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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定手段と、算出手段と、入力手段と、変換手段と、記憶装置とを有するデータ変換装
置において、姿勢センサによって定義されるセンサ座標系における姿勢データを、前記セ
ンサ座標系と異なる、座標軸方向が任意に設定された基準座標系における姿勢データに変
換するデータ変換方法であって、
　前記設定手段が、前記基準座標系における重力の方向を表す第一のアライメントデータ
を前記記憶装置に設定する第一の設定工程と、
　前記設定手段が、センサ座標系と前記基準座標系との間の方位方向の相違角を表す第二
のアライメントデータを前記記憶装置に設定する第二の設定工程と、
　前記算出手段が、前記第一及び第二のアライメントデータを前記記憶装置から読み出し
、前記第一のアライメントデータの表す第１のベクトルと前記センサ座標系における重力
の方向を表す第２のベクトルとのなす角を回転角とし、前記第１及び第２のベクトルによ
って構成される平面の法線ベクトルを回転軸とする回転処理として、前記基準座標系にお
ける重力方向に、前記センサ座標系の重力方向を合わせるための第１の座標変換を算出す
る第１の算出工程と、
　前記算出手段が、前記第１のベクトルの方向を回転軸とし、前記第二のアライメントデ
ータの表す相違角を回転角とする回転を行う第２の座標変換を算出する第２の算出工程と
、
　前記算出手段が、前記第２の座標変換と前記第１の座標変換の積として、前記基準座標



(2) JP 4218952 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

系における前記センサ座標系の姿勢を表す第３の座標変換を算出する第３の算出工程と、
　前記入力手段が、前記センサ座標系における姿勢センサの姿勢データを前記姿勢センサ
から入力する入力工程と、
　前記変換手段が、前記姿勢センサが計測した撮像手段の姿勢データと、前記第３の座標
変換とに基づいて、前記入力工程において前記姿勢センサから入力した前記センサ座標系
における前記姿勢センサの姿勢データを、前記基準座標系における前記撮像手段の姿勢デ
ータに変換する変換工程とを備えることを特徴とするデータ変換方法。
【請求項２】
　前記設定手段が、前記センサ座標系における重力の方向を表すデータを前記記憶装置に
設定する工程をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のデータ変換方法。
【請求項３】
　前記センサ座標系の座標軸の１つが、重力方向に等しいことを特徴とする請求項１に記
載のデータ変換方法。
【請求項４】
　前記データ変換装置が更に、画像生成手段と、表示手段とを有し、前記姿勢センサが前
記撮像手段に取り付けられており、
　前記画像生成手段が、前記基準座標系における前記撮像手段の位置データと、前記変換
工程において変換された前記基準座標系における前記撮像手段の姿勢データとを用いて仮
想画像を生成する仮想画像生成工程と、
　前記画像生成手段が、前記撮像手段が撮像した実写画像に、前記仮想画像を重畳した重
畳画像を生成する重畳画像生成工程と、
　前記表示手段が、前記重畳画像を入力し、表示装置に表示する表示工程を有することを
特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のデータ変換方法。
【請求項５】
　姿勢センサによって定義されるセンサ座標系における姿勢データを、前記センサ座標系
と異なる、座標軸方向が任意に設定された基準座標系における姿勢データに変換するデー
タ変換装置であって、
　前記基準座標系における重力の方向を表す第一のアライメントデータを設定する第一の
設定手段と、
　センサ座標系と前記基準座標系との間の方位方向の相違角を表す第二のアライメントデ
ータを設定する第二の設定手段と、
　前記第一のアライメントデータの表す第１のベクトルと前記センサ座標系における重力
の方向を表す第２のベクトルとのなす角を回転角とし、前記第１及び第２のベクトルによ
って構成される平面の法線ベクトルを回転軸とする回転処理として、前記基準座標系にお
ける重力方向に、前記センサ座標系の重力方向を合わせるための第１の座標変換を算出す
る第１の算出手段と、
　前記第１のベクトルの方向を回転軸とし、前記第二のアライメントデータの表す相違角
を回転角とする回転を行う第２の座標変換を算出する第２の算出手段と、
　前記第２の座標変換と前記第１の座標変換の積として、前記基準座標系における前記セ
ンサ座標系の姿勢を表す第３の座標変換を算出する第３の算出手段と、
　前記センサ座標系における姿勢センサの姿勢データを入力する入力手段と、
　前記姿勢センサから見た撮像手段の姿勢データと、前記第３の座標変換とに基づいて、
前記入力手段によって入力した前記センサ座標系における前記姿勢センサの姿勢データを
、前記基準座標系における前記撮像手段の姿勢データに変換する変換手段とを備えること
を特徴とするデータ変換装置。
【請求項６】
　前記姿勢センサが前記撮像手段に取り付けられており、
　前記撮像手段が撮像した実写画像に、前記基準座標系における前記撮像手段の位置デー
タと、前記変換手段によって変換された前記基準座標系における前記撮像手段の姿勢デー
タとを用いて生成した画像を重畳した重畳画像を生成する画像生成手段と、
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　前記重畳画像を表示する表示手段をさらに有することを特徴とする請求項５に記載のデ
ータ変換装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のデータ変換方法をコンピュータに実行さ
せることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項５または６に記載のデータ変換装置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９】
　請求項７または８に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、姿勢センサを用いて物体の姿勢を計測する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、現実空間と仮想空間の繋ぎ目のない結合を目的とした、複合現実感(MR:Mixed Re
ality)に関する研究が盛んに行われている。複合現実感の提示を行う画像表示装置は、ビ
デオカメラなどの撮像装置によって撮像された現実空間の画像に、撮像装置の位置及び姿
勢に応じて生成した仮想空間の画像（たとえばコンピュータ・グラフィックスにより描画
された仮想物体や文字情報など）を重畳描画した画像を表示する装置によって実現される
。
【０００３】
　このような画像表示装置の応用としては、市街地を撮像した現実空間の画像中に含まれ
