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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像処理装置の動作プログラムであって、
　被写体属性を所定の手順に従って取得する被写体属性取得手順と、
　被写体属性が予め定められた条件を満たした場合に該当被写体の映像に対し実行すべき
映像処理を記述している映像処理ルールベースに、被写体属性を照合し、該当被写体の映
像に対し実行すべき映像処理ルールを決定する映像処理ルール決定手順と、
　映像処理ルールが指定する映像処理を該当被写体の映像に対し実行する映像処理実行手
順と、
　前記映像処理ルール決定手順において決定した映像処理を実行した旨の実行済情報を、
前記被写体が保持する携帯端末に通知する映像処理通知手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする映像処理装置の動作プログラム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記被写体属性取得手順は、被写体認証情報を取得する手順、被写体の撮影時期情報を
取得する手順、被写体の撮影場所情報を取得する手順、および被写体の特徴情報を抽出す
る手順、の少なくともいずれかの手順を含むものであり、
　前記映像処理ルールベースは、前記被写体認証情報、被写体の撮影時期情報、被写体の
撮影場所情報、および被写体の特徴情報の少なくともいずれかの被写体属性と、該当被写
体の映像に対し実行すべき映像処理との対応を記述したものであり、
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　前記映像処理ルール決定手順は、前記被写体認証情報、被写体の撮影時期情報、被写体
の撮影場所情報、および被写体の特徴情報の少なくともいずれかの被写体属性を、前記映
像処理ルールベースにおいて予め設定されている被写体属性に照合して、被写体属性が一
致することを条件に、映像処理ルールを決定するものであることを特徴とする、映像処理
装置の動作プログラム。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記被写体属性取得手順において、前記被写体属性のうち少なくともいずれかを、映像
処理装置が利用可能な、入力インターフェイス、クロック機能、撮影位置情報提供機能、
および画像認識機能の少なくともいずれか、または被写体が保持する携帯端末より取得す
ることを特徴とする、映像処理装置の動作プログラム。
【請求項４】
　請求項２において、
　前記被写体属性取得手順において、前記被写体認証情報を、当該被写体が所有する認証
情報発信装置より通信網を介して取得することを特徴とする映像処理装置の動作プログラ
ム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかにおいて、
　前記映像処理ルールベースは、映像処理のパターンを示す識別子と、実行すべき映像処
理との対応関係を記述したものであり、
　前記被写体属性取得手順において、前記被写体認証情報と、被写体の撮影場所情報と、
該当被写体の映像について実行すべき映像処理のパターンを示す識別子とを、被写体属性
として取得し、
　前記映像処理ルール決定手順において、前記被写体属性のうち、映像処理のパターンを
示す識別子を、前記映像処理ルールベースに照合し、該当する映像処理を特定することを
特徴とする映像処理装置の動作プログラム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかにおいて、
　前記映像処理実行手順にて、前記映像処理に係る被写体の被写体属性を表示する処理を
実行することを特徴とする映像処理装置の動作プログラム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかにおいて、
　前記映像処理ルールベースは、被写体の映像に対し実行すべき映像処理と、被写体属性
と、被写体映像の映像閲覧者と、の対応関係を記述したものであり、
　映像閲覧者に対する認証処理を通じて当該映像閲覧者の各々を示す識別子を取得する閲
覧者認証手順を含むことを特徴とする映像処理装置の動作プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像処理装置、映像処理装置の動作プログラム、および携帯端末に関するも
のであり、特に、通信網を介して監視カメラ等の映像を配信すると共に、当該通信網を介
して一以上の携帯端末の各々からカメラ被写体に関する属性情報を受ける映像処理装置、
当該携帯端末及びそれらの動作プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プラント内の設備等の監視を目的として、多数の監視カメラが設置されている。
