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(57)【要約】
【課題】拡張現実におけるリアリティ度を向上できるプ
ログラム、情報記憶媒体、画像生成システム等の提供。
【解決手段】画像生成システムは、撮像部により撮影さ
れた撮影画像を取得する撮影画像取得部と、撮影画像に
映る被写体の奥行き情報を取得する奥行き情報取得部と
、取得された奥行き情報に基づいて、被写体とバーチャ
ルオブジェクトとの奥行き方向での前後関係を判断して
、撮影画像にバーチャルオブジェクトを合成するための
処理を行うオブジェクト処理部と、撮影画像にバーチャ
ルオブジェクトが合成された画像を生成する画像生成部
を含む。
【選択図】図１５



(2) JP 2012-58968 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部により撮影された撮影画像を取得する撮影画像取得部と、
　前記撮影画像に映る被写体の奥行き情報を取得する奥行き情報取得部と、
　取得された前記奥行き情報に基づいて、前記被写体とバーチャルオブジェクトとの奥行
き方向での前後関係を判断して、前記撮影画像に前記バーチャルオブジェクトを合成する
ための処理を行うオブジェクト処理部と、
　前記撮影画像に前記バーチャルオブジェクトが合成された画像を生成する画像生成部と
して、
　コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記奥行き情報に基づいて、前記被写体が前記バーチャルオブジェクトよりも奥行き方
向において手前側に位置すると判断された場合に、前記被写体が前記バーチャルオブジェ
クトよりも手前側に表示される画像を合成するための処理を行うことを特徴とするプログ
ラム。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記バーチャルオブジェクトの配置位置を決めるための配置位置決定用被写体の奥行き
情報と、前記被写体の奥行き情報とに基づいて、前記バーチャルオブジェクトと前記被写
体の前後関係を判断することを特徴とするプログラム。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記撮像部で撮影された複数のスルー画の画像データを記憶する撮影画像記憶部として
、
　コンピュータを機能させ、
　前記奥行き情報取得部は、
　前記複数のスルー画に基づいて、前記配置位置決定用被写体の奥行き情報を取得し、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記スルー画から取得された前記配置位置決定用被写体の奥行き情報と、前記被写体の
奥行き情報とに基づいて、前記バーチャルオブジェクトと前記被写体の前後関係を判断す
ることを特徴とするプログラム。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記奥行き情報取得部は、
　前記複数のスルー画のうち、前記配置位置決定用被写体の配置位置決定部分が前記被写
体により隠れていないと判断されたスルー画に基づいて、前記配置位置決定用被写体の奥
行き情報を取得することを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかにおいて、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記奥行き情報に基づいて、前記被写体と前記バーチャルオブジェクトとのヒット判定
処理を行うことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記バーチャルオブジェクトの配置位置を決めるための配置位置決定用被写体の奥行き
情報に基づいて、前記バーチャルオブジェクト用のヒットボリュームを設定し、設定され
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た前記ヒットボリュームを用いて、前記被写体と前記バーチャルオブジェクトとのヒット
判定処理を行うことを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記ヒット判定処理により、前記バーチャルオブジェクトに前記被写体がヒットしたと
判定された場合に、前記バーチャルオブジェクトの表示態様を変化させる処理及び前記バ
ーチャルオブジェクトに対応する音の出力処理の少なくとも一方の処理を行うことを特徴
とするプログラム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかにおいて、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記奥行き情報に基づいて、前記バーチャルオブジェクトの移動処理を行うことを特徴
とするプログラム。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記オブジェクト処理部は、
　前記バーチャルオブジェクトの配置位置を決めるための配置位置決定用被写体の奥行き
情報と、前記被写体の奥行き情報とに基づいて、前記配置位置決定用被写体の位置と前記
被写体の位置の間で、前記バーチャルオブジェクトを移動させる処理を行うことを特徴と
するプログラム。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかにおいて、
　前記撮影画像取得部は、
　前記撮像部が有する第１のカメラで撮影された第１の撮影画像を左眼用画像として取得
し、前記撮像部が有する第２のカメラで撮影された第２の撮影画像を右眼用画像として取
得し、
　前記奥行き情報取得部は、
　前記左眼用画像と前記右眼用画像から得られる視差情報に基づいて、前記奥行き情報を
取得することを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記画像生成部は、
　前記左眼用画像と前記右眼用画像による立体視用画像に前記バーチャルオブジェクトが
合成された画像を生成することを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１乃至１０のいずれかにおいて、
　前記撮影画像取得部は、
　前記撮像部が有するデプスカメラからのデプス画像を取得し、
　前記奥行き情報取得部は、
　前記デプス画像に基づいて、前記奥行き情報を取得することを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体であって、請求項１乃至１３のいずれかに記
載のプログラムを記憶したことを特徴とする情報記憶媒体。
【請求項１５】
　撮像部により撮影された撮影画像を取得する撮影画像取得部と、
　前記撮影画像に映る被写体の奥行き情報を取得する奥行き情報取得部と、
　取得された前記奥行き情報に基づいて、前記被写体とバーチャルオブジェクトとの奥行
き方向での前後関係を判断して、前記撮影画像に前記バーチャルオブジェクトを合成する
ための処理を行うオブジェクト処理部と、
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　前記撮影画像に前記バーチャルオブジェクトが合成された画像を生成する画像生成部と
、
　を含むことを特徴とする画像生成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プログラム、情報記憶媒体及び画像生成システム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータを用いて現実世界に情報を付加提示する技術として、拡張現実（AR
: Augmented Reality）と呼ばれる技術が脚光を浴びている。この拡張現実（ＡＲ）は、
強化現実とも呼ばれ、現実の環境の一部に、付加情報としてのバーチャルな物体を合成し
て表示する。このような拡張現実の従来技術としては例えば特許文献１に開示される技術
がある。この特許文献１の従来技術では、所定の模様が描かれたマーカが配置された現実
世界の様子を撮像部により撮影する。そして、撮像部により撮影された画像内におけるマ
ーカの位置を推定すると共にマーカの画像認識を行い、推定された位置に、マーカの模様
に対応するバーチャルオブジェクトを重畳して合成表示する。
【０００３】
　しかしながら、この従来技術では、マーカに対応するバーチャルオブジェクトが常に手
前側に来るように、撮影画像に対してバーチャルオブジェクトが重畳するように合成され
る。このため、撮影画像内の他の被写体とバーチャルオブジェクトとの前後関係に矛盾が
生じてしまい、ユーザが不自然さを感じるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１７０３１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の幾つかの態様によれば、拡張現実におけるリアリティ度を向上できるプログラ
