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(57)【要約】
【課題】ユーザに提示されるコンテンツの品質を維持し
てＨＭＤによって提示されるコンテンツを制御する。
【解決手段】コンテンツをフィルタリングするための方
法及びシステムは、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭ
Ｄ）１０２の１つまたは複数の機構によって定義される
レンダリング空間において提示するためのコンテンツを
識別することを含み、コンテンツは、対話型のストリー
ミングコンテンツである。コンテンツについての評価ス
コアが識別される。コンテンツは、ユーザのユーザプロ
ファイル、コンテンツの評価スコア、及びコンテンツに
おいて検出される進行中の対話に基づいて、コンテンツ
の一部を選択的にフィルタリングするように動的に調整
される。調整されたコンテンツは、ＨＭＤ１０２上にレ
ンダリングするためにフォーマットされる。フォーマッ
トされたコンテンツは、要求に応答してレンダリングの
ために自動的にＨＭＤ１０２に伝送される。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構によって定義
されるレンダリング空間において提示するためのコンテンツを識別し、前記コンテンツが
、前記ユーザからの要求に応答して識別され、前記コンテンツは対話型であり、前記ユー
ザのアクションまたは対話に基づいて動的に変化するものであり、
　前記コンテンツについての評価スコアを識別し、
　識別された前記評価スコア及び前記ユーザのユーザプロファイルに基づいて、前記コン
テンツの一部を選択的にフィルタリングするために、前記コンテンツの動的調整を行い、
　前記調整された前記コンテンツを前記ヘッドマウントディスプレイ上にレンダリングし
、前記コンテンツの動的調整はセッション中で継続され、前記レンダリング空間に提示さ
れる前記コンテンツとの前記ユーザの前記アクションまたは対話によって判断される前記
コンテンツ内の変化に基づいて、前記コンテンツの異なる部分が選択的にフィルタリング
される、プロセッサによって実行される方法。
【請求項２】
　前記評価スコアが、１つもしくは複数のコンテンツ発行者、または１つもしくは複数の
ユーザ、または認可された評価ソース、または過去の評価、またはこれらの２つ以上の組
み合わせからの評価データに基づいて生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記レンダリング空間が、仮想現実（ＶＲ）世界からのコンテンツをレンダリングする
ＶＲ空間、またはコンピュータ生成されたコンテンツで重畳された現実世界からのコンテ
ンツをレンダリングする拡張現実空間のうちの１つであり、前記コンテンツの前記一部が
、前記コンテンツ内の物体もしくはグラフィック画像もしくはオーディオクリップ、また
は前記ユーザとともに前記レンダリング空間で対話する別のユーザのアバターに対応し、
前記ディスプレイが、前記ＨＭＤ上で定義されるディスプレイ画面、または前記ＨＭＤの
前記機構によって前記コンテンツがレンダリングされ得るディスプレイ面／空間である、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　選択的フィルタリングのための前記コンテンツの前記一部が、事前定義されたフィルタ
リングルールを前記コンテンツに適用することによって識別され、前記事前定義されたフ
ィルタリングルールが、前記コンテンツを要求する前記ユーザの前記ユーザプロファイル
に固有である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　選択的フィルタリングのために適用される前記事前定義されたフィルタリングルールが
、前記ユーザの人口統計もしくはユーザ属性、または前記コンテンツと対話する他のユー
ザのユーザ属性、または前記レンダリング空間にレンダリングされる前記コンテンツにお
いて検出されるアクション、または前記コンテンツの前記一部のコンテキスト、または前
記コンテンツの前記一部の評価スコア、またはこれらの２つ以上の組み合わせに基づく、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテンツの前記一部の前記選択的フィルタリングが、
　選択的にフィルタリングされる必要がある前記コンテンツの前記一部に関連付けられる
コンポーネントを識別し、
　選択的にフィルタリングされている前記コンポーネントの前記一部について識別される
コンポーネント重畳を用いて、前記コンテンツの前記一部の識別される前記コンポーネン
トの一部の選択的重畳を行う、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　選択的にフィルタリングされるべき前記コンポーネントが、オーディオコンポーネント
であり、前記選択的重畳には、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに合致する異なるオ
ーディオコンポーネントを識別することが含まれ、前記異なるオーディオコンポーネント
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が、前記コンテンツの前記オーディオコンポーネントの前記一部の上に選択的に重畳され
る、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　選択的にフィルタリングされるべき前記コンポーネントが、ビデオ、テキスト、または
グラフィックコンポーネントのうちの１つであり、前記選択的に重畳することが、前記ユ
ーザの前記ユーザプロファイルに合致する異なるビデオ、テキスト、またはグラフィック
コンポーネントを識別することを含み、前記異なるビデオ、テキスト、またはグラフィッ
クコンポーネントが、前記コンテンツの前記ビデオ、テキスト、またはグラフィックコン
ポーネントの前記一部の上に選択的に重畳される、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記レンダリング空間において提示されるために識別される前記コンテンツのコンテキ
ストに基づいて、前記ユーザの前記ユーザプロファイルを動的に更新するためのオプショ
ンを提供することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記レンダリング空間において提示される前記コンテンツの履歴を保持し、前記履歴が
、前記コンテンツの異なる部分のコンテキストを識別する、前記保持することをさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　フィルタリングで除去された前記コンテンツの前記一部の前記コンテキストに類似する
コンテキストを有する、前記レンダリング空間において提示される前記コンテンツの特定
部分を識別するために、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる事前定義
されたフィルタリングルールに従って前記履歴をレビューし、
　将来のレンダリング中に前記コンテンツの前記特定部分のフィルタリングを可能にする
ように、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる前記事前定義されたフィ
ルタリングルールを更新するためのオプションを提供し、前記履歴を前記レビューするこ
と及び前記事前定義されたフィルタリングルールを更新することが周期的に実行される、
前記提供する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　コンピューティングデバイスのプロセッサによって実行されて、ユーザからの要求に応
答して、前記ユーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構に
よって定義されるレンダリング空間にレンダリングするために識別されるコンテンツを制
御するように構成されるコンテンツストリーミングプロセッサモジュールを有し、レンダ
リングするために提供される前記コンテンツは前記ユーザによるアクションまたは対話に
基づいて動的に変化する対話型ストリーミングコンテンツであり、前記コンテンツストリ
ーミングプロセッサは、
　前記コンテンツを要求する前記ユーザのユーザプロファイル及び前記コンテンツについ
て識別される評価スコアに基づいて、前記コンテンツの一部を選択的にフィルタリングす
ることによって調整されたコンテンツを制作するように構成されるコンテンツフィルタリ
ングモジュールを備え、
　前記ＨＭＤ装着中のユーザから前記コンテンツについて受信される対話型入力を処理す
るように構成されるコンテンツ対話機能モジュールを備え、前記対話型入力は、前記レン
ダリング空間にレンダリングするために識別される前記コンテンツを更新するために使用
されるものであり、かつ、
　前記ユーザからの前記要求に応答して、前記レンダリング空間にレンダリングするため
に、前記調整されたコンテンツをフォーマットするように構成される、コンテンツレンダ
リングモジュールを備えるものである、システム。
【請求項１３】
　１つもしくは複数のコンテンツ発行者、または１つもしくは複数の認可された評価ソー
ス、または１つもしくは複数のユーザ、または過去評価データベース内に保持される過去
の評価、またはこれらの２つ以上の組み合わせから前記コンテンツについての評価データ
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を取得することによって、前記コンテンツについての評価スコアを生成するように構成さ
れる動的評価生成手段モジュールをさらに有する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　入力デバイスを通じて及び前記ＨＭＤを通じて、前記ユーザによって提供される入力を
受信し、前記入力を解釈するように構成される入力処理モジュールを有し、解釈された前
記入力が、前記コンテンツ対話機能モジュールに提供されて前記レンダリング空間におい
て提示される前記コンテンツを調整し、またはユーザ評価モジュールに提供されて前記ユ
ーザの前記評価スコア及び／または前記コンテンツに影響を与えるものである、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１５】
　配置及びナビゲーションモジュールをさらに有し、この配置及びナビゲーションモジュ
ールは、
　前記ＨＭＤ装着中の前記ユーザに関連する画像データ、及び前記コンテンツについての
入力を提供するために使用される入力デバイスに関連する画像データをキャプチャし、
　前記ユーザの相対位置、前記ＨＭＤの相対配置、前記入力デバイスの相対配置を判断す
るために前記画像データを分析し、
　取り込まれた前記画像データの前記分析に基づいて前記レンダリング空間内の前記ユー
ザ入力の動き及び方向を判断し、前記コンテンツフィルタリングモジュールが、動きの前
記方向に提示されるべき前記コンテンツを事前分析し、前記ユーザプロファイルに従って
前記コンテンツを選択的に事前フィルタリングできるようにするために、前記ユーザ入力
の前記動き及び方向が前記コンテンツフィルタリングモジュールに提供されるものであり
、かつ、前記事前分析及び事前フィルタリングが、前記ユーザ入力によって定義される前
記方向に前記ユーザが動くことを予想して実行されるように構成されるものである、請求
項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　ユーザについて定義されるユーザプロファイルに従って適用される、事前定義されたフ
ィルタリングルールを決定するように構成されるユーザプロファイルモジュールを更に有
し、前記ユーザプロファイルが、ユーザ嗜好及び前記コンテンツを視聴するための権利を
識別するものである、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コンテンツストリーミングプロセッサモジュールが、ＶＲ空間に提示される前記コ
ンテンツの評価、コンテンツ発行者の評価、及び前記コンテンツと対話する他のユーザの
評価を可能とするために、前記ＨＭＤ装着中の前記ユーザにユーザインタフェースを提供
するようにさらに構成され、前記評価が、ユーザ評価モジュールによって取り込まれ、前
記ユーザ及び／もしくは前記コンテンツに関連する評価スコアを生成または調整するため
に動的評価生成手段モジュールに転送される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記コンテンツが、前記ユーザ、ソーシャルコンタクト、アプリケーションによって生
成され、またはコンテンツ発行者から取り出される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記コンテンツフィルタリングモジュールが、
　選択的にフィルタリングされる必要がある前記コンテンツの前記一部のコンポーネント
を識別し、
　選択的にフィルタリングされている前記コンポーネントについて識別されるコンポーネ
ント重畳を用いて、前記コンテンツの前記一部の識別された前記コンポーネントの選択的
重畳を実行し、前記コンポーネント重畳が前記ユーザのユーザプロファイルに基づくよう
にさらに構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コンテンツフィルタリングモジュールが、
　異なるオーディオコンポーネントを識別し、選択的にフィルタリングされるべき前記コ
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ンテンツの前記一部に関連付けられるオーディオコンポーネントの一部の上に、異なるオ
ーディオコンポーネントを選択的に重畳する、音声重畳修正手段であって、オーディオ重
畳のための前記異なるオーディオコンポーネントが、前記ユーザの前記ユーザプロファイ
ルに従って選択される、前記音声重畳修正手段と、
　異なるビデオ、テキスト、またはグラフィックコンポーネントを識別し、選択的にフィ
ルタリングされるべき前記コンテンツの前記一部に関連付けられるビデオ、テキスト、ま
たはグラフィックコンポーネントの一部の上に、異なるビデオ、テキスト、またはグラフ
ィックコンポーネントを選択的に重畳する、画像重畳修正手段であって、画像重畳のため
の前記異なるビデオ、テキスト、またはグラフィックコンポーネントが、前記ユーザの前
記ユーザプロファイルに従って選択される、前記画像重畳修正手段と、を含む、請求項１
９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記コンテンツフィルタリングモジュールが、
　前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる事前定義されたフィルタリング
ルールに従って前記レンダリング空間にレンダリングするために提示された前記コンテン
ツの履歴をレビューし、前記レビューが、フィルタリングで除去された前記コンテンツの
前記一部の前記コンテキストに類似するコンテキストを有する、前記レンダリング空間内
に提示される前記コンテンツの特定部分を識別し、前記履歴が、コンテンツ履歴データベ
ースから取り出され、
　前記ユーザの前記ユーザプロファイルについての前記事前定義されたフィルタリングル
ールを更新するためのオプションを提供し、更新された前記フィルタリングルールが、前
記ユーザへの前記コンテンツの将来のレンダリング中に前記コンテンツの前記特定部分を
フィルタリングするために使用されるようにさらに構成される、請求項１２に記載のシス
テム。
【請求項２２】
　前記ＨＭＤ装着中の異なるユーザのユーザプロファイルを保持するユーザプロファイル
データベースと、コンテンツ及びユーザについての評価履歴を保持する過去評価データベ
ースと、各ユーザによって視聴されたコンテンツを保持するコンテンツ履歴データベース
と、コンテンツ発行者及び１つまたは複数の評価ソースによって提供される前記コンテン
ツの評価を保持する発行者評価データベースと、ユーザについてのソーシャルコンタクト
情報を保持するソーシャルコンタクトデータベースであって、前記ソーシャルコンタクト
情報が、１つまたは複数のソーシャルネットワークから取得される、前記ソーシャルコン
タクトデータベースと、をさらに含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２３】
　実行時にコンピュータシステムに方法を実行させる、コンピュータ実行可能命令を記憶
したコンピュータ可読記憶媒体であって、
　ユーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構によって定義
されるレンダリング空間において提示するためのコンテンツを識別するためのプログラム
命令を有し、前記コンテンツは、前記ユーザからの要求に応答して識別され、前記コンテ
ンツは対話型で、前記ユーザのアクションまたは対話に基づいて動的に変化するものであ
り、
　前記コンテンツについての評価スコアを識別するためのプログラム命令を有し、
　識別された前記評価スコア及び前記ユーザのユーザプロファイルに基づいて前記コンテ
ンツの一部を選択的にフィルタリングするために、前記コンテンツの動的調整を行うため
のプログラム命令を有し、かつ、
　調整された前記コンテンツを前記ＨＭＤの前記機構によってレンダリングするためのプ
ログラム命令を有し、
　前記コンテンツの動的調整は、セッション中で継続され、前記レンダリング空間に提示
される前記コンテンツとの前記ユーザの前記アクションまたは対話によって判断される前
記コンテンツ内の変化に基づいて、前記コンテンツの異なる部分が選択的にフィルタリン
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グされるプログラム命令を有する、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
　前記コンテンツを調整するためのプログラム命令が、
　選択的にフィルタリングされる必要がある前記コンテンツの前記一部に関連付けられる
コンポーネントを識別するためのプログラム命令と、
　選択的にフィルタリングされている前記コンポーネントの前記一部について識別される
コンポーネント重畳を用いて、前記コンテンツの前記一部の前記識別されるコンポーネン
トの一部を選択的に重畳するためのプログラム命令と、をさらに含む、請求項２３に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２５】
　前記レンダリング空間において提示されるために識別される前記コンテンツのコンテキ
ストに基づいて、前記ユーザの前記ユーザプロファイルを動的に更新するためのオプショ
ンを提供するためのプログラム命令をさらに含む、請求項２３に記載のコンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項２６】
　フィルタリングで除去された前記コンテンツの前記一部の前記コンテキストに類似する
コンテキストを有する、前記レンダリング空間において提示される前記コンテンツの特定
部分を識別するために、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる事前定義
されたフィルタリングルールに従って、前記レンダリング空間にレンダリングするために
提示されたコンテンツの履歴をレビューするためのプログラム命令と、
　将来のレンダリング中に前記コンテンツの前記特定部分のフィルタリングを可能にする
ように、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる前記事前定義されたフィ
ルタリングルールを更新するためのオプションを提供するためのプログラム命令であって
、前記履歴を前記レビューすること及び前記事前定義されたフィルタリングルールを更新
することが周期的に実行される、前記プログラム命令と、をさらに含む、請求項２３に記
載のコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、コンテンツを視聴するためのシステム及び方法に関し、より具体的には、ヘ
ッドマウントディスプレイを通じて視聴されるコンテンツを制御することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒューマン－コンピュータ対話の分野において、急速に発展している技術の１つが、ヘ
ッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）またはヘッドカプルドディスプレイを用いることで
ある。ＨＭＤは、ユーザの頭部に装着可能なポータブルデバイスであり、ユーザの片目ま
たは両目の前にディスプレイまたは他の形態の光画像デバイスを含む。ＨＭＤを通じてユ
ーザに適切なコンテンツを提供することを可能にするために、各種のアプリケーション（
ビジネス、商業、エンタテイメント、身体トレーニング、旅行、ソーシャルメディアなど
）が開発されている。これらのアプリケーションによって提供されるコンテンツは、完全
な没入型体験をユーザに提供するために、ＨＭＤにおいて提示される画像がコンピューテ
ィングデバイスによって作られる仮想生活環境からのコンテンツだけを含んでもよく、ま
たは、ユーザが仮想世界と現実世界との間で切替え可能にするために、現実生活環境及び
仮想生活環境からのコンテンツの混合を包含してもよい。
【０００３】
　時には、ＨＭＤを通じて提供されるコンテンツが、ユーザの視聴に対して適切でない可
能性のある、ジェスチャ、アクション、言葉、グラフィックスなどのコンテンツを含むこ
とがある。しかしながら、そのようなコンテンツがユーザに提示されることを防止する方
法が現在存在しない。これは、外部コンテンツソースによって、別のユーザによって、ま
たはアプリケーションによって、コンテンツが生成または提供されるときに特に当てはま
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る。
【０００４】
　本発明の実施形態は以上のような状況のもとでなされたものである。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示の実施形態は、ユーザに提示されるコンテンツの品質を維持することによって、
ユーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構によって提示さ
れるコンテンツを制御する方法を提供する。提示されるコンテンツは、ゲーミングコンテ
ンツなどの、仮想世界を表すコンピュータ生成されたグラフィックスであってもよく、ま
たは、地理位置、現実世界の物体、現実世界のイベント、現実世界のシーン、アプリケー
ションによって提供されるコンテンツ、ソーシャルメディアの対話などに関連する、ユー
ザ生成された／取り込まれたシーン／コンテンツ、またはユーザもしくはコンテンツプロ
バイダによって取り込まれた／生成された現実世界コンテンツがコンピュータ生成された
コンテンツと重畳された、拡張現実コンテンツであってもよく、オーディオコンポーネン
ト、ビデオコンポーネント、グラフィックコンポーネント、テキストコンポーネントなど
の様々なコンポーネントを含み得る。ＨＭＤの１つまたは複数の機構を用いてレンダリン
グするための環境を提供する、コンテンツストリーミングプロセッサアプリケーションな
どのアプリケーションは、ＨＭＤ装着中のユーザのユーザプロファイルに基づいて、コン
テンツにいつフィルタを適用すべきかを識別することとなる。ユーザプロファイルは、ユ
ーザプロファイルについて定義されるユーザ関連属性及びコンテンツ視聴権利を識別する
。追加的には、ユーザプロファイルは、また、コンテンツに対する各ユーザ個々の嗜好も
識別してもよい。いくつかの実施形態では、フィルタリングによって、不適切ないくつか
のコンテンツが全くレンダリングされないようにされ、一方、他の実施形態では、不適切
なコンテンツは、ユーザプロファイルに関してフィルタに対して適切な他のコンテンツで
変更され、修正され、または置換されてもよい。いくつかの実施形態では、フィルタリン
グは、ＨＭＤ装着中のユーザと対話し、もしくは関連付けられたユーザ／ソーシャルコン
タクトのうちの特定のものによって生成され、もしくは提供されるコンテンツを許容する
ようにのみ、または、信頼されたソースからのコンテンツを含めるようにのみ実行されて
もよい。そのような実施形態では、そのようなコンテンツが、ＨＭＤ装着中のユーザのユ
ーザプロファイルに従うことを保証するために、追加的なフィルタリングが提供されても
よい。いくつかの実施形態では、コンテンツの望まれないまたは不適切な部分をフィルタ