近年、こうした監視カメラについて、カメラに映る被写体のプライバシー保護に関する議
論が盛んになっており、例えば、複数の端末を通信網に接続してなる画像伝送システムに
おいて、 前記複数の中の少なくとも一つの端末が、前記画像を撮影する撮影手段と、前
記撮影手段により撮影された画像を表示する表示手段と、前記撮影手段により撮影された
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画像領域の中で通信相手の端末へ開示を許可する表示許可領域を指定する指定手段と、前
記指定手段により指定された表示許可領域に基づいて、前記通信信相手の端末の表示手段
に表示するための前記撮影手段による撮影画像の表示を制限する表示制限手段とを具備し
たことを特徴とする画像伝送システム（特許文献１参照）などが提案されている。
【０００３】
　また、前記撮影画像の表示を制限するマスク処理の設定を自動化する方法も開示されて
いる。この種の方法として、例えば、ユーザ情報と画像とを入力する入力手段と、前記ユ
ーザ情報に従って前記画像の一部にマスキング処理を行う画像処理手段と、前記マスキン
グ処理された画像を出力する画像出力手段とを備えたことを特徴とする画像処理装置（特
許文献２参照）などが提案されている。
【特許文献１】特開平１０－１９１３０６号公報
【特許文献２】特開２００３－４６７４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら従来技術においては、閲覧者の種別によって映像処理方法が固定されてし
まうという問題があった。例えば近年、施設の監視を外部の企業に委託する形態が増えて
いる。こうした状況で施設内の設備を保守する際には、保守対象の設備や保守員の熟練度
によって、カメラ映像の閲覧者から作業ノウハウを隠蔽したい場合もあれば、カメラ映像
の閲覧者と連携して作業を進めたい場合もある。これを上記従来技術で実現しようとする
と、保守員や対象設備が変わるたびに閲覧者に割り当てられた権限を変更する必要があり
、これを手作業で行うことは困難であった。
【０００５】
　そこで本発明の目的は、被写体に応じて適切な映像処理を選択し実行することによって
被写体のプライバシー保護を可能にする、映像処理装置およびこれの動作プログラム、携
帯端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明の映像処理装置の動作プログラムは、被写体属性を所定の手
順に従って取得する被写体属性取得手順と、被写体属性が予め定められた条件を満たした
場合に該当被写体の映像に対し実行すべき映像処理を記述している映像処理ルールベース
に、被写体属性を照合し、該当被写体の映像に対し実行すべき映像処理ルールを決定する
映像処理ルール決定手順と、映像処理ルールが指定する映像処理を該当被写体の映像に対
し実行する映像処理実行手順と、前記映像処理ルール決定手順において決定した映像処理
を実行した旨の実行済情報を、前記被写体が保持する携帯端末に通知する映像処理通知手
順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【０００９】
　その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明の実施の形態の欄、及び図面
により明らかにされる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、被写体に応じて適切な映像処理を選択し実行することによって被写体
のプライバシー保護を可能とする。また、被写体映像の閲覧者が同一の人物でも、被写体
に応じて適切な映像処理を選択し実行できるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
＜＜実施例１＞＞
　以下、図１から図１１までを用いて、本発明の第一の実施形態について説明する。なお
、本実施例１および後述する実施例２の形態のみに本発明の適用は限定されず、被写体（
または被写体映像の閲覧者も含む）に応じて映像処理を行ういずれの状況にも適用可能で
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ある。
【００１２】
　以下で説明する実施形態は、浄水場や変電所等の施設内を、監視カメラによって遠隔地
から監視する際に利用するものである。従来、こうした監視においては、施設の所有者の
みがカメラ映像を閲覧する形態が一般的であり、従って撮影映像に含まれる機密情報の保
護について特に配慮する必要はなかった。これに対して近年、こうした監視を外部の企業
に委託する形態が増えており、そのため撮影映像に含まれる情報の扱いについて考慮する
必要が生じている。
【００１３】
　具体的には、こうした業務委託の目的としては、設備の監視を外部に委託して人員削減
