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(57)【要約】
【課題】興趣性が向上したスクリーンショットを生成し
得る画像生成装置を提供すること。
【解決手段】平面視用の表示装置に表示するための画像
を生成する画像生成装置のコンピュータで実行される画
像生成プログラムであって、仮想空間の平面視を提供す
るための基準仮想カメラによって仮想空間を撮像するこ
とで平面視用画像を生成する第１画像生成手段、平面視
用画像を表示装置に表示させる表示制御手段、平面視用
画像を表示装置に表示中に、基準仮想カメラの設定に基
づいて立体視用仮想カメラを設定し、当該立体視用仮想
カメラによって仮想空間を撮像することで、少なくとも
２つの視点に基づいて得られる右眼用画像と左眼用画像
とを含む立体視用画像を生成する、第２画像生成手段お
よび　立体視用画像を記憶装置に記憶させる、立体視用
画像記憶制御手段、としてコンピュータを機能させる、
画像生成プログラム。
【選択図】図７



(2) JP 2012-234411 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視用の表示装置に表示するための画像を生成する画像生成装置のコンピュータで実
行される画像生成プログラムであって、
　仮想空間の平面視を提供するための基準仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで平面視用画像を生成する第１画像生成手段、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示させる表示制御手段、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示しつつ、前記基準仮想カメラの設定に基づいて
立体視用仮想カメラを設定し、当該立体視用仮想カメラによって前記仮想空間を撮像する
ことで、少なくとも２つの視点に基づいて得られる右眼用画像と左眼用画像とを含む立体
視用画像を生成する、第２画像生成手段および
　前記立体視用画像を、前記表示装置に出力することなく記憶装置に記憶させる、立体視
用画像記憶制御手段、
として前記コンピュータを機能させる、画像生成プログラム。
【請求項２】
　前記立体視用画像記憶手段は、前記平面視用画像を前記表示装置に表示したままで、前
記立体視用画像を前記記憶装置に記憶させる、請求項１に記載の画像生成プログラム。
【請求項３】
　前記立体視用仮想カメラによって撮像された前記仮想空間が、前記第１画像生成手段に
よって撮像された仮想空間のうちの所定の領域を含むように、前記第２画像生成手段は、
前記立体視用画像を生成する、請求項２に記載の画像生成プログラム。
【請求項４】
　前記第２画像生成手段が、前記右眼用画像と前記左眼用画像とを生成するための前記立
体視用仮想カメラとして、右仮想カメラと左仮想カメラとを設定したとき、
　前記左仮想カメラの視体積および前記右仮想カメラの視体積が、前記基準仮想カメラの
視体積内にある所定の領域を含むように、
　前記第２画像生成手段は、前記左仮想カメラおよび前記右仮想カメラを設定し、前記設
定された左仮想カメラおよび右仮想カメラで前記仮想空間を撮像することにより前記左眼
用画像および右眼用画像を生成する、請求項３に記載の画像生成プログラム。
【請求項５】
　前記第２画像生成手段が、前記右眼用画像と前記左眼用画像とを生成するための前記立
体視用仮想カメラとして、右仮想カメラと左仮想カメラとを設定したとき、
　前記第２画像生成手段は、
　前記左仮想カメラおよび前記右仮想カメラを、前記基準仮想カメラと同じ視線方向に向
くように、かつ、当該視線を含む仮想平面上で前記基準仮想カメラを挟むような位置関係
となるように、平行移動した位置に設定し、
　前記設定された左仮想カメラおよび前記右仮想カメラで前記仮想空間を撮像することに
より、前記右眼用画像および前記左眼用画像を生成する、請求項１に記載の画像生成プロ
グラム。
【請求項６】
　前記第２画像生成手段が、前記右眼用画像と前記左眼用画像とを生成するための前記立
体視用仮想カメラとして、右仮想カメラと左仮想カメラとを設定したとき、
　前記第２画像生成手段は、
　前記基準仮想カメラの撮像範囲に含まれる所定のオブジェクトが、当該基準仮想カメラ
の撮像方向にある位置に応じて、前記左仮想カメラおよび前記右仮想カメラの間隔を調整
することで当該左仮想カメラおよび右仮想カメラを設定し、
　当該設定した左仮想カメラおよび右仮想カメラで撮像することにより前記左眼用画像お
よび前記右眼用画像を生成する、請求項１に記載の画像生成プログラム。
【請求項７】
　所定のオブジェクトが前記立体視用仮想カメラから遠位にあるほど、前記左仮想カメラ
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と前記右仮想カメラとの間隔が小さくなるように、
　前記第２画像生成手段は前記立体視用仮想カメラを設定する、請求項６に記載の画像生
成プログラム。
【請求項８】
　前記コンピュータを、
　所定のユーザ操作を検出する操作検出手段としてさらに機能させ、
　前記第２画像生成手段は、前記操作検出手段によって所定のユーザ操作が検出されたこ
とに応じて、前記立体視用画像を生成する、請求項１から７までのいずれかに記載の画像
生成プログラム。
【請求項９】
　前記コンピュータを、
　前記第１画像生成手段が前記平面視用画像を生成する際に用いる設定が所定の条件を満
たしたか否かを判定する条件判定手段としてさらに機能させ、
　前記第２画像生成手段は、前記条件判定手段によって前記所定の条件を満たした場合に
、前記立体視用画像を自動的に生成する、請求項１から７までのいずれかに記載の画像生
成プログラム。
【請求項１０】
　前記記憶装置が、前記画像生成装置に着脱可能な記憶媒体として提供される、請求項１
から１から９までのいずれかに記載の画像生成プログラム。
【請求項１１】
　前記記憶装置が、前記画像生成装置が有するか、またはこれに接続された揮発性記憶媒
体として提供される、請求項１から９までのいずれかに記載の画像生成プログラム。
【請求項１２】
　平面視用の表示装置に表示するための画像を生成する画像生成装置であって、
　仮想空間の平面視を提供するための基準仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで平面視用画像を生成する第１画像生成手段、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示させる表示制御手段、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示中に、前記基準仮想カメラの設定に基づいて立
体視用仮想カメラを設定し、当該立体視用仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで、少なくとも２つの視点に基づいて得られる右眼用画像と左眼用画像とを含む立体視
用画像を生成する、第２画像生成手段および
　前記立体視用画像を、前記表示装置に出力することなく記憶装置に記憶させる、立体視
用画像記憶制御手段、
を備える、画像生成装置。
【請求項１３】
　平面視用の表示装置に表示するための画像を生成する画像生成システムであって、
　仮想空間の平面視を提供するための基準仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで平面視用画像を生成する第１画像生成手段、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示させる表示制御手段、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示中に、前記基準仮想カメラの設定に基づいて立
