析のために看板システムコンピュータに提供さ
れる場合、コンピュータは、距離を確定するのを助けるために、解析の中で看板サイズ情
報を因子とすることができる。（携帯電話カメラがズーム機能を有する場合、電子看板の
取込まれた画像は、視認距離を示さないスケールである場合がある。ズームの程度を示す
メトリックを提供するカメラシステムからのデータは、この問題に対処するために、関連
プロセッサによって使用することができる。）
【００８１】
　スクリーン長方形が、携帯電話画像フレーム内に完全に取込まれない場合、ユーザの位
置に関する一部の情報は、それでも、確定することができる。たとえば図１３Ａに示す部
分的なスクリーン長方形（１つの完全なエッジおよび２つの不完全な対向エッジ）を考慮
して、不完全に取込まれた対向するエッジは、延長される場合、収束するように見え、視
認者がエッジＡの左にいることを示す。対称的に、図１３Ｂの発散する対向するエッジは
、視認者がエッジＡの右にいることを示す。
【００８２】
　観察者の視認位置が、携帯電話取込み画像データから見定めることができるなお別の方
法は、看板によって提示され、ユーザ取込みイメージリーに含まれるグラフィカルデータ
内で符号化されたウォータマーク情報を参照することによる。特許第６，５９０，９９６
号に詳述されるような、ステガノグラフィ的に符号化されたウォータマーク信号は、一般
に、符号化のためにイメージリーに導入されたアフィン幾何学的歪を、ウォータマークデ
コーダがそれによって検出することができる方向信号成分を含み、それにより、符号化さ
れたペイロードは、こうした歪にもかかわらず、適切に復号することができる。特に、詳
述されたウォータマークシステムは、６つの画像歪度、すなわち回転、スケール、差のス
ケール、せん断、およびｘとｙの両方における並進を、取込まれたイメージリーから見定
めることを可能にする。
【００８３】
　斜視効果が中程度である場合、ほとんどのある距離における視認シナリオについてこれ
らの６つのパラメータで十分である。近接斜視歪は、いくつかの連続する（または重なっ
た）ウォータマーク方向信号、すなわち、１つが従来の信号で、他の１つまたは複数が、
異なる透視変換によって事前に歪まされた信号を用いて、表示されるイメージリーを符号
化することによって処理することができる。ウォータマークリーダは、透視変換された方
向信号のうちのどれが、最も低いエラーレート（または、最も高い信号対雑音比）で復号
されるかを示すことができ、その透視変換を示す。あるいは、従来のウォータマークは、
コンテンツ内で符号化することができ、デコーダは、最も低いエラーレート（または最も
高いＳ／Ｎ比）をもたらす信号を識別するために、復号する前に、取込まれたイメージリ
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ーに対して一連の異なる透視変換を適用することができる。
【００８４】
　（ウォータマーク復号の品質を評価するメトリックとしてのビットエラーの使用は、た
とえばＢｒａｄｌｅｙ著「Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　ｗ
ａｔｅｒｍａｒｋｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅｓ　ｕｓｉｎｇ　Ｍ－ａｒｙ　ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ　ｗｉｔｈ　ｂｉｎａｒｙ　ｓｃｈｅｍｅｓ　ｅｍｐｌｏｙｉｎｇ　ｅｒｒｏｒ　ｃ
ｏｒｒｅｃｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ」、ＳＰＩＥ，Ｖｏｌ．４３１４，ｐｐ．６２９－６４
２，２００１および特許公報第ＵＳ２００２０１５９６１４号アフィン幾何学的歪ならび
に引用される文書の他の文書に詳述される。これらのエラーは、最終的にエラー訂正スキ
ームによって訂正される。）
【００８５】
　観察者の視認位置を推定するなお別の方法は、ディスプレイスクリーン上に提示され、
観察者の携帯電話によって取込まれる既知のイメージリーの見かけの歪を参照することに
よる。ＳＩＦＴ、ロバストなシーン記述子スキーム、および幾何学的変換に対してロバス
トである画像指紋を、このために使用することができる。マッチングプロセスの一部とし
て、同期パラメータが推定され、視認者の位置を推定することを可能にする。
【００８６】
　視認者位置情報をそこから推定することができる表示されたイメージリーは、この目的
のために専用である必要はなく、任意のグラフィックを使用することができる。しかし、
場合によっては、視認者位置の確定を容易にするために特別に調節されたグラフィックス
を提供することができる。
【００８７】
　たとえば、シーンの画像ベースの理解は、参照情報（たとえば、サイズ、位置、角度）
がそれについてわかっており、また、システムがそれによって他の特徴を理解することが
できる、１つまたは複数の特徴またはオブジェクトを、スクリーン上でまたはスクリーン
の近くで提示することによって、関係性によって補助することができる。１つの特定の配
設では、ターゲットパターンは、たとえば視認距離および方向をそこから識別することが
できるスクリーン上に表示される（または、スクリーンに隣接して提示される）。そのた
め、こうしたターゲットは、距離および方向情報を任意の観察カメラシステムに信号送信
するビーコンの役をする。１つのこういったターゲットは、たとえばde Ipina著「ＴＲＩ
Ｐ：ａ　Ｌｏｗ－Ｃｏｓｔ　Ｖｉｓｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｆｏｒ　Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ」、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　ａｎｄ
　Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ，Ｖｏｌ．６，Ｎｏ．３，Ｍａｙ，２００
２，ｐｐ．２０６－２１９に詳述されたＴＲＩＰｃｏｄｅである。
【００８８】
　Ipinaの論文に詳述されるように、ターゲット（図１４に示す）は、ターゲットの半径
を含む情報を符号化し、カメラ装備システムが、カメラからターゲットまでの距離とター
ゲットの３Ｄ姿勢の両方を確定することを可能にする。ターゲットをその符号化されたサ
イズで電子スクリーン上に提示することによって、Ipinaの配設は、カメラ装備システム
が、スクリーンまでの距離とカメラに対するスクリーンの空間的方向の両方を理解するこ
とを可能にする。
【００８９】
　ＴＲＩＰｃｏｄｅは、ＳｐｏｔＣｏｄｅ、次に、ＳｈｏｔＣｏｄｅ（また、時にＢａｎ
ｇｏ）として連続して知られている種々の実施態様を経験した。ＴＲＩＰｃｏｄｅは、現
在、ＯＰ３　Ｂ．Ｖ．によって商品化されていることが理解される。
【００９０】
　示されたＴＲＩＰｃｏｄｅターゲットの美観は、一般に、サイネージ上での表示に適さ
ない。しかし、パターンは、一連の画像中の１フレーム内に頻繁ではなく（たとえば、３
０フレーム／秒のディスプレイ配設において３秒ごとに１回）重ねることができる。ター
ゲットの位置は、ビジュアルアーチファクトを減少させるために変えることができる。カ
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ラーは、黒である必要はなく、目立たないカラー（たとえば黄）が使用されてもよい。
【００９１】
　ＴＲＩＰｃｏｄｅなどの丸いターゲットは、たとえばその異なる楕円姿勢においてこう
した形状を認識するときの、計算の容易さのために望ましいが、他の形状のマーカを使用
することができる。ある表面の３Ｄ位置を確定するのに適した正方形マーカは、Ｓｏｎｙ
のＣｙｂｅｒＣｏｄｅであり、たとえばＲｅｋｉｍｏｔｏ著「ＣｙｂｅｒＣｏｄｅ：Ｄｅ
ｓｉｇｎｉｎｇ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　ｗ
ｉｔｈ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｔａｇｓ」、Ｐｒｏｃ．ｏｆ　Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ　Ａｕｇｍｅ
ｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　２０００，ｐｐ．１－１０に詳
述される。種々の他の参照マーカを、特定の用途の要件に応じて代替的に使用することが
できる。
【００９２】
　前述のように、看板に対する視認者の場所が識別されると、こうした情報は、看板のコ
ンピュータシステム（この情報がこうしたシステムによって最初に識別されなかった場合
）、および視認者の空間的場所を看板上に提示されるイメージリー内に定義し符号化する
ことができるウォータマークターゲッティングに通信することができる。看板が、視認者
の性別、年齢、または他の属性をそれから推定することができるカメラシステムを有する
場合、看板は、識別された場所の視認者に関連する推定された属性（複数可）に従って、
ターゲッティングされるウォータマークペイロード（または、任意のペイロードに関連す
る見返り）を調節することができる。または、こうしたプロファイル情報は、視認者取込
みイメージリーと共に（または、そのイメージリーから導出された場所情報と共に）視認
者によって看板システムコンピュータに提供されてもよい。
【００９３】
　別の配設では、ユーザの携帯電話は、看板の一部または全ての画像を取込み、その画像
を（たとえば、ブルートゥースまたはインターネットＴＣＰ／ＩＰによって）看板システ
ムコンピュータに送信する。看板システムコンピュータは、送信された画像に描写される
看板の幾何形状からユーザの場所を見定める。自身のカメラから、看板システムは、看板
の前の異なる場所にいる何人かの人々の性別、年齢、または他の人口統計（複数可）を特
徴付けた。ブルートゥースによってイメージリーを提供した視認者の幾何形状によって見
定められた場所を、看板システムコンピュータが視認者を人口統計的に特徴付けた看板の
前の位置のうちの１つの位置と一致させることによって、コンピュータは、ブルートゥー
ス伝送情報がその人から受信された特定の視認者の人口統計（複数可）を推測することが
できる。看板システムは、その後、見返りデータをその視認者にブルートゥースで返送し
、その特定の視認者の推定された人口統計（複数可）に対して見返りデータを調節するこ
とができる。（この配設では、いくつかの他の配設の場合と同様に、見返りはブルートゥ
ースによって送出され、たとえば看板上に提示されるウォータマーク内に符号化されない
ことに留意されたい。）
【００９４】
　ユーザの電話に提供されることができる見返りのタイプおよび種類は、事実上制限がな
い。電子クーポンが先に述べられた。他のクーポンは、マルチメディア娯楽コンテンツ（
音楽ビデオ、映画クリップ）およびオンラインリソースに対するリンク／アクセス証明書
を含む。展示会への訪問者は、たとえば、自分の職業（たとえばＲＦエンジニア）を示す
プロファイル情報を共有してもよい。ベンダーブースで遭遇されるサイネージは、この情
報を検知し、こうした職業に関連するベンダーの商品提供を展示するリンクを提供しても
よい。ユーザは、展示会にいる間、こうしたリンクに作用しなくてもよいが、自分のオフ
ィス戻ったときに後で検討するために、そのリンクをセーブしてもよい。同様の様式で、
他の見返りが、後で使用するために記憶されてもよい。
【００９５】
　多くの事例では、ユーザは、ユーザの自身の個人体験を規定する、電子看板によって提
示されるコンテンツと、視覚的に相互作用的なセッションで関わり合いたいと欲する場合
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がある。たとえば、ユーザは、ゲームをすることなどによって、看板の１つまたは複数の
変更を促す活動を行いたいと思う場合がある。
【００９６】
　現代の携帯電話は、こうした相互作用的セッションで使用されることができる種々のセ
ンサ、すなわちプッシュボタン（仮想的または物理的）だけでなく、加速度計、磁束計、
カメラなど、を提供する。こうした電話は、電子看板システムと連携してゲームコントロ
ーラ（Ｗｉｉを考えてみる）のように使用されることができる。２人以上のユーザは、複
数プレーヤ体験に関わることができ、プレーヤのデバイスは、カメラおよび／または他の
センサの使用によって看板システムの態様を制御する。
【００９７】
　１つの特定の配設では、ユーザの電話は看板の画像を取込む。イメージリーまたは電話
からの他のデータは、先に述べたように、どの看板（コンテンツ）が視認されているかを
判定するために解析される。携帯電話は、その後、看板システム（たとえばコンピュータ
１４）と情報を交換して、セッションを確立し、ゲームのプレイを制御する。たとえば、
携帯電話は、電話カメラによって取込まれたイメージリーを送信し、イメージリーから、
（たとえば、特許第７，１７４，０３１号に詳述されるように、カメラによって取込まれ
た画像データのいくつかのフレームにわたって１つまたは複数の特徴を追跡することによ
って）電話の動きが推定されることができる。または、電話内の１つまたは複数の加速度
計からのデータを、看板システムに送信することができ、やはり、電話の動きを示す。従
来そうであるように、コンピュータは、これらの信号を入力として取得し、ゲームのプレ
イを相応して制御する。
【００９８】
　スクリーンは、空港のバーにあってよく、ゲームは、地域のプロフットボールチーム（
たとえば、Ｓｅａｔｔｌｅ　ＳｅａＨａｗｋｓ）によって後援された仮想フットボールゲ
ームであってよい。バー内の誰もが、自分の携帯電話の使用によって、プレイするチーム
メンバー（利用可能なプレーヤは、ディスプレイの縁部上のグラフィカルアイコンによっ
て識別される）を選択できる。たとえば、ユーザは、所望のプレーヤ用のアイコンに自分
の電話を向け（たとえば、電話のディスプレイスクリーンの中心に仮想十字線でプレーヤ
アイコンが現れるようにカメラを位置決めする）、その後、選択を指示するために、物理
的／仮想的ボタンを押す／たたくことができる。電話の画像は、看板システムに中継され
、看板システムにプレーヤの選択が知らされてもよい。または、電話は、選択されたアイ
コンから導出された識別子、たとえばウォータマークまたは画像指紋を送出することがで
きる。
【００９９】
　システムは、プレーヤが選択されたことを示すフィードバック（グラフィックオーバレ
イ、振動など）を提供し、一旦選択されると、電子看板上のその状態を反映する。プレー
ヤが選択された後、ユーザは、ユーザの携帯電話の動きによって、仮想フットボールゲー
ムの将来のプレイにおけるプレーヤの動きを制御する。
【０１００】
　別のフットボールゲームでは、ユーザは、個々のプレーヤを制御しない。代わりに、ユ
ーザは、どのプレーヤが、ラインナップに入るようにまたラインナップから出るように交
換されるかを識別するコーチとして働く。コンピュータシステムは、その後、ユーザによ
って選択されたプレーヤの名簿に基づいてプレイをシミュレートする。
【０１０１】
　別のゲームは、仮想レゴゲームまたはパズル構築エクササイズである。１人または複数
人のプレーヤはそれぞれ、（上記プレーヤを選ぶように）デジタルスクリーン上でレゴま
たはパズルピースを選択し、所望の場所にカメラを向け、（たとえば、タップなどの電話
のユーザインタフェースを使用して）その場所にピースを置く信号を発行することによっ
て、所定場所にピースを移動させることができる。ピースが置かれる方向は、「置く」信
号が発行されるときにユーザの電話の方向によって制御することができる。いくつかの実
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施形態では、各ピースは、選択および制御を容易にするために、ウォータマーク、バーコ
ード、指紋、または他の特徴認識配設によって一意に識別される。
【０１０２】
　出願人によって特に想定されるいくつかの配設は、以下を含む。
【０１０３】
　第１の観察者によって視認される電子看板に関与する方法であって、（たとえば、看板
に関連するカメラによってまたは観察者に関連するカメラによって取込まれた画像データ
を参照することによって）第１の観察者に関する位置情報を入手することと、位置情報を
考慮する第１のデジタルウォータマーク信号を定義することと、前記第１のデジタルウォ
ータマーク信号に従って画像データを符号化することと、電子看板上に符号化された画像
データを提示することと、を含む方法。
【０１０４】