を図るという本来の目的に加えて、施設の所有者のみでは維持管理が難しい設備を、保守
専門業者の熟練保守員と共同で進めるという目的がある。前者の場合、対象設備によって
はカメラ映像の閲覧者から保守作業時のノウハウを隠蔽する必要があり、後者の場合、カ
メラ映像の閲覧者により現場の作業内容をより詳細に伝える必要がある。
【００１４】
　図１に、本発明の第一の実施形態の全体の構成図を示す。同図に示すプラント監視シス
テムは、通信網５００を介して接続される映像処理装置１００、携帯端末２００、カメラ
装置３００、閲覧者端末４００から構成される。なお、前記通信網５００は、専用回線や
インターネット、ＬＡＮの他、ＷＡＮ（Wide Area Network）、電灯線ネットワーク、無
線ネットワーク、公衆回線網、携帯電話網など様々なネットワークを採用することも出来
る。また、ＶＰＮなど仮想専用ネットワーク技術を用いれば、インターネットを採用した
際にセキュリティ性を高めた通信が確立され好適である。
【００１５】
　本発明の映像処理装置１００は、被写体属性取得部１０１、被写体認証データベース１
１０、映像処理ルール決定部１０２、映像処理ルールベース１２０、映像処理実行部１０
３、映像処理モジュール対応表１３０、カメラ映像取得部１０４、マスク処理部１０５、
カメラ映像合成部１０６、被写体情報合成部１０７、映像出力部１０８から構成される。
　また、映像処理装置１００は、情報処理装置として、ＣＰＵなどの演算部１０と、当該
演算部１０が実行するプログラム１１を格納したメモリ１２と、外部装置とのデータ授受
の処理を担うＩ／Ｏ部１３と、各種データベースを格納する記憶装置１４とを有する。
【００１６】
　なお、上記した構成各部１０１～１０８は、映像処理装置１００においてハードウェア
として実現してもよいし、ＨＤＤやメモリなどの適宜な記憶装置に格納した前記プログラ
ム１１として実現するとしてもよい。この場合、前記演算部１０がプログラム実行に合わ
せて記憶装置よりプログラム１１をメモリ１２に読み出して、これを実行することとなる
。
【００１７】
　以下、プラントに設置された監視カメラにて撮影される保守員の作業の流れにそって、
保守員であるユーザー「SUZUKI」がプラントにおける「開閉装置１」の保守を行う場合に
おける映像処理装置１００の動作を説明する。最初に、ユーザーは、自身が保持する携帯
端末２００上の画面において、自らを示すユーザー識別子２０１及びパスワード２０２、
及び対象設備名２０３を入力する（図２参照）。これらのユーザー識別子２０１、パスワ
ード２０２は、本発明における被写体認証情報にあたり、また、対象設備名２０３は、本
発明における撮影場所情報にあたる。
【００１８】
　なお、ユーザー識別子及びパスワードは、携帯端末２００を携帯した時点であらかじめ
入力しておいても良い。また、対象設備名は、設備に記されたバーコードを携帯端末２０
０で読み取るといった形態でも構わないし、ＲＦＩＤあるいは類似の技術による識別子発
信装置を設備に組み込んでおき、それらの装置が無線通信網を介して発信する識別子を携
帯端末２００で読み取るといった形態でも構わない。
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【００１９】
　あるいは、こうした保守作業時に保守員が一般的に携帯している作業指示書を電子化す
ることによって、この作業指示書内に記載されている作業者名および作業対象の設備名を
もって上記のユーザー識別子および対象設備名とみなすことができる。図３に、こうした
作業指示書１４０の例を示す。同図では、保守を行う保守員名が「SUZUKI」であり、「SU
ZUKI」が行うべき作業の対象設備として「開閉装置１」と「変圧器１」とがあることを示
している。なお、この場合、こうした作業指示書１４０を容易に改ざんできると、悪意の
第三者が保守員になりすますことが出来てしまう。そこで、こうした電子的な作業指示書
１４０は上長または作業指示者によって認められたものであることを確認するために、デ
ジタル署名をつけておくとしても良い。こうした作業指示書１４０は、電子メールによっ
て担当保守員の携帯端末２００へ送付することができる。
【００２０】
　以上のような方法で取得したユーザー識別子、パスワード、及び対象設備名、つまり被
写体属性が、携帯端末２００より通信網５００を介して映像処理装置１００へ送信される
。
【００２１】
　図４に、被写体属性を受信・取得した際に映像処理装置１００が実行する動作プログラ
ムのフローチャートを示す。　
　まず、映像処理装置１００は、受信した情報と、図５に示す被写体認証データベース１
１０内の項目である保守員１１１及びパスワード１１２とを照合して、ユーザーの認証を
行う（ステップＳ１１）。
【００２２】
　次に、ユーザー識別子および対象設備名をもとに、図６に示す映像処理ルールベース１