体視用仮想カメラを設定し、当該立体視用仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで、少なくとも２つの視点に基づいて得られる右眼用画像と左眼用画像とを含む立体視
用画像を生成する、第２画像生成手段および
　前記立体視用画像を、前記表示装置に出力することなく記憶装置に記憶させる、立体視
用画像記憶制御手段、
を備える、画像生成システム。
【請求項１４】
　平面視用の表示装置に表示するための画像を生成するための画像生成方法であって、
　仮想空間の平面視を提供するための基準仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで平面視用画像を生成する第１画像生成ステップ、
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　前記平面視用画像を前記表示装置に表示させる第１表示制御ステップ、
　前記平面視用画像を前記表示装置に表示中に、前記基準仮想カメラの設定に基づいて立
体視用仮想カメラを設定し、当該立体視用仮想カメラによって前記仮想空間を撮像するこ
とで、少なくとも２つの視点に基づいて得られる右眼用画像と左眼用画像とを含む立体視
用画像を生成する、第２画像生成ステップおよび
　前記立体視用画像を、前記表示装置に出力することなく記憶装置に記憶させる、立体視
用画像記憶制御ステップ、
を含む、画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像生成装置および画像生成システム、並びに当該装置またはシステム上で
実行される画像生成プログラムおよび画像生成方法に関する。具体的には、本発明は、立
体視機能を提供する技術に関連する、画像生成装置および画像生成システム、並びに当該
装置またはシステム上で実行されるプログラムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１および２に記載されるように、実行されているビデオゲームが表示画面に表
示されたときにその全部または一部をスクリーンショットとして取得した画像を、プレイ
ヤによるゲームプレイの記録、またはプレイヤ間のコミュニケーションに利用されること
が行われている。
【０００３】
　上述の従来技術で取得されたスクリーンショットが再生された場合、表示される画像は
、ゲーム中にスクリーンショットを取得した時に平面視表示された画像そのものが表示さ
れる。つまり、取得したスクリーンショットを再生すると、ユーザは、ゲーム中に一度表
示された画像と同じ画像を視認するのみである。したがって、スクリーンショットを得た
としても、そのスクリーンショットは、ユーザにとっては興趣に欠けるものであった。ま
た、従来の技術は、撮影したスクリーンショットを表示する態様が異なる別の機器に移そ
うとする動機に欠けるものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１０９０２５号公報
【特許文献２】特開２００９－１１２５５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的の一つは、興趣性が向上したスクリーンショットを生成し得る画像生成装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、その一例として、以下のような態様で提供され
得る。以下で示した具体的な記載のいずれもが、本発明の外延を理解するために示した例
示的な記載であって、本発明がこの例に限定されることを意図するものではない。すなわ
ち、当業者は、その具体的な記載から、本発明に関する記載および技術常識に基づいて均
等な範囲を実施することができることを理解し得る。
【０００７】
　一態様において、本発明は、平面視用の表示装置に表示するための画像を生成する画像
生成装置のコンピュータで実行される画像生成プログラムを提供する。この画像生成プロ
グラムは、第１画像生成手段、表示制御手段、第２画像生成手段および立体視用画像記憶
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制御手段として上述のコンピュータを機能させる。
【０００８】
　第１画像生成手段は、仮想空間の平面視を提供するための基準仮想カメラによって上記
仮想空間を撮像することで平面視用画像を生成する。表示制御手段は、上記平面視用画像
を上記表示装置に表示させる。第２画像生成手段は、上記平面視用画像を上記表示装置に
表示中に、上記基準仮想カメラの設定に基づいて立体視用仮想カメラを設定し、当該立体
視用仮想カメラによって上記仮想空間を撮像することで、少なくとも２つの視点に基づい
て得られる右眼用画像と左眼用画像とを含む立体視用画像を生成する。立体視用画像記憶
制御手段は、前記表示装置に出力することなく上記立体視用画像を記憶装置に記憶させる
。
【０００９】
　一実施形態において、立体視用画像記憶手段は、上記平面視用画像を上記表示装置に表
示したままで、上記立体視用画像を、上記表示装置に出力することなく、上記記憶装置に
記憶させてもよい。
【００１０】
　上述の実施形態において、立体視用仮想カメラによって撮像された仮想空間が、第１画
像生成手段によって撮像された仮想空間のうちの所定の領域を含むように、第２画像生成
手段は、上記立体視用画像を生成してもよい。
【００１１】
　上述の実施形態において、第２画像生成手段が、右眼用画像と左眼用画像とを生成する
ための上述の立体視用仮想カメラとして、右仮想カメラと左仮想カメラとを設定したとき
、その左仮想カメラの視体積および右仮想カメラの視体積が、基準仮想カメラの視体積内
にある所定の領域を含むように、第２画像生成手段が、その左仮想カメラおよび右仮想カ
メラを設定し、設定された左仮想カメラおよび右仮想カメラで仮想空間を撮像することに
より左眼用画像および右眼用画像を生成してもよい。
【００１２】
　別の実施形態において、第２画像生成手段が、右眼用画像と左眼用画像とを生成するた
めの立体視用仮想カメラとして、右仮想カメラと左仮想カメラとを設定したとき、第２画
像生成手段は、その左仮想カメラおよび右仮想カメラを、基準仮想カメラと同じ視線方向
に向くように、かつ、当該視線を含む仮想平面上で基準仮想カメラを挟むような位置関係
となるように、平行移動した位置に設定し、設定された左仮想カメラおよび右仮想カメラ
で仮想空間を撮像することにより、右眼用画像および左眼用画像を生成してもよい。
【００１３】
　さらに別の実施形態において、第２画像生成手段が、右眼用画像と左眼用画像とを生成
するための立体視用仮想カメラとして、右仮想カメラと左仮想カメラとを設定したとき、
この第２画像生成手段は、基準仮想カメラの撮像範囲に含まれる所定のオブジェクトが、
当該基準仮想カメラの撮像方向にある位置に応じて、その左仮想カメラおよび右仮想カメ
ラの間隔を調整することで当該左仮想カメラおよび右仮想カメラを設定し、設定した左仮
想カメラおよび右仮想カメラで撮像することにより左眼用画像および右眼用画像を生成し
てもよい。
【００１４】
　上述の実施形態において、所定のオブジェクトが上述の立体視用仮想カメラから遠位に
あるほど、上述の左仮想カメラと右仮想カメラとの間隔が小さくなるように、第２画像生
成手段は立体視用仮想カメラを設定してもよい。
【００１５】
　種々の実施形態において、上述の画像生成プログラムは、上記コンピュータを、所定の
ユーザ操作を検出する操作検出手段としてさらに機能させてもよい。このとき、上述の第
２画像生成手段は、その操作検出手段によって所定のユーザ操作が検出されたことに応じ
て、立体視用画像を生成してもよい。
【００１６】
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　種々の実施形態において、上述の画像生成プログラムは、上記コンピュータを、第１画