　第２の観察者は、同様に処理され、第１の観察者に提供されるウォータマーク信号と同
じまたは異なるウォータマーク信号を提供されてもよい。
【０１０５】
　別の方法は、それぞれがセンサ装備デバイス（たとえば、マイクロフォンおよび／また
はカメラを装備する携帯電話）を運ぶ複数の観察者によって視認される電子看板システム
に関与する。この方法は、電子看板の第１の観察者について第１のデータペイロードを確
立することと、電子看板の第２の観察者について第２のデータペイロードを確立すること
と、デジタルウォータマークデータによってオーディオまたはビジュアルコンテンツデー
タをステガノグラフィ的に符号化することであって、デジタルウォータマークデータは第
１および第２のデータペイロードを伝達する、ステガノグラフィ的に符号化することと、
電子看板を使用して符号化されたコンテンツデータを提示することを含む。この配設では
、第１の観察者によって運ばれるセンサ装備デバイスは提示されるコンテンツデータ内に
符号化される第１のデータペイロードに応答するが、第２のデータペイロードには応答せ
ず、第２の観察者によって運ばれるセンサ装備デバイスは、提示される画像データ内に符
号化される第２のデータペイロードに応答するが、第１のデータペイロードには応答しな
い。
【０１０６】
　別の方法は、異なる時間における観察者の異なる組合せによって視認されるスクリーン
を含む電子看板システムに関与する。この方法は、スクリーンを観察する第１の人を検出
することと、第１の観察者に対応する第１のウォータマーク信号を用いて、電子看板シス
テムによって提示されるコンテンツを符号化することと、第１の人がスクリーンを依然と
して観察している間に、スクリーンを新しく観察する第２の人を検出することと、第１の
観察者に対応する第１のウォータマーク信号および同様に第２の観察者に対応する第２の
ウォータマーク信号を用いて、電子看板システムによって提示されるコンテンツを符号化
することと、前記人のうちの一人が、看板をもはや観察していないとして検出されると、
残りの観察者に対応するウォータマーク信号を用いて、電子看板システム上に提示さるコ
ンテンツを符号化するが、看板をもはや観察していない人に対応するウォータマーク信号
を用いないことと、を含む。こうした配設によって、ウォータマーク信号の異なる組合せ
は、異なる時間にスクリーンを観察する人の異なる組合せに従って、電子看板システム上
に提示さるコンテンツ内に符号化される。
【０１０７】
　別の方法は、手持ち式デバイスを使用して、ディスプレイから画像データを取込むため
に手持ち式デバイスを使用すること含む。取込まれた画像データ内にステガノグラフィ的
に符号化されたデジタルウォータマーク信号のパラメータが、その後確定される。このパ
ラメータは、ウォータマーク信号を用いて符号化されたペイロードデータ以外であり、た
とえば幾何学的パラメータまたはエラーメトリックを含んでもよい。この確定（パラメー
タを参照と比較することを含んでもよい）の結果に応じて、デバイスがディスプレイにど
のように応答すべきかについての決定が行われる。
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【０１０８】
　なお別の方法は、第１の観察者によって視認される電子看板に関与し、第１の観察者に
関連する第１のコンテキストデータを入手することと、第１のコンテキストデータを考慮
する第１のデジタルウォータマーク信号を定義することと、第１のデジタルウォータマー
ク信号に従って第１の画像データをステガノグラフィ的に符号化することと、電子看板上
に符号化された画像データを提示することと、を含む。前術のように、方法は、第２の観
察者を同様に処理するように拡張されてもよいが、第２の異なるデジタルウォータマーク
信号を用いる。こうした場合、同じ第１の画像データは、両方の観察者に提示されるが、
異なるコンテキストデータに従って異なるウォータマーク信号を用いてステガノグラフィ
的に符号化される。
【０１０９】
　なお別の方法では、電子看板は、複数の観察者によって視認されるコンテンツを提示す
る。この方法は、第１の観察者によって運ばれる第１のカメラ装備デバイスを使用して、
提示されたコンテンツを視認し、前記提示されたコンテンツに対応する第１の画像データ
を取込むことと、取込まれた第１の画像データを参照することによって、第１の識別デー
タを確定することと、第２の観察者によって運ばれる第２のカメラ装備デバイスを使用し
て、同じ提示されたコンテンツを視認し、同じ提示されたコンテンツに対応する第２の画
像データを取込むことであって、第２の画像データは、第１および第２の観察者の視点が
異なるために第１の画像データと異なる、視認し取込むことと、取込まれた第２の画像デ
ータを参照することによって、第２の識別データを確定することと、第１のデバイスまた
は第１の観察者に固有の情報と共に、第１の識別データを参照することによって、第１の
デバイスに対する第１の応答を提供することと、第２のデバイスまたは第２の観察者に固
有の情報と共に、第２の識別データを参照することによって、第２のデバイスに対して第
２の異なる応答を提供することとを含む。こうした配設によって、第１および第２のデバ
イスは、電子看板上に提示される同じコンテンツの視認に対して異なる応答を提供する。
（第２の識別データは、取込まれた第１の画像データが取込まれた第２の画像データと異
なるにもかかわらず、第１の識別データと同じとすることができる。）
【０１１０】
　なお別の方法は、観察者によって運ばれるカメラ装備デバイスを使用して、電子看板に
対応する画像データを取込むことと、取込まれた画像データを参照することによって、複
数の電子看板のうちのどの電子看板が第１の観察者によって観察されているかを判定する
ことと、前記判定に少なくとも部分的に基づいて、デバイスと電子看板との間でデータを
交換することとを含む。
【０１１１】
　こうした配設では、カメラに少なくとも部分的に依存するデータまたは動きデータなど
のデータを、デバイスから送信できる。動きデータは、デバイス内の１つまたは複数の加
速度計の使用によって生成されることができ、または、カメラによって取込まれた画像デ
ータのいくつかのフレームにわたって１つまたは複数の可視的な特徴を追跡することによ
って生成することができる。
【０１１２】
　別の方法は、視認場所に基づいて、電子看板の観察者に対して人口統計的にターゲッテ
ィングされた応答を提供することに関する。この方法は、第１の観察者に関連する第１の
人口統計情報および第２の観察者に関連する第２の人口統計情報を入手することと、第１
の人口統計情報に関連する第１の応答データおよび第２の人口統計情報に関連する第２の
応答データを確定することと、第１の観察者に関連する第１の場所データおよび第２の観
察者に関連する第２の場所データを入手することと、観察者のデバイスから画像データを
受信することと、受信された画像データを処理することであって、それにより、受信され
た画像データが取込まれた場所を推定する、処理することと、推定された場所が第１の場
所である場合、前記デバイスに第１の応答データを返すこととを含む。（推定された場所
が第２の場所である場合、第２の応答データを、デバイスに返すことができる。）
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【０１１３】
　さらなる方法は、観察者によって運ばれるカメラ装備デバイスと電子看板システムとの
間の関連性を確立することと、デバイスからデータを受信することであって、受信される
データはカメラによって取込まれる画像データに少なくとも部分的に依存する、受信する
ことと、受信されるデータに少なくとも部分的に基づいて、電子看板システムの動作を制
御することと、を含む。
【０１１４】
　この方法は、電子看板上で複数のゲームアイテムの描写を提示することと、観察者が、
スクリーン上に提示される前記ゲームアイテム描写の特定の１つを、カメラデバイスを使
用して視認し、選択したことを示すデータを、デバイスから受信することをさらに含むこ
とができる。ゲームプレイの描写は、電子看板上に提示されることができ、こうしたプレ
イは、特定のゲームアイテムの観察者の選択を反映する。
【０１１５】
　描写されるゲームアイテムは、パズルピースを含むことができ、方法は、パズルピース
が置かれる位置および方向を示す信号をデバイスから受信することを含み、前記信号は、