る著名な建造物等の名称や案内を仮想空間画像として重畳表示するナビゲーションや、ビ
ルの建設予定地を撮像した画像中に建設予定のビルのコンピュータ・グラフィックス映像
を重畳表示する景観シミュレーションなどが期待されている。
【０００４】
　これらの応用に対して共通に要求されるのは、現実空間と仮想空間の間の位置合わせを
いかに正確に行うかということであり、従来から多くの取り組みが行われてきた。現実空
間と仮想空間の間の位置合わせを正確に行うためには、仮想空間の画像を生成するための
カメラパラメータ（内部パラメータ及び外部パラメータ）を、撮像装置のカメラパラメー
タと常に一致させればよい。撮像装置の内部パラメータが既知であるとすれば、複合現実
感における位置合わせの問題は、撮像装置の外部パラメータ、すなわち、現実空間に設定
した基準座標系における撮像装置の位置及び姿勢を求める問題に帰結される。
【０００５】
　現実空間に設定した基準座標系における撮像装置の位置及び姿勢を求める方法として、
例えば非特許文献１においては、姿勢センサを用いた撮像装置の姿勢計測と、全地球測位
システム等による撮像装置の位置計測との併用によって撮像装置の位置及び姿勢を得るこ
とが提案されている。
【０００６】
　このような方法に用いられる姿勢センサの代表的なものに、株式会社トキメックのTISS
-5-40や、米国InterSense社のInertiaCube2が存在する。これらの姿勢センサは、３軸方
向の角速度を検出するジャイロセンサと、３軸方向の加速度を検出する加速度センサによ
って主に構成されており、それらの計測値の組み合わせによって３軸の姿勢（方位角、ピ
ッチ角、ロール角）を計測する。一般に、ジャイロセンサのみによって得られる角度情報
は、ある時刻の姿勢に対する姿勢の相対的な変化のみであるが、これらの姿勢センサは、
加速度センサによって地球の重力方向を計測することで、傾斜角（すなわち、ピッチ角及
びロール角）については重力方向を基準とした絶対角を得ることができることを特徴とし
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ている。
【０００７】
　姿勢センサが出力する姿勢計測値は、基準座標系とは無関係にセンサ自身が定義するセ
ンサ座標系におけるセンサ自身の姿勢を表している。センサ座標系は、例えば上述のTISS
-5-40の場合には、重力方向（下方向）をＺ軸、このＺ軸によって定められるＸ－Ｙ平面
上におけるセンサ初期化時のセンサの正面方向をＸ軸として定義される。また、InertiaC
ube2の場合には、重力方向（下方向）をＺ軸、このＺ軸によって定められるＸ－Ｙ平面上
において、内蔵する地磁気センサがセンサ初期化時に示している北方向をＸ軸として定義
される。このように、姿勢センサによる姿勢計測値は、取得したい情報である基準座標系
における計測対象物体（複合現実感を提示する画像表示装置の場合には撮像装置）の姿勢
そのものではないことが一般的である。
【０００８】
　すなわち、姿勢センサによる姿勢計測値をそのまま基準座標系における計測対象物体の
姿勢として用いることはできず、何らかの座標変換を行う必要がある。具体的には、セン
サ自身の姿勢を計測対象物体の姿勢に変換する座標変換と、センサ座標系における計測対
象物体の姿勢を基準座標系における姿勢に変換する座標変換が必要となる。
【０００９】
　なお、本明細書において、センサ自身の姿勢を計測対象物体の姿勢に変換する座標変換
を行うためのデータを、オフセットデータと呼ぶこととする。また、センサ座標系におけ
る計測対象物体の姿勢を基準座標系における姿勢に変換する座標変換を行うためのデータ
を、アライメントデータと呼ぶこととする。
【００１０】
　以下では、重力方向を基準とした絶対角として傾斜角を計測可能な姿勢センサを利用し
て、計測対象物体の姿勢を計測する姿勢計測方法の従来技術を、複合現実感を提示する一
般的な画像表示装置を例にとって説明する。特に、従来におけるアライメントデータの設
定方法及び利用方法に関して説明する。
【００１１】
　図１は、複合現実感を提示する一般的な画像表示装置の構成を示す図である。
　頭部装着部１００には、カメラ１１０、表示部１２０及び姿勢センサ１３０が固定され
ている。
　姿勢センサ１３０は、センサ座標系における姿勢センサ１３０自身の姿勢を計測し、３
自由度の姿勢計測値を出力する。姿勢センサ１３０は、例えば、上述したTISS-5-40やIne
rtiaCube2によって構成される。
【００１２】
　姿勢算出部１４０は、姿勢センサ１３０より姿勢計測値を入力し、不図示の内部メモリ
が保持するアライメントデータ及びオフセットデータに従って姿勢計測値に座標変換を加
え、基準座標系におけるカメラ１１０の姿勢を算出して、姿勢情報として画像生成部１５
０に出力する。
【００１３】
　画像生成部１５０は、姿勢算出部１４０より入力した姿勢情報と、不図示の位置算出部
（例えば、全地球測位システムの受信装置）より入力した、基準座標系におけるカメラ１
１０の位置情報に従って、カメラ１１０の位置及び姿勢に対応した仮想画像を生成し、こ
れをカメラ１１０から入力した実写画像に重畳して出力する。表示部１２０は、画像生成
部１５０が出力した画像を入力しこれを表示する。
【００１４】
　以上の構成により、不図示の観察者（すなわち、頭部装着部１００の装着者）は、眼前
に配置された表示部１２０上に表示される、実写画像（現実空間の画像）と仮想画像（仮
想空間の画像）とが合成された画像を観察することとなる。
【００１５】
　次に、図２を用いて、姿勢算出部１４０において、基準座標系におけるカメラ１１０の
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姿勢を算出する方法を説明する。
　初めに、同図における変数について説明する。
　ＲＷＶ：基準座標系２００（現実空間に固定された座標系）におけるカメラ１１０の姿
勢を表す。
　ＲＷＴ：基準座標系２００におけるセンサ座標系２１０の姿勢を表す。
　ＲＴＳ：センサ座標系２１０における姿勢センサ１３０の姿勢を表す。
　ＲＳＶ：姿勢センサ１３０からみたカメラ１１０の姿勢を表す。
【００１６】
　なお、本明細書では、座標系Ａにおける対象Ｂの姿勢を、３×３の行列ＲＡＢによって
記述する。ここで、ＲＡＢは、対象Ｂが定義する座標系Ｂから座標系Ａへの座標変換行列
であり、座標系Ｂにおける座標ＰＢ＝（ＸＢ，ＹＢ，ＺＢ）Ｔを座標系Ａにおける座標Ｐ

Ａ＝（ＸＡ，ＹＡ，ＺＡ）Ｔに変換する変換式、ＰＡ＝ＲＡＢ・ＰＢを定義するものであ
る。すなわち、基準座標系２００におけるカメラ１１０の姿勢ＲＷＶは、カメラ座標系２
２０における座標ＰＶ＝（ＸＶ，ＹＶ，ＺＶ）Ｔを基準座標系２００における座標ＰＷ＝
（ＸＷ，ＹＷ，ＺＷ）Ｔに変換するための座標変換行列（ＰＷ＝ＲＷＶ・ＰＶ）と言い換
えることもできる。
【００１７】
　このとき，ＲＷＴ，ＲＴＳ，ＲＳＶ，及びＲＷＶの関係は（式Ａ）によって示すことが
できる。
　ＲＷＶ＝ＲＷＴ・ＲＴＳ・ＲＳＶ　...（式Ａ）
【００１８】
　（式Ａ）において、ＲＴＳが姿勢センサ１３０から姿勢算出部１４０への入力データ、