２０を参照して、実行すべき映像処理ルールを決定する（ステップＳ１２）。なお、図６
に示す映像処理ルールベース１２０は、保守員「SUZUKI」に関する２つのルールを例示し
ている。ひとつは、「開閉装置１」の保守を行う際には作業ノウハウ保護のためマスク処
理を行うことを指定しており、もうひとつは、「変圧器１」の保守を行う際には保守専門
業者の熟練保守員と共同で作業を進めるために「SUZUKI」が持つ小型カメラの映像を閲覧
者の画面に合成して表示することを指定している。
【００２３】
　図７は、上記の処理によって決定される映像処理ルールを示している。この映像処理ル
ールを、映像処理実行部１０３において実行する。これは、マスク処理部１０５、小型カ
メラ映像合成部１０６等の、ルール内で指定され得る映像処理機能を予め映像処理装置１
００に組み込んでおいて行っても良いし、図８に示す映像処理モジュール対応表１３０を
参照して、指定された処理１３１に相当するソフトウェアモジュール１３２を映像処理装
置１００に逐次インストールするというプラグイン形式の方法を用いても良い（ステップ
Ｓ１３）。なお、同図は、マスク処理の場合はモジュール「MaskFilter.dll」を、小型カ
メラ映像合成処理の場合はモジュール「MergeFilter.dll」を利用することを示している
。
【００２４】
　最後に、映像処理実行部１０３において実行中であった映像処理のうち、現在処理中の
映像処理ルールにおいて指定されていない処理を停止する（ステップＳ１４）。
【００２５】
　以上の処理によって、カメラ映像の閲覧者から保守作業時のノウハウを隠蔽する、ある
いは現場の作業内容をより詳細に映像の閲覧者に伝えるといった処理を、被写体である保
守員や対象設備に応じて変化させることが可能となる。
【００２６】
　なお、映像処理ルールベース１２０は、ユーザーや対象設備毎にルールを設定する必要
があるため、これを前述の作業指示書１４０と、図９に示す映像処理パターン１５０とに
分割しても良い。作業指示書１４０は、「開閉装置１」及び「変圧器１」におけるユーザ
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作業中に映像処理装置１００が行うべき映像処理として、それぞれ「パターン1」および
「パターン２」で示される処理を実行する必要があることを示している。一方、映像処理
パターン１５０は、パターン名１５１と、パターン名に対応する映像処理１５２を示した
ものである。このような作業指示書１４０及び映像処理パターン１５０を用意することに
よって、ユーザーや対象設備毎に映像処理ルールを設定するという労力を削減することが
できる。
【００２７】
　また、こうした映像処理を行う前に保守員が作業を開始してしまい、そのため作業ノウ
ハウが漏洩してしまうことを防止するため、指定された映像処理ルールに従って映像処理
を追加したことを携帯端末２００に通知しても良い。図１０に、図３のフローチャートに
新たなステップＳ１５を加えたフローチャートを示す。同図に示すステップＳ１５は、映
像処理を追加した後に保守員の携帯端末２００へ映像処理の完了通知（実行済み情報）を
送信するものである。
【００２８】
　図１１に、この完了通知を待つ携帯端末２００における動作プログラムのフローチャー
トを示す。携帯端末２００では、前述と同様にログイン情報を送信し（ステップＳ２１）
、映像処理装置１００から画像処理の追加完了通知が返るのを待つ（ステップＳ２２）。
この追加完了通知を受信した後に、対象設備の保守を行うために必要となる情報を表示す
る（ステップＳ２３）。以上の処理によって、映像処理が行われる前に保守員が作業を開
始してしまうことを防止できる。
【００２９】
　なお、こうした保守作業は、一般的に、予め決定された作業予定日時において実施され
る。そこで、前記映像処理ルールベース１２０に、作業予定日時に関する情報を含め、指
定された日時以外は上記映像処理を行わない設定を可能としても良い。この場合、映像処
理装置１００が備えるクロック機能等から現在日時の情報を取得し、前記映像処理ルール
ベース１２０と照合を行うこととできる。これによって、例えば悪意の第三者が保守員に
なりすまして施設内に侵入したとしても、その人物を保守員とみなしてマスク処理を行っ
てしまうような問題は発生しない。
【００３０】
＜＜実施例２＞＞
　以下、図１２から図１４を用いて、本発明の第二の実施形態について説明する。　
　以下で説明する実施形態は、病院や自宅において常時監視が必要な重篤患者の状態を医
師、看護師、家族等が遠隔地から確認する際に利用するものである。従来、こうした監視
において、カメラ映像の閲覧者から隠蔽したい領域を患者側が設定し、この領域をマスク
した映像のみを関係者に公開することが可能であった。しかし、このような方法では患者
の容態が急変してもマスクが解除されないため、重篤患者の監視には利用できなかった。