像生成手段が平面視用画像を生成する際に用いる設定が所定の条件を満たしたか否かを判
定する条件判定手段としてさらに機能させてもよい。このとき、第２画像生成手段は、そ
の条件判定手段によってその所定の条件を満たした場合に、立体視用画像を自動的に生成
し得る。
【００１７】
　種々の実施形態において、上記記憶装置は、上記画像生成装置に着脱可能な記憶媒体と
して提供してもよい。
【００１８】
　種々の実施形態において、上記記憶装置は、上記画像生成装置が有するか、またはこれ
に接続された揮発性記憶媒体として提供されてもよい。
【００１９】
　また、別の態様において、上述の画像生成プログラムは、その画像生成プログラムが提
供する機能を実現するための装置としても、１または複数の装置が通信可能に接続される
システムとして使用されてもよい。また、本発明は、上述のようなプログラム、装置、シ
ステムとして実装され得る、画像生成方法も含む。
【００２０】
　（本明細書で特に使用される用語）
　なお、本明細書で使用される場合、「コンピュータ読み取り可能な記憶媒体」との用語
は、プログラム、コードおよび／またはデータをコンピュータシステムによって使用する
ために記憶することが可能な、任意の装置または媒体をいう。コンピュータ読み取り可能
な記憶媒体は、コンピュータシステムによって読み取りが可能である限りにおいて、揮発
性であっても、不揮発性であってもよい。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体としては
、例えば、磁気テープ、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ
）、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、ブルーレイディスク（ＢＤ）、半導体メ
モリなどが挙げられるが、これらに限られない。
【００２１】
　また、本明細書において使用される場合、「システム」（例えば、ゲームシステム、情
報処理システム）との用語は、１つの装置で構成されてもよく、また、複数の装置であっ
て、その各々の装置が他の装置のいずれかと通信可能であるものであってもよい。
【００２２】
　本明細書において使用される場合、装置またはシステムが、別の装置またはシステムに
「接続する」状態は、有線で接続される状態に限らず、無線で接続される状態も包含し得
る。
【００２３】
　本明細書で使用される場合、「立体視」とは、ヒトの両眼視の一機能である。具体的に
は、立体視とは、両眼の網膜像の差から奥行感を得る機能をいう。
【００２４】
　本明細書において使用される場合、「立体視用画像」とは、その画像が視認可能に提供
される状態において、その観察者に奥行感を伴った立体視可能な画像として知覚される特
性を備えている（例えば、両眼視差を反映する特徴を有する）画像または画像群をいう。
この「立体用視画像」は、例えば、観察者が特定方向から見た場合にその観察者に奥行感
を感じさせる画像をいう。例示すると、この「立体視用画像」は、２つの自由空間座標軸
と特定方向の１空間軸とからなる３座標軸で定義される空間上の各点に与えられた濃度値
の集合として表現され得る。
【００２５】
　具体的には、立体視用画像は、その画像の観察者の右眼に知覚されるための部分（右眼
用画像）と、その画像の観察者の左眼に知覚されるための部分（左眼用画像）との組を、
少なくとも１つずつ含む。代表的には、立体視用画像は、複数の視点から撮像された画像
（マルチビュー画像）を含む所定の形式で提供され得る。立体視用画像を提供する形式と
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しては、左眼用画像と右眼用画像とを、そのまま並置された状態で収められた画像（１フ
ァイル）として保存されよい。また、それらの個別画像に対応する情報に、必要に応じた
付加情報を与えた所定の形式で、立体視用画像が提供されてもよい。例えば、立体視用画
像が提供されるフォーマットとしては、マルチピクチャーフォーマット（ＭＰＯ形式）が
挙げられるが、それに限られない。
【００２６】
　なお、立体視用画像は、左眼用画像として機能する部分、右眼用画像として機能する部
分を、予定する表示装置の特性に応じて適宜、分割、再配置した構成を有する画像または
画像群として構成されもよい。例えば、一度それぞれ単一の画像として生成された左眼用
画像と右眼用画像が、それぞれ、その画素を縦に１ライン毎に並んだ短冊状画像に分割さ
れた態様で立体視画像が提供されてもよい。
【００２７】
　このように、立体視用画像は、その観察者に奥行感を伴った立体視可能な画像として知
覚される特性を提供する機能を担保する限りにおいて、任意の形態を取り得る。
【００２８】
　立体視用画像を構成する個別画像が、静止画データとしての提供される場合、その静止
画データは、任意のデジタル画像形式で提供され得る。主な静止画像の取扱いが可能なフ
ァイル形式としては、ＪＰＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ
　Ｇｒｏｕｐ）、ＧＩＦ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ）
、ＢＭＰ（Ｂｉｔｍａｐ）、ＴＩＦＦ（Ｔａｇｇｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍ
ａｔ）などが挙げられるが、これに限られない。
【００２９】
　本明細書で使用される場合、「立体視表示装置（ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　ｄｉｓｐ
ｌａｙ）」とは、観察者から立体的に見える映像、または観察者が奥行感を得る映像（ｉ
ｍａｇｅ）を表示する装置をいう。より具体的には、立体視表示装置は、裸眼立体表示装
置（ａｕｔｏｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ）、眼鏡式立体表示装置などが
挙げられる。この裸眼立体表示装置としては、パララックスバリア方式立体表示装置、レ
ンチキュラーレンズ方式立体表示装置が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３０】
　本明細書で使用される場合、「平面視」とは、立体視によらない視覚の機能である。
【００３１】
　本明細書で使用される場合、「平面視用」の「表示装置」とは、立体視表示機能を有さ
ない表示装置、または立体視表示機能が選択的にオフにされた状態にある表示装置をいう
。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によって、興趣性が向上したスクリーンショットを生成し得る画像生成装置など
が提供された。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態に係るゲームシステム１を示す外観図
【図２】図１のゲーム装置本体４の一例を示すブロック図
【図３】仮想オブジェクトが透視投影に基づいて描かれた画像が、表示部２’に表示され
た様子の一例を示す模式図
【図４】この仮想ステレオカメラの設定を規定するための基準となる基準仮想カメラＢＣ
の視体積
【図５】右仮想カメラＲＣおよび左仮想カメラＬＣのそれぞれの視体積と、それぞれの仮
想カメラの位置を求めるための基準となった基準仮想カメラＢＣの視体積とを示す模式図
【図６】ゲーム装置５のメインメモリ３２のメモリマップを示す模式図
【図７】本発明の例示的実施形態であるゲーム装置３において、その画像生成プログラム
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７０に基づいて行われるメイン処理の一例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　（画像生成装置の構成）
