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(57)【要約】
【課題】　拡張されるプライベート・エンティティを含
む環境のビデオストリームを拡張するためのコンピュー
タ実施方法、システム、コンピュータ・プログラムを提
供する。
【解決手段】　拡張されるプライベート・エンティティ
を含む環境のビデオストリームを拡張する。環境のビデ
オが、環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を
識別するために、エンティティ認識アルゴリズムに従っ
て処理される。識別したエンティティ及びプライベート
・エンティティに関する情報に基づいて、識別したエン
ティティを拡張するかどうかを判断する。識別したエン
ティティを拡張すると判断される場合、ビデオストリー
ムは、識別したエンティティの少なくとも部分を、ビデ
オ内の識別したエンティティの部分を覆い隠すように適
合されたグラフィカル要素と置き換えるように修正され
る。エンティティを覆い隠すようにビデオストリームを
修正することにより、環境内のプライベート又は個人情
報が、ビデオストリームの視聴者に表示されることが防
止される。



(2) JP 2019-512933 A 2019.5.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張されるプライベート・エンティティを含む環境のビデオストリーム（３０５）を拡
張するコンピュータ実施方法であって、
　前記環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認
識アルゴリズムに従って前記ビデオストリームを処理すること（６４０）と、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生
成すること（６５０）と、
　前記生成された識別エンティティ情報及び前記プライベート・エンティティに関するプ
ライベート・エンティティ情報に基づいて、前記識別したエンティティを拡張するかどう
かを判断すること（６６０）と、
　前記識別したエンティティを拡張すると判断される場合、前記識別したエンティティの
少なくとも部分を、前記ビデオ内の前記識別したエンティティの前記部分を覆い隠すよう
に適合されたグラフィカル要素（３６０）に置き換えるように、前記ビデオストリームを
修正すること（６８０）と、
を含む、方法、
【請求項２】
　拡張される前記プライベート・エンティティについて記述するユーザ入力を受け取るこ
と（６１０）と、
　前記受け取ったユーザ入力に基づいて前記プライベート・エンティティ情報を生成する
こと（６２０）と、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プライベート・エンティティ情報は、
　前記プライベート・エンティティの場所を表すプライベート・エンティティ場所情報、
　前記プライベート・エンティティの向きを表すプライベート・エンティティ向き情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表すプライベート
・エンティティ幾何学情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの色を表すプライベート・エンティ
ティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記プライベート・エンティティの位置を表すプライベート・エ
ンティティ３Ｄ座標情報
のうちの少なくとも１つを含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
　前記識別エンティティ情報は、
　前記ビデオストリームをキャプチャするように適合されたビデオ・キャプチャ・デバイ
スの視聴方向を表す撮影方向情報、
　前記ビデオ・キャプチャ・デバイスの位置を表す撮影位置情報、
　前記識別したエンティティの場所を表す識別エンティティ場所情報、
　前記識別したエンティティの向きを表す識別エンティティ向き情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表す識別エンティティ幾
何学情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの色を表す識別エンティティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記識別したエンティティの位置を表す識別エンティティ３Ｄ座
標情報
のうちの少なくとも１つを含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記識別したエンティティを拡張するかどうかを判断するステップは、
　前記識別したエンティティが、プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又
は前記プライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して
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位置しているかを判断することと、
　前記識別したエンティティが、前記プライベート・エンティティと実質的に合致する、
又は前記プライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接し
て位置していると判断される場合、前記識別したエンティティを拡張すると決定すること
と、
を含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記ビデオストリームを修正するステップ（６８０）は、前記識別したエンティティが
、前記プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又は前記プライベート・エン
ティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置しているかを判断する
ことに基づいて、前記グラフィカル要素（３６０）を生成することを含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記ビデオストリームを修正するステップ（６８０）は、前記グラフィカル要素（３６
０）を生成し、これが前記識別したエンティティの簡略化した３Ｄモデルを表すようにす
ることを含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記グラフィカル要素は、前記識別したエンティティの前記部分のマスクした又はぼか
したバージョンを含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記識別したエンティティを拡張するかどうかを判断するステップ（６６０）は、
　前記ビデオストリームのターゲット視聴者の視聴特権又はアクセス権を判断することと
、
　前記ターゲット視聴者の視聴特権又はアクセス権が所定の要件を満たさない場合、前記
識別したエンティティを拡張すると決定することと、
を含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記修正されたビデオストリームを前記環境から遠隔に位置する人に表示することをさ
らに含む、前記請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　拡張されるプライベート・エンティティを含む環境のビデオストリームを拡張するため
のコンピュータ・プログラム製品であって、
　処理回路により読み取り可能であり、請求項１から請求項１０までのいずれかに記載の
方法を実行するための前記処理回路により実行される命令を格納するコンピュータ可読ス
トレージ媒体を含む、コンピュータ・プログラム製品。
【請求項１２】
　拡張されるプライベート・エンティティを含む環境のビデオストリーム（３０５）を拡
張するための拡張システム（３００）であって、
　前記環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認
識アルゴリズムに従って前記環境の前記ビデオストリームを処理するように適合されたビ
デオ処理ユニット（３１０）と、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生
成するように適合された情報生成器（３２０）と、
　前記生成された識別エンティティ情報及び前記プライベート・エンティティに関するプ
ライベート・エンティティ情報に基づいて、前記識別したエンティティを拡張するかどう
かを判断するように適合された処理ユニット（３３０）と、
　前記識別したエンティティを拡張すると判断される場合、前記識別したエンティティの
少なくとも部分を、前記ビデオストリーム内の前記識別したエンティティの前記部分を覆
い隠すように適合されたグラフィカル要素（３６０）と置き換えるように、前記ビデオス
トリームを修正するように適合されたビデオ修正ユニット（３４０）と、
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を含む、システム。
【請求項１３】
　拡張される前記プライベート・エンティティについて記述するユーザ入力を受け取るよ
うに適合されたユーザ入力インターフェース（３８０）をさらに含み、前記情報生成器は
、前記受け取ったユーザ入力に基づいて前記プライベート・エンティティ情報を生成する
ようにさらに適合される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記プライベート・エンティティ情報は、
　前記プライベート・エンティティの場所を表すプライベート・エンティティ場所情報、
　前記プライベート・エンティティの向きを表すプライベート・エンティティ方角情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表すプライベート
・エンティティ幾何学情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの色を表すプライベート・エンティ
ティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記プライベート・エンティティの位置を表すプライベート・エ
ンティティ３Ｄ座標情報
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２又は請求項１３のいずれかに記載のシステム
。
【請求項１５】
　前記識別エンティティ情報は、
　前記ビデオストリームをキャプチャするように適合されたビデオ・キャプチャ・デバイ
スの撮影方向を表す撮影方向情報、
　前記ビデオ・キャプチャ・デバイスの位置を表す撮影位置情報、
　前記識別したエンティティの場所を表す識別エンティティ場所情報、
　前記識別したエンティティの向きを表す識別エンティティ向き情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表す識別エンティティ幾
何学情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの色を表す識別エンティティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記識別したエンティティの位置を表す識別エンティティ３Ｄ座
標情報
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２から請求項１４までのいずれかに記載のシス
テム。
【請求項１６】
　前記処理ユニット（３３０）は、前記識別したエンティティが、プライベート・エンテ
ィティと実質的に合致するか、又は前記プライベート・エンティティ内に、その上に、そ
の下に、若しくはこれに近接して位置しているかを判断し、前記識別したエンティティが
、前記プライベート・エンティティと実質的に合致する、又は前記プライベート・エンテ
ィティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置していると判断される場
合、前記識別したエンティティを拡張すると決定するようにさらに適合される、請求項１
２から請求項１５までのいずれかに記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ビデオ修正ユニット（３４０）は、前記処理ユニットが、前記識別したエンティテ
ィが、前記プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又は前記プライベート・
エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置しているかを判断
することに基づいて、前記グラフィカル要素（３６０）を生成するように適合される、請
求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ビデオ修正ユニット（３４０）は、前記グラフィカル要素（３６０）を生成し、こ
れが前記識別したエンティティの簡略化した３Ｄモデルを表すように適合される、請求項
１２から請求項１７までのいずれかに記載のシステム。
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【請求項１９】
　前記グラフィカル要素（３６０）は、前記識別したエンティティの前記部分のマスクし
た又はぼかしたバージョンを含む、請求項１２から請求項１８までのいずれかに記載のシ
ステム。
【請求項２０】
　前記ビデオストリーム（３０５）は、前記環境のライブ・ビデオストリームを含む、請
求項１２から請求項１９までのいずれかに記載のシステム。
【請求項２１】
　前記修正されたビデオストリームを前記環境から遠隔に位置する人に表示するように適
合されたディスプレイ・ユニット（３９０）をさらに含む、請求項１２から請求項２０ま
でのいずれかに記載のシステム。
【請求項２２】
　コンピュータ可読媒体上に格納され、デジタル・コンピュータの内部メモリ内にロード
