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(57)【要約】
　３次元画像上のコンテンツの検閲処理を行うための方
法は、前記３次元画像において、検閲処理が行われるこ
とになる３次元オブジェクトを特定して、前記３次元画
像において、検閲処理が行われることになる前記３次元
オブジェクトを３次元置換コンテンツにより置換するス
テップを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元画像上のコンテンツの検閲処理を行うための方法であって、前記３次元画像にお
いて、検閲処理が行われることになる３次元オブジェクトを特定して、前記３次元画像に
おいて、検閲処理が行われることになる前記３次元オブジェクトを３次元置換コンテンツ
により置換するステップを含む方法。
【請求項２】
　前記３次元置換コンテンツが、３次元置換オブジェクトである、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記３次元置換オブジェクトが、所定の組の３次元オブジェクトから選択される、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択が、前記３次元置換オブジェクトと、検閲処理が行われることになる前記３次
元オブジェクトとの間の対応関係に基づく、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記３次元置換オブジェクトが、３次元アバターである、請求項２、３または４に記載
の方法。
【請求項６】
　前記３次元画像が、対応する複数のカメラにより捕捉される複数の２次元画像から生成
され、検閲処理が行われることになる前記３次元オブジェクトを特定する前記ステップが
、検閲処理が行われることになる前記３次元オブジェクトの３次元ボクセルの特定を可能
にするために、前記複数の２次元画像上の対応する２次元オブジェクトを特定するステッ
プを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記３次元ボクセルに対して、異なるコンテンツを有する置換ボクセルによる置換が、
前記置換により前記置換ボクセルから前記置換オブジェクトを生成するように行われる、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ステップが、３次元映像シーケンスを構成する連続的な３次元画像上で遂行される
、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　３次元画像のコンテンツの検閲処理を行うための装置であって、前記３次元画像が、前
記装置に入力として提供され、前記装置が、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の前記
ステップを遂行するように適合される手段を備える、装置。
【請求項１０】
　データ処理機器上で実行されるときに、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の前記ス
テップを遂行するように適合されるソフトウェアを含むコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像内のコンテンツの検閲処理を行うための、より詳細には、以下３Ｄと略
する３次元の画像内のコンテンツの検閲処理を行うための方法および機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の視覚的な検閲処理方法は、顔などのオブジェクトの前面に、例えばぼかしフィル
タまたは黒線を用いる、以下２Ｄと略する２次元の方法に基づく。これらの方法は、本質
的に２Ｄベースであり、したがって３Ｄおよび自由視点のコンテンツで使用するためには
不十分となる。このことは、３Ｄのコンテンツおよびディスプレイが、オブジェクトの２
Ｄのテクスチャおよび輪郭だけでなく、その３Ｄ形状もまた表示することになるという事
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実から理解することができる。オブジェクトの前面に黒線を置くなどの単純な検閲処理方
法では、オブジェクトのテクスチャをマスクすることになるが、オブジェクトの実際の３
Ｄ形状はマスクしないことになり、そのことにより、特定が依然として可能になる。自由
視点のコンテンツおよびディスプレイの技術を用いると、この問題はさらに大きくなる。
オブジェクトをぼかすこと、または３Ｄオブジェクトの前面に黒線を置くことは、ぼかし