リングで除去することに加えて、ユーザによって指定されるユーザ嗜好に従ってコンテン
ツをカスタマイズするために、フィルタリングが使用されてもよい。例えば、ユーザは、
特定の言語（中国語または台湾語対英語）で、特定のスタイル（漫画形式対アニメ形式）
で、特定の背景（オーディオまたはグラフィック／画像）を使用するなど、特定の形式で
コンテンツを提示したい場合がある。そのようなユーザ指定は、ＨＭＤ上にレンダリング
するために提示される前に、フィルタリング済みコンテンツに適用されてもよい。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、コンテンツは、複数のコンポーネントに関連付けられてもよ
く、コンテンツの一部の特定のコンポーネントのみが、置換され、修正され、またはフィ
ルタリングで除去される一方、コンテンツのその部分の残りのコンポーネントは、変更さ
れないままであってもよい。例えば、オーディオコンポーネントが、ＨＭＤ装着中のユー
ザに提示されているビデオコンテンツからフィルタリングで除去されてもよい。いくつか
の実施形態では、フィルタリングは、ユーザの入力に基づいてＶＲ空間内のユーザの方向
及び動きを判断することによって、ＨＭＤに通信可能に接続されたゲームコンソールなど
のコンピューティングデバイスによって予め行われてもよい。いくつかの実施形態では、
コンテンツを予めスクリーニングすることに加えて、コンテンツがＨＭＤにストリーミン
グされる前に追加フィルタリングが実行されてもよい。
【０００７】
　一実施形態では、方法が提供される。方法は、ユーザのヘッドマウントディスプレイ（
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ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構によって定義されるレンダリング空間において提示する
ためのコンテンツを識別することを含む。コンテンツは、ユーザからの要求に応答して識
別される。コンテンツは、対話型コンテンツであり、ユーザのアクションまたは対話に基
づいて動的に変化する。コンテンツについての評価スコアが識別される。コンテンツは、
識別された評価スコア及びユーザのユーザプロファイルに基づいて、コンテンツの一部を
選択的にフィルタリングするために動的に調整される。調整されたコンテンツが、ＨＭＤ
上にレンダリングされる。レンダリング空間において提示されるコンテンツとのユーザの
アクションまたは対話によって判断されるコンテンツ内の変化に基づいて、コンテンツの
異なる部分が選択的にフィルタリングされるように、コンテンツに対する動的な調整が、
セッション中継続する。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、評価スコアは、１つもしくは複数のコンテンツ発行者、また
は１つもしくは複数のユーザ、または認可された評価ソース、または過去の評価、または
これらの２つ以上の組み合わせから受け取られる評価データに基づいて生成される。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、コンテンツの一部が、コンテンツ内の仮想物体もしくは仮想
グラフィック、またはユーザとともにレンダリング空間に提示されるコンテンツと対話す
る別のユーザのアバターに対応する。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、選択的フィルタリングのためのコンテンツの一部が、事前定
義されたフィルタリングルールをコンテンツに適用することによって識別される。事前定
義されたフィルタリングルールは、コンテンツを要求するユーザのユーザプロファイルに
固有である。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、選択的フィルタリングのために適用される事前定義されたフ
ィルタリングルールが、ユーザのユーザ人口統計もしくはユーザ属性、またはコンテンツ
と対話する他のユーザのユーザ属性、またはレンダリング空間にレンダリングされるコン
テンツにおいて検出されるアクション、またはコンテンツの一部のコンテキスト、または
コンテンツの一部の評価スコア、またはこれらの２つ以上の組み合わせに基づく。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、コンテンツの一部の選択的フィルタリングが、選択的にフィ
ルタリングされる必要があるコンテンツの一部に関連付けられるコンポーネントを識別し
、選択的にフィルタリングされているコンポーネントの一部について識別されるコンポー
ネント重畳を用いて、コンテンツの一部の識別されるコンポーネントの一部を選択的に重
畳する。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、選択的にフィルタリングされるべきコンポーネントは、オー
ディオコンポーネントであり、選択的に重畳することが、ユーザのユーザプロファイルに
従う異なるオーディオコンポーネントを識別することを含む。異なるオーディオコンポー
ネントは、コンポーネントの一部の上に選択的に重畳される。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、選択的にフィルタリングされるべきコンポーネントは、コン
テンツの一部のビデオコンポーネント、テキストコンポーネント、またはグラフィックコ
ンポーネントのうちの１つであり、選択的に重畳することが、ユーザのユーザプロファイ
ルに従う異なるビデオ、テキスト、またはグラフィックコンポーネントを識別することを
含む。異なるビデオ、テキスト、またはグラフィックコンポーネントは、コンテンツのビ
デオ、テキスト、またはグラフィックコンポーネントの一部の上に選択的に重畳される。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、レンダリング空間において提示されるために識別されるコン
テンツのコンテキストに基づいて、ユーザのユーザプロファイルを動的に更新するための
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オプションが提供される。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、レンダリング空間でレンダリングするために提示されるコン
テンツの履歴が保持され、その場合に、履歴は、コンテンツの異なる部分のコンテキスト
を識別する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、フィルタリングで除去されたコンテンツの一部のコンテキス
トに類似するコンテキストを有する、レンダリング空間内において提示されるコンテンツ
の特定部分を識別するために、ユーザのユーザプロファイルに関連付けられる事前定義さ
れたフィルタリングルールに従って、履歴がレビューされ、将来のレンダリング中にコン
テンツの特定部分のフィルタリングを可能にするように、ユーザのユーザプロファイルに
関連付けられる事前定義されたフィルタリングルールを更新するためのオプションを提供
する。履歴をレビューすること及び事前定義されたフィルタリングルールを更新すること
は、周期的に実行される。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、システムが提供される。システムは、コンピューティングデ
バイスのプロセッサによって実行されるとき、ユーザからの要求に応答して、ユーザのヘ
ッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構によって定義されるレンダ
リング空間にレンダリングするために識別されるコンテンツを制御するように構成される
、コンテンツストリーミングプロセッサモジュールを含む。レンダリングするために提供
されるコンテンツは、ユーザによるアクションまたは対話に基づいて動的に変化する、対
話型ストリーミングコンテンツである。コンテンツストリーミングプロセッサモジュール
は、コンテンツフィルタリングモジュール、コンテンツ対話機能モジュール、及びコンテ
ンツレンダリングモジュールを含む。コンテンツフィルタリングモジュールは、コンテン
ツを要求するユーザのユーザプロファイル及びコンテンツについて識別される評価スコア
に基づいて、コンテンツの一部を選択的にフィルタリングすることによって調整されたコ
ンテンツを制作するように構成される。コンテンツ対話機能モジュールは、ＨＭＤ装着中
のユーザからコンテンツについて受信される対話型入力を処理し、処理された入力データ
をコンテンツフィルタリングモジュールに提供してＨＭＤによってレンダリングするため
に識別されるコンテンツを更新するように構成される。コンテンツレンダリングモジュー
ルは、ＨＭＤによってレンダリングするために、調整されたコンテンツをフォーマットす
るように構成される。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、レンダリング空間は、ＨＭＤのディスプレイ画面上に定義さ
れる、仮想現実世界からのコンテンツをレンダリングする仮想現実空間、もしくはコンピ
ュータ生成されたコンテンツでスーパーインポーズされた／重畳された現実世界からのコ
ンテンツをレンダリングする拡張現実空間、またはユーザの目の一部の上に定義される空
間のうちの１つとして定義される。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、システムは、１つもしくは複数のコンテンツ発行者、または
１つもしくは複数の認可された評価ソース、または１つもしくは複数のユーザ、または過
去評価データベース内に保持される過去の評価、またはこれらの２つ以上の組み合わせか
らコンテンツについての評価データを取得することによって、コンテンツについての評価
スコアを生成するように構成される、動的評価生成手段モジュールをさらに含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、システムは、入力デバイスを通じて及びＨＭＤを通じて、ユ
ーザによって提供される入力を受信し、入力を解釈するように構成される入力処理モジュ
ールをさらに含む。解釈された入力は、コンテンツ対話機能モジュールに提供されてレン
ダリング空間において提示されるコンテンツを調整し、またはユーザ評価モジュールに提
供されてコンテンツの評価スコアに影響を与える。
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【００２２】
　いくつかの実施形態では、システムは、ＨＭＤ装着中のユーザに関連する画像データを
取り込み、ユーザの相対位置、ＨＭＤの相対配置、入力を提供するためにユーザによって
使用される入力デバイスの相対配置を判断するために画像データを分析し、取り込まれた
画像データの分析に基づいてレンダリング空間内のユーザ入力の動き及び方向を判断する
ように構成される、配置及びナビゲーションモジュールをさらに含む。コンテンツフィル
タリングモジュールが、動きの方向に提示されるべきコンテンツを事前分析し、ユーザプ
ロファイルに従ってコンテンツを選択的に事前フィルタリングできるようにするために、
ユーザの動き及び方向が入力としてコンテンツフィルタリングモジュールに提供される。
事前分析及び事前フィルタリングは、ユーザ入力によって定義される方向にユーザが動く
ことを予想して実行される。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、システムは、ユーザについて定義されるユーザプロファイル
に従って適用される、事前定義されたフィルタリングルールを決定するように構成される
ユーザプロファイルモジュールをさらに含む。ユーザプロファイルは、ユーザ嗜好及びコ
ンテンツを視聴するための権利を識別する。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、コンテンツストリーミングプロセッサモジュールは、ＨＭＤ
の機構によって提示されるコンテンツの評価、コンテンツを提供するコンテンツ発行者の
評価、及びコンテンツと対話する他のユーザの評価を可能とするために、ＨＭＤ装着中の
ユーザにユーザインタフェースを提供するようにさらに構成される。評価は、ユーザ評価
モジュールによって取り込まれ、コンテンツについての評価スコアを生成または調整する
ために動的評価生成手段モジュールに転送される。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、コンテンツフィルタリングモジュールは、選択的にフィルタ
リングされる必要があるコンテンツの一部のコンポーネントを識別し、選択的にフィルタ
リングされているコンポーネントについて識別される適切なコンポーネント重畳を用いて
、コンテンツの一部の識別されたコンポーネントの選択的重畳を実行するようにさらに構
成される。適切なコンポーネント重畳は、ユーザのユーザプロファイルに基づいて識別さ
れる。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、コンテンツフィルタリングモジュールは、選択的フィルタリ
ングのために識別されるコンテンツの一部のビデオ、テキスト、またはグラフィックコン
ポーネントの適切な部分を、ユーザのユーザプロファイルに適切な異なるビデオ、テキス
ト、またはグラフィックコンポーネントで選択的に重畳する、画像重畳修正手段と、選択
的フィルタリングのために識別されるコンテンツの一部のオーディオコンポーネントの適
切な部分を識別し、その上にユーザのユーザプロファイルに適切な異なるオーディオコン
ポーネントで選択的に重畳する、音声重畳修正手段と、を含む。
【００２７】
　別の実施形態では、コンピュータ実行可能命令が記憶されたコンピュータ可読媒体が開
示される。コンピュータ可読媒体は、ユーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の
１つまたは複数の機構によって定義されるレンダリング空間において提示するためのコン
テンツを識別するためのプログラム命令を含む。コンテンツは、対話型であり、ユーザの
アクションまたは対話に基づいて動的に変化する。コンピュータ可読媒体は、コンテンツ
についての評価スコアを識別するためのプログラム命令と、識別された評価スコア及びユ
ーザのユーザプロファイルに基づいてコンテンツの一部を選択的にフィルタリングするた
めに、コンテンツを動的に調整するためのプログラム命令と、調整されたコンテンツをＨ
ＭＤによってレンダリングするためのプログラム命令とをさらに含む。レンダリング空間
に提示されるコンテンツとのユーザのアクションまたは対話によって判断されるコンテン
ツ内の変化に基づいて、コンテンツの異なる部分が選択的にフィルタリングされるように
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、コンテンツの動的な調整が、セッション中実行される。
【００２８】
　したがって、本発明は、コンテンツがＨＭＤ装着中のユーザに提示される直前にユーザ
プロファイルに基づいてコンテンツをフィルタリングすることにより、ＨＭＤの機構（複
数可）によって提示されているコンテンツを制御する方法を提供することによって、必要
を満たす。コンテンツは、ユーザ生成コンテンツまたは第三者によって提供されるコンテ
ンツであってもよい。いくつかの実施形態では、現実世界のコンピュータユーザのコント
ローラを使用して、または入力デバイスを制御して、ＨＭＤの機構（複数可）によって提
示される仮想世界を旅行したり、訪問したり、対話したりすることができる。他の実施形
態では、ユーザは、コメントを提供し、または仮想世界の物体、コンピュータ生成グラフ
ィックス／コンテンツなどを含めるために、レンダリング空間において提供される現実世
界のシーンと対話してもよく、そのようなユーザ対話の結果、レンダリング空間にレンダ
リングされる拡張コンテンツの生成をもたらし得る。あるいは、ＨＭＤ装着中の現実世界
のユーザは、基本的に、ビデオゲームをプレイしていてもよく、ビデオゲームにおいて、
ユーザは、ＨＭＤに提示された仮想環境のコンテンツ内で、アバター（例えば、仮想人物
／ユーザ）を制御する。この仮想環境では、現実世界のユーザは、アバターを動かし、他
のユーザによって制御される他のアバターと対話し、メッセージを投稿し、グラフィック
スを提供するなどのアクション／対話を提供することによって、コンテンツを制御しても
よく、仮想環境で提示されるコンテンツ及び（制御ユーザ及び他のユーザの）対話は、制
御ユーザのユーザプロファイルに従ってフィルタリングされる。
【００２９】
　他の実施形態では、現実世界のユーザは、レンダリング空間上にレンダリングされてい
る仮想環境においてアバターを制御している必要はない。そのような実施形態では、仮想
環境に表されるアバターは、例えば、機械または機械上で実行中のアプリケーションによ
って制御されるアバターボットであってもよい。アバターボットは、ユーザによって制御
されるアバターが行うのと同様のやり方で、仮想シーンを動き回るように構成される。例
えば、アバターボットは、定義された方式で対話し、仮想環境を修正し、仮想環境内の他
のアバター及び物体と対話し、広告を投稿し、メッセージを投稿し、仮想空間、仮想ピー
ス、仮想物体、仮想建物などを建築または破壊するなどを行うように設計されている。ア
バターボットの場合であっても、仮想環境内のコンテンツがＨＭＤ装着中のユーザに適切
でない事例が存在し得る。例えば、コンテンツが、暴力的過ぎる、陰惨過ぎるなどの場合
がある。その結果、ユーザに適切なコンテンツのみが提示されるように、アバターボット
によって提供されるコンテンツが、ユーザプロファイルに従って選択的にフィルタリング
される。
【００３０】
　さらに他の実施形態では、現実世界のユーザは、仮想環境空間のアバターのうちのいく
つかを制御してもよく、一方、仮想環境空間に表される他のアバターは、機械によって制
御されるボットであってもよい。他の実施形態では、ユーザは、アプリケーションのコン
テンツ、またはコンテンツプロバイダから取得されるコンテンツと対話していてもよい。
仮想環境で提示されるコンテンツのソースに関わらず、ユーザプロファイルの基準を満た
すコンテンツのみが、ＨＭＤの機構（複数可）によってユーザに対しレンダリングされる
ように、コンテンツが、ユーザのユーザプロファイルについて確立されたフィルタリング
ルールに従ってフィルタリングされる。
【００３１】
　本発明の他の態様及び利点は、例として本発明の原理を示す、添付図面と併せて掲げる
以下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【００３２】
　本発明は、さらなる利点と共に、添付図面と併せて掲げる以下の説明を参照することに
よって、最もよく理解され得る。
【図面の簡単な説明】
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【００３３】
【図１Ａ】本発明の実施形態による、ＨＭＤ装着中のユーザにコンテンツを提供する対話
型環境の単純化したブロック図を示す。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による、ユーザにより装着されるＨＭＤの１つまたは複数の
機構によって定義されるレンダリング空間において提示されるコンテンツを調整するため
に使用される、例示的なコンテンツストリーミングプロセッサ内の各種のモジュールを示
す。
【図２】本発明の一実施形態による、現実世界のユーザがナビゲートすることができ、そ
こで提示されたコンテンツが制御される様々な仮想現実（ＶＲ）環境を特定する例示的な
概念的仮想空間を示す。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による、視聴または対話のためにユーザがナビゲートする
例示的なＶＲ環境を示す。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による、サブコンテンツ（即ち、コンテンツの一部）がユ
ーザプロファイルに基づいて他のサブコンテンツで置換される、図３ＡのＶＲ環境を示す
。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による、サブコンテンツがフィルタリングで除去された、
図３ＡのＶＲ環境を示す。
【図３Ｄ】本発明の実施形態による、サブコンテンツがフィルタリングされ、ユーザに適
切な代替サブコンテンツで置換される、ＶＲ環境の前のビューを示す。
【図３Ｅ】本発明の実施形態による、サブコンテンツがフィルタリングされ、ユーザに適
切な代替サブコンテンツで置換される、ＶＲ環境の後のビューを示す。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、ＶＲ環境内のユーザの位置に基づく例示的なＶＲ
環境ビューを示す。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による、サブコンテンツがフィルタリングされ、代替コン
テンツで置換されている、ユーザの動きに基づいて調整された図４ＡのＶＲ環境を示す。
【図５】本発明の一実施形態による、ユーザに対しレンダリング空間において提示される
コンテンツを制御するための処理動作を示す。
【図６】本発明の実施形態による、ＨＭＤ装着中のユーザが操作する例示的なシステムを
示す。
【図７】本発明の一実施形態による、ヘッドマウントディスプレイの例示的なコンポーネ
ントを示す。
【図８】本発明の一実施形態による、地理的に分散されネットワークを経て接続されるユ
ーザに、情報コンテンツ及びサービスを配信するための例示的な情報サービスプロバイダ
アーキテクチャを示す。
【図９】本発明の一実施形態による、ユーザに提示されるコンテンツを制御するために使
用される、コンピューティングデバイスの例示的なコンポーネントを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下の説明では、本発明の完全な理解をもたらすために、多数の具体的詳細が明記され
る。しかしながら、本発明は、これらの具体的詳細のいくつかまたは全てがなくとも実施
され得ることは、当業者には明らかであろう。他の例では、本発明を不明確にしないため
に、周知の処理ステップは詳細には説明されていない。
【００３５】
　本発明の実施形態によれば、ユーザは、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つ
または複数の機構によって定義される、仮想現実（ＶＲ）空間、拡張現実空間などのレン
ダリング空間に提示されるコンテンツと対話し得る。提示されるコンテンツがユーザに適
切であるように、ＶＲ空間に提示されるコンテンツは、ＨＭＤ装着中のユーザのユーザプ
ロファイルに従って、選択的にフィルタリングされる。コンテンツは、現実世界のコンテ
ンツ、または拡張現実コンテンツ、ゲームコンテンツ、または任意のコンテンツソースか
ら取得される現実もしくは架空環境を表す任意の他のコンテンツを含む仮想世界のコンテ
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ンツであってもよい。ＶＲコンテンツは、現実のユーザが１つまたは複数の入力デバイス
及び／もしくはユーザインタフェースによって対話し得る、対話型ストリーミングコンテ
ンツを含んでもよい。ＶＲコンテンツとの対話のルールは、１つまたは複数のプロセッサ
によってシミュレーションされてもよい。
【００３６】
　複数のプロセッサモジュールによるシミュレーションの場合、複数のプロセッサモジュ
ールが、ネットワークを経て互いにリンクされてもよい。ユーザは、プロセッサモジュー
ル及び他のユーザインタフェースデバイスとネットワークを経由して通信し得るユーザイ
ンタフェース／入力デバイスにより、仮想世界と対話してもよい。ユーザに対して提示さ
れる仮想世界コンテンツは、オーディオコンポーネント、ビデオコンポーネント、グラフ
ィカルコンポーネント、テキストコンポーネントなどを含む、１つまたは複数のコンポー
ネントを含んでもよい。グラフィカル、テキスト、及びビデオコンポーネントは、ディス
プレイ画面、プロジェクタ、またはＨＭＤのユーザの目（複数可）の一部に向かって光を
向ける他のデバイスなどの、１つまたは複数の視覚的機構を通じて提示されてもよい。オ
ーディオコンポーネントは、例えば、スピーカ、骨伝導、または音波を作り出す他のデバ
イスなどのオーディオ機構を通じて提示されてもよい。前述のオーディオ及び視覚的機構
は例示であり、ユーザにコンテンツを提示するために他の機構もＨＭＤによって採用され
てもよい。