可能なコンピュータ・プログラムであって、前記プログラムがコンピュータ上で実行され
るとき、請求項１から請求項１０までのいずれかに記載の方法を実行するためのソフトウ
ェア・コード部分を含む、コンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオストリーム（video stream）を拡張する（augment）分野に関し、よ
り具体的には、プライベート情報を含む環境のビデオストリームを拡張することに関する
。
　本発明はさらに、データ処理システムのプロセッサがこうした方法を実施するのを可能
にするコンピュータ可読プログラム・コードを含むコンピュータ・プログラム製品に関す
る。
　本発明はさらに、こうした方法を実施するように適合された処理ユニットを含む拡張シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境のビデオをキャプチャするために使用することができるデバイスは、広く知られて
おり、利用可能である。こうしたビデオ・キャプチャ・デバイスを、例えば環境のライブ
・ビデオストリームを付加的なディスプレイ情報で拡張することにより、環境のユーザ・
エクスペリエンスを拡張するように適合させる又は使用することも知られている。
【０００３】
　環境のビデオストリームを表示することによりユーザのエクスペリエンスを拡張しよう
とする周知のデバイス又はシステムとして、仮想現実（Virtual Reality、ＶＲ）ヘッド
・マウント（head-mounted）ディスプレイ・システム、スマートフォン・ベースの拡張現
実（Augmented Reality、ＡＲ）システム、Ｈｏｌｏｌｅｎｓ（登録商標）、Ｏｃｕｌｕ
ｓ　Ｒｉｆｔ（登録商標）等が挙げられる。
【０００４】
　これらのデバイス及びシステムの多くは、ユーザ・ビュー（view）を第２の視聴者（vi
ewer）と共有できるように適合される。従って、ユーザ（すなわち、ＶＲヘッド・マウン
ト・ディスプレイの着用者）が見ているものを他の人が見ることができるように、ＶＲヘ
ッド・マウント・ディスプレイ・システムのユーザに表示されるビデオストリームを他の
人と共有することができる。ビデオの共有は、例えば、ＩＰベースのビデオ通話、専用ビ
デオ通信リンク、又はビデオ・ブロードキャスト・チャネルを介して実施することができ
る。従って、こうした使用例は、ユーザが、信頼できないサード・パーティが共有ビデオ
を視聴するのを潜在的に可能にすることを含み得る。
【０００５】
　潜在的に信頼できないサード・パーティに通信される（例えば、伝送、送信、又はブロ
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ードキャストされる）ビデオの例において、ビデオ撮影される（videoed）環境は、ブロ
ードキャストされる（例えば、信頼できない又は未知のサード・パーティにより視聴され
る）ことをユーザが望まない情報、オブジェクト、エンティティ、アイテム等を含むこと
がある。例えば、ユーザが、ビデオを介して遠隔にいる配管エンジニアに壊れた管のビュ
ーを共有すること、又は関心を持っている人々のグループに自宅のインテリアを見せるこ
とを喜んですることはあるが、ユーザは、例えば、自分のデスクの上にある機密の（conf
idential）／センシティブな（sensitive）書類のビューを共有することを望まないかも
しれない。しかしながら、ビデオを介して必要なビューを提供する趣旨を考えると、ビデ
オにおいて機密の／センシティブな書類が可視であること（従って、ビデオの視聴者に可
視であること）が避けられない場合がある。
【０００６】
　コンテンツ作成者が、ビデオの視聴者が見ることを望まないビデオの部分をぼやけさせ
る（blur out）ようにビデオを後処理することが知られている。しかしながら、こうした
後処理の概念及び技術は、ビデオが作成された後のコンテンツ作成者（例えば、編集者）
の制御又は入力を必要とする。また、そのことは、一般的には、視聴のために通信できる
前にビデオを処理するための労働／入力集約的なリソースも必要とする。従って、既存の
後処理技術は、著しい処理リソース及び時間遅延を伴う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、当技術分野において、上述の問題に対処するための必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の態様から見ると、本発明は、拡張されるプライベート・エンティティを含む環境
のビデオストリームを拡張するコンピュータ実施方法を提供し、この方法は、環境内のエ
ンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認識アルゴリズムに
従ってビデオストリームを処理することと、識別したエンティティ（identified entity
）の少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成することと、生成された
識別エンティティ情報及びプライベート・エンティティに関するプライベート・エンティ
ティ情報に基づいて、識別したエンティティを拡張するかどうかを判断することと、識別
したエンティティを拡張すると判断された場合、識別したエンティティの少なくとも部分
を、ビデオ内の識別したエンティティの部分を覆い隠す（obscure）ように適合されたグ
ラフィカル要素と置き換えるように、ビデオストリームを修正することと、を含む。
【０００９】
　更に別の態様から見ると、本発明は、拡張されるプライベート・エンティティを含む環
境のビデオストリームを拡張するためのコンピュータ・プログラム製品を提供し、このコ
ンピュータ・プログラム製品は、処理回路により読み取り可能であり、本発明のステップ
を実行する方法を実施するための処理回路により実行される命令を格納する、コンピュー
タ可読ストレージ媒体を含む。
【００１０】
　更に別の態様から見ると、本発明は、拡張されるプライベート・エンティティを含む環
境のビデオストリームを拡張するための拡張システムを提供し、このシステムは、環境内
のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認識アルゴリズ
ムに従って環境のビデオストリームを処理するように適合されたビデオ処理ユニットと、
識別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成する
ように適合された情報生成器と、生成された識別エンティティ情報及びプライベート・エ
ンティティに関するプライベート・エンティティ情報に基づいて、識別したエンティティ
を拡張するかどうかを判断するように適合された処理ユニットと、識別したエンティティ
を拡張すると判断された場合、識別したエンティティの少なくとも部分を、ビデオ内の識
別したエンティティの部分を覆い隠すように適合されたグラフィカル要素と置き換えるよ
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うに、ビデオストリームを修正するように適合されたビデオ修正ユニットとを含む。
【００１１】
　更に別の態様から見ると、本発明は、コンピュータ可読媒体上に格納され、デジタル・
コンピュータの内部メモリ内にロード可能なコンピュータ・プログラムであって、プログ
ラムがコンピュータ上で実行されるとき、本発明のステップを実行するためのソフトウェ
ア・コード部分を含む、コンピュータ・プログラムを提供する。
【００１２】
　提案されるのは、視聴されるビデオ内の情報のプライバシー又は機密性を保持しながら
、環境から遠隔に位置する人により、ビデオストリームを視聴することができるように、
プライベート又は機密情報を含む環境のビデオストリームを拡張する概念である。環境に
おいてプライベート・エンティティを識別することを可能にすることにより、ビデオが拡
張されるエンティティ（プライベート・エンティティ自身、又はプライベート・エンティ
ティと所定の特別な関係を有するエンティティ）を含むかどうかを識別するために、環境
のビデオを処理することができる。次に、識別したエンティティが、ビデオの視聴者によ
り視聴されることを防止するように、ビデオを変更することができる。例えば、識別した
エンティティは、ぼかすこと、マスクすること、ブロックすること、又は異なる画像に置
き換えることができ、ビデオは、関連するプライベート情報、センシティブ情報、又は機
密情報を表示しない。
【００１３】
　特に、識別したエンティティに関する情報及び環境のプライベート・エンティティに関
する情報に基づいて、環境のビデオストリームにおいて識別されたエンティティを拡張す
るかどうかを判断し、次に、識別したエンティティ、及び／又はこれが含み得るセンシテ
ィブ／プライベート情報の表示を防止するように、識別したエンティティ（の少なくとも
部分）を、識別したエンティティ（の少なくとも部分）を覆い隠すグラフィカル要素と置
き換えるように、ビデオストリームを修正することが提案される。例えば、プライベート
・エンティティに関する種々のタイプの情報を用いることにより、実施形態は、プライバ
シー／機密性を依然として保持しながら、環境及び／又はプライベート・エンティティの
変化に対応することができる。
【００１４】
　また、ビデオストリームからの情報と共に、拡張されるプライベート・エンティティに
ついての所定の情報を利用することにより、ビデオストリームをリアルタイムで処理及び
修正することができ、ビデオ環境内のプライベート又は機密のコンテンツを危うくする（
例えば、露出する、又は可視に／見えるようにする）ことなく、ライブ方式で１又は複数
の遠隔視聴者にブロードキャストできることも留意されたい。
【００１５】
　ビデオストリームの修正は、例えば、視聴者の視聴特権及び／又はセキュリティ証明書
によって決まり得る。従って、実施形態は、視聴者の認証特権又は信頼性に応じて、ビデ
オをキャプチャし、遠隔ユーザにブロードキャストすることを可能にすることができ、視
聴されるビデオにおいて、環境内の特定のプライベート情報を選択的に表示すること又は
覆い隠すことができる。実施形態はまた、拡張現実システム／方法で用いられる環境内の
プライバシー・ゾーン又はエリアの実装も可能にする。
【００１６】
　さらに、実施形態により、ビデオストリームを処理し、及び／又はビデオストリーム内
のエンティティを識別及び追跡するための多くの異なる方法を用いることができ、その幾
つかは、仮想現実及び拡張現実システムにおいて広く知られており、用いられている。従
って、実施形態の技術的要件は、既に周知であり、広く利用可能であり、従って、実施形
態を比較的容易に及び／又は安価に実施することが可能である。
【００１７】
　実施形態は、拡張されるプライベート・エンティティを記述するユーザ入力を受け取る
ことと、受け取ったユーザ入力に基づいてプライベート・エンティティ情報を生成するこ
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ととをさらに含むことができる。従って、こうした実施形態は、ユーザが、プライベート
又は機密に保持することを望む環境内のアイテム、オブジェクト、領域、又はエンティテ
ィにタグ付けすることを可能にする。次に、ユーザ入力情報を用いて、プライベート／機
密のオブジェクト、領域、又はエンティティについての情報及び規則を生成し、それによ
り、環境のビデオストリームにおけるその識別及び拡張を可能にすることができる。この
ことは、高度の柔軟性をもたらし、また、環境における変化に対応することもできる。
【００１８】
　プライベート・エンティティ情報は、プライベート・エンティティの場所を表すプライ
ベート・エンティティ場所情報、プライベート・エンティティの向きを表すプライベート
・エンティティ方角情報、プライベート・エンティティの少なくとも１つの幾何学的特性
を表すプライベート・エンティティ幾何学情報、プライベート・エンティティの少なくと
も１つの色を表すプライベート・エンティティ色情報、及び３Ｄ座標空間におけるプライ
ベート・エンティティの位置を表すプライベート・エンティティ３Ｄ座標情報のうちの少
なくとも１つを含むことができる。従って、様々な情報を用いて、環境内のプライベート
・オブジェクト／エンティティについて記述することができ、それにより、環境のビデオ
ストリームにおけるプライベート・オブジェクト／エンティティの存在を判断する際に、
高度な柔軟性又は精度が可能になる。
【００１９】
　識別エンティティ情報は、ビデオストリームをキャプチャするように適合されたビデオ
・キャプチャ・デバイスの撮影方向（viewing direction）を表す撮影方向情報、ビデオ
・キャプチャ・デバイスの位置を表す撮影位置（viewing position）情報、識別したエン
ティティの場所を表す識別エンティティ場所情報、識別したエンティティの向きを表す識
別エンティティ方角情報、識別したエンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表す
識別エンティティ幾何学情報、識別したエンティティの少なくとも１つの色を表す識別エ
ンティティ色情報、及び３Ｄ座標空間における識別したエンティティの位置を表す識別エ
ンティティ３Ｄ座標情報のうちの少なくとも１つを含むことができる。従って、様々な情
報を用いて、環境内のプライベート・オブジェクト／エンティティについて記述すること
ができ、それにより、環境のビデオストリームにおけるプライベート・オブジェクト／エ
ンティティの存在を判断する際に、高度な柔軟性又は精度が可能になる。
【００２０】
　識別したエンティティを拡張するかどうかを判断するステップは、識別したエンティテ
ィが、プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又はプライベート・エンティ
ティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置しているかを判断すること
を含むことができる。識別したエンティティがプライベート・エンティティと実質的に合
致する、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近
