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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段
と、
　上記注視点設定手段によって設定された上記基準となるフレームにおける注視点と、他
のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、
上記移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出し、上記動き補正量に基づ
いて上記動画像データに対する動き補正処理を行い、　当該動画像データの中にある所定
の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、視認する方向によっ
て視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能な視差画像データに当該動画
像データを変換する動き補正処理手段と
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　上記視差画像印刷物は、ホログラフィックステレオグラムであり、上記動き補正処理手
段によって得られた上記視差画像データを上記ホログラフィックステレオグラムに印刷可
能なデータに変換する画像変換処理手段を備えることを特徴とする請求項１記載の画像処
理装置。
【請求項３】
　上記画像変換処理手段は、上記視差画像データに対して視点変換処理を行うことを特徴
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とする請求項２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　上記視差画像印刷物は、レンチキュラ技術による印刷物であることを特徴とする請求項
１記載の画像処理装置。
【請求項５】
　上記動き補正処理手段は、上記移動量を相関処理によって求めることを特徴とする請求
項１記載の画像処理装置。
【請求項６】
　上記動き補正処理手段は、上記動き補正量に基づいて、各フレームに対して平行移動処
理を行うことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項７】
　上記動き補正処理手段は、上記動き補正量に基づいて、上記平行移動処理とともに、各
フレームに対して回転処理又は拡大縮小処理のうちの少なくともいずれか一方を行うこと
を特徴とする請求項６記載の画像処理装置。
【請求項８】
　上記動き補正処理手段は、各フレームについての上記移動量を上記動き補正量として、
動き補正処理を行うことを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項９】
　上記動き補正処理手段は、各フレームについての上記移動量を関数変換して上記動き補
正量を算出することを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　上記動き補正処理手段は、上記平行移動処理とともに、各フレームに対して、画像情報
の存在する共通の領域を取り出すクリップ処理を行うことを特徴とする請求項６記載の画
像処理装置。
【請求項１１】
　上記動き補正処理手段は、上記クリップ処理とともに、上記クリップ処理によって取り
出した領域の大きさを元のフレームの大きさに復元するための拡大処理を各フレームに対
して行うことを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　上記動き補正処理手段は、各フレームについての上記移動量に対して平滑化処理又は近
似曲線処理を行って上記動き補正量を算出することを特徴とする請求項１記載の画像処理
装置。
【請求項１３】
　上記視差画像データを表示する表示手段を備えることを特徴とする請求項１記載の画像
処理装置。
【請求項１４】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する工程と、
　上記基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するとともに、上記移動量に基づいて各フレームについ
ての動き補正量を算出し、上記動き補正量に基づいて上記動画像データに対する動き補正
処理を行い、当該動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に
再生像として定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷
物として印刷可能な視差画像データに当該動画像データを変換する工程と
　を備えることを特徴とする画像処理方法。
【請求項１５】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段
と、
　上記注視点設定手段によって設定された上記基準となるフレームにおける注視点と、他
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のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するするととも
に、上記移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出する補正量算出手段と
、
　上記動き補正量算出手段によって算出された上記動き補正量が加算された画像変換に関
するパラメータを生成し、該パラメータに基づいて、上記動画像データの中にある所定の
位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、当該動画像データを視
認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能なデータに
変換する画像変換処理手段とを備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１６】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する工程と、
　上記基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するするとともに、上記移動量に基づいて各フレームに
ついての動き補正量を算出する工程と、
　上記動き補正量が加算された画像変換に関するパラメータを生成し、該パラメータに基
づいて、上記動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生
像として定位させて、当該動画像データを視認する方向によって視認される画像が変化す
る視差画像印刷物として印刷可能なデータに変換する工程と
　を備えることを特徴とする画像処理方法。
【請求項１７】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段
と、
　上記注視点設定手段によって設定された上記基準となるフレームにおける注視点と、他
のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、
上記移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出し、上記動き補正量に基づ
いて上記動画像データに対する動き補正処理を行い、当該動画像データの中にある所定の
位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、視認する方向によって
視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能な視差画像データに当該動画像
データを変換する動き補正処理手段と、
　上記視差画像データに基づいて視差画像印刷物を印刷する印刷手段と
　を備えることを特徴とする印刷物製造装置。
【請求項１８】
　上記視差画像印刷物は、ホログラフィックステレオグラムであり、上記動き補正処理手
段によって得られた上記視差画像データをホログラフィックステレオグラムとして印刷可
能なデータに変換する画像変換処理手段を備え、上記印刷手段は、上記視差画像印刷物と
して上記ホログラフィックステレオグラムを印刷することを特徴とする請求項１７記載の
印刷物製造装置。
【請求項１９】
　上記画像変換処理手段は、上記視差画像データに対して視点変換処理を行うことを特徴
とする請求項１８記載の印刷物製造装置。
【請求項２０】
　上記動画像データを撮影する撮像手段を備えることを特徴とする請求項１７記載の印刷
物製造装置。
【請求項２１】
　上記視差画像データを表示する表示手段を備えることを特徴とする請求項１７記載の印
刷物製造装置。