層または黒線が３Ｄシーン内の２Ｄオブジェクトとしてレンダリングされることになるよ
うな２Ｄベースの方法であるが、３Ｄシーンにおいて観視者は、自分の視点を選択するこ
とにより自由に動き回ることができる。この方途では、観視者は、検閲処理が行われたオ
ブジェクトを別の視点から十分に詳細にさらに観視するために、この検閲処理オブジェク
トの周囲を動くことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本発明の実施形態の目的は、３次元オブジェクトの検閲処理を行うための
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態によれば、この目的は、３次元画像上のコンテンツの検閲処理を行う
ための方法によって実現され、前記方法は、前記３次元画像において、検閲処理が行われ
ることになる３次元オブジェクトを特定して、前記３次元画像において、検閲処理が行わ
れることになる前記３次元オブジェクトを３次元置換コンテンツにより置換するステップ
を含む。
【０００５】
　この方途では、従来技術の方法のいかなる欠点も示さない、単純な、しかし非常に効率
的な方法が得られる。したがって、例えば３Ｄシーン内の人々を、その３Ｄシーンの元の
３Ｄコンテンツを３Ｄディスプレイが依然として示しており、ただし検閲処理が行われた
人々が３Ｄ置換コンテンツにより置換されている状態で、検閲処理を行うことが可能にな
る。この方法には、２Ｄディスプレイ上に投射されるときにも、検閲処理が行われること
になるオブジェクトの検閲処理をさらに提供するというさらなる利点がある。この方法は
、このように、非常に単純な、それにもかかわらず用途の広い技法を提供する。
【０００６】
　第１の実施形態では、前記３次元置換コンテンツは、３次元置換オブジェクトである。
【０００７】
　この３次元置換オブジェクトは、固定の３Ｄアバターである場合があり、または所定の
組の３次元オブジェクトから選択される場合がある。
【０００８】
　この所定の組は、やはり１組のアバターまたは他の３Ｄオブジェクトを含む場合があり
、前記選択は、前記３次元置換オブジェクトと、検閲処理が行われることになる前記３次
元オブジェクトとの間の対応関係に基づく。
【０００９】
　３Ｄ画像が、対応する複数のカメラにより捕捉される２つ以上の２次元画像から生成さ
れる場合では、検閲処理が行われることになる前記３次元オブジェクトを特定する前記ス
テップは、検閲処理が行われることになる前記３次元オブジェクトの３次元ボクセルの特
定を可能にするために、前記複数の２次元画像上の対応する２次元オブジェクトを特定す
るステップを含み得る。
【００１０】
　この方途では、３Ｄ画素を意味する３Ｄボクセルが特定され、次いでその３Ｄボクセル
に対して、異なるコンテンツを有する置換ボクセルによる置換が、その置換により前記置
換ボクセルから前記置換オブジェクトを生成するように行われ得る。あるいは、３Ｄでの
前述の変形形態に関して述べたように、特定された３Ｄオブジェクトは、アバターなどの
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異なる姿態または形態を有する別のオブジェクトによりさらに置換され得る。この場合で
は、特定されたボクセルを超えるボクセルが置換される場合があり、またはそれらの一部
のみが置換される場合がある。後者の場合では、例えばアバターのボクセルにより置換さ
れなかった、特定されたオブジェクトのボクセルは、このオブジェクトの周辺とマッチン
グする置換ボクセルによっていずれにしても置換されることになり、あるいは、置換オブ
ジェクトは、置換されることになるオブジェクトのサイズに合うようにスケーリングされ
得る。すべての場合で、置換オブジェクトは、元のオブジェクトと比較して異なる形状を
有することになる。
【００１１】
　本発明は、本方法を遂行するための装置の実施形態に関し、ならびに、データ処理機器
上で実行されるときに、上述の方法ステップを遂行するように適合されるソフトウェアを
含むコンピュータプログラム製品にさらに関する。
【００１２】
　特許請求の範囲において使用される用語「結合される」を、直接の接続のみに限定的で
あると解釈すべきではないことに注目されたい。したがって、語句「デバイスＢに結合さ
れるデバイスＡ」の範囲を、デバイスＡの出力がデバイスＢの入力に直接接続されるデバ
イスまたはシステムに限定すべきではない。その語句は、他のデバイスまたは手段を含む
経路であり得る、Ａの出力とＢの入力との間の経路が存在することを意味する。
【００１３】
