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(57)【要約】
【課題】全方位画像データからユーザの様々な製作意図
を反映させた画像データを簡単に作成できる、あるいは
容易に再生することができる情報処理装置、情報処理方
法およびプログラムを提供する。
【解決手段】全方位画像データ１４Ａを少なくとも２以
上の展開方式のいずれかで展開した展開画像を表示させ
る制御部１３（表示制御手段）を有しており、制御部１
３は、画角変更処理部１６により変更されたときの画角
変更データ１４Ｂ（画角位置情報）、展開方法変更処理
部１７により変更されたときの展開方法変更データ１４
Ｃ（展開方式情報）、およびこれらが変更されたときの
録画時間データ１４Ｄ（録画時間情報）あるいは録画時
間関連データ１４Ｅ（録画時間に関連する情報）を記憶
部１４に記憶させ、これらの情報に基づいて全方位画像
データ１４Ａから再録画データ１４Ｆ（画像データ）を
生成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全方位画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで展開した展開画像で表
示させる表示制御手段と、
　前記展開画像の画角位置を変更する画角位置変更手段と、
　前記展開画像の展開方式を変更する展開方式変更手段と、
　前記画角位置変更手段により変更されたときの画角位置情報、前記展開方式変更手段に
より変更されたときの展開方式情報、およびこれらが変更されたときの録画時間情報また
は録画時間に関連する情報を記憶部に記憶させる記憶処理手段と、
　前記記憶部に記憶された展開方式情報、画角位置情報および録画時間情報または録画時
間に関連する情報に基づいて前記全方位画像データから画像データを生成する画像データ
生成手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　ユーザからの再生指示を受け付ける再生指示受付手段と、
　前記再生指示受付手段が前記ユーザからの再生指示を受け付けると前記画像データを再
生する再生手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報処理装置であって、
　ユーザからの録画指示を受け付ける録画指示受付手段を有し、
　前記記憶処理手段は、
　前記録画指示受付手段が前記ユーザからの録画指示を受け付けると、
　前記画像データ生成手段により生成された画像データを前記記憶部に記憶させる
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　表示制御手段、画角位置変更手段、展開方式変更手段、記憶処理手段および画像データ
生成手段を有する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
　前記表示制御手段が、全方位画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで
展開した展開画像で表示させる表示制御ステップと、
　前記画角位置変更手段が、前記展開画像の画角位置を変更する画角位置変更ステップと
、
　前記展開方式変更手段が、前記展開画像の展開方式を変更する展開方式変更ステップと
、
　前記記憶処理手段が、前記画角位置変更ステップにて変更されたときの画角位置情報、
前記展開方式変更ステップにて変更されたときの展開方式情報、およびこれらが変更され
たときの録画時間情報または録画時間に関連する情報を記憶部に記憶させる記憶処理ステ
ップと、
　前記画像データ生成手段が、前記記憶部に記憶された展開方式情報、画角位置情報およ
び録画時間情報または録画時間に関連する情報に基づいて前記全方位画像データから画像
データを生成する画像データ生成ステップと
を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　コンピュータを、
　全方位画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで展開した展開画像で
表示させる表示制御手段と、
　前記展開画像の画角位置を変更する画角位置変更手段と、
　前記展開画像の展開方式を変更する展開方式変更手段と、
　前記画角位置変更手段により変更されたときの画角位置情報、前記展開方式変更手段に
