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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実世界映像を入力する映像入力部と、
　入力された前記実世界映像に映し出されるオブジェクトと前記実世界映像の視点との間
の距離を取得する距離取得部と、
　前記オブジェクトに関する情報と前記実世界映像とを重畳した映像を出力するオブジェ
クト重畳部と、
　前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報を制御する情報出力制御部と、
　前記映像入力部が入力する前記実世界映像のズームの倍率を変化させるレンズ制御部と
、を有し、
　前記情報出力制御部は、
　取得された前記距離に応じて、前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報の提示の仕
方を決定し、
　前記距離がより短いほど、より多い情報量およびより強調した提示形態の少なくとも１
つを、前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報に対して決定し、
　前記実世界映像のズームの倍率がより大きいほど、より多い情報量を決定する、
情報表示装置。
【請求項２】
　実世界映像を入力する映像入力部と、
　入力された前記実世界映像に映し出されるオブジェクトと前記実世界映像の視点との間
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の距離を取得する距離取得部と、
　前記オブジェクトに関する情報と前記実世界映像とを重畳した映像を出力するオブジェ
クト重畳部と、
　前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報を制御する情報出力制御部と、を有し、
　前記情報出力制御部は、
　取得された前記距離に応じて、前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報の提示の仕
方を決定し、
　前記距離がより短いほど、より多い情報量およびより強調した提示形態の少なくとも１
つを、前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報に対して決定し、
　情報表示の対象となるオブジェクトの数がより少ないほど、オブジェクトごとの前記情
報に対してより多い情報量を決定する、
　情報表示装置。
【請求項３】
　前記実世界映像の視点の位置を取得する自位置姿勢取得部と、
　入力された前記実世界映像に映し出されるオブジェクトの実世界における位置を取得す
るオブジェクト測位部と、を更に有し、
　前記オブジェクト測位部は、
　取得された前記視点の位置と、前記視点を基準としたオブジェクトの距離、方位および
仰角とに基づいて、前記オブジェクトの位置を取得する、
　請求項１記載の情報表示装置。
【請求項４】
　入力された前記実世界映像から、前記実世界映像に映し出されるオブジェクトを認識す
る映像認識部、を更に有し、
　前記情報出力制御部は、
　認識された前記オブジェクトに関する情報のうち、決定された前記情報の提示の仕方に
対応する情報を、前記オブジェクト重畳部に対して出力させる、
　請求項３記載の情報表示装置。
【請求項５】
　前記情報出力制御部は、
　入力された前記実世界映像に映し出されるオブジェクトの中から、情報表示の対象とな
るオブジェクトを決定する、
　請求項１記載の情報表示装置。
【請求項６】
　前記映像入力部が入力する前記実世界映像の合焦位置を変化させるレンズ制御部、を更
に有し、
　前記情報出力制御部は、
　前記合焦位置に近いオブジェクトを、情報表示の対象に決定する、
　請求項５記載の情報表示装置。
【請求項７】
　前記レンズ制御部は、
　所定の操作を受けて前記合焦位置を固定し、
　前記オブジェクト重畳部は、
　前記合焦位置が固定されたときに提示している情報の提示の仕方を変化させる、
　請求項６記載の情報表示装置。
【請求項８】
　前記映像入力部が入力する前記実世界映像の被写界深度を変化させるレンズ制御部、を
更に有し、
　前記情報出力制御部は、
　前記被写界深度の範囲内に位置するオブジェクトを、情報表示の対象に決定する、
　請求項５記載の情報表示装置。
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【請求項９】
　複数のオブジェクトの情報が表示されるときに、前記複数のオブジェクトの実世界での
配置関係に対応する位置に、前記複数のオブジェクトの情報の表示位置を決定する情報位
置決定部、を更に有する、
　請求項４記載の情報表示装置。
【請求項１０】
　前記情報位置決定部は、
　入力された前記実世界映像の奥行き方向を検出し、複数のオブジェクトの情報が表示さ
れるときに前記奥行き方向に揃うように、前記複数のオブジェクトの情報の表示位置を決
定する、
　請求項９記載の情報表示装置。
【請求項１１】
　実世界映像を入力するステップと、
　入力された前記実世界映像に映し出されるオブジェクトと前記実世界映像の視点との間
の距離を取得するステップと、
　取得された前記距離に応じて、前記オブジェクトに関する情報の提示の仕方を決定する
ステップと、
　決定された提示の仕方で提示されるように、前記情報と前記実世界映像とを重畳して出
力するステップと、
　を有し、
　前記オブジェクトに関する情報の提示の仕方を決定する前記ステップが、前記オブジェ
クトに関する情報として、前記距離がより短いほど、より多い情報量およびより強調した
提示形態の少なくとも１つを提示し、前記実世界映像のズームの倍率がより大きいほど、
より多い情報量を提示する、
　情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実世界映像と実世界映像に映し出されるオブジェクトに関する情報とを重畳
して表示する情報表示装置および情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風景の撮影映像といった実世界映像には、各種の施設等のオブジェクトが映し出される
。実世界映像とその実世界映像に映し出されるオブジェクトに関する情報（以下「オブジ
ェクト情報」という）とを、１つの画面に重畳して表示する画像表示装置が、各種分野で
用いられている。このような技術は、「拡張現実感」（Augmented Reality）と呼ばれて
おり、また、「強調現実感」、「強化現実感」などとも呼ばれている。この技術を応用し
た拡張現実感装置は、移動しながらその都度情報を取得する場合に便利である。
【０００３】
　実世界映像とオブジェクト情報とを重畳して表示する装置（以下単に「情報表示装置」
という）において、表示するオブジェクト情報を制御する技術が、例えば特許文献１およ
び特許文献２に記載されている。
【０００４】
　図１は、特許文献１記載の情報表示装置の構成を示す図である。図２は、特許文献１記
載の情報表示装置が入力する実世界映像の一例を示す図である。図３は、図１に示す情報
表示装置が図２に示す入力映像に対応して表示する、実世界映像とオブジェクト情報とを
重畳した映像（以下「情報重畳映像」という）の一例を示す図である。
【０００５】
　図２に示すように、オブジェクト１１の近くには、そのオブジェクトを識別するための
、独立した既知のマーカ１２が予め配置されている。
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【０００６】
　図１において、情報表示装置２０は、実世界の画像を入力する画像入力部２１と、入力
画像からマーカ１２を抽出するマーカ抽出部２２と、抽出されたマーカ１２を用いて位置
姿勢を演算するマーカ認識部２３とを有する。更に、情報表示装置２０は、マーカ１２に
予め関連付けたオブジェクト情報を入手する関連情報入手部２４と、オブジェクト情報の
加工処理をするモデルデータ作成部２５と、入力画像と加工した情報とを重畳表示する表
示部２６とを有する。この結果、図３に示すように、オブジェクト１１の画像を含む実世
界の画像３１と、オブジェクト１１に関するオブジェクト情報３２とを重畳した、画像３
３が表示される。
【０００７】
　また、特許文献１記載の情報表示装置のモデルデータ作成部２５は、表示している情報
の描画位置を、入力画像の変化に同期して変化させ、オブジェクトの表示位置に追従させ
る。したがって、特許文献１記載の情報表示装置は、例えば、標本の周りを回りながら撮
影が行われる場合でも、入力画像の視点の動き（カメラのユーザの動き）に正確に同期し
て、情報を表示することができる。
【０００８】
　図４は、特許文献２記載の情報表示装置の構成を示す図である。図４において、情報表
示装置４０は、ユーザの視点の位置を検出する視点位置検出部４１と、ディスプレイ４７
の位置を検出するディスプレイ位置検出部４２と、映し出されるオブジェクトを検出する
対象位置検出部４３とを有する。そして、情報表示装置４０は、ユーザ視点とディスプレ
イ４７の中心位置とを結ぶ線上に位置するオブジェクトを特定する対象特定部４４と、オ
ブジェクト情報を記憶装置から取得する対象情報検索部４５とを有する。更に、情報表示
装置４０は、ユーザ視点とディスプレイ４７との距離に応じて、表示する参照情報の詳細
度を選択する映像生成部４６を有する。この結果、ユーザ視点がディスプレイに近づいた
ときに、より詳細な情報が表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－４８６７４号公報
【特許文献２】特開平８－１９０６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１記載の技術および特許文献２記載の技術では、ユーザが知り
たい情報を見易く表示することができないという課題がある。
【００１１】
　特許文献１記載の情報表示装置では、例えば、実世界映像にマーカを配置したオブジェ
クトが多数存在する場合、表示される情報の量が多くなり、情報が煩雑となるだけでなく
、実世界映像が見難くなる。
【００１２】
　特許文献２記載の情報表示装置では、情報表示の対象となるオブジェクトを制限するこ
とができるが、オブジェクトに対する注目度がユーザ視点のディスプレイへの接近度に対
応しない場合、情報の過不足が発生するおそれがある。
【００１３】
　本発明の目的は、実世界映像に映し出されたオブジェクトに関する情報のうちユーザが
知りたい情報を、見易く表示することができる情報表示装置および情報表示方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の情報表示装置は、実世界映像を入力する映像入力部と、入力された前記実世界
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映像に映し出されるオブジェクトと前記実世界映像の視点との間の距離を取得する距離取
得部と、前記オブジェクトに関する情報と前記実世界映像とを重畳した映像を出力するオ
ブジェクト重畳部と、前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報を制御する情報出力制
御部と、前記映像入力部が入力する前記実世界映像のズームの倍率を変化させるレンズ制
御部と、を有し、前記情報出力制御部は、取得された前記距離に応じて、前記オブジェク
ト重畳部が出力する前記情報の提示の仕方を決定し、前記距離がより短いほど、より多い
情報量およびより強調した提示形態の少なくとも１つを、前記オブジェクト重畳部が出力
する前記情報に対して決定し、前記実世界映像のズームの倍率がより大きいほど、より多
い情報量を決定する。
