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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置のコンピュータにおいて
実行される情報処理プログラムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定手段と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定手段と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する第１出力制御手段として前記コンピュータを機
能させる、情報処理プログラムであって、
　前記第１出力制御手段は、前記パノラマ動画上に所定の付加情報を重ねて前記表示装置
に表示し、
　前記目標設定手段は、前記パノラマ動画上における前記付加情報に対応する範囲および
／または位置を前記目標に設定し、
　前記付加情報は、履歴情報から生成される履歴関連情報であり、
　前記履歴情報は、前記パノラマ画像の再生中におけるユーザによる操作を表す情報、お
よび／または、当該操作によって決定される情報である、情報処理プログラム。
【請求項２】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置のコンピュータにおいて
実行される情報処理プログラムであって、



(2) JP 6124517 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定手段と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定手段と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する第１出力制御手段として前記コンピュータを機
能させる、情報処理プログラムであって、
　前記目標設定手段は、前記所定の入力装置とは異なる他の入力装置であって、表示部を
備える他の入力装置に対する、前記表示部にパノラマ動画が表示されている間における入
力によって指定された範囲および／または位置を前記目標に設定する、情報処理プログラ
ム。
【請求項３】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置のコンピュータにおいて
実行される情報処理プログラムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定手段と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定手段と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する第１出力制御手段として前記コンピュータを機
能させる、情報処理プログラムであって、
　前記目標設定手段は、前記パノラマ動画が別に再生される場合における表示範囲を前記
目標に設定する、情報処理プログラム。
【請求項４】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置のコンピュータにおいて
実行される情報処理プログラムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定手段と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定手段と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する第１出力制御手段として前記コンピュータを機
能させる、情報処理プログラムであって、
　前記第１出力制御手段は、前記表示範囲を基準として前記目標への向きを表すガイド情
報を出力し、
　前記目標設定手段は、前記目標を設定する期間を示し、パノラマ動画における時間を示
す時間情報と、当該目標を設定する位置および／または範囲とを設定し、
　前記第１出力制御手段は、前記ガイド情報が表す向きを前記目標に設定される位置およ
び／または範囲に基づいて決定し、前記ガイド情報を出力するタイミングを前記目標が設
定される期間に基づいて決定する、情報処理プログラム。
【請求項５】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置のコンピュータにおいて
実行される情報処理プログラムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定手段と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定手段と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する第１出力制御手段と、
　前記目標を入力したユーザを特定可能なユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段とし
て前記コンピュータを機能させる、情報処理プログラムであって、
　前記第１出力制御手段は、前記ガイド情報とともに前記ユーザ情報を出力する、情報処
理プログラム。
【請求項６】
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　前記第１出力制御手段は、前記表示範囲内に前記目標が位置する場合には当該目標に対
応するガイド情報を出力しない、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の情報処理
プログラム。
【請求項７】
　前記第１出力制御手段は、前記パノラマ動画とともに前記ガイド情報を前記表示装置に
表示する、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の情報処理プログラム。
【請求項８】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記出力制御部は、前記パノラマ動画上に所定の付加情報を重ねて前記表示装置に表示
し、
　前記目標設定部は、前記パノラマ動画上における前記付加情報に対応する範囲および／
または位置を前記目標に設定し、
　前記付加情報は、履歴情報から生成される履歴関連情報であり、
　前記履歴情報は、前記パノラマ画像の再生中におけるユーザによる操作を表す情報、お
よび／または、当該操作によって決定される情報である、情報処理装置。
【請求項９】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記目標設定部は、前記所定の入力装置とは異なる他の入力装置であって、表示部を備
える他の入力装置に対する、前記表示部にパノラマ動画が表示されている間における入力
によって指定された範囲および／または位置を前記目標に設定する、情報処理装置。
【請求項１０】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記目標設定部は、前記パノラマ動画が別に再生される場合における表示範囲を前記目
標に設定する、情報処理装置。
【請求項１１】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記出力制御部は、前記表示範囲を基準として前記目標への向きを表すガイド情報を出
力し、
　前記目標設定部は、前記目標を設定する期間を示し、パノラマ動画における時間を示す
時間情報と、当該目標を設定する位置および／または範囲とを設定し、
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　前記出力制御部は、前記ガイド情報が表す向きを前記目標に設定される位置および／ま
たは範囲に基づいて決定し、前記ガイド情報を出力するタイミングを前記目標が設定され
る期間に基づいて決定する、情報処理装置。
【請求項１２】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部と、
　前記目標を入力したユーザを特定可能なユーザ情報を取得するユーザ情報取得部とを備
え、
　前記出力制御部は、前記ガイド情報とともに前記ユーザ情報を出力する、情報処理装置
。
【請求項１３】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理システムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記出力制御部は、前記パノラマ動画上に所定の付加情報を重ねて前記表示装置に表示
し、
　前記目標設定部は、前記パノラマ動画上における前記付加情報に対応する範囲および／
または位置を前記目標に設定し、
　前記付加情報は、履歴情報から生成される履歴関連情報であり、
　前記履歴情報は、前記パノラマ画像の再生中におけるユーザによる操作を表す情報、お
よび／または、当該操作によって決定される情報である、情報処理システム。
【請求項１４】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理システムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記目標設定部は、前記所定の入力装置とは異なる他の入力装置であって、表示部を備
える他の入力装置に対する、前記表示部にパノラマ動画が表示されている間における入力
によって指定された範囲および／または位置を前記目標に設定する、情報処理システム。
【請求項１５】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理システムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記目標設定部は、前記パノラマ動画が別に再生される場合における表示範囲を前記目
標に設定する、情報処理システム。
【請求項１６】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理システムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
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示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部とを備え、
　前記出力制御部は、前記表示範囲を基準として前記目標への向きを表すガイド情報を出
力し、
　前記目標設定部は、前記目標を設定する期間を示し、パノラマ動画における時間を示す
時間情報と、当該目標を設定する位置および／または範囲とを設定し、
　前記出力制御部は、前記ガイド情報が表す向きを前記目標に設定される位置および／ま
たは範囲に基づいて決定し、前記ガイド情報を出力するタイミングを前記目標が設定され
る期間に基づいて決定する、情報処理システム。
【請求項１７】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理システムであって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定部と、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定部と、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御部と、
　前記目標を入力したユーザを特定可能なユーザ情報を取得するユーザ情報取得部とを備
え、
　前記出力制御部は、前記ガイド情報とともに前記ユーザ情報を出力する、情報処理シス
テム。
【請求項１８】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置において実行されるパノ
ラマ動画表示方法であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定ステップと、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定ステップと
、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御ステップとを備え、
　前記出力制御ステップにおいては、前記パノラマ動画上に所定の付加情報を重ねて前記
表示装置に表示し、
　前記目標設定ステップにおいては、前記パノラマ動画上における前記付加情報に対応す
る範囲および／または位置を前記目標に設定し、
　前記付加情報は、履歴情報から生成される履歴関連情報であり、
　前記履歴情報は、前記パノラマ画像の再生中におけるユーザによる操作を表す情報、お
よび／または、当該操作によって決定される情報である、パノラマ動画表示方法。
【請求項１９】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置において実行されるパノ
ラマ動画表示方法であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定ステップと、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定ステップと
、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御ステップとを備え、
　前記目標設定ステップにおいては、前記所定の入力装置とは異なる他の入力装置であっ
て、表示部を備える他の入力装置に対する、前記表示部にパノラマ動画が表示されている
間における入力によって指定された範囲および／または位置を前記目標に設定する、パノ
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ラマ動画表示方法。
【請求項２０】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置において実行されるパノ
ラマ動画表示方法であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定ステップと、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定ステップと
、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御ステップとを備え、
　前記目標設定ステップにおいては、前記パノラマ動画が別に再生される場合における表
示範囲を前記目標に設定する、パノラマ動画表示方法。
【請求項２１】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置において実行されるパノ
ラマ動画表示方法であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定ステップと、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定ステップと
、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御ステップとを備え、
　前記出力制御ステップにおいては、前記表示範囲を基準として前記目標への向きを表す
ガイド情報を出力し、
　前記目標設定ステップにおいては、前記目標を設定する期間を示し、パノラマ動画にお
ける時間を示す時間情報と、当該目標を設定する位置および／または範囲とを設定し、
　前記出力制御ステップにおいては、前記ガイド情報が表す向きを前記目標に設定される
位置および／または範囲に基づいて決定し、前記ガイド情報を出力するタイミングを前記
目標が設定される期間に基づいて決定する、パノラマ動画表示方法。
【請求項２２】
　パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置において実行されるパノ
ラマ動画表示方法であって、
　所定の入力装置に対する入力に基づいて、前記パノラマ動画のうちで前記表示装置に表
示する表示範囲を決定する範囲決定ステップと、
　パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する目標設定ステップと
、
　前記表示範囲のパノラマ動画を前記表示装置に表示するとともに、当該表示範囲と前記
目標との関係を表すガイド情報を出力する出力制御ステップと、
　前記目標を入力したユーザを特定可能なユーザ情報を取得するユーザ情報取得ステップ
とを備え、
　前記出力制御ステップにおいては、前記ガイド情報とともに前記ユーザ情報を出力する
、パノラマ動画表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パノラマ動画を表示装置に表示させる情報処理プログラム、情報処理装置、
情報処理システム、およびパノラマ動画表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パノラマ画像を生成して表示装置に表示する技術がある（例えば、特許文献１参
照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１８７２９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来においては、単にパノラマ画像を表示するだけであるため、パノラマ画像とともに
種々の情報をユーザに提供することが望まれる。
【０００５】
　それ故、本発明の目的は、パノラマ画像を再生する際により多くの情報をユーザに提示
することが可能な情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システム、およびパノラ
マ動画表示方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決すべく、本発明は、以下の（１）～（１２）の構成を採用した。
【０００７】
　（１）
　本発明の一例は、パノラマ動画の一部の領域を表示装置に表示する情報処理装置のコン
ピュータにおいて実行される情報処理プログラムである。情報処理プログラムは、範囲決
定手段と、目標設定手段と、第１出力制御手段としてコンピュータを機能させる。
　範囲決定手段は、所定の入力装置に対する入力に基づいて、パノラマ動画のうちで表示
装置に表示する表示範囲を決定する。目標設定手段は、パノラマ画像上における範囲およ
び／または位置を目標に設定する。第１出力制御手段は、表示範囲のパノラマ動画を表示
装置に表示するとともに、当該表示範囲と目標との関係を表すガイド情報を出力する。
【０００８】
　上記（１）の構成によれば、ガイド情報が出力されることによって、現在の表示範囲と
目標位置との関係をユーザに提示することができる。したがって、ガイド情報によって、
表示範囲に含まれていない目標の存在をユーザに気づかせることができ、表示範囲をどち
らに動かせば目標を見ることができるかをユーザに通知することができる。このように、
上記情報処理プログラムによれば、パノラマ画像を再生する際により多くの情報を提示す
ることができる。
【０００９】
　（２）
　第１出力制御手段は、パノラマ動画上に所定の付加情報を重ねて表示装置に表示しても
よい。このとき、目標設定手段は、パノラマ動画上における付加情報に対応する範囲およ
び／または位置を目標に設定する。