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より変更されたときの展開方式情報、およびこれらが変更されたときの録画時間情報また
は録画時間に関連する情報を記憶部に記憶させる記憶処理手段と、
　前記記憶部に記憶された展開方式情報、画角位置情報および録画時間情報または録画時
間に関連する情報に基づいて前記全方位画像データから画像データを生成する画像データ
生成手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項６】
　第１の画像データを、所定の展開方式で展開した展開画像で表示させる表示制御手段と
、
　ユーザからの操作指示を受け付ける入力指示受付手段と、
　前記入力指示受付手段によって受け付けた、前記展開画像に関する画角位置情報、前記
所定の展開方式情報、および録画時間情報または録画時間に関連する情報についての入力
指示情報を記憶部に記憶させる記憶処理手段と、
　前記記憶部に記憶された前記入力指示情報に基づいて、前記第１の画像データの画角位
置、展開方式、およびこれらの制御処理がなされる録画時間に基づいた第２の画像データ
を生成する画像データ生成手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　第１の画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで展開した展開画像で表
示させる表示制御手段と、
　前記展開画像の画角位置を変更する画角位置変更手段と、
　前記展開画像の展開方式を変更する展開方式変更手段と、
　前記画角位置変更手段により変更されたときの画角位置情報、前記展開方式変更手段に
より変更されたときの展開方式情報、およびこれらが変更されたときの録画時間情報また
は録画時間に関連する情報を記憶部に記憶させる記憶処理手段と、
　前記記憶処理手段により前記記憶部に記憶された情報に基づいて第２の画像データの再
生をする
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の情報処理装置であって、
　前記第１の画像データは全方位画像データであることを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　全方位を撮影できる広角レンズ（いわゆる魚眼レンズ）を有するカメラや複数のカメラ
を用いて、高精細、高品質な映像（パノラマ映像）を撮影し、視聴者であるユーザが通常
の視聴端末でパノラマ映像の所望の視聴位置、画角、フレーム位置等を選択させて、所望
の映像を視聴させるような技術が知られている。このような技術により、１つのコンテン
ツソースに対して、ユーザ毎に異なった見方をさせることができるようになる。また、そ
のユーザが視聴した２次元位置や画角、その時の再生時刻または映像フレーム情報をテキ
ストログとして記憶しておけば、そのユーザの視聴体験を容易に再現することができる。
たとえばインターネット上の動画共有サービスに、この視聴体験をアップロードすれば、
そのユーザの視聴体験を他者と共有させることも可能である。
【０００３】
　このような技術において、複数人の視聴履歴情報を解析することにより、複数人の映像
制作意図を反映したダイジェスト映像を自動的に制作することができる映像視聴履歴解析
装置が知られている（たとえば特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－５００６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示される技術によれば、画面の空間的な位置情報および画角情報とから
なる複数の視聴履歴情報から、共通する画面領域および共通する画面領域の重心座標、画
角情報の平均値を求め、これらに基づいて視聴記録情報を生成することで、複数人の映像
制作意図を反映したダイジェスト映像を自動的に制作することを実現している。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示される技術では、ダイジェスト映像を視聴するために
は、視聴記録情報およびこの視聴記録情報を利用可能な特定の動画再生ソフトが必要であ
り、一般的な動画再生ソフトを用いて、誰でも簡単に再生させることができない。
【０００７】
　また、特許文献１におけるダイジェスト映像は、横長のパノラマ映像ストリームのみを
前提としており、横長のパノラマ映像とは異なる複数の展開方法で表示された映像ストリ