カメラによって取込まれる画像データに少なくとも部分的に依存する。
【０１１６】
　第２の観察者はまた、たとえば、第２の観察者によって運ばれるカメラ装備の第２のデ
バイスと電子看板との間の論理的関連性を確立し、第２のデバイスからデータを受信し、
前記受信されたデータは第２のデバイスによって取込まれる画像データに少なくとも部分
的に依存し、前記受信されたデータは、第２の観察者が、前記描写されたパズルピースの
特定の異なる１つを、第２のデバイスのカメラを使用して視認し選択したことを示し、前
記描写されるパズルピースの異なる１つのパズルピースが置かれる位置および方向を示す
信号を第２のデバイスから受信することによって参加することができ、前記信号は、第２
のデバイスのカメラによって取込まれる画像データに少なくとも部分的に依存する。
【０１１７】
　特定のゲームアイテムの選択は、特徴認識、デジタルウォータマークベース識別、バー
コードベース識別、指紋ベース識別などの使用によって進めることができる。
【０１１８】
　別の方法では、電子看板が、複数の観察者によって視認されるコンテンツを提示する。
この方法は、第１の観察者によって運ばれる第１のカメラ装備デバイスの使用によって、
提示されるコンテンツを視認し、提示されるコンテンツに対応する第１の画像データを取
込むことと、第１の識別データを生成するために、前記第１の画像データを処理すること
と、第２の観察者によって運ばれる第２のカメラ装備デバイスの使用によって、同じ提示
されるコンテンツを視認し、同じ提示されるコンテンツに対応する第２の画像データを取
込むことであって、第２の画像データは、第１および第２の観察者の視点が異なるために
第１の画像データと異なる、視認し取込むことと、第２の識別データを生成するために、
第２の画像データを処理することと、電子看板に関連するセンサを使用して、第１および
第２の観察者を描写する第３の画像データを取込むことと、第１および第２の観察者に関
連する人口統計データを推定するために、第３の画像データを処理することと、推定され
た人口統計データを参照することによって、第１の観察者についての第１の応答データお
よび第２の観察者についての第２の異なる応答データを確定することと、第１の観察者に
対応する第１の場所情報および第２の観察者に対応する第２の場所情報を生成するために
、第３の画像データも同様に処理することと、第１または第２の識別データを受信するこ
とと、生成された場所情報を参照することによって、受信された識別データが、第１のデ
バイスによって取込まれた画像データに基づくか、または、第２のデバイスによって取込
まれた画像データに基づくかを判定することと、前記受信された識別データが前記第１の
デバイスによって取込まれた画像データに基づいていたと判定される場合、第１の応答デ
ータを用いて、前記受信された識別データに応答することと、受信された識別データが第
２のデバイスによって取込まれた画像データに基づいていたと判定される場合、第２の応
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答データを用いて、前記受信された識別データに応答することとを含む。こうした配設に
よって、方法は、識別データがどの観察者から受信されたかを推論し、その観察者に対応
する人口統計的に確定された応答データを用いて応答する。
【０１１９】
　なお別の方法は、ユーザによって運ばれる第１のセンサ装備デバイスの使用によって、
電子看板システムからコンテンツデータを取込むことと、タイムベースを参照することに
よって、取込まれたコンテンツデータ内に符号化されたデジタルウォータマークデータの
複数の時間的部分のうちのどの部分が、コンテキスト的にユーザに対応するかを判定する
ことと、デジタルウォータマークデータの判定された時間的部分に基づいてアクションを
起こすこととを含む。
【０１２０】
　なお別の方法は、無歪み態様を有する入力画像データを受信することと、ステガノグラ
フィ的デジタルウォータマークパターンに従って入力画像データを符号化することと、デ
ィスプレイスクリーン上に、符号化された画像データを提示することを含み、ステガノグ
ラフィ的デジタルウォータマークパターンは、入力画像データに対して歪んだ態様を有す
る。（デジタルウォータマークパターンは、観測者の位置に従って歪まされてもよい。）
【０１２１】
　本明細書で詳細に述べる配設の一部では、観察者によって視認される看板は、観察者お
よび看板に関する場所情報を参照することによって識別される。他の配設では、識別は、
（たとえば、ロバストなローカル画像記述子、指紋、またはウォータマークデータを使用
して）観察者によって取込まれた画像データを参照することによって行われる。
【０１２２】
　同様に、詳述された配設の一部では、ウォータマーク信号のスケールは、視認距離に従
って調節されてもよく、かつ／または、ウォータマーク信号の投影は、視認角度に従って
調節されてもよい（たとえば、ウォータマーク信号は、視認者場所に従って事前に歪まさ
れてもよい）。ウォータマークのペイロードは、観察者に関する人口統計情報に従って確
立されてもよい（たとえば、観察者から得られてもよい、または、観察者の観察から推定
されてもよい）。
【０１２３】
　コンテンツが（オーディオではなく）ビジュアルである場合、ウォータマークデータの
符号化は、観察者に関連する視認幾何形状に従って事前に歪まされてもよい。一部の配設
では、複数のデータペイロードは、前記センサ装備デバイスのうちの１つのデバイスにお
いて復号されてもよいが、復号されたペイロードのうちの１つのペイロードだけが、応答
のために選択される。（たとえば、その理由は、そのペイロードが、たとえばセンサ装備
デバイスに記憶された、デバイスまたはそのユーザに関連するプロファイルデータに対応
するためである。こうしたプロファイル情報は、性別、年齢、および／または自宅郵便番
号データを示す可能性がある。）異なるペイロードは、たとえば、時間的にまたは周波数
的に多重化されてもよい。
【０１２４】
　なお別の方法は、第１のシステムに関連するカメラを使用してイメージリーを取込むこ
とと、取込まれたイメージリー内の特徴を検出することと、検出された特徴に関連する拡
張現実グラフィカルデータを、第１のシステムと異なる第２のシステムに対して識別する
ことと、を含む。第１のシステムは電子看板システムを備えてもよく、第２のシステムは
ユーザの携帯電話を備えてもよい。方法はさらに、第２のシステム上で拡張現実グラフィ
カルデータを提示することを含むことができ、提示されたデータは、第２のシステムのユ
ーザの１つまたは複数の人口統計属性に従って調節される。
【０１２５】
他のコメント
　本明細書は、譲受人の以前の特許出願に対するその関係を先に述べたが、それは、繰返
し述べるのに耐える。これらの開示は、連携して読まれ、全体として解釈されるべきであ
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る。出願人は、各開示内の特徴が、他の開示内の特徴と組み合わされることを意図する。
そのため、たとえば、本明細書内で述べる配設および詳細は、先に引用した特許および用
途で述べたシステムおよび方法の変形実施態様で使用することができるが、これらの文書
の配設および詳細は、本明細書で述べるシステムおよび方法の変形実施態様で使用するこ
とができる。他の述べられた書類も同様である。そのため、本出願で開示される方法、要
素、および概念は、関連する出願で詳述される方法、要素、および概念と組み合わせるこ
とができることが理解されるべきである。いくつかのこうした配設が、本明細書において
特に詳述されたが、多数の置換および組合せが存在するため、多くの配設が詳述されてい
ない。しかし、全てのこうした組合せの実施態様は、提供される教示から、熟練者にとっ
て簡単である。
【０１２６】
　例証的な特徴および例を参照して技術の原理を述べ示したが、技術はそのように限定さ
れないことが認識されるであろう。
【０１２７】
　たとえば、携帯電話などのモバイルデバイスに対して参照が行われたが、この技術は、
全ての様式のデバイスに関して有用性を見出すことが認識されるであろう。ＰＤＡ、オー
ガナイザ、可搬型音楽プレーヤ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ
、タブレットコンピュータ、ネットブック、ウルトラポータブル、装着型コンピュータ、
サーバなどは、本明細書で詳述された原理を利用することができる。特に想定される電話
は、Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅおよびＧｏｏｇｌｅのＡｎｄｒｏｉｄ仕様に準拠するスマ
ートフォン（たとえば、ＨＴＣ　Ｃｏｒｐ．によってＴ－Ｍｏｂｉｌｅ用に製造されたＧ
１フォン、Ｍｏｔｏｒｏｌａ　Ｄｒｏｉｄフォン、およびＧｏｏｇｌｅ　Ｎｅｘｕｓフォ
ン）を含む。用語「携帯電話(cell phone)」は、全てのこうしたデバイス、さらに、厳密
に言って、携帯電話でも電話でもないデバイス（たとえば、最近発表されたＡｐｐｌｅ　
ｉＰａｄデバイス）を包含すると解釈されるべきである。
【０１２８】
　この技術はまた、拡張現実(augmented reality)（ＡＲ）メガネなどの顔装着装置を使
用して実装することができる。こうしたメガネは、コンピュータ情報がそれによってユー
ザによって視認されることができるディスプレイ技術であって、ユーザの前の光景に重ね
られるもの、またはその光景を遮断するのいずれかを含む。仮想現実ゴーグルは、こうし
た装置の例である。例示的な技術は、特許文書第７，３９７，６０７号および第２００５
０１９５１２８号に詳述される。商業的提供は、Ｖｕｚｉｘ　ｉＷｅａｒ　ＶＲ９２０、
Ｎａｔｕｒａｌｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｃｋｉｒ　５、およびｅｚＧｅａｒによるｅｚＶｉｓ
ｉｏｎ　Ｘ４　Ｖｉｄｅｏ　Ｇｌａｓｓｅｓを含む。近い将来の代替物は、ＡＲコンタク
トレンズである。こうした技術は、たとえば、特許文書第２００９０１８９８３０号およ
びＰａｒｖｉｚ著「Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　ｉｎ　ａ　Ｃｏｎｔａｃｔ　
Ｌｅｎｓ」ＩＥＥＥ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，２００９に詳述されてい
る。一部のまたは全てのこうしたデバイスは、たとえば無線で他のコンピューティングデ
バイス（たとえば、ユーザ、電子看板、または他のものによって保持される）と通信する
場合があり、内臓型処理能力を含むことができる。同様に、こうしたデバイスは、電子コ
ンパス、加速度計、カメラ（複数可）、投影器（複数可）、ＧＰＳなどを含む、既存のス
マートフォンおよび特許文書から知られている他の特徴を組み込む可能性がある。
【０１２９】
　もっと先には、レーザレンジファインディング(laser range finding)（ＬＩＤＡＲ）
などの特徴が、電話（および関連デバイス）上で標準になるかもしれず、（たとえば、観
察者に視認されている看板およびその距離を識別するために）本技術と共に使用すること
ができる。
【０１３０】
　本開示で参照した携帯電話および他のコンピュータデバイスの設計は、熟練者にはよく
知られている。一般論として、それぞれは、１つまたは複数のプロセッサ（たとえば、Ｉ
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ｎｔｅｌ、ＡＭＤ、またはＡＲＭなど各種の）、１つまたは複数のメモリ（たとえばＲＡ
Ｍ）、記憶装置（たとえば、ディスクまたはフラッシュメモリ）、ユーザインタフェース
（グラフィカルユーザインタフェースを提供するソフトウェア命令と共に、たとえば、キ
ーパッド、ＴＦＴ　ＬＣＤまたはＯＬＥＤディスプレイスクリーン、タッチまたは他のジ
ェスチャセンサ、カメラまたは他の光学センサ、コンパスセンサ、３Ｄ磁束計、３軸加速
度計、マイクロフォンなどを含んでもよい）、これらの要素間の相互接続（たとえば、バ
ス）、および他のデバイスと通信するインタフェース（ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ
、ＣＤＭＡ２０００、ＴＤＭＡ、ＥＶ－ＤＯ、ＨＳＤＰＡ、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸ、メッ
シュネットワーク、Ｚｉｇｂｅｅ、および他の８０２．１５配設、またはブルートゥース
などの無線式、ならびに／または、イーサネットローカルエリアネットワーク、Ｔ－１イ
ンターネット接続などを通した有線式であってもよい）を含む。
【０１３１】
　より一般的に、本明細書で詳述するプロセスおよびシステムコンポーネントは、マイク
ロプロセッサ、グラフィックス処理ユニット（ｎＶｉｄｉａ　Ｔｅｇｒａ　ＡＰＸ２６０
０などのＧＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（たとえば、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ　ＴＭＳ３２０シリーズデバイス）などを含む種々のプログラマブルプロセッサ用
の汎用プロセッサ命令を含む、コンピューティングデバイス用の命令として実装されても
よい。これらの命令は、ソフトウェア、ファームウェアなどとして実装されてもよい。こ
れらの命令はまた、プログラマブルロジックデバイス、ＦＰＧＡ（たとえば、Ｘｉｌｉｎ
ｘ　Ｖｉｒｔｅｘシリーズデバイス）、ＦＰＯＡ（たとえば、ＰｉｃｏＣｈｉｐブランド
デバイス）、デジタル、アナログ、および／またはアナログ／デジタル混合式回路要素を
含む、および特定用途向け回路を含む種々の形態のプロセッサ回路要素に対して実装する
ことができる。命令の実行は、プロセッサの間で分散されることができ、かつ／または、
デバイス内のプロセッサにわたって、または、デバイスのネットワークにわたって並列に
されることができる。コンテンツ信号データの変換はまた、異なるプロセッサおよびメモ
リデバイスの間で分散されてもよい。
【０１３２】
　詳述された機能を実装するソフトウェア命令は、たとえば、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｖｉｓｕａｌ
　Ｂａｓｉｃ、Ｊａｖａ、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｔｃｌ、Ｐｅｒｌ、Ｓｃｈｅｍｅ、Ｒｕｂｙな
どで書かれた、本明細書で提供された記述から、熟練者によって容易に作られることがで
きる。本技術によるモバイルデバイスは、異なる機能および行為を実施するソクトウェア
モジュールを含むことができる。携帯電話用のソフトウェアアプリケーションは、異なる
ベンダーのａｐストア（たとえば、ｉＰｈｏｎｅデバイス用のＡｐｐｌｅ　Ａｐストア）
を通して供給されることができる。
【０１３３】
　一般に、各デバイスは、ハードウェアリソースおよび汎用機能に対してインタフェース
を提供するオペレーティングシステムソフトウェアを含み、同様に、ユーザによって所望
される特定のタスクを実施するために選択的に呼び出されることができるアプリケーショ
ンソフトウェアを含む。知られているブラウザソフトウェア、通信ソフトウェア、および
メディア処理ソフトウェアは、本明細書で詳述された使用の多くのために適応することが
できる。ソフトウェアおよびハードウェア構成データ／命令は、一般に、ネットワークに
わたってアクセスされる可能性がある、磁気ディスクまたは光ディスク、メモリカード、
ＲＯＭなどのような触知可能なメディアによって運ばれる１つまたは複数のデータ構造の
命令として記憶される。一部の実施形態は、埋め込み式システム、すなわちオペレーティ
ングシステムソフトウェアおよびアプリケーションソフトウェアがユーザにとって識別不
能である専用コンピュータとして実装されてもよい（たとえば、基本携帯電話の場合に一
般的であるように）。本明細書で詳述された機能性は、オペレーティングシステムソフト
ウェア、アプリケーションソフトウェアで、かつ／または、埋め込み式システムソフトウ
ェアとして実装することができる。
【０１３４】
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　本明細書で述べる異なる機能性は、異なるデバイス上で実装されることができる。たと
えば、携帯電話が看板システムコンピュータと通信するシステムでは、異なるタスクを、
１つのデバイスまたは他のデバイスによって排他的に実施することができる、または、実
行を、デバイスの間で分散することができる。イメージリーからのウォータマークデータ
