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(57)【要約】
【課題】立体表示から平面表示への切替わりの表示を自
然に見せることが可能な表示制御プログラムおよび情報
処理システムを提供する。
【解決手段】表示装置において、被写体が立体表示され
ている状態（図９（ａ））から、被写体が平面表示され
る状態（図９（ｃ））に切替わる際に、表示装置に黒一
色の挿入画像が表示される（図９（ｂ））。この挿入画
像は、立体表示に用いられる入力画像とは独立している
。この挿入画像の表示によって、ユーザの眼や脳が立体
表示からリセットされ、立体表示から平面表示への切替
わりの表示を自然に見せることができる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立体表示が可能な表示装置を制御するための表示制御プログラムであって、前記表示制
御プログラムは、前記表示装置のコンピュータを、
　共通の表示対象を含み、かつ視差を有する第１および第２入力画像を用いて、前記表示
対象が前記表示装置に立体表示されるように表示処理を行なう立体表示処理手段、
　前記表示装置に前記表示対象が２次元画像として平面表示されるように表示処理を行な
う平面表示処理手段、および、
　前記表示装置における立体表示と平面表示とを切替える表示切替手段、として機能させ
、
　前記表示切替手段は、前記表示対象を立体表示する状態と前記表示対象を平面表示する
状態とを切替えるときに、前記表示装置において所定期間にわたって前記表示対象が実質
的に非表示となるように表示処理を行なう、表示制御プログラム。
【請求項２】
　前記立体表示処理手段は、
　　所定の視差を有する前記第１および第２入力画像について、両入力画像の表示時の相
対位置関係を設定することで、立体表示の立体感を決定する立体感決定手段を含む、請求
項１に記載の表示制御プログラム。
【請求項３】
　前記立体感決定手段は、
　　前記相対位置関係を左右方向に変更することで、立体表示の立体感を調整する立体感
調整手段を含む、請求項２に記載の表示制御プログラム。
【請求項４】
　前記立体感調整手段は、前記相対位置関係を連続的に変更し、
　前記表示切替手段は、前記相対位置関係が所定条件を満足したときに、立体表示から平
面表示へ切替える、請求項３に記載の表示制御プログラム。
【請求項５】
　前記立体感調整手段は、前記相対位置関係を変更することで、立体表示の立体感を、手
前側から奥行き側の所定範囲で連続的に調整可能であり、
　前記表示切替手段は、前記立体感が当該所定範囲の奥行き側の境界に達したときに、立
体表示から平面表示へ切替える、請求項４に記載の表示制御プログラム。
【請求項６】
　前記立体表示処理手段は、
　　前記表示装置へ出力される、前記第１入力画像の一部領域である第１部分画像および
前記第２入力画像の一部領域である第２部分画像を、前記立体感決定手段によって設定さ
れた前記相対位置関係に応じて決定する部分画像決定手段を含む、請求項２に記載の表示
制御プログラム。
【請求項７】
　前記立体感決定手段は、
　　前記相対位置関係を左右方向に変更することで、立体表示の立体感を調整する立体感
調整手段を含み、
　　前記部分画像決定手段は前記立体感調整手段による立体感の調整に応じて、前記表示
装置へ出力される、前記第１入力画像の一部領域および前記第２入力画像の一部領域の少
なくとも一方を変更する、請求項６に記載の表示制御プログラム。
【請求項８】
　前記立体感決定手段は、
　　前記相対位置関係を連続的に変更することで、立体表示の立体感を調整する立体感調
整手段を含み、
　前記平面表示処理手段は、
　　前記表示切替手段によって立体表示から平面表示に切替えられた直後において、前記
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立体感調整手段による前記相対位置関係の変更と関係なく決定された相対位置関係に応じ
て、前記第１部分画像および前記第２部分画像の少なくとも一方を決定し、
　　当該第１部分画像および前記第２部分画像の少なくとも一方に基づく画像を前記表示
手段に表示させる、請求項６に記載の表示制御プログラム。
【請求項９】
　前記平面表示処理手段は、
　　前記表示切替手段によって立体表示から平面表示に切替えられた直後において、前記
第１入力画像と前記第２入力画像との間の基本となる相対位置関係に基づいて、前記第１
部分画像および前記第２部分画像の少なくとも一方を決定する、請求項８に記載の表示制
御プログラム。
【請求項１０】
　前記表示制御プログラムは、前記表示装置のコンピュータを、立体感に関連付けられた
所定のパラメータを増減させるユーザ操作を受付ける入力手段としてさらに機能させ、
　前記入力手段は、前記所定のパラメータの値に基づいて、立体表示と平面表示との切替
え要求を発生する、請求項１～９のいずれか１項に記載の表示制御プログラム。
【請求項１１】
　前記入力手段は、前記所定のパラメータを増減させるユーザ操作として、スライダーを
所定方向にスライドする操作を受付ける、請求項１０に記載の表示制御プログラム。
【請求項１２】
　前記表示切替手段は、前記表示対象を立体表示している状態から平面表示している状態
に切替えられるまでの所定期間にわたって、前記表示装置における表示を実質的に停止す
る、請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御プログラム。
【請求項１３】
　前記表示切替手段は、前記表示対象を立体表示している状態から平面表示している状態
に切替えられるまでの所定期間の間、前記表示装置に前記第１および第２入力画像とは独
立した演出を表示させる、請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御プログラム。
【請求項１４】
　前記表示切替手段は、前記表示対象を立体表示している状態から平面表示している状態
に切替えられるまでの所定期間にわたって、前記表示装置に前記第１および第２入力画像
とは独立した挿入画像の表示を行なう、請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御
プログラム。
【請求項１５】
　前記表示切替手段は、予め用意されている前記挿入画像を表示させる、請求項１４に記
載の表示制御プログラム。
【請求項１６】
　前記挿入画像は、実質的に単色の画像を含む、請求項１５に記載の表示制御プログラム
。
【請求項１７】
　前記実質的に単色の画像は、黒色画像である、請求項１６に記載の表示制御プログラム
。
【請求項１８】
　前記平面表示処理手段は、立体表示から平面表示に切替えられた直後において、直前の
立体表示に用いられていた前記第１および第２入力画像の少なくとも一方に基づく画像を
前記表示装置に表示させる、請求項１～１７のいずれか１項に記載の表示制御プログラム
。
【請求項１９】
　前記平面表示処理手段は、立体表示から平面表示に切替えられた直後において、直前の
立体表示に用いられていた前記第１および第２入力画像のいずれか一方の画像を前記表示
装置に表示させる、請求項１８に記載の表示制御プログラム。
【請求項２０】
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　立体表示が可能な表示手段と、
　共通の表示対象を含み、かつ視差を有する第１および第２入力画像を用いて、前記表示
対象が前記表示装置に立体表示されるように表示処理を行なう立体表示処理手段と、
　前記表示対象が前記表示装置に２次元画像として平面表示されるように表示処理を行な
う平面表示処理手段と、
　前記表示手段における立体表示と平面表示とを切替える表示切替手段とを備え、
　前記表示切替手段は、前記表示対象を立体表示する状態と前記表示対象を平面表示する
状態とを切替えるときに、所定期間にわたって前記表示対象が実質的に非表示となるよう
に前記表示手段を制御する、情報処理システム。
【請求項２１】
　前記立体表示手段は、
　　所定の視差を有する前記第１および第２入力画像について、両入力画像の間の相対位
置関係を、立体表示の要求に応じた値に設定する第１立体感設定手段と、
　　前記相対位置関係に応じて前記第１および第２入力画像に対してそれぞれ設定される
第１および第２表示対象領域について、前記第１表示対象領域に含まれる第１部分画像と
、前記第２表示対象領域に含まれる第２部分画像とを前記表示手段へ出力する第１出力手
段とを含み、
　前記平面表示処理手段は、立体表示から平面表示に切替えられた直後において、前記両
入力画像の間の相対位置関係を、前記第１入力画像と前記第２入力画像との間の対応関係
に基づいて決定された基本相対位置関係と実質的に一致させた場合に取得される、前記第
１部分画像および前記第２部分画像の少なくとも一方に基づく画像を前記表示手段に表示
させる、請求項２０に記載の情報処理システム。
【請求項２２】
　所定の視差を有する一対の画像を受付ける画像入力手段と、
　仮想空間上のオブジェクトを一対の仮想カメラによって撮影することによって一対の画
像を生成する画像生成手段と、
　第１モードにおいて、前記画像入力手段によって受付けられた一対の画像を前記第１お
よび第２入力画像に設定する一方で、第２モードにおいて、前記画像生成手段によって生
成された一対の画像を前記第１および第２入力画像に設定するモード切替手段とをさらに
備え、
　前記立体表示手段は、
　　前記一対の仮想カメラの間の相対距離を、立体表示の要求に応じた値に設定する第２
立体感設定手段と、
　　前記第１および第２入力画像を前記表示手段へ出力する第２出力手段とを含み、
　前記第１モードにおいて、前記第１相対変位量設定手段および前記第１出力手段が有効
化される一方で、前記第２モードにおいて、前記第２相対変位量設定手段および前記第２
出力手段が有効化される、請求項２１に記載の情報処理システム。
【請求項２３】
前記立体表示手段は、
　前記第１モードにおいて、ユーザによる立体感調整操作に応答して、前記第１および第
２入力画像について、両入力画像の間の相対位置関係変位量を連続的に変更し、
　前記第２モードにおいて、ユーザによる立体感調整操作に応答して、前記一対の仮想カ
メラの間の相対距離を連続的に変更する、請求項２０に記載の情報処理システム。
【請求項２４】
　前記第２モードにおいて、前記平面表示処理手段は、前記一対の仮想カメラの間の相対
距離をゼロにしたときに、前記画像生成手段によって生成される一対の画像の一方を前記
表示手段に表示させる、請求項２３に記載の情報処理システム。
【請求項２５】
　前記第２モードにおいて、前記表示切替手段は、前記第２立体感設定手段によって前記
一対の仮想カメラの間の相対距離をゼロとすることで、前記表示手段における立体表示と
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平面表示とを切替えるとともに、前記表示対象が実質的に非表示となる期間を設けない、
請求項２４に記載の情報処理システム。
【請求項２６】
　前記第２モードにおいて、前記表示切替手段は、所定条件が満たされた場合に限って、
立体表示から平面表示へ切替えられるまでの所定期間にわたって、前記表示対象が実質的
に非表示とする、請求項２５に記載の情報処理システム。
【請求項２７】
　前記画像入力手段は、一対の撮像部を含む、請求項２２～２６のいずれか１項に記載の
情報処理システム。
【請求項２８】
　立体表示に係る程度に関連付けられるとともに、立体表示と平面表示との切替えにも関
連付けられた所定のパラメータに対するユーザ操作を受付ける入力手段をさらに備える、
請求項２０～２７のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項２９】
前記立体表示手段は、
　前記第１モードにおいて、前記所定のパラメータに対するユーザ操作によって、前記第
１および第２入力画像について、両入力画像の間の相対位置関係を連続的に変更し、
　前記第２モードにおいて、前記所定のパラメータに対するユーザ操作によって、前記一
対の仮想カメラの間の相対距離を連続的に変更する、請求項２８に記載の情報処理システ
ム。
【請求項３０】
　前記入力手段は、所定の一軸方向にスライド操作可能な機構を含む、請求項２８または
２９に記載の情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、立体表示から平面表示への切替わりの表示を自然に見せることが可能な表
示制御プログラムおよび情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、所定の視差を有する２つの画像を用いて、立体表示を行なう方法が知られて
いる。すなわち、ユーザの右眼の視野に右眼用の画像が入り、ユーザの左眼の視野に左眼
用の画像が入るといったように、ユーザが左右の眼で異なる画像を見るように構成した上
で、当該右眼用の画像と左眼用の画像との間に視差を与えることによって、ユーザに立体
感を与えることができる。
【０００３】
　典型的には、被写体までの光軸に対して所定距離だけ離して対称的に配置された２つの
撮像部（いわゆる、ステレオカメラ）によってそれぞれ撮像された画像は、そのままで所
定の視差を有している。そのため、被写体までの光軸に対して右側に配置された右カメラ
、および同じく左側に配置された左カメラによってそれぞれ撮像された画像を、上述した
ような立体表示が可能な表示装置を用いて、それぞれ右眼用画像および左眼用画像として
表示すれば、被写体を立体的に表示することができる。
【０００４】
　あるいは、１台の撮像部を水平方向に位置を変えて複数回撮像することでも、所定の視
差を有する複数の画像を取得することができ、このような撮像画像を用いても、被写体を
立体的に表示することができる。
【０００５】
　このよう立体表示が可能な表示装置では、たとえば、右眼用画像および左眼用画像とし
て同一の画像を表示することで、被写体を２次元画像として表示（すなわち、平面表示）
することもできる。そこで、たとえば、特開２００４－２９４８６１号公報（特許文献１
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）に開示されるように、１つの表示装置を用いて、立体表示と平面表示とを切替えて、ど
ちらも利用できるように技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２９４８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、複数（典型的には、２枚）の画像を用いて立体表示を行なう場合には、
人間の眼や脳の働きを利用して立体感を得ており、通常の空間を見る場合とは異なる情報
が両眼に与えられている。
【０００８】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、立
体表示から平面表示への切替わりの表示を自然に見せることが可能な表示制御プログラム
および情報処理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明の第１の局面に従えば、立体表示が可能な表示装置を制御するための表示制御
プログラムを提供する。本表示制御プログラムは、表示装置のコンピュータを、共通の表
示対象を含み、かつ視差を有する第１および第２入力画像を用いて、表示対象が表示装置
に立体表示されるように表示処理を行なう立体表示処理手段、表示装置に表示対象が２次
元画像として平面表示されるように表示処理を行なう平面表示処理手段、および、表示装
置における立体表示と平面表示とを切替える表示切替手段、として機能させる。表示切替
手段は、表示対象を立体表示する状態と表示対象を平面表示する状態とを切替えるときに
、表示装置において所定期間にわたって表示対象が実質的に非表示となるように表示処理
を行なう。
【００１０】
　たとえば、ユーザが表示装置上の何らかの表示対象（被写体）に注目している場合に、
当該表示対象を立体表示する状態と平面表示する状態とを切替えるときに、立体感が失わ
れて当該表示対象の見え方が不連続になる。これに対して、この発明の第１の局面によれ
ば、所定期間にわたって表示対象が実質的に非表示となるように表示処理が行なわれるの
で、実質的に同一の表示対象が時間的に連続してユーザの視野に入ることがない。これに
より、ユーザの眼や脳が立体表示からリセットされ、立体表示から平面表示への切替わり
の表示を自然に見せることができる。
【００１１】
　好ましい第２の局面に従えば、立体表示処理手段は、所定の視差を有する第１および第
２入力画像について、両入力画像の表示時の相対位置関係を設定することで、立体表示の
立体感を決定する立体感決定手段を含む。
【００１２】
　この発明の第２の局面によれば、第１および第２入力画像の相対位置関係を適宜設定す
ることで、ユーザが感じる立体感を調整することができる。これにより、典型的には、ユ
ーザが注目する表示対象についての立体感を適切に表現できる。
【００１３】
　好ましい第３の局面に従えば、立体感決定手段は、相対位置関係を左右方向に変更する
ことで、立体表示の立体感を調整する立体感調整手段を含む。
【００１４】
　この発明の第３の局面によれば、立体感を調整するに際して、第１および第２入力画像
を特定の方向（左右方向）に変位させるだけでよいので、立体感の調整に要する処理量を
低減できる。
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【００１５】
　好ましい第４の局面に従えば、立体感調整手段は、相対位置関係を連続的に変更し、表
示切替手段は、相対位置関係が所定条件を満足したときに、立体表示から平面表示へ切替
える。
【００１６】
　好ましい第５の局面に従えば、立体感調整手段は、相対位置関係を変更することで、立
体表示の立体感を、手前側から奥行き側の所定範囲で連続的に調整可能であり、表示切替
手段は、立体感が当該所定範囲の奥行き側の境界に達したときに、立体表示から平面表示
へ切替える。
【００１７】
　この発明の第４および第５の局面によれば、第１入力画像と第２入力画像との間の相対
関係を連続的に異ならせることで、立体感を連続的に調整することができる。さらに、第
１および第２入力画像の相対位置関係が所定条件を満足する場合において、立体表示から
平面表示へ切替えられる。これによって、ユーザは立体感をシームレスに調整し、また、
立体表示と平面表示との切替もシームレスに行なえると共に、切替時には表示対象が非表
示となるような表示処理をおこなうことで、立体表示から平面表示への切替わりの表示を
自然に見せることができる。
【００１８】
　好ましい第６の局面に従えば、立体表示処理手段は、表示装置へ出力される、第１入力
画像の一部領域である第１部分画像および第２入力画像の一部領域である第２部分画像を
、立体感決定手段によって設定された相対位置関係に応じて決定する部分画像決定手段を
含む。
【００１９】
　好ましい第７の局面に従えば、立体感決定手段は、相対位置関係を左右方向に変更する
ことで、立体表示の立体感を調整する立体感調整手段を含み、部分画像決定手段は立体感
調整手段による立体感の調整に応じて、表示装置へ出力される、第１入力画像の一部領域
および第２入力画像の一部領域の少なくとも一方を変更する。
【００２０】
　この発明の第６および第７の局面によれば、立体表示を第１部分画像および第２部分画
像について処理することで、表示装置の表示面における両端に非表示部分を作らない表示
を行なうことができる。
【００２１】
　好ましい第８の局面に従えば、立体感決定手段は、相対位置関係を連続的に変更するこ
とで、立体表示の立体感を調整する立体感調整手段を含み、平面表示処理手段は、表示切
替手段によって立体表示から平面表示に切替えられた直後において、立体感調整手段によ
る相対位置関係の変更と関係なく決定された相対位置関係に応じて、第１部分画像および
第２部分画像の少なくとも一方を決定し、当該第１部分画像および第２部分画像の少なく
とも一方に基づく画像を表示手段に表示させる。
【００２２】
　この発明の第８の局面によれば、直前の立体表示での立体感とは独立して、常に所定の
状態の平面表示を行なうことができる。
【００２３】
　好ましい第９の局面に従えば、平面表示処理手段は、表示切替手段によって立体表示か
ら平面表示に切替えられた直後において、第１入力画像と第２入力画像との間の基本とな
る相対位置関係に基づいて、第１部分画像および第２部分画像の少なくとも一方を決定す
る。
【００２４】
　この発明の第９の局面によれば、直前の立体表示で表示されていた表示対象の状態にな
るべく近い状態で、平面表示を行なうことができる。そのため、ユーザは、立体表示から
切替わった平面表示を自然に受入れることができる。
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【００２５】
　好ましい第１０の局面によれば、表示制御プログラムは、表示装置のコンピュータを、
立体感に関連付けられた所定のパラメータを増減させるユーザ操作を受付ける入力手段と
してさらに機能させ、入力手段は、所定のパラメータの値に基づいて、立体表示と平面表
示との切替え要求を発生する。
【００２６】
　好ましい第１１の局面によれば、入力手段は、所定のパラメータを増減させるユーザ操
作として、スライダーを所定方向にスライドする操作を受付ける。
【００２７】
　この発明の第１０および第１１の局面によれば、典型的には、所定方向に移動可能なス
ライダーが入力手段として採用され、ユーザは、このスライダーを操作することで、立体
感に関連付けられた所定のパラメータを増減させることができる。したがって、ユーザは
、ワンアクションで、立体感を調整することができる。すなわち、ユーザに対して、より
直感的な操作を提供できる。
【００２８】
　好ましい第１２の局面によれば、表示切替手段は、表示対象を立体表示している状態か
ら平面表示している状態に切替えられるまでの所定期間にわたって、表示装置における表
示を実質的に停止する。
【００２９】
　この発明の第１２の局面によれば、表示装置において立体表示から平面表示への切替え
が行なわれる際には、表示装置には何らの表示も行なわれないので、ユーザの眼や脳をリ
セットできるとともに、不要な電力消費を低減できる。
【００３０】
　好ましい第１３の局面によれば、表示切替手段は、表示対象を立体表示している状態か
ら平面表示している状態に切替えられるまでの所定期間の間、表示装置に第１および第２
入力画像とは独立した演出を表示させる。
【００３１】
　この発明の第１３の局面によれば、立体表示から平面表示への切替えが行なわれる際に
は、ユーザは、直前の立体表示されている表示対象とは独立した内容を眼にすることにな
る。そのため、その後、立体表示されていた表示対象と同じ表示対象が平面表示されるこ
とになっても、当該独立した演出によって、先にユーザの眼や脳がリセットされているの
で、ユーザは平面表示された表示対象を自然に受入れることができる。
【００３２】
　典型的な実施の形態においては、カメラのシャッターを模したオブジェクト画像がフェ
ードインするような演出が表現される。ユーザは、このような演出に注目するので、先に
見ていた表示対象（被写体）からの注目が緩和され、よりユーザの眼や脳がリセットされ
易くなる。
【００３３】
　好ましい第１４の局面によれば、表示切替手段は、表示対象を立体表示している状態か
ら平面表示している状態に切替えられるまでの所定期間にわたって、表示装置に第１およ
び第２入力画像とは独立した挿入画像の表示を行なう。
【００３４】
　この発明の第１４の局面によれば、ユーザは、直前の立体表示されている表示対象とは
独立した内容を眼にすることになる。そのため、その後、立体表示されていた表示対象と
同じ表示対象が平面表示されることになっても、当該独立した挿入画像によって、先にユ
ーザの眼や脳がリセットされているので、ユーザは平面表示された表示対象を容易に受入
れることができる。
【００３５】
　好ましい第１５の局面によれば、表示切替手段は、予め用意されている挿入画像を表示
させる。
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【００３６】
　好ましい第１６の局面によれば、挿入画像は、実質的に単色の画像を含む。
　好ましい第１７の局面によれば、実質的に単色の画像は、黒色画像である。
【００３７】
　この発明の第１５～第１７の局面によれば、たとえば、表示装置において撮像部が撮像
した写真などを表現する場合などにおいて、表示されることがない画像（典型的には、黒
色画像）を予め用意しておくだけでよい。そのため、記憶容量などを不要に大きくする必
要がないとともに、確実にユーザの眼や脳をリセットできる。
【００３８】
　好ましい第１８の局面によれば、平面表示処理手段は、立体表示から平面表示に切替え
られた直後において、直前の立体表示に用いられていた第１および第２入力画像の少なく
とも一方に基づく画像を表示装置に表示させる。
【００３９】
　好ましい第１９の局面によれば、平面表示処理手段は、立体表示から平面表示に切替え
られた直後において、直前の立体表示に用いられていた第１および第２入力画像のいずれ
か一方の画像を表示装置に表示させる。
【００４０】
　この発明の第１８および第１９の局面によれば、平面表示を行なうために特化した画像