接して位置していると判断された場合、識別したエンティティを拡張すると判断すること
ができる。従って、実施形態は、プライベートであることが予め定められたアイテムを拡
張するだけでなく、プライベート・エンティティと所定の関係で配置された（プライベー
ト・オブジェクト／アイテム内に、その上に、その下に、そのすぐ近くに、その隣に、そ
れに隣接して、又はそれに近接して配置された）アイテムを拡張することも可能にする。
例えば、テーブルは、プライベート・テーブルとすることができ、テーブルの上面上に置
かれたいずれのアイテムも、プライベート／機密のものとして扱うことができ、従って、
ビデオストリーム内で拡張される。このように、環境において何がプライベート又は機密
であるかの定義を可能にした場合、実施形態は、多くの柔軟性を提供することができる。
こうした柔軟性により、例えば、環境内の人が、単に、機密であると考えられるいずれか
のアイテムを、所定のプライベート・エンティティの上に置くだけで、それをビデオ内で
拡張することが可能になる。従って、環境においてプライベート／機密のアイテム／オブ
ジェクトを指定するための、ビデオストリーム・キャプチャ・システムとの複雑な及び／
又は時間を消費する対話を回避することができる。
【００２１】
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　幾つかの実施形態において、ビデオストリームを修正するステップは、識別したエンテ
ィティが、プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又はプライベート・エン
ティティ内に、その上に、その下に、若しくはそれに近接して位置しているかを判断する
ことに基づいて、グラフィカル要素を生成することを含むことができる。
【００２２】
　従って、例えば、異なる色又はグラフィカル効果のグラフィカル要素によってアイテム
／オブジェクトを覆い隠すことにより、修正されたビデオストリームにおける異なる拡張
されたアイテム／オブジェクトを互いに区別することができる。
【００２３】
　また、ビデオストリームを修正するステップは、グラフィカル要素を生成し、これが識
別したエンティティの簡略化した３Ｄモデルを表すようにすることを含むことができる。
例えば、識別したエンティティを、エンティティの詳細を不明瞭にする、立方体又はボッ
クスのような簡単な３Ｄモデルに置き換えることができる。こうしたモデルは、拡張され
る（例えば、ビデオ内のビューから隠される又は覆い隠される）エンティティの詳細をマ
スクする又は隠すように、単一の不透明色の平坦な表面を有し得る。
【００２４】
　１つの実施形態において、識別したエンティティを拡張するかどうかを判断するステッ
プは、ビデオストリームのターゲット視聴者の視聴特権又はアクセス権を判断することと
、ターゲット視聴者の視聴特権又はアクセス権が所定の要件を満たさない場合、識別した
エンティティを拡張すると判断することとを含むことができる。このように、ビデオ環境
におけるプライベート・アイテム又は情報の表示を制御することができるので、信頼でき
るパーティ（例えば、遠隔に位置する視聴者）だけが、環境のビデオ内のプライベート・
アイテム／情報を見ることができる。逆に、信頼できないパーティ（例えば、識別されな
い一般大衆の視聴者又は未知のサード・パーティ）は、修正された（例えば、拡張された
）ビデオしか視聴することができず、そこでは、プライベート／機密のアイテムをレンダ
リングし（例えば、置換用グラフィカル要素又は効果を用いて）、ビューから覆い隠す。
【００２５】
　実施形態において、グラフィカル要素は、識別したエンティティの部分のマスクした又
はぼかしたバージョンを含むことができる。このように、プライベート又は機密であるよ
うに識別されたエンティティを、リアルタイムで及び／又は僅かな処理／レンダリング・
オーバーヘッドで実施することができる簡単なグラフィック処理／レンダリング技術を用
いて、ぼかすこと又はビューからマスクすることが可能である。
【００２６】
　修正されたビデオストリームを、環境から遠隔に位置する人に表示することができる。
例えば、環境は、修正されたビデオを１又は複数のサード・パーティの視聴者に通信又は
ブロードキャストする前に、修正された（例えば、拡張された）ビデオストリームを生成
するように適合することができる。逆に、最初にキャプチャされたビデオを１又は複数の
ビデオ再生デバイスに通信又はブロードキャストし、そこで、ビデオ再生デバイスは、提
案される実施形態に従って受け取ったビデオを修正し、修正された（例えば、拡張された
）バージョンのビデオストリームを信頼できない視聴者に表示する。
【００２７】
　本発明の別の実施形態によると、拡張されるプライベート・エンティティを含む環境の
ビデオストリームを拡張するためのコンピュータ・プログラム製品が提供され、コンピュ
ータ・プログラム製品は、処理ユニットにより実行可能であり、処理ユニットに方法を実
行させるプログラム命令がそこに具体化されたコンピュータ可読ストレージ媒体を含み、
方法は、環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ
認識アルゴリズムに従って環境のビデオストリームを処理することと、識別したエンティ
ティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成することと、生成され
た識別エンティティ情報及びプライベート・エンティティに関するプライベート・エンテ
ィティ情報に基づいて、識別したエンティティを拡張するかどうかを判断することと、識
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別したエンティティを拡張すると判断された場合、識別したエンティティの少なくとも部
分を、ビデオ内の識別したエンティティの部分を覆い隠すように適合されたグラフィカル
要素と置き換えるように、ビデオストリームを修正することとを含む。
【００２８】
　本発明の別の実施形態によると、拡張されるプライベート・エンティティを含む環境の
ビデオストリームを拡張するための拡張システムが提供され、このシステムは、環境内の
エンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認識アルゴリズム
に従って環境のビデオストリームを処理するように適合されたビデオ処理ユニットと、識
別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成するよ
うに適合された情報生成器と、生成された識別エンティティ情報及びプライベート・エン
ティティに関するプライベート・エンティティ情報に基づいて、識別したエンティティを
拡張するかどうかを判断するように適合された処理ユニットと、識別したエンティティを
拡張すると判断された場合、識別したエンティティの少なくとも部分を、ビデオ内の識別
したエンティティの部分を覆い隠すように適合されたグラフィカル要素と置き換えるよう
に、ビデオストリームを修正するように適合されたビデオ修正ユニットとを含む。
【００２９】
　従って、プライベート／機密情報を含む環境のライブ・ビデオストリームを自動的及び
動的に拡張することができるシステムを提案することができる。このシステムは、ビデオ
ストリームを処理し、ビデオストリームをリアルタイムで修正し、修正された（例えば、
拡張された）ビデオストリームを提供することができ、ビデオストリーム内に存在する環
境の機密のオブジェクト又はエンティティを、グラフィカル要素又は効果に置き換え又は
それらにより覆い隠し、それにより、修正されたビデオストリームの視聴者が、機密情報
を視聴することが防止される。例えば、システムは、ビデオストリーム内のプライベート
・オブジェクト又はエンティティの位置を追跡し、それらがビデオの表示内にあるときは
常に、ぼかされた又はマスクされたままである。従って、提案されるシステムの実施形態
は、ビデオストリームをリアルタイムで拡張し、伝送又はブロードキャストされる前のビ
デオストリームの広範な及び／又は従来の後処理により生じる不要な時間遅延を回避する
。
【００３０】
　実施形態は、拡張されるプライベート・エンティティについて記述するユーザ入力を受
け取るように適合されたユーザ入力インターフェースをさらに含むことができる。また、
情報生成器は、受け取ったユーザ入力に基づいて、プライベート・エンティティ情報を生
成するようにさらに適合することができる。従って、ユーザは、環境のビデオにおいて拡
張される環境内のオブジェクト、領域、又はエンティティを定義する（例えば、タグ付け
する、記述する、ラベル付けする）ことができる。次に、ユーザからの入力を用いて、こ
うしたユーザ定義の領域又はエンティティについての情報及び規則を生成し、それにより
、環境のビデオストリームにおけるそれらの識別及び拡張が可能になる。
【００３１】
　このことは、ユーザに対して高度の柔軟性を提供し、また、環境における変化に対応す
ることができる。
【００３２】
　１つの実施形態において、処理ユニットは、識別したエンティティが、プライベート・
エンティティと実質的に合致するか、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、
その下に、若しくはそれに近接して位置しているかを判断するようにさらに適合すること
ができる。識別したエンティティが、プライベート・エンティティと実質的に合致するか
、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して
位置していると判断された場合、識別したエンティティを拡張すると判断することができ
る。従って、プライベートであることが予め定められたアイテムを拡張するだけでなく、
プライベート・オブジェクト／アイテム内に、その上に、その下に、そのすぐ近くに、そ
の隣に、それに隣接して、又はそれに近接して配置されるアイテムも拡張するという概念
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が提案され得る。このように、環境内でプライベート／機密であるものの定義を可能にす
るとき、実施形態は、多大な柔軟性を提供できる。こうした柔軟性は、例えば、環境内の
人が、単に、機密と考えられるいずれかのアイテムを所定のプライベート・エンティティ
の上又は中に置くだけで、それをビデオから拡張させることが可能になる。このことは、
ビデオ撮影される環境において拡張するアイテム又はオブジェクトを指定するために、ビ
デオ・キャプチャ・システムとの複雑な及び／又は時間を消費する対話を回避する助けに
なり得る。
【００３３】
　また、１つの実施形態において、ビデオ修正ユニットは、処理ユニットが、識別したエ
ンティティが、プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又はプライベート・
エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはそれに近接して位置しているかを判断
することに基づいて、グラフィカル要素を生成するように適合することができる。このよ
うに、修正されたビデオストリームにおいて、異なる拡張されるアイテム／オブジェクト
を互いに区別することができる。例えば、異なるグラフィカル要素又は効果を、ビデオ内
の異なる拡張されるアイテムに適用することができる。
【００３４】
　ビデオ修正ユニットは、グラフィカル要素を生成し、これが識別したエンティティの簡
略化した３Ｄモデルを表すように適合させることができる。識別したエンティティを、エ
ンティティの形状／詳細を不明瞭にする、立方体、角柱又はボックスのような簡単な３Ｄ
モデルに置き換えることができる。簡略化したモデルは、平坦な又は滑らかな表面を有す
ることができ、修正されたビデオ内の詳細をマスクする又は隠すように、無光沢又は不透
明の色とすることができる。例えば、グラフィカル要素は、マスクした又はぼかしたバー
ジョンを含むことができる。従って、簡単なグラフィック又はビデオ処理及びレンダリン
グ技術を用いて、実施形態による修正されたビデオ内のプライベート・オブジェクト／ア
イテムを拡張することができる。
【００３５】
　実施形態は、ビデオ・キャプチャ・システムにおいて使用することができ、Ｈｏｌｏｌ
ｅｎｓ（登録商標）、仮想現実ヘッドセット、ヘッド・マウント・ディスプレイ・システ
ム、Ｏｃｕｌｕｓ　Ｒｉｆｔ（登録商標）システム等のような仮想現実システム及び／又
は拡張現実システムにおける特定の使用に役立ち得る。例えば、こうしたシステムは、プ
ライベート・オブジェクト又はエンティティを含む環境のビデオをキャプチャし、次に、
ビデオを視聴者に表示する前に（例えば、他の場合にはプライベート・オブジェクト／エ
ンティティを表示するビデオの部分を覆い隠すことによって）ビデオを拡張するように適
合することができる。
【００３６】
　実施形態は、環境のキャプチャされたビデオを表示するように適合されたビデオ表示シ
ステムにおいても使用することができる。こうしたビデオは、従来の画像又はビデオ・キ
ャプチャ・デバイスを用いてキャプチャすることができ、次に、これを実施形態によるシ
ステム又は方法を用いて補完して、キャプチャされたビデオを処理し、これを修正し、視
聴者に表示する前にビデオからのプライベート／機密情報を拡張することができる。従っ
て、実施形態は、ビデオ処理システム及び／又は視聴者のビデオ表示システムにおけるよ
うな、ビデオ環境とは異なる又はそこから離れた場所で実施することができる。
【００３７】
　ここで本発明の好ましい実施形態を、以下の図面を参照して単なる例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】例示的な実施形態の態様を実施することができる例示的な分散型データ処理シス
テムの図形表示である。
【図２】例示的な実施形態の態様を実施することができる例示的なビデオ処理システムの
ブロック図である。
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【図３】提案される実施形態による、例示的な拡張システム３００の簡略化したブロック
図である。
