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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　事前定義されたコンピュータ生成効果を、現実世界のオブジェクトの仮想世界表現に自
動的に適用するために、前記現実世界のオブジェクトを識別およびトラッキングするため
のコンピュータ実装方法であって、
　（ａ）深度検知カメラによってユーザを識別およびトラッキングするためのデータを含
むユーザプロファイルを定義して、メモリに保存するステップと、
　（ｂ）前記ユーザプロファイルに関連し、仮想世界シーンに一体化されるアニメーショ
ンを定義して、前記メモリに保存するステップと、
　（ｃ）前記深度検知カメラを使用してシーンをキャプチャするステップと、
　（ｄ）前記深度検知カメラを使用して前記シーン内でユーザを識別するステップと、
　（ｅ）ディスプレイ画面が前記一体化されたアニメーションを表示するように、前記識
別およびトラッキングされたユーザに基づいて前記定義したアニメーションを自動的に適
用するステップと、を有し、
　前記シーン内の静止オブジェクトは、前記シーン内のキャプチャされた第１の画像と前
記シーン内の前記第１の画像のキャプチャ後にキャプチャされた第２の画像とを比較する
ことで決定され、この比較では、第１の画像内の識別された点と第２の画像の対応する点
との比較が行われる、方法。
【請求項２】
　前記シーンをキャプチャするステップは、
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　前記シーン内で移動オブジェクトに着目するステップと、
　画像データおよび深度データを使用して前記移動オブジェクトの特徴を分析するステッ
プと、
　前記移動オブジェクトが前記ユーザに対応するかどうかを判定するステップと、を有す
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザは人間またはペットのいずれかである請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザをトラッキングするステップは、
　経時的な動きと、前記動きに関連する前記アニメーションとを識別する前記ユーザの履
歴経路を表示するステップを有する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記履歴経路をストレージに保存するステップと、
　前記履歴経路の再生を有効にするステップと、を更に有する請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記アニメーションは、前記キャプチャされた深度データに基づいて、前記シーン内で
見つかったオブジェクトの輪郭に適用される請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　 ユーザによって前記アニメーションをあらかじめ選択するステップを更に有する請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記識別されたユーザに基づいて、マルチメディアコンテンツが、前記アニメーション
と共にディスプレイ画面に提示される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　シーンをキャプチャするステップは、点トラッキングを使用して前記シーン内で静止オ
ブジェクトを定義する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザのトラッキングは、相対的な位置、方向および速度の識別を含む請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　現実世界の空間内で現実世界のユーザを識別およびトラッキングするためのコンピュー
タ実装方法であって、
　（ａ）前記現実世界のユーザの物理的な特徴に関連し、深度検知カメラによってキャプ
チャされた画像および深度データを含むユーザプロファイルを定義するステップと、
　（ｂ）前記深度検知カメラを使用してシーンの画像および深度データをキャプチャする
ステップであって、前記シーン内の静止オブジェクトは、前記シーン内のキャプチャされ
た第１の画像と前記シーン内の前記第１の画像のキャプチャ後にキャプチャされた第２の
画像とを比較することで決定され、この比較では、第１の画像内の識別された点と第２の
画像の対応する点との比較が行われるステップと、
　（ｃ）前記シーン内で移動オブジェクトを識別するステップと、
　（ｄ）画像および深度データを使用して、前記移動オブジェクト内の頭部にロックオン
するステップと、
　（ｅ）前記頭部の前記画像および深度データをリアルタイムで分析するステップと、を
有し、前記分析では、前記頭部の画像および深度データと、物理的な特徴に関連するユー
ザプロファイルの画像および深度データとの比較が行われ、前記ユーザプロファイルの画
像および深度データが、前記頭部の画像および深度データと実質的に一致する場合、ユー
ザが識別される方法。
【請求項１２】
　ユーザプロファイルを定義するステップは、
　（ａ）深度検知カメラを使用してスキャンを開始するステップと、
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　（ｂ）前記人体の特定の部分に前記スキャンを集中させるステップと、
　（ｃ）前記人体の前記特定の部分の画像および深度データを収集するステップと、
　（ｄ）前記人間体の前記特定の部分の三次元モデルを生成するために前記収集した画像
および深度データを処理するステップと、
　（ｅ）前記三次元モデルをメモリに保存するステップと、を有し、前記三次元モデルは
、ユーザプロファイルにも関連している請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザが識別されたときに前記ユーザプロファイルに関連するユーザ許可を適用す
るステップを更に有する請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザが識別されたときに前記ユーザプロファイルに関連するユーザアニメーショ
ンを適用するステップを更に有する請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ビデオゲーム産業は、長年にわたって多くの変化を経験してきた。演算能力が拡大する
につれ、ビデオゲームの開発者も同様に、この演算能力の増大を利用するゲームソフトウ
ェアを作成してきた。このために、ビデオゲームの開発者は、極めてリアルなゲーム体験
を生み出すべく、高度な演算と数学を採用したゲームをコーディングしてきた。
【０００２】
　ゲームプラットホームの例に、ソニープレイステーション（登録商標）、ソニープレイ
ステーション２（登録商標）（ＰＳ２）およびソニープレイステーション３（登録商標）
（ＰＳ３）があり、これらはそれぞれ、ゲームコンソールの形で販売されている。周知の
ように、ゲームコンソールはモニタ（通常はテレビ）と接続されて、手持ち式のコントロ
ーラによってユーザとのインタラクションを可能にするように設計されている。ゲームコ
ンソールは、ＣＰＵ、処理量の多いグラフィック操作のためのグラフィックシンセサイザ
、ジオメトリ変換を実行するためのベクトルユニットなどの特化した処理ハードウェアと
、その他の繋ぎとなるハードウェア即ちグルーハードウェア、ファームウェアおよびソフ
トウェアなどを備えて設計される。また、ゲームコンソールは、ゲームコンソールによる
ローカルプレイを行うためにゲームのコンパクトディスクを受け容れるための光ディスク
トレイを備えて設計される。また、ユーザが、インターネット上で他のユーザと対戦して
、または、他のユーザと一緒に対話的にプレイすることができるオンラインゲームも可能
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　インターネットに接続されている処理能力の高いゲームコンソールは、ストリーミング
およびダウンロード可能なメディアを供給するオンラインインタラクションおよびオンラ
イン市場へのアクセスを提供することが可能なエンタテインメントポータルとして機能す
るようになってきている。オンライン環境では、親は、有効で効率的なペアレンタルコン
トロールに苦労することが多い。ペアレンタルコントロールは個別に設定しなければなら
ないため、ペアレンタルコントロールの効果がなくなったり、行き過ぎになったり、部分
的に設定するとペアレンタルコントロールに食い違いが生じることがある。例えば、ケー
ブルボックスがテレビのチャンネルのペアレンタルコントロールを提供している場合、Ｄ
ＶＤまたはブルーレイディスクなどの光学メディアに記憶されたビデオに別途ペアレンタ
ルコントロールを設定する必要があることがある。
【０００４】
　本発明の実施形態は、この状況においてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　概して、本発明は、深度検知カメラを使用してシーン内でのユーザの識別およびトラッ
キングを可能にする。前記ユーザの識別およびトラッキングにより、前記シーン内で前記