および指紋の抽出ならびに視認角度および距離の推定は、しかし、こうしたタスクのいく
つかの例である。そのため、特定のデバイス（たとえば、看板システムコンピュータ）に
よって実施される動作の説明は、制限的であるのではなく、例示的であり、別のデバイス
（たとえば、携帯電話またはリモートコンピュータ）による、または、デバイス間で共有
される動作の実施もまた、明示的に想定されることが理解されるべきである。熟練者によ
って理解されるように、任意の動作の結果は、後続の動作（複数可）で使用するために、
別のユニットに送出されることができる。
【０１３５】
　同様の様式で、特定のデバイス上に記憶されるデータの説明もまた例示的であり、デー
タは、ローカルデバイスに、リモートデバイスに、分散してクラウド内等、どこにでも記
憶されることができる。
【０１３６】
　動作は、特定的に識別可能なハードウェアによって排他的に実施される必要はない。む
しろ、一部の動作は、なおさらに、一般的に名前の無いシステムによってその実行に付随
する他のサービス（たとえば、クラウドコピューティング）に委ねられることができる。
こうした分散システムは、ラージスケール（たとえば、世界中のコンピューティングリソ
ースを含む）またはローカル（たとえば、可搬型デバイスが、ブルートゥース通信を通し
て１つまたは複数の近くの移動体デバイスまたは他のデバイスを識別し、タスク内にその
デバイスの１つまたは複数を含むときのように）とすることができる。
【０１３７】
　コンテンツ信号（たとえば、画像信号、オーディオ信号など）の詳述された処理は、こ
れらの信号の種々の物理的形態への変換を含むことが認識されるであろう。画像およびビ
デオ（物理的空間中を進行し、物理的オブジェクトを描写する電磁波の形態）は、カメラ
または他のキャプチャ機器を使用して物理的オブジェクトから取込まれるか、または、コ
ンピューティングデバイスによって生成されてもよい。同様に、物理的媒体中を進行する
オーディオ圧力波は、オーディオ変換器（たとえば、マイクロフォン）を使用して取込ま
れ、電子信号（デジタルまたはアナログ形態）に変換されてもよい。これらの信号は、通
常、上述したコンポーネントおよびプロセスを実装するために、電子形態またはデジタル
形態で処理されるが、同様に、電子、光、磁気、および電磁波形態を含む、他の物理的形
態で取込まれ、処理され、転送され、記憶されてもよい。コンテンツ信号は、信号および
関連情報の種々のデータ構造表現を処理し、生成する間に、種々の方法でまた種々の目的
のために変換される。次に、メモリ内のデータ構造信号は、検索、ソーティング、読取り
、書込み、および取出し中に操作するために変換される。信号はまた、取込み、転送、記
憶、およびディスプレイまたはオーディオ変換器（たとえば、スピーカ）を介した出力の
ために変換される。
【０１３８】
　本技術の実施態様は、タッチスクリーン技術を使用するユーザインタフェースを利用す
ることができる。こうしたユーザインタフェース（ならびにＡｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅの
他の態様）は、公開された特許出願第２００８０１７４５７０号に詳述されている。
【０１３９】
　タッチスクリーンインタフェースは、ジェスチャインタフェースの形態である。本技術
の実施形態で使用されることができるジャスチャインタフェースの別の形態は、スマート
フォンの動きを検知することによって、すなわち取込まれたイメージリー内の特徴の動き
を追跡することによって動作する。こうしたジャスチャインタフェースに関するさらなる
情報は、Ｄｉｇｉｍａｒｃの特許第６，９４７，５７１号に詳述されている。ジャスチャ
技法は、ユーザ入力がシステムに提供されるときはいつでも使用することができる。
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【０１４０】
　一部の実施形態では、詳述される機能は、ユーザ命令によって（たとえば、ａｐを立ち
上げることによって）起動されなければならない。他の配設では、携帯電話デバイスは、
メディア採取モード、すなわちユーザに関連する刺激および相応して応答を識別するため
に、周囲オーディオおよびイメージリーを常に処理するモード、で実行されるように構成
されてもよい。
【０１４１】
　センサ情報（またはセンサ情報に基づくデータ）は、解析のためにクラウドに委ねられ
てもよい。一部の配設では、これは、ローカルデバイス処理の代わりに（または、あるロ
ーカルデバイス処理が行われた後に）行われる。しかし、時には、こうしたデータは、ク
ラウドに渡され、クラウドとローカルデバイスの両方において同時に処理することができ
る。クラウド処理のコストは、通常小さいため、主要なコストは、帯域幅の１つであるか
もしれない。帯域幅が利用可能である場合、たとえデータがローカルでも同様に処理され
ても、クラウドにデータを送出しない理由はほとんどないかもしれない。ある場合には、
ローカルデバイスが、結果をより早く戻すかもしれず、他の場合には、クラウドが、レー
スに勝つかもしれない。同時に、両方を使用することによって、ユーザは、考えられる最
も迅速な結果を保証される。
【０１４２】
　本開示は、例証的な実施形態における要素の順序付けおよび要素の特定の組合せを詳述
したが、他の方法が行為を再順序付けしてもよく（おそらく、一部を省き、他を追加する
）、他の組合せが、一部の要素を省き、他の要素を追加してもよいことなどが認識される
であろう。
【０１４３】
　完全なシステムとして開示されたが、詳述された配設の下位の組合せもまた、別個に想
定される。
【０１４４】
　本明細書で開示された異なる実施形態内の要素および教示もまた、交換され、組合され
ることを意図される。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、インターネットに対して参照が行われた。他の実施形態では
、コンピュータのプライベートネットワークを含む他のネットワークが、同様にまたは代
わりに使用されることができる。
【０１４６】
　本明細書は、電子サイネージからイメージリーを取込み、関連する見返りを観察者に提
供することに的を絞ったが、多くの同様の配設が、電子サイネージからのオーディオに関
して行われることができる。斜視ベース機能は、オーディオに関して容易に利用可能では
ないが、しかし本明細書で詳述される他の原理は、オーディオのみの実施態様に適応する
ことができる。
【０１４７】
　全ての詳述された実施形態では、広告が、電子サイネージ上に提示されてもよい。異な
る看板に関する視認者の関わり合いの長さおよび商業的印象の数を記録する測定はログを
とることができ、対応する全数検査に基づく報告を、視聴者調査会社によって広告主に発
行することができる。この情報は、電話内のソフトウェアによって、または、看板に関連
するソフトウェアによってコンパイルすることができる。視認者に関する人口統計情報を
知ることによって、ターゲッティングされた広告を提示することが可能になる。通信セッ
ションが確立される場合、フォローアップ情報を、同じ情報チャネルを使用して送出する
ことができる。広告はまた、ユーザの携帯電話上に提示され、同様に測定されてもよい。
【０１４８】
　関連する配設は、公開された特許出願第２００８０２０８８４９号および第２００８０
２２８７３３号（Ｄｉｇｉｍａｒｃ）、第２００８０１６５９６０号（ＴａｇＳｔｏｒｙ
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）、第２００８０１６２２２８号（Ｔｒｉｖｉｄ）、第２００８０１７８３０２号および
第２００８００５９２１１号（Ａｔｔｒｉｂｕｔｏｒ）、第２００８０１０９３６９号（
Ｇｏｏｇｌｅ）、第２００８０２４９９６１号（Ｎｉｅｌｓｅｎ）、ならびに第２００８
０２０９５０２号（ＭｏｖｉｅＬａｂｓ）に詳述されている。
【０１４９】
　ウォータマークを符号化／復号する技術は、たとえば、先に引用したＤｉｇｉｍａｒｃ
の特許ならびにＮｉｅｌｓｅｎの特許第６，９６８，５６４号および第７，００６，５５
５号ならびにＡｒｂｉｔｒｏｎの特許第５，４５０，４９０号、第５，７６４，７６３号
、第６，８６２，３５５号、および第６，８４５，３６０号に詳述されている。
【０１５０】
　コンテンツ指紋採取は、コンテンツ（たとえば、グラフィック、ビデオ、歌など）を蒸