ームを用いた映像製作については考慮されておらず、様々な展開方法を用いた映像制作を
しようとするユーザの意図を反映させることができない。
【０００８】
　本発明は、上述した課題のいずれかを解決するものであり、全方位画像データからユー
ザの様々な製作意図を反映させた画像データを簡単に作成できる、あるいは容易に再生す
ることができる情報処理装置、情報処理方法およびプログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面は、情報処理装置に関するものである、すなわち、本発明の情報処理装
置は、全方位画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで展開した展開画像
で表示させる表示制御手段と、展開画像の画角位置を変更する画角位置変更手段と、展開
画像の展開方式を変更する展開方式変更手段と、画角位置変更手段により変更されたとき
の画角位置情報、展開方式変更手段により変更されたときの展開方式情報、およびこれら
が変更されたときの録画時間情報あるいは録画時間に関連する情報を記憶部に記憶させる
記憶処理手段と、記憶部に記憶された展開方式情報、画角位置情報および録画時間情報あ
るいは録画時間に関連する情報に基づいて全方位画像データから画像データを生成する画
像データ生成手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
　また、上述した構成に加えて、ユーザからの再生指示を受け付ける再生指示受付手段と
、再生指示受付手段がユーザからの再生指示を受け付けると画像データを再生する再生手
段を有することもできる。
【００１１】
　また、上述したいずれかの構成に加えて、ユーザからの録画指示を受け付ける録画指示
受付手段を有し、記憶処理手段は、録画指示受付手段がユーザからの録画指示を受け付け
ると、画像データ生成手段により生成された画像データを記憶部に記憶させることもでき
る。
【００１２】
　また、本発明の一側面は情報処理方法に関するものである。すなわち、本発明の情報処
理方法は、表示制御手段、画角位置変更手段、展開方式変更手段、記憶処理手段および画
像データ生成手段を有する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、表示制御手段
が、全方位画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで展開した展開画像で
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表示させる表示制御ステップと、画角位置変更手段が、展開画像の画角位置を変更する画
角位置変更ステップと、展開方式変更手段が、展開画像の展開方式を変更する展開方式変
更ステップと、記憶処理手段が、画角位置変更ステップにて変更されたときの画角位置情
報、展開方式変更ステップにて変更されたときの展開方式情報、およびこれらが変更され
たときの録画時間情報あるいは録画時間に関連する情報を記憶部に記憶させる記憶処理ス
テップと、画像データ生成手段が、記憶部に記憶された展開方式情報、画角位置情報およ
び録画時間情報に基づいて全方位画像データから画像データを生成する画像データ生成ス
テップとを有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一側面はプログラムに関するものである。すなわち、本発明のプログラ
ムは、コンピュータを、全方位画像データを、少なくとも２以上の展開方式のいずれかで
展開した展開画像で表示させる表示制御手段と、展開画像の画角位置を変更する画角位置
変更手段と、展開画像の展開方式を変更する展開方式変更手段と、画角位置変更手段によ
り変更されたときの画角位置情報、展開方式変更手段により変更されたときの展開方式情
報、およびこれらが変更されたときの録画時間情報あるいは録画時間に関連する情報を記
憶部に記憶させる記憶処理手段と、記憶部に記憶された展開方式情報、画角位置情報およ
び録画時間情報あるいは録画時間に関連する情報に基づいて全方位画像データから画像デ
ータを生成する画像データ生成手段を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の情報処理装置は、第１の画像データを、所定の展開方式で展開した展開
画像で表示させる表示制御手段と、ユーザからの操作指示を受け付ける入力指示受付手段