　本発明の情報表示装置は、実世界映像を入力する映像入力部と、入力された前記実世界
映像に映し出されるオブジェクトと前記実世界映像の視点との間の距離を取得する距離取
得部と、前記オブジェクトに関する情報と前記実世界映像とを重畳した映像を出力するオ
ブジェクト重畳部と、前記オブジェクト重畳部が出力する前記情報を制御する情報出力制
御部と、を有し、前記情報出力制御部は、取得された前記距離に応じて、前記オブジェク
ト重畳部が出力する前記情報の提示の仕方を決定し、前記距離がより短いほど、より多い
情報量およびより強調した提示形態の少なくとも１つを、前記オブジェクト重畳部が出力
する前記情報に対して決定し、情報表示の対象となるオブジェクトの数がより少ないほど
、オブジェクトごとの前記情報に対してより多い情報量を決定する。
【００１５】
　本発明の情報表示方法は、実世界映像を入力するステップと、入力された前記実世界映
像に映し出されるオブジェクトと前記実世界映像の視点との間の距離を取得するステップ
と、取得された前記距離に応じて、前記オブジェクトに関する情報の提示の仕方を決定す
るステップと、決定された提示の仕方で提示されるように、前記情報と前記実世界映像と
を重畳して出力するステップと、を有し、前記オブジェクトに関する情報の提示の仕方を
決定する前記ステップが、前記オブジェクトに関する情報として、前記距離がより短いほ
ど、より多い情報量およびより強調した提示形態の少なくとも１つを提示し、前記実世界
映像のズームの倍率がより大きいほど、より多い情報量を提示する。
 
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、実世界映像の視点とオブジェクトとの間の距離に応じた提示の仕方で
、オブジェクトに関する情報を提示するため、オブジェクトに関する情報のうちユーザが
知りたい情報を、見易く提示することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来の情報表示装置の構成を示す第１の図
【図２】従来の情報表示装置による入力映像の一例を示す図
【図３】従来の情報表示装置による情報重畳映像の一例を示す図
【図４】従来の情報表示装置の構成を示す第２の図
【図５】本発明の実施の形態１に係る情報表示装置の外観図
【図６】実施の形態１に係る情報表示装置の構成を示すブロック図
【図７】実施の形態１におけるオブジェクト情報テーブルの内容の一例を示す図
【図８】実施の形態１における表示情報決定ルールの内容の一例を示す図
【図９】実施の形態１に係る情報表示装置の動作を示すフローチャート
【図１０】実施の形態１における入力映像の一例を示す図
【図１１】実施の形態１における情報重畳映像の一例を示す図
【図１２】本発明の実施の形態２に係る情報表示装置の構成を示すブロック図
【図１３】実施の形態２における情報表示装置の動作を示すフローチャート
【図１４】実施の形態２におけるＩｎｆｏモードにてズーム操作が行われたときの表示映
像の変化の一例を示す図
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【図１５】実施の形態２におけるＰｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてズーム操作が行われた
ときの表示映像の変化の一例を示す図
【図１６】実施の形態２におけるＰｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにて絞り操作が行われたと
きの表示映像の変化の一例を示す図
【図１７】Ｉｎｆｏモードにてフォーカスロック操作が行われたときの、表示映像の変化
の一例を示す図
【図１８】本発明の実施の形態３に係る情報表示装置の構成を示すブロック図
【図１９】本発明の実施の形態４に係る情報表示装置の構成を示すブロック図
【図２０】実施の形態４におけるＰｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてタッチ操作が行われた
ときの表示映像の変化の一例を示す図
【図２１】本発明の実施の形態５に係る情報表示装置の構成を示すブロック図
【図２２】実施の形態５におけるオブジェクト情報テーブルの内容の一例を示す図
【図２３】実施の形態５におけるＰｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてタッチ操作が行われた
ときの表示映像の変化の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１は、実世界映像を表示しながら撮影操作を待機するデジタルスチ
ルカメラに本発明を適用した例である。まず、本発明の実施の形態１に係る情報表示装置
の操作インタフェースの概要について説明する。
【００２０】
　図５は、本実施の形態に係る情報表示装置の外観図である。図５は、操作状態における
情報表示装置を、上方から見たときの平面図である。
【００２１】
　図５において、情報表示装置１００は、薄い直方体の本体部２００と、本体部２００の
外側に配置された映像入力部３００、映像表示部４００、および操作インタフェース部５
００とを有する。操作インタフェース部５００は、操作入力部５１０およびモード切替入
力部５２０を有する。
【００２２】
　映像入力部３００は、レンズ、シャッター、および撮像素子（いずれも図示せず）を有
し、実世界映像を入力する。映像入力部３００は、フォーカス、絞り、およびズームを操
作可能な構成となっている。
【００２３】
　映像表示部４００は、例えば液晶ディスプレイ（図示せず）を有し、画像および映像の
表示を行う。
【００２４】
　本体部２００は、映像入力部３００が入力した実世界映像の、映像表示部４００への表
示および撮影を行う。また、本体部２００は、実世界画像とその実世界映像に映し出され
るオブジェクト情報とを重畳した情報重畳映像を、映像表示部４００に表示する。このと
き、本体部２００は、実世界映像の視点（情報表示装置１００の位置）とオブジェクトと
の間の距離を取得し、取得した距離に応じて、表示するオブジェクト情報の提示の仕方を
決定する。
【００２５】
　操作入力部５１０は、ユーザ操作を受け付け、受け付けたユーザ操作を、本体部２００
が入力する実世界映像と、表示されるオブジェクト情報とに反映させる。操作入力部５１
０は、レバー５１１およびボタン５１２を有する。レバー５１１は、ボタン５１２を中心
として弧状に回転させることが可能なノブである。ボタン５１２は、半押しおよび全押し
の２段階の押下が可能となっている。
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【００２６】
　モード切替入力部５２０は、スイッチ５２１と、スイッチ５２１を３箇所の係止位置間
でスライドさせるスライド部５２２とを有し、本体部２００の動作が異なる３つのモード
に対するユーザからの切り替え操作を受け付ける。本実施の形態においては、１つ目のモ
ードは、実世界映像のみを表示するモード（以下「Ｐｈｏｔｏモード」という）である。
２つ目のモードは、オブジェクト情報のみを表示するモード（以下「Ｉｎｆｏモード」と
いう）である。３つ目のモードは、実世界映像とオブジェクト情報とを重畳した映像を表
示するモード（以下「Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモード」という）である。
【００２７】
　次に、情報表示装置１００の構成について説明する。
【００２８】
　図６は、情報表示装置１００の構成を示すブロック図である。図５と同一部分には、同
一符号を付し、これについての説明を適宜省略する。
【００２９】
　図６において、情報表示装置１００は、操作入力部５１０、モード切替入力部５２０、
動作制御部６１０、レンズ制御部６２０、映像入力部３００、映像認識部６３０、自位置
姿勢算出部６４０、距離取得部６５０、オブジェクト測位部６６０、端末通信部６７０、
オブジェクト情報検索部６８０、情報出力制御部６９０、情報位置決定部７００、オブジ
ェクト重畳部７１０、および映像表示部４００を有する。
【００３０】
　操作入力部５１０は、ユーザ操作の内容を示す情報（以下「操作情報」という）を、動
作制御部６１０へ出力する。
【００３１】
　モード切替入力部５２０は、設定されているモードを示す情報（以下「モード情報」と
いう）を、動作制御部６１０へ出力する。
【００３２】
　動作制御部６１０は、入力されたモード情報に応じて、レンズ制御部６２０、情報出力
制御部６９０、およびオブジェクト重畳部７１０の動作を制御する。
【００３３】
　具体的には、動作制御部６１０は、Ｐｈｏｔｏモードのとき、レンズ制御部６２０に対
して操作情報を出力する一方で、情報出力制御部６９０の動作を停止させ、オブジェクト
重畳部７１０に対して実世界映像のみの表示を行わせる。また、動作制御部６１０は、Ｐ
ｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードのとき、レンズ制御部６２０に対して操作情報を出力し、かつ
情報出力制御部６９０を動作させ、オブジェクト重畳部７１０に対して情報重畳映像の表
示を行わせる。また、動作制御部６１０は、Ｉｎｆｏモードのとき、レンズ制御部６２０
の動作を停止させ、かつ情報出力制御部６９０の動作を停止させ、オブジェクト重畳部７
１０に対して表示中の情報重畳映像を固定表示させる。
【００３４】
　レンズ制御部６２０は、映像入力部３００のレンズを制御する。具体的には、レンズ制
御部６２０は、入力される操作情報に応じて、映像入力部３００が入力する実世界映像の
ズームの倍率、フォーカス位置、および絞り値を制御する。
【００３５】
　映像入力部３００は、入力した実世界映像（以下「入力映像」という）を、映像認識部
６３０、情報位置決定部７００、およびオブジェクト重畳部７１０へ出力する。また、映
像入力部３００は、レンズの合焦点（以下「フォーカス点」という）を示す情報を、映像
認識部６３０およびオブジェクト重畳部７１０へ出力する。
【００３６】
　映像認識部６３０は、入力映像に映し出されるオブジェクトを認識する。具体的には、
映像認識部６３０は、入力映像に対してパタンマッチング処理等の画像認識処理を行い、
建物や看板等のオブジェクトが映し出されている入力映像上の領域（以下「オブジェクト
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領域」という）を抽出する。そして、映像認識部６３０は、抽出したオブジェクト領域の
入力映像上の位置を示す情報（以下「領域情報」という）を、距離取得部６５０、オブジ
ェクト測位部６６０、および情報位置決定部７００へ出力する。
【００３７】
　なお、映像認識部６３０は、オブジェクト領域が複数存在する場合には、後段の処理を
オブジェクトごとに行うために、領域情報のそれぞれに識別情報を付加し、出力すること
が望ましい。
【００３８】
　自位置姿勢算出部６４０は、実世界映像が入力される時点の、情報表示装置１００の位
置および姿勢を算出する。具体的には、自位置姿勢算出部６４０は、角速度センサおよび
ＧＰＳ（global positioning system）センサ等を用いて、映像入力部３００の視点の位
置および光軸方向を算出する。そして、自位置姿勢算出部６４０は、算出結果（以下「位
置姿勢情報」という）を、距離取得部６５０およびオブジェクト測位部６６０へ出力する
。
【００３９】
　距離取得部６５０は、入力映像の視点から映像認識部６３０により認識されたオブジェ
クトまでの水平距離（以下「オブジェクト距離」という）を取得する。
【００４０】
　具体的には、距離取得部６５０は、レーザ式の測距センサ等を用いて、映像認識部６３
０から各オブジェクトの領域情報に対応する各オブジェクトまでの実距離を、それぞれ測