ＲＷＶが姿勢算出部１４０からの出力データ、ＲＳＶがオフセットデータ、ＲＷＴがアラ
イメントデータに相当する。姿勢算出部１４０は、姿勢センサ１３０から入力されるＲＴ

Ｓと、内部メモリが保持するＲＳＶ及びＲＷＴとを用いて、（式Ａ）に基づいてＲＷＶを
算出し、これを画像生成部１５０へと出力する。
【００１９】
　したがって、現実空間と仮想空間の正確な位置合わせを行うためには、何らかの手段に
よって正確なＲＳＶ及びＲＷＴを姿勢算出部１４０の内部メモリに設定する必要がある。
【００２０】
　オフセットデータＲＳＶの値は、姿勢センサ１３０とカメラ１１０の相対的な姿勢の関
係が変化しない限り、常に一定である。図１で示した画像表示装置の場合、両者は共に頭
部装着部１００に固定されているので、オフセットデータの導出作業は、頭部装着部１０
０に姿勢センサ１３０及びカメラ１１０を設置した際にのみ行えばよい。一般に、姿勢の
計測対象物体とそれを計測しようとする姿勢センサは剛体性を保つように固定されるので
、オフセットデータの導出作業は、計測対象物体に姿勢センサを設置した際にのみ行えば
よい。
【００２１】
　同様に、基準座標系２００とセンサ座標系２１０の相対的な姿勢の関係が変化しなけれ
ば、アライメントデータＲＷＴの値も常に一定であり、その導出作業は、基準座標系２０
０を定義した際にのみ行えばよいことになる。しかし実際には、上述したように、例えば
TISS-5-40の場合には、センサ初期化時の姿勢センサ１３０の姿勢に依存してセンサ座標
系２１０が決定されるため、センサ初期化時の姿勢センサ１３０の姿勢が異なれば、セン
サ座標系２１０は異なったものとなる。またInertiaCube2の場合には、センサ初期化時に
地磁気センサが示す北方向に依存してセンサ座標系２１０が決定されるため、センサ初期
化時の磁気環境の変化によっては、センサ座標系２１０は異なったものとなる。
【００２２】
　そのため、一度導出したアライメントデータを変更なしに用いるためには、姿勢センサ
１３０の初期化を常に同じ姿勢や同じ磁気環境で行わなくてはならないという制約があっ
た。
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【００２３】
　この制約を必要としない一つの方法として、本出願人による特許文献１に記載された方
法がある。以下では、本従来方法について説明する。
　上記の制約を設けない場合、センサ座標系２１０の定義は姿勢センサ１３０を初期化し
た際の姿勢や磁気環境等によって変化する。したがって、アライメントデータの適切な値
は一定ではなく、姿勢センサ１３０の初期化毎に再導出する必要がある。本従来手法では
、アライメントデータの導出を容易にすることで、センサ座標系２１０が変化した場合で
も正しい姿勢を計測可能とする。
【００２４】
　一般に、重力方向を基準とした絶対角として傾斜角を計測可能な姿勢センサは、センサ
座標系２１０の軸の一つが、重力方向（あるいはその逆方向）に設定されるという特徴を
有している。例えば、TISS-5-40やInertiaCube2では、図３に示すように、センサ座標系
２１０のＺ軸が重力方向に設定される。以下の説明では、センサ座標系２１０のＺ軸が重
力方向を示しているものとする。
【００２５】
　本従来方法では、アライメントデータの導出を容易にするために、基準座標系２００の
設計の自由度を限定する。具体的には、図３に示すように、センサ座標系２１０を方位方
向に回転させることで表現可能な姿勢のみを、基準座標系２００の姿勢として定義できる
ものとする。言い換えれば、基準座標系２００のＺ軸を必ず重力方向に定義しなくてはな
らないという条件を、基準座標系２００を設計する際の制約として規定する。
【００２６】
　このような制約下で基準座標系２００を設計すると、基準座標系２００とセンサ座標系
２１０のＺ軸の方向が一致する。そのため、センサ座標系２１０における姿勢を基準座標
系２００における姿勢に変換するために必要なデータであるアライメントデータＲＷＴは
、方位方向の回転を表す回転行列によって表すことができる。言い換えれば、アライメン
トデータＲＷＴは、Ｚ軸まわりの回転角を表す１つのスカラー量φＷＴのみによって表現
することができる。すなわち、
【００２７】

【数１】

となる。
【００２８】
　上述したように、アライメントデータの適切な値は一定ではなく、姿勢センサ１３０の
初期化毎に再導出する必要がある。本従来手法では、アライメントデータはφＷＴのみに
よって定義されるので、姿勢センサ１３０の初期化毎に再導出しなくてはならない値は、
１つのスカラー量φＷＴのみとなる。
【００２９】
　例えば、姿勢センサ１３０の初期化後に、表示部１２０に表示される画像（実写画像に
仮想画像を重畳した画像）を観察しながら、実写画像と仮想画像の位置合わせが正確に行
われるように、ジョイスティックなど不図示の入力装置を介して、姿勢算出部１４０が保
持するφＷＴの値を対話的に増減すればよい。この作業は、変化させる変数が１つであり
、また変数の自由度が１であるため、非常に容易に行うことができる。
【００３０】
　このように、本従来手法では、基準座標系２００の設計自由度を限定してアライメント
データの再導出を容易にすることで、姿勢センサ１３０の初期化を常に同じ姿勢や同じ磁
気環境で行わなくてはならないという制約を設けることなく、正しい姿勢計測を行うこと
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を可能とした。
【００３１】
【特許文献１】特開２００３－１３２３７４号公報
【非特許文献１】T. H_llerer, S. Feiner, and J. Pavlik, Situated documentaries: e
mbedding multimedia presentations in the real world, Proc. International Symposi
um on Wearable Computers '99, pp.79-86, 1999.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　しかしこの方法では、基準座標系を自由に設計することができないという問題があった
。そのため、アプリケーションの設計の自由度が制限される。また、すでに独自の基準座
標系を有する既存のアプリケーションに本手法を適用することが難しいという制約があっ
た。
【００３３】
　本発明は以上の課題に鑑みてなされたものであり、基準座標系の設計に制約を与えず、
かつ、アライメントデータを容易に再導出可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　上述の目的は、設定手段と、算出手段と、入力手段と、変換手段と、記憶装置とを有す
るデータ変換装置において、姿勢センサによって定義されるセンサ座標系における姿勢デ
ータを、センサ座標系と異なる、座標軸方向が任意に設定された基準座標系における姿勢
データに変換するデータ変換方法であって、設定手段が、基準座標系における重力の方向