と、入力指示受付手段によって受け付けた、展開画像に関する画角位置情報、所定の展開
方式情報、および録画時間情報または録画時間に関連する情報についての入力指示情報を
記憶部に記憶させる記憶処理手段と、記憶部に記憶された入力指示情報に基づいて、第１
の画像データの画角位置、展開方式、およびこれらの制御処理がなされる録画時間に基づ
いた第２の画像データを生成する画像データ生成手段とを有するものである。
【００１５】
　また、本発明の情報処理装置は、第１の画像データを、少なくとも２以上の展開方式の
いずれかで展開した展開画像で表示させる表示制御手段と、展開画像の画角位置を変更す
る画角位置変更手段と、展開画像の展開方式を変更する展開方式変更手段と、画角位置変
更手段により変更されたときの画角位置情報、展開方式変更手段により変更されたときの
展開方式情報、およびこれらが変更されたときの録画時間情報または録画時間に関連する
情報を記憶部に記憶させる記憶処理手段と、記憶処理手段により記憶部に記憶された情報
に基づいて第２の画像データの再生をするものである。
【００１６】
　また、上述したいずれかの情報処理装置は、第１の画像データを、全方位画像データと
することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、全方位画像データからユーザの様々な製作意図を反映させた画像デー
タを簡単に作成できる、あるいは容易に再生することができる情報処理装置、情報処理方
法およびプログラムを提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る情報処理装置１のブロック構成図である。
【図２】図２は、図１に示す情報処理装置１によって再録画データの生成処理を示すフロ
ーチャートである。
【図３】図３は、図２の再録画処理の際に表示部１５に表示される画面の一例である。
【図４】図４は、図２の再録画処理の際に表示部１５に表示される画面の一例である。
【図５】図５は、図２の再録画処理の際に表示部１５に表示される画面の一例である。
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【図６】図６は、図２の再録画処理の際に表示部１５に表示される画面の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の実施の形態に係る情報処理装置１のブロック構成図である。この情報
処理装置１は、たとえば、スマートフォン、タブレット端末、ノート型パソコン、デスク
トップ型パソコン、又はＰＤＡ(Personal Data Assistance)等のコンピュータで構成され
る。情報処理装置１は、全方位画像を撮影できる広角レンズ（いわゆる魚眼レンズ）を有
する撮像装置２や、全方位画像データ１４Ａを記憶している外部記憶装置３などから全方
位画像データ１４Ａを取得すると共に、この取得した全方位画像データ１４Ａからユーザ
が所望する画像データを新たに生成することができる。なお、以下では、全方位画像デー
タ１４Ａから新たに画像データを生成することを「再録画」、生成される画像データにつ
いては、「再録画データ」ということがある。
【００２０】
　情報処理装置１は、図1に示すように、通信部１１、入力指示受付部１２、制御部１３
、記憶部１４および表示部１５を有している。なお、図１は、情報処理装置１がパソコン
の場合の構成である。また、制御部１３は、図１に示すように、画角変更処理部１６、展
開方法変更処理部１７、記憶処理部１８、再録画データ生成処理部１９を有している。更
に、記憶部１４には、図1に示すように、全方位画像データ１４Ａ、画角変更データ１４
Ｂ、展開方法変更データ１４Ｃ、録画時間データ１４Ｄ、録画時間関連データ１４Ｅ、再
録画データ１４Ｆが記憶される。
【００２１】
　通信部１１は、全方位画像を撮影できる撮像装置２や、全方位画像データ１４Ａを記憶
している外部記憶装置３などとの間で通信を行う。通信部１１は、たとえば、ＵＳＢ互換
の通信コネクタ、あるいはＷｉＦｉ（wireless　Fidelity）やＮＦＣ等に対応した無線通
信モジュールにより構成され、撮像装置２、外部記憶装置３などから全方位画像データ１
４Ａを取得する。
【００２２】
　入力指示受付部１２は、ユーザからの各種指示を受け付けるためのもので、たとえば、
表示部１５内に表示される選択項目やアイコンなどであり、ユーザがキーボード、マウス
などを操作して、これらを選択することで入力指示を受け付けることができる。なお、入