定する。そして、距離取得部６５０は、測定された実距離を、位置姿勢情報から算出され
るオブジェクトの方向の仰角に基づいて水平距離に換算し、オブジェクト距離として、オ
ブジェクト測位部６６０および情報出力制御部６９０へ出力する。なお、地面の傾斜が大
きい地域での用途等、用途によっては、オブジェクト距離は、水平距離ではなく実距離を
そのまま採用してもよい。
【００４１】
　オブジェクト測位部６６０は、自位置姿勢算出部６４０からの位置姿勢情報、映像認識
部６３０からの領域情報、および距離取得部６５０からのオブジェクト距離を取得する。
次に、オブジェクト測位部６６０は、取得した情報から入力映像に映し出されたオブジェ
クトの実世界における位置（以下単に「オブジェクトの位置」という）を測定する。更に
、オブジェクト測位部６６０は、測定結果を、緯度と経度とによって示す情報（以下「緯
度経度情報」という）を、オブジェクト情報検索部６８０および情報出力制御部６９０へ
出力する。
【００４２】
　端末通信部６７０は、インターネット等の通信ネットワーク７２０を介して、オブジェ
クト情報データベース（ＤＢ）７３０を備えた情報サーバ７４０と、通信を行う。オブジ
ェクト情報データベース７３０は、オブジェクトの位置に対応付けて、各種オブジェクト
情報をオブジェクト情報ごとに蓄積したオブジェクト情報テーブルを予め格納している。
【００４３】
　図７は、オブジェクト情報データベース７３０が格納するオブジェクト情報テーブルの
内容の一例を示す図である。
【００４４】
　図７に示すように、オブジェクト情報テーブル８１０は、オブジェクトのＩＤ８１１お
よびオブジェクトの位置８１２に対応付けて、詳細度の異なるレベル１～レベル４のオブ
ジェクト情報８１３～８１６を記述している。上述の情報サーバ７４０は、位置８１２を
インデックスとして、オブジェクト情報テーブル８１０から、対応するＩＤ８１１および
レベル１～レベル４のオブジェクト情報８１３～８１６を取得することが可能となってい
る。
【００４５】
　レベル１のオブジェクト情報８１３は、施設種別を示す記号である。レベル２のオブジ
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ェクト情報８１４は、施設の名称である。レベル３のオブジェクト情報８１５は、施設の
トピック情報である。また、レベル４のオブジェクト情報８１６は、施設の詳細情報であ
る。すなわち、レベル１～レベル４のオブジェクト情報８１３～８１６は、この順に、情
報の詳細度が高くなっている。
【００４６】
　例えば、「緯度：ｘｘｘ１、経度：ｘｘｘ２」という位置に存在するオブジェクトには
、施設種別として「Ｂ」が、施設名称として「Ｘタワー」が、それぞれ対応付けられてい
る。また、「緯度：ｘｘｘ１、経度：ｘｘｘ２」という位置に存在するオブジェクトには
、更に、トピックス情報と詳細情報がそれぞれ対応付けられている。具体的には、トピッ
ク情報として「吹き抜けに雪が降るイベント開催中」が、詳細情報として「１３：００、
１５：００、１７：００に降雪・・・」が、それぞれ対応付けられている。したがって、
「緯度：ｘｘｘ１、経度：ｘｘｘ２」という緯度経度情報を検索キーとした場合は、これ
らのオブジェクト情報が検索されることになる。
【００４７】
　図６のオブジェクト情報検索部６８０は、オブジェクトの位置を示す緯度経度情報を検
索キーとして、オブジェクト情報を検索する。
【００４８】
　具体的には、オブジェクト情報検索部６８０は、端末通信部６７０を介して、入力され
た緯度経度情報を、オブジェクト情報データベース７３０に対する検索クエリとして、情
報サーバ７４０へ送信する。そして、オブジェクト情報検索部６８０は、情報サーバ７４
０から返信されたオブジェクト情報を、情報出力制御部６９０へ出力する。ここで返信さ
れるオブジェクト情報は、ＩＤ８１１およびレベル１～レベル４のオブジェクト情報８１
３～８１６の全てとする。なお、情報表示装置１００が先に表示対象となるオブジェクト
情報の詳細度のレベルを決定する場合には、オブジェクト情報検索部６８０は、そのレベ
ルのオブジェクト情報のみを検索して取得するようにしてもよい。
【００４９】
　情報出力制御部６９０は、オブジェクト距離に応じて、オブジェクト情報の提示の仕方
を制御する。
【００５０】
　具体的には、情報出力制御部６９０は、表示情報決定ルールを予め格納し、この表示情
報決定ルールに従って、表示対象となるオブジェクトに関するオブジェクト情報、および
表示対象となる情報量の異なるオブジェク情報を決定する。すなわち、情報出力制御部６
９０は、表示対象として、オブジェクトと、情報量の程度とを決定する。そして、情報出
力制御部６９０は、表示対象とすることを決定したオブジェクト情報（以下「表示オブジ
ェクト情報」という）を、情報位置決定部７００およびオブジェクト重畳部７１０へ出力
する。ここでは、表示情報決定ルールは、オブジェクト距離がより短いオブジェクトほど
、より詳細度のレベルが高いオブジェクト情報を表示対象として決定することを規定する
ものとする。
【００５１】
　図８は、表示情報決定ルールの内容の一例を示す図である。
【００５２】
　図８に示すように、表示情報決定ルール８２０は、オブジェクト距離８２１の範囲ごと
に、オブジェクト情報の表示非表示と、表示する場合のオブジェクト情報のレベルとを、
決定内容８２２として規定する。例えば、「３００ｍ以上かつ４００ｍ未満」というオブ
ジェクト距離８２１には、「レベル１」という決定内容８２２が規定されている。これは
、オブジェクト距離が３００ｍ以上かつ４００ｍ未満の場合には、レベル１のオブジェク
ト情報（ここでは施設種別を示す記号）を、表示オブジェクト情報に決定することを意味
する。また、表示情報決定ルール８２０は、ある範囲内において、オブジェクト距離８２
１がより短いほど、より詳細度のレベルが高いオブジェクト情報を対応付けている。した
がって、表示情報決定ルール８２０に従うことにより、表示されるオブジェクト情報は、
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オブジェクト距離がより短いほど、より詳細な内容となる。
【００５３】
　図６の情報位置決定部７００は、入力映像の奥行き方向を検出し、検出した奥行き方向
に揃うように、各表示オブジェクト情報の表示位置を決定する。次に、情報位置決定部７
００は、決定結果（以下「表示レイアウト情報」という）を、オブジェクト重畳部７１０
へ出力する。具体的には、情報位置決定部７００は、入力映像に含まれる直線成分から消
失点を検出する。そして、情報位置決定部７００は、消失点、領域情報、および表示オブ
ジェクト情報に基づいて、消失点から放射状に伸びる線分に沿うように、かつ、オブジェ
クト領域と重ならないように、各表示オブジェクト情報の表示位置を決定する。
【００５４】
　なお、情報位置決定部７００は、複数のオブジェクト領域の縁を結ぶ線に沿うように、
各表示オブジェクト情報の表示位置を決定するようにしてもよい。これにより、情報位置
決定部７００は、オブジェクト領域と重ならないように、かつ、オブジェクトの実世界で
の配置関係に対応させた状態で、簡単に各表示オブジェクト情報の表示位置を決定するこ
とができる。
【００５５】
　オブジェクト重畳部７１０は、入力映像上に表示レイアウト情報が示す位置に表示オブ
ジェクト情報を配置した情報重畳映像を表示する映像データを生成し、生成した映像デー
タを、映像表示部４００へ出力する。具体的には、オブジェクト重畳部７１０は、Ｐｈｏ
ｔｏモードのときには、入力映像のみを表示する映像データを生成し、Ｉｎｆｏモードの
とき、またはＰｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードのときには、情報重畳映像を表示する映像デー
タを生成する。
【００５６】
　映像表示部４００は、オブジェクト重畳部７１０で生成された映像データを、映像化し
て液晶ディスプレイに表示する。
【００５７】
　情報表示装置１００は、例えば、ＣＰＵ（central processing unit）、制御プログラ
ムを格納したＲＯＭ（read only memory）等の記憶媒体、ＲＡＭ（random access memory
）等の作業用メモリ等を有する。この場合には、上記各部の機能は、ＣＰＵが制御プログ
ラムを実行することで実現される。
【００５８】
　このような情報表示装置１００によれば、オブジェクトに関する情報を、入力映像の視
点とオブジェクトとの間の距離に応じた情報の提示の仕方で、入力映像に重畳して表示す
ることができる。
【００５９】
　次に、以上説明した構成を有する情報表示装置１００の動作について説明する。ここで
は、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにおける動作について説明する。
【００６０】
　図９は、情報表示装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００６１】
　まず、ステップＳ１０１０において、映像入力部３００は、実世界映像を入力し、入力
映像を、映像認識部６３０、情報位置決定部７００、およびオブジェクト重畳部７１０へ
送る。
【００６２】
　図１０は、映像入力部３００が入力する入力映像の一例を示す図である。ここでは、図
１０に示すように、入力映像８３０には、道路８３１に沿って手前側から順に位置する第
１～第３のオブジェクト８３２－１～８３２－３が映し出されているものとする。第１～
第３のオブジェクト８３２－１～８３２－３は、異なる施設の建物である。
【００６３】
　そして、図９のステップＳ１０２０において、映像認識部６３０は、入力映像から一つ
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以上のオブジェクト領域を抽出および識別する。例えば、映像認識部６３０は、図１０に
示す入力映像８３０から、第１～第３のオブジェクト８３２－１～８３２－３のそれぞれ
のオブジェクト領域として、第１～第３のオブジェクト領域８３３－１～８３３－３を抽
出および識別する。そして、映像認識部６３０は、識別したオブジェクト領域から、その
全てまたは任意のオブジェクト領域を、処理対象として選択する。
【００６４】
　映像認識部６３０は、例えば、予め設定された閾値の数の範囲内で、認識率の高いオブ
ジェクト領域を優先して選択したり、焦点が合っているオブジェクト領域およびその前後
のある範囲に含まれるオブジェクト領域のみを選択する。認識率とは、例えば、一つの映
像の中に１００のオブジェクト領域が抽出される場合に、それらを均等に扱うのではなく
、優先順位に従って処理するために、オブジェクト領域の特徴に基づくオブジェクト領域
の確からしさを示す指標をいう。オブジェクト領域の特徴は、例えば、背景とオブジェク
トの境界の画素値の傾斜の急峻度、または、オブジェクト領域内の画素値が高い尾根の部
分（エッジ）が囲んでいる領域の面積の大きさ等である。このように、実際に処理対象と
するオブジェクト領域を制限することにより、後段の処理負荷を軽減することができる。
【００６５】
　そして、ステップＳ１０３０において、映像認識部６３０は、処理対象として選択した
オブジェクト領域の中から１つのオブジェクト領域を選択する。そして、映像認識部６３
０は、選択したオブジェクト領域の領域情報を、距離取得部６５０、オブジェクト測位部
６６０、および情報位置決定部７００へ送る。
【００６６】
　そして、ステップＳ１０４０において、距離取得部６５０は、自位置姿勢算出部６４０
および映像認識部６３０から入力される情報に基づいて、選択されているオブジェクトの
オブジェクト距離を算出する。そして、距離取得部６５０は、算出したオブジェクト距離
を、オブジェクト測位部６６０および情報出力制御部６９０へ送る。