　特許請求の範囲において使用される用語「備える、含む」を、その後にリストアップさ
れる手段に限定的であると解釈すべきではないことに注目されたい。したがって、語句「
手段ＡおよびＢを備えるデバイス」の範囲を、構成要素ＡおよびＢのみからなるデバイス
に限定すべきではない。その語句は、本発明に関して、デバイスの他にない重要な構成要
素がＡおよびＢであることを意味する。
【００１４】
　付随する図面に関連して行う実施形態の以下の説明を参照することにより、本発明の上
記および他の目的および特徴がより明らかとなり、本発明自体が最良に理解されることに
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本方法の実施形態の高レベルの概略図である。
【図２】本方法の変形形態のより詳細な実施形態を示す図である。
【図３】本方法の別の変形形態のより詳細な実施形態を示す図である。
【図４】本方法の別の変形形態を示す図である。
【図５ａ】２人の人物の３次元画像の描写の例を示し、両方の人物の顔が本方法の実施形
態によって検閲処理が行われた場合の図である。
【図５ｂ】２人の人物の３次元画像の描写の例を示し、両方の人物の顔が本方法の実施形
態によって検閲処理が行われた場合の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　説明および図面は、本発明の原理を単に例示するものである。したがって、たとえ本明
細書で明示的に説明されなくとも、または示されなくとも、本発明の原理を実施し、本発
明の趣旨および範囲の範囲内に含まれる様々な構成を当業者が考案可能となることが理解
されよう。さらに、本明細書に列挙されるすべての例は、（１人または複数の）発明者に
より当技術分野の振興のために与えられる本発明の原理および概念の理解において読者の
一助となる、単に教育的な目的のものであることが明確に主として意図されるものであり
、そのような具体的に列挙される例および条件への限定はないと解釈されるべきである。
さらに、本発明の原理、態様、および実施形態、ならびにそれらの具体例を列挙する本明
細書でのすべての記載は、それらの均等物を包含することが意図される。
【００１７】
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　本明細書での任意のブロック図が、本発明の原理を実施する例示的な回路網の概念図を
示すことを、当業者ならば理解されたい。同様に、コンピュータ可読媒体の形で実質的に
示され得るものであり、その結果、コンピュータまたはプロセッサにより、そのようなコ
ンピュータまたはプロセッサが明示的に示されようとそうでなかろうと実行され得る様々
な処理を、任意のフローチャート、フロー図、状態遷移図、擬似コード等々が示すことが
理解されよう。
【００１８】
　図１は、本方法の実施形態の高レベルの概略体系を示す。３Ｄ画面上に表示されるため
に、一部のコンテンツ部分が、検閲処理が行われることになる３Ｄ画像は、検閲処理が行
われることになるこのコンテンツを特定するための検索を最初に受けている。そのような
コンテンツは、例えば人間、または、秘密が守られることが好ましい他の情報、例えば日
記内の個人の詳細情報、または、秘密が守られることが好ましい何らかのまだ公開でない
資料等であり得る。
【００１９】
　そのような特定技法は、例えば認識技法によって自動的に行われる場合があり、または
手動で行われる場合がある。検閲処理が行われることになるオブジェクトが３Ｄ画像上で
特定されると、そのオブジェクトは、３Ｄ画像上で３Ｄ置換オブジェクトにより置換され
ることになる。例えば人間の場合では、この３Ｄ置換オブジェクトは３Ｄアバターである
場合がある。これに対して、検閲処理が行われることになる３Ｄオブジェクトを構成する
３Ｄボクセルはさらに、完全に異なるコンテンツを伴う他のボクセルにより容易に置換さ
れ得る。例として、検閲処理が行われることになる３Ｄオブジェクトを構成するすべての
３Ｄボクセルが、すべてが黒色または他の色であるボクセルにより置換され得る。すべて
のこれらの３Ｄ置換ボクセルが、やはり３Ｄ置換オブジェクトを構成する。一部の実施形
態では、３Ｄメッシュもまた、３Ｄメッシュが３Ｄオブジェクトを示すために使用される
場合に置換され得る。
【００２０】
　置換オブジェクトは、所定のアバターである場合があり、または所定のオブジェクトの
群から選択される場合があり、その選択は、マッチング技法によって決定される。例えば
、人間と本の両方が同じ３Ｄ画像上で検閲処理が行われることになるならば、人間に対す
る置換オブジェクトは、検閲処理が行われることになる本に対する置換オブジェクトと比