力指示受付部１２は、タッチパネルとして後述する表示部１５と共に構成されていてもよ
い。入力指示受付部１２は、たとえば、全方位画像データ１４Ａの再録画処理の開始、停
止、再録画の設定条件の変更（詳細は後述）などを受け付けることができる。入力指示受
付部１２により受け付けた各種指示を示す信号は、制御部１３へ供給される。
【００２３】
　制御部１３は、情報処理装置１全体の動作を制御するＣＰＵ，基本入出力プログラムを
記憶したＲＯＭ，ＣＰＵのワークエリアとして使用されるＲＡＭを備えている。制御部１
３は、ＲＯＭあるいは後述する記憶部１４に記憶されている再録画データ１４Ｆを生成す
るための専用プログラム（不図示）をＲＡＭに展開することで、後述する画角変更処理部
１６、展開方法変更処理部１７、記憶処理部１８、再録画データ生成処理部１９の各機能
を実現する。
【００２４】
　記憶部１４は、ＣＰＵの制御に従ってデータの読み出し、書き込みを行うＨＤＤ（Hard
 disk drive）あるいはＳＳＤ（solid state drive）などで構成される。記憶部１４には
、上述した全方位画像データ１４Ａ、画角変更データ１４Ｂ、展開方法変更データ１４Ｃ
、録画時間データ１４Ｄ、録画時間関連データ１４Ｅ、再録画データ１４Ｆの他に、ＣＰ
Ｕが実行するＯＳ、その他のプログラムおよび種々のデータも記憶されている。
【００２５】
　表示部１５は、全方位画像データ１４Ａに基づく静止画像、動画像、各種操作を行うた
めのアイコンを表示する液晶や有機ＥＬなどのディスプレイである。なお、表示部１５は
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、タッチパネルが載せられて、入力指示受付部１２の一部として構成されていてもよい。
【００２６】
　画角変更処理部１６は、入力指示受付部１２が画角変更指示を受け付けると、全方位画
像データ１４Ａを表示部１５に表示させる際の画角領域を変更する。
【００２７】
　展開方法変更処理部１７は、入力指示受付部１２が展開方法変更指示を受け付けると、
全方位画像データ１４Ａを表示部１５に表示させる際の展開方法を変更する。
【００２８】
　記憶処理部１８は、入力指示受付部１２で受け付けた各種指示を記憶部１４に記憶させ
る。記憶処理部１８は、たとえば、入力指示受付部１２が画角変更指示、展開方法変更指
示を受け付けると、その画角変更指示の内容を示す画角変更データ１４Ｂ、その展開方法
変更指示の内容を示す展開方法変更データ１４Ｃを記憶部１４に記憶させる。また、記憶
処理部１８は、各種指示を受けたタイミングで全方位画像データ１４Ａの再生時間である
録画時間データ１４Ｄを記憶部１４に記憶させる。なお、記憶処理部１８は、録画時間デ
ータ１４Ｄと共に、または録画時間データ１４Ｄの代わりに録画時間に関連する画像のコ
マ数などの録画時間関連データ１４Ｅを記憶部１４に記憶させるようにしてもよい。
【００２９】
　再録画データ生成処理部１９は、入力指示受付部１２が再録画データ１４Ｆの生成指示
を受け付けると、記憶処理部１８により記憶部１４に記憶された各種変更指示を示すデー
タと全方位画像データ１４Ａとに基づいて再録画データ１４Ｆを生成する。再録画データ
生成処理部１９は、生成された再録画データ１４Ｆを記憶部１４に記憶する。
【００３０】
（再録画データの生成処理）
　図２は、図１に示す情報処理装置１の制御部１３によって再録画データの生成処理を示
すフローチャートである。図３は、図２の再録画処理の際に表示部１５に表示される画面
の一例である。
【００３１】
　ＳＴＡＲＴ：制御部１３のＣＰＵが、再録画データを生成するための不図示のプログラ
ムをＲＯＭから読み出し、ＲＡＭに展開されると、たとえば、図３に示す画面が情報処理
装置１の表示部１５に表示される。これにより、ユーザは、全方位画像データ１４Ａの再
録画処理を開始することが可能な状態となる。そして、ユーザは、表示部１５に表示され
る画面を見ながら全方位画像データ１４Ａの再録画条件を設定することができる。なお、
ここでいう再録画条件とは、たとえば、全方位画像データ１４Ａの表示モード（撮像装置
の向き）、展開モード（グローバル、フロント、２分割、４分割、パノラマ、リング、ド
ーム）、画角、拡大／縮小率などの条件である。
【００３２】
　ステップＳ１：情報処理装置１の制御部１３は、再録画処理が開始されたか否かを判定
する。再録画処理は、ユーザがたとえば図３に示す画面内の「ＲＥＣ」ボタンを押下する