【００６７】
　具体的には、まず、自位置姿勢算出部６４０は、角速度センサおよびＧＰＳセンサ等を
用いて算出した、映像入力部３００の視点の位置および光軸方向を、位置姿勢情報として
生成し、距離取得部６５０およびオブジェクト測位部６６０へ送る。そして、距離取得部
６５０は、レーザ式の測距センサ等を用いて、映像認識部６３０からの領域情報に基づい
て、各オブジェクトまでの実距離をそれぞれ測定する。そして、距離取得部６５０は、測
定された実距離を、位置姿勢情報から算出されるオブジェクトの方向の仰角に基づいて水
平距離に換算し、オブジェクト距離として出力する。
【００６８】
　そして、ステップＳ１０５０において、オブジェクト測位部６６０は、位置姿勢情報と
、位置姿勢情報から算出されるオブジェクトの方向の方位と、オブジェクト距離とを用い
て、オブジェクト領域に対応するオブジェクトの位置を算出する。次に、オブジェクト測
位部６６０は、算出したオブジェクトの位置の緯度経度情報を、オブジェクト情報検索部
６８０および情報出力制御部６９０へ送る。
【００６９】
　そして、ステップＳ１０６０において、オブジェクト情報検索部６８０は、緯度経度情
報を検索キーとする検索クエリを情報サーバ７４０へ送り、対応するオブジェクト情報を
取得する。そして、オブジェクト情報検索部６８０は、取得したオブジェクト情報を、情
報出力制御部６９０へ送る。
【００７０】
　そして、ステップＳ１０７０において、情報出力制御部６９０は、表示対象となるオブ
ジェクト（以下「表示オブジェクト」という）を決定する。情報出力制御部６９０は、例
えば、取得したオブジェクト情報の全てや、焦点が合っているオブジェクト領域に対応す
るオブジェクト、または、その周辺範囲に含まれるオブジェクト領域に対応するオブジェ
クト等を決定する。また、情報出力制御部６９０は、例えば、表示の対象となるオブジェ
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クトの属性（ホテル、百貨店等）が指定されている場合には、指定された属性に該当する
オブジェクトを表示オブジェクトに決定してもよい。
【００７１】
　そして、ステップＳ１０８０において、情報出力制御部６９０は、上述の表示情報決定
ルールを用いて、オブジェクト距離がより短いほどより詳細度のレベルがより高くなるよ
うに、情報量を決定する。ここで決定される情報量は、表示オブジェクトのオブジェクト
情報を提示する際の情報量である。
【００７２】
　そして、情報出力制御部６９０は、決定した表示オブジェクトと、決定した情報量に該
当するオブジェクト情報を、表示オブジェクト情報として、情報位置決定部７００および
オブジェクト重畳部７１０へ送る。
【００７３】
　そして、ステップＳ１０９０において、情報位置決定部７００は、複数のオブジェクト
領域の配置パタンや、入力映像に含まれる直線成分から、入力映像の奥行きを表す線分を
算出する。
【００７４】
　そして、ステップＳ１１００において、情報位置決定部７００は、ステップＳ１０９０
において算出した線分に基づいて表示レイアウトを決定し、表示レイアウト情報をオブジ
ェクト重畳部７１０へ送る。
【００７５】
　そして、ステップＳ１１１０において、オブジェクト重畳部７１０は、表示レイアウト
情報に従って表示オブジェクト情報を配置した情報重畳映像の映像データを生成する。
【００７６】
　そして、ステップＳ１１２０において、映像認識部６３０は、ステップＳ１０２０にお
いて処理対象として選択されたオブジェクト領域のうち、未処理のオブジェクト領域が残
っているか否かを判断する。映像認識部６３０は、未処理のオブジェクト領域が残ってい
る場合には（Ｓ１１２０：ＹＥＳ）、ステップＳ１０３０へ戻り、未処理のオブジェクト
領域を選択して、ステップＳ１０３０～Ｓ１１１０の処理を実行する。この結果、複数の
表示オブジェクト情報が存在する場合には、ステップＳ１１１０において、複数のオブジ
ェクト情報が重畳された映像データが生成される。また、映像認識部６３０は、未処理の
オブジェクト領域が残っていない場合には（Ｓ１１２０：ＮＯ）、ステップＳ１１３０へ
進む。
【００７７】
　ステップＳ１１３０において、オブジェクト重畳部７１０は、生成した映像データを、
映像表示部４００に出力し、情報重畳映像を表示させる。
【００７８】
　そして、ステップＳ１１４０において、情報表示装置１００は、ユーザ操作等（例えば
、Ｐｈｏｔｏモードに切り替えられる操作等）により情報重畳映像の表示の停止を指示さ
れたか否かを判断する。情報表示装置１００は、情報重畳映像の表示の停止を指示されて
いない場合には（Ｓ１１４０：ＮＯ）、ステップＳ１０１０へ戻り、情報重畳映像の表示
の停止を指示された場合には（Ｓ１１４０：ＹＥＳ）、一連の処理を終了する。
【００７９】
　図１１は、映像表示部４００が表示する情報重畳映像の一例を示す図である。ここでは
、図７に示すオブジェクト情報テーブル８１０および図８に示す表示情報決定ルール８２
０に基づいて、図１０に示す入力映像に対応して表示される情報重畳映像を示す。また、
図１０に示す第１～第３のオブジェクト８３２－１～８３２－３が、それぞれ、図７に示
すＩＤ「００１」、ＩＤ「００２」、ＩＤ「００３」に該当するオブジェクトであるもの
とする。
【００８０】
　ここでは、第１～第３のオブジェクト８３２－１～８３２－３のそれぞれのオブジェク
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ト距離は、１５０ｍ、２５０ｍ、３５０ｍであるものとする。この場合、第１～第３のオ
ブジェクト領域８３３－１～８３３－３に対して、レベル３（トピック情報）、レベル２
（施設名称）、レベル１（施設種別を示す記号）のオブジェクト情報のレベルが、それぞ
れ決定される。そして、第１～第３のオブジェクト領域８３３－１～８３３－３に対して
、順に、ＩＤ「００１」のレベル３のオブジェクト情報、ＩＤ「００２」のレベル２のオ
ブジェクト情報、ＩＤ「００３」のレベル１のオブジェクト情報が、表示オブジェクト情
報として決定される。
【００８１】
　図１１に示すように、情報重畳映像８４０では、入力映像８３０に、第１～第３のオブ
ジェクト領域８３３－１～８３３－３に対応する第１～第３のオブジェクト情報８４１－
１～８４１－３が、重ねて描画される。また、第１～第３のオブジェクト情報８４１－１
～８４１－３は、入力画像の奥行きを示す線分８４２（実際には表示されない）に沿って
、かつ、第１～第３のオブジェクト情報８４１－１～８４１－３と重ならないように、配
置される。
【００８２】
　また、第１～第３のオブジェクト情報８４１－１～８４１－３の内容は、入力画像８３
０の視点により近いほど、つまり、より手前側ほど、詳細な内容となる。具体的には、例
えば、最も手前側の第１のオブジェクト情報８４１－１の情報量は、２０文字と多く、遠
方の第３のオブジェクト情報８４１－３の情報量は、１文字と少ない。
【００８３】
　ユーザは、移動しながら逐次の情報取得を行う場合、通常、施設に立ち寄るか否か等の
判断を、より近くに位置する施設に対して先に行う。このため、ユーザは、より近くに位
置する施設に関する情報については詳細に知りたいと考える。また、遠くに位置する施設
に関しては、なんらかの情報が表示されると、進む方面の決定等に便利である。一方で、
遠くに位置する施設に関する情報も詳細に表示されると、ユーザが詳しく知りたいと望む
情報や入力画像が見難くなる。
【００８４】
　したがって、図１１に示すような情報重畳映像によれば、ユーザが知りたい情報をユー
ザに対して見易く表示することができ、ユーザの移動や行動をより適切に支援することが
できる。
【００８５】
　なお、情報表示装置１００は、入力映像に映し出されるオブジェクトの像が連続的に移
動する場合は、オブジェクト領域の画像を追尾して、表示中のオブジェクト情報を画面上
で移動させるようにするようにしてもよい。このようにすることにより、情報表示装置１
００は、ステップ１０２０～Ｓ１０７０の処理を省略し、処理負荷を軽減することができ
る。
【００８６】
　また、情報表示装置１００は、オブジェクトが建物等の固定物の場合には、位置姿勢情
報の変化に基づいて、オブジェクト領域、オブジェクト距離、奥行きを示す線分を再計算
することができる。このことにより、情報表示装置１００は、ステップＳ１０８０～Ｓ１
１００の処理を簡略化し、処理負荷を軽減することができる。
【００８７】
　また、オブジェクト領域が複数存在する場合には、情報表示装置１００は、ステップＳ
１０３０～Ｓ１１１０を一括でまとめて処理してもよい。
【００８８】
　また、情報表示装置１００は、ステップＳ１０３０～Ｓ１０８０の処理とステップＳ１
０９０の処理等の、同時並行で行うことができる複数の処理を、同時並行で行うようにし
てもよい。
【００８９】
　以上説明したように、本実施の形態に係る情報表示装置１００は、オブジェクトに関す
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る情報を、実世界映像の視点とオブジェクトとの間の距離に応じた情報量で、実世界映像
に重畳して表示することができる。すなわち、本実施の形態に係る情報表示装置１００は
、情報表示装置１００を携帯するユーザからオブジェクトまでの距離に応じて、オブジェ
クト情報の提示の仕方を変えながら実世界映像との重畳表示を行う。
【００９０】
　これにより、本実施の形態に係る情報表示装置１００は、近いオブジェクトの情報は多
く、遠いオブジェクトの情報は少なく、奥行きに合わせた表示を行うことができる。した
がって、本実施の形態に係る情報表示装置１００は、表示情報が多すぎて混乱しないよう
に表示することができ、ユーザが知りたい情報を見易く表示することが可能となる。
【００９１】
　なお、本実施の形態に係る情報表示装置１００は、緯度経度情報の取得や、オブジェク
トの特定またはオブジェクト情報の特定を、特許文献１記載の手法等、他の手法を用いて
行うようにしてもよい。
【００９２】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２は、表示されるオブジェクト情報をユーザ操作に基づいて変化さ
せるようにした例である。
【００９３】
　カメラのユーザは、入力映像に映し出されたあるオブジェクトに注目したとき、そのオ
ブジェクトに対するズーム操作、フォーカス操作、絞り操作、およびフォーカスロック操
作等を行うことが多い。逆にいうと、これらの操作の対象となったオブジェクトは、ユー
ザがより詳細な情報を望むオブジェクトである可能性が高い。
【００９４】
　そこで、本実施の形態に係る情報表示装置は、操作入力部５１０におけるユーザ操作を
、入力される実世界映像に反映させ（映像のズームやフォーカス等）、かつ、その実世界
映像に連動してオブジェクト情報を変化させる。
【００９５】
　まず、本実施の形態に係る情報表示装置の構成について説明する。
【００９６】
　図１２は、本実施の形態に係る情報表示装置の構成を示すブロック図であり、実施の形
態１の図６に対応するものである。図６と同一部分には、同一符号を付し、これについて
の説明を省略する。
【００９７】
　図１２において、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａは、図６の動作制御部６１
０、映像認識部６３０、情報出力制御部６９０、およびオブジェクト重畳部７１０に替え
て、これらとは異なる動作制御部６１０ａ、映像認識部６３０ａ、情報出力制御部６９０
ａ、およびオブジェクト重畳部７１０ａを有する。
【００９８】
　動作制御部６１０ａは、モード切替入力部５２０に設定されているモードに応じて、操
作入力部５１０におけるユーザ操作を、入力される実世界映像と表示されるオブジェクト