ム、情報記憶媒体、画像生成システム等を提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、撮像部により撮影された撮影画像を取得する撮影画像取得部と、前
記撮影画像に映る被写体の奥行き情報を取得する奥行き情報取得部と、取得された前記奥
行き情報に基づいて、前記被写体とバーチャルオブジェクトとの奥行き方向での前後関係
を判断して、前記撮影画像に前記バーチャルオブジェクトを合成するための処理を行うオ
ブジェクト処理部と、前記撮影画像に前記バーチャルオブジェクトが合成された画像を生
成する画像生成部とを含む画像生成システムに関係する。また本発明は、上記各部として
コンピュータを機能させるプログラム、又は該プログラムを記憶したコンピュータ読み取
り可能な情報記憶媒体に関係する。
【０００７】
　本発明の一態様によれば、撮影画像に映る被写体の奥行き情報が取得される。そして取
得された奥行き情報により、被写体とバーチャルオブジェクトとの奥行き方向での前後関
係が判断されて、撮影画像にバーチャルオブジェクトが合成された画像が生成される。こ
のようにすれば、被写体の奥行き情報を反映させたバーチャルオブジェクトの合成処理を
実現できるため、拡張現実におけるリアリティ度を向上できる。
【０００８】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記奥行き情報に基づいて、前
記被写体が前記バーチャルオブジェクトよりも奥行き方向において手前側に位置すると判
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断された場合に、前記被写体が前記バーチャルオブジェクトよりも手前側に表示される画
像を合成するための処理を行ってもよい。
【０００９】
　このようにすれば、被写体がバーチャルオブジェクトの手前側に位置するのに、バーチ
ャルオブジェクトの奥側に被写体が表示される画像が生成されてしまう事態を防止できる
。
【００１０】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記バーチャルオブジェクトの
配置位置を決めるための配置位置決定用被写体の奥行き情報と、前記被写体の奥行き情報
とに基づいて、前記バーチャルオブジェクトと前記被写体の前後関係を判断してもよい。
【００１１】
　このようにすれば、被写体の奥行き情報と、バーチャルオブジェクトの配置位置決定用
被写体の奥行き情報を用いて、被写体とバーチャルオブジェクトとの前後関係を判断して
、撮影画像にバーチャルオブジェクトが合成された画像を生成できるようになる。
【００１２】
　また本発明の一態様では、前記撮像部で撮影された複数のスルー画の画像データを記憶
する撮影画像記憶部を含み（撮影画像記憶部としてコンピュータを機能させ）、前記奥行
き情報取得部は、前記複数のスルー画に基づいて、前記配置位置決定用被写体の奥行き情
報を取得し、前記オブジェクト処理部は、前記スルー画から取得された前記配置位置決定
用被写体の奥行き情報と、前記被写体の奥行き情報とに基づいて、前記バーチャルオブジ
ェクトと前記被写体の前後関係を判断してもよい。
【００１３】
　このようにすれば、スルー画を有効活用して、被写体とバーチャルオブジェクトとの前
後関係を適正に判断できるようになる。
【００１４】
　また本発明の一態様では、前記奥行き情報取得部は、前記複数のスルー画のうち、前記
配置位置決定用被写体の配置位置決定部分が前記被写体により隠れていないと判断された
スルー画に基づいて、前記配置位置決定用被写体の奥行き情報を取得してもよい。
【００１５】
　このようにすれば、配置位置決定用被写体の配置位置決定部分が被写体により隠れてい
る場合にも、スルー画を有効活用して、被写体とバーチャルオブジェクトとの前後関係を
適正に判断できるようになる。
【００１６】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記奥行き情報に基づいて、前
記被写体と前記バーチャルオブジェクトとのヒット判定処理を行ってもよい。
【００１７】
　このようにすれば、取得された奥行き情報を反映させた、被写体とバーチャルオブジェ
クトとのヒット判定処理を実現できる。
【００１８】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記バーチャルオブジェクトの
配置位置を決めるための配置位置決定用被写体の奥行き情報に基づいて、前記バーチャル
オブジェクト用のヒットボリュームを設定し、設定された前記ヒットボリュームを用いて
、前記被写体と前記バーチャルオブジェクトとのヒット判定処理を行ってもよい。
【００１９】
　このようにすれば、配置位置決定用被写体の奥行き情報によりバーチャルオブジェクト
用のヒットボリュームを設定して、ヒット判定処理を行えるようになるため、より精度の
高いヒット判定処理を実現できる。
【００２０】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記ヒット判定処理により、前
記バーチャルオブジェクトに前記被写体がヒットしたと判定された場合に、前記バーチャ
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ルオブジェクトの表示態様を変化させる処理及び前記バーチャルオブジェクトに対応する
音の出力処理の少なくとも一方の処理を行ってもよい。
【００２１】
　このようにすれば、被写体がバーチャルオブジェクトにヒットすると、バーチャルオブ
ジェクトの表示態様が変化したり、バーチャルオブジェクトに対応する音が出力されるよ
うになるため、バーチャルオブジェクトの実在感が増し、拡張現実におけるリアリティ度
を更に向上できる。
【００２２】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記奥行き情報に基づいて、前
記バーチャルオブジェクトの移動処理を行ってもよい。
【００２３】
　このようにすれば、取得された奥行き情報を反映させたバーチャルオブジェクトの移動
処理を実現できる。
【００２４】
　また本発明の一態様では、前記オブジェクト処理部は、前記バーチャルオブジェクトの
配置位置を決めるための配置位置決定用被写体の奥行き情報と、前記被写体の奥行き情報
とに基づいて、前記配置位置決定用被写体の位置と前記被写体の位置の間で、前記バーチ
ャルオブジェクトを移動させる処理を行ってもよい。
【００２５】
　このようにすれば、配置位置決定用被写体の奥行き情報と被写体の奥行き情報が取得さ
れると、配置位置決定用被写体の位置と被写体の位置の間でバーチャルオブジェクトが移
動する画像が生成されるようになるため、これまでにないタイプの拡張現実画像の生成が
可能になる。
【００２６】
　また本発明の一態様では、前記撮影画像取得部は、前記撮像部が有する第１のカメラで
撮影された第１の撮影画像を左眼用画像として取得し、前記撮像部が有する第２のカメラ
で撮影された第２の撮影画像を右眼用画像として取得し、前記奥行き情報取得部は、前記
左眼用画像と前記右眼用画像から得られる視差情報に基づいて、前記奥行き情報を取得し
てもよい。
【００２７】
　このようにすれば、第１、第２のカメラで撮影された左眼用画像、右眼用画像を有効活
用して、奥行き情報を取得できる。
【００２８】
　また本発明の一態様では、前記画像生成部は、前記左眼用画像と前記右眼用画像による
立体視用画像に前記バーチャルオブジェクトが合成された画像を生成してもよい。
【００２９】
　このようにすれば、リアリティ度の高い拡張現実と立体視表現とを両立して実現できる
ようになる。
【００３０】
　また本発明の一態様では、前記撮影画像取得部は、前記撮像部が有するデプスカメラか
らのデプス画像を取得し、前記奥行き情報取得部は、前記デプス画像に基づいて、前記奥
行き情報を取得してもよい。
【００３１】
　このようにすれば、デプスカメラからのデプス画像を利用して、より精度の高い被写体
の奥行き情報を取得できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本実施形態の画像生成システムの構成例。
【図２】図２（Ａ）、図２（Ｂ）は、画像生成システムの一例である携帯型ゲーム装置の
構成例。
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【図３】図３（Ａ）、図３（Ｂ）は、配置位置決定用のマーカの位置にバーチャルオブジ
ェクトを配置する手法の説明図。
【図４】携帯型ゲーム装置を用いた撮影場面の説明図。
【図５】バーチャルオブジェクトの合成画像の例。
【図６】図６（Ａ）、図６（Ｂ）は本実施形態の手法の説明図。
【図７】図７（Ａ）～図７（Ｄ）はスルー画を利用したマーカの認識手法の説明図。
【図８】図８（Ａ）、図８（Ｂ）はヒット判定結果を用いたバーチャルオブジェクトの表
示態様変更処理、音出力処理の説明図。
【図９】奥行き情報を用いてヒットボリュームを設定してヒット判定処理を行う手法の説
明図。
【図１０】図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）は奥行き情報を用いてバーチャルオブジェクトを