識別およびトラッキングされたユーザに基づいて、各種メディアソースへのアクセス制御
の自動適用が可能となる。ユーザは、ユーザプロファイルの一部として前記アクセス制御
を構成することができる。また、ユーザは、自身のユーザプロファイルの一部として、ア
バターをアバターアニメーションと共に構成することもできる。前記アバターアニメーシ
ョンは、前記シーン内でのユーザの移動を表示するために使用されうる。
【０００６】
　一実施形態では、１つ以上のメディアソースを含む空間内で識別およびトラッキングさ
れるユーザに対して事前定義された特権を自動的に適用するためのコンピュータ実装方法
が開示される。前記方法は、ユーザプロファイルを定義してメモリに保存する操作を有す
る。前記ユーザプロファイルは、深度検知カメラによってユーザを識別およびトラッキン
グするためのデータを含んでもよい。別の操作では、前記ユーザプロファイルに対して特
定のメディアへのアクセスのレベルを定義する特権が定義されて保存される。また、前記
方法は、前記深度検知カメラから、前記空間内のシーンの画像および深度データをキャプ
チャする操作を有する。更に別の操作では、前記画像および深度データから、前記シーン
内で前記ユーザがトラッキングおよび識別される。更に別の操作では、前記ユーザが前記
シーン内で識別およびトラッキングされるときに、前記ユーザに対して１つ以上のメディ
アソースのうちの選択されたコンテンツへのアクセスが許可されるように、前記定義済み
の特権が前記１つ以上のメディアソースに自動的に適用される。
【０００７】
　別の実施形態では、事前定義されたコンピュータ生成効果を、現実世界のオブジェクト
の仮想世界表現に自動的に適用するために、前記現実世界のオブジェクトを識別およびト
ラッキングするためのコンピュータ実装方法が開示される。前記方法は、深度検知カメラ
によって前記ユーザを識別およびトラッキングするためのデータを含むユーザプロファイ
ルを定義し、メモリに保存する操作を有する。また、前記方法は、前記ユーザプロファイ
ルに関連し、仮想世界シーンに一体化されるアニメーションを定義し、前記メモリに保存
する操作を有する。別の操作では、前記深度検知カメラはシーンをキャプチャし、前記シ
ーン内で、前記ユーザが識別およびトラッキングされる。更に別の操作では、ディスプレ
イ画面が前記一体化されたアニメーションを表示するように、前記識別およびトラッキン
グされたユーザに基づいて前記定義したアニメーションが自動的に適用される。
【０００８】
　更に別の実施形態では、現実世界の空間内で現実世界のユーザを識別およびトラッキン
グするためのコンピュータ実装方法が開示される。一操作では、深度検知カメラによって
キャプチャされた画像および深度データからユーザプロファイルが定義される。前記ユー
ザプロファイルは、前記現実世界のユーザの物理的な特徴に関連する画像および深度デー
タを含んでもよい。別の操作では、前記深度検知カメラを使用してシーンの画像および深
度データがキャプチャされうる。また、前記方法は、前記シーン内で移動オブジェクトを
識別する操作を有してもよい。別の操作では、前記移動オブジェクトの画像および深度デ
ータにより、前記シーン内で、前記現実世界のユーザの頭部にロックオンしてこれをトラ
ッキングすることが可能となる。更に別の操作では、前記頭部の前記画像および深度デー
タがリアルタイムに分析される。前記分析では、前記頭部の画像および深度データと、物
理的な特徴に関連するユーザプロファイルの画像および深度データとの比較が行われても
よく、前記ユーザプロファイル内の画像および深度データが、前記頭部の画像および深度
データと実質的に一致する場合、ユーザが識別される。
【０００９】
　本発明の他の態様および利点は、例示のために本発明の原理を示す添付の図面と併せて
、以下の詳細な説明を読めば明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１Ａ】本発明の一実施形態による、事前定義されたコンピュータ生成された効果を、
現実世界のオブジェクトの仮想世界表現に適用するために、現実世界のオブジェクトの識
別およびトラッキングに使用されうる例示的な操作を含むフローチャートである。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態による、コンピュータシステムに接続された深度検知カメ
ラの視野内のシーンを示す。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による、ユーザプロファイルの定義に使用されうる例示的
な画面を示す。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による、ユーザプロファイルの定義に使用されうる例示的
な画面を示す。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態による、ユーザプロファイルの定義に使用されうる例示的
な画面を示す。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態による、ユーザプロファイルの定義に使用されうる例示的
な画面を示す。
【図２Ｅ】本発明の一実施形態による、追加のユーザである母親の追加が完了した状態を
示す例示的な画面である。
【図２Ｆ－１】本発明の一実施形態による、深度検知カメラによってキャプチャされ、ユ
ーザの認識に使用されうる顔のパーツを示す。
【図２Ｆ－２】本発明の一実施形態による、さまざまな位置におけるユーザの頭部２５０
の画像および深度データのキャプチャを示す。
【図２Ｇ】本発明の一実施形態による、深度検知カメラによってキャプチャされたさまざ
まな図から構築されるモデリングしたユーザの顔２５１の各種ポーズのマトリクスを示す
。
【図２Ｈ】本発明の一実施形態による、さまざまな顔のパーツの相対位置の変化を示す３
つの画像のシーケンスである。
【図２Ｉ】本発明の一実施形態による、ユーザの頭部の画像および深度データを取得する
ための手順を示す例示的なフローチャートである。
【図２Ｊ】本発明の一実施形態による、深度検知カメラの視野内でユーザを識別するため
の手順における例示的な操作を示す例示的なフローチャートである。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による、ペットのユーザプロファイルの作成に使用されう
る例示的な簡略化した画面の組を示す。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による、ペットのユーザプロファイルの作成に使用されう
る例示的な簡略化した画面の組を示す。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による、ペットのユーザプロファイルの作成に使用されう
る例示的な簡略化した画面の組を示す。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、ユーザに割り当てられる各種特権を示す例示的な
表を示す。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による、ユーザによって作成されるアニメーションを示す
例示的な表である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による、処理済みビデオとして画面に表示される現実世界
のシーンを含む空間を示す。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による、例示的な処理済みビデオを示す。
【図６】本発明の一実施形態による、現実世界のシーンと、現実世界のシーンが処理済み
ビデオ１０ｃとして画面に表示される様子とを示す。
【図７】認識されたオブジェクトの識別およびトラッキングを改善するために、点トラッ
キングを適用するための操作を示す例示的なフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態による、点トラッキングを示すシーンの例示的な図である。
【図９】本発明の一実施形態による、ユーザ定義コントローラを作成するために動的三次
元オブジェクトマッピングを使用可能なコンピュータシステムである、ソニー（登録商標
）プレイステーション３（登録商標）エンターテイメントデバイスの全体的なシステムア
ーキテクチャを模式的に示す。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明とその更なる利点とは、添付の図面を参照して以下の記載を読めば、よりよく理
解できるであろう。
【００１２】
　深度検知カメラからの画像および深度データによってユーザを識別したのちに、コンピ
ュータシステム用のユーザプロファイルを自動的に適用するための方法が開示される。概
して、コンピュータシステムは、ユーザからの入力を受け取るものであれば、汎用コンピ
ュータ（例えば、デスクトップ、ノートブック、ハンドヘルドデバイス、スマートフォン
など）でも、ゲームコンソールのような専用コンピュータでも、どのようなタイプのシス
テムであってもよい。深度検知カメラは、画像データに沿って幾何学的な深度データをキ