を取得する必要がない。すなわち、立体表示を行なうために用いられる複数の入力画像を
利用して、平面表示を行なうことができるので、装置構成などをより簡素化できる。
【００４１】
　この発明の第２０の局面に従う情報処理システムは、立体表示が可能な表示手段と、共
通の表示対象を含み、かつ視差を有する第１および第２入力画像を用いて、表示対象が表
示装置に立体表示されるように表示処理を行なう立体表示処理手段と、表示対象が表示装
置に２次元画像として平面表示されるように表示処理を行なう平面表示処理手段と、表示
手段における立体表示と平面表示とを切替える表示切替手段とを含む。表示切替手段は、
表示対象を立体表示する状態と表示対象を平面表示する状態とを切替えるときに、所定期
間にわたって表示対象が実質的に非表示となるように表示手段を制御する。
【００４２】
　たとえば、ユーザが表示装置上の何らかの表示対象（被写体）に注目している場合に、
当該表示対象を立体表示する状態と平面表示する状態とを切替えるときに、立体感が失わ
れて当該表示対象の見え方が不連続になる。これに対して、この発明の第２０の局面によ
れば、所定期間にわたって表示対象が実質的に非表示となるように表示処理が行なわれる
ので、実質的に同一の表示対象が時間的に連続してユーザの視野に入ることがない。これ
により、ユーザの眼や脳が立体表示からリセットされ、立体表示から平面表示への切替わ
りの表示を自然に見せることができる。
【００４３】
　好ましい第２１の局面によれば、立体表示手段は、所定の視差を有する第１および第２
入力画像について、両入力画像の間の相対位置関係を、立体表示の要求に応じた値に設定
する第１立体感設定手段と、相対位置関係に応じて第１および第２入力画像に対してそれ
ぞれ設定される第１および第２表示対象領域について、第１表示対象領域に含まれる第１
部分画像と、第２表示対象領域に含まれる第２部分画像とを表示手段へ出力する第１出力
手段とを含み、平面表示処理手段は、立体表示から平面表示に切替えられた直後において
、両入力画像の間の相対位置関係を、第１入力画像と第２入力画像との間の対応関係に基
づいて決定された基本相対位置関係と実質的に一致させた場合に取得される、第１部分画
像および第２部分画像の少なくとも一方に基づく画像を表示手段に表示させる。
【００４４】
　この発明の第２１の局面によれば、立体表示と平面表示を切替えたときに、ユーザによ
る基本相対位置関係からの調整量をリセットして平面表示を行なうことができ、これによ
って、もともと表示されるはずだった表示対象を表示することができる。そのため、ユー
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ザは、立体表示から切替わった平面表示を自然に受入れることができる。
【００４５】
　好ましい第２２の局面によれば、本システムは、所定の視差を有する一対の画像を受付
ける画像入力手段と、仮想空間上のオブジェクトを一対の仮想カメラによって撮影するこ
とによって一対の画像を生成する画像生成手段と、第１モードにおいて、画像入力手段に
よって受付けられた一対の画像を第１および第２入力画像に設定する一方で、第２モード
において、画像生成手段によって生成された一対の画像を第１および第２入力画像に設定
するモード切替手段とをさらに含み、立体表示手段は、一対の仮想カメラの間の相対距離
を、立体表示の要求に応じた値に設定する第２立体感設定手段と、第１および第２入力画
像を表示手段へ出力する第２出力手段とを含み、第１モードにおいて、第１相対変位量設
定手段および第１出力手段が有効化される一方で、第２モードにおいて、第２相対変位量
設定手段および第２出力手段が有効化される。
【００４６】
　この発明の第２２の局面によれば、一定の視差を有する一対の入力画像を用いて立体表
示を行なうことができるとともに、視差を変化させることのできる一対の入力画像を用い
て立体表示を行なうことができる。
【００４７】
　好ましい第２３の局面によれば、立体表示手段は、第１モードにおいて、ユーザによる
立体感調整操作に応答して、第１および第２入力画像について、両入力画像の間の相対位
置関係変位量を連続的に変更し、２モードにおいて、ユーザによる立体感調整操作に応答
して、一対の仮想カメラの間の相対距離を連続的に変更する。
【００４８】
　この発明の第２３の局面によれば、第１入力画像と第２入力画像との間の相対関係を無
段階に異ならせることで、立体感を連続的に調整することができる。さらに、第１および
第２入力画像の相対位置関係が所定条件を満足する場合（典型的には、ユーザが注目して
いる表示対象が表示装置の表示面付近に位置する場合）において、立体表示から平面表示
へ切替えられる。これによって、注目している表示対象が立体表示において現れていた位
置からあまりずれることなく、自然に平面表示される。
【００４９】
　好ましい第２４の局面によれば、第２モードにおいて、平面表示処理手段は、一対の仮
想カメラの間の相対距離をゼロにしたときに、画像生成手段によって生成される一対の画
像の一方を表示手段に表示させる。
【００５０】
　この発明の第２４の局面によれば、一対の仮想カメラの間の相対変位量をゼロ、すなわ
ち、同じ位置に２つの仮想カメラを配置した場合に得られる入力画像を用いて平面表示が
行なわれるので、平面表示を行なうために必要な入力画像を容易に生成できるとともに、
立体表示から平面表示への連続的な切替（移行）を実現できる。
【００５１】
　好ましい第２５の局面によれば、第２モードにおいて、表示切替手段は、第２立体感設
定手段によって一対の仮想カメラの間の相対距離をゼロとすることで、表示手段における
立体表示と平面表示とを切替えるとともに、表示対象が実質的に非表示となる期間を設け
ない。
【００５２】
　この発明の第２５の局面によれば、第２モードにおいては、立体表示から平面表示への
連続的な切替（移行）を実現できる。そのため、この第２モードにおいては、立体表示か
ら平面表示への切替時の処理量の低減、およびより切替処理の迅速な完了を実現すること
ができる。
【００５３】
　好ましい第２６の局面によれば、第２モードにおいて、表示切替手段は、所定条件が満
たされた場合に限って、立体表示から平面表示へ切替えられるまでの所定期間にわたって
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、表示対象が実質的に非表示とする。
【００５４】
　この発明の第２６の局面によれば、第２モードにおいては、立体表示から平面表示への
連続的な切替（移行）を実現できる。そのため、この第２モードにおいては、立体表示か
ら平面表示への切替時の処理量の低減、およびより切替処理の迅速な完了を実現すること
ができる。
【００５５】
　好ましい第２７の局面によれば、画像入力手段は、一対の撮像部を含む。
　この発明の第２７の局面によれば、ユーザが情報処理システム１を用いて撮影した画像
を立体表示できるので、ユーザビリティをより高めることができる。
【００５６】
　好ましい第２８の局面によれば、立体表示に係る程度に関連付けられるとともに、立体
表示と平面表示との切替えにも関連付けられた所定のパラメータに対するユーザ操作を受
付ける入力手段をさらに含む。
【００５７】
　好ましい第２９の局面によれば、立体表示手段は、第１モードにおいて、所定のパラメ
ータに対するユーザ操作によって、第１および第２入力画像について、両入力画像の間の
相対位置関係を連続的に変更し、第２モードにおいて、所定のパラメータに対するユーザ
操作によって、一対の仮想カメラの間の相対距離を連続的に変更する。
【００５８】
　さらに好ましい第３０の局面に従えば、入力手段は、所定の一軸方向にスライド操作可
能な機構を含む。
【００５９】
　この発明の第２８～第３０の局面によれば、典型的には、所定の軸方向に移動可能なス
ライダーが入力手段として採用され、ユーザは、このスライダーを操作することで、立体
表示に係る飛び出し量の調整および立体表示と平面表示との切替のいずれをも行なうこと
ができる。したがって、ユーザは、ワンアクションで、立体感の調整と表示切替を行なう
ことができる。すなわち、ユーザに対して、より直感的な操作を提供することができる。
【００６０】
　上述の記載においては、本発明の理解を助けるために後述の実施形態との対応関係を示
す補足説明等を付したが、これらは本発明を何ら限定するものではない。
【発明の効果】
【００６１】
　この発明のある局面によれば、立体表示から平面表示への切替わりの表示を自然に見せ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムの内部構成を示すブロック図で
ある。
【図２】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムの表示装置の模式断面図である
。
【図３】この発明の実施の形態１に従う画像マッチング処理を説明するためのある被写体
の状態を示す模式図である。
【図４】図３に対応して第１撮像部および第２撮像部により撮像される画像を示す模式図
である。
【図５】図４に示す入力画像に対して設定された注目領域枠に含まれる内容が表示装置の
表示面付近に見えるように、入力画像を立体的に表示する場合の相対関係を説明するため
の図である。
【図６】図５に示す注目領域枠を移動させた場合の処理例を説明するための図である。
【図７】この発明の実施の形態１に従う平面処理に用いられる入力画像の取得例を説明す
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るための図である。
【図８】この発明の実施の形態１に従う立体表示から平面表示への切替処理を説明するた
めの図である。
【図９】この発明の実施の形態１に従う立体表示から平面表示への切替処理の表示態様の
一例を示す模式図（その１）である。
【図１０】この発明の実施の形態１に従う立体表示から平面表示への切替処理の表示態様
の一例を示す模式図（その２）である。
【図１１】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムの表示装置を制御するための
機能ブロック図である。
【図１２】この発明の実施の形態１に従う入力手段のある形態を示す図である。
【図１３】この発明の実施の形態１に従う入力手段の別の形態を示す図である。
【図１４】この発明の実施の形態１に従う入力手段のさらに別の形態を示す図である。
【図１５】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムにおける入力画像の仮想配置
を説明するための図である。
【図１６】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムにおける基本相対変位量の決
定処理を説明するための模式図である。
【図１７】この発明の実施の形態１に従うサーチ処理を説明するための図（その１）であ
る。
【図１８】この発明の実施の形態１に従うサーチ処理を説明するための図（その２）であ
る。
【図１９】この発明の実施の形態１に従うサーチ処理を説明するための図（その３）であ
る。
【図２０】この発明の実施の形態１に従う表示ずれ量の決定処理を説明するための図であ
る。
【図２１】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムにおける画像表示制御の全体
処理手順を示すフローチャート（その１）である。
【図２２】この発明の実施の形態１に従う情報処理システムにおける画像表示制御の全体
処理手順を示すフローチャート（その２）である。
【図２３】図２１に示すサーチ処理サブルーチンの処理を示すフローチャートである。
【図２４】図２３に示す一致度評価サブルーチンの処理を示すフローチャートである。
【図２５】この発明の実施の形態１の変形例１に従う情報処理システムにおける画像表示
制御の全体処理手順を示すフローチャート（その１）である。
【図２６】この発明の実施の形態１の変形例１に従う情報処理システムにおける画像表示
制御の全体処理手順を示すフローチャート（その２）である。
【図２７】この発明の実施の形態２に従う情報処理システムの表示装置を制御するための
機能ブロック図である。
【図２８】図２７に示すオブジェクト表示モードコントローラのより詳細な機能ブロック
図である。
【図２９】この発明の実施の形態２に従うオブジェクト表示モードでの入力画像の生成処
理を示す模式図である。
【図３０】図２９に示すそれぞれの視点において取得される入力画像の一例を示す図であ
る。
【図３１】この発明の形態２に従うオブジェクト表示モードおいて提供される立体表示を
示す模式図である。
【図３２】この発明の実施の形態２に従う情報処理システムにおける画像表示制御の全体
処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同
一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。
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【００６４】
　＜用語＞
　本明細書において、「立体表示」または「３次元表示」とは、画像に含まれる少なくと
も一部の対象物をユーザに立体的に視認させることができるように、当該画像を表現する
ことを意味する。典型的には、人間の眼や脳の生理的な働きが利用される。複数の画像を
表示することで「ユーザに立体的に視認させる」ときに、立体的に見えるための要因とし
てはさまざまなものが存在するが、特に、立体表示において、以下の要素によって「ユー
ザに立体的に視認させる」ことができる。
【００６５】
　（ａ）カメラ位置；立体表示を行なうために複数の画像を用いるが、それぞれの画像を
生成するために異なった位置に設定したカメラ（観測点）からの画像を用いる。これらの
カメラからの複数の画像は視差を有することになる。
【００６６】
　（ｂ）表示位置；（ａ）によって生成された画像を表示デバイス上に表示する際に、複
数の画像がユーザの左右の目にとって視差を有するように表示する。なお、（ａ）によっ
て生成された複数の画像が有するもともとの視差をそのまま用いて表示してもよいが、当
該視差を調整した後表示することもできる。
【００６７】
　この「（ａ）カメラ位置」と「（ｂ）表示位置」の２つの要素により、ユーザが感じる
立体感が生成されまた調整される。すなわち、立体感を調整するときに、（ａ）を変更す
ることによって調整することができ、また、（ｂ）を変更することによって調整すること
もできる。本明細書では、前者を「カメラ位置による立体感調整」、後者を「表示位置に
よる立体感調整」などとも称す。
【００６８】
　本明細書において、「視差」とは、右目と左目で見える像における、対象点の見え方の
違いのことを意味する。ある対象を異なる観測点から観測した場合に、それぞれの観測点
で観測される内容に基づいて画像を生成した場合に、これらの画像は視差を有する画像と
なる。なお、１つの画像から擬似的に視差を有する画像を生成することもできるが、本明
細書における「視差を有する画像」はそのような概念も含む。また、右目用の表示を生成
するための観測点と左目用の表示を生成するための観測点の差により、ある物体について
、右目用の表示画像中の像と左目用の表示画像中の像は位置が異なる。このような、両画
像中における同一物体についての像の位置の差の大きさを「視差量」と称する。なお、視
差量は、観測点を変更せずとも、表示位置をずらすことによって調整することもできる。
【００６９】
　上述した「（ｂ）表示位置」に関して、立体表示にあたっての右目用画像ＩＭＧｒの表
示位置と左目用画像ＩＭＧｌの表示位置との間の相対的な関係のことを「２つの画像の相
対的な位置関係」と称する（単に「相対的な位置関係」または「相対位置関係」と称する
こともある）。これは、ある被写体に注目したときの、右目用の表示画像中の像と左目用
の表示画像中の像の視差量によって代表的に表すこともできる。
【００７０】
　「２つの画像の相対的な位置関係」という意味についてさらに説明する。立体表示ディ
スプレイには、典型的には、以下の種類がある。なお、これら以外の種類の立体表示ディ
スプレイについても、本発明の技術思想が適用可能な限り本発明が適用可能であることは
いうまでもないが、ここでは、「２つの画像の相対的な位置関係」の意味を説明するため
に、便宜上、以下の３種類を取り上げるに過ぎない。
【００７１】
　（ａ）パララックスバリア方式やレンチキュラ方式のように、右目用画像の表示エリア
と左目用画像の表示エリアが一定のパターンで（典型的には交互に）配置されたもの
　（ｂ）シャッタメガネ（時分割方式）を利用した方法のように、右目用画像の表示エリ
アと左目用画像の表示エリアが共通で、右目用画像と左目用画像を交互に表示するもの
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　（ｃ）ＨＭＤ（Head Mount Display）のように、右目用画像の表示ディスプレイと左目
用画像の表示ディスプレイが別々に存在するもの
　ここで、これらのいずれの場合においても、右目用表示エリア／左目用表示エリアの各
点は、右目／左目に対して一定の位置関係を有する。そして、「右目用表示エリアのある
点Ａ」の右目に対する位置関係と、「左目用表示エリアのある点Ｂ」の左目に対する位置
関係が実質的に同等であるときに、右目用表示エリアの点Ａと左目用表示エリアの点Ｂは
、相当点であると称する。相当点は、上記の（ａ）の場合は、隣接する画素であるし、（
ｂ）の場合は同一の画素であり、（ｃ）の場合は、例えば、右目用画像の表示ディスプレ
イの代表点（例えば、中心点）が左目用画像の表示ディスプレイの代表点（例えば、中心
点）と対応する。「２つの画像の相対的な位置関係」は、右目用表示エリアと左目用表示
エリアとの間の相当点の関係をベースとする。すなわち、右目用表示エリアにおけるある
点Ａに表示される右目用画像中の像と、左目用表示エリアにおける「点Ａの相当点」に表
示される左目用画像中の像は、表示位置が対応していると言う。
【００７２】
　なお、前述の視差量は、この相当点を基準として定まる値である。すなわち、ある対象
物の像が、右目用表示エリアにおいてある点に表示され、左目用表示エリアにおいてその
相当点に表示されるときに、当該対象物は視差量が０となって、例えば、表示面に存在す
るように感じられる。ある対象物の右目用画像における像と左目用画像における像が右目
用画像における像が存在する点に対応する相当点に表示されないときには、相当点からの
変位量が視差量である。
【００７３】
　上述の（ａ）の方式や（ｂ）の方式の立体表示ディスプレイの場合、立体表示時あたっ
てのＩＭＧｒとＩＭＧｌは、相当点が実質的に同じ位置に表示されるように、重ね合わせ
て表示される。それゆえ、これらの場合について、「２つの画像の相対的な位置関係」を
「２つの画像の重ね合わせ位置」と称することもある。
【００７４】
　２つの画像の相対的な位置関係を変更すること（２つの画像の重ね合わせ位置を変更す
ること）は、以下のいずれも含む。
【００７５】
　・「第１ＬＣＤ１１６におけるＩＭＧｒの表示位置」をそのままに、「第２ＬＣＤ１２
６におけるＩＭＧｌの表示位置」を変位させる
　・「第２ＬＣＤ１２６におけるＩＭＧｌの表示位置」をそのままに、「第１ＬＣＤ１１
６におけるＩＭＧｒの表示位置」を変位させる
　・「第１ＬＣＤ１１６におけるＩＭＧｒの表示位置」を変位させるとともに、「第２Ｌ
ＣＤ１２６におけるＩＭＧｌの表示位置」を変位させる（２つの変位が同方向に同程度で
ある場合を除く）
　なお、ＩＭＧｒ／ＩＭＧｌの相対的な位置関係を変化させるとは、ＩＭＧｒ／ＩＭＧｌ
に含まれるある被写体の像について、ＩＭＧｒにおける像の表示位置とＩＭＧｌにおける
像の表示位置を相対的に変化させることである。ゆえに、例えば、ＩＭＧｒの表示エリア
／ＩＭＧｌの表示エリアが固定的である場合も含み、後述する本実施の形態のように、Ｉ
ＭＧｒ／ＩＭＧｌが、第１ＬＣＤ１１６／第２ＬＣＤ１２６より広い画像である場合に、
ＩＭＧｒ／ＩＭＧｌのうちの第１ＬＣＤ１１６／第２ＬＣＤ１２６に表示される領域を変
更することにより、ＩＭＧｒ／ＩＭＧｌに含まれる像の表示位置を変化させる場合などを
含む。
【００７６】
　ここで、立体表示のための画像セットＩＭＧｒとＩＭＧｌは相対的な位置関係の基本値
を持つ（「基本相対位置関係」、または、「基本重ね合わせ位置」と称する）。本実施の
形態では、後述の通り、２つの画像ＩＭＧｒとＩＭＧｌとに対して画像マッチング処理す
ることにより、最も高い一致度が得られた位置関係が、ＩＭＧｒとＩＭＧｌの基本値とさ
れる。なお、この画像マッチング処理において、ＩＭＧｒの全体とＩＭＧｌの全体をマッ
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チング処理の判定対象としてもよいが、注目したい一部の領域（具体的には、後述の注目
領域）のみをマッチング処理の判定対象としてもよい。なお、この基本値は、ＩＭＧｒと
ＩＭＧｌの中央点同士を対応付けるなどの固定的な位置関係としてもよいし、２つの画像
ＩＭＧｒとＩＭＧｌの組に対して、基本値が予め設定されている場合には、それを利用し
てもよい。
【００７７】
　そして、２つの画像ＩＭＧｒとＩＭＧｌとを基本値から左右方向に相対的に変位させて
表示することができる。これを、「２つの画像の位置関係を相対的に変位させる」、また
は、「２つの画像の重ね合わせ位置を相対的に変位させる」と称し（単に「相対変位させ
る」とも称す）、その相対変位の度合い（基本相対位置関係からの変位量）を「相対変位
量」と称す。すなわち、「２つの画像の相対的な位置関係」（「２つの画像の重ね合わせ
位置」）は、相対変位量によって調整することができる。
【００７８】
　本明細書において、「平面表示」または「２次元表示」とは、上述の「立体表示」また
は「３次元表示」と相対する用語であり、ユーザが立体感を視認できないような形態で画
像を表現することを意味する。
【００７９】
　立体視のためには、視差を有する２つの画像が必要である。すなわち、右目用画像ＩＭ
Ｇｒと左目用画像ＩＭＧｌが必要である。ここで、典型的には、この画像について以下の
２つの態様がある。なお、これらの態様の派生も存在するがここでは詳細な説明は行なわ
ない。
【００８０】
　（１：立体表示用の画像が静的に与えられる態様）
　立体表示のための画像セットであるＩＭＧｒとＩＭＧｌが予め静的に与えられる態様、
すなわち、ある異なる２点のカメラ位置（観測点）で画像を生成した後、カメラ位置を変
更することなく、そのままの画像を利用して立体表示を行なう態様である。典型的には、
左右方向に所定距離だけ離して固定的に備え付けられた２つのカメラによって撮影された
２枚の画像（ステレオ写真）を用いて立体表示を行なう方法がある。この態様を「静的態
様」と称す。なお、仮想カメラで仮想空間を撮影した場合であっても、撮影した後の画像
をそのまま用いるのであれば、静的態様となる。
【００８１】
　（２：立体表示用の画像が動的に生成される態様）
　ある異なる２点のカメラ位置（観測点）について、それぞれのカメラ位置を動的に変化
させながら、変化させたカメラ位置で撮影される画像を利用して立体表示を行なう態様で
ある。典型的には、３次元画像処理において、仮想カメラ（右目用仮想カメラと左目用仮
想カメラ）による仮想空間を撮影することにより、ＩＭＧｒとＩＭＧｌを動的に生成する
ことが可能な態様となる。この態様を「動的態様」と称す。
【００８２】
　（１：立体表示用の画像が静的に与えられる態様）の場合には、カメラ位置による立体
感の調整を行なうことはできない。しかしながら、表示位置による立体感の調整を行なう
ことができる。より、具体的には、２つの画像の表示時の位置関係を左右方向に変更する
ことにより、立体感の調整をすることができる（表示位置による立体感調整）。しかしな
がら、この調整では、２つの画像間でカメラ位置による視差が変わることはないため、画
像中のいずれかの被写体についての視差量をなくすように「２つの画像の相対的な位置関
係」を変えたとしても、他の被写体についての視差量は残ることになる。すなわち、すべ
ての被写体についての視差量を増減させようとしても、各被写体どうしの視差量の差は変
化しないまま視差量を調整することになり、したがって、全ての被写体の視差量をなくす
ことはできない。
【００８３】
　（２：立体表示用の画像が動的に生成される態様）の場合には、カメラ位置による立体
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感調整を行なうことが可能となる。典型的には、仮想カメラのパラメータを所望に設定す
ることにより、立体感を調整することができる。例えば、右目用仮想カメラと左目用仮想
カメラの間の距離を変更することによりある被写体についての奥行き方向の幅が変更され
る。この場合には、すべての被写体についての視差量が０に近づくような調整をすること
ができ、それゆえ、全ての被写体の視差量をなくすこともできる。なお、カメラ位置によ
る立体感調整を行ったうえで、さらに、表示位置による立体感調整を行なうことも可能で
ある。
【００８４】
　［実施の形態１］
　＜装置構成＞
　図１は、この発明の実施の形態１に従う情報処理システム１の内部構成を示すブロック
図である。図１を参照して、本実施の形態に従う情報処理システム１は、プロセッサによ