情報にどのように反映させるかを制御する。
【００９９】
　具体的には、動作制御部６１０は、Ｐｈｏｔｏモードのとき、ユーザ操作を入力映像に
反映させ、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードのとき、更に、表示されるオブジェクト情報を入
力映像に連動して変化させる。また、動作制御部６１０は、Ｉｎｆｏモードのとき、ユー
ザ操作を表示されるオブジェクト情報にのみ反映させ、入力映像（つまりレンズ制御）に
は反映させない。
【０１００】
　映像認識部６３０ａは、入力映像に映し出されるオブジェクトを認識するとともに、フ
ォーカス点が位置するオブジェクトのオブジェクト領域、またはその周辺のオブジェクト
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を含むオブジェクト領域を選択し、対応する領域情報を出力する。具体的には、映像認識
部６３０ａは、被写界深度の範囲内に位置しており焦点が合っているオブジェクトのオブ
ジェクト領域を選択する。すなわち、映像認識部６３０ａは、ズーム操作、フォーカス操
作、および絞り操作によって、オブジェクト情報を表示させるオブジェクトに対するユー
ザの選択を受け付けることができるようになっている。
【０１０１】
　情報出力制御部６９０ａは、オブジェクト距離に応じて、表示するオブジェクト情報と
その情報量とを制御する。また、情報出力制御部６９０ａは、絞り操作が行われたとき、
被写界深度の範囲内に位置するオブジェクトを表示対象と決定し、ズーム操作が行われた
とき、ズームの倍率に応じて、表示するオブジェクト情報を制御する。
【０１０２】
　オブジェクト重畳部７１０ａは、表示レイアウト情報に従って表示オブジェクト情報を
配置し、かつ、フォーカス位置を示すアイコンを重畳した情報重畳映像の映像データを生
成する。また、オブジェクト重畳部７１０ａは、フォーカスロック操作が行われたとき、
表示中のオブジェクト情報の表示形態を切り替える。
【０１０３】
　また、動作制御部６１０ａは、情報表示装置１００ａに設けた絞り調節部（例えば、操
作入力部５１０のレバー５１１を用いる）により、映像入力部３００の絞り操作が行われ
たとき、これを検出し、絞り操作の内容を示す操作情報を生成する。
【０１０４】
　次に、情報表示装置１００ａの動作について説明する。
【０１０５】
　図１３は、情報表示装置１００ａの動作を示すフローチャートであり、実施の形態１の
図９に対応するものである。図９と同一部分には、同一ステップ番号を付し、これについ
ての説明を省略する。
【０１０６】
　実世界映像が入力されると（Ｓ１０１０）、ステップＳ２０１０において、動作制御部
６１０ａは、操作入力部５１０から操作情報が入力されたか否かを判断する。動作制御部
６１０ａは、操作情報が入力された場合には（Ｓ２０１０：ＹＥＳ）、ステップＳ２０２
０へ進み、操作情報が入力されていない場合には（Ｓ２０１０：ＮＯ）、図９のステップ
Ｓ１０２０へ進む。操作情報は、例えば、操作入力部５１０のレバー５１１を右に３０度
動かしたことを示す情報である。
【０１０７】
　ステップＳ２０２０において、動作制御部６１０ａは、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードま
たはＰｈｏｔｏモードか否か、つまり、レンズ制御を行うモードか否かを判断する。動作
制御部６１０ａは、Ｐｈｏｔｏ＋ＩｎｆｏモードまたはＰｈｏｔｏモードである場合には
（Ｓ２０２０：ＹＥＳ）、ステップＳ２０３０へ進み、Ｉｎｆｏモードである場合には（
Ｓ２０２０：ＮＯ）、ステップＳ２０４０へ進む。
【０１０８】
　ステップＳ２０４０において、動作制御部６１０ａは、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードま
たはＩｎｆｏモードか否か、つまり、オブジェクト情報表示を含むモードか否かを判断す
る。動作制御部６１０ａは、Ｐｈｏｔｏ＋ＩｎｆｏモードまたはＩｎｆｏモードである場
合には（Ｓ２０４０：ＹＥＳ）、ステップＳ２０５０へ進み、Ｐｈｏｔｏモードである場
合には（Ｓ２０４０：ＮＯ）、図９のステップＳ１０２０へ進む。
【０１０９】
　ステップＳ２０５０において、動作制御部６１０ａは、入力された操作情報に基づいて
、フォーカス操作が行われたかどうかを判断する。動作制御部６１０ａは、フォーカス操
作が行われた場合には（Ｓ２０５０：ＹＥＳ）、ステップＳ２０６０へ進み、フォーカス
操作が行われていない場合には（Ｓ２０５０：ＮＯ）、ステップＳ２０７０へ進む。
【０１１０】
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　ステップＳ２０６０において、動作制御部６１０ａは、映像認識部６３０ａに対して、
フォーカス点の合焦距離を示す合焦距離情報を取得させ、ステップＳ２０７０へ進む。映
像認識部６３０ａは、例えば、レンズのズーム値およびフォーカス値を取得し、これらの
値と合焦距離とを予め対応付けて記述した距離テーブルを参照することにより、合焦位置
情報を取得する。
【０１１１】
　ステップＳ２０７０において、動作制御部６１０ａは、入力された操作情報に基づいて
、絞り操作が行われたかどうかを判断する。動作制御部６１０ａは、絞り操作が行われた
場合には（Ｓ２０７０：ＹＥＳ）、ステップＳ２０８０へ進み、絞り操作が行われていな
い場合には（Ｓ２０７０：ＮＯ）、ステップＳ２０９０へ進む。
【０１１２】
　ステップＳ２０８０において、動作制御部６１０ａは、情報出力制御部６９０ａに対し
て、レンズの被写界深度を示す被写界深度情報を取得させ、ステップＳ２０９０へ進む。
情報出力制御部６９０ａは、例えば、レンズのズーム値、フォーカス値、および絞り値を
取得し、これらの値と被写界深度とを予め対応付けて記述した被写界深度テーブルを参照
することにより、被写界深度情報を取得する。
【０１１３】
　ステップＳ２０９０において、動作制御部６１０ａは、入力された操作情報に基づいて
、ズーム操作が行われたかどうかを判断する。動作制御部６１０ａは、ズーム操作が行わ
れた場合には（Ｓ２０９０：ＹＥＳ）、ステップＳ２１００へ進み、ズーム操作が行われ
ていない場合には（Ｓ２０９０：ＮＯ）、ステップＳ２１１０へ進む。
【０１１４】
　ステップＳ２１００において、動作制御部６１０ａは、情報出力制御部６９０ａに対し
て、ズーム倍率を示す倍率情報を取得させ、ステップＳ２１１０へ進む。情報出力制御部
６９０ａは、例えば、レンズのズーム値を取得し、この値とズーム倍率とを予め対応付け
て記述した倍率テーブルを参照することにより、倍率情報を取得する。
【０１１５】
　ステップＳ２１１０において、動作制御部６１０ａは、入力された操作情報に基づいて
、フォーカスロック操作が行われたかどうかを判断する。動作制御部６１０ａは、フォー
カスロック操作が行われた場合には（Ｓ２１１０：ＹＥＳ）、ステップＳ２１２０へ進み
、フォーカスロック操作が行われていない場合には（Ｓ２１１０：ＮＯ）、図９のステッ
プＳ１０２０へ進む。
【０１１６】
　ステップＳ２１２０において、動作制御部６１０ａは、オブジェクト重畳部７１０ａに
対して、フォーカスロックの対象となったオブジェクトを示す合焦オブジェクト情報を取
得させ、図９のステップＳ１０２０へ進む。オブジェクト重畳部７１０ａは、例えば、フ
ォーカス点が位置するオブジェクトの領域情報に基づいて、合焦オブジェクト情報を取得
する。
【０１１７】
　そして、情報表示装置１００ａは、図９のステップ１０２０～Ｓ１１４０を実行し、情
報重畳映像を表示する。但し、各ステップの処理は、上記ステップＳ２０６０、Ｓ２０８
０、Ｓ２１００、Ｓ２１２０における情報取得に応じて、実施の形態１とは異なる内容の
処理を行う。実施の形態１とは異なる処理内容について説明する。
【０１１８】
　ステップＳ１０３０において、映像認識部６３０ａは、ステップＳ２０６０において取
得した合焦距離情報に基づいて、フォーカス点またはフォーカス点の周辺のオブジェクト
領域を代表する候補点または候補領域を判定する。そして、映像認識部６３０ａは、判定
した候補点または候補領域を示すマークを、オブジェクト重畳部７１０ａに表示させる。
このマーク表示は、例えば、映像認識部６３０ａがフォーカス点の周辺のオブジェクト領
域のみを選択し、情報位置決定部７００が領域情報に基づいてマークの位置を決定し、オ
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ブジェクト重畳部７１０ａが決定された位置にマークを重畳する。
【０１１９】
　そして、映像認識部６３０ａは、候補点または候補領域から、表示可能な情報量や提示
の仕方を決定する。例えば、映像認識部６３０ａは、オブジェクト数、オブジェクト領域
が全入力映像に占める割合、および全入力映像のうちのオブジェクト領域以外の領域の輝
度や色の変化の度合い等に基づいて、表示可能な情報量を含む提示の仕方を決定する。そ
して、映像認識部６３０ａは、オブジェクト数とそれぞれのオブジェクト情報の情報量と
を比較して、提示する情報量が過多にならないように、候補点または候補領域を選択する
。オブジェクト情報を表示可能な領域は、オブジェクト領域以外の領域、または、オブジ
ェクト領域以外の領域にオブジェクト領域の一部を加えた領域である。
【０１２０】
　なお、映像認識部６３０ａは、候補点または候補領域を、ユーザの操作を受けて指定し
てもよい。その際には、例えば、映像表示部４００がタッチパネル型の入力部を兼ねてお
り、ユーザが触れた領域に応じて選択を受け付ける。また、映像認識部６３０ａは、十字
キーなどの他の操作部に対するユーザ操作を受けて、操作する候補点または候補領域の移
動、および選択か非選択の決定を行ってもよい。
【０１２１】
　そして、映像認識部６３０ａは、抽出されたオブジェクト領域の領域情報を、距離取得
部６５０、オブジェクト測位部６６０、および情報位置決定部７００へ送り、ステップＳ
１０４０へ進む。映像認識部６３０ａは、自動的にあるいはユーザ操作により、候補点ま
たは候補領域が選択された場合には、選択された点または領域に該当するオブジェクト領
域の領域情報を送る。
【０１２２】
　また、ステップＳ１０７０において、情報出力制御部６９０ａは、ステップＳ２０８０
で取得した被写界深度情報に基づいて、被写界深度の範囲内に位置するオブジェクトに対
応するオブジェクト情報を、表示オブジェクト情報に決定する。
【０１２３】
　この結果、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードのときには、フォーカス点付近の鮮明に映し出
されたオブジェクトのオブジェクト情報が、表示されることになる。
【０１２４】
　また、ステップＳ１０８０において、情報出力制御部６９０ａは、ステップＳ２１００
において取得した倍率情報に基づいて、ズームの倍率がより高いほど詳細度のレベルが高
くなるように、表示オブジェクト情報を決定する。例えば、情報出力制御部６９０ａは、
ズームの倍率に応じて詳細度のレベルを変更して、表示オブジェクト情報を決定する。具
体的には、表示情報決定ルールに規定される詳細度のレベルを、小さなズームアップのと
きには１つ上げ、大きなズームアップのときには２つ上げる。
【０１２５】
　この結果、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードのときには、入力映像に対するズーム操作に連
動（同期）してオブジェクト情報の詳細度が変化することになり、Ｉｎｆｏモードのとき
には、オブジェクト情報の詳細度のみが変化することになる。
【０１２６】
　また、ステップＳ１１１０において、オブジェクト重畳部７１０ａは、ステップＳ２１
２０において取得した合焦オブジェクト情報に基づいて、表示中のオブジェクト情報の表