ャプチャすることができる。深度検知カメラは、分析および処理させるために、画像およ
び深度データをコンピュータシステムに提供することができる。一実施形態では、深度検
知カメラは単レンズカメラであり、別の実施形態では、複数のカメラレンズを使用して、
さまざまな位置または視点から画像および深度データがキャプチャされてもよい。
【００１３】
　以下の説明では、本発明を完全に理解できるように、具体的な詳細を数多く記載する。
しかし、これらの詳細な内容の一部または全てを用いなくとも本発明を実施しうることは
当業者にとって自明である。場合によっては、本発明を不必要にわかりにくくしないよう
に、公知のプロセス操作については詳しく記載しない。
【００１４】
　図１Ａは、本発明の一実施形態による、事前定義されたコンピュータ生成された効果を
、現実世界のオブジェクトの仮想世界表現に適用するために、現実世界のオブジェクトの
識別およびトラッキングに使用されうる例示的な操作を含むフローチャートである。操作
１００は、識別およびトラッキングするユーザを定義するために使用される。一実施形態
では、操作１００は、コンピュータシステムに接続された深度検知カメラを使用して実行
される。ユーザが、深度検知カメラによってキャプチャされた個々の特徴によって判別さ
れて、コンピュータシステムによって実行されているソフトウェアによって認識されうる
。各種実施形態では、顔の特徴（目、鼻および口などの顔のパーツの間の距離などが挙げ
られるが、これらに限られない）がキャプチャされうる。別の実施形態では、カメラの深
度検知機能を使用して、ユーザの鼻、目、頭の大きさ、パーツの相対位置などのユーザの
特徴が認識されうる。
【００１５】
　また、ユーザは、操作１００の一環として仮想世界のアバターも定義しうる。識別およ
びトラッキングするためにユーザを定義する一環として、ユーザは、仮想世界においてユ
ーザを表現するカスタマイズしたアバターを構成しうる。ユーザは、アバターを、現実世
界の外見に似せて構成することも、現実世界の外見に制約されない想像上のアバターを持
つように選択することもできる。この目的で、アバターは、体、頭、目、鼻、耳、口、腕
、脚および髪型のサイズや形の構成を有することができるが、これらに限定されない。ま
た、ユーザは、アバターのために、仮想の服装および履物のほか、宝石やサングラスなど
の装飾品も構成することができる。
【００１６】
　操作１０２は、識別されるユーザに対する特権およびアニメーションを定義するために
使用される。特権を使用することにより、識別されたユーザが深度検知カメラの前にいる
ときに、コンピュータシステムを介してアクセス可能なコンテンツのタイプに制限をかけ
ることが可能となる。一実施形態では、コンピュータシステムは、インターネットに接続
されており、限定的ではないがストリーミングまたはダウンロード可能な音楽およびマル
チメディア（例えば映画、テレビ番組およびビデオクリップ）などの各種メディアソース
へのアクセスを提供する。また、コンピュータシステムは、ＹｏｕＴｕｂｅなどのストリ
ーミングビデオ対応のウェブサイトにアクセスするためのウェブブラウザを提供すると共
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に、オンラインまたはダウンロード可能なゲームへのアクセスも提供する。また、コンピ
ュータシステムは、ＤＶＤまたは他の光記憶メディア（例えばブルーレイまたはＨＤ－Ｄ
ＶＤディスク）を再生可能な統合メディアソースも備える。定義済みのユーザに割り当て
られる特権により、特定のタイプの動画、テレビ番組、ゲームおよびウェブサイトへのア
クセスの制限が可能となる。
【００１７】
　また、操作１０２は、識別されるユーザに対してアニメーションを定義するためにも使
用されうる。アニメーションは、深度検知カメラおよびコンピュータシステムによって検
出される現実世界での動作に対応させて、識別済みのユーザのアバターを画面上でアニメ
ーション表示させるために使用されうる。例えば、一実施形態では、ユーザの動く速度が
しきい値速度を超えたときに、アニメーションがユーザアバターに適用されうる。一実施
形態では、ユーザの動きが遅い場合、ユーザの仮想世界のアバターに、クモの巣またはス
パイダーウェブがアニメーション表示されうる。別の実施形態では、ユーザの動きが速い
場合、アバターにブラーをかけたり、あるいは他のアニメーション（例えば、モーション
クラウドや音声効果）など、ユーザの速い動きを強調するアニメーションが表示されうる
。深度検知カメラとコンピュータシステムが、識別済みのユーザを認識すると、後から取
得が可能となるように、ユーザアバターが、定義済みの特権およびアニメーションと共に
保存されうる。
【００１８】
　操作１０４は、深度検知カメラの視野に入った移動オブジェクトを識別およびトラッキ
ングするために使用されうる。カメラの視野内の移動オブジェクトが定義済みのユーザと
して認識された場合、操作１０６は特権および／またはアニメーションを自動的に適用し
うる。移動オブジェクトが定義済みのユーザとして認識されない場合は、操作１０６は、
デフォルトの特権および／またはアニメーションを自動的にロードしうる。また、操作１
０４は、コンピュータシステムと深度検知カメラを使用して、認識されたユーザまたは認
識されていないユーザの動きを経時的にトラッキングし、アニメーション表示させうる。
一実施形態では、深度検知カメラが動きを識別すると、動きの経時的なログファイルの作
成を開始しうる。各種実施形態では、識別済みのユーザが深度検知カメラの視野に入ると
、そのユーザの事前設定されたアニメーションを使用してログファイルが作成される。こ
のログファイルは、深度検知カメラの視野内で識別済みのユーザの動きを経時的に表示し
て再生されうる。
【００１９】
　図１Ｂは、本発明の一実施形態による、コンピュータシステム１２０に接続された深度
検知カメラ１１０の視野１５２内のシーン１５０を示す。深度検知カメラ１１０が、ＲＧ
Ｂ画像モジュール１１４を使用して画像データをキャプチャする一方で、深度データモジ
ュール１１２は、深度検知カメラ１１０の視野１５２内のオブジェクトの相対深度データ
をキャプチャしうる。一実施形態では、深度検知カメラ１１０は、三次元のオブジェクト
から反射される光量に基づいて、相対深度を決定することができる。一部の実施形態では
、深度検知カメラは、赤外光をパルス化可能な赤外線発光ダイオード（ＬＥＤ）のアレイ
を備える。深度データモジュール１１２は、反射されて深度検知カメラ１１０に戻るパル
ス化赤外光の量に基づいて、深度検知カメラ１１０の視野内のオブジェクトの相対深度を
決定することができる。別の実施形態では、深度検知カメラ１１０からの画像および深度
データが、コンピュータシステム１２０に送信されて処理される。
【００２０】
　焦点モジュール１１８は、論理処理ユニット１１６と共に、深度検知カメラ１１０に内
蔵されうる。一部実施形態では、論理処理ユニット１１６は、ＲＧＢ画像モジュール１１
４からのデータと、深度データモジュール１１２からのデータとを相関させるために使用
されうる。別の実施形態では、論理処理ユニット１１６は、焦点モジュール１１８の制御
を補助しうる。焦点モジュール１１８は、ＲＧＢ画像モジュール１１４の焦点と深度デー
タモジュール１１２の焦点を変更しうる。深度データモジュール１１２の焦点は、赤外線
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ＬＥＤアレイ内の個々の赤外線ＬＥＤの強度を上げ、その持続時間を長くすることで、変
更することができる。深度検知カメラによってキャプチャされた画像および深度データは
、コンピュータシステム１２０によって実質的にリアルタイムに処理されうる。
【００２１】
　コンピュータシステム１２０は、深度検知カメラ１１０から画像および深度データを受
け取り、これを処理することに加えて、さまざまな他のソースを有するか、あるいはさま
ざまな他のソースを入力として受け取りうる。例えば、コンピュータシステム１２０を介
して、ＴＶソース１２２、ＤＶＤ／ブルーレイメディア１２４、ゲーム１２６およびイン
ターネット１２８にアクセスすることができる。ユーザは、コンピュータシステム１２０
用のユーザインタフェースを介して、異なるメディアソース１３０ａ／ｂを選択すること
ができる。
【００２２】
　シーン１５０には、ユーザ１４０、ランプ１４２およびソファー１４４が存在している
。コンピュータシステム１２０は、静止オブジェクト（例えばランプ１４２およびソファ
ー１４４）からユーザ１４０を判別しうる。深度検知カメラ１１０は、コンピュータシス
テム１２０からのコマンドに応答して、ユーザ１４０の周囲の領域１４６に焦点を合わせ
うる。深度検知カメラ１１０は、ユーザ１４０を識別するために、ユーザ１４０の頭部領
域１４８に焦点を微調整しうる。深度検知カメラは、頭部領域１４８に焦点を合わせるこ
とで、ユーザ１４０の画像および深度データのキャプチャが可能となり、これらが分析さ
れて、コンピュータシステム１２０に関連するプロファイルデータと比較されうる。
【００２３】
　図２Ａ～２Ｄは、本発明の一実施形態による、アバターを含むユーザプロファイルの定
義に使用されうる例示的な画面を示す。図２Ａは、父親２０２、娘２０４および息子２０