移動させる手法の説明図。
【図１１】奥行き情報を用いてバーチャルオブジェクトを移動させる手法の説明図。
【図１２】図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）は左眼用画像と右眼用画像の視差情報から奥行き
情報を取得する手法の説明図。
【図１３】左眼用画像と右眼用画像の視差情報を取得する手法の説明図。
【図１４】図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）はデプスカメラからのデプス画像から奥行き情報
を取得する手法の説明図。
【図１５】本実施形態の詳細な処理を説明するフローチャート。
【図１６】本実施形態の詳細な処理を説明するフローチャート。
【図１７】本実施形態の詳細な処理を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００３４】
　１．構成
　図１に本実施形態の画像生成システム（ゲーム装置、携帯型電子機器）のブロック図の
例を示す。なお、本実施形態の画像生成システムの構成は図１に限定されず、その構成要
素（各部）の一部を省略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能で
ある。
【００３５】
　撮像部１５０は、被写体（撮像対象物）を撮影するためのものであり、例えばＣＣＤや
ＣＯＭセンサなどの撮像素子や、レンズなどの光学系を含む。また撮像部１５０は、シャ
ッター機構（電子シャッター、メカニカルシャッター）や、アナログフロントエンド回路
（Ａ／Ｄ変換回路）や、フォーカス調整部などを含むことができる。撮像部１５０により
撮影された撮影画像（撮影画像データ）は撮影画像記憶部１７２（画像バッファ）に記憶
されて保存される。
【００３６】
　そして図１では、撮像部１５０は、第１のカメラＣＭ１と第２のカメラＣＭ２を含む。
立体視用の画像を撮影する場合には、第１のカメラＣＭ１は左眼用カメラとなり、第２の
カメラＣＭ２は右眼用カメラとなる。本実施形態では、撮像部１５０が有する第１のカメ
ラＣＭ１で撮影された第１の撮影画像である左眼用画像と、第２のカメラＣＭ２で撮影さ
れた第２の撮影画像である右眼用画像とから得られる視差情報に基づいて、奥行き情報を
取得できる。なお撮像部１５０が、デプスカメラとカラー画像カメラを有していてもよい
。この場合には、撮像部１５０が有するデプスカメラからのデプス画像に基づいて、奥行
き情報を取得すればよい。
【００３７】
　操作部１６０は、プレーヤ（広義にはユーザ）が操作データを入力するためのものであ
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り、その機能は、方向指示キー、操作ボタン、アナログスティック、レバー、各種センサ
（角速度センサ、加速度センサ等）、マイク、或いはタッチパネル型ディスプレイなどに
より実現できる。
【００３８】
　記憶部１７０は、処理部１００や通信部１９６などのワーク領域となるもので、その機
能はＲＡＭ（ＤＲＡＭ、ＶＲＡＭ）などにより実現できる。そしてゲームプログラムや、
ゲームプログラムの実行に必要なゲームデータは、この記憶部１７０に保持される。
【００３９】
　情報記憶媒体１８０（コンピュータにより読み取り可能な媒体）は、プログラムやデー
タなどを格納するものであり、その機能は、光ディスク（ＤＶＤ、ＣＤ等）、ＨＤＤ（ハ
ードディスクドライブ）、或いはメモリ（ＲＯＭ等）などにより実現できる。処理部１０
０は、情報記憶媒体１８０に格納されるプログラム（データ）に基づいて本実施形態の種
々の処理を行う。即ち情報記憶媒体１８０には、本実施形態の各部としてコンピュータ（
操作部、処理部、記憶部、出力部を備える装置）を機能させるためのプログラム（各部の
処理をコンピュータに実行させるためのプログラム）が記憶される。
【００４０】
　表示部１９０は、本実施形態により生成された画像を出力するものであり、その機能は
、ＬＣＤ、有機ＥＬディスプレイ、ＣＲＴ、タッチパネル型ディスプレイ、或いはＨＭＤ
（ヘッドマウントディスプレイ）などにより実現できる。音出力部１９２は、本実施形態
により生成された音を出力するものであり、その機能は、スピーカ、或いはヘッドフォン
などにより実現できる。
【００４１】
　補助記憶装置１９４（補助メモリ、２次メモリ）は、記憶部１７０の容量を補うために
使用される記憶装置であり、ＳＤメモリーカード、マルチメディアカードなどのメモリー
カードなどにより実現できる。
【００４２】
　通信部１９６は、有線や無線のネットワークを介して外部（例えば他の画像生成システ
ム、サーバ、ホスト装置）との間で通信を行うものであり、その機能は、通信用ＡＳＩＣ
又は通信用プロセッサなどのハードウェアや、通信用ファームウェアにより実現できる。
【００４３】
　なお本実施形態の各部としてコンピュータを機能させるためのプログラム（データ）は
、サーバ（ホスト装置）が有する情報記憶媒体からネットワーク及び通信部１９６を介し
て情報記憶媒体１８０（あるいは記憶部１７０、補助記憶装置１９４）に配信してもよい
。このようなサーバ（ホスト装置）による情報記憶媒体の使用も本発明の範囲内に含める
ことができる。
【００４４】
　処理部１００（プロセッサ）は、操作部１６０からの操作データやプログラムなどに基
づいて、ゲーム処理、画像生成処理、或いは音生成処理などを行う。処理部１００は記憶
部１７０をワーク領域として各種処理を行う。この処理部１００の機能は、各種プロセッ
サ（ＣＰＵ、ＧＰＵ等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラ
ムにより実現できる。
【００４５】
　処理部１００は、撮影画像取得部１０２、奥行き情報取得部１０４、オブジェクト処理
部１０６、ゲーム演算部１１２、画像生成部１２０、音生成部１３０を含む。なお、これ
らの一部（例えばゲーム演算部）の構成要素を省略したり、他の構成要素を追加するなど
の種々の変形実施が可能である。
【００４６】
　撮影画像取得部１０２は撮像部１５０で撮影された撮影画像を取得する。なお、通信部
１９６から受信した画像や記憶部１７０に記憶された画像を撮影画像として取得してもよ
い。奥行き情報取得部１０４は、奥行き情報を取得する。オブジェクト処理部１０６は、
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バーチャルオブジェクトなどのオブジェクトに関する各種の処理を行う。このオブジェク
ト処理部１０６は、前後関係判断部１０７、合成処理部１０８、ヒット判定部１０９、移
動処理部１１０を含む。なお、これらの各部の構成・動作の詳細については後述する。
【００４７】
　ゲーム演算部１１２はゲーム演算処理を行う。ここでゲーム演算としては、ゲーム開始
条件が満たされた場合にゲームを開始する処理、ゲームを進行させる処理、ゲーム結果を
演算する処理、或いはゲーム終了条件が満たされた場合にゲームを終了する処理などがあ
る。
【００４８】
　画像生成部１２０は、処理部１００で行われる種々の処理（ゲーム処理、シミュレーシ
ョン処理）の結果に基づいて描画処理を行い、これにより画像を生成し、表示部１９０に
出力する。具体的には、座標変換（ワールド座標変換、カメラ座標変換）、クリッピング
処理、透視変換、或いは光源処理等のジオメトリ処理が行われ、その処理結果に基づいて
、描画データ（プリミティブ面の頂点の位置座標、テクスチャ座標、色データ、法線ベク
トル或いはα値等）が作成される。そして、この描画データ（プリミティブ面データ）に
基づいて、透視変換後（ジオメトリ処理後）のオブジェクト（１又は複数プリミティブ面
）を、描画バッファ１７８（フレームバッファ、ワークバッファ等のピクセル単位で画像
情報を記憶できるバッファ）に描画する。これにより、オブジェクト空間内において仮想
カメラ（所与の視点）から見える画像が生成される。なお、描画処理は頂点シェーダ処理
やピクセルシェーダ処理により実現することができる。
【００４９】
　なお、画像生成部１２０が、いわゆる立体視用の画像を生成するようにしてもよい。こ
の場合には、基準となる仮想カメラの位置とカメラ間距離を用いて、左眼用仮想カメラと
右眼用仮想カメラを配置設定する。そして画像生成部１２０が、オブジェクト空間内にお
いて左眼用仮想カメラから見える左眼用画像と、オブジェクト空間内において右眼用仮想
カメラから見える右眼用画像を生成する。そしてこれらの左眼用画像、右眼用画像を用い
て、眼分離眼鏡方式や、レンチキュラなどを用いた裸眼方式などにより、立体視を実現す
ればよい。
【００５０】
　音生成部１３０は、処理部１００で行われる種々の処理の結果に基づいて音処理を行い
、ＢＧＭ、効果音、又は音声などのゲーム音を生成し、音出力部１９２に出力する。
【００５１】
　そして本実施形態では、撮影画像取得部１０２が、撮像部１５０により撮影された撮影
画像を取得すると、奥行き情報取得部１０４が、撮影画像に映る被写体の奥行き情報を取