を表す第一のアライメントデータを記憶装置に設定する第一の設定工程と、設定手段が、
センサ座標系と基準座標系との間の方位方向の相違角を表す第二のアライメントデータを
記憶装置に設定する第二の設定工程と、　算出手段が、第一及び第二のアライメントデー
タを記憶装置から読み出し、第一のアライメントデータの表す第１のベクトルとセンサ座
標系における重力の方向を表す第２のベクトルとのなす角を回転角とし、第１及び第２の
ベクトルによって構成される平面の法線ベクトルを回転軸とする回転処理として、基準座
標系における重力方向に、センサ座標系の重力方向を合わせるための第１の座標変換を算
出する第１の算出工程と、算出手段が、第１のベクトルの方向を回転軸とし、第二のアラ
イメントデータの表す相違角を回転角とする回転を行う第２の座標変換を算出する第２の
算出工程と、算出手段が、第２の座標変換と第１の座標変換の積として、基準座標系にお
けるセンサ座標系の姿勢を表す第３の座標変換を算出する第３の算出工程と、入力手段が
、センサ座標系における姿勢センサの姿勢データを姿勢センサから入力する入力工程と、
変換手段が、姿勢センサが計測した撮像手段の姿勢データと、第３の座標変換とに基づい
て、入力工程において姿勢センサから入力したセンサ座標系における姿勢センサの姿勢デ
ータを、基準座標系における撮像手段の姿勢データに変換する変換工程とを備えることを
特徴とするデータ変換方法によって達成される。
【００３６】
　さらに、上述の目的は、姿勢センサによって定義されるセンサ座標系における姿勢デー
タを、センサ座標系と異なる、座標軸方向が任意に設定された基準座標系における姿勢デ
ータに変換するデータ変換装置であって、基準座標系における重力の方向を表す第一のア
ライメントデータを設定する第一の設定手段と、センサ座標系と基準座標系との間の方位
方向の相違角を表す第二のアライメントデータを設定する第二の設定手段と、　第一のア
ライメントデータの表す第１のベクトルとセンサ座標系における重力の方向を表す第２の
ベクトルとのなす角を回転角とし、第１及び第２のベクトルによって構成される平面の法
線ベクトルを回転軸とする回転処理として、基準座標系における重力方向に、センサ座標
系の重力方向を合わせるための第１の座標変換を算出する第１の算出手段と、第１のベク
トルの方向を回転軸とし、第二のアライメントデータの表す相違角を回転角とする回転を
行う第２の座標変換を算出する第２の算出手段と、第２の座標変換と第１の座標変換の積
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として、基準座標系におけるセンサ座標系の姿勢を表す第３の座標変換を算出する第３の
算出手段と、センサ座標系における姿勢センサの姿勢データを入力する入力手段と、姿勢
センサから見た撮像手段の姿勢データと、第３の座標変換とに基づいて、入力手段によっ
て入力したセンサ座標系における姿勢センサの姿勢データを、基準座標系における撮像手
段の姿勢データに変換する変換手段とを備えることを特徴とするデータ変換装置によって
も達成される。
【００３８】
　また、上述の目的は、本発明の姿勢計測方法をコンピュータに実行させることを特徴と
するプログラム、本発明の姿勢計測装置としてコンピュータを機能させることを特徴とす
るプログラム及びこれらのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に
よっても上述の目的は達成される。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、センサ座標系における姿勢を、任意の基準座標系における姿勢に変換
するために必要なアライメントデータを容易に設定できるため、独自の基準座標系を有す
るアプリケーションにおいて、正確な姿勢計測が容易に行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
　［第１の実施形態］
　本実施形態では、本発明の姿勢計測方法を、複合現実感を提示する画像表示装置に適用
した場合について説明する。
【００４１】
　図４は、本実施形態における画像表示装置の装置構成を示している。同図に示したよう
に、本実施形態における画像表示装置は、図１に示した画像表示装置における姿勢算出部
１４０に相当する構成要素として、姿勢算出部４４０を構成要素として有した構成となる
。また、第一のアライメントデータ設定部４１０及び第二のアライメントデータ設定部４
２０が構成要素として追加されている。尚、頭部装着部１００、カメラ１１０、表示部１
２０、姿勢センサ１３０、及び画像生成部１５０の動作は図１に示した画像表示装置と同
様であるので、説明を省略する。なお、本実施形態においては、頭部装着部１００以外の
構成を処理部４００として取り扱う。
【００４２】
　姿勢算出部４４０は、その不図示の内部メモリに、基準座標系２００における重力の方
向を表す第一のアライメントデータと、センサ座標系２１０と基準座標系２００との間の
方位方向の相違角（重力方向の軸（重力軸）周りの回転角）を表す第二のアライメントデ
ータを保持している。また、内部メモリには、姿勢センサ１３０の姿勢をカメラ１１０の
姿勢に変換するための座標変換行列ＲＳＶ（すなわち、オフセットデータ）が、姿勢セン
サ１３０とカメラ１１０との相対的な姿勢が変化しないことから、既知の値として保持さ
れている。姿勢算出部４４０は、内部メモリが保持する第一及び第二のアライメントデー
タを用いて、図２を用いて説明した座標変換行列ＲＷＴを算出する。第一及び第二のアラ
イメントデータの具体的構成や、第一及び第二のアライメントデータからＲＷＴを算出す
る方法については、後に詳細を説明する。
【００４３】
　姿勢算出部４４０はさらに、算出したＲＷＴと、内部メモリが保持するＲＳＶと、姿勢
センサ１３０から入力されるＲＴＳとを用いて、姿勢算出部１４０と同様に（式Ａ）に基
づいてＲＷＶを算出し、これを画像生成部１５０へと出力する。
【００４４】
　第一のアライメントデータ設定部４１０は、不図示の外部記憶装置に記録されている第
一のアライメントデータを読み出し、これを姿勢算出部４４０の内部メモリに設定する処
理を行う。
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【００４５】
　第二のアライメントデータ設定部４２０は、操作者からのコマンド入力を受け入れる不
図示のコマンド入力部を有し、入力されたコマンドに応じて姿勢算出部４４０の内部メモ
リに保持されている第二のアライメントデータの値を変更する処理を行う。
【００４６】
　なお、図４において処理部４００を構成する、姿勢算出部４４０、第一のアライメント
データ設定部４１０、第二のアライメントデータ設定部４２０、及び画像生成部１５０の
夫々は独立した装置として構成しても良いし、その一部又は全部をソフトウェアで実現し
、１つもしくは複数のコンピュータのＣＰＵにより実行することで、その機能を実現する