【００１０】
　上記（２）の構成によれば、ガイド情報によって、付加情報が表示される位置をユーザ
に対して通知することができ、付加情報が表示される表示範囲となるようにユーザを誘導
することができる。
【００１１】
　（３）
　目標設定手段は、所定の入力装置とは異なる他の入力装置であって、表示部を備える他
の入力装置に対する、当該表示部にパノラマ動画が表示されている間における入力によっ
て指定された範囲および／または位置を目標に設定してもよい。
【００１２】
　上記（３）の構成によれば、所定の入力装置を用いるユーザとは異なる他のユーザが目
標を設定することができる。これによれば、他のユーザが例えば「おすすめの位置」を目
標として他の入力装置を用いて入力することによって、所定の入力装置を用いるユーザに
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対して「おすすめの位置」を知らせることも可能である。このように、上記（３）の構成
によれば、パノラマ動画を視聴する複数のユーザ間でコミュニケーションが図りやすくな
り、例えば表示範囲を操作しない他のユーザもパノラマ動画を十分に楽しむことができる
。
【００１３】
　（４）
　情報処理プログラムは、第２出力制御手段としてコンピュータをさらに機能させてもよ
い。第２出力制御手段は、表示装置とは異なる他の表示装置にパノラマ動画を表示する。
このとき、目標設定手段は、上記他の入力装置に対する入力に基づいて、他の表示装置に
表示されるパノラマ動画上において指定された位置を目標に設定する。
【００１４】
　上記（４）の構成によれば、上記他の表示装置に表示されるパノラマ動画上における位
置を目標として指定することができる。これによれば、目標を設定するユーザは、自分が
見ている表示装置（上記他の表示装置）の画面上において指定された目標に対するガイド
情報を、他のユーザが見ている別の表示装置において出力させることができる。したがっ
て、目標を設定するユーザは、他のユーザが見ている表示範囲外の場所に目標を容易に設
定することができる。
【００１５】
　（５）
　付加情報は、履歴情報から生成される履歴関連情報であってもよい。ここで、履歴情報
は、前記パノラマ画像の再生中におけるユーザによる操作を表す情報、および／または、
当該操作によって決定される情報である。
【００１６】
　上記（５）の構成によれば、履歴を表す情報に対してガイド情報を設定することができ
、当該が表示される位置をユーザに対して通知することができる。
【００１７】
　（６）
　目標設定手段は、パノラマ動画が別に再生される場合における表示範囲を目標に設定し
てもよい。
【００１８】
　上記（６）の構成によれば、他のユーザが見ていた（あるいは見ている）表示範囲をユ
ーザに通知することができ、その表示範囲の方へ自分が見ている表示範囲を向けるように
誘導することができる。
【００１９】
　（７）
　第１出力制御手段は、表示範囲を基準として目標への向きを表すガイド情報を出力して
もよい。
【００２０】
　上記（７）の構成によれば、表示範囲に対する目標の向きをより直感的にわかりやすく
ユーザに対して提示することができる。
【００２１】
　（８）
　目標設定手段は、目標を設定する期間を示し、パノラマ動画における時間を示す時間情
報と、当該目標を設定する位置および／または範囲とを設定してもよい。このとき、第１
出力制御手段は、ガイド情報が表す向きを目標に設定される位置および／または範囲に基
づいて決定し、ガイド情報を出力するタイミングを目標が設定される期間に基づいて決定
する。
【００２２】
　上記（８）の構成によれば、目標が設定される位置およびタイミングに応じた適切な位
置およびタイミングで、ガイド情報を出力することができる。
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【００２３】
　（９）
　第１出力制御手段は、表示範囲内に目標が位置する場合には当該目標に対応するガイド
情報を出力しないようにしてもよい。
【００２４】
　上記（９）の構成によれば、パノラマ動画を見やすく表示することができる。なお、上
記（２）の構成と上記（９）の構成とを組み合わせる場合には、パノラマ動画および付加
情報を見やすく表示することができる。
【００２５】
　（１０）
　第１出力制御手段は、表示装置とは異なる他の表示装置にガイド情報を表示してもよい
。
【００２６】
　上記（１０）の構成によれば、パノラマ動画を見やすく提示することができる。
【００２７】
　（１１）
　第１出力制御手段は、パノラマ動画とともにガイド情報を表示装置に表示してもよい。
【００２８】
　上記（１１）の構成によれば、ユーザにガイド情報をより確実に認識させることができ
る。
【００２９】
　（１２）
　情報処理プログラムは、目標を入力したユーザを特定可能なユーザ情報を取得するユー
ザ情報取得手段としてコンピュータをさらに機能させてもよい。このとき、第１出力制御
手段は、ガイド情報とともにユーザ情報を出力する。
【００３０】
　上記（１２）の構成によれば、ガイド情報を認識したユーザは、それに対応する目標を
入力したユーザが誰であるかを知ることができる。これによれば、パノラマ画像を再生す
る際により多くの情報を提示することができる。また、ユーザは、ユーザ情報によって、
目標の方へ表示範囲を移動させるかどうかを判断することができる。
【００３１】
　なお、本発明の別の一例は、上記（１）～（１２）の情報処理プログラムを実行するこ
とによって実現される各手段と同等の手段を備える情報処理装置あるいは情報処理システ
ムであってもよいし、上記（１）～（１２）において実行されるパノラマ動画表示方法で
あってもよい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、ガイド情報を出力することによって、パノラマ画像を再生する際によ
り多くの情報をユーザに提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本実施形態に係る情報処理システムの一例を示すブロック図
【図２】情報処理システムにおいて表示されるパノラマ動画（画像）の一例を示す図
【図３】端末装置の姿勢に応じて表示領域を決定する方法の一例を示す図
【図４】ユーザがコメントを入力する操作の一例を示す図
【図５】付加情報を入力するためのボタンが表示されたパノラマ動画の一例を示す図
【図６】付加情報の入力に応じて記憶される情報（「入力情報」と呼ぶ。）の一例を示す
図
【図７】範囲情報に関する条件を判定する方法の一例を示す図
【図８】範囲情報に関する条件を判定する方法の他の一例を示す図
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【図９】コメントの出力期間の一例を示す図
【図１０】パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の一例を示す図
【図１１】出力される付加情報の他の一例を示す図
【図１２】オブジェクト情報の一例を示す図
【図１３】パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の他の一例を示す図
【図１４】パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の他の一例を示す図
【図１５】パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の他の一例を示す図
【図１６】表示範囲と付加情報の入力位置との位置関係の一例を示す図
【図１７】ガイド情報の一例を示す図
【図１８】他の表示装置において目標が設定される場合において各表示装置に表示される
画像の一例を示す図
【図１９】表示範囲が目標として設定される場合における各表示装置に表示される画像の
一例を示す図
【図２０】履歴情報の一例を示す図
【図２１】履歴関連情報の画像の一例を示す図
【図２２】履歴関連情報の画像の他の一例を示す図
【図２３】履歴情報に基づく履歴関連情報の画像の他の一例を示す図
【図２４】履歴情報に基づいて決定された表示範囲のパノラマ動画がモニタ４に表示され
る場合の一例を示す図
【図２５】パノラマ動画とともに補助画像が表示される場合の一例を示す図
【図２６】視線方向を表す画像の一例を示す図
【図２７】範囲情報に基づく位置を表す画像がパノラマ画像とともに表示される場合の一
例を示す図
【図２８】パノラマ動画の再生終了後において表示される画像の一例を示す図
【図２９】本実施形態において情報処理システムの記憶部に記憶されるデータの一例を示
す図
【図３０】本実施形態において情報処理装置のＣＰＵが実行する第１モードの動画再生処
理の流れの一例を示すフローチャート
【図３１】本実施形態において情報処理装置のＣＰＵが実行する第２モードの動画再生処
理の流れの一例を示すフローチャート
【図３２】本実施形態において情報処理装置のＣＰＵが実行する第３モードの動画再生処
理の流れの一例を示すフローチャート
【図３３】本実施形態において情報処理装置のＣＰＵが実行する第３モードの動画再生処
理の流れの一例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　［１．情報処理システムの構成］
　以下、本実施形態の一例に係る情報処理システム、情報処理装置、情報処理プログラム
、および動画表示方法について説明する。図１は、本実施形態に係る情報処理システムの
一例を示すブロック図である。図１において、情報処理システム１は、端末装置２、情報
処理装置３、モニタ４、および操作装置７を備える。本実施形態における情報処理システ
ム１は、画像（パノラマ画像）を生成して表示装置（端末装置２および／またはモニタ４
）に表示するものである。
【００３５】
　本情報処理システム１においては、端末装置２（および操作装置７）に対する入力に応
じて情報処理装置３が情報処理（図３０～図３３に示す動画再生処理）を実行し、実行の
結果得られた画像が端末装置２および／またはモニタ４に表示される。このように、本実
施形態においては、情報処理システム１は、入力機能、情報処理機能、および表示機能が
複数の装置によって実現される構成である。なお、他の実施形態においては、情報処理シ
ステム１は、これらの機能を有する単一の情報処理装置（例えば携帯型あるいは可搬型の
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情報処理装置）で構成されてもよい。
【００３６】
　端末装置２は、ユーザが把持可能な入力装置である。つまり、端末装置２は、可搬型の
入力装置である。端末装置２は情報処理装置３と通信可能である。端末装置２は、端末装
置２に対する操作を表す操作データを情報処理装置３へ送信する。また、本実施形態にお
いては、端末装置２は表示部（ＬＣＤ１１）を備えており、端末装置２は表示装置でもあ
る。情報処理装置３から画像が送信されてくる場合、端末装置２は表示部に当該画像を表
示する。また、端末装置２は、スピーカを備える。情報処理装置３から音声が送信されて
くる場合、端末装置２はスピーカから当該音声を出力する。
【００３７】
　また、端末装置２は、入力部としてタッチパネル１２を備える。タッチパネル１２は、
ハウジング１０に設けられる所定の入力面（表示部の画面）に対して入力された位置を検
出する位置検出部の一例である。さらに、端末装置２は、入力部として、スライドパッド
、十字キー、およびボタン等の操作部１３を備える。
【００３８】
　また、端末装置２は入力部として加速度センサ１４を備える。加速度センサ１４は、端
末装置２の所定軸方向（本実施形態では３軸方向とするが、１軸以上でよい）に関する加
速度を検出する。また、端末装置２は入力部としてジャイロセンサ１５を備える。ジャイ
ロセンサ１５は、端末装置２の所定軸方向（本実施形態では３軸方向とするが、１軸以上
でよい）を軸とした回転に関する角速度を検出する。加速度センサ１４およびジャイロセ
ンサ１５は、端末装置２の姿勢を算出するための情報（姿勢を算出あるいは推定可能な情
報）を検出するセンサである。なお、他の実施形態においては、端末装置２の姿勢はどの
ような方法で算出されてもよい。例えば、上記センサ以外の他のセンサを用いて、あるい
は、端末装置２を撮影可能なカメラを用いて端末装置２の姿勢が算出されてもよい。
【００３９】
　情報処理装置３は、画像を生成する処理等、情報処理システム１において実行される情
報処理を実行する。本実施形態においては、情報処理装置３は、ＣＰＵ（制御部）５およ
びメモリ６を有し、ＣＰＵ５がメモリ６を用いて所定の情報処理プログラムを実行するこ
とによって、情報処理装置３における各種機能（図３０～図３３に示す情報処理）が実現
される。なお、情報処理装置３は、上記の情報処理を実行することができればどのような
構成であってもよい。本実施形態においては、情報処理装置３によって画像（パノラマ画
像）が生成され、生成された画像は、表示装置である端末装置２および／またはモニタ４
へ出力される。また、情報処理装置３は、パノラマ動画とともに出力すべき音声を生成し
てもよい。生成された音声は、端末装置２および／またはモニタ４へ出力される。
【００４０】
　モニタ４は、生成された画像を表示する表示装置の一例である。モニタ４は情報処理装
置３から送信されるデータを受信可能である。情報処理装置３において生成された画像が
モニタ４へ送信されてくる場合、モニタ４は当該画像を表示する。また、モニタ４はスピ
ーカを備えていてもよい。情報処理装置３において生成された音声がモニタ４へ送信され
てくる場合、スピーカは当該音声を出力する。
【００４１】
　操作装置７は、情報処理装置３と通信可能な任意の入力装置である。操作装置７は、ボ
タン（キー）および／またはスティック等の入力手段を有するものであってもよいし、加
速度センサおよび／またはジャイロセンサ等、操作装置７の位置および／または姿勢を算
出（推測）することが可能なセンサであってもよい。操作装置７は、自機に対する操作を
表す操作データを情報処理装置３へ送信する。情報処理装置３は、操作装置７からの操作
データに基づいて上記情報処理を実行してもよい。なお、他の実施形態においては、情報
処理システム１は端末装置２とは異なる他の入力装置（操作装置７）を含まない構成であ
ってもよい。
【００４２】
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　［２．パノラマ動画の再生］
　次に、情報処理システム１において実行される、パノラマ動画を再生する処理について
説明する。図２は、情報処理システム１において表示されるパノラマ動画（画像）の一例
を示す図である。図２に示すように、本実施形態においては、端末装置２およびモニタ４
にパノラマ画像が表示される。なお、他の実施形態においては、パノラマ画像は少なくと
も１つの表示装置に表示されればよい。
【００４３】
　ここで、パノラマ画像とは、表示装置に表示される画像の視野角よりも広い視野角の画
像である。つまり、パノラマ画像は、基本的にはその一部領域の画像が表示装置に表示さ
れる（ただし、本実施形態のように複数の表示装置が用いられる場合には、一部の表示装
置においてパノラマ画像の全体が表示されてもよい。）。パノラマ画像は、表示領域が変
化することによって視線の方向が変化する画像であるとも言える。本実施形態においては
、上下左右方向に関して全方向（３６０°）の視野角を有するパノラマ画像が用いられる
（図３参照）。ただし、パノラマ画像には死角があってもよく、例えば視野角が１８０°
程度であってもよい。また、本実施形態においては、パノラマ画像はカメラによって撮影
された実画像（実写画像）であるが、その一部または全部が仮想画像（ＣＧ画像）であっ
てもよい。
【００４４】
　本実施形態においては、パノラマ画像が表示装置（端末装置２およびモニタ４）に逐次
表示されることによって、パノラマ動画が再生される。すなわち、複数のパノラマ画像に
よってパノラマ動画が構成される。複数のパノラマ画像にはそれぞれフレーム番号が付さ
れており、パノラマ画像がフレーム番号順に表示されることによって、パノラマ動画が再
生される。本実施形態においては、時間経過に伴って視点が移動するパノラマ動画が再生
される。すなわち、図２に示すように道路上から周囲を見たパノラマ画像が表示され、道
路を進んでいく（視点が道路に沿って移動する）パノラマ動画が再生される。
【００４５】
　図２に示すように、各表示装置（端末装置２およびモニタ４）には、パノラマ画像の一
部の範囲が表示される。以下では、パノラマ画像のうちで表示装置に表示される範囲を「
表示範囲」と呼ぶ。図２においては、モニタ４には、視線方向が視点の進行方向（正面方
向）となる表示範囲のパノラマ画像が表示される。本実施形態においては、モニタ４にお
ける表示範囲は、基本的には予め定められた所定範囲に固定され、一定条件下で変更され
ることもある（詳細は後述する）。
【００４６】
　一方、端末装置２における表示範囲は、端末装置２の姿勢に応じて変更される。例えば
図２においては、端末装置２は正面方向（ユーザ（端末装置２）からモニタ４への方向）
に対して右を向いた姿勢となっており、端末装置２には、上記進行方向に対して視線が右
を向いた場合の表示範囲のパノラマ画像が表示されている。このように、情報処理システ
ム１は、入力装置（端末装置２）に対する入力に基づいて、パノラマ動画のうちで表示装
置に表示する表示範囲を決定する。これによれば、ユーザは、端末装置２に対する操作（
姿勢を変化させる操作）によって視線方向（表示範囲）を自由に変化させてパノラマ動画
を見ることができる。なお、他の実施形態においては、表示範囲はユーザの操作に応じて
変化するように決定される任意の方法によって決定されてもよい。
【００４７】
　図３は、端末装置２の姿勢に応じて表示領域を決定する方法の一例を示す図である。本
実施形態においては、図３に示すように、仮想空間に立体モデル２１を配置し、その立体
モデル２１の内側に仮想カメラ２２を配置する。そして、仮想カメラ２２から見た立体モ
デル２１（立体モデル２１の内側面）の画像を生成する際に、パノラマ画像をテクスチャ
として立体モデルの内側面に描画することで、パノラマ画像が生成される。このとき、パ
ノラマ画像のうち、仮想カメラ２２の視野範囲（図３に示す斜線領域２３）が表示範囲と
なる。なお、本実施形態においては立体モデル２１は立方体であるとするが、立体モデル
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２１の形状は任意であり、例えば球体または柱状（例えば円柱）の形状であってもよい。
【００４８】
　図３において、端末装置２に表示すべき画像を生成するための仮想カメラ２２は、仮想
カメラ２２の姿勢が端末装置２の姿勢に応じて制御される。これによって、端末装置２の
姿勢に応じて表示範囲が変化する。なお、情報処理装置３は、表示範囲の位置に加えて、
表示範囲の大きさ（ズームインまたはズームアウト）を端末装置２に対する操作に応じて
変更するようにしてもよい。
【００４９】
　一方、モニタ４に表示すべき画像を生成するための仮想カメラ（図示せず）は、その視
線方向が基本的には所定の基準方向（ここでは、上述した進行方向。図３ではＺ軸正方向
）を向くように設定される。つまり、モニタ４の表示範囲（図３に示す斜線領域２４）は