る処理が可能なコンピュータの典型例である。なお、情報処理システム１としては、パー
ソナルコンピュータ、ワークステーション、携帯端末、ＰＤＡ（Personal Digital Assis
tance）、携帯電話、携帯型ゲーム装置などとして実現してもよい。
【００８５】
　情報処理システム１は、表示装置１０と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１００
と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０２と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０４と、
入力部１０６と、第１撮像部１１０と、第２撮像部１２０と、第１ＶＲＡＭ（Video RAM
）１１２と、第２ＶＲＡＭ１２２とを含む。なお、各部は、内部バスを介して、互いにデ
ータ通信可能に接続されている。
【００８６】
　表示装置１０は、ユーザに向けて立体表示が可能である。表示装置１０は、典型的には
、視差光学系として視差バリアを有する前面視差バリアタイプの構成が採用される。すな
わち、表示装置１０は、ユーザが表示装置１０に対峙した場合に、視差バリアによって、
その右眼および左眼の視野範囲にそれぞれ異なる画素からの光が入射するように構成され
る。
【００８７】
　図２は、この発明の実施の形態１に従う情報処理システム１の表示装置１０の模式断面
図である。図２には、前面視差バリアタイプの液晶表示デバイスの断面構造が示されてい
る。この表示装置１０は、ガラス基板１６とガラス基板１８との間に設けられた、第１Ｌ
ＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６を含む。第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６は
、複数の画素を含み、かつバックライトからの光を画素単位で調節するための空間光変調
器である。ここで、第１ＬＣＤ１１６の画素と第２ＬＣＤ１２６の画素とは交互に配置さ
れる。ガラス基板１８のガラス基板１６の側とは反対側に、図示しないバックライトが設
けられており、このバックライトからの光は第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６に
向けて照射される。
【００８８】
　ガラス基板１６の第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６に接する側とは反対の側に
は、視差光学系である視差バリア１２が設けられる。この視差バリア１２には、複数のス
リット１４が所定間隔で行列状に設けられている。各スリット１４の中心位置を通り、か
つガラス基板１６の面に対して垂直方向の軸を基準として、第１ＬＣＤ１１６の画素と第
２ＬＣＤ１２６の対応する画素とが対称的に配置される。このようなスリット１４に対応
する画素との位置関係、ならびに第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６を表示すべき
画像に応じて適切に制御することで、ユーザの両眼の間に所定の視差を生じさせることが
できる。
【００８９】
　すなわち、視差バリア１２の各スリット１４においては、ユーザの右眼および左眼によ
る視界をそれぞれ対応する角度に制限するので、典型的には、ユーザの右眼からは、光軸
Ａｘ１上にある第１ＬＣＤ１１６の画素のみが視認でき、一方、ユーザの左眼からは、光
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軸Ａｘ２上にある第２ＬＣＤ１２６の画素のみが視認できることになる。ここで、第１Ｌ
ＣＤ１１６の画素および第２ＬＣＤ１２６の画素に、所定の視差を有する２つの画像の対
応するピクセルを表示させることで、ユーザに所定の視差を与えることができる。
【００９０】
　また、表示装置１０としては、上述したような前面視差バリアタイプの液晶表示デバイ
スに限られず、例えば、レンチキュラータイプの表示デバイスなど、任意の型式の立体表
示が可能な表示デバイスを用いることができる。さらに、表示装置１０としては、それに
含まれる主波長成分の異なる２つの画像をそれぞれ独立に表示するとともに、透過波長範
囲の異なる２つのカラーフィルタがそれぞれ組込まれたメガネをユーザに装着させること
で、立体表示を行なう構成であってもよい。類似の構成として、偏光方向を異ならせて２
つの画像をそれぞれ表示するとともに、当該２つの偏光方向に対応する偏光フィルタがそ
れぞれ組込まれたメガネをユーザに装着させることで、立体表示を行なう構成であっても
よい。
【００９１】
　再度図１を参照して、ＣＰＵ１００は、ＲＯＭ１０２などに格納されているプログラム
をＲＡＭ１０４に展開した上で、当該プログラムを実行する。このプログラムの実行によ
り、ＣＰＵ１００は、後述するような表示制御処理や付随する各種処理を提供する。なお
、ＣＰＵ１００が実行するプログラムは、ＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disc ROM
）、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk ROM）、フレキシブルディスク、フラッシュメモリ、各
種のメモリカセットなどの記憶媒体によって流通する場合もある。そのため、情報処理シ
ステム１がこのような記憶媒体から格納されているプログラムコードなどを読出すように
してもよい。なお、この場合には、情報処理システム１が記憶媒体に対応する読出装置を
利用できるようにしておく必要がある。あるいは、上述のようなプログラムがネットワー
クを通じて頒布されるような場合には、図示しない通信インターフェイスなどを介して、
当該頒布されるプログラムを情報処理システム１へインストールしてもよい。
【００９２】
　ＲＯＭ１０２は、上述したようなＣＰＵ１００で実行されるプログラムや各種の設定パ
ラメータなどを不揮発的に記憶するデバイスである。ＲＯＭ１０２としては、典型的には
、マスクＲＯＭや半導体フラッシュメモリなどからなる。
【００９３】
　ＲＡＭ１０４は、上述したようなＣＰＵ１００で実行されるプログラムを展開したり、
プログラムの実行に必要なデータを一時的に記憶したりするワークメモリとして機能する
。また、ＲＡＭ１０４には、情報処理システム１で立体表示を行なうために使用される画
像のデータが格納される場合もある。
【００９４】
　入力部１０６は、ユーザ操作を受付けるデバイスであり、典型的には、キーボード、マ
ウス、タッチペン、トラックボール、ペンタブレット、各種ボタン（スイッチ）などから
なる。入力部１０６は、それに対して何らかのユーザ操作がなされると、対応する操作内
容を示す信号をＣＰＵ１００へ伝送する。
【００９５】
　第１撮像部１１０および第２撮像部１２０は、任意の被写体を撮像することでそれぞれ
画像を取得するデバイスである。第１撮像部１１０および第２撮像部１２０は、後述する
ように、同一の被写体に対して所定の視差をもつ画像が撮像できるように相対配置される
（典型的には、携帯型ゲーム装置のハウジングの左右両端位置などにそれぞれ配置される
）。すなわち、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０は、所定の視差をもって配置さ
れる一対の撮像装置に相当する。第１撮像部１１０および第２撮像部１２０は、それぞれ
、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semicondu
ctor）イメージセンサなどからなる。なお、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０の
間の撮像特性は、互いに等しいことが好ましい。
【００９６】
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　第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２は、それぞれ第１ＬＣＤ１１６および第
２ＬＣＤ１２６において表示すべき画像を示す画像データを格納するための記憶デバイス
である。すなわち、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２には、ＣＰＵ１００が
後述するような表示制御処理などを行なうことで得られる表示データが順次書込まれる。
そして、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２に書込まれた表示データに基づい
て、表示装置１０における描画処理が制御される。
【００９７】
　表示装置１０は、上述の第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６に加えて、ＬＣＤド
ライバ１１４を含む。ＬＣＤドライバ１１４は、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ
１２２と関連付けられている。そして、ＬＣＤドライバ１１４は、第１ＶＲＡＭ１１２に
書込まれる表示データに基づいて、第１ＬＣＤ１１６を構成するそれぞれの画素の点灯／
消灯（ＯＮ／ＯＦＦ）を制御し、さらに、第２ＶＲＡＭ１２２に書込まれる表示データに
基づいて、第２ＬＣＤ１２６を構成するそれぞれの画素の点灯／消灯（ＯＮ／ＯＦＦ）を
制御する。なお、第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６に対応付けて、第１ＶＲＡＭ
１１２および第２ＶＲＡＭ１２２をそれぞれ設ける構成について例示したが、共通のＶＲ
ＡＭを設けて、第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６で表示するための画像データを
その共通のＶＲＡＭに格納するようにしてもよい。
【００９８】
　上述の説明においては、内蔵の第１撮像部１１０および第２撮像部１２０を用いて、所
定の視差を有する一対の入力画像（ステレオ画像）を取得する構成について例示したが、
入力画像を取得するための撮像部は、必ずしも情報処理システム１に内蔵されている必要
はない。典型的には、情報処理システム１とは別の装置（典型的には、サーバ装置）など
から、ネットワークなどを介して一対の入力画像（ステレオ画像）を取得するようにして
もよい。メディアから読み込んでもよい。
【００９９】
　＜立体表示処理＞
　次に、本実施の形態に従う情報処理システム１における立体表示処理の概要について説
明する。本実施の形態においては、基本的には、共通の表示対象（被写体）を含み、かつ
予め定められた一定の視差を有する一対の入力画像（ステレオ画像）を用いて、立体表示
を行なう。このような一対の入力画像は、典型的には、一対の撮像部を所定の相対位置に
配置して、共通の被写体を撮像することで取得される。あるいは、ポリゴン生成といった
コンピュータグラフィックスの技術を用いて、共通のオブジェクトに対して、視点を異な
らせた２つの仮想カメラを用いて、一対の入力画像を動的に生成してもよい。
【０１００】
　このような一対の入力画像を用いる場合には、当該入力画像を生成するカメラの位置が
異なることによる両入力画像間の視差の大きさや、当該入力画像の表示位置によって定ま
る所定の立体感をユーザに与えることができる。より具体的には、それぞれ右眼用および
左眼用の画像を表示面に表示することで、ユーザに立体感を与えることができる。
【０１０１】
　ここで、表示面上の右眼用の画像と左眼用の画像との間の重ね合わせ位置を適宜設定す
ることで、当該一対の入力画像に含まれる被写体のうち、いずれの被写体（より詳細に言
えば、当該被写体のうちのいずれの領域）が表示面に位置するのかを調整することができ
る。そのため、本実施の形態においては、一対の入力画像に含まれる被写体のうち、目的
とする被写体を表示装置１０の表示面に位置させるように、後述する画像マッチング処理
が実行される。なお、入力画像において、このような「表示面に位置させるべき被写体」
を含む小領域を「注目領域」またはそれを囲む枠を「注目領域枠」とも称す（すなわち、
各画像中で注目領域枠内に存在する領域が注目領域である）。
【０１０２】
　注目領域に含まれる被写体が、後述の処理により、ユーザには表示面に位置するように
感じられる。なお、注目領域は、基本的には、２つの入力画像のそれぞれに対して設定さ
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れる。すなわち、右目用画像における注目領域と、左目用画像における注目領域は独立し
て設定するようにしてもよい。しかしながら、本実施の形態では、図５や図６を参照して
説明されるように、右目用画像と左目用画像を重ねて仮配置し、それに対して単一の注目
領域枠を設定し、注目領域枠内の右目用画像および注目領域枠内の左目用画像がそれぞれ
の注目領域となる。この場合には、注目領域枠の位置を固定して、注目領域を変更する代
わりに、右目用画像の注目領域枠に対する位置を変更し、または、左目用画像の注目領域
枠に対する位置を変更することにより、各画像に対する注目領域が変更される。より具体
的には、右目用画像と左目用画像と注目対象枠とを仮想空間内に配置し、注目対象枠を固
定的な位置に配置するとともに、右目用画像と左目用画像とをそれぞれ可変的に配置する
ことにより、右目用画像／左目用画像に対する注目対象枠の相対位置関係を変更し、これ
により、右目用画像の注目領域／左目用画像の注目領域を変更することができる。
【０１０３】
　図３は、この発明の実施の形態１に従う画像マッチング処理を説明するためのある被写
体の状態を示す模式図である。図４は、図３に対応して第１撮像部１１０および第２撮像
部１２０により撮像される画像を示す模式図である。
【０１０４】
　図３を参照して、本実施の形態に従う情報処理システム１においては、ある仮想的な光
軸ＡＸＣに対していずれも平行に、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０が対称的に
配置されているものとする。すなわち、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０は、あ
る現実空間において、所定の視差をもつように相対配置されている。なお、情報処理シス
テム１に第１撮像部１１０および第２撮像部１２０が内蔵される場合には、情報処理シス
テム１の本体表面に対する垂線と一致するように光軸ＡＸＣが定められてもよい。
【０１０５】
　そして、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０のより遠方側から、被写体ＯＢＪ１
および被写体ＯＢＪ２が順に配置されているものとする。なお、一例として、被写体ＯＢ
Ｊ１は四角錐であり、被写体ＯＢＪ２は球体である。
【０１０６】
　なお、後述するような方法を用いて、図３に示すような仮想空間を実現することもでき
る。この場合には、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０に代えて、一対の仮想カメ
ラが用いられる。
【０１０７】
　図４（ａ）に示すように、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０の受像面にそれぞ
れ入射する像は、それぞれの配置位置を中心とした視野に応じたものとなる。それぞれの
受像面に入射した像が走査されることで反転されて、図４（ｂ）に示すような画像（以下
、入力画像とも称す）ＩＭＧ１およびＩＭＧ２がそれぞれ取得される。すなわち、入力画
像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間には、所定の視差が存在するので、入力画像ＩＭＧ
１における被写体ＯＢＪ１の位置と入力画像ＩＭＧ２における被写体ＯＢＪ１の位置は差
が生じており（この差がＯＢＪ１についての視差量である）、また、入力画像ＩＭＧ１に
おける被写体ＯＢＪ２の位置と入力画像ＩＭＧ２における被写体ＯＢＪ２の位置も差が生
じている（この差がＯＢＪ２についての視差量である）。これにより、入力画像ＩＭＧ１
における被写体ＯＢＪ１と被写体ＯＢＪ２との間の相対距離と、入力画像ＩＭＧ２におけ
る被写体ＯＢＪ１と被写体ＯＢＪ２との間の相対距離とは、その大きさが異なる。
【０１０８】
　次に、表示装置１０の表示面を見たユーザが認識する立体感について説明する。再度図
３を参照して、本実施の形態では、第１撮像部１１０と第２撮像部１２０との間の相対距
離が固定であるので、カメラ位置による立体感の調整はできない。一方で、前述のとおり
、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２の間の重ね合わせ位置を左右方向に調整する、つ
まり、表示位置を変更することでも、ユーザに与えることのできる立体感を調整すること
ができる（すなわち、表示位置による立体感の調整が可能である）。すなわち、２つの画
像の重ね合わせ位置を左右方向に調整することにより、入力画像ＩＭＧ１および入力画像
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ＩＭＧ２に共通に含まれる被写体のうち、表示装置１０の表示面の位置にいずれの被写体
（より細かく言えば、当該被写体のうちのいずれの領域）があるように感じられるかが調
整される。言い換えれば、その立体表示される空間と表示装置１０の表示面との相対位置
が調整される。さらに別の言い方をすれば、当該立体表示の対象となる現実空間または仮
想空間内の任意の１点に注目した場合に、当該点が表示画面からどれだけ手前または奥に
見えるかが調整される。なお、この調整の場合、カメラ位置による立体感の調整はできな
いので、各被写体の奥行き方向の長さは変化せず、各被写体の奥行き方向の位置が変化す
るのみである。
【０１０９】
　２つの画像の重ね合わせ位置の調整によって、立体表示を行なう際の、表示上の画像間
の視差を決める基準とする（典型的には、基準奥行位置にある表示対象の視差が０となる
ようにする）仮想空間における位置である基準奥行位置が変更される。具体的には、図３
に示すような基準奥行位置ＳＣＰが変更される。この基準奥行位置ＳＣＰにある被写体は
、ユーザにとって表示装置１０の表示面にあるように感じられる(より正確に言えば、当
該被写体の奥行き位置が表示面の位置にあるように感じられる）。たとえば、被写体ＯＢ
Ｊ１が表示装置１０の表示面に位置するように立体表示させるためには、ＯＢＪ１の視差
量が０になるように、すなわち、入力画像ＩＭＧ１における被写体ＯＢＪ１の像とＩＭＧ
２における被写体ＯＢＪ２の像とを視差量が０になるように、ＩＭＧ１とＩＭＧ２の間の
重ね合わせ位置を調整する必要がある。
【０１１０】
　すなわち、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０によりそれぞれ取得される入力画
像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２のうち、実質的に重なって表示される領域に含まれる被写体が
表示装置１０の表示面において立体的に表示されることになる。言い換えれば、表示装置
１０を見たユーザからみれば、当該重なって表示される領域に含まれる被写体が、表示装
置１０の表示面付近にあるように感じられることになる。
【０１１１】
　なお、図３に示す状態において、立体表示の対象となるオブジェクトが存在する空間に
おける、基準奥行位置ＳＣＰを調整することで、ユーザが視認する立体感を調整すること
ができる。すなわち、基準奥行位置ＳＣＰを調整するとは、立体表示の対象となるオブジ
ェクトが存在する空間のうち、どの領域を表示画面上にあるように立体表示が行われるか
を調整することを意味する。具体的な調整手段としては、例えば、撮像部１１０，１２０
から基準奥行位置ＳＣＰまでの距離ＯＱを調整する方法を採用してもよいし、空間内の特
定のオブジェクト（オブジェクトＯＢＪ２）を基準とした距離ＰＱを調整する方法を採用
してもよい。
【０１１２】
　図５は、図４に示す入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２に対して設定された注目領域枠Ｆ
Ｗに含まれる内容が表示装置１０の表示面付近にあるように感じられるように、入力画像
を立体的に表示する場合のＩＭＧ１とＩＭＧ２の重ね合わせ位置を説明するための図であ
る。図６は、図５に示す注目領域枠ＦＷを移動させた場合の処理例を説明するための図で
ある。
【０１１３】
　図５に示すように、注目領域枠ＦＷを入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２に映っている被
写体ＯＢＪ１の周辺に設定した場合を考える。この場合には、入力画像ＩＭＧ１およびＩ
ＭＧ２に映っている被写体ＯＢＪ１が実質的に重なるように、入力画像ＩＭＧ１と入力画
像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置を調整することで、被写体ＯＢＪ１が表示装置１０の
表示面付近にあるように感じられるようになる。すなわち、入力画像ＩＭＧ１に映ってい
る被写体ＯＢＪ１に対応する像と、入力画像ＩＭＧ２に映っている被写体ＯＢＪ１に対応
する像とが、表示装置１０の表示面において、実質的に同じ位置（相当点に）に表示され
ることで、ユーザから見れば、被写体ＯＢＪ１が表示装置１０の表示面付近にあるように
感じられる状態で、入力画像が立体的に見える。
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【０１１４】
　次に、図６を参照して、「図５のように、被写体ＯＢＪ１の周辺を注目領域として被写
体ＯＢＪ１が表示面付近にあるように感じられる状態」から、注目領域を被写体ＯＢＪ２
の周辺に変更して被写体ＯＢＪ２が表示面付近にあるように感じられるように変更する場
合について説明する。このような処理は、典型的には、ユーザ操作により画像がスクロー
ルする場合などに利用可能であり、すなわち、例えば、入力画像ＩＭＧ１とＩＭＧ２が、
各表示エリア（第１ＬＣＤ１１６、第２ＬＣＤ１２６）よりも広い画像であって、かつ、
その時点で表示されている画面上の所定領域（中央領域など）が注目領域として設定され
、スクロールに応じて、当該注目領域に表示される対象物が変化することにより、注目す
べき対象物が変化する例が想定される。なお、スクロールする場合に限らず、画像に含ま
れる被写体のうち、ユーザが指定した所望の被写体を注目対象物として設定し、当該注目
対象物の周囲に注目領域を設定するようにしてもよい。
【０１１５】
　被写体ＯＢＪ２を表示面付近に位置させる場合には、図６（ａ）に示すように、注目領
域枠ＦＷが入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２に映っている被写体ＯＢＪ２の周辺に変更さ
れる。図６（ａ）に示す入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との重ね合わせ位置では、
入力画像ＩＭＧ１に映っている被写体ＯＢＪ２と入力画像ＩＭＧ２に映っている被写体Ｏ
ＢＪ２との表示位置が一致していない。すなわち、被写体ＯＢＪ２については、視差を生
じている。
【０１１６】
　そこで、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の対応関係（一致度）を判定する
ことで、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置が再度調整される
。より具体的には、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の左右方向の相対距離を
広げる方向（図６（ｂ）参照）、および／または、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２
との間の左右方向の相対距離を縮める方向（図６（ｃ）参照）に、両者の重ね合わせ位置
を順次変化させる。ここで、注目対象枠の位置は固定されているので、両者の重ね合わせ
位置を順次変化させることに伴って、入力画像ＩＭＧ１における注目領域／入力画像ＩＭ
Ｇ２における注目領域が変化する。さらに、ＯＢＪ２の視差の調整には関係しないが、入
力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２とを紙面上下方向に相対移動するようにしてもよい。
【０１１７】
　このようにして、重ね合わせ位置を変化させるが、それぞれの重ね合わせ位置において
、入力画像ＩＭＧ１における注目領域枠ＦＷ内の画像と、入力画像ＩＭＧ２における注目
領域枠ＦＷ内の画像との間の一致度が順次算出される。この一致度は、典型的には、複数
のピクセルを含む画像ブロック同士を比較して、その中に含まれる画像の有する特徴量（
色属性や輝度属性）がどの程度似ているかを示す指標である。このような一致度の算出方
法としては、それぞれの画像ブロックを構成する各ピクセルがもつ特徴量をベクトル化し
、このベクトル同士の内積に基づいて相関値を算出し、この相関値を一致度として算出す