留して本質的に一意の識別子または識別子の組にしようと努める。多くの指紋採取技法が
知られている。画像／ビデオ指紋採取の例は、特許公報第７，０２０，３０４号（Ｄｉｇ
ｉｍａｒｃ）、第７，４８６，８２７号（Ｓｅｉｋｏ－Ｅｐｓｏｎ）、第５，８９３，０
９５号（Ｖｉｒａｇｅ）、第２００７０２５３５９４号（Ｖｏｂｉｌｅ）、第２００８０
３１７２７８号（Ｔｈｏｍｓｏｎ）、および第２００２００４４６５９号（ＮＥＣ）に詳
述されている。オーディオ指紋採取の例は、特許公報第２００７０２５０７１６号、第２
００７０１７４０５９号、第および２００８０３０００１１号（Ｄｉｇｉｍａｒｃ）、第
２００８０２７６２６５号、第２００７０２７４５３７号、および第２００５０２３２４
１１号（Ｎｉｅｌｓｅｎ）、第２００７０１２４７５６号（Ｇｏｏｇｌｅ）、第６，８３
４，３０８号（Ａｕｄｉｂｌｅ　Ｍａｇｉｃ）、第７，５１６，０７４号（Ａｕｄｉｔｕ
ｄｅ）、ならびに第６，９９０，４５３号および第７，３５９，８８９号（共にＳｈａｚ
ａｍ）に詳述されている。
【０１５１】
　スケール不変特徴変換(scale invariantfeature transformation)（ＳＩＦＴ）は、あ
る形態の画像指紋と考えられる場合がある。一部の他のものと違って、ＳＩＦＴは、アフ
ィン変換および透視変換にもかかわらずビジュアル情報を識別できる。ＳＩＦＴはさらに
、先に引用された出願（たとえば、第ＵＳ２０１０００４８２４２号）のいくつか、なら
びに、特許文書第６，７１１，２９３号および第ＷＯ０７／１３０６８８号に詳述されて
いる。
【０１５２】
　ＳＨＩＦＴは、おそらく、ロバストなローカルシーン記述子を生成するための最もよく
知られている技法であるが、アプリケーションによっては、より適しているかもしれず、
またはより適していないかもしれない、他の技法が存在する。これらは、ＧＬＯＨ（Ｍｉ
ｋｏｌａｊｃｚｙｋ他著「Ａ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒｓ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａ
ｌ．Ｍａｃｈ．Ｉｎｔｅｌｌ．，ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１０，ｐｐ．１６１５－１６３０
，２００５を参照せよ）およびＳＵＲＦ（参照，Ｂａｙ他著「ＳＵＲＦ：Ｓｐｅｅｄｅｄ
　Ｕｐ　Ｒｏｂｕｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ」Ｅｕｒ．Ｃｏｎｆ．ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
　Ｖｉｓｉｏｎ（１），ｐｐ．４０４－４１７，２００６を参照せよ）、ならびに、Ｃｈ
ｅｎ他著「Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒｏｂｕｓｔ　Ｉｍａｇ
ｅ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ　ｏｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」Ｐｒｏｃ．ｏｆ　ｔｈｅ
　６ｔｈ　ＩＥＥＥ　ａｎｄ　ＡＣＭ　Ｉｎｔ．Ｓｙｍｐ．Ｏｎ　Ｍｉｘｅｄ　ａｎｄ　
Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ，２００７およびＴａｋａｃｓ他著「Ｏｕｔｄｏｏ
ｒｓ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　ｏｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｕｓｉ
ｎｇ　Ｌｏｘｅｌ－Ｂａｓｅｄ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉ
ｏｎ」ＡＣＭ　Ｉｎｔ．　Ｃｏｎｆ．ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｔｒｉｅｖａｌ，Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００８を含む。ローカル記述子特徴の調
査は、Ｍｉｋｏｌａｊｃｚｙｋ他著「Ａ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒｓ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｐａｔｔｅｒ
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ｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，２００５
に提供される。
【０１５３】
　Ｎｏｋｉａは、公開された特許出願第２００７０１０６７２１号、第２００８００７１
７４９号、第２００８００７１７５０号、第２００８００７１７７０号、第２００８００
７１９８８号、第２００８０２６７５０４号、第２００８０２６７５２１号、第２００８
０２６８８７６号、第２００８０２７０３７８号、第２００９００８３２３７号、第２０
０９００８３２７５号、および第２００９００９４２８９号を含む、ビジュアル検索に関
する研究を行った。これらの文書で詳述された特徴および教示は、本出願で詳述された技
術および配設と組合せるのに適しており、また、その逆もまた同様である。
【０１５４】
　実施形態の多くは、看板システムから観察側携帯電話へデータを伝達するために、ウォ
ータマーキング技術を利用するが、他の実施形態では、ＲＦＩＤ、近接場通信、ディスプ
レイドバーコード(displayed barcode)、赤外線、ＳＭＳメッセージングなどのような他
の通信技術を、電話と看板システムとの間で使用することができる。画像または他のコン
テンツ指紋採取はまた、観察されている特定のディスプレイを（たとえば、携帯電話に対
して）識別するために使用されることができる。ディスプレイがこうして識別された状態
で、対応する補助情報ストアがアクセスされ、対応するアクションは、その後、記憶され
た情報に基づくことができる。
【０１５５】
　述べたように、観察者に関する位置データは、ＧＰＳなどの手段によって、または、公
開された特許出願第ＷＯ０８／０７３３４７号に詳述される技術によって確定することが
できる。同じ技術は、電子看板の場所を識別するために使用することができる。こうした
情報から、特定の観察者が特定の看板を視認していることを推論することができる。たと
えば観察者に対する見返りを詳述する補助情報ストアは、これにより対応する見返りを有
効にするために、識別され、アクセスされることができる。（第ＷＯ０８／０７３３４７
号のシステムはまた、たとえばタイムベースシステムが頼ることができる非常に正確な時
間情報を生成するために使用することができる。）
【０１５６】
　携帯電話によって取込まれたイメージリーが看板システムに送出される場合、イメージ
リーに付随するメタデータが、通常、携帯電話の製造者およびモデルを識別する。この情
報は、看板システムによって記憶することができ、種々の目的で使用することができる。
１つの目的は、単に、人口統計的にユーザを分類することである（たとえば、Ｂｌａｃｋ
ｂｅｒｒｙを持つユーザは実業家である可能性が高く、一方、Ｍｏｔｏｒｏｌａ　Ｒｉｖ
ａｌを持つ人は１０代である可能性が高い）。別の目的は、電話のカメラシステムに関す
る情報（たとえば、開口数、解像度など）を判定することである。電子看板上に提示され
るウォータマークまたは他の情報は、その後、カメラの詳細（たとえば、ウォータマーキ
ングタイルのサイズ）、「情報に基づく埋め込み(informedembedding)」のタイプ、に従
って調節することができる。
【０１５７】
　関連して、看板システムの近くのユーザから情報が全く受信されなかった場合、看板は
、それでも、ユーザの推定される年齢、性別、および／または民族性を参照することによ
って、ユーザの携帯電話カメラに関する何かを推定する場合がある。記憶される参照デー
タは、たとえば、異なる人口統計グループを用いて異なる電話（カメラ）モデルの人気を
示すことができる。たとえば、Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅについてのピーク人口統計は、