【請求項２２】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する工程と、
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　上記基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するとともに、上記移動量に基づいて各フレームについ
ての動き補正量を算出し、上記動き補正量に基づいて上記動画像データに対する動き補正
処理を行い、当該動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に
再生像として定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷
物として印刷可能な視差画像データに当該動画像データを変換する工程と、
　上記視差画像データに基づいて視差画像印刷物を印刷する工程と
　を備えることを特徴とする印刷物製造方法。
【請求項２３】
　上記視差画像印刷物は、ホログラフィックステレオグラムであり、上記視差画像データ
にホログラフィックステレオグラムとして印刷可能なデータに変換する視点変換処理を行
う工程を備え、上記視差画像印刷物として上記ホログラフィックステレオグラムを印刷す
ることを特徴とする請求項２２記載の印刷物製造方法。
【請求項２４】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段
と、
　上記注視点設定手段によって設定された上記基準となるフレームにおける注視点と、他
のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、
上記移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出する動き補正量算出手段と
、
　上記動き補正量算出手段によって算出された上記動き補正量が加算された画像変換に関
するパラメータを生成し、該パラメータに基づいて、上記動画像データの中にある所定の
位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、当該動画像データを視
認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能なデータに
変換する画像変換処理手段と、
　上記視差画像印刷物として印刷可能なデータに基づいて視差画像印刷物を印刷する印刷
手段と
　を備えることを特徴とする印刷物製造装置。
【請求項２５】
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する工程と、
　上記基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するとともに、上記移動量に基づいて各フレームについ
ての動き補正量を算出する工程と、
　上記動き補正量が加算された画像変換に関するパラメータを生成し、該パラメータに基
づいて、上記動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生
像として定位させて、当該動画像データを視認する方向によって視認される画像が変化す
る視差画像印刷物として印刷可能なデータに変換する工程と、
　上記視差画像印刷物として印刷可能なデータに基づいて視差画像印刷物を印刷する工程
とを備えることを特徴とする印刷物製造方法。
【請求項２６】
　動画像データが入力される動画像入力手段と、動画像データを構成する複数のフレーム
から基準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにお
ける被写体に注視点を設定する注視点設定手段と、上記動画像データと上記注視点に関す
るデータとを送信する第１の通信手段とを備える通信端末装置と、
　上記第１の通信手段からのデータを受信する第２の通信手段と、上記基準となるフレー
ムにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動
量を算出するとともに、上記移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出し
、上記動き補正量に基づいて上記動画像データに対する動き補正処理を行い、当該動画像
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データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて
、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能な視差
画像データに当該動画像データを変換する動き補正処理手段と、上記視差画像データに基
づいて視差画像印刷物を印刷する印刷手段とを有するプリント装置から
　なることを特徴とする印刷物製造システム。
【請求項２７】
　上記通信端末装置は、上記動画像データを撮影する撮像手段を有することを特徴とする
請求項２６記載の印刷物製造システム。
【請求項２８】
　外部機器から動画像データと、該動画像データに設定された基準となるフレーム及び被
写体の注視点に関するデータを受信する通信手段と、
　上記基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するとともに、上記移動量に基づいて各フレームについ
ての動き補正量を算出し、上記動き補正量に基づいて上記動画像データに対する動き補正
処理を行い、当該動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に
再生像として定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷
物として印刷可能な視差画像データに当該動画像データを変換する動き補正処理手段と、
　上記視差画像データに基づいて視差画像印刷物を印刷する印刷手段と
　を有することを特徴とするプリント装置。
【請求項２９】
　動画像データが入力される動画像入力手段と、動画像データを構成する複数のフレーム
から基準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにお
ける被写体に注視点を設定する注視点設定手段と、上記基準となるフレームにおける注視
点と、他のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出すると
ともに、上記移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出し、上記動き補正
量に基づいて上記動画像データに対する動き補正処理を行い、当該動画像データの中にあ
る所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、視認する方向
によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能な視差画像データに当
該動画像データを変換する動き補正処理手段と、上記動画像データに関するデータを送信
する第１の通信手段とを備える通信端末装置と、
　上記第１の通信手段からのデータを受信する第２の通信手段と、上記第１の通信手段か
らの上記動画像データに関するデータに基づいて視差画像印刷物を印刷する印刷手段とを
有するプリント装置から
　なることを特徴とする印刷物製造システム。
【請求項３０】
　上記通信端末装置は、上記動画像データを撮影する撮像手段を有することを特徴とする
請求項２９記載の印刷物製造システム。
【請求項３１】
　上記動画像データに関するデータは、上記視差画像データ又は上記動画像データ及び上
記注視点に関するデータ、或いは上記視差画像データ及び上記動画像データ並びに上記注
視点に関するデータのいずれかであることを特徴とする請求項２９記載の印刷物製造シス
テム。
【請求項３２】
　動画像データが入力される動画像入力手段と、
　動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定
するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段
と、
　上記基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するとともに、上記移動量に基づいて各フレームについ
ての動き補正量を算出し、上記動き補正量に基づいて上記動画像データに対する動き補正
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処理を行い、当該動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に