示形態を変更して、入力映像と重畳出力する。例えば、オブジェクト重畳部７１０ａは、
表示中のオブジェクト情報の透過度を高くし、入力画像がオブジェクト情報を通して透け
て見えるようにする。
【０１２７】
　この結果、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードのときには、入力映像に対するフォーカスロッ
ク操作に連動（同期）してオブジェクト情報の表示形態が変化することになる。一方、Ｉ
ｎｆｏモードのときには、オブジェクト情報の表示形態のみが変化することになる。
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【０１２８】
　また、Ｐｈｏｔｏモードのときには、情報出力制御部６９０ａの動作は停止しているの
で、オブジェクト情報の表示は行われないことになる。
【０１２９】
　なお、図１３に示すフローチャートのうち、同時並行が可能な処理については同時並行
で実行するようにしてもよいことは、図９のフローチャートと同様である。
【０１３０】
　以下、各種操作が行われたときの表示映像の変化の例について説明する。
【０１３１】
　図１４は、Ｉｎｆｏモードにてズーム操作が行われたときの、表示映像の変化の一例を
示す図であり、実施の形態１の図１１に対応するものである。
【０１３２】
　まず、図１４Ａに示すように、第１のオブジェクト領域８３３－１にフォーカス点８５
１が位置し、第１のオブジェクト情報８４１－１のみが表示されているものとする。この
状態で、図１４Ｂに示すように、Ｉｎｆｏモードにてズームアップの操作が行われると、
図１４Ｃに示すように、入力映像はズームアップされない状態で、第１のオブジェクト情
報８４１－１の詳細度のレベルが高くなる。
【０１３３】
　このように、オブジェクト情報の詳細度のみを操作可能とすることにより、ユーザは、
入力画像の状態はそのままで、所望のオブジェクトに関するより詳細な情報を得ることが
できる。
【０１３４】
　図１５は、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてズーム操作が行われたときの、表示映像の
変化の一例を示す図であり、図１４に対応するものである。
【０１３５】
　まず、図１５Ａに示すように、第１のオブジェクト領域８３３－１にフォーカス点８５
１が位置し、第１のオブジェクト情報８４１－１のみが表示されているものとする。この
状態で、図１５Ｂに示すように、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてズームアップの操作が
行われると、図１５Ｃに示すように、入力映像はズームアップされる。さらに、図１５Ｃ
に示すように、入力映像のズームアップと連動する形で、第１のオブジェクト情報８４１
－１の詳細度のレベルが高くなる。
【０１３６】
　このように、通常のズーム操作と連動させてオブジェクト情報の詳細度を変化させるこ
とにより、ユーザは、注目するオブジェクトへのズームイン操作という自然な操作で、所
望のオブジェクトに関するより詳細な情報を得ることができる。
【０１３７】
　図１６は、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにて絞り操作が行われたときの、表示映像の変
化の一例を示す図であり、図１１に対応するものである。
【０１３８】
　まず、図１６Ａに示すように、第１～第３のオブジェクト情報８４１－１～８４１－３
が表示されているものとする。この状態で、図１６Ｂに示すように、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆ
ｏモードにて絞りを開放する操作が行われたとする。すると、図１６Ｃに示すように、例
えば、フォーカス点８５１の近くに、第１および第２の候補点８５２－１、８５２－２が
ガイド表示される。そして、最終的な表示は、絞りを開放する操作によって狭められた被
写界深度の範囲内に位置する方、つまり、第２の８５２－２に対応するオブジェクト情報
８４１－２のみの表示に絞られる。
【０１３９】
　このように、本実施の形態では、通常の絞り操作と連動（同期）させてオブジェクト情
報の詳細度を変化可能とした。これにより、ユーザは、注目するオブジェクトが限定され
ているときに絞りを開くという自然な操作で、所望のオブジェクトに関するより詳細な情
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報を得ることができる。また、ユーザは、絞りの調整により、表示されるオブジェクト情
報の数を調整することができる。
【０１４０】
　図１７は、Ｉｎｆｏモードにてフォーカスロック操作が行われたときの、表示映像の変
化の一例を示す図であり、図１５に対応するものである。
【０１４１】
　まず、図１７Ａに示す例は、第１のオブジェクト情報８４１－１のみが表示されている
ものとする。この状態で、図１７Ｂに示すように、Ｉｎｆｏモードにてフォーカスロック
の操作が行われると、図１７Ｃに示すように、第１のオブジェクト情報８４１－１は、透
過度５０％となる。
【０１４２】
　このように、本実施の形態では、通常のフォーカスロック操作と連動させてオブジェク
ト情報の表示態様を変化させることを可能とした。このことにより、ユーザは、そのオブ
ジェクトに対してフォーカスロックされたことをより確実に知ることができる。また、透
過させる場合には、ユーザは、オブジェクト情報を確認しながら、入力画像の全体を視認
することができる。
【０１４３】
　このように、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａは、表示対象となるオブジェク
ト情報や、表示されるオブジェクト情報の詳細度を、ユーザが簡単に選択することを可能
にする。また、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａは、表示されるオブジェクト情
報を、入力映像に対する操作、つまり通常のカメラ操作に連動させて変化させるか、独立
して操作可能とするかを、ユーザが任意に選択することを可能にする。したがって、本実
施の形態に係る情報表示装置１００ａは、実世界映像のオブジェクト情報のうち、ユーザ
が知りたい情報を、より一層見易く、かつ、より一層的確に表示することができる。また
、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａは、所望の複数のオブジェクトについてのオ
ブジェクト情報を簡単に表示することができる。すなわち、本実施の形態に係る情報表示
装置１００ａは、ユーザが知りたい対象およびユーザが求める情報量に対する直感的な制
御を実現することができ、ユーザが簡単な操作で見たい情報だけを、適切な情報量で提供
することができる。
【０１４４】
　なお、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａの操作入力部５１０における具体的な
操作内容と、ズーム等の内部的な調整内容との対応関係は、特定のものに限定されない。
また、オブジェクト情報の詳細度は、連続的に変化可能としてもよい。特に、操作入力部
５１０が、時間長さや回転角度等、連続的な変量を任意に設定可能である場合には、情報
表示装置１００ａは、設定された変量に連動して、オブジェクト情報の詳細度を連続的に
変化させて表示してもよい。通常、ズーム操作は、連続的にズーム率を変化させることが
できるようになっている。したがって、情報表示装置１００ａがズーム率に連動させてオ
ブジェクト情報の詳細度を変化させることが考えられる。
【０１４５】
　また、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａは、操作入力部５１０のレバー５１１
が右に回された際にオブジェクト情報をより詳細となるものとしたが、これに限定されな
い。例えば、本実施の形態に係る情報表示装置１００ａは、レバー５１１が左に回された
際にはより大まかな詳細度を設定し、右に回された際にはより細かい間隔で詳細度を設定
するようにしてもよいし、これとは左右逆の機能を有してもよい。
【０１４６】
　また、操作入力部５１０の形態は、上記内容に限定されるものではなく、ズームの倍率
等を調整可能な形態であればよい。具体的には、操作入力部５１０の形態は、例えば、映
像入力部３００のレンズの絞りリング等を用いる形態や、十字キー等を用いる形態等、ズ
ーム操作と独立の操作を行うことができる態様としてもよい。ユーザは、例えば、映像表
示部４００に表示される絞り値を見ながら、十字キー等を操作することができる。
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【０１４７】
　また、モード切替入力部５２０の形態は、上記内容に限定されるものではなく、「Ｉｎ
ｆｏ、Ｖｉｄｅｏ＋Ｉｎｆｏ、Ｖｉｄｅｏ」、「ナビゲーション、移動、カメラ」等の他
の表記を用いてもよいし、ダイヤル式を採用してもよい。
【０１４８】
　また、フォーカスロック操作がされたときのオブジェクト情報の表示形態の変化は、上
記内容に限定されない。例えば、表示形態の変化は、任意の透過度への変更や、情報の強
調表示等でもよい。強調表示は、例えば、文字の色、濃さ、輝度、太さ、およびフォント
の変化、文字の点滅、文字を囲む枠線の表示、オブジェクト情報表示領域の縁の強調およ
び地の色や輝度の変更を含む。
【０１４９】
　また、情報表示装置１００ａは、表示対象となるオブジェクトの数に応じて、オブジェ
クト情報の詳細度のレベルを変化させるようにしてもよい。具体的には、例えば、情報表
示装置１００ａは、表示対象となるオブジェクトの数が少ないときは、オブジェクト情報
の詳細度のレベルを、表示情報決定ルールが規定するレベルよりも上げるようにする。
【０１５０】
　また、情報表示装置１００ａは、シャッター速度に応じてオブジェクト情報の有効時間
帯を制御してもよい。具体的には、例えば、情報表示装置１００ａは、速いシャッター速
度を選択することにより、現在時刻または指定した時刻の前後または前または後の時間幅
が狭い時間内に関連づけられている情報を提示する。あるいは、情報表示装置１００ａは
、遅いシャッター速度を選択することにより、現在時刻または指定した時刻の前後または
前または後の時間幅が広い時間内に関連づけられている情報を提示するか、を連続的に制
御する。
【０１５１】
　また、情報表示装置１００ａは、他のカメラ操作およびカメラ設定（例えば、露出補正
（感度調整）の度合い）に対応させて、オブジェクト情報の詳細度や表示形態を変化させ
るようにしてもよい。具体的には、例えば、情報表示装置１００ａは、視点から見える範
囲の施設の情報を提示するか、それとも視点からは見えない建物の裏側の施設の情報をも
含めて提示するか、を制御する。
【０１５２】
　また、情報表示装置１００ａは、カメラにおける撮影メニューと同様の、ダイヤル式ま
たは同等のメニューによって、レストラン情報、アミューズメント情報等、表示の対象と
なるオブジェクト情報のジャンルを選択できるようにしてもよい。
【０１５３】
　また、情報表示装置１００ａは、ポインタを合わせされたオブジェクト領域やオブジェ
クト情報の色を変化させるようにしてもよい。更に、情報表示装置１００ａは、オブジェ
クト情報の検索インタフェースを備え、検索結果のオブジェクト情報を、色を変えたり、
点滅させたり、矢印などのポインタで指し示しながら映像に重畳して表示したりするよう
にしてもよい。
【０１５４】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３は、着脱可能な記憶媒体に情報重畳映像を記録するようにした例
である。
【０１５５】
