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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリと、
　前記メモリと通信しており、ネットワークを介して通信するように構成された通信イン
タフェースと、
　前記メモリ及び前記通信インタフェースと通信しているプロセッサであって、前記ネッ
トワーク及び前記通信インタフェースを介して、クライアント装置のユーザと関連付けら
れた顔画像データを受信するように構成されたプロセッサと、
を備え、
　前記顔画像データの受信に応答して、前記プロセッサが、（１）２次元顔認識解析、３
次元顔認識解析、又は畳込みニューラルネット（ＣＮＮ）のうちの少なくとも１つに基づ
いて前記ユーザと関連付けられた前記顔画像データを登録し、（２）前記プロセッサに操
作可能に結合されたデータベースに、前記顔画像データと、前記ユーザ又は前記ユーザと
関連付けられた前記クライアント装置の少なくとも１つと関連付けられたコンテキストデ
ータとを記憶するように構成され、
　前記プロセッサが、前記ネットワーク及び前記通信インタフェースを介して、前記ネッ
トワークと通信している少なくとも１つの画像取込装置からビデオストリームデータを受
信するように構成され、前記ビデオストリームデータは、少なくとも１つの顔画像の表示
と、所定の場所で起こった同時発生イベントを表示するデータとを含み、
　前記ビデオストリームデータの受信に応答して、前記プロセッサが、（１）解析された
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ビデオストリームデータセットを定めるために前記２次元顔認識解析、前記３次元顔認識
解析、又は前記ＣＮＮのうちの少なくとも１つに基づいて前記ビデオストリームデータを
解析し、（２）前記ビデオストリームデータと関連付けられた解析されたコンテキストデ
ータセットを定めるために前記ビデオストリームデータと関連付けられたコンテキストデ
ータを解析し、（３）前記解析されたビデオストリームデータセットを前記データベース
に記憶されている前記顔画像データと比較すること、及び前記ビデオストリームデータと
関連付けられた前記解析されたコンテキストデータセットを前記ユーザ、又は前記ユーザ
と関連付けられた前記クライアント装置の少なくとも１つと関連付けられ、前記データベ
ースに記憶されている前記コンテキストデータと比較することに基づいて信頼レベルを求
めるように構成され、
　前記プロセッサが、前記信頼レベルが基準を満たす場合に、（１）ユーザ関連のビデオ
ストリームを表す、及び（２）前記同時発生イベントの表示を含む、ユーザ特有のデータ
を定めるように構成され、前記プロセッサは、前記ユーザと関連付けられたクライアント
装置が前記ユーザ特有のデータにアクセスできるように、前記ユーザ特有のデータを送る
ようにさらに構成されている、
装置。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記ネットワーク及び前記通信インタフェースを介して、前記クラ
イアント装置に、前記クライアント装置のディスプレイに前記ユーザ特有のデータを、図
表を用いて表す命令を示す信号を送信するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プロセッサが、前記解析されたビデオストリームデータセットを前記顔画像データ
と比較する前に、前記ビデオストリームデータと関連付けられた前記解析されたコンテキ
ストデータセットを、前記ユーザ又は前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装置
の少なくとも１つと関連付けられた前記コンテキストデータと比較するように構成される
、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記信頼レベルが、（１）前記解析されたビデオストリームデータセットと前記顔画像
データとの間の一致のレベル、及び（２）前記解析されたコンテキストデータセットと、
前記ユーザ又は前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装置の少なくとも１つと関
連付けられた前記コンテキストデータとの間の一致のレベルを示す、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　前記信頼レベルが、少なくとも前記解析されたビデオストリームデータセットと前記顔
画像データとの間の一致レベルを示し、前記基準が、前記解析されたビデオストリームデ
ータセットと前記顔画像データとの間の少なくとも７０％一致の一致閾値である、請求項
１に記載の装置。
【請求項６】
　前記ユーザが複数のユーザからのユーザであり、前記データベースが前記複数のユーザ
からの各ユーザと関連付けられた少なくとも顔画像データを記憶するように構成され、前
記コンテキストデータは、前記複数のユーザからの各ユーザ、又は前記複数のユーザから
の各ユーザと関連付けられた前記クライアント装置、の少なくとも１つと関連付けられる
、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記ユーザが複数のユーザからのユーザであり、前記データベースが、前記複数のユー
ザからの各ユーザと関連付けられた少なくとも顔画像データを記憶するように構成され、
前記コンテキストデータは、前記複数のユーザからの各ユーザ、又は前記複数のユーザか
らの各ユーザと関連付けられた前記クライアント装置の少なくとも１つと関連付けられ、
　前記プロセッサが、（１）前記解析されたビデオストリームデータセットを前記複数の
ユーザからの各ユーザの前記顔画像データと、及び（２）前記解析されたコンテキストデ
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ータセットを前記複数のユーザからの各ユーザ、又は前記複数のユーザからの各ユーザと
関連付けられた前記クライアント装置の少なくとも１つと関連付けられた前記コンテキス
トデータと、比較するように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記ユーザが複数のユーザからの第１のユーザであり、前記ユーザ特有のデータは第１
のユーザ特有のデータセットであり、前記ユーザ関連のビデオストリームは第１のユーザ
関連のビデオストリームであり、前記データベースが、前記複数のユーザからの各ユーザ
と関連付けられた少なくとも顔画像データ、及び前記複数のユーザからの各ユーザ、又は
前記複数のユーザからの各ユーザと関連付けられた前記クライアント装置の少なくとも１
つと関連付けられたコンテキストデータを記憶するように構成され、
　前記プロセッサが、（１）前記複数のユーザからの第２のユーザと関連付けられた第２
のユーザ関連のビデオストリームを表し、及び（２）前記同時発生イベントの表示を含む
、第２のユーザ特有のデータセットを、前記複数のユーザからの前記第２のユーザと関連
付けられた信頼レベルが前記基準を満たす場合に定めるように構成され、
　前記プロセッサが、前記ネットワークを介して及び前記複数のユーザからの前記第２の
ユーザと関連付けられたクライアント装置に対して、前記複数のユーザからの前記第２の
ユーザと関連付けられた前記クライアント装置のディスプレイに、前記第２のユーザ特有
のデータセットを、図表を用いて表す命令を示す信号を送信するように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　ホスト装置で、及びネットワークを介してクライアント装置から、前記クライアント装
置のユーザと関連付けられた顔画像データを登録する要求を示す信号を受信することと、
　顔認識及び画像解析によって前記顔画像データを登録することと、
　前記顔画像データ、及び前記登録することと関連付けられたデータをデータベースに記
憶することと、
　前記ホスト装置で、少なくとも１つの顔画像の表示と、同時発生イベントを表示するデ
ータとを含む、コンテキストビデオストリームデータを受信することと、
　前記コンテキストビデオストリームデータが、顔認識を介して、前記コンテキストビデ
オストリームデータの前記顔画像データを識別することと関連付けられた基準を満たすか
どうかを判断するために、ビデオ解析を介して前記コンテキストビデオストリームデータ
を解析することと、
　前記基準が満たされる場合、（１）ユーザ関連のビデオストリームを表す、及び（２）
前記同時発生イベントの表示を含む、ユーザ特有のデータを定めることと、
　前記ホスト装置から前記クライアント装置へ、前記クライアント装置のディスプレイに
前記ユーザ特有のデータを提示する命令を示す信号を送信することと
を含む方法。
【請求項１０】
　前記クライアント装置がタブレット、スマートフォン、又はウェアラブル電子機器のう
ちの１つである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザと関連付けられた前記顔画像データが、前記クライアント装置に操作可能に
結合されたカメラを介して取り込まれた画像データである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基準が、前記コンテキストビデオストリームデータの前記顔画像を識別することと
関連付けられた信頼レベルである、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホスト装置から前記クライアント装置に、及び前記コンテキストビデオストリーム
データを解析する前に、前記ユーザ又は前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装
置の少なくとも１つと関連付けられたコンテキストデータに対する要求を送信すること
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をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ホスト装置から前記クライアント装置に、及び前記コンテキストビデオストリーム
データを解析する前に、前記ユーザ又は前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装
置の少なくとも１つと関連付けられたコンテキストデータに対する要求を送信することを
さらに備え、前記ユーザ又は前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装置の少なく
とも１つと関連付けられた前記コンテキストデータがカレンダデータ、場所データ、プリ
ファレンスデータ、又は購入データのうちの少なくとも１つである、
請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　ネットワークと通信している画像取込アセンブリであって、前記画像取込アセンブリが
ビデオストリームデータを取り込むように構成された少なくとも１つの画像取込装置を含
み、前記ビデオストリームデータが所定の場所と関連付けられる、画像取込アセンブリと
、
　少なくとも１つのプロセッサ及びメモリを有するホスト装置であって、前記ホスト装置
が前記ネットワーク及びデータベースと通信しており、（１）前記ネットワークを介して
クライアント装置からユーザの顔画像データを受信し、（２）顔認識及び画像解析によっ
て前記顔画像データを登録し、（３）前記データベースに前記顔画像データを記憶するよ
うに構成された前記ホスト装置と
を備え、
　前記ホスト装置が、前記画像取込アセンブリからの前記ビデオストリームデータ、及び
前記所定の場所と関連付けられたコンテキストデータを受信し、前記ビデオストリームデ
ータを前記顔画像データと比較すること、及び前記所定の場所と関連付けられたコンテキ
ストデータを、前記ユーザ又は前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装置の少な
くとも１つと関連付けられたコンテキストデータと比較することに基づいて信頼レベルを
求めるように構成され、前記ホスト装置が、（１）少なくとも１つのユーザ関連画像を表
す、及び（２）前記所定の場所で起こった同時発生イベントの表示を含む、ユーザ特有の
データを定めるように構成され、前記ホスト装置は、前記信頼レベルが基準を満たす場合
に、前記ユーザと関連付けられた前記クライアント装置が前記ユーザ特有のデータにアク
セスできるように、前記ユーザ特有のデータを送信するように構成される、
システム。
【請求項１６】
　前記ホスト装置が、前記クライアント装置のカメラが前記ユーザの前記顔画像データを
取り込むのに応答して、前記クライアント装置から前記顔画像データを受信するように構
成される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ホスト装置によって受信される前記顔画像データが、前記ユーザの顔のグラフィッ
ク表現が前記クライアント装置のディスプレイ上で所定の位置合わせされる場合、前記ク
ライアント装置のカメラによって自動的に取り込まれる顔画像データである、請求項１５
に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ホスト装置によって受信される前記顔画像データが、前記ユーザの１組の目の間の
距離が４０ピクセルと６５ピクセルとの間であるように、前記ユーザが前記クライアント
装置のディスプレイ上で前記ユーザの顔のグラフィック表現を位置合わせする場合、前記
クライアント装置のカメラによって自動的に取り込まれる顔画像データである、請求項１
５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記クライアント装置の前記ユーザと関連付けられた前記顔画像データが、前記ユーザ
の顔の複数の画像を含み、前記複数の画像からの各画像が前記クライアント装置のカメラ
に対して異なる向きで前記ユーザの前記顔を取り込む、請求項１５に記載のシステム。
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【請求項２０】
　前記少なくとも１つの画像取込装置が、ピクチャ又はビデオ録画のうちの少なくとも１
つと関連付けられた画像データを取り込むように構成された少なくとも１つのカメラであ
る、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記画像取込アセンブリが前記クライアント装置のカメラを含む、請求項１５に記載の
システム。
【請求項２２】
　前記画像取込装置が前記クライアント装置のカメラであり、前記ホスト装置は、前記ビ
デオストリームデータ、及び前記クライアント装置からの前記所定の場所と関連付けられ
た前記コンテキストデータを受信するように構成されている、請求項１５に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
［0001］　本願は、その開示がその全体として参照により本明細書に援用される、２０１
５年７月１５日に出願された、「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｆａｃｉａｌ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ　
ｔｏ　Ｉｄｅｎｔｉｆｙ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ　ｉｎ　Ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ　Ｖｉ
ｄｅｏ　Ｓｔｒｅａｍｓ」と題する米国仮特許出願第６２／１９２，８５４号の優先権及
び利益を主張する。
【０００２】
［0002］　本明細書に説明される実施形態は、概して顔認識及びビデオ解析に関し、より
詳細には顔認識データに基づいて個人を登録し、コンテキストビデオストリームデータを
解析して個人を識別し、個人のコンテキストビデオストリームを提供するための装置及び
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
［0003］　カメラ、タブレット、スマートフォン等の電子機器の可用性及び機能の高まり
により、一部の人は自分の経験の写真を撮影する及び／又はビデオを取り込むことが可能
になっている。例えば、スマートフォン、タブレット、及び／又は他の類似した機器での
カメラの包含及び改善は、写真（例えば、写真データ、画像データ等）及びビデオ（例え
ば、ビデオストリームデータ）を撮影するために使用されるそれらの機器の増加につなが
っている。一部の人が自分の経験の写真及び／又はビデオを撮影することがよりたやすく
なっている一方、一部の例では、所望される関係者を含む（それ以外の場合、写真又はビ
デオを撮影するだろう人を含む）ことにはいまだに課題がある場合がある。さらに、人は
、写真及び／又はビデオを撮影するチャンスを覚えていなければならず、及び／又は有さ
なければならず、覚えていられないと機会は失われることになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
［0004］　一部の例では、スポーツイベント、コンサート、集会、卒業式等々の開催地及
び／イベントは、出席している人の写真及び／又はビデオを撮影できるカメラを有する。
しかしながら、一部の例では、ピクチャ及び／又はビデオストリームを解析する、構文解
析する、及び／又はそれ以外の場合利用できるようにすることは、相対的に大量の資源を
使用することがあり、不正確であることがあり、及び／又は関連付けられたコンテキスト
データ等を提供できないことがある。
【０００５】
［0005］　したがって、顔認証データに基づいて個人を登録し、コンテキストピクチャデ
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ータ及び／又はコンテキストビデオストリームデータを解析して個人を識別し、顔認識デ
ータ及び／又はビデオ解析に基づいて、例えば公のイベントで、個人のコンテキストピク
チャ（複数可）及び／又はコンテキストビデオストリーム（複数可）を提供するための改
善された装置及び方法に対するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
［0006］　いくつかの実施形態では、装置はメモリと、メモリと通信しており、ネットワ
ークを介して通信するように構成された通信インタフェースと、メモリ及び通信インタフ
ェースと通信しているプロセッサとを含む。プロセッサは、ネットワーク及び通信インタ
フェースを介してクライアント装置のユーザと関連付けられた顔画像データを受信するよ
うに構成される。顔画像データの受信に応答して、プロセッサは、（１）２次元顔認識解
析、３次元顔認識解析、又は畳込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）のうちの少なくと
も１つに基づいてユーザと関連付けられた顔画像データを認識し、（２）プロセッサに操
作可能に結合されたデータベースに、ユーザと関連付けられた画像データ及びコンテキス
トデータを記憶する。また、プロセッサは、ネットワークと通信している少なくとも１つ
の画像取込装置から、ネットワーク及び通信インタフェースを介してビデオストリームデ
ータを受信するように構成される。ビデオストリームデータの受信に応答して、プロセッ
サは（１）解析されたビデオデータを定めるために、２次元顔認識解析、３次元顔認識解
析、又はＣＮＮのうちの少なくとも１つに基づいてビデオストリームデータを解析し、（
２）解析されたコンテキストデータを定めるために、ビデオストリームデータと関連付け
られたコンテキストデータを解析し、（３）解析されたコンテキストデータをデータベー
スに記憶されている顔認識データに比較すること、及び解析されたコンテキストデータを
ユーザと関連付けられ、データベースに記憶されているコンテキストデータに比較するこ
とに基づいて信頼レベルを求める。プロセッサは、信頼レベルが基準を満たす場合にユー
ザ特有のコンテキストビデオストリームを表すデータを定めるように構成される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】［0007］実施形態に係る認識システムの概略図である。
【図１Ｂ】［0008］別の実施形態に係る認識システムの概略図である。
【図２】［0009］図１Ａ及び／又は図１Ｂの認識システムに含まれるホスト装置の図であ
る。
【図３】［0010］図１Ａ及び図１Ｂの認識システムの態様を明示する電子機器のディスプ
レイの例のスクリーンショットの図である。
【図４】図１Ａ及び図１Ｂの認識システムの態様を明示する電子機器のディスプレイの例
のスクリーンショットの図である。
【図５】図１Ａ及び図１Ｂの認識システムの態様を明示する電子機器のディスプレイの例
のスクリーンショットの図である。
【図６】図１Ａ及び図１Ｂの認識システムの態様を明示する電子機器のディスプレイの例
のスクリーンショットの図である。
【図７】［0011］別の実施形態に係る認識システムの態様を明示する電子機器のディスプ
レイの例のスクリーンショットである。
【図８】［0012］別の実施形態に係る認識システムの態様を明示する電子機器のディスプ
レイの例のスクリーンショットである。
【図９】［0013］実施形態に係るビデオ認識システムを使用する方法を示すフローチャー
トである。