６のユーザプロファイルが既に作成されているコンピュータシステムの例示的な画面２０
０を示す。また、画面２００には、新しいユーザプロファイルを作成するためのボタン２
０８も表示されている。図２Ｂは、本発明の一実施形態による、ボタン２０８の選択によ
り表示される例示的な画面２００ｂを示す。画面２００ｂは、本発明の一実施形態で作成
可能なタイプの異なるユーザプロファイルを表示する。例えば、人のアイコン２１０を選
択すると、人に基づくプロファイルが作成されうる。ユーザが部屋の中でペットの動きを
トラッキングしたい実施形態では、イヌアイコン２１２またはネコアイコン２１４の選択
により、イヌまたはネコのプロファイルを作成することができる。追加のプロファイルタ
イプが追加されてもよく、上記に挙げたタイプは限定として解釈されるべきでない。
【００２４】
　図２Ｃは、本発明の一実施形態による、人のアイコン２１０の選択により表示される画
面２００ｃを示す。画面２００ｃでは、ユーザは、男性のアイコン２１６か女性のアイコ
ン２１８かを選択することができる。この例では、ユーザは、女性のアイコン２１８を選
択する。図２Ｄは、本発明の各種実施形態による、アバターを構成するための２つの異な
る画面２００ｄ／ｅを示す。画面２００ｄは、アバターの構成に使用可能なメニューシス
テムを示す。図に示すように、メニューシステムには、名前、身長、体型、目、髪型、鼻
および口の選択が含まれる。当業者であれば理解するように、画面２００ｄに示されてい
る各メニューを選択すると、ユーザが、アバターをより細かく構成するための別の画面ま
たはサブメニューが呼び出されうる。
【００２５】
　画面２００ｅは、本発明の一実施形態による、別のアバターカスタマイズ画面を示す。
この別のアバターのカスタマイズを使用した場合、深度検知カメラを使用して、ユーザの
画像がキャプチャされうる。次に、キャプチャされたユーザの画像が、コンピュータシス
テムによって処理されて、ユーザのキャプチャ画像に基づいてアバターが自動的に生成さ
れうる。一部の実施形態では、自動生成されるアバターは、ベースアバターであり、ユー
ザは、この自動生成されたアバターの特徴を変更することができる。いずれの実施形態の
場合も、ユーザは、自分で作成したか、または自動生成されたアバターを、服装または装
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飾品によってカスタマイズまたは調整することができる。
【００２６】
　図２Ｅは、本発明の一実施形態による、追加のユーザである母親２００の追加が完了し
た状態を示す例示的な画面２００ｆである。画面２００ｆは、図２Ａ～２Ｄで説明したよ
うに、母親２２０のユーザプロファイルの作成が完了すると表示される。この結果、父親
２０２、娘２０４、息子２０６および母親２２０のユーザプロファイルを示す画面２００
ｆが表示される。また、図２Ｅは、別のユーザプロファイルを追加するためのボタン２０
８が選択されていることも図示している。
【００２７】
　図２Ｆ－１は、本発明の一実施形態による、深度検知カメラによってキャプチャされ、
ユーザの認識に使用されうる顔のパーツを示す。ユーザのアバターの構成中に、深度検知
カメラが使用され、ユーザの頭部２５０および顔のパーツの画像および深度データがキャ
プチャされうる。コンピュータシステムによるユーザの認識を可能にする識別特徴を得る
ために、画像および関連する深度データがコンピュータシステムによって分析されうる。
【００２８】
　さまざまな識別特徴を使用することができ、例えば、顔のパーツの間の距離、顔のパー
ツの相対サイズおよび顔のパーツの相対位置が挙げられるが、これらに限定されない。別
の実施形態では、耳の相対位置および相対サイズなどの、ユーザの頭部の特徴が識別され
てもよい。例えば、Ｚ平面の距離として図２Ｆに示す深度データを使用して、Ｚ１（ユー
ザの鼻の先とユーザの上唇の間の距離）が決定および認識されうる。また、深度データを
使用して、Ｚ２（ユーザの鼻の先と目の間の距離）が決定および認識されてもよい。同様
に、画像データが使用されて、図２Ｆ－１に距離Ｘで示すユーザの２つの目の間の距離が
認識されうる。同様に、ユーザの鼻と口の間の距離Ｂが、識別特徴として測定および使用
されうる。画像データと関連する深度データは、ユーザを識別および認識するために、深
度データおよび画像データからの測定値間の比率を決定することができる。
【００２９】
　図２Ｆ－２は、本発明の一実施形態による、さまざまな位置におけるユーザの頭部２５
０の画像および深度データのキャプチャを示す。一部の実施形態では、ユーザプロファイ
ルの作成時に、ユーザが、（例えば、ＧＵＩ、音声／音声コマンドまたはテキストによっ
て）頭部をさまざまな位置に回すまたは回転させるように求められうる。これにより、深
度検知カメラが、ユーザの頭部全体、あるいは、少なくとも、識別可能な顔のパーツが含
まれる頭部の正面部分の大半の画像および深度データをキャプチャすることが可能となる
。
【００３０】
　コンピュータシステムは、画像および深度データを分析して、ユーザの頭部のワイヤフ
レームモデルを作成しうる。一部の実施形態では、ユーザの頭部のワイヤフレームモデル
が、ユーザの仮想世界のアバターの一部として使用されうる。下で更に詳細に説明するよ
うに、コンピュータシステムは、ワイヤフレームモデルを分析して、さまざまな角度での
顔および頭部の特徴の間のユーザ特有の比率を決定しうる。説明した特定の顔のパーツお
よび測定値は、例示を目的としたものであり、限定するものと解釈すべきでない。ユーザ
の識別および認識に使用できる追加の測定値を得るために、画像および深度データが分析
されうる。
【００３１】
　別の実施形態では、深度検知カメラを使用して、さまざまなポーズでのユーザの体全体
の画像および深度データがキャプチャされてもよい。コンピュータシステムは、顔の認識
の場合と同様に、画像および関連する深度データを分析して、ユーザを識別しうる。図８
，図９を参照して後述するように、シーン内の静止オブジェクトが、コンピュータシステ
ムによって認識され、シーン内でのユーザの相対位置を提供することによって、ユーザの
識別およびトラッキングを補助することができる。
【００３２】
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　図２Ｇは、本発明の一実施形態による、深度検知カメラによってキャプチャされたさま
ざまな図から少なくとも部分的に構築されるモデリングしたユーザの顔２５１の各種ポー
ズのマトリクスを示す。場合によっては、構築されたポーズが、（例えば、図２Ｆ－２に
キャプチャされたデータを使用して）サイズおよび深度データを近似することによって生
成される。
【００３３】
　システムが、使用中または動作中に、ユーザが、さまざまな角度から深度検知カメラの
視野に入ることがあるため、深度検知カメラが、ユーザの真正面の図を得られるとは必ず
しも限らない。このため、ユーザを識別およびトラッキングするために、コンピュータシ
ステムは、ユーザの頭部のワイヤフレームモデルを使用して、さまざまな位置におけるユ
ーザの頭部のユーザの顔および頭部の特徴のさまざまな比率を外挿しうる。
【００３４】
　行２６２は、ユーザが頭を傾けずに頭を右から左に回したように、ユーザの頭部のワイ
ヤフレームモデルがキャプチャされた一連の画像を示す。行２６０は、ワイヤフレームモ
デルが頭を後ろに反らせたような位置にある同様の画像のシーケンスを示し、行２６４で
は、ワイヤフレームモデルが前屈している。列２７２は、各行に対するワイヤフレームモ
デルの顔の正面を示し、列２７０と列２７４は、深度検知カメラに、それぞれ右と左に１
／３が見えているユーザの画像データを示す。同様に、列２６８と列２７６は、それぞれ
右と左に２／３が見えているユーザを示し、列２６６と列２７８は、深度検知カメラに対
する、それぞれ右と左の横顔のユーザを示す。図２Ｇに示したマトリクスは、単純化した
ものであり、例示とみなすべきである。実際の実施形態では、ビデオ画像をさまざまなフ
レームレートでサンプリングして、個々のユーザに対して編集する画像および深度データ
の数が増減してもよい。後述するように、ユーザの異なる図において、さまざまな顔のパ
ーツの相対位置を求めるために、画像および深度データが分析されうる。一実施形態では
、右耳Ｅ１、右目ｅ１、鼻Ｎ、左目ｅ２および左耳Ｅ２が、画像および深度データから識
別およびトラッキングされうる。
【００３５】
　図２Ｈは、本発明の一実施形態による、さまざまな顔のパーツの相対位置の変化（例え
ば、デルタ値）を示す３つの画像のシーケンスである。プロファイル２８０では、ユーザ
は、深度検知カメラにまっすぐ向いている。この角度から、ユーザの鼻Ｎの位置が、ユー
ザの目ｅ１およびｅ２の位置と共に耳Ｅ１およびＥ２に対して決定されうる。ユーザによ
っては、プロファイル２８０内で耳Ｅ１およびＥ２の相対位置が決定できないことがある
。このような場合、識別を、ユーザの目と鼻の相対位置から決定することができる。ユー
ザを識別するために、ユーザの顔のパーツと耳の相対位置が、ワイヤフレームモデルのマ
トリックスと比較されうる。ユーザが識別されると、コンピュータシステムは、適切なユ
ーザプロファイルを自動的に適用しうる。また、一部の実施形態では、コンピュータシス