【００３７】
　仮想世界環境は、ユーザが入力デバイスまたはユーザインタフェースを用いて対話し得
る、別個のユーザを表すアバターまたは仮想物体を含んでもよい。特定のユーザが仮想世
界と対話するとき、ユーザは、割り当てられ、選択され、またはユーザに関連付けられる
アバターもしくは仮想世界物体と対話することによってそれを行ってもよい。レンダリン
グ空間に提示される現実世界環境または仮想世界環境は、アバターの視点から、またはＨ
ＭＤ装着中のユーザに関連付けられるアバター／物体との関係で提示されてもよい。コン
テンツは、２次元または３次元画像形式で提示されてもよい。いくつかの実施形態では、
ユーザのアバターは、他のユーザのアバター、他の仮想世界物体、または機械によって制
御されるアバターボットと対話してもよい。先に述べたように、アバターボットは、現実
世界ユーザによって制御されるアバターに類似したものである。
【００３８】
　レンダリング空間に提示されるコンテンツは、対話型のストリーミングコンテンツであ
る。その結果、ユーザが、視聴のためにコンテンツを選択し続けると、ストリーミングコ
ンテンツがレンダリングのためにＨＭＤの機構に提供される前に、コンテンツは、ユーザ
のユーザプロファイルについて事前定義されたフィルタリングルールに従って、ＨＭＤに
コンテンツを提供しているコンピューティングデバイスのプロセッサによって能動的かつ
動的にフィルタリングされる。ユーザのユーザプロファイルは、コンテンツを視聴するた
めの権利、及びいくつかの実施形態では、ユーザによって指定されるユーザ嗜好を識別す
る。ＨＭＤ装着中のユーザによってコンテンツが所有されていないときであっても、ユー
ザに提示されるコンテンツが、ユーザプロファイルについて確立された基準を満たすこと
を保証するために、ユーザプロファイルに関連付けられる事前定義されたフィルタリング
ルールが、必要なチェックを提供する。追加的には、ユーザプロファイルによる選択的フ
ィルタリングは、全体的にフィルタリングされたコンテンツを全てのユーザに提供するの
ではなく、異なるユーザが、彼らが関連付けられたユーザプロファイルに基づいて同一の
コンテンツを異なるように視聴することを可能にする。例えば、子供に提供されるビデオ
は、子供のユーザプロファイルに基づいていかなるアダルトコンテンツまたは不適切なコ
ンテンツも削除するようにフィルタリングされてもよく、彼らのユーザプロファイルに従
って適切なフィルタを適用することによって、同じビデオが、特定の人種、宗教、人口統
計の大人に異なるように提示されてもよい。このようなフィルタリングは、他のユーザの
ためにいくつかの他のコンテンツをフィルタリングで除去する一方、１人のユーザのため
にフィルタリングで除去されたコンテンツのいくつかを取っておくことを可能にしてもよ
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い。本出願で用いられるコンテンツのフィルタリングは、コンテンツの選択部分を削除す
ること、コンテンツの選択部分を修正すること、コンテンツの選択部分を別のコンテンツ
で重畳することなどを包含し、そうでなければ、コンテンツがレンダリングされている対
象ユーザのユーザプロファイルに従うように、コンテンツの一部の外観、またはレンダリ
ング属性、またはデータコンテンツを変更する、ということに、本明細書では留意すべき
である。本発明の利点は、以下の各種の図面の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【００３９】
　図１Ａは、本発明の実施形態による、ビデオゲームのゲームプレイに関連するコンテン
ツなどの、対話型コンテンツをレンダリングするためのシステムを示す。ユーザ１００は
、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）１０２を装着していることが示されている。Ｈ
ＭＤ１０２は、眼鏡、ゴーグル、またはヘルメットと同様の方式で装着され得るウェアラ
ブルデバイスであり、ビデオゲームまたは他のコンテンツを、ユーザ１００に対し画像に
よって表示するように構成される。ＨＭＤ１０２は、表示機構（例えば、光学素子及びデ
ィスプレイ画面）がユーザの目に対してどのように配置されるかによって、または１つも
しくは複数のレンダリング機構がコンテンツをどのようにユーザに提示するかによって、
及びＨＭＤに配信されるコンテンツの形式によって、ユーザに没入型の体験を提供するよ
うに構成される。一実施例では、表示機構は、ユーザの視野の大部分または全体でさえも
占める、ユーザの目それぞれの正面の表示領域を含んでもよい。代わりに、表示領域は、
ユーザの片目の正面または側面に提示されてもよい。
【００４０】
　一実施形態では、ＨＭＤ１０２は、コンピュータ１０６に接続され得る。コンピュータ
１０６への接続は、有線または無線であり得る。コンピュータ１０６は、ゲーミングコン
ソール、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、タブレットコンピュータ、モバイルデ
バイス、携帯電話、タブレット、シンクライアント、セットトップボックス、メディアス
トリーミングデバイスなどを含むがこれらに限定されない、任意の汎用または専用コンピ
ュータであり得る。いくつかの実施形態では、ＨＭＤ１０２は、インターネットに直接接
続することができ、それによって、別個のローカルコンピュータを必要とすることなく、
クラウドゲーミングまたはクラウド上のアプリケーションへのアクセスを可能にし得る。
そのような実施形態では、インターネットから取り出されるコンテンツを処理するための
コンピュータ及び計算リソースは、ＨＭＤ自体の中で定義されてもよい。一実施形態では
、コンピュータ１０６は、ビデオゲーム（及び他のデジタルコンテンツ）を実行するよう
に構成されてもよく、ビデオゲームからのビデオ及びオーディオ出力は、レンダリングの
ためにＨＭＤ１０２に伝送される。一実施例では、コンピュータ１０６は、ビデオゲーム
コンソールである。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、コンピュータ１０６は、ローカルまたはリモートコンピュー
タであってもよく、コンピュータは、エミュレーションソフトウェアを動作させてもよい
。クラウドゲーミングの実施形態では、コンピュータは、リモートであり、データセンタ
において仮想化され得る複数のコンピューティングサービスによって表されてもよく、そ
の場合に、ゲームシステム／ロジックは、仮想化されてネットワーク上でユーザに分配さ
れ得る。
【００４２】
　ユーザ１００は、コントローラ１０４などの入力デバイスを操作して、ビデオゲームに
入力を提供してもよい。一実施例では、カメラ１０８は、ユーザ１００が位置する対話型
環境の画像を取り込むように構成され得る。これらの取り込まれた画像は、ユーザ１００
の相対位置及び動き、ＨＭＤ１０２及びコントローラ１０４の相対配置を判断するために
分析され得る。一実施形態では、コントローラ１０４は、ライト（もしくは複数のライト
）またはその位置及び向きを判断するために追跡され得る検出可能／追跡可能なインジケ
ータを含む。追加的には、以下でさらに詳細に説明されるように、ＨＭＤ１０２は、ゲー
ムプレイ中などの対話中に実質的にリアルタイムで、ＨＭＤ１０２の位置及び向きを判断
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するためのマーカとして追跡され得る、１つもしくは複数のライトまたは検出可能／追跡
可能なインジケータを含んでもよい。
【００４３】
　カメラ１０８は、対話型環境から音を取り込むために、１つまたは複数のマイクロフォ
ンを含み得る。マイクロフォンアレイによって取り込まれる音は、音源の位置を識別する
ために処理されてもよい。識別された位置からの音は、識別された位置からではない他の
音を除外するように選択的に利用され、または処理され得る。さらに、カメラ１０８は、
複数の画像取り込みデバイス（例えば、カメラの立体対）、ＩＲカメラ、深度カメラ、及
びこれらの組み合わせを含むように定義され得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、コンピュータ１０６は、コンピュータ１０６の処理ハードウ
ェア上でローカルにゲームを実行し、ユーザに提示するためにＨＭＤの機構にコンテンツ
を提供することができる。ゲームまたはコンテンツは、物理媒体形式（例えば、デジタル
ディスク、テープ、カード、サムドライブ、ソリッドステートチップもしくはカードなど
）などの任意の形式で、またはネットワーク１１０を経たインターネットからのダウンロ
ードとして取得され得る。別の実施形態では、コンピュータ１０６は、クラウドゲーミン
グプロバイダ２４０とネットワーク１１０を介して通信するクライアントデバイスとして
機能する。クラウドゲーミングプロバイダ２４０は、ユーザ１００によってプレイされて
いるビデオゲームを保持し、実行してもよい。コンピュータ１０６は、ＨＭＤ１０２、コ
ントローラ１０４、及びカメラ１０８からの入力を受信し、クラウドゲーミングプロバイ
ダに同じものを伝送する。クラウドゲーミングプロバイダは、入力を処理して、実行中の
ビデオゲームのゲーム状態に影響を与える。ビデオデータ（即ち、視覚に関係するデータ
）、オーディオデータ（即ち、音）、及び触覚フィードバックデータ、温度データ、テク
スチャ変更データといった対話型フィードバックデータなどの、実行中のビデオゲームか
らの出力が、コンピュータ１０６に伝送される。コンピュータ１０６は、伝送前にデータ
をさらに処理してもよいが、いくつかの実施形態では、適切なデバイスにデータを直接伝
送してもよい。例えば、ビデオ及びオーディオストリームは、ＨＭＤ１０２に提供されて
もよく、一方、振動フィードバックコマンド、温度データ、及び／またはテクスチャ変更
データは、コントローラ１０４に提供されてもよい。
【００４５】
　一実施形態では、ＨＭＤ１０２、コントローラ１０４、及びカメラ１０８自体が、ネッ
トワーク１１０に接続されてクラウドゲーミングプロバイダ１１２と通信する、ネットワ
ーク化デバイスであってもよい。例えば、コンピュータ１０６は、ビデオゲーム処理を別
段実行しないがネットワークトラフィックの通過を容易にする、ルータなどのローカルネ
ットワークデバイスであってもよい。ＨＭＤ１０２、コントローラ１０４、及びカメラ１
０８によるネットワーク１１０への接続は、有線または無線であってもよい。いくつかの
実施形態では、ＨＭＤ１０２上にレンダリングされ、及び／またはディスプレイ１０７上
に表示可能な、またはＨＭＤ１０２の１つもしくは複数の機構によって提示されるコンテ
ンツは、任意のコンテンツソース１２０から取得され得るストリーミングコンテンツであ
る。例としてのコンテンツソースは、例えば、ダウンロード可能なコンテンツ及び／また
はストリーミングコンテンツを提供するインターネットウェブサイトを含み得る。いくつ
かの実施例では、コンテンツは、映画、ゲーム、静的／動的コンテンツ、写真、ソーシャ
ルメディアコンテンツ、ソーシャルメディアウェブサイトなどの、任意の種類のマルチメ
ディアコンテンツを含み得る。
【００４６】
　以下でより詳細に説明されるように、プレーヤ１００は、ＨＭＤ１０２を用いてゲーム
をプレイしていてもよく、その場合、そのようなコンテンツは、没入型の３Ｄ対話型コン
テンツである。ＨＭＤ１０２に提供されるコンテンツは、ユーザ（即ち、プレーヤ１００
）がプレイ中に、ディスプレイ１０７に共有され得る。いくつかの実施形態では、ディス
プレイ１０７は、ＨＭＤのディスプレイ画面であり得る。他の実施形態では、ディスプレ
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イ１０７は、ＨＭＤの機構によってコンテンツがレンダリングされ得るディスプレイ面／
空間であり得る。一実施形態では、ディスプレイ１０７に共有されるコンテンツは、プレ
ーヤ１００に近接した、または遠く離れた他のユーザが、ユーザのプレイ中に一緒に見る
ことを可能にし得る。さらなる実施形態では、プレーヤ１００のゲームプレイをディスプ
レイ１０７上で視聴している別のプレーヤが、プレーヤ１００との対話形式で参加しても
よい。例えば、ディスプレイ１０７上でゲームプレイを視聴しているユーザは、また、ゲ
ームプレイに参加して、ゲームシーン内でキャラクタを制御し、フィードバックを提供し
、社会的対話を行い、及び／またはＨＭＤ１０２を装着していないユーザが、プレーヤ１
００、ゲームプレイ、もしくはＨＭＤ１０２内の機構によってレンダリングされているコ
ンテンツと社会的対話を行うことを可能にする（テキスト、声、アクション、ジェスチャ
などによる）コメントを提供してもよい。
【００４７】
　図１Ｂは、ＨＭＤによって提示されるコンテンツを調整するために使用される、コンピ
ューティングデバイス１０６上で提供されるコンテンツストリーミングプロセッサモジュ
ールの各種の様々なサブモジュールを示す。コンテンツストリーミングプロセッサモジュ
ール１０６ｄは、メモリ１０６ｂに保持され、コンピューティングデバイス１０６のプロ
セッサ１０６ａによって実行されてもよい。ストリーミングプロセッサモジュール１０６
ｄの一部は、メモリに保持されてもよく、一方、残りの部分は、クラウドサーバ上に保持
されてもよい。コンテンツは、コンテンツソースもしくはコンテンツ発行者から、インタ
ーネットなどのネットワーク３００を介して取得されてもよく、またはユーザによって生
成されたコンテンツであってもよく、またはゲームコンソールなどのコンピューティング
デバイスにおいて生成され、ローカルエリアネットワークを経てＨＭＤにストリーミング
するために選択されたコンテンツなどであってもよい。いくつかの実施形態では、コンテ
ンツは、ネットワーク３００を介してアクセス可能なゲームコンテンツプロバイダ２４０
から、またはリモートゲームサーバ２４９ａから取得されるビデオゲームのゲームプレイ
に関連してもよい。一実施形態では、ゲームコンテンツプロバイダ２４０は、ネットワー
クを介してアクセスされるクラウドゲーミングネットワークの一部であってもよい。コン
ピューティングデバイス１０６は、有線または無線接続を通じてゲームコンテンツプロバ
イダまたはリモートゲームサーバに接続されてもよい。プロセッサ１０６ａ、メモリ１０
６ｂ、及びコンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄ間の対話は、内部バス１０６ｅ
を介して行われる。コンテンツソースへのコンテンツの要求及びコンテンツソースからの
コンテンツの受信は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）モジュール１０６ｃを通じて行われ、内部バ
スを通じてコンテンツストリーミングプロセッサモジュールに伝送される。Ｉ／Ｏモジュ
ールは、使用されるネットワークプロトコルに適したパケットでコンテンツデータを受信
するためのネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）を含んでもよい。データパケッ
トは、処理されてコンテンツが抽出される。抽出されたコンテンツは、さらなる処理のた
めに、コンテンツストリーミングプロセッサに転送される。
【００４８】
　コンテンツストリーミングプロセッサモジュール１０６ｄは、要求されたコンテンツを
受信し得るだけでなく、１つもしくは複数の認可された評価ソース及び／または１つもし
くは複数のユーザから、コンテンツ発行者によって発行されるコンテンツについての１つ
または複数の評価も受信してもよい。先に述べたように、コンテンツストリーミングプロ
セッサモジュールは、それが、レンダリングのためにＨＭＤにストリーミングされる前に
、ＨＭＤ装着中のユーザのユーザプロファイルに従ってコンテンツを受信及びフィルタリ
ングするために使用される、複数のサブモジュールを含んでもよい。例示的なサブモジュ
ールのうちのいくつかは、コンテンツフィルタリングモジュール１４４、コンテンツ対話
機能モジュール１３８、及びコンテンツレンダリングモジュール１４６を含んでもよい。
前述のサブモジュールに加えて、追加的なサブモジュールもまた、ＨＭＤ装着中のユーザ
から受信される入力データを処理してＨＭＤに提供されるコンテンツに影響を与えるため
に提供されてもよい。入力データを処理するための追加的なモジュールは、入力処理モジ
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ュール１５２、配置／ナビゲーションモジュール１５４、ユーザプロファイルモジュール
１４２、及び動的評価生成手段モジュール１４０を含んでもよい。モジュールそれぞれの
機能については、図１Ｂを参照してここで詳細に説明する。
【００４９】
　コンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄは、ＨＭＤ装着中のユーザからのコンテ
ンツに対する要求を受信し、１つまたは複数のコンテンツソース２４９からコンテンツを
取り出す。コンテンツは、ゲームコンテンツ２４９ａ、仮想現実コンテンツ２４９ｂ、オ
ーディオ、ビデオ、写真２４９ｃ、ソーシャルフィード２４９ｄ、ニュースコンテンツ２
４９ｅ、発行者評価２４９ｆ、またはＨＭＤの機構を用いてレンダリング可能な任意の他
のコンテンツを含む、任意の形式のものであり得る。コンテンツは、コンテンツにおいて
検出されるユーザのアクション及び対話に基づいて、またはデータのフローに基づいての
いずれかによって動的に変化するストリーミングコンテンツであり得る。コンテンツは、
メモリ１０６ｂにキャッシュされ、内部バス１０６ｅを通じてプロセッサ１０６ａに提供
されてもよい。コンテンツソースからコンテンツを受信することに応答して、コンテンツ
ストリーミングプロセッサ１０６ｄが起動されてもよい。一旦起動されると、コンテンツ
ストリーミングプロセッサ内のコンテンツフィルタリングモジュール１４４が、コンテン
ツを識別及び分析して、コンテンツの種類及びコンテキストを判断してもよい。
【００５０】
　さらに、コンテンツフィルタリングモジュール１４４は、コンテンツの評価を判断する
ために、動的評価生成手段モジュール１４０と連動してもよい。動的評価生成手段モジュ
ール１４０は、コンテンツについての評価スコアを計算し、コンテンツの品質を判断する
ため、及びユーザのユーザプロファイルに基づいて、コンテンツに適用するのに必要なフ
ィルタリングルールを識別するために、コンテンツフィルタリングモジュール１４４に同
じものを提供する。一実施形態では、動的評価生成手段モジュール１４０は、コンテンツ
についての評価を１つまたは複数のソースから取り出し、評価スコアを生成するために蓄
積された評価を使用する。いくつかの実施形態では、異なるソースによって提供される評
価が、動的評価生成手段モジュール１４０によって異なるように重み付けされてもよい。
動的評価生成手段モジュール１４０は、次いで、異なるソースから受信した各種の評価に
関連付けられた重みに従って、評価スコアを計算する。具体的には、動的評価生成手段モ
ジュール１４０は、発行者評価モジュール１３２を用いてコンテンツの発行者によって提
供される発行者評価情報を、ユーザ評価モジュール１３６を用いてＨＭＤのユーザによっ
て提供されるユーザ評価情報を、ユーザ評価モジュール１３６を用いて他のユーザの１つ
もしくは複数によってコンテンツについて提供される評価情報を、及び／または過去評価
モジュール１３４を用いて過去評価データベース２４６からコンテンツについて取り出さ
れる過去評価を取り出してもよい。他のユーザは、コンテンツと直接対話すること、また
はソーシャルフィードを通じて対話することのいずれかによって、コンテンツについての
評価を提供してもよく、そのような評価は、過去評価データベース２４６に保持され、コ
ンテンツについての評価スコアを生成するために使用されてもよい。評価が他のユーザに
よって提供される場合、評価情報が、コンテンツ発行者からコンテンツと共に取り出され
てもよく、それぞれのユーザのソーシャルフィードから個別に取り出されてもよい。
【００５１】
　ユーザの評価に加えて、過去評価データベース２４６は、コンテンツが以前に要求され
提示されたときに、発行者、適切な評価ソース、及びＨＭＤのユーザによって提供された
コンテンツについての評価情報も保持してもよいことに留意すべきである。動的評価生成
手段モジュール１４０は、コンテンツがＨＭＤのユーザによって要求される時点で、複数
の評価ソースからの評価情報を動的に蓄積し、各評価ソースに与えられる重みに従ってコ
ンテンツについての評価スコアを計算する。いくつかの実施形態では、評価スコアは、実
行中に生成されてもよい。評価スコアは、コンテンツの品質を決定し、コンテンツフィル
タリングモジュール１４４によってコンテンツのフィルタリング中に使用されてもよい。
【００５２】
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　コンテンツフィルタリングモジュール１４４は、また、コンテンツを要求しているユー
ザのユーザプロファイルを判断するために、ユーザプロファイルモジュール１４２と対話
してもよい。ユーザプロファイルモジュールは、ＨＭＤ装着中のユーザのアイデンティテ
ィ及び１つまたは複数のユーザ属性を判断し、ユーザ属性を使用してユーザプロファイル
データベース２５０からユーザのユーザプロファイルを判断するように構成される。ユー
ザプロファイルデータベース２５０は、複数のユーザのユーザプロファイル情報及びユー
ザレベルを保持するリポジトリである。ユーザプロファイル情報は、コンテンツを視聴す
るためにユーザに与えられる権利を含み、いくつかの実施形態では、ユーザの１つまたは
複数の個人的嗜好も含んでもよい。例えば、ユーザ嗜好は、提供されるコンテンツまたは
彼／彼女のソーシャルコンタクトのうちの特定のものに関連付けられるコンテンツ、信頼
されているソースによって提供されるコンテンツ、人口統計に一致するコンテンツなどを
含むように指定してもよく、そのようなユーザ嗜好は、ユーザのユーザプロファイルの中
に保持される。コンテンツがコンテンツソースから取り出されるとき、及びコンテンツが
ＨＭＤにストリーミングされる前に、コンテンツフィルタリングモジュールは、ユーザに
ついて指定される権利及び嗜好を判断するため、及びコンテンツをフィルタリングするた
めに必要な事前定義されたフィルタリングルールを識別するために、ＨＭＤ装着中のユー
ザのユーザプロファイルを取り出す。
【００５３】
　コンテンツフィルタリングモジュール１４４は、ユーザのユーザプロファイル及びコン
テンツについての評価スコアを使用して、コンテンツをユーザのプロファイルに適した品
質及び基準にもっていくために事前定義されたフィルタリングルールのうちのどれが適用
されるべきかを判断する。ユーザプロファイルについてフィルタリングルールが一旦識別
されると、コンテンツフィルタリングモジュール１４４は、ＨＭＤにストリーミングされ
るべきコンテンツの一部を分析し、コンテンツがフィルタリングルールに従っているどう
か、または特定のサブコンテンツがフィルタリングされる必要があるかどうかを判断して
もよい。本出願で用いられるサブコンテンツは、コンテンツ全体より小さな、コンテンツ
の一部である。コンテンツの一部は、ＶＲ空間内にレンダリングされ、及び／またはユー
ザからの入力を用いて視聴され／対話される、仮想物体、仮想アバター、仮想グラフィッ
クなどを含んでもよい。サブコンテンツは、オーディオコンポーネント、ビデオコンポー
ネント、テキストコンポーネント、グラフィックコンポーネントなどの１つまたは複数の
コンポーネントを含んでもよい。
【００５４】
　コンテンツフィルタリングモジュール１４４は、ゲーミングアプリケーションなどのア
プリケーションによって、ゲーム進行などの一部としてユーザに提示されるべきコンテン
ツを分析する。コンテンツフィルタリングモジュールは、コンテンツ内の、音声／オーデ
ィオ、テキスト、画像などの各種のコンポーネントを判断し、いくつかの実施形態では、
ユーザのユーザプロファイルについて定義される基準をコンテンツが満たすかどうかを判
断するために、画像対テキスト分析を実行すらしてもよい。分析に基づいて、コンテンツ
フィルタリングモジュール１４４は、ユーザプロファイルについて確立された品質基準に
ないコンテンツの一部またはコンテンツの一部の中のコンポーネントを識別してもよく、
それをフィルタリングの対象としてもよい。例えば、オーディオコンポーネント、ビデオ
コンポーネント、グラフィカルコンポーネント、及びテキストコンポーネントなどの複数
のコンポーネントを含むビデオコンテンツにおいて、コンテンツフィルタリングモジュー
ルは、ユーザプロファイルについて確立された基準を満たさないコンテンツのオーディオ
コンポーネントの一部を識別してもよい。そのような場合、コンテンツフィルタリングモ