、仮想カメラから基準方向への位置に設定される。これら各仮想カメラの位置は立体モデ
ル２１内の所定位置（本実施形態においては立体モデル２１の中心位置）に固定される。
【００５０】
　なお、本実施形態においては、モニタ４の視線方向（モニタ４に表示されるパノラマ動
画の視線方向）と端末装置２の視線方向（端末装置２に表示されるパノラマ動画の視線方
向）との関係が、モニタ４の向きと端末装置２の向きとの関係と概ね一致するように、仮
想カメラ２２の視線方向が制御される。具体的には、端末装置２がモニタ４の方を向く姿
勢（基準姿勢とする）となる場合、仮想カメラ２２の視線方向は、モニタ４のための仮想
カメラと同じ方向（すなわち、所定の基準方向）となる。そして、端末装置２の姿勢が基
準姿勢から変化した場合、その変化方向に応じた方向へ、変化量に応じた量だけ、仮想カ
メラ２２の姿勢が変化する。これによれば、ユーザは、モニタ４によってある視線方向の
風景を見ながら、端末装置２の向きを変化させることによって所望の視線方向の風景を見
ることができる。また、端末装置２の姿勢の変化と仮想カメラ２２の姿勢の変化とを一致
させることによって、現実空間における端末装置２の向きと、仮想空間における仮想カメ
ラ２２の視線方向とが一致するので、ユーザは、パノラマ画像が表す空間をよりリアルに
感じることができる。
【００５１】
　［３．ユーザによるコメントの入力］
　本実施形態においては、パノラマ動画の再生中において、ユーザはコメント（付加情報
）を入力することができる（図４，図５参照）。また、入力されたコメントは、その後パ
ノラマ動画が再生される際に、パノラマ動画とともに出力される（図１０～図１３参照）
。なお、付加情報（コメント）は、画像として表示されてもよいし、音声として出力され
てもよい。これによって、ユーザは、パノラマ動画を単に見るだけでなく、自分や他のユ
ーザが入力したコメントと共にパノラマ動画を視聴することができる。したがって、本実
施形態によれば、情報処理システム１は、パノラマ画像を再生する際により多くの情報を
ユーザに提示することができる。また、付加情報が提示されることによって、ユーザは、
パノラマ動画のうちで自分が見た範囲を他のユーザに伝えたり、他のユーザが見た範囲を
知ったりすることができる。以下、コメントの入力を受け付け、入力されたコメントを出
力する方法の詳細を説明する。
【００５２】
　本実施形態においては、上記コメントのように、パノラマ動画に付加される情報を「付
加情報」と呼ぶ。本実施形態においては、ユーザによって入力される付加情報はコメント
（メッセージ）である。ただし、付加情報の内容はどのようなものであってもよく、例え
ば、後述する評価情報（パノラマ動画中に登場するオブジェクトに対する評価を表す情報
）、あるいは、ユーザ情報等であってもよい。
【００５３】
　（３－１）付加情報の入力
　図４および図５を参照して、ユーザが付加情報（コメント）を入力する方法を説明する
。情報処理システム１は、パノラマ動画の再生中において、端末装置２に表示されている
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パノラマ動画に対するコメントの入力を受け付ける。図４は、ユーザがコメントを入力す
る操作の一例を示す図である。本実施形態においては、情報処理システム１は、パノラマ
動画が表示される画面上（タッチパネル１２上）に対する入力（タッチ入力）を受け付け
る。図４においては、ユーザは、パノラマ動画が表示される画面に対して直接手書きでコ
メントを入力することができる。なお、付加情報（コメント）の具体的な入力方法はどの
ような方法であってもよく、他の実施形態においては、例えばキーボードやボタン等の操
作部を用いて入力が行われてもよいし、端末装置４がマイクを備える場合には音声入力が
行われてもよい。
【００５４】
　例えば、付加情報の入力は、パノラマ動画上に表示されるボタンに対する入力によって
行われてもよい。図５は、付加情報を入力するためのボタンが表示されたパノラマ動画の
一例を示す図である。図５に示すように、パノラマ動画上に評価ボタン３１が表示される
場合、情報処理システム１は、付加情報の入力として、当該評価ボタン３１に対する入力
（例えば、評価ボタン３１をタッチする入力）を受け付けるようにしてもよい。例えば、
ユーザは、評価に応じた回数だけ評価ボタン３１に対する入力を行うようにしてもよい。
【００５５】
　また、付加情報を入力する際、情報処理システム１は、端末装置２のＬＣＤ１１に表示
されているパノラマ画像上における位置を指定する入力（位置指定入力）を受け付けても
よい。例えば、コメントの入力を行う前に、コメントの入力を行う位置をユーザにタッチ
させるようにしてもよい。なお、詳細は後述するが、パノラマ動画とともに付加情報が表
示される場合、上記位置指定入力による位置に関連づけられて付加情報が表示されてもよ
い。
【００５６】
　なお、付加情報の入力を受け付ける間は少なくとも、情報処理システム１は、パノラマ
動画の再生を一時停止してもよい。例えば、付加情報（コメント）の入力が開始されてか
ら終了されるまでの間、パノラマ動画の再生が一時停止されてもよい。これは、コメント
を入力中のユーザが動画の内容を見逃すことを防止したり、コメントを入力しやすくした
りするためである。なお、他の実施形態においては、付加情報の入力中においてもパノラ
マ動画の再生が継続されてもよい。
【００５７】
　（３－２）付加情報の記憶
　付加情報の入力が行われた場合、情報処理システム１は、付加情報と、付加情報を出力
するために必要な情報とを記憶する。図６は、付加情報の入力に応じて記憶される情報（
「入力情報」と呼ぶ。）の一例を示す図である。本実施形態においては、図６に示すよう
に、付加情報と、入力範囲情報とを含む入力情報が記憶部に記憶される。この記憶部は、
本実施形態においてはメモリ６とするが、情報処理システム１（情報処理装置３）のコン
ピュータがアクセス可能な記憶装置であればよい。
【００５８】
　上記の入力範囲情報は、付加情報の入力が受け付けられた場合における表示範囲および
／または当該表示範囲内の位置を特定可能な情報である。なお、以下では、表示範囲およ
び／または当該表示範囲内の位置を特定可能な情報を「範囲情報」と呼ぶ。つまり、入力
範囲情報は、付加情報の入力が受け付けられた場合における範囲情報である。また、以下
では、付加情報の入力が受け付けられた場合における表示範囲を、「入力範囲」と呼び、
付加情報の入力が受け付けられた場合における（表示範囲内の）位置を「入力位置」と呼
ぶ。
【００５９】
　入力範囲情報は、上記入力範囲および入力位置の少なくともいずれかを特定できればよ
い。本実施形態においては、入力位置を特定可能な情報が入力範囲情報として記憶される
。上記入力位置は、例えば、上述した位置指定入力によって指定された位置であってもよ
いし、付加情報が入力された位置（手書きのコメントが入力された位置や、評価ボタン３
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１の位置）であってもよいし、付加情報が入力された時点における表示範囲の所定位置（
例えば中心位置）であってもよい。また、音声入力に関しては、例えば、ユーザの声をマ
イクによって検知された時点における表示範囲（または表示範囲の中心位置）を表す入力
範囲情報が記憶されてもよい。
【００６０】
　上記入力範囲および／または入力位置を示す入力範囲情報として、本実施形態において
は、仮想カメラ２２の姿勢（視線方向）を表すベクトル（図６参照）の情報が記憶される
。例えば、仮想カメラ２２の位置から立体モデル２１上の上記入力位置への方向を表すベ
クトルによって入力位置を表すことができる。また、仮想カメラ２２の位置から立体モデ
ル２１上の上記入力範囲の中心位置への方向を表すベクトルと、当該方向を軸とした回転
に関する姿勢を表すベクトルとによって入力範囲を表すことができる。なお、他の実施形
態においては、上記入力範囲情報は、上記ベクトルの情報に加えて、表示範囲の大きさを
示す情報（ズーム情報）を含んでいてもよい。また、他の実施形態においては、上記入力
範囲情報として、立体モデル２１上の範囲または位置を示す情報が記憶されてもよい。
【００６１】
　本実施形態においては、付加情報は、コメントの内容を示す情報である（図６参照）。
具体的には、コメントの内容を示す文字情報が付加情報として記憶されてもよいし、タッ
チパネル１２に対する手書き入力が受け付けられる場合には、入力されたタッチ位置の軌
跡を示す情報が付加情報として記憶されてもよい。また、付加情報として記憶される情報
は、コメントの内容に限らずどのような内容であってもよい。
【００６２】
　また、図６に示すように、本実施形態においては、入力情報は時間情報をさらに含む。
時間情報は、付加情報の入力が受け付けられた再生時点を特定可能な情報である。なお、
再生時点とは、パノラマ動画における時間軸上の時点である。以下では、付加情報の入力
が受け付けられた再生時点を「入力時点」と呼ぶ。本実施形態においては、時間情報は、
入力時点で表示されたパノラマ画像のフレーム番号（図６では「第ｉフレーム」と記載し
ている）の情報である。時間情報は、パノラマ動画における時間軸上の再生時点を特定可
能な任意の情報であってもよい。例えば、時間情報は、パノラマ動画の再生が開始されて
からの経過時間を示す情報であってもよい。また、本実施形態のようにパノラマ動画の視
点が時間経過につれて所定空間内を移動する場合には、当該所定空間内における視点の位
置を示す情報が時間情報として記憶されてもよい。なお、他の実施形態においては、入力
情報は時間情報を含まなくてもよい。
【００６３】
　また、図６に示すように、本実施形態においては、入力情報はユーザ情報をさらに含む
。ユーザ情報は、付加情報を入力したユーザを特定可能な情報である。ユーザ情報の具体
的な内容はどのような情報であってもよい。本実施形態においては、パノラマ動画の再生
前にユーザの識別情報（例えばユーザの名前（ニックネーム））が予め登録され、登録さ
れた識別情報がユーザ情報として記憶される。なお、他の実施形態においては、入力情報
はユーザ情報を含まなくてもよい。
【００６４】
　（３－３）付加情報の出力
　以上のようにして付加情報を含む入力情報が記憶された状態でパノラマ動画が再生され
る場合、情報処理システム１は、パノラマ動画とともに付加情報を出力する。本実施形態
においては、情報処理システム１は、パノラマ動画とともに出力される付加情報を上記入
力範囲情報に基づいて制御する。典型的には、パノラマ動画の再生中において、上記入力
時点が到来し、かつ、上記入力位置が現在の表示範囲に含まれる場合、付加情報がパノラ
マ動画とともに表示される（図１０等参照）。なお、例えば入力時点が到来していない場
合、あるいは、入力位置が現在の表示範囲に含まれない場合（現在の視線方向が付加情報
の入力時とは別の方向を向いている場合）には、付加情報は表示されない。以下、付加情
報を出力する方法について説明する。
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【００６５】
　（３－３－１）付加情報の出力判別の方法
　本実施形態においては、情報処理システム１は、付加情報を出力するか否かを上記時間
情報および入力範囲情報を用いて判別する。具体的には、情報処理装置３は、（ａ）再生
されているパノラマ動画のうちの表示範囲が、入力範囲情報により特定される表示範囲お
よび／または位置に関する条件を満たすか否か、および、（ｂ）再生されているパノラマ
動画が、時間情報により特定される再生時点に関する条件を満たすタイミングとなるか否
か、を判定する。
【００６６】
　図７は、入力範囲情報に関する条件を判定する方法の一例を示す図である。上記（ａ）
に関する判定として、情報処理装置３は、現在の表示範囲と、コメントの入力位置（入力
範囲情報により特定される位置）とが重なるか否かを判定してもよい（図７参照）。例え
ば図７に示すように入力位置が現在の表示範囲内に含まれる場合、上記（ａ）における条
件が満たされると判定される。これによって、コメントの入力位置が端末装置２に表示さ
れているか否かを判断することができる。
【００６７】
　また、図８は、入力範囲情報に関する条件を判定する方法の他の一例を示す図である。
他の実施形態においては、上記（ａ）に関する判定として、情報処理装置３は、現在の表
示範囲と、コメント入力時の表示範囲（時間情報により特定される表示範囲）とが重なる
か否かを判定してもよい。例えば図８に示すように入力範囲が現在の表示範囲と少なくと
も一部において重複する場合、上記（ａ）における条件が満たされると判定される。これ
によれば、上記入力範囲と現在の表示範囲とが少なくとも一部において重複するか否かを
判断することができる。つまり、コメント入力時の表示範囲の少なくとも一部が現在表示
されているか否かを判断することができる。
【００６８】
　なお、図７および図８を用いて説明した上記の判定は、立体モデル２１上の位置（また
は範囲）を比較することによって行われてもよいし、仮想カメラ２２の姿勢を表すベクト
ルを比較することによって行われてもよい。
【００６９】
　また、上記（ｂ）に関する判定としては、例えば、現在のパノラマ動画の再生時点が、
時間情報により特定される再生時点（入力時点）を含む所定の出力期間であるか否かを判
定してもよい。図９は、コメントの出力期間の一例を示す図である。図９に示すように、
上記出力期間は、例えば、コメントの入力時点（時間情報が示す再生時点）の所定時間前
から、所定の出力時間が経過するまでの期間として設定されてもよい。なお、出力期間は
、コメントの入力時点に基づいて設定されてもよいし、コメントを入力したユーザによっ
て設定されてもよい。また、コメントが文字情報である場合には、出力期間は文字数に応
じた長さに（例えば、文字数が多いほど長くなるように）設定されてもよい。
【００７０】
　上記（ａ）および（ｂ）の判定がともに肯定となる場合、情報処理システム１は、パノ
ラマ動画とともに付加情報を出力すると判断する。本実施形態においては、コメント入力
時点を含む出力期間において、現在の表示範囲が上記入力位置を含む場合に、コメント（
付加情報）が出力される。
【００７１】
　（３－３－２）付加情報の出力態様
　図１０は、パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の一例を示す図である。付
加情報を出力すると情報処理システム１が判断した場合、図１０に示すように、端末装置
２にはパノラマ動画上にコメント画像３２が表示される。このように、本実施形態におい
ては、パノラマ動画中に登場するあるオブジェクト（ここではビル）に対してコメントが
入力されると、その後においてパノラマ動画が再生される際には、当該オブジェクトにコ
メントが付された状態でパノラマ動画が表示される。
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【００７２】
　ここで、図１０に示すように、コメント画像３２は、パノラマ画像上における上記入力
位置を指し示す。つまり、情報処理システム１は、現在の表示範囲に入力位置が含まれる
場合、当該入力位置に関連づけて付加情報の画像を表示させる。これによれば、コメント
が付された位置をユーザに対して明確に認識させることができる。例えば図１０において
は、ユーザは、コメントが付された対象となったビルがどれであるかを容易に把握するこ
とができる。なお、図１１は、出力される付加情報の他の一例を示す図である。図１１に
示されるように、コメント画像３２は入力位置に表示されてもよい。また例えば、コメン
トがタッチパネル１２に対する手書き入力によって行われる場合には、手書きの文字が入
力位置に（そのまま）表示されてもよい。なお、付加情報の画像は、入力位置に関連づけ
て表示されるが、必ずしも入力位置に表示されなくてもよい。例えば、入力位置にコメン
ト画像３２が表示されると、コメントを付した対象が見にくくなるおそれがある。そのた
め、コメント画像３２は、（図１０に示すように）入力位置から少しずれた位置に表示さ
れてもよい。なお、本明細書において、「画像」とは、文字（テキスト情報）を表す画像
を含む。
【００７３】
　また、図１０に示すように、本実施形態においては、コメント画像３２とともに、コメ
ントを入力したユーザの名前（Ａさん）を表すユーザ画像３３が表示される。このように
、情報処理システム１は、付加情報とともに当該付加情報に対応するユーザ情報を出力す
る。なお、出力されるユーザ情報は、ユーザの名前であってもよいし、ユーザ毎に設定さ
れるキャラクタ（例えばユーザを模したキャラクタ）であってもよいし、ユーザの似顔絵
の画像等であってもよい。本実施形態によれば、付加情報を見たユーザは、付加情報の内
容だけでなく、付加情報を入力したユーザがパノラマ動画のどこを見ていたかを知ること
ができる。ここで、パノラマ動画は、一画面内に収まらない領域を有する動画であり、端
末装置２における表示範囲はユーザが自由に操作することができる。そのため、パノラマ
動画を視聴した際の表示範囲の位置やその変化はユーザによって異なる。そのため、本実
施形態のように、他のユーザがパノラマ動画のどこを見ていたかを知ることができること
はユーザにとって興味深い情報である。なお、図１０に示す付加情報の表示態様以外の他
の表示態様（図１１～図１３等）においても、付加情報とともにユーザ情報が表示されて
もよい。
【００７４】
　なお、他の実施形態においては、ユーザ情報は付加情報自体として表示されてもよい。
例えば、上記入力位置にユーザ情報を表す画像（例えば、ユーザの似顔絵の画像）のみが
表示されてもよい。これによれば、付加情報（ユーザ情報）を見たユーザに対して、付加
情報を入力したユーザが入力位置を含む表示範囲を閲覧していたことを伝えることができ
る。
【００７５】
　なお、本実施形態のようにパノラマ動画の視点が時間に応じて移動する場合、パノラマ
動画に登場する各オブジェクトは、パノラマ画像上において視点の移動方向とは逆方向に
移動する。したがって、上記の場合、情報処理システム１は、付加情報を、当該付加情報
に対応するオブジェクトの移動に合わせて移動させて表示するようにしてもよい。なお、
「付加情報に対応するオブジェクト」とは、入力時点において入力位置に表示されている
オブジェクトであり、換言すれば、入力時点において、入力範囲情報によって特定される
位置に配置されているオブジェクトである。具体的には、付加情報は、視点の移動方向と
は逆方向へ時間に応じて移動するように表示されてもよい。例えば、視点の移動方向を前
方向とする場合には、付加情報は前から後へ移動するように表示されてもよい。なお、視
点の移動方向および移動速度がわかる場合、空間内に固定的に配置されるオブジェクト（
ビル等）がパノラマ動画上で移動する方向および速度を特定することができ、視点の移動
方向および移動速度に基づいて、付加情報を移動させるアルゴリズムを算出することがで
きる。したがって、このアルゴリズムに従って付加情報を移動させることによって、オブ
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ジェクトの移動に合わせて付加情報を移動させて表示することができる。なお、付加情報
はオブジェクトの位置と厳密に一致する必要はなく、オブジェクトのある程度近傍に表示
されてもよい。
【００７６】