　情報重畳映像を記録することは、生成された情報重畳映像を後で別の場所で利用可能と
すれば、施設の場所や評判等の情報を第三者に伝えることが容易となり、便利である。そ
こで、本実施の形態では、生成した情報重畳映像を、単に表示するだけでなく、着脱可能
な記憶媒体に記録するようにした。
【０１５６】
　図１８は、本実施の形態に係る情報表示装置の構成を示すブロック図であり、実施の形
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態１の図６に対応するものである。図６と同一部分には、同一符号を付し、これについて
の説明を省略する。
【０１５７】
　図１８において、本実施の形態に係る情報表示装置１００ｂは、記憶媒体７５０ｂおよ
び記録・読出部７６０ｂを有する。記憶媒体７５０ｂは、記録・読出部７６０ｂに接続さ
れている。記録・読出部７６０ｂは、オブジェクト重畳部７１０と映像表示部４００との
間に配置されている。
【０１５８】
　記憶媒体７５０ｂは、着脱可能な記憶媒体であり、例えばＳＤメモリカードである。
【０１５９】
　記録・読出部７６０ｂは、情報重畳映像記録モードのとき、情報重畳映像の映像データ
を、映像表示部４００へ転送するとともに、記憶媒体７５０ｂに記録する。また、記録・
読出部７６０ｂは、情報重畳映像再生モードのとき、記憶媒体７５０ｂから記憶媒体７５
０ｂに記録された情報重畳映像の映像データを読みだし、映像表示部４００へ送る。
【０１６０】
　情報重畳映像記録モードおよび情報重畳映像再生モードの設定は、例えば、操作入力部
５１０および動作制御部６１０によって行うようにすればよい。また、情報重畳映像の映
像データは、入力映像とオブジェクト情報の画像とが合成された映像データ、あるいは、
入力映像のデータとオブジェクト情報に関するデータとが情報重畳映像を再現可能な状態
で分離されたものであってもよい。オブジェクト情報に関するデータとは、例えば、映像
データと重畳する際の、映像内の空間的位置を表す座標（表示レイアウト情報）と映像の
時間的位置を表すタイムコードとに対応付けて、オブジェクト情報を記録したデータであ
る。
【０１６１】
　このような情報表示装置は、撮影した実世界映像と、撮影時点のオブジェクト情報とを
同時に記録し、また、記録したこれらの情報を、別の情報表示装置等で読出して表示する
ことができる。
【０１６２】
　なお、記憶媒体としては、光ディスク、半導体メモリ、ＣＤ（compact disc）、ＤＶＤ
（digital versatile disk）、およびＢＤ（blu-ray disk）等のメモリデバイス、ハード
ディスク、ネットワーク上の任意のメモリ、並びに光メモリ等の新規のメモリ等、各種の
記憶媒体を適用することができる。
【０１６３】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４は、タッチパネルを用いてユーザ操作を受け付けるようにした例
である。
【０１６４】
　入力映像を、ファインダではなくディスプレイで確認しながら撮影を行うユーザも多い
。このようなユーザにとっては、入力映像に映し出されたあるオブジェクトに注目したと
き、そのオブジェクトに対するフォーカス操作およびフォーカスロック操作等を、直接デ
ィスプレイ上のオブジェクトを指定できると、使用勝手が良い。そこで、本実施の形態に
係る情報表示装置は、タッチパネルによる操作入力部を搭載し、上述の操作を実現する。
【０１６５】
　まず、本実施の形態に係る情報表示装置の構成について説明する。
【０１６６】
　図１９は、本実施の形態に係る情報表示装置の構成を示すブロック図であり、実施の形
態２の図１２に対応するものである。図１２と同一部分には、同一符号を付し、これにつ
いての説明を省略する。
【０１６７】
　図１９において、本実施の形態に係る情報表示装置１００ｃは、図１２の映像表示部４
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００に替えて、映像表示・操作入力部４００ｃを有する。
【０１６８】
　映像表示・操作入力部４００ｃは、液晶ディスプレイ（実施の形態２の映像表示部４０
０に相当）と一体型のタッチパネル（図示せず）を有する。映像表示・操作入力部４００
ｃは、ユーザのタッチ操作により、少なくとも、フォーカス点を画面上の任意の位置に設
定するフォーカス操作と、現状の焦点距離を保持するフォーカスロック操作とを受け付け
る。
【０１６９】
　そして、映像表示・操作入力部４００ｃは、受け付けたタッチ操作の内容を示す操作情
報を、動作制御部６１０ａへ出力する。より具体的には、映像表示・操作入力部４００ｃ
は、フォーカス点を指定する操作が行われたとき、その指定された位置にレンズを合焦さ
せることを指示する操作情報を、動作制御部６１０ａへ出力する。また、映像表示・操作
入力部４００ｃは、フォーカスロック操作が行われたとき、フォーカスロック操作が行わ
れたことを示す操作情報を、動作制御部６１０ａへ出力する。
【０１７０】
　次に、情報表示装置１００ｃの動作について説明する。
【０１７１】
　ユーザは、例えば、タッチパネルの、オブジェクト情報を確認しようとするオブジェク
トの映像の近傍に、指先を触れる。すると、映像表示・操作入力部４００ｃは、タッチさ
れた箇所の位置をフォーカス点として指定する操作情報を、動作制御部６１０ａへ出力す
る（図１３のステップＳ２０１０：ＹＥＳ）。
【０１７２】
　以降の動作は、実施の形態２と同様である。すなわち、映像認識部６３０ａは、入力映
像に映し出されるオブジェクトを認識する。そして、映像認識部６３０ａは、フォーカス
点が位置するオブジェクトのオブジェクト領域、またはその周辺のオブジェクトを含むオ
ブジェクト領域を選択し、対応する領域情報を出力する。この結果、映像表示・操作入力
部４００ｃには、ユーザが指先を触れた箇所の近辺にフォーカスされた映像と、その近辺
のオブジェクトのオブジェクト情報が表示される。
【０１７３】
　このように、情報表示装置１００ｃは、タッチ操作によって、オブジェクト情報を表示
させるオブジェクトに対するユーザの選択を受け付けることができるようになっている。
【０１７４】
　図２０は、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてタッチ操作が行われたときの、表示映像の
変化の一例を示す図であり、図１６に対応するものである。
【０１７５】
　まず、図２０Ａに示すように、第１～第３のオブジェクト領域８３３－１～８３３－３
が存在するものとする。この状態で、図２０Ｂおよび図２０Ｃに示すように、Ｐｈｏｔｏ
＋Ｉｎｆｏモードにて、映像表示・操作入力部４００ｃに対して指８６１でタッチ操作が
行われ、第１のオブジェクト領域８３３－１にフォーカス点の位置が指定されたとする。
すると、図２０Ｃに示すように、例えば、指定された位置８６２がフォーカス点となりガ
イド表示されると共に、第１のオブジェクト情報８４１－１が表示される。
【０１７６】
　このように、本実施の形態に係る情報表示装置１００ｃは、ディスプレイに対する直接
の指定操作により、オブジェクトに対するフォーカス操作およびフォーカスロック操作等
を受け付ける。これにより、ユーザは、注目するオブジェクトを表示画面上でタッチする
という自然な操作により、所望のオブジェクトに関するより詳細な情報を得ることができ
る。
【０１７７】
　なお、タッチパネル操作を入力される実世界映像に反映させない場合には、情報表示装
置１００ｃは、タッチパネル操作の操作情報を、映像認識部６３０に入力してもよい。こ
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の場合、映像認識部６３０は、例えば、タッチされた位置のオブジェクト領域を抽出し、
抽出したオブジェクト領域のみを処理対象として選択すればよい。
【０１７８】
　また、映像認識部６３０は、ビルのような明確なオブジェクトがない状況においても、
映像全体または映像の一部をオブジェクト領域として同様に処理してもよい。例えば、海
と空を映した映像もしくは空のみ映した映像においては、空の部分をオブジェクトとして
、空間座標に関連付けた情報をオブジェクト情報として表示してもよい。
【０１７９】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５は、タッチパネルを用いて更に詳細なユーザ操作を受け付けるよ
うにした例である。
【０１８０】
　ディスプレイ上の同一位置または狭い範囲に対応して多くのオブジェクト情報が登録さ
れている場合がある。そこで、本実施の形態に係る情報表示装置は、タッチパネル上で、
ユーザから表示対象の条件の絞り込み操作を受け付けることにより、表示オブジェクト情
報の絞り込みを行う。
【０１８１】
　まず、本実施の形態に係る情報表示装置の構成について説明する。
【０１８２】
　図２１は、本実施の形態に係る情報表示装置の構成を示すブロック図であり、実施の形
態４の図１９に対応するものである。図１９と同一部分には、同一符号を付し、これにつ
いての説明を省略する。
【０１８３】
　図２１において、本実施の形態に係る情報表示装置１００ｄは、図１９の映像表示部・
操作入力部４００ｃと情報出力制御部６９０ａとに替えて、これらと異なる映像表示・操
作入力部４００ｄと情報出力制御部６９０ｄとを有する。
【０１８４】
　映像表示・操作入力部４００ｄは、表示対象の条件を指定する条件指定操作を受け付け
る。ここでは、条件指定操作は、少なくとも、オブジェクト距離を指定する操作、および
オブジェクト情報の有効時間を指定する操作を含む。オブジェクト情報の有効時間（以下
、単に「有効時間」という）とは、オブジェクト情報が有効とされる期間を代表する日時
である。映像表示・操作入力部４００ｄは、条件指定操作が行われたとき、条件指定操作
の内容を示す操作情報を、情報出力制御部６９０ｄへ出力する。条件指定操作の受け付け
の詳細については、後述する。
【０１８５】
　情報出力制御部６９０ｄは、映像表示・操作入力部４００ｄから入力される操作情報が
示す条件指定操作に応じて、表示するオブジェクト情報を制御する。より具体的には、情
報出力制御部６９０ｄは、オブジェクト距離を指定する操作が行われたとき、指定された
オブジェクト距離に該当するオブジェクトのオブジェクト情報を、表示オブジェクト情報
に決定する。また、情報出力制御部６９０ｄは、有効時間を指定する操作が行われたとき
、指定された有効時間に該当するオブジェクト情報を、表示オブジェクト情報に決定する
。
【０１８６】
　また、本実施の形態では、実施の形態１～実施の形態４とは異なる内容のオブジェクト
情報テーブルが、オブジェクト情報データベース７３０に格納されているものとする。
【０１８７】
　図２２は、本実施の形態におけるオブジェクト情報テーブルの内容の一例を示す図であ
る。
【０１８８】
　図２２に示すように、オブジェクト情報テーブル８１０ｄは、オブジェクトのＩＤ８１
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１およびオブジェクトの位置８１２だけでなく、有効時間８１７ｄにも対応付けて、オブ
ジェクト情報８１３～８１６を記述している。また、ここでは、オブジェクト情報８１３
～８１６の属性が、実施の形態１～実施の形態４とは異なっている。
【０１８９】
　レベル１のオブジェクト情報８１３は、施設に関する一般利用者による投稿（口コミ情
報）のラベル情報である。レベル２のオブジェクト情報８１４は、口コミ情報の詳細情報
である。レベル３のオブジェクト情報８１５は、施設に関するコメントやトピック情報で
ある。また、レベル４のオブジェクト情報８１６は、施設に関して更に外部の情報を参照
する先のＵＲＬ（uniform resource locator）等を示す参照情報である。すなわち、レベ