　例示的な実施形態において、本発明は、平面視用の表示装置に表示するための画像を生
成する画像生成装置のコンピュータで実行される画像生成プログラムを提供する。本実施
形態において、この画像生成装置は、例えば、ゲーム装置３として提供される。
【００３５】
　図１を参照して、ゲーム装置３を含む画像生成システムについて説明する。以下、説明
を具体的にするために、当該画像表示システムとして、据置型のゲーム装置本体４を含む
ゲームシステム１を用いて説明する。
【００３６】
　図１は、据置型のゲーム装置３を含むゲームシステム１の一例を示す外観図である。ま
た、図２は、ゲーム装置本体４の一例を示すブロック図である。以下、当該ゲームシステ
ム１について説明する。なお、本明細書に添付の図面は、本発明の例示的な実施形態を説
明するためのものであり、本発明の範囲がその図面に記載される具体的な態様に限定され
ることを意図するものではない。
【００３７】
　図１において、ゲームシステム１は、表示手段の一例の家庭用テレビジョン受像機２（
以下、モニタ２と記載する）と、当該モニタ２に接続コードを介して接続する据置型のゲ
ーム装置３とから構成される。本実施形態において、このモニタ２は、立体視表示機能を
備えていない。ユーザは、コントローラ７を操作することで、無線でゲーム装置３に命令
を送り、制御することが可能である。
【００３８】
　次に、図２を参照して、ゲーム装置本体４の内部構成について説明する。図２は、ゲー
ム装置本体４の構成を示すブロック図である。ゲーム装置本体４は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０、システムＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌ
ｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）１１、外部メインメモリ１２、ＲＯＭ／ＲＴＣ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ／Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）１３、ディスクドライブ
１４、およびＡＶ－ＩＣ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｄｅｏ－Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）１５等を有する。
【００３９】
　ＣＰＵ１０は、例えば、光ディスクに記憶されたプログラムに基づいて情報処理を行う
。
【００４０】
　ＣＰＵ１０は、システムＬＳＩ１１に接続される。システムＬＳＩ１１には、ＣＰＵ１
０の他、外部メインメモリ１２、ＲＯＭ／ＲＴＣ１３、ディスクドライブ１４、およびＡ
Ｖ－ＩＣ１５が接続される。システムＬＳＩ１１は、それに接続される各構成要素間のデ
ータ転送の制御、表示すべき画像の生成、外部装置からのデータの取得等の処理を行う。
揮発性の外部メインメモリ１２は、光ディスクから読み出されたプログラムおよび各種デ
ータや、フラッシュメモリ１７から読み出された各種データを記憶したりするものであり
、ＣＰＵ１０のワーク領域やバッファ領域として用いられる。ＲＯＭ／ＲＴＣ１３は、ゲ
ーム装置本体４の起動用のプログラムが組み込まれるＲＯＭ（いわゆるブートＲＯＭ）と
、時間をカウントするクロック回路（ＲＴＣ）とを有する。ディスクドライブ１４は、光
ディスクからプログラムデータやテクスチャデータ等を読み出し、内部メインメモリ３５
または外部メインメモリ１２に読み出したデータを書き込む。
【００４１】
　また、システムＬＳＩ１１には、入出力プロセッサ３１、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ）３２、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｏｒ）３３、ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）３４、および内部メインメモリ３
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５が設けられる。図示は省略するが、これらの構成要素３１～３５は、内部バスによって
互いに接続される。
【００４２】
　ＧＰＵ３２は、ゲーム装置５における描画手段の一部を形成し、ＣＰＵ１０からのグラ
フィクスコマンド（作画命令）に従って画像を生成する。より具体的には、ＧＰＵ３２は
、当該グラフィクスコマンドに従って３Ｄグラフィックスの表示に必要な計算処理、例え
ば、レンダリングの前処理にあたる３Ｄ座標から２Ｄ座標への座標変換などの処理や、テ
クスチャマッピング（ピクセル単位で、ポリゴンの色とテクスチャの色を合成して最終的
な色をピクセル単位で出力する処理）などの最終的なレンダリング処理を行うことで、ゲ
ーム画像データを生成する。
【００４３】
　より具体的には、ＧＰＵ３２の機能としてラスタライズを一例にとれば、いわゆる透視
変換処理などの処理を受けた頂点単位（ポリゴン単位）のデータが得られた際に、ＧＰＵ
３２は、ポリゴンを構成する三角形の各辺を（そのデータに含まれる）頂点から計算し（
「トライアングルセットアップ」）、計算した三角形の内部を塗りつぶす処理（ＤＤＡ（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ａｎａｌｙｚｅｒ）としての処理）を行う
。この三角形の内部を塗りつぶすための色は、三角形の各頂点が有する色情報をもとに補
間された色が用いられる。
【００４４】
　また、ラスタライザとしてのＧＰＵ３２は、三角形を塗りつぶすときのピクセル１つ１
つに対して、模様となる画像（テクスチャ）の対応するピクセル（テクセルとも呼ばれる
）の選び出しも行っている。例えば、ＧＰＵ３２は、上記のポリゴンを構成する頂点のデ
ータがテクスチャ画像から切り抜くべき位置の情報もあわせ持つ場合に、その位置の情報
からテクスチャ画像を走査して、塗りつぶすべき各ピクセルにそれぞれ対応するテクスチ
ャ画像のピクセルの位置情報を計算する。
【００４５】
　ＶＲＡＭ３４は、ＧＰＵ３２がグラフィクスコマンドを実行するために必要なデータ（
ポリゴンデータやテクスチャデータ等のデータ）を記憶する。また、ＶＲＡＭ３４は、フ
レームバッファ３４ａとＺバッファ３４ｂを含む。
【００４６】
　フレームバッファ３４ａは、例えば、モニタ２へ供給すべき１フレーム分の画像データ
を描画または蓄積しておくためのメモリである。後述のＡＶ－ＩＣ１５が所定の周期（例
えば、６０分の１秒の周期）でフレームバッファ３４ａのデータを読み出すことによって
、モニタ２の画面上に三次元ゲーム画像が表示される。
【００４７】
　また、Ｚバッファ３４ｂは、フレームバッファ３４ａに対応する画素（記憶位置または
アドレス）数×１画素当たりの奥行きデータのビット数に相当する記憶容量を有し、フレ
ームバッファ３４ａの各記憶位置に対応するドットの奥行き情報または奥行きデータ（Ｚ
値）を記憶するものである。
【００４８】
　ＤＳＰ３３は、オーディオプロセッサとして機能し、内部メインメモリ３５や外部メイ
ンメモリ１２に記憶されるサウンドデータや音波形（音色）データを用いて、音声データ
を生成する。
【００４９】
　また、内部メインメモリ３５は、外部メインメモリ１２と同様に、プログラムや各種デ
ータを記憶することに加え、ＣＰＵ１０のワーク領域またはバッファ領域などとしても用
いられる。
【００５０】
　上述のように生成された画像データおよび音声データは、ＡＶ－ＩＣ１５によって読み
出される。ＡＶ－ＩＣ１５は、ＡＶコネクタ１６を介して、読み出した画像データをモニ
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タ２に出力するとともに、読み出した音声データをモニタ２に内蔵されるスピーカ２ａに