再生像として定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷
物として印刷可能な視差画像データに当該動画像データを変換する動き補正処理手段と、
　上記動画像データに関するデータを送信する通信手段と
　を備えることを特徴とする通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、視差画像印刷物に適した動画像データを生成するための画像処理装置及び画像
処理方法、一般的に撮影された動画像データを用いて視差画像印刷物を印刷する印刷物製
造装置及び印刷物製造方法、並びに印刷物製造システム、さらにはこの印刷物製造システ
ムを構成する通信端末装置及びプリント装置を提供することを目的とする。
【０００２】
【従来の技術】
近年、静止画像だけではなく、動画像や視差画像を撮影して印刷するシステムが開発され
ており、視認する方向を変化させることで、視認される画像が変化する印刷物を得ること
ができる。以下、本明細書では、このような見る方向によって視認される画像が変化する
印刷物を視差画像印刷物又は本願の印刷物と称する。
【０００３】
視差画像印刷物を用いた事業が展開されている例としては、レンチキュラ技術を利用して
印刷物としての視差画像写真を作成するものがあり、例えば、コニカ株式会社による３眼
式レンズ付きフィルム「撮りっきりコニカ３Ｄ（登録商標）」とその印刷サービス、コダ
ック株式会社による３眼式レンズ付きフィルム「Ｋｏｄａｋスナップキッズ３Ｄ（登録商
標）」とその印刷サービス、松下電器産業株式会社により開発されたものであり、６枚の
画像を合成した商品名「ＭＩＰ（Motion Image Print）カード」と、このカードを作成す
る装置である「うごい太郎（登録商標）」、株式会社ちきゅう屋によるサービスであり、
上述した「うごい太郎（登録商標）」により作成されるカードの注文をいわゆるインター
ネットで受け付けるサービス、松下電器産業株式会社による業務用アミューズメント機器
の受注販売であり、撮影した連続写真を視認する角度によって被写体が動いているように
見える１枚のカードとして提供する動画カードの自動販売機、といったものが挙げられる
。
【０００４】
また、同様に視差画像印刷物のシステムとしては、ホログラフィ技術を利用して印刷物を
作成するものがあり、このような技術としては、例えば「Akira Shirakura, Nobuhiro　K
ihara and Shigeyuki Baba, "Instant holographic portrait printing system", Procee
ding of SPIE, Vol. 3293, pp. 246-253, Jan. 1998」や「木原、白倉、馬場："高速ホロ
グラムポートレイトプリントシステム"、３次元画像コンファレンス１９９８、１９９８
年７月」に記載されているように、横方向のみの視差を表現可能とする印刷物を作製する
システムの他、「山口、本田、大山："リップマンホログラフィックステレオグラムを用
いたホログラフィック３Ｄプリンタ"、第２０回画像工学コンファレンス、１９８９年１
２月」や「遠藤、山口、本田、大山："ホログラフィック・３－Ｄプリンタの高密度記録"
、第２３回画像工学コンファレンス、１９９２年１２月」に記載されているように、縦横
両方向の視差を表現可能とする印刷物を作製するシステムが挙げられる。
【０００５】
上述したように視差画像を印刷物として得るシステムにあっては、印刷の対象となる動画
像や視差画像を、複数の画像を動画像のように表示したり、専用のカメラによって異なる
視点からの視差のある画像を撮影したり、コンピュータグラフィックス（computer graph
ics：以下、ＣＧと称する。）によって異なる視点からの視差のある画像を生成したりす
ることによって得ている。
【０００６】
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例えば、被写体をカメラによって撮影する場合には、図２２（ａ）に示すように、カメラ
Ｃを円弧等の曲線状や直線状の軌道に沿って移動させるレール１００や、同図（ｂ）に示
すように、載置したカメラＣを回転させる撮影台１１０等、従来は専用の器材や、この器
材に取り付ける専用のカメラを用いて視差画像の撮影を行っていた。また、撮影するカメ
ラ自体ではなく、被写体を回転する撮影台に乗せて回転させる等して撮影する場合もある
が、この場合でも被写体を回転させる撮影台という専用の器材が必要であった。
【０００７】
そして、上述したレールや撮影台を使用した撮影では、その並進移動速度や回転速度を、
時間変化として定められた速度量や一定量の速度（一定速度）として撮影し、得られた画
像を視差画像印刷物に適した画像へと変換するための画像処理に用いるパラメータとして
、この速度量を利用していた。
【０００８】
また、複数の画像を動画像のように表示する場合にあっても、上述したレールや撮影台等
の専用の器材や専用のカメラ等に相当する設備を用いた視差画像印刷物の製造を前提とす
る撮影が行われていた。
【０００９】
一方、近年においては、デジタルスチルカメラ（Digital Still Camera）やデジタルビデ
オカムコーダ（Digital Video Camcorder）の普及が進んでいる。そして、これらの普及
にともない、被写体を撮影した後、動画像を画像データとしてコンピュータに取り込み、
画像処理を行う環境も普及している。
【００１０】
上述したようなデジタルスチルカメラやデジタルビデオカムコーダ等を使用した撮影に限
らず、被写体や風景の映像に遠近感や奥行感、立体感を与えるために、カメラを被写体に
対して横走りさせて撮影したり、被写体の周囲を回り込むようにして撮影したり、ズーム
の時間的な変化や被写体の動きに合わせたフレームワークやカメラワーク等の撮影技法を
用いて動画像の撮影が行われている。
【００１１】
このような撮影技法、例えば基本的なカメラワークとしては、カメラ位置を固定して向き
を左右に振るパン（pan）、カメラ位置を固定して向きを上下に振るチルト（tilt）、カ
メラの位置を左右又は上下に平行に動かすトラック（track）、カメラの位置を上下に動
かすクレーン（crane）、カメラの位置を前後に動かして被写体を大きく又は小さく写す
ドリー（dolly：トラックアップ、トラックバックともいう。）、レンズにより被写体を
大きく又は小さく写すズーム（zoom）、注視点を固定して回り込むようにカメラの位置と
向きを動かすタンブル（tumble）等がある。
【００１２】
また、動画像の撮影技法での代表的な例としては、映画「The Matrix」（１９９９年３月
米国公開、配給：Warner Bros.、邦題「マトリックス」、１９９９年９月日本公開、配給
：タイムワーナーエンタテインメントジャパン株式会社）で使用されたブレットタイム撮
影、又はマシンガン撮影と呼ばれる技法がある。この技法は、まず演技をする人物たる被
写体の周囲にリモートコントロール可能な数十台から数百台のスチルカメラを配置する。
そして、被写体となる人物が演技をしているところを、これら多数台のスチルカメラのシ
ャッターを僅かな時間差で切って撮影する。このように撮影した画像を用いることによっ
て、被写体に対する視点の変化と人物の演技の動きとが連動して、スローモーションのよ
うに再生される動画像の撮影が可能となるというものである。
【００１３】
上述した撮影技法における動画像に対して、映像信号処理やコンピュータ画像処理等によ
って動画像の立体感を増す処理を行い、その処理結果を動画像として表示する、いわゆる
動画像の疑似立体化技術においては、いくつかの研究開発がなされている。例えば、特公
昭５５－３６２４０号公報（発明の名称：立体画像表示装置）や特開平７－５９１１９号
公報（発明の名称：疑似立体映像表示装置）、特開平９－３７３０３号公報（発明の名称
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：符号化画像処理方法、符号化画像処理装置および符号化画像処理回路）等に動画像の疑
似立体化技術が記載されている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べたような撮影技法や疑似立体化技術等は、撮影した動画像を、動画像として表示
する、すなわち時系列で表示する場合における技法である。これに対し、視差画像印刷物
の如く、動画像を空間的に、角度方向として表示する場合は、これら時系列で表示させる
ための技法によって撮影された動画像データをそのまま視差画像印刷物として印刷すると
、画像内容が動きすぎてぶれた感じになってしまい、実用的ではなかった。
【００１５】
したがって、視差画像印刷物のように、動画像を空間的に表示する場合は、前述のような