　また、オブジェクトの移動に合わせて付加情報を移動させる方法としては、オブジェク
トの（パノラマ画像上における）位置および／または範囲を表すオブジェクト情報をパノ
ラマ画像とともに用意しておく方法が考えられる。図１２は、オブジェクト情報の一例を
示す図である。図１２に示すように、パノラマ画像中にオブジェクト（図１２ではビル）
が登場する場合、このオブジェクトの範囲（例えば図１２に示す点線領域３４）を示すオ
ブジェクト情報がパノラマ動画とともに記憶される。なお、情報処理システム１は、パノ
ラマ動画を構成する複数のパノラマ画像毎に、登場する１以上のオブジェクトについてオ
ブジェクト情報を当該パノラマ画像に関連づけて記憶しておく。コメントの入力を受け付
ける際には、情報処理装置３は、コメントの入力位置がオブジェクトの範囲内であるか否
かを、オブジェクト情報を用いて判定する。入力位置がオブジェクトの範囲内である場合
、情報処理装置３は、当該オブジェクトを示す情報を上記入力範囲情報として記憶する。
パノラマ動画を再生する際には、情報処理装置３は、再生中のパノラマ動画のうちの表示
範囲に上記オブジェクトが含まれることを少なくとも条件として、当該オブジェクトの位
置に関連づけてコメントの画像を表示させる。具体的には、コメントは、オブジェクト情
報から特定される上記オブジェクトの位置（または範囲）に関連づけて表示される。これ
によって、オブジェクトの位置に合わせた正確な位置に付加情報を表示させることができ
る。また、上記オブジェクト情報を用いる方法によれば、（視点の移動にかかわらず）空
間内を移動することによってパノラマ画像上において移動して見えるオブジェクトに対し
ても、当該オブジェクトに応じた位置に付加情報を表示させることができる。
【００７７】
　なお、後述するようなマップの画像（図２５参照）が用意され、マップ上の位置とパノ
ラマ動画上での位置とを対応付けることが可能である場合、オブジェクト情報は、マップ
と関連付けて（マップ上における位置または範囲を表す情報として）記憶されていてもよ
い。このとき、情報処理装置３は、表示範囲に対応するマップ上の範囲を特定し、特定さ
れた範囲内に関連づけられているオブジェクト情報から、オブジェクトのパノラマ動画上
における位置または範囲を特定してもよい。
【００７８】
　また、オブジェクト情報を入力範囲情報として記憶する場合には、オブジェクト情報が
表すオブジェクトがパノラマ動画中に登場する期間に付加情報を表示することも可能であ
る。つまり、オブジェクト情報を入力範囲情報として記憶することによって、（時間情報
を用いることなく）付加情報の出力期間を制御することもできる。
【００７９】
　また、他の実施形態においては、付加情報は、端末装置２の画面上における所定位置に
表示されてもよい。図１３は、パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の他の一
例を示す図である。図１３に示すように、コメント画像３２は、（コメントに対応するオ
ブジェクトの位置にかかわらず）画面の所定領域（図１３では下側の領域）に表示されて
もよい。例えばコメントの入力位置が上記入力範囲情報として記憶されない場合には、オ
ブジェクトに対応する位置にコメントを表示することが難しいので、画面上の所定位置に
コメントを表示するようにしてもよい。つまり、情報処理システム１は、再生中のパノラ
マ動画のうちの表示範囲が、付加情報が受け付けられた場合における表示範囲と少なくと
も一部が重複する場合、表示装置の画面における所定位置に付加情報を表示させてもよい
。これによれば、付加情報を表示する位置を容易に特定することができる。さらに、図１
３に示すように、付加情報は、パノラマ動画が表示される領域とは異なる領域に表示され
てもよい。これによれば、付加情報によってパノラマ動画が隠されることがないので、パ
ノラマ動画を見やすく表示することができる。
【００８０】
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　（３－３－３）付加情報の出力内容
　他の実施形態においては、付加情報として出力される内容は、ユーザが入力したコメン
トに限らず、ユーザの入力に基づく他の情報であってもよい。例えば上述した評価ボタン
３１を用いて評価情報の入力が行われる場合には、評価ボタン３１に対する入力回数を表
す評価情報を付加情報として記憶し、当該入力回数を表す画像が付加情報として出力され
てもよい。図１４は、パノラマ動画とともに付加情報が表示される画像の他の一例を示す
図である。上記の場合、例えば図１４に示すように、入力回数に応じた長さのバー３５が
付加情報として表示されてもよい。なお、バー３５は、付加情報の入力位置（評価ボタン
３１の位置）に基づく位置（例えば近傍の位置）に表示される。
【００８１】
　なお、情報処理システム１は、１つの付加情報に基づく情報を出力することに限らず、
複数の付加情報に基づく情報を出力してもよい。例えば、図１４に示す例において、バー
３５の長さは、複数の入力情報における各入力回数の和（すなわち、複数のユーザによる
評価ボタン３１の入力回数の合計）あるいは平均値を表すように設定されてもよい。この
ように、情報処理システム１は、付加情報が数値（ここでは、入力回数）を表す情報であ
る場合、出力すべき複数の付加情報が表す各数値に基づいて得られる数値（ここでは、入
力回数の和）を表す情報を出力してもよい。なお、上記「出力すべき複数の付加情報」は
、出力内容を１つにまとめるべき同種の付加情報（例えば、評価ボタン３１に関する付加
情報）であることを条件としてもよい。これによれば、複数人のユーザ（あるいは複数回
の視聴）に基づく統計情報をユーザに提供することができる。また、情報処理システム１
は、複数の付加情報のうち、所定の条件を満たす付加情報の数を表す情報を出力してもよ
い。例えば、同種の付加情報の数を表す情報が出力されてもよい。
【００８２】
　また、他の実施形態においては、情報処理システム１は、端末装置２の表示範囲の変化
に応じて付加情報の出力態様が変化するように制御してもよい。図１５は、パノラマ動画
とともに付加情報が表示される画像の他の一例を示す図である。なお、図１５においては
図１４に示す場合と同様、評価ボタン３１に対する入力回数を付加情報として記憶するも
のとする。このとき、情報処理システム１は、入力回数に応じた長さとなり、かつ、現在
の表示範囲と上記入力範囲との位置関係に応じた長さとなるバー３６を表示する。すなわ
ち、バー３６は、入力回数が多いほど長く表示される。さらに、バー３６は、評価ボタン
３１（評価ボタン３１に対応するオブジェクト）が表示範囲の中央に近いほど長く表示さ
れる。なお、情報処理システム１は、上記位置関係を入力範囲情報に基づいて判断するこ
とができる。また、バー３６は、現在の表示範囲にかかわらず常に端末装置２の画面上に
表示される。そのため、バー３６の長さは、表示範囲の移動に応じて変化することとなる
。なお、バー３６の長さは、評価ボタン３１に加えて他の評価ボタンの入力回数をも考慮
して決定されてもよい。すなわち、評価が高い（入力回数が多い）オブジェクトが表示範
囲内に多く存在するほどバー３６が長く表示されてもよい。これによれば、ユーザは、バ
ー３６を見ながら表示範囲を移動させることで、評価が高いオブジェクトを探すことがで
きる。
【００８３】
　以上のように、情報処理システム１は、再生中のパノラマ動画の表示範囲と、付加情報
が受け付けられた場合における表示範囲との位置関係を入力範囲情報に基づいて判断し、
当該位置関係に基づいて付加情報の出力態様（バーの長さ）を変更してもよい。これによ
れば、表示範囲に応じて変化する情報をユーザに提示することができ、ユーザは、この情
報に基づいて表示範囲を操作することができる。
【００８４】
　なお、他の実施形態においては、情報処理システム１は、付加情報を表す画像を表示さ
せることとともに、あるいは、表示させることに代えて、付加情報を表す音声を出力して
もよい。なお、上記音声は、端末装置２から出力されてもよいし、モニタ４が備えるスピ
ーカから出力されてもよいし、両者から出力されてもよい。
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【００８５】
　（３－３－４）付加情報の出力先
　本実施形態においては、上記付加情報は端末装置２に表示される。端末装置２は、表示
範囲がユーザによって操作される表示装置である。したがって、ユーザは、端末装置２を
操作して表示範囲を移動させる際に付加情報を認識することができるので、付加情報をよ
り確実にユーザに認識させることができる。
【００８６】
　なお、他の実施形態においては、付加情報は、端末装置２とは異なる表示装置（モニタ
４）に表示されてもよい。例えば、情報処理システム１は、端末装置２に対する入力に基
づいて決定される表示範囲のパノラマ動画を当該端末装置２に表示させるとともに、モニ
タ４に付加情報を表示させてもよい。これによれば、端末装置２に表示されるパノラマ動
画を見やすく提示することができる。また、端末装置２を用いるユーザ以外にモニタ４を
見ている他のユーザが存在する場合には、当該他のユーザに対しても付加情報を提示する
ことができる。また、モニタ４における表示範囲内に付加情報の入力位置が含まれる場合
、あるいは、モニタ４における表示範囲と付加情報の入力範囲とが少なくとも一部におい
て重なる場合、付加情報はモニタ４に表示されてもよい。これによって、ユーザが付加情
報を見る機会を増やすことができる。
【００８７】
　また、他の実施形態においては、情報処理システム１は、パノラマ画像の全体をモニタ
４に表示してもよいし、パノラマ画像が表す空間の画像（例えば、鳥瞰図やマップ）をモ
ニタ４に表示してもよい。このとき、モニタ４に表示される画像とともに（当該画像に重
ねて）付加情報を表示してもよい。
【００８８】
　（３－４）他のユーザによる付加情報
　情報処理システム１は、端末装置２に対する入力によって入力情報を記憶する他、情報
処理システム１の外部の他の装置から入力情報を取得し、当該入力情報に含まれる付加情
報をパノラマ動画とともに出力してもよい。例えば、情報処理装置３は、インターネット
等のネットワークを介して外部の装置と通信可能であってもよく、このとき、当該外部の
装置から入力情報を取得してもよい。なお、上記「外部の装置」は、例えば、情報処理シ
ステム１と同機能のシステムに含まれる情報処理装置であってもよいし、入力情報を記憶
するサーバであってもよい。上記によれば、ユーザは、他のユーザ（例えば知人や有名人
）が入力した付加情報（コメント）が付加されたパノラマ動画を見ることができる。また
、ユーザは、他のユーザによる付加情報を見ることで、他のユーザがパノラマ動画のどこ
を見ていたかを知ることができる。
【００８９】
　［４．ガイドの出力］
　本実施形態においては、パノラマ動画の再生中において、付加情報（コメント）の他に
ガイド情報が出力される。ガイド情報は、パノラマ画像上における目標をガイドするため
の情報である。ここで、目標とは、パノラマ画像上において設定される位置および／また
は範囲である。例えば、上述の付加情報が表示される位置が目標として設定されてもよい
し、他のユーザが指定した位置が目標として設定されてもよいし、後述する履歴情報から
得られる表示範囲が目標として設定されてもよい。ガイド情報は、パノラマ画像上におい
て目標が設定される場所をユーザに通知するための情報とも言える。
【００９０】
　図１６は、表示範囲と目標との位置関係の一例を示す図である。図１６において、表示
範囲は領域２３であり、目標は領域２３の外側にある。そのため、図１６に示す状態では
、目標の位置に対応する情報は出力されない。このとき、仮に目標となる位置が表示範囲
のすぐ近くであったとしても、ユーザは目標の存在に気づかず、表示範囲を目標の方へ移
動させない可能性がある。
【００９１】
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　そこで、本実施形態においては、情報処理システム１は、目標をユーザに知らせるべく
、パノラマ動画の一部領域とともにガイド情報を出力する。図１７は、ガイド情報の一例
を示す図である。なお、図１７に示すガイド情報は、表示範囲と目標との関係が図１６に
示す状態となる場合に表示されるものである。図１７に示すように、本実施形態において
は、右方向を示す矢印を表すガイド画像４１がガイド情報として表示される。これによっ
て、目標となる位置または範囲を表示範囲に含めるためには表示範囲をどちらに動かせば
よいかをユーザに通知することができる。このように、パノラマ動画とともにガイド情報
が出力される場合、ユーザにガイド情報を提示することによって、現在の表示範囲が目標
を含んでいない場合であっても、目標の方へ表示範囲を移動させるようにユーザを誘導す
ることができる。なお、ガイド情報は、画像として表示されてもよいし、音声として出力
されてもよい。
【００９２】
　（４－１）目標の設定
　情報処理装置３は、パノラマ画像上における範囲および／または位置を目標に設定する
。目標として設定される位置および／または範囲は、どのようなものであってもよい。例
えば、目標は、ユーザに対して何らかの情報が提示される位置および／または範囲であっ
てもよい。具体的には、付加情報がパノラマ動画上に表示される場合、情報処理装置３は
、付加情報に対応する位置（および／または範囲）を目標に設定してもよい。このとき、
ガイド情報によって、付加情報が表示される表示範囲となるようにユーザを誘導すること
ができる。なお、図１７に示す画像は、付加情報の一例であるコメントの位置が目標に設
定された場合において表示される画像の例である。また、履歴情報から生成される履歴関
連情報は付加情報となり得るものであり、付加情報である履歴関連情報に対応する位置が
目標に設定されてもよい。なお、詳細は後述するが、履歴情報は、パノラマ画像の再生中
におけるユーザによる操作、および／または、当該操作によって決定される情報を表す。
【００９３】
　また、情報処理装置３は、端末装置２のユーザとは別の他のユーザによって指定された
位置（または範囲）を目標に設定してもよい。すなわち、情報処理装置３は、表示範囲を
操作するための入力装置（端末装置２）とは異なる他の入力装置（操作装置７）に対する
入力によって指定された範囲または位置を目標に設定してもよい。例えば、端末装置２の
表示装置（ＬＣＤ１１）とは異なる他の表示装置（モニタ４）にパノラマ動画が表示され
る場合、情報処理装置３は、上記他の入力装置に対する入力に基づいて、当該他の表示装
置に表示されるパノラマ動画上における位置（および／または範囲）を指定するようにし
てもよい。このとき、指定された位置（および／または範囲）が目標に設定される。
【００９４】
　図１８は、他の表示装置において目標が設定される場合において各表示装置に表示され
る画像の一例を示す図である。図１８において、モニタ４には、パノラマ動画とともにカ
ーソル４３が表示される。カーソル４３は、操作装置７によって操作される。操作装置７
を用いる他のユーザは、カーソル４３を所望の位置に移動して、所定の操作（例えば、操
作装置７のボタンを押下する操作）を行う。情報処理装置３は、上記所定の操作が行われ
た時点におけるパノラマ画像上の位置を目標に設定する。なお、本実施形態においてはカ
ーソル４３を用いて目標を設定する操作を例として説明するが、目標を設定するための操
作方法はどのようなものであってもよい。また、図１８では、目標の位置には付加情報を
表す画像（「注目！」を表す画像）４４が表示されるが、当該画像が表示されなくてもよ
い。目標が設定された場合、情報処理装置３は、目標に対応するガイド情報を端末装置２
において出力（表示）する。例えば図１８においては、端末装置２における表示範囲に対
して左方向に目標が設定されるので、端末装置２においては、左方向を示す矢印を表すガ
イド画像４５がガイド情報として表示される。
【００９５】
　上記のように、上記他の入力装置に対する入力によって目標を設定することができる場
合には、端末装置２を用いるユーザとは異なる他のユーザが目標を設定することができる
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。例えば、他のユーザが「おすすめの位置」を目標として他の入力装置を用いて入力する
ことによって、端末装置２のユーザに対して「おすすめの位置」を知らせることも可能で
ある。
【００９６】
　また、上記他の表示装置に表示されるパノラマ動画上における位置（および／または範
囲）を目標として指定することができる場合には、ある表示装置の画面上において指定さ
れた目標に対するガイド情報を別の表示装置において出力することができる。したがって
、目標を設定するユーザは、他のユーザが見ている表示範囲外の場所に目標を容易に設定
することができる。なお、他の実施形態においては、情報処理装置３は、端末装置２に対
する入力に基づいて目標となる位置（および／または範囲）を設定し、設定された目標に
対応するガイド情報をモニタ４に表示するようにしてもよい。これによっても、上記と同
様の効果を奏することができる。
【００９７】
　また、目標として設定される対象はパノラマ画像上における位置に限らず、範囲であっ
てもよい。例えば、情報処理装置３は、パノラマ動画が別に再生される場合における表示
範囲を目標に設定してもよい。ここで、「パノラマ動画が別に再生される場合」とは、ユ
ーザの操作に従って表示範囲が決められる再生（本実施形態においては、端末装置２にお
ける再生）とは別にパノラマ動画が再生される場合である。例えば、過去にパノラマ動画
が再生された場合は、「パノラマ動画が別に再生された場合」と言える。また、ユーザの
操作に従って表示範囲が決められる表示装置（例えば端末装置２）とは別の表示装置（例
えばモニタ４）においてパノラマ動画が再生される場合は、「パノラマ動画が別に再生さ
れた場合」と言える。上記のように、パノラマ動画が別に再生される場合、その場合にお
ける表示範囲を目標として設定し、当該表示範囲に対応するガイド情報が出力されてもよ
い。
【００９８】
　図１９は、表示範囲が目標として設定される場合における各表示装置に表示される画像
の一例を示す図である。図１９においては、モニタ４には仮想カメラ２２の視線方向が正
面方向を向くときの表示範囲のパノラマ動画が表示され、端末装置２には視線方向が正面
方向よりも右方向を向くときの表示範囲のパノラマ動画が表示される。そのため、端末装
置２においては、端末装置２における表示範囲を基準にしてモニタ４の表示範囲への向き
である左方向を示す矢印を表すガイド画像４７がガイド情報として表示される。また、モ
ニタ４においては、モニタ４における表示範囲を基準としたときの端末装置２の表示範囲
への向きである右方向を示す矢印を表すガイド画像４６がガイド情報として表示される。
このように、情報処理装置３は、ある表示装置とは異なる他の表示装置にパノラマ動画が
表示される場合、当該他の表示装置において表示される表示範囲を目標に設定してもよい
。なお、図１９においては、２つの表示装置の両方において、他の表示装置における表示
範囲に対応するガイド情報が出力されるが、いずれか一方の表示装置においてのみ当該ガ
イド情報が出力されてもよい。
【００９９】
　また、情報処理装置３は、過去にパノラマ動画が再生された場合における表示範囲を目