出力する。これによって、画像がモニタ２に表示されるとともに音がスピーカ２ａから出
力される。
【００５１】
　入出力プロセッサ（Ｉ／Ｏプロセッサ）３１は、それに接続される構成要素との間でデ
ータの送受信を実行したり、外部装置からのデータのダウンロードを実行したりする。入
出力プロセッサ３１は、フラッシュメモリ１７、無線通信モジュール１８、無線コントロ
ーラモジュール１９、拡張コネクタ２０、および外部メモリカード用コネクタ２１に接続
される。無線通信モジュール１８にはアンテナ２２が接続され、無線コントローラモジュ
ール１９にはアンテナ２３が接続される。
【００５２】
　入出力プロセッサ３１は、無線通信モジュール１８およびアンテナ２２を介してネット
ワークに接続し、ネットワークに接続される他のゲーム装置や各種サーバと通信すること
ができる。入出力プロセッサ３１は、定期的にフラッシュメモリ１７にアクセスし、ネッ
トワークへ送信する必要があるデータの有無を検出し、当該データがある場合には、無線
通信モジュール１８およびアンテナ２２を介して当該データをネットワークに送信する。
また、入出力プロセッサ３１は、他のゲーム装置から送信されてくるデータやダウンロー
ドサーバからダウンロードしたデータを、ネットワーク、アンテナ２２、および無線通信
モジュール１８を介して受信し、受信したデータをフラッシュメモリ１７に記憶する。Ｃ
ＰＵ１０は、フラッシュメモリ１７に記憶されたデータを読み出して利用することができ
る。フラッシュメモリ１７には、ゲーム装置本体４と他のゲーム装置や各種サーバとの間
で送受信されるデータの他、ゲーム装置本体４を利用してプレイしたゲームのセーブデー
タ（ゲームの結果データまたは途中データ）が記憶されてもよい。
【００５３】
　また、入出力プロセッサ３１は、アンテナ２３および無線コントローラモジュール１９
を介して、コントローラ７から送信される操作データ等を受信し、内部メインメモリ３５
または外部メインメモリ１２のバッファ領域に記憶（一時記憶）する。
【００５４】
　さらに、入出力プロセッサ３１には、拡張コネクタ２０および外部メモリカード用コネ
クタ２１が接続される。拡張コネクタ２０は、ＵＳＢやＳＣＳＩのようなインターフェー
スのためのコネクタであり、外部記憶媒体のようなメディアを接続したり、他のコントロ
ーラのような周辺機器を接続したり、有線の通信用コネクタを接続することによって無線
通信モジュール１８に替えてネットワークとの通信を行ったりすることができる。外部メ
モリカード用コネクタ２１は、メモリカードのような外部記憶媒体を接続するためのコネ
クタである。例えば、入出力プロセッサ３１は、拡張コネクタ２０や外部メモリカード用
コネクタ２１を介して、外部記憶媒体にアクセスし、データを保存したり、データを読み
出したりすることができる。
【００５５】
　また、ゲーム装置本体４（例えば、前部主面）には、当該ゲーム装置本体４の電源ボタ
ン２４、ゲーム処理のリセットボタン２５、光ディスクを脱着する投入口、およびゲーム
装置本体４の投入口から光ディスクを取り出すイジェクトボタン２６等が設けられている
。電源ボタン２４およびリセットボタン２５は、システムＬＳＩ１１に接続される。電源
ボタン２４がオン状態にされると、ゲーム装置本体４の各構成要素に対して、図示しない
ＡＣアダプタを介して電力が供給される。リセットボタン２５が押されると、システムＬ
ＳＩ１１は、ゲーム装置本体４の起動プログラムを再起動する。イジェクトボタン２６は
、ディスクドライブ１４に接続される。イジェクトボタン２６が押されると、ディスクド
ライブ１４から光ディスクが排出される。
【００５６】
　（画像生成装置の例示的な処理過程）
　次に、本発明の例示的な実施形態の画像生成装置であるゲーム装置３において、画像生
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成プログラムに従う処理の概略を説明する。また、この例示的な本実施形態では、以下で
説明する処理（特に、後述する図７のフローチャートにおけるすべてのステップの処理）
をＣＰＵ１０が実行するものとして説明するが、このような処理のいずれも、ＣＰＵ１０
以外のプロセッサや専用回路が実行するようにしてもよい。
【００５７】
　本実施形態において、本発明は、平面視用の表示装置に仮想空間の画像を表示しつつ、
その一方で、立体視可能に当該仮想空間のスクリーンショットを所定の形式で出力し得る
画像生成装置の一例としてゲーム装置３を提供する。ここで、本実施形態に係るスクリー
ンショットとは、当該平面視用の表示装置に表示された仮想空間の画像に対応した画像で
あって、特に、ゲーム装置５のＬＣＤ２２で表示された場合に、立体視可能な態様で表示
され得るものである。
【００５８】
　ゲーム装置３は、画像生成プログラム７０（後述の「メモリマップ」についての記載お
よび図６を参照）を実行することで、本発明に係る例示的な立体視表示可能なスクリーン
ショットの生成を達成する。画像生成プログラム７０は、アプリケーションプログラムと
してのゲームプログラム７１が担うゲーム処理の過程で呼び出されるか、または、そのゲ
ームプログラム７１の機能の一部を担うプログラムとして実行されることで、本発明の例
示的な実施形態の画像処理を達成するためのプログラムである。画像生成プログラム７０
とゲームプログラム７１との間で行われる機能の分担は、任意に変更し得る。
【００５９】
　ゲーム装置３は、そのゲーム処理の過程において、一連の仮想空間を描画した結果とし
ての画像を平面視表示しつつ、その一方で、立体視可能な状態の画像（スクリーンショッ
ト）を出力し得る。ここで、添付の図面を参照しつつ、ゲーム装置３が、仮想空間の画像
を描画し、表示する過程の一例を説明する。
【００６０】
　画像生成プログラム７０（および／またはゲームプログラム７１）は、ワールド座標（
すなわち、図形の入出力を行うために使われる、装置に依存しない直交座標）で規定され
る３次元シーンを、表示装置の表示面（例えば、モニタ２の表示面２’）上に２次元のシ
ーンとして逐次的に表現する処理を実行する。すなわち、この処理の過程において、ワー
ルド座標に配置された仮想オブジェクトは、必要に応じて、いくつかの空間すなわち座標
系へと変換を受ける。また、画像生成プログラム７０は、ゲーム装置３が有する表示面２
’に仮想空間を表した平面視用画像を表示しつつ、その画像に対応する別の表示装置（Ｌ
ＣＤ２２）で立体視可能な画像を出力し得る。
【００６１】
　この例示的な実施形態に係るゲーム装置３は、仮想オブジェクトが配置された仮想空間
を、「仮想ステレオカメラ」によって所望の視点から撮像することによって、立体視可能
な形式の画像を生成し得る。ここで、仮想ステレオカメラは、両眼視差を反映した画像群
を提供するために仮想空間に位置づけられた仮想カメラ群（複数の視点）である。両眼視
差は、観察者の左右の網膜上における同一対象の相対的な位置のずれである。ゲーム装置
３は、この位置のずれを再現するように立体視用画像（例えば、右眼用画像および左眼用
画像）を生成する。
【００６２】
　まず、ワールド座標で規定される３次元シーンを、表示面２’上に２次元シーンとして
表示するアプリケーションプログラムによって規定される処理、および当該２次元シーン
を立体視可能な形式で出力する一般的な処理を説明する。
【００６３】
　ゲーム装置３で行なわれる情報処理過程において、そのアプリケーションプログラム（
例えば、ゲームプログラム７１）の要求に応じ、所定の仮想オブジェクト（例えば、仮想
オブジェクトＯＢＪ１）が、ワールド座標に配置される。この所定のオブジェクトが、例
えば、３次元仮想オブジェクトであれば、その３次元オブジェクトは、ローカル座標系で
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規定されるモデルで表現されており、そのモデルに基づき、ワールド座標系に配置される