レールや回転台等の専用のカメラや器材等で視差画像印刷物の製造を前提とした撮影手法
が行われていた。
【００１６】
しかしながら、一般のユーザがデジタルスチルカメラ等で行う撮影は、このような専用の
カメラや器材を用いるものではなく、被写体の映像に遠近感や奥行感や立体感を与えるた
めに、カメラを横走りさせて撮影したり、被写体の周囲を回り込むように撮影したり、時
間的な変化のあるズームや被写体の動きに合わせたフレームワークなどの時系列で表示す
るための撮影技法を用いる場合が普通である。すなわち逆に言うと、視差画像印刷物の製
造を意識して行う撮影は、通常ほとんど見られない。
【００１７】
そこで、本発明は、特に視差画像印刷物にすることを目的とせずに、一般的に撮影された
動画像データを、視差画像印刷物に適した動画像データへと変換する画像処理装置及び画
像処理方法、一般的に撮影された動画像データを用いて視差画像印刷物を印刷する印刷物
製造装置及び印刷物製造方法、並びに印刷物製造システム、さらにはこの印刷物製造シス
テムを構成する通信端末装置及び印刷物製造装置を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成する本発明に係る画像処理装置は、動画像データを構成する複数の
フレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレ
ームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段と、この注視点設定手段によって
設定された基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応
点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、この移動量に基づいて各フレームに
ついての動き補正量を算出し、動き補正量に基づいて動画像データに対する動き補正処理
を行い、動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像と
して定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として
印刷可能な視差画像データに動画像データを変換する動き補正処理手段とを備えることを
特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係る他の画像処理方法は、動画像データを構成する複数のフレームから
基準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける
被写体に注視点を設定する工程と、基準となるフレームにおける注視点と、他のフレーム
における注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、移動量に基
づいて各フレームについての動き補正量を算出し、動き補正量に基づいて動画像データに
対する動き補正処理を行い、動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷
物の面上に再生像として定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視
差画像印刷物として印刷可能な視差画像データに動画像データを変換する工程とを備える
ことを特徴とする。
【００２０】
上述した本発明に係る画像処理装置及び画像処理方法は、ユーザが普通に、すなわち視差
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画像印刷物の製造を意識しないで撮影した動画像データを、視差画像印刷物の製造に適し
た視差画像データに変換する。したがって、本発明によれば、専用のカメラや器材を用い
ることなく、簡易に視差画像印刷物に適した動画像データを得ることが可能とされる。
【００２１】
　本発明に係る画像処理装置は、動画像データを構成する複数のフレームから基準となる
少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注
視点を設定する注視点設定手段と、注視点設定手段によって設定された基準となるフレー
ムにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動
量を算出するするとともに、移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出す
る補正量算出手段と、動き補正量算出手段によって算出された動き補正量が加算された画
像変換に関するパラメータを生成し、該パラメータに基づいて、動画像データの中にある
所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、動画像データを
視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能なデータ
に変換する画像変換処理手段とを備えることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明に係る他の画像処理方法は、動画像データを構成する複数のフレームから
基準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける
被写体に注視点を設定する工程と、基準となるフレームにおける注視点と、他のフレーム
における注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するするとともに、移動量
に基づいて各フレームについての動き補正量を算出する工程と、動き補正量が加算された
画像変換に関するパラメータを生成し、該パラメータに基づいて、動画像データの中にあ
る所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、動画像データ
を視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能なデー
タに変換する工程とを備えることを特徴とする。
【００２３】
上述した本発明に係る画像処理装置及び画像処理方法は、ユーザが普通に、すなわち視差
画像印刷物の製造を意識しないで撮影した動画像データを、動画像データを視差画像印刷
物として印刷可能なデータに変換する。したがって、本発明によれば、専用のカメラや器
材を用いることなく、簡易に視差画像印刷物に適した動画像データを得ることが可能とさ
れる。
【００２４】
　本発明に係る印刷物製造装置は、動画像データを構成する複数のフレームから基準とな
る少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に
注視点を設定する注視点設定手段と、注視点設定手段によって設定された基準となるフレ
ームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移
動量を算出するとともに、移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出し、
動き補正量に基づいて動画像データに対する動き補正処理を行い、動画像データの中にあ
る所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、視認する方向
によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能な視差画像データに動
画像データを変換する動き補正処理手段と、視差画像データに基づいて視差画像印刷物を
印刷する印刷手段とを備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係る印刷物製造方法は、動画像データを構成する複数のフレームから基
準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける被
写体に注視点を設定する工程と、基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームに
おける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、移動量に基づ
いて各フレームについての動き補正量を算出し、動き補正量に基づいて動画像データに対
する動き補正処理を行い、動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物
の面上に再生像として定位させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差
画像印刷物として印刷可能な視差画像データに動画像データを変換する工程と、視差画像