【００３１】
　一方、こうした重篤患者を監視する際の実用性を考えた場合、患者のプライバシーを保
護するために常に患者をマスクする必要はなく、例えば排泄時や着替え時など、プライバ
シー保護が強く要求される特定の状況においてのみ、マスク処理を含む何らかの映像処理
を行うことが望ましい。
【００３２】
　図１２に、本発明の第二の実施形態の全体の構成図を示す。同図に示す要介護者監視シ
ステムは、通信網５００を介して接続される映像処理装置１００、重篤患者の介護者が保
持する識別子発信装置６００、要介護者の近辺に設置される識別子受信装置７００、カメ
ラ装置３００、閲覧者端末４００から構成される。
【００３３】
　以下、要介護者を介護者が介護する流れにそって、映像処理装置１００の動作を説明す
る。最初に、介護者が、介護のため要介護者の近くに移動する。この時、介護者が保持す
る識別子発信装置６００は、通信網５００を介して介護者を示すユーザー識別子を発信し
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ている。これは、ＲＦＩＤあるいはそれに類似する、無線通信網を介してある種の識別子
を発信する技術によって実現できる。識別子受信装置７００では、このユーザー識別子を
受信し、受信したユーザー識別子と、自分自身を示す識別子受信装置名を、通信網５００
を介して映像処理装置１００に送信する。以降、映像処理装置１００の動作は、ステップ
Ｓ１２を除いて、実施例１に係る図４あるいは図１０に示したフローチャートと同様であ
る。
【００３４】
　図１３に、実施例２における映像処理ルールベース１２０の例を示す。同図は、介護者
を示すユーザー識別子１２１、その識別子を受信した識別子受信装置名１２２、及び実行
すべき映像処理１２３の関係を示したものである。同図の一行目は、介護者Ａの所持する
識別子発信装置の値を識別子受信装置１が読み取った場合、予め設定された領域にマスク
処理を行うルールを示している。ここで、本実施例における、図４のフローチャートのス
テップＳ１２に相当する部分では、受信したユーザー識別子及び識別子受信装置名をもと
に、実行すべき映像処理を決定する。すなわち、介護者が要介護者の近辺に存在する時に
は、予め設定された映像処理を実行する。
【００３５】
　なお、映像処理を行う領域として、図１３に示すルールベース１２０の１行目では隠蔽
する領域の座標を予め設定しているが、これを例えば、点滅光源等、カメラ映像の画像処
理によって認識できる装置を要介護者の近辺に設置し、この点滅光源の近辺の領域を映像
処理するといった方法を用いても構わない。こうした画像認識可能な点滅光源は、発光ダ
イオード等の光を発する素子を、特定の情報（被写体の特徴情報）を表すように点滅させ
ることによって容易に実現できる。
【００３６】
　以上の処理によって、通常時には映像処理を実行せずに遠隔地から要介護者の状態を確
認することを可能としつつ、要介護者の排泄、着替え時など、介護者が要介護者の近辺に
存在するときに、プライバシー保護のための映像処理を行うことが可能となる。
【００３７】
　なお、こうした映像処理を実行することによって、ナースステーション内の看護師等の
映像の閲覧者にとっては、一時的に患者の状態確認が困難となる。そこで、こうした映像
処理による混乱を避けるため、なぜ映像処理が行われているかに関する理由を閲覧者の画
面に提示しても良い。
【００３８】
　図１４にこうした提示処理の例を示す。同図に示す画面４０１は、映像処理によってマ
スクされた部分４０２上に、介護者Ａの識別子４０３（被写体属性）を表示している。こ
れによって、映像の閲覧者は介護者Ａが介護中であることを知ることができ、カメラによ
って監視する必要が無いことを判断できる。
【００３９】
　また、こうした要介護者の映像は、医師・看護師の他に、要介護者の家族が自宅から閲
覧することも想定される。この場合、要介護者と同一の病室に入院している他の要介護者
については映像を隠蔽する等、映像の被写体と閲覧者との関係に配慮した映像処理を行え
ることが望ましい。そこで、映像処理ルールベース１２０を、映像の閲覧者を示す識別子
を含む構成とするとともに、要介護者の映像を閲覧する際に閲覧者認証を行うことによっ
て当該閲覧者を示す識別子を取得するとしても良い。このようにすることによって、病院
関係者と家族以外には要介護者の映像を閲覧させない等の映像処理が可能となる。
【００４０】
　なお、映像処理の種類としては、上記したマスク処理の他、モザイク処理、ぼかし処理
、特定被写体からのカメラ移動、被写体へのズームイン／アウト、といった各種処理を状
況に応じて採用することができる。
【００４１】
　本発明によれば、被写体（または被写体映像の閲覧者）に応じて適切な映像処理を選択
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し実行することが可能となる。或いは、前記映像処理を被写体と映像閲覧者との関係に応