ル１～レベル４のオブジェクト情報８１３～８１６は、レベルの数や各レベルに記載する
情報について、自由に情報の粒度を設定することができる。
【０１９０】
　例えば、「緯度：ｘｘ１、経度：ｙｙ２」という位置と、「２００９／１１／４、８:
３０」という有効時間との組み合わせには、口コミ情報のラベルとして「振替輸送で足止
め」が対応付けられている。また、「緯度：ｘｘ１、経度：ｙｙ２」という位置と、「２
００９／１１／４、２０：３０」という有効時間との組み合わせには、口コミ情報のラベ
ルとして「ライブ開催」が対応付けられている。すなわち、同一のオブジェクトであって
も、有効時間が異なる場合、異なるオブジェクト情報が対応付けられている。
【０１９１】
　次に、情報表示装置１００ｄの動作について説明する。
【０１９２】
　ユーザは、例えば、タッチパネルの、後述するインジケータに触れることにより、条件
指定操作を行う。すると、映像表示・操作入力部４００ｄは、条件指定操作の内容（オブ
ジェクト距離や有効時間）を示す操作情報を、情報出力制御部６９０ｄへ出力する。
【０１９３】
　情報出力制御部６９０ｄは、オブジェクト距離を指定する条件指定操作の操作情報が入
力されたとき、指定されたオブジェクト距離に該当するオブジェクト情報を、表示オブジ
ェクト情報に決定する。また、情報出力制御部６９０ｄは、有効時間を指定する条件指定
操作の操作情報が入力されたとき、指定された有効時間に該当するオブジェクト情報を、
表示オブジェクト情報に決定する。
【０１９４】
　表示オブジェクトが決定された後の動作は、実施の形態４と同様である。この結果、映
像表示・操作入力部４００ｄに表示されるオブジェクト情報は、ユーザが指定した条件（
オブジェクト距離や有効時間）に該当するオブジェクト情報に絞られる。
【０１９５】
　なお、オブジェクト情報の絞り込みは、オブジェクト情報検索部６８０において行うよ
うにしてもよい。この場合には、オブジェクト情報検索部６８０は、条件指定操作の内容
を示す操作情報を入力し、次のような動作を行う。
【０１９６】
　オブジェクト情報検索部６８０は、オブジェクト距離を指定する条件指定操作の操作情
報が入力されたとき、例えば、自位置を中心とし指定されたオブジェクト距離を半径とす
る範囲を、緯度経度情報として算出する。そして、オブジェクト情報検索部６８０は、緯
度経度情報を検索キーとして、実施の形態２と同様に、オブジェクト情報を検索する。
【０１９７】
　具体的には、オブジェクト情報検索部６８０は、端末通信部６７０を介して、緯度経度
範囲情報を、オブジェクト情報データベース７３０ｄに対する検索クエリとして、情報サ
ーバ７４０へ送信する。
【０１９８】
　そして、オブジェクト情報検索部６８０は、情報サーバ７４０から返信されたオブジェ
クト情報を、情報出力制御部６９０へ出力する。オブジェクト情報検索部６８０は、有効
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時間についても同様に情報出力制御部６９０へ出力する。
【０１９９】
　以下、各種操作が行われたときの表示映像の変化の例について説明する。
【０２００】
　図２３は、Ｐｈｏｔｏ＋Ｉｎｆｏモードにてタッチ操作が行われたときの、表示映像の
変化の一例を示す図であり、図１６に対応するものである。図１６と同一部分には同一符
号を付し、これについての説明を省略する。
【０２０１】
　図２３に示すように、映像表示・操作入力部４００ｄが表示する情報重畳映像８４０ｄ
は、距離インジケータ８７１および有効時間インジケータ８７２を有する。距離インジケ
ータは、現在フォーカスされている各オブジェクト領域のオブジェクト距離を、距離マー
ク８７３によって表示する。有効時間インジケータ８７２は、現在フォーカスされている
オブジェクト領域のオブジェクト情報の有効時間を、時間マーク８７４によって表示する
。ここで、フォーカスされているオブジェクト領域とは、フォーカス点またはフォーカス
点の周辺のオブジェクト領域である。
【０２０２】
　映像表示・操作入力部４００ｄは、距離マーク８７３および時間マーク８４７を表示す
るために、情報出力制御部６９０ｄから、フォーカスされている各オブジェクト領域のオ
ブジェクト情報を予め取得する。
【０２０３】
　ここでは、第１および第２のオブジェクト領域８３３－１、８３３－２が、フォーカス
されているオブジェクト領域であるものとする。
【０２０４】
　この場合、距離インジケータ８７１は、第１および第２のオブジェクト領域８３３－１
、８３３－２にそれぞれ対応する、１５０ｍを示す第１の距離マーク８７３－１と、２５
０ｍを示す第２の距離マーク８７３－２とを表示する。
【０２０５】
　また、有効時間インジケータ８７２は、第１および第２のオブジェクト領域８３３－１
、８３３－２に対応して存在する各オブジェクト情報の、有効時間を示す第１および第２
の時間マーク８７４－１、８７４－２を表示する。
【０２０６】
　映像表示・操作入力部４００ｄは、デフォルトで、いずれかの距離マーク８７３および
時間マーク８７４を１つずつ選択された状態にしておく。ここでは、表示オブジェクト情
報のレベルがレベル１であり、第１の距離マーク８７３－１がデフォルトで選択されてい
るものとする。また、第１のオブジェクト領域８３３－１に対応する第１および第２の時
間マーク８７３－１、８７３－２は、それぞれ、「８：３０」、「２０：３０」を示し、
第１の時間マーク８７３－１がデフォルトで選択されているものとする。
【０２０７】
　この場合、図２３Ａに示すように、表示されるオブジェクト情報は、第１のオブジェク
ト領域８３３－１のオブジェクト情報のうち、有効時間「８：３０」に対応する情報であ
る「振替輸送で足止め」に絞られる。
【０２０８】
　この状態で、図２３Ｂおよび図２３Ｃに示すように、指８６１によって第２の時間マー
ク８７３－２がタッチされたとする。すると、図２３Ｃに示すように、表示されるオブジ
ェクト情報は、有効時間「２０：３０」に対応する情報である「ライブ開催」に変更され
る。
【０２０９】
　なお、情報重畳映像８４０ｄは、どのオブジェクト距離およびどの有効時間に対応する
オブジェクト情報を現在表示しているかを表示することが望ましい。ここでは、距離イン
ジケータ８７１および有効時間インジケータ８７２の色によってこの表示が行われている
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例を示しているが、距離マーク８７３および時間マーク８７４の色変化や点滅等を用いて
もよい。
【０２１０】
　このように、本実施の形態に係る情報表示装置は、表示されるオブジェクト情報の絞込
みを、ディスプレイのタッチ操作により行うことができる。また、本実施の形態に係る情
報表示装置は、絞り込みの条件の指定を、ディスプレイに表示されたオブジェクト距離お
よび有効時間の中から選択することにより行うことができる。
【０２１１】
　したがって、本実施の形態に係る情報表示装置は、同一オブジェクトに複数のオブジェ
クト情報が付与される場合や、画面における同一の座標や狭い範囲に複数のオブジェクト
情報が付与される場合でも、閲覧が行い易くなる。更には、本実施の形態に係る情報表示
装置は、画面上にオブジェクトが映し出されていない場合においても、フォーカス位置周
辺の任意のオブジェクトのオブジェクト情報ついて、検索、選択、および閲覧を可能にす
る。すなわち、ユーザは、注目するオブジェクトを表示画面上でタッチするという自然な
操作で、所望のオブジェクトに関するより詳細な情報を得ることができる。
【０２１２】
　なお、指定可能な条件は、オブジェクト距離および有効時間に限定されるものではなく
、オブジェクト情報テーブルに含まれる情報に関する各種条件を採用することができる。
例えば、指定可能な条件は、オブジェクト情報の登録時間および設定時間等を採用しても
よい。
【０２１３】
　なお、以上説明した各実施の形態では、予め定められた情報サーバからオブジェクト情
報を取得するものとして説明したが、検索エンジンを利用して、通信ネットワーク上で適
切なオブジェクト情報を検索ようにしてもよい。
【０２１４】
　また、各実施の形態では、オブジェクト情報データベースを外部装置に配置し、通信ネ
ットワーク経由で取得されるものとして説明したが、予め情報表示装置にオブジェクトデ
ータベースを備えた構成としてもよい。また、情報表示装置は、必要なオブジェクト情報
を保持していない場合にのみ、外部装置から当該オブジェクト情報を取得するようにして
もよい。
【０２１５】
　また、情報表示装置は、一度取得したオブジェクト情報をキャッシュしておき、外部か
らの取得を再度行わないように構成してもよい。
【０２１６】
　また、予め詳細度のレベルごとにオブジェクト情報を用意するのではなく、情報表示装
置が、指定された詳細度のレベルに合うように、文章要約機能等を用いて、オブジェクト
情報を編集するようにしてもよい。
【０２１７】
　また、用途によっては、オブジェクト距離がより遠いほど詳細な情報となるようにした
り、フォーカス位置により近いほどより詳細な情報となるようにしてもよい。また、後者
の場合には、フォーカス位置からの距離に対して、情報の簡素化（詳細化）の割合を対称
としてもよいし、非対称としてもよい。具体的には、例えば、被写界深度に合わせて、フ
ォーカス位置よりも手前側のオブジェクトについては簡素化（詳細化）の割合を少なく、
フォーカス位置よりも奥側のオブジェクトについては簡素化（詳細化）の割合を大きくす
る。
【０２１８】
　２００８年１２月２５日出願の特願２００８－３３１４５１の日本出願に含まれる明細
書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０２１９】
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　本発明に係る情報表示装置および情報表示方法は、実世界映像に映し出されたオブジェ
クトに関する情報のうちユーザが知りたい情報を、見易く表示することができる情報表示
装置および情報表示方法として有用である。具体的には、本発明は、実世界映像と情報と
の重畳表示を行う拡張現実感システムとして有用であり、例えば、訓練用、教育用、宇宙
開発用、ウェアラブルシステム、エンタテイメントシステムの用途に応用することができ
る。また、本発明は、ユーザが情報を得たいと望む対象およびその情報量の直感的な制御
を行う実世界情報検索システムとして有用であり、例えば、デジタルスチルカメラ、デジ
タルビデオカメラ、カーナビゲーションシステム、携帯電話機によるナビゲーションシス
テム、計測・測量システムの用途に応用することができる。
【符号の説明】
【０２２０】
　１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ　情報表示装置
　２００　本体部
　３００　映像入力部
　４００　映像表示部
　４００ｃ、４００ｄ　映像表示・操作入力部
　５００　操作インタフェース部
　５１０　操作入力部
　５１１　レバー
　５１２　ボタン
　５２０　モード切替入力部
　５２１　スイッチ
　５２２　スライド部
　６１０、６１０ａ　動作制御部
　６２０　レンズ制御部
　６３０、６３０ａ　映像認識部
　６４０　自位置姿勢算出部
　６５０　距離取得部
　６６０　オブジェクト測位部
　６７０　端末通信部
　６８０　オブジェクト情報検索部
　６９０、６９０ａ、６９０ｄ　情報出力制御部
　７００　情報位置決定部
　７１０、７１０ａ　オブジェクト重畳部
　７２０　通信ネットワーク
　７３０　オブジェクト情報データベース
　７４０　情報サーバ
　７５０ｂ　記憶媒体
　７６０ｂ　記録・読出部
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