ジュール１４４は、コンテンツからフィルタリングされるべきオーディオコンポーネント
部分を識別することとなる。オーディオコンポーネントは一例であり、他のコンポーネン
トが、不適切なコンテンツを含むことがあり、フィルタリングされる必要がある場合があ
ることに留意すべきである。いくつかの実施形態では、１つ以上のコンポーネントがフィ
ルタリングされる必要がある場合がある。ＨＭＤにストリーミングされるコンテンツが新
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しいほど、より新しいコンテンツの分析及びフィルタリングが、コンテンツがレンダリン
グのためにＨＭＤに提示される前に、実質的にリアルタイムで（即ち、実行中に）コンテ
ンツフィルタリングモジュールによって行われ、それによって、ユーザのユーザプロファ
イルについて設定された基準を遵守する任意のコンテンツソースからコンテンツが取得さ
れることを保証する。ユーザがコンテンツに関わっている限り、及びより新たなコンテン
ツがＨＭＤにストリーミングされている限り、コンテンツの一部の分析は、進行中プロセ
スであり、コンテンツの一部がレンダリングのためにＨＭＤに伝送される前に実質的にリ
アルタイムで実行されることに留意すべきである。
【００５５】
　一実施形態では、フィルタリングのために識別されるコンテンツの一部は、コンテンツ
内のサブコンテンツのコンポーネントであってもよい。不適切なコンポーネントが一旦フ
ィルタリングされると、結果として生じるフィルタリング済みコンテンツは、ユーザのユ
ーザプロファイルについて定義された品質基準を満たす。フィルタリングのためにコンポ
ーネントが選択される一実施形態では、コンテンツフィルタリングモジュールは、ストリ
ーミングされているコンテンツのコンテキストに合致する別のコンポーネントでコンポー
ネントの一部を置換してもよい。この実施形態では、コンテンツフィルタリングモジュー
ルは、フィルタリングされる必要があるコンポーネントの不適切な部分について別のコン
ポーネントコンテンツを識別し、コンテンツを視聴しているユーザのユーザプロファイル
に適切な、識別された異なるコンポーネントコンテンツの一部で選択的に重畳することに
よってコンポーネントの不適切な部分を置換する。いくつかの実施形態では、異なるコン
ポーネントコンテンツは、コンテンツにコンテキスト上関連する。いくつかの実施形態で
は、不適切なコンポーネントコンテンツを置換するための、異なるコンポーネントが見つ
からないとき、デフォルトコンポーネントコンテンツが、不適切なコンテンツコンポーネ
ントを置換するために識別されてもよい。デフォルトコンポーネントは、コンテンツにコ
ンテキスト上関連してもよく、関連しなくてもよい。フィルタリングされる必要があるコ
ンポーネントに応じて、コンテンツフィルタリングモジュールは、適切な重畳モジュール
と連動してもよい。例えば、オーディオコンポーネントが置換される必要がある場合、コ
ンテンツフィルタリングモジュール１４４は、音声重畳修正手段モジュール１４４ｂと連
動して、コンテンツにコンテキスト上関連しＨＭＤ装着中のユーザのユーザプロファイル
に適切なオーディオコンポーネントで、不適切なオーディオコンポーネントの一部を置換
してもよい。一方、ビデオ、グラフィカル、またはテキストコンポーネントが置換される
必要がある場合、画像重畳修正手段モジュール１４４ａは、コンテンツにコンテキスト上
関連しＨＭＤ装着中のユーザのユーザプロファイルに適切な対応コンポーネントで、ビデ
オ、グラフィカル、またはテキストコンポーネント適切な部分を重畳するようにコンテン
ツフィルタリングモジュールによって連動されてもよい。
【００５６】
　オーディオまたはビデオ／グラフィカル／テキストサブコンポーネントをフィルタリン
グすることに関して、各種の実施形態が詳細に説明されているが、現在の実施形態は、こ
れらのサブコンポーネントのみに限定されないことに留意すべきである。いくつかの実施
形態では、コンテンツフィルタリングモジュール内で提供されるフィルタリング機構は、
視覚的及びオーディオサブコンポーネント以外のコンテンツをフィルタリングするように
構成されてもよい。その結果、フィルタリング機構は、視聴以外の感覚に関するコンテン
ツの一部からサブコンポーネントを選択的にフィルタリングするのに適切な重畳修正手段
モジュール（複数可）を含んでもよい。例えば、いくつかの実施形態では、嗅覚（三叉神
経感覚を含む）、触覚（痛み、圧迫、痒み、熱、手触りなどを含む）、味覚、前庭感覚、
固有受容感覚などの１つまたは複数の感覚に関するサブコンポーネント、及び空腹、吐き
気、のどの渇きなどのいくつかの内部感覚に関するサブコンポーネントも、フィルタリン
グ機構の適切なサブコンポーネントを用いて選択的にフィルタリングされてもよい。
【００５７】
　コンテンツが一旦フィルタリングされると、フィルタリングされたコンテンツは、ＨＭ
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Ｄの要件に従って、コンテンツレンダリングモジュール１４６によってフォーマットされ
る。フィルタリング及びフォーマットされたコンテンツは、出力モジュール１４８ａを通
じてＨＭＤに伝送される。出力モジュール１４８ａは、コンピューティングデバイスとＨ
ＭＤとの間で確立される通信プロトコルに従ってさらなる処理を実行し、処理されたコン
テンツをレンダリングのためにＨＭＤに転送してもよい。
【００５８】
　レンダリングに応答して、ユーザは、ＨＭＤを通じて、またはコントローラ、キーボー
ド、マウスなどの入力デバイスにおけるユーザアクションによって、コンテンツと対話し
てもよい。入力デバイス１０４及びＨＭＤ１０２からのユーザ対話は、入力モジュール１
４８ｃにおいて受信され、コンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄの入力処理モジ
ュール１５２に転送される。入力処理モジュール１５２は、ユーザ入力を分析して対話の
種類及び対話がどのようにコンテンツに影響を与えるかを判断する。いくつかの実施形態
では、対話は、ユーザによって提供されるコンテンツ関連評価、または他のユーザによっ
て提供されるコンテンツとのアクション／対話に応じた別のユーザの評価であってもよい
。この実施形態では、評価情報は、ユーザ評価モジュール１３６に転送され、コンテンツ
の評価に影響を与えてもよい。別の実施形態では、対話は、ＨＭＤ１０２によって提示さ
れているコンテンツに影響を与えるために使用される入力デバイス１０４を用いて、ユー
ザによって提供されるアクションであってもよい。この実施形態では、対話は、コンテン
ツ対話機能モジュール１３８に転送されてもよい。コンテンツ対話機能モジュール１３８
は、対話を分析し、ユーザ対話に基づいてコンテンツのどの部分が調整される必要がある
かを判断し、それに応じてコンテンツを調整する。調整されたコンテンツは、コンテンツ
フィルタリングモジュールに転送され、コンテンツフィルタリングモジュールでは、調整
されたコンテンツが、ユーザプロファイルについて定義された基準を遵守することを保証
するために、ユーザプロファイルについて事前定義されたルールが適用される。
【００５９】
　入力モジュールにおいて受信されるユーザ対話は、コントローラなどの入力デバイス１
０４に関連付けられる配置データ、及び／または入力デバイス１０４を通じて提供される
ナビゲーションデータを含んでもよい。例えば、入力デバイスにおける制御は、ＨＭＤ１
０２の機構を用いて提示されるゲームプレイの仮想シーン内で、ユーザに関連付けられる
アバターまたは物体を特定の方向に前進させるために使用されてもよく、そのような前進
には、ユーザのアバターの相対配置に従ってゲームシーンが調整される必要がある場合が
ある。入力デバイス（複数可）から受信されるユーザ入力に加えて、入力は、例えば、配
置及びナビゲーションデータとして、ＨＭＤ１０２を通じて提供されてもよい。ＨＭＤ１
０２からの入力は、ＨＭＤにストリーミングされるコンテンツに影響を与えるために使用
されてもよい。ＨＭＤの配置及び向きは、カメラ１０８を通じて取り込まれ、さらなる処
理のために、画像入力モジュール１４８ｂを通じて配置／ナビゲーションモジュール１５
４に転送される。ＨＭＤによって提供される入力データは、配置／ナビゲーションモジュ
ール１５４によって伝送され、入力デバイスからの入力と同様の方式で入力処理モジュー
ルによって処理され、コンテンツ対話機能モジュール１３８に転送されてＨＭＤへのコン
テンツストリーミングに影響を与える。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、ＨＭＤ及び／または入力デバイスから取り込まれた配置及び
ナビゲーションデータは、ユーザの相対位置及びＨＭＤの相対配置を判断するために入力
処理モジュール１５２によって分析されてもよく、それは、ゲームシーン内のユーザのア
バターの相対位置に換算され得る。分析に基づいて、入力処理モジュール１５２は、ゲー
ムプレイ中のゲームシーンなどの（例えば、仮想現実（ＶＲ）空間についての）レンダリ
ング空間内でのユーザの動き及び動きの相対方向を判断してもよい。動き及び方向情報は
、コンテンツ対話機能モジュール１３８に提供されてコンテンツに影響を与える。例えば
、コンテンツは、ユーザによって提供される入力に基づいて、ＶＲ空間内のユーザの動き
を反映するように調整される必要があり得る。コンテンツへの調整は、ＶＲ空間内のユー
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ザの動きの方向への追加コンテンツの形式でコンテンツフィルタリングモジュール１４４
に提供されて、コンテンツフィルタリングモジュール１４４が、ユーザ入力によって決定
される方向にユーザが動き続けるであろうと予想して、ユーザプロファイルに従ってコン
テンツを選択的に事前遮断／事前フィルタリングすることを可能にする。ユーザ入力によ
って決定される方向にユーザが動くと、事前フィルタリングされたコンテンツが、ユーザ
のＨＭＤにいつでも提示できるようになる。言い換えると、ユーザが現在動いている方向
を判断すること、現在の動きの方向に基づいてユーザの動きの方向を判断すること、動き
の方向にレンダリングされるべきコンテンツを判断すること、及びユーザ入力の分析によ
って予測される方向にユーザが動き続けるであろうと予想してユーザのユーザプロファイ
ルに従いコンテンツを事前フィルタリングすることによって、コンテンツが予めフィルタ
リングされる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、コンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄは、ユーザの
要求に応答して、ユーザに提示されたコンテンツの履歴を保持してもよい。履歴は、要求
されたコンテンツ、フィルタリングで除去されたコンテンツ、及び／または他のコンテン
ツで置換されたコンテンツを含んでもよい。コンテンツストリーミングプロセッサ１０６
ｄは、ユーザに提示されているコンテンツがユーザプロファイルについて設定された基準
を満たすことを保証するために、ユーザのユーザプロファイルについて定義された事前定
義フィルタリングルールに従って、ユーザの履歴内のコンテンツを周期的に分析してもよ
い。ユーザプロファイルについて定義された事前定義フィルタリングルールは、ユーザ人
口統計、ユーザ属性、コンテンツにおいて検出され得るアクション及び対話、コンテンツ
のコンテキスト、コンテンツ及びコンテンツ内のサブコンテンツの評価スコア、ユーザ嗜
好、またはこれらのうちの任意の２つ以上の組み合わせを包含する。従って、分析の間、
コンテンツストリーミングプロセッサは、選択的にフィルタリングされたサブコンテンツ
のコンテキストに類似したコンテキストを有する、ＶＲ空間内に提示されたコンテンツの
特定のサブコンテンツを識別してもよい。例えば、ユーザのユーザプロファイルに不適切
な言葉を有するサブコンテンツのオーディオコンポーネントの一部が、コンテンツにおい
てフィルタリングで除去されてもよい。一方、フィルタリングで除去されたオーディオコ
ンポーネントに範囲が類似した言葉を有する同じコンテンツ内の別のサブコンテンツのオ
ーディオコンポーネントを、コンテンツフィルタリングモジュールを通過してレンダリン
グのために提示してもよい。これは、事前定義されたフィルタリングルールが、例えば、
不快なまたは不適切な言葉、歌詞、サウンドバイト、コンテンツ内でレンダリングされた
任意の他の音声の全てを識別するのに十分に定義されていないことがあるという事実に起
因し得る。また、オーディオコンポーネントのうちのいくつかは、あるユーザには（例え
ば、ある人口統計のユーザに対しては）不快であるが、他のユーザには不快でない場合が
ある。同様の問題が、コンテンツのビデオ、グラフィカル、テキスト、または他のコンポ
ーネントでも生じ得る。インテリジェントなフィルタリングを行うため、及びユーザに対
して不快であり得るコンテンツを提供することを回避するために、コンテンツストリーミ
ングプロセッサは、ユーザプロファイルについて定義された事前定義フィルタリングルー
ルを更新するためのオプションを提供してもよく、それによって、将来のレンダリング中
に提示されるコンテンツが、ユーザのユーザプロファイルに不適切なサブコンテンツ／コ
ンテンツを含まないように適切にフィルタリングされ得る。一実施形態では、オプション
は、事前定義されたフィルタリングルールの更新を可能にするため、及び／またはユーザ
プロファイルについての追加的なフィルタリングルールを追加するためのユーザインタフ
ェースの形式で提供されてもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、コンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄは、また、ユ
ーザのユーザプロファイルを更新するためのオプションも提供してもよい。ユーザプロフ
ァイルは、ユーザの年齢、信教、コミュニティメンバシップなどの、あるユーザ属性に基
づいて一般ユーザに関連付けられるプロファイルであってもよく、またはそれはより具体
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的であってもよい。その結果、ユーザプロファイルに対する更新は、ユーザに提示される
コンテンツについてより多くのフィルタを定義するために用いられる、追加的なユーザ属
性及び／またはユーザ嗜好を含めるためのオプションを含んでもよい。いくつかの実施形
態では、ユーザプロファイル及び事前定義されたフィルタリングルールを更新するための
オプションを提供することに加えて、コンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄは、
また、ＨＭＤにストリーミングされるコンテンツの評価、他のユーザのユーザ属性に基づ
く、またはコンテンツにおける他のユーザのアクション／対話に基づく他のユーザの評価
、コンテンツ発行者の評価、及び任意の他のコンテンツ関連評価を許容するオプションを
提供してもよい。ユーザによって提供される評価は、ユーザ評価モジュール１３６によっ
て分析され、動的評価生成手段モジュール１４０に提示されてコンテンツの評価スコアに
影響を与える。
【００６３】
　コンテンツは、ゲームコンテンツプロバイダ２４０または他のユーザ２４９ａからのゲ
ームコンテンツ、ビデオとして取り込まれ提供される現実世界コンテンツ、ユーザのソー
シャルコンタクトまたは信頼できるソースのいずれかである他のユーザによって共有され
るオーディオ／ビデオ／写真コンテンツ２４９ｃ、ニュースコンテンツプロバイダからの
ニュースコンテンツ２４９ｅ、１つまたは複数のソーシャルメディアからのソーシャルフ
ィード２４９ｄなどの、各種のコンテンツソースから受信され、ユーザのユーザプロファ
イルに従って分析され、ユーザプロファイルについて定義された事前定義フィルタリング
ルールに基づいて選択的にフィルタリングされてもよいことに留意すべきである。フィル
タリングされたコンテンツは、ユーザプロファイルについて確立された視聴基準を満たし
、ユーザが、快適で適切なコンテンツを視聴できるようにする。
【００６４】
　各種の実施形態が、ユーザの周囲のバブルまたは環境を保持するコンテンツストリーミ
ングプロセッサを説明する。コンテンツストリーミングプロセッサは、環境内で提供され
るコンテンツを視聴し、コンテンツが提示されているレンダリング空間内のユーザアクシ
ョン及び対話に基づいてコンテンツにいつフィルタを適用すべきかを判断する。例えば、
仮想物体、アバターなどのサブコンテンツが、レンダリング空間でユーザに接近し、もし
くはユーザに向かって動く場合、またはレンダリング空間でユーザがサブコンテンツに向
かって動く場合に、ユーザのユーザプロファイルについて確立された基準をサブコンテン
ツが満たさないと、サブコンテンツは、変更され、修正され、または、フィルタの適切な
サブコンテンツで置換され得る。いくつかの実施形態では、サブコンテンツは、単にレン
ダリングされなくてもよく、コンテンツ全体が、不適切なサブコンテンツを含んですらい
なかった（即ち、サブコンテンツのクリーニングが発生していない）ように見えるように
する。述べたように、コンテンツ上で用いられるフィルタは、オーディオフィルタ、ユー
ザが対話した／対話していない様々な人々をフィルタリングするための画像フィルタ、様
々な物体／グラフィックスをフィルタリングで除去するための画像フィルタなどを含んで
もよい。例えば、ＨＭＤによってレンダリングされたソーシャルゲームプレイ内の何人か
の人々が、本質的に「アダルト」過ぎるアクションを提供する傾向がある場合、コンテン
ツが提示されている対象ユーザのユーザプロファイルに基づいて、これらの人々が予めコ
ンテンツからフィルタリングで除去され得る。代わりに、それらは、コンテンツをより現
実的に見えるようにするために、他の人々または仮想物体で置換されてもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、フィルタバブル／環境において提示されるコンテンツが、承
認済みの友達もしくはソーシャルコンタクト、または信頼されるものとして視聴されるも
ののリストに関連付けられたコンテンツのみを含むように、コンテンツがフィルタリング
されてもよい。いくつかの実施形態では、コンテンツストリーミングプロセッサ１０６ｄ
は、ソーシャルコンタクトデータベース２５２と対話することによって、ユーザの承認済
みの友達またはソーシャルコンタクトを識別してもよい。ソーシャルコンタクトデータベ
ース２５２は、１つまたは複数のソーシャルグラフによって提供されるデータを分析し、
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その中で識別される様々なソーシャルコンタクトとＨＭＤ装着中のユーザとの関係性を判
断してユーザのソーシャルコンタクトを識別する。コンテンツが、友達／ソーシャルコン
タクト／信頼されたユーザに関連するときでも、ストリーミングコンテンツが、ペアレン
タルコントロールなどのより高いレベルの制御またはユーザのユーザのプロファイルにつ
いてのフィルタリングルールによって定義されるユーザフィルタに違反するこれらのソー
スによって提供されるアクション／コンテンツを含まないことを保証するために、ユーザ
のＨＭＤ上でユーザに提示する前に、コンテンツは、やはり動的にフィルタリングされて
もよい。場合によっては、ＶＲ空間でコンテンツと対話するときに、人々が不適切なジェ
スチャまたは完全に不適切な言葉を生じさせることが分かっている。そのようなユーザに
ついて、不適切なジェスチャを行っているユーザの手が、ＶＲ空間でのレンダリングから
除外されてもよく、またはユーザプロファイルについて、及び制御されるユーザの視点か
ら見て適切な、一般的な手のジェスチャで置換されてもよい。同様に、不適切な言葉を含
むオーディオコンテンツの部分が、適切な言葉を含む部分で置換されてもよい。サブコン
テンツのコンポーネントの一部の置換は、ユーザプロファイルに適切なコンポーネントの
適切な部分でその部分を重畳することによるものであってもよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、逆方向フィルタリングが、コンテンツ上で実行され得る。例
えば、両親は、子供が高い声を発している環境でプレイすることを好まない場合がある。
この実施例では、環境内で提示されるコンテンツは、両親に適切であり得る。両親のユー
ザプロファイルは、高い声の子供を環境から除外するため、もしくは、環境内で対話する
ユーザに応じて、高い声の子供が対話している環境を除外するために必要なフィルタリン
グルールを含んでもよく、またはコンテンツがユーザに対してレンダリングされる前に、
高い声を低い声のトーンに変換する適切な音声フィルタリングを提供するためのルールを
定義してもよい。これらの実施形態では、高い声または単調な声のユーザが対話している
環境で対話しないことは、ユーザの個人的選択／嗜好である。各種の実施形態では、コン
テンツ視聴体験をユーザにとって快適なものにするために、ＨＭＤによって仮想環境で提
示されるコンテンツに適切なフィルタリングルールを生成するように、ユーザがユーザプ
ロファイル内の彼らの個人的嗜好を指定することを可能にする。
【００６７】
　各種の実施形態の詳細な概要について、特定の実施形態が、図２から図４を参照してこ
こで説明される。図２は、本発明の一実施形態による、ユーザ１００のＨＭＤ１０２の１
つまたは複数の機構を用いてレンダリングされ得る概念的な仮想空間のグラフィック図を
示す。一実施形態では、ユーザには、ユーザがコンテンツを視聴し／対話するためにナビ
ゲートし得る様々な仮想（ＶＲ）空間が提供されてもよい。図２で識別されるＶＲ空間は
、ユーザがナビゲートし、アクセスが提供され、加入し、視聴／対話に関心があり、また
はユーザ属性、嗜好、地理位置、社会的／ビジネス／個人的関係などに基づいてユーザに
推奨されるコンテンツであってもよい。この実施形態では、仮想空間は、ＨＭＤのディス
プレイ画面上に、または図２で示されるＨＭＤの機構によって定義されるレンダリング空
間に提示されるユーザインタフェースにおけるユーザ選択のためにグラフィカル形式で提
供され、またはユーザが選択可能なリストとして提供されてもよい。代替の実施形態では
、ユーザには、ユーザ要求に基づいて視聴するためにユーザに利用可能なＶＲ空間のうち
の任意の１つからコンテンツが提示されてもよい。ＶＲ空間についてのコンテンツは、現
実世界環境または仮想世界環境からのコンテンツを含んでもよく、現実世界環境が仮想世
界コンテンツ、コンピュータ生成及び／または、いくつかの例ではユーザ生成グラフィッ
クコンテンツで重畳される、拡張コンテンツであってもよい。例えば、ユーザは、１つの
地理位置から別の地理位置へ動き回ってもよく、ＨＭＤの機構によって提示されるコンテ
ンツは、ユーザによって望まれる地理位置に関連する現実世界シーンの画像を提供するよ
うに調整されてもよい。代わりに、ユーザは、異なる時間に、及びユーザの関心に基づい
て、様々な種類のコンテンツを視聴することに関心を示し得、様々な現実世界のシーンか
らのコンテンツまたは仮想世界シーンからのコンテンツが、ＨＭＤによって提示されても
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よい。ユーザ選択に基づいて、コンテンツがフィルタリングされフォーマットされた後、
コンテンツは、適切なコンテンツソースから取り出され、ＨＭＤにストリーミングされて
もよい。ユーザは、コントローラ１０４などの入力デバイスを用いて、ＨＭＤ１０２の機
構によって提示されるコンテンツと対話してもよく、そのような対話は、ＨＭＤにストリ
ーミングされるコンテンツに影響を与えるために使用されてもよい。
【００６８】
　図３Ａは、複数のユーザ制御または機械制御のアバターが集まって互いに対話している
、（図２においてＶＲ空間４と表される）美術館などの概念的仮想空間のグラフィック表
現を示す。図３Ａに示されるように、概念的ＶＲ空間は、ユーザ１００の視野から示され
ており、互いに対話し、仮想空間を歩き回り、他のユーザとそれぞれのアバターを通じて
会話するなどしているユーザを含む。ＶＲ空間で提示されるコンテンツは、対話型ゲーム
からのものであってもよく、現実世界または任意の他の仮想世界のシーンからのものであ
ってもよい。図３Ａで示される実施形態で提示されるコンテンツは、コンテンツと対話す
る他のユーザによって制御されるか、または機械によって制御されるかのいずれかである
複数のアバターを含む。コンテンツフィルタリングモジュールは、ユーザ１００に関連付
けられるユーザプロファイルに基づいて、制御ユーザが、仮想空間において対話すること