る方法がある。あるいは、画像ブロック間において、対応するピクセル同士の色の差（た
とえば、色差ベクトルや輝度差など）の絶対値の積算値（または、平均）を算出し、この
積算値（または、平均）が小さいものほど一致度が高いと判断する方法もある。より処理
を高速化する観点からは、それぞれの画像ブロックを構成するピクセル同士の輝度差の積
算値に基づいて評価する方法が好ましい。
【０１１８】
　そして、最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置を新たな重ね合わせ位置として決定
する（図６（ｄ）参照）。なお、この決定された重ね合わせ位置を基本値として設定し、
そこからさらに相対変位させることにより、重ね合わせ位置を調整可能にしてもよい。
【０１１９】
　本実施の形態においては、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２に対して共通の注
目領域枠ＦＷが設定される。そして、入力画像ＩＭＧ１の注目領域枠ＦＷによって定まる
領域が、入力画像ＩＭＧ１のうちの入力画像ＩＭＧ２との間の対応関係（一致度）を判定
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するための判定領域（第１判定領域）として設定される。同時に、入力画像ＩＭＧ２の注
目領域枠ＦＷによって定まる領域が、入力画像ＩＭＧ２のうちの入力画像ＩＭＧ１との間
の対応関係（一致度）を判定するための判定領域（第２判定領域）として設定される。
【０１２０】
　このように、入力画像ＩＭＧ１に第１判定領域が設定されるとともに、入力画像ＩＭＧ
２に第２判定領域が設定される。このとき、入力画像ＩＭＧ１に設定された第１判定領域
と入力画像ＩＭＧ２に設定された第２判定領域とは対応するように位置決めされる。
【０１２１】
　表示装置１０に表示すべき画像の内容が変化する毎に、入力画像ＩＭＧ１と入力画像Ｉ
ＭＧ２との間の重ね合わせ位置が更新（サーチ）される。なお、このような表示装置１０
に表示すべき画像の内容が変化する場合としては、上述したようなスクロール操作に加え
て、拡大表示操作や縮小表示操作（両者を合わせて「ズーム操作」とも称す）などが挙げ
られる。また、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の内容が更新される場合にも、同様のサ
ーチ処理が実行される。
【０１２２】
　＜平面表示処理＞
　本実施の形態に従う情報処理システム１の表示装置１０は、入力画像に含まれる被写体
を２次元画像として平面表示することも可能である。具体的には、目的の被写体が写って
いる共通の画像を右眼用の画像および左眼用の画像として表示装置１０の表示面に表示す
る。すなわち、表示装置１０を視認するユーザから見れば、右眼および左眼に同じ内容の
画像が入射するので、立体感を得ることなく、被写体を視認することができる。
【０１２３】
　なお、表示装置１０が有する視差バリアを解除できる構成を採用している場合には、平
面表示を行なう際には、この視差バリアを解除してもよい。視差バリアを解除することで
、表示装置１０に対峙するユーザに対して右眼および左眼の視野範囲に共通の画素からの
光が入射するにようになる。そのため、ユーザが視差を感じることはない。このとき、右
眼用画素および左眼用画素からの光が右眼および左眼のいずれにも入射するので、実質的
に、解像度は２倍となる。
【０１２４】
　後述するように、ある被写体が立体表示されている状態から、同じ被写体を平面表示に
切替える場合には、立体表示に用いられていた入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の少なく
とも一方の入力画像に基づく画像を表示することが現実的である。より具体的には、立体
表示に用いられていた入力画像ＩＭＧ１またはＩＭＧ２のいずれか一方の画像、あるいは
、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を合成された画像が平面表示に用いられる。
【０１２５】
　なお、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の少なくとも一方の入力画像に基づく平面表示
を行なう場合には、立体表示から平面表示に切替えられた直後において、直前の立体表示
を行なうために設定されていた入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の相対位置関
係の変更と関係なく決定された相対位置関係を用いてもよい。
【０１２６】
　但し、予め立体表示用の画像を生成するための一対の撮像部とは別に、平面表示用の画
像を生成するための撮像部を用意できる場合には、当該撮像部により撮影された平面表示
用の画像が用いられる。具体的には、図７に示すように、第１撮像部１１０と第２撮像部
１２０との中心に位置する光軸ＡＸＣに対して第３撮像部１３０を配置し、この第３撮像
部１３０によって撮像された入力画像を平面表示の際に用いることが好ましい。
【０１２７】
　なお、図７に示すような処理は、上述したような入力画像を動的に生成する場合に、よ
り適切である。すなわち、ポリゴン生成といったコンピュータグラフィックスの技術を用
いれば、任意の位置に仮想カメラを配置することができるので、共通のオブジェクトに対
して、立体表示用の一対の画像と、平面表示用の画像とをそれぞれ並列的に生成しておき
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、状況に応じて表示に用いる画像を切替えることができる。
【０１２８】
　＜立体表示と平面表示との切替処理＞
　次に、本実施の形態に従う情報処理システム１における立体表示と平面表示との切替処
理の概要について説明する。本実施の形態においては、（典型的には、ユーザの）要求に
応じて、表示装置１０の表示態様を立体表示と平面表示との間で任意に切替えることが可
能である。さらに、情報処理システム１では、立体表示に係る程度に応じた値、すなわち
、上述したように、いずれの被写体を表示装置１０の表示面付近に見えるように表示する
かも調整可能である。
【０１２９】
　所定の視差を有する複数の画像を用いて立体表示を行なう場合（静的態様の場合）には
、前述のとおり、カメラ位置による立体感の調整を行なうことはできず、表示位置による
立体感の調整をしても、いずれかの被写体についての視差量は存在する状態となる。その
ため、立体表示から平面表示（言い換えれば、すべての被写体について視差量が０の状態
）へ切替が行われると、いずれかの被写体についての視差量は急に失われることになる。
【０１３０】
　そこで、本実施の形態に従う情報処理システム１では、表示装置１０にいて被写体を立
体表示している状態から、同じ被写体を平面表示する状態に切替えるときに、所定期間に
わたって被写体が実質的に非表示となるように、表示装置１０を制御する。すなわち、ユ
ーザが立体表示されている被写体と、平面表示される当該被写体とを時間的に連続して視
認しないように、何らかのインターバル（休息期間）を設ける。
【０１３１】
　図８は、この発明の実施の形態１に従う立体表示から平面表示への切替処理を説明する
ための図である。図９は、この発明の実施の形態１に従う立体表示から平面表示への切替
処理の表示態様の一例を示す模式図（その１）である。図１０は、この発明の実施の形態
１に従う立体表示から平面表示への切替処理の表示態様の一例を示す模式図（その２）で
ある。
【０１３２】
　図８に示すように、たとえば、時刻ｔ１においてある被写体の立体表示が中止されたと
し、時刻ｔ２から当該被写体の平面表示が開始されたとする。このとき、時刻ｔ１から時
刻ｔ２までの期間がインターバルに設定される。なお、このインターバルの長さ（時刻ｔ
１～時刻ｔ２の長さ）は、人間の生理的な特性などに基づいて適宜決定すればよいが、一
例として、数１０～数１００ｍｓｅｃ程度に設定されることが好ましい。
【０１３３】
　このようなインターバルは、同一の被写体が異なる表示態様に急激に切替わることを抑
制するものであるので、このインターバルにおける表示装置１０の表示態様としては、人
間の眼や脳をリセットするものであれば、任意の態様を採用することができる。一例とし
て、以下に３つの態様を示す。
【０１３４】
　（ｉ）表示停止
　上記のインターバルの間、表示装置１０の表示を実質的に停止してもよい。具体的には
、第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６（図１）をそれぞれ駆動する第１ドライバ１
１４および第２ドライバ１２４（図１）の動作をインターバルの間停止してもよい。ある
いは、第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６のバックライトをインターバルの間消灯
してもよい。
【０１３５】
　（ｉｉ）独立した挿入画像の表示
　上記のインターバルの間、表示装置１０に、立体表示に用いられる入力画像ＩＭＧ１お
よびＩＭＧ２とは独立した挿入画像の表示を継続してもよい。具体的には、このような挿
入画像は、予め情報処理システム１（または着脱可能なカートリッジ内のメモリ、内蔵の
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メモリに外部からダウンロードしてもよい）に用意される。なお、表示装置１０には様々
な内容の画像を入力して立体表示することができるが、ここで「独立した」とは、表示す
る画像の内容に関係なくという意味である。なお、挿入画像の典型例としては、実質的に
単色の画像（より好ましくは、黒色画像）が挙げられる。もちろん、表示装置１０自体や
表示装置１０の周辺部の色などに応じて、「白色画像」や「グレイ色画像」などを用いて
もよい。
【０１３６】
　たとえば、表示装置１０において、図９（ａ）に示すように被写体が立体表示されてい
る状態から、図９（ｃ）に示すように被写体が平面表示されている状態に切替わる際に、
図９（ｂ）に示すような、表示装置１０に黒一色の挿入画像が表示される。この挿入画像
の表示によって、ユーザの眼や脳が立体表示からリセットされる。
【０１３７】
　（ｉｉｉ）エフェクト表示
　上記のインターバルの間、表示装置１０に、ユーザの関心を立体表示された被写体から
逸らせるようなエフェクトを表示してもよい。すなわち、インターバルの間、表示装置１
０に入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２とは独立した演出を表示してもよい。このような演
出表示としては、カメラのシャッターを模したオブジェクト画像がフェードインするよう
な演出や、画面中央から被写体とは無関係のオブジェクトが回転しながら拡大するような
演出が一例として挙げられる。
【０１３８】
　たとえば、表示装置１０において、図１０（ａ）に示すように被写体が立体表示されて
いる状態から、図１０（ｃ）に示すように被写体が平面表示されている状態に切替わる際
に、図１０（ｂ）に示すような、オブジェクト３００が画面上側から下方向に移動するよ
うな演出がなされる。オブジェクト３００の移動表示によって、ユーザは、あたかもカメ
ラのシャッターが押されたように感じる。さらに、シャッターのレリーズ音に相当する効
果音を同時に発生してもよい。このエフェクト表示によって、ユーザの眼や脳が立体表示
からリセットされ、後続の平面表示を自然に受入れることができる。
【０１３９】
　＜制御構造＞
　次に、本実施の形態に従う画像表示処理を提供するための制御構造について説明する。
【０１４０】
　図１１は、この発明の実施の形態１に従う情報処理システム１の表示装置１０を制御す
るための機能ブロック図である。図１１を参照して、情報処理システム１は、その制御構
造として、第１画像バッファ２０２と、第２画像バッファ２１２と、第１画像変換部２０
４と、第２画像変換部２１４と、画像展開部２２０と、第１画像抽出部２０６と、第２画
像抽出部２１６と、制御部２２２と、操作受付部２２４とを含む。
【０１４１】
　第１画像変換部２０４、第２画像変換部２１４、および制御部２２２は、典型的には、
ＣＰＵ１００（図１）が本実施の形態に従う表示制御プログラムを実行することで提供さ
れる。また、第１画像バッファ２０２、第２画像バッファ２１２、および画像展開部２２
０は、ＲＡＭ１０４（図１）内の特定の記憶領域として提供される。操作受付部２２４は
、ＣＰＵ１００（図１）および特定のハードウェアロジックおよび／またはドライバソフ
トの協働によって提供される。なお、図１１に示す各機能ブロックの全部または一部を公
知のハードウェアによって実現することも可能である。
【０１４２】
　操作受付部２２４は、入力部１０６（図１）と関連付けられており、入力部１０６で検
知されたユーザ操作に応じて、第１画像変換部２０４、第２画像変換部２１４、第１画像
抽出部２０６、第２画像抽出部２１６、および制御部２２２へ、入力部１０６によるユー
ザ入力の内容を与える。より具体的には、ユーザによりズーム操作が指示されると、操作
受付部２２４は、第１画像変換部２０４および第２画像変換部２１４に対して、入力部１
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０６による入力内容を通知し、第１画像変換部２０４および第２画像変換部２１４はその
通知に基づいて拡大率または縮小率などを変更する。また、ユーザによりスクロール操作
が指示されると、操作受付部２２４は、第１画像抽出部２０６および第２画像抽出部２１
６に対して、当該スクロール操作があったことを通知し、第１画像抽出部２０６および第
２画像抽出部２１６はその通知に基づいてスクロール量（移動量）などを決定する。また
、ユーザにより注目領域枠ＦＷの位置操作が指示されると、操作受付部２２４は、制御部
２２２に対して、当該操作があったことを通知し、制御部はその通知に基づいて新たな注
目領域枠ＦＷの位置などを決定する。
【０１４３】
　さらに、操作受付部２２４は、視認される基準奥行位置（立体感）についてのユーザ操
作を受付ける。このユーザ操作により、相対変位量が調整され、２つの画像の重ね合わせ
位置が基本値から調整される。より具体的には、操作受付部２２４は、立体感についての
ユーザ操作を受付け、ユーザ操作パラメータ値として制御部２２２に対して通知する。制
御部２２２は、通知されたユーザ操作パラメータ値に基づいて、右目用画像と左目用画像
の相対変位量を変更する。より具体的には、当該通知されたユーザ操作パラメータが大き
いほど相対変位量を大きくする（ユーザ操作パラメータが小さいほど相対変位量を大きく
しても良い。いずれにしても、ユーザ操作パラメータをある方向（増加方向／減少方向の
うちの一方方向）に変化させたときの、相対変位量の変化方向（増加方向／減少方向）は
固定される）。また、制御部２２２は、通知されたユーザ操作パラメータが所定値であっ
た場合には、立体表示と平面表示との切替えを決定する。また、制御部２２２は、決定さ
れた相対変位量に基づいて、重ね合わせ位置を決定する。
【０１４４】
　立体感調整を行なう度合いを決定する、所定のユーザ操作パラメータ値を受付ける入力
手段（ユーザインターフェイス）の一例としては、図１２～図１４に示すような形態が挙
げられる。
【０１４５】
　図１２は、この発明の実施の形態１に従う入力手段のある形態を示す図である。図１３
は、この発明の実施の形態１に従う入力手段の別の形態を示す図である。図１４は、この
発明の実施の形態１に従う入力手段のさらに別の形態を示す図である。
【０１４６】
　図１２には、本実施の形態に従う入力手段の一例として、所定の一軸方向にスライド操
作可能な機構（スライダー１０６２）が示されている。このスライダー１０６２は、情報
処理システム１の側面または表示装置１０の近傍などに設けられる。図１２に示すように
、紙面左方向には立体表示を示す「３Ｄ」の文字が付されており、紙面右方向には平面表
示を示す「２Ｄ」の文字が付されている。ユーザがスライダー１０６２を紙面左側の範囲
で操作すると、相対変位量が変更され、それにより右目用画像と左目用画像の重ね合わせ
位置が変更されることにより、表示装置１０で立体表示される被写体の基準奥行位置（立
体感）が連続的に変化する。すなわち、このスライダー１０６２の位置に応じて、操作受
付部２２４（図１１）が制御部２２２（図１１）に対して、立体感調整を行なう度合いに
関連付けられた所定のユーザ操作パラメータ値（スライダーの位置に対応して決定される
値；スライダー値）を通知し、当該ユーザ操作パラメータ値に応じて制御部２２２が相対
変位量を設定する。
【０１４７】
　ユーザがスライダー１０６２を紙面右端まで移動させると、表示装置１０における表示
が立体表示から平面表示へ切替わる。すなわち、操作受付部２２４（図１１）がスライダ
ー１０６２の上端位置になったこと（ユーザ操作パラメータが境界値になったこと）を受
付けてそれを制御部２２２に通知し、制御部２２２は、立体表示と平面表示との切替え処
理を行なう。
【０１４８】
　操作受付部２２４は、スライダーの位置などに応じて、ユーザ操作パラメータ値として
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、Ｏｍｉｎ～Ｏｍａｘまでの値を出力する。また、制御部２２２は、操作パラメータ値Ｏ
ｍｉｎ～Ｏｍａｘに対して、相対変位量として、Ｄｍｉｎ～Ｄｍａｘを算出する。本実施
の形態では、ユーザ操作パラメータがＯｍｉｎのとき相対変位量はＤｍａｘとなり、ユー
ザ操作パラメータがＯｍａｘのとき相対変位量はＤｍｉｎであるとする（すなわち、ユー
ザ操作パラメータが大きいほど、相対変位量は小さい）。そして、本実施の形態では、Ｏ
ｍｉｎより大きくＯｍａｘより小さい値に対しては、Ｄｍｉｎより大きくＤｍａｘより小
さい値に対応し、Ｏが大きくなるほど、Ｄが小さくなるという関係にある。
【０１４９】
　なお、本実施の形態では、相対変位量は、「基本値からみて、右目用画像を右方向に移
動し、左目用画像を左方向に移動させる場合」にプラスの値をとり、「基本値からみて、
右目用画像を左方向に移動し、左目用画像を右方向に移動させる場合」にマイナスの値を
とることにする。
【０１５０】
　制御部２２２は、ユーザ操作パラメータ値が所定値Ａであるときに、相対変位量を０に
し、重ね合わせ位置を基本値に設定する。この所定値Ａ（重ね合わせ位置を基本値に設定
するときのユーザ操作パラメータ値）はＯｍａｘ付近の値であることが好ましい。所定値
ＡをＯｍａｘとする場合にはＤｍｉｎは０となり、所定値ＡをＯｍａｘより少し小さな値
（例えば、Ｏｍａｘより小さく（Ｏｍｉｎ＋Ｏｍａｘ）／４より大きい値）とする場合に
は、Ｄｍｉｎはマイナス値となる。
【０１５１】
　制御部２２２は、ユーザ操作パラメータ値が所定値Ｂであるときに、平面表示に切替え
る。この所定値Ｂ（平面表示に切替えるときのユーザ操作パラメータの値）はＯｍｉｎと
するのが好ましい。すなわち、この場合、ユーザ操作パラメータ値を小さくするに従って
、表示位置による立体感の調整を行なうことで、次第に各被写体が奥行き方向に移動する
ように感じられるように立体感が変更され、最後に平面表示に切替わることになる。
【０１５２】
　このようなスライダー１０６２を採用することで、ユーザはワンアクションで、与えら
れる立体感の調整、および立体表示と平面表示との間の切替えのいずれをもシームレスに
行なうことができる。なお、相対変位量を変化させるためのユーザ操作パラメータは、現
在値からの増減のみを行なうのが好ましい。
【０１５３】
　図１３には、本実施の形態に従う入力手段の別の一例として、表示装置１０をタッチパ
ネルとした場合のユーザインターフェイスが示されている。このユーザインターフェイス
においても、上述の図１２に示すスライダーと類似した、所定の一軸方向に沿った画像オ
ブジェクト３１０と、この画像オブジェクト３１０に対して相対移動するように表示され
る画像オブジェクト３１２とが表示される。この画像オブジェクト３１２は、ユーザがタ
ッチペン（スタイラスペン）７０などを用いて表示装置１０上をタッチすることで、その
タッチ操作に応じて移動する。そして、この画像オブジェクト３１２の位置に応じた指令
が生成される。
【０１５４】
　図１４には、本実施の形態に従う入力手段のさらに別の一例として、表示装置１０と操
作ボタンとを用いたユーザインターフェイスが示されている。このユーザインターフェイ
スにおいても、上述の図１２に示すスライダーと類似した、所定の一軸方向に沿った画像
オブジェクト３２０と、この画像オブジェクト３２０に対して相対移動するように表示さ
れる画像オブジェクト３２２とが表示される。そして、ユーザが情報処理システム１上に
設けられた操作ボタン（＋ボタン１０６３および－ボタン１０６４）を押下することで、
この画像オブジェクト３２２は移動する。すなわち、当該画像オブジェクトの軸方向の位
置がパラメータとして増減される。さらに、この画像オブジェクト３２２の位置（パラメ
ータの値）に応じた指令が生成される。他の実施の形態においては、パラメータの数値そ
のものを表示画面上に表示して、当該数値を操作ボタン等で増減させてもよい。
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【０１５５】
　再度図１１を参照して、制御部２２２は、表示装置１０における画像表示の全体制御を
司る。より具体的には、制御部２２２は、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を用いて、そ
の中に含まれる被写体が立体表示されるように表示装置１０を制御する立体表示制御部２
２２ａと、入力画像ＩＭＧ１および／またはＩＭＧ２に含まれる被写体が２次元画像とし
て平面表示されるように表示装置１０を制御する平面表示制御部２２２ｂと、表示装置１
０における立体表示と平面表示とを切替える表示切換部２２２ｃとを含む。
【０１５６】
　立体表示制御部２２２ａおよび平面表示制御部２２２ｂは、表示切換部２２２ｃからの
指令に応じて、いずれか一方が有効化される。表示切換部２２２ｃは、立体表示から平面
表示への切替え要求、または、平面表示から立体表示への切替え要求を操作受付部２２４
から受けると、立体表示制御部２２２ａおよび平面表示制御部２２２ｂのうち、有効化す
べき一方を選択するための指令を発行する。立体表示から平面表示へ切替えられるとき、
表示切換部２２２ｃは、上述したようなインターバルを提供する。
【０１５７】
　以下では、先に表示装置１０で立体表示を行なう場合の処理や機能について先に説明し
、その後で平面表示を行なう場合の処理や機能について説明する。
【０１５８】
　（１．立体表示）
　第１画像バッファ２０２は、第１撮像部１１０（図１）および第１画像変換部２０４と
関連付けられており、第１撮像部１１０が撮像した生の画像（区別のため「第１撮像画像
」とも称す。）を一時的に記憶する。また、第１画像バッファ２０２は、第１画像変換部
２０４からのアクセスを受付ける。
【０１５９】
　同様に、第２画像バッファ２１２は、第２撮像部１２０（図１）および第２画像変換部
２１４と関連付けられており、第２撮像部１２０が撮像した生の画像（区別のため「第２
撮像画像」とも称す。）を一時的に記憶する。また、第２画像バッファ２１２は、第２画
像変換部２１４からのアクセスを受付ける。
【０１６０】
　なお、予め所定の視差を有する一対の画像が予めＲＡＭ１０４（図１）などに格納され
ている場合には、これらの画像がＲＡＭ１０４から読出されて、第１画像バッファ２０２
および第２画像バッファ２１２へそれぞれ与えられる。
【０１６１】
　このように、第１画像バッファ２０２および第２画像バッファ２１２は、所定の視差を
有する一対の画像を受付ける画像入力手段として機能する。
【０１６２】
　第１画像変換部２０４および第２画像変換部２１４は、第１画像バッファ２０２および
第２画像バッファ２１２にそれぞれ記憶される一対の画像（典型的には、第１撮像画像お
よび第２撮像画像）を所定の大きさをもつ入力画像にそれぞれ変換する。第１画像変換部
２０４および第２画像変換部２１４は、変換により生成されたそれぞれの入力画像を画像
展開部２２０に書込む。
【０１６３】
　画像展開部２２０は、第１画像変換部２０４および第２画像変換部２１４により生成さ
れた入力画像のデータが展開される記憶領域である。この画像展開部２２０は、入力画像
ＩＭＧ１およびＩＭＧ２のそれぞれについて、画像全体のうちどの領域を表示するかを決
定し、また、２つの画像の重ね合わせ位置を決定する処理を行なう。この処理のために、
画像展開部２２０は、それぞれの入力画像および注目対象枠を仮想空間に配置（仮想配置
）する。より具体的には、画像展開部２２０は、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を重ね
て仮想配置し、さらに、その上に注目対象枠を重ねて配置する。立体表示制御部２２２ａ
は、所定の視差を有する入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２について、両入力画像の間の重
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ね合わせ位置を設定する相対位置関係設定手段として機能する。そして、画像展開部２２
０は、この立体表示制御部２２２ａからの指令に従って、ある重ね合わせ位置で入力画像
ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を配置する。
【０１６４】
　図１５を参照して、第１画像変換部２０４、第２画像変換部２１４および画像展開部２
２０により提供される処理の内容について説明する。
【０１６５】
　図１５は、この発明の実施の形態１に従う情報処理システム１における入力画像の仮想
配置を説明するための図である。図１５（ａ）に示すように、第１撮像部１１０の撮像に
より第１撮像画像が取得され、第２撮像部１２０の撮像により第２撮像画像が取得された
とする。この第１撮像画像および第２撮像画像からは、それぞれ第１画像変換部２０４お
よび第２画像変換部２１４が変換処理を行なうことで、入力画像ＩＭＧ１および入力画像
ＩＭＧ２が生成される。そして、その生成された画像データは、図１５（ｂ）および図１
５（ｃ）に示すように、ＩＭＧ１とＩＭＧ２が重なるように、画像展開部２２０によって
仮想空間に展開される。ここで、画像展開部２２０によって展開されたデータ（ピクセル
群）は、表示装置１０を構成する画素（第１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６の１表
示単位）と１対１に対応しているものとする。そのため、画像展開部２２０によって、仮
想空間に、表示装置１０の解像度（たとえば、５１２ｄｏｔ×３８４ｄｏｔなど）に相当
する共通の表示対象領域枠ＤＡが（仮想的に）定義される。なお、表示対象領域枠ＤＡの
位置は、ユーザ操作（典型的には、スクロール操作）または初期設定などに応じて、任意
に変更可能である。より具体的には、図１５において、例えば、上下左右方向へのスクロ
ール操作があったときに、表示対象領域枠ＤＡは上下左右方向に移動する。入力画像ＩＭ
Ｇ１および入力画像ＩＭＧ２に対して共通の表示対象領域枠ＤＡが設定されることで、入
力画像ＩＭＧ１の表示対象領域枠ＤＡによって定まる領域が入力画像ＩＭＧ１のうちの表
示装置１０（第１ＬＣＤ１１６）に表示される領域（第１表示対象領域）として設定され
、同時に、入力画像ＩＭＧ２の表示対象領域枠ＤＡによって定まる領域が入力画像ＩＭＧ
２について表示装置１０（第２ＬＣＤ１２６）に表示される領域（第２表示対象領域）と
して設定される。
【０１６６】
　画像展開部２２０における表示対象領域枠ＤＡのサイズは、一定であるので、画像展開
部２２０により仮想空間に展開する入力画像のサイズを変更することで、ズーム操作を行
なうことができる。すなわち、拡大表示（ズームイン）が指示された場合には、図１５（
ｂ）に示すように、第１撮像画像および第２撮像画像を相対的な大きなピクセルサイズを
有する入力画像ＩＭＧ１ＺＩおよびＩＭＧ２ＺＩに変換した上で、仮想空間にそのデータ
を展開する。一方、縮小表示（ズームアウト）が指示された場合には、図１５（ｃ）に示
すように、第１撮像画像および第２撮像画像を相対的な小さなピクセルサイズを有する入
力画像ＩＭＧ１ＺＯおよびＩＭＧ２ＺＯに変換した上で、仮想空間にそのデータを展開す
る。
【０１６７】
　第１画像変換部２０４および第２画像変換部２１４により生成される入力画像のサイズ
を適宜変更することで、表示対象領域枠ＤＡに対する相対的な大きさを変化させることが
でき、これにより、ズーム操作を実現することができる。
【０１６８】
　上述のように、入力画像ＩＭＧ１および／または入力画像ＩＭＧ２の表示対象領域枠Ｄ
Ａに対する位置またはサイズの変更によって、入力画像ＩＭＧ１のうちの表示装置１０に
表示される領域（第１表示対象領域）および／または入力画像ＩＭＧ２のうちの表示装置
１０に表示される領域（第２表示対象領域）が変更される。
【０１６９】
　別の見方をすれば、表示対象領域枠ＤＡを基準として、入力画像ＩＭＧ１および／また
は入力画像ＩＭＧ２の配置位置を調整することで、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２
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との間の重ね合わせ位置を変化させることもできる。また、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭ
Ｇ２の表示対象領域枠ＤＡに対する位置またはサイズの変更によって、入力画像ＩＭＧ１
のうちの表示装置１０に表示される領域（第１表示対象領域）の位置またはサイズ、なら
びに、入力画像ＩＭＧ２のうちの表示装置１０に表示される領域（第２表示対象領域）の
位置またはサイズが変更されると、これに伴って、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２につ
いての判定領域（画像マッチング処理の判定対象領域）である注目領域枠ＦＷ内に存在す
る領域の位置またはサイズも変更される。
【０１７０】
　なお、判定領域に相当する注目領域枠ＦＷと表示対象領域枠ＤＡとの相対的な位置関係
を一定に維持することが好ましい。たとえば、注目領域枠ＦＷを表示対象領域枠ＤＡの中
心部または中央下部に位置するように設定しておくことができる。これは、ユーザは、表
示装置１０に表示される画像のうち、その中心部または中央下部の範囲に注目することが
多いと考えられるからである。なお、注目領域枠ＦＷおよび表示対象領域枠ＤＡの画像展
開部２２０における位置は、両者の相対的な位置関係が維持されている限り、いずれを優
先して定めてもよい。すなわち、ユーザ操作に応じて注目領域枠ＦＷの位置が変更される
場合には、その注目領域枠ＦＷの変更後の位置に応じて表示対象領域枠ＤＡの位置を決定
してもよいし、その逆に、ユーザ操作に応じて表示対象領域枠ＤＡの位置が変更される場
合には、その表示対象領域枠ＤＡの変更後の位置に応じて注目領域枠ＦＷの位置を決定し
てもよい。
【０１７１】
　なお、図１５には、理解を容易にするために、両入力画像の間に重複範囲を生じるよう
に仮想配置した概念図を示すが、この仮想配置と画像展開部２２０における実際のデータ
配列とは必ずしも一致しない場合もある。
【０１７２】
　再度図１１を参照して、第１画像抽出部２０６および第２画像抽出部２１６は、それぞ
れ画像展開部２２０に展開されている入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２から、所
定領域の画像情報（色属性や輝度属性などを含む）を抽出し、立体表示制御部２２２ａへ
出力する。
【０１７３】
　また、第１画像抽出部２０６および第２画像抽出部２１６は、立体表示制御部２２２ａ
により算出された重ね合わせ位置に基づいて、画像展開部２２０から、表示装置１０の第
１ＬＣＤ１１６および第２ＬＣＤ１２６における表示内容を制御するための第１表示デー
タおよび第２表示データをそれぞれ抽出する。なお、これらの抽出された第１表示データ
および第２表示データは、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込
まれる。すなわち、立体表示制御部２２２ａは、重ね合わせ位置に応じて入力画像ＩＭＧ
１およびＩＭＧ２に対してそれぞれ設定される表示対象領域枠ＤＡについて、入力画像Ｉ
ＭＧ１の表示対象領域枠ＤＡに含まれる第１部分画像（第１表示データ）と、入力画像Ｉ
ＭＧ２の表示対象領域枠ＤＡに含まれる第２部分画像（第２表示データ）とを表示装置１
０へ出力する画像出力手段として機能する。
【０１７４】
　立体表示制御部２２２ａは、第１画像抽出部２０６および第２画像抽出部２１６によっ
てそれぞれ抽出される入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２の画像情報に基づいて、
両入力画像の間の対応関係（一致度）を評価する。典型的には、立体表示制御部２２２ａ
は、所定のブロックサイズ（典型的には、注目領域枠ＦＷの範囲）毎に、両入力画像の間
の一致度（相関度）を算出し、その算出された一致度が最も高くなる重ね合わせ位置（基
本値）を特定する。
【０１７５】
　すなわち、立体表示制御部２２２ａは、所定の視差を有する入力画像ＩＭＧ１および入
力画像ＩＭＧ２の間の対応関係（一致度）を判定することで、入力画像ＩＭＧ１と入力画
像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置を適宜変更する。それによって、ユーザに視認される
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基準奥行位置（立体感）が連続的に調整される。
【０１７６】
　（２．平面表示）
　表示装置１０において平面表示を行なう場合には、基本的には、第１表示データと第２
表示データとの間で、（視差のない）同一の表示データを出力する。そのため、原則とし
て、画像展開部２２０には、１種類の入力画像が展開されればよい。したがって、第１撮
像画像を用いて平面表示する典型例においては、平面表示制御部２２２ｂからの指令に従
って、第１画像バッファ２０２および第１画像変換部２０４のみが有効化され、第２画像
バッファ２１２および第２画像変換部２１４は無効化される。
【０１７７】
　また、第１画像抽出部２０６および第２画像抽出部２０６は、平面表示制御部２２２ｂ
からの指令に従って、画像展開部２２０に展開された入力画像のうち、同じ領域の画像を
それぞれ第１表示データおよび第２表示データとして出力する。第１撮像画像を用いて平
面表示する典型例においては、入力画像ＩＭＧ１の表示対象領域枠ＤＡに含まれる第１部
分画像データを第１表示データとして出力するとともに、同じデータを第２表示データと
して出力する。
【０１７８】
　＜画像マッチング処理の概要＞
　上述したように、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置を決定
または更新する場合には、画像同士の一致度を順次算出する必要があり、入力画像の全面
にわたってサーチを行なう場合や、入力画像の解像度（ピクセル数）が高い場合などには
、処理負荷が高くなり、かつ処理に要する時間も長くなる。その結果、ユーザに対する応
答性および操作性の低下を招きやすい。
【０１７９】
　そこで、本実施の形態に従う情報処理システム１においては、以下に示すような主とし
て２つの処理を採用することで、処理負荷を低減して、応答性および操作性を高める。
【０１８０】
　第１処理として、前もって入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２の間の対応関係（
一致度）を判定することで、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位
置の基本値を決定しておく。すなわち、所定の視差を有する入力画像ＩＭＧ１および入力
画像ＩＭＧ２について、入力画像ＩＭＧ１のうちの少なくとも一部の領域に含まれる画像
と入力画像ＩＭＧ２のうちの少なくとも一部の領域に含まれる画像とを適宜変化させつつ
、両画像を比較する。このとき、比較に用いられる領域は、入力画像ＩＭＧ１と入力画像
ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置を第１の範囲内で変化させる。そして、この比較結果に
応じて、当該第１の範囲内の重ね合わせ位置のうちから、入力画像ＩＭＧ１と入力画像Ｉ
ＭＧ２との間の対応関係（一致度）の高い重ね合わせ位置が基本値として決定される（基
本重ね合わせ位置）。この基本重ね合わせ位置を決定する処理においては、基本的に、何
らの情報も無い状態から入力画像間の対応関係（一致度）を判定するもので、相対的に広
い範囲（第１の範囲）がサーチ対象となる。
【０１８１】
　さらに、このように基本重ね合わせ位置が決定された後、スクロール操作やズーム操作
がなされると、決定された基本重ね合わせ位置を基準とする所定範囲内に存在する複数の
重ね合わせ位置の各々について、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２とを仮想配置し、
それぞれの場合に生じる重複範囲に対して対応する判定領域をそれぞれ設定する。
【０１８２】
　さらに、それぞれ設定された判定領域について、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭ
Ｇ２の間の対応関係（一致度）を判定する。基本重ね合わせ位置が決定された後には、大
まかな重ね合わせ位置がわかっているので、サーチ対象を相対的に狭くすることができる
。そして、上述のようなサーチ処理によって決定された重ね合わせ位置に基づいて、表示
装置１０における入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置が決定さ
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れる。すなわち、入力画像ＩＭＧ１のうちの少なくとも一部の領域に含まれる画像と、入
力画像ＩＭＧ２のうちの少なくとも一部の領域に含まれる画像とを、基本重ね合わせ位置
を基準とする所定範囲であって、かつ上記の第１の範囲よりも狭い範囲である第２の範囲
内で当該各領域の重ね合わせ位置を変化させて比較した結果に応じて、当該第２の範囲内
の重ね合わせ位置のうちから当該第１表示対象領域と第２表示対象領域との間の対応関係
(一致度)が高い重ね合わせ位置が、最終的に立体表示に用いられる。
【０１８３】
　このように、本実施の形態に従う情報処理システム１においては、原則として、入力画
像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の対応関係（一致度）を相対的に広い範囲で判定す
る処理を最初の１回だけとし、その後、スクロール操作やズーム操作が要求された場合に
は、最初に取得された基本重ね合わせ位置を基準として、より狭い範囲でのみ対応関係（
一致度）を判定する。これにより、画像間の対応関係（一致度）を判定する範囲をより限
定できるので、処理負荷を低減することができる。
【０１８４】
　第２処理として、画像間の対応関係（一致度）を判定するためのサーチ処理の精度を、
粗いものからより詳細なものに複数段階に切替えることで、処理負荷を低減する。すなわ
ち、まず、より精度の低い粗サーチを行なった後、当該粗サーチの結果得られた重ね合わ
せ位置を基準として、より精度の高い精細サーチを行なうことで、正確な重ね合わせ位置
を決定する。
【０１８５】
　より具体的には、まず、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２とを所定の第１変化量ず
つ変化させた複数の重ね合わせ位置の各々に仮想配置し、各調整量における入力画像間の
一致度が算出される。そして、算出された一致度のうち最も高い一致度が得られた重ね合
わせ位置が第１重ね合わせ位置として特定する。
【０１８６】
　次に、先に特定した第１重ね合わせ位置を基準として、入力画像ＩＭＧ１と入力画像Ｉ
ＭＧ２とを上述の第１変化量より小さい第２変化量ずつ変化させた複数の重ね合わせ位置
の各々に仮想配置し、それぞれの位置における入力画像間の一致度が算出される。そして
、算出された一致度のうち最も高い一致度が得られた相対重ね合わせ位置を第２重ね合わ
せ位置として特定する。
【０１８７】
　なお、入力画像のサイズは装置の処理能力などに応じて、２段階以上にわたってサーチ
処理を行なってもよい。本実施の形態においては、後述するように３段階にわたってサー
チ処理を行なう構成を例示する。また、この第２処理は、上述の第１処理に含まれる（１
）基本重ね合わせ位置の決定、および（２）その後の重ね合わせ位置の決定、のいずれに
も適用できる。
【０１８８】
　また、上述の第１および第２処理の両方を行なう必要はなく、いずれか一方のみを行な
うようにしてもよい。
【０１８９】
　上述したように、本実施の形態に従う情報処理システム１では、入力画像ＩＭＧ１と入
力画像ＩＭＧ２との間の画像マッチング処理の結果に基づいて立体表示を行なうので、基
本的には、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２としては静止画を用いることになる
が、入力画像の更新周期を超える処理能力を有する場合には、動画像にも適用することが
可能である。
【０１９０】
　＜画像マッチング処理の詳細＞
　次に、上述した画像マッチング処理のより詳細な処理内容について説明する。一例とし
て、上述の図６に示すように、任意に設定される注目領域枠ＦＷに含まれる被写体が表示
装置１０の表示面に位置するように立体表示する場合の処理内容について説明する。すな
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わち、本画像マッチング処理においては、２つの画像の重ね合わせ位置を決定する。ここ
で、２つの画像の重ね合わせ位置を決定することは、表示装置１０において、入力画像Ｉ
ＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間をどの程度ずらして表示するか決定することであるので
、これを「表示ずれ量」を決定すると言うことができる。
【０１９１】
　（１）基本重ね合わせ位置の決定処理
　上述したように、まず、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の基本重ね合わせ
位置が決定される。この基本重ね合わせ位置の決定処理の詳細な内容について以下説明す
る。
【０１９２】
　図１６は、この発明の実施の形態１に従う情報処理システム１における基本重ね合わせ
位置の決定処理を説明するための模式図である。図１６を参照して、入力画像ＩＭＧ１と
入力画像ＩＭＧ２との間の基本重ね合わせ位置は、両者の対応関係（一致度）を判定する
ことで決定される。より具体的には、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との重ね合わ
せ位置を順次変更するとともに、各重ね合わせ位置における両入力画像間の一致度が順次
算出される。いわば、入力画像ＩＭＧ１に対する入力画像ＩＭＧ２の位置（あるいは入力
画像ＩＭＧ２に対する入力画像ＩＭＧ１の位置）をずらしてゆき、その重複範囲に映って
いる被写体の画像が最も合致する位置をサーチする。そのため、基本重ね合わせ位置を決
定する場合には、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間に重複範囲が生じる実質的
な全面にわたってサーチ処理がなされる。
【０１９３】
　すなわち、入力画像ＩＭＧ１のうちの少なくとも一部の領域（注目領域枠ＦＷに相当す
る領域）、および／または、入力画像ＩＭＧ２のうちの少なくとも一部の領域（注目領域
枠ＦＷに相当する領域）について、両者の重ね合わせ位置を変化させて比較することによ
って、基本重ね合わせ位置が決定される。このとき、このように、入力画像ＩＭＧ１のう
ちの表示装置１０に表示される領域（第１表示対象領域）の少なくとも一部の領域に含ま
れる画像、および／または、入力画像ＩＭＧ２のうちの表示装置１０に表示される領域（
第２表示対象領域）の少なくとも一部の領域に含まれる画像を、一致度判定のための比較
対象の画像として用いることで、重ね合わせ位置である「表示ずれ量」が決定される。
【０１９４】
　なお、この基本重ね合わせ位置の決定処理においては、上述した注目領域枠ＦＷ内の画
像についての一致度を必ずしも評価する必要はなく、両入力画像の重複範囲の全体領域内
における一致度に基づいて評価することができる。但し、最終的に決定される「表示ずれ
量」は、ユーザが注目する注目領域枠ＦＷに含まれる被写体を所望の態様で（例えば、表
示面付近に見えるように）立体的に表示させるためのものであり、そのような観点から見
れば、基本重ね合わせ位置を決定する際にも、注目領域枠ＦＷ内の画像についての一致度
に注目して評価することが好ましい。以下の説明では、両入力画像の重複範囲に設定され
る注目領域枠ＦＷ内の画像についての一致度を評価する処理について例示する。
【０１９５】
　基本重ね合わせ位置を決定するために、その候補となる重ね合わせ位置のそれぞれにつ
いて、その重ね合わせ位置においての両者の一致度を判定し、その候補の中で一番一致度
の高かった重ね合わせ位置を基本重ね合わせ位置とするが、その候補を探す範囲をサーチ
範囲と称する（後述の表示ずれ量（実際に立体表示に用いられる重ね合わせ位置）の決定
処理におけるサーチ範囲と区別するために、以下では「基本サーチ範囲」とも称す。）。
このサーチ範囲は、左右方向については、「ＩＭＧ１の右端がＩＭＧ２の左端よりも左に
位置するような重ね合わせ位置Ａ」から、徐々にＩＭＧ１を相対的に左に移動させて、「
ＩＭＧ１の左端がＩＭＧ２の右端よりも右に位置するような重ね合わせ位置Ｂ」までを含
む。なお、一致度判定のためには、ＩＭＧ１とＩＭＧ２が重複する領域が必要であるので
、現実的には、重ね合わせ位置Ａや重ね合わせ位置Ｂにおいても、一致度判定のために必
要な部分だけ重複している。すなわち、上述したように、注目領域枠ＦＷ内の画像につい
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ての一致度を評価する場合には、少なくとも注目領域枠ＦＷ内の大きさだけは重複してい
る必要がある。まとめると、基本サーチ範囲は、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２と
の間の距離が実質的にゼロとなる重ね合わせ位置（図１６（ａ）参照）から、その重複範
囲が判定領域に相当する注目領域枠ＦＷの大きさを維持できる重ね合わせ位置（図１６（
ｂ）および図１６（ｃ）参照）までに存在するすべての重ね合わせ位置を含む。
【０１９６】
　なお、基本重ね合わせ位置を決定する処理においては、Ｘ方向（立体表示される際の上
下方向）およびＹ方向（立体表示される際の左右方向）のいずれにもサーチ（走査）する
ことが好ましい。但し、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０が高さ方向において同
一の位置に固定されている場合には、Ｙ方向にのみサーチを行なうようにしてもよい。
【０１９７】
　また、図１６（ｂ）には、第１撮像部１１０と第２撮像部１２０との相対的な配置位置
に応じて、入力画像ＩＭＧ２をＹ方向の正側（＋側）にのみ移動させる処理について例示
したが、入力画像ＩＭＧ２をＹ方向の負側（－側）にも移動するようにしてもよい。
【０１９８】
　たとえば、図１６（ｄ）に示すような重ね合わせ位置において、一致度が最も高く算出
されたとすると、図１６（ｄ）に示す入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね
合わせ位置、すなわちベクトル（ΔＸｓ，ΔＹｓ）で示される重ね合わせ位置が基本重ね
合わせ位置となる。この基本重ね合わせ位置は、両入力画像に設定された判定領域におけ
る視差に対応した位置偏差に相当する。そのため、基本重ね合わせ位置を決定するために
用いられた判定領域とは異なる位置に注目領域枠ＦＷが設定されたとしても、基本重ね合
わせ位置からの外れ量は相対的に少ないと考えられるので、このような基本重ね合わせ位
置を基準としてより狭いサーチ範囲でいてサーチ処理を行なうことにより、画像マッチン
グ処理をより高速に行なうことができる。なお、基本重ね合わせ位置のベクトル（ΔＸｓ
，ΔＹｓ）は、典型的には、ピクセル数で定義される。
【０１９９】
　なお、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２上の任意の座標を（Ｘ，Ｙ）｛但し、Ｘｍｉｎ
≦Ｘ≦Ｘｍａｘ；Ｙｍｉｎ≦Ｙ≦Ｙｍａｘ｝とすると、入力画像ＩＭＧ１上の座標（Ｘ，
Ｙ）のピクセルと、入力画像ＩＭＧ２上の座標（Ｘ－ΔＸｓ，Ｙ－ΔＹｓ）のピクセルと
が対応することになる。
【０２００】
　（２）複数段階のサーチ処理
　上述のような基本重ね合わせ位置を決定するためのサーチ処理としては、従来の方法で
は、入力画像間の重ね合わせ位置を１ピクセル毎にずらして順次評価する必要があるが、
本実施の形態に従うサーチ処理においては、サーチ精度を複数段階に切替えることで、よ
り高速に基本重ね合わせ位置をサーチする。以下、本実施の形態に従う複数段階のサーチ
処理について、説明する。
【０２０１】
　図１７～図１９は、この発明の実施の形態１に従うサーチ処理を説明するための図であ
る。なお、以下の説明では、サーチ精度を３段階に切替えてサーチ処理を行なう構成につ
いて例示するが、サーチ精度の切替段階については特に制限はなく、入力画像のピクセル
サイズなどに応じて適宜選択することができる。なお、図１７～図１９には、理解を容易
にするために、６４ピクセル×４８ピクセルの入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を示すが
、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２はこのピクセルサイズに限定されないものではない。
【０２０２】
　本実施の形態においては、一例として、第１段階のサーチ処理では、サーチ精度が１６
ピクセルに設定され、第２段階のサーチ処理では、サーチ精度が４ピクセルに設定され、
最終の第３段階のサーチ処理では、サーチ精度が１ピクセルに設定される。
【０２０３】