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データに基づいて視差画像印刷物を印刷する工程とを備えることを特徴とする。
【００２６】
　本発明に係る印刷物製造装置は、動画像データを構成する複数のフレームから基準とな
る少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に
注視点を設定する注視点設定手段と、注視点設定手段によって設定された基準となるフレ
ームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移
動量を算出するとともに、移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出する
動き補正量算出手段と、動き補正量算出手段によって算出された動き補正量が加算された
画像変換に関するパラメータを生成し、該パラメータに基づいて、動画像データの中にあ
る所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、動画像データ
を視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能なデー
タに変換する画像変換処理手段と、視差画像印刷物として印刷可能なデータに基づいて視
差画像印刷物を印刷する印刷手段とを備えることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明に係る印刷物製造方法は、動画像データを構成する複数のフレームから基
準となる少なくとも一のフレームを設定するとともに、該基準となるフレームにおける被
写体に注視点を設定する工程と、基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームに
おける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を算出するとともに、移動量に基づ
いて各フレームについての動き補正量を算出する工程と、動き補正量が加算された画像変
換に関するパラメータを生成し、該パラメータに基づいて、動画像データの中にある所定
の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、動画像データを視認
する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能なデータに変
換する工程と、視差画像印刷物として印刷可能なデータに基づいて視差画像印刷物を印刷
する工程とを備えることを特徴とする。
【００２８】
　本発明に係る印刷物製造システムは、動画像データが入力される動画像入力手段と、動
画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設定する
とともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手段と、
動画像データと注視点に関するデータとを送信する第１の通信手段とを備える通信端末装
置と、第１の通信手段からのデータを受信する第２の通信手段と、基準となるフレームに
おける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点との関係から注視点の移動量を
算出するとともに、移動量に基づいて各フレームについての動き補正量を算出し、動き補
正量に基づいて動画像データに対する動き補正処理を行い、動画像データの中にある所定
の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位させて、視認する方向によっ
て視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能な視差画像データに動画像デ
ータを変換する動き補正処理手段と、視差画像データに基づいて視差画像印刷物を印刷す
る印刷手段とを有するプリント装置からなることを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明に係る印刷物製造システムは、動画像データが入力される動画像入力手段
と、動画像データを構成する複数のフレームから基準となる少なくとも一のフレームを設
定するとともに、該基準となるフレームにおける被写体に注視点を設定する注視点設定手
段と、基準となるフレームにおける注視点と、他のフレームにおける注視点への対応点と
の関係から注視点の移動量を算出するとともに、移動量に基づいて各フレームについての
動き補正量を算出し、動き補正量に基づいて動画像データに対する動き補正処理を行い、
動画像データの中にある所定の位置の被写体を視差画像印刷物の面上に再生像として定位
させて、視認する方向によって視認される画像が変化する視差画像印刷物として印刷可能
な視差画像データに動画像データを変換する動き補正処理手段と、動画像データに関する
データを送信する第１の通信手段とを備える通信端末装置と、第１の通信手段からのデー
タを受信する第２の通信手段と、第１の通信手段からの動画像データに関するデータに基
づいて視差画像印刷物を印刷する印刷手段とを有するプリント装置からなることを特徴と
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する。
【００３０】
上述した本発明に係る印刷物製造装置及び印刷物製造方法、並びに印刷物製造システム、
このシステムを構成する情報端末装置及び印刷物製造装置は、上述した画像処理方法を適
用しての視差画像印刷物の製造が簡易に実施可能とされる。したがって、本発明によれば
、ユーザが普通に撮影した動画像データを基にして、種々の視差画像印刷物が製造可能と
され、娯楽性の高いホログラフィックステレオグラム等の視差画像印刷物が簡易に入手可
能とされる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
本発明は、一般的に撮影された動画像データ、具体的には視差画像印刷物の製造を前提と
せず、専用のカメラや撮影台等の専用の器材を使用しないで撮影された動画像データ（以
下、単に一般的な動画像データと称して説明する。）を利用して、視差画像印刷物の製造
を可能とするものである。以下、本発明の具体的な実施に形態について図面を参照しなが
ら詳細に説明する。なお、本明細書における一般的な動画像データとは、フレームレート
が３０フレーム等とされる狭義の動画像データはもちろん、フレームレートが１５フレー
ム等とされる疑似動画像データ、及び、複数枚の連続したスチル画像データなどを含む、
いわゆる広義の動画像データを意味するものである。また、以下の説明においては、視差
画像印刷物としてホログラフィックステレオグラムを製造するものとして説明し、視差画
像印刷物に適した動画像データ（以下、視差画像データと称して説明する。）がホログラ
フィックステレオグラムに印刷（露光）可能な画像データであるものとして説明する。
【００３２】
まず、本発明の説明に先立ち、視差画像印刷物としてのホログラフィックステレオグラム
の製造に用いる動画像データの一般的な撮影手法の一例について説明する。従来からの専
用の器材やカメラ等を用いた視差画像印刷物の製造を前提とする視差画像データの撮影で
は、例えば図１に示すように、カメラＣを円弧状の軌道に沿って、同図中におけるカメラ
位置Ｃ－１からカメラ位置Ｃ－５へ移動させながら撮影を行うことによって生成される。
その後、生成された視差画像データに対しては、これを視差画像印刷物として記録するた
めに、露光や印刷等の当該視差画像印刷物の製造方式ごとに定められた、表示される再生
像との幾何的又は空間的な関係に基づいて、視点変換等の変換処理が施される。したがっ
て、視差画像印刷物としては、この変換処理が施された動画像データが記録されることに
なる。
【００３３】
ここで、一般的に、視差画像印刷物にて表示される再生像の位置は、図２に示すように、
視差画像印刷物Ｘの面を中心として配置されることが多く、視差画像印刷物Ｘの面の前後
に表示される像によって奥行感が表現される。このような再生像の配置は、視差画像印刷
物において「表示される像を面上に定位させる」と表現される。
【００３４】
この視差画像印刷物の製造を前提とする視差画像データに対して、再生像となる被写体の
中の点を視差画像印刷物の面上に定位させることを考える。
【００３５】
例えば、上述した図１に示すカメラＣのように、円弧状の軌道に沿って移動して撮影する
場合を考えると、通常図２に示すように、その円弧の中心を含む直線上に視差画像印刷物
の面があると想定される。そして、図１に示した撮影手法においては、この円弧の中心と
の距離を等距離に保ちつつ、角度を変えて移動しながら撮影される。このように撮影され