ようにしても良い。本実施形態では、各部（姿勢算出部４４０、第一のアライメントデー
タ設定部４１０、第二のアライメントデータ設定部４２０、及び画像生成部１５０）は全
てソフトウェアによって実現され、かつ１台のコンピュータ内で実行されるものとする。
【００４７】
　図５は姿勢算出部４４０、第一のアライメントデータ設定部４１０、第二のアライメン
トデータ設定部４２０、画像生成部１５０の夫々を、ソフトウェアを実行することで実現
する、処理部４００として利用可能なコンピュータの基本構成例を示す図である。
【００４８】
　ＣＰＵ５０１は、ＲＡＭ５０２やＲＯＭ５０３に格納されたプログラムやデータを用い
てコンピュータ全体の制御を行うと共に、姿勢算出部４４０、第一のアライメントデータ
設定部４１０、第二のアライメントデータ設定部４２０、画像生成部１５０の夫々を実現
するソフトウェアを実行し、各部として機能する。
【００４９】
　ＲＡＭ５０２は、外部記憶装置５０７や記憶媒体ドライブ５０８からロードされたプロ
グラムやデータを一時的に記憶するエリアを備えると共に、ＣＰＵ５０１が各種の処理を
行うために必要とするワークエリアを備える。例えば、上述した姿勢算出部４４０の不図
示の内部メモリとして機能する。
【００５０】
　ＲＯＭ５０３は、一般にコンピュータが起動時に実行するソフトウェアプログラムや設
定データなどが格納されている。キーボード５０４、マウス５０５は、上述した図示しな
い入力装置の一例であり、操作者はこれらを用いて、各種の指示をＣＰＵ５０１に入力す
ることができる。例えば、キーボード５０４及びマウス５０５は、第二のアライメントデ
ータ設定部４２０のコマンド入力部（後述）として機能する。
【００５１】
　ＧＰＵ(Graphics Processing Unit)５０６は、グラフィックス処理を行うためのプロセ
ッサであり、ＣＲＴや液晶モニタなど、表示装置への画像出力機能も有する。本実施形態
では、ＧＰＵ５０６は表示部１２０へ画像出力を行う。
【００５２】
　外部記憶装置５０７は、ハードディスクなどの大容量情報記憶装置として機能する装置
であって、ここにＯＳ（オペレーティングシステム）や、姿勢算出部４４０、第一のアラ
イメントデータ設定部４１０、第二のアライメントデータ設定部４２０、画像生成部１５
０の夫々として機能するソフトウェアのプログラム等を保存する。また本実施形態の説明
において、既知であると説明する情報もここに保存する。
【００５３】
　記憶媒体ドライブ５０８は、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭなどのリムーバブル記憶媒
体に記憶されているプログラムやデータをＣＰＵ５０１からの指示に従って読み出して、
ＲＡＭ５０２や外部記憶装置５０７に出力する。
【００５４】
　Ｉ／Ｆ５０９は、姿勢センサ１３０やカメラ１１０を接続するためのものであって、夫
々の出力は、Ｉ／Ｆ５０９を介してＲＡＭ５０２に取り込まれる。バス５１０はコンピュ
ータ内部の各部を接続する。
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【００５５】
　図６は、ＣＰＵ５０１がソフトウェアプログラムを実行することにより実現する、本実
施形態における画像表示装置の処理のフローチャートである。なお、図６に示す処理を行
う前に、姿勢算出部４４０、第一のアライメントデータ設定部４１０、第二のアライメン
トデータ設定部４２０、及び画像生成部１５０の夫々の機能を実現するためのソフトウェ
アのプログラムは外部記憶装置５０７や記憶媒体ドライブ５０８等からＲＡＭ５０２に既
にロードされているものとする。
【００５６】
　ステップＳ６１０において、第一のアライメントデータ設定部４１０は、例えば記憶媒
体ドライブ５０８に挿入されている記憶媒体に保存されている第一のアライメントデータ
を読み出し、ＲＡＭ５０２上に定義されている所定の変数にその値を設定する。第一のア
ライメントデータは、基準座標系２００における重力の方向を示す３次元ベクトルｇｗ=(
ｇｗＸ,ｇｗＹ,ｇｗＺ)によって構成されている。なお、例えば記憶媒体ドライブ５０８
中の記憶媒体には、所定のフォーマットに従ったデータファイル等の形態で、基準座標系
２００の設計に応じた３次元ベクトルｇｗの値が第一のアライメントデータとして予め保
存されており、この値は必要に応じて変更可能であるものとする。
【００５７】
　ステップＳ６２０において、第二のアライメントデータ設定部４２０は、操作者からの
コマンド入力がコマンド入力部を介して行われた場合に、入力されたコマンドに応じて、
ＲＡＭ５０２上に定義されている所定の変数に保持されている第二のアライメントデータ
の値を変更する。第二のアライメントデータは、センサ座標系２１０と基準座標系２００
との間の方位方向の相違角（重力方向の軸（重力軸）周りの回転角）を表す１つのスカラ
ー量φＷＴによって構成されている。コマンドの入力は、例えば、マウス５０５の右クリ
ックによりφＷＴの値を規定値（例えば１度）だけ増加させる、マウス５０５の左クリッ
クによりφＷＴの値を規定値だけ減少させる、あるいはキーボード５０４のテンキーによ
りφＷＴの増減値を直接入力する等によって行うことができる。
【００５８】
　この、第二のアライメントデータの調整は、例えば、画像生成部１５０で調整用の画像
（実写画像に仮想画像を重畳した画像）を表示部１２０に表示させ、操作者が表示部１２
０を観察しながら、実写画像と仮想画像の位置合わせが正確に行われるように、マウス５
０５やキーボード５０４を用いて対話的に行うことができる。この作業は、変化させる変
数が１つであり、また変数の自由度が１であるため、非常に容易に行うことができる。
【００５９】
　なお、ステップＳ６２０が最初に実行される際には、調整用画像の表示に必要な変換Ｒ

１（後述）が計算されていないため、たとえばユーザの入力有無をチェックせずに直ちに
ステップＳ６３０へ移行する。
【００６０】
　ステップＳ６３０において、姿勢算出部４４０は、ＲＡＭ５０２に保持されている第一
及び第二のアライメントデータを用いて、センサ座標系２１０における姿勢を基準座標系
２００における姿勢に変換する座標変換行列ＲＷＴを算出する。以下、その算出処理の詳
細を説明する。
【００６１】
　センサ座標系２１０における重力の方向を示す３次元ベクトルをｇｓと表記する。本実
施形態におけるセンサはＺ軸が重力方向を示しているので、ｇｓ＝（０，０，１）となる
。本実施形態では、ｇｓの値は、既知の値としてＲＡＭ５０２に予め保持されているもの
とする。
【００６２】
　始めに、姿勢算出部４４０は、センサ座標系における重力方向を示すベクトルｇｓと、
基準座標系２００における重力方向を示すベクトルである第一のアライメントデータｇｗ
との内積ｇｓ・ｇｗに基づいて両ベクトルの成す角βを算出する。また、ｇｓと第一のア
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ライメントデータｇｗとの外積により、両ベクトルによって構成される平面の法線ベクト