に関心がない、ユーザアバターのうちの１つまたは複数（例えば、アバター１１８及び１
１６）を識別してもよい。先に述べたように、ユーザプロファイルは、制御ユーザのユー
ザ属性及び制御ユーザによって定義される任意の個々の嗜好を識別する。結果として得ら
れるフィルタリングされたコンテンツが、ユーザプロファイルについて確立されたコンテ
ンツ品質基準を遵守するように、ユーザプロファイルに適切なフィルタリングルールが識
別され、コンテンツに適用される。いくつかの実施形態では、コンテンツフィルタリング
モジュールは、フィルタリングルールを適用して、他のユーザの評価、アクション／対話
（過去及び現在両方のアクション／対話）の性質及び種類、評判、制御ユーザとの関係性
または関係性がないことなどに基づいて、ＶＲ空間内のコンテンツにおいて提示される他
のユーザアバターを識別し、フィルタリングしてもよい。代わりに、他のユーザに関連す
るサブコンテンツの特定のコンポーネント（例えば、オーディオコンポーネント、ビデオ
コンポーネント、グラフィックコンポーネントなど）は、ユーザのフィルタリングルール
及びＨＭＤによってユーザに提示されるフィルタリング済みコンテンツに従ってフィルタ
リングされてもよい。ユーザのユーザプロファイルは、制御ユーザについて指定されたフ
ィルタリング基準を識別し、コンテンツフィルタリングモジュールは、それに従ってコン
テンツをフィルタリングする。
【００６９】
　図３Ｂは、制御ユーザ１００のユーザプロファイルについて定義されるフィルタリング
ルールに従って、コンテンツにコンテキスト上関係する他のコンテンツで１つまたは複数
のサブコンテンツが置換された、図３Ａに提示される概念的仮想空間のグラフィック表現
を示す。別の実施形態では、制御ユーザがＶＲ空間でそれらのユーザに関連するコンテン
ツと対話するために、事前定義されたフィルタリングルールは、制御ユーザのユーザ嗜好
、または他のユーザに必要な最小閾値ユーザ評価を識別してもよい。前述の基準は、スト
リーミングコンテンツをフィルタリングするために使用されるフィルタリングルールを定
義するための例示であり、他の基準も使用されてもよい。フィルタリングルールは、制御
され、または他のユーザに関連付けられたアバターをフィルタリングするために単に定義
されるだけでなく、フィルタリングされる必要がある仮想物体、グラフィック、テキスト
などを含む任意の他のサブコンテンツまたはサブコンテンツの特定のコンポーネントを識
別するために使用され得ることに留意すべきである。したがって、図３Ｂに示されるよう
に、ユーザ評価またはユーザ嗜好に応じて、一実施形態では、図３ＡのＶＲ空間内で識別
される２人のユーザ１１６及び１１８は、フィルタリングされ、制御ユーザが対話し得る
（１１６ａ及び１１８ａによって表される）他のユーザまたはユーザのグループでシーム
レスに置換される。いくつかの実施形態では、ある種類のサブコンテンツを類似の種類の
サブコンテンツで置換するためにフィルタリングが行われる必要があるということは必須
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ではない。例えば、図３Ｂに示される上記実施例では、２人のユーザ１１６及び１１８が
、レンダリングされているコンテンツにコンテキスト上適切な、花瓶、彫像、犬、馬など
の無生物または生物物体で置換されてもよい。同様に、他のサブコンテンツまたはサブコ
ンテンツのコンポーネントが、フィルタリングされる必要があるサブコンテンツの一部ま
たはサブコンテンツのコンポーネントの一部を、ユーザプロファイルに適した、コンテキ
スト上適切なサブコンテンツで単に重畳することによって置換されてもよい。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、ＶＲ空間内で提示されるコンテンツは、ＨＭＤ装着中の制御
ユーザ１００のユーザプロファイルに適した、コンテキスト上適切なコンテンツを含むこ
とによって改善されてもよい。そのような実施形態では、ストリーミングしているコンテ
ンツが、退屈であるか、または十分なアクション／グラフィックスを有しない場合、コン
テンツフィルタリングモジュールは、グラフィックス、アニメーションクリップ、オーデ
ィオクリップ、ビデオクリップなどのコンテキスト上適切なサブコンテンツを識別し、コ
ンテンツをより興味深く及び／または快適にするためにそれをコンテンツとインテリジェ
ントにマージしてもよい。当然ながら、識別されるサブコンテンツは、制御ユーザのユー
ザプロファイルによって定義されるフィルタリングルールを、サブコンテンツが、満たす
ことを保証するために分析される。
【００７１】
　図３Ｃは、サブコンテンツのいくつかが、制御ユーザ１００のユーザプロファイルにつ
いて定義されたフィルタリングルールに従って、単にフィルタリング除去された、図３Ａ
で提示された概念的ＶＲ空間におけるコンテンツのグラフィック表現を示す。例えば、制
御ユーザ１００は、彼のソーシャルコンタクト、または信頼できるもしくは評判の良いユ
ーザである他のユーザによって提供され、または制御されるコンテンツのみを視聴したい
ということを明示してもよい。その結果、図３Ｃに示されるＶＲ空間４において示される
ように、コンテンツフィルタリングモジュールは、信頼できない／評判の良くない、また
は制御ユーザのソーシャルコンタクトではない他のユーザによってハンドリングされるア
バターをフィルタリングで除去する。
【００７２】
　図３Ｄは、本発明の実施形態による、概念的仮想空間環境内の建物の一部であり得る対
話型空間を示す。図示されるように、建物の壁に、制御ユーザのユーザプロファイルに従
って、制御ユーザにとって不快な、恐ろしい、陰惨な、または不適切であり得る、落書き
またはグラフィック１８１がある場合がある。その結果、コンテンツフィルタリングモジ
ュールは、不快または不適切なサブコンテンツ（即ち、落書きまたはグラフィック）を識
別し、それをフィルタリングで除去するか、またはユーザに適切であると識別される同種
の（即ち、グラフィックの）異なるサブコンテンツで置換することとなる。コンテンツを
置換する場合、コンテンツフィルタリングモジュールは、コンテンツ履歴データベースに
保持されているコンテンツのリポジトリを検索して、コンテキスト上適切で、ユーザプロ
ファイルについて定義されたレンダリング基準に合致するサブコンテンツの種類を識別し
、不適切なサブコンテンツを識別されたサブコンテンツで置換してもよい。代わりに、コ
ンテンツフィルタリングモジュールは、インターネットを検索することによってコンテン
ツを識別し、不適切なコンテンツをインターネットからのコンテンツで置換してもよい。
サブコンテンツの置換は、仮想空間またはそれが置換されているコンテンツの部分に合わ
せるように、識別されたサブコンテンツをサイズ変更または再フォーマットすることを含
んでもよい。図３Ｅは、図３Ｄに示されるＶＲ空間７において不快感を与えるグラフィッ
ク１３０が、制御ユーザのユーザプロファイルについて確立された基準を満たす異なるグ
ラフィック１３０ａで置換される、一実施例を示す。コンテンツのフィルタリングは、様
々なユーザのユーザプロファイル要件を満たすように適合されてもよい。その結果、いく
つかの実施形態では、様々なユーザが、それぞれのユーザプロファイルに基づいて、異な
るグラフィックスを見てもよい。例えば、図３Ｅに示されるように、制御ユーザが子供の
場合、置換されるグラフィックは、ユーザの年齢及びその他の属性に適した漫画のグラフ
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ィックであってもよい。制御ユーザが、若い大人の場合、置換されるグラフィックは、例
えば、ビデオゲームの広告などであってもよい。したがって、様々な制御ユーザが、彼ら
の権利及び／または嗜好に合致するコンテンツを提供されてもよく、このことがユーザに
とって非常に快適なコンテンツ視聴及び対話体験となる。
【００７３】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の実施形態による、異なる時間における仮想世界シーンの
詳細をレンダリングする仮想空間を示しており、ユーザ１０２は、動き回って他のユーザ
、物体と対話し、または他のユーザ／物体と通信しているように示されている。ＨＭＤに
よって提供されるシーンは、ユーザ１００によって知覚されるものとしてビューに反映す
る。図示されるように、ユーザＡ１００は、家２０１を有してもよく、家２０１において
、ユーザＡ１００が入り、物体と対話し、他のユーザに会い、意見を交換し、またはユー
ザＡ１００のための本拠地として単に定義してもよい。ユーザＡ１００は、仮想空間内で
移動してもよい。例えば、ユーザＡ１００は、ある建物、家、物体を通過して仮想空間１
００ｂを歩き回り、異なる空間内に入り、または出るなどしてもよい。
【００７４】
　例えば、ユーザＡ１００は、ユーザＢの家２０３に歩いて行ってもよく、またはユーザ
Ａ１００の家２０１及びユーザＢの家２０３の間に示される通りに沿って歩いてもよい。
ユーザＡ１００が、進路に沿って進むにつれて、コンテンツは、ユーザＡ１００の仮想シ
ーンの視点ビューに反映されるように調整される。図４Ｂは、ユーザＡ１００が、２つの
家の間の歩道に沿って散歩して、道端で雑談している２人のユーザ（２０７、２０９）を
通り過ぎ、別の２人のユーザ（２１１、２１３）が会合場所の建物の側で立って雑談して
いる会合場所２１７に向かう、一実施形態を示す。図４Ｂに示される他のユーザ（２０７
、２０９、２１１、２１３）は、他の現実世界のユーザによって制御されてもよく、また
はコンテンツを提供するゲーミングアプリケーションなどのアプリケーションによって提
供されてもよく、またはコンピュータによって提供され制御されてもよい。図４Ｂに示さ
れる仮想空間は、各種のユーザが仮想空間内で歩き回り、または単に対話することを可能
にするために、木、灌木、及び他の審美的で対話型の特徴などの他の物体も含む。一実施
形態では、図４Ｂに提示される仮想空間は、ユーザＡ１００のユーザプロファイルに基づ
いて、ユーザＡ１００に不適切であり得る落書きまたはグラフィック（例えば、コンテン
ツＡ）を含み得る。コンテンツフィルタリングモジュールは、ＨＭＤ及び入力デバイスを
通じてユーザＡ１００によって提供されるアクション／対話を判断し、ユーザの動き及び
動きの方向を判断し、動きの方向に提示されるべきコンテンツを識別し、コンテンツ内の
いずれかのサブコンテンツまたはサブコンテンツのコンポーネントがフィルタリングされ
るべきかどうかを判断するためにユーザＡ１００に関連付けられるユーザプロファイルに
従ってコンテンツを分析してもよい。分析に基づいて、コンテンツフィルタリングモジュ
ールは、ユーザＡ１００に提示するのに不適切な、会合場所の建物２１７の側面に提示さ
れているサブコンテンツＡを識別してもよい。その結果、コンテンツフィルタリングモジ
ュールは、例えば、コンテンツにコンテキスト上関連するサブコンテンツ（コンテンツＢ
）を識別するためにコンテンツ履歴データベースまたはインターネットに問い合わせし、
ユーザＡ１００にコンテンツを提示する前にコンテンツＡをコンテンツＢで置換する。コ
ンテンツフィルタリングモジュールは、制御ユーザの次の対話を予想することによってコ
ンテンツの予測分析を行い、コンテンツが、多くのレイテンシなしにシームレスな方式で
ＶＲ空間に提示されるように、予め予想された移動方向においてコンテンツを分析しフィ
ルタリングする。
【００７５】
　詳細に説明される本発明の各種の実施形態では、ユーザのユーザプロファイルに従って
コンテンツをフィルタリングする方法を、図５において定義される方法の動作を参照して
ここで説明する。方法は、動作５１０において開始し、動作５１０で、レンダリング（Ｖ
Ｒ）空間に提示するためのコンテンツが識別される。コンテンツに対する要求は、ヘッド
マウントディスプレイ（ＨＭＤ）を装着中のユーザによって行われる。コンテンツは、対
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話型ストリーミングコンテンツであり、任意のコンテンツソースから取得されてもよい。
コンテンツは、ローカルまたはリモートで実行するゲーミングアプリケーション、ニュー
スコンテンツプロバイダ、ソーシャルメディアなどから取得され、オーディオ、ビデオ、
グラフィックス、テキストなどの１つまたは複数のコンポーネントを含んでもよい。コン
テンツは、コンテンツプロバイダ、認可された評価ソース、コンテンツと対話もしくはコ
ンテンツを視聴した他のユーザによって提供される、コンテンツに関する評価情報、なら
びに／またはコンテンツを提供するユーザ及びコンテンツと対話するユーザに関する評価
情報も含んでもよい。コンテンツソースが識別され、コンテンツが要求されてコンテンツ
ソースから受信される。受信されたコンテンツは、キャッシュメモリなどのメモリに記憶
され、ＨＭＤに通信可能に接続されるコンピューティングデバイスのプロセッサによって
処理されてもよい。
【００７６】
　動作５１５に示されるように、コンテンツについて評価スコアが識別される。評価スコ
アは、各種のソースからのコンテンツについての評価を蓄積すること及び評価スコアを計
算することによって、コンテンツストリーミングプロセッサ内の動的評価生成手段モジュ
ールによって生成されてもよい。動的評価生成手段モジュールは、異なるソースから取得
した評価に異なるように重み付けしてもよく、一実施形態では、評価スコアは、各ソース
から蓄積された評価とそれぞれのソースに割り当てられた重みの関数として、生成されて
もよい。
【００７７】
　次いで、動作５２０に示されるように、コンテンツは、コンテンツからサブコンテンツ
を選択的にフィルタリングするように調整される。サブコンテンツは、コンテンツを要求
するユーザに関連付けられるユーザプロファイル、コンテンツの評価スコア、及びコンテ
ンツにおいて検出される進行中の対話に基づいて、選択的にフィルタリングされてもよい
。コンテンツは、ストリーミングコンテンツであるため、コンテンツへの変更は、データ
のストリーミングフローによって生じ得る。追加的には、他のユーザが、コンテンツと対
話しており、コンテンツにおいてアクション／対話を提供している場合があり、そのよう
な進行中の対話が、ストリーミングコンテンツに変更をもたらし得る。他のユーザからの
アクション及び対話は、コンテンツの評価、ユーザ（複数可）の評価、及びＨＭＤへコン
テンツストリーミングに影響を与え得る他のアクションを含んでもよい。アクション及び
対話は、ＨＭＤのユーザに関連付けられるユーザプロファイルに従って分析され、コンテ
ンツへの変更が、ユーザについて定義された品質を満たすかどうか、またはアクション／
対話によって、コンテンツがフィルタリングされる必要があるかどうかを判断する。分析
に基づいて、コンテンツが、ユーザプロファイルに不適切なサブコンテンツを含むとき、
コンテンツは、コンテンツフィルタリングモジュールによって選択的にフィルタリングさ
れる。フィルタリングは、コンテンツへの変更をシームレスにみせるようなやり方で実行
されてもよい。いくつかの実施形態では、不適切なサブコンテンツは、除去される。他の
実施形態では、不適切なサブコンテンツは、ＨＭＤにストリーミングされているコンテン
ツにコンテキスト上関連する別のサブコンテンツで置換される。置換は、サブコンテンツ
のコンポーネントの１つまたは複数のパラメータを決定すること、及び、フィルタリング
済みサブコンテンツと同じ種類の別のサブコンテンツで、サブコンテンツのコンポーネン
トをインテリジェントに重畳することによって行われてもよい。置換は、置換がシームレ
スに見えるように置換されているコンポーネントのパラメータに合致するように他のサブ
コンテンツを動的にサイズ変更または再フォーマットすることを含んでもよい。
【００７８】
　コンテンツを動的に調整した後、動作５２５に示されるように、コンテンツは、ＨＭＤ
の機構によって定義されるレンダリング空間上でレンダリングするためにフォーマットさ
れる。フォーマットされたコンテンツは、ＨＭＤの機構によって定義されるレンダリング
空間上に提示するために、ＨＭＤに自動的に伝送される。レンダリングされたコンテンツ
は、ＨＭＤ装着中のユーザのユーザプロファイルについて確立された基準を遵守する。
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【００７９】
　ユーザは、ＨＭＤを通じて、またはコントローラなどの入力デバイスを通じてコンテン
ツと対話してもよい。追加的には、ＨＭＤ装着中のユーザの画像、ＨＭＤ及び入力デバイ
スの画像が、ＨＭＤの外部カメラによって取り込まれ、取り込まれた画像が、配置／ナビ
ゲーションモジュールによって処理されて、ユーザの相対配置、ＨＭＤの相対配置、入力
デバイスの相対位置などが判断される。さらに、ＨＭＤ及び入力デバイスを通じて提供さ
れる入力は、入力処理モジュールによって処理されて、ＶＲ環境内のユーザの動き及び方
向が判断される。配置／ナビゲーションモジュール及び入力処理モジュールによって提供
される情報は、ＶＲ環境内のユーザの動きの方向に関する予測分析を行い、ユーザが、配
置／ナビゲーションモジュール及び入力処理モジュールによって示される方向に動き続け
ると予想してコンテンツを事前処理するために、コンテンツ対話機能モジュールによって
使用される。例えば、ユーザが、南東方向に動いており、その方向に動き続けるだろうと
コンテンツ対話機能モジュールが判断する場合、コンテンツ対話機能モジュールは、その
方向に提示されるべきコンテンツを識別し、コンテンツを事前分析し、ユーザがその方向
に動き続けるであろうと予想して任意のフィルタリングを実行してもよい。コンテンツを
受信し、ＨＭＤ装着中のユーザのユーザプロファイルに従ってコンテンツをフィルタリン
グする処理は、ユーザがコンテンツに関わっている限り継続する。
【００８０】
　図６は、一実施形態による、使用中のＨＭＤ１０２を装着中のユーザを示す。この例で
は、ＨＭＤが、カメラ１０８によって取り込まれるビデオフレームから取得される画像デ
ータを用いて追跡８０２されることが示される。追加的には、コントローラなどの入力デ
バイスもまた、カメラ１０８によって取り込まれるビデオフレームから取得される画像デ
ータを用いて追跡８０４され得ることが示されている。ＨＭＤが、ケーブル８０６を経て
コンピューティングシステム１０６に接続される構成も示されている。一実施形態では、
ＨＭＤは、同じケーブルから電力を取得し、または電力を受信するために別のケーブルに
接続し得る。さらに別の実施形態では、ＨＭＤは、余分な電源コードを避けるために、再
充電可能な電池を有し得る。
【００８１】
　例示的なヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）１０２は、ＨＭＤの外側表面全体に分
散される、ライト、ＬＥＤなどの複数の追跡可能なインジケータを含む。これらのインジ
ケータのそれぞれは、特定の形状及び／または配置を有するように構成されてもよく、同
一または異なる色を有するように構成され得る。ライトは、ユーザがＨＭＤ１０２を使用
する対話型環境の、取り込まれた画像における可視マーカとして識別され得る。
【００８２】
　カメラまたは一連のカメラなどの画像取り込みデバイス１０８を、インジケータを追跡
して対話型環境でのＨＭＤ１０２の位置及び向きを判断するために使用してもよい。ＨＭ
Ｄ１０２の特定の向きに応じて、インジケータのうちのいくつかが目に見えてもよく、一
方、その他は、カメラから隠れていてもよい。いくつかの実施形態では、ＨＭＤ１０２に
配置される慣性センサを、インジケータを追跡する必要なしに、配置に関するフィードバ
ックを提供するために使用してもよい。いくつかの実施形態では、インジケータ及び慣性
センサは、協働し、配置／運動データの混合及び選択を可能にする。
【００８３】
　一実施形態では、インジケータは、ＨＭＤの現在の状態を周辺の他者に提供するように
構成され得る。その結果、インジケータは、ある色彩配列、輝度配列を表すように構成さ
れ、明滅し、あるオン／オフ設定、またはＨＭＤ１０２の現在の状態を示す他の配列を有
するように構成される。
【００８４】
　ＨＭＤ１０２は、追加的に、１つまたは複数のマイクロフォンを含んでもよい。マイク
ロフォンのアレイを利用することによって、各マイクロフォンからの音が、音源の位置を
判断するために処理され得る。この情報は、騒音源の排除、音源の視覚識別との関連付け
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などを含む、各種のやり方において利用され得る。
【００８５】
　ＨＭＤ１０２は、また、１つまたは複数の画像取り込みデバイスを含んでもよい。画像
取り込みデバイスの立体対を利用することによって、環境の３次元（３Ｄ）画像及びビデ
オが、ＨＭＤ１０２の視点から取り込まれ得る。そのようなビデオは、ＨＭＤ１０２を装
着中に、ユーザに「ビデオシースルー」能力を提供するためにユーザに提示され得る。そ
のようなビデオは、仮想要素で拡張されて拡張現実体験を提供することができ、または他
のやり方で仮想要素と結合もしくは融合されてもよい。任意の数の外部に面したカメラが
存在してもよく、または単一のカメラがＨＭＤ１０２に取り付けられ、正面、側面及び／
もしくは背面を含む任意の方向に方向付けられ得ると理解されるべきである。
【００８６】
　図７を参照すると、本発明の実施形態による、ヘッドマウントディスプレイ１０２の例
としてのコンポーネントが示されている。使用可能な構成及び機能に応じて、より多くの
、もしくはより少ないコンポーネントが含まれ、またはＨＭＤ１０２から除外され得ると
理解されるべきである。ヘッドマウントディスプレイ１０２は、プログラム命令を実行す
るためのプロセッサ９００を含んでもよい。メモリ９０２が、記憶のために提供され、揮
発性及び不揮発性メモリの両方を含んでもよい。ユーザが視聴し得る視覚的インタフェー
スを提供するディスプレイ９０４が含まれる。
【００８７】
　ディスプレイ９０４は、１つの単一ディスプレイによって、またはそれぞれの目に対し
て個別のディスプレイ画面の形式で、定義され得る。２つのディスプレイ画面が提供され
るとき、左目及び右目のビデオコンテンツを個別に提供することが可能である。例えば、
ビデオコンテンツをそれぞれの目に個別に提示することが、３次元（３Ｄ）コンテンツの
より良好な没入型制御をもたらし得る。上述のように、一実施形態では、片目用の出力を
用いること、及び、そのときに２Ｄフォーマットでの表示用にコンテンツをフォーマット
することによって、第２の画面１０７にはＨＭＤ１０２の第２の画面コンテンツが提供さ
れる。一実施形態では、片目が左目のビデオフィードであり得るが、他の実施形態では、
それが右目のビデオフィードであり得る。
【００８８】
　電池９０６が、ヘッドマウントディスプレイ１０２のための電源として提供されてもよ
い。他の実施形態では、電源は、電力へのコンセント接続を含み得る。他の実施形態では
、電力へのコンセント接続及び電池９０６が提供されてもよい。運動検出モジュール９０
８は、磁力計９１０、加速度計９１２、及びジャイロスコープ９１４などの、多様な種類
の運動感知型ハードウェアのいずれかを含んでもよい。
【００８９】
　加速度計は、加速度及び重力誘発性の反力を測定するためのデバイスである。単一及び
複数の軸（例えば、６軸）モデルは、様々な方向での加速度の大きさ及び方向を検出する
ことができる。加速度計は、傾斜、振動及び衝撃を感知するために使用される。一実施形
態では、重力方向を提供するために３つの加速度計９１２が使用され、重力方向が、２つ
の角度（ワールド空間のピッチ及びワールド空間のロール）のための絶対基準を与える。
【００９０】
　磁力計は、ヘッドマウントディスプレイ周辺の磁界の強度及び方向を測定する。一実施
形態では、３つの磁力計９１０が、ヘッドマウントディスプレイ内で使用され、ワールド
空間のヨー角度のための絶対基準を確保する。一実施形態では、磁力計は、地球の磁界に
及ぶように設計され、それは±８０マイクロテスラである。磁力計は、金属によって影響
を受け、実際のヨーで単調なヨー測定をもたらす。磁界は、環境内の金属によって歪むこ
とがあり、それがヨー測定の歪みの原因となる。必要であれば、この歪みは、ジャイロス
コープまたはカメラなどの他のセンサからの情報を用いて較正され得る。一実施形態では
、加速度計９１２は、ヘッドマウントディスプレイ１０２の傾斜及び方位角を取得するた
めに、磁力計９１０とともに使用される。
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【００９１】
　ジャイロスコープは、角運動量の原理に基づいて、向きを測定または維持するためのデ
バイスである。一実施形態では、３つのジャイロスコープ９１４が、慣性感知に基づいて