【図１０】［0014］別の実施形態に係るビデオ認識システムを使用する方法を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
［0015］　本明細書に説明される実施形態は、顔認識データに基づいてユーザを登録する
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ことと、個人を識別するためにコンテキストビデオストリームデータを解析することと、
顔認識データ及び／又はビデオストリームのビデオ解析に基づいてユーザのコンテキスト
ビデオストリームを提供することとに関する。一部の実施形態では、装置は、メモリと、
メモリと通信しており、ネットワークを介して通信するように構成された通信インタフェ
ースと、メモリ及び通信インタフェースと通信するプロセッサとを含む。プロセッサは、
ネットワーク及び通信インタフェースを介して、クライアント装置のユーザと関連付けら
れた顔画像データを受信するように構成される。顔画像データの受信に応答して、プロセ
ッサは、（１）２次元顔認識解析、３次元顔認識解析、又は畳込みニューラルネットワー
ク（ＣＮＮ）のうちの少なくとも１つに基づいてユーザと関連付けられた顔画像データを
登録し、（２）プロセッサに操作可能に結合されたデータベースに、ユーザと関連付けら
れた顔画像データ及びコンテキストデータを記憶する。また、プロセッサは、ネットワー
ク及び通信インタフェースを介して、ネットワークと通信している少なくとも１つの画像
取込装置からビデオストリームデータを受信するように構成される。ビデオストリームデ
ータの受信に応答して、プロセッサは（１）解析されたビデオデータを定めるために２次
元顔認識解析論、３次元顔認識解析論、又はＣＮＮのうちの少なくとも１つに基づいてビ
デオストリームデータを解析し、（２）解析されたコンテキストデータを定めるためにビ
デオストリームデータと関連付けられたコンテキストデータを解析し、（３）解析された
ビデオデータを、データベースに記憶されている顔画像データと比較すること、及び解析
されたコンテキストデータを、ユーザと関連付けられ、データベースに記憶されているコ
ンテキストデータと比較することに基づいて信頼レベルを求める。プロセッサは、信頼レ
ベルが基準を満たす場合にユーザ特有のコンテキストビデオストリームを表すデータを定
めるように構成される。
【０００９】
［0016］　一部の実施形態では、画像解析方法は、ホスト装置で及びネットワークを介し
てクライアント装置から、ユーザと関連付けられた顔画像データを登録する要求を示す信
号を受信することを含む。ユーザと関連付けられた顔画像データは、顔認識及び画像解析
によって登録され、ホスト装置と通信しているデータベースに記憶される。イベントと関
連付けられたコンテキストビデオストリームデータはホスト装置で受信される。コンテキ
ストビデオストリームデータは、コンテキストビデオストリームデータが、コンテキスト
ビデオストリームデータの顔画像データの顔認識と関連付けられた基準を満たすかどうか
を判断するためにビデオ解析によって解析される。ユーザのコンテキストビデオストリー
ムは、コンテキストビデオストリームデータの顔画像データの顔認識と関連付けられた基
準が満たされる場合定義される。ホスト装置は、クライアント装置のディスプレイにユー
ザのコンテキストビデオストリームを提示する命令を示す信号を送信する。
【００１０】
［0017］　一部の実施形態では、システムは、ネットワークと通信している画像取込アセ
ンブリ、並びに少なくとも１つのプロセッサ及び１つのメモリを有し、ネットワーク及び
データベースと通信しているホスト装置を含む。画像取込アセンブリは、所定のコンテキ
ストと関連付けられるビデオストリームデータを取り込むように構成された少なくとも１
つの画像取込装置を含む。ホスト装置は、（１）ネットワークを介してクライアント装置
からユーザの顔画像データを受信し、（２）顔認識及び画像解析によって顔画像データを
登録し、（３）データベースに顔画像データを記憶するように構成される。ホスト装置は
、画像取込アセンブリからのビデオストリームデータ、及び所定のコンテキストと関連付
けられたデータを受信するように構成される。ホスト装置は、ビデオストリームデータを
顔画像データと比較すること、及び所定のコンテキストと関連付けられたデータを、ユー
ザと関連付けられたコンテキストデータに比較することに基づいて信頼レベルを求めるよ
うに構成される。ホスト装置はさらに、ユーザ特有のコンテキスト画像データを定義し、
信頼レベルが基準を満たす場合、ネットワークを介してクライアント装置にユーザ特有の
コンテキスト画像データを送信するように構成される。
【００１１】
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［0018］　本明細書で使用されるように、単数形「１つの」、「ある」、及び「該」は、
文脈上明らかに他の意味に解釈すべき場合を除いて複数形の指示対象を含む。したがって
、例えば、用語「モジュール」は、単一のモジュール又はモジュールの組合せを意味する
ことを意図し、「ネットワーク」は１つ以上のネットワーク、つまりその組合せを意味す
ることを意図する。
【００１２】
［0019］　本明細書に使用されるように、用語「モジュール」は、例えば、メモリ、プロ
セッサ、電気トレース、光コネクタ、（ハードウェアで実行する）ソフトウェア等々を含
むことがある、任意のアセンブリ及び／又は動作可能なように結合された電気部品の任意
のアセンブリ及び／又はセットを指す。例えば、プロセッサで実行されるモジュールは、
ハードウェアベースのモジュール（例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）
）及び／又はそのモジュールと関連付けられた１つ以上の特定の機能を実施できるソフト
ウェアベースのモジュール（例えば、メモリに記憶された及び／又はプロセッサで実行さ
れたコンピュータコードのモジュール）の任意の組合せであることがある。
【００１３】
［0020］　本明細書で使用されるように、用語「コンテキストビデオストリーム」は、コ
ンテキストデータを含む、及び／又はコンテキストデータと関連付けられるビデオストリ
ームを指す。コンテキストデータは、例えば時刻データ及び／又は日付データ、場所デー
タ、イベントデータ及び／又は開催地データ、ステータスデータ、個人識別データ、グル
ープデータ及び／又はネットワークデータ、受取人データ、顔認識データ、プロファイル
データ等であることがある。実施形態が、（例えば、ホスト装置に対し又はホスト装置で
）「ビデオストリーム」を送信する及び／又は受信するとして本明細書で説明されるとき
、ビデオストリームはビデオストリームと関連付けられたコンテキストデータと関係なく
送信及び／又は受信できる。例えば、クライアント装置はホスト装置にビデオストリーム
を送信することができ、それに応じてホスト装置は（例えば、ビデオストリームとは関係
なく及び／又はビデオストリーム受信後に）任意の数のソースからビデオストリームと関
連付けられたコンテキストデータを検索及び／又は要求できる。ホスト装置が、ビデオス
トリームデータ及びビデオストリームデータと関連付けられたコンテキストデータを受信
すると、ホスト装置は、例えばコンテキストビデオストリーム及び／又は他の適切なコン
テキスト画像データを定義できる。さらに他の実施形態では、ビデオストリーム及び／又
は画像データはコンテキストデータなしに送信及び／又は受信できる。さらに、「ビデオ
ストリーム」と呼ばれるが、他の例では、装置は単一の画像及び／又は静止画像（例えば
、ピクチャ）を送信及び／又は受信できる。他の例では、装置は、集合的にビデオストリ
ームを形成することがある任意の数の個々のフレーム等を送信及び／又は受信できる。
【００１４】
［0021］　本明細書に説明される実施形態及び方法は、（１）ビデオストリームで登録ユ
ーザ（例えば、顔認証データが所定である人）の１つ以上の画像を検索し、（２）コンテ
キストデータを含むビデオストリームをユーザと関連付けられたクライアント装置（例え
ば、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ウェアラブル電子機器等）に提供する
ために顔認識データを使用できる。顔認識は、概して、人の顔の１つ以上の画像を解析し
て、例えばその人の顔の構造（例えば、頬骨、下顎、耳、目、顎、鼻、生え際等）の目立
った特徴を決定し、次いで目立った特徴と関連付けられた及び／又はそれ以外の場合目立
った特徴を表す定性的なデータ及び／又は定量的なデータを定めることを伴う。１つの手
法は、例えば、人の顔の目立った特徴と関連付けられたデータを抽出し、幾何学的な情報
及び／又は座標ベースの情報を含むデータを定めること（例えば、顔認識データの３次元
（３‐Ｄ）解析）を含む。別の手法は、例えば画像データから不必要なものを取り除いて
定性値にし、それらの値をテンプレート等に比較すること（例えば、顔認識データの２次
元（２‐Ｄ）解析）を含む。一部の例では、別の手法は３‐Ｄ解析論及び２‐Ｄ解析論の
任意の適切な組合せを含むことがある。
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【００１５】
［0022］　一部の顔認識方法及び／又はアルゴリズムは、固有顔（例えば、顔認識と関連
付けられた固有ベクトル）を使用する主成分分析、線形判別分析、Ｆｉｓｈｅｒｆａｃｅ
アルゴリズムを使用するエラスティックバンチグラフィックマッチング（Ｅｌａｓｔｉｃ
　Ｂｕｎｃｈ　Ｇｒａｐｈ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ）、隠れマルコフモデル、テンソル表現を
使用する多重線形部分空間学習（Ｍｕｌｔｉｌｉｎｅａｒ　Ｓｕｂｓｐａｃｅ　Ｌｅａｒ
ｎｉｎｇ）、ニューロン動機ダイナミックリンクマッチング（ｎｅｕｒｏｎａｌ　ｍｏｔ
ｉｖａｔｅｄ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｌｉｎｋ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）、畳込みニューラルネッ
トワーク（ＣＮＮ）等々、又はその組合せを含む。本明細書に説明される実施形態及び／
又は方法のいずれも、例えば上述されるもの等、任意の適切な顔認識方法及び／若しくは
顔認識アルゴリズム、又はその組合せを使用及び／又は実装できる。さらに本明細書に説
明される実施形態及び／又は方法のいくつかは、ユーザの初期の顔認識データを登録し、
次いでビデオストリームに含まれる画像データをユーザの初期の顔認識データと比較する
ために使用できる。したがって、正確な及び／又は完全な初期の顔認識データを有するこ
とが望ましい。したがって、本明細書に説明される実施形態及び／又は方法は、ユーザの
顔をテンプレート、フレーム、境界、マーカ、インジケータ等々に位置合わせすることと
関連付けられた方法、ステップ、及び／又はプロセスを含むことがある。
【００１６】
［0023］　図１Ａは、実施形態に係るビデオ認識システム１００の概略図である。一部の
例では、（本明細書では「システム」と呼ばれることもある）ビデオ認識システム１００
は、少なくとも部分的に顔認識データに基づいて（例えば、「ユーザ特有のコンテキスト
ビデオストリーム」又は「ユーザ特有のビデオストリーム」とも呼ばれる）ユーザのコン
テキストビデオストリームを提示するために使用できる。システム１００の少なくとも一
部分は、例えばメモリに記憶され、電子機器（例えば、ホスト装置、サーバ又はサーバの
グループ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ネットワーク装置等）等々のプロセッサ内
で実行される命令又はコードのセットによって表す及び／又は説明することができる。例
えば、一部の実施形態では、ホスト装置はユーザと関連付けられた顔認識データを登録す
る要求と関連付けられた信号を受信し、それに応じてデータベースに顔認識データを記憶
できる。同様に、ホスト装置はビデオストリームデータと関連付けられた信号を受信でき
る。一部の例では、ホスト装置の１つ以上のプロセッサは次いで、ユーザの１つ以上の画
像が少なくとも部分的に顔認識データに基づいてビデオストリームに存在するかどうかを
判断するためにビデオデータを解析することと関連付けられた、ホスト装置のメモリに記
憶された命令又はコードのセットを実行できる。画像がビデオストリームデータで見つけ
られる場合、１つ以上のプロセッサはビデオストリームデータの関連付けられた部分を分
離できる。さらに、１つ以上のプロセッサは、（１）例えば時間、場所、イベント等のコ
ンテキストデータをビデオストリームデータと関連付け、（２）ユーザのコンテキストビ
デオストリーム（例えば、ユーザ特有のコンテキストビデオストリーム）を定めるために
命令又はコードのセットを実行できる。１つ以上のプロセッサは、次いでユーザと関連付
けられたクライアント装置に、クライアント装置のディスプレイにユーザのコンテキスト
ビデオストリームを提示する命令を示す信号を送信できる。
【００１７】
［0024］　システム１００は、データベース１４０、クライアント装置１５０、及び画像
取込システム１６０と通信しているホスト装置１１０を含む。ホスト装置１１０は、デー
タベース１４０、クライアント装置１５０、及び画像取込システム１６０と電子的に通信
している、サーバ又はサーバのグループ、ネットワーク管理装置、パーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）、処理装置等々の任意の適切なホスト装置であってよい。例えば、本実施形態
では、ホスト装置１１０は、本明細書にさらに詳細に説明されるように、ネットワーク１
０５を介してデータベース１４０、クライアント装置１５０、及び画像取込システム１６
０と電子的に通信している（実質的に同じ場所及び／又は施設に配置される、又は複数の
場所で分散される）サーバ又はサーバのグループであってよい。
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【００１８】
［0025］　クライアント装置１５０は、例えばＰＣ、ラップトップ、コンバーチブルラッ
プトップコンピュータ、タブレット、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、スマ
ートフォン、ウェアラブル電子機器（例えば、スマートウォッチ等）等々の任意の適切な
装置であってよい。図１Ａには示されていないが、一部の実施形態では、クライアント装
置１５０は、少なくとも１つのメモリ、プロセッサ、通信インタフェース、ディスプレイ
、及び１つ以上の入力を含む電子機器であってよい。メモリ、プロセッサ、通信インタフ
ェース、ディスプレイ、及び入力（複数可）は、例えばその間で信号を送信できるように
するために互いに接続する及び／又は電気的に結合することができる。例えば、一部の実
施形態では、メモリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、メモリバッファ、ハードド
ライブ、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）等々であ
ってよい。プロセッサは、汎用プロセッサ（ＧＰＰ）、中央演算処理装置（ＣＰＵ）、加
速処理装置（ＡＰＵ）、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）等々の（例えばメモリに記憶された）命令又はコードのセットを走らせる又は実行
するように構成された任意の適切な処理装置であることがある。係るプロセッサは、ＰＣ
アプリケーション、モバイルアプリケーション、インターネットウェブブラウザ、（ネッ
トワークを介した）セルラー通信及び／又は無線通信等々を使用することと関連付けられ
た、メモリに記憶された命令又はコードのセットを走らせる又は実行することができる。
すなわち、プロセッサは、本明細書にさらに説明されるようにホスト装置１１０に顔認識
データを送信すること、並びに／又はホスト装置１１０から顔認識データ及び／若しくは
コンテキストビデオストリームデータを受信することと関連付けられた、メモリに記憶さ
れた命令又はコードのセットを実行できる。
【００１９】
［0026］　クライアント装置１５０の通信インタフェースは、リソースを例えば１つ以上
のネットワークインタフェースカード等の、ホスト装置１１０と通信させることができる
任意の適切なモジュール及び／又は装置であってよい。係るネットワークインタフェース
カードは、例えばクライアント装置１５０を、ネットワーク（例えば、ネットワーク１０
５）等を介してホスト装置１１０と通信させることができる、イーサネットポート、ユニ
バーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、ＷｉＦｉ（登録商標）無線、ブルートゥース（
登録商標）無線、近距離無線通信（ＮＦＣ）無線、及び／又はセルラー無線を含むことが
ある。したがって、通信インタフェースは、ネットワーク１０５を介してホスト装置１１
０と電子的に通信することと関連付けられたプロセッサに信号を送信する、及び／又はプ
ロセッサから信号を受信することができる。
【００２０】
［0027］　クライアント装置１５０のディスプレイは、例えばシステム１００の任意の適
切な部分（例えば、ウェブページと関連付けられたグラフィックユーザインタフェース（
ＧＵＩ）、ＰＣアプリケーション、モバイルアプリケーション等々）を、図表を用いて表
すことができる、陰極線管（ＣＲＴ）モニタ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）モニタ、発光
ダイオード（ＬＥＤ）モニタ等々であってよい。一部の実施形態では、係るディスプレイ
は、触覚ユーザ入力を受け取るように構成されたタッチスクリーンであってよい、及び／
又はタッチスクリーンを含んでよい。一部の例では、ディスプレイは、本明細書でさらに
詳細に説明されるように、顔認識プロセスと関連付けられたデータ、及び／又はビデオス
トリームと関連付けられたデータを、図表を用いて表すように構成できる。
【００２１】
［0028］　クライアント装置１５０の入力（複数可）は、１つ以上の入力（例えば、ユー
ザ入力）を受信する、１つ以上の入力と関連付けられたプロセッサに信号を送信する及び
／又は信号を受信することができる任意の適切なモジュール及び／又は装置であってよい
。一部の実施形態では、入力（複数可）は、装置と電子的に通信させられるように構成さ
れた、ポート、プラグ、及び／若しくは他のインタフェースであってよい、並びに／又は
ポート、プラグ、及び／若しくは他のインタフェースを含んでよい。例えば、係る入力は
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、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）１３９
４（ＦｉｒｅＷｉｒｅ）ポート、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔポート、Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇポ
ート等々であってよい。一部の実施形態では、ディスプレイは触覚ユーザ入力を受け取る
ように構成されたタッチスクリーン等に含まれてよい。
【００２２】
［0029］　一部の実施形態では、入力はカメラ及び／又は他の撮像装置であることがある
。例えば、一部の実施形態では、係るカメラは（例えば、スマートフォン、タブレット、
ラップトップ等においてのように）クライアント装置１５０の中に統合されてよい、及び
／又は（例えば上述されるもの等の）ポート等を介してクライアント装置１５０と通信し
てよい。カメラは、例えばスマートフォン又はタブレットに含まれるウェブカム又は前向
きカメラ（例えば、ディスプレイと実質的に同じ方向に向けられるカメラ）等の任意の適
切な撮像装置であることがある。このようにして、ユーザは、カメラに画像（例えば、写
真）又はビデオを取り込ませるためにクライアント装置１５０を操作できる。さらに、一
部の例では、ディスプレイはカメラによって取り込まれる画像と関連付けられたデータを
、図表を用いて表すように構成できる。例として、一部の実施形態では、クライアント装
置１５０は、前向きカメラを含む、スマートフォン、タブレット、又はウェアラブル電子
機器であってよい。一部の例では、ユーザは、（例えば、「セルフィー」としても知られ
る）カメラを介して自身の写真又はビデオを撮影するためにクライアント装置１５０を操
作できる。
【００２３】
［0030］　一部の例では、クライアント装置１５０に含まれるカメラ（例えば、入力）は
、ユーザの顔の画像を取り込むために使用でき、ユーザの顔の画像はユーザと関連付けら
れた顔認識データを登録するために使用できる。具体的には、ユーザは、カメラがユーザ
の顔の画像を取り込むようにクライアント装置１５０を操作できる。一部の例では、ディ
スプレイは、ユーザの顔の画像のための所望された位置合わせと関連付けられたユーザに
対する表示を提供できる、データの表示、フレーム、境界、ガイド、及び／又は他の適切
なグラフィック表現を、図表を用いて表すように構成できる。カメラが所望される画像を
取り込むと、プロセッサは、ユーザの顔の画像と関連付けられたデータを受信する及び／
又は取り出すことができ、同様に顔認識プロセスの少なくとも一部分と関連付けられた（