　より具体的には、図１７（ａ）に示すように、第１段階のサーチ処理においては、入力
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画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の距離が実質的にゼロとなる重ね合わせ位置から
、Ｘ方向に１６ピクセルずつ、およびＹ方向に１６ピクセルずつずらした計１２個（Ｘ方
向に３点×Ｙ方向に４点）の重ね合わせ位置で一致度がそれぞれ評価される。すなわち、
図１７（ａ）に示す重ね合わせ位置における一致度の算出が完了すると、続いて、図１７
（ｂ）に示すように、Ｙ方向に１６ピクセルだけずらした重ね合わせ位置における一致度
が算出される。図示しないが、残りの９つの重ね合わせ位置においても一致度が算出され
る。そして、これらの重ね合わせ位置の各々に対応付けて算出された一致度のうち最も高
い一致度が得られた重ね合わせ位置を特定する。この重ね合わせ位置の特定の後、第２段
階のサーチ処理が実行される。なお、一致度は、注目領域枠ＦＷに対応する入力画像ＩＭ
Ｇ１内の画像と、注目領域枠ＦＷに対応する入力画像ＩＭＧ２内の画像との間で算出され
る。なお、図１７（ａ）と（ｂ）においては、注目領域枠ＦＷは異なる位置に設定される
ように見えるが、実際には、注目領域枠ＦＷの位置は固定されており、ＩＭＧ１およびＩ
ＭＧ２がＦＷに対して相対的に移動することにより、図１７（ａ）や（ｂ）の状態となる
。
【０２０４】
　図１８（ａ）に示すように、第１段階のサーチ処理において最も高い一致度が得られた
重ね合わせ位置を第１マッチング位置ＳＰ１とする。そして、第２段階のサーチ処理にお
いては、この第１マッチング位置ＳＰ１を基準として、Ｘ方向に４ピクセルずつ、および
Ｙ方向に４ピクセルずつずらした計６４個（Ｘ方向に８点×Ｙ方向に８点）の重ね合わせ
位置で一致度がそれぞれ評価される。すなわち、図１８（ａ）に示す重ね合わせ位置にお
ける一致度の算出が完了すると、続いて、図１８（ｂ）に示すように、４ピクセルだけず
らした重ね合わせ位置における一致度が算出される。図示しないが、残りの６２つの重ね
合わせ位置においても一致度が算出される。
【０２０５】
　なお、図１８（ａ）に示す例では、一致度を評価する重ね合わせ位置として、第１マッ
チング位置ＳＰ１を中心として、Ｘ方向の前進側に４点および後進側に３点、ならびにＹ
方向の前進側に４点および後進側に３点、を設定する例を示すが、第１マッチング位置Ｓ
Ｐ１を基準にして重ね合わせ位置を設定する限り、どのような設定方法であってもよい。
【０２０６】
　同様にして、図１９（ａ）に示すように、第２段階のサーチ処理において最も高い一致
度が得られた重ね合わせ位置を第２マッチング位置ＳＰ２とする。そして、第３段階のサ
ーチ処理においては、この第２マッチング位置ＳＰ２を基準として、Ｘ方向に１ピクセル
ずつ、およびＹ方向に１ピクセルずつずらした計６４個（Ｘ方向に８点×Ｙ方向に８点）
の重ね合わせ位置で一致度がそれぞれ評価される。すなわち、図１９（ａ）に示す重ね合
わせ位置における一致度の算出が完了すると、続いて、図１９（ｂ）に示すように、１ピ
クセルだけずらした重ね合わせ位置における一致度が算出される。図示しないが、残りの
６２つの重ね合わせ位置においても一致度が算出される。
【０２０７】
　なお、図１９（ａ）に示す例では、一致度を評価する重ね合わせ位置として、第２マッ
チング位置ＳＰ２を中心として、Ｘ方向の前進側に４点および後進側に３点、ならびにＹ
方向の前進側に４点および後進側に３点、を設定する例を示すが、第２マッチング位置Ｓ
Ｐ２を基準として重ね合わせ位置を設定する限り、どのような設定方法であってもよい。
【０２０８】
　このように、段階的にサーチ精度を高めていく方法を採用することで、全体として一致
度の算出回数を低減することができる。たとえば、図１７～図１９に示す例においては、
すべて第２段階のサーチ処理のように１ピクセル×１ピクセルの単位でサーチを行なった
場合には、計３０７２回（６４点×４８点）の一致度の算出処理が必要となる。これに対
して、本実施の形態に従うサーチ処理においては、計１４０回（第１段階：１２回、第２
段階：６４回、第３段階：６４回）の一致度の算出処理で済む。
【０２０９】
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　（３）表示ずれ量の決定処理
　上述のように、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の基本重ね合わせ位置が予
め決定されると、この基本重ね合わせ位置を含む所定のサーチ範囲（上述の基本サーチ範
囲と区別するために、以下では「個別サーチ範囲」とも称す。）において、入力画像ＩＭ
Ｇ１と入力画像ＩＭＧ２との重複範囲に設定される判定領域である注目領域枠ＦＷ内の画
像間の一致度が順次算出され、最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置に対応して、表
示ずれ量（実際に立体表示に用いられる重ね合わせ位置）が決定される。以下、本実施の
形態に従う表示ずれ量の決定処理の詳細について説明する。
【０２１０】
　図２０は、この発明の実施の形態１に従う表示ずれ量の決定処理を説明するための図で
ある。まず、図２０（ａ）に示すように、基本重ね合わせ位置として、ベクトル（ΔＸｓ
，ΔＹｓ）が予め決定されているものとする。
【０２１１】
　個別サーチ範囲は、基本重ね合わせ位置を基準に決定される。たとえば、入力画像ＩＭ
Ｇ１の左上頂点をＯ１とし、入力画像ＩＭＧ２の左上頂点をＯ２とすると、入力画像ＩＭ
Ｇ１と入力画像ＩＭＧ２とを基本重ね合わせ位置に対応して仮想配置した場合の入力画像
ＩＭＧ２の頂点Ｏ２をマッチング位置ＳＰと定義する。すると、このマッチング位置ＳＰ
を用いて、図２０（ｂ）および図２０（ｃ）に示すように所定範囲の個別サーチ範囲が定
義できる。すなわち、入力画像ＩＭＧ２の頂点Ｏ２をこの表示ずれサーチ範囲の左端から
右端まで移動させて、各重ね合わせ位置における注目領域枠ＦＷ内の画像間の一致度が算
出される。
【０２１２】
　そして、算出された複数の一致度のうち最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置に対
応して、表示ずれ量が決定される。この個別サーチ範囲は、上述の基本サーチ範囲より狭
く設定される。典型的な一例として、個別サーチ範囲は、入力画像ＩＭＧ１，ＩＭＧ２の
Ｙ方向の長さに対する所定比率として定義することができ、たとえば、２０～５０％程度
に設定され、２５％程度に設定することが好ましい。なお、個別サーチ範囲を比率により
定義するのは、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２が、ユーザによるズーム操作に応じてそ
のピクセルサイズが変更されるため、これらの変更に柔軟に対応するためである。
【０２１３】
　また、原則として、表示ずれ量の決定処理においては、Ｙ方向（第１および第２撮像部
の間で視差が発生する方向）にのみサーチされる。これは、Ｘ方向には、原則として視差
が発生しないことと、予め決定される基本重ね合わせ位置によってＸ方向の相対差が補正
されていることとを理由とするものである。もちろん、Ｙ方向に加えて、Ｘ方向にもサー
チを行なうようにしてもよい。
【０２１４】
　なお、図２０（ｂ）および図２０（ｃ）には、入力画像ＩＭＧ２を基準として（すなわ
ち、入力画像ＩＭＧ２の中心部に）注目領域枠ＦＷを設定している例を示すが、入力画像
ＩＭＧ１を基準として注目領域枠ＦＷを設定してもよいし、あるいは、入力画像ＩＭＧ１
と入力画像ＩＭＧ２との重複範囲を基準として注目領域枠ＦＷを設定してもよい。
【０２１５】
　このようなサーチ処理の結果、図２０（ｄ）に示すような相対変位量において、最も高
い一致度が算出されたとすると、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わ
せ位置、すなわちベクトル（ΔＸ，ΔＹ）が表示ずれ量となる。この表示ずれ量は、視差
バリア１２の各スリット１４（図２）に対応する、それぞれ第１ＬＣＤ１１６および第２
ＬＣＤ１２６の画素に対して、いずれの画像データを表示させるかについて制御するため
に用いられる。すなわち、入力画像ＩＭＧ１上の座標（Ｘ，Ｙ）の表示データと、入力画
像ＩＭＧ２上の座標（Ｘ－ΔＸ，Ｙ－ΔＹ）の表示データとが、共通のスリット１４（図
２）に対応する一対の画素に対して与えられる。
【０２１６】
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　すなわち、入力画像ＩＭＧ１のうちの少なくとも一部の領域（注目領域枠ＦＷに相当す
る領域）と入力画像ＩＭＧ２のうちの少なくとも一部の領域（注目領域枠ＦＷに相当する
領域）とについて、両者の重ね合わせ位置を変化させつつ画像同士の一致度を複数回算出
し、さらに算出された複数の一致度のうち最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置に対
応して、入力画像ＩＭＧ１のうちの表示装置１０に表示される領域（第１表示対象領域）
および／または入力画像ＩＭＧ２のうちの表示装置１０に表示される領域（第２表示対象
領域）が決定される。そして、決定された重ね合わせ位置に相当する表示ずれ量に基づき
、入力画像ＩＭＧ１のうちの表示装置１０に表示される領域（第１表示対象領域）および
／または入力画像ＩＭＧ２のうちの表示装置１０に表示される領域（第２表示対象領域）
の位置を更新し、変更後の領域にそれぞれ含まれる入力画像ＩＭＧ１の部分画像および入
力画像ＩＭＧ２の部分画像を用いて表示装置１０での立体表示が行なわれる。
【０２１７】
　また、表示装置１０に対しては、図２０（ｄ）に示す入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭ
Ｇ２との重複範囲に含まれる画像データの全部または一部が与えられる。なお、表示装置
１０における有効表示サイズ（ピクセル数）が入力画像間の重複範囲より大きい場合、お
よび／または、表示装置１０のアスペクト比を満たすだけの重複範囲を設定できない場合
には、表示データが存在しない部分について、黒または白の単一表示などを行なうことで
補完してもよい。
【０２１８】
　また、表示ずれ量を決定する処理においても、上述した複数段階のサーチ処理を適用す
ることができる。なお、複数段階のサーチ処理の詳細な内容については、上述したので繰
返さない。
【０２１９】
　＜立体表示から平面表示への切替直後の表示内容＞
　上述したように、所定の視差を有する２つの入力画像を用いて立体表示している状態か
ら、一方の入力画像を用いて平面表示する状態に切替えた場合には、表示装置１０に表示
される画像の内容（たとえば、同一の被写体の位置）が大きく変化する。そこで、入力画
像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２とを、上述の基本重ね合わせ位置で仮想配置した状態で表
示対象領域枠ＤＡ内に得られる画像を平面表示に用いることが好ましい。
【０２２０】
　すなわち、表示切換部２２２ｃ（図１１）は、表示装置１０における表示が立体表示か
ら平面表示に切替えられた直後において、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の
重ね合わせ位置を、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の対応関係（一致度）に
基づいて決定された基本重ね合わせ位置と実質的に一致させた場合に表示対象領域枠ＤＡ
内に取得される、第１部分画像（第１表示データ）および／または第２部分画像（第２表
示データ）を表示装置１０に表示させる。
【０２２１】
　言い換えれば、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２を上述の図１６（ｄ）に示す
ような位置関係に配置し、両入力画像の重複範囲に設定される表示対象領域枠ＤＡに含ま
れる画像が平面表示に用いられる。
【０２２２】
　＜処理手順＞
　図２１および図２２は、この発明の実施の形態１に従う情報処理システム１における画
像表示制御の全体処理手順を示すフローチャートである。図２３は、図２１に示すサーチ
処理サブルーチンの処理を示すフローチャートである。図２４は、図２３に示す一致度評
価サブルーチンの処理を示すフローチャートである。なお、図２１～図２４に示す各ステ
ップは、典型的には、情報処理システム１のＣＰＵ１００がプログラムを実行することで
提供される。
【０２２３】
　（メインルーチン）
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　図２１および図２２を参照して、画像表示処理の開始が指示されると、ステップＳ１０
０において、ＣＰＵ１００は、立体表示および平面表示のいずれが指示されているか否か
を判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部１０６（図１）の典型例であるスライ
ダー（図１２～図１４）が立体表示の位置に配置されているか否かを判断する。立体表示
が指示されている場合（ステップＳ１００において「立体表示」）には、処理はステップ
Ｓ１０２へ進む。これに対して、平面表示が指示されている場合、すなわち、スライダー
が立体感をゼロとする位置に配置されている場合（ステップＳ１００において「平面表示
」）には、処理はステップＳ１６０へ進む。
【０２２４】
　ステップＳ１０２において、ＣＰＵ１００は、第１撮像部１１０および第２撮像部１２
０のそれぞれから撮像画像を取得する。すなわち、ＣＰＵ１００は、第１撮像部１１０お
よび第２撮像部１２０のそれぞれに撮像を行なわせ、それによって得られる画像データを
ＲＡＭ１０４（図７の第１画像バッファ２０２および第２画像バッファ２１２に相当）に
格納する。続くステップＳ１０４において、ＣＰＵ１００は、それぞれの撮像画像を所定
の初期サイズをもつ入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２に変換する。さらに続くステップＳ
１０６において、ＣＰＵ１００は、所定の初期重ね合わせ位置で、入力画像ＩＭＧ１およ
びＩＭＧ２をＲＡＭ１０４（図１１の画像展開部２２０に相当）に展開する。さらに続く
ステップＳ１０８において、ＣＰＵ１００は、所定の初期位置に判定領域である注目領域
枠ＦＷを設定する。
【０２２５】
　その後、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１１０～Ｓ１１４に示す基本重ね合わせ位置の決
定処理を実行する。すなわち、ステップＳ１１０において、ＣＰＵ１００は、基本サーチ
範囲を引数として設定する。続くステップＳ１１２において、ステップＳ１１０において
設定された基本サーチ範囲に基づいて、サーチ処理が実行される。すなわち、ステップＳ
１１０において設定された基本サーチ範囲が引数として、図２３に示すサーチ処理サブル
ーチンに渡される。このサーチ処理サブルーチンの結果、最も高い一致度が得られた重ね
合わせ位置の情報がメインルーチンに返される。さらに続くステップＳ１１４において、
ＣＰＵ１００は、サーチ処理サブルーチンから返された重ね合わせ位置を基本重ね合わせ
位置として格納するとともに、当該重ね合わせ位置を表示ずれ量の初期値として格納する
。その後、処理はステップＳ１１６へ進む。
【０２２６】
　ステップＳ１１６において、ＣＰＵ１００は、表示ずれ量の現在値に基づいて、表示装
置１０における表示を制御する。すなわち、ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に展開されて
いる入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の画像データを、表示ずれ量の現在値に応じた座標
だけずらして、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む。そして
、処理はステップＳ１１８へ進む。
【０２２７】
　ステップＳ１１８において、ＣＰＵ１００は、新たな入力画像の取得が指示されたか否
かを判断する。新たな入力画像の取得が指示された場合（ステップＳ１１８においてＹＥ
Ｓの場合）には、ステップＳ１０２以下の処理が繰返される。すなわち、新たな入力画像
（撮像画像）の入力に応答して、基本重ね合わせ位置が決定または更新される。そうでな
い場合（ステップＳ１１８においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ１２０へ進む。
この新たな入力画像の入力は、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２の少なくとも一
方の更新を意味する。
【０２２８】
　なお、ユーザによる基本重ね合わせ位置の決定または更新の指示を直接受けるようにし
てもよい。この場合には、ＣＰＵ１００は、ユーザ操作に応答して、ステップＳ１１０以
下の処理の実行を開始し、これにより基本重ね合わせ位置が決定または更新される。
【０２２９】
　ステップＳ１２０において、ＣＰＵ１００は、スクロール操作が指示されたか否かを判
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断する。スクロール操作が指示された場合（ステップＳ１２０においてＹＥＳの場合）に
は、処理はステップＳ１２４へ進み、そうでない場合（ステップＳ１２０においてＮＯの
場合）には、処理はステップＳ１２２へ進む。
【０２３０】
　ステップＳ１２２において、ＣＰＵ１００は、ズーム操作が指示されたか否かを判断す
る。ズーム操作が指示された場合（ステップＳ１２２においてＹＥＳの場合）には、処理
はステップＳ１２４へ進み、そうでない場合（ステップＳ１２２においてＮＯの場合）に
は、処理はステップＳ１２８へ進む。
【０２３１】
　ステップＳ１２４において、ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に格納されているそれぞれ
の撮像画像を、ステップＳ１２０またはＳ１２２において指示された内容（拡大／縮小率
またはスクロール量）などに応じたサイズをもつ入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２に変換
する。ここで、基本重ね合わせ位置がピクセル単位などを用いて定義されている場合には
、入力画像のサイズ変更の比率に応じて、基本重ね合わせ位置の値も同じ比率で更新され
る。
【０２３２】
　続くステップＳ１２６において、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１２０またはＳ１２２に
おいて指示された内容（拡大／縮小率またはスクロール量）に応じた相対変位量で、新た
に生成した入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２をＲＡＭ１０４に展開する。そして、処理は
ステップＳ１３２へ進む。
【０２３３】
　一方、ステップＳ１２８において、ＣＰＵ１００は、表示装置１０において表現する立
体感の変更が指示されたか否かを判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部１０６
（図１）の典型例であるスライダー（図１２～図１４）の位置が変更されたか否かを判断
する。表示位置を変化させることによる立体感の変更（表示位置による立体感調整）が指
示された場合（ステップＳ１２８においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１３０
へ進む。これに対して、立体感の変更（表示位置による立体感調整）が指示されていない
場合（ステップＳ１２８においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ１５０へ進む。
【０２３４】
　ステップＳ１３０において、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１２８において指示された表
示位置による立体感調整を行なう度合いを決定する変更値（典型例においてはスライダー
の変位量に対応する値）に応じた位置に注目領域枠ＦＷを設定する。すなわち、この注目
領域枠ＦＷに含まれる内容が表示装置１０の表示面に位置して立体表示されるように、上
述の画像マッチング処理が実行される。そのため、ユーザによって指示された立体感調整
を行なう度合いに応じて、この注目領域枠ＦＷを適宜配置することで、立体感をユーザ操
作に応じて変更することができる（表示位置による立体感調整が可能となる）。そして、
処理はステップＳ１３２へ進む。
【０２３５】
　ステップＳ１３２～Ｓ１３８において、ＣＰＵ１００は、表示ずれ量の決定処理を実行
する。すなわち、ステップＳ１３２において、ＣＰＵ１００は、個別サーチ範囲を引数と
して設定する。より具体的には、ＣＰＵ１００は、基本重ね合わせ位置を中心として、所
定の方向（図２０に示す例では、Ｙ方向）に入力画像ＩＭＧ１，ＩＭＧ２の対応する辺の
長さに所定比率を乗じた長さに相当する範囲を個別サーチ範囲として決定する。このよう
に、基本サーチ範囲より狭い個別サーチ範囲がサーチ範囲として設定される。
【０２３６】
　続くステップＳ１３４において、ステップＳ１３２において設定された個別サーチ範囲
に基づいて、サーチ処理が実行される。すなわち、ステップＳ１３２において設定された
個別サーチ範囲を引数として、図２３に示すサーチ処理サブルーチンが実行される。この
サーチ処理サブルーチンの結果、最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置の情報がメイ
ンルーチンに返される。さらに続くステップＳ１３６において、ＣＰＵ１００は、サーチ
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処理サブルーチンから返された重ね合わせ位置を新たな表示ずれ量として更新する。さら
に続くステップＳ１３８において、ＣＰＵ１００は、表示ずれ量の現在値に基づいて、表
示装置１０における表示を制御する。すなわち、ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に展開さ
れている入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の画像データを、表示ずれ量の現在値に応じた
座標だけずらして、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む。そ
して、処理はステップＳ１４０へ進む。
【０２３７】
　ステップＳ１４０において、ＣＰＵ１００は、立体表示から平面表示への切替が指示さ
れたか否かを判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部１０６（図１）の典型例で
あるスライダー（図１２～図１４）が平面表示（２Ｄ）の位置まで移動されているか否か
を判断する。立体表示から平面表示への切替が指示された場合（ステップＳ１４０におい
てＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１４２へ進む。これに対して、立体表示から平
面表示への切替が指示されていない場合（ステップＳ１４０においてＮＯの場合）には、
ステップＳ１１８以下の処理が繰返される。
【０２３８】
　ステップＳ１４２～Ｓ１４８において、ＣＰＵ１００は、立体表示から平面表示への切
替処理を実行する。すなわち、ステップＳ１４２において、ＣＰＵ１００は、表示装置１
０で所定期間にわたってインターバルを提供する。具体的には、ＣＰＵ１００は、（ｉ）
表示装置１０における表示の実質的な停止、（ｉｉ）独立した挿入画像の表示、（ｉｉｉ
）所定のエフェクト表示、などを行なう。続くステップＳ１４４において、ＣＰＵ１００
は、基本重ね合わせ位置で、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２をＲＡＭ１０４（図１１の
画像展開部２２０に相当）に再配置する。さらに続くステップＳ１４６において、ＣＰＵ
１００は、ステップＳ１４４において再配置された入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の重
複範囲に表示対象領域枠を設定し、この表示対象領域枠に含まれる画像データを取得する
。さらに続くステップＳ１４８において、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１４６において取
得した画像データに基づいて表示装置１０における表示を制御する。すなわち、ＣＰＵ１
００は、ステップＳ１４６において取得した共通の画像データを、第１ＶＲＡＭ１１２お
よび第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む。そして、処理はステップＳ１６６へ進む。
【０２３９】
　上述したように、ステップＳ１３８において表示装置１０における立体表示の表示内容