テムは、深度検知カメラからの画像および深度データを監視して、ユーザの頭部の位置を
監視およびトラッキングしうる。更に別の実施形態では、空間内でユーザが見ている場所
を決定するために、画像および深度データが、ユーザの眼球運動を追跡してもよい。
【００３６】
　プロファイル２８２は、ユーザが頭２５０を左に回すと、ユーザの顔のパーツの相対位
置がどのように変化するかを示す。プロファイル２８０とプロファイル２８２を比較する
と、ユーザの左耳Ｅ２が深度検知カメラからは見えなくなった一方で、右耳Ｅ１がよりは
っきりと見えるようになっている。同様に、左目ｅ２が深度検知カメラから更に離れ、右
目ｅ１と左目ｅ２の間のアスペクト比が変化している。コンピュータシステムは、このよ
うなリアルタイムの画像および深度データから、ユーザを、メモリに記憶されているワイ
ヤフレームモデルから見つけようとする。プロファイル２８２では、深度検知カメラデー
タは、左目ｅ２の深度位置を示しうる。同時に、深度検知カメラによってキャプチャされ
た画像データが分析され、左目ｅ２の相対サイズが決定されうる。同様に、深度検知カメ
ラは、右耳Ｅ１、右目ｅ１および左目ｅ２に対する、ユーザの鼻Ｎの変化を知覚しうる。



(11) JP 5684577 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

【００３７】
　プロファイル２８４は、ユーザが頭を回した状態の左の横顔の図を示す。この図では、
深度検知カメラは、ユーザの右耳Ｅ１、右目ｅ１および鼻Ｎの横向き全体をキャプチャす
る。深度検知カメラから見える顔のパーツの相対位置が決定されて、ワイヤフレームモデ
ルのマトリックスからユーザを識別およびトラッキングするために使用されうる。図２Ｈ
で説明したプロファイルは、単純化したものであり、例示であると解釈すべきである。一
部の実施形態では、顔のパーツの比率の範囲を得るために、画像および深度データの複数
のフレームが１秒毎にキャプチャされてもよい。次に、サンプリングされた範囲が、ワイ
ヤフレームモデルのマトリックス内の動きの範囲と比較されうる。図２Ｈに示すように、
ユーザが頭を横方向に回したときに、顔の位置のさまざまな比率がトラッキングされうる
。別の実施形態と同様に、ユーザが頭を前または後ろに傾けた時点を水平線を使用して決
定するために、異なる比率が使用され、ユーザの目、鼻および口の相対位置が画定されう
る。ユーザが頭を前または後ろに傾けると、深度検知カメラによってキャプチャされる水
平線間の相対距離が計算されて、頭を、前または後ろにどのくらい傾けたかが決定されう
る。
【００３８】
　図２Ｉは、本発明の一実施形態による、ユーザの頭部の画像および深度データを取得す
るための手順を示す例示的なフローチャートである。以下の操作は、コンピュータシステ
ムが後から、ユーザを認識することができるように、ユーザプロファイルを作成または変
更する際に使用されうる。操作２８５は、ユーザの頭部のスキャンを開始する。この操作
は、図２Ｆ－２のようなユーザプロファイルを作成または変更するときに開始されうる。
操作２８５は、深度検知カメラの焦点を、ユーザの頭部領域に合わせる。一実施形態では
、ユーザが、深度検知カメラに対して特定の位置に立つように求められうる。別の実施形
態では、深度検知カメラが、撮像素子および深度感知素子の焦点をユーザの方に移動させ
てもよい。深度検知カメラの前に複数の人がいる場合、ユーザは、スクリーン上の表示を
使用して、スキャン対象とする人を選択するように求められうる。
【００３９】
　操作２８７は、頭部領域の画像および深度データを収集するために使用される。前述の
ように、この操作は、頭をさまざまな向きに回すよう、ユーザに指示しうる。これにより
、深度検知カメラが、ユーザの頭部をさまざまな位置でキャプチャすることが可能となる
。操作２８８は、画像および深度データに基づいてユーザの頭部のモデルを生成する。一
実施形態では、深度データを使用して、ユーザの頭部の三次元ワイヤフレームモデルが構
築されうる。コンピュータプログラムは、ワイヤフレームモデルを使用して、さまざまな
顔のパーツおよび頭部の特徴の相対位置を決定しうる。操作２８９において、モデルと共
に位置データが保存され、ユーザプロファイルに関連付けられうる。終了操作２９０でフ
ローチャートが終了するが、他の操作が続いてもよい。
【００４０】
　図２Ｊは、本発明の一実施形態による、深度検知カメラの視野内でユーザを識別するた
めの手順における例示的な操作を示す例示的なフローチャートである。操作２９１は、深
度検知カメラの視野内で移動オブジェクトを識別する。後述するように、移動オブジェク
トが、ネコまたはイヌなどのペットであってもよい。ペットを識別およびトラッキングす
る場合、異なる操作が必要となることがある。この後の操作は、人間のユーザの識別およ
びトラッキングに関するものであるが、人間以外のユーザをトラッキングするために変更
されてもよい。操作２９２は、移動オブジェクト内でユーザの頭部を検出しようと試みる
。一実施形態では、コンピュータシステムは、一般に、目などの一般的な顔の特徴を使用
して頭部を識別しうる。別の実施形態では、限定するものではないが、目と口または目と
鼻などの顔の特徴の組み合わせを使用して頭部が識別されてもよい。
【００４１】
　操作２９３は、頭部のトラッキングを開始し、トラッキングが、保存されているユーザ
のモデルとの比較に基づいて、認識可能な顔のプロファイルが見つかるまで行われる。コ
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ンピュータシステムは、頭部にロックオンして、頭部をトラッキングすることにより、リ
アルタイムの画像および深度データを、記憶されているユーザの頭部および顔のデータと
比較することが可能となる。深度検知カメラは、ユーザを識別するために、リアルタイム
の画像および深度データのフレームを、ワイヤフレームモデルの認識可能な顔のプロファ
イルと比較しうる。一実施形態では、コンピュータシステムは、画像データを分析して、
リアルタイム画像内で頭の角度を決定し、顔および頭部のデータを、保存されているワイ
ヤフレームモデルの同様の配置のデータと比較する。操作２９４は、リアルタイムのユー
ザで検出された特徴によって、保存されているユーザプロファイルの深度および画像デー
タを検証しようと試みる。深度および画像データが検証されると、操作２９５はユーザが
識別されたことを確認し、保存されているユーザプロファイルを適用する。終了操作２９
９でこの手順が終了するが、他の操作が続いてもよい。
【００４２】
　操作２９４において深度および画像データが検証されなかった場合、操作２９６は、リ
アルタイムユーザが識別されなかったと認識する。操作２９８は、コンピュータシステム
が、ユーザのロックオンとトラッキングを再試行するかどうかを決定するために使用され
る。一部の実施形態では、コンピュータシステムが所定の回数、ユーザの識別を再試行す
るためのしきい値が設定されうる。別の実施形態では、コンピュータシステムは、ユーザ
を無期限に識別しようとする。更に別の実施形態では、ユーザの識別の再試行の回数が、
利用可能なコンピューティングリソースに基づいて可変であってもよい。ユーザのロック
オンを試みる再試行が行われた場合、手順は操作２９３に戻る。ユーザにロックオンしよ
うとする再試行をこれ以上行わない場合、操作２９７はデフォルトプロファイルを変更し
ない。
【００４３】
　図３Ａ～３Ｃは、本発明の一実施形態による、ペットのユーザプロファイルの作成に使
用されうる例示的な簡略化した画面の組を示す。図３Ａは、図２Ｅのボタン２０８の選択
により表示される画面２００ｂを示す。また、画面２００ｂには、イヌアイコン２１２が
選択されている。図３Ｂは、本発明の実施形態による、イヌのアバターを作成する異なる
方法を示す画面３００ａ／ｂを示す。画面３００ａは、深度検知カメラを使用して、イヌ
のさまざまな側面の画像をキャプチャしてアバターを作成することを示す。コンピュータ
システムは、異なる画像を処理して、イヌのアバターを、プロファイル情報と共に自動的
に生成し、このプロファイルにより、イヌが深度検知カメラの視野内にいるときに、その
イヌが認識可能となる。
【００４４】
　画面３００ｂは、本発明の一実施形態による、別のイヌアバター作成画面を示す。画面
３００ｂにより、ユーザは、自分のイヌのさまざまな特徴を選択して、そのイヌアバター
を作成することができる。例えば、一実施形態では、ユーザは、最初に、自分のイヌのア
バターの相対サイズを選択しうる。
【００４５】
　図４Ａは、本発明の一実施形態による、ユーザに割り当てられるさまざまなメディアソ
ース特権を示す例示的な表４００を示す。ビデオゲーム特権４０２は、エンターテインメ
ントソフトウェアレーティング委員会（ＥＳＲＢ）によってゲームに割り当てられている
レーティングに基づいて、さまざまなユーザに割り当てられうる。同様に、各ユーザに対
するテレビジョン特権４０４が、テレビジョンペアレンタルガイドラインに基づいて設定
されうる。さまざまな実施形態では、コンピュータシステムが設置されている国に応じて
、異なるテレビジョンペアレンタルガイドラインがロードされうる。米国で設置されてい