例えば、メモリに記憶された）命令又はコードのセットを実行できる。例えば、一部の例
では、プロセッサは、ディスプレイに図表を用いて表された表示、フレーム、境界等と、
ユーザの顔の取り込まれた画像との間の位置合わせを検証することと関連付けられた命令
又はコードのセットを実行できる。一部の例では、クライアント装置１５０は、位置合わ
せが検証されるとき、ホスト装置１１０に対してユーザの画像を表すデータと関連付けら
れた信号を、ネットワーク１０５を介して送信するように構成でき、それに応じてホスト
装置１１０は、本明細書にさらに詳細に説明されるように、ユーザの顔画像データを登録
するためにデータに対して１つ又は複数の任意の適切な顔認識プロセスを実施できる。
【００２４】
［0031］　（本明細書で「画像取込アセンブリ」とも呼ばれる）画像取込システム１６０
は、画像データを取り込むように構成された１つ又は複数の任意の適切な装置であってよ
い、及び／又は画像データを取り込むように構成された１つ又は複数の任意の適切な装置
を含んでよい。例えば、画像取込システム１６０は、画像（例えば、写真）を取り込む、
及び／又はビデオストリームを記録するように構成された１つ以上のカメラ及び／若しく
は画像録画装置であってよい、並びに／又は１つ以上のカメラ及び／若しくは画像録画装
置を含んでよい。一部の実施形態では、画像取込システム１６０は、例えばサーバ、パー
ソナルコンピュータ、データ記憶装置（例えば、ＮＡＳ、データベース等）の中央コンピ
ューティング装置と通信している複数のカメラ等々を含んでよい。係る実施形態では、カ
メラはそれぞれ（例えば、有線接続又は無線接続、ポート、シリアルバス、ネットワーク
等々を介して）画像データを中央コンピューティング装置に送信でき、中央コンピューテ
ィング装置は画像データをメモリ及び／又は他のデータ記憶装置に記憶できる。さらに、
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中央コンピューティング装置は（例えば、ネットワーク１０５を介して）ホスト装置１１
０と通信してよく、画像データの少なくとも一部分をホスト装置１１０に送信するように
構成できる。図１Ａでは、ネットワーク１０５を介してホスト装置１１０と通信している
として示されているが、他の実施形態では、係る中央コンピューティング装置はホスト装
置１１０の一部に含むことができる及び／又はそれ以外の場合ホスト装置１１０に結合で
きる。さらに他の実施形態では、カメラは係る中央コンピューティング装置なしに（例え
ば、ネットワーク１０５を介して）ホスト装置１１０と通信してよい。
【００２５】
［0032］　一部の実施形態では、画像取込システム１６０は、例えば、スポーツアリーナ
、テーマパーク、劇場、及び／又は任意の他の適切な開催地等と関連付ける、及び／又は
開催地等によって所有することができる。他の実施形態では、画像取込システム１６０は
開催地内で又は開催地で使用できるが、異なるエンティティ（例えば、スポーツイベント
でのテレビカメラ等の、例えば開催地内で又は開催地で画像取込システム１６０を使用す
る許可を受けている、及び／又は権限を与えられているエンティティ）によって所有され
てよい。さらに他の実施形態では、画像取込システム１６０は、カメラ又はレコーダとし
て使用できるスマートフォン、タブレット等の任意の数のクライアント装置等を含んでよ
い。係る実施形態では、クライアント装置の少なくともいくつかは、ホスト装置１１０及
び／又は（例えば、上述される）開催地と関連付けられた中央コンピューティング装置と
通信してよい。
【００２６】
［0033］　例えば、一部の実施形態では、クライアント装置１５０の中に統合されたカメ
ラは、図１Ｂに示されるように、画像取込システム１６０の少なくとも一部分を形成して
よい及び／又は含んでよい。このようにして、ユーザはピクチャ及び／又はビデオ録画を
取り込むためにクライアント装置１５０を操作することができ、それに応じてクライアン
ト装置１５０はホスト装置１１０にピクチャ（例えば、画像データ、写真データ等）及び
／又はビデオ録画データをアップロードする及び／又はそれ以外の場合送信することがで
きる。一部の例では、ピクチャデータ及び／又はビデオ録画データは任意の適切な時間の
間クライアント装置１５０に記憶し、後にアップロード及び／又はホスト装置１１０に送
信できる。さらに、ピクチャデータ及び／又はビデオ録画データは、ピクチャデータ及び
／又はビデオ録画データがホスト装置１１０に送信された後、クライアント装置１５０に
記憶できる。すなわち、ピクチャデータ及び／又はビデオ録画データを送信することは、
クライアント装置１５０からピクチャデータ及び／又はビデオ録画データを削除及び／又
は除去しない（例えば、データのコピーがホスト装置１１０に送信される）。したがって
、図１Ｂに示されるように、画像取込システム１６０は、特定のイベント及び／又は開催
地と関連付けられる必要はない。係る例では、ユーザはクライアント装置１５０に統合さ
れたカメラ及び／又は記録装置（例えば、画像取込システム１６０）を介してユーザによ
って生成されたコンテンツ（例えば、ピクチャ、画像データ、写真データ、ビデオストリ
ームデータ等）を取り込むためにクライアント装置１５０（例えば、クライアント装置１
５０のアプリケーション）を操作できる。
【００２７】
［0034］　一部の例では、画像取込システム１６０は、開催地及び／又はイベントと関連
付けられた画像データを取り込むように構成される。言い換えると、画像取込システム１
６０は、所定の状況、既知の状況、及び／又は所与の状況の中で画像データを取り込むよ
うに構成される。例えば、一部の例では、画像取込システム１６０は、アリーナ等に設置
され、後援者、ゲスト、上演者等と関連付けられた画像データを取り込むように構成され
る１つ以上の画像取込装置（例えば、カメラ及び／又はビデオレコーダ）を含んでよい。
このようにして、画像取込システム１６０は、アリーナ及び／又はアリーナで発生してい
るイベントの状況の中で画像データを取り込むように構成される。したがって、取り込ま
れた画像データは、例えば「コンテキスト画像データ」であってよい。すなわち、画像デ
ータはコンテキストデータと関連付けられる。本明細書にさらに詳細に説明されるように
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、ホスト装置１１０は、画像取込システム１６０から画像データ及び／又はビデオストリ
ームデータを、並びに任意の適切なデータソース等々から状況と関連付けられたデータ（
例えば、アリーナ及び／若しくはアリーナで発生しているイベントと関連付けられた「コ
ンテキストデータ」、並びに／又は他の適切なコンテキスト並びに／又はメタデータ）を
受信することができ、コンテキストデータを、例えば画像データと関連付けることができ
、例えばクライアント装置１５０のユーザと関連付けられたユーザ特有のコンテキスト画
像及び／又はユーザ特有のコンテキストビデオストリームを定めることができ、クライア
ント装置１５０にユーザ特有のコンテキスト画像、及び／又はユーザと関連付けられたユ
ーザ特有のコンテキストビデオストリームを送信できる。
【００２８】
［0035］　上述されるように、クライアント装置１５０及び画像取込システム１６０は、
１つ以上のネットワークを介してホスト装置１１０と通信してよい。例えば、図１Ａに示
されるように、クライアント装置１５０及び画像取込システム１６０は、その通信インタ
フェース及びネットワーク１０５を介してホスト装置１１０と通信してよい。ネットワー
ク１０５は、例えばローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、バーチャルローカルエリア
ネットワーク（ＶＬＡＮ）等の仮想ネットワーク、エムラン（ｍｕｓｉｃ　ｌｏｃａｌ　
ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）（ＭＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタ
ンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイク
ロウェーブアクセスネットワーク（ＷｉＭＡＸ）、セルラーネットワーク、インターネッ
ト、並びに／又は有線ネットワーク及び／若しくは無線ネットワークとして実装される他
の適切なネットワーク等の任意のタイプのネットワークであってよい。例として、ネット
ワーク１０５は、（「ＷｉＦｉ（登録商標）」としても知られる）電気電子技術者協会（
ＩＥＥＥ）８０２．１１規格に基づいた無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）と
して実装できる。さらに、ネットワーク１０５は、例えばＬＡＮ又はＷＬＡＮ及びインタ
ーネット等の任意のタイプのネットワークの組合せを含んでよい。一部の実施形態では、
クライアント装置１５０は、ネットワーク１０５に類似することがある又はネットワーク
１０５とは異なることがある中間ネットワーク及び／又は代替ネットワーク（不図示）を
介して、ホスト装置１１０及びネットワーク１０５と通信できる。したがって、クライア
ント装置１５０は、共通ネットワークを使用し、ホスト装置１１０に伝送されることもあ
れば、伝送されないこともある（例えば、上述されるネットワークのいずれかと関連付け
られた）複数の通信モードを使用し、ホスト装置１１０にデータを送信する、及び／又は
ホスト装置１１０からデータを受信することができる。例えば、クライアント装置１５０
は、セルラーネットワーク及びインターネット（例えば、ネットワーク１０５）を介して
ホスト装置１１０に接続された携帯電話（例えば、スマートフォン）であってよい。
【００２９】
［0036］　一部の例では、ネットワークは、例えばピアネットワーキングセッション等を
容易にしてよい。係る例では、ピアネットワーキングセッションは、例えばクライアント
装置及び／又は任意の他の適切な電子機器を含んでよく、そのそれぞれは共通の特徴を共
有する。例えば、一部の例では、ピアネットワーキングセッションは、開催地、イベント
、場所等の所定の近傍の中にある任意の適切なクライアント装置（例えば、データベース
１４０に登録された電子機器等々）を含むことがある。例えば、一部の例では、係るピア
ネットワーキングセッションは、開催地（例えば、スポーツイベント）に存在する任意の
数の登録されたクライアント装置を含んでよい。一部の例では、ピアネットワーキングセ
ッションは、ユーザ及び／又はクライアント装置と関連付けられたコンテキストデータに
基づいて自動的に確立できる。他の例では、ピアネットワーキングセッションは、「チェ
ックインする」及び／又はそれ以外の場合開催地等での自分の存在を公にする（例えば、
ユーザの存在を「スクォークする（ｓｑｕａｗｋ」）１人以上のユーザに基づいて自動的
に確立できる。一部の例では、ユーザはイベント等（例えば、スポーツイベント、コンサ
ート、結婚式、誕生パーティ、集まり等）に到着したときに、登録のときに、画像又はビ
デオストリームを取り込むときに等々、「チェックイン」できる。さらに、「チェックイ
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ン」は、例えば地理位置情報データ、日付データ及び時刻データ、個人識別データ又はユ
ーザ識別データ等の識別情報を含んでよい。
【００３０】
［0037］　他の例では、ユーザは、例えばユーザの所定のセット又はグループを含むピア
ネットワーキングセッションを手動で確立できる。一部の例では、係るピアネットワーキ
ングセッションは、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、及び／又はそ
れ以外の場合、アクセス制限ネットワークであってよい。例えば、一部の例では、ユーザ
はネットワーキングセッションに加わることを要求してよく、及び／又はネットワーキン
グセッション等々に加わるよう招待を受け取ってよい。一部の例では、ピアネットワーキ
ングセッションを確立することは、例えばピアネットワーキングセッションに含まれるユ
ーザ間での画像及び／又はビデオデータの通信（例えば、グループチャットセッション等
）及び／又は共用を容易にできる。
【００３１】
［0038］　ホスト装置１１０は、データベース１４０、クライアント装置１５０、及び／
又は画像取込システム１６０にデータを送信する、及び／又はデータベース１４０、クラ
イアント装置１５０、及び／又は画像取込システム１６０からデータを受信するように構
成された任意の適切な装置であってよい。一部の実施形態では、ホスト装置１１０は、例
えばサーバ装置（例えば、ウェブサーバ装置）、ネットワーク管理装置、管理者装置等々
として機能することがある。一部の実施形態では、ホスト装置１１０は、同じブレード、
ラック、及び／若しくは施設内若しくは上でともに収容された、又は複数のブレード、ラ
ック、及び／若しくは施設内若しくは上で分散されたサーバ又は装置のグループであって
よい。ホスト装置１１０は、少なくとも１つのメモリ１１５、プロセッサ１２０、及び通
信インタフェース１２５（例えば、図２を参照）を含む。一部の実施形態では、メモリ１
１５、プロセッサ１２０、及び通信インタフェース１２５は、信号がメモリ１１５、プロ
セッサ１２０、及び通信インタフェース１２５の間で送信できるように接続される、及び
／又は電気的に結合される。また、ホスト装置１１０は、ユーザデータ、顔認識データ、
（例えば、時間、場所、開催地、イベント等と関連付けられた）コンテキストデータ、ビ
デオストリーム等々を記憶するように構成されたデータベース１４０を含んでよい、及び
／又はそれ以外の場合、該データベース１４０に操作可能に結合されてよい。
【００３２】
［0039］　メモリ１１５は、例えばＲＡＭ、メモリバッファ、ハードドライブ、データベ
ース、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等々であってよい。一部の例では、ホスト装置
１１０のメモリ１１５は、１つ以上の顔認識アクションを実施するために使用される、及
び／又は１つ以上の適切な通信モードを使用し、少なくとも１つの装置（例えば、クライ
アント装置１５０）とデータを通信する（例えば、送信及び／又は受信する）ために使用
される命令又はコードのセットを含む。プロセッサ１２０は、例えばＧＰＰ、ＣＰＵ、Ａ
ＰＵ、ＧＰＵ、ネットワークプロセッサ、フロントエンドプロセッサ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧ
Ａ等々の任意の適切なプロセッサであってよい。したがって、プロセッサ１２０はメモリ
１１５に記憶される命令、モジュール、及び／又はコードのセットを実施する及び／又は
実行するように構成されてよい。例えば、プロセッサ１２０は、本明細書にさらに説明さ
れるように、とりわけ（例えば、クライアント装置１５０から）顔認識データを受信する
こと、顔認識データを解析すること、顔認識データを登録及び／若しくは記憶すること、
（例えば、画像取込システム１６０から）ビデオストリームデータを受信すること、ビデ
オストリームデータを解析し、ビデオストリームデータを顔認識データに比較すること、
ビデオストリームデータを（例えば、クライアント装置１５０に）送信すること、並びに
／又は任意の他の適切なプロセスと関連付けられた命令及び／又はモジュールのセットを
実行するように構成できる。通信インタフェース１２５は、ホスト装置１１０をデータベ
ース１４０、クライアント装置１５０、画像取込装置１６０、並びに／又はネットワーク
１０５と通信している任意の他の適切な装置及び／若しくはサービスと通信させることが
できる任意の適切な装置であってよい（例えば、顔認識データ、ビデオストリーム等々の
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データを収集する、及び／又は少なくとも一時的に記憶するように構成された任意の装置
）。一部の実施形態では、通信インタフェース１２５は、例えばネットワークインタフェ
ースカード（ＮＩＣ）、イーサネットインタフェース、光搬送波（ＯＣ）インタフェース
、非同期転送モード（ＡＴＭ）インタフェース、及び／又は無線インタフェース（例えば
、ＷｉＦｉ（登録商標）無線、ブルートゥース（登録商標）無線、ＮＦＣ無線等々）の１
つ以上の有線インタフェース及び／又は無線インタフェースを含んでよい。
【００３３】
［0040］　図１Ａに戻ると、ホスト装置１１０と関連付けられたデータベース１４０は、
例えばリレーショナルデータベース、オブジェクトデータベース、オブジェクト‐リレー
ショナルデータベース、階層データベース、ネットワークデータベース、エンティティ‐
関係データベース、構造化照会言語（ＳＱＬ）データベース、拡張マークアップ言語（Ｘ
ＭＬ）データベース、デジタルレポジトリ、メディアライブラリ、クラウドサーバ又はク
ラウドストレージ等々の任意の適切なデータベースであってよい。一部の実施形態では、
ホスト装置１１０は、通信インタフェース１２５を介して任意の適切なネットワーク（例
えば、ネットワーク１０５）上でデータベース１４０と通信してよい。係る実施形態では
、データベース１４０は、ネットワーク１０５及び／又は任意の他のネットワーク（複数
可）を介してホスト装置１１０と通信できるネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）装置
に含まれる又は該ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）装置によって記憶することがで
きる。他の実施形態では、データベースはホスト装置１１０のメモリ１１５に記憶できる
。さらに他の実施形態では、データベース１４０は、ケーブル、バス、サーバラック等々
を介してホスト装置１１０に操作可能に結合できる。
【００３４】
［0041］　データベース１４０は、ビデオ認識システム１００と関連付けられたデータを
記憶する及び／又は少なくとも一時的に保持することができる。例えば、一部の例では、
データベース１４０は、ユーザプロファイル、リソースリスト、顔認識データ、モード、
及び／又は方法、（例えば、時間、場所、開催地、イベント等と関連付けられた）コンテ
キストデータ、ビデオストリーム又はその部分等々と関連付けられた、及び／又はそれ以
外の場合表すデータを記憶できる。言い換えると、データベース１４０は、顔認識データ
がシステム１００（例えば、「登録ユーザ」）によって登録ユーザと関連付けられたデー
タを記憶できる。一部の実施形態では、データベース１４０は、リレーショナルモデルに
従ってテーブル、マトリックス、ベクトル等でデータを記憶できるリレーショナルデータ
ベースであってよい、及び／又はリレーショナルデータベースを含んでよい。例として、
一部の例では、ホスト装置１００はデータベース１４０に、ビデオソース又は画像ソース
（例えば、画像取込システム１６０）から受信されるビデオストリームデータ、及びビデ
オストリームデータと関連付けられたコンテキストデータを記憶するように構成できる。
一部の例では、ビデオストリームデータ及びそれと関連付けられたコンテキストデータは
、本明細書にさらに詳細に説明されるように、集合的にコンテキストビデオストリーム等
を定義できる。他の例では、ビデオストリームデータは、コンテキストデータ等なしにデ
ータベース１４０に記憶できる。
【００３５】
［0042］　ホスト装置１１０はデータベース１４０（例えば、単一のデータベース）を含
む及び／又はそれ以外の場合データベース１４０（例えば、単一のデータベース）に操作
可能に結合されているとして、図１Ａに関して示され、説明されるが、一部の実施形態で
は、ホスト装置１１０は任意の数のデータベースに操作可能に結合できる。係るデータベ
ースは、システム１００と関連付けられたデータセットの少なくとも一部分を記憶するよ
うに構成できる。例えば、一部の実施形態では、ホスト装置１１０は、ユーザデータ、ユ
ーザプロファイル等々を受信し、少なくとも一時的に記憶するように構成された第１のデ
ータベース、並びにビデオストリームデータ及びビデオストリームデータと関連付けられ
たコンテキストデータを受信し、少なくとも一時的に記憶するように構成された第２のデ
ータベースと操作可能に結合できる、及び／又はそれ以外の場合通信できる。一部の実施
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形態では、ホスト装置１１０は、クライアント装置１５０及び／又は画像取込システム１
６０内に又は上に記憶されるデータベースと操作可能に結合できる、及び／又はそれ以外
の場合、データベースと通信できる。言い換えると、データベースの少なくとも一部分は
、クライアント装置１５０及び／若しくは画像取込システム１６０で実装できる、並びに
／又はクライアント装置１５０及び／若しくは画像取込システム１６０によって記憶でき
る。このようにして、ホスト装置１１０及び一部の例ではデータベース１４０は、（例え
ばネットワーク１０５を介して）ホスト装置１１０と通信しながら、ホスト装置１１０と
は異なる場所に物理的に配置できる任意の数のデータベースと通信できる。一部の例では
、データベース１４０の第１の部分は、ホスト装置１１０のメモリに含まれてよく、及び
／又はそれ以外の場合ホスト装置１１０のメモリによって記憶されてよく、データベース
１４０の第２の部分はクライアント装置１５０のメモリに含まれてよく、及び／又はそれ
以外の場合クライアント装置１５０のメモリによって記憶されてよい。
【００３６】