較して別の群から選択されなければならない。またさらに、置換オブジェクトの群が今度
は、あるサイズのいくつかの所定のオブジェクトを包含する場合があるが、他の実施形態
では、サイズおよびさらなる形態が、置換されるものに対するオブジェクトのサイズおよ
び形態に合うように適合され得る。ボクセル置換の前述の例では、程度の差はあれ正確な
マッチングが得られる。
【００２１】
　この技法は、２Ｄ立体カメラにより撮影されたある同じシーンによる２Ｄ画像から開始
して遂行される場合もある。これらの２Ｄ画像は、３Ｄオブジェクトが、検閲処理が行わ
れることになる３Ｄ画像を生成するために組み合わされることになる。この場合に、検閲
処理が行われることになるオブジェクトを決定するためのオブジェクト認識技法が、自動
的であろうと手動であろうと、それでも２Ｄ画像上で遂行され得る。２Ｄで検閲処理が行
われることになるオブジェクトが決定されると、対応する画像上のそのオブジェクトの画
素は同じように十分既知となるので、それらの画素は、既知の技法により３Ｄボクセルを
生成するために使用され得る。次いで、これらの３Ｄボクセルが、検閲処理が行われるこ
とになる３Ｄオブジェクトを構成し、それらの３Ｄボクセルが、異なるコンテンツを伴う
ボクセルにより置換され得る、または、完全な群が、３Ｄアバターもしくは別の最良のマ
ッチングの３Ｄオブジェクトにより置換され得る。
【００２２】
　これらの場合では、３Ｄアバターが元のオブジェクトと異なる姿態／形態を有する場合
があるので、特定された３Ｄボクセルを超える３Ｄボクセルが置換されることになる。よ
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、特定された３Ｄオブジェクトのボクセルだけでなく、ある程度の周辺のボクセルもまた
置換されることになる。あるいは、アバターが、置換されることになる３Ｄオブジェクト
と比較してより小さな小片である場合では、アバターは、置換されることになる元のオブ
ジェクトのサイズとマッチングさせるためにサイズ変更またはスケーリングされ得る。ま
たさらに、アバターおよび元の３Ｄ画像の一部を取り囲むある程度のボクセルが、例えば
、周辺の風景、近隣の人、オブジェクト等の拡張によってさらに置換される必要がある。
【００２３】
　図５ａ～図５ｂは、本方法の実施形態の例を示す。本願を出願する時点では、３Ｄ画像
を単に２Ｄで示すことだけに限られており、図５ａおよび図５ｂは、３Ｄディスプレイ上
に提示されるための３Ｄ画像について言及するものであることを述べておきたい。このこ
とは、両方の図に示すように３次元での３つの軸により示唆されるが、これらの３つの軸
は、「現実の」３Ｄの描写またはディスプレイには存在しない。
【００２４】
　このように図５ａは、頭部が、検閲処理が行われることになる２人の人物の画像を示す
。図５ｂは、検閲処理動作の結果を示し、この場合では、両方の頭部がアバターの頭部に
より置換される。
【００２５】
　本発明の原理を具体的な機器に関して上記で説明したが、この説明は、単に例として行
うものであり、添付の特許請求の範囲で定義されるような本発明の範囲に関する限定とし
て行うものではないということを明確に理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図５ａ】



(8) JP 2013-542505 A 2013.11.21

【図５ｂ】



(9) JP 2013-542505 A 2013.11.21

10

20

30

40

【国際調査報告】



(10) JP 2013-542505 A 2013.11.21

10

20

30

40



(11) JP 2013-542505 A 2013.11.21

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

(72)発明者  リーヴェンス，サミー
            ベルギー　ベー－２９３０　ブラスカート，レーヴェリックラーン　７
(72)発明者  ファン　ヘレヴェッヘ，ハンス
            ベルギー　ベー－２５２０　オェレヘム，シルデスティーンウェグ　８２／１
(72)発明者  ファン　デン　ブルック，マーク
            ベルギー　ベー－２８６０　セント－カーテライネ－ワーフェル，カナダシュトラート　５アー
Ｆターム(参考) 5B050 AA09  BA09  BA12  EA13  EA19  EA30 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