これらのデバイスの約３６％を所有する３５～５４歳グループであると報告されており、
一方、１３～１７歳は、これらのデバイスの約５％を所有するだけである。男性は、Ａｎ
ｄｒｏｉｄ電話を所有する可能性が女性よりずっと高い。電話についての更新サイクルは
また、人口統計と共に変わる。１５歳の少年は、１年未満使用した携帯電話を携行してい
る可能性があり、一方、５０歳の女性は、少なくとも２年使用した携帯電話を携行してい
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る可能性がより高い。より古い電話は、より低い解像度のカメラを有する、などである。
そのため、視認者の年齢および性別を推定することによって、ユーザが携行している携帯
電話カメラに関して情報に基づく推測（informed guess）が行われる可能性がある。やは
り、看板上のディスプレイは、（たとえば、推定されたカメラ解像度に従ってウォータマ
ーキングパラメータを設定することによって）相応して調節されることができる。
【０１５８】
　詳述された技術はまた、拡張現実（ＡＲ）技法を使用することができる。ＡＲは、その
詳細が専門家によく知られている、ＵｒｂａｎＳｐｏｏｎ、Ｌａｙａｒ、Ｂｉｏｎｉｃ　
Ｅｙｅ、Ｗｉｋｉｔｕｄｅ、Ｔｏｎｃｈｉｄｏｔ、およびＧｏｏｇｌｅ　Ｇｏｇｇｌｅｓ
などのｉＰｈｏｎｅ／Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーションによって普及してきた。例示的な
ＡＲシステムは、特許文書第ＵＳ２０１０００４５８６９号、第ＵＳ２００９０３２２６
７１号、および第ＵＳ２００９０２４４０９７号に詳述されている。簡潔に言えば、こう
した配設は、取込まれたイメージリー内のビジュアル特徴を検知し、視認スクリーン上に
さらなる情報を、一般的に、最初に取込まれたイメージリー上のオーバレイとして提示す
る。本コンテキストでは、電子サイネージ上に表示される情報は、ビジュアル特徴として
使用することができる。オーバレイは、ユーザの電話上に提示することができ、たとえば
（視認場所および／または人口統計を含む）コンテキストによって、ユーザに対してカス
タマイズされることが可能である。情報は、電子看板上に表示されるイメージリー内に符
号化されるウォータマークデータを介して電話と看板との間で交換することができる。特
定の携帯電話と特定の看板／コンテンツとの間に論理的関連性が確立されると、ＩＰ、ブ
ルートゥースなどのような他の配設もまた、使用されることができる。
【０１５９】
　他の配設では、ユーザの携帯電話１６または電子看板システムのカメラ１２は、特徴が
そこから検知されるイメージリーを取込む。関連するディスプレイ／情報は、その後、電
子看板システムのディスプレイスクリーン１０上に提示される場合がある。こうした情報
は、看板上に、検知された特徴を含む取込まれたイメージリー上にオーバレイとして、ま
たは、別個に提示されてもよい。
【０１６０】
　詳述された配設からの要素は、さらなる実施態様をもたらすために、背景技術の説明で
述べたような、先行技術の要素と組み合わされることができる。
【０１６１】
　いくつかの動作が、コンピュータ１４、携帯電話１６、またはリモートサーバ（複数可
）１８などにおいて起こるものとして記述されたが、種々の動作の場所には融通性がある
。動作は、任意の適切なコンピュータデバイス上で行うことができ（または、複数のデバ
イス間で分散し）、データを必要に応じて中継することができる。
【０１６２】
　大型フォーマット公共ディスプレイのコンテキストで示されるが、同じ原理が、従来の
ラップトップディスプレイ、他の携帯電話ディスプレイ、電子ピクチャフレーム、電子ブ
ック、テレビ、映画投影スクリーンなどを含むいたる所で用途を見出すことが認識される
べきである。Ｉｚａｄｉ他著「Ｇｏｉｎｇ　Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ：Ａ
　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ
　Ｓｗｉｔｃｈａｂｌｅ　Ｄｉｆｆｕｓｅｒ」Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、
２００９に詳述されるＭｉｃｒｏｓｏｆｔの「セカンドライト(Second Light)」技術もま
た、本明細書で詳述される原理と共に使用することができる。
【０１６３】
　当然、技術は、フラットディスプレイに限定されるのではなく、湾曲ディスプレイにつ
いても適用可能である。
【０１６４】
　顔発見アルゴリズムは、（たとえば、多くの一般的なコンシューマカメラで使用される
ように）よく知られており、観察者の顔を識別し、観察者の目を位置特定するために使用
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セル単位での観察者の目の間の距離は、カメラからの（したがって、ディスプレイスクリ
ーンからの）観察者の距離を推定するために、種々の実施形態で使用されることができる
。
【０１６５】
　サンプルのウォータマークペイロードプロトコルが図１５に示される。プロトコルは、
プロトコルを識別するために８ビット（そのため、携帯電話ウォータマークデコーダシス
テムは、ペイロードの残りをどのように解釈するかがわかっている）を、また、ターゲッ
ティングされる人口統計視聴者（たとえば、３０歳と５５歳との間の男性）を示すために
４ビットを含む。次に続く「即時応答データ(immediate responsedata)」は、リモートデ
ータベースを参照することなく、携帯電話によって使用されることができるリテラルな補
助データである。たとえば、そのデータは、異なる業者への異なるクーポンを提示するた
めに、携帯電話データストア内にロードされる小さな見返りデータストアを索引付けする
ことなどで、携帯電話または別のシステムが、即座に使用することができるテキストまた
は情報を運ぶ。残りの２０ビットのデータは、（たとえば、クーポンまたは他の見返りに
関する）対応する情報が記憶されるリモートデータベースを索引付けするのに役立つ。年
齢適性レイティングを示すフィールドなどの他のデータフィールドを、付加的にまたは別
法として使用することができる。プロトコルは、たとえば、続くペイロードが付加的なデ
ータを運ぶことを示すフラグビットによって拡張可能であってよい。
【０１６６】
　 図１５のペイロードは、例証に過ぎない。任意の特定の実施態様では、特定のアプリ
ケーション要件に応じて、異なるペイロードが使用される可能性が高いだろう。
【０１６７】
　Ｑｕｉｖｉｄｉおよび／またはＴｒｕＭｅｄｉａからのカメラシステムおよび関連ソフ
トウェアは、観察者を識別し、その観察者を人口統計的に分類するために、カメラ１２の
ために使用することができる。
【０１６８】
　 本技術のいくつかの実施形態は、看板が、その通常の「ブロードキャスタ(broadcaste
r)」の役割と対照的に、「ナローキャスタ(narrowcaster)」の役をすることを可能にする
ことが認識されるであろう。それでも、これは、たとえば指定されたデバイスまたは専用
プロトコルが使用されなければならない閉じたアーキテクチャに頼ることなく、開放様式
で達成される。
【０１６９】
　簡潔にするため、述べられた技術の無数の変形および組合せは、本文書内では列挙しな
い。本明細書の概念は、概念の中、および概念同士の間の両方で、ならびに、引用された
従来技術から知られている概念と、組み合わせ、置換し、交換することができることを、
出願人は認識、および意図している。さらに、詳述された技術を、有利な効果のために、
現在の、および到来する他の技術に含むことができることが認識されるであろう。
【０１７０】
　 本明細書を不当に長くすることなく包括的な開示を提供するために、出願人は、先に
参照された文書および特許開示を参照により組み込む。（こうした文書は、たとえその教
示の詳細に関連して先に引用されても、その全体が組み込まれる。）これらの参照は、本
明細書で詳述される配設に組み込むことができ、また、本明細書で詳述される技術および
教示をその中に組み込むことができる技術および教示を開示する。
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