た動画像データの中では、円弧の中心に対応する画素位置は、被写体の中のある一点、す
なわち円弧の中心点を捕らえて、角度を変えながら撮影していることになる。
【００３６】
したがって、撮影された動画像データの中で、被写体のある一点を捕らえて、同じ画素位
置で角度を変えながら撮影している状況を作り出せれば、その点を視差画像印刷物の面上
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に定位させることができる。
【００３７】
つまり、被写体のある一点を注視点として設定し、この被写体に設定する注視点を常に同
じ画素位置に保つことができれば、一般的な動画像データであっても、表示される像を視
差画像印刷物の面上に定位させることができる視差画像印刷物に適した視差画像データへ
と変換することができる。
【００３８】
そこで、本発明においては、視差画像印刷物の面上に再生像を定位させるために、上述し
たように被写体に設定する注視点を一定画素位置に保つようにすることにより、一般的な
動画像データを視差画像データへと変換する。この処理について以下に説明する。
【００３９】
まず、一般的な動画像データを撮影する。図３は、一般的な動画像データの撮影手法の一
例として、注視点を固定して回り込むようにカメラＣの位置と向きとを動かす、いわゆる
タンブルして被写体である人物Ｈを撮影する状態を示す図であり、図４は、この撮影にて
得られた動画像データを構成するフレームの一部を示す図である。
【００４０】
同図中一点鎖線にて示す円弧状の軌道Ａに沿って撮影されたならば、図１と同じ状態にな
り、本発明の変換処理は必要としない。一方、撮影者が一般的な動画像の撮影方法として
のタンブルを行おうとするが、実際には、同図中実線にて示す軌道Ｂのように移動して撮
影が行われる。このように、実際の撮影においては、カメラＣの移動速度や移動方向、具
体的には被写体たる人物Ｈに対するカメラＣの前後左右及び上下の位置、さらにはレンズ
の方向（撮影の視線方向）に誤差やムラが生じてしまうことになる。したがって、軌道Ｂ
に沿って移動して撮影された一般的な動画像データは、軌道Ａに沿って撮影された視差画
像データたる動画像データとは異なり、各フレームにおける人物Ｈの位置が一定ではない
ものとなる。特に、上述した撮影を手持ちのカメラＣによって行った場合においても、得
られる動画像データは、時系列で表示する動画像として見た場合には表現力のある映像と
なるが、視差画像印刷物用の動画像データとするには動きすぎる画像となり、視差画像印
刷物に適さないデータとなる。そこで、本発明においては、このような一般的な動画像デ
ータを視差画像データに変換するために、以下に示す動き補正処理を施す。
【００４１】
一般的な動画像データに対する動き補正処理においては、まず、視差画像印刷物の面上に
定位させる被写体の中の一点、すなわち注視点が一般的な動画像データのある画素位置に
設定される。この注視点の設定は、撮影された一般的な動画像データを構成する複数のフ
レームのうちの少なくとも一つを基準となるフレームとし、この基準となるフレームに映
し出されている被写体に対して行われる。本例においては、１２０フレームで構成された
一般的な動画像データの６０フレーム目にあたる図４に示すフレームｆ３を基準フレーム
とし、このフレームｆ３における人物Ｈの鼻の付け根の位置を注視点として設定した。な
お、上述した基準となるフレームは、任意に定めることができるが、被写体をなるべく大
きな割合で含むフレームを基準として選択することが好ましい。
【００４２】
なお、通常は、１つの基準となるフレームにおいて注視点を設定すれば十分であるが、被
写体に対する角度を変えながら撮影しているので、注視点近傍の画像データにおける被写
体の形状や色情報が大きく変化する場合がある。このような場合、後述する注視点の移動
量の測定において、誤差が大きくなったり、誤検出する現象が生じる虞がある。このよう
な現象を予防するために、注視点が被写体中の同一の場所であることをユーザが認識した
上で、基準となるフレームを２つ以上設け、それぞれのフレームで被写体中の同一の場所
となる注視点を設定するようにしても良い。
【００４３】
そして、動き補正処理においては、人物Ｈの鼻の付け根の位置を注視点として設定した後
に、基準となるフレームｆ３に映し出されている注視点たる鼻の付け根の位置に対する、
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全てのフレームに映し出されている鼻の付け根の位置の画素位置の移動量を算出する。本
例における注視点の移動量の測定結果を図５に示す。なお、この注視点の移動量は、各フ
レームの間で相関処理を行うことによって測定することができる。このような各フレーム
間での相関処理には、例えばＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）－１、ＭＰＥＧ
－２等の動画圧縮処理において動き検出や動き補償に用いられている技術や、コンピュー
タ等の画像処理分野におけるオプティカルフロー検出の技術を応用することができる。
【００４４】
図５は、６０フレーム目、すなわち図４に示すフレームｆ３の注視点の位置を原点と定め
、このフレームｆ３の注視点に対して他の各フレームの注視点が、水平方向及び垂直方向
にどれだけ移動しているかを、上記ほかの動き検出方法によって検出した結果を示してい
る。この図５に示す測定結果から、各フレームの注視点の位置は一定ではなく、撮影時の
カメラの移動速度や移動方向、レンズの方向の変化に応じて様々な位置に移動しているこ
とがわかる。
【００４５】
次に、動き補正処理においては、算出した移動量に基づいて各フレームについての動き補
正量を算出し、この動き補正量を用いて、各フレームの注視点の位置を、基準となるフレ
ームｆ３の注視点と同じ座標上に位置させるような処理を行う。動き補正処理においては
、上述した動き補正量に基づいて、フレームｆ１、ｆ２、ｆ４、ｆ５、及び図示を省略し
ている他の各フレームの画像を水平方向及び垂直方向に移動させる平行移動処理が行われ
る。具体的には、動き補正処理においては、図６（ａ）に示すように、算出した動き補正
量だけフレームｆ１における画像を右方向及び下方向に平行移動し、算出した動き補正量
だけフレームｆ２における画像を右方向及び下方向に平行移動し、算出した動き補正量だ
けフレームｆ４における画像を左方向及び下方向に平行移動し、算出した動き補正量だけ
フレームｆ５における画像を左方向及び下方向に平行移動する。なお、ここでは、フレー
ムｆ３を原点として注視点の移動量を算出したため、フレームｆ３については移動させる
ことはない。動き補正処理においては、このような平行移動処理を行うことによって、注
視点である各フレームの人物Ｈの鼻の付け根位置が、水平方向において全て同図（ａ）に
示す基準線Ｌ１上に位置し、また垂直方向において特に基準線は示さないが同一座標に位
置するようになり、同図（ｂ）に示すように、カメラＣの向きを同図中矢印方向に移動さ
せ円弧状の軌道Ａに沿って撮影したかのような画像に近づけることができ、一般的な動画
像データから視差画像データに変換することができる。実際に、変換後の視差画像データ
を用いて視差画像印刷物を作製したところ、画像内容が動きすぎてぶれた感じになること
もなく、立体感のある良好な視差画像印刷物を得ることができた。
【００４６】
ところで、本来、視差画像印刷物の製造を前提とする撮影、すなわちカメラや被写体を回
転又は平行移動させる撮影台やレール等の専用の器材を用いた撮影においては、印刷や露
光等の視差画像印刷物の製造方式と表示再生条件とにおける幾何的及び空間的な関係を忠
実に再現するために、カメラや被写体の並進移動速度や回転速度を規定した撮影が行われ
ている。
【００４７】
一方で、本発明において一般的な動画像データから変換された視差画像データでは、視差
画像印刷物の製造方式と表示再生条件との幾何的及び空間的な関係が、視差画像印刷物の
製造を前提とする撮影で再現しようとしている関係に忠実ではない。しかしながら、人間
が視差画像印刷物を観察する場合において、視差画像印刷物と人間の両眼との相対的な移
動における幾何的及び空間的な関係は、それほど厳密な関係が求められているわけではな
い。したがって、上述した動き補正処理によって変換された視差画像データは、人間の認
識可能範囲内における幾何的及び空間的な関係を保つことで、遠近感や奥行感、立体感を
与える再生像を観察し得る視差画像印刷物の作製が可能とされる。
【００４８】
なお、注視点を視差画像印刷物の面上に定位させるようにする、すなわち全てのフレーム
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の注視点を同一画素位置に位置させるには、上述した平行移動処理を行うだけでなく、注