得する。そしてオブジェクト処理部１０６が、取得された奥行き情報に基づいて、被写体
とバーチャルオブジェクトとの奥行き方向（Ｚ軸方向）での前後関係を判断して、撮影画
像にバーチャルオブジェクトを合成するための処理を行う。すると画像生成部１２０は、
撮影画像にバーチャルオブジェクトが合成された画像を生成する。ここで撮影画像は静止
画であってもよいし、動画であってもよい。
【００５２】
　具体的には、オブジェクト処理部１０６は、奥行き情報に基づいて、被写体がバーチャ
ルオブジェクトよりも奥行き方向において手前側に位置すると判断された場合に、被写体
がバーチャルオブジェクトよりも手前側に表示される画像を合成するための処理を行う。
例えばバーチャルオブジェクトの各部分のうち被写体よりも奥側にある部分については、
被写体により隠れて見ないようにする合成処理（描画処理）を行う。例えばオブジェクト
処理部１０６は、バーチャルオブジェクトの配置位置を決めるための配置位置決定用被写
体（例えば配置位置決定用の模様が描かれたマーカ等の被写体）の奥行き情報と、被写体
の奥行き情報とに基づいて、バーチャルオブジェクトと被写体の前後関係を判断する。そ
してユーザの手等の被写体が、配置位置決定用被写体よりも手前側にあると判断された場
合には、手等の被写体がバーチャルオブジェクトの手前側に表示される画像を生成する。
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即ち、手等の被写体によりバーチャルオブジェクトが隠面消去された画像を生成する。
【００５３】
　ここで、撮影画像に映る被写体は、バーチャルオブジェクトとの前後関係が問題となる
現実世界の物体である。具体的には、ユーザ（プレーヤ）の手等の部位や所持物などであ
る。また奥行き情報は、例えば奥行き方向での奥行き値（デプス値、Ｚ値）を表す情報で
ある。具体的には、撮像部１５０のカメラＣＭ１、ＣＭ２の光軸方向での奥行き値などで
ある。
【００５４】
　バーチャルオブジェクトは、拡張現実（ＡＲ）において、現実の環境の一部に、付加情
報として合成されるバーチャルな物体である。具体的には、キャラクタ（人、動物、ロボ
ット、車、船舶、飛行機等）などのオブジェクトである。このバーチャルオブジェクトは
、例えばポリゴン、自由曲面又はサブディビジョンサーフェイスなどの複数のプリミティ
ブ面により構成できる。このバーチャルオブジェクトのオブジェクトデータは、オブジェ
クトデータ記憶部１７４に記憶される。
【００５５】
　奥行き方向での前後関係は、撮像部１５０（カメラＣＭ１、ＣＭ２）から見て、被写体
とバーチャルオブジェクトのいずれが手前側（或いは奥側）にあるのかについての関係で
ある。この前後関係の判断処理は前後関係判断部１０７が行う。また撮影画像にバーチャ
ルオブジェクトを合成するための処理は、例えば隠面消去を行いながら、撮影画像にバー
チャルオブジェクトを合成する処理であり、バーチャルオブジェクトの各部分（各画素）
について、被写体よりも奥側にあるため隠れて見えない部分を描画しないようにする処理
である。この合成処理は合成処理部１０８が行う。なお被写体とバーチャルオブジェクト
が重なる部分については半透明合成処理（α合成処理）を行うようにしてもよい。
【００５６】
　また撮影画像記憶部１７２は、撮像部１５０で撮影された複数のスルー画（スルー画像
）の画像データを記憶する。ここでスルー画は、ユーザがシャッター操作を行わない場合
にも、撮像部１５０により撮影されて、表示部１９０等に表示される画像（動画）であり
、これらの一連のスルー画の画像データが、例えばリングバッファ構造の撮影画像記憶部
１７２に順次保存される。そして奥行き情報取得部１０４は、これらの複数のスルー画に
基づいて、配置位置決定用被写体の奥行き情報を取得する。具体的には、これらの複数の
スルー画のうち、配置位置決定用被写体の配置位置決定部分（例えば模様部分）が被写体
により隠れていないと判断されたスルー画に基づいて、配置位置決定用被写体の奥行き情
報を取得する。例えば配置位置決定用被写体が映るスルー画のうち、少なくとも配置位置
決定に必要な部分が被写体により隠れていないスルー画を検出し、検出されたスルー画に
基づいて、配置位置決定用被写体の奥行き情報を取得する。するとオブジェクト処理部１
０６（前後関係判断部１０７）は、スルー画から取得された配置位置決定用被写体の奥行
き情報と、被写体の奥行き情報とに基づいて、バーチャルオブジェクトと被写体の前後関
係を判断する。このようにすることで、配置位置決定用被写体の一部が、ユーザの手等の
被写体に隠れてしまった場合にも、配置位置決定用被写体の奥行き情報を適正に取得でき
るようになる。
【００５７】
　またオブジェクト処理部１０６は、奥行き情報に基づいて、被写体とバーチャルオブジ
ェクトとのヒット判定処理を行ってもよい。このヒット判定処理はヒット判定部１０９が
行う。具体的にはオブジェクト処理部１０６は、バーチャルオブジェクトの配置位置を決
めるための配置位置決定用被写体の奥行き情報に基づいて、バーチャルオブジェクト用の
ヒットボリューム（ヒットボックス、ヒットエリア）を設定する。例えば配置位置決定用
被写体の奥行き値に対応する位置にバーチャルオブジェクト用のヒットボリュームを配置
設定する。そして設定されたヒットボリュームを用いて、被写体とバーチャルオブジェク
トとのヒット判定処理を行う。例えば被写体の奥行き値に対応する位置に設定された被写
体用のヒットボリュームと、バーチャルオブジェクト用のヒットボリュームの間に重なり
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が生じていないか否かを判定することでヒット判定処理を実現する。或いは、被写体の位
置とバーチャルオブジェクト用のヒットボリュームとに基づいてヒット判定処理を行って
もよい。
【００５８】
　そしてオブジェクト処理部１０６は、上記のヒット判定処理により、バーチャルオブジ
ェクトに被写体がヒットしたと判定された場合には、バーチャルオブジェクトの表示態様
を変化させる処理及びバーチャルオブジェクトに対応する音の出力処理の少なくとも一方
の処理を行う。ここで、バーチャルオブジェクトの表示態様を変化させる処理は、バーチ
ャルオブジェクトを動作させたり、バーチャルオブジェクトの色、輝度等の画像を変化さ
せる処理などである。具体的には、例えばヒット時に行われる動作として用意されたバー
チャルオブジェクトのアニメーション処理（モーション処理）などを行う。バーチャルオ
ブジェクトに対応する音の出力処理は、ヒット時用の音声や効果音等の音を出力する処理
などである。具体的には、ヒット時用に用意されたバーチャルオブジェクトの音声等を出
力する。
【００５９】
　またオブジェクト処理部１０６は、奥行き情報に基づいて、バーチャルオブジェクトの
移動処理を行ってもよい。即ち奥行き情報に対応する移動処理をバーチャルオブジェクト
に行わせる。この移動処理は移動処理部１１０が行う。
【００６０】
　具体的にはオブジェクト処理部１０６は、バーチャルオブジェクトの配置位置を決める
ための配置位置決定用被写体の奥行き情報と、被写体の奥行き情報とに基づいて、移動処
理を行う。例えば配置位置決定用被写体の位置と被写体の位置の間で、バーチャルオブジ
ェクトを移動させる処理を行う。例えば配置位置決定用被写体の位置（マーカの位置）か
ら被写体の位置までバーチャルオブジェクトを移動させる処理などを行う。
【００６１】
　また撮影画像取得部１０２は、撮像部１５０が有する第１のカメラＣＭ１で撮影された
第１の撮影画像を左眼用画像として取得し、撮像部１５０が有する第２のカメラＣＭ２で
撮影された第２の撮影画像を右眼用画像として取得する。そして奥行き情報取得部１０４
は、これらの左眼用画像と右眼用画像から得られる視差情報（視差による表示位置のずれ
）に基づいて、奥行き情報を取得する。例えば視差情報により表される視差（同一被写体
の表示位置のずれ）が小さい場合には、被写体等の奥行き値が小さいと判断し、視差（同
一被写体の表示位置のずれ）が大きい場合には、奥行き値が大きいと判断する。
【００６２】
　この場合に画像生成部１２０は、左眼用画像と右眼用画像による立体視用画像にバーチ
ャルオブジェクトが合成された画像を生成する。即ち、被写体やバーチャルオブジェクト
が３次元物体に見える立体視用画像を生成する。
【００６３】
　ここで立体視方式としては、２眼分離眼鏡方式や、パララックスバリアやレンチキュラ
や、その他、光線の方向を制御することができる光学素子を用いた裸眼方式などの様々な
方式を想定できる。２眼分離眼鏡方式としては、例えば偏光眼鏡方式、継時分離方式、２
色分離方式などがある。偏光眼鏡方式では、例えば表示部１９０の奇数ラインと偶数ライ
ンに左眼用画像と右眼用画像を交互に表示し、これを偏光眼鏡（例えば左眼に水平方向の
偏光フィルタ、右眼に垂直方向の偏光フィルタを付けた眼鏡）で見ることで立体視を実現
する。或いは左眼用画像と右眼用画像を特殊な偏光フィルタを有するプロジェクタで投影
し、投影画像を偏光眼鏡で見ることで立体視を実現してもよい。また継時分離方式（ペー