るコンピュータシステムの場合、米国映画協会（ＭＰＡＡ）のレーティングシステムに基
づく映画特権４０６が各ユーザに割り当てられうる。同様に、インターネット特権４０８
が、ユーザが指定するコンテンツへのアクセスをフィルタおよび制限するために構成され
うる。コンピュータシステムが音楽４１０にアクセスできるようにするように構成される
実施形態では、ペアレンタルアドバイザリラベル（ＰＡＬ）が設定された音楽へのユーザ
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のアクセスを許可または拒否するための特権が設定されうる。図４Ａに示した特権の種類
は、例示であり、説明していない追加の特権を割り当てることができるため、限定である
とみなすべきではない。
【００４６】
　ユーザに割り当てられた特権は、コンピュータシステムによってアクセス可能なさまざ
まな形式のメディアに自動的に適用されうる。例えば、息子２０６が、深度検知カメラの
視野に入り、コンピュータシステムを介して認識されると、コンピュータシステムは、図
４Ａにリストアップされている特権を自動的にロードする。このため、息子４１６は、Ｅ
ＳＲＢレーティングがＥのビデオゲーム、ペアレンタルガイドラインがＴＶ－Ｙ７のテレ
ビ番組、ＭＰＡＡレーティングがＧの映画へのアクセスのみを許される。更に、コンピュ
ータシステムを介したインターネットアクセスには特定のネットフィルタが適用され、Ｐ
ＡＬが指定されている音楽へのアクセスがブロックされる。
【００４７】
　複数の認識済みのユーザがコンピュータシステムによって識別される場合には、最も制
限の低い特権が有効にされうる。このため、息子２０６と父親２０２が識別された場合、
コンピュータシステムは父親２０２にリストアップされている特権を有効にする。同様に
、娘２０４と息子２０６が識別された場合、娘２０４にリストアップされている特権が有
効にされる。
【００４８】
　図４Ｂは、本発明の一実施形態による、ユーザによって作成されるアニメーションを示
す例示的な表である。ユーザは、識別済みの各ユーザが深度検知カメラの視野内を歩く（
図中の４２）と、画面に表示されうる個々のアイコンを選択または作成することができる
。図４Ｂに示すように、息子が深度検知カメラの前を歩くと、青いスニーカ４１６が画面
に表示され、息子が現実の世界で部屋を歩き回った経路をなぞる。同様に、娘が歩いた経
路にピンクの足跡４１８が割り当てられ、イヌのスパーキーの歩いた経路には黒の足跡４
２０が割り当てられうる。
【００４９】
　また、ユーザは、走る４４などの動作のアニメーションも割り当てられうる。例えば、
息子が走ると、アバターアニメーションが、青いスニーカ４１６から、スケートボード４
２２に乗っている息子のアバターに自動的に切り替えられうる。同様に、娘が、コンピュ
ータシステムによって走っていることが認識されると、娘のピンクの足跡４１８が、娘が
カメラの視野内で走った時間と距離の間、インラインスケート４２４に変更されうる。ス
パーキーも、走った場所では黒い足跡４２０が赤い足跡４２２に変わりうる。追加のアニ
メーションタイプを構成することができ、これには、ユーザがシーン内の特定のオブジェ
クトとインタラクションするアニメーション、あるいは認識されたユーザが数人部屋にい
るアニメーションなどがあるが、これらに限定されない。特定のアニメーションは、可能
なアニメーションの例を提示するものであり、限定として解釈すべきではない。
【００５０】
　図５Ａは、本発明の一実施形態による、処理済みビデオ１０ａ／ｂとして画面に表示さ
れる現実世界のシーン５００を含む空間５０１を示す。現実世界のシーン５００には、深
度検知カメラ１１０の視野内に、イヌ５０２とソファー５０４が存在している。深度検知
カメラ１１０は、コンピュータシステム１２０に画像データを提供する。これに対して、
コンピュータシステム１２０は、処理済みビデオ１０ａ／ｂを画面５０８に提供する。現
実世界のシーン５００では、イヌ５０２が、ソファー５０４の上にジャンプする。
【００５１】
　図５Ｂは、本発明の実施形態による、例示的な処理済みビデオ１０ａ／ｂを示す。処理
済みビデオ１０ａは、イヌ５０２がソファー５０４の上を歩いたときにコンピュータシス
テムがイヌ５０２を経時的にトラッキングした結果を示す。図に示すように、イヌのアバ
ター５０２ａによって、足跡５１２によって作成される履歴経路が仮想世界ソファー５０
４ａの上に作成される。処理済みビデオ１０ａは、コンピュータシステムが、深度検知カ
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メラによってキャプチャされたシーン１１０内の画像および深度データからイヌを認識し
た結果生成される。イヌ５０２をコンピュータシステムに認識させるために定義する一環
として、ユーザは、足跡５１２のアニメーションをイヌ５０２と関連させて保存しうる。
別の実施形態では、イヌのリアルタイムビデオ画像が、イヌのアバター５０２ａの代わり
に使用されてもよい。イヌ５０２がコンピュータシステムによって認識されない実施形態
では、デフォルトのトラッキング記号またはアイコンの組がロードされ、処理済みビデオ
１０ａとして表示されてもよい。
【００５２】
　処理済みのビデオ１０ｂは、本発明の一実施形態による、ソファー５０４とインタラク
ションしているイヌ５０２に特有の別のアニメーションを示す。この実施形態では、ユー
ザは、現実世界のイヌが現実世界のソファーの上を歩いた場所で、仮想世界のソファー５
０４ａが破れるようにアニメーションを構成している。上で説明したように、コンピュー
タシステムは、深度検知カメラの前で行われたユーザの動作のログすなわち履歴経路を作
成し、これが再生および保存されうる。この場合、ユーザは、コンピュータシステムに、
シーンを監視させ、現実世界のイヌの動きを再生させうる。簡単にするために、処理済み
のビデオ１０ａ／ｂは、イヌがソファーにジャンプする前にはトラッキングしたイヌの動
きは表示しない。しかし、各種実施形態では、ログに記録されたアニメーションによって
イヌの動きをトラッキングして、ソファーの破れ目と、地面の上のさまざまな足跡とを示
すコマ撮りビデオを作成することが可能である。
【００５３】
　図６は、本発明の一実施形態による、現実世界のシーン６００と、現実世界のシーン６
００が処理済みビデオ１０ｃとして画面に表示される様子とを示す。現実世界のシーン６
００では、深度検知カメラ１１０の前をユーザ６０２が走っている。深度検知カメラ１１
０は、走っているユーザ６０２のビデオ画像をキャプチャし、これをコンピュータシステ
ム１２０に送信して処理させる。処理済みビデオデータが、コンピュータシステム６０８
から画面６０４に送信され、処理済みビデオ１０ｃとして表示される。処理済みビデオ１
０ｃの詳細図には、ユーザ６０２を表すアバター６０２’が存在する。また、詳細図には
、ユーザ６０２が走るのに対応させて、アバター６０２’のアニメーションも表示されて
いる。一実施形態では、アニメーションは、スピード感を伝えるために、アバター６０２
’のモーションブラー６１０を有する。別の実施形態では、走行が検出される前にアバタ
ー６０２’が立っていた位置に、吹き出し６１２が表示される。別の実施形態では、走行
に対応して、アバター６０２’の靴または足の上に炎のアニメーションが表示されてもよ
い。一実施形態では、図５Ａ～６で説明した履歴経路およびアニメーションが、再生のた
めにコンピュータシステムに関連するメモリに保存されうる。一部の実施形態では、メモ
リは、例えばハードディスクドライブまたは他の不揮発性メモリなどのローカルストレー
ジ装置でもよい。別の実施形態では、履歴経路およびアニメーションが、インターネット
を介してリモートストレージにアップロードされてもよい。
【００５４】
　図７は、認識されたオブジェクトの識別およびトラッキングを改善するために、点トラ
ッキングを適用するための操作を示す例示的なフローチャートである。操作７００は、深
度検知カメラを使用して、シーンの第１の画像をキャプチャする。操作７０２は、深度検
知カメラを使用して、シーンの第２の画像をキャプチャする。この目的は静止オブジェク
トを識別することにあるため、第１の画像と第２の画像のキャプチャ間隔の長さが変わり
うる。一部の実施形態では、画像が、１秒の数分の１または数秒おきにサンプリングされ
ても、別の実施形態では、画像が、数分、数時間または数日おきにサンプリングされても
よい。操作７０４は、第１の画像と第２の画像を比較することによって、シーン内の静止
オブジェクトを決定するために使用される。この比較は、第１の画像内の識別された点を
、第２の画像の対応する点と突き合わせようとするものである。識別された点が第１の画
像と第２の画像の間で移動しなかった場合、この点は、静止していると決定されうる。一
実施形態では、深度検知カメラは、画像を定期的にサンプリングして、静止オブジェクト
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を継続的に更新し、計算オーバーヘッドを低下させる。操作７０６は、シーン内の静止オ
ブジェクトのモデルを作成するために、シーン内の識別された静止オブジェクトの固定点
を関連付ける。操作７０８は、深度検知カメラの視野内でのオブジェクトのトラッキング