ことにより、ユーザにより設定された再録画条件に従って開始される。なお、この「ＲＥ
Ｃ」ボタンが押下されたときに既に全方位画像データ１４Ａの再生処理がなされている状
態であれば、その再生途中から再録画処理が開始されるが、再生されていない状態で「Ｒ
ＥＣ」ボタンが押下されると、全方位画像データ１４Ａの最初から再録画条件に従った再
生処理が行われると共に、再録画処理も同時に開始される。
【００３３】
　ステップＳ２：ステップＳ１の再録画処理が開始されたと判定される（ＳＴＥＰ１でＹ
ＥＳ）と、制御部１３により全方位画像データ１４Ａの再録画処理を開始する。なお、背
再録画の設定条件に基づいて全方位画像データ１４Ａの再生処理も同時に開始される。な
お、再録画処理開始時の再録画設定条件についても、記憶処理部１８により記憶部１４に
記憶される。
【００３４】



(8) JP 2016-25640 A 2016.2.8

10

20

30

40

50

　ステップＳ３：制御部１３は、ユーザから再録画の設定条件に変更があるか否かを判定
する。具体的には制御部１３は、ユーザが入力指示受付部１２を介して、全方位画像デー
タ１４Ａの視点モードの変更、展開方法の変更、画角の変更、拡大／縮小率の変更などの
変更指示の有無を判定する。
【００３５】
　ステップＳ４：制御部１３は、ステップＳ３の判定において、再録画の条件変更がある
と判定した場合（ステップＳ３でＹＥＳ）には、その変更された条件に対応して再生条件
についても変更する。これにより、ユーザは現在再生されているコンテンツからその変更
を確認することができる。
【００３６】
　ステップＳ５：制御部１３（記憶処理部１８）は、ステップＳ３およびＳ４において、
再録画条件、再生条件に変更があると、その変更内容を記憶部１４に記憶させる。
【００３７】
　ステップＳ６：制御部１３は、再録画処理が終了したか否かを判定する。制御部１３は
、たとえば、ユーザが画面内の再生処理の停止指示や、再録画処理の停止指示がなされた
ときに再録画処理が終了したと判定する。なお、上述した指示がない状態であっても、再
録画データ生成処理部１９からの停止指示要求があった場合には、再録画処理が終了した
と判定する。
【００３８】
　ステップＳ７：制御部１３（再録画データ生成処理部１９）は、ユーザから再録画デー
タ１４Ｆの生成処理要求（たとえば、図３の「ＳＡＶＥ　ＡＳ」のボタン押下）があると
、ステップＳ５にて記憶部１４に記憶された再録画条件と全方位画像データ１４Ａとに基
づいて再録画データ１４Ｆを生成する。
【００３９】
　ステップＳ８：制御部１３（再録画データ生成処理部１９）は、ステップＳ７で生成し
た再録画データ１４Ｆを記憶部１４に記憶させて処理を終了する（ＥＮＤ）。
【００４０】
　図３～図６は、図２の再録画処理の際に表示部１５に表示される画面の一例である。図
３～図６に示す表示画面の左側には、視点モード（Ｖｉｅｗ　Ｍｏｄｅ）を選択する視点
モード選択領域３１、展開方法を選択できる展開方法選択領域３２、表示エリア（画角領
域）を操作できる表示エリア調整領域３３、全方位画像データ１４Ａの取得元となる接続
機器、あるいは通信機器を選択できる接続先選択領域３４とが含まれている。また、表示
画面の右側には、データ選択領域３５、再生画面表示領域３７、静止画像撮影ボタン３８
、再録画開始指示／停止ボタン３９、再録画データ保存ボタン４０、再生、停止、早送り
、巻き戻し等の各種再生条件変更ボタン４１および全画面表示ボタン４３とから構成され
る。なお、図３～図６に示す各アイコンや選択項目は入力指示受付部１２の一例である。
【００４１】
　視点モード選択領域３１には、撮像装置２の方向を選択することができるアイコンが含
まれている。撮像装置２の方向は、たとえば横向き、下向き、上向きがあり、それぞれに
対応した撮像装置２のレンズ方向を示したアイコンをユーザが選択することにより、全方
位画像データ１４Ａを再生、または再録画をする際の視点を指定することができる。
【００４２】
　展開方法選択領域３２には、全方位画像データ１４Ａの展開処理方法を選択することが
できるアイコンが含まれている。全方位画像データ１４Ａは、全方位（３６０度）を撮像
可能な撮像装置２で取得した球状の画像データであるため、それをどのような形状で展開
するかについてユーザに選択させる必要がある。図３に示すように、展開処理方法を選択
できるアイコンとしては、全方位を球状のまま示した画像を示すアイコン（Ｇｌｏｂａｌ
）、縦横比が４：３となるような展開処理方法を示すアイコン（Ｆｒｏｎｔ、４：３）、