。
【００６４】
　平面視表示であっても、立体視表示であっても、ゲーム装置３は、所定の視点を規定し
て、３次元シーン（３次元仮想空間）を２次元シーンとして出力する。ゲーム装置３が、
立体視可能な形式の画像を得る生成するためには、少なくとも２つの視点（仮想カメラ）
を設定するが、３次元シーンから２次元シーンへの変換は、平面視表示の場合と処理の一
部を共通にする。したがって、以下に所定の視点から３次元仮想空間を撮像して、２次元
シーンを得る手順について概説する。
【００６５】
　観察者の視点（仮想カメラ）から捉えられた３次元仮想空間の部分空間のみが、最終的
に、ゲーム装置３が有する表示装置の表示面２’に表示される。この仮想カメラは、ワー
ルド座標系における位置および方向を有しており、その位置および方向は、得られる２次
元シーンを特徴付ける。まず、３次元仮想空間に存在する仮想カメラおよび全てのモデル
は、ワールド座標系で表現され、ビュー座標変換を受ける。ビュー座標変換は、ワールド
座標から、仮想カメラを原点に位置づけた所定の座標系へと変換する処理である。この変
換後の空間は、カメラ空間（カメラ座標系）と呼ばれる。
【００６６】
　このビュー座標変換は、例えば、ｘｙｚ座標系で、仮想カメラを、ｚ軸の正方向に向か
せて、その際にｙ軸が上方向とし、ｘ軸がその左方向となるように、方向づける。その３
軸の実際の方向づけは、アプリケーションプログラムの具体的な仕様に依存して、若干の
相違を有する場合がある。例えば、その仮想カメラを原点に位置づけ、その仮想カメラを
、ｚ軸の負方向を向かせ、その際にｙ軸が上方向とし、ｘ軸がその右方向となるように、
方向づけてもよい。
【００６７】
　次いで、必要に応じて、いわゆる頂点シェーディング処理が行なわれてもよい。その後
、ゲーム装置３のＣＰＵ１０は、投影処理（プロジェクション）を行なう視体積（ビュー
ボリューム）を単位立方体（カノニカルビューボリューム）に変換する）。実空間の物体
の視覚的なとらえ方（遠近）を再現するために、この投影処理には、通常、透視投影が利
用される。
【００６８】
　透視投影では、視点（仮想カメラ）から離れたオブジェクトほど、そのオブジェクトは
、投影後に、より小さく見える態様で処理が行なわれる。幾何学的には、その透視投影に
おける視体積は、錐台である。
【００６９】
　そのような態様の投影を利用して得られた画像の一例が、図３に示される。図３は、仮
想オブジェクトが透視投影に基づいて描かれた画像が、表示部２’に表示された様子の一
例を示す模式図である。具体的には、ビルを模した仮想オブジェクトＯＢＪ１が仮想空間
に配置された３次元シーンが、表示部２’に示されている。
【００７０】
　ゲーム装置３が、立体視可能な形式の画像（例えば、右眼用画像および左眼用画像）を
生成するためには、その画像を生成するための仮想ステレオカメラ（右仮想カメラＲＣお
よび左仮想カメラＬＣ）が、必要である。
【００７１】
　図４は、この仮想ステレオカメラの設定を規定するための基準となる基準仮想カメラＢ
Ｃの視体積を例示している。図４は、図３に示された画像を得る場合に想定される視体積
の一例を示す模式図である。この模式図は、視点Ｏ（例えば、基準仮想カメラＢＣの位置
）、ファークリップ面ＦＣと、ニアクリップ面ＮＣと、投影面ＡＢであるときに、所定の
画角で規定された視体積を例示する。すなわち、これは、基準仮想カメラＢＣの位置を、
原点にとる視体積である。別の視点が定義されれば、それに従い視体積も定義される。こ
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のような視体積を、単位立方体に変換することで、オブジェクトが視点から近位に配置さ
れる場合と比べ、遠位に位置づけられた同一オブジェクトが小さく表示される画像が得ら
れる。
【００７２】
　本例において、右仮想カメラＲＣおよび左仮想カメラＬＣの位置の中点が、基準仮想カ
メラＢＣの位置と対応づけられる。また、本例の場合、右仮想カメラＲＣの位置と左仮想
カメラＬＣの位置を結んだ直線は、投影面ＡＢと平行である。
【００７３】
　右仮想カメラＲＣおよび左仮想カメラＬＣは、基準仮想カメラＢＣの視体積と類似の視
体積をそれぞれ構成する。これらの視体積は、投影面ＡＢを、基準仮想カメラＢＣの視体
積と共有する。いずれにしろ、これらの２種類の視体積を利用することにより、すなわち
、複数の視点（仮想カメラ）に基づいて、同一対象（被写体）を捉えて投影面に透視投影
することにより、両眼視差を生じる立体視用画像が生成される。なお、仮想ステレオカメ
ラ（３以上の視点の場合も含む）の設定の方法は、両眼視差を再現できる手法であれば、
上述の例で説明したものに限られない。
【００７４】
　指定した視点に基づいて投影処理を行った後、仮想空間に配置されたモデルは、正規化
装置座標に位置づけられる。本明細書で使用される場合、「正規化装置座標」とは、中間
座標系で指定され、所定の範囲（代表的には、０から１まで）に正規化される装置座標を
いう。正規化装置座標で表された表示画像は、どの装置空間でも同じ相対位置に表示され
る。また、ここで、「装置座標」とは、装置に依存した座標系で指定される座標をいう。
この正規化装置座標で定義付けられたオブジェクトを含む仮想空間は、表示装置に非依存
的にその表示面の所定の位置にその仮想空間に対応する像を表示することができる。
【００７５】
　正規化装置座標で規定された仮想オブジェクトは、必要に応じてクリッピング処理を受
けた後、装置座標（スクリーン座標）にマッピングされる。具体的には、それらのオブジ
ェクトは、表示装置（例えば、モニタ２またはＬＣＤ２２）の規格・設定に合致するよう
に、並進操作・拡大縮小操作を経て、表示面を規定する２次元座標として装置座標で規定
される（なお、奥行き方向の情報を付加する場合は、ゲーム装置３の任意の記憶領域にそ
の値を保持し得る）。装置座標としては、例えば、モニタ２またはＬＣＤ２２の表示域の
中心を原点としてその表示面に平行なｘｙ平面で表示面として規定され得る。
【００７６】
　例えば、ゲーム装置５は、仮想カメラ間隔を反映する右眼用画像および左眼用画像をＬ
ＣＤ２２に表示する。右眼用画像および左眼用画像は、視差バリアの作用により、ユーザ
の右眼および左眼のそれぞれに認識され、両眼の各々に知覚された画像は、両眼視差の作
用によって立体感を引き起こす。
【００７７】
　（より具体的な処理についての説明）
　（メモリマップの例示的な構成）
　ここで、ゲームプログラムの実行中にメインメモリ３２に記憶される主なデータについ
て説明する。図６は、ゲーム装置５のメインメモリ３２のメモリマップを示す模式図であ
る。図６に示されるように、メインメモリ３２には、ゲームプログラム７０、画像生成プ
ログラム７１、仮想オブジェクト情報７２、スクリーンショット情報７３、各種変数７４
等が記憶される。
【００７８】
　画像生成プログラム７０は、ゲームプログラム７１のゲーム処理の過程で呼び出される
か、または、そのゲームプログラム７１の一部として機能することで、本発明の例示的な
実施形態の処理を担うプログラムである。
【００７９】
　ゲームプログラム７１は、情報処理部３１にゲーム表示処理を実行させるためのプログ
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ラムである。
【００８０】
　仮想オブジェクト情報７２は、仮想オブジェクトに関連する情報であって、仮想オブジ
ェクトの形状や模様を表すモデル情報（例えば、ポリゴンに関する情報）や、仮想空間に
おける仮想オブジェクトの現在位置などを含む。
【００８１】
　スクリーンショット情報７３は、ゲーム装置５が、立体視可能な画像として生成された
スクリーンショットに対応する静止画データである。
【００８２】
　各種変数７４は、ゲームプログラム７０および画像生成プログラム７１の実行の際に用