視点を中心とした画像の回転処理や拡大縮小処理を行うことが望ましい。動き補正処理に
おいては、これらの処理を平行移動処理と併せて行うことにより、撮影時の不要なパン、
チルト、トラック、クレーン、ドリーなどの効果、すなわち視差画像印刷物における人間
の認識範囲に幾何的及び空間的な関係を損なうようなカメラの移動速度や移動方向、レン
ズの方向の誤差やムラを低減することができる。
【００４９】
このような回転処理や拡大縮小処理を行う場合、上述した視差画像印刷物の面上に定位さ
せる位置である注視点のほかに、回転量や拡大縮小量を検出するための複数の注視点（以
下、補助的な注視点と称し、先に述べた視差画像印刷物の面上に定位させるための注視点
を単に注視点と称して説明する。）をさらに設定することが望ましい。
【００５０】
例えば、図４に示す一般的な動画像データにおいて、人物Ｈの鼻の付け根の位置に注視点
を設定した場合に、補助的な注視点としては、注視点の存在する面上に近いことが望まし
く、例えば人物Ｈの鼻の頭の位置や額の上部の位置、或いは肩の位置等に設定する。補助
的な注視点をこのような位置に設定するのは、補助的な注視点が注視点と異なる面上に存
在するということは、撮影したカメラからの距離が異なるということ、すなわち撮影画像
内での見かけの大きさが異なってしまうということになり、回転量や拡大縮小量を検出す
る上で誤差が生じやすいからである。
【００５１】
一方、撮影画像内で注視点との距離が遠い位置に補助的な注視点を設定する場合であって
も、注視点の位置から視差画像印刷物における非視差方向（図４における画像の垂直方向
）、撮影時のカメラの移動方向に垂直な方向（図４における画像の垂直方向）、又は注視
点の主たる移動方向に垂直な方向（後述する図８に示す例における画像の垂直方向）に補
助的な注視点を設定すると、撮影するカメラからの距離が一定になる傾向があり、その結
果、回転量や拡大縮小量を検出する上で、検出誤差を少なくすることができる。
【００５２】
またなお、上述したように動画像データを構成する各フレームに対して平行移動処理や回
転処理、拡大縮小処理を行った場合には、図６に示すように、フレーム内で画像情報を移
動させたことにより、各フレームに画像情報のない領域（同図中、黒塗りされた領域）が
生じてしまう。このため、本発明では、各フレーム画像への平行移動処理や回転処理、拡
大縮小処理を行った後に、各フレームに対して、画像情報の存在する共通の領域を取り出
す、いわゆるクリップ処理を行うことが望ましい。このようなクリップ処理を行うことに
よって、視差画像印刷物を観察した場合に、画像情報のない領域が観察者の目に入り、再
生像の遠近感や奥行感、立体感を損なうといったことが低減される。また、本発明では、
クリップ処理とともに、クリップ処理によって取り出した領域の大きさを元のフレームの
大きさに復元するための拡大処理を行うことによって、相対的に視差画像印刷物の中での
被写体の大きさが大きく表示されることになり、より見やすい再生像を得ることができる
。このようなクリップ処理と拡大処理の例について説明する。例えば６４０［pixel］×
４８０［pixel］の一般的な動画像データに対して、平行移動処理や回転処理、拡大縮小
処理等の動き補正を行った結果、全フレームを通して画像情報が存在する共通領域として
、６００［pixel］×５４０［pixel］の画像が得られたとする。そこで、動き補正処理に
おいては、クリップ処理として、この共通領域である６００［pixel］×５４０［pixel］
の画像を各フレームから取り出す。次に、動き補正処理においては、取り出した６００［
pixel］×５４０［pixel］の画像に対して、バイリニア補間やバイキュービック補間など
の画像処理手法を用いて、動き補正処理前と同じ画素数である６４０［pixel］×４８０
［pixel］へと拡大する拡大処理を行う。そして、動き補正処理においては、クリップ処
理と拡大処理とを行って得られた動画像データを、クリップ処理と拡大処理とを行う前の
、動き補正された動画像データに代えて使用する。動き補正処理においては、このような
処理を行うことによって、例えば実際に撮影された元の動画像データよりも、人物の顔が
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大きくなった動画像データを視差画像データとして得ることができ、この視差画像データ
を用いて視差画像印刷物を作製することにより大きく見やすい再生像を得ることもできる
。
【００５３】
なお、上述した例においては、注視点の移動量をそのまま動き補正量として動き補正処理
を施しているが、注視点の移動量に対して各フレームの時系列方向に移動平均処理や多項
式近似等の平滑化処理、又は近似曲線処理を施して得られる数値を動き補正量としても良
い。注視点の移動量の測定においては、画像に生じたノイズの影響や動き検出処理の誤差
によって、各フレームでの移動量に誤差が含まれていることが多い。一方、動画像データ
の中の注視点の動きは滑らかな場合が多いため、平滑化処理や近似曲線処理等の処理を実
際の測定結果に施し、それによって得た数値を動き補正量とすることで、より適切な動き
補正処理を行うことができる。
【００５４】
次に、他の撮影手法によって得られる一般的な動画像データを視差画像データに変換する
方法について説明する。本例においては、図７に示す撮影手法、具体的には、固定したカ
メラＣによって、自らの動作で振り返る人物Ｈを被写体として撮影することにより、一般
的な動画像データを得ている。このような場合、カメラＣが三脚等で固定されていたとし
ても、視差画像印刷物の製造を前提にしたような被写体が回転する撮影台での撮影とは異
なり、被写体が自ら動いているので、被写体の移動速度及び移動方向は一定ではない。こ
のため、この動画像データのままでは、視差画像印刷物に用いるデータとしては動きすぎ
る画像となり、良好な再生像を得ることができない。そこで、視差画像印刷物の面上に定
位させるために、以下の如き動き補正処理を施す。
【００５５】
まず、動き補正処理においては、一般的な動画像データを構成する各フレームから基準と
なるフレームを定め、このフレーム内の被写体に設定する注視点として、被写体である人
物の鼻の付け根の位置を設定する。そして、動き補正処理においては、基準フレームにお
ける注視点の位置に対する他の各フレームの注視点の位置の移動量を測定する。本例では
、６０フレームある動画像データの３０フレーム目にあたる図８に示すフレームｆ８を基
準フレームとし、このフレームｆ８における人物Ｈの注視点の位置を基準として、他の各
フレームにおける注視点の移動量を測定した。この結果を図９に示す。
【００５６】
図９は、３０フレーム目、すなわち図８に示すフレームｆ８の注視点の位置を原点と定め
、このフレームｆ８の注視点に対して他の各フレームの注視点が、水平方向及び垂直方向
にどれだけ移動しているかを示している。この図９に示す測定結果から、各フレームの注
視点が被写体自らの動作によって細かく様々な方向に移動していることがわかる。
【００５７】
動き補正処理においては、このような注視点の移動量に基づいて、各フレームの注視点の
位置を基準となるフレームｆ８の注視点と同じ座標上に位置させるような処理を行う。こ
こで、この動き補正量は、以下のように算出される。本例においては、被写体である人物
Ｈが、振り返り以外の時間的な変化のある動作である首の垂直方向の動き、すなわちうつ
むいた状態から顔を上げた状態へ移行する動作を行っているが、この動作は視差画像デー
タを得るべく全方位から被写体を撮影するために行われた被写体の振り返り動作とは異な
り、被写体の意志で行った動作の一部、すなわち被写体の演技であるため、再生像として
残すことが望ましい。したがって、本例では、視差画像印刷物での注視点の動きとして被
写体自体の回転、すなわち水平方向の移動量のみを抽出して動き補正量とするようにする
。図１０は、図９に示した注視点の移動量の水平方向の成分のみ抽出した上で、移動平均
処理により平滑化処理を行って計算した動き補正量を表す図である。
【００５８】
さらに、注視点の移動量から算出された図１０の動き補正量に基づいて、基準フレームｆ
８以外のフレームｆ６、ｆ７、ｆ９、ｆ１０及び図示を省略している他の各フレームの画
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像に平行移動処理を行った。図１１（ａ）は、各フレームｆ６、ｆ７、ｆ９、ｆ１０の画
像に平行移動処理を行ったものである。なお、上述したように、本例においては、水平方
向の移動量のみに基づいて動き補正量が算出されているため、水平方向のみの平行移動と
なる。具体的には、動き補正処理においては、算出した動き補正量だけフレームｆ６にお
ける画像を左方向に平行移動し、算出した動き補正量だけフレームｆ７における画像を左