および識別を補助するために、関連付けた固定点をメモリに記憶する。
【００５５】
　図８は、本発明の一実施形態による、点トラッキングを示すシーン８００の例示的な図
である。シーン８００には、コンピュータシステム１２０に画像データを提供する深度検
知カメラ１１０が含まれている。コンピュータシステム１２０は、画像データを処理し、
画面８０２に表示させるための処理済みビデオを提供する。シーンには、静止オブジェク
ト（例えばソファー８０６およびランプ８１２）が含まれる。一実施形態では、コンピュ
ータシステム８１０は、深度検知カメラ８００によってキャプチャされた２つの画像を比
較することによって、シーン８００内のどのオブジェクトが静止しているかを決定しうる
。コンピュータシステム１２０は、第１の画像内の点のうち、第２の画像で移動しなかっ
たものを識別することが可能なソフトウェアを実行しうる。移動しない点が、静止点とし
て特定されうる。図８では、静止点８０８がソファー８０６の上で識別され、静止点８１
４がランプ８１２の上で識別されている。また、コンピュータシステム１２０は、シーン
８００内のオブジェクトの相対位置関係、いわゆるポジショニング、を定義するために、
静止点を相関させうる。コンピュータシステム１２０は、既知の相対位置によって、深度
検知カメラ１１０からの画像データをより効率的に処理して、シーン８００内で動いてい
るユーザなどの現実世界のオブジェクトを表すアバターを、より高速にレンダリングする
ことが可能となる。
【００５６】
　別の実施形態では、画像および深度データと共に点トラッキングにより、静止オブジェ
クトに対して、部分ワイヤフレームまたはスケルトンを作成できるようになる。例えば、
ソファー８０６に関連する静止点８０８を使用して、ソファー８０６の部分ワイヤフレー
ムモデルが作成されうる。ユーザが、現実のソファー８０６の画像および深度データから
作成される仮想ソファーを変更およびカスタマイズできるようにするために、テクスチャ
ーマップがワイヤフレームモデルに適用されうる。例えば、ユーザは、ソファーの材料を
、織物または布、レザー、合成繊維材料にわたる任意の種類に変更することができる。ど
のシーンのどの静止オブジェクトにもテクスチャーマップを適用することができ、このよ
うなオブジェクトには、シーン８００の壁およびランプ８１２などがあるが、これらに限
られない。ユーザは、深度検知カメラ１１０で部屋をスキャンして、現実世界の部屋の画
像および深度データをキャプチャし、次に、現実世界の部屋の仮想世界表現をカスタマイ
ズしうる。画像および深度データを使用して、壁の色を変更したり、あるいは壁紙または
木のパネルなどのテクスチャがつけられた壁装材を含むさまざまなタイプの壁装材を適用
することができる。
【００５７】
　図９は、本発明の一実施形態による、ユーザ定義コントローラを作成するために動的三
次元オブジェクトマッピングを使用可能なコンピュータシステムである、ソニー（登録商
標）プレイステーション３（登録商標）エンターテイメントデバイスの全体的なシステム
アーキテクチャを模式的に示す。システムユニット１０００は、システムユニット１００
０に接続可能なさまざまな周辺機器を備える。システムユニット１０００は、Ｃｅｌｌプ
ロセッサ１０２８、Ｒａｍｂｕｓ（登録商標）ダイナミックランダムアクセスメモリ（Ｘ
ＤＲＡＭ）ユニット１０２６、専用のビデオランダムアクセスメモリ（ＶＲＡＭ）ユニッ
ト１０３２を有するＲｅａｌｉｔｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒグラフィックユニット１０
３０、およびＩ／Ｏブリッジ１０３４を備える。また、システムユニット１０００は、Ｉ
／Ｏブリッジ１０３４を介してアクセス可能な、ディスク１０４０ａおよび着脱可能なス
ロットインハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１０３６から読み出すためのブルーレイ（
登録商標）ディスクＢＤ－ＲＯＭ（登録商標）光ディスクリーダ１０４０も備える。任意
選択で、システムユニット１０００は、同様にＩ／Ｏブリッジ１０３４を介してアクセス
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可能な、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカード、メモリースティック（登録商
標）メモリカードなどを読み出すためのメモリカードリーダ１０３８も備える。
【００５８】
　また、Ｉ／Ｏブリッジ１０３４は、６つのユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）２．０
ポート１０２４、ギガビットイーサネット（登録商標）ポート１０２２、ＩＥＥＥ　８０
２．１１ｂ／ｇ無線ネットワーク（Wi-Fi）ポート１０２０、および最大７つのブルート
ゥース接続に対応可能なブルートゥース（登録商標）無線リンクポート１０１８にも接続
している。
【００５９】
　動作時に、Ｉ／Ｏブリッジ１０３４は、１つ以上のゲームコントローラ１００２からの
データを含む、全ての無線、ＵＳＢ、およびイーサネット（登録商標）のデータを処理す
る。例えば、ユーザがゲームをプレイ中に、Ｉ／Ｏブリッジ１０３４はブルートゥースリ
ンクを介してゲームコントローラ１００２からデータを受信して、これをＣｅｌｌプロセ
ッサ１０２８に転送し、Ｃｅｌｌプロセッサ１０２８が適宜ゲームの現在の状態を更新す
る。
【００６０】
　また、無線、ＵＳＢ、およびイーサネット（登録商標）の各ポートを介して、ゲームコ
ントローラ１００２のほかに、他の周辺機器も接続することが可能となる。このような周
辺機器には、例えば、リモコン１００４、キーボード１００６、マウス１００８、ソニー
プレイステーションポータブル（登録商標）エンターテイメントデバイスなどのポータブ
ルエンターテイメントデバイス１０１０、ＥｙｅＴｏｙ（登録商標）ビデオカメラ１０１
２などのビデオカメラ、マイクロフォンヘッドセット１０１４などがある。このため、こ
れらの周辺機器は、原則としてシステムユニット１０００に無線で接続されうる。例えば
、ポータブルエンターテイメントデバイス１０１０はＷｉ－Ｆｉアドホック接続を介して
通信し、マイクロフォンヘッドセット１０１４はブルートゥースリンクを介して通信しう
る。
【００６１】
　これらのインタフェースを提供することにより、プレイステーション３デバイスは、デ
ジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、セットトップボックス、デジタルカメラ、ポータブル
メディアプレーヤ、ＶｏＩＰ電話、携帯電話、プリンタ、およびスキャナなどの他の周辺
機器と場合によっては互換となりうる。
【００６２】
　更に、ＵＳＢポート１０２４を介して旧式メモリカードリーダ１０１６をシステムユニ
ットに接続することができ、プレイステーション（登録商標）デバイスまたはプレイステ
ーション２（登録商標）で用いられていたタイプのメモリカード１０４８の読み出しが可
能となる。
【００６３】
　本実施形態では、ゲームコントローラ１００２は、ブルートゥースリンクを介してシス
テムユニット１０００と無線通信するように動作可能である。しかし、その代わりに、ゲ
ームコントローラ１００２が、ＵＳＢポートに接続されてもよく、これにより、ゲームコ
ントローラ１００２のバッテリに充電するための電力も供給する。ゲームコントローラは
、１つ以上のアナログジョイスティックおよび従来の制御ボタンを有するほか、各軸の並
進運動および回転に対応する６自由度の移動を感知する。したがって、従来のボタンまた
はジョイスティックコマンドのほかに、またはこれらの代わりに、ゲームコントローラの
ユーザが行ったジェスチャおよび移動が、ゲームへの入力として変換されうる。任意選択
で、プレイステーションポータブルデバイスなどの他の無線対応の周辺機器をコントロー
ラとして使用することができる。プレイステーションポータブルデバイスの場合、追加の
ゲーム情報または制御情報（例えば制御命令またはライブの数）が、当該デバイスの画面
に提示されうる。ほかの代替的または補助的な制御装置が使用されてもよく、これには、
ダンスマット（図示せず）、ライトガン（図示せず）、ハンドルおよびペダル（図示せず
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）、あるいは、即答クイズゲームのための１つまたは複数の大型のボタン（これも図示な
し）などの特注品のコントローラなどがある。
【００６４】
　また、リモコン１００４も、ブルートゥースリンクを介してシステムユニット１０００
と無線通信するように動作可能である。リモコン１００４は、ブルーレイディスクＢＤ－
ＲＯＭリーダ１０４０の操作、およびディスクの内容の閲覧のために適した制御を備える
。
【００６５】
　ブルーレイディスクＢＤ－ＲＯＭリーダ１０４０は、従来の記録済みＣＤ、記録可能Ｃ
Ｄ、およびいわゆるスーパーオーディオＣＤのほか、プレイステーションデバイスおよび
プレイステーション２デバイスと互換のＣＤ－ＲＯＭを読み出すように動作可能である。
また、リーダ１０４０は、従来の記録済みＤＶＤおよび記録可能ＤＶＤのほか、プレイス