１６：９となるような展開処理方法を示すアイコン（Ｆｒｏｎｔ、１６：９）、縦に２分
割の展開処理方法を示すアイコン（Ｓｅｇ）、４分割の展開処理方法を示すアイコン（Ｑ
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ｕａｄ）、３６０度を一つの横長の画像で展開処理方法を示すアイコン（Ｐａｎｏｒａｍ
ａ）、パノラマ画像であるが、中央部分や一部の領域だけ拡大して表示させるような展開
処理方法を示すアイコン（Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ、Ｔｈｒｏｗ－ｏｕｔ）、リング形状と
なるような展開処理方法を示すアイコン（Ｒｉｎｇ）、ドーム型のなるような展開処理方
法を示すアイコン（Ｄｏｍｅ）などがある。図３に示す例では、全方位を球状のまま示し
た画像を示すアイコン（Ｇｌｏｂａｌ）が選択されているが、図４ではリング形状、図５
ではドーム型、図６では縦に２分割がそれぞれ選択されている。なお、全方位画像データ
１４Ａの展開処理方法としては、本実施形態に示す展開処理方法すべてを備えていなくて
もよいし、他の展開処理方法（不図示）があれば、その方法を追加してもよい。
【００４３】
　表示エリア調整領域３３は、再生画面表示領域３７で再生中、あるいは再録画中の映像
を構成する画像データの画角領域の変更、表示されている画面内での画像拡大、縮小など
の各種操作についてユーザが指定することができるアイコンが含まれている。
【００４４】
　接続先選択領域３４は、全方位画像データ１４Ａの取得先となる、撮像装置２や外部記
憶装置３のいずれかを選択させることができるインタフェースが含まれている。
【００４５】
　データ選択領域３５は、たとえば、情報処理装置１の接続先あるいは通信先となる撮像
装置２や外部記憶装置３に格納されている全方位画像データ１４Ａのサムネイル画像が表
示される。図３に示す例では、１つの画像データのみ示されているが、複数の全方位画像
データ１４Ａが格納されている場合には、それぞれのサムネイル画像が表示されることに
なる。
【００４６】
　再生画面表示領域３７は、全方位画像データ１４Ａを再録画条件に応じた視点、展開処
理および拡大／縮小などがなされた映像が表示される。なお、再生画面表示領域３７に表
示される初期の画像データは、撮像時に設定された展開処理方法によって表示される。し
かしながら、展開方法選択領域３２に既に設定されている展開処理方法で初期表示をする
ようにしてもよい。
【００４７】
　静止画像撮影ボタン３８は、再生画面表示領域３７に表示される映像から特定の静止画
像データを生成するためのボタンである。
【００４８】
　再録画開始指示／停止ボタン３９は、再録画の開始または停止を指示するためのボタン
である。
【００４９】
　再録画データ保存ボタン４０は、記憶部１４に記憶された再録画条件に従って新たに生
成される再録画データ１４Ｆを、記憶部１４に記憶させるためのボタンである。
【００５０】
　各種再生条件変更ボタン４１は、再生画面表示領域３７に表示される動画像の再生、早
送り、巻き戻しの指示をするためのボタンである。なお、各種再生条件変更ボタン４１で
は、通常の動画像の再生条件の変更のほか、再録画データ１４Ｆを生成中に、再録画を停
止させた状態で、かつ再録画データ保存ボタン４０を押下する前であっても、それまでに
記憶されている再録画データ１４の内容を再生画面表示領域３７に再生することも可能で
ある。
【００５１】
　再生地点指示矢印４２は、再生あるいは再録画をしている録画時間の位置を模式的に示
している矢印である。ユーザは、この再生地点指示矢印４２を移動させることで所望の録
画時間から再生あるいは再録画を開始させることができる。
【００５２】
　全画面表示ボタン４３は、再生画面表示領域３７に表示される動画像を表示部１５の全
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画面に展開して表示させるためのボタンである。
【００５３】
　このように図３に示すような表示画面を介して、ユーザは再録画をしたい全方位画像デ
ータ１４Ａを指定し、好みの視点、展開方法、画角領域の調整等を行うことで、ユーザの
製作意図を柔軟に反映させることができるようになっている。
【００５４】
　以上で説明したように、情報処理装置１は、全方位画像データ１４Ａを、少なくとも２
以上の展開方式のいずれかで展開した展開画像で表示させる制御部１３（表示制御手段）