標として設定してもよい。例えば、過去にパノラマ動画が再生された場合における表示範
囲は、後述する履歴情報に基づいて特定することができる。情報処理装置３は、履歴情報
に基づいて特定される表示範囲を目標として設定してもよい。すなわち、情報処理装置３
は、現在の表示範囲を基準として、過去にパノラマ動画が再生された場合における表示範
囲を向く方向を表すガイド情報をパノラマ動画とともに出力してもよい（図２１参照）。
なお、後述する“（表示範囲の方向を表す履歴関連情報）”において説明する履歴関連情
報は、ガイド情報の１つである。
【０１００】
　以上のように、パノラマ動画が別に再生される場合における表示範囲が目標に設定され
る場合には、他のユーザが見ていた（あるいは見ている）表示範囲をユーザに通知するこ
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とができ、その表示範囲の方へ自分が見ている表示範囲を向けるように誘導することがで
きる。
【０１０１】
　（４－２）目標情報の記憶
　上記目標が設定される場合、情報処理装置３は、設定された目標を表す目標情報を記憶
する。本実施形態においては、目標情報は、目標位置情報と、目標期間情報とを含む。目
標位置情報は、目標として設定された位置および／または範囲を特定可能な情報である。
目標として設定された位置および／または範囲は、上述の範囲情報（入力範囲情報）と同
様に表すことができ、例えば、仮想カメラ２２の姿勢（視線方向）を表すベクトルの情報
によって表されてもよいし、立体モデル２１上の範囲および／または位置として表されて
もよい。
【０１０２】
　また、目標期間情報は、目標が設定される期間を特定可能な情報である。目標期間情報
は、例えば上記期間の開始時点と終了時点とを表すものであってもよいし、目標が設定さ
れた時点（当該時点から上記期間を設定可能である場合）を表すものであってもよい。目
標が設定される期間は、上述の時間情報と同様に表すことができ、例えばパノラマ画像の
フレーム番号によって表されてもよい。
【０１０３】
　なお、設定される目標が上記付加情報に対応する場合（付加情報の位置に目標が設定さ
れる場合）、情報処理装置３は、付加情報に対応する入力情報に基づいて上記目標情報を
設定してもよい。すなわち、目標位置情報は、入力情報に含まれる入力範囲情報に基づい
て設定されてもよい。また、目標期間情報は、入力情報に含まれる時間情報に基づいて設
定されてもよい。さらに、入力範囲情報がそのまま目標位置情報として用いられてもよい
し、時間情報がそのまま目標期間情報として用いられてもよい。このとき、情報処理装置
３は、上記入力情報とは別に目標情報を別途記憶しなくてもよい（入力情報を記憶するこ
とで、目標情報を記憶したとみなすことができる）。
【０１０４】
　（４－３）ガイド情報の出力判別の方法
　本実施形態においては、ガイド情報を出力するタイミングは、当該ガイド情報に対応す
る目標が設定される期間に基づいて決定される。上記タイミングの具体的な決定方法はど
のようなものであってもよいが、本実施形態においては、情報処理システム１は、上記期
間においてガイド情報を表示する。なお、ガイド情報の表示は、上記期間の所定時間前か
ら開始され、当該期間が終了するまで行われてもよい。
【０１０５】
　また、本実施形態において、目標が表示範囲内に位置する場合には、目標に対応するガ
イド情報は出力されない。例えば、現在の表示範囲内に付加情報が表示される場合、当該
付加情報に対応するガイド情報は表示されない。これによって、不要なガイド情報を表示
することなく、パノラマ動画および付加情報を見やすく表示することができる。
【０１０６】
　また、パノラマ動画中において複数の目標が設定される場合、情報処理システム１は、
所定の条件を満たす目標についてガイド情報を出力するようにしてもよい。上記所定の条
件は、例えば、特定のユーザが設定した目標（例えば、特定のユーザが入力した付加情報
に対応する目標）であること、特定の種類の目標（例えば、コメントの付加情報に対応す
る目標）であること、および、現在の表示範囲を基準として所定の範囲内において設定さ
れる目標であること等である。これによれば、条件を満たす目標について（のみ）ガイド
情報が出力されるので、出力されるガイド情報の数を減少し、パノラマ動画を見やすく表
示することができる。なお、上記所定の条件は、例えばユーザによって指定されてもよい
。
【０１０７】
　また、本実施形態においては、ガイド情報は、現在の表示範囲を基準として目標（目標



(24) JP 6124517 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

に設定される範囲および／または位置）への向きを表す（図１７参照）。情報処理装置３
は、現在の表示範囲と、目標に設定される範囲および／または位置とに基づいて上記向き
を決定する。例えば、上記向きは、仮想カメラ２２の視線方向を表すベクトルを用いて算
出することができる。より具体的には、上記向きは、現在の表示範囲の中心位置を表すベ
クトルを基準とした、上記目標に設定される位置（または、目標に設定される範囲の中心
位置）を表すベクトルへの向きとして算出することができる。
【０１０８】
　（４－４）ガイド情報の出力態様
　ガイド情報は、表示範囲と目標との関係を表す画像および／または音声である。本実施
形態においては、上記のように、表示範囲を基準として目標への向きを表すガイド情報が
出力される。本実施形態においては、ガイド情報は、図１７に示すような矢印を表すガイ
ド画像４１であるが、ガイド情報は、ユーザに対して上記向きを通知することが可能な任
意の出力態様で出力されてもよい。例えば他の実施形態においては、情報処理システム１
は、上記向きを表す画像とともに（または画像に代えて）、当該向きを表す音声を出力し
てもよい。なお、上記音声は、端末装置２および／またはモニタ４から出力される。また
、後述するようなマップの画像（図２５参照）によって、表示範囲を基準として目標への
向きをユーザに推測させることも可能である。本願のガイド画像によれば、表示範囲に対
する目標の向きをより直感的にわかりやすく提示することができる。
【０１０９】
　また、本実施形態においては、情報処理装置３は、ガイド情報とともに、ユーザ情報を
出力してもよい。ここで出力されるユーザ情報は、ガイド情報に対応する付加情報を入力
したユーザを表す。例えば、図１７においては、コメントを入力したユーザの名前（Ａさ
ん）を表すユーザ画像４２がガイド画像４１とともに表示される。これによれば、ユーザ
は、コメントを入力したユーザが誰であるかによってそのコメントを見るかどうか（すな
わち、そのコメントの方へ表示範囲を移動させるかどうか）を判断することができる。
【０１１０】
　また、情報処理装置３は、ガイド情報とともに、目標の種類を表す情報を出力してもよ
い。例えば図１７においては、ガイド画像４１とともに、目標の種類を表す画像（「Ａさ
んのコメント」を表す画像）４２が表示される。目標の種類とは、例えば、目標の位置お
よび／または範囲が表示範囲に含まれる場合に出力される情報の種類である。具体的には
、目標の種類を表す情報は、「コメント」あるいは「評価情報」といった、出力される内
容に関する種類であってもよいし、「Ａさん」あるいは「Ｂさん」といった、情報の入力
者の種類であってもよい。これによって、どのような情報が目標として設定されているか
をユーザに通知することができる。ユーザは、目標へと実際に表示範囲を動かす前に、目
標の場所で出力される情報の種類を知ることができる。
【０１１１】
　なお、パノラマ画像上において付加情報の位置が移動する場合、付加情報に対応する目
標も付加情報の移動に応じて移動される。このとき、情報処理システム１は、ガイド情報
が表す向きを目標（付加情報）の移動に応じて変化させる。すなわち、情報処理システム
１は、ガイド情報を出力する間、その時点での表示範囲と、目標との位置関係を繰り返し
算出し、ガイド情報が表す向きを当該位置関係に基づいて繰り返し算出してもよい。これ
によれば、目標が移動する場合であっても、移動に応じた正確な向きを表すガイド情報を
出力することができる。
【０１１２】
　（４－５）ガイド情報の出力先
　本実施形態においては、ガイド情報は、付加情報が表示される表示装置（端末装置２）
に表示される（図１７、図１８参照）。したがって、ユーザは、端末装置２を操作して表
示範囲を移動させる際にガイド情報を認識することができるので、ユーザにガイド情報を
より確実に認識させることができる。なお、他の実施形態においては、ガイド情報は、付
加情報が表示される表示装置とは別の表示装置（モニタ４）に表示されてもよい。これに
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よれば、端末装置２に表示されるパノラマ動画を見やすく提示することができる。また、
他の実施形態においては、２つの表示装置の両方にガイド情報が表示されてもよい。
【０１１３】
　（４－６）ガイド情報に対応する付加情報の内容
　なお、付加情報に対応して目標が設定される場合、ガイド情報に対応する付加情報の内
容は、ユーザが入力した付加情報に限らない。ガイド情報に対応する付加情報は、パノラ
マ動画の再生中における表示範囲および再生時点に関する条件が満たされる場合に、パノ
ラマ動画とともに出力される情報であればよい。つまり、上記付加情報は、パノラマ動画
が所定の再生時点となり、かつ、表示範囲が所定の範囲を含む場合にパノラマ動画ととも
に出力されるものであればよい。例えば、上記付加情報は、上記（３－４）で述べたよう
な、外部の装置から取得される情報であってもよいし、パノラマ動画に予め登録されてい
る情報であってもよい。また、後述する履歴関連情報は付加情報の一種であり、履歴関連
情報に対してガイド情報が設定されてもよい。
【０１１４】
　［５．他のパノラマ動画再生を反映する出力］
　本実施形態においては、情報処理システム１は、上述した「パノラマ動画が別に再生さ
れる場合」における再生内容を反映してパノラマ動画を出力することが可能である。なお
、再生内容とは、パノラマ動画の表示範囲、および、表示範囲内における位置（例えばユ
ーザによって指定された位置）を含む概念である。情報処理システム１は、例えば、過去
にパノラマ動画が再生された場合に取得された履歴に基づく情報をパノラマ動画とともに
出力することが可能である。また例えば、複数の表示装置において１つのパノラマ動画が
同時に再生される場合において、情報処理システム１は、他の表示装置で再生されている
表示範囲を表す情報を、別の表示装置においてパノラマ動画とともに出力したりすること
が可能である。上記のように、本実施形態においては、情報処理システム１は、過去にお
いてまたは他の装置においてパノラマ動画が再生される際の再生内容を、現在再生中のパ
ノラマ動画の出力に反映する。これによって、パノラマ画像を再生する際により多くの情
報をユーザに提示することができる。例えば、他のユーザがパノラマ動画のどこを見てい
たか等の興味深い情報をユーザに提示することができる。
【０１１５】
　パノラマ動画が別に再生される場合における再生内容を反映してパノラマ動画を出力す
る態様としては、過去に再生された再生内容を反映する第１の態様と、他の装置において
同時に（リアルタイムに）再生された再生内容を反映する第２の態様とが少なくとも考え
られる。第１の態様は、過去にパノラマ動画が再生された場合における再生内容を、その
パノラマ動画がその後に再生される場合に反映させる態様である。第２の態様は、少なく
とも２つの表示装置において同じパノラマ動画（表示範囲は異なっていてもよい）が再生
される場合に、ある表示装置における再生内容を、他の表示装置におけるパノラマ動画の
再生に反映させる態様である。以下、第１の態様および第２の態様について説明する。
【０１１６】
　（５－１）第１の態様
　第１の態様において、情報処理システム１は、パノラマ動画の再生中における表示範囲
に関する情報を履歴情報として記憶しておき、その後において当該パノラマ動画が再生さ
れる際に、記憶した履歴情報に基づいて出力を行う（後述する第２および第３モード）。
すなわち、情報処理装置３は、パノラマ動画の再生中において上述の範囲情報を取得し、
情報処理装置がアクセス可能な記憶部に履歴情報として記憶する。そして、情報処理装置
３は、履歴情報が記憶された後で、履歴情報に基づく情報を出力する。
【０１１７】
　上記のように、本実施形態においては、パノラマ画像の再生中において、ユーザによっ
て操作された表示範囲を履歴情報として記憶しておくことが可能である。これによって、
履歴情報に応じた出力をパノラマ動画の再生とともに行うことが可能である。例えば、情
報処理装置３は、履歴情報に基づいて付加情報を生成し、当該付加情報をパノラマ動画と
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ともに出力したり、履歴に基づいて表示範囲を制御してパノラマ動画を再生したりするこ
とができる。これによれば、ユーザは、例えばパノラマ動画のどの位置がよく見られてい
るか、および／または、他のユーザがパノラマ動画のどの場所を見ていたか等を知ること
ができる。つまり、本実施形態によれば、単にパノラマ動画を提示するだけでなく、ユー
ザにとって興味深い情報をパノラマ動画とともに提示することができる。以下、履歴の記
憶および履歴に基づくパノラマ動画の再生の詳細について説明する。
【０１１８】
　（５－１－１）履歴情報の記憶
　情報処理システム１は、パノラマ動画の再生中において、上記の履歴情報を記憶する。
本実施形態において、情報処理システム１は、パノラマ動画における再生時点を特定可能
な時間情報と、当該再生時点における表示範囲および／または当該表示範囲内の位置を特
定可能な範囲情報とを関連づけた履歴情報を記憶する。履歴情報は、上述の記憶部（ここ
ではメモリ６）に記憶される。図２０は、履歴情報の一例を示す図である。図２０に示す
ように、履歴情報は、上記時間情報と範囲情報との組を複数含む。本実施形態においては
、時間情報はパノラマ画像のフレーム番号の情報であり、範囲情報は仮想カメラ２２の姿
勢を表すベクトルの情報である。本実施形態においては、時間情報と範囲情報との組がパ
ノラマ動画の１フレーム毎に記憶されるが、他の実施形態においては、所定時間間隔で当
該組が記憶されてもよいし、キーとなるフレームについて当該組が記憶されてもよいし、
所定の条件が満たされたタイミングで当該組が記憶されてもよい。上記のように、時間情
報と範囲情報とを関連づけた履歴情報を記憶することによって、パノラマ動画における各
再生時点における表示範囲を特定することができる。
【０１１９】
　また、図２０に示すように、本実施形態においては、履歴情報に対応するユーザを表す
ユーザ情報が履歴情報と関連づけて記憶される。なお、「履歴情報に対応するユーザ」と
は、履歴情報により表される表示範囲の操作を行ったユーザである。ユーザ情報は、ユー
ザを特定可能な情報であればどのような情報であってもよいが、本実施形態においては、
予め登録されたユーザの名前がユーザ情報として記憶される。
【０１２０】
　なお、他の実施形態においては、履歴情報には上記の情報以外の他の情報が含まれてい
てもよい。例えば、履歴情報は、表示範囲の大きさを示す情報（ズーム情報）を含んでい
てもよい。また、履歴情報は、パノラマ動画の再生中にユーザが行った、再生に関する操
作を示す情報（再生制御情報と呼ぶ）を含んでいてもよい。再生制御情報とは、例えば、
パノラマ動画の再生の一時停止、巻き戻し、および早送り等の操作を示す情報である。再
生制御情報は、さらに、当該操作が行われた再生時点を含んでいてもよい。また、パノラ
マ動画がいわゆるマルチカメラ方式である場合がある。マルチカメラ方式においては、単
一の空間を異なる視点から見た複数のパノラマ動画が用意され、パノラマ動画の再生中に
おいて視点を切り替えることが可能である。この場合には、当該視点の情報を履歴情報に
含めて記憶してもよい。また、上述したコメント（付加情報）がユーザによって入力され
る場合には、上述の入力情報と履歴情報とを関連づけて記憶しておいてもよい。つまり、
上記入力情報を履歴情報の一部として記憶しておいてもよい。
【０１２１】
　（５－１－２）履歴情報を用いたパノラマ動画の再生
　情報処理システム１は、上記履歴情報に基づいてパノラマ動画の再生を行うことが可能
である。すなわち、情報処理システム１は、履歴情報に応じて出力内容（表示態様）を変
化させてパノラマ動画を出力する。これによって、パノラマ動画を単に提示するだけでな
く、履歴情報（あるいは履歴情報に基づく情報）をユーザに提示することができる。ここ
で、履歴情報に応じて出力内容を変化させてパノラマ動画を出力する方法としては、例え
ば以下の（Ａ）～（Ｃ）の方法が考えられる。
【０１２２】
　（Ａ）履歴関連情報を出力する方法
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　本実施形態において、情報処理システム１は、履歴情報に基づいて生成される情報をパ
ノラマ動画とともに出力することが可能である。以下では、履歴情報に基づいて生成され
る情報を「履歴関連情報」と呼ぶ。情報処理システム１は、以下に説明する各種の履歴関
連情報を履歴情報から生成し、パノラマ動画が再生される際に当該履歴関連情報を出力す
る。これによれば、ユーザは、パノラマ動画の再生中に履歴関連情報を見ることにより、
他のユーザの履歴に関する情報を知ることができる。
【０１２３】
　（表示範囲の方向を表す履歴関連情報）
　図２１は、履歴関連情報の画像の一例を示す図である。図２１に示す履歴関連情報は、
履歴情報により特定される表示範囲の向きをユーザに提示するものである。すなわち、図
２１においては、現在の表示範囲に対する、履歴情報（履歴情報に含まれる範囲情報）に
より特定される表示範囲の向きを表す画像５１が履歴関連情報として表示される。なお、
履歴関連情報である画像５１は、上述のガイド情報であるとも言える。
【０１２４】
　具体的には、情報処理システム１は、履歴情報に含まれる範囲情報のうち、現在の再生
時点に対応する時間情報に関連づけられる範囲情報に基づいて、パノラマ画像上の範囲ま
たは位置を特定する。そして、現在の表示範囲を基準として、算出された範囲または位置
の向きを算出する。なお、この向きは、上述したガイド情報が表す向きと同様の方法で算
出することができる。情報処理システム１は、算出された向きを表す画像５１を端末装置
２に表示させる。なお、画像５１は、ＬＣＤ１１の画面上において、算出された向きに応
じた位置（図２１では、算出された向きが左向きであるので、画面左側の位置）に表示さ
れる。
【０１２５】
　上記画像５１が提示されることによって、ユーザは、自分が見ている表示範囲を基準に
して、他のユーザがパノラマ動画のどこを見ていたかを知ることができる。また、他のユ
ーザが見ていた場所が気になる場合には、ユーザは、画像５１が示す方向に表示範囲を移
動させることによって、当該他のユーザが見ていた場所と同じ場所を見ることができる。
なお、図２１に示す例において、現在の表示範囲と履歴情報により特定される表示範囲と
が（一部において）重なる場合には、その旨を通知する画像が表示されてもよい。
【０１２６】
　また、図２１においては、履歴関連情報を表す画像５１とともに、当該履歴関連情報に