［0043］　一部の実施態様では、データベース１４０は、検索可能なデータベース及び／
又はレポジトリであってよい。例えば、一部の例では、データベース１４０は、ユーザと
関連付けられたビデオストリームデータ（例えば、コンテキストビデオストリームデータ
）を記憶できる。一部の例では、ユーザは、データベース１４０に記憶される、ユーザと
関連付けられた１つ以上のコンテキストビデオストリームを取り出す及び／又は見るため
にデータベース１４０を検索できる。一部の例では、ユーザは、アクセス制限及び／又は
自分のプロファイルと関連付けられたビデオストリーム（例えば、ユーザ特有のコンテキ
ストビデオストリーム等々）を更新する、編集する、削除する、及び／又は追加する特権
を有してよい。一部の例では、ユーザは、例えばそのユーザと関連付けられたユーザ特有
のビデオストリームと関連付けられた許可及び／又はアクセスを更新する及び／又は修正
することができる。例えば、一部の実施形態では、ユーザは、ユーザと関連付けられたデ
ータを再分配する、共用する、及び／又は保存することができる。他の例では、ユーザは
、ユーザ特有のデータ等々に対するアクセスをブロックできる。一部の例では、ユーザは
、（例えば、ユーザと関連付けられることもあれば、関連付けられないことある）コンテ
ンツ、データ、及び／又はそれ以外の場合、ユーザと共用されるビデオストリームを再分
配する及び／又は共用することができる。
【００３７】
［0044］　図２に戻ると、上述されるように、ホスト装置１１０のプロセッサ１２０は、
特定のモジュールを実行するように構成できる。モジュールは、例えばメモリ１１５に記
憶された、及び／又はプロセッサ１２０で実行されたハードウェアモジュール、ソフトウ
ェアモジュール、及び／又はその任意の組合せよい。例えば、図２に示されるように、プ
ロセッサ１２０は、解析モジュール１２１、データベースモジュール１２２、及びプレゼ
ンテーションモジュール１２３を含む、及び／又は実行する。図２に示されるように、解
析モジュール１２１、データベースモジュール１２２、及びプレゼンテーションモジュー
ル１２３は、接続する及び／又は電気的に結合することができる。したがって、信号は、
解析モジュール１２１と、データベースモジュール１２２と、プレゼンテーションモジュ
ール１２３との間で送信できる。
【００３８】
［0045］　解析モジュール１２１は、ユーザの顔認識及び／又はビデオストリームと関連
付けられたデータを受信すること、及び／又は収集することと関連付けられるプロセッサ
１２０によって実行できる命令のセット（又はその部分）を含む。より詳細には、解析モ
ジュール１２１は、通信インタフェース１２５に操作可能に結合できる、及び／又はそれ
以外の場合通信インタフェース１２５と通信して、そこからデータを受信できる。係るデ
ータは、例えばユーザ（例えば、顔認識情報、プロファイル情報、プリファレンス、活動
ログ、場所情報、連絡先情報、カレンダ情報、ソーシャルメディア活動情報等）、開催地
（例えば、場所データ、リソースデータ、イベントスケジュール）、イベント等々と関連
付けることができる。本明細書にさらに説明されるように、解析モジュール１２１は、顔
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認識と関連付けられた任意の数のプロセスを実施する及び／又は実行する要求及び／又は
命令と関連付けられた通信インタフェース１２５から信号を受信できる。
【００３９】
［0046］　一部の例では、解析モジュール１２１は、実質的にリアルタイムで通信インタ
フェース１２５からデータを受信できる。すなわち、一部の例では、システム１００（例
えば、クライアント装置１５０）に含まれる電子機器は、ユーザの顔認識と関連付けられ
たデータを定義及び／又は更新するためにユーザによって操作することができ、いったん
定義及び／又は更新されると、ネットワーク１０５を介してホスト装置１１０にデータを
送信できる。したがって、通信インタフェース１２５は、データを受信すると、電子機器
による定義及び／又は更新の後の非常に短期間にデータを受信する解析モジュール１２１
に信号を送信できる。他の実施形態では、解析モジュール１２１は、例えば集約プロセス
、現在のプロセッサ及び／又は予測されるプロセッサ、メモリ、及び／又はネットワーク
負荷等々に基づいて所定の速度等で通信インタフェース１２５からデータを受信できる。
【００４０】
［0047］　上述のように、解析モジュール１２１は、顔認識プロセス等と関連付けられた
データを受信する、統合する、解析する、並べ替える、構文解析する、改変する、及び／
又は更新するように構成できる。より詳細には、一部の例では、ユーザは、（本明細書で
さらに詳細に説明されるように）自分の顔の１つ以上の画像又はビデオストリームを取り
込むためにクライアント装置１５０を操作することができ、同様に、例えばネットワーク
１０５を介してホスト装置１１０に画像データと関連付けられた、及び／又は画像データ
を表す信号を送信できる。一部の例では、通信インタフェース１２５は画像データを受信
することができ、関連付けられた信号を解析モジュール１２１に送信できる。解析モジュ
ール１２１は、受信時、画像データを統合すること、解析すること、並べ替えること、更
新すること、構文解析すること、及び／又はそれ以外の場合処理することと関連付けられ
た（例えば、解析モジュール１２１に及び／又はメモリ１１５に記憶された）命令又はコ
ードのセットを実行できる。より詳細には、解析モジュール１２１は、例えば上述された
もの等、任意の適切な顔認識プロセス及び／又は顔認識アルゴリズムを実施できる。一部
の実施形態では、顔認識プロセス及び／又はアルゴリズムは、ユーザと関連付けられた画
像データの初期登録であってよい。例えば、解析モジュール１２１は、（本明細書では「
初期データセット」、「初期顔画像」、及び／又は「顔画像」とも呼ばれる）ユーザの顔
のテンプレート、輪郭、外形、形状、特徴、配置、特性等と関連付けられた及び／又はそ
れ以外の場合ユーザの顔のテンプレート、輪郭、外形、形状、特徴、配置、特性等を表す
データセットを定義できる。言い換えると、一部の例では、ユーザは、「セルフィー」（
例えば、ユーザ及び特にユーザの顔のピクチャ及び／又はビデオ）を取り込むためにクラ
イアント装置１５０を操作することができ、それに応じてクライアント装置１５０は、例
えばセルフィーデータを含む初期のデータセットをホスト装置１１０に送信できる。一部
の例では、セルフィーを取り込む前に、及び／又はホスト装置１１０にデータを送信する
前に、クライアント装置１５０のユーザは、個人データ及び／又は場所データ等の供用を
含むサービス利用規約を受け入れるように（例えば、クライアント装置１５０のディスプ
レイで）プロンプトを出されることがある。
【００４１】
［0048］　解析モジュール１２１は、初期データセットを定義した後、初期データセット
をデータベース１４０に記憶する命令を示す信号を、例えばデータベースモジュール１２
２に送信できる。一部の例では、解析モジュール１２１は、初期データセット、並びに例
えばピクチャ、ビデオ録画、及び／又は音声記録、個人情報及び／又は識別情報（例えば
、名前、年齢、性別、誕生日、趣味等）、カレンダ情報、（例えば、ユーザ及び／又はユ
ーザの友人、家族、同僚等と関連付けられた）連絡先情報、装置情報（例えば、媒体アク
セス制御（ＭＡＣ）アドレス、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス等）、場所情
報（例えば、現在場所データ及び／又は履歴場所データ）、ソーシャルメディア情報（例
えば、プロファイル情報、ユーザ名、パスワード、友人、又は連絡先リスト等）、及び／
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又は任意の他の適切な情報若しくはデータ等のユーザと関連付けられた任意の他の適切な
情報又はデータを含むユーザプロファイル等を定義できる。したがって、解析モジュール
１２１は、本明細書にさらに詳細に説明されるように、データベース１４０にユーザプロ
ファイルデータを記憶する命令を示す信号をデータベースモジュール１２２に送信できる
。一部の例では、ホスト装置１１０は、初期データがデータベース１４０に記憶された後
、クライアント装置１５０に確認を送信できる。さらに、ユーザプロファイルデータのい
ずれか及び／又は初期データセットの任意の部分はクライアント装置に１５０に記憶でき
る。
【００４２】
［0049］　分析モジュール１２１は、初期データセットを定めるために顔認識プロセス等
を実施及び／又は実行するとして上述されるが、一部の例では、解析モジュール１２１は
、ビデオストリームデータ（又は、例えば写真からの画像データ）を受信することができ
、ビデオストリームデータの一部分が初期データセットの任意の適切な部分に一致するか
どうかを判断するためにビデオストリームを解析及び／又は処理するように構成できる。
すなわち、解析モジュール１２１は、ビデオストリームに含まれるデータが比較されるテ
ンプレートとして初期データセットを使用できる。別の言い方をすると、解析モジュール
１２１は、少なくとも部分的に初期データセットに基づいてビデオストリームデータに対
して顔認識プロセス及び／又は解析を実施する。一部の実施形態では、ホスト装置１１０
及びより詳細には、通信インタフェース１２５は、（例えば、ネットワーク１０５を介し
て１つ以上のカメラから）直接的に又は（例えば、コンピューティング装置から、１つ以
上のカメラと通信しているネットワーク１０５を介して）間接的に、のどちらかで画像取
込システム１６０からビデオストリームデータを受信する。一部の実施形態では、解析モ
ジュール１２１は、少なくとも部分的にビデオストリームデータを分離すること、構文解
析すること、並べ替えること、及び／それ以外の場合その個々のフレーム（例えば、ビデ
オストリーム中の所定のときの静的画像）に分解することに基づいてビデオストリームデ
ータを解析及び／又は処理するように構成できる。したがって、解析モジュール１２１は
、初期データセットに対してビデオストリームフレームに含まれるデータを比較及び／又
は解析できる。
【００４３】
［0050］　一部の例では、解析モジュール１２１は、例えば場所、開催地、時間、同時に
起こるイベント（例えば、ゴールを決めるスポーツチームが、例えば「キスカム」で等で
取り込まれる）に関連付けられるコンテキスト情報、及び／又は任意の他の適切なコンテ
キスト情報を決定するためにビデオストリームデータも解析できる。一部の例では、解析
モジュール１２１は、ビデオストリームの少なくとも一部分をコンテキストデータに一致
させる、統合する、及び／又はそれ以外の場合関連付けるように構成できる。例えば、一
部の例では、ビデオストリームデータは、例えばスポーツイベントでのユーザを表すこと
ができる。係る例では、コンテキストデータは、例えばスポーツイベント又はゲームのビ
デオストリームであってよく、時間、場所、開催地、チーム等と関連付けられたデータを
含むことができる。したがって、解析モジュール１２１は、ビデオストリームデータ及び
コンテキストデータが実質的に一致する（例えば、実質的に同時に発生する、及び／又は
関連付けられたデータを取り込む）ように、ビデオストリームデータ及びコンテキストデ
ータを統合するように構成できる。他の例では、コンテキストデータは、任意の他の適切
なコンテキストと関連付けられたデータを含んでよい。
【００４４】
［0051］　解析モジュール１２１が、ビデオストリームのデータの少なくとも一部分が基
準を満たす（例えば、所定の確率及び／又は許容可能な確率に初期データセットを一致さ
せる）と判断する場合、解析モジュール１２１は、画像及び／又はビデオストリームのデ
ータの少なくとも部分をデータベース１４０に記憶し、そのデータを初期データセットと
関連付ける及び／又はそれ以外の場合記憶する命令を示す１つ以上の信号をデータベース
モジュール１２２に送信できる。一部の例では、解析モジュール１２１は、個々のフレー
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ムがデータベース１４０に記憶されるように、データベースモジュール１２２に信号を送
信でき、個々のフレームはビデオストリームを定めるためにその後取り出し、処理できる
。他の例では、解析モジュール１２１は、ビデオストリームデータの部分がデータベース
１４０に記憶されるようにデータベースモジュール１２２に１つ以上の信号を送信できる
。すなわち、解析モジュール１２１は、（上述されるように、分離又は分解された）個々
のフレームからビデオストリームを少なくとも部分的に再定義及び／又は再構築すること
ができる。
【００４５】
［0052］　一部の例では、ホスト装置１１０は、（例えば、画像取込システム１６０から
並びにネットワーク１０５及び通信インタフェース１２５を介して）ビデオストリームデ
ータを受信することができ、図２に示されていない解析モジュール１２１及び／又は任意
の他の適切なモジュールは、（説明されたばかりの）顔認識プロセスを実施する前に１つ
以上の前処理手順及び／又は事前分類手順を実施できる。例えば、一部の実施形態では、
解析モジュール１２１（又は他のモジュール）は、例えば場所、時間、イベント等の識別
情報及び／又はコンテキスト情報を含むデータセットを決定及び／又は定めるためにビデ
オストリームデータを解析できる。いったん定義されると、解析モジュール１２１は、例
えばビデオストリームと関連付けられたコンテキスト情報を含むデータセットを適合させ
る等、ユーザと関連付けられたデータが基準（単数可）を満たすかどうかを判断するため
に、（例えば、データベース１４０に問い合わせる命令を示す信号をデータベースモジュ
ール１２２に送信することによって等々）データベース１４０に記憶されたユーザデータ
を解析できる。
【００４６】
［0053］　一部の例では、基準（単数可）は、任意の適切な方法（例えば、小数、パーセ
ンテージの値等々）で表される信頼レベル及び／又は一致閾値と関連付けることができる
。例えば、一部の例では、基準（単数可）は、ビデオストリームデータ及びデータベース
に記憶されるデータの少なくとも一部分の７０％一致、ビデオストリームデータ及びデー
タベースに記憶されるデータの少なくとも一部分の７５％一致、ビデオストリームデータ
及びデータベースに記憶されるデータの少なくとも一部分の８０％一致、ビデオストリー
ムデータ及びデータベースに記憶されるデータの少なくとも一部分の８５％一致、ビデオ
ストリームデータ及びデータベースに記憶されるデータの少なくとも一部分の９０％一致
、ビデオストリームデータ及びデータベースに記憶されるデータの少なくとも一部分の９
５％一致、ビデオストリームデータ及びデータベースに記憶されるデータの少なくとも一
部分の９７．５％一致、ビデオストリームデータ及びデータベースに記憶されるデータの
少なくとも一部分の９９％一致、又はその間の任意のパーセンテージ等の閾値等であって
よい。
【００４７】
［0054］　一部の例では、ユーザと関連付けられたデータは、例えばカレンダデータ、場
所データ、プリファレンスデータ等々を含むことがある。例えば、データが基準を満たさ
ない場合、解析モジュール１２１は、そのユーザと関連付けられたデータを例えば顔認識
プロセスから排除できる旨の表示を定義できる。このようにして、前処理及び事前分類は
、顔認識プロセスの間の処理負荷の量等を削減できる。ユーザデータについてデータベー
ス１４０に問い合わせるとして上述されているが、一部の実施形態では、ホスト装置１１
０は、その装置と関連付けられた場所データ等に対する要求を示す信号をユーザと関連付
けられた装置（例えば、クライアント装置１５０）に送信できる。場所データ（例えば、
装置のグローバルポジショニング（ＧＰＳ）データ）の受信時、解析モジュール１２１は
、上述のように、場所データがビデオストリームと関連付けられた場所データに一致する
かどうかを判断できる。
【００４８】
［0055］　例として、一部の例では、解析モジュール１２１は、例えばアリーナと関連付
けられた場所データも含むスポーツイベントからビデオストリームデータを受信できる。
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それに応じて、解析モジュール１２１は、ユーザと関連付けられたクライアント装置（例
えば、クライアント装置１５０）から場所データに対する要求を送信できる。例えば、ビ
デオストリームと関連付けられた場所データ及びクライアント装置と関連付けられた場所
データが、実質的に類似している及び／又はクライアント装置と関連付けられた場所デー
タが場所データ値等の所定の範囲内にある場合、解析モジュール１２１は信頼スコアを上
げることができる、及び／又はそれ以外の場合結果を、閾値を満たすこと及び／又はそれ
以外の場合基準（単数可）を満たすことを寄与すると見なすことができる。一部の例では
、場所データは、例えばＧＰＳ、ネットワーク場所、及び／又は（例えば、ＮＦＣ検証、
ブルートゥース検証、セルラー三角測量、認知ネットワーク切替え、及び／又はプロトコ
ル等を介した）データ、「チェックイン」等のソーシャルネットワークデータに基づいた
地理位置情報データ等々であってよい。このようにして、ホスト装置１１０（例えば、解
析モジュール１２１）は、例えばビデオストリームデータが取り込まれた場所へのクライ
アント装置の近接を決定できる。
【００４９】
［0056］　場所データを解析するとして説明されているが、他の例では、解析モジュール
１２１は、任意の適切なソース、活動、場所、パターン、購入等と関連付けられたデータ
を解析できる。例えば、一部の例では、解析モジュール１２１は開催地と関連付けられた
チケット販売を解析できる。他の例では、解析モジュール１２１は、ソーシャルメディア
投稿メッセージ、コメント等を解析できる。一部の例では、解析モジュール１２１は、（
上述されるように）ユーザと関連付けられたデータを収集及び／又は解析することができ
、例えばとりわけユーザ識別データ、顔認識データ、クライアント装置データ、購入デー
タ、インターネットウェブブラウズデータ、場所データ、ソーシャルメディアデータ、プ
リファレンスデータ等を含んでよい、ユーザプロファイルを定義できる。したがって、ユ
ーザのプロファイルデータは、ユーザデータ及び／又はビデオストリームデータが基準（
単数可）を満たすかどうかを判断するために閾値スコア、値、及び／又はインジケータに
比して評価できる、信頼スコア、値、及び／又はインジケータを決定するために解析でき
る。したがって、係る実施形態では、非顔認識データ（例えば、チケット売上データ、ソ
ーシャルメディア投稿メッセージ、ビデオ又は画像中の個人のワードローブ等）は、顔認
識データを裏付ける及び／又は信頼スコアを増加／減少させるために使用できる。
【００５０】
［0057］　解析モジュール１２１は、ビデオストリームと関連付けられた顔認識データ及
びコンテキストデータを定めるためにビデオストリームデータを解析するとして上述され
るが、他の実施形態では、顔認識プロセス及びコンテキストデータプロセスは別々に及び
／又は無関係に実施できる。例えば、一部の実施形態では、解析モジュール１２１は、顔
認識プロセスを実施するように構成できる。一方、異なるモジュール、プロセッサ、装置
、サーバ等はコンテキストデータプロセスを実施するように構成できる。したがって、同
じモジュールによって実施されている顔認識プロセス及びコンテキストデータプロセスと
比較すると、ビデオストリームデータを解析するための時間を短縮できる、及び／又は処
理負荷を分散できる。
【００５１】
［0058］　上述のように、データベースモジュール１２２は、データベース１４０を監視
すること及び／又はその中に記憶されたデータを更新することと関連付けられたプロセッ
サ１２０（又はその部分）によって実行される命令のセットを含む。例えば、データベー
スモジュール１２２は、プロセッサ１２０にデータベース１４０に記憶されているデータ
を、解析モジュール１２１から受信される顔認識データの少なくとも一部分で更新させる
命令を含んでよい。より詳細には、データベースモジュール１２２は、例えばユーザと関
連付けられた初期データセットを解析モジュール１２１から受信することができ、それに
応じてデータベース１４０に初期データセットを記憶できる。一部の例では、データベー
スモジュール１２２は、上述されるように、データベース１４０に記憶され、ユーザのた
めの初期データと関連付けられたデータがビデオストリームデータの任意の適切な部分と



(21) JP 6785305 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

一致するかどうかを判断するために、データベース１４０に問い合わせる要求を示す信号
を解析モジュール１２１から受信できる。例えば、ビデオストリームデータの少なくとも
一部分が（簡略にするために、及び複数の「基準」を排除するのではなく、これ以降「基
準」と呼ばれる）基準（単数可）を満たす場合、データベースモジュール１２２は、ユー
ザと関連付けられたデータベース１４０に記憶されているデータを更新するように構成で
きる。すなわち、ビデオストリームデータの少なくとも一部分が所定の確率等の範囲内で
初期データセットに一致する場合。しかしながら、ビデオストリームデータがデータベー
ス１４０に記憶されている初期データセットに一致しない場合、データベースモジュール
１２２は、例えば次のエントリ（例えば、次のユーザと関連付けられたデータ）について
データベース１４０に問い合わせることができ、及び／又はそれ以外の場合データベース