それぞれの軸（ｘ、ｙ、及びｚ）にわたる動きについての情報を提供する。ジャイロスコ
ープは、高速回転の検出を支援する。しかしながら、ジャイロスコープは、絶対基準が存
在しなければ経時的にドリフトし得る。このため、ジャイロスコープを周期的に再設定す
る必要があり、再設定は、物体を視覚的追跡すること、加速度計、磁力計などにに基づく
配置／向き判断などの他の利用可能な情報を用いて行われ得る。
【００９２】
　カメラ９１６は、現実環境の画像及び画像ストリームを取り込むために提供される。１
つより多くのカメラが、（任意選択で）ヘッドマウントディスプレイ１０２に含まれても
よく、（ユーザがヘッドマウントディスプレイ１０２のディスプレイを見ているときにユ
ーザから離れる方向に向けられる）後ろ向きのカメラ、及び（ユーザがヘッドマウントデ
ィスプレイ１０２のディスプレイを見ているときにユーザ方向に向けられる）前向きのカ
メラを含む。追加的には、現実環境における物体の深度情報を感知するために、深度カメ
ラ９１８がヘッドマウントディスプレイ１０２に含まれてもよい。
【００９３】
　ヘッドマウントディスプレイ１０２は、オーディオ出力を提供するためのスピーカ９２
０を含む。また、周囲の環境、ユーザによりなされる会話などからの音を含む、現実環境
からの音声を取り込むために、マイクロフォン９２２が含まれてもよい。ヘッドマウント
ディスプレイ１０２は、触覚フィードバックをユーザに提供するための触覚フィードバッ
クモジュール９２４を含む。一実施形態では、触覚フィードバックモジュール９２４は、
触覚フィードバックをユーザに提供するように、ヘッドマウントディスプレイ１０２の動
き及び／または振動を引き起こすことができる。
【００９４】
　ＬＥＤ９２６が、ヘッドマウントディスプレイ１０２の状態の視覚的指標として提供さ
れる。例えば、ＬＥＤは、電池レベル、電源オンなどを示してもよい。カードリーダ９２
８は、ヘッドマウントディスプレイ１０２が、メモリカードからの情報の読み出し及びメ
モリカードへの情報の書き込みを可能にするために提供される。ＵＳＢインタフェース９
３０が、周辺デバイスの接続、または他のポータブルデバイス、コンピュータなどの他の
デバイスへの接続を可能にするためのインタフェースの一例として含まれる。ヘッドマウ
ントディスプレイ１０２の各種の実施形態では、多様な種類のインタフェースのうちのい
ずれかが、ヘッドマウントディスプレイ１０２の接続性をより高めるために含まれてもよ
い。
【００９５】
　ＷｉＦｉモジュール９３２が、無線ネットワーキング技術によってインターネットへの
接続を可能にするために含まれてもよい。また、ヘッドマウントディスプレイ１０２は、
他のデバイスへの無線接続を可能にするためにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュー
ル９３４を含んでもよい。通信リンク９３６が、また、他のデバイスへの接続のために含
まれてもよい。一実施形態では、通信リンク９３６は、無線通信のために赤外線伝送を利
用する。他の実施形態では、通信リンク９３６は、他のデバイスとの通信のために各種の
無線または有線伝送プロトコルのうちのいずれかを利用してもよい。
【００９６】
　入力ボタン／センサ９３８が、ユーザのための入力インタフェースを提供するために含
まれる。ボタン、ジェスチャ、タッチパッド、ジョイスティック、トラックボールなどの
、多様な種類の入力インタフェースのうちのいずれかが含まれてもよい。超音波通信モジ
ュール９４０が、超音波技術により他のデバイスとの通信を容易にするために、ヘッドマ
ウントディスプレイ１０２に含まれてもよい。
【００９７】
　バイオセンサ９４２が、ユーザからの生理学的データの検出を可能にするために含まれ
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る。一実施形態では、バイオセンサ９４２は、ユーザ／プロファイルなどを識別するため
に、ユーザの皮膚を通したユーザの生体電気信号検出、音声検出、目の網膜検出のための
１つまたは複数のドライ電極を含む。
【００９８】
　レンダリング機構９４４が、制御ユーザの目（複数可）の一部の上に画像の焦点を合わ
せることを可能にするために含まれる。一実施形態では、レンダリング機構９４４は、コ
ンテンツの画像を直接ユーザの目の一部に（例えば、網膜上、視神経などに対して）投射
する光を放射するための１つまたは複数の発光デバイスを含んでもよく、それによって、
ディスプレイ画面を必要とすることなくコンテンツをレンダリングすることが可能となる
。
【００９９】
　前述のヘッドマウントディスプレイ１０２のコンポーネントは、ヘッドマウントディス
プレイ１０２に含まれ得る、単なる例示的なコンポーネントとして説明された。本発明の
各種の実施形態では、ヘッドマウントディスプレイ１０２は、各種の前述のコンポーネン
トのうちのいくつかを含んでもよく、または含まなくてもよい。本明細書で説明される本
発明の態様を容易にするために、ヘッドマウントディスプレイ１０２の実施形態は、ここ
では説明されないが当該技術において既知の他のコンポーネントを追加的に含んでもよい
。
【０１００】
　本発明の各種の実施形態では、前述の手持ち型デバイスが、各種の対話型機能を提供す
るためにディスプレイ上に表示される対話型アプリケーションとともに利用され得ること
は、当業者により理解されるであろう。本明細書で説明される例示的な実施形態は、例と
してのみ提供され、限定としてではない。
【０１０１】
　一実施形態では、本明細書で参照されるクライアント及び／またはクライアントデバイ
スは、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）、端末、パーソナルコンピュータ、ゲーム
コンソール、タブレットコンピュータ、電話、セットトップボックス、キオスク、無線デ
バイス、デジタルパッド、スタンドアロンデバイス、手持ち型ゲームプレイデバイス、及
び／またはその他を含んでもよい。典型的には、クライアントは、符号化ビデオストリー
ムを受信し、ビデオストリームを復号し、結果として得られるビデオをユーザ、例えばゲ
ームのプレーヤに提示するように構成される。符号化ビデオストリームの受信及び／また
はビデオストリームの復号の処理は、典型的には、クライアントの受信バッファに個々の
ビデオフレームを記憶することを含む。ビデオストリームは、クライアントと一体化した
ディスプレイ上、またはモニタもしくはテレビなどの別個のデバイス上で、ユーザに提示
されてもよい。
【０１０２】
　クライアントは、任意選択で、１人よりも多くのゲームプレーヤをサポートするように
構成される。例えば、ゲームコンソールは、２人、３人、４人、またはそれ以上の同時プ
レーヤ（例えば、Ｐ１、Ｐ２、．．．Ｐｎ）をサポートするように構成されてもよい。こ
れらのプレーヤのそれぞれが、ビデオストリームを受信もしくは共有してもよく、または
単一のビデオストリームが、各プレーヤに対して具体的に生成される、例えば、各プレー
ヤの視点に基づいて生成されるフレームの領域を含んでもよい。任意の数のクライアント
が、ローカルであって（例えば、共同設置されて）もよく、または地理的に分散している
。ゲームシステムに含まれるクライアントの数は、１もしくは２から数千、数万またはそ
れ以上まで幅広く変動してもよい。本明細書で使用される、「ゲームプレーヤ」という用
語は、ゲームをプレイする人を指すために使用され、「ゲームプレイデバイス」という用
語は、ゲームをプレイするのに使用されるデバイスを指すために使用される。いくつかの
実施形態では、ゲームプレイデバイスは、協調してゲーム体験をユーザに配信する複数の
コンピューティングデバイスを指してもよい。
【０１０３】
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　例えば、ゲームコンソール及びＨＭＤが、ビデオサーバシステムと協調して、ＨＭＤを
通じて見るゲームを配信する。一実施形態では、ゲームコンソールは、ビデオサーバシス
テムからビデオストリームを受信し、ゲームコンソールは、レンダリングのためにＨＭＤ
及び／またはテレビにビデオストリームを転送し、またはビデオストリームを更新する。
【０１０４】
　さらに、ＨＭＤは、ビデオゲームコンテンツ、映画コンテンツ、ビデオクリップコンテ
ンツ、ウェブコンテンツ、広告コンテンツ、コンテストコンテンツ、ギャンブリングゲー
ムコンテンツ、電話会議／ミーティングコンテンツ、ソーシャルメディアコンテンツ（例
えば、投稿、メッセージ、メディアストリーム、友達イベント、及び／またはゲームプレ
イ）、ビデオの一部及び／またはオーディオコンテンツ、ならびに、ブラウザ及びアプリ
ケーションによりインターネットを介してソースから消費するために作られたコンテンツ
、及び任意の種類のストリーミングコンテンツなどの、制作され、または使用される任意
の種類のコンテンツを視聴し、及び／または対話するために使用され得る。当然ながら、
ＨＭＤにおいて視聴可能であるか、または画面もしくはＨＭＤの画面にレンダリング可能
である限り、任意の種類のコンテンツがレンダリングされ得るため、前述のコンテンツの
リストは、限定ではない。
【０１０５】
　クライアントは、受信したビデオを修正するように構成されるシステムをさらに含んで
もよいが、必須ではない。例えば、クライアントは、あるビデオ画像を他のビデオ画像上
に重畳するため、ビデオ画像をトリミングするため、及び／またはその他のために、さら
なるレンダリングを実行するように構成されてもよい。例えば、クライアントは、Ｉフレ
ーム、Ｐフレーム、及びＢフレームなどの多様な種類のビデオフレームを受信し、これら
のフレームを処理してユーザに表示するための画像にするように構成されてもよい。いく
つかの実施形態では、クライアントの構成要素は、さらなるレンダリング、シェーディン
グ、３－Ｄへの変換、２Ｄへの変換、歪み除去、サイズ処理などの動作をビデオストリー
ムに対して実行するように構成される。クライアントの構成要素は、任意選択で、１つよ
り多くのオーディオまたはビデオストリームを受信するように構成される。
【０１０６】
　クライアントの入力デバイスは、例えば、片手用ゲームコントローラ、両手用ゲームコ
ントローラ、ジェスチャ認識システム、注視認識システム、音声認識システム、キーボー
ド、ジョイスティック、ポインティングデバイス、力フィードバックデバイス、運動及び
／または位置感知デバイス、マウス、タッチスクリーン、ニューラルインタフェース、カ
メラ、今後開発されることとなる入力デバイス、及び／またはその他を含んでもよい。
【０１０７】
　ビデオソースは、レンダリングロジック、例えば、ハードウェア、ファームウェア、及
び／またはストレージなどのコンピュータ可読媒体に記憶されるソフトウェアを含んでも
よい。このレンダリングロジックは、ゲーム状態に基づいてビデオストリームのビデオフ
レームを作成するように構成される。レンダリングロジックの全てまたは一部は、任意選
択で、１つまたは複数のグラフィックス処理ユニット（ＧＰＵ）内に配置される。レンダ
リングロジックは、典型的には、物体間の３次元空間の関係を決定し、ならびに／または
ゲーム状態及び視点に基づいて適切なテクスチャなどを適用するように構成される処理段
階を含む。レンダリングロジックは、符号化される生ビデオを作り出すことができる。例
えば、生ビデオは、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ（登録商標）規格、ＨＴＭＬ－５、．ｗａｖ
、Ｈ．２６４、Ｈ．２６３、Ｏｎ２、ＶＰ６、ＶＣ－１、ＷＭＡ、Ｈｕｆｆｙｕｖ、Ｌａ
ｇａｒｉｔｈ、ＭＰＧ－ｘ．Ｘｖｉｄ．ＦＦｍｐｅｇ、ｘ２６４、ＶＰ６－８、ｒｅａｌ
ｖｉｄｅｏ、ｍｐ３などにしたがって符号化されてもよい。符号化処理は、デバイス上の
復号器に配信するために任意選択でパッケージ化されるビデオストリームを生成する。ビ
デオストリームは、フレームサイズ及びフレームレートで特徴付けられる。典型的なフレ
ームサイズは、８００×６００、１２８０×７２０（例えば、７２０ｐ）、１０２４×７
６８、１０８０ｐを含むが、任意の他のフレームサイズが使用されてもよい。フレームレ
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ートは、１秒当たりのビデオフレーム数である。ビデオストリームは、様々な種類のビデ
オフレームを含んでもよい。例えば、Ｈ．２６４規格は、「Ｐ」フレーム及び「Ｉ」フレ
ームを含む。Ｉフレームは、ディスプレイデバイス上で全てのマクロブロック／画素をリ
フレッシュするための情報を含み、Ｐフレームは、そのサブセットをリフレッシュするた
めの情報を含む。Ｐフレームは、典型的には、Ｉフレームよりデータサイズが小さい。本
明細書で使用される「フレームサイズ」という用語は、フレーム内の画素数を指すことを
意味する。「フレームデータサイズ」という用語は、フレームを記憶するのに必要なバイ
ト数を指すために使用される。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、クライアントは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、ゲ
ーミングコンソール、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレット
コンピュータ、モバイルコンピューティングデバイス、ポータブルゲーミングデバイス、
携帯電話、セットトップボックス、ストリーミングメディアインタフェース／デバイス、
スマートテレビもしくはネットワーク化ディスプレイ、または、本明細書で定義されるク
ライアントの機能性を遂行するように構成可能な任意の他のコンピューティングデバイス
であり得る。一実施形態では、クラウドゲーミングサーバは、ユーザによって利用されて
いるクライアントデバイスの種類を検出し、ユーザのクライアントデバイスに適したクラ
ウドゲーミング体験を提供するように構成される。例えば、画像設定、オーディオ設定、
及び他の種類の設定が、ユーザのクライアントデバイスに対して最適化されてもよい。
【０１０９】
　図８は、情報サービスプロバイダアーキテクチャの一実施形態を示す。情報サービスプ
ロバイダ（ＩＳＰ）１０７０は、地理的に分散され、ネットワーク１０８６を経て接続さ
れるユーザ１０８２に複数の情報サービスを配信する。ＩＳＰは、株価更新などただ１種
類のサービス、または放送メディア、ニュース、スポーツ、ゲーミングなどの多様なサー
ビスを配信することができる。追加的に、各ＩＳＰによって供給されるサービスは動的で
あり、即ち、任意の時点でサービスが追加または除去され得る。したがって、特定の種類
のサービスを特定の個人に提供するＩＳＰは、時間経過とともに変化し得る。例えば、ユ
ーザが自分の居住地にいる間、ユーザは、ユーザの近辺にあるＩＳＰによってサービス提
供されてもよく、ユーザが別の都市に旅行している間は、ユーザは、別のＩＳＰによって
サービス提供されてもよい。居住地のＩＳＰは、必要な情報及びデータを新たなＩＳＰに
移行することとなり、その結果、ユーザ情報が、ユーザに「続いて」新しい都市に行き、
データがユーザにより近く、よりアクセスし易くなる。別の実施形態では、ユーザについ
ての情報を管理するマスタＩＳＰと、マスタＩＳＰからの制御の下でユーザと直接インタ
フェース接続するサーバＩＳＰとの間に、マスタ／サーバ関係が確立されてもよい。別の
実施形態では、クライアントが世界中を動き回るとき、データはあるＩＳＰから別のＩＳ
Ｐに移行され、ユーザにサービスを提供するのにより良好な場所のそのＩＳＰを、これら
のサービスを配信するＩＳＰにする。
【０１１０】
　ＩＳＰ１０７０は、アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）１０７２を含み、
ＡＳＰ１０７２は、ネットワークを介して顧客にコンピュータベースのサービスを提供す
る。ＡＳＰモデルを使用して供給されるソフトウェアは、オンデマンドソフトウェア、ま
たはサービスとしてのソフトウェア（ＳａａＳ）とも呼ばれることがある。（顧客関係管
理などの）特定のアプリケーションプログラムへのアクセスを提供する単純な形態は、Ｈ
ＴＴＰなどの標準プロトコルを使用することによるものである。アプリケーションソフト
ウェアは、供給業者のシステム上に存在し、ＨＴＭＬを用いてウェブブラウザを通じてユ
ーザによって、供給業者が提供する専用クライアントソフトウェアによって、またはシン
クライアントなどの他のリモートインタフェースによって、アクセスされる。
【０１１１】
　広い地理的地域にわたって配信されるサービスは、しばしばクラウドコンピューティン
グを使用する。クラウドコンピューティングは、動的にスケーラブルであり、しばしば仮
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想化されたリソースがインターネットを介してサービスとして提供されるスタイルのコン
ピューティングである。ユーザは、それらをサポートする「クラウド」において、技術イ
ンフラに熟練している必要はない。クラウドコンピューティングは、サービスとしてのイ
ンフラ（ＩａａＳ）、サービスとしてのプラットフォーム（ＰａａＳ）、及びサービスと
してのソフトウェア（ＳａａＳ）などの様々なサービスに分割され得る。クラウドコンピ
ューティングサービスは、しばしばウェブブラウザからアクセスされる共通ビジネスアプ
リケーションをオンラインで提供する一方、ソフトウェア及びデータは、サーバ上に記憶
されている。クラウドという用語は、インターネットがコンピュータネットワーク図でど
のように描写されているかに基づく、（例えば、サーバ、ストレージ、及びロジックを使
用する）インターネットについてのメタファとして使用され、それが隠している複雑なイ
ンフラストラクチャについての抽象的概念である。
【０１１２】
　さらに、ＩＳＰ１０７０は、単一プレーヤ及びマルチプレーヤビデオゲームをプレイす
るためにゲームクライアントによって使用される、ゲーム処理サーバ（ＧＰＳ）１０７４
を含む。インターネットを介してプレイされるビデオゲームのほとんどは、ゲームサーバ
への接続によって動作する。典型的には、ゲームは、プレーヤからデータを収集し、それ
を他のプレーヤに分配する専用サーバアプリケーションを使用する。これは、ピアツーピ
ア構成よりも効率的かつ効果的であるが、サーバアプリケーションをホストするために別
個のサーバを必要とする。別の実施形態では、ＧＰＳは、プレーヤとそれぞれのゲームプ
レイデバイスとの間に通信を確立し、集中型ＧＰＳに依存することなく情報を交換する。
【０１１３】
　専用ＧＰＳは、クライアントから独立して動作するサーバである。そのようなサーバは
、通常、データセンタに位置する専用ハードウェア上で動作し、より多くの帯域幅及び専
用の処理能力を提供する。専用サーバは、ほとんどのＰＣベースのマルチプレーヤゲーム
にとって、ゲームサーバをホストする好ましい方法である。非常に多人数の同時参加型オ
ンラインゲームは、ゲームタイトルを所有するソフトウェア会社によって通常ホストされ
る専用サーバ上で動作し、それらがコンテンツを制御及び更新することを可能にする。
【０１１４】
　放送処理サーバ（ＢＰＳ）１０７６は、オーディオまたはビデオ信号を視聴者に配信す
る。非常に狭い範囲の視聴者への放送は、ナローキャスティングと呼ばれることがある。
放送分配の最終行程は、どのようにして信号を聴取者または視聴者に到達させるかであり
、それは、ラジオ局もしくはテレビ局と同様、アンテナに無線で到来してもよく、または
ケーブルテレビまたはケーブルラジオ（もしくは「無線ケーブル」）を通じて、局を経由
してもしくはネットワークから直接到来してもよい。インターネットもまた、ラジオまた
はテレビを受信者にもたらすことができ、特にマルチキャスティングによって、信号及び
帯域幅が共有されることが可能となる。歴史的に、放送は、全国放送または地方放送など
、地理的地域によって範囲が定められていた。しかしながら、高速インターネットの普及
とともに、コンテンツは、世界のほぼ全ての国に到達し得るため、放送は地理によって線
引きされない。
【０１１５】
　ストレージサービスプロバイダ（ＳＳＰ）１０７８は、コンピュータストレージ空間及
び関連する管理サービスを提供する。ＳＳＰは、また、定期的なバックアップ及びアーカ
イブも供給する。サービスとしてのストレージを供給することによって、ユーザは必要に
応じてより多くのストレージを注文することができる。別の主要な利点は、ＳＳＰがバッ
クアップサービスを含み、ユーザは自分のコンピュータのハードドライブが故障した場合
にデータを全て失うことがないということである。さらに、複数のＳＳＰが、ユーザデー
タの全体または一部の複製を有することができ、ユーザが位置する場所、またはデータア
クセスに使用されるデバイスとは関係なく、ユーザが効率的にデータにアクセスできるよ
うにする。例えば、ユーザは、家のコンピュータにおいて個人ファイルにアクセスするこ
とができ、同様に、ユーザが移動中に携帯電話でアクセスすることができる。
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【０１１６】
　通信プロバイダ１０８０は、ユーザへの接続性を提供する。１つの種類の通信プロバイ
ダは、インターネットへのアクセスを供給するインターネットサービスプロバイダ（ＩＳ
Ｐ）である。ＩＳＰは、ダイアルアップ、ＤＳＬ、ケーブルモデム、ファイバ、無線また
は専用高速相互接続などの、インターネットプロトコルデータグラムを配信するのに適し
たデータ伝送技術を用いて、顧客を接続する。通信プロバイダは、また、電子メール、イ
ンスタントメッセージ、及びＳＭＳテキストなどのメッセージサービスも提供することが
できる。別の種類の通信プロバイダは、インターネットへの直接バックボーンアクセスを
提供することにより、帯域幅またはネットワークアクセスを販売するネットワークサービ
スプロバイダ（ＮＳＰ）である。ネットワークサービスプロバイダは、高速インターネッ
トアクセスを供給する、電気通信会社、データキャリア、無線通信プロバイダ、インター
ネットサービスプロバイダ、ケーブルテレビ事業者などからなり得る。
【０１１７】
　データ交換１０８８は、ＩＳＰ１０７０内でいくつかのモジュールを相互接続し、ネッ
トワーク１０８６を経てこれらのモジュールをユーザ１０８２に接続する。データ交換１
０８８は、ＩＳＰ１０７０の全てのモジュールが非常に近接している小さな地域をカバー
し得るか、または様々なモジュールが地理的に分散されるときに大きな地理的地域をカバ
ーし得る。例えば、データ交換１０８８は、データセンタのキャビネット内の高速（また
はより高速な）ギガビットイーサネット（登録商標）、または大陸間仮想エリアネットワ
ーク（ＶＬＡＮ）を含み得る。
【０１１８】
　ユーザ１０８２は、クライアントデバイス１０８４でリモートサーバにアクセスし、ク
ライアントデバイス１０８４は、少なくともＣＰＵ、ディスプレイ、及びＩ／Ｏを含む。
クライアントデバイスは、ＰＣ、携帯電話、ネットブック、タブレット、ゲーミングシス
テム、ＰＤＡなどであり得る。一実施形態では、ＩＳＰ１０７０は、クライアントによっ
て使用されるデバイスの種類を認識し、採用される通信方法を調整する。その他の場合、
クライアントデバイスは、ｈｔｍｌなどの標準的な通信方法を使用して、ＩＳＰ１０７０
にアクセスする。
【０１１９】
　本発明の実施形態は、手持ち式デバイス、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、またはプログラム可能な家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフ
レームコンピュータなどを含む、各種のコンピュータシステム構成を用いて実施されても
よい。本発明は、また、有線ベースまたは無線ネットワークを通じてリンクされるリモー
ト処理デバイスによってタスクが実行される、分散型コンピューティング環境でも実施さ
れ得る。
【０１２０】
　上記実施形態を考慮して、本発明は、コンピュータシステムに記憶されたデータを伴う
各種のコンピュータ実装された動作を採用し得ると理解されるべきである。これらの動作
は、物理量の物理的操作を必要とするものである。本発明の一部を形成する、本明細書に
記載された動作のいずれもが、有用な機械動作である。本発明は、また、これらの動作を
実行するためのデバイスまたは装置にも関する。装置は、必要な目的のために特別に構築
されてもよく、または、装置は、コンピュータに記憶されるコンピュータプログラムによ
って選択的に起動され、もしくは構成される汎用コンピュータであってもよい。特に、各
種の汎用機械が、本明細書の教示に従って書かれたコンピュータプログラムとともに使用
されてもよく、または、必要な動作を実行するためにより専用化した装置を構築すること
が、より便利である場合もある。