対応するユーザ情報（履歴情報に関連づけられて記憶されるユーザ情報）を表す画像５２
が表示される。これによって、ユーザは、履歴関連情報により特定される表示範囲を見て
いたユーザを特定することができる。ここで、パノラマ動画は、一画面内に収まらない領
域を有する動画であり、端末装置２における表示範囲はユーザが自由に操作することがで
きる。そのため、表示範囲の位置やその変化は、パノラマ動画を見る人（ユーザ）によっ
て異なるので、表示範囲の履歴情報はユーザの個性を反映したものと言え、このような履
歴情報は他のユーザにとって有益な（興味深い）情報となり得る。したがって、履歴情報
とともにユーザ情報を提示することで、パノラマ動画に対するユーザの興味を向上させる
ことができ、パノラマ動画を何度も視聴する動機付けをユーザに与えることができる。な
お、以下に説明する他の内容を表す表示態様（図２２および図２３）においても、履歴関
連情報とともにユーザ情報が表示されてもよい。
【０１２７】
　（表示頻度を表す履歴関連情報）
　図２２は、履歴関連情報の画像の他の一例を示す図である。図２２に示す履歴関連情報
は、履歴情報から得られる、パノラマ画像上における所定の範囲についての表示頻度をユ
ーザに提示するものである。図２２においては、以前のパノラマ動画の再生において現在
の表示範囲が表示された回数を表す画像５３が履歴関連情報として表示される。なお、上
記表示頻度をユーザに提示するための画像は、回数を表す画像５３の他、どのようなもの
であってもよい。情報処理装置３は、例えば、履歴情報に含まれる範囲情報から得られる
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位置およびまたは範囲毎にユーザ情報（各ユーザを表すキャラクタ等）をパノラマ動画と
ともに表示するようにしてもよい。これによれば、以前のパノラマ動画の再生において現
在の表示範囲が表示された回数に応じた数のユーザ情報が表示されるので、ユーザは、表
示されるユーザ情報の数によって当該回数の多寡を知ることができる。
【０１２８】
　上記回数を表示頻度として算出する場合、情報処理システム１はまず、履歴情報に含ま
れる範囲情報のうち、現在の再生時点に対応する時間情報に関連づけられる範囲情報を選
出する。そして、選出された範囲情報に基づいて、パノラマ画像上の範囲または位置を特
定し、特定された範囲または位置が現在の表示範囲に含まれるか否かを判定する。情報処
理システム１は、記憶部に記憶される各履歴情報について上記の判定を行い、判定結果が
肯定となる履歴情報の数をカウントする。以上のようにしてカウントされた数を表す画像
５３が端末装置２に表示される。画像５３の履歴関連情報は、複数の履歴情報から得られ
る統計を表すものである。また、画像５３は、ＬＣＤ１１の画面上における所定位置に表
示される。なお、情報処理システム１は、画像５３を繰り返し（例えば、１フレーム毎に
）更新してもよい。
【０１２９】
　上記回数は、記憶されている１以上の履歴情報のうちで、時間情報に関する条件（時間
情報が現在の再生時点に対応すること）と、範囲情報に関する条件（範囲情報が表す範囲
または位置が現在の表示範囲に含まれること）とを満たす履歴情報の数であった。これに
よって、複数回のパノラマ動画の再生を対象とした表示頻度を算出することができ、当該
表示頻度をユーザに提示することができる。すなわち、上記画像５３が提示されることに
よって、ユーザは、自分が見ている表示範囲が他のユーザにどの程度見られているかを知
ることができる。例えばユーザは、人気が高い（他のユーザによく見られている）範囲に
表示範囲を合わせてパノラマ動画を再生したり、逆にあまり見られていない範囲に表示範
囲を合わせてパノラマ動画を再生したりすることができる。また、上記画像５３によって
、複数人のユーザ（あるいは複数回の視聴）に基づく統計情報をユーザに提供することが
できる。
【０１３０】
　なお、履歴情報から算出される表示頻度は、複数回のパノラマ動画の再生を対象とした
ものに限らず、１回のパノラマ動画の再生を対象としたものであってもよい。つまり、表
示頻度は、１回のパノラマ動画の再生において、パノラマ画像中の所定範囲がどの程度見
られたかを表すものであってもよい。図２３は、履歴情報に基づく履歴関連情報の画像の
他の一例を示す図である。図２３に示す履歴関連情報は、上述のオブジェクト情報が表す
オブジェクトに関するものであり、１回のパノラマ動画の再生においてオブジェクト（オ
ブジェクトの範囲）がどの程度見られたか（表示されたか）を表す。すなわち、図２３に
おいては、現在の表示範囲内のオブジェクトについて、履歴情報に基づいて判断されるオ
ブジェクトの表示頻度（注目度合い）を表す画像５４が履歴関連情報として表示される。
なお、図２３に示すように、履歴関連情報を表す画像５４は、当該履歴関連情報に対応す
るオブジェクトの位置（範囲）に関連づけて表示される。上記画像５４が提示されること
によって、ユーザは、パノラマ動画を他のユーザが再生した際にそのオブジェクトをどの
程度注目していたかを知ることができる。
【０１３１】
　１回のパノラマ動画の再生を対象とした表示頻度を算出する場合、情報処理システム１
は、履歴情報に含まれる範囲情報のうちで、パノラマ画像上における位置に関する所定の
条件を満たす範囲情報の数を算出する。具体的に本実施形態においては、情報処理システ
ム１は、履歴情報に含まれる各範囲情報について、範囲情報により特定される表示範囲内
に上記オブジェクトが含まれているか否かを判定する。なお、この判定は、各範囲情報と
上記オブジェクト情報とに基づいて行うことができる。情報処理システム１は、上記の判
定の結果が肯定となる範囲情報の数をカウントし、カウントされた数に応じた注目度合い
を判断する。例えば、上記の数が所定数以上である場合には、当該オブジェクトに関連づ
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けて注目度合いが高いことを表す画像５４が履歴関連情報として出力される。一方、上記
の数が所定数より小さい場合には、注目度が低いことを表す画像が履歴関連情報として出
力されてもよいし、履歴関連情報が出力されなくてもよい。
【０１３２】
　なお、他の実施形態においては、複数回のパノラマ動画の再生を対象としてオブジェク
トの表示頻度（注目度合い）を表す履歴関連情報を算出することも可能である。このとき
、情報処理システム１は、上記範囲情報の数を算出する処理を、記憶部に記憶されている
各履歴情報について行う。
【０１３３】
　また、履歴関連情報が表す表示頻度は、パノラマ画像中の所定範囲に関する表示頻度を
表すものであればよく、当該所定範囲は、表示範囲でもよいし、オブジェクトの範囲でも
よい。
【０１３４】
　また、表示頻度（注目度合い）は、上述した再生制御情報を用いて決定されてもよい。
例えば、情報処理システム１は、ユーザが再生を一時停止した時点で表示範囲に含まれる
オブジェクトについて注目度合いが高いと判断してもよい。また例えば、巻き戻しによっ
て何回も繰り返し再生された期間に表示されていた範囲については、表示頻度（あるいは
注目度合い）が高いと判断してもよい。
【０１３５】
　なお、履歴関連情報は、例えば画像５４のように、パノラマ画像上における特定の位置
に表示されることがあり得る。この場合、情報処理システム１は、上記（３－３－２）で
説明した付加情報と同様、履歴関連情報を、当該履歴関連情報に対応するオブジェクトの
移動に合わせて移動させて表示するようにしてもよい。
【０１３６】
　また、他の実施形態においては、情報処理システム１は、履歴関連情報を表す画像を表
示させることとともに、あるいは、表示させることに代えて、履歴関連情報を表す音声を
出力してもよい。なお、上記音声は、端末装置２および／またはモニタ４から出力される
。
【０１３７】
　（履歴関連情報の出力先）
　本実施形態においては、履歴関連情報も上記［３．ユーザによるコメントの入力］等で
説明した付加情報と同様、端末装置２に表示される。これによって、ユーザに履歴関連情
報をより確実に認識させることができる。なお、履歴関連情報も上記付加情報と同様、モ
ニタ４に表示されてもよい。これによれば、端末装置２に表示されるパノラマ動画を見や
すく提示することができる。また、他の実施形態において、情報処理システム１は、モニ
タ４にパノラマ画像の全体を表示し、全体のパノラマ画像とともに（全体のパノラマ画像
に重ねて）履歴関連情報を表示してもよい。
【０１３８】
　（Ｂ）履歴情報に基づいて決定される表示範囲を再生する方法
　本実施形態において、情報処理システム１は、履歴情報に基づいて表示範囲を決定して
パノラマ動画を再生することが可能である。具体的には、情報処理システム１は、パノラ
マ動画の各再生時点（各フレーム）における表示範囲を、履歴情報に記憶されている範囲
情報に基づいて決定する。そして、決定された表示範囲のパノラマ画像を表示装置に表示
させる。これによって、ユーザは、履歴情報が記憶された場合と同じ表示範囲でパノラマ
動画を再生することができる。
【０１３９】
　本実施形態においては、履歴情報に基づいて決定された表示範囲のパノラマ動画は、モ
ニタ４に表示される。一方、端末装置２には、ユーザ入力に基づいて決定される表示範囲
のパノラマ動画が表示される。これによって、ユーザは、端末装置２を用いて所望の表示
範囲でパノラマ動画を見ることができるとともに、それと同時に、他のユーザが見ていた
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表示範囲でパノラマ動画を見ることができる。なお、他の実施形態においては、情報処理
システム１は、履歴情報に基づいて決定された表示範囲のパノラマ動画を単に１つの表示
装置（端末装置２またはモニタ４）によって再生してもよい。また、他の実施形態におい
て、パノラマ画像の全体、あるいは、パノラマ画像が表す空間の画像（例えば、鳥瞰図や
マップ）がモニタ４に表示される場合、モニタ４に表示される画像とともに（当該画像に
重ねて）履歴関連情報が表示されてもよい。
【０１４０】
　図２４は、履歴情報に基づいて決定された表示範囲のパノラマ動画がモニタ４に表示さ
れる場合の一例を示す図である。図２４においては、仮想カメラ２２の視線方向が正面方
向を向くときの表示範囲のパノラマ動画５５とともに、履歴情報に基づいて決定された表
示範囲のパノラマ動画５６がモニタ４に表示される。このように、履歴情報に基づく表示
範囲のパノラマ動画５６は、モニタ４の画面領域の一部に表示されてもよい。履歴情報に
基づく表示範囲のパノラマ動画５６は、端末装置２の画面領域の一部に表示されてもよい
。また、例えば、複数の履歴情報からそれぞれ複数の表示範囲が決定され、決定された各
表示範囲のパノラマ動画（複数のパノラマ動画）が、モニタ４および／または端末装置２
に表示されてもよい。
【０１４１】
　また、表示範囲は、複数の履歴情報に基づいて決定されてもよい。例えば、情報処理シ
ステム１は、表示頻度が高い表示範囲を、複数の履歴情報を用いて特定し、特定された表
示範囲のパノラマ動画を表示するようにしてもよい。
【０１４２】
　（Ｃ）パノラマ動画とともに他の画像を表示する方法
　また、他の実施形態においては、情報処理システム１は、履歴情報に基づいて補助画像
を生成し、当該補助画像をパノラマ動画とともに表示してもよい。補助画像は、履歴情報
に基づいて決定される表示範囲に応じた画像であり、換言すれば、当該表示範囲をユーザ
に認識させることができる画像である。補助画像としては、例えば、パノラマ動画が表す
空間を上方から見たマップ（あるいは俯瞰図）の画像が考えられる。
【０１４３】
　図２５は、パノラマ動画とともに補助画像が表示される場合の一例を示す図である。図
２５においては、現在の表示範囲のパノラマ動画６１とともに、パノラマ動画が表すマッ
プ画像６２が補助画像として端末装置２に表示される。マップ画像６２は、パノラマ動画
６１が表す空間を上方から見たマップを表す画像である。マップ画像６２は、例えば視点
画像６３を含む。視点画像６３は、マップ上における視点の位置を表す。すなわち、カメ
ラを表す視点画像６３が、マップ上における視点の位置に配置される。なお、視点の移動
方向および移動速度が予めわかる場合、マップ上における視点の位置は、現在の再生時点
（フレーム番号）から特定することができる。
【０１４４】
　また、視点画像６３は、マップ上における視線方向を表す。すなわち、カメラを表す視
点画像６３は、マップ上における視線方向を向くように配置される。上記視線方向は、履
歴情報に基づいて決定される表示範囲から（例えば仮想カメラ２２の姿勢を用いて）算出
することができる。このように、情報処理装置３は、範囲情報に基づく表示範囲に対応す
る視線方向を表す画像（視点画像６３）を表示装置に表示させてもよい。これによって、
他のユーザが見ていた方向をユーザに提示することができる。なお、図２５においては、
視点画像６３は、履歴情報に基づく表示範囲に対応する視線方向を表すが、履歴情報に基
づく位置に対応する視線方向を表すものであってもよい。
【０１４５】
　また、マップ画像６２は、履歴関連情報を含んでいてもよい。例えば図２５においては
、注目度合いが高いことを表す画像６４がマップ上に配置される。このとき、履歴関連情
報はパノラマ動画６１上にも表示されてもよいし、されなくてもよい。このように、情報
処理装置３は、パノラマ動画が表す空間と、範囲情報に基づく位置（パノラマ動画上にお
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ける位置。ここでは履歴関連情報の位置）に対応する当該空間内における位置とを表す画
像を表示装置に表示させてもよい。これによって、範囲情報が表す位置を、パノラマ動画
とは異なる視点から見た画像で表現することができ、当該位置をよりわかりやすくユーザ
に提示することができる。
【０１４６】
　なお、履歴関連情報のマップ上における位置は、履歴関連情報のパノラマ動画上におけ
る位置から算出することができる。マップ上における位置は、どのような方法で算出され
てもよい。例えば、パノラマ動画上の位置（あるいは仮想カメラ２２の姿勢）と、マップ
上における位置とを予め対応づけた情報を用意してくことで、パノラマ動画上の位置から
当該情報に基づいてマップ上の位置を算出することができる。また例えば、上記オブジェ
クト情報が用意される場合には、オブジェクト情報により表されるオブジェクトに関する
マップ上の位置を予め算出しておき、パノラマ動画上の位置からオブジェクトを特定し、
オブジェクトからマップ上の位置を特定するようにしてもよい。
【０１４７】
　以上のように、履歴情報に基づく表示範囲および／または履歴関連情報は、マップ画像
を用いて表すことも可能である。履歴情報に基づく表示範囲および／または履歴関連情報
を、パノラマ動画とは別の補助画像上に表示することによって、パノラマ動画を見やすく
表示することができる。
【０１４８】
　また、他の実施形態においては、情報処理システム１は、上記の（Ａ）～（Ｃ）の方法
のうちのいくつかを同時に用いてパノラマ動画を再生してもよい。例えば、情報処理シス
テム１は、パノラマ動画とともに履歴関連情報を端末装置２に表示しつつ、履歴情報に基
づいて決定された表示範囲のパノラマ動画をモニタ４に表示するようにしてもよい。
【０１４９】
　（５－１－３）履歴情報の取得
　過去に再生された再生内容を反映する第１の態様において、履歴情報を取得する装置と
、履歴情報を反映させる装置とは同じ装置であってもよいし、異なる装置であってもよい
。すなわち、情報処理装置３は、履歴情報を反映したパノラマ動画を表示する表示装置に
おいて再生されるパノラマ動画に関する範囲情報を履歴情報として取得してもよい。また
、情報処理装置３は、履歴情報を反映したパノラマ動画を表示する表示装置とは異なる他
の表示装置において再生されるパノラマ動画に関する範囲情報を取得してもよい。このと
き、例えば上記（Ｂ）で述べたように、情報処理装置３は、２つの表示装置を用いてパノ
ラマ動画を再生してもよい。すなわち、情報処理装置３は、パノラマ動画が上記表示装置
（本実施形態においては端末装置２）において表示される間、所定の入力装置に対する入
力に基づいて表示範囲を決定し、決定された表示範囲のパノラマ動画を上記他の表示装置
（本実施形態においてはモニタ４）に表示させてもよい（図２４）。
【０１５０】
　情報処理システム１は、端末装置２に対する入力に応じて履歴情報を記憶する他、情報
処理システム１の外部の他の装置から履歴情報を取得してもよい。そして、取得された履
歴情報に応じて出力内容を変化させてパノラマ動画を出力するようにしてもよい。例えば
、情報処理装置３は、インターネット等のネットワークを介して外部の装置と通信可能で
あってもよく、このとき、当該外部の装置から履歴情報を取得してもよい。これによれば
、ユーザは、他のユーザ（例えば知人や有名人）の履歴情報に基づく情報をパノラマ動画
とともに見ることができる。
【０１５１】
　なお、外部の装置から履歴情報を取得する場合において、履歴情報には、当該履歴情報
により表される入力を行ったユーザを表すユーザ情報が含まれていてもよい。このとき、
情報処理システム１は、パノラマ動画を出力する場合にユーザ情報を出力してもよい。例
えば、履歴関連情報を出力する場合には、履歴関連情報とともにユーザ情報を出力しても
よいし（図２０参照）、履歴情報に基づいて表示範囲を決定する場合には、決定された表
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示範囲のパノラマ動画とともにユーザ情報を出力してもよい。
【０１５２】
　（５－２）第２の態様
　本実施形態において、情報処理システム１は、２つの表示装置（端末装置２およびモニ
タ４）において同じパノラマ動画を再生させ、一方の表示装置における再生内容を、他の
表示装置におけるパノラマ動画の再生に反映させる（後述する第４モード）。すなわち、
情報処理装置３は、パノラマ動画が表示装置（例えばモニタ４）において表示される間に
、当該表示装置とは別の他の表示装置（例えば端末装置２）において当該パノラマ動画を
出力させる。そして、情報処理装置３は、上記他の表示装置（端末装置２）においてパノ
ラマ動画が再生される場合に上記範囲情報を取得する。さらに、情報処理装置３は、他の
表示装置（端末装置２）においてパノラマ動画が再生される間に、取得された範囲情報に
応じて出力内容を変化させて表示装置（モニタ４）にパノラマ動画を表示させる。
【０１５３】
　上記によれば、複数のユーザが同時に１つのパノラマ動画を見ている場合において、他
のユーザがパノラマ動画のどの場所を見ているかという、ユーザにとって興味深い情報を
パノラマ動画とともに提示することができる。以下、他の装置において同時に再生された
再生内容を反映する第２の態様について詳細を説明する。
【０１５４】
　（５－２－１）範囲情報の取得
　第２の態様において、情報処理システム１は、パノラマ動画が再生される際、少なくと
も範囲情報を取得する。本実施形態においては、情報処理装置３は、端末装置２およびモ
ニタ４においてパノラマ動画を再生させる際、端末装置２における再生に関する範囲情報
を取得する。なお、第２の態様においては、ある表示装置における再生において取得した
範囲情報をリアルタイムで別の表示装置における再生に反映させるので、時間情報は必ず
しも取得されなくてもよい。ただし、現時点で取得した範囲情報に加えて、過去に取得し