いられる各種変数である。
【００８３】
　（具体的な処理の流れ）
　図７を参照しつつ、上記の処理をより具体的に説明する。
【００８４】
　図７は、本発明の例示的実施形態であるゲーム装置３において、その画像生成プログラ
ム７０に基づいて行われるメイン処理の一例を示すフローチャートである。
【００８５】
　ステップ１０１において、ＣＰＵ１０は、仮想空間内にオブジェクトを配置する処理を
実行する。具体的には、ゲーム装置３で行なわれる情報処理過程において、そのアプリケ
ーションプログラム（例えば、ゲームプログラム７１）の要求に応じ、所定のオブジェク
ト（例えば、仮想オブジェクトＯＢＪ１）が、ワールド座標に配置される。
【００８６】
　ステップ１０２において、ＣＰＵ１０は、基準仮想カメラＢＣの位置情報を取得する処
理を実行する。具体的には、ゲーム装置３で行なわれる情報処理過程に応じて、ワールド
座標系における任意の位置および方向が、基準仮想カメラＢＣの位置情報として使用され
る。
【００８７】
　ステップ１０３において、ＣＰＵ１０は、基準仮想カメラＢＣに基づき仮想空間の描画
・表示する処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ１０は、上述したような透視投影による
処理（透視変換処理）を基準仮想カメラＢＣの位置情報に基づいて行う。そして、ＣＰＵ
１０は、得られた画像を所定のタイミングで、表示面２’に表示する。
【００８８】
　ステップ１０４において、ＣＰＵ１０は、立体視用スナップショットを取得する条件を
満たしているか否かを判定する。この立体視用スナップショットを取得する条件は、後続
のステップ１０５および１０６の一連の処理に進み、立体視表示用の画像を生成するか否
かを決定するための条件である。
【００８９】
　具体的には、この条件は、ゲームプログラム７１のゲーム処理の進行上の所定の場合（
例えば、ゲーム処理上の内部状態が、ゲームアプリケーションにおける所定のステージの
処理を行っている状態にある場合）として設定し得る。また、ゲーム装置３が、そのユー
ザが行った所定の操作（例えば、コントローラ７を介して行う所定の操作）を検出するこ
とを、上述の条件としてもよい。なお、この立体視用スナップショットを取得する条件を
満たしているか否かを判定する処理は、上述のステップ１０１から１０３までの各ステッ
プの前の段階で行われてもよい。
【００９０】
　ステップ１０４において、ＣＰＵ１０は、立体視用スナップショットを取得する条件を
満たしていると判定した場合（ステップ１０４、ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０は、ステップ１０
５以降の処理を行う。他方、ＣＰＵ１０が、立体視用スナップショットを取得する条件を
満たしていないと判定した場合（ステップ１０４、ＮＯ）、ＣＰＵ１０は、ステップ１０
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５および１０６の処理をスキップし、ステップ１０７の処理を行う。
【００９１】
　ステップ１０５およびステップ１０６に示された処理は、立体視表示用の画像を生成す
るための一連の処理である。
【００９２】
　ステップ１０５において、ＣＰＵ１０は、基準仮想カメラＢＣの情報に基づき仮想ステ
レオカメラ設定する処理を実行する。
【００９３】
　ステップ１０６において、ＣＰＵ１０は、立体視用画像の出力・記憶する処理を実行す
る。
【００９４】
　このステップ１０５およびステップ１０６の処理のより具体的な手順は、概ね次のとお
りである。
【００９５】
　ゲーム装置３は、立体視可能な態様な画像群を提供するために仮想ステレオカメラ（右
眼用として、右仮想カメラＲＣ、左眼用として、左仮想カメラＬＣ）の設定する。
【００９６】
　具体的には、仮想ステレオカメラの位置などは、例えば、次のような方法により算出す
る。その算出方法を説明するために、任意点の仮想オブジェクトに設けられるべき、右眼
用画像と左眼用画像との間における当該オブジェクトの像（対応点）のずれ量の例示的な
求め方について説明する。図５を参照しつつ、この説明を行なう。
【００９７】
　図５は、右仮想カメラＲＣおよび左仮想カメラＬＣのそれぞれの視体積と、それぞれの
仮想カメラの位置を求めるための基準となった基準仮想カメラＢＣの視体積とを示す模式
図である。いずれの視体積も、ファークリップ面ＦＣと、それに平行なニアクリップ面Ｎ
Ｃと挟まれている。その両クリップ面と平行な基準面ＡＢの位置に投影面（図中の記号＊
）が位置づけられている。
【００９８】
　まず、各仮想カメラからみて基準面より近位にある仮想オブジェクトの代表点Ｍ１にお
いて、立体視可能な形式であるために、右眼用画像および左眼用画像に投影された像の間
に生じさせるべき水平方向（ｘ軸方向）のずれ量について説明する。
【００９９】
　仮想オブジェクトの代表点Ｍ１を、投影面（立体視表示機能を有するゲーム装置５の表
示面（ＬＣＤ２２）に対応する位置にある面）よりも手前に位置する感覚（奥行感の一種
）を与えるように、ゲーム装置５の表示面に表示する条件を算出するために、次のモデル
を想定する。
【０１００】
　仮想カメラ群からｄ1だけ離れた代表点Ｍ１の像を、投影面より手前に表示するには、
右眼用画像および左眼用画像において、その仮想カメラ（右仮想カメラ、左仮想カメラ）
と代表点Ｍ１とを結ぶ直線と基準面との交点（右仮想カメラについては、点Ｒ1であり、
右仮想カメラについては、点Ｌ1である）の位置に、代表点Ｍ１の像を描画する。
【０１０１】
　すなわち、右眼用画像および左眼用画像に投影された像が、基準仮想カメラＢＣに基づ
いて投影された像の位置を基点とすると、右眼用画像においては左方向、左眼用画像にお
いては右方向に移動した位置に描画される。そして、右眼用画像および左眼用画像に投影
された像の間に生じている水平方向のずれ量が、長さＲ1Ｌ1が必要であることが理解され
る。
【０１０２】
　この長さＲ1Ｌ1は、任意の仮想カメラ間隔Ｉと仮想カメラまでの距離Ｄを用いると、次
のように表現される：
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　　　Ｒ1Ｌ1＝Ｉ・（Ｄ－ｄ1）／ｄ1　　　　　　　　　式（１）
　　　ただし、Ｄ≧ｄ1

【０１０３】
　同様に、基準面（ＬＣＤ２２）より奥（視点からみて遠位）に（距離ｄ2だけ離れて）
位置する仮想オブジェクトの代表点Ｍ２についても、そのずれ量Ｒ2Ｌ2は、次式で表現さ
れる：
　　　Ｒ2Ｌ2＝Ｉ・（ｄ1－Ｄ）／ｄ2　　　　　　　　　式（２）
　　　ただし、Ｄ＜ｄ2

【０１０４】
　以下、距離Ｒ1Ｌ1およびＲ2Ｌ2を算出するように求められたずれ量を総称してΔＸとし
て表記する。なお、この場合においては、右眼用画像および左眼用画像に投影された像が
、基準仮想カメラＢＣにより投影された像の位置を基点とすると、右眼用画像においては
右方向、左眼用画像においては左方向に移動した位置に描画される。
【０１０５】
　ＣＰＵ１０は、得られた立体視用画像（右眼用画像、左眼用画像）を、ゲーム装置３の
所定の記憶領域（例えば、メインメモリ３２、内部メインメモリ３５、外部メインメモリ
１２など）に記憶する。この記憶領域は、揮発性であっても、不揮発性であってもよい。
例えば、図６に示されるように、メインメモリ３２においてスクリーンショット情報７３
用の領域が設けられており、ＣＰＵ１０は、この領域に、その立体視用画像を保存する。
【０１０６】
　ステップ１０７において、ＣＰＵ１０は、ゲーム処理を終了するか否かを判定する。具
体的には、ＣＰＵ１０は、ゲーム終了の条件（例えば、ユーザによる所定の操作を検知、
またはゲーム処理の所定のステージへの到達など）を満たしたと判定した場合（ステップ
１０７、ＹＥＳ）、ゲーム１０８の処理に進む。他方、ＣＰＵ１０は、当該ゲーム終了の