ルｎ＝ｇｓ×ｇｗを算出する。ただし、βの値が略１８０°の場合（本実施形態では、す
なわち、ｇｗが略（０，０，－１）の場合）にはｎの値が不安定になるので、ｇｓと直交
する適当な定数ベクトル（本実施形態では、例えば（０，１，０））を法線ベクトルｎと
して設定する。
【００６３】
　次に、姿勢算出部４４０は、法線ベクトルｎを回転軸、角βを回転角とするような座標
変換を行う座標変換行列Ｒ１を算出する。すなわち、変換Ｒ１は、センサ座標系の重力方
向ｇｓと世界座標系の重力方向ｇｗとの変換である。回転軸と回転角が与えられたときの
座標変換行列の算出方法は公知であるので、詳細な説明は省略する。
【００６４】
　次に、姿勢算出部４４０は、第一のアライメントデータｇｗを回転軸、第二のアライメ
ントデータφＷＴを回転角とするような座標変換を行う座標変換行列Ｒ２を算出する。回
転軸と回転角が与えられたときの座標変換行列の算出方法は公知であるので、詳細な説明
は省略する。
【００６５】
　最後に、姿勢算出部４４０は、Ｒ２とＲ１の積、すなわち、
　ＲＷＴ＝Ｒ２・Ｒ１...（式Ｃ）
によって、座標変換行列ＲＷＴを算出する。
　以上によって、ステップＳ６３０において、座標変換行列ＲＷＴが算出される。
【００６６】
　ステップＳ６４０において、姿勢算出部４４０は、Ｉ／Ｆ５０９を介して姿勢センサ１
００から姿勢計測値ＲＴＳを入力する。
　ステップＳ６５０において、姿勢算出部４４０は、ステップＳ６３０で算出したＲＷＴ

と、ステップＳ６４０で入力したＲＴＳと、既知の値として保持されているＲＳＶとを用
いて、（式Ａ）に基づいてＲＷＶ（すなわち、基準座標系２００におけるカメラ１１０の
姿勢）を算出する。
【００６７】
　ステップＳＳ６６０において、画像生成部１５０は、Ｉ／Ｆ５０９を介してカメラ１１
０から実写画像を入力し、これに、ステップＳ６３０で算出したカメラ１１０の姿勢と不
図示の位置計測手段から入力したカメラ１１０の位置に基づいた仮想画像を重畳描画して
出力する。
【００６８】
　ステップ６７０において、ＣＰＵ５０１はプログラムの終了指示の有無を判定し、終了
指示がなければステップＳ６２０以降の処理を繰り返し実行する。終了指示が与えられて
いる場合には、プログラムの実行を終了する。
　以上によって、基準座標系の設計の自由度を制限することなく、センサ座標系から基準
座標系への変換を行うために必要なアライメントデータの設定を、容易に行うことが可能
となる。
【００６９】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、TISS-5-40あるいはInertiaCube2のように、重力方向をＺ軸
とした姿勢センサを使用した場合を説明したが、本発明の適用範囲は、このようなセンサ
を利用した構成に限られるものではない。センサ座標系が重力方向に関連づけて設定され
る姿勢センサであれば、本発明の姿勢計測方法はいずれのセンサに対しても適用可能であ
る。
【００７０】
　本実施形態では、複合現実感を提示する画像表示装置が、重力方向がＺ軸以外に設定さ
れている姿勢センサを備えている際に、本発明の姿勢計測方法を適用した場合について説
明する。
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【００７１】
　図７は、本実施形態における画像表示装置の装置構成を示している。同図に示したよう
に、本実施形態における画像表示装置は、図４に示した画像表示装置における姿勢算出部
４４０に相当する構成要素として姿勢算出部７４０を、姿勢センサ１３０相当する構成要
素として姿勢センサ７３０を構成要素として有した構成となる。また、第三のアライメン
トデータ設定部７２０が構成要素として追加されている。尚、頭部装着部１００、カメラ
１１０、表示画面１２０、画像生成部１５０、第一のアライメントデータ設定部４１０、
及び第二のアライメントデータ設定部４２０の動作は図４に示した画像表示装置と同様で
あるので、説明を省略する。
【００７２】
　姿勢センサ７３０は、センサ座標系の重力方向がＺ軸以外であるような設計がなされて
いる姿勢センサであって、センサ座標系における姿勢センサ７３０自身の姿勢を計測し、
３自由度の姿勢計測値を出力する。本実施形態では、例として、姿勢センサ７３０のセン
サ座標系における重力方向が－Ｙ軸であると仮定して、以下の説明を行う。
【００７３】
　姿勢算出部７４０は、姿勢算出部４４０と同様に、その不図示の内部メモリに、基準座
標系２００における重力の方向を表す第一のアライメントデータと、センサ座標系２１０
と基準座標系２００との間の方位方向の相違角（重力方向の軸（重力軸）周りの回転角）
を表す第二のアライメントデータΦＷＴを保持している。また、内部メモリには、姿勢算
出部４４０と同様に、姿勢センサ７３０の姿勢をカメラ１１０の姿勢に変換するための座
標変換行列ＲＳＶ（すなわち、オフセットデータ）が、既知の値として保持されている。
姿勢算出部７４０はさらに、これらのデータに加え、センサ座標系２１０における重力の
方向を表す第三のアライメントデータを保持している。姿勢算出部７４０は、内部メモリ
が保持する第一、第二及び第三のアライメントデータを用いて、座標変換行列ＲＷＴを算
出する。第三のアライメントデータの具体的構成や、第一、第二及び第三のアライメント
データからＲＷＴを算出する方法については、後に詳細を説明する。
【００７４】
　姿勢算出部７４０はさらに、姿勢算出部４４０と同様に、算出したＲＷＴと、内部メモ
リが保持するＲＳＶと、姿勢センサ１３０から入力されるＲＴＳとを用いて、（式Ａ）に
基づいてＲＷＶを算出し、これを画像生成部１５０へと出力する。
【００７５】
　第三のアライメントデータ設定部７２０は、不図示の外部記憶装置に記録されている第
三のアライメントデータを読み出し、これを姿勢算出部７４０の内部メモリに設定する処
理を行う。
【００７６】
　なお、図７において処理部７００を構成する、姿勢算出部７４０、第一のアライメント
データ設定部４１０、第二のアライメントデータ設定部４２０、第三のアライメントデー
タ設定部７２０及び画像生成部１５０の夫々は独立した装置として構成しても良いし、そ
の一部又は全部をソフトウェアで実現し、１つもしくは複数のコンピュータのＣＰＵによ
り実行することで、その機能を実現するようにしても良い。本実施形態では、各部（姿勢
算出部４４０、第一のアライメントデータ設定部４１０、第二のアライメントデータ設定
部４２０、第三のアライメントデータ設定部７２０及び画像生成部１５０）は全てソフト
ウェアによって実現され、かつ１台のコンピュータ内で実行されるものとする。
【００７７】
　姿勢算出部４４０、第一のアライメントデータ設定部４１０、第二のアライメントデー
タ設定部４２０、第三のアライメントデータ設定部７２０及び画像生成部１５０の夫々を
、ソフトウェアを実行することで実現する、処理部７００として利用可能なコンピュータ
は、第１の実施形態と同様に、図５に示す構成を有する。
【００７８】
　図８は、ＣＰＵ５０１がソフトウェアプログラムを実行することにより実現する、本実