【０１２１】
　本発明は、また、コンピュータ可読媒体上のコンピュータ可読コードとして具現化され
てもよく、それは、クラウドサーバ、リモートサーバ、仮想サーバなどのソースからダウ
ンロードされ、コンピューティングデバイスのプロセッサによって実行され得る、実行可
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能な命令として具現化されてもよい。コンピュータ可読媒体は、データを記憶することが
できる任意のデータ記憶デバイスであり、データは、コンピュータシステムによってその
後読み出され得る。コンピュータ可読媒体の例は、ハードドライブ、ネットワーク接続ス
トレージ（ＮＡＳ）、読み取り専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、ならびに他の光学式及び非光学式データ記憶デバイス
を含む。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読コードが分散型で記憶及び実行され
るように、ネットワーク連結コンピュータシステム上に分散されるコンピュータ可読有形
媒体を含み得る。
【０１２２】
　方法の動作について、特定の順序で説明してきたが、重畳動作の処理が所望のやり方で
行われる限り、動作の間に他のハウスキーピング動作が実行されてもよく、またはそれら
がわずかに異なる時間で発生するように動作が調整されてもよく、または処理に関連する
多様な間隔で処理動作が発生可能なシステム内に分散されてもよいと、理解されるべきで
ある。
【０１２３】
　前述の発明は、理解を明確にするため、多少詳細に説明されているが、添付の特許請求
の範囲内において、ある程度の変更及び修正が実施され得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って限定的なものでないと考えられるべきであり、
本発明は、本明細書で与えられる詳細に限定されるべきではなく、説明した実施形態の範
囲及びその均等物の範囲内において修正されてもよい。
【０１２４】
　図９は、本発明の一実施形態による、アバター制御システムを実施するためのコントロ
ーラに対応し得る、Ｓｏｎｙ（登録商標）Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３（登録商標）エンタ
テイメントデバイスなどのゲーミングコンソールのシステムアーキテクチャ全体を概略的
に示す。システムユニット１４００は、システムユニット１４００に接続可能な各種の周
辺デバイスと共に提供される。システムユニット１４００は、図１Ａのコンピューティン
グデバイス１０６に類似している。システムユニット１４００は、Ｃｅｌｌプロセッサ１
４２８、Ｒａｍｂｕｓ（登録商標）ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＸＤＲＡＭ）
ユニット１４２６、専用ビデオランダムアクセスメモリ（ＶＲＡＭ）ユニット１４３２を
有するＲｅａｌｉｔｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒグラフィックスユニット１４３０、及び
Ｉ／Ｏブリッジ１４３４を含む。システムユニット１４００は、また、Ｉ／Ｏブリッジ１
４３４を通じてアクセス可能な、ディスク１４４０ａからの読み取り用のＢｌｕＲａｙ（
登録商標）ディスクＢＤ－ＲＯＭ（登録商標）光ディスクリーダ１４４０及び着脱可能な
スロットインハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１４３６も含む。任意選択で、システム
ユニット１４００は、また、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカードの読み取り
用メモリカードリーダ１４３８、Ｍｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ（登録商標）メモリカードな
ども含み、それは同様に、Ｉ／Ｏブリッジ１４３４を通じてアクセス可能である。
【０１２５】
　Ｉ／Ｏブリッジ１４３４は、また、６つのユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）２．０
ポート１４２４、ギガビットイーサネット（登録商標）ポート１４２２、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｂ／ｇ無線ネットワーク（Ｗｉ－Ｆｉ）ポート１４２０、及び最大７つのＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）接続をサポート可能なＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線リン
クポート１４１８にも接続する。
【０１２６】
　動作時に、Ｉ／Ｏブリッジ１４３４は、１つまたは複数のゲームコントローラ１４０２
からのデータを含む、全ての無線、ＵＳＢ、及びイーサネット（登録商標）データをハン
ドリングする。例えば、ユーザがゲームをプレイしているとき、Ｉ／Ｏブリッジ１４３４
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）リンクを経てゲームコントローラ１４０２からデー
タを受信し、それに応じてゲームの現在の状態を更新するＣｅｌｌプロセッサ１４２８に
データを送る。
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【０１２７】
　無線、ＵＳＢ、及びイーサネット（登録商標）ポートは、また、ゲームコントローラ１
４０２に加えて、リモートコントロール１４０４、キーボード１４０６、マウス１４０８
、Ｓｏｎｙ　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ（登録商標）エンタテイメント
デバイスなどのポータブルエンタテイメントデバイス１４１０、ＥｙｅＴｏｙ（登録商標
）ビデオカメラなどのビデオカメラ１４１２、及びマイクロフォンヘッドセット１４１４
などの、他の周辺デバイスのための接続性を提供する。したがって、そのような周辺デバ
イスは、原則として、システムユニット１４００に無線接続されてもよい。例えば、ポー
タブルエンタテイメントデバイス１４１０は、Ｗｉ－Ｆｉアドホック接続によって通信し
てもよく、一方、マイクロフォンヘッドセット１４１４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）リンクによって通信してもよい。
【０１２８】
　これらのインタフェースの提供は、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３デバイスが、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、ボイスオーバＩＰ電話、携帯電話、プリンタ、及びスキャナなどの、他の周辺
デバイスにも潜在的に対応していることを意味する。
【０１２９】
　さらに、レガシーメモリカードリーダ１４１６が、ＵＳＢポート１４２４を経てシステ
ムユニットに接続されてもよく、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）またはＰｌａｙｓ
ｔａｔｉｏｎ２（登録商標）デバイスによって用いられる種類のメモリカード１４４８の
読み取りを可能にする。
【０１３０】
　本実施形態では、ゲームコントローラ１４０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）リ
ンクによってシステムユニット１４００と無線通信するように動作可能である。一方、ゲ
ームコントローラ１４０２は、その代わりにＵＳＢポートに接続されて、それによって、
さらにゲームコントローラ１４０２の電池を充電することによって電力供給し得る。１つ
または複数のアナログジョイスティック及び従来型の制御ボタンに加えて、ゲームコント
ローラは、各軸における並進及び回転に対応して、６自由度の運動を感知する。したがっ
て、ゲームコントローラのユーザによるジェスチャ及び動きが、従来型のボタンまたはジ
ョイスティックコマンドに加えて、またはその代わりに、ゲームへの入力として変換され
てもよい。任意選択で、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（商標）ポータブルデバイスなどの他の
無線使用可能な周辺デバイスが、コントローラとして使用されてもよい。Ｐｌａｙｓｔａ
ｔｉｏｎ（商標）ポータブルデバイスの場合、追加のゲームまたは制御情報（例えば、制
御命令またはライフの数）が、デバイスの画面上に提供されてもよい。ダンスマット（図
示せず）、ライトガン（図示せず）、ハンドル及びペダル（図示せず）、または高速応答
クイズゲーム用の単一のもしくはいくつかの大きなボタン（これも図示せず）などの特注
コントローラといった、他の代替的な、または補足的な制御デバイスも使用されてもよい
。
【０１３１】
　リモートコントロール１４０４は、また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）リンクによ
ってシステムユニット１４００と無線通信するように動作可能である。リモートコントロ
ール１４０４は、ＢｌｕＲａｙ（商標）ディスクＢＤ－ＲＯＭリーダ１４４０の動作及び
ディスクコンテンツのナビゲーションに適した制御を含む。
【０１３２】
　ＢｌｕＲａｙ（商標）ディスクＢＤ－ＲＯＭリーダ１４４０は、従来型の記録済み及び
記録可能なＣＤに加えて、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ及びＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２デバイ
スに対応しているＣＤ－ＲＯＭ（いわゆるスーパオーディオＣＤ）を読み取るように動作
可能である。リーダ１４４０は、また、従来型の記録済み及び記録可能なＤＶＤに加えて
、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ２及びＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ３デバイスに対応しているＤＶ
Ｄ－ＲＯＭを読み取るように動作可能である。リーダ１４４０は、従来型の記録済み及び
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記録可能なＢｌｕ－Ｒａｙディスクと同様に、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３デバイスに対応
しているＢＤ－ＲＯＭを読み取るようにさらに動作可能である。
【０１３３】
　システムユニット１４００は、モニタまたはディスプレイ１４４４を有するテレビセッ
ト、及び１つまたは複数のスピーカ１４４６などの、ディスプレイ及び音声出力デバイス
１４４２へのオーディオ及びビデオコネクタを通じて、Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓ
ｉｚｅｒグラフィックスユニット１４３０を経てＰｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３によって生成
されたか、または復号されたかいずれかの、オーディオ及びビデオを供給するように動作
可能である。オーディオコネクタ１４５０は、従来型のアナログ及びデジタル出力を含ん
でもよく、一方、ビデオコネクタ１４５２は、コンポーネントビデオ、Ｓビデオ、コンポ
ジットビデオ、及び１つまたは複数の高精細度マルチメディアインターフェース（ＨＤＭ
Ｉ（登録商標））出力を多様に含んでもよい。したがって、ビデオ出力は、ＰＡＬもしく
はＮＴＳＣなどのフォーマット、または７２０ｐ、１０８０ｉもしくは１０８０ｐの高精
細度であってもよい。
【０１３４】
　オーディオ処理（生成、復号など）は、Ｃｅｌｌプロセッサ１４２８によって行われる
。Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３デバイスのオペレーティングシステムは、Ｄｏｌｂｙ（登録
商標）５．１サラウンドサウンド、Ｄｏｌｂｙ（登録商標）シアターサラウンド（ＤＴＳ
）、及びＢｌｕ－Ｒａｙ（登録商標）ディスクからの７．１サラウンドサウンドの復号を
サポートする。
【０１３５】
　本実施形態では、ビデオカメラ１４１２は、単一の電荷結合素子（ＣＣＤ）、ＬＥＤイ
ンジケータ、ならびにハードウェアベースのリアルタイムデータ圧縮及び符号化装置を含
み、それによって、圧縮されたビデオデータが、システムユニット１４００による復号の
ための内部画像ベースのＭＰＥＧ（ｍｏｔｉｏｎ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｅｘｐｅｒｔ　ｇｒ
ｏｕｐ）規格などの適切なフォーマットで伝送され得る。カメラＬＥＤインジケータは、
例えば、不利な照明条件を示すために、システムユニット１４００からの適切な制御デー
タに応答して発光するように配列される。ビデオカメラ１４１２の実施形態は、ＵＳＢ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、またはＷｉ－Ｆｉ通信ポートを経てシステムユニット
１４００に多様に接続してもよい。ビデオカメラの実施形態は、１つまたは複数の付属す
るマイクロフォンを含んでもよく、オーディオデータを伝送することも可能であってもよ
い。ビデオカメラの実施形態では、ＣＣＤは、高精細度ビデオの取り込みに適した分解能
を有してもよい。使用の際、ビデオカメラによって取り込まれた画像は、例えば、ゲーム
内に組み込まれてもよく、またはゲーム制御入力として解釈されてもよい。
【０１３６】
　概して、システムユニット１４００の通信ポートのうちの１つを経て、ビデオカメラま
たはリモートコントロールなどの周辺デバイスで生じるデータ通信の成功のため、デバイ
スドライバなどのソフトウェアの適切な部分が提供されるべきである。デバイスドライバ
技術は、周知であり、デバイスドライバまたは類似のソフトウェアインタフェースが、説
明された本実施形態で必要とされ得ることを当業者が意識しているだろうということを除
いて、本明細書で詳細には説明されない。
【０１３７】
　ここで図１５を参照すると、Ｃｅｌｌプロセッサ１４２８は、４つの基本コンポーネン
ト、すなわちメモリコントローラ１５６０及びデュアルバスインタフェースコントローラ
１５７０Ａ、Ｂを含む外部入力及び出力構造、パワープロセッシングエレメント１５５０
と呼ばれるメインプロセッサ、シナジスティックプロセッシングエレメント（ＳＰＥ）１
５１０Ａ～Ｈと呼ばれる８つのコプロセッサ、ならびにエレメントインタコネクトバス１
５８０と呼ばれる、上記コンポーネントを接続する環状データバスを含むアーキテクチャ
を有する。Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ２デバイスのエモーションエンジンの６．２ギガフロ
ップスと比較して、Ｃｅｌｌプロセッサの全体の浮動小数点性能は、２１８ギガフロップ
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スである。
【０１３８】
　パワープロセッシングエレメント（ＰＰＥ）１５５０は、３．２ＧＨｚの内部クロック
で動作している、双方向同時マルチスレッディングパワー１４７０準拠のＰｏｗｅｒＰＣ
コア（ＰＰＵ）１５５５に基づく。それは、５１２ｋＢのレベル２（Ｌ２）キャッシュ及
び３２ｋＢのレベル１（Ｌ１）キャッシュを含む。ＰＰＥ１５５０は、クロックサイクル
当たり８つの単一配置動作が可能であり、これは、３．２ＧＨｚで２５．６ギガフロップ
スとなる。ＰＰＥ１５５０の主な役割は、演算作業負荷の大部分を扱うシナジスティック
プロセッシングエレメント１５１０Ａ～Ｈのためのコントローラとして機能することであ
る。動作時に、ＰＰＥ１５５０は、ジョブキューを保持し、シナジスティックプロセッシ
ングエレメント１５１０Ａ～Ｈのジョブをスケジュールし、それらの進捗をモニタリング
する。その結果、各シナジスティックプロセッシングエレメント１５１０Ａ～Ｈは、カー
ネルを動作させる。カーネルの役割は、ジョブをフェッチしてそれを実行し、ＰＰＥ１５
５０と同期させることである。
【０１３９】
　各シナジスティックプロセッシングエレメント（ＳＰＥ）１５１０Ａ～Ｈは、シナジス
ティックプロセッシングユニット（ＳＰＵ）１５２０Ａ～Ｈ及びメモリフローコントロー
ラ（ＭＦＣ）１５４０Ａ～Ｈをそれぞれ含み、それぞれのＭＦＣ１５４０Ａ～Ｈは、ダイ
ナミックメモリアクセスコントローラ（ＤＭＡＣ）１５４２Ａ～Ｈ、メモリ管理ユニット
（ＭＭＵ）１５４４Ａ～Ｈ、及びバスインタフェース（図示せず）をそれぞれ含む。各Ｓ
ＰＵ１５２０Ａ～Ｈは、３．２ＧＨｚのクロックで作動するＲＩＳＣプロセッサであり、
原則として４ＧＢまで拡張可能な２５６ｋＢのローカルＲＡＭ１５３０Ａ～Ｈを含む。各
ＳＰＥは、理論上２５．６ギガフロップスの単精度性能を示す。ＳＰＵは、１クロックサ
イクルに、４つの単精度浮動小数点部、４つの３２ビット数、８つの１６ビット整数また
は１６の８ビット整数を処理することができる。ＳＰＵは、また、同じクロックサイクル
で、メモリ動作も実行することができる。ＳＰＵ１５２０Ａ～Ｈは、システムメモリＸＤ
ＲＡＭ１４２６に直接アクセスしない。ＳＰＵ１５２０Ａ～Ｈによって形成された６４ビ
ットアドレスは、ＭＦＣ１５４０Ａ～Ｈに渡され、ＭＦＣ１５４０Ａ～Ｈは、エレメント
相互接続バス１５８０及びメモリコントローラ１５６０を経由してメモリにアクセスする
ようにそのＤＭＡコントローラ１５４２Ａ～Ｈに命令する。
【０１４０】
　エレメント相互接続バス（ＥＩＢ）１５８０は、Ｃｅｌｌプロセッサ１４２８内部の論
理的に環状の通信バスであり、それは、上記プロセッサエレメント、即ち、ＰＰＥ１５５
０、メモリコントローラ１５６０、デュアルバスインタフェース１５７０Ａ、Ｂ、及び８
つのＳＰＥ１５１０Ａ～Ｈという、合計１２のパーティシパントを接続する。パーティシ
パントは、１クロックサイクル当たり８バイトの速度で、バスに同時に読み出し及び書き
込みを行うことができる。前述のように、各ＳＰＥ１５１０Ａ～Ｈは、さらに長い読み出
しまたは書み込みシーケンスをスケジュールするためのＤＭＡＣ１５４２Ａ～Ｈを含む。
ＥＩＢは、時計回り方向及び反時計回り方向にそれぞれ２つずつの、４つのチャネルを含
む。したがって、１２のパーティシパントについて、任意の２つのパーティシパント間の
ステップ的に最長のデータフローは、適切な方向に６ステップである。パーティシパント
間のアービトレーションを通じてフル活用する場合、１２スロットに対する理論上のピー
ク瞬間ＥＩＢ帯域幅は、したがって１クロック当たり９６Ｂである。これは、３．２ＧＨ
ｚのクロックレートで３０７．２ＧＢ／ｓ（ギガバイト／秒）の理論上のピーク帯域幅に
相当する。
【０１４１】
　メモリコントローラ１５６０は、Ｒａｍｂｕｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄによって開
発されたＸＤＲＡＭインタフェース１５６２を含む。メモリコントローラは、２５．６Ｇ
Ｂ／ｓの理論上のピーク帯域幅を有するＲａｍｂｕｓＸＤＲＡＭ１４２６とインタフェー
スする。
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【０１４２】
　デュアルバスインタフェース１５７０Ａ、Ｂは、ＲａｍｂｕｓＦｌｅｘＩＯ（登録商標
）システムインタフェース１５７２Ａ、Ｂを含む。インタフェースは、それぞれが８ビッ
ト幅の１２のチャネルに編成されており、その５つの経路がインバウンドであり、７つの
経路がアウトバウンドである。これが、コントローラ１７０Ａを経てＣｅｌｌプロセッサ
とＩ／Ｏブリッジ７００との間、及びコントローラ１７０Ｂを経てＣｅｌｌプロセッサと
ＲｅａｌｉｔｙＳｉｍｕｌａｔｏｒグラフィックスユニット２００との間に、６２．４Ｇ
Ｂ／ｓ（アウトバウンド３６．４ＧＢ／ｓ、インバウンド２６ＧＢ／ｓ）の理論上のピー
ク帯域幅をもたらす。
【０１４３】
　Ｃｅｌｌプロセッサ１４２８によってＲｅａｌｉｔｙＳｉｍｕｌａｔｏｒグラフィック
スユニット１４３０に送信されるデータは、典型的には、表示リストを含み、これは、頂
点を描画する、ポリゴンにテクスチャを適用する、照明条件を指定する、などのためのコ
マンドのシーケンスである。
【０１４４】
　実施形態は、現実世界のユーザをより良好に識別し、アバターまたはシーンのアクティ
ビティを導くための深度データを取り込むことを含んでもよい。物体は、人物が持ってい
る何かであってもよく、人物の手であってもよい。この説明では、「深度カメラ」及び「
３次元カメラ」という用語は、距離または深度情報及び２次元ピクセル情報を取得するこ
とができるな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。別の例示的な深度カメラは、立体カメラ対であ
ってもよく、これは２つの標準カメラを用いて距離情報を三角法で求める。同様に、「深
度感知デバイス」という用語は、距離情報及び２次元ピクセル情報を取得できる任意の種
類のデバイスを指す。
【０１４５】
　３次元イメージの近年の進歩は、リアルタイムの対話型コンピュータアニメーションの
可能性を増大させることを可能にした。特に、新たな「深度カメラ」は、通常の２次元ビ
デオイメージに加えて、３次元の取り込み及びマッピング能力を提供する。新たな深度デ
ータを用いて、本発明の実施形態は、コンピュータ生成された物体を、他の物体の後ろを
含むビデオシーン内の多様な位置にリアルタイムで配置することを可能にする。
【０１４６】
　さらに、本発明の実施形態は、リアルタイムの対話型ゲーム体験をユーザに提供する。
例えば、ユーザは、各種のコンピュータ生成物体とリアルタイムで対話することができる
。さらに、ユーザのゲーム体験を向上させるために、ビデオシーンは、リアルタイムで変
化され得る。例えば、コンピュータ生成されたコスチュームが、ユーザの服の上に挿入さ
れてもよく、コンピュータ生成された光源が、ビデオシーン内に仮想の影を投影するため
に利用されてもよい。それゆえ、本発明の実施形態と深度カメラを用いて、ユーザは、自
分のリビングルーム内で対話型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
、深度カメラは、ビデオ画像を含む複数のピクセルについての２次元データをキャプチャ
する。これらの値は、ピクセルの色値であり、概して、各ピクセルについての赤、緑、及
び青（ＲＧＢ）の値である。このようにして、カメラによって取り込まれた物体が、モニ
タ上に２次元物体として現れる。
【０１４７】
　本発明の実施形態は、分散型の画像処理構成も企図するする。例えば、本発明は、ＣＰ
Ｕなどの１つの場所またはＣＰＵ及び他の１つの素子などの２つの場所で行われる、取り
込み画像及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ＣＰＵ、プロセッサ、またはデバイスにおいて容易に行うことができ、
本質的に、画像処理の全ては、相互接続システム全体に分散され得る。したがって、本発
明は、いかなる特定の画像処理ハードウェア回路及び／またはソフトウェアにも限定され
ない。本明細書で説明される実施形態は、一般的なハードウェア回路及び／またはソフト
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る命令についてのいかなる特定のソースにも限定されない。
【０１４８】
　上記実施形態を考慮して、本発明は、コンピュータシステムに記憶されたデータを伴う
各種のコンピュータ実装された動作を採用し得ると理解されるべきである。これらの動作
は、物理量の物理的操作を必要とする動作を含む。通常、これらの物理量は、記憶され、
移行され、結合され、比較され、及びその他の操作をされることができる電気信号または
磁気信号の形態をとるが、必ずしもそうではない。さらに、実行される操作は、生成、識
別、判断または比較などの用語で呼ばれることが多い。
【０１４９】
　上述の発明は、手持ち式デバイス、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、またはプログラム可能な家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフレーム
コンピュータなどを含む、他のコンピュータシステム構成を用いて実施されてもよい。本
発明は、また、通信ネットワークを通じ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、分散コンピューティング環境でも実施されてもよい。