た範囲情報に基づいて出力内容を変化させる場合には、情報処理装置３は、上記第１の態
様と同様、範囲情報とともに時間情報を取得してもよい。また、情報処理装置３は、範囲
情報とともに、ユーザ情報、ズーム情報、および再生制御情報等のうちいくつかを取得し
てもよい。
【０１５５】
　（５－２－２）範囲情報を用いたパノラマ動画の再生
　情報処理システム１は、上記範囲情報に基づいてパノラマ動画の再生を行う。すなわち
、情報処理システム１は、範囲情報に応じて出力内容（表示態様）を変化させてパノラマ
動画を出力する。これによって、パノラマ動画を単に提示するだけでなく、他の表示装置
における再生内容に関する情報（範囲情報）をユーザに提示することができる。第２の態
様において、範囲情報に応じて出力内容を変化させてパノラマ動画を出力する方法として
は、例えば以下の方法が考えられる。
【０１５６】
　本実施形態においては、情報処理装置３は、端末装置２における再生によって取得され
た範囲情報に基づいて決定される表示範囲をモニタ４において再生する。すなわち、端末
装置２における表示範囲のパノラマ動画の画像を、モニタ４の一部領域において表示させ
る。具体的には、情報処理装置３は、パノラマ動画がモニタ４において表示される間、所
定の入力装置（端末装置２）に対する入力に基づいて表示範囲を決定し、決定される表示
範囲のパノラマ動画を端末装置２に表示させる。そして、情報処理装置３は、所定の範囲
のパノラマ動画をモニタ４に表示させるとともに、上記範囲情報に基づく表示範囲のパノ
ラマ動画をモニタ４に表示させる。このとき、モニタ４に表示される画像については、例
えば図２４と同様、仮想カメラ２２の視線方向が正面方向を向くときの表示範囲のパノラ
マ動画５５とともに、上記範囲情報に基づく表示範囲のパノラマ動画がモニタ４の一部の
領域に表示されてもよい。
【０１５７】
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　上記によれば、モニタ４を見ることで端末装置２の再生内容を確認することができる。
ここで、端末装置２は可搬型であるので、端末装置２の表示画面を複数人で見ると見づら
くなる。これに対して、モニタ４に端末装置２の再生内容を表示することで、端末装置２
のユーザ以外の他のユーザは端末装置２の再生内容を容易に確認することができる。これ
によって、端末装置２のユーザと他のユーザとの間でコミュニケーションが図りやすくな
り、例えば表示範囲を操作しない他のユーザもパノラマ動画を十分に楽しむことができる
。
【０１５８】
　なお、端末装置２において表示範囲が操作されるパノラマ動画をモニタ４に表示する場
合、他のユーザは、自身が操作しない表示範囲のパノラマ動画を見ることになる。このと
き、表示範囲の変化が大きい場合には、他のユーザはパノラマ動画を見づらく感じるおそ
れがある。例えば、表示範囲が急激に変化する場合等には、他のユーザはパノラマ動画を
見づらく感じるおそれがある。また例えば、本実施形態のように端末装置２自体を動かす
ことで表示範囲が移動する場合に、手ぶれによる表示範囲の小さな移動（揺れ）が生じる
と、他のユーザはパノラマ動画を見づらく感じるおそれがある。そのため、情報処理装置
３は、範囲情報に基づいて決定される表示範囲における変化を軽減してパノラマ動画を表
示装置（モニタ４）に表示させてもよい。これによって、他のユーザにとってより見やす
いパノラマ動画を提供することができる。なお、表示範囲の変化を軽減する方法としては
、例えば以下の方法が考えられる。
【０１５９】
　例えば、端末装置２にパノラマ動画を表示するための端末装置用仮想カメラと同じ視点
に同じ視線方向となるモニタ用仮想カメラを仮想世界に設定し、当該端末装置用仮想カメ
ラの動きと基本的に同じ動きで当該モニタ用仮想カメラを動作させる。そして、第１の制
御例として、実空間における端末装置２の向きの単位時間当たり変化量が所定の閾値未満
である場合や、端末装置２の動きを検出するセンサ（加速度センサ１４、ジャイロセンサ
１５等）から出力される値（加速度や角速度を示す値）が所定の閾値未満である場合等に
は、上記モニタ用仮想カメラの姿勢を固定して、手ぶれによる画像の相対的に小さな揺れ
を防止する。そして、上記変化量や出力値が０になった場合や当該閾値以上となった場合
に上記端末装置用仮想カメラの姿勢に近づくまたは同じとなるように当該モニタ用仮想カ
メラの姿勢を制御する。
【０１６０】
　第２の制御例として、実空間における端末装置２の向きの単位時間当たり変化量が所定
の閾値以上である場合や、端末装置２の動きを検出するセンサから出力される値が所定の
閾値以上である場合等には、上記モニタ用仮想カメラの動きを制限して、視線方向の相対
的に大きな変化を抑制する。そして、上記変化量や出力値が当該閾値未満となった場合に
上記端末装置用仮想カメラの姿勢に近づくように当該モニタ用仮想カメラの姿勢を制御す
る。
【０１６１】
　第３の制御例として、上記端末装置用仮想カメラの動きに所定の割合で追従するように
上記モニタ用仮想カメラの動きを制御することによって、手ぶれによる画像の相対的に小
さな揺れや視線方向の相対的に大きな変化を抑制する。具体的には、上記端末装置用仮想
カメラの視線方向と上記モニタ用仮想カメラの視線方向との角度差に対して所定の割合（
例えば、５０％）だけ、当該端末装置用仮想カメラの視線方向に近づくように当該モニタ
用仮想カメラの視線方向が常に変化するように制御する。
【０１６２】
　上記の制御例の１つまたは組み合わせを用いて姿勢制御されるモニタ用仮想カメラから
見た上記立体モデル内面の画像をモニタ４に表示することによって、端末装置２に表示し
ているパノラマ動画の視線方向の変化を軽減した画像をモニタ４に表示することができる
。
【０１６３】
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　また、上述した説明では、ある表示装置に表示しているパノラマ動画を他の表示装置に
表示する場合において、表示範囲の移動の変化を軽減する例を説明した。なお、他の実施
形態においては、表示範囲が拡大または縮小する際の変化を軽減することも考えられる。
例えば、端末装置２を把持するユーザが端末装置２に表示されているパノラマ動画を拡大
表示または縮小表示する操作を行った場合、ＬＣＤ１１には当該操作に応じて拡大または
縮小したパノラマ動画がそのまま表示される。一方、端末装置２に対する操作に応じて拡
大または縮小して端末装置２に表示されたパノラマ動画をモニタ４にも表示する場合、当
該パノラマ動画の拡大率または縮小率が所定の閾値以上となる場合は、拡大率または縮小
率を当該閾値に抑制したパノラマ動画をモニタ４に表示する。また、端末装置２に対する
操作に応じて、パノラマ動画を拡大してから縮小するまでの時間またはパノラマ動画を縮
小してから拡大するまでの時間が所定時間以内に行われた場合、当該所定時間内に行われ
た縮小または拡大を抑制したパノラマ動画をモニタ４に表示する。このような制御例の１
つまたは組み合わせを用いてパノラマ動画の拡大または縮小を制御したパノラマ動画をモ
ニタ４に表示することによって、端末装置２に拡大または縮小する画像変化を軽減したパ
ノラマ動画をモニタ４に表示することができる。
【０１６４】
　また、他の実施形態において、情報処理装置３は、範囲情報に基づく表示範囲または位
置に対応する視線方向を表す画像をパノラマ動画とともに表示装置に表示させてもよい。
図２６は、視線方向を表す画像の一例を示す図である。図２６においては、端末装置２に
は、端末装置２の姿勢に応じた視線方向（ここでは正面方向よりもやや右向きの視線方向
）に対応する表示範囲のパノラマ動画が表示される。モニタ４には、仮想カメラ２２の視
線方向が正面方向を向くときの表示範囲のパノラマ動画６５とともに、範囲情報に基づく
表示範囲または位置に対応する視線方向を表す画像６６が表示される。本実施形態におい
ては、上記視線方向を表す画像６６は、端末装置２のユーザを模したキャラクタが端末装
置を把持した様子を表す。このとき、キャラクタが把持する端末装置の姿勢は、端末装置
２の実際の姿勢に対応するように変化する。端末装置２の姿勢は上記視線方向に対応して
いるので、端末装置２の姿勢を表す画像６６を表示することによって、ユーザに上記視線
方向を通知することができる。なお、図２６では、画像６６によって表されるキャラクタ
の向きは、端末装置２のユーザの向きと同じとなるように制御される。これに対して他の
実施形態においては、キャラクタの顔が見えやすいように、端末装置２のユーザの向きに
対して前後方向を逆にした向きを向くように（つまり、端末装置２のユーザの鏡像となる
ように）、当該キャラクタの向きが制御されてもよい。また、他の実施形態においては、
上記視線方向を表す画像として、マップ画像６２および視点画像６３がパノラマ動画とと
もに表示されてもよい。これによっても、ユーザに上記視線方向を通知することができる
。
【０１６５】
　また、他の実施形態において、情報処理装置３は、パノラマ動画の再生中においてユー
ザによって指定された位置を表す範囲情報を取得し、当該範囲情報に基づいて決定される
パノラマ画像上における位置を表す画像をパノラマ動画とともに表示装置に表示させても
よい。例えば、端末装置２においてパノラマ動画上のある位置に対して付加情報が入力さ
れた場合、モニタ４においても当該位置に当該付加情報を表示するようにしてもよい。図
２７は、範囲情報に基づく位置を表す画像がパノラマ画像とともに表示される場合の一例
を示す図である。図２７においては、端末装置２の表示範囲内において、付加情報を表す
画像６７が入力されて表示されたものとする。このとき、情報処理装置３は、表示範囲内
において付加情報が入力された位置を表す範囲情報を取得する。そして、情報処理装置３
は、モニタ４に表示される表示範囲において、取得された範囲情報が表す位置に、上記付
加情報を表す画像６８を表示させる。これによって、ユーザは、端末装置２において入力
された付加情報をモニタ４においても確認することができ、端末装置２のユーザ以外の他
のユーザも付加情報を確認することができる。なお、取得された範囲情報が表す位置が、
モニタ４における表示範囲外にある場合には、上記画像６８はモニタ４に表示されない。
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この場合、情報処理装置３は、上述したガイド画像をモニタ４に表示してもよい。また、
上記画像６８が表示される期間は、対応する付加情報を表す画像６７が端末装置２に表示
される期間に基づいて決定される。そのため、情報処理装置３は、付加情報が入力された
位置を表す範囲情報を取得するとともに、上記期間を表す時間情報を取得してもよい。
【０１６６】
　なお、本実施形態においては、端末装置２における再生内容をモニタ４に反映させる場
合を例として説明した。ここで、他の実施形態においては、情報処理装置３は、モニタ４
における再生内容を端末装置２に反映させるようにしてもよい。例えば、情報処理装置３
は、モニタ４における表示範囲のパノラマ画像を端末装置２において表示させるようにし
てもよい。また例えば、モニタ４における表示範囲内の位置を上記操作装置７によって指
定することが可能な場合には、情報処理装置３は、モニタ４における表示範囲内において
指定された位置を表す画像を端末装置２に表示させるようにしてもよい。
【０１６７】
　以上のように、上記第１の態様および第２の態様においては、情報処理装置３は、パノ
ラマ動画の再生中において、所定の入力装置（端末装置２）に対する入力に基づいて決定
される表示範囲（および／または当該表示範囲内の位置）を特定可能な範囲情報を取得す
る。そして、パノラマ動画を表示装置（モニタ４）を用いて出力する場合、取得された範
囲情報に応じて出力内容を変化させてパノラマ動画を出力する。これによって、過去にお
いてまたは他の装置においてパノラマ動画が再生される際の再生内容を、現在再生中のパ
ノラマ動画の出力に反映することができ、パノラマ画像を再生する際により多くの情報を
ユーザに提示することができる。
【０１６８】
　（５－３）再生終了後における履歴情報に基づく出力
　なお、上記第１の態様においては、範囲情報が履歴情報として記憶される。情報処理装
置３は、パノラマ動画の再生が終了した後において当該再生時に取得された履歴情報に基
づく情報を出力するようにしてもよい。例えば、情報処理装置３は、パノラマ動画の再生
中において表示頻度が高かったオブジェクト、あるいは、複数回の再生において表示頻度
が高かった表示範囲を再生終了後に提示することができる。これによれば、パノラマ動画
の再生中にユーザがどこを見ていたか、という興味深い情報をユーザに提示することがで
きる。
【０１６９】
　例えば、情報処理装置３は、パノラマ動画の再生が終了した場合、当該再生において履
歴情報として記憶された範囲情報に基づいて決定される表示範囲のパノラマ画像を静止画
または動画として表示装置（端末装置２および／またはモニタ４）に表示させてもよい。
以下、パノラマ動画の再生終了後に、履歴情報に基づいて決定される表示範囲のパノラマ
画像を提示する例について説明する。
【０１７０】
　図２８は、パノラマ動画の再生終了後において表示される画像の一例を示す図である。
図２８においては、パノラマ動画の再生中において表示頻度が高かったオブジェクトを含
むパノラマ画像６８がモニタ４に表示される。このとき、上記オブジェクトを指し示す画
像６９が表示されてもよい。なお、情報処理装置３は、上記オブジェクトを含むパノラマ
画像を、静止画として表示してもよいし、動画として表示してもよい。このように、報処
理装置３は、パノラマ動画の再生中において表示頻度が高かったオブジェクト（つまり、
よく見られていたオブジェクト）を、再生終了後において表示してもよい。
【０１７１】
　具体的には、情報処理装置３は、（パノラマ動画の再生中において）上記範囲情報を履
歴情報として取得しておく。そして、情報処理装置３は、履歴情報によって特定される表
示範囲に、パノラマ動画中に登場するオブジェクトが含まれるか否かを判別し、出力すべ
きオブジェクトを判別結果に応じて選出する。なお、上記の判別は、例えば履歴情報と上
述のオブジェクト情報とを用いて行うことが可能である。例えば、情報処理装置３は、パ
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ノラマ動画に登場する複数のオブジェクトについて表示時間を上記の判別によって算出し
、表示時間が長い（表示頻度が高い）オブジェクトを選出してもよい。パノラマ動画の再
生後において、情報処理装置３は、選出されたオブジェクトが含まれる表示範囲のパノラ
マ画像を表示装置（例えばモニタ４）に表示させる。
【０１７２】
　上記において、情報処理装置３は、パノラマ動画の再生中において表示頻度が高いオブ
ジェクトを表す範囲情報を履歴情報として取得しておき、再生後に当該履歴情報が表すオ
ブジェクトを特定するようにしてもよい。具体的には、情報処理装置３は、（パノラマ動
画の再生中において）パノラマ動画の再生中における表示範囲にオブジェクトが含まれる
か否かを判別し、出力すべきオブジェクトを判別結果に応じて選出する。なお、この判別
も第１の方法と同様、例えば上述のオブジェクト情報を用いて行うことが可能である。情
報処理装置３は、選出されたオブジェクトを表す情報を範囲情報として記憶する。このよ
うに、オブジェクトを表す情報からパノラマ動画上における表示範囲および／または表示
範囲内の位置を特定可能である場合には、当該オブジェクトを表す情報が範囲情報として
記憶されてもよい。パノラマ動画の再生後において、情報処理装置３は、範囲情報が表す
オブジェクトが含まれる表示範囲のパノラマ画像を表示装置（例えばモニタ４）に表示さ
せる。
【０１７３】
　また、情報処理装置３は、複数の履歴情報がある場合、複数の履歴情報に基づいて決定
される表示範囲のパノラマ画像を静止画または動画として表示装置に表示させてもよい。
例えば、情報処理装置３は、パノラマ動画の再生後において、複数の履歴情報に基づいて
、パノラマ動画の領域のうちで表示頻度が高い範囲（あるいは位置）を特定する。そして
、特定された表示範囲のパノラマ画像を表示装置（例えばモニタ４）に表示させる。
【０１７４】
　なお、他の実施形態においては、情報処理装置３は、オブジェクトあるいは表示範囲に
ついて、表示頻度の高い順に複数の表示範囲のパノラマ画像を表示してもよい。これによ
って、ユーザは、パノラマ動画のうちでよく見られている場所（対象）のランキングを知
ることができる。また、情報処理装置３は、表示頻度が低いオブジェクトあるいは表示範
囲（例えば、まだ表示されたことのないオブジェクトを含む表示範囲）のパノラマ画像を
表示してもよい。これによって、パノラマ動画のうちであまり見られていない場所をユー
ザに通知することができる。
【０１７５】
　上記（５－１）～（５－３）にて説明したように、本実施形態においては、情報処理シ
ステム１は、パノラマ動画の再生中に取得された範囲情報に応じて出力内容を変化させて
パノラマ動画の少なくとも一部を出力する。これによって、パノラマ動画の再生時におけ
る情報（例えば、ユーザがどこの表示範囲を見ていたか等）をユーザに提示することがで
きる。
【０１７６】
　［６．本実施形態の具体的な処理例］
　以下、図２９～図３３を参照して、本実施形態に係る情報処理システム１の具体的な処
理および動作を説明する。図２９は、本実施形態において情報処理システム１の記憶部（
メモリ６）に記憶されるデータの一例を示す図である。図２９に示すように、情報処理装
置３のメモリ６には、情報処理プログラム７０、パノラマ動画データ７１、および処理用
データ７２が記憶される。なお、メモリ６には、図２９に示すデータの他、端末装置２か
ら取得した操作データや、各表示装置へ出力すべき画像やそれを生成するために用いられ
る画像のデータ等が記憶されてもよい。
【０１７７】
　情報処理プログラム７０は、情報処理装置３のコンピュータ（ＣＰＵ５）に実行させる
ためのプログラムである。なお、情報処理プログラム７０は、情報処理装置３がアクセス
可能であって情報処理装置３の内部または外部に設けられるプログラム格納部（記憶装置
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または記憶媒体等）に記憶されている。プログラム格納部に記憶される情報処理プログラ
ム７０の一部または全部が適宜のタイミングで読み込まれてメモリ６に記憶され、ＣＰＵ
５によって実行される。また、情報処理プログラム７０の一部または全部は、情報処理プ
ログラム７０を実行する情報処理装置内に（例えばライブラリとして）予め記憶されてい
てもよい。
【０１７８】
　パノラマ動画データ７１は、情報処理システム１において再生されるパノラマ動画デー
タを表す。パノラマ動画データ７１には、パノラマ動画を構成する複数のパノラマ画像の
データが含まれる。なお、パノラマ動画データ７１には、上述したオブジェクト情報のデ
ータおよび／または付加情報のデータが含まれていてもよい。
【０１７９】
　処理用データ７２は、ＣＰＵ５において実行される情報処理（図３０～図３３）におい
て用いられるデータである。処理用データ７２は、表示範囲データ７３、入力情報データ
７４、履歴情報データ７５、および、範囲情報データ７６を含む。
【０１８０】