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施形態における画像表示装置の処理のフローチャートである。なお、以下の処理を行う前
に、姿勢算出部７４０、第一のアライメントデータ設定部４１０、第二のアライメントデ
ータ設定部４２０、第三のアライメントデータ設定部７２０及び画像生成部１５０の夫々
の機能を実現するためのソフトウェアのプログラムは外部記憶装置５０７や記憶媒体ドラ
イブ５０８等からＲＡＭ５０２に既にロードされているものとする。なお、図６と同じ番
号で示されるステップ（Ｓ６１０，Ｓ６２０，Ｓ６４０，Ｓ６５０，Ｓ６６０，Ｓ６７０
）の処理内容は何れも第１の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７９】
　ステップＳ８１０において、第三のアライメントデータ設定部７２０は、例えば記憶媒
体ドライブ５０８中の記憶媒体に保存されている第三のアライメントデータを読み出し、
ＲＡＭ５０２上に定義されている所定の変数にその値を設定する。第三のアライメントデ
ータは、センサ座標系２１０における重力の方向を示す３次元ベクトルｇｓ＝(ｇｓＸ,ｇ
ｓＹ,ｇｓＺ)によって構成されている。なお、記憶媒体には、所定のフォーマットに従っ
たデータファイル等の形態で、第三のアライメントデータとして、姿勢センサ７３０の仕
様に応じた３次元ベクトルｇｓの値（本例では（０，－１，０））が予め保存されており
、必要に応じて変更可能であるものとする。
【００８０】
　ステップＳ８３０において、姿勢算出部７４０は、ＲＡＭ５０２に保持されている第一
、第二及び第三のアライメントデータを用いて、センサ座標系２１０における姿勢を基準
座標系２００における姿勢に変換する座標変換行列ＲＷＴを算出する。ステップＳ６３０
との相違は、ｇｓの値が既知の値としてＲＡＭ５０２に予め保持されているものではなく
、ステップＳ８１０において第三のアライメントデータ設定部７２０によって設定された
値であるということのみであり、他の処理内容は同一である。
【００８１】
　以上によって、姿勢センサに固有なセンサ座標系の仕様に関わらず、センサ座標系から
基準座標系への変換を行うために必要なアライメントデータの設定を、容易に行うことが
可能となる。
【００８２】
　［第３の実施形態］
　上記実施形態は、本発明の姿勢計測装置及びその方法を、複合現実感を提示する画像表
示装置に適用したものであったが、本発明の姿勢計測装置及び姿勢計測方法は、姿勢セン
サを用いて物体の姿勢計測を行う種々の用途に用いることが可能である。
【００８３】
　図９は、本実施形態における姿勢計測装置の装置構成例を示している。同図に示したよ
うに、本実施形態における姿勢計測装置は、コンピュータ９００と、第１の実施形態と同
様な姿勢センサ１３０によって構成されている。
　姿勢センサ１３０は、任意の計測対象物体９１０に固定されている。
【００８４】
　コンピュータ９００は、第１の実施形態における姿勢算出部４４０に相当する構成要素
として、姿勢算出部９４０を有している。また、第１の実施形態と同様に、第一のアライ
メントデータ設定部４１０及び第二のアライメントデータ設定部４２０を構成要素として
有している。
【００８５】
　姿勢算出部９４０は、姿勢算出部４４０と同様に、第一のアライメントデータ設定部４
１０及び第二のアライメントデータ設定部４２０によって設定された第一及び第二のアラ
イメントデータから、座標変換行列ＲＷＴを算出する。姿勢算出部９４０はさらに、姿勢
算出部４４０と同様に、算出したＲＷＴと、内部メモリが保持するＲＳＶと、姿勢センサ
１３０から入力されるＲＴＳとを用いて、（式Ａ）に基づいて、基準座標系における計測
対象物体９１０の姿勢ＲＷＶを算出する。
【００８６】
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　第１の実施形態において、姿勢算出部４４０は、算出した姿勢ＲＷＶを、画像生成部１
５０へと出力していた。本実施形態では、姿勢算出部９４０は、算出した姿勢ＲＷＶを、
不図示のＩ／Ｆを介して、任意の機器に出力する。あるいは、姿勢算出部９４０は、算出
した姿勢ＲＷＶを、コンピュータ９００の内部で並列実行されている任意のアプリケーシ
ョンプログラムに送信する。
【００８７】
　なお、本実施形態において、第二のアライメントデータを調整する際に必要な調整用画
像の生成及び表示は、他のアプリケーションによって行う。この場合、算出した姿勢ＲＷ

Ｖなど、第二のアライメントデータの調整に必要なパラメータを他のアプリケーションに
供給する。
　以上によって、姿勢センサを用いて物体の姿勢計測を行う種々の用途において、基準座
標系における計測対象物体の姿勢を取得することができる。
【００８８】
　　＜変形例１＞
　上記実施形態では、第一のアライメントデータ設定部４１０は、記憶媒体ドライブ５０
８に保存されている第一のアライメントデータを読み出すことにより、ＲＡＭ５０２上の
変数に設定すべき第一のアライメントデータの値を取得していた。しかし、第一のアライ
メントデータの値を取得する方法は、これに限定されるものではない。例えば、第一のア
ライメントデータ設定部４１０の機能を実現するためのソフトウェアのプログラム中に第
一のアライメントデータの値を直接コーディングすることでも、その値を取得することが
できる。また、ステップＳ６１０において、操作者が、キーボード５０４等を介してその
値を直接入力してもよい。また、外部記憶装置５０７に記憶しておいても良いし、コンピ
ュータネットワークを介して他のコンピュータから取得しても良い。
【００８９】
　　＜変形例２＞
　上述の実施形態では、姿勢センサ１３０（７３０）とは別のコンピュータが姿勢算出部
４４０（７４０）を具備していたが、姿勢センサ１３０（７３０）自体もしくはその付随
装置に姿勢算出部４４０（７４０）と同等の機能を有することでも、本発明の効果を得る
ことができる。この場合、姿勢センサもしくはその付随回路は、第一乃至第三のアライメ
ントデータ設定部のうち必要なものからのアライメントデータを入力する機能を具備する
必要がある。
【００９０】
　　＜変形例３＞
　上記実施形態では、第一のアライメントデータ設定部４１０が第一のアライメントデー
タとして設定した基準座標系２００における重力の方向を示すベクトルｇｗと、センサ座
標系２１０における重力の方向を示すベクトルｇｓに基づいて座標変換行列Ｒ１を算出し
ている。しかし、第一のアライメントデータは、必ずしも基準座標系２００における重力
の方向ｇｗでなくてもよい。例えば、基準座標系２００における重力の方向ｇｗ及びセン
サ座標系２１０における重力の方向ｇｓから座標変換行列Ｒ１を算出する算出装置が別途
存在しており、第一のアライメントデータ設定部４１０は、座標変換行列Ｒ１を第一のア
ライメントデータとして姿勢算出部４４０に設定する構成であってもよい。この場合、ス
テップＳ６３０では、ｇｗ及びｇｓから座標変換行列Ｒ１を算出する処理は省略される。
【００９１】
　同様に、基準座標系２００における重力の方向ｇｗとセンサ座標系２１０における重力