１４０を更新できない。さらに、データベースモジュール１２２は、リレーショナルベー
スで（例えば、データベース１４０は、リレーショナルデータベース等々であってよい）
、及び／又は任意の他の適切な方法でデータベース１４０にデータを記憶するように構成
できる。
【００５２】
［0059］　プレゼンテーションモジュール１２３は、上述のように、顔認識プロセスの間
に基準を満たすビデオストリームデータの少なくとも一部分を表すコンテキストビデオス
トリーム及び／又はプレゼンテーションを定めることと関連付けられる、プロセッサ１２
０によって実行される命令のセット（又はその一部分）を含む。より詳細には、プレゼン
テーションモジュール１２３は、コンテキストビデオストリーム、及び／又はイベント、
開催地、場所等々で（例えば、顔認識によって）識別されたユーザを表すプレゼンテーシ
ョンを定めるように構成できる。コンテキストビデオストリーム（例えば、ユーザ特有の
コンテキストビデオストリーム）が定義されると、プレゼンテーションモジュール１２３
は、通信インタフェース１２５にユーザ特有のコンテキストビデオストリームと関連付け
られた信号を送信できる。通信インタフェース１２５は、同様に（例えば、ネットワーク
１０５を介して）クライアント装置１５０に、コンテキストビデオストリームをそのディ
スプレイ上に図表を用いて表す命令を示す信号を送信できる。
【００５３】
［0060］　一部の例では、プレゼンテーションモジュール１２３は、例えば対話型であり
、データの任意の数の層を含むことがある、ユーザ特有のコンテキストビデオストリーム
及び／又はプレゼンテーションを定義できる。例えば、一部の例では、プレゼンテーショ
ンモジュール１２３は、それぞれがビデオストリームと関連付けられたコンテキストデー
タの任意の適切な部分を含んでよい、データの任意の数の層、レベル、ページ等を含む対
話型のコンテキストビデオストリームを定義できる。係る例では、コンテキストビデオス
トリームは、概して、例えばクライアント装置１５０上で図表を用いて表すことができ、
ユーザは、例えばアイコン、コンテキストビデオストリームの一部分等々を（例えば、キ
ーボード、マウス、タッチスクリーン、音声コマンド等によって）選択するためにクライ
アント装置１５０を操作できる。一部の例では、アイコン等の選択は、そのビデオストリ
ームと関連付けられた及び／又は関係するデータ（例えば、コンテキストデータ）がクラ
イアント装置１５０のディスプレイに図表を用いて表されるようになされてよい。例えば
、一部の例では、ユーザ特有のコンテキストテキストビデオストリームは、スポーツイベ
ントでのユーザを表してよく、コンテキストデータは、例えばコンテキストビデオストリ
ームの一部分又はコンテキストビデオストリーム中の時間と一致する目標又は他のイベン
トと関連付けられたデータを含んでよい。特定の例として、ビデオストリーム（例えば、
コンテキストビデオストリーム）は、スポーツイベントで声援するユーザを表すことがで
き、コンテキストデータは、例えば実質的に一致する時間でのスポーツイベントのビデオ
ストリームを含むことができ、及び／又はそれ以外の場合スポーツイベントのビデオスト
リームと関連付けることができる。他の例では、コンテキストデータは一致するイベント
のテキスト説明を含むことができる。一部の例では、コンテキストビデオストリーム及び
コンテキストデータは実質的に同時にクライアント装置１５０のディスプレイに提示でき
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る。例えば、ユーザは目標及び目標に対する彼らの反応を同時に見ることができる。
【００５４】
［0061］　プレゼンテーションモジュール１２３によって定義されるユーザ特有のコンテ
キストビデオストリームは、例えば完全なビデオストリーム又は画像取込システム１６０
から受信されたビデオストリームの一部分であってよい。例えば、一部の例では、ユーザ
特有のコンテキストビデオストリームは、ユーザが存在するビデオストリームの一部分で
あってよい。したがって、ユーザが実質的にビデオストリーム全体に存在する場合、ユー
ザ特有のコンテキストビデオストリームは実質的に全体的なビデオストリームであってよ
い。他の例では、ユーザがビデオストリームの一部分にしか存在しない場合、次いでユー
ザ特有のコンテキストビデオストリームを定めることは、ユーザが存在するビデオストリ
ームから部分（例えば、フレーム）を抽出することを含んでよい。例として、１５秒のビ
デオストリームが取り込まれ、ホスト装置１１０に送信されるが、ユーザがビデオストリ
ームの３秒にしか存在しない場合、次いでプレゼンテーションモジュール１２３は、例え
ばユーザが存在する３秒部分であるユーザ特有のコンテキストビデオストリームを定める
ように構成できる。
【００５５】
［0062］　プレゼンテーションモジュール１２３及び／又はホスト装置１１０の他の部分
は、クライアント装置１５０のディスプレイにユーザ特有のコンテキストビデオストリー
ムを提示する命令を示す信号をクライアント装置１５０に送信するとして上述されるが、
他の例では、プレゼンテーションモジュール１２３は、ユーザ特有のコンテキストビデオ
ストリームを定めることができ、データベース１４０にユーザ特有のコンテキストビデオ
ストリームを記憶する命令を示す信号をデータベースモジュール１２２に送信できる。係
る例では、ユーザ特有のコンテキストビデオストリームと関連付けられたデータはデータ
ベース１４０に記憶できる、及び／又はそれ以外の場合データベース１４０に記憶されて
いるユーザデータと関連付けることができる。一部の例では、ホスト装置１１０は、クラ
イアント装置１５０（及び／又は任意の他の適切な装置）からの要求に応答して、データ
ベース１４０からユーザ特有のコンテキストビデオストリームを取り出すことができる。
より詳細には、一部の実施形態では、ユーザは、インターネット上のウェブページにアク
セスするためにクライアント装置１５０を操作できる。（例えば、認証情報等を入力する
等）認証された後、ユーザは、ユーザ特有のコンテキストビデオストリームへのアクセス
に対する要求がクライアント装置１５０からホスト装置１１０に送信されるように、ウェ
ブページと対話できる。したがって、ホスト装置１１０（例えば、データベースモジュー
ル１２２）は、データベース１４０からユーザ特有のコンテキストビデオストリームを取
り出すことができ、（例えば、インターネット及びウェブページを介して）ディスプレイ
にユーザ特有のコンテキストビデオストリームを提示する上で操作可能なクライアント装
置１５０に信号を送信できる。言い換えると、ユーザ特有のコンテキストビデオストリー
ムは、「クラウド」に記憶し、ウェブブラウザおよびインターネットを介してアクセスす
ることができる。
【００５６】
［0063］　解析モジュール１２１、データベースモジュール１２２、及びプレゼンテーシ
ョンモジュール１２３は、ホスト装置１１０に記憶されている及び／又はホスト装置１１
０で実行されているとして上述されるが、他の実施形態では、モジュールのいずれかは、
例えば、クライアント装置１５０及び／又は画像取込システム１６０に記憶できる及び／
又は実行できる。例えば、一部の実施形態では、クライアント装置１５０は、（例えば、
ネイティブアプリケーションとして）プレゼンテーションモジュールを含む、定める、及
び／又は記憶することができる。プレゼンテーションモジュールは、ホスト装置１１０の
プレゼンテーションモジュール１２３と実質的に類似している、又は同じであってよい。
係る実施形態では、クライアント装置１５０のプレゼンテーションモジュールは、それ以
外の場合、ホスト装置１１０に含まれる及び／又は実行されるプレゼンテーションモジュ
ール１２３の機能を置き換えることができる。したがって、クライアント装置１５０のプ
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レゼンテーションモジュールは、例えばコンテキストビデオストリームと関連付けられた
データセットを受信することができ、受信時、クライアント装置１５０のディスプレイに
提示されるプレゼンテーションを定義できる。
【００５７】
［0064］　プレゼンテーションモジュール１２３は、クライアント装置１５０のユーザの
、及び／又はユーザのためのコンテキストビデオストリーム（例えば、ユーザ特有のコン
テキストビデオストリーム）を定めるとして上述されるが、一部の例では、プレゼンテー
ションモジュール１２３は、データベース１４０に記憶されるユーザプロファイルを有す
る任意のユーザと関連付けられたユーザ特有のコンテキストビデオストリームを定めるよ
うに構成できる。例えば、画像取込システム１６０からのビデオストリームデータの受信
時、解析モジュール１２１は、ビデオストリームの顔データが登録ユーザ（例えば、ユー
ザプロファイルデータ等々がデータベース１４０に記憶されるユーザ）と関連付けられた
顔認識データと一致するかどうかを判断するために顔認識プロセス及び／又はビデオ解析
プロセスを実施できる。このようにして、プレゼンテーションモジュール１２３は、解析
モジュール１２１によって実施される顔認識解析がビデオストリームデータのユーザの顔
画像を識別する（例えば、上記に詳細に説明されているように、一致を識別する、及び／
又はそれ以外の場合基準を満たす）場合、任意の適切なユーザ又はユーザのグループのた
めにユーザ特有のコンテキストビデオストリームを定めるように構成できる。一部の例で
は、ホスト装置１１０は、ユーザ特有のコンテキストビデオストリームを各識別されたユ
ーザと関連付けられたクライアント装置に自動的に送信できる、並びに／又は「クラウド
」上に（例えば、データベース１４０等々に）ユーザ特有のコンテキストビデオストリー
ム（複数可）を自動的にアップロード及び／若しくは記憶できる。一部の例では、ユーザ
特有のビデオストリームは、ｅメール、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、マルチ
メディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、ＮＦＣ、及び／又はブルートゥース通信を介し
て送信することができ、ソーシャルメディアプラットフォームに投稿することができる（
例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ等に
投稿できる）等々。一部の例では、ユーザ特有のビデオストリームを送信するためのモダ
リティは、受信側ユーザ及び／又は送信側ユーザのプリファレンス等のユーザのプリファ
レンスに基づくことがある。
【００５８】
［0065］　上述されるように、一部の例では、解析モジュール１２１等々は、顔認識プロ
セスを実施する前に１つ以上の前処理手順及び／又は次善分類手順を実施できる。例えば
、解析モジュール１２１は、ユーザのいずれかと関連付けられたデータの一部分が、例え
ばユーザと関連付けられたコンテキストデータ、及びビデオストリームと関連付けられた
コンテキストデータ（例えば、ユーザのクライアント装置の場所データがビデオストリー
ムと関連付けられた場所データと一致する）の一致等の、基準（単数可）を満たすかどう
かを判断するために（例えば、データベース１４０に問い合わせる命令を示すデータベー
スモジュール１２２に信号を送信することによって等々）任意の数の登録ユーザと関連付
けられたデータを解析できる。データベース１４０に記憶されているデータを事前処理し
た後、解析モジュール１２１は、ビデオストリームの顔画像データが、事前処理等々によ
って識別されたユーザの顔画像データと一致するかどうかを判断するために顔認識解析を
実施するように構成できる。
【００５９】
［0066］　一部の例では、コンテキストビデオストリームの共用は、例えばビデオストリ
ームデータを取り込んだユーザと、コンテキストビデオストリームデータを要求するユー
ザとの間の関係性に基づいてよい。例えば、一部の例では、クライアント装置（例えば、
クライアント装置１５０）のユーザは、詳細に上述されるように、ホスト装置１１０によ
って解析及び／又は処理できるコンテキストビデオストリームを取り込むことができる。
コンテキストビデオストリームの定義後、新規ユーザは顔画像データ、及びユーザプロフ
ァイルデータを登録でき、ユーザプロファイルデータはデータベースに記憶される。一部
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の例では、新規ユーザは、例えばコンテキストビデオストリームで取り込むことができる
。したがって、一部の例では、新規ユーザは、コンテキストビデオストリームを取り込ん
だユーザとの関係、繋がり、リンク、関連付け等々を確立する、要求する、定める等でき
る。ビデオストリームを取り込んだユーザが新規ユーザの要求を受け入れる場合、ユーザ
特有のコンテキストビデオストリームは、新規ユーザのクライアント装置に自動的に送信
できる、及び／又はそれ以外の場合新規ユーザと関連付けることができる。一部の例では
、ユーザ特有のビデオストリームは、（例えば、アカウント、ウェブページ、ＰＣ、又は
モバイルアプリケーション等を介して）新規ユーザが自動的に利用できる。
【００６０】
［0067］　他の例では、ホスト装置１１０は、所与のユーザによって取り込まれたコンテ
キストビデオストリームで（例えば、顔認識を介して）識別された１人以上の他のユーザ
との関係を示唆するように構成できる。言い換えると、ホスト装置１１０は、コンテキス
トビデオストリームの１人以上のユーザを識別することに基づいて関連付けを示唆できる
。一部の例では、ホスト装置１１０は、顔認識を介して個人（例えば、登録ユーザ又は非
登録ユーザ）を識別することに基づいて個人の近接、場所、及び／又は任意の他の適切な
コンテキストデータを決定できる。個人が登録ユーザである場合、ホスト装置１１０は、
例えば個人と、ビデオを取り込んだユーザとの関係性を示唆できる。個人が登録ユーザで
はない場合、一部の例では、ホスト装置１１０は、システムと登録するために招待等で個
人と関連付けられた装置に信号を送信できる。
【００６１】
［0068］　一部の例では、例えば、第１の登録ユーザは第２の登録ユーザのビデオを取り
込んでよい。本明細書に説明されるように、ホスト装置１１０は、ビデオストリームを解
析し、第２の登録ユーザ特有のユーザ特有のビデオストリームを定めるように構成できる
。さらに、ホスト装置１１０は、第１の登録ユーザと関連付けられたデータを第２の登録
ユーザに送信できる、及び逆の場合も同じである。一部の例では、データは、名前等のデ
ータを識別する個人的であってよい。他の例では、データはどちらのユーザの名前も識別
せずに送信されるユーザプロファイルピクチャであってよい。一部の例では、ホスト装置
１１０は、第１の登録ユーザと第２の登録ユーザとの間の関連付けを確立するための示唆
を示す（例えば、第１の登録ユーザ及び第２の登録ユーザが関連付けられる、リンクされ
る、又はそれ以外の場合繋がれることを示唆する）データを送信することもできる。例え
ば、第２の登録ユーザは関連付け要求等を第１の登録ユーザに送信することができ、要求
の受入れ時、第１の登録ユーザと第２の登録ユーザとの間の関連付けが確立できる。他の
例では、第１の登録ユーザは、要求を送信することができ、第２の登録ユーザは要求を受
け入れることができる。さらに、関連付けを示すデータはデータベース１４０に記憶でき
る。
【００６２】
［0069］　さらに他の例では、ユーザは（例えば、クライアント装置１５０で又はクライ
アント装置１５０上でのユーザ入力によって）ユーザの取り込まれた画像及び／又はビデ
オの共用を制限する又は防ぐことを選択できる。例えば、一部の例では、クライアント装
置１５０のユーザは、ホスト装置１１０にアップロード及び／又は送信され、例えばデー
タベース１４０に記憶されるコンテキストビデオストリームを取り込むことができる。一
部の例では、データベース１４０に記憶されるユーザプロファイル及び／又はユーザデー
タは、ユーザのビデオ及び／又は画像が個人用である旨の表示を含んでよい。このように
して、ホスト装置１１０はビデオストリームの１人以上のユーザ（例えば、顔画像）を識
別できるが、ユーザプロファイルデータに従って識別された人にユーザ特有のコンテキス
トデータを送信しない。個人用であるとして説明されるが、他の例では、ユーザは、ビデ
オストリーム及び／又は画像で識別されるユーザの所定のグループとだけ自分のビデオス
トリーム及び／又は画像を共用させることを選択できる。
【００６３】
［0070］　一部の例では、コンテキストビデオストリームと関連付けられたコンテキスト
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データは、１つ以上のデジタルタグ等々を含んでよい。例えば、一部の例では、デジタル
タグは題名、透かし模様、ハッシュタグ、日付スタンプ及び／又はタイムスタンプ、イベ
ントデータ又は開催地データ等であってよい。同様に、コンテキストビデオストリームが
ユーザ生成ビデオである場合、ユーザは１つ以上のデジタルタグを定める及び／又はそれ
以外の場合入力することができる。一部の例では、ホスト装置１１０は、プレゼンテーシ
ョンモジュール１２３がユーザ特有のコンテキストビデオストリームを定めるとき、１つ
以上のデジタルタグを表すデータを含むように構成できる。例えば、一部の例では、ホス
ト装置１１０及び／又はプレゼンテーションモジュール１２３はユーザ特有のコンテキス
トビデオストリームに題名等を含む及び／又は挿入できる。他の例では、ホスト装置１１
０及び／又はプレゼンテーションモジュール１２３は、ユーザ特有のコンテキストビデオ
ストリームの再生中に図表を用いて表されるように構成される透かし模様等を含むことが
できる及び／又は挿入できる。一部の例では、係る透かし模様は、例えば、題名、場所、
表題、反応等であってよい。他の例では、係る透かし模様は、例えば広告等であってよい
。例えば、一部の例では、ユーザ及び／又はホスト装置１１０は、ユーザ特有のコンテキ
ストビデオストリームのスポンサー等を選択できる。例として、ユーザは、スポーツイベ
ント中にコンテキストビデオストリームを取り込むことができ、スポーツ商品企業のロゴ
（例えば、Ｎｉｋｅ（登録商標）又は「Ｎｉｋｅ　Ｓｗｏｏｓｈ」（登録商標））の透か
し模様がユーザ特有のコンテキストビデオストリーム上に又は中に表示されるようにコン
テキストビデオストリームのデータを選択できる及び／又はそれ以外の場合含むことがで
きる。一部の例では、ユーザは自分のユーザ特有のコンテキストビデオストリーム上に又
は中にスポンサーを透かしに入れさせることを選択することに対する報奨金を得ることが
できる。係る報奨金は、例えばビュー、お気に入り等の数に基づくことがあるだろう。
【００６４】
［0071］　図３～図６は、実施形態に従って、顔認識システム（例えば、システム１００
）の少なくとも一部分の使用を明示する電子機器から撮影される多様なスクリーンショッ
トの例の図である。係るシステムは、少なくとも部分的に顔認識データに基づいてユーザ
のコンテキストビデオストリームを提示するために使用できる。システム１００の少なく
とも一部分は、例えばメモリに記憶され、電子機器（例えば、ホスト装置、サーバ又はサ
ーバのグループ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ネットワーク装置等）のプロセッサ
等々で実行される命令又はコードのセットによって表す、及び／又は説明することができ
る。例えば、一部の実施形態では、ホスト装置は、ユーザと関連付けられた顔認識データ
を登録する要求と関連付けられた信号を受信することができ、それに応じてデータベース
に顔認識データを記憶できる。同様に、ホスト装置はビデオストリームデータと関連付け
られた信号を受信できる。一部の例では、ホスト装置の１つ以上のプロセッサは次いで、
ユーザの１つ以上の画像が少なくとも部分的に顔認識データに基づいてビデオストリーム
に存在するかどうかを判断するためにビデオストリームデータを解析することと関連付け
られた、ホスト装置のメモリに記憶される命令又はコードのセットを実行できる。画像が
ビデオストリームデータで検出される場合、１つ以上のプロセッサはビデオストリームデ
ータの関連付けられた一部分を分離できる。さらに、１つ以上のプロセッサは（１）時間
、場所、イベント等のコンテキストデータをビデオストリームデータと関連付け、（２）
ユーザのコンテキストビデオストリーム（例えば、ユーザ特有のコンテキストビデオスト
リーム）を定めるために命令又はコードのセットを実行できる。１つ以上のプロセッサは
、次いでユーザと関連付けられたクライアント装置に、クライアント装置のディスプレイ
にユーザ特有のコンテキストビデオストリームを提示する命令を示す信号を送信できる。
【００６５】
［0072］　上述のように、システム１００の少なくとも一部分は、例えばクライアント装
置１５０の中で又は上で実装できる。クライアント装置１５０は、システム１００の少な
くとも一部分を、図表を用いて表すように構成されたディスプレイ１５５（例えば、図３
を参照）を含む。クライアント装置１５０のディスプレイ１５５は、システム１００の任
意の適切な部分（例えば、ウェブページと関連付けられたＧＵＩ、ＰＣアプリケーション
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、モバイルアプリケーション等々）を、図表を用いて表すことができる、例えば陰極線管