ジ・フリップ方式）では、表示部１９０に左眼用画像、右眼用画像を所定期間毎（例えば
１／１２０秒毎、１／６０秒毎）に交互に表示する。そして、この表示の切り替えに連動
して液晶シャッター付きの眼鏡の左眼、右眼の液晶シャッターを交互に開閉することで、
立体視を実現する。２色分離方式では、アナグリフ画像を生成し、赤青眼鏡等で見ること
で、立体視を実現する。
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【００６４】
　また左眼用画像と右眼用画像から立体用視画像を生成する機能は、画像生成部１２０に
持たせてもよいし、表示部１９０（テレビ等）に持たせてもよい。例えば画像生成部１２
０が、サイドバイサイド方式の画像信号を出力する。すると表示部１９０が、このサイド
バイサイドの画像信号に基づいて、奇数ラインと偶数ラインに左眼用画像と右眼用画像が
交互に割り当てられるフィールドシーケンシャル方式の画像を表示する。或いは、左眼用
画像と右眼用画像が所定期間毎に交互に切り替えられるフレームシーケンシャル方式の画
像を表示する。或いは画像生成部１２０の方が、フィールドシーケンシャル方式やフレー
ムシーケンシャル方式の画像を生成して、表示部１９０に出力するようにしてもよい。
【００６５】
　なお、撮影画像取得部１０２が、撮像部１５０が有するデプスカメラ（図示せず）から
のデプス画像を取得し、奥行き情報取得部１０４が、このデプス画像に基づいて、奥行き
情報を取得してもよい。或いは測距センサなどを用いて奥行き情報を取得してもよい。
【００６６】
　２．本実施形態の手法
　次に本実施形態の手法について具体的に説明する。
【００６７】
　２．１　奥行き情報に基づくバーチャルオブジェクトの合成処理
　まず、本実施形態の画像生成システムが適用される携帯型ゲーム装置の例について図２
（Ａ）、図２（Ｂ）を用いて説明する。この携帯型ゲーム装置は、メイン表示部１９０Ｍ
とサブ表示部１９０Ｓを有する。サブ表示部１９０Ｓは、例えばタッチパネル方式の液晶
ディスプレイにより実現され、ゲーム装置の筐体１０に設けられる。メイン表示部１９０
Ｍは、サブ表示部１９０よりも例えば画素数が多いディスプレイとなっており、例えば液
晶ディスプレイなどにより実現される。
【００６８】
　ゲーム装置の筐体１０と筐体２０は回動自在に設けられており、筐体１０には、方向指
示キー１２、アナログスティック１４、操作ボタン１６が設けられている。また図２（Ｂ
）に示すように、筐体２０の背面側（メイン表示部１９０Ｍの反対側）には第１、第２の
カメラＣＭ１、ＣＭ２が設けられている。これらの第１、第２のカメラＣＭ１、ＣＭ２を
用いて被写体を撮影することで、視差のある左眼用画像と右眼用画像を得ることが可能に
なり、立体視表示が可能になる。
【００６９】
　図３（Ａ）は配置位置決定用被写体の一例である配置位置決定用のマーカＯＢＭ（カー
ド）である。このマーカＯＢＭには、出現させるバーチャルオブジェクトの種類等を決定
するための模様（記号、文字等）が描かれている。そして撮像部１５０により、マーカＯ
ＢＭを撮影して、描かれている模様の画像認識を行い、画像認識の結果に基づいて、図３
（Ｂ）に示すようにマーカＯＢＭに対応するバーチャルオブジェクトＯＢＶを出現させる
。即ち、撮像部１５０の撮影画像にバーチャルオブジェクトＯＢＶの画像が合成された画
像を生成する。生成された画像は表示部１９０に表示されたり、記憶部１７０に記憶され
る。
【００７０】
　このようにすることで、ユーザは、自身が所望するバーチャルオブジェクトに対応する
マーカＯＢＭ（カード）を配置することで、自身が撮影した画像の中にバーチャルオブジ
ェクトＯＢＶを出現させることが可能になり、いわゆる拡張現実（ＡＲ）を実現できるよ
うになる。
【００７１】
　図４は、図２（Ａ）、図２（Ｂ）で説明した携帯型のゲーム装置（携帯型端末）をユー
ザが左手に持ち、撮像部１５０によりマーカＯＢＭを撮影している場面である。図４では
ユーザが、被写体となる右の手ＯＢＨを伸ばしており、ゲーム装置の撮像部１５０とマー
カＯＢＭの間に手ＯＢＨが介在している。
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【００７２】
　このような場合に従来の拡張現実手法では図５に示すような画像が生成されてしまう。
即ち、図４の状況の場合には本来ならばユーザの手ＯＢＨ（広義には被写体）がバーチャ
ルオブジェクトＯＢＶの手前側に表示されるべきであるはずなのに、図５では、バーチャ
ルオブジェクトＯＢＶの奥側に手ＯＢＨが存在するような画像が生成されてしまう。つま
り、従来の拡張現実手法では、ユーザが撮影した画像に対してバーチャルオブジェクトＯ
ＢＶを上書きで描画する。従って、バーチャルオブジェクトＯＢＶとユーザの手ＯＢＨの
奥行き方向での前後関係は判断されず、ＯＢＶとＯＢＨの前後関係に依らずに、常に、被
写体である手ＯＢＨの手前側にバーチャルオブジェクトＯＢＶが描画されてしまう。この
ため、ユーザが不自然さを感じ、拡張現実の実現が不十分になってしまう。
【００７３】
　そこで本実施形態では、撮影画像に映る手ＯＢＨ等の被写体の奥行き情報を取得する。
そして取得された奥行き情報に基づいて、手ＯＢＨ等の被写体とバーチャルオブジェクト
ＯＢＶとの奥行き方向での前後関係を判断して、撮影画像にバーチャルオブジェクトを合
成する処理を行う。具体的には、奥行き情報に基づいて、図４のように手ＯＢＨ（被写体
）がバーチャルオブジェクトＯＢＶよりも奥行き方向（Ｚ方向）において手前側に位置す
ると判断された場合には、図６（Ａ）のように手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶ
よりも手前側に表示される画像を生成する。逆に、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯ
ＢＶよりも奧側に位置すると判断された場合には、図５のように手ＯＢＨがバーチャルオ
ブジェクトＯＢＶよりも奧側に表示される画像を生成する。
【００７４】
　このようにすれば、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶ（マーカＯＢＭ）の手前
側に位置する場合には図６（Ａ）に示す画像が生成され、奥側に位置する場合には図５に
示す画像が生成されるようになるため、ユーザの手ＯＢＨの付近に、あたかもバーチャル
オブジェクトＯＢＶが実在するような感覚をユーザに与えることが可能になる。従って、
これまでにないタイプの拡張現実を実現できる。
【００７５】
　特に本実施形態では、後述するように、被写体の撮影画像から、被写体の奥行き情報を
取得できる点に着目している。そして、バーチャルオブジェクトＯＢＶの合成対象となる
撮影画像から被写体の奥行き情報を抽出し、抽出された奥行き情報に基づいて、撮影画像
とバーチャルオブジェクトＯＢＶの合成処理を行う点に本実施形態の特徴がある。このよ
うにすることで、撮影画像から奥行き情報を抽出しながら、その奥行き情報を利用して、
正しい前後関係の合成画像を生成できるようになる。
【００７６】
　また本実施形態では、図６（Ｂ）に示すように、バーチャルオブジェクトＯＢＶの配置
位置を決めるための配置位置決定用のマーカＯＢＭ（広義には配置位置決定用被写体）の
奥行き値ＺＭ（奥行き情報）と、手ＯＢＨ（被写体）の奥行き値ＺＨ（奥行き情報）を取
得する。そして、これらの奥行き値ＺＭ、ＺＨとに基づいて、バーチャルオブジェクトＯ
ＢＶと手ＯＢＨの前後関係を判断する。即ち、奥行き値ＺＭとＺＨを比較し、ＺＨ＜ＺＭ
であれば、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶ（マーカＯＢＭ）の手前側に位置す
ると判断して、図６（Ａ）に示すような画像を生成する。即ち、手ＯＢＨによりバーチャ
ルオブジェクトＯＢＶの一部が隠面消去された画像を生成する。
【００７７】
　このようにすることで、マーカＯＢＭの模様に対応するバーチャルオブジェクトＯＢＶ
を出現させることが可能になると共に、出現させたバーチャルオブジェクトＯＢＶと手Ｏ
ＢＨとの前後関係も適正に判断して拡張現実の画像を生成できるようになる。
【００７８】
　なお、図６（Ａ）、図６（Ｂ）では、バーチャルオブジェクトの配置位置決定用被写体
がマーカである場合を例にとり説明しているが、配置位置決定用被写体はマーカには限定
されない。例えば、被写体の形状自体の認識を行い、形状認識の結果に応じたバーチャル
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オブジェクトを出現させてもよい。具体的には第１の形状（例えば四角形状）の物体が認
識された場合には、第１のバーチャルオブジェクトを出現させ、第２の形状（例えば丸形
状）の物体が認識された場合には第２のバーチャルオブジェクトを出現させる。
【００７９】
　また、バーチャルオブジェクトとの隠面消去の対象となる被写体は、ユーザの手などの
部位には限定されず、例えばユーザが所持するペンやポインタなどの所持物であってもよ