の方向ｇｓから回転軸（法線ベクトル）ｎ及び回転角βを算出する算出装置が別途存在し
ており、第一のアライメントデータ設定部４１０は、回転軸ｎ及び回転角βを第一のアラ
イメントデータとして姿勢算出部４４０に設定する構成であってもよい。この場合、ステ
ップＳ６３０では、基準座標系２００における重力の方向ｇｗとセンサ座標系２１０にお
ける重力の方向ｇｓから回転軸ｎ及び回転角βを算出する処理は省略される。
【００９２】
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　このように、他の装置で座標変換行列Ｒ１や回転軸ｎ及び回転角βを算出する場合、算
出に必要なパラメータ（ｇｓ、ｇｗ）を姿勢算出部が例えばその装置に供給し、算出結果
を得るように構成すればよい。
【００９３】
　なお、本変形例において、操作者が他の手段によって導出したＲ１、またはｎ及びβを
第一のアライメントデータ設定部４１０によって設定したとしても、同様の効果が得られ
る。また、Ｒ１の設定は、回転行列を表現可能な他の記述方法（例えばロール角、ピッチ
角、ヨー角によって構成されるオイラー角表現）によって指定することも可能であること
は明白である。
【００９４】
　［他の実施形態］
　上述の第３の実施形態においては、第１の実施形態で説明した姿勢測定方法を用いる姿
勢測定装置についてのみ説明したが、第２の実施形態で説明した姿勢測定方法も同様に適
用可能であることは言うまでもない。この場合、コンピュータ９００は第三のアライメン
トデータ設定部７２０を含む。
【００９５】
　また、上述の実施形態においては、頭部装着部又は姿勢センサを含む構成についてのみ
説明したが、測定値や撮像画像が得られさえすれば、姿勢センサやカメラを有している必
要はなく、また画像表示機能が不要であれば第３の実施形態に示すように表示部や画像生
成部も必要もない。
【００９６】
　上述の実施形態においては、１つの機器から構成される処理部についてのみ説明したが
、同等の機能を複数の機器から構成されるシステムによって実現しても良い。
【００９７】
　尚、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形態では図６
、図８のいずれか１つ以上に示すフローチャートに対応したプログラム）を、記録媒体か
ら直接、或いは有線／無線通信を用いて当該プログラムを実行可能なコンピュータを有す
るシステム又は装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプ
ログラムを実行することによって同等の機能が達成される場合も本発明に含む。
【００９８】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【００９９】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導
体メモリなどがある。
【０１００】
　有線／無線通信を用いたプログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上
のサーバに本発明を形成するコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動イ
ンストール機能を含むファイル等、クライアントコンピュータ上で本発明を形成するコン
ピュータプログラムとなりうるデータファイル（プログラムデータファイル）を記憶し、
接続のあったクライアントコンピュータにプログラムデータファイルをダウンロードする
方法などが挙げられる。この場合、プログラムデータファイルを複数のセグメントファイ
ルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに配置することも可能である。
　つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムデータファイル
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【０１０１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件を満たしたユーザに対して暗号化を解く鍵情報を、例えばインターネ
ットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給し、その鍵情報を使
用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて
実現することも可能である。
【０１０２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【０１０３】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現され得る。
【０１０４】
　本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシステ
ムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコ
ードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、
記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現するこ
とになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。ま
た、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を行
い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うま
でもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】複合現実感の提示を行う一般的な画像表示装置の機能構成を示す図である。
【図２】基準座標系におけるカメラの姿勢を算出する方法を説明する図である。
【図３】従来手法における基準座標系とセンサ座標系の関係を説明する図である。
【図４】本発明の第１の実施形態としての画像表示装置の機能構成を示す図である。
【図５】本発明の実施形態における処理部として利用可能なコンピュータの基本構成を示
す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態における画像表示装置が行う処理を示すフローチャート
である。
【図７】本発明の第２の実施形態としての画像表示装置の機能構成を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態における画像表示装置が行う処理を示すフローチャート
である。
【図９】本発明の第３の実施形態としての姿勢計測装置の機能構成を示す図である。
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