を有しており、展開画像の画角位置を変更する画角変更処理部１６（画角位置変更手段）
と、展開画像の展開方式を変更する展開方法変更処理部１７（展開方式変更手段）と、画
角変更処理部１６により変更されたときの画角変更データ１４Ｂ（画角位置情報）、展開
方法変更処理部１７により変更されたときの展開方法変更データ１４Ｃ（展開方式情報）
、およびこれらが変更されたときの録画時間データ１４Ｄ（録画時間情報）あるいは録画
時間関連データ１４Ｅ（録画時間に関連する情報）を記憶部１４に記憶させる記憶処理部
１８（記憶処理手段）と、記憶部１４に記憶された情報に基づいて全方位画像データ１４
Ａから再録画データ１４Ｆ（画像データ）を生成する再録画データ生成処理部１９（画像
データ生成手段）を有している。そのため、この情報処理装置１は、複数の展開方法で表
示された映像ストリームの変更情報を記憶部１４に記憶させておき、再録画データ１４Ｆ
を生成する際に、その変更についても反映させることができるため、様々な展開方法を利
用して表現しようとするユーザの意図が反映された画像データを簡単に作成することがで
きる。更に、この情報処理装置１によりユーザの製作意図が反映された画像データが、全
方位画像データ１４Ａとは別個に生成されることになるため、視聴履歴などを用いた専用
の動作再生ソフトを用いることなく、一般的な動画再生ソフトを用いて誰でも容易に再生
させることができる。
【００５５】
　また、情報処理装置１は、ユーザからの再生指示を入力指示受付部１２で受け付けると
、全方位画像データ１４Ａから生成された再録画データ１４Ｆを再生することができる。
これにより、再録画条件を設定して作成した再録画データ１４Ｆの出来栄えを自ら再生す
ることで確かめることができる。
【００５６】
　また、情報処理装置１は、ユーザからの録画指示を入力指示受付部１２で受け付けると
、記憶処理部１８が、再録画データ１４Ｆを記憶部１４に記憶させることができる。これ
により、再録画条件を設定して作成された再録画データ１４Ｆを、全方位画像データ１４
Ａとは別の画像データとして保存することができ、これを一般的な動画再生ソフトを用い
て再生すれば、誰にでも容易に視聴させることができる。
【００５７】
　なお、上述した情報処理装置１が実行する再録画データの生成処理（情報処理方法）お
よび情報処理装置１にインストールされているプログラムについても、情報処理装置１と
同様に、複数の展開方法で表示された映像ストリームの変更情報を記憶部１４に記憶させ
ておき、再録画データを生成する際に、その変更についても反映させることができるため
、様々な展開方法を利用して表現しようとするユーザの意図が反映された画像データを簡
単に作成することができ、ユーザの製作意図が反映された画像データが、全方位画像デー
タ１４Ａとは別個に生成されることになるため、視聴履歴などを用いた専用の動作再生ソ
フトを用いることなく、一般的な動画再生ソフトを用いて誰でも容易に再生させることが
できる。すなわち、情報処理装置１が実行する再録画データの生成処理（情報処理方法）
および情報処理装置１にインストールされているプログラムは、情報処理装置１と同様の
効果を奏する。
【００５８】
　以上で説明した実施の形態は、種々の変更が可能である。たとえば、撮像装置２は、全
方位画像を撮影できる広角レンズ（いわゆる魚眼レンズ）を有するものとしたが、全方位
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（３６０度）の画像を撮影できない撮像装置であってもよい。同様に、全方位画像データ
１４Ａは、全方位（３６０度）の画角領域を有しているものとして説明しているが、必ず
しも全方位の画角領域を有していない画像データであってもよい。
【符号の説明】
【００５９】
１…情報処理装置、２…撮像装置、３…外部記憶装置、１１…通信部、１２…入力指示受
付部、１３…制御部、１４…記憶部、１４Ａ…全方位画像データ、１４Ｂ…画角変更デー
タ、１４Ｃ…展開方法変更データ、１４Ｄ…録画時間データ、１４Ｅ…録画時間関連デー
タ、１４Ｆ…再録画データ、１５…表示部、１６…画角変更処理部、１７…展開方法変更
処理部、１８…記憶処理部、１９…再録画データ生成処理部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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