い。また図６（Ａ）では、ユーザの手等の被写体が手前側にある場合に、その手等の被写
体によりバーチャルオブジェクトが完全に隠面消去される場合の合成画像の例であるが、
手等の被写体の画像とバーチャルオブジェクトの画像が半透明合成された画像を生成して
もよい。また、手等の被写体とバーチャルオブジェクトとの前後関係の判定処理も図６（
Ｂ）に示す手法には限定されずに、種々の変形実施が可能である。
【００８０】
　２．２　スルー画の利用
　さて、図４のようにユーザの手ＯＢＨが、ゲーム装置の撮像部１５０とマーカＯＢＭと
の間に介在する場合には、マーカＯＢＭの模様の画像認識を適正に実現できなくなるおそ
れがある。そこで、このような場合に、本実施形態では、デジタルカメラなどで一般的に
使用されるスルー画（動画）を有効活用して、マーカＯＢＭの奥行き情報を取得する。こ
のスルー画は、例えば図４においてメイン表示部１９０Ｍに表示される。
【００８１】
　例えば図７（Ａ）～図７（Ｄ）に、撮像部１５０により撮影される一連のスルー画の例
を示す。図７（Ａ）～図７（Ｃ）のスルー画では、マーカＯＢＭの配置位置決定部分であ
る模様部分が、被写体である手ＯＢＨにより隠れてしまっている。従って、マーカＯＢＭ
の模様部分（文字、記号等）の画像認識処理を適正に実行することができず、適正なバー
チャルオブジェクトを出現させることが困難になる。
【００８２】
　一方、図７（Ｄ）のスルー画では、マーカＯＢＭの模様部分（配置位置決定部分）が、
手ＯＢＨによって隠れていない。従って、図７（Ｄ）のスルー画を用いることで、マーカ
ＯＢＭの模様部分の画像認識を適正に実現でき、適正なバーチャルオブジェクトを出現さ
せることが可能になる。
【００８３】
　そこで本実施形態では、図７（Ａ）～図７（Ｄ）のような一連のスルー画を撮影画像記
憶部１７２に記憶して保存しておく。具体的には、例えばユーザがシャッタ操作を行った
タイミングの前の期間及び後ろの期間の少なくとも一方の期間における複数のスルー画を
保存する。そして、これらの複数のスルー画（動画の各画像）のうち、模様部分（配置位
置決定部分）が、被写体である手ＯＢＨにより隠れていないと判断されたスルー画（一部
が隠れているスルー画であってもよい）に基づいて、配置位置決定用マーカＯＢＭ（配置
位置決定用被写体）の奥行き情報を取得する。
【００８４】
　例えば図７（Ａ）～図７（Ｄ）に示す複数のスルー画をマッチング処理の対象として、
テンプレート模様とのマッチング処理を行う。具体的には、ユーザがシャッタ操作を行っ
たタイミングの前の期間及び後ろの期間の少なくとも一方の期間における複数のスルー画
をマッチング処理の対象として、テンプレート模様（テンプレートとなる文字、記号等）
とのマッチング処理を行う。例えば、複数のスルー画から抽出された特徴量と、テンプレ
ート模様の特徴量とのマッチング処理を行う。そして図７（Ａ）～図７（Ｄ）の場合には
、図７（Ｄ）のスルー画に表示される模様が、テンプレート模様とマッチングしたと判断
されるため、図７（Ｄ）のスルー画に基づいて、マーカＯＢＭの奥行き情報が取得される
。
【００８５】
　そして図７（Ｄ）のスルー画から取得されたマーカＯＢＭの奥行き情報と、手ＯＢＨの
奥行き情報とに基づいて、バーチャルオブジェクトＯＢＶと手ＯＢＨの前後関係を判断す
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る。
【００８６】
　このようにすれば、ユーザの手ＯＢＨによりマーカＯＢＭの模様が隠れて見えなくなっ
た場合にも、マーカＯＢＭの奥行き情報を取得して手ＯＢＨとの前後関係を判断できるよ
うになり、適正な前後関係でバーチャルオブジェクトＯＢＶを表示することが可能になる
。
【００８７】
　なお、撮影画像記憶部１７２に記憶して保存しておくスルー画は、シャッター操作によ
り記録される撮影画像よりも低解像度のものであってもよい。また、撮像部の前に手を挿
入しない事をユーザに指示し、その状態で撮影された画像に基づいてマーカＯＢＭの奥行
き情報を取得してもよい。また図７（Ｃ）のようにマーカＯＢＭの模様の一部が手ＯＢＨ
により隠れている場合にも、テンプレート模様とのマッチング率が一定値以上である場合
には、模様部分が手ＯＢＨにより隠れていないと判断して、マーカＯＢＭの奥行き情報を
取得してもよい。
【００８８】
　２．３　ヒット判定処理
　本実施形態では、撮影画像から取得された奥行き情報に基づいて、被写体とバーチャル
オブジェクトとのヒット判定処理を行ってもよい。
【００８９】
　具体的には図８（Ａ）、図８（Ｂ）では、バーチャルオブジェクトＯＢＶの方にユーザ
は手ＯＢＨを動かしている。この場合に本実施形態では、取得された奥行き情報に基づい
て、手ＯＢＨとバーチャルオブジェクトＯＢＶとのヒット判定処理を行う。そして、手Ｏ
ＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶにヒットしたと判定されると、手ＯＢＨがバーチャ
ルオブジェクトＯＢＶに仮想的に接触した状態であると判断する。そしてバーチャルオブ
ジェクトＯＢＶの表示態様を変化させる処理や、バーチャルオブジェクトＯＢＶに対応す
る音の出力処理を行う。
【００９０】
　例えば図８（Ａ）では、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶにヒットしたと判定
された場合に（接触したと判定された場合に）、バーチャルオブジェクトＯＢＶのアニメ
ーション処理（モーション処理）を行っている。具体的には図８（Ａ）では、バーチャル
オブジェクトＯＢＶが両手を上げるアニメーション処理を行っている。
【００９１】
　このアニメーション処理は、静止画により実現してもよいし、動画により実現してもよ
い。例えば静止画で実現する場合には、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶにヒッ
トしていないと判定された場合には、両手を下げた状態のバーチャルオブジェクトＯＢＶ
を、静止画の撮影画像に合成する。一方、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶにヒ
ットしたと判定された場合には、両手を上げた状態のバーチャルオブジェクトＯＢＶを、
静止画の撮影画像に合成する。
【００９２】
　動画により実現する場合には、図４のメイン表示部１９０Ｍに、撮影画像にバーチャル
オブジェクトＯＢＶが合成された動画（スルー画）を表示する。そして、手ＯＢＨがバー
チャルオブジェクトＯＢＶにヒットしていないと判定された場合には、両手を下げた状態
のバーチャルオブジェクトＯＢＶが撮影画像に合成された動画を、メイン表示部１９０Ｍ
に表示する。一方、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶにヒットしたと判定された
場合には、両手を上げるモーションを行っているバーチャルオブジェクトＯＢＶが撮影画
像に合成された動画を、メイン表示部１９０Ｍに表示する。
【００９３】
　図８（Ｂ）では、手ＯＢＨがバーチャルオブジェクトＯＢＶにヒットしたと判定された
場合に、バーチャルオブジェクトＯＢＶに対応する音を出力する処理を行っている。具体
的には図８（Ｂ）では、手ＯＢＨが触れたことに対応する音声（例えば「ハーイ」などの
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音声）を、バーチャルオブジェクトＯＢＶが発声する処理を行っている。この場合に、音
声ではなく、手ＯＢＨが触れたことに対応する効果音等を出力するようにしてもよい。
【００９４】
　次にヒット判定処理の具体例について説明する。例えば図９では、配置位置決定用のマ
ーカＯＢＭの奥行き情報に基づいて、バーチャルオブジェクト用のヒットボリュームＨＴ
Ｖを設定し、設定されたヒットボリュームＨＴＶを用いて、手ＯＢＨ等の被写体とバーチ
ャルオブジェクトＯＢＶとのヒット判定処理を実現している。
【００９５】
　具体的には図９において、マーカＯＢＭの奥行き値ＺＭが奥行き情報として検出されて
いる。この場合には、奥行き値＝ＺＭの位置にバーチャルオブジェクト用のヒットボリュ
ームＨＴＶを設定する。このヒットボリュームＨＴＶのサイズや形状は、例えばマーカＯ
ＢＭの模様パターンにより出現するバーチャルオブジェクトＯＢＶのサイズや形状に応じ
たサイズや形状に設定すればよい。例えば大きなサイズのバーチャルオブジェクトＯＢＶ
を出現させる場合には、ヒットボリュームＨＴＶのサイズも大きくし、小さなサイズのバ
ーチャルオブジェクトＯＢＶを出現させる場合には、ヒットボリュームＨＴＶのサイズも
小さくする。また、例えば立った姿勢（形状）のバーチャルオブジェクトＯＢＶを出現さ
せる場合と、座った姿勢のバーチャルオブジェクトＯＢＶを出現させる場合とで、ヒット
ボリュームＨＴＶの形状を変化させてもよい。
【００９６】
　また図９では、手ＯＢＨの奥行き値ＺＨが奥行き情報として検出されており、奥行き値
＝ＺＨの位置に手用（被写体用）のヒットボリュームＨＴＨが設定されている。そしてヒ
ットボリュームＨＴＶとＨＴＨの間に重なりが存在するか否かを判定するヒット判定処理