じて実行することも可能とできる。従って、被写体映像の閲覧者が同一の人物でも、被写
体に応じて適切な映像処理を選択し実行できるという利点がある。
【００４２】
　また、前記映像処理については、処理毎にパターン登録を行って、このパターンについ
て映像処理ルールの選定を行うことが可能であるから、被写体や被写体の場所毎にルール
を一から設定する労力を削減することができる。
【００４３】
　また、映像処理の完了を契機とした被写体への各種指示を行うことで被写体の行動タイ
ミングを管理するといったことも可能となる。この処理によって、映像処理が行われる前
に被写体がある種の動作を行った場合に、その動作にともなう情報が映像の閲覧者に漏洩
してしまう問題等への対応が可能となる。
【００４４】
　更に、映像処理が行われた場合の、当該映像処理実行の理由について被写体映像の閲覧
者（の端末）または被写体（の携帯端末）に提示することで、その映像処理が正当な理由
で行われているのかどうかについて、被写体側や閲覧者側で判断することが可能となる。
【００４５】
　したがって、被写体に応じて適切な映像処理を選択し実行することによって被写体のプ
ライバシー保護を可能とする。
【００４６】
　以上、本発明の実施の形態について、その実施の形態に基づき具体的に説明したが、こ
れに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第一の実施形態に係るプラント設備監視システムの構成図である。
【図２】本発明の第一の実施形態に係る作業指示書の説明図である。
【図３】本発明の第一の実施形態に係る携帯端末の画面構成の説明図である。
【図４】本発明の第一の実施形態に係る映像処理装置の動作を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の第一の実施形態に係る被写体認証データベースの説明図である。
【図６】本発明の第一の実施形態に係る映像処理ルールベースの説明図である。
【図７】本発明の第一の実施形態に係る映像処理ルールの説明図である。
【図８】本発明の第一の実施形態に係る映像処理モジュール対応表の説明図である。
【図９】本発明の第一の実施形態に係る映像処理パターンの説明図である。
【図１０】本発明の第一の実施形態に係る携帯端末へ通知を行う映像処理装置の動作を示
すフローチャートである。
【図１１】本発明の第一の実施形態に係る携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第二の実施形態に係る要介護者監視システムの構成図である。
【図１３】本発明の第二の実施形態に係る映像処理ルールベースの説明図である。
【図１４】本発明の第二の実施形態に係る閲覧者画面の説明図である。
【符号の説明】
【００４８】
１００　映像処理装置
１０１　被写体属性取得部
１０２　映像処理ルール決定部
１０３　映像処理実行部
１２０　映像処理ルールベース
２００　携帯端末
３００　カメラ装置
４００　閲覧者端末



(9) JP 4509619 B2 2010.7.21

５００　通信網
６００　識別子発信装置
７００　識別子受信装置

【図１】 【図２】



(10) JP 4509619 B2 2010.7.21

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(11) JP 4509619 B2 2010.7.21

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(12) JP 4509619 B2 2010.7.21

【図１３】

【図１４】



(13) JP 4509619 B2 2010.7.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  河野　克己
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺１０９９番地　株式会社日立製作所　システム開発研究所内

    審査官  内田　勝久

(56)参考文献  特開２００４－０４８５１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１３５７５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０５６２１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３２０７０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０６９４９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