（ＣＲＴ）モニタ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）モニタ、発光ダイオード（ＬＥＤ）モニ
タ等々であってよい。一部の実施形態では、ディスプレイ１５５は触覚ユーザ入力を受け
取るように構成されたタッチスクリーンであってよい、及び／又はタッチスクリーンを含
んでよい。一部の例では、ディスプレイ１５５は、本明細書でさらに詳細に説明されるよ
うに、顔認識プロセスと関連付けられたデータ及び／又はビデオストリームと関連付けら
れたデータを、図表を用いて表すように構成できる。
【００６６】
［0073］　図３～図６には示されていないが、クライアント装置１５０は、上述のように
、カメラ及び／又は他の撮像装置を含んでよい。例えば、一部の実施形態では、係るカメ
ラは（例えば、スマートフォン、タブレット、ラップトップ等においてのように）クライ
アント装置１５０の中に統合できる、及び／又はポート等を介してクライアント装置１５
０と通信してよい。より詳細には、本実施形態では、クライアント装置１５０は、前向き
カメラを含むスマートフォン又はタブレットであることがある（例えば、カメラは、ディ
スプレイ１５５と実質的に同じ方向で向けられる）。このようにして、ユーザは、カメラ
に画像（例えば、写真）又はビデオを取り込ませるためにクライアント装置１５０を操作
できる。さらに、一部の例では、ディスプレイ１５５は、カメラによって取り込まれた画
像と関連付けられたデータを、図表を用いて表すように構成できる。したがって、ユーザ
はカメラを介して自分自身のピクチャ又はビデオを撮影するためにクライアント装置１５
０を操作できる。一方、カメラと関連付けられた視界はディスプレイ１５５に提示される
。言い換えると、ユーザはセルフィーを撮影するためにクライアント装置１５０を操作で
きる。
【００６７】
［0074］　上述のように、クライアント装置１５０のカメラは、ユーザの顔の画像を取り
込むことができ、その画像はユーザと関連付けられた顔認識データを登録するために使用
できる。具体的には、ユーザは、例えばカメラを制御するように構成されたモバイルアプ
リケーションを選択することによってクライアント装置１５０を操作できる。したがって
、カメラは、図３～図６に示されるように、画像データを受信でき、その画像データはデ
ィスプレイ１５５に提示できる。さらに、ディスプレイ１５５は、ユーザの顔の画像のた
めの所望される位置合わせと関連付けられた表示を提供できる、表示、フレーム、境界、
ガイド、及び／又はデータの他の適切なグラフィック表現を、図表を用いて表すように構
成することができる。具体的には、図３～図６に示されるように、ディスプレイ１５５は
眼鏡１６０等を提示するように構成することができ、次いでユーザは眼鏡１６０等を用い
て自分の顔を位置合わせできる。さらに、ディスプレイ１５５は、登録プロセス中に任意
の適切な点でユーザに命令するように構成されたプロンプト１６５を提示できる。例えば
、図３に示されるように、プロンプト１６５は、「眼鏡をかけてください」と記載するテ
キストを含む。言い換えると、プロンプト１６５は、顔画像１７０のユーザの目が通常の
方法で、（例えば、ユーザが物理的に眼鏡をかけているかのように）自然な方法で、期待
される方法で、及び／又は共通の方法で眼鏡１６０の中に位置決めされるように、ユーザ
に顔画像１７０を、図表を用いて表される眼鏡１６０と位置合わせするように命令できる
。
【００６８】
［0075］　ユーザが自分の顔画像１７０を眼鏡１６０と位置合わせすると、カメラはユー
ザの顔の所望される画像を取り込むことができる。より詳細には、一部の実施形態では、
図表を用いて表される眼鏡１６０は、正の位置合わせ及び／又は認識の可能性を増加させ
られる所望されるサイズ及び／又は形状を有することができる。例えば、一部の例では、
ガラス１６０のグラフィック表現は、図表を用いて表される眼鏡１６０と位置合わせされ
るときのユーザの目の間の距離が６５ピクセルよりも大きくなるようにできる。他の例で
は、図表を用いて表される眼鏡と位置合わせされるときのユーザの目の間の距離は、約４
０ピクセルと約６５ピクセルの間である。言い換えると、ユーザの顔画像１７０の位置合
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わせ及び／又は検証は、少なくとも部分的にユーザの目のグラフィック表現に基づくこと
ができ、一部の例では、所定の最小距離は確かな位置合わせ及び／又は認識のより大きい
可能性と関連付けることができる。他の実施形態では、ユーザの顔画像１７０の位置合わ
せ及び／又は検証は、例えば図表を用いて表された眼鏡１６０及び任意の他の図表を用い
て表される位置合わせインジケータに比して、少なくとも部分的に任意の適切な顔特徴に
基づいてよい。さらに、ユーザの顔画像１７０が位置合わせされる、及び／又はそれ以外
の場合検証されると、カメラはユーザの顔の所望される画像を取り込むことができる。一
部の例では、カメラは、ユーザの顔画像１７０が位置合わせされると、ユーザの顔の所望
される画像を自動的に取り込むことができる。他の例では、位置合わせの表示はディスプ
レイに図表を用いて表すことができ、その表示はユーザに（例えば、ユーザ入力によって
）写真を撮影するようにプロンプトを出すように構成される。
【００６９】
［0076］　一部の例では、顔画像１７０が位置合わせされる、及び／又は検証されると、
カメラは所望の画像を自動的に取り込むことができる。より詳細には、モバイルアプリケ
ーションが、ユーザの目が眼鏡１６０のグラフィック表現と位置合わせされることを識別
するのに応答して、モバイルアプリケーションは、ユーザとの他の関わりなく画像を取り
込むためにカメラを制御できる。このようにして、ユーザは、モバイル機器上のボタンを
押す及び／又はそれ以外の場合モバイル機器に画像獲得表示を提供する必要なく画像（例
えば、「セルフィー」）を撮影できる。
【００７０】
［0077］　さらに、ユーザが自分の顔画像１７０を眼鏡１６０に位置合わせすると、プロ
ンプト１６５は更新できる。例えば、図４に示されるように、プロンプト１６５は「素晴
らしい、ここで個人的な写真を撮影します。じっとしていてください。」と述べるテキス
トを含むことができる。図３～図６には示されていないが、一部の実施形態では、プロン
プト１６５は、カウントダウンタイマ等を含むことができる。例えば、プロンプト１６５
は、写真を撮影及び／又は検証するための時間の長さと関連付けられたカウントダウン（
例えば、「３」‐「２」‐「１」等のカウントダウン）を、図表を用いて表すことができ
る。したがって、カメラはユーザの顔画像１７０を取り込み、顔画像１７０と関連付けら
れた信号を（上述される）クライアント装置１５０のプロセッサに送信できる。プロセッ
サは、顔画像１７０と関連付けられたデータを受信する、及び／又は取り出すことができ
、同様に顔認識プロセスの少なくとも一部分と関連付けられた（例えば、メモリに記憶さ
れる）命令又はコードのセットを実行できる。例えば、一部の例では、プロセッサは、顔
画像１７０と眼鏡１６０との間の位置合わせを検証することと関連付けられた命令又はコ
ードのセットを実行して、顔画像が存在するかどうかを判断できる。一部の例では、プロ
セッサは、取り込まれたピクチャの顔画像１７０の検証の成功又は取り込まれたピクチャ
の顔画像１７０の検証の不成功に基づいてプロンプト１６５を更新できる。例えば、プロ
セッサが顔画像１７０を肯定的に検証する場合、プロンプト１６５は、図５に示されるよ
うに、テキスト「おめでとうございます！今、あなたは登録されています。」を提示する
ために更新できる。代わりに、プロセッサが顔画像１７０を肯定的に検証しない場合、プ
ロンプト１６５は、テキスト「顔が見つかりませんでした。もう一度試しましょう。」を
提示するために更新できる。すなわち、位置合わせに基づいて、プロセッサは顔データを
検証できなかった。したがって、ユーザは、眼鏡１６０に対して顔画像１７０の位置を調
整できる。クライアント装置１５０は眼鏡１６０に対して顔画像１７０の位置合わせを検
証し、顔画像１７０を取り込み、顔画像１７０が取り込まれた画像に無事に表されると検
証すると、クライアント装置１５０は顔画像データと関連付けられた信号をホスト装置１
１０に送信でき、ホスト装置１１０は、上記に詳細に説明されているように、任意の適切
な顔認識プロセス（例えば、初期登録プロセス等）を実施できる。
【００７１】
［0078］　顔認識プロセスは図３～図６に関して特に上記に示され、説明されているが、
他の実施形態では、クライアント装置１５０は、任意の適切な方法でユーザの初期の顔デ
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ータを検証し、取り込むことができる。例えば、プロンプト１６５は特定の言語を含むと
して特に上記に示され、説明されているが、他の実施形態では、プロンプト１６５は、テ
キストを有する又はテキストがない任意の適切なインジケータであってよい。同様に、プ
ロンプト１６５は、例えばストップウォッチ（図４）、チェックマーク（図５）、又は「
Ｘ」（図６）等の任意の適切なアイコン又は記号を含んでよい。他の実施形態では、プロ
ンプト１６５は、テキストだけ、アイコンだけ、又は記号だけ、色だけ等しか含まなくて
もよい。
【００７２】
［0079］　同様に、ディスプレイ１５５は、顔画像１７０を位置合わせするために使用さ
れる眼鏡１６０を含むとして、特に図３～図６に関して上記に示され、説明されているが
、他の実施形態では、クライアント装置１５０は、ディスプレイ１５５上に、任意の適切
な表示、フレーム、境界、顔造作等を提示するように構成できる。例えば、一部の実施形
態では、ディスプレイ１５５は、例えば、目、耳、鼻、口（例えば、微笑んでいる）、輪
郭等の顔の部分を、図表を用いて表すことができる。他の実施形態では、ディスプレイ１
５５は、例えば円、楕円形、正方形、矩形、及び／又は任意の他の多角形又は円形等の１
つ以上の形状を、図表を用いて表すことができる。さらに他の実施形態では、ディスプレ
イ１５５は、１つ以上の線、矢印、省略記号、及び／又は任意の他の適切な記号又は形状
を、図表を用いて表すことができる。さらに他の実施形態では、ディスプレイ１５５は、
ユーザの顔画像１７０のカメラとの位置合わせを容易にするように構成された任意の他の
適切なグラフィック表現を提示できる。さらに、顔画像１７０の検証は、例えば目の間の
距離（例えば、上述されるように、少なくとも６５ピクセル）、目の形及び／又は大きさ
、目の色、鼻の大きさ及び／又は形、鼻孔の大きさ及び／又は形、耳の大きさ及び／又は
形、耳の間の距離、頬骨、顎、又は下顎の位置及び／又は配置、笑みの大きさ及び／又は
形、輪郭、生え際の形状又は経路、髪の色、スタイル、太さ、又は豊かさ等の任意の適切
な顔造作に基づくことがある。
【００７３】
［0080］　クライアント装置１５０は顔画像１７０の初期登録のために使用される所望さ
れる画像を取り込むために特定の位置合わせプロセスを実施するとして上述されるが、他
の実施形態では、クライアント装置は初期顔画像データを取り込むように構成された任意
の適切なプロセスを実施するように構成できる。例えば、図７は、別の実施形態に従って
、顔認識システム（例えば、システム１００）の少なくとも一部分の使用を明示する電子
機器から撮影されたスクリーンショットの例の図である。係るシステムは、上記に詳細に
説明されているように、少なくとも部分的に顔認識データに基づいてユーザのコンテキス
トビデオストリームを提示するために使用できる。
【００７４】
［0081］　上述のように、システム１００の少なくとも一部分は、例えばクライアント装
置の中又は上で実装できる。クライアント装置は、上述されるクライアント装置１５０に
実質的に類似する又は同じであってよい。したがって、クライアント装置の部分は、本明
細書ではさらに詳細に説明されない。図７に示されるように、クライアント装置は、シス
テム１００の少なくとも一部分を、図表を用いて表すように構成されたディスプレイ２５
５を含む。ディスプレイ２５５は、本明細書に説明されるディスプレイ等、任意の適切な
ディスプレイであってよい。したがって、ディスプレイ２５５は、本明細書でさらに詳細
に説明されるように、顔認識プロセスと関連付けられたデータ、及び／又はビデオストリ
ームと関連付けられたデータを図表を用いて表すように構成できる。さらに、本実施形態
では、クライアント装置は、上記に詳細に説明されているように、前向きカメラを有する
スマートフォン又はタブレットであってよい。
【００７５】
［0082］　上述のように、クライアント装置のカメラは、ユーザの顔の画像を取り込むこ
とができ、その画像はユーザと関連付けられた顔認識データを登録するために使用できる
。具体的には、ユーザは、例えばカメラを制御するように構成されたモバイルアプリケー
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ションを選択することによってクライアント装置を操作できる。したがって、カメラは、
画像データを受信でき、図７に示されるように、その画像データはディスプレイ２５５に
提示できる。さらに、ディスプレイ２５５は、ユーザの顔画像のための所望される位置合
わせと関連付けられた表示を提供できる、１つ以上の表示、フレーム、境界、ガイド、及
び／又はデータの任意の他の適切なグラフィック表現を、図表を用いて表すように構成で
きる。具体的には、本実施形態では、ディスプレイ２５５は、カメラ及び／又はディスプ
レイ２５５に対してユーザの顔画像２７０を位置合わせするために使用できる、動的イン
ジケータ２７５及びセクタインジケータ２８０のセットを、図表を用いて表すように構成
できる。
【００７６】
［0083］　例えば、一部の例では、ユーザは、動的インジケータ２７５がユーザの顔画像
２７０の実質的に中心と位置合わせされるように、クライアント装置を操作する、及び／
又はクライアント装置に対して自分の頭を移動することができる。動的インジケータ２７
５は、陰影を付けられた円であるとして図７に示されているが、他の例では、動的インジ
ケータ２７５は任意の適切な形状及び／又はサイズであってよく、陰影を付けられても、
陰影を付けられなくてもよい。同様に、セクタインジケータ２８０は矩形であるとして示
されているが、他の実施形態では、セクタインジケータ２８０は任意の適切な形状、サイ
ズ、又は構成であってよい。一部の例では、ユーザの顔画像２７０が所望される位置及び
／又は向きで位置合わせされると、クライアント装置は顔画像２７０を自動的に取り込む
ことができる。例えば、動的インジケータ２７５がディスプレイ２５５の実質的に中心に
配置されるとき、カメラは、例えば顔画像２７０の正面図（例えば、実質的にまっすぐ前
方に等）を取り込むことができる。
【００７７】
［0084］　顔画像２７０の正面図が取り込まれた状態で、ユーザは次いで自分の頭をディ
スプレイ２５５に対して移動でき、それが動的インジケータ２７５を実質的に同様の方向
に移動させる。例えば、一部の例では、ユーザは、あたかも上方を見ているかのように自
分の頭を後ろに傾けることができる。したがって、クライアント装置は、ユーザの顔画像
２７０の動きを決定することができ、関連付けられた方法で動的インジケータ２７５を移
動できる。一部の例では、ユーザの顔画像２７０の移動は、動的インジケータ２７５を、
例えば「北」の「Ｎ」とラベルが付けられたセクタインジケータ２８０等、関連付けられ
たセクタインジケータ２８０によって定められる境界に設置できる。さらに、動的インジ
ケータ２７５がセクタインジケータ２８０の境界の中の所望される位置に設置されると、
カメラは、例えば上方を見る又は上方に傾くことと関連付けられた顔画像２７０を自動的
に取り込むことができる。一部の例では、関連付けられたセクタインジケータ２８０のた
めに成功した顔画像２７０が取り込まれると、ディスプレイ２５５は、ユーザに対して、
そのセクタのための顔画像２７０が無事に取り込まれた旨の表示を提供するために、セク
タインジケータ２８０の任意の部分の色を変更及び／若しくは更新する、並びに／又はそ
れ以外の場合関連付けられたセクタインジケータ２８０を更新するように構成できる。
【００７８】
［0085］　顔画像２７０がそのセクタインジケータ２８０のために無事に取り込まれると
、ユーザは、動的インジケータ２７５を、上述されるのと実質的に同じ方法で各セクタイ
ンジケータ２８０の中の所望される位置に設置するために、カメラ及び／又はディスプレ
イ２５５に対して自分の頭部を移動できる。言い換えると、ユーザは、動的インジケータ
２７５が「北東」の「ＮＥ」とラベルが付けられるセクタインジケータ２８０、「東」の
「Ｅ」とラベルが付けられるセクタインジケータ２８０、「南東」の「ＳＥ」とラベルが
付けられるセクタインジケータ２８０、「南」の「Ｓ」とラベルが付けられるセクタイン
ジケータ２８０、「南西」の「ＳＷ」とラベルが付けられるセクタインジケータ２８０、
「西」の「Ｗ」とラベルが付けられるセクタインジケータ２８０、及び「北西」の「ＮＷ
」とラベルが付けられるセクタインジケータ２８０の中の所望される位置を通って移動さ
れるように自分の頭及び／又は顔画像２７０を移動できる。このようにして、クライアン
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ト装置は、ユーザの９つの顔画像２７０（正面図、左図、右図、平面図、下面図、左上図
、右上図、左下図、及び右下図）を取り込むように構成でき、その顔画像は、上記に詳細
に説明されているように、初期データセットを定める、及び／又は顔認識データを登録す
るために使用できる。言い換えると、クライアント装置は、ユーザの複数の図（例えば、
正面、側面、平面、下面等）を取り込むことができ、例えば正面図に制限されていない。
一部の例では、セクタインジケータ２８０と関連付けられた複数の顔画像２７０を取り込
むことは、例えばビデオストリームの顔画像が顔画像の正面図ではないときに顔認識プロ
セスを促進できる。一部の例では、顔画像２７０の複数の図を取り込むことは、単一の図
（例えば、顔画像２７０の正面図）を使用することに比較されるとき、顔認識プロセスの
効率及び／又は精度を高めることができる。したがって、イベントのビデオストリームが
ユーザの顔の側面図だけを取り込む場合、ユーザは、ユーザを登録するために使用される
複数の顔画像に基づいてより容易に識別できる。
【００７９】
［0086］　ディスプレイ２５５は、特定の配置でセクタインジケータ２８０のセットを、
図表を用いて表すとして示され、説明されているが、他の実施形態では、ディスプレイ２
５５は任意の適切な配置で任意の適切なインジケータ又はインジケータのセットを、図表
を用いて表すことができる。例として、セクタインジケータ２８０は座標と関連付けられ
たラベル（例えば、「北」の「Ｎ」等）を有するとして示され、説明されているが、他の
実施形態では、第２のインジケータ２８０は任意の適切なラベルを有してよい。一部の実
施形態では、例えば、係るラベルは、番号、文字、記号、形状、及び／又は任意の他の適
切なラベルであってよい。さらに、特定の方法でセクタインジケータ２８０を通して、顔
画像２７０の移動に応答して、動的インジケータ２７５を移動するとして上述されている
が、動的インジケータ２７５は、任意に適切な方法で及び／又は特定の順序ではなくセク
タインジケータ２８０を通して移動できる。ディスプレイ２５５は８つのセクタインジケ
ータ２８０を、図表を用いて表すとして示されているが、他の実施形態では、ディスプレ
イ２５５は、例えば２つのセクタインジケータ、３つのセクタインジケータ、４つのセク
タインジケータ、５つのセクタインジケータ、６つのセクタインジケータ、７つのセクタ
インジケータ、９つのセクタインジケータ、１０のセクタインジケータ、１１のセクタイ
ンジケータ、１２のセクタインジケータ、１３のセクタインジケータ、１４のセクタイン
ジケータ、１５のセクタインジケータ、２０のセクタインジケータ、３０のセクタインジ
ケータ、又はその間の任意の数等の任意の適切な数のセクタインジケータを、図表を用い
て表すことができる。さらに他の実施形態では、ディスプレイ２５５は、３０を超えるセ
クタインジケータを、図表を用いて表すことができる。
【００８０】
［0087］　図８は、別の実施形態に従って、顔認識システム（例えば、図１Ａ及び／又は
図１Ｂのシステム１００）の少なくとも一部分の使用を明示する電子機器から撮影される
スクリーンショットの例の図である。係るシステムは、上記に詳細に説明されているよう
に、少なくとも部分的に顔認識データに基づいてユーザのコンテキストビデオストリーム
を提示するために使用できる。上述のように、システム１００の少なくとも一部分は、例
えばクライアント装置の中又は上で実装できる。クライアント装置は、図１Ａ及び／又は
図１Ｂに関して上述されているクライアント装置１５０と実質的に類似する又は同じであ
ってよい。したがって、クライアント装置の部分は、本明細書でさらに詳細に説明されな
い。
【００８１】
［0088］　図８に示されるように、クライアント装置はシステム１００の少なくとも一部
分を、図表を用いて表すように構成されたディスプレイ３５５を含む。ディスプレイ３５
５は、（例えば、図７に関して上述されるディスプレイ２５５に類似する又は同じ）本明
細書に説明されるディスプレイ等の任意の適切なディスプレイであることがある。したが
って、ディスプレイ３５５は、本明細書にさらに説明されるように、顔認識プロセスと関
連付けられたデータ及び／又はビデオストリームと関連付けられたデータを、図表を用い
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て表すように構成できる。