を更新した上で、ステップＳ１４２～Ｓ１４８に示す立体表示から平面表示への切替処理
が実行される。すなわち、ユーザによって視認される基準奥行位置（立体感）が所定条件
を満足したときに、立体表示から平面表示への切替処理が実行される。
【０２４０】
　また、ステップＳ１４６およびＳ１４８に示す処理によって、立体表示から平面表示に
切替えられた直後において、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位
置を、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の対応関係に基づいて決定された基本
重ね合わせ位置と実質的に一致させた場合に取得される、第１部分画像（第１表示データ
）または第２部分画像（第２表示データ）が表示装置１０に表示される。なお、当該第１
部分画像と当該第２部分画像を１つの画像に合成し、当該合成画像を表示装置１０に表示
してもよい。
【０２４１】
　一方、ステップＳ１５０において、ＣＰＵ１００は、画像表示処理の終了が指示された
か否かを判断する。画像表示処理の終了が指示された場合（ステップＳ１５０においてＹ
ＥＳの場合）には、処理を終了し、そうでない場合（ステップＳ１５０においてＮＯの場
合）には、ステップＳ１１８以下の処理が繰返される。
【０２４２】
　これに対して、平面表示が指示されている場合（ステップＳ１００において「平面表示
」）には、処理はステップＳ１６０へ進み、ＣＰＵ１００は、第１撮像部１１０および第
２撮像部１２０の一方から撮像画像を取得する。すなわち、ＣＰＵ１００は、第１撮像部



(40) JP 2011-35592 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

１１０および第２撮像部１２０の一方に撮像を行なわせ、それによって得られる画像デー
タをＲＡＭ１０４に格納する。続くステップＳ１６２において、ＣＰＵ１００は、取得し
た撮像画像を所定の初期サイズをもつ入力画像ＩＭＧ１に変換する。さらに続くステップ
Ｓ１６４において、ＣＰＵ１００は、所定の初期サイズで、入力画像ＩＭＧ１をＲＡＭ１
０４（図１１の画像展開部２２０に相当）に展開する。さらに続くステップＳ１６６にお
いて、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１６４において展開した画像データに基づいて表示装
置１０における表示を制御する。すなわち、ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に展開した入
力画像ＩＭＧ１の一部または全部を共通の表示データとして抽出し、第１ＶＲＡＭ１１２
および第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む。そして、処理はステップＳ１６８へ進む。
【０２４３】
　ステップＳ１６８において、ＣＰＵ１００は、スクロール操作が指示されたか否かを判
断する。スクロール操作が指示された場合（ステップＳ１６８においてＹＥＳの場合）に
は、処理はステップＳ１７２へ進み、そうでない場合（ステップＳ１６８においてＮＯの
場合）には、処理はステップＳ１７０へ進む。
【０２４４】
　ステップＳ１７０において、ＣＰＵ１００は、ズーム操作が指示されたか否かを判断す
る。ズーム操作が指示された場合（ステップＳ１７０においてＹＥＳの場合）には、処理
はステップＳ１７２へ進み、そうでない場合（ステップＳ１７０においてＮＯの場合）に
は、処理はステップＳ１７８へ進む。
【０２４５】
　ステップＳ１７２において、ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に格納されている撮像画像
を、ステップＳ１７０またはＳ１７２において指示された内容（拡大／縮小率またはスク
ロール量）などに応じたサイズをもつ入力画像ＩＭＧ１に変換する。続くステップＳ１７
４において、ＣＰＵ１００は、変換によって得られた入力画像ＩＭＧ１をＲＡＭ１０４に
展開する。さらに続くステップＳ１７６において、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１７４に
おいて展開した画像データに基づいて表示装置１０における表示を制御する。すなわち、
ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に展開した入力画像ＩＭＧ１の一部または全部を共通の表
示データとして抽出し、第１ＶＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む
。そして、処理はステップＳ１７８へ進む。
【０２４６】
　ステップＳ１７８において、ＣＰＵ１００は、平面表示から立体表示への切替が指示さ
れたか否かを判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部１０６（図１）の典型例で
あるスライダー（図１２～図１４）が立体表示の位置に移動されているか否かを判断する
。平面表示から立体表示への切替が指示された場合（ステップＳ１７８においてＹＥＳの
場合）には、処理はステップＳ１０２以下の処理が繰返される。これに対して、平面表示
から立体表示への切替が指示されていない場合（ステップＳ１７８においてＮＯの場合）
には、処理はステップＳ１８０へ進む。
【０２４７】
　ステップＳ１８０において、ＣＰＵ１００は、新たな入力画像の取得が指示されたか否
かを判断する。新たな入力画像の取得が指示された場合（ステップＳ１８０においてＹＥ
Ｓの場合）には、ステップＳ１６４以下の処理が繰返される。この新たな入力画像の入力
は、入力画像の更新を意味する。そうでない場合（ステップＳ１８０においてＮＯの場合
）には、処理はステップＳ１８２へ進む。
【０２４８】
　ステップＳ１８２において、ＣＰＵ１００は、画像表示処理の終了が指示されたか否か
を判断する。画像表示処理の終了が指示された場合（ステップＳ１８２においてＹＥＳの
場合）には、処理を終了し、そうでない場合（ステップＳ１８２においてＮＯの場合）に
は、ステップＳ１８０以下の処理が繰返される。
【０２４９】
　（サーチ処理サブルーチン）



(41) JP 2011-35592 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

　図２３を参照して、まず、ステップＳ２００において、ＣＰＵ１００は、引数として指
定されたサーチ範囲（基本サーチ範囲または個別サーチ範囲）を更新後サーチ範囲の初期
値として設定する。この更新後サーチ範囲は、図１７～図１９に示すような複数段階のサ
ーチ処理を行なう場合に、実質的なサーチ範囲を絞るための変数である。続くステップＳ
２０２において、ＣＰＵ１００は、サーチ精度Ｎを第１段階目の値（上述の例では、１６
ピクセル）に設定する。そして、処理はステップＳ２０４へ進む。
【０２５０】
　ステップＳ２０４において、ＣＰＵ１００は、更新後サーチ範囲の現在値およびサーチ
精度を引数として設定する。続くステップＳ２０６において、ＣＰＵ１００は、ステップ
Ｓ２０４において設定された更新後サーチ範囲およびサーチ精度に基づいて、図２４に示
す一致度評価サブルーチンを実行する。この一致度評価サブルーチンでは、更新後サーチ
範囲に含まれる各重ね合わせ位置における一致度を評価し、更新後サーチ範囲において、
最も高い一致度が得られる重ね合わせ位置を特定する。この一致度評価サブルーチンの結
果、更新後サーチ範囲において、最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置の情報が返さ
れる。
【０２５１】
　続くステップＳ２０８において、ＣＰＵ１００は、サーチ精度Ｎが「１」に設定されて
いるか否かを判断する。すなわち、ＣＰＵ１００は、サーチ精度Ｎの現在値が最終段階の
値になっているか否かを判断する。サーチ精度Ｎが「１」に設定されている場合（ステッ
プＳ２０８においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ２１４へ進み、そうでない場
合（ステップＳ２０８においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ２１０へ進む。
【０２５２】
　ステップＳ２１０において、ＣＰＵ１００は、直近のステップＳ２０８において実行さ
れた一致度評価サブルーチンにより特定された重ね合わせ位置を基準として、当該重ね合
わせ位置±Ｎの範囲（もしくは、｛相対変位量－（Ｎ－１）｝～｛相対変位量＋Ｎ｝の範
囲）を新たな更新後サーチ範囲に設定する。すなわち、ＣＰＵ１００は、更新後サーチ範
囲を一致度評価サブルーチンの実行結果に応じて更新する。続くステップＳ２１２におい
て、サーチ精度Ｎを次の段階の値に更新する。上述の例では、サーチ精度Ｎの現在値を「
４」で除算することで、新たなサーチ精度Ｎが算出される。そして、ステップＳ２０４以
下の処理が繰返される。
【０２５３】
　一方、ステップＳ２１４において、直近の一致度評価サブルーチンにより特定された、
最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置をメインルーチンに返す。そして、サブルーチ
ン処理は終了する。
【０２５４】
　（一致度評価サブルーチン）
　図２４を参照して、まず、ステップＳ３００において、ＣＰＵ１００は、入力画像ＩＭ
Ｇ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重ね合わせ位置を、更新後サーチ範囲の開始位置に設定
する。すなわち、ＣＰＵ１００は、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２を更新後サ
ーチ範囲に存在する１番目の重ね合わせ位置に仮想配置する。続くステップＳ３０２にお
いて、ＣＰＵ１００は、積算最小値を初期化する。この積算最小値は、後述する最も一致
度の高い重ね合わせ位置を特定するために用いられる判定値である。後述する処理におい
ては、対応するピクセル同士の色の差についての積算値に基づいて一致度が評価されるの
で、当該積算値が小さいほど一致度が高いことになる。そのため、積算最小値の初期値と
しては、色属性のダイナミックレンジなどを考慮して、算出され得る最大値を超える値が
セットされる。そして、処理はステップＳ３０４へ進む。
【０２５５】
　ステップＳ３０４において、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２とを、重ね合わせ位
置の現在値に仮想配置した場合に生じる重複範囲に対して注目領域枠ＦＷを設定する。そ
して、処理はステップＳ３０６へ進む。
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【０２５６】
　ステップＳ３０６において、ＣＰＵ１００は、設定された注目領域枠ＦＷ内の１番目の
ピクセルに対応する、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２における色属性をそれぞ
れ取得する。続くステップＳ３０８において、ＣＰＵ１００は、それぞれ取得した色属性
に基づいて、両入力画像間の色の差についての絶対値を積算する。さらに続くステップＳ
３１０において、設定された注目領域枠ＦＷ内のすべてのピクセルについての色属性を取
得したか否かを判断する。注目領域枠ＦＷ内のすべてのピクセルについての色属性を取得
した場合（ステップＳ３１０においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ３１４へ進
み、そうでない場合（ステップＳ３１０においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ３
１２へ進む。
【０２５７】
　ステップＳ３１２において、ＣＰＵ１００は、設定された注目領域枠ＦＷ内の次のピク
セルに対応する、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２における色属性をそれぞれ取
得する。そして、ステップＳ３０８以下の処理が繰返される。
【０２５８】
　一方、ステップＳ３１４において、ＣＰＵ１００は、色の差の絶対値についての積算値
が積算最小値（現在値）より小さいか否かを判断する。すなわち、ＣＰＵ１００は、重ね
合わせ位置の現在値における一致度が先に評価された他の重ね合わせ位置よりも高いか否
かを判断する。色の差の絶対値についての積算値が積算最小値より小さい場合（ステップ
Ｓ３１４においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ３１６へ進み、そうでない場合
（ステップＳ３１４においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ３２０へ進む。
【０２５９】
　ステップＳ３１６において、ＣＰＵ１００は、直近に算出された色の差の絶対値につい
ての積算値を、新たな積算最小値として格納する。続くステップＳ３１８において、ＣＰ
Ｕ１００は、重ね合わせ位置の現在値を最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置として
格納する。そして、処理はステップＳ３２０へ進む。
【０２６０】
　ステップＳ３２０において、ＣＰＵ１００は、重ね合わせ位置の現在値にサーチ精度Ｎ
を加算して、新たな重ね合わせ位置に更新する。すなわち、ＣＰＵ１００は、入力画像Ｉ
ＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２を重ね合わせ位置の現在値からサーチ精度（Ｎピクセル）
だけ離れた重ね合わせ位置に仮想配置する。なお、基本サーチ範囲については、Ｘ方向お
よびＹ方向のいずれにも重ね合わせ位置を変更する必要があるので、この場合には、重ね
合わせ位置が所定の走査順で更新される。
【０２６１】
　続くステップＳ３２２において、ＣＰＵ１００は、更新後の重ね合わせ位置が更新後サ
ーチ範囲の終了位置を超えたか否かを判断する。すなわち、ＣＰＵ１００は、指定された
更新後サーチ範囲にわたってのサーチ処理が完了したか否かを判断する。更新後の重ね合
わせ位置が更新後サーチ範囲の終了位置を超えている場合（ステップＳ３２２においてＹ
ＥＳの場合）には、処理はステップＳ３２４へ進み、そうでない場合（ステップＳ３２２
においてＮＯの場合）には、ステップＳ３０４以下の処理が繰返される。
【０２６２】
　ステップＳ３２４において、ＣＰＵ１００は、現在格納されている重ね合わせ位置（す
なわち、当該サブルーチンにおいて最終的に最も高い一致度が得られた重ね合わせ位置）
をサーチ処理サブルーチンに返す。そして、サブルーチン処理は終了する。
【０２６３】
　［実施の形態１の変形例］
　上述の実施の形態１においては、ユーザが表示位置を変化させることによる立体感の変
更（表示位置による立体感調整）を指示すると、この指示に連動して注目領域枠ＦＷの設
定位置も変更される場合の処理を例示した。一方、ユーザが注目領域枠ＦＷを任意の領域
に設定することも可能である。この場合には、立体表示から平面表示への切替が要求され
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た場合には、注目領域枠ＦＷに含まれる内容が表示装置１０の表示面付近に見えるように
表示位置によって立体感を調整した上で、平面表示を行なうことが好ましい。これは、ユ
ーザは設定した注目領域枠ＦＷの被写体に注目していると考えられるため、この注目され
ている被写体が平面表示された場合にもその表示位置をなるべく維持する、すなわち、表
示画面上の表示内容をなるべく維持することで、立体表示から平面表示へのより自然な切
替えを実現できるからである。
【０２６４】
　本変形例に従う情報処理システムの構成などについては、上述の実施の形態１に従う情
報処理システム１と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。以下、本変形例に従う情
報処理システムによって実行される処理のうち、主として、上述の実施の形態１と異なる
点について説明する。
【０２６５】
　図２５および図２６は、この発明の実施の形態１の変形例１に従う情報処理システムに
おける画像表示制御の全体処理手順を示すフローチャートである。なお、図２５および図
２６に示す各ステップは、典型的には、情報処理システム１のＣＰＵ１００がプログラム
を実行することで提供される。
【０２６６】
　図２５および図２６に示すフローチャートは、図２１および図２２に示すフローチャー
トに比較して、ステップＳ１２８の処理に代えてステップＳ１２９の処理が実行される点
、ステップＳ１４０とステップＳ１４２との間にステップＳ１９０～Ｓ１９４の処理が実
行される点が異なっている。
【０２６７】
　すなわち、ステップＳ１２２において、ズーム操作が指示されなかった場合（ステップ
Ｓ１２２においてＮＯの場合）には、ＣＰＵ１００は、注目領域枠ＦＷの位置変更が指示
されたか否かを判断する（ステップＳ１２９）。注目領域枠ＦＷの位置変更が指示された
場合（ステップＳ１２９においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１３０へ進み、
そうでない場合（ステップＳ１２９においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ１５０
へ進む。
【０２６８】
　注目領域枠ＦＷの位置変更の指示は、ユーザフレンドリの観点からは、たとえば表示装
置１０の表示面に表示される画像に対するタッチ操作を受付けるように構成することが好
ましい。なお、表示装置１０の表示面には、視差バリア１２が設けられるので、このよう
なタッチパネルのデバイスとしては、光学式もしくは超音波式などが好ましい。
【０２６９】
　また、ステップＳ１４０において、立体表示から平面表示への切替が指示された場合（
ステップＳ１４０においてＹＥＳの場合）には、ＣＰＵ１００は、注目領域枠ＦＷについ
ての画像マッチング処理が完了しているか否かを判断する（ステップＳ１９０）。注目領
域枠ＦＷについての画像マッチング処理が完了していない場合（ステップＳ１９０におい
てＮＯの場合）には、処理はステップＳ１９２へ進み、そうでない場合（ステップＳ１９
０においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１４２へ進む。
【０２７０】
　ステップＳ１９２において、ＣＰＵ１００は、サーチ処理を実行する。すなわち、先に
設定されている個別サーチ範囲を引数として、図２３に示すサーチ処理サブルーチンが実
行される。このサーチ処理サブルーチンの結果、最も高い一致度が得られた重ね合わせ位
置の情報がメインルーチンに返される。さらに続くステップＳ１９４において、ＣＰＵ１
００は、サーチ処理サブルーチンから返された重ね合わせ位置を新たな表示ずれ量として
更新し、更新後の表示ずれ量に基づいて、表示装置１０における表示を制御する。すなわ
ち、ＣＰＵ１００は、ＲＡＭ１０４に展開されている入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２の
画像データを、表示ずれ量の現在値に応じた座標だけずらして、第１ＶＲＡＭ１１２およ
び第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む。そして、処理はステップＳ１４２へ進む。
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【０２７１】
　すなわち、ユーザが任意の領域に注目領域枠ＦＷを設定した場合などのように、注目領
域枠ＦＷの位置が変更された場合には、注目領域枠ＦＷに含まれる内容が表示装置１０の
表示面から離れた位置に見えるようになっている場合もあるが、このような場合であって
も、注目領域枠ＦＷに含まれる内容を表示装置１０の表示面付近に見えるように調整した
上で、立体表示から平面表示への切替が行われる。すなわち、視認される基準奥行位置（
立体感）が所定条件を満足したときに限って、立体表示から平面表示への切替が許可され
る。このような処理を採用することで、立体表示から平面表示への切替わりの表示を自然
に見せることが可能になる。
【０２７２】
　その他のステップの内容については、上述したので、詳細な説明は繰返さない。
　［実施の形態２］
　上述の実施の形態１およびその変形例においては、主として、予め定められた一定の視
差を有する一対の入力画像（ステレオ画像）を用いて立体表示を行なう構成について例示
した。ところで、ポリゴン生成といったコンピュータグラフィックスの技術を用いれば、
任意の位置に仮想カメラを配置した場合の画像データを動的に生成できる。言い換えれば
、視差を連続的に変更した一対の入力画像を生成することができる。そのため、カメラ位
置による立体感調整によって立体感を連続的に変更することができる。
【０２７３】
　この発明の実施の形態２においては、上述の実施の形態１において説明したような一定
の視差を有する一対の入力画像を用いて立体表示することができる（静的態様モード）と
ともに、視差を連続的に変更可能な一対の入力画像を用いて立体表示することができる（
動的態様モード）、情報処理システムについて説明する。すなわち、実施の形態２の情報
処理システムでは、両方の立体表示を扱うことができ、ユーザ操作または自動的にいずれ
かのモードに切替える。以下、動的態様モードにおける動作を中心に説明する。
【０２７４】
　＜装置構成＞
　この発明の実施の形態２に従う情報処理システム２の内部構成については、上述の図１
に示す実施の形態１に従う情報処理システム１と同様であるので、詳細な説明は繰返さな
い。
【０２７５】
　＜制御構造＞
　次に、本実施の形態に従う画像表示処理を提供するための制御構造について説明する。
【０２７６】
　図２７は、この発明の実施の形態２に従う情報処理システム２の表示装置１０を制御す
るための機能ブロック図である。図２８は、図２７に示すオブジェクト表示モードコント
ローラ５２のより詳細な機能ブロック図である。
【０２７７】
　図２７を参照して、情報処理システム２は、その制御構造として、切替部５０と、画像
表示モードコントローラ５１と、オブジェクト表示モードコントローラ５２とを含む。
【０２７８】
　画像表示モードコントローラ５１は、上述の実施の形態１と同様に、予め定められた一
定の視差を有する一対の入力画像を用いて立体表示を提供する。すなわち、画像表示モー
ドコントローラ５１は、所定の視差を有する一対の入力画像を受付ける画像入力手段を有
し、この受付けた一対の入力画像に基づいて表示装置１０で被写体を立体表示する。また
、画像表示モードコントローラ５１は、立体表示に用いられる一対の入力画像の少なくと
も一方を用いて、入力画像に含まれる被写体を平面表示することもできる。画像表示モー
ドコントローラ５１のより詳細な機能ブロックについては、上述の図１１に示す情報処理
システム１の機能ブロック図と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
【０２７９】
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　オブジェクト表示モードコントローラ５２は、仮想空間上のオブジェクトを一対の仮想
カメラによって撮像することによって得られる一対の入力画像を用いて、立体表示を提供
する。より具体的には、オブジェクト表示モードコントローラ５２は、一対の仮想カメラ
の間の相対距離を連続的に変更することで、生成される一対の入力画像が有する視差を調
整する。これにより、表示装置１０に表示される被写体についてカメラ位置による立体感
調整を行い、立体感を自在に変更する。
【０２８０】
　なお、この立体感調整は、前述のスライダー１０６２が用いられる。すなわち、実施の
態様２の情報処理システムでは、静的態様モードでは、前述のスライダー１０６２により
、実施の態様１と同様、ユーザは前述の相対変位量を調整して表示ずれの設定をすること
により立体感を調整することができる（表示位置による立体感調整）。そして、さらに、
動的態様モードでは、同じスライダー１０６２により、ユーザは仮想カメラの相対距離を
調整して立体感を調整するこができる（カメラ位置による立体感調整）。
【０２８１】
　図２８を参照して、オブジェクト表示モードコントローラ５２は、ソースデータバッフ
ァ２５２と、第１仮想カメラ２５４と、第２仮想カメラ２６４と、制御部２５６と、操作
受付部２５８とを含む。
【０２８２】
　制御部２５６は、表示装置１０における画像表示の全体制御を司る。より具体的には、
制御部２５６は、後述する第１仮想カメラ２５４および第２仮想カメラ２６４によってそ
れぞれ生成される入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を用いて、その中に含まれる被写体が
立体表示されるように表示装置１０を制御する立体表示制御部２５６ａと、第１仮想カメ
ラ２５４または第２仮想カメラ２６４によって生成される入力画像を用いて、その中に含
まれる被写体が平面表示されるように表示装置１０を制御する平面表示制御部２５６ｂと