【０１５０】
　本発明は、また、コンピュータ可読媒体上のコンピュータ可読コードとしても具現化さ
れ得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータシステムによって以後読み取り可能なデ
ータを記憶できる任意のデータ記憶デバイスであり、電磁搬送波を含む。コンピュータ可
読媒体の例は、ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、読み取り専用
メモリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、
ならびに他の光学式及び非光学式データ記憶デバイスを含む。コンピュータ可読媒体は、
また、コンピュータ可読コードが分散型で記憶及び実行されるように、ネットワーク連結
コンピュータシステムにわたって分散され得る。
【０１５１】
　前述の発明は、理解を明確にするため、多少詳細に説明されているが、添付の特許請求
の範囲内において、ある程度の変更及び修正が実施されてもよい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って限定的なものでないと考えられるべきであ
り、本発明は、本明細書で与えられる詳細に限定されるべきではなく、添付の特許請求の
範囲及びその均等物の範囲内において修正されてもよい。
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月22日(2019.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザに装着されたヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に関連付けられたレンダリ
ング空間内において提示するためのコンテンツを識別し、前記コンテンツが、前記ユーザ
からの要求に応答して識別され、前記コンテンツは対話型であり、前記コンテンツについ
ての前記ユーザの対話に基づいて動的に変化するものであり、
　　前記コンテンツについての評価スコアを識別し、
　　前記コンテンツの前記評価スコア及び前記ユーザのユーザプロファイル内で定義され
た評価スコアに基づいて、前記コンテンツの一部の選択的フィルタリングを行うことで前
記コンテンツの動的調整を行い、
　　前記コンテンツの前記一部の前記選択的フィルタリングには、前記ユーザの前記ユー
ザプロファイルで定義された前記評価スコアを満たさない前記コンテンツの前記一部内の
コンポーネントを識別し、
　前記識別されたコンポーネントに対してコンポーネントオーバーレイを選択し、前記コ
ンポーネントオーバーレイは、前記識別されたコンポーネントのコンテキストと一致して
かつ前記ユーザの前記評価スコアを満たすように選択され、
　前記コンポーネントオーバーレイを用いて、前記コンテンツの前記一部内で前記コンポ
ーネントをオーバーレイし、前記オーバーレイの結果、前記コンテンツが前記ユーザの前
記評価スコアを満たし、
　かつ、前記調整された前記コンテンツを前記ヘッドマウントディスプレイに関連付けら
れたレンダリング空間内に提示する、方法。
【請求項２】
　前記コンポーネントは、ビデオコンポーネント、テキストコンポーネント、グラフィッ
クコンポーネント、またはオーディオコンポーネントである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンポーネントがオーディオコンポーネントである場合に、前記選択的フィルタリ
ングでは、前記ユーザの前記ユーザプロファイル内で定義された前記評価スコアを満たす
異なるオーディオコンポーネントを識別し、
　前記ユーザ用の前記評価スコアを満たさない前記オーディオコンポーネントの一部を選
択して、前記異なるオーディオコンポーネントの前記一部を置換し、
　かつ、前記異なるオーディオコンポーネントの前記一部によって、ユーザの評価スコア
を満たしていないオーディオコンポーネントの前記一部の選択的置換を行い、
　前記選択的置換によって、前記コンテンツのレンダリング中に、前記オーディオコンポ
ーネントの前記一部の代わりに、前記異なるオーディオコンポーネントの一部を表示する
ことが可能となる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンポーネントがオーディオコンポーネントである場合に、前記選択的フィルタリ
ングでは、前記ユーザの前記ユーザプロファイル内で定義された前記評価スコアを満たす
異なるグラフィックコンポーネント、または異なるテキストまたは異なるビデオを識別し
、
　フィルタリングする必要がある前記グラフィックコンポーネントまたは前記テキストま
たは前記ビデオの前記一部に対して、前記異なるグラフィックコンポーネントまたは異な
るテキストまたは異なるビデオの一部を選択し、
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　かつ、前記ユーザの前記評価スコアを満たさない前記グラフィックコンポーネントまた
は前記テキストまたは前記ビデオの前記一部を、前記異なるグラフィックコンポーネント
または前記異なるテキストまたは前記異なるビデオの一部によって選択的オーバーレイを
行い、
　前記選択的オーバーレイによって、前記コンテンツのレンダリングの間に、前記グラフ
ィックコンポーネントまたは前記テキストまたは前記ビデオの前記一部の代わりに、前記
異なるグラフィックコンポーネントまたは前記異なるテキストまたは前記異なるビデオの
前記一部のレンダリングが可能となる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテンツの動的調整は、セッション中で継続され、異なるコンポーネントと、前
記ユーザの前記評価スコアを満たさない前記コンテンツの前記異なるコンポーネントの異
なる一部とが選択的にフィルタリングされるものであり、
　前記レンダリング空間内に提示される前記コンテンツとの前記ユーザの対話によって判
断される前記コンテンツ内の変化に基づいて、前記異なるコンポーネントの前記異なるコ
ンテンツの異なる部分が選択的にフィルタリングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記レンダリング空間内において、前記ユーザの前記ユーザプロファイルについての事
前定義されたフィルタリングルールを更新するためのオプションを提供して、前記ユーザ
の前記ユーザプロファイルに対して不適切なコンテンツの前記レンダリング空間内でのレ
ンダリングを防ぐことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　選択的フィルタリングのための前記コンテンツの前記一部が、事前定義されたフィルタ
リングルールを前記コンテンツに適用することによって識別され、前記事前定義されたフ
ィルタリングルールが、前記コンテンツを要求する前記ユーザの前記ユーザプロファイル
に固有である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　選択的フィルタリングのために適用される前記事前定義されたフィルタリングルールが
、前記ユーザの人口統計もしくはユーザ属性、または前記コンテンツと対話する他のユー
ザのユーザ属性、または前記レンダリング空間内にレンダリングされる前記コンテンツに
おいて検出されるアクション、または前記コンテンツの前記一部のコンテキスト、または
前記コンテンツの前記一部の評価スコア、またはこれらの２つ以上の組み合わせに基づく
、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記評価スコアが、コンテンツ発行者、コンテンツプロバイダ、または１人もしくは複
数のユーザ、または認可された評価ソース、または過去の評価、またはこれらの２つ以上
の組み合わせからの評価データに基づいて生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＨＭＤに関連付けられた前記レンダリング空間は、前記ＨＭＤのディスプレイ画面
、前記ＨＭＤの外側ディスプレイ面、または前記コンテンツが前記ＨＭＤの１つ以上のメ
カニズムを用いて表示されディスプレイ空間である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピューティングデバイスによって実行されて、ユーザからの要求に応答して、前記
ユーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に関連付けられたレンダリング空間内に
レンダリングするために識別されるコンテンツを制御するように構成されるコンテンツス
トリーミングプロセッサモジュールを有し、
レンダリングするために提供される前記コンテンツは対話型であり、かつ、前記ユーザに
よる対話に基づいて動的に変化し、
　前記コンテンツストリーミングプロセッサモジュールは、
　前記コンテンツについて識別される評価スコアと、前記コンテンツを要求する前記ユー
ザのユーザプロファイル内で定義される評価スコアと、に基づいて、前記コンテンツの一
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部を選択的にフィルタリングすることによって調整されたコンテンツを制作するように構
成されるコンテンツフィルタリングモジュールを備え、
　前記コンテンツの前記一部が前記ユーザの前記ユーザプロファイルに対して定義された
前記評価スコアを満たさない場合、
　前記コンテンツフィルタリングモジュールは、前記ユーザプロファイル内で定義された
前記評価スコアを満たさない前記コンテンツの前記一部内のコンポーネントを識別して当
該コンポーネントをフィルタリングするように構成されており、
　前記識別されたコンポーネントに対してコンポーネントオーバーレイを選択し、前記コ
ンポーネントオーバーレイは、前記識別されたコンポーネントのコンテキストと一致して
かつ前記ユーザの前記評価スコアを満たすように選択され、
　前記コンポーネントオーバーレイを用いて、前記コンテンツの前記一部内で前記識別さ
れたコンポーネントをオーバーレイし、前記オーバーレイの結果、前記コンテンツが前記
ユーザの前記ユーザのユーザプロファイル内で定義された前記評価スコアを満たし、
　前記ＨＭＤを装着中のユーザから前記コンテンツについて受信される対話型入力を処理
するように構成されるコンテンツ対話機能モジュールを備え、前記対話型入力は、前記レ
ンダリング空間内にレンダリングするために識別される前記コンテンツを更新するために
使用されるものであり、かつ、
　　前記ユーザからの前記要求に応答して、前記レンダリング空間内にレンダリングする
ために、前記調整されたコンテンツをフォーマットするように構成される、コンテンツレ
ンダリングモジュールを備えるものである、システム。
【請求項１２】
　１つもしくは複数のコンテンツ発行者、または１つもしくは複数の認可された評価ソー
ス、または１つもしくは複数のユーザ、または過去評価データベース内に保持される過去
の評価、またはこれらの２つ以上の組み合わせから前記コンテンツについての評価データ
を取得することによって、前記コンテンツについての評価スコアを生成するように構成さ
れる動的評価生成手段モジュールをさらに有する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　入力デバイスを通じて及び前記ＨＭＤを通じて、前記ユーザによって提供される入力を
受信し、前記入力を解釈するように構成される入力処理モジュールを有し、解釈された前
記入力が、前記コンテンツ対話機能モジュールに対話入力として提供されて前記レンダリ
ング空間内において提示される前記コンテンツを調整し、またはユーザ評価モジュールに
提供されて前記ユーザの前記評価スコア及び／または前記コンテンツに影響を与えるもの
である、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　配置及びナビゲーションモジュールをさらに有し、この配置及びナビゲーションモジュ
ールは、
　　前記ＨＭＤを装着中の前記ユーザに関連する画像データ、及び前記コンテンツについ
ての入力を提供するために使用される入力デバイスに関連する画像データをキャプチャし
、
　　前記ユーザの相対位置、前記ＨＭＤの相対配置、前記入力デバイスの相対配置を判断
するために前記画像データを分析し、
　　取り込まれた前記画像データの前記分析に基づいて前記レンダリング空間内のユーザ
入力の動き及び方向を判断し、前記コンテンツフィルタリングモジュールが、動きの前記
方向に提示されるべき前記コンテンツを事前分析し、前記ユーザプロファイルに従って前
記コンテンツのコンポーネントを選択的に事前フィルタリングできるようにするために、
前記ユーザ入力の前記動き及び方向が前記コンテンツフィルタリングモジュールに提供さ
れるものであり、かつ、前記事前分析及び事前フィルタリングが、前記ユーザ入力によっ
て定義される前記方向に前記ユーザが動くことを予想して実行されるように構成されるも
のである、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記ユーザについて定義される前記ユーザプロファイルに従って適用される、事前定義
されたフィルタリングルールを決定するように構成されるユーザプロファイルモジュール
をさらに有し、前記ユーザプロファイルが、ユーザ嗜好及び前記コンテンツを視聴するた
めの前記ユーザに提供された権利を識別するものである、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コンテンツストリーミングプロセッサモジュールが、ＶＲ空間内に提示される前記
コンテンツの評価、コンテンツ発行者の評価、及び前記コンテンツと対話する他のユーザ
の評価を可能とするために、前記ＨＭＤを装着中の前記ユーザにユーザインタフェースを
提供するようにさらに構成され、前記評価が、ユーザ評価モジュールによって取り込まれ
、前記ユーザ及び／もしくは前記コンテンツに関連する評価スコアを生成または調整する
ために動的評価生成手段モジュールに転送される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コンテンツが、前記ユーザ、ソーシャルコンタクト、アプリケーションによって生
成され、またはコンテンツ発行者から取り出される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記コンテンツフィルタリングモジュールは、音声重畳修正手段を有し、前記音声重畳
修正手段は、選択的にフィルタリングされるべき前記コンテンツの前記一部に関連付けら
れるオーディオコンポーネントについてのオーディオコンポーネントオーバーレイを識別
して、かつ、前記オーディオコンポーネントを前記識別されたオーディオコンポーネント
で選択的に置換し、前記オーディオコンポーネントオーバーレイは前記ユーザの前記ユー
ザプロファイルに従って選択されるものであり、
　かつ、画像重畳修正手段を有し、前記画像重畳修正手段は、ビデオコンポーネントの一
部に対するビデオコンポーネントオーバーレイまたはテキストコンポーネントオーバーレ
イまたはグラフィックコンポーネントオーバーレイ、テキストコンポーネント、または、
選択的にフィルタリングされるべき前記コンテンツの前記一部に関連付けられたグラフィ
ックコンポーネントを識別し、
　かつ、ビデオコンポーネントオーバーレイまたはテキストコンポーネントオーバーレイ
またはグラフィックコンポーネントオーバーレイを、対応するビデオコンポーネントまた
はテキストコンポーネントまたはグラフィックコンポーネントに選択的にオーバーレイす
るものであり、
　前記ビデオコンポーネントオーバーレイ、テキストコンポーネントオーバーレイ、また
はグラフィックコンポーネントオーバーレイは、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに
従って選択される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　ユーザに装着されたヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構に
よって定義されるレンダリング空間内で提示されるコンテンツを識別し、
　前記コンテンツが、前記ユーザからの要求に応答して識別され、前記コンテンツは対話
型であり、前記コンテンツについての前記ユーザの対話に基づいて動的に変化するもので
あり、
　前記コンテンツについての評価スコアを識別し、
　識別された前記評価スコア及び前記ユーザのユーザプロファイルに基づいて、前記コン
テンツの一部を選択的にフィルタリングすることで前記コンテンツの動的調整を行い、
　前記調整された前記コンテンツを前記ヘッドマウントディスプレイを通じてアクセスさ
れたレンダリング空間内に提示し、 
　前記コンテンツの前記動的調整では、
　　フィルタリングで除去された前記コンテンツの一部のコンテキストに類似するコンテ
キストを有する、前記レンダリング空間において提示される前記コンテンツの特定部分を
識別するために、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる事前定義された
フィルタリングルールに従って、前記レンダリング空間内に提示される前記コンテンツの
履歴をレビューし、
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　　将来のレンダリング中に前記コンテンツの前記特定部分のフィルタリングが可能とな
るように、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられた前記事前定義されたフ
ィルタリングルールを更新するためのオプションを提供し、前記履歴のレビュー及び前記
事前定義されたフィルタリングルールの更新は周期的に実行される、方法。
【請求項２０】
コンピューティングデバイスによって実行されて、ユーザからの要求に応答して、前記ユ
ーザのヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構によって定義され
るレンダリング空間内にレンダリングするために識別されるコンテンツを制御するように
構成されるコンテンツストリーミングプロセッサモジュールを有し、レンダリングするた
めに提供される前記コンテンツは前記ユーザによるアクションまたは対話に基づいて動的
に変化する対話型ストリーミングコンテンツであり、
前記コンテンツストリーミングプロセッサモジュールは、選択的にフィルタリングされた
前記コンテンツの一部が前記ユーザのユーザプロファイルに対して定義された評価スコア
を満たさない場合に、前記コンテンツを要求する前記ユーザのユーザプロファイル及び前
記コンテンツについて識別される評価スコアに基づいて、前記コンテンツの前記一部を選
択的にフィルタリングすることによって調整されたコンテンツを制作するように構成され
るコンテンツフィルタリングモジュールを備え、
　前記ＨＭＤを装着中のユーザから前記コンテンツについて受信される対話型入力を処理
するように構成されるコンテンツ対話機能モジュールを備え、前記対話型入力は、前記レ
ンダリング空間内にレンダリングするために識別される前記コンテンツを更新するために
使用されるものであり、かつ、
　前記ユーザからの前記要求に応答して、前記レンダリング空間内にレンダリングするた
めに、前記調整されたコンテンツをフォーマットするように構成される、コンテンツレン
ダリングモジュールを備え、
　前記コンテンツフィルタリングモジュールが、
　 　前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる事前定義されたフィルタリ
ングルールに従って前記レンダリング空間内にレンダリングするために提示された前記コ
ンテンツの履歴をレビューし、前記レビューが、フィルタリングで除去された前記コンテ
ンツの前記一部のコンテキストに類似するコンテキストを有する、前記レンダリング空間
内に提示される前記コンテンツの特定部分を識別し、前記履歴が、コンテンツ履歴データ
ベースから取り出され、
　　前記ユーザの前記ユーザプロファイルについての前記事前定義されたフィルタリング
ルールを更新するためのオプションを提供し、更新された前記フィルタリングルールが、
前記ユーザへの前記コンテンツの将来のレンダリング中に前記コンテンツの前記特定部分
をフィルタリングするために使用される、システム。 
【請求項２１】
　前記ＨＭＤを装着中の異なるユーザのユーザプロファイルを保持するユーザプロファイ
ルデータベースと、コンテンツ及びユーザについての評価履歴を保持する過去評価データ
ベースと、各ユーザによって視聴されたコンテンツを保持するコンテンツ履歴データベー
スと、コンテンツ発行者及び１つまたは複数の評価ソースによって提供される前記コンテ
ンツの評価を保持する発行者評価データベースと、ユーザについてのソーシャルコンタク
ト情報を保持するソーシャルコンタクトデータベースであって、前記ソーシャルコンタク
ト情報が、１つまたは複数のソーシャルネットワークから取得される、前記ソーシャルコ
ンタクトデータベースと、をさらに含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　実行時にコンピュータシステムに方法を実行させる、コンピュータ実行可能命令を記憶
したコンピュータ可読記憶媒体であって、
　ユーザに装着されたヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の１つまたは複数の機構に
よって定義されるレンダリング空間内に提示するためのコンテンツを識別するためのプロ
グラム命令を有し、前記コンテンツは、前記ユーザからの要求に応答して識別され、前記
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コンテンツは対話型で、前記ユーザの対話に基づいて動的に変化するものであり、
　前記コンテンツについての評価スコアを識別するためのプログラム命令を有し、
　識別された前記評価スコア及び前記ユーザのユーザプロファイルに基づいて前記コンテ
ンツの一部を選択的にフィルタリングすることで前記コンテンツの動的調整を行うための
プログラム命令を有し、
　調整された前記コンテンツを前記ＨＭＤの前記機構を通じてアクセスされる前記レンダ
リング空間内で提示するためのプログラム命令を有し、
　前記コンテンツの動的調整は、セッション中で継続され、前記レンダリング空間内に提
示される前記コンテンツとの前記ユーザの対話によって判断される前記コンテンツ内の変
化に基づいて、前記コンテンツの異なる部分が選択的にフィルタリングされ、 
　フィルタリングで除去された前記コンテンツの前記一部のコンテキストに類似するコン
テキストを有する、前記コンテンツの特定部分を識別するために、前記ユーザの前記ユー
ザプロファイルに関連付けられる事前定義されたフィルタリングルールに従って、前記レ
ンダリング空間内にレンダリングするために提示されたコンテンツの履歴をレビューする
ためのプログラム命令と、
　将来のレンダリング中に前記コンテンツの前記特定部分のフィルタリングを可能にする
ように、前記ユーザの前記ユーザプロファイルに関連付けられる前記事前定義されたフィ
ルタリングルールを更新するためのオプションを提供するためのプログラム命令であって
、前記履歴を前記レビューすること及び前記事前定義されたフィルタリングルールを更新
することが周期的に実行される、前記プログラム命令と、をさらに含む、コンピュータ可
読記憶媒体。
【請求項２３】
　前記コンテンツを調整するためのプログラム命令が、
　選択的にフィルタリングされる必要がある前記コンテンツの前記一部に関連付けられる
コンポーネントを識別するためのプログラム命令と、
　選択的にフィルタリングされている前記コンポーネントの前記一部について識別される
コンポーネント重畳を用いて、前記コンテンツの前記一部の前記識別されるコンポーネン
トの一部を選択的に重畳するためのプログラム命令と、をさらに含む、請求項２２に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
 　前記ユーザの前記ユーザプロファイルに対して不適切なコンテンツの前記レンダリン
グ空間内でのレンダリングを防ぐために、前記ユーザの前記ユーザプロファイルについて
事前定義されたフィルタリングルールを更新するためのオプションを提供するためのプロ
グラム命令をさらに含む、請求項２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
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