【図４】提案される実施形態が、プライベート・オブジェクトだけでなく、プライベート
・オブジェクト上に配置される別のオブジェクトをどのように拡張できるか実例を含む。
【図５】提案される実施形態が、プライベート・オブジェクトだけでなく、プライベート
・オブジェクト上に配置される別のオブジェクトをどのように拡張できるかの実例を含む
。
【図６】提案される実施形態が、プライベート・オブジェクトだけでなく、プライベート
・オブジェクト上に配置される別のオブジェクトをどのように拡張できるかの実例を含む
。
【図７】代替的な実施形態が、グラフィカル要素又は効果を用いて、ビデオ内のプライベ
ート・エンティティをどのように覆い隠すかを示す実例を含む。
【図８】代替的な実施形態が、グラフィカル要素又は効果を用いて、ビデオ内のプライベ
ート・エンティティをどのように覆い隠すかを示す実例を含む。
【図９】実施形態によるコンピュータ実施方法のフロー図である。
【図１０】実施形態の１つ又は複数の部分を利用することができるコンピュータ・デバイ
スの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図面は単に概略的なものであり、縮尺通りには描かれていないことを理解されたい。同
じ又は類似の部品を示すために、図面全体を通して同じ参照番号が使用されることも理解
されたい。
【００４０】
　プライベート又は機密情報を含む環境のビデオストリームにおけるプライベート又は機
密情報を隠すための概念が提案される。このように、視聴されるビデオ内の情報のプライ
バシー又は機密性を保持しながら、信頼できないサード・パーティにより視聴することが
できるように、環境のビデオストリームを拡張することができる。
【００４１】
　環境においてプライベート・オブジェクト又はエンティティを定義することを可能にす
ることにより、次いで、環境のライブ・ビデオストリームを処理し（リアルタイムで）、
ライブ・ビデオストリームが、拡張されるオブジェクト／エンティティ（プライベート・
オブジェクト自体、又はプライベート・オブジェクトと所定の特別な関係を有するオブジ
ェクトなど）を含むかどうかを判断することができる。従って、実施形態は、プライベー
ト／機密情報が、共有ビデオ（例えば、信頼できないサード・パーティにより視聴するこ
とができる）におけるビューから拡張されるので安心して、ユーザが、環境（部屋、閉鎖
空間、商業用又は居住用建物、又は個人の住居）のライブ・ビデオストリームをキャプチ
ャし共有することを可能にする。
【００４２】
　さらに、実施形態は、一般視聴者（public audience）に提供されるライブ・ビデオス
トリームのリアルタイム拡張も可能にすることができ、そこでは、一般視聴者は、表示さ
れるビデオストリーム内の特定のアイテム（例えば、プライベート／機密アイテム又は文
書など）を見ることができない。
【００４３】
　例えば、提案される概念は、ライブビデオをキャプチャし、遠隔ユーザにブロードキャ
ストすることを可能にし、視聴者の認証特権又は信頼性に応じて、視聴されるビデオにお
いて環境内の特定のプライベート情報を選択的に表示する又は覆い隠すことができる。
【００４４】
　従って、例示的な実施形態は、拡張現実システム／方法で用いられる環境内のプライバ
シー・ゾーン又はエリアの概念を提供することができる。
【００４５】
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　こうした概念は、拡張されたビデオストリームの生成を自動式に提供することができる
。任意のビデオ処理システムを提案される概念と共に用い得るが、そうしたシステムが、
次の品質：すなわち、拡張現実処理機能、３Ｄ空間追跡機能、エンティティ認識、仮想現
実機能、ビデオ・キャプチャ能力、及びビデオ通信能力のうちの少なくとも１つを示すこ
とが好ましい。
【００４６】
　提案される概念の価値及び有用性を向上させ得る、従来のビデオ・キャプチャ及び伝送
システムに対する修正及び付加的なステップも提案される。
【００４７】
　プライベート・エンティティへの言及は、テキスト、画像、文字数字、ロゴ、名称、文
書、ファイル、形状、キー、コード、パスワード、日付、場所等といった、本質的に機密
又はセンシティブをもたらし得る情報を含有又は表示し得るあらゆるオブジェクト、エン
ティティ、エリア、表面、又はアイテムを指すために利用することができる。
【００４８】
　例示的な実施形態は、多くの異なるタイプのデータ又はビデオ処理環境において用いる
ことができる。例示的な実施形態の要素及び機能の説明の文脈を提供するために、図１及
び図２が、例示的な実施形態の態様を実施できる例示的な環境として以下に与えられる。
図１及び図２は、単なる例に過ぎず、本発明の態様又は実施形態を実施できる環境に対す
る何らかの限定を主張又は暗示することを意図するものではないことを理解されたい。本
発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、示される実施形態に対して多くの修正をなす
ことができる。
【００４９】
　図１は、例示的な実施形態の態様を実施することができる例示的な分散型システムの図
形表現を示す。分散型システム１００は、例示的な実施形態の態様を実施することができ
るコンピュータのネットワークを含むことができる。分散型システム１００は、少なくと
も１つのネットワーク１０２を含み、このネットワーク１０２は、分散型データ処理シス
テム１００内で互いに接続される種々のデバイスとコンピュータとの間の通信リンクを与
えるために使用される媒体である。ネットワーク１０２は、有線、無線通信リンク、又は
光ファイバ・ケーブルのような接続を含むことができる。
【００５０】
　示される例において、第１のサーバ１０４及び第２のサーバ１０６は、ストレージ・ユ
ニット１０８と共にネットワーク１０２に接続される。さらに、クライアント１１０、１
１２及び１１４もネットワーク１０２に接続される。クライアント１１０、１１２及び１
１４は、例えば、パーソナル・コンピュータ、ネットワーク・コンピュータ、スマートフ
ォン、ビデオ・キャプチャ・デバイス、デジタル・イメージング・デバイス、携帯型カメ
ラ、Ｏｃｕｌｕｓ　Ｒｉｆｔ（登録商標）デバイス、ＶＲデバイス等とすることができる
。示される例において、第１のサーバ１０４は、ブート・ファイル、オペレーティング・
システム・イメージ及びアプリケーションのようなデータをクライアント１１０、１１２
及び１１４に提供する。示される例において、クライアント１１０、１１２及び１１４は
、第１のサーバ１０４に対するクライアントである。分散型予測システム１００は、付加
的なサーバ、クライアント、及び図示されていない他のデバイスを含むことができる。
【００５１】
　示される例において、分散型システム１００は、互いに通信するためにプロトコルの伝
送制御プロトコル／インターネット・プロトコル（Transmission Control Protocol/Inte
rnet Protocol、ＴＣＰ／ＩＰ）スイートを使用するネットワーク及びゲートウェイの世
界規模の集合体を表す、ネットワーク１０２を有するインターネットである。インターネ
ットの中心には、データ及びメッセージを送る何千もの商業系、政府系、教育系、及びそ
の他のコンピュータ・システムから成る主要ノード又はホスト・コンピュータ間の高速デ
ータ通信回線のバックボーンがある。もちろん、分散型システム１００は、例えば、イン
トラネット、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）
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等のような、多数の異なるタイプのネットワークを含むように実装することもできる。上
述のように、図１は、本発明の異なる実施形態に対するアーキテクチャ上の限定としてで
はなく、一例として意図され、従って、図１に示される特定の要素は、本発明の例示的な
実施形態を実施できる環境に対する限定と考えるべきではない。
【００５２】
　図２は、例示的な実施形態の態様を実施することができる例示的なシステム２００のブ
ロック図である。システム２００は、図１のクライアント１１０のようなポータブル・型
コンピューティング・デバイスの一例であり、その中に、本発明の例示的な実施形態のプ
ロセスを実施するコンピュータ使用可能コード又は命令を配置することができる。
【００５３】
　示される例において、システム２００は、ノース・ブリッジ及びメモリ・コントローラ
・ハブ（ＮＢ／ＭＣＨ）２０２と、サウス・ブリッジ及び入力／出力（Ｉ／Ｏ）コントロ
ーラ・ハブ（ＳＢ／ＩＣＨ）２０４とを使用する。処理ユニット２０６、メイン・メモリ
２０８、及びグラフィックス・プロセッサ２１０は、ＮＢ／ＭＣＨ２０２に接続される。
グラフィックス・プロセッサ２１０は、アクセラレイティッド・グラフィックス・ポート
（ＡＧＰ）を通じて、ＮＢ／ＭＣＨ２０２に接続することができる。
【００５４】
　示される例において、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）アダプタ２１２が、
ＳＢ／ＩＣＨ２０４に接続される。音声アダプタ２１６、キーボード及びマウス・アダプ
タ２２０、モデム２２２、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）２２４、ハードディスク・ドラ
イブ（ＨＤＤ）２２６、ＣＤ－ＲＯＭドライブ２３０、ユニバーサル・シリアル・バス（
ＵＳＢ）ポート及び他の通信ポート２３２、並びにＰＣＩ／ＰＣＩｅデバイス２３４が、
第１のバス２３８及び第２のバス２４０を通じて、ＳＢ／ＩＣＨ２０４に接続される。Ｐ
ＣＩ／ＰＣＩｅデバイスは、例えば、イーサネット・アダプタ、アドイン・カード、及び
ノートブック型コンピュータ用のＰＣカードを含むことができる。ＰＣＩは、カード・バ
ス・コントローラを使用するが、ＰＣＩｅは使用しない。ＲＯＭ２２４は、例えば、フラ
ッシュ基本入力／出力システム（ＢＩＯＳ）とすることができる。
【００５５】
　ＨＤＤ２２６及びＣＤ－ＲＯＭドライブ２３０は、第２のバス２４０を通じて、ＳＢ／
ＩＣＨ２０４に接続される。ＨＤＤ２２６及びＣＤ－ＲＯＭドライブ２３０は、例えば、
ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｄｒｉｖｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（ＩＤＥ）又はｓｅｒｉａ
ｌ　ａｄｖａｎｃｅｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ（ＳＡＴＡ）イン
ターフェースを使用することができる。スーパーＩ／Ｏ（ＳＩＯ）デバイス２３６は、Ｓ
Ｂ／ＩＣＨ２０４に接続することができる。
【００５６】
　オペレーティング・システムは、処理ユニット２０６上で実行される。オペレーティン
グ・システムは、連携して図２のシステム２００内の様々なコンポーネントの制御を提供
する。クライアントとして、オペレーティング・システムは、市販のオペレーティング・
システムとすることができる。Ｊａｖａ（登録商標）プログラミング・システムなどのオ
ブジェクト指向プログラミング・システムは、オペレーティング・システムと共に実行す
ることができ、システム２００上で実行されるＪａｖａプログラム又はアプリケーション
からのオペレーティング・システムに対する呼び出しを提供する。Ｊａｖａ及び全てのＪ
ａｖａベースの商標及びロゴは、Ｏｒａｃｌｅ及び／又はその関連会社の商標又は登録商
標である。
【００５７】
　サーバとして、システム２００は、例えば、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖ
ｅ　Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ（ＡＩＸ（登録商標））オペレーティング・システム又はＬｉｎ
ｕｘ（登録商標）オペレーティング・システムを実行するＩＢＭ（登録商標）　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｐ５（登録商標）コンピュータ・システムとすることができる。システム２００は
、処理ユニット２０６内に複数のプロセッサを含む対称型マルチプロセッサ（ＳＭＰ）シ
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ステムとすることができる。代替的に、シングル・プロセッサ・システムを用いることも
できる。ＩＢＭ、ｅＳｅｒｖｅｒ、Ｓｙｓｔｅｍ　ｐ５、及びＡＩＸは、世界中の多数の
管轄区域において登録されているインターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ
ーションの商標である。Ｌｉｎｕｘは、米国、他の国々、又はその両方におけるＬｉｎｕ
ｓ　Ｔｏｒｖａｌｄｓの登録商標である。
【００５８】
　オペレーティング・システム、オブジェクト指向プログラミング・システム及びアプリ
ケーション又はプログラムに対する命令は、ＨＤＤ２２６などのストレージ・デバイス上
に配置され、メイン・メモリ２０８内にロードし、処理ユニット２０６により実行するこ
とができる。同様に、実施形態による１つ又は複数のデータ構造は、ストレージ・デバイ
ス及び／又はメイン・メモリ２０８により格納されるように適合することができる。
【００５９】
　本発明の例示的な実施形態のプロセスは、コンピュータ使用可能プログラム・コードを
用いて処理ユニット２０６により実行することができ、これは、例えば、メイン・メモリ
２０８、ＲＯＭ２２４のようなメモリ内、又は１つ又は複数の周辺デバイス２２６及び２
３０内に配置することができる。
【００６０】
　図２に示されるような第１のバス２３８又は第２のバス２４０などのバス・システムは
、１つ又は複数のバスから成ることができる。もちろん、バス・システムは、ファブリッ
ク又はアーキテクチャに取り付けられた異なるコンポーネント又はデバイス間のデータ転
送を提供するあらゆるタイプの通信ファブリック又はアーキテクチャを用いて実装するこ
とができる。図２のモデム２２２又はネットワーク・アダプタ２１２のような通信ユニッ