が行われる。そして、重なりが存在すると判定された場合には、手ＯＢＨがバーチャルオ
ブジェクトＯＢＶにヒットしたと判断して、図８（Ａ）、図８（Ｂ）に示すような表示態
様の変化処理や音の出力処理を行う。
【００９７】
　このようにバーチャルオブジェクトの奥行き値に応じたヒットボリュームを設定してヒ
ット判定処理を行うことで、より精度の高いヒット判定処理を実現することができ、拡張
現実におけるリアリティ度を更に向上することができる。
【００９８】
　以上のように本実施形態では、取得された奥行き情報に基づいて手等の被写体とバーチ
ャルオブジェクトとのヒット判定処理を行っている。これによりユーザに対して、あたか
も現実の物体がバーチャルオブジェクトとして撮影画像上に映し出されているような感覚
を与えることが可能になる。即ち、ユーザが手をバーチャルオブジェクトに触れることで
、図８（Ａ）、図８（Ｂ）のようにバーチャルオブジェクトが反応するため、バーチャル
オブジェクトの実在感が増し、拡張現実におけるリアリティ度を向上できる。
【００９９】
　なお、ヒット時の表示態様の変化手法や音出力手法は図８（Ａ）、図８（Ｂ）で説明し
た手法に限定されない。例えば被写体とバーチャルオブジェクトのヒット位置に応じて、
表示態様の変化のさせ方や出力させる音を異ならせてもよい。具体的には、バーチャルオ
ブジェクトの第１の部位（例えば頭部）に手等がヒットした場合には、バーチャルオブジ
ェクトの第１のアニメーション処理（例えば片手を上げる第１のモーション処理）を行い
、第２の部位（例えば胴体部）にヒットした場合には、第２のアニメーション処理（例え
ば両手を上げる第２のモーション処理）を行ってもよい。またバーチャルオブジェクトの
第１の部位に手等がヒットした場合には、バーチャルオブジェクトが第１のパターンの音
声（例えば「ありがとう」という音声）を出力し、第２の部位にヒットした場合には、第
２のパターンの音声（例えば「ハーイ」という音声）を出力してもよい。
【０１００】
　またヒット判定手法は、図９で説明した手法に限定されない。例えば手等の被写体につ
いてはヒットボリュームを設定せずに、被写体の代表位置と、バーチャルオブジェクトの
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ヒットボリュームを用いてヒット判定処理を行ってもよい。或いは、ヒットボリュームを
用いずに、例えばバーチャルオブジェクトの代表位置と被写体の代表位置を用いてヒット
判定処理を行ってもよい。また被写体のヒットボリュームを設定する場合には、図９のよ
うな１つの奥行き値ＺＨだけではなくて、その被写体について取得された複数の奥行き値
に基づいてヒットボリュームを設定してもよい。具体的には後述する図１４（Ｂ）に示す
ようなデプス画像が取得される場合には、このデプス画像の奥行き値を用いて、手等の被
写体のヒットボリュームを設定してもよい。
【０１０１】
　２．４　移動処理
　本実施形態では、取得された奥行き情報に基づいて、バーチャルオブジェクトの移動処
理を行ってもよい。具体的には、配置位置決定用のマーカの奥行き情報と、被写体の奥行
き情報とに基づいて、マーカの位置と被写体の位置の間で、バーチャルオブジェクトを移
動させる処理を行う。
【０１０２】
　例えば図１０（Ａ）では、配置位置決定用のマーカＯＢＭの模様パターンにより、鳥の
バーチャルオブジェクトＯＢＶが出現している。そして、この鳥のバーチャルオブジェク
トＯＢＶの前に、ユーザの手ＯＢＨが存在することが検出されると、図１０（Ｂ）に示す
ように、バーチャルオブジェクトＯＢＶがユーザの手ＯＢＨの方に飛んで移動して、手Ｏ
ＢＨの上に止まる移動処理が行われる。このようにすることで、バーチャルオブジェクト
ＯＢＶが、あたかも生きている本物の鳥のような感覚をユーザに対して与えることができ
、拡張現実のリアリティ度を向上できる。
【０１０３】
　次に移動処理の具体例について図１１を用いて説明する。図１１では、配置位置決定用
のマーカＯＢＭの奥行き値ＺＭが奥行き情報として検出されている。また被写体である手
ＯＢＨの奥行き位置ＺＨが奥行き情報として検出されている。この場合には、この奥行き
値ＺＭとＺＨに基づいて図１１に示すような移動軌道ＴＲが設定され、この移動軌道上で
バーチャルオブジェクトＯＢＶを移動させる処理が行われる。このようにすることで、図
１０（Ｂ）に示すように、ユーザの手ＯＢＨにバーチャルオブジェクトＯＢＶが飛び乗る
画像を生成することが可能になる。
【０１０４】
　このようにすれば、検出された奥行き値ＺＭ、ＺＨを有効活用して、バーチャルオブジ
ェクトＯＢＶの移動処理を実現することが可能になり、少ない処理負荷で、リアリティ度
の高い拡張現実を実現できるようになる。
【０１０５】
　なお、図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）とは逆に、ユーザの手ＯＢＨの位置からマーカＯＢ
Ｍの位置にバーチャルオブジェクトＯＢＶを移動させる処理を行ってもよい。また、出現
するバーチャルオブジェクトＯＢＶの種類に応じて、移動軌道ＴＲを変化させてもよい。
或いは、マーカＯＢＭの手前側に存在することが検出された被写体の形状等に応じて、バ
ーチャルオブジェクトＯＢＶの移動軌跡等の移動態様を変化させてもよい。
【０１０６】
　また移動処理に基づく画像生成は、静止画により実現してもよいし、動画により実現し
てもよい。例えば静止画で実現する場合には、撮影画像の奥行き情報に基づいてマーカＯ
ＢＭの手前側に手ＯＢＨが存在することが検出された場合に、図１０（Ａ）の静止画の画
像と、図１０（Ｂ）の静止画の画像を生成する。一方、動画で実現する場合には、図１０
（Ａ）から図１０（Ｂ）へとバーチャルオブジェクトＯＢＶが移動する動画の画像を生成
して、例えば図４のメイン表示部１９０Ｍに表示する。
【０１０７】
　２．５　奥行き情報の取得
　次に奥行き情報の具体的な取得手法について説明する。
【０１０８】
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　例えば本実施形態では、図２（Ｂ）の第１、第２のカメラＣＭ１、ＣＭ２で取得された
画像の視差情報（同一被写体の表示位置のずれ、水平視差）に基づいて奥行き情報を取得
する。具体的には第１のカメラＣＭ１で撮影された画像を左眼用画像として取得し、第２
のカメラＣＭ２で撮影された画像を右眼用画像として取得する。そして図１２（Ａ）～図
１２（Ｃ）に示すように、左眼用画像と右眼用画像から得られる視差情報に基づいて、奥
行き情報を取得する。
【０１０９】
　例えば図１２（Ａ）において、ＯＢＬは、左眼用画像に映る被写体の画像であり、ＯＢ
Ｒは、右眼用画像に映る同一被写体の画像である。そして図１２（Ａ）では、これらの被
写体画像ＯＢＬ、ＯＢＲの間の視差（視差による表示位置のずれ）が小さいため、カメラ
ＣＭ１、ＣＭ２から見た被写体の奥行き値は小さいと判断される。一方、図１２（Ｂ）で
は、これらの被写体画像ＯＢＬ、ＯＢＲの間の視差が中ぐらいであるため、被写体の奥行
き値は中ぐらいであると判断される。また図１２（Ｃ）では、被写体画像ＯＢＬ、ＯＢＲ
の間の視差（視差による表示位置のずれ）が大きいため、被写体の奥行き値は大きいと判
断される。
【０１１０】
　このように、カメラＣＭ１、ＣＭ２で撮影された画像の視差情報（同一被写体の表示位
置のずれ情報）を用いて、撮影画像に映る被写体の奥行き情報を取得できる。従って、手
ＯＢＨやマーカＯＢＭの被写体の視差情報を検出することで、手ＯＢＨやマーカＯＢＭの
奥行き値ＺＨ、ＺＭを取得することが可能になり、これらの奥行き値ＺＨ、ＺＭを用いて
、図６（Ａ）～図１１で説明したバーチャルオブジェクトＯＢＶの合成処理、ヒット判定
処理、移動処理などを実現できるようになる。
【０１１１】
　また、カメラＣＭ１、ＣＭ２により左眼用画像、右眼用画像を撮影することで、立体視
画像の生成も可能になる。従って、図６（Ａ）、図８（Ａ）、図８（Ｂ）、図１０（Ａ）
、図１０（Ｂ）の画像を、立体視用画像として生成することが可能になり、リアリティ度
の高い拡張現実と立体視表現とを両立して実現できるという利点がある。
【０１１２】
　なお視差情報の検出は、例えば図１３に示す手法により実現できる。例えば図１３では
、奥行き情報の取得対象となる被写体の右眼用画像でのブロック画像ＢＲと、左眼用画像
のブロック画像ＢＬとのマッチング処理が行われる。そして右眼用画像のブロック画像Ｂ
Ｒと左眼用画像のブロック画像ＢＬがマッチングしたと判断されると、例えばブロック画
像ＢＲの位置のＸ座標とブロック画像ＢＬの位置のＸ座標の座標差が、視差情報として取
得される。そして、取得された視差情報から例えば所定の変換式を用いて奥行き情報が算
出され、当該被写体（マーカ、手等）の奥行き情報が取得される。このようにすることで
、マッチング処理を利用した簡素な処理で、被写体の奥行き情報を取得できるようになる
。
【０１１３】
　なお、奥行き情報の取得手法は、視差情報に基づくものに限定されず、種々の手法を想