テーション２デバイスおよびプレイステーション３デバイスと互換のＤＶＤ－ＲＯＭを読
み出すように動作可能である。更に、リーダ１０４０は、従来の記録済みブルーレイディ
スクおよび記録可能ブルーレイディスクのほか、プレイステーション３デバイスと互換の
ＢＤ－ＲＯＭを読み出すように動作可能である。
【００６６】
　システムユニット１０００は、Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒグラフィック
ユニット１０３０を介して、プレイステーション３デバイスによって生成またはデコード
された音声およびビデオを、音声コネクタおよびビデオコネクタ経由で、ディスプレイ１
０４４および１つ以上のスピーカ１０４６を備えた表示および音声出力装置１０４２（モ
ニタまたはテレビ受像機など）に提供するように動作可能である。音声コネクタ１０５０
は、従来のアナログ出力およびデジタル出力を備える一方、ビデオコネクタ１０５２は、
コンポーネントビデオ、Ｓ－ビデオ、コンポジットビデオ、および１つ以上の高品位マル
チメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）の出力などを種々備えうる。したがって、ビデオ
出力は、ＰＡＬまたはＮＴＳＣ、あるいは７２０ｐ、１０８０ｉまたは１０８０ｐの高解
像度などのフォーマットであってもよい。
【００６７】
　音声処理（生成、デコードなど）はＣｅｌｌプロセッサ１０２８によって実行される。
プレイステーション３デバイスのオペレーティングシステムは、ドルビー（登録商標）５
．１サラウンドサウンド、ドルビー（登録商標）シアターサラウンド（ＤＴＳ）、および
ブルーレイ（登録商標）ディスクからの７．１サラウンドサウンドのデコードに対応して
いる。
【００６８】
　本実施形態では、ビデオカメラ１０１２は、１つの電荷結合素子（ＣＣＤ）、ＬＥＤイ
ンジケータ、およびハードウェアベースのリアルタイムデータ圧縮およびエンコード装置
を備え、圧縮ビデオデータが、システムユニット１０００によるデコードのために、イン
トラ画像ベースのＭＰＥＧ標準などの適切なフォーマットで送信されるようになる。カメ
ラのＬＥＤインジケータは、例えば不利な照明条件を示す適切な制御データをシステムユ
ニット１０００から受け取ると、発光するように配置されている。ビデオカメラ１０１２
の実施形態は、ＵＳＢ、ブルートゥースまたはＷｉ－Ｆｉの通信ポートを介して、システ
ムユニット１０００にさまざまな方法で接続しうる。ビデオカメラの実施形態は、１つ以
上の関連するマイクロフォンを備えており、音声データを送信することができる。ビデオ
カメラの実施形態では、ＣＣＤは、高解像度のビデオキャプチャに適した分解能を備えう
る。使用時に、ビデオカメラによってキャプチャされた画像が、例えば、ゲーム内に取り
込まれるか、またはゲームの制御入力として解釈されうる。
【００６９】
　一般に、システムユニット１０００の通信ポートの１つを介して、ビデオカメラまたは
リモコン等などの周辺機器とのデータ通信がうまく行われるように、デバイスドライバ等
の適切なソフトウェアを提供する必要がある。デバイスドライバ技術は公知であり、ここ
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で詳細に説明しないが、デバイスドライバまたは同様のソフトウェアインタフェースが、
記載する本実施形態で必要とされうることを当業者は理解するであろう。
【００７０】
　実施形態には、現実世界のユーザをより正確に特定し、アバターまたはシーンのアクテ
ィビティを案内するために深度データをキャプチャが含まれてもよい。実施形態において
、現実世界のユーザをより正確に特定し、アバターまたはシーンのアクティビティを案内
するために深度データをキャプチャしてもよい。オブジェクトは、人物が保持しているオ
ブジェクトであっても、人物の手であってもよい。本明細書では、「深度カメラ」および
「三次元カメラ」との用語は、二次元のピクセル情報のほか、距離情報すなわち深度情報
を取得することができる任意のカメラを指す。例えば、深度カメラは、制御された赤外線
照明を利用して、距離情報を取得することができる。他の例示的な深度カメラに、立体カ
メラ対があり、これは２台の基準カメラを使用して距離情報を三角測量によって求める。
同様に、「深度検知装置」との用語は、二次元のピクセル情報のほかに、距離情報を取得
することができる任意のタイプの装置を指す。
【００７１】
　三次元像の最近の進歩により、リアルタイムのインタラクティブなコンピュータアニメ
ーションの可能性が広がっている。より詳細には、新しい「深度カメラ」は、通常の二次
元のビデオ像に加えて、第３の次元をキャプチャおよびマップする能力を提供することが
できる。新しい深度データによって、本発明の各種実施形態は、ほかのオブジェクトの背
後など、ビデオシーン内のさまざまな位置にコンピュータが生成したオブジェクトを、リ
アルタイムで配置することが可能となる。
【００７２】
　更に、本発明の各種実施形態は、リアルタイムのインタラクティブなゲーム体験をユー
ザに提供する。例えば、ユーザは、コンピュータが生成したさまざまなオブジェクトと、
リアルタイムでインタラクトすることができる。更に、ユーザのゲーム体験をよりリアル
にするために、ビデオシーンをリアルタイムで変更することができる。例えば、コンピュ
ータが生成したコスチュームを、ユーザの服の上にはめ込んだり、コンピュータが生成し
た光源を利用して、ビデオシーン内に仮想の影を表示させることができる。このため、本
発明の各種実施形態と深度カメラを使用して、ユーザは、自分のリビングルームでインタ
ラクティブなゲーム環境を体験することができる。通常のカメラと同様に、深度カメラは
、ビデオ画像を構成している複数のピクセルの二次元のデータをキャプチャする。これら
の値は、ピクセルの色の値であり、通常は、各ピクセルの赤、緑、青（ＲＧＢ）の値であ
る。このようにして、カメラによってキャプチャされたオブジェクトが、モニタに二次元
オブジェクトとして表示される。
【００７３】
　また、本発明の各種実施形態は、分散型の画像処理構成についても考察している。例え
ば、本発明は、１つの場所（ＣＰＵなど）や２つの場所（ＣＰＵと他の１つの素子など）
で行われるキャプチャ画像および表示画像の処理に限定されない。例えば、入力画像処理
は、処理を実行することができる関連のＣＰＵ、プロセッサまたは装置において容易に行
うことができ、基本的には、画像処理の全てを、相互接続システム全体に分散させること
ができる。このため、本発明は、特定の画像処理ハードウェア回路および／またはソフト
ウェアに限定されない。
また、本明細書に記載した実施形態は、一般的なハードウェア回路および／またはソフト
ウェアの特定の組合せに限定されず、処理コンポーネントによって実行される命令の特定
のソースにも限定されない。
【００７４】
　上記の実施形態を考慮に入れて、本発明が、コンピュータシステムに記憶されたデータ
を使用する、各種のコンピュータ実装操作を使用してもよい点を理解すべきである。これ
らの操作には、物理量の物理的な操作を必要とする操作が含まれる。この物理量は通常、
記憶、転送、結合、比較などの操作が可能な電気信号または磁気信号の形を取るが、必ず
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と呼ばれることが多い。
【００７５】
　上記した発明は、携帯式デバイス、マイクロプロセッサシステム、マイクロプロセッサ
ベースのプログラム可能な家庭用電気製品、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュ
ータなど、他のコンピュータシステム構成によって実施されてもよい。また、本発明は、
分散コンピューティング環境で実施されてもよく、このような環境では、通信ネットワー
クを介してリンクされたリモート処理デバイスによってタスクが実行される。
【００７６】
　また、本発明は、計算機可読メディア上の計算機可読コードとして実施されてもよい。
計算機可読メディアは、電磁搬送波を含め、コンピュータシステムによって後から読み取
ることができるデータを記憶できるデータ記憶装置であれば、どのようなものに存在して
もよい。計算機可読メディアの例には、ハードディスク、ネットワーク接続記憶装置（Ｎ
ＡＳ）、リードオンリーメモリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、Ｃ
Ｄ－ＲＷ、磁気テープおよび他の光学式データ記憶装置および非光学式データ記憶装置な
どがある。また、計算機可読メディアは、計算機可読コードが分散式に記憶されて、実行
されるように、ネットワークに結合されたコンピュータシステムを介して分散されてもよ
い。
【００７７】
　上記に、本発明を明確に理解できるように多少詳細に記載したが、添付の特許請求の範
囲内で変更例または変形例を実施できることは明らかである。したがって、本実施形態は
例示的なものであり、制限するものではなく、本発明は本明細書に記載されている詳細な
事項に限定されず、添付の特許請求の範囲およびその均等物の範囲内で変更されてもよい
。
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