条件を満たしていないと判定した場合、上述のステップ１０１の処理に戻る。
【０１０７】
　ステップ１０８において、ＣＰＵ１０は、後処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ１０
は、上述の記憶領域に保存された立体視用画像を、必要に応じて、所定の別の領域に移動
させるか、または無線機能を介して、別の機器（例えば、ゲーム装置５）へと移動させる
処理を行う。例えば、ＣＰＵ１０は、着脱可能な記憶媒体にその立体視用画像を保存して
もよい。保存されたデータが、揮発性の記憶領域に保存されている場合は、必要に応じて
不揮発性の記憶領域に移動されてもよい。
【０１０８】
　このように生成された立体視用画像は、任意の方法に従い立体視表示装置を備えるシス
テムにおいて、立体視可能な態様で再生されることが可能となる。
【０１０９】
　このような立体視表示装置を有するシステムとしては、例えば、図１の点線で囲まれた
領域に示されるゲーム装置５が挙げられるが、この例に限られない。ゲーム装置５は、立
体視表示装置として、ＬＣＤ２２を備える。ＬＣＤ２２の画素数は、例えば、８００ｄｏ
ｔ×２４０ｄｏｔ（横×縦）であってもよい。なお、本実施形態ではＬＣＤ２２は液晶表
示装置であるとしたが、例えばＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：電界
発光）を利用した表示装置などが利用されてもよい。また、ＬＣＤ２２として、任意の解
像度の表示装置を利用することができる。
【０１１０】
　ゲーム装置５のＬＣＤ２２は、立体視可能な画像を表示することが可能な表示装置であ
る。また、本実施例では、実質的に同一の表示領域を用いて左眼用画像と右眼用画像が表
示される。具体的には、左眼用画像と右眼用画像が所定単位で（例えば、１列ずつ）横方
向に交互に表示される方式の表示装置である。または、左眼用画像と右眼用画像とが交互
に表示される方式の表示装置であってもよい。また、本実施例では、裸眼立体視可能な表
示装置である。そして、横方向に交互に表示される左眼用画像と右眼用画像とを左眼およ
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び右眼のそれぞれに分解して見えるようにレンチキュラー方式やパララックスバリア方式
（視差バリア方式）のものが用いられる。本実施形態では、ＬＣＤ２２はパララックスバ
リア方式のものとする。ＬＣＤ２２は、右眼用画像と左眼用画像とを用いて、裸眼で立体
視可能な画像（立体画像）を表示する。すなわち、ＬＣＤ２２は、視差バリアを用いてユ
ーザの左眼に左眼用画像をユーザの右眼に右眼用画像を視認させることにより、ユーザに
とって立体感のある立体画像（立体視可能な画像）を表示することができる。また、ＬＣ
Ｄ２２は、上記視差バリアを無効にすることが可能であり、視差バリアを無効にした場合
は、画像を平面的に表示することができる（上述した立体視とは反対の意味で平面視の画
像を表示することができる。すなわち、表示された同一の画像が右眼にも左眼にも見える
ような表示モードである）。このように、ＬＣＤ２２は、立体視可能な画像を表示する立
体表示モードと、画像を平面的に表示する（平面視画像を表示する）平面表示モードとを
切り替えることが可能な表示装置である。この表示モードの切替えは、後述する３Ｄ調整
スイッチ２５によって行われる。具体的には、３Ｄ調整スイッチ２５におけるスライダ２
５ａの相対位置が、平面表示モードと立体視モードとの段階的な切換えと対応づけられて
いる。
【０１１１】
　（その他の事項）
【０１１２】
　上述の実施形態において、両眼視差を再現する手法として一般的なパララックスバリア
方式を採用したディスプレイで再生可能な立体視用画像を生成する態様を説明した。しか
し、立体視表示する手法としては、このパララックスバリア方式に限定されない。例えば
、立体視表示する手法として、いわゆるインテグラル方式を作用してもよい。すなわち、
両眼視差を再現する手法として、視差を反映した画像の表示を、物体が反射する光を表示
装置で再現するという原理を利用してもよい。通常の表示装置の液晶では、ＲＧＢのサブ
ピクセル３つで１つのピクセル（画素）を構成しているが、このインテグラル方式は別の
構成を採用している。例えば、映像表示での１画素分を、２７個のサブピクセルで構成す
る。そして、その表示装置は、視差を情報を反映した９通りの映像を、特殊形状のレンズ
により複数方向（上述の例の場合９方向）の光として放射する。これによって、上述のレ
ンズ越しに見える画素群が左右の眼にわずかに異なる映像を投影することで両眼視差が生
じ得る。
【０１１３】
　上記実施形態では、ゲーム装置３を用いて画像生成プログラム７０について説明してい
るが、他の実施形態では、任意の情報処理装置または情報処理システム（例えば、ＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯電話、パーソナルコ
ンピュータ、カメラ等）において、本発明の画像生成プログラムを使用してもよい。
【０１１４】
　また、上記実施形態では、一台の装置（ゲーム装置３）のみによってゲーム処理に伴う
画像生成プログラムを実行しているが、他の実施形態では、互いに通信可能な複数の情報
処理装置を有する画像表示システムにおいて、当該複数の情報処理装置が画像表示処理を
分担して実行するようにしてもよい。
【０１１５】
　なお、汎用的なプラットフォームにおいて本発明の画像制御プログラム等が使用される
場合には、当該表示制御プログラムが、当該プラットフォームにおいて標準的に提供され
るプログラムモジュールを用いることを前提として提供されてもよい。上述のようなモジ
ュールによって機能が補完されることを前提に、上記画像生成プログラムから上述のよう
なモジュールに対応する機能を除いたものは、実質的にこの画像生成プログラムに相当す
ると理解されるべきである。
【０１１６】
　以上、本発明を詳細に説明してきたが、前述の説明はあらゆる点において本発明の例示
にすぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱することなく
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によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。ここで、当業者は、本
発明の具体的な実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて均等な範囲
を実施することができることが理解される。また、本明細書において使用される用語は、
特に言及しない限り、当該分野で通常用いられる意味で用いられることが理解されるべき
である。したがって、他に定義されない限り、本明細書中で使用されるすべての専門用語
および技術用語は、本発明の属する分野の当業者によって一般的に理解されるのと同じ意
味を有する。矛盾する場合、本明細書（定義を含めて）が優先する。
【符号の説明】
【０１１７】
１…ゲームシステム
２…モニタ
３…ゲーム装置
４…ゲーム装置本体
１０…ＣＰＵ
１１…システムＬＳＩ
１２…外部メインメモリ
１３…ＲＯＭ／ＲＴＣ
１４…ディスクドライブ
１５…ＡＶ－ＩＣ
１６…ＡＶコネクタ
１７…フラッシュメモリ
１８…無線通信モジュール
１９…無線コントローラモジュール
２０…拡張コネクタ
２１…外部メモリカード用コネクタ
２２、２３…アンテナ
２４…電源ボタン
２５…リセットボタン
２６…イジェクトボタン
３１…入出力プロセッサ
３２…ＧＰＵ
３２ａ…テクスチャメモリ
３３…ＤＳＰ
３４…ＶＲＡＭ
３４ａ…フレームバッファ
３４ｂ…Ｚバッファ
３５…内部メインメモリ
７…コントローラ
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