方向に平行移動し、算出した動き補正量だけフレームｆ９における画像を右方向に平行移
動し、算出した動き補正量だけフレームｆ１０における画像を右方向に平行移動する。な
お、ここでは、フレームｆ８を原点として注視点の移動量を算出したため、フレームｆ８
については移動させることはない。動き補正処理においては、このような平行移動処理を
行うことにより、注視点である各フレームの人物Ｈの鼻の付け根位置が、水平方向におい
て全て同図（ａ）に示す基準線Ｌ２上に、すなわち同一座標に位置するようになり、同図
（ｂ）に示すように、カメラＣの向きを同図中矢印方向に移動させ円弧状の軌道Ａに沿っ
て撮影したかのような画像に近づけることができ、一般的な動画像データから視差画像デ
ータに変換することができる。実際に、変換後の視差画像データを用いて視差画像印刷物
を作製したところ、画像内容が動きすぎてぶれた感じになることもなく、遠近感や奥行感
、立体感のある良好な視差画像印刷物を得ることができた。
【００５９】
なお、注視点の移動量から動き補正量を算出する場合、移動量の水平成分のみや垂直成分
のみ、又は直交座標表示だけではなく極座標表示での各成分等から被写体の動作に応じた
適切な関数を適用し、注視点の移動量を関数変換することができる。このような関数変換
を行うことで、注視点の移動量を動き補正量として変換する際に、動画像データの内容、
すなわち被写体の動作に応じた処理を行うことができ、視差画像印刷物としてより遠近感
や奥行感や立体感の高いものを得ることができる。例えば、図１０に示す注視点の水平成
分のみの移動量の推移は、コサイン関数に類似していることから、移動量の推移をコサイ
ン関数に変換して動き補正量を換算することで、遠近感や奥行感、立体感の高い良好な視
差画像印刷物を得ることができる。
【００６０】
このように、本発明においては、上述した動き補正処理を一般的な動画像データに対して
施すことによって、一般ユーザが視差画像印刷物の製造を何ら意識することなく撮影した
一般的な動画像データであっても、娯楽性の高い視差画像印刷物を得るための視差画像デ
ータに容易に変換することができる。
【００６１】
このように、一般的な動画像データから変換した視差画像データは、以下に示す視点変換
処理が施されることによってホログラフィックステレオグラムとしてプリント可能なデー
タであるホログラム画像データに変換され、視差画像印刷物の製造に用いられる。ここで
は、この視差画像印刷物の製造方法について説明する。
【００６２】
まず、視差画像印刷物としてのホログラフィックステレオグラムを製造するにあたっては
、上述したようにして得た視差画像データを、ホログラフィックステレオグラムとしてプ
リント可能なデータに変換する所定の画像処理が行われる。この画像処理においては、視
差画像データをホログラム画像データに変換するための視点変換処理が行われる。
【００６３】
視点変換処理は、撮影位置や撮影角度が定められて撮影された視差画像データを、再生像
の表示再生時に幾何的又は空間的に整合性を取ることができるように、実際にホログラム
用記録媒体の要素部分や要素位置に印刷、露光するための要素ホログラム画像データを生
成するものである。このような視点変換処理を行う方法の一つとしては、スライスアンド
ダイス（Slice and Dice）と呼ばれる方法がある。これは、視差画像データを構成するｍ
枚の要素視差画像を入れ替えることにより、ｎ枚の要素ホログラム画像を生成し、新たな
要素ホログラム画像データを再構成する画像処理である。
【００６４】
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そして、上述したような視点変換処理が行われて要素ホログラム画像データに変換された
動画像データをホログラム用記録媒体に対して露光記録した後に、プリントアウトするこ
とによって、娯楽性の高い視差画像印刷物を製造することができる。
【００６５】
なお、ここでは、上述した視差画像印刷物を製造するにあたって、一般的な動画像データ
に対して動き補正処理を施すことによって視差画像データを生成し、その後視差画像デー
タに対して視点変換処理を施すことによってホログラム用記録媒体に露光記録するための
要素ホログラム画像データを生成するものとして説明しているが、本発明はこのような方
法に限定されるものではない。本発明においては、上述した一般的な動画像データに対す
る動き補正処理で行うべき幾何的又は空間的な変換処理を、視差画像印刷物の製造の際に
行う視点変換処理と統合して行ってもよい。このような方法にあっては、視点変換処理に
て使用される再生像の整合性を取るための幾何的又は空間的パラメータに、注視点の移動
量に基づいて算出された動き補正量を幾何的又は空間的に加算することで、一般的な動画
像データ毎の動き補正量を含む視点変換処理のパラメータを作成することができる。そし
て、このようなパラメータを適用して視点変換処理を一般的な動画像データに対して施す
ことにより、上述した動き補正処理を視点変換処理の一部として行うことができるように
なる。
【００６６】
さて、以下では、以上説明した動き補正処理及び視点変換処理を施すことにより、一般的
な動画像データからホログラム画像データを生成して、視差画像印刷物としてのホログラ
フィックステレオグラムを製造する具体的な構成について説明する。
【００６７】
まず、視差画像印刷物であるホログラフィックステレオグラムを製造する第１の具体例と
してのプリント装置について、図１２及び図１３を用いて説明する。
【００６８】
プリント装置１は、図１２に示すように、一般的な動画像データが入力される動画像入力
部２と、一般的な動画像データから視差画像データに変換する動き補正処理を行う動き補
正処理部３と、動き補正処理にて使用する基準フレームの設定と注視点の設定とが行われ
る注視点入力部４と、ホログラフィックステレオグラムの印刷を行う視差画像印刷部５と
、各部を統括的に制御する制御部６と、動画像入力部２を介して入力された一般的な動画
像データや動き補正処理部３によって生成された視差画像データなどの各種データを蓄積
するデータ蓄積部７と、このデータ蓄積部７から読み出された各種画像データを表示する
表示部８とを備える。
【００６９】
動画像入力部２には、ユーザによって同図に示すビデオカメラレコーダやデジタルスチル
カメラ等の撮像装置ＣＡで撮影された一般的な動画像データが入力される。動画像入力部
２は、入力された一般的な動画像データを動き補正処理部３に供給するとともに、必要に
応じて、データ蓄積部７に供給して蓄積させる。
【００７０】
動き補正処理部３は、注視点入力部４から供給された動き補正処理の基準となるフレーム
と注視点とに関する情報からなる注視点データに基づいて、動画像入力部２から供給され
た一般的な動画像データ、又はデータ蓄積部７から読み出した一般的な動画像データに対
して動き補正処理を施す。なお、動き補正処理部３には、動き補正処理として、平行移動
処理とともに、回転処理や拡大縮小処理を行う場合には、補助的な注視点に関する情報も
注視点入力部４から注視点データとして供給される。具体的には、動き補正処理部３は、
各フレームについての注視点の移動量の算出、この移動量に基づく動き補正量の算出、及
び一般的な動画像データに対する平行移動処理や回転処理等の各種処理を行うことにより
、動画像入力部２又はデータ蓄積部７から供給された一般的な動画像データを視差画像デ
ータに変換する。動き補正処理部３は、生成した視差画像データを、視差画像印刷部５に
供給するとともに、必要に応じて、データ蓄積部７に供給して蓄積させる。
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【００７１】
注視点入力部４には、ユーザによって設定された注視点データが入力される。注視点入力
部４は、設定された注視点データを動き補正処理部３に供給する。
【００７２】
視差画像印刷部５は、視点変換処理を行うことによって要素ホログラム画像データを生成
する視点変換処理部９と、当該視差画像印刷部５の動作を制御するプリンタ制御部１０と
、視差画像印刷物であるホログラフィックステレオグラムを作製してプリントアウトする
プリンタ部１１とを備える。
【００７３】
視点変換処理部９には、上述した動き補正処理部３又はデータ蓄積部７から視差画像デー
タが供給される。また、視点変換処理部９には、パラメータ入力部１２から例えば撮影距
離や撮影方向を示す情報といった視点変換処理を行うために必要となる各種パラメータが
供給される。視点変換処理部９は、プリンタ制御部１０の制御のもとに、パラメータ入力
部１２から供給された各種パラメータに基づいて、視差画像データに対して視点変換処理
を施すことによって、要素ホログラム画像データを生成する。視点変換処理部９は、生成
した要素ホログラム画像データをプリンタ