定できる。例えば撮像部１５０がデプスカメラを有する場合には、デプスカメラ（デプス
センサ）により撮影されたデプス画像に基づいて、奥行き情報を取得してもよい。
【０１１４】
　例えば図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）にカラー画像カメラにより撮影されたカラー画像と
、デプスカメラにより撮影されたデプス画像の例を示す。カラー画像カメラは、ＣＣＤや
ＣＭＯＳセンサなどのＲＧＢセンサにより実現され、デプスカメラは、例えば赤外線セン
サなどにより実現される。例えば図２（Ｂ）のカメラＣＭ１の位置にカラー画像カメラが
設けられ、カメラＣＭ２の位置にデプスカメラが設けられる。
【０１１５】
　そしてカラー画像カメラを用いて図１４（Ａ）に示すようなカラー画像が撮影され、デ
プスカメラを用いて図１４（Ｂ）に示すようなデプス画像が撮影される。例えばカラー画
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像では、被写体やその周りの風景の色情報が得られる。一方、デプス画像では、被写体や
その周りの風景の奥行き値（デプス値）が、例えばグレースケール値として得られる。例
えばカラー画像は、その各画素位置にカラー値（ＲＧＢ）が設定された画像であり、デプ
ス画像は、その各画素位置に奥行き値（デプス値）が設定された画像である。
【０１１６】
　デプス画像の奥行き情報の取得手法としては、公知に種々の手法を想定できる。例えば
デプスカメラから赤外線等の光を投射し、その投射光の反射強度や、投射光が戻ってくる
までの時間（Time Of Flight）を検出することで、奥行き情報を取得し、デプスカメラの
位置から見た被写体のシェイプを検出する。具体的には、奥行き情報（デプス情報）は、
例えばデプスカメラから近い被写体では明るくなり、デプスカメラから遠い被写体では暗
くなるグレースケールデータとして表される。或いはデプスカメラである赤外線レーザに
よるモアレ縞に基づいて奥行き情報（デプス距離）を取得する。
【０１１７】
　なお奥行き情報の取得手法としては種々の変形実施が可能であり、超音波などを用いた
測距センサなどにより奥行き情報を取得してもよい。
【０１１８】
　２．６　具体的な処理例
　次に本実施形態の具体的な処理例について図１５～図１７のフローチャートを用いて説
明する。
【０１１９】
　図１５は奥行き情報に基づくバーチャルオブジェクトの合成処理について説明するため
のフローチャートである。
【０１２０】
　まずシャッターが押されたか否かを判断する（ステップＳ１）。シャッター操作は例え
ば図２（Ａ）の操作ボタン１６を押すことなどにより行われる。シャッターが押された場
合には、シャッターが押されたタイミングでの撮影画像を保存する（ステップＳ２）。そ
してバーチャルオブジェクトの配置位置決定用マーカの認識処理を行う（ステップＳ３）
。例えばテンプレートとなる模様とのマッチング処理を行うことで、認識処理を実現する
。
【０１２１】
　次に、保存された撮影画像からマーカ（マーカの模様）が認識されたか否かを判断し（
ステップＳ４）、認識されなかった場合には、図７（Ａ）～図７（Ｄ）で説明したように
、保存された撮影画像の前後のスルー画からマーカが認識されたか否かを判断する（ステ
ップＳ５）。そしてステップＳ４又はステップＳ５のいずれかでマーカが認識された場合
には、認識されたマーカの種類からバーチャルオブジェクトの種類を決定する（ステップ
Ｓ６）。例えばマーカが第１の種類のマーカである場合には、第１のバーチャルオブジェ
クトを出現させ、第２の種類のマーカである場合には、第２のバーチャルオブジェクトを
出現させる。
【０１２２】
　次に、図２（Ｂ）のカメラＣＭ１，ＣＭ２により撮影された左眼用画像、右眼用画像の
視差情報から、図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）で説明したようにマーカの奥行き値ＺＭを求
める（ステップＳ７）。また左眼用画像、右眼用画像の視差情報から、ユーザの手等の被
写体の奥行き値ＺＨを求める（ステップＳ８）。
【０１２３】
　次に、取得された奥行き値がＺＨ＜ＺＭであるか否かを判断する（ステップＳ９）。そ
してＺＨ＜ＺＭである場合には、図６（Ａ）に示すように手等の被写体がバーチャルオブ
ジェクトの手前側に表示されるように画像を合成する（ステップＳ１０）。一方、ＺＨ≧
ＺＭである場合には、図５に示すように手等の被写体がバーチャルオブジェクトの奥側に
表示されるように画像を合成する（ステップＳ１１）。
【０１２４】
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　図１６は、手等の被写体とバーチャルオブジェクトのヒット判定処理を説明するための
フローチャートである。
【０１２５】
　マーカの奥行き値ＺＭが取得されると、図９で説明したように奥行き値ＺＭの位置にバ
ーチャルオブジェクト用のヒットボリュームＨＴＶを配置設定する（ステップＳ２１）。
また手等の被写体の奥行き値ＺＨが取得されると、奥行き値ＺＨの位置に、手等の被写体
用のヒットボリュームＨＴＨを配置設定する（ステップＳ２２）。そして、ヒットボリュ
ームＨＴＶとＨＴＨのヒットチェック処理を行う（ステップＳ２３）。即ちヒットボリュ
ームＨＴＶとＨＴＨの間に重なりがあるか否かを判定するヒットチェック処理を行う。そ
してヒットしたと判定された場合には（ステップＳ２４）、図８（Ａ）、図８（Ｂ）で説
明したように、バーチャルオブジェクトのアニメーション処理（モーション処理）や音声
出力処理を行う（ステップＳ２５）。例えばヒット位置に応じたアニメーション処理や音
声出力処理を行う。
【０１２６】
　図１７は、奥行き情報に基づくバーチャルオブジェクトの移動処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【０１２７】
　図１７のステップＳ３１～Ｓ３８は図１５のステップＳ１～Ｓ８と同様であるため説明
を省略する。図１７のステップＳ３７、Ｓ３８で、マーカの奥行き値ＺＭと、ユーザの手
等の被写体の奥行き値ＺＨが取得されると、ステップＳ３９に示すように、奥行き値ＺＭ
の位置からＺＨの位置に、バーチャルオブジェクトが移動する画像を合成する（ステップ
Ｓ３９）。例えば図１１で説明したように奥行き値ＺＭとＺＨで特定される移動軌道ＴＲ
に沿ってバーチャルオブジェクトが移動する画像を合成する。これにより図１０（Ａ）、
図１０（Ｂ）に示すような画像を生成できるようになる。
【０１２８】
　なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効
果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで
あろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば
、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語（被写体
、配置位置決定用被写体等）と共に記載された用語（手、配置位置決定用マーカ等）は、
明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。
また、奥行き情報の取得処理、奥行き情報に基づくバーチャルオブジェクトの合成処理、
奥行き情報に基づくヒット判定処理、奥行き情報に基づくバーチャルオブジェクトの移動
処理等も本実施形態で説明したものに限定されず、これらと均等な手法も本発明の範囲に
含まれる。また本発明は、携帯型ゲーム装置、家庭用ゲーム装置、業務用ゲーム装置、携
帯電話機、携帯型情報端末などの種々の画像生成システムに適用できる。
【符号の説明】
【０１２９】
ＯＢＭ　配置位置決定用マーカ（配置位置決定用被写体）、ＯＢＨ　手（被写体）、
ＯＢＶ　バーチャルオブジェクト、ＺＭ、ＺＨ　奥行き値、
ＨＴＶ、ＨＴＨ　ヒットボリューム、ＣＭ１、ＣＭ２　第１、第２のカメラ、
１０、２０　筐体、１２　方向指示キー、１４　アナログスティック、
１６　操作ボタン、
１００　処理部、１０２　撮影画像取得部、１０４　奥行き情報取得部、
１０６　オブジェクト処理部、１０７　前後関係判断部、１０８　合成処理部、
１０９　ヒット判定部、１１０　移動処理部、１１２　ゲーム演算部、
１２０　画像生成部、１３０　音生成部、１５０　撮像部、１６０　操作部、
１７０　記憶部、１７２　撮影画像記憶部、１７４　オブジェクトデータ記憶部、
１７８　描画バッファ、１８０　情報記憶媒体、
１９０（１９０Ｍ、１９０Ｓ）　表示部、１９２　音出力部、
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１９４　補助記憶装置、１９６　通信部

【図１】 【図２】



(22) JP 2012-58968 A 2012.3.22

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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