　表示範囲データ７３は、ユーザの入力に応じて決定される上記表示範囲を表す。表示範
囲データ７３は、パノラマ画像上における位置または範囲を示す情報であってもよいし、
仮想カメラ２２の姿勢を表すベクトルを示す情報であってもよい。入力情報データ７４は
、上記入力情報を表すデータであり、例えば“（３－２）付加情報の記憶”で述べた各情
報を含む（図６参照）。履歴情報データ７５は、上記履歴情報を表すデータであり、例え
ば“（５－１－１）履歴情報の記憶”で述べた各情報を含む（図２０参照）。範囲情報デ
ータ７６は、パノラマ動画の再生中において取得される上記範囲情報を表すデータである
。
【０１８１】
　次に、本実施形態における情報処理の詳細な流れを説明する。本実施形態においては、
情報処理システム１が起動されると、情報処理装置３のＣＰＵ５は、メモリ６等の記憶部
を初期化し、プログラム格納部から情報処理プログラム７０をメモリ６に読み込む。そし
て、ＣＰＵ５によって当該情報処理プログラム７０の実行が開始される。
【０１８２】
　ここで、本実施形態においては、情報処理システム１は、以下の４種類のモードでパノ
ラマ動画を再生することができる。
・第１モード：パノラマ動画を再生中において上記付加情報の入力を受け付けるとともに
、履歴情報を記憶するモード
・第２モード：パノラマ動画の再生中において上記付加情報、ガイド情報、および履歴関
連情報を出力するモード
・第３モード：上記履歴情報に基づいて表示範囲を決定してパノラマ動画を再生するモー
ド
・第４モード：２つの表示装置でパノラマ動画を再生し、一方の表示装置の再生内容を他
方の表示装置における再生に反映させるモード
上記第１～第４モードのいずれが実行されるかは、どのように決定されてもよく、例えば
ユーザの選択によって決定される。なお、情報処理システム１は、いずれか１つのモード
のみを実行可能であってもよい。以下、図３０～図３３を参照して、各モードにおける動
画再生処理の流れを説明する。
【０１８３】
　なお、図３０～図３３に示すフローチャートにおける各ステップの処理は、単なる一例
に過ぎず、同様の結果が得られるのであれば、各ステップの処理順序を入れ替えてもよい
し、各ステップの処理に加えて（または代えて）別の処理が実行されてもよい。また、本
実施形態では、上記フローチャートの各ステップの処理をＣＰＵ５が実行するものとして
説明するが、上記フローチャートにおける一部のステップの処理を、ＣＰＵ５以外のプロ
セッサや専用回路が実行するようにしてもよい。
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【０１８４】
　（第１モードの再生動作）
　図３０は、本実施形態において情報処理装置３のＣＰＵ５が実行する第１モードの動画
再生処理の流れの一例を示すフローチャートである。第１モードの実行が選択された場合
、ＣＰＵ５は、図３０に示す処理を実行する。
【０１８５】
　まずステップＳ１において、ＣＰＵ５は、端末装置２に対する入力に基づいて表示範囲
を決定する。上記ステップＳ１の処理は、例えば上記“［２．パノラマ動画の再生］”で
述べた方法で行われる。なお、ステップＳ１において、表示範囲を決定するための端末装
置２の姿勢はどのように算出されてもよい。本実施形態においては、ＣＰＵ５は、加速度
センサ１４および／またはジャイロセンサ１５の検出結果を端末装置２から取得し、当該
検出結果に基づいて端末装置２の姿勢を算出する。また、端末装置２の姿勢に基づいて決
定された表示範囲を表すデータは、表示範囲データ７３としてメモリ６に記憶される。
【０１８６】
　ステップＳ２において、ＣＰＵ５は、端末装置２からの操作データを取得し、操作デー
タに基づいて、付加情報（コメント）の入力があるか否かを判定する。すなわち、ＣＰＵ
５は、付加情報（コメント）の入力を受け付ける。付加情報の入力は、例えば、上記“（
３－１）付加情報の入力”で述べた方法で行われる。ステップＳ２の判定結果が肯定であ
る場合、ステップＳ３の処理が実行される。一方、ステップＳ２の判定結果が否定である
場合、ステップＳ３の処理がスキップされてステップＳ４の処理が実行される。
【０１８７】
　ステップＳ３において、ＣＰＵ５は、入力情報データ７４をメモリ６に記憶する。入力
情報の記憶は、例えば上記“（３－２）付加情報の記憶”で述べた方法によって行われる
。具体的な処理としては、ＣＰＵ５は、入力情報を表すデータを入力情報データ７４とし
てメモリに記憶する。
【０１８８】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ５は履歴情報を記憶する。履歴情報の記憶は、例えば上
記“（５－１－１）履歴情報の記憶”で述べた方法によって行われる。具体的な処理とし
ては、ＣＰＵ５は、メモリ６に記憶されている履歴情報データ７５を読み出し、履歴情報
データ７５が表す履歴情報に対して、現在の時間情報と、範囲情報（表示範囲データ）と
を追加する。なお、履歴情報データ７５が記憶されていない場合には、現在の時間情報と
、範囲情報（表示範囲データ）とを表すデータを履歴情報データ７５としてメモリに記憶
する。また、ステップＳ１～Ｓ６における処理ループ中における任意のステップＳ４の時
点で、履歴情報にユーザ情報が追加される。
【０１８９】
　ステップＳ５において、ＣＰＵ５はパノラマ画像を表示する。本実施形態においては、
端末装置２とモニタ４との両方にパノラマ画像が表示される。具体的には、ＣＰＵ５は、
パノラマ動画データ７１および表示範囲データ７３をメモリ６から読み出し、現在の再生
時点に対応するパノラマ画像のうち、ステップＳ１で決定された表示範囲のパノラマ画像
を生成して端末装置２へ出力する。また、現在の再生時点に対応するパノラマ画像のうち
、予め定められる表示範囲のパノラマ画像を生成してモニタ４へ出力する。
【０１９０】
　ステップＳ６において、ＣＰＵ５は、パノラマ動画の再生を終了するか否かを判定する
。ＣＰＵ５は、例えば、パノラマ動画の再生が最後まで終了したか、および／または、再
生を停止する指示がユーザによって行われたか否かを判定する。ステップＳ６の判定結果
が否定の場合、ステップＳ１の処理が再度実行される。以降、ステップＳ１～Ｓ６の一連
の処理は、ステップＳ６で再生を終了すると判定されるまで繰り返し実行される。一方、
ステップＳ６の判定結果が肯定の場合、ステップＳ７の処理が実行される。
【０１９１】
　ステップＳ７において、ＣＰＵ５は、履歴情報に基づいて、再生終了後に提示すべきオ
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ブジェクトを選出する。このオブジェクトの選出は、例えば上記“（５－３）再生終了後
における履歴情報に基づく出力”で述べた方法によって行われる。なお、上述したように
、提示すべきオブジェクトを選出する処理は、パノラマ動画の再生中に実行されてもよい
。また、他の実施形態においては、オブジェクトの選出処理に代えて（あるいは、オブジ
ェクトの選出処理とともに）、ＣＰＵ５は、履歴情報に基づいて表示範囲を選出する処理
を実行してもよい。
【０１９２】
　ステップＳ８において、ＣＰＵ５は、選択されたオブジェクトを含む表示範囲のパノラ
マ画像を表示装置に表示させる。ステップＳ８における表示処理は、例えば上記“（５－
３）再生終了後における履歴情報に基づく出力”で述べた方法によって行われる。ステッ
プＳ７の後、ＣＰＵ５は、図３０に示す動画再生処理を終了する。
【０１９３】
　なお、他の実施形態においては、第１モードの動画再生処理においては、付加情報の入
力を受け付ける処理（ステップＳ２およびＳ３）と、履歴情報を記憶する処理（ステップ
Ｓ４）とのいずれか一方のみが実行されてもよい。また、履歴情報に基づく出力を行う処
理（ステップＳ７およびＳ８）が実行されなくてもよい。
【０１９４】
　（第２モードの再生動作）
　図３１は、本実施形態において情報処理装置３のＣＰＵ５が実行する第２モードの動画
再生処理の流れの一例を示すフローチャートである。第２モードの実行が選択された場合
、ＣＰＵ５は、図３１に示す処理を実行する。
【０１９５】
　まずステップＳ１１において、ＣＰＵ５は、外部の装置から各種の情報を取得する。各
種の情報とは、付加情報を含む入力情報、および／または、履歴情報である。ＣＰＵ５は
、上記“（３－４）他のユーザによる付加情報”および“（５－１－３）履歴情報の取得
”で述べた方法で各種の情報を取得し、新たな入力情報データ７４または履歴情報データ
７５としてメモリ６に記憶する。
【０１９６】
　ステップＳ１２において、ＣＰＵ５は、目標を設定する。例えば上記“（４－１）目標
の設定”で述べたように、再生すべきパノラマ動画に設定されている付加情報に対応する
位置が目標に設定されてもよい。また、ＣＰＵ５は、設定された目標を表す目標情報を記
憶する。すなわち、ＣＰＵ５は、上記“（４－２）目標情報の記憶”で述べた方法で目標
情報を表すデータをメモリ６に記憶する。
【０１９７】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ５は、端末装置２に対する入力に基づいて表示範囲を
決定する。ステップＳ１３の処理は、上述のステップＳ１の処理と同じである。
【０１９８】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ５は、出力すべきガイド情報を生成する。すなわち、
ＣＰＵ５は、入力情報データ７４と、上記目標情報を表すデータとをメモリ６から読み出
し、入力情報および目標情報に基づいて、ガイド情報を出力するか否かを判別する。この
判別は、上記“（４－３）ガイド情報の出力判別の方法”で述べた方法で行われる。ガイ
ド情報を出力すると判別された場合、ＣＰＵ５は、“（４－４）ガイド情報の出力態様”
で述べた方法でガイド情報（およびユーザ情報）を表す画像（図１７に示すガイド画像４
１）を生成し、画面上において当該画像を表示する位置を決定する。
【０１９９】
　ステップＳ１５において、ＣＰＵ５は、出力すべき付加情報を生成する。すなわち、Ｃ
ＰＵ５は、メモリ６から入力情報データ７４を読み出し、入力情報に基づいて、付加情報
を出力するか否かを判別する。この判別は、上記“（３－３－１）付加情報の出力判別の
方法”で述べた方法で行われる。付加情報を出力すると判別された場合、上記“（３－３
－２）付加情報の出力態様”および“（３－３－３）付加情報の出力内容”で述べた方法
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で付加情報（およびユーザ情報）を表す画像（例えばコメント画像３２）を生成し、画面
上において当該画像を表示する位置を決定する。
【０２００】
　ステップＳ１６において、ＣＰＵ５は、出力すべき履歴関連情報を生成する。すなわち
、ＣＰＵ５は、メモリ６から履歴情報データ７５を読み出し、履歴情報に基づいて、履歴
関連情報を表す画像を生成する。この画像の生成は、上記“（５－１－２）履歴情報を用
いたパノラマ動画の再生”の“（Ａ）履歴関連情報を出力する方法”で述べた方法で行わ
れる。また、ＣＰＵ５は、画面上において上記画像を表示する位置を決定する。なお、他
の実施形態においては、ステップＳ１６において、上記“（５－１－２）履歴情報を用い
たパノラマ動画の再生”の“（Ｃ）パノラマ動画とともに他の画像を表示する方法”で述
べた補助画像が生成されてもよい。このとき、ステップＳ１７においては、パノラマ画像
とともに補助画像が表示される。
【０２０１】
　ステップＳ１７において、ＣＰＵ５は、上記ガイド情報、付加情報、および履歴関連情
報の画像をパノラマ画像とともに表示する。具体的には、ＣＰＵ５は、パノラマ動画デー
タ７１および表示範囲データ７３をメモリ６から読み出し、現在の再生時点に対応するパ
ノラマ画像のうち、ステップＳ１３で決定された表示範囲のパノラマ画像を生成する。そ
して、生成されたパノラマ画像に対して、ステップＳ１４～Ｓ１６で生成された画像を重
ねた画像を生成し、端末装置２に出力する。なお、ステップＳ１７においてモニタ４にパ
ノラマ動画を表示させる処理は、上記ステップＳ５と同じである。
【０２０２】
　ステップＳ１８において、ＣＰＵ５は、ステップＳ６と同様の方法で、パノラマ動画の
再生を終了するか否かを判定する。ステップＳ１８の判定結果が否定の場合、ステップＳ
１３の処理が再度実行される。一方、ステップＳ１８の判定結果が肯定の場合、ＣＰＵ５
は図３１に示す動画再生処理を終了する。以降、ステップＳ１３～Ｓ１８の一連の処理は
、ステップＳ１８で再生を終了すると判定されるまで繰り返し実行される。
【０２０３】
　なお、他の実施形態においては、第２モードの動画再生処理において、各種情報（付加
情報、ガイド情報、および履歴関連情報）のうち、いくつかの情報のみが出力されてもよ
い。例えば、第２モードの動画再生処理において、各種情報を出力する処理（ステップＳ
１４～Ｓ１６）のうち、付加情報を出力する処理（ステップＳ１４）のみが実行されても
よいし、付加情報およびガイド情報を出力する処理（ステップＳ１４およびＳ１５）のみ
が実行されてもよいし、履歴関連情報を出力する処理（ステップＳ１６）のみが実行され
てもよい。
【０２０４】
　（第３モードの再生動作）
　図３２は、本実施形態において情報処理装置３のＣＰＵ５が実行する第３モードの動画
再生処理の流れの一例を示すフローチャートである。第３モードの実行が選択された場合
、ＣＰＵ５は、図３２に示す処理を実行する。
【０２０５】
　まずステップＳ２１において、ＣＰＵ５は、表示範囲の決定に用いる履歴情報を選択す
る。この履歴情報はどのような方法で選択されてもよく、例えば、ユーザの指示に従って
選択される。
【０２０６】
　ステップＳ２２において、ＣＰＵ５は、端末装置２に対する入力に基づいて表示範囲を
決定する。ステップＳ２２で決定される表示範囲は、端末装置２に表示されるパノラマ動
画の表示範囲である。ステップＳ２２の処理は、上述のステップＳ１の処理と同じである
。
【０２０７】
　ステップＳ２３において、ＣＰＵ５は、ステップＳ２１で選択された履歴情報に基づい
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て表示範囲を決定する。ステップＳ２２で決定される表示範囲は、モニタ４に表示される
パノラマ動画の表示範囲である。すなわち、ＣＰＵ５は、選択された履歴情報を表す履歴
情報データ７５をメモリ６から読み出し、上記“（５－２－２）履歴情報に基づいて決定
される表示範囲を再生する方法”で述べた方法で表示範囲を決定する。また、ＣＰＵ５は
、決定された表示範囲を表すデータを表示範囲データ７３としてメモリ６に記憶する。
【０２０８】
　ステップＳ２４において、ＣＰＵ５はパノラマ画像を表示する。具体的には、ＣＰＵ５
は、パノラマ動画データ７１および表示範囲データ７３をメモリ６から読み出し、現在の
再生時点に対応するパノラマ画像のうち、ステップＳ２３で決定された表示範囲のパノラ
マ画像を生成してモニタ４へ出力する。このとき、履歴情報に基づく表示範囲のパノラマ
画像は、図２４に示したように、モニタ４の画面領域の一部に表示されてもよい。なお、
ステップＳ２４において端末装置２にパノラマ動画を表示させる処理は、上記ステップＳ
５と同じである。
【０２０９】
　なお、他の実施形態においては、第３モードの動画再生処理において、付加情報の入力
を受け付ける処理（ステップＳ２およびＳ３）と、履歴情報を記憶する処理（ステップＳ
４）とのうちいくつかの処理が実行されてもよい。また、第３モードの動画再生処理にお
いて、付加情報等の各種情報を出力する処理（ステップＳ１４～Ｓ１６）のうちいくつか
の処理が実行されてもよい。
【０２１０】
　（第４モードの再生動作）
　図３３は、本実施形態において情報処理装置３のＣＰＵ５が実行する第４モードの動画
再生処理の流れの一例を示すフローチャートである。第４モードの実行が選択された場合
、ＣＰＵ５は、図３３に示す処理を実行する。
【０２１１】
　まずステップＳ３１において、ＣＰＵ５は、端末装置２に対する入力に基づいて表示範
囲を決定する。ステップＳ３１の処理は、上述のステップＳ１の処理と同じである。
【０２１２】
　ステップＳ３２において、ＣＰＵ５は、範囲情報を取得する。例えば、ＣＰＵ５は、上
記ステップＳ３１で決定された表示範囲を表す範囲情報を取得する。範囲情報は、例えば
上記“（５－２－１）範囲情報の取得”で述べた方法で取得されてもよい。取得された範
囲情報を表すデータは、範囲情報データ７６としてメモリ６に記憶される。
【０２１３】
　ステップＳ３３において、ＣＰＵ５は、パノラマ動画とともに出力すべき、範囲情報に
基づく画像（端末装置２の再生内容を反映した画像）を生成する。すなわち、ＣＰＵ５は
、範囲情報データ７６をメモリ６から読み出し、範囲情報に基づいて上記画像を生成する
。例えば、上記“（５－２－２）範囲情報を用いたパノラマ動画の再生”で述べた画像が
生成される。
【０２１４】
　ステップＳ３４において、ＣＰＵ５は、端末装置２にパノラマ動画を表示させる。端末
装置２にパノラマ動画を表示させる処理は、上記ステップＳ５と同じである。
【０２１５】
　ステップＳ３５において、ＣＰＵ５は、範囲情報に応じて出力内容を変化させてパノラ
マ動画をモニタ４に表示させる。具体的には、ＣＰＵ５は、ステップＳ３３で生成された
画像をパノラマ画像とともにモニタ４に表示させる。これによって、上記“（５－２－１
）範囲情報の取得”で述べた、端末装置２の再生内容を反映した画像がモニタ４に表示さ
れる。なお、ステップＳ３５においてパノラマ画像を生成して表示する方法は、上記ステ
ップＳ５と同じである。
【０２１６】
　ステップＳ３６において、ＣＰＵ５は、ステップＳ６と同様の方法で、パノラマ動画の
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再生を終了するか否かを判定する。ステップＳ３６の判定結果が否定の場合、ステップＳ
３１の処理が再度実行される。一方、ステップＳ３６の判定結果が肯定の場合、ＣＰＵ５
は図３３に示す動画再生処理を終了する。以降、ステップＳ３１～Ｓ３６の一連の処理は
、ステップＳ３６で再生を終了すると判定されるまで繰り返し実行される。
【０２１７】
　なお、他の実施形態においては、上記第１～第４モードのうち、いくつかのモードにお
ける処理は同時に（１つのモード中で）実行されてもよい。例えば、第４モードにおいて
、第１モードにおける各種情報の入力処理（ステップＳ２～Ｓ４）が実行されてもよいし
、第２モードにおける各種情報の出力処理（ステップＳ１３～Ｓ１６）が実行されてもよ
い。以上で、情報処理装置３において実行される処理の説明を終了する。
【産業上の利用可能性】
【０２１８】
　以上のように、本実施形態は、パノラマ画像を再生する際により多くの情報をユーザに
提示すること等を目的として、情報処理システムや情報処理プログラムとして利用するこ
とができる。
【符号の説明】
【０２１９】
　１　情報処理システム
　２　端末装置
　３　情報処理装置
　４　モニタ
　５　ＣＰＵ
　６　メモリ
　２１　立体モデル
　２２　仮想カメラ
　３２　コメント画像
　３５　バー
　４１，４５，４６，４７　ガイド画像
　５５，５６，６１，６５　パノラマ動画
　６２　マップ画像
　６３　視点画像
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