【００８２】
［0089］　上述のように、クライアント装置は、ユーザの顔の画像を取り込むことができ
るカメラを含み、そのカメラは、ユーザと関連付けられた顔認識データを登録するために
使用できる。具体的には、ユーザは、例えばカメラを制御するように構成されたモバイル
アプリケーションを選択することによってクライアント装置を操作できる。したがって、
カメラは、画像データを受信でき、その画像データは図８に示されるように、ディスプレ
イ３５５に提示できる。さらに、ディスプレイ３５５は、ユーザの顔画像の所望される位
置合わせと関連付けられた表示を提供できる、１つ以上の表示、フレーム、境界、ガイド
、及び／又は任意の他の適切なグラフィック表現を、図表を用いて表すように構成できる
。具体的には、図８に示される実施形態では、ディスプレイ３５５は、カメラ及び／又は
ディスプレイ３５５に対してユーザの顔画像３７０を位置合わせするために使用できる、
（集合的に「セクタインジケータ３８０」と呼ばれる）セクタインジケータ３８０Ａ、３
８０Ｂ、３８０Ｃ、及び３８０Ｄのセットを、図表を用いて表すように構成できる。図８
に示されるように、本実施形態では、セクタインジケータ３８０は、楕円形又は円形で配
置された８つの電球としてディスプレイ３５５に図表を用いて表される。他の実施形態で
は、ディスプレイは、任意の適切な方法で配置できる任意の適切なセクタインジケータを
表すことがある。例えば、一部の実施形態では、セクタインジケータ３８０は、（図７に
示されるセクタインジケータ２８０と同様に）瀬方形又は矩形で配置される（図８に示さ
れるような）８つの電球としてディスプレイ３５５上に図表を用いて表すことができる。
他の実施形態では、セクタインジケータ３８０は実質的に無作為に配置できる。セクタイ
ンジケータ３８０は互いに対して実質的に類似するとして示されているが、他の実施形態
では、ディスプレイ３５５は、少なくとも１つの他方のステータスインジケータのサイズ
、形状、向き、及び／又は構成とは異なる少なくとも一方のステータスインジケータのサ
イズ、形状、向き、及び／又は構成を有する任意の数のセクタインジケータ３８０を、図
表を用いて表してよい。
【００８３】
［0090］　一部の例では、ユーザはクライアント装置を操作できる、及び／又はユーザの
顔画像３７０がディスプレイの中心と実質的に位置合わせされるように、クライアント装
置に対して自分の頭を移動できる。図８には示されていないが、一部の実施形態では、デ
ィスプレイ３５５は、図７に関して上述された動的インジケータ２７５等の動的インジケ
ータを、図表を用いて表すように構成できる。他の実施形態では、ディスプレイ３５５は
動的インジケータを、図表を用いて表す必要はない。一部の例では、ユーザの顔画像３７
０がディスプレイ３５５（及び／又はユーザの顔画像３７０の画像を取り込むカメラ）に
対して所望される位置及び／又は向きで位置合わせされると、クライアント装置は顔画像
３７０を取り込むことができる。例えば、ユーザの顔画像３７０がディスプレイ３５５の
実質的に中心に配置されるとき、カメラは、例えば顔画像３７０の正面図（例えば、実質
的にまっすぐに前方等）を取り込むことができる。言い換えると、一部の例では、顔画像
３７０が正面の位置から相対的に少量の偏差を有する、又は偏差のない位置にあるときに
ユーザの顔画像３７０を取り込むように構成できる。一部の実施形態では、カメラは、ユ
ーザの顔画像がディスプレイ３５５に対して所望される位置にあると、画像を自動的に取
り込むように構成できる。
【００８４】
［0091］　顔画像３７０の正面図が取り込まれた状態で、ユーザは自分の頭をディスプレ
イ３５５に対して移動でき、それによってユーザの顔画像３７０をディスプレイ３５５に
対して移動させる。例えば、一部の例では、ユーザは、あたかもディスプレイ３５５の左
上角の方を見るかのように（ディスプレイ３５５は反対方向に向いているため、例えば、
ユーザの頭の傾きと反対に）自分の頭を後方に且つ右に傾けることができる。したがって
、クライアント装置はユーザの顔画像３７０の移動を決定することができ、一部の例では
、ユーザの顔画像３７０の移動は所与のセクタインジケータ３８０と関連付けることがで
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きる。より詳細には、一部の例では、ユーザは、ステータスインジケータ３８０Ａと関連
付けられた位置、向き等へディスプレイ３５５に対して自分の頭を移動できる。一部の例
では、クライアント装置は、ディスプレイ３５５に図表を用いて表されるユーザの顔画像
３７０の位置及び／又は向きを決定及び／又は計算できる。例えば、クライアント装置は
、ユーザの顔画像３７０がセクタインジケータ３８０Ａと関連付けられた位置及び／向き
にあると判断できる。したがって、クライアント装置は、本実施形態では、電球３８０Ａ
（ステータスインジケータ３８０Ａ）を点灯させるとしてディスプレイ３５５で図表を用
いて表すことができる、ディスプレイ３５５に対する位置合わせを示す信号を送信するよ
うに構成できる。
【００８５】
［0092］　クライアント装置が、ユーザの顔画像３７０が（完全に点灯した電球として図
表を用いて表される）ステータスインジケータ３８０Ａに対して所望される位置にあると
判断すると、クライアント装置はユーザの画像３７０に信号を送信できる。一部の実施形
態では、クライアント装置は、カメラにユーザの顔画像３７０を一度所望される位置及び
／又は向きで自動的に取り込ませることができる。他の実施形態では、ユーザは、カメラ
にユーザの顔画像３７０を取り込ませるためにクライアント装置を操作できる。
【００８６】
［0093］　一部の例では、ユーザは、各ステータスインジケータ３８０と関連付けられた
位置及び／又は向きへ（ちょうど説明されたように）ディスプレイに対して自分の頭を移
動できる。したがって、クライアント装置は、例えばユーザの顔画像３７０の正面図、及
びステータスインジケータ３８０のそれぞれと関連付けられた及び／又はステータスイン
ジケータ３８０のそれぞれのためのユーザの顔画像３７０の角度的な図を取り込むことが
できる。図７に示されているクライアント装置を参照して上述されるように、クライアン
ト装置は図１Ａ及び／又は図１Ｂに関して上述されているホスト装置１１０等のホスト装
置に、取り込まれた画像と関連付けられた信号を送信するように構成できる。
【００８７】
［0094］　図８に示されるように、クライアント装置は、少なくとも１つのインジケータ
状態でディスプレイ３５５上にステータスインジケータ３８０を、図表を用いて表すよう
に構成できる。言い換えると、クライアント装置は、所与のステータスインジケータ３８
０に対する顔画像３７０の位置合わせと関連付けられたディスプレイ３５５上の定性的な
表示を、図表を用いて表すように構成できる。例えば、上述されたように、ステータスイ
ンジケータ３８０Ａは、ユーザの顔画像３７０がステータスインジケータ３８０Ａに対す
る所望される位置にあるときに実質的に点灯している電球として図表を用いて表される。
しかしながら、図８に示されるように、ステータスインジケータ３８０のいずれか１つは
、そのステータスインジケータ３８０に対するユーザの顔画像３７０の部分的な位置合わ
せを示すように構成できる。例えば、ステータスインジケータ３８０Ｃは、部分的に点灯
している、完全で、及び／又は点灯している（部分的に点灯した電球としてディスプレイ
３５５に図表を用いて表される）ステータスインジケータ３８０Ｂよりも明るくない電球
としてディスプレイ３５５に図表を用いて表され、そのステータスインジケータ３８０Ｂ
は（実質的に点灯している電球としてディスプレイ３５５に図表を用いて表される）ステ
ータスインジケータ３８０Ａよりも明るくない。
【００８８】
［0095］　このようにして、ステータスインジケータ３８０Ａと関連付けられた実質的に
点灯している電球は、第１の公差の範囲内でステータスインジケータ３８０Ａに対するユ
ーザの顔画像３７０の位置合わせを表してよい。ステータスインジケータ３８０Ｂと関連
付けられた部分的に点灯している電球は、第１の公差外であるが、第２の公差の範囲内の
位置合わせを表してよく、ステータスインジケータ３８０Ｃと関連付けられた部分的に点
灯している電球は、第２の公差外であるが、第３の公差の範囲内の位置合わせを表してよ
い。さらに、図８に示されるように、ステータスインジケータ３８０Ｄと関連付けられた
実質的に点灯していない電球は、第３の公差外の位置合わせ（又は位置合わせの欠如）を
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表してよい。言い換えると、ステータスインジケータ３８０Ｄは、第１のレベルの表示（
例えば、「オフ」）と関連付けることができ、ステータスインジケータ３８０Ｃは、第２
のレベルの表示（例えば、「レベル１オン」）と関連付けることができ、ステータスイン
ジケータ３８０Ｂは、第３のレベルの表示（例えば、「レベル２オン」）と関連付けるこ
とができ、ステータスインジケータ３８０Ａは、第４のレベルの表示（例えば、「レベル
３オン」）と関連付けることができる。一部の例では、クライアント装置は、ユーザの顔
画像３７０が、所与のステータスインジケータ３８０（例えば、ステータスインジケータ
３８０Ａ）に対する向き及び／又は位置と関連付けられた所定の公差（例えば、第１の公
差）の範囲内にあるとき、カメラにユーザの顔画像３７０を取り込ませる信号をカメラに
自動的に送信できる。すなわち、クライアント装置は、顔画像３７０が、少なくとも１つ
のステータスインジケータ３８０に対して、基準を満たす場合、カメラにユーザの顔画像
３７０を取り込ませることができる。
【００８９】
［0096］　ステータスインジケータ３８０は、所定の位置合わせで及び／又は所定の公差
範囲内でユーザの顔画像３７０の位置合わせを示し、その定性的な表示を提示していると
して上述されているが、他の実施形態では、ディスプレイは顔画像及び／又はビデオスト
リームと関連付けられた任意の適切な特徴を示すように構成された１つ以上のステータス
インジケータを含んでよい。例えば、一部の実施形態では、ステータスインジケータは図
８に示されるステータスインジケータ３８０に実質的に類似し、画像又はビデオストリー
ムの適合性を示す定性的な表示をユーザに提供するように構成されてよい。例えば、一部
の実施形態では、係る適合性は（図８に関して上述されたように）画像及び／又はビデオ
ストリームの位置合わせ、画像及び／若しくはビデオストリームの明瞭さ、画像及び／若
しくはビデオストリームの焦点、所定の範囲の動きを通る画像及び／若しくはビデオスト
リームと関連付けられた移動、カメラの視界である画像及び／若しくはビデオストリーム
と関連付けられた時間の測定基準、並びに／又は任意の他の適合性の測定基準であってよ
い。例えば、ステータスインジケータ３８０Ａの明るい「光」は、適切なビデオ及び／又
は画像が、ステータスインジケータ３８０Ａと関連付けられた頭の位置について取り込ま
れたことを示すことができる。別の例では、ステータスインジケータ３８０Ｂの中程度の
「光」は、適切未満のビデオ及び／又は画像が、ステータスインジケータ３８０Ｂと関連
付けられた頭の位置について取り込まれたことを示すことができる。さらに別の例では、
ステータスインジケータ３８０Ｄの「光」の欠如は、画像がステータスインジケータ３８
０Ｄと関連付けられた頭の位置について取り込まれていないことを示すことができる。係
る実施形態では、完全に「点灯した」ステータスインジケータ３８０は、カメラがユーザ
の多様な位置の十分なビデオ及び／又は画像を取り込んでいることを示すことができる。
これは、ビデオ及び／又は画像が十分である旨の表示をユーザに提供することができる。
他の実施形態では、任意の他の適切なインジケータは、ユーザの顔位置及び／又は位置合
わせの取り込まれた画像の適合性を示すために使用できる。一部の例では、クライアント
装置は、顔画像が適切であるとき、及び／又は顔画像が顔画像の位置合わせと関連付けら
れた所定の公差の範囲内にあるときにユーザの顔画像の画像及び／又はビデオストリーム
を自動的に取り込むことができる。
【００９０】
［0097］　クライアント装置は、ユーザの顔画像３７０が各ステータスインジケータ３８
０と関連付けられた基準を満たした後にホスト装置に顔画像データを送信するとして上述
されているが、他の例では、クライアント装置は、ユーザの顔画像３７０が少なくとも１
つのステータスインジケータ３８０と関連付けられた基準を満たさないときに顔画像デー
タを送信できる。係る例では、クライアント装置（例えば、その中に含まれるプロセッサ
）は、各ステータスインジケータ３８０に対して所定の位置合わせにある、及び／又は所
定の適合性を有する、ユーザの顔画像３７０と関連付けられた第１の基準、及びその関連
付けられた第１の基準を満たす所定数のステータスインジケータ３８０と関連付けられた
第２の基準を定義できる。言い換えると、クライアント装置は、ステータスインジケータ
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３８０のセットの中から所定数のステータスインジケータがその関連付けられた第１の基
準（例えば、任意の適切な数のステータスインジケータの任意の適切なパーセンテージ又
は部分）を満たす場合に、顔画像データが第２の基準を満たすと判断できる。
【００９１】
［0098］　図９は、実施形態に従ってコンテキストビデオストリームを定める方法１０を
示すフローチャートである。方法１０は、１１で、ホスト装置で及びネットワークを介し
てクライアント装置からユーザと関連付けられた顔画像データを登録する要求を示す信号
を受信することを含む。例えば、一部の実施形態では、ネットワークは、例えば図１Ａ及
び／又は図１Ｂに関して上述されたネットワーク１０５等の任意の適切なネットワーク又
はネットワークの組合せであってよい。ホスト装置は、図１及び図２に関して上述された
ホスト装置１１０と実質的に類似するまたは同じであってよい。同様に、クライアント装
置は図１～図６に関して上述されたクライアント装置１５０に実質的に類似して又は同じ
であってよい。一部の例では、クライアント装置は初期の顔データを取り込むように構成
することができ、初期の顔画像データをホスト装置に送信できる。具体的には、一部の実
施形態では、クライアント装置は、例えば図２～図６に関して、図７に関して、及び／又
は図８に関して上述されたもの等の任意の適切な方法で１つ又は複数のユーザの顔画像を
取り込むように構成できる。したがって、ホスト装置はクライアント装置から顔画像デー
タを受信することができ、ユーザを登録すること及び／又はユーザの顔画像データと関連
付けられた任意の適切なプロセス等を実施できる。
【００９２】
［0099］　方法１０は、１２で、ユーザと関連付けられた顔認識データを登録し、ホスト
装置と通信しているデータベースに顔認識データを記憶することを含む。データベースは
、例えば図１及び図１Ｂに関して上述されたデータベース１４０等の任意の適切なデータ
ベースであってよい。顔認識データの登録は、例えば上述されたもの等の顔認識と関連付
けられた任意の適切なプロセス、方法、及び／又はアルゴリズムを含んでよい。一部の例
では、ホスト装置は顔認識に基づいて初期データセット等を定めるように構成でき、デー
タベースに初期データセットの少なくとも一部分を記憶できる。
【００９３】
［0100］　ホスト装置は、１３で、イベントと関連付けられたコンテキストビデオストリ
ームデータを受信する。ホスト装置は、図１Ａ及び／又は図１Ｂに関して上述された画像
取込システム１６０等の画像取込システムからコンテキストビデオストリームを受信でき
る。より詳細には、ホスト装置は（例えば、ネットワークを介して１つ以上のカメラから
）直接的に又は（例えば、コンピューティング装置からネットワークを介して、そのネッ
トワークが１つ以上のカメラと通信していて）間接的に、のどちらかでコンテキストビデ
オストリームデータを受信できる。
【００９４】
［0101］　コンテキストビデオストリームデータは、１４で、コンテキストビデオストリ
ームデータがコンテキストビデオストリームデータの顔画像データの顔認識と関連付けら
れた基準を満たすかどうかを判断するために解析される。例えば、ホスト装置はコンテキ
ストビデオストリームデータ（又は、例えば写真からの画像データ）を受信することがで
き、コンテキストビデオストリームデータの一部分が顔画像データの任意の適切な部分と
一致するかどうかを判断するために、コンテキストビデオストリームデータを解析及び／
又は処理できる。つまり、ホスト装置は、コンテキストビデオストリームに含まれるデー
タが比較されるテンプレートとして顔画像データを使用できる。別の言い方をすると、ホ
スト装置は、少なくとも部分的に顔画像データに基づいてコンテキストビデオストリーム
データに対して顔認識プロセス及び／又は解析を実施する。一部の例では、基準は、例え
ばコンテキストビデオストリームデータの、所定の可能性及び／又は許容可能な可能性を
有する顔画像データとの一致と関連付けられてよい。一部の実施形態では、ホスト装置は
、コンテキストビデオストリームデータを分離すること、構文解析すること、並べ替える
こと、及び／又はそれ以外の場合その個々のフレーム（例えば、ビデオストリーム中の所
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定のときでの静的な画像）に分解することに少なくとも部分的に基づいてコンテキストビ
デオストリームデータを解析及び／又は処理するように構成できる。したがって、ホスト
装置は、顔画像データに対してコンテキストビデオストリームフレームに含まれるデータ
を比較及び／又は解析できる。
【００９５】
［0102］　一部の例では、コンテキストビデオストリームデータの解析は、例えば場所、
開催地、時間、同時に起こるイベント（例えば、ゴールを決めるスポーツチームが、例え
ば「キスカム」で等で取り込まれる）、及び／又は任意の他の適切なコンテキスト情報を
判断するために、コンテキストビデオストリームデータを解析することも含む。一部の例
では、ホスト装置はビデオストリームの少なくとも一部分を一致させる、統合する、及び
／又はそれ以外の場合コンテキストデータに関連付けるように構成できる。例えば、一部
の例では、ビデオストリームデータは、例えばスポーツイベントでユーザを表すことがあ
る。係る例では、コンテキストデータは、例えばスポーツイベント又はゲームのビデオス
トリームであってよく、時間、場所、開催地、チーム等と関連付けられたデータを含んで
よい。したがって、ホスト装置は、ビデオストリームデータ及びコンテキストデータが実
質的に一致する（例えば、実質的に同時に発生する、及び／又は関連付けられたデータを
取り込む）ように、ビデオストリームデータ及びコンテキストデータを統合するように構
成できる。他の例では、コンテキストデータは、任意の他の適切なコンテキストと関連付
けられたデータを含んでよい。
【００９６】
［0103］　ユーザ特有のコンテキストビデオストリームは、１５で、コンテキストビデオ
ストリームデータの顔画像データと関連付けられた基準が満たされる場合に定義される。
例えば、ホスト装置は、コンテキストビデオストリームのデータの少なくとも一部分が基
準を満たす（例えば、所定の及び／又は許容できる可能性まで顔画像データに一致する）
と判断するときに、ホスト装置はユーザのコンテキストビデオストリームを定めることが
でき、ユーザのコンテキストビデオストリームをデータベースに記憶できる。ユーザのコ
ンテキストビデオデータが定義された状態で（つまり、ユーザ特有のコンテキストビデオ
ストリーム）、ホスト装置は、１６で、クライアント装置のディスプレイにユーザのコン
テキストビデオストリームを提示する命令を示す信号を送信する。例えば、一部の実施形
態では、ホスト装置は、クライアント装置のディスプレイにユーザ特有のコンテキストビ
デオストリームを提示する際に操作可能である、ネットワークを介して、クライアント装
置に信号を送信できる。他の実施形態では、ホスト装置は（例えば、データベース等に）
ユーザ特有のコンテキストビデオストリームを記憶することができ、クライアント装置（
及び／又は任意の他の適切な装置）からの要求に応答して、データベースからユーザ特有
のコンテキストビデオストリームを取り出すように構成できる。より詳細には、一部の実
施形態では、ユーザはインターネット上のウェブページにアクセスするためにクライアン
ト装置を操作できる。認証された（例えば、認証情報を入力した）後、ユーザは、コンテ
キストビデオストリームにアクセスする要求がクライアント装置からホスト装置に送信さ
れるように、ウェブページと対話できる。したがって、ホスト装置はデータベースからコ
ンテキストビデオストリームを取り出すことができ、（例えばインターネット及びウェブ
ページを介して）ディスプレイにコンテキストビデオストリームを提示する際に操作可能
なクライアント装置に信号を送信できる。言い換えると、コンテキストビデオストリーム
は「クラウド」上に記憶し、ウェブブラウザおよびインターネットを介してアクセスでき
る。
【００９７】
［0104］　方法１０は、ビデオストリーム、画像データ、コンテキストデータ等を送信及
び／又は受信し、ユーザ特有のビデオストリーム及び／又は画像データを提示する及び／
又は１人以上のユーザと共用するとして上述されているが、システムは、ビデオストリー
ムデータ及び／又は画像データを任意の適切な方法で取り込み、任意の適切な装置によっ
て解析し、任意の適切なユーザ又はユーザ装置に送信し、及び／又は任意の適切なユーザ