トは、データの送受信に用いられる１つ又は複数のデバイスを含むことができる。メモリ
は、例えば、メイン・メモリ２０８、ＲＯＭ２２４、又は図２のＮＢ／ＭＣＨ２０２に見
られるようなキャッシュとすることができる。
【００６１】
　当業者であれば、図１及び図２のハードウェアは、実装によって異なり得ることを認識
するであろう。図１及び図２に示されるハードウェアに加えて又はその代わりに、他の内
部ハードウェア、又は３Ｄ空間追跡デバイス、ビデオ・キャプチャ・デバイス、位置決め
システム、加速度計構成、同等の不揮発性メモリ、若しくは光ディスク・ドライブ等のよ
うな周辺機器を使用することができる。また、提案される実施形態の趣旨及び範囲から逸
脱することなく、例示的な実施形態のプロセスを、前述のシステム以外のマルチプロセッ
サ・データ又はビデオ処理システムに適用することもできる。
【００６２】
　さらに、システム２００は、クライアント・コンピューティング・デバイス、サーバ・
コンピューティング・デバイス、タブレット・コンピュータ、ラップトップ・コンピュー
タ、スマート（例えば、インターネット対応）テレビジョン若しくはディスプレイ、スマ
ートフォン又は他の通信機器、携帯情報端末（ＰＤＡ）等を含む多数の異なるデータ又は
ビデオ処理システムのいずれかの形をとることができる。幾つかの説明に役立つ実例にお
いて、システム２００は、例えば、オペレーティング・システム・ファイル及び／又はユ
ーザ生成データを格納するための不揮発性メモリを提供するフラッシュ・メモリを有する
ように構成されたポータブル・コンピューティング・デバイスとすることができる。従っ
て、システム２００は、アーキテクチャ上の制限なしに、あらゆる周知の又は後で開発さ
れるデータ処理システムとすることができる。
【００６３】
　提案される概念は、ビデオストリームの自動的及び動的な拡張を提供することによって
、ビデオ・キャプチャ又はディスプレイ・システムを向上させることができる。実施形態
は、キャプチャされたビデオ内のビューからビデオ撮影される環境におけるプライベート
又は機密情報を拡張することを可能にする。こうした拡張の概念をライブ・ビデオストリ
ームに適用し、従って、ライブ・ビデオ・ブロードキャストのリアルタイムの拡張を可能
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にすることができ、幾つかの実施形態においては、ビデオストリームの個々の視聴者に応
じて、こうした拡張を適合させることができる。
【００６４】
　図３は、提案される実施形態による、例示的な拡張システム３００の簡略化したブロッ
ク図である。拡張システム３００は、環境のビデオ３０５の拡張を提供するように適合さ
れ、そこで、環境は、ビデオ内のビューから拡張する（例えば、覆い隠す、隠す、見えな
いようにする）ことを、ユーザが望むプライベート・エンティティ（例えば、機密アイテ
ム又はシークレット・オブジェクト）を含む。
【００６５】
　システム３００は、情報生成器３２０を有するビデオ処理ユニット３１０を含む。シス
テム３００はまた、データ処理ユニット３３０、データ・ストア３３５及びビデオ修正ユ
ニット３４０も含む。
【００６６】
　ビデオ処理ユニット３１０は、環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別す
るために、エンティティ認識アルゴリズムに従って環境のビデオストリーム３０５（例え
ば、ビデオ・キャプチャ・デバイス３５０から受け取った）を処理するように適合される
。この点で、実施形態により用いることができる、ビデオストリーム内のエンティティを
識別し追跡する多くの異なる方法が既に存在し、その一部は、既に広く知られており、ビ
デオ・キャプチャ、仮想現実、及び拡張現実システムにおいて用いられていることに留意
されたい。従って、受け取ったビデオストリーム内のエンティティ（オブジェクト、アイ
テム、人、エリアのような）を識別し追跡するためのこうした方法の詳細な説明は、この
説明から省かれる。しかしながら、純粋に例として、ビデオ処理ユニット３１０により用
い得るエンティティ認識アルゴリズムは、色照合アルゴリズム、相検出アルゴリズム、エ
ッジ検出アルゴリズム、コントラスト検出アルゴリズム、顔認識アルゴリズム、Ｈｏｌｏ
ｌｅｎｓ（商標）生データにより提供されるもののような、３Ｄ空間追跡アルゴリズムを
含む。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（商標）Ｋｉｎｅｃｔ（商標）及びＬｅａｐ　Ｍｏｔｉｏｎ（
商標）のような、他の周知の製品及びソフトウェアを用いることもできる。他のこうした
アルゴリズム及び製品は、「Ｓｙｎｃ　３Ｄ」、「Ａｓｕｓ　Ｘｔｉｏｎ　Ｐｒｏ」、エ
ッジ検出におけるアルゴリズム、又は２Ｄビデオにおける３Ｄオブジェクト検出のための
アルゴリズムを含む。
【００６７】
　次に、情報生成器３２０が、識別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識
別エンティティ情報を生成するように適合される。例として、こうした識別エンティティ
情報は、以下の情報：すなわち、ビデオ・キャプチャ・デバイス３５０の撮影方向(viewi
ng direction)を表す撮影方向情報、ビデオ・キャプチャ・デバイス３５０の位置を表す
撮影位置（viewing position）情報、識別したエンティティの場所を表す識別エンティテ
ィ場所情報、識別したエンティティの向き（orientation）を表す識別エンティティ向き
情報、識別したエンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表す識別エンティティ幾
何学情報、識別したエンティティの少なくとも１つの色を表す識別エンティティ色情報、
及び３Ｄ座標空間における識別したエンティティの位置を表す識別エンティティ３Ｄ座標
情報を含むことができる。従って、情報生成器３２０は、様々な情報を用いて、ビデオ処
理ユニット３１０により環境内で識別されるオブジェクト又はエンティティを説明するこ
とを可能にし、それにより、所定の制約、尺度、検証パラメータ等に対して識別したエン
ティティを分析する際の高度の柔軟性又は精度が可能になる。
【００６８】
　情報生成器３２０は、生成された識別エンティティ情報をデータ処理ユニット３３０に
提供するように適合される。
【００６９】
　データ処理ユニット３３０は、識別したエンティティを、ビデオから拡張するかどうか
を判断するように適合される。この判断を行うために、データ処理ユニットは、生成され
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た識別エンティティ情報及びプライベート・エンティティ（データ・ストア３３５内に格
納された）に関するプライベート・エンティティ情報を使用する。
【００７０】
　例として、プライベート・エンティティ情報は、プライベート・エンティティの場所を
表すプライベート・エンティティ場所情報、プライベート・エンティティの向き（orient
ation）を表すプライベート・エンティティ向き情報、プライベート・エンティティの少
なくとも１つの幾何学的特性を表すプライベート・エンティティ幾何学情報、プライベー
ト・エンティティの少なくとも１つの色を表すプライベート・エンティティ色情報、及び
３Ｄ座標空間におけるプライベート・エンティティの位置を表すプライベート・エンティ
ティ３Ｄ座標情報のうちの少なくとも１つを含むことができる。従って、環境内のプライ
ベート・オブジェクト又はエンティティは、様々な情報を用いて、環境内のプライベート
・オブジェクト又はエンティティを説明することができ、それにより、環境のビデオスト
リームにおけるプライベート・オブジェクト／エンティティの存在を判断する際に高度の
柔軟性又は精度が可能になる。
【００７１】
　例として、データ処理ユニット３３０は、識別したエンティティが、プライベート・エ
ンティティと実質的に合致するか、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、そ
の下に、若しくはこれに近接して位置しているかを評価することによって、識別したエン
ティティを拡張するかどうかを判断するように適合することができる。この評価は、例え
ば、生成された識別エンティティ情報とプライベート・エンティティ情報を比較して、識
別したエンティティ及びプライベート・エンティティのパラメータ値又は特性の合致を識
別することを含むことができる。また、値の差を、所定の制約、尺度、閾値、検証パラメ
ータ等と比較することもできる。
【００７２】
　データ処理ユニット３３０が、識別したエンティティが、プライベート・エンティティ
と実質的に合致するか、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若
しくはこれに近接して位置しているかを判断する場合、識別したエンティティを拡張する
ことが、データ処理ユニット３３０により判断することができる。従って、こうした実施
形態において、拡張の概念は、プライベートであるように予め定められたアイテムだけで
なく、プライベート・オブジェクト／アイテム内に、その上に、その下に、そのすぐ近く
に、その隣に、それに隣接して、又はそれに近接して配置されるアイテムを拡張する概念
にも用い得る。例えば、テーブルは、プライベート・テーブルとして定めることができ、
次に、テーブルの上面上に配置されるあらゆるアイテムをプライベート／機密として扱い
、従って、ビデオストリームから拡張することができる。
【００７３】
　データ処理ユニット３３０は、その結論（例えば、識別エンティティ情報及びプライベ
ート・エンティティ情報の分析の結果）についての情報をビデオ修正ユニット３４０に提
供する。
【００７４】
　ビデオ修正ユニット３４０は同じく、ビデオ３０５を受け取るように適合される。
【００７５】
　識別したエンティティを拡張すると判断した場合、ビデオ修正ユニット３４０は、識別
したエンティティの少なくとも一部を、ビデオストリーム内の識別したエンティティの部
分を覆い隠すグラフィカル要素３６０と置き換えるように、ビデオストリームを修正する
ように適合される。このように、ビデオ修正ユニット３４０は、修正された（例えば、拡
張された）ビデオ３７０を提供するように適合される。次に、ビデオ修正ユニット３４０
は、未知の又は信頼できない視聴者に表示するために、（例えば、ディスプレイ・ユニッ
ト３９０を介して）修正されたビデオ３７０を出力することができる。
【００７６】
　このように、図１のシステム３００は、プライベート又は機密情報を含む環境のビデオ
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ストリームを自動的及び動的に拡張できることが理解されるであろう。ビデオストリーム
を３０５から生成された情報と共に拡張されるプライベート・エンティティについての所
定の（例えば、格納された）情報を利用することにより、システム３００は、ビデオスト
リーム３０５をリアルタイムで処理及び修正し、修正された（例えば、拡張された）リア
ルタイム（例えば、ライブ）のビデオストリーム３７０を提供することができ、そこで、
ビデオストリーム３０５内に存在する環境の機密オブジェクト又はエンティティを、グラ
フィカル要素又はグラフィカル効果３６０により置き換え又は覆い隠し、これにより、修
正されたビデオストリーム３７０の視聴者が、機密情報を視聴することを防止することに
留意されたい。ビデオストリーム３７０の各フレームを処理することにより、システムは
、ビデオストリーム内のプライベート・オブジェクト又はエンティティの位置を追跡する
ことができるので、オブジェクト又はエンティティは、ビデオのビュー内にあるときは常
にぼかされたまま又はマスクされたままである。
【００７７】
　従って、ビデオ撮影される環境におけるプライベート又は機密のコンテンツを損なう（
例えば、露出する又は可視である／見える）ことなく、修正されたビデオストリーム３７
０を遠隔の視聴者にライブ方式で通信する（例えば、送信する、又はブロードキャストす
る）ことができる。
【００７８】
　図３の実施形態は、拡張されるプライベート・エンティティについて記述するユーザ入
力を受け取るように適合されたユーザ入力インターフェース３８０も含むことを留意され
たい。こうしたユーザ入力は、例えば、後で格納するためにデータ・ストア３３５に提供
され、プライベート・エンティティ情報として使用することが可能である。データ・スト
アに提供する前に、ユーザ入力を情報生成器３２０に提供し、次に、情報生成器３２０は
、受け取ったユーザ入力に基づいて、プライベート・エンティティ情報を生成する（例え
ば、格納のための適切な形式で）。従って、ユーザは、環境のビデオにおいて拡張される
環境内のオブジェクト、領域、又はエンティティを定義する（例えば、タグ付けする、記
述する、ラベル表記する等）ことができる。ユーザは、例えば、ビデオ・キャプチャ・デ
バイス３５０の入力インターフェース３９０を用いてこうした定義を作成することができ
る。
【００７９】
　このように、ユーザからの入力を用いて（例えば、情報生成器３２０により）こうした
ユーザ定義の領域又はエンティティについての情報及び規則を生成し、それにより、環境
のビデオストリームにおけるそれらの識別及び拡張が可能になる。これにより、ユーザが
、特定の又は正確な形式でプライベート・エンティティについての詳細及び／又は複雑な
情報を提供することを要するのではなく、例えば、指し示すこと及びクリックすることに
よって、ユーザが迅速かつ簡単な方法でプライベート・エンティティを識別することが可
能になる。従って、提案される実施形態は、ユーザとって高度な柔軟性及び使いやすさを
可能にする。
【００８０】
　図３のシステム３００を、ビデオ・キャプチャ・システム内に統合することができ、従
って、Ｈｏｌｏｌｅｎｓ（登録商標）、仮想現実ヘッドセット、ヘッドマウント・ディス
プレイ・システム、Ｏｃｕｌｕｓ　Ｒｉｆｔ（登録商標）システム等のような仮想現実シ
ステム及び／又は仮想現実システム内で用いることができる。例えば、こうしたシステム
を、プライベート・オブジェクト又はエンティティを含む環境のビデオをキャプチャし、
次に、ビデオを外部の視聴者に表示する前にビデオを拡張する（例えば、他の場合にはプ
ライベート・オブジェクト／エンティティを表示するビデオの部分を覆い隠すことによっ
て）ように適合させることができる。
【００８１】
　しかしながら、実施形態は、環境のキャプチャされたビデオを表示するように適合され
たビデオ・ディスプレイ・システムで用い得ることを理解されたい。こうしたビデオは、
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従来の画像又はビデオ・キャプチャ・デバイスを用いてキャプチャし、次に、図３のもの
のような提案されるシステムを用いて補足してビデオを処理し、修正し、視聴者に表示さ
れる前にビデオからのプライベート／機密情報を拡張することができる。このように、実
施形態は、ビデオ撮影される環境とは異なる又はそこから遠隔の場所で実施することがで
きる。
【００８２】
　実施形態はまた、例えば、ビデオ・キャプチャ端部又はビデオ・ディスプレイ端部に配
置されるのではなく、ビデオ・キャプチャ及びディスプレイ・システム全体を通して様々
な位置に分散させることもできる。こうした手法をとることにより、要件に従って処理及
び／又はハードウェア要件を分散させることが可能になり、従って、必要とされる場合、
コスト、複雑性、及び／又はリソースへの影響が潜在的に低減する。
【００８３】
　ここで図４を参照すると、提案される実施形態が、プライベート・エンティティだけで
なく、プライベート・オブジェクト上に配置された別のエンティティをどのように拡張で
きるかの例が示される。より具体的には、この例では、部屋（見えない）内の引き出しの
セット４００が、プライベート・エンティティであるように予め定められ、折り畳まれた
紙サイン４１０が、引き出しのセット上に置かれる。実施形態において、引き出しのセッ
ト上に配置されるいずれのオブジェクトもプライベートであると考えられる所定の規則が
定義され、従って、拡張されるべきである。
【００８４】
　図４は、部屋のキャプチャされたビデオからのフレームを示し、そこには、引き出しの
セット４００及び折り畳まれた紙サイン４１０だけが示される。図５に示されるように、
引き出しのセット４００の境界エッジ４２０及び折り畳まれた紙サイン４１０の境界エッ
ジ４３０は、３Ｄエッジ検出アルゴリズムにより識別される。
【００８５】
　識別した境界エッジ４２０及び４３０に基づいて、実施形態は、引き出しのセット４０
０の境界エッジ４２０が、引き出しのセットについて予想されるものと合致し、従って、
その場所、向き、サイズ、形状等の値と共に、ビデオフレーム内にプライベート・エンテ
ィティ（すなわち、引き出しのセット４００）が存在すると判断する。実施形態はまた、
折り畳まれた紙サイン４１０の境界エッジ４３０とプライベート・オブジェクトとの位置
関係も判断する。ここで、実施形態は、折り畳まれた紙サイン４１０の境界エッジ４３０
がプライベート・オブジェクト上に位置していると判断し、従って、折り畳まれた紙サイ
ン４１０も拡張される（上で詳述した所定の規則に従って）と判断する。
【００８６】
　次に、図６に示されるように、識別した境界エッジ４２０及び４３０に基づいて、識別
したオブジェクトの簡略化した３Ｄモデルを表すグラフィカル要素を生成し、これを用い
てビデオ内のオブジェクトを置き換える。従って、引き出しのセット４００及び折り畳ま
れた紙サイン４１０は、ビデオ内の簡単な３Ｄモデルに置き換えられる。これらの簡略化
した３Ｄモデルは、オブジェクトの形状及び／又は詳細を不明瞭（obfuscate）にする。
幾つかの実施形態において、簡略化したモデルは、異なる視覚特性を有し得るので、修正
されたビデオストリームにおいてそれらを互いに区別することができる。
【００８７】
　ここで図７及び図８を参照すると、他の実施形態が、他のグラフィカル要素又は効果を
用いて、ビデオ内のプライベート・エンティティを覆い隠すことができる。
示される。
【００８８】
　例えば、図７は、グラフィカル要素が、プライベート・エンティティ（例えば、引き出
しのセット４００）の一部分を覆うマスク５００をどのように含み得るかを示す。マスク
は、例えば、修正されたビデオ内の詳細をマスクする又は隠すように、無光沢の又は不透
明色の平坦な又は滑らかな表面を含むことができる。
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【００８９】
　他方、図８は、グラフィカル要素が、プライベート・エンティティ（例えば、引き出し
のセット４００）の上に配置されたオブジェクト（例えば、折り畳まれた紙サイン４１０
）をぼかす、ぼかし効果（blur effect）５１０をどのように含み得るかを示す。
【００９０】
　ここで図９を参照すると、実施形態によるコンピュータ実施方法６００の例示的な実施
が説明される。方法は、プライベート・エンティティを含む環境のライブ・ビデオストリ
ームを拡張することを可能にする。
【００９１】
　方法は、拡張されるプライベート・エンティティについて記述するユーザ入力を受け取
るステップ６１０、及び受け取ったユーザ入力に基づいてプライベート・エンティティ情
報を生成するステップ６２０の初期ステップを含む。従って、ステップ６１０及び６２０
は、方法により後で使用するために、プライベート・エンティティに関するプライベート
・エンティティ情報をユーザにより定義することを可能にする。これらは、例えば、ビデ
オにおけるプライベート・エンティティの存在を判断するために、プライベート・エンテ
ィティ情報の提供を可能にするので、初期ステップとして説明され、従って、こうしたス
テップを最初に行われる可能性が高い。それにも関わらず、例えば、これが当てはまらず
、代替的に他の時にステップ６１０及び６２０が行われ及び／又は繰り返され、新しいプ
ライベート・エンティティ情報を提供することもある。代替的に及び／又は付加的に、（
幾つかの実施形態において）プライベート・エンティティ情報は、ユーザ入力を介して提
供することができず、代わりに、実施形態による方法／システムの生成時又は初期化時に
予め定めることができるので、ステップ６１０及び６２０が全く行われないこともある。
そのため、図９のフロー図において、ステップ６１０及び６２０は点線で示される。
【００９２】
　ステップ６３０において、環境のライブ・ビデオストリームを受け取る。次に、ステッ
プ６４０において、受け取ったビデオの部分（例えば、フレーム、フレームのセクション
、複数の一連のフレーム等）を処理する。
【００９３】
　より具体的には、環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エ
ンティティ認識アルゴリズムに従って受け取ったビデオを処理する。
【００９４】
　ステップ６４０における識別の結果に基づいて、次に、ステップ６５０において、識別
したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成する。
【００９５】
　次に、ステップ６６０において、生成された識別エンティティ情報及びプライベート・
エンティティに関するプライベート・エンティティ情報に基づいて、識別したエンティテ
ィを拡張するかどうかを判断する。例として、識別したエンティティを拡張するかどうか
を判断するステップ６６０は、識別したエンティティが、プライベート・エンティティと
実質的に合致するか、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若し
くはこれに近接して位置しているかを判断することを含むことができる。識別したエンテ
ィティが、プライベート・エンティティと実質的に合致する、又はプライベート・エンテ
ィティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置していると判断された場
合、ステップ６６０の結果は、識別したエンティティを拡張するように判断することであ
る。
【００９６】
　次に、判断の結果を分析して（ステップ６７０において）、ステップ６８０に進むかど
うかを判断する。ステップ６６０において、識別したエンティティを拡張しないと判断し
た場合、方法はステップ６４０に戻り、そこでビデオの次の部分を処理する。
【００９７】
　他方、ステップ６６０において、識別したエンティティを拡張すると判断された場合、
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方法はステップ６８０に進み、そこで、ビデオストリームを修正し、識別したエンティテ
ィの少なくとも部分を、ビデオ内の識別したエンティティの部分を覆い隠すように適合さ
れたグラフィカル要素に置き換える。しかしながら、ステップ６６０における判断の結果
、使用されるグラフィカル要素は、例えば、識別したエンティティが、プライベート・エ
ンティティと実質的に合致する、又はプライベート・エンティティ内に、その上に、その
下に、若しくはこれに近接して位置していると判断されたことによって決まり得る。この
ように、例えば、異なるグラフィカル要素を用いて、ビデオストリーム内の異なるエンテ
ィティを覆い隠す、隠す、又は覆うことができる。
【００９８】
　ビデオの拡張に用いられる実施形態の実際の例は、複数の視聴場所にブロードキャスト
されるオフィスのライブ・ビデオストリームを含むことができ、そこで、実施形態は、機
密ファイル、又はオフィスの机の上に置かれたあらゆるものについてライブ・ビデオスト
リームを連続的に走査する。次に、実施形態は、ぼかし及び／又はマスクをリアルタイム
で適用する（他の拡張現実システムと類似した方法で）。
【００９９】
　別の実際的な例において、ユーザは、提案される実施形態によるシステムを用いながら
環境を見て回り、権限のない視聴者が視聴することを望まない、３Ｄ空間内のオブジェク
ト又はエリアをマーク付け／タグ付けすることができる。次に、システムは、そうしたユ
ーザ入力からプライベート・エンティティ情報及び規則を生成し、次に、同じ環境のライ
ブ・ブロードキャストの間、それらの情報及び規則を使用することができる。ライブ・ブ
ロードキャストの間、ビデオのビュー内のアイテムを識別し、追跡し、プライベート・エ
ンティティ情報と比較する。例えば、アイテムのいずれかがプライベートであると判断さ
れる場合、簡略化した３Ｄモデル（着色した立方体のような）をレンダリングしてビデオ
内のアイテムを覆い、次に、アイテムをビューから覆い隠す。例えば、ビデオを走査し追
跡するために用いられる情報は、全地球測位システム、局所測位情報、部屋／環境プラン
、環境及び／又はオブジェクトの３Ｄマップ／モデル等に関連し得る。
【０１００】
　図１０は、実施形態の１つ又は複数の部分を利用することができる、コンピュータ７０
０の一例を示す。上述した種々の動作は、コンピュータ７００の機能を利用することがで
きる。例えば、ビデオを拡張するためのシステムの１つ又は複数の部分を、本明細書で検
討される任意の要素、モジュール、アプリケーション、及び／又はコンポーネント内に統
合することができる。
【０１０１】
　コンピュータ７００は、これらに限定されるものではないが、ＰＣ、ワークステーショ
ン、ラップトップ、ＰＤＡ、パーム・デバイス（Palm device）、スマートフォン、画像
キャプチャ・デバイス、ビデオ・キャプチャ・デバイス、インターネット対応ディスプレ
イ、サーバ、ストレージ等を含む。一般的に、ハードウェア・アーキテクチャの観点から
、コンピュータ７００は、１つ又は複数のプロセッサ７１０、メモリ７２０、及びローカ
ル・インターフェース（図示せず）を介して通信可能に結合される１つ又は複数のＩ／Ｏ
デバイス７７０を含むことができる。ローカル・インターフェースは、例えば、これらに
限定されるものではないが、当技術分野において周知なような、１つ又は複数のバス又は
他の有線若しくは無線接続とすることができる。ローカル・インターフェースは、通信を
可能にするために、コントローラ、バッファ（キャッシュ）、ドライバ、中継器、及び受
信機のような付加的な要素を有することができる。さらに、ローカル・インターフェース
は、上述のコンポーネントの間の適切な通信を可能にするために、アドレス、制御部、及
び／又はデータ接続を含むことができる。
【０１０２】
　プロセッサ７１０は、メモリ７２０内に格納することができるソフトウェアを実行する
ためのハードウェア・デバイスである。プロセッサ７１０は、事実上、あらゆる特注の又
は市販のプロセッサ、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
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、又はコンピュータ７００と関連した幾つかのプロセッサの間の補助プロセッサとするこ
とができ、また、プロセッサ７１０は、半導体ベースのマイクロプロセッサ（マイクロチ
ップの形態の）又はマイクロプロセッサとすることができる。
【０１０３】
　メモリ７２０は、揮発性メモリ要素（例えば、ダイナミック・ランダム・アクセス・メ
モリ（ＤＲＡＭ）、スタティック・ランダム・アクセス・メモリ（ＳＲＡＭ）等のような
ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ））、及び不揮発性メモリ要素（例えば、ＲＯＭ、
消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気消去可能プログラム可
能読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、プログラム可能読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ
）、テープ、コンパクト・ディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ディスク、デ
ィスケット、カートリッジ、カセット、又はその種の他のもの等）のうちのいずれか１つ
又はその組み合わせを含むことができる。さらに、メモリ７２０は、電子、磁気、光学、
及び／又は他のタイプのストレージ媒体を組み込むことができる。メモリ７２０は、分散
型アーキテクチャを有することができ、そこで、種々のコンポーネントが互いから離れて
位置しているが、プロセッサ７１０によりアクセスできることに留意されたい。
【０１０４】
　メモリ７２０内のソフトウェアは、１つ又は複数の別個のプログラムを含むことができ
、その各々が論理機能を実施するための実行可能命令の順序付きリストを含むことができ
る。例示的な実施形態によると、メモリ７２０内のソフトウェアは、適切なオペレーティ
ング・システム（Ｏ／Ｓ）７５０、コンパイラ７４０、ソース・コード７３０、及び１つ
又は複数のアプリケーション７６０を含む。示されるように、アプリケーション７６０は
、例示的な実施形態の特徴及び動作を実施するための多数の機能コンポーネントを含む。
例示的な実施形態によると、コンピュータ７００のアプリケーション７６０は、種々のア
プリケーション、計算ユニット、論理、機能ユニット、プロセス、動作、仮想エンティテ
ィ及び／又はモジュールを表すことができるが、アプリケーション７６０は、限定するこ
とを意味するものではない。
【０１０５】
　オペレーティング・システム７５０は、他のコンピュータ・プログラムの実行を制御し
、スケジューリング、入力・出力制御、ファイル及びデータ管理、メモリ管理、並びに通
信制御及び関連サービスを提供する。例示的な実施形態を実施するためのアプリケーショ
ン７６０は、全ての市販のオペレーティング・システム上で適用可能であり得ることが、
発明者により考慮される。
【０１０６】
　アプリケーション７６０は、ソース・プログラム、実行可能プログラム（オブジェクト
・コード）、スクリプト、又は実行される命令のセットを含む他のいずれかのエンティテ
ィとすることができる。ソース・プログラムの場合、プログラムは、通常、Ｏ／Ｓ７５０
と関連して適切に動作するように、メモリ７２０内に含まれることも含まれないこともあ
る、コンパイラ（コンパイラ７４０のような）、アセンブラ、インタープリタ等を介して
翻訳される。Ｉ／Ｏデバイス７７０は、例えば、これらに限定されるものではないが、マ
ウス、キーボード、スキャナ、マイクロフォン、カメラ等のような入力デバイスを含むこ
とができる。さらに、Ｉ／Ｏデバイス７７０はまた、例えば、これらに限定されるもので
はないが、プリンタ、ディスプレイ等などの出力デバイスを含むこともできる。最終的に
、Ｉ／Ｏデバイス７７０は、例えば、これらに限定されるものではないが、ＮＩＣ又は変
調器／復調器（遠隔デバイス、他のファイル、デバイス、システム、又はネットワークに
アクセスするための）、無線周波数（ＲＦ）又は他の送受信機、電話インターフェース、
ブリッジ、ルータ等など、入力及び出力の両方と通信するデバイスをさらに含むことがで
きる。Ｉ／Ｏデバイス７７０はまた、インターネット又はイントラネットのような種々の
ネットワーク上で通信するためのコンポーネントも含む。
【０１０７】
　コンピュータ７００がＰＣ、ワークステーション、インテリジェント・デバイス等であ
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る場合、メモリ７２０内のソフトウェアは、基本入力出力システム（ＢＩＯＳ）（簡単に
するために省略される）をさらに含むことができる。ＢＩＯＳは、起動時にハードウェア
を初期化及びテストし、Ｏ／Ｓ７５０を起動し、ハードウェア・デバイス間のデータの転
送をサポートする不可欠のソフトウェア・ルーチンのセットである。ＢＩＯＳは、ＲＯＭ
、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等のような何らかのタイプの読み出し専用メモリ
内に格納されるので、コンピュータ７００が作動されたときにＢＩＯＳを実行することが
できる。
【０１０８】
　コンピュータ７００が動作中のとき、プロセッサ７１０は、メモリ７２０内に格納され
たソフトウェアを実行し、メモリ７２０との間でデータを通信し、ソフトウェアに従って
コンピュータ７００の動作を全体的に制御するように構成される。アプリケーション７６
０及びＯ／Ｓ７５０は、プロセッサ７１０により、全体的に又は部分的に読み出され、恐
らくプロセッサ７１０内にバッファされ、次に実行される。
【０１０９】
　アプリケーション７６０がソフトウェア内に実装されるとき、アプリケーション７６０
は、いずれかのコンピュータ関連システム若しくは方法により又はそれと関連して使用さ
れるいずれかのコンピュータ可読媒体上に事実上格納することができることに留意された
い。本文書の文脈において、コンピュータ可読媒体は、電子、磁気、光学、又は他の物理
デバイス、又はいずれかのコンピュータ関連システム若しくは方法により又はこれと共に
使用されるコンピュータ・プログラムを収容又は格納することができる手段とすることが
できる。
【０１１０】
　アプリケーション７６０は、命令実行システム、装置、若しくはデバイス、例えば、コ
ンピュータ・ベースのシステム、プロセッサ含有システム、又は命令実行システム、装置
、若しくはデバイスから命令をフェッチして、その命令を実行することができる他のシス
テムによって又はこれに関連して使用されるいずれかのコンピュータ可読媒体の形で具体
化することができる。本文書の文脈において、「コンピュータ可読媒体」とは、命令実行
システム、装置、若しくはデバイスによって又はこれと関連して使用するためのプログラ
ムを格納、通信、伝搬、又は伝送することができるいずれかの手段とすることができる。
コンピュータ可読媒体は、例えば、これらに限定されるものではないが、電子、磁気、光
学、電磁気、赤外線又は半導体のシステム、装置、デバイス、若しくは伝搬媒体とするこ
とができる。
【０１１１】
　本発明の実施形態が方法を構成する本出願の文脈において、こうした方法は、コンピュ
ータにより実行するためのプロセスである、すなわちコンピュータ実施可能方法である。
従って、方法の種々のステップは、例えば、１つ又は複数のアルゴリズムの種々の部分な
ど、コンピュータ・プログラムの種々の部分を示す。
【０１１２】
　本発明は、システム、方法、及び／又はコンピュータ・プログラム製品とすることがで
きる。コンピュータ・プログラム製品は、プロセッサに本発明の態様を実行させるための
コンピュータ可読プログラム命令をその上に有するコンピュータ可読ストレージ媒体（単
数又は複数）を含むことができる。
【０１１３】
　コンピュータ可読ストレージ媒体は、命令実行デバイスにより使用される命令を保持及
び格納できる有形デバイスとすることができる。コンピュータ可読ストレージ媒体は、例
えば、これらに限定されるものではないが、電子記憶装置、磁気記憶装置、光学記憶装置
、電磁気記憶装置、半導体記憶装置、又は上記のいずれかの適切な組み合わせとすること
ができる。コンピュータ可読ストレージ媒体のより具体的な例の非網羅的なリストとして
、以下のもの：すなわち、ポータブル・コンピュータ・ディスケット、ハードディスク、
ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プロ
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グラム可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ又はフラッシュ・メモリ）、スタティック・
ランダム・アクセス・メモリ（ＳＲＡＭ）、ポータブル・コンパクト・ディスク読み出し
専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、メモリ・スティック
、フロッピー・ディスク、パンチカード若しくは命令がそこに記録された溝内の隆起構造
のような機械的にエンコードされたデバイス、及び上記のいずれかの適切な組み合わせが
挙げられる。本明細書で使用される場合、コンピュータ可読ストレージ媒体は、電波、又
は他の自由に伝搬する電磁波、導波管若しくは他の伝送媒体を通じて伝搬する電磁波（例
えば、光ファイバ・ケーブルを通る光パルス）、又はワイヤを通って送られる電気信号な
どの、一時的信号自体として解釈されない。
【０１１４】
　本明細書で説明されるコンピュータ可読プログラム命令は、コンピュータ可読ストレー
ジ媒体からそれぞれのコンピューティング／処理デバイスに、又は、例えばインターネッ
ト、ローカル・エリア・ネットワーク、広域ネットワーク、及び／又は無線ネットワーク
などのネットワークを介して外部コンピュータ又は外部ストレージ・デバイスにダウンロ
ードすることができる。ネットワークは、銅伝送ケーブル、光伝送ファイバ、無線伝送、
ルータ、ファイアウォール、スイッチ、ゲートウェイ・コンピュータ、及び／又はエッジ
・サーバを含むことができる。各コンピューティング／処理デバイスにおけるネットワー
ク・アダプタ・カード又はネットワーク・インターフェースは、ネットワークからコンピ
ュータ可読プログラム命令を受け取り、コンピュータ可読プログラム命令を転送して、そ
れぞれのコンピューティング／処理デバイス内のコンピュータ可読ストレージ媒体内に格
納する。
【０１１５】
　本発明の動作を実行するためのコンピュータ可読プログラム命令は、アセンブラ命令、
命令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコー
ド、ファームウェア命令、状態設定データ、又は、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオ
ブジェクト指向プログラミング言語、又は、「Ｃ」プログラミング言語若しくは類似のプ
ログラミング言語などの通常の手続き型プログラミング言語を含む１つ又は複数のプログ
ラミング言語の任意の組み合わせで記述することができる。コンピュータ可読プログラム
命令は、完全にユーザのコンピュータ上で実行される場合もあり、一部がユーザのコンピ
ュータ上で、独立型ソフトウェア・パッケージとして実行される場合もあり、一部がユー
ザのコンピュータ上で実行され、一部が遠隔コンピュータ上で実行される場合もあり、又
は完全に遠隔コンピュータ若しくはサーバ上で実行される場合もある。最後のシナリオに
おいて、遠隔コンピュータは、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）若しくは広域
ネットワーク（ＷＡＮ）を含むいずれかのタイプのネットワークを通じてユーザのコンピ
ュータに接続される場合もあり、又は外部コンピュータへの接続がなされる場合もある（
例えば、インターネットサービスプロバイダを用いたインターネットを通じて）。幾つか
の実施形態において、例えば、プログラム可能論理回路、フィールド・プログラマブル・
ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、又はプログラム可能論理アレイ（ＰＬＡ）を含む電子回路
は、コンピュータ可読プログラム命令の状態情報を用いて、電子回路を個人化することに
よりコンピュータ可読プログラム命令を実行し、本発明の態様を実施することができる。
【０１１６】
　本発明の態様は、本発明の実施形態による方法、装置（システム）及びコンピュータ・
プログラム製品のフローチャート図及び／又はブロック図を参照して説明される。フロー
チャート図及び／又はブロック図の各ブロック、並びにフローチャート図及び／又はブロ
ック図内のブロックの組み合わせは、コンピュータ可読プログラム命令によって実装でき
ることが理解されるであろう。
【０１１７】
　これらのコンピュータ可読プログラム命令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、
又は他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサに与えてマシンを製造し、それによ
り、コンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサによって実行され
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る命令が、フローチャート及び／又はブロック図の１つ又は複数のブロック内で指定され
た機能／動作を実施するための手段を作り出すようにすることができる。これらのコンピ
ュータ・プログラム命令を、コンピュータ、他のプログラム可能データ処理装置、又は他
のデバイスを特定の方式で機能させるように指示することができるコンピュータ可読媒体
内に格納し、それにより、そのコンピュータ可読媒体内に格納された命令が、フローチャ
ート及び／又はブロック図の１つ又は複数のブロックにおいて指定された機能／動作を実
施する命令を含む製品を製造するようにすることもできる。
【０１１８】
　コンピュータ・プログラム命令を、コンピュータ、他のプログラム可能データ処理装置
、又は他のデバイス上にロードして、一連の動作ステップをコンピュータ、他のプログラ
ム可能データ処理装置、又は他のデバイス上で行わせてコンピュータ実施のプロセスを生
成し、それにより、コンピュータ又は他のプログラム可能装置上で実行される命令が、フ
ローチャート及び／又はブロック図の１つ又は複数のブロックにおいて指定された機能／
動作を実行するためのプロセスを提供するようにすることもできる。
【０１１９】
　図面内のフローチャート及びブロック図は、本発明の種々の実施形態による、システム
、方法、及びコンピュータ・プログラム製品の可能な実装の、アーキテクチャ、機能及び
動作を示す。この点に関して、フローチャート内の各ブロックは、指定された論理機能を
実装するための１つ又は複数の実行可能命令を含む、モジュール、セグメント、又はコー
ドの一部を表すことができる。幾つかの代替的な実装において、ブロック内に示される機
能は、図に示される順序とは異なる順序で生じることがある。例えば、連続して示される
２つのブロックは、関与する機能に応じて、実際には実質的に同時に実行されることもあ
り、又はこれらのブロックはときとして逆順で実行されることもある。ブロック図及び／
又はフローチャート図の各ブロック、及びブロック図及び／又はフローチャート図内のブ
ロックの組み合わせは、指定された機能又は動作を実行する、又は専用のハードウェアと
コンピュータ命令との組み合わせを実行する、専用ハードウェア・ベースのシステムによ
って実装できることにも留意されたい。
【０１２０】
　本発明の種々の実施形態の説明が例証の目的のために提示されたが、これらは、網羅的
であること、又は本発明を開示された形態に制限することを意図するものではない。当業
者には、説明される実施形態の範囲から逸脱することなく、多くの修正及び変形が明らか
であろう。本明細書で用いられる用語は、実施形態の原理、実際の適用、又は市場に見ら
れる技術に優る技術的改善を最もよく説明するため、又は、当業者が、本明細書に開示さ
れる実施形態を理解するのを可能にするために選択された。
【符号の説明】
【０１２１】
１００：分散型システム
１０２：ネットワーク
１０４、１０６：サーバ
１０８：ストレージ・ユニット
１１０、１１２、１１４：クライアント
２００：システム
２０６：処理ユニット
２０８：メイン・メモリ
２３８、２４０：バス
３００：拡張システム
３０５：ビデオストリーム
３１０：ビデオ処理ユニット
３２０：情報生成器
３３０：データ処理ユニット
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３３５：データ・ストア
３４０：ビデオ修正ユニット
３５０：ビデオ・キャプチャ・デバイス
３６０：グラフィカル要素
３７０：修正されたビデオ
３９０：入力インターフェース
４００：引き出しのセット
４１０：折り畳まれた紙サイン
４２０、４３０：境界エッジ
６００：コンピュータ実施方法

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP 2019-512933 A 2019.5.16

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月26日(2018.12.26)
【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】
　拡張されるプライベート・エンティティを含む環境のビデオストリームを拡張するコン
ピュータ実施方法であって、
　前記環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認
識アルゴリズムに従って前記ビデオストリームを処理することと、
　識別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成す
ることと、
　生成された前記識別エンティティ情報及び前記プライベート・エンティティに関するプ
ライベート・エンティティ情報に基づいて、前記識別したエンティティを拡張するかどう
かを判断することと、
　前記識別したエンティティを拡張すると判断される場合、前記識別したエンティティの
少なくとも部分を、ビデオ内の前記識別したエンティティの前記部分を覆い隠すように適
合されたグラフィカル要素に置き換えるように、前記ビデオストリームを修正することと
、
を含む、方法、
【請求項２】
　拡張される前記プライベート・エンティティについて記述するユーザ入力を受け取るこ
とと、
　前記受け取ったユーザ入力に基づいて前記プライベート・エンティティ情報を生成する
ことと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プライベート・エンティティ情報は、
　前記プライベート・エンティティの場所を表すプライベート・エンティティ場所情報、
　前記プライベート・エンティティの向きを表すプライベート・エンティティ向き情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表すプライベート
・エンティティ幾何学情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの色を表すプライベート・エンティ
ティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記プライベート・エンティティの位置を表すプライベート・エ
ンティティ３Ｄ座標情報
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１又は２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記識別エンティティ情報は、
　前記ビデオストリームをキャプチャするように適合されたビデオ・キャプチャ・デバイ
スの撮影方向を表す撮影方向情報、
　前記ビデオ・キャプチャ・デバイスの位置を表す撮影位置情報、
　前記識別したエンティティの場所を表す識別エンティティ場所情報、
　前記識別したエンティティの向きを表す識別エンティティ向き情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表す識別エンティティ幾
何学情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの色を表す識別エンティティ色情報、及び
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　３Ｄ座標空間における前記識別したエンティティの位置を表す識別エンティティ３Ｄ座
標情報
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記識別したエンティティを拡張するかどうかを判断するステップは、
　前記識別したエンティティが、前記プライベート・エンティティと実質的に合致するか
、又は前記プライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接
して位置しているかを判断することと、
　前記識別したエンティティが、前記プライベート・エンティティと実質的に合致する、
又は前記プライベート・エンティティ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接し
て位置していると判断される場合、前記識別したエンティティを拡張すると決定すること
と、
を含む、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ビデオストリームを修正するステップは、前記識別したエンティティが、前記プラ
イベート・エンティティと実質的に合致するか、又は前記プライベート・エンティティ内
に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置しているかを判断することに基づ
いて、前記グラフィカル要素を生成することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ビデオストリームを修正するステップは、前記グラフィカル要素を生成し、これが
前記識別したエンティティの簡略化した３Ｄモデルを表すようにすることを含む、請求項
１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記グラフィカル要素は、前記識別したエンティティの前記部分のマスクした又はぼか
したバージョンを含む、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記識別したエンティティを拡張するかどうかを判断するステップは、
　前記ビデオストリームのターゲット視聴者の視聴特権又はアクセス権を判断することと
、
　前記ターゲット視聴者の視聴特権又はアクセス権が所定の要件を満たさない場合、前記
識別したエンティティを拡張すると決定することと、
を含む、前記請求項１乃至８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記修正されたビデオストリームを前記環境から遠隔に位置する人に表示することをさ
らに含む、前記請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　拡張されるプライベート・エンティティを含む環境のビデオストリームを拡張するため
のコンピュータ・プログラムであって、
　処理回路に、請求項１乃至請求項１０のいずれか一項に記載の方法を実行させるための
、コンピュータ・プログラム。
【請求項１２】
　拡張されるプライベート・エンティティを含む環境のビデオストリームを拡張するため
の拡張システムであって、
　前記環境内のエンティティの少なくとも部分の存在を識別するために、エンティティ認
識アルゴリズムに従って前記環境の前記ビデオストリームを処理するように適合されたビ
デオ処理ユニットと、
　識別したエンティティの少なくとも１つの特性に関する識別エンティティ情報を生成す
るように適合された情報生成器と、
　生成された前記識別エンティティ情報及び前記プライベート・エンティティに関するプ
ライベート・エンティティ情報に基づいて、前記識別したエンティティを拡張するかどう
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かを判断するように適合された処理ユニットと、
　前記識別したエンティティを拡張すると判断される場合、前記識別したエンティティの
少なくとも部分を、前記ビデオストリーム内の前記識別したエンティティの前記部分を覆
い隠すように適合されたグラフィカル要素と置き換えるように、前記ビデオストリームを
修正するように適合されたビデオ修正ユニットと、
を含む、システム。
【請求項１３】
　拡張される前記プライベート・エンティティについて記述するユーザ入力を受け取るよ
うに適合されたユーザ入力インターフェースをさらに含み、前記情報生成器は、受け取っ
た前記ユーザ入力に基づいて前記プライベート・エンティティ情報を生成するようにさら
に適合される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記プライベート・エンティティ情報は、
　前記プライベート・エンティティの場所を表すプライベート・エンティティ場所情報、
　前記プライベート・エンティティの向きを表すプライベート・エンティティ向き情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表すプライベート
・エンティティ幾何学情報、
　前記プライベート・エンティティの少なくとも１つの色を表すプライベート・エンティ
ティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記プライベート・エンティティの位置を表すプライベート・エ
ンティティ３Ｄ座標情報
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２又は請求項１３のいずれかに記載のシステム
。
【請求項１５】
　前記識別エンティティ情報は、
　前記ビデオストリームをキャプチャするように適合されたビデオ・キャプチャ・デバイ
スの撮影方向を表す撮影方向情報、
　前記ビデオ・キャプチャ・デバイスの位置を表す撮影位置情報、
　前記識別したエンティティの場所を表す識別エンティティ場所情報、
　前記識別したエンティティの向きを表す識別エンティティ向き情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの幾何学的特性を表す識別エンティティ幾
何学情報、
　前記識別したエンティティの少なくとも１つの色を表す識別エンティティ色情報、及び
　３Ｄ座標空間における前記識別したエンティティの位置を表す識別エンティティ３Ｄ座
標情報
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２乃至請求項１４のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項１６】
　前記処理ユニットは、前記識別したエンティティが、前記プライベート・エンティティ
と実質的に合致するか、又は前記プライベート・エンティティ内に、その上に、その下に
、若しくはこれに近接して位置しているかを判断し、前記識別したエンティティが、前記
プライベート・エンティティと実質的に合致する、又は前記プライベート・エンティティ
内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置していると判断される場合、前
記識別したエンティティを拡張すると決定するようにさらに適合される、請求項１２乃至
請求項１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ビデオ修正ユニットは、前記処理ユニットが、前記識別したエンティティが、前記
プライベート・エンティティと実質的に合致するか、又は前記プライベート・エンティテ
ィ内に、その上に、その下に、若しくはこれに近接して位置しているかを判断することに
基づいて、前記グラフィカル要素を生成するように適合される、請求項１６に記載のシス
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テム。
【請求項１８】
　前記ビデオ修正ユニットは、前記グラフィカル要素を生成し、これが前記識別したエン
ティティの簡略化した３Ｄモデルを表すように適合される、請求項１２乃至請求項１７の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記グラフィカル要素は、前記識別したエンティティの前記部分のマスクした又はぼか
したバージョンを含む、請求項１２乃至請求項１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ビデオストリームは、前記環境のライブ・ビデオストリームを含む、請求項１２乃
至請求項１９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記修正されたビデオストリームを前記環境から遠隔に位置する人に表示するように適
合されたディスプレイ・ユニットをさらに含む、請求項１２乃至請求項２０のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項２２】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項に記載の方法をコンピュータに実行させるため
のコンピュータ・プログラムを含むコンピュータ可読媒体。
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