、表示装置１０における立体表示と平面表示とを切替える表示切換部２５６ｃとを含む。
【０２８３】
　立体表示制御部２５６ａおよび平面表示制御部２５６ｂは、表示切換部２５６ｃからの
指令に応じて、いずれか一方が有効化される。
【０２８４】
　本実施の形態に従うオブジェクト表示モードでは、後述するように、カメラ位置による
立体感調整によって立体感を連続的に変化させることができる。そのため、立体表示から
平面表示への切替時に立体感が急激に失われることはない。したがって、表示切換部２５
６ｃは、原則として、上述の実施の形態１において説明したようなインターバルを提供し
ない。但し、ユーザがカメラ位置による立体感調整によって、立体感を大幅に減少させる
ような操作を行った場合などの所定条件が満たされた場合に限って、インターバルを提供
する。
【０２８５】
　ソースデータバッファ２５２は、情報処理システム２において実行されるアプリケーシ
ョンなどから仮想空間上のオブジェクトを定義するためのデータである、ソースデータを
一時的に記憶する。また、ソースデータバッファ２５２は、第１仮想カメラ２５４および
第２仮想カメラ２６４からのアクセスを受付ける。
【０２８６】
　第１仮想カメラ２５４は、ソースデータバッファ２５２に記憶されるソースデータによ
って定義される仮想空間上のオブジェクトを撮影することによって入力画像ＩＭＧ１を生
成する。同様に、第２仮想カメラ２６４は、ソースデータバッファ２５２に記憶されるソ
ースデータによって定義される仮想空間上のオブジェクトを撮影することによって入力画
像ＩＭＧ２を生成する。より具体的には、第１仮想カメラ２５４および第２仮想カメラ２
６４は、立体表示制御部２５６ａからの指示に従うそれぞれの視点を基準として、仮想空
間上のオブジェクトなどをレンダリングすることで、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を
それぞれ生成する。このときの入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２は、表示装置１０での立
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体表示に用いられる。なお、立体表示制御部２５６ａは、第１仮想カメラ２５４および第
２仮想カメラ２６４の視点、すなわち、第１仮想カメラ２５４と第２仮想カメラ２６４と
の間の相対距離を、立体表示の要求（立体感）に応じた値に設定する。
【０２８７】
　第１仮想カメラ２５４によって生成された入力画像ＩＭＧ１は、第１表示データとして
出力され、第２仮想カメラ２６４によって生成された入力画像ＩＭＧ２は、第２表示デー
タとして出力される。すなわち、立体表示制御部２５６ａは、入力画像ＩＭＧ１およびＩ
ＭＧ２を表示装置１０へ出力する出力手段として機能する。
【０２８８】
　一方、表示装置１０において被写体が平面表示される場合には、表示切換部２５６ｃか
ら第１仮想カメラ２５４および第２仮想カメラ２６４に対して、同じ視点位置が指示され
る。すなわち、表示装置１０において平面表示がなされるときには、第１仮想カメラ２５
４および第２仮想カメラ２６４は、いずれも同じ視点を基準とする入力画像ＩＭＧ１およ
びＩＭＧ２をそれぞれ生成する。したがって、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との
間の視差はゼロとなる。そのため、入力画像ＩＭＧ１および入力画像ＩＭＧ２からは、同
じ入力画像が生成され、この入力画像が第１表示データおよび第２表示データとして出力
される。
【０２８９】
　再度図２７を参照して、切替部５０は、ユーザ操作や実行されるアプリケーションから
の要求に応答して、画像表示モードコントローラ５１およびオブジェクト表示モードコン
トローラ５２の一方を有効化する。なお、以下の説明においては、固定の視差を有する一
対の入力画像を用いて立体表示を行なう処理（静的態様についての処理）を「画像表示モ
ード」とも称し、視差を変更できる一対の入力画像を用いて立体表示を行なう処理（動的
態様についての処理）を「オブジェクト表示モード」とも称す。なお、「画像表示モード
」であっても、一対の撮像部によって得られた画像だけでなく、仮想空間上のオブジェク
トを一対の仮想カメラによって撮像することによって得られる画像を対象とすることもで
きる。また、「画像表示モード」であっても、仮想空間上のオブジェクトを一対の仮想カ
メラによって撮影することによって得られる画像だけでなく、その間の相対距離を連続的
に変更できるような一対の撮像部を用いて撮像することによって得られる画像を対象とす
ることもできる。
【０２９０】
　典型的には、「オブジェクト表示モード」においては、図１１に示すように、第１撮像
部１１０および第２撮像部１２０によって撮像された一対の撮像画像が一対の入力画像Ｉ
ＭＧ１およびＩＭＧ２として設定される。これに対して、「オブジェクト表示モード」に
おいては、図２８に示すように、第１仮想カメラ２５４および第２仮想カメラ２６４によ
って生成された一対の画像が一対の入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２として設定される。
【０２９１】
　＜立体表示処理および平面表示処理＞
　次に、本実施の形態に従うオブジェクト表示モードでの表示処理の内容について説明す
る。
【０２９２】
　図２９は、この発明の実施の形態２に従うオブジェクト表示モードでの入力画像の生成
処理を示す模式図である。図３０は、図２９に示すそれぞれの視点において取得される入
力画像の一例を示す図である。図３１は、この発明の形態２に従うオブジェクト表示モー
ドおいて提供される立体表示を示す模式図である。
【０２９３】
　図２９（ａ）を参照して、本実施の形態に従うオブジェクト表示モードにおいては、仮
想空間上に配置されたオブジェクトに対して、２つの仮想カメラを用いて一対の入力画像
を生成する。典型的には、基準点Ｏを通る直線上に、基準点Ｏから等間隔だけ離れた視点
ＶＰＡおよびＶＰＢにそれぞれ仮想カメラが配置されているものとする。それぞれの仮想
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カメラの撮影視野は同じであるものとすると、これらの仮想カメラによる撮影によって得
られる画像の間には、２つの仮想カメラの相対距離Ｄｆに応じた視差が生じることになる
。
【０２９４】
　なお、画像生成に係る処理負荷を低減する観点から、各仮想カメラの撮影視野のうち、
実際に使用される範囲（レンダリング範囲）の画像のみが生成されることが好ましい（図
２９に示す破線の範囲）。
【０２９５】
　図２９（ａ）に示すような仮想空間上のオブジェクトおよび仮想カメラの位置関係に基
づいて生成される入力画像の一例を図３０（ａ）に示す。
【０２９６】
　次に、図２９（ｂ）に示すように、２つの仮想カメラの相対距離Ｄｆをより小さくした
場合を考える。この場合には、基準点Ｏから視点ＶＰＡおよびＶＰＢまでの距離をそれぞ
れ短くしたものとする。なお、基準点Ｏから視点ＶＰＡまでの距離と、基準点Ｏから視点
ＶＰＢまでの距離とは、同一であるものとする。
【０２９７】
　図２９（ｂ）に示す状態においては、２つの仮想カメラによって生成される一対の入力
画像の有する視差は、図２９（ａ）に示す状態において生成される一対の入力画像の有す
る視差より小さくなる。たとえば、図２９（ｂ）に示すような仮想空間上のオブジェクト
および仮想カメラの位置関係に基づいて生成される一対の入力画像は、図３０（ｂ）に示
すようになる。図３０（ａ）に示す一対の入力画像に写る被写体の位置ずれの度合いに比
較して、図３０（ｂ）に示す一対の入力画像に写る被写体の位置ずれの度合いが小さくな
っていることがわかる。
【０２９８】
　さらに、図２９（ｃ）に示すように、２つの仮想カメラの相対距離Ｄｆをゼロにした場
合を考える。この場合には、視点ＶＰＡと視点ＶＰＢとが同じ位置（基準点Ｏ）に配置さ
れるので、２つの仮想カメラによって生成される入力画像は互いに同一となる。たとえば
、図２９（ｃ）に示すような仮想空間上のオブジェクトおよび仮想カメラの位置関係に基
づいて生成される一対の入力画像は、図３０（ｃ）に示すようになる。この図３０（ｃ）
に示す一対の入力画像では、互いに同じ被写体が同じ位置で写っていることがわかる。
【０２９９】
　上述のように、本実施の形態に従うオブジェクト表示モードでは、視差を連続的に変更
した一対の入力画像を生成することができる。入力画像の間の、カメラ位置によって決ま
る視差が、表現可能な立体感を決定する。たとえば、図２９（ａ）に示すような状況にお
いて生成される一対の入力画像を用いた立体表示は、図３１（ａ）のようになる。これに
対して、図２９（ｂ）に示すように、カメラ位置による立体感調整を行なってその間の視
差をより小さくした入力画像を用いた場合には、図３１（ｂ）に示すように、その立体感
をより小さくした立体表示がなされる。すなわち、立体表示に用いられる一対の入力画像
の視差を連続的に変更（減少または増加）することで、表示装置１０で表現される立体表
示の立体感を連続的に調整（カメラ位置による立体感調整）することができる。
【０３００】
　さらに、図２９（ｃ）に示すように、２つの仮想カメラの相対距離Ｄｆをゼロにすると
、図示していないが、両仮想カメラから生成される画像間の視差がゼロの立体表示、すな
わち平面表示が表示装置１０において提供される。
【０３０１】
　したがって、本実施の形態に従うオブジェクト表示モードにおいては、一対の仮想カメ
ラの間の相対距離Ｄｆを非ゼロの値からゼロとなるまで連続的に減少させることで、表示
装置１０における立体表示と平面表示とが切替えられる。また、表示切換部２５６ｃ（図
２８）は、一対の仮想カメラの間の相対距離をゼロにしたときに、第１仮想カメラ２５４
および第２仮想カメラ２６４（図２８）のいずれか一方によって生成される入力画像を表
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示装置１０に表示させることで、平面表示を提供する。
【０３０２】
　上述したように、オブジェクト表示モードにおいては、カメラ位置による立体感調整に
よって立体感が連続的に減少するので、この調整においては立体感のジャンプ的な変動が
生じない。そのため、画像表示モードのように、立体表示から平面表示への切替時に、必
ずしもインターバルを設ける必要はない。
【０３０３】
　しかしながら、カメラ位置による立体感の調整に、上述の図１２～図１４に示すような
機構（スライダー）を採用する場合には、ユーザ操作によっては、カメラ位置による立体
感調整において、立体感が大きく変動する場合が想定される。このような場合には、立体
表示から平面表示への切替わりの表示をより自然に見せる観点から、インターバルを設け
ることが好ましい。すなわち、ユーザ操作などが所定条件を満たした場合に限って、立体
表示から平面表示へ切替えられるまでの所定期間にわたってインターバルを設けることが
好ましい。より具体的には、ユーザが相対的に立体感の大きな状態から平面表示への切替
操作を行った場合などには、カメラ位置による立体感調整を行なう場合もインターバルを
設ける。
【０３０４】
　なお、上述の説明では、一対の仮想カメラの間の相対距離Ｄｆを順次変更することで視
差を調整する構成について例示したが、この相対距離Ｄｆの変更に代えて、または、この
変更に加えて、仮想カメラの向きを変更するようにしてもよい。具体的には、仮想カメラ
の撮影視野の光軸を、視点を中心に回転させることで、生成される入力画像の間の視差を
調整することができる。なお、この場合には、２つの仮想カメラの撮影視野の光軸の交点
の位置のオブジェクトが表示装置１０の表示面付近に位置することになる。
【０３０５】
　＜処理手順＞
　図３２は、この発明の実施の形態２に従う情報処理システム２における画像表示制御の
全体処理手順を示すフローチャートである。なお、図３２に示す各ステップは、典型的に
は、情報処理システム２のＣＰＵ１００がプログラムを実行することで提供される。
【０３０６】
　図３２を参照して、まず、ＣＰＵ１００は、いずれのモードが要求されているかを判断
する（ステップＳ２）。
【０３０７】
　画像表示モードが選択されている場合（ステップＳ２において「画像表示モード」）に
は、図２１および図２２にフローチャートのステップＳ１００以下の処理が実行される。
図２１および図２２にフローチャートの処理内容については、上述したので、詳細な説明
は繰返さない。
【０３０８】
　これに対して、オブジェクト表示モードが選択されている場合（ステップＳ２において
「オブジェクト表示モード」）には、ＣＰＵ１００は、表示対象のオブジェクトを定義す
るソースデータを取得する（ステップＳ５００）。具体的には、ソースデータが実行中の
アプリケーションなどから取得され、ソースデータバッファ２５２（図２８）に格納され
る。続くステップＳ５０２において、ＣＰＵ１００は、立体表示および平面表示のいずれ
が指示されているか否かを判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部１０６（図１
）の典型例であるスライダー（図１２～図１４）が立体表示の位置に配置されているか否
かを判断する。立体表示が指示されている場合（ステップＳ５０２において「立体表示」
）には、処理はステップＳ５０４へ進む。これに対して、平面表示が指示されている場合
（ステップＳ５０２において「平面表示」）には、処理はステップＳ５３４へ進む。
【０３０９】
　ステップＳ５０４において、ＣＰＵ１００は、両仮想カメラの間の距離が指示された立
体感に対応する相対距離となるように、一対の仮想カメラを仮想空間上に仮想配置する。
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続くステップＳ５０６において、ＣＰＵ１００は、仮想空間上のオブジェクトを一対の仮
想カメラによって撮影することによって、一対の入力画像を生成する。さらに続くステッ
プＳ５０８において、ＣＰＵ１００は、生成した一対の入力画像を用いて、表示装置１０
で立体表示を行なう。具体的には、ＣＰＵ１００は、第１仮想カメラ２５４および第２仮
想カメラ２６４によってそれぞれ生成された入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２を、第１Ｖ
ＲＡＭ１１２および第２ＶＲＡＭ１２２へそれぞれ書込む。そして、処理はステップＳ５
１０へ進む。
【０３１０】
　ステップＳ５１０において、ＣＰＵ１００は、スクロール操作が指示されたか否かを判
断する。スクロール操作が指示された場合（ステップＳ５１０においてＹＥＳの場合）に
は、処理はステップＳ５１４へ進み、そうでない場合（ステップＳ５１０においてＮＯの
場合）には、処理はステップＳ５１２へ進む。
【０３１１】
　ステップＳ５１２において、ＣＰＵ１００は、ズーム操作が指示されたか否かを判断す
る。ズーム操作が指示された場合（ステップＳ５１２においてＹＥＳの場合）には、処理
はステップＳ５１４へ進み、そうでない場合（ステップＳ５１２においてＮＯの場合）に
は、処理はステップＳ５１６へ進む。
【０３１２】
　ステップＳ５１４において、ＣＰＵ１００は、ステップＳ５１０またはＳ５１２におけ
る指示内容（拡大／縮小率またはスクロール量）などに応じて、オブジェクトに対する一
対の仮想カメラの配置位置を変更する。具体的には、ズームイン（オブジェクトの拡大）
が指示されると、オブジェクトに対する一対の仮想カメラの相対距離を短くし、反対に、
ズームアウト（オブジェクトの縮小）が指示されると、オブジェクトに対する一対の仮想
カメラの相対距離を長くする。このとき、仮想カメラ間の距離（相対距離）は維持される
。これは、一対の仮想カメラによって生成される一対の画像の間の視差の大きさを維持す
るためのである。そして、処理はステップＳ５２２へ進む。
【０３１３】
　ステップＳ５１６において、ＣＰＵ１００は、表示装置１０において表現する立体感の
変更が指示されたか否かを判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部１０６（図１
）の典型例であるスライダー（図１２～図１４）の位置が変更されたか否かを判断する。
カメラ位置を調整することによる立体感の変更（カメラ位置による立体感調整）が指示さ
れた場合（ステップＳ５１６においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ５１８へ進
む。これに対して、立体感の変更（カメラ位置による立体感調整）が指示されていない場
合（ステップＳ５１６においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ５４０へ進む。
【０３１４】
　ステップＳ５１８において、ＣＰＵ１００は、変更後（カメラ位置による立体感調整後
）の立体感の指示がゼロであるか否かを判断する。具体的には、ＣＰＵ１００は、入力部
１０６（図１）の典型例であるスライダー（図１２～図１４）が平面表示（２Ｄ）の位置
（より具体的には、前述の操作パラメータ値がＯｍｉｎ）まで移動されているか否かを判
断する。変更後の立体感の指示がゼロではない場合（ステップＳ５１８においてＮＯの場
合）には、処理はステップＳ５２０へ進む。
【０３１５】
　ステップＳ５２０において、ＣＰＵ１００は、両仮想カメラの間の距離が指示された立
体感に対応する相対距離となるように、それぞれの仮想カメラの仮想空間上における配置
位置を更新する。そして、処理はステップＳ５２２へ進む。より具体的には、前述のよう
に、操作受付部２２４は、スライダー１０６２の位置に応じて、ユーザ操作パラメータ値
として、Ｏｍｉｎ～Ｏｍａｘまでの値を出力するが、制御部２２２は、動的態様モードに
おいては、操作パラメータ値Ｏｍｉｎ～Ｏｍａｘに対して、両仮想カメラの間の相対距離
として、Ｄ２ｍｉｎ～Ｄ２ｍａｘを算出する。本実施の形態では、ユーザ操作パラメータ
がＯｍｉｎのとき相対距離はＤ２ｍｉｎとなり、ユーザ操作パラメータがＯｍａｘのとき



(50) JP 2011-35592 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

相対距離はＤ２ｍａｘであるとする。そして、本実施の形態では、Ｏｍｉｎより大きくＯ
ｍａｘより小さい値に対しては、Ｄｍｉｎより大きくＤｍａｘより小さい値に対応し、Ｏ
が大きくなるほど、Ｄ２が大きくなるという関係にある。
【０３１６】
　ステップＳ５２２において、ＣＰＵ１００は、仮想空間上のオブジェクトを一対の仮想
カメラによって撮影することによって、一対の入力画像を生成する。さらに続くステップ
Ｓ５２４において、ＣＰＵ１００は、生成した一対の入力画像を用いて、表示装置１０に
おける立体表示を更新する。そして、処理はステップＳ５４０へ進む。
【０３１７】
　これに対して、変更後の立体感の指示がゼロである場合（ステップＳ５１８においてＹ
ＥＳの場合）には、処理はステップＳ５３０へ進む。
【０３１８】
　ステップＳ５３０において、ＣＰＵ１００は、要求される立体感の変更前後における差
が所定値を超えているか否かを判断する。すなわち、ＣＰＵ１００は、ユーザが立体感を
大幅な減少させるような操作を行ったか否かを判断する。
【０３１９】
　要求される立体感の変更前後における差が所定値を超えている場合（ステップＳ５３０
においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ５３２へ進み、そうでなければ（ステッ
プＳ５３０においてＮＯの場合）、処理はステップＳ５３４へ進む。
【０３２０】
　ステップＳ５３２において、ＣＰＵ１００は、表示装置１０で所定期間にわたってイン
ターバルを提供する。具体的には、ＣＰＵ１００は、（ｉ）表示装置１０における表示の
実質的な停止、（ｉｉ）独立した挿入画像の表示、（ｉｉｉ）所定のエフェクト表示、な
どを行なう。そして、処理はステップＳ５３４へ進む。
【０３２１】
　ステップＳ５３４において、ＣＰＵ１００は、両仮想カメラの間の距離がゼロとなるよ
うに、それぞれの仮想カメラの仮想空間上における配置位置を更新する。すなわち、ＣＰ
Ｕ１００は、仮想空間上の同じ位置に２つの仮想カメラを配置する。続くステップＳ５３
６において、ＣＰＵ１００は、仮想空間上のオブジェクトを一方の仮想カメラによって撮
影することによって、１つの入力画像を生成する。さらに続くステップＳ５３８において
、ＣＰＵ１００は、生成した１つの入力画像をそれぞれ表示装置１０に出力することで、
表示装置１０においてオブジェクトを平面表示する。そして、処理はステップＳ５４０へ
進む。
【０３２２】
　ステップＳ５４０において、ＣＰＵ１００は、新たな入力画像の取得が指示されたか否
かを判断する。新たな入力画像の取得が指示された場合（ステップＳ５４０においてＹＥ
Ｓの場合）には、ステップＳ５００以下の処理が繰返される。すなわち、新たなソースデ
ータが処理対象として読込まれる。そうでない場合（ステップＳ５４０においてＮＯの場
合）には、処理はステップＳ５４２へ進む。
【０３２３】
　ステップＳ５４２において、ＣＰＵ１００は、画像表示処理の終了が指示されたか否か
を判断する。画像表示処理の終了が指示された場合（ステップＳ５４２においてＹＥＳの
場合）には、処理を終了し、そうでない場合（ステップＳ５４２においてＮＯの場合）に
は、ステップＳ５１０以下の処理が繰返される。
【０３２４】
　［その他の変形例］
　上述の実施の形態においては、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の対応関係
を判定する際に、Ｘ方向およびＹ方向に走査する処理例を示したが、これらに加えて、回
転方向や台形歪みなどを考慮して対応関係を判定してもよい。特に、このような処理は、
入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の基本重ね合わせ位置を決定する際に有効で
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【０３２５】
　また、上述の実施の形態においては、画像表示処理の開始時に、基本重ね合わせ位置を
取得する処理例を示したが、この基本重ね合わせ位置を装置固有のパラメータとして予め
記憶しておいてもよい。このような場合には、製品の出荷段階においてキャリブレーショ
ン機能として装置に実装することが好ましい。さらに、このような機能は、たとえば隠し
コマンドなどによって任意のタイミングで実行できるようにしてもよい。また、このキャ
リブレーション機能としては、第１撮像部１１０および第２撮像部１２０の間の撮像感度
を互いに略一致させるための処理を含むことが好ましい。これは、上述したように一致度
をピクセル同士の色の差に基づいての評価する場合に誤差の発生を抑制できるからである
。
【０３２６】
　また、上述の実施の形態においては、新たな入力画像が取得された場合には、基本重ね
合わせ位置が更新される処理例を示したが、定点カメラのように入力画像自体は周期的に
更新されているとしても、その内容の変化がわずかであるような場合には、基本重ね合わ
せ位置の更新を行なわないようにしてもよい。この場合には、入力画像の内容に対して所
定値以上の変化が生じたときに限って、基本重ね合わせ位置を更新してもよい。
【０３２７】
　また、上述の実施の形態においては、入力画像ＩＭＧ１およびＩＭＧ２に映っている被
写体ＯＢＪ１が実質的に重なるように、入力画像ＩＭＧ１と入力画像ＩＭＧ２との間の重
ね合わせ位置を調整したが、ユーザが許容できる視差量の範囲以内の所定のずれ量だけず
れた位置に、被写体ＯＢＪ１が表示されるように調整してもよい。この場合には、例えば
、図２５に示すフローチャートにおいて、ステップＳ１１６で、最も高い一致度が得られ
た重ね合わせ位置から所定量だけずらして表示装置１０における表示を制御してもよい。
これによって、被写体ＯＢＪ１が表示装置の表示面から所定量だけ手前または奥に位置す
るように、入力画像を表示することができる。
【０３２８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【０３２９】
　１，２　情報処理システム、１０　表示装置、１２　視差バリア、１４　スリット、１
６，１８　ガラス基板、５０　切替部、５１　画像表示モードコントローラ、５２　オブ
ジェクト表示モードコントローラ、１００　ＣＰＵ、１０２　ＲＯＭ、１０４　ＲＡＭ、
１０６　入力部、１１０　第１撮像部、１１４　ドライバ、１１６　第１ＬＣＤ、１１２
　第１ＶＲＡＭ、１２０　第２撮像部、１２２　第２ＶＲＡＭ、１２６　第２ＬＣＤ、１
３０　第３撮像部、２０２　第１画像バッファ、２０４　第１画像変換部、２０６　第１
画像抽出部、２１２　第２画像バッファ、２１４　第２画像変換部、２１６　第２画像抽
出部、２２０　画像展開部、２２２　制御部、２２２ａ　立体表示制御部、２２２ｂ　平
面表示制御部、２２２ｃ　表示切換部、２２４　操作受付部、２５２　ソースデータバッ
ファ、２５４　第１仮想カメラ、２５６　制御部、２５６ａ　立体表示制御部、２５６ｂ
　平面表示制御部、２５６ｃ　表示切換部、２５８　操作受付部、２６４　第２仮想カメ
ラ。
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