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又はユーザ装置と共用することができることが理解されるべきである。例として、一部の
例では、ユーザは、ユーザの顔画像を取り込むためにユーザ装置（例えば、クライアント
装置１５０等のクライアント装置）を操作できる。例えば、ユーザは（例えば、クライア
ント装置のユーザがスマートフォン又は他のモバイル電子機器もしくはウェアラブル電子
機器であるとき）モバイルアプリケーションを開くことができ、クライアント装置のカメ
ラを介して顔画像（例えば、「セルフィー」）を取り込むことができる。言い換えると、
ユーザは、セルフィーを取り込むためにアプリケーションを介してクライアント装置のカ
メラを制御できる。
【００９８】
［0105］　顔画像は、クライアント装置によって及び／又はホスト装置によってのどちら
かで顔認識及び／又は任意の他の適切な画像解析によって解析できる。ユーザと関連付け
られたデータ（例えば、顔画像データ及び／又はコンテキストデータ若しくはユーザプロ
ファイルデータ）は、いったん解析されると、データベース（例えば、データベース１４
０）及び／又は任意の他の適切なデータストレージ（例えば、クライアント装置のメモリ
等）に登録し、記憶できる。したがって、ユーザはシステムと「登録」できる（つまり、
ユーザは登録ユーザである）。
【００９９】
［0106］　一部の例では、登録ユーザは、アプリケーションを介してコンテンツ（例えば
、画像データ及び／又はビデオストリーム）を取り込むことができる。上述されたように
、コンテンツは、例えばスポーツイベントでの１人以上の人等の所与の状況での１人以上
の人のビデオストリームであってよい。一部の例では、ユーザによって取り込まれた（例
えば、生成された）コンテンツは、時間、日付、場所、開催地、イベント等のコンテキス
トデータと関連付けることができる、並びに／又はそれ以外の場合、データ及び／若しく
はメタデータとタグ付けできる。他の例では、ユーザ生成コンテンツはコンテキストデー
タと関連付けられる必要はない。ユーザ生成コンテンツ（例えば、ビデオストリームデー
タ等）は、（上述されたように）任意の登録ユーザの存在を決定するために、クライアン
ト装置又はホスト装置を介して顔認識及び／又は他の画像解析によって解析できる。登録
ユーザがビデオストリームで識別される場合、ユーザ、クライアント装置、及び／又はホ
スト装置は、識別されたユーザの１人以上と関連付けられたユーザ特有のビデオストリー
ムを定義できる。ユーザ、クライアント装置、及び／又はホスト装置は、次いでユーザ特
有のビデオストリームを識別された各ユーザと共用するかどうかを判断できる。一部の例
では、ユーザ特有のビデオストリーム（複数可）の共用は、ユーザとプロファイル及び／
若しくはプリファレンスに基づいて、並びに／又はモバイルアプリケーション若しくはア
カウント内部の設定等に基づいて自動であってよい。他の例では、ユーザ特有のビデオス
トリーム（複数可）の共用は、ユーザからの手動入力又は他の入力に基づく（例えば、選
択等に基づく）ことができる。さらに他の例では、ユーザ特有のビデオストリーム（複数
可）の共用は、各ユーザ（又はピアネットワーキングセッションで使用される各クライア
ント装置）がユーザ特有のビデオストリームを受信するピアネットワーキングセッション
に基づいてよい。このようにして、ユーザ生成コンテンツ（例えば、ユーザによって取り
込まれたビデオストリーム及び／又は画像データ）は、本明細書に説明される方法と類似
した方法で取り込む、解析する、及び／又は共用することができる。
【０１００】
［0107］　図１０は、実施形態に従って、例えばユーザと関連付けられたモバイル機器に
コンテキストビデオストリームを提示する方法を示すフローチャートである。一部の例で
は、ビデオファイル（複数可）及び／又は写真ファイル（複数可）はメディアアップロー
ダ４８５にアップロードできる。メディアアップローダ４８５は、例えば図１及び図２に
関して上述されたホスト装置１１０等、ビデオ及び／又は画像ファイルを受信及び／又は
処理するように構成された任意の適切な装置であってよい。マスタビデオ及び／又は写真
ファイルは次いでマスタメディアストレージ４８６に記憶される。マスタメディアストレ
ージ４８６は、任意の適切な記憶装置であってよい。例えば、マスタメディアストレージ
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４８６は、メディアアップローダ４８５に含まれてよい、及び／又はメディアアップロー
ダ４８５に含まれるメモリの一部であってよい。他の実施形態では、マスタメディアスト
レージ４８６は、例えば図１Ａ及び図１Ｂに関して上述されたデータベース１４０等のデ
ータベース等であってよい。
【０１０１】
［0108］　一部の例では、マスタビデオファイルは、マスタメディアストレージ４８６か
らビデオエンコーダ４８７に送信されてよい。ビデオエンコーダ４８７は、任意の適切な
装置又はマスタビデオファイルを１つ以上の所望されるフォーマットに変換するように構
成された装置の部分であってよい。例えば、図１０に示されるように、仮想エンコーダ４
８７は、マスタビデオファイルを顔認識ビデオ及びモバイル互換性ビデオファイルに変換
することができ、そのそれぞれはマスタメディアストレージ４８６に記憶される。１つ以
上の顔認識ビデオファイル及び／又は写真ファイルのリストは、次いでワークフローコン
ダクタ４８８に送信され、ワークフローコンダクタ４８８は、優先順位を設定する、編成
する、及び／又はそれ以外の場合、ファイルがその後処理される順序を制御することがで
き、顔認識ビデオファイル（複数可）及び／又は写真ファイル（複数可）の処理を開始す
る上で操作可能な信号を顔検出及び一致プロセッサ４９１（例えば、プロセッサ、モジュ
ール、装置等、例えば図２を参照して上述された解析モジュール１２１等）に送信できる
。さらに、ワークフローと関連付けられた表示は、本明細書にさらに詳細に説明されるよ
うに、ワークフローコンダクタ４８８から、ワークフローと関連付けられた表示を記憶す
ることができ、ウェブサービスプロセッサ４９４（例えば、インターネットウェブサイト
サービスプロバイダ、プロセッサ、モジュール、及び／又は装置）に表示と関連付けられ
たデータを送信できるデータベース４９３に送信できる。
【０１０２】
［0109］　図１０に示されるように、モバイル互換ビデオファイルは、本明細書にさらに
詳細に説明されるように、マスタメディアストレージ４８６から、認識イベントと関連付
けられたデータを受信することもできるビデオクリップセンタ４８９に送信される。マス
タビデオファイル又は写真ファイルは、本明細書にさらに詳細に説明されるように、マス
タメディアストレージ４８６から、認識イベントと関連付けられたデータを受信すること
もできるサムネイルリサイザ４９０に送信される。顔認識ビデオ又は写真ファイル（複数
可）は、マスタメディアストレージ４８６から顔検出及び一致プロセッサ４９１に送信さ
れ、顔検出及び一致プロセッサ４９１は認識イベントを定めるために任意の適切な顔認識
プロセスを実施できる。さらに、顔検出及び一致プロセッサ４９１は、ワークフローコン
ダクタ４８８によって定義される優先順位及び／又は順序に従って顔認識ビデオ及び／又
は写真ファイルを解析及び／又は処理できる。
【０１０３】
［0110］　上述のように、認識イベントと関連付けられたデータは、次いで顔検出及び一
致プロセッサ４９１からビデオクリップカッタ４８９及びサムネイルリサイザ４９０に送
信できる。ビデオクリップカッタ４８９は、モバイル互換性ビデオファイルを受信するこ
とができ、以後、顔認識ビデオ及び／又は写真の中のユーザの認識イベントと関連付けら
れたビデオクリップを縮小する、切断する、抽出する、分離する、及び／又はそれ以外の
場合、定めることができる任意の適切なプロセッサ、モジュール、及び／又は装置であっ
てよい。ユーザの認識イベントと関連付けられたビデオクリップは、次いでビデオクリッ
プカッタ４８９から携帯互換性メディアストレージ４９２に送信できる。サムネイルリサ
イザ４９０は、マスタビデオ及び／又は写真ファイル（複数可）を受信することができ、
以後、１つ以上のサムネイル（例えば、相対的に小さいファイルサイズを有する小さい画
像であって、より大きい画像及び／又はビデオと関連付けられた、及び／又は示すことが
ある画像）を定義できる、任意の適切なプロセッサ、モジュール、及び／又は装置であっ
てよい。本実施形態では、サムネイルは、認識イベントと関連付けることができ、及び／
又は認識イベントを示すことができ、サムネイルリサイザ４９０からモバイル互換性メデ
ィアストレージ４９２に送信できる。
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【０１０４】
［0111］　図１０に示されるように、ビデオクリップ及びサムネイルは、例えば携帯互換
性メディアストレージ４９２から１つ以上のモバイルアプリケーション及び／又はウェブ
サイト４９５に送信できる。例えば、一部の例では、ビデオクリップ及びサムネイルは、
インターネットサーバ等に送信でき、インターネットサーバ等はビデオクリップ及びサム
ネイルをウェブサイト等で提示できる。他の例では、ビデオクリップ及びサムネイルは、
ユーザと関連付けられたクライアント装置に送信でき、クライアント装置は、（例えば、
モバイルアプリケーションが開かれるとき、選択されるとき、実行しているとき等）ビデ
オクリップ及びサムネイルをディスプレイで提示できる。さらに、（上述の）ワークフロ
ーの表示と関連付けられたメタデータ（例えば、ユーザアイデンティティ、イベントのア
イデンティティ、イベントの場所、クライアント装置の場所等）等は、ウェブサービスプ
ロセッサ４９４からモバイルアプリケーション及び／又はウェブサイト４９５に送信でき
る。このようにして、ユーザのビデオクリップ及びそれと関連付けられた任意のコンテキ
スト及び／又はメタデータは、モバイルアプリケーション及び／又はウェブサイトを介し
てユーザに送信できる及び／又はユーザによってアクセスできる。
【０１０５】
［0112］　多様な実施形態が上述されているが、それらが、制限としてではなく、例とし
てのみ提示されていることが理解されるべきである。例えば、実施形態及び方法は本明細
書で、イベント等でユーザのコンテキストビデオストリームを定義し、クライアント装置
にコンテキストビデオストリームを送信する、及び／又はそれ以外の場合、例えばウェブ
ブラウザおよびインターネットを介してコンテキストビデオストリームへのアクセスを可
能にするとして本明細書に説明されているが、他の実施形態では、ホスト装置は、データ
ベースに、ユーザと関連付けられた任意の数のコンテキストビデオストリームを記憶でき
る。一部の例では、ホスト装置は、ユーザの任意の数のコンテキストビデオストリームを
含むことがあるユーザプロファイル等を定めるように構成できる。一部の例では、ユーザ
は、モバイルアプリケーション、コンピュータアプリケーション、ウェブブラウザ、及び
インターネット等々を介して自分のユーザプロファイルにアクセスできる。さらに、一部
の例では、ユーザはホスト装置を共用する、又はそれ以外の場合、ユーザの異なるユーザ
と、又はソーシャルメディアサイトを介して任意の数のコンテキストビデオストリームを
共用するように要求できる。一部の例では、ユーザは自分のユーザプロファイルの部分に
対するアクセスを許可することができ、これにより他のユーザはその中に含まれるコンテ
キストビデオストリームを見ることができる。
【０１０６】
［0113］　特定の例が特に上述されてきたが、本明細書に説明される実施形態及び方法は
、任意の適切な方法で使用できる。例えば、システム１００はスポーツイベントでユーザ
のコンテキストビデオストリームを定めるとして上述されているが、他の実施形態では、
本明細書に説明される方法は、例えば任意の適切な設定、開催地、アリーナ、イベント等
で顔認識及びビデオ解析を使用する個人を識別するために使用できる。例えば、一部の実
施形態では、上述された方法は、コンサート、集会、卒業式、パーティ、商店街、事業所
等でコンテキストビデオストリームを取り込むために使用できる。一例では、ホスト装置
は、例えば卒業式からコンテキストビデオストリームを受信できる。一部の例では、上述
されたように、ホスト装置は卒業生（及び／又は任意の個人及び／又はユーザ）を識別す
るために任意の適切な顔認識及び／又はビデオ解析を実施できる。さらに、ホスト装置は
、例えば卒業生と関連付けられたユーザプロファイル、ステージを横切って歩行する学生
の順序、卒業生のクライアント装置と関連付けられた場所データ、及び／又は他の適切な
データ等のコンテキスト情報を解析するように構成できる。したがって、ホスト装置は、
（例えば、データが基準（単数可）を満たす場合に）アイデンティティ卒業生を検証する
ためにデータを解析することができ、例えば、卒業生が卒業証書等を受け取るためにステ
ージを横切って歩くにつれて卒業生のコンテキストビデオストリームを定義できる。他の
例では、ホスト装置は、卒業生の家族又は友人を識別し、同様に卒業生の家族又は友人の
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コンテキストビデオストリームを定義できる。
【０１０７】
［0114］　実施形態は特に示され、説明されてきたが、形式及び詳細の多様な変更が加え
られ得ることが理解される。多様な実施形態は、特定の特徴及び／又は構成要素の組合せ
を有するとして説明されてきたが、上述された実施形態のいずれかからのいずれかの特徴
及び／又は構成要素の組合せを有する他の実施形態が考えられる。
【０１０８】
［0115］　上述された方法及び／又はイベントが特定の順序で発生する特定のイベント及
び／又は手順を示す場合、特定のイベント及び／又は手順の順序付けは修正されてよい。
さらに、特定のイベント及び／又は手順は、上述されたように順次に実施されるだけでは
なく、可能なとき、並行プロセスで同時に実施されてもよい。
【０１０９】
［0116］　顔認識の特有の方法は、特定の実施形態に従って上述されるが、一部の例では
、顔認識の任意の方法は顔認識データのセットで結合する、増大する、拡張する、及び／
又はそれ以外の場合集合的に実施することができる。例えば、一部の例では、顔認識の方
法は、例えば複数の２‐Ｄ画像の３‐Ｄ再構築等の任意の適切な３‐Ｄ解析だけではなく
、固有ベクトル、固有顔、及び／又は他の２‐Ｄ解析を使用し、顔認識を解析することを
含んでよい。一部の例では、２‐Ｄ解析方法及び３‐Ｄ解析方法の使用は、例えば、それ
以外の場合３‐Ｄ解析だけ又は２‐Ｄ解析だけから生じるだろうよりも少ない負荷が資源
（例えば、処理装置）にかかるより正確な結果が生じ得る。一部の例では、顔認識は、畳
込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）を介して及び／又は任意の適切な２‐Ｄ解析方法
及び／又は３‐Ｄ解析方法と組み合わせてＣＮＮを介して実施できる。さらに、複数の分
析方法の使用は、例えば冗長性、エラーチェック、ロードバランシング等々のために使用
できる。一部の例では、複数の解析方法の使用は、システムが、少なくとも部分的にその
中に含まれる特定のデータに基づいて顔認識データセットを選択的に解析できるようにで
きる。
【０１１０】
［0117］　実施形態は、特有の装置上で及び／又は装置の特定の部分で実施されるとして
説明されてきたが、本明細書に説明される実施形態及び／又は方法のいずれも任意の適切
な装置で実施できる。例えば、コンテキストビデオストリームは、顔認識及び／又は画像
解析のためにホスト装置（例えば、ホスト装置１１０）に送信されるとして上述されてき
たが、他の実施形態では、任意の適切な解析はクライアント装置上で又はクライアント装
置で実施できる。例えば、一部の例では、ユーザは、クライアント装置のカメラを介して
ビデオストリーム（例えば、コンテキストビデオストリーム）を取り込むことができ、そ
れに応じてクライアント装置はビデオストリームの任意の数の登録ユーザ等を識別するた
めにビデオを解析できる。一部の例では、解析は畳込みニューラルネットを介して（例え
ば、メモリに記憶され、システムアプリケーションと関連付けられた）クライアント装置
に送信できる及び／又はクライアント装置に記憶できる。一部の例では、解析は、上述さ
れたように、例えばユーザの連絡先リスト、友人リスト、確立された接続等に基づいて前
処理及び／又は事前分類できる。一部の例では、クライアント装置は、上述されたように
、ユーザ特有のビデオストリームを任意の識別されたユーザに送信できる。他の実施形態
では、クライアント装置は、解析されたビデオストリーム及び／又はユーザ特有のビデオ
ストリーム（複数可）をホスト装置１１０及び／又はデータベース１４０にアップロード
及び／又は送信できる。
【０１１１】
［0118］　ビデオストリーム及び／又は画像データは「コンテキスト」であるとして上述
されているが、ビデオストリームデータ及び／又は画像データが「コンテキストデータ」
とは無関係であり得る及び／又は関連付けられていないことがあり得ることが理解される
べきである。例えば、一部の例では、ユーザはビデオストリーム及び／又は画像を取り込
み、ビデオストリーム及び／又は画像データと関連付けられたコンテキストデータを定義
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ドできる。一部の例では、ホスト装置等（例えば、ホスト装置１１０）は、ユーザ生成ビ
デオストリーム及び／又は画像データを受信することができ、それに応じて１つ以上の顔
認識プロセス及び／又は任意の他の適切な解析をデータに対して実施して、例えばコンテ
キストデータとは無関係であるユーザ特有のビデオストリーム又はユーザ特有の画像を定
義できる。
【０１１２】
［0119］　本明細書に説明される一部の実施形態は、多様なコンピュータ実装操作を実施
するためにその上に命令又はコンピュータコードを有する（非一過性のプロセッサ可読媒
体と呼ばれることもある）非一過性のコンピュータ可読媒体を有するコンピュータストレ
ージ製品に関する。コンピュータ可読媒体（又はプロセッサ可読媒体）は、それが本質的
に一過性の伝搬信号（例えば、空間又はケーブル等の伝送媒体上で情報を運ぶ伝搬電磁波
）を含まないという意味で非一過性である。媒体及び（コードと呼ばれることもある）コ
ンピュータコードは、１つ又は複数の特定の目的のために設計され、構築されるものであ
ってよい。非一過性のコンピュータ可読媒体の例は、例えばハードディスク、フロッピー
ディスク、及び磁気テープ等の磁気記憶媒体、コンパクトディスク／デジタル多用途ディ
スク（ＣＤ／ＤＶＤ）、コンパクトディスク読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、及びホ
ログラフ装置、光磁気記憶媒体等の光記憶媒体、光ディスク、搬送波信号処理モジュール
等の光磁気媒体、並びに特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブルロジックデ
バイス（ＰＬＤ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）装置等のプログラムコードを記憶し、実行するように特に構成されるハードウェア装置
を含むが、これに限定されるものではない。本明細書に説明される他の実施形態は、例え
ば本明細書に説明される命令及び／又はコンピュータコードを含んでよいコンピュータプ
ログラム製品に関する。
【０１１３】
［0120］　本明細書に説明される一部の実施形態及び／又は方法は、（ハードウェアで実
行される）ソフトウェア、ハードウェア、又はその組合せによって実施できる。ハードウ
ェアモジュールは、例えば汎用プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、及び／又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含んでよい。（ハードウェア
で実行される）ソフトウェアモジュールは、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（商標）、Ｒｕｂｙ、
Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ（商標）、及び／又は他のオブジェクト指向ツール、手順ツー
ル、又は他のプログラミング言語及び開発ツールを含むさまざまなソフトウェア言語（例
えば、コンピュータコード）で表すことができる。コンピュータコードの例は、マイクロ
コード又はマイクロ命令、コンパイラによって生成される等の機械命令、ウェブサービス
を生じさせるために使用されるコード、及びインタプリタを使用し、コンピュータによっ
て実行されるより高水準の命令を含むファイルを含むが、これに限定されるものではない
。例えば、実施形態は、命令型プログラミング言語（例えば、Ｃ、ＦＯＲＴＲＡＮ）、関
数型プログラミング言語（Ｈａｓｋｅｌｌ、Ｅｒｌａｎｇ等）、論理プログラミング言語
（例えば、Ｐｒｏｌｏｇ）、オブジェクト指向プログラミング言語（例えば、Ｊａｖａ、
Ｃ＋＋等）、又は他の適切なプログラミング言語及び／若しくは開発ツールを使用し、実
装されてよい。コンピュータコードの追加の例は、制御信号、暗号化コード、及び圧縮コ
ードを含むが、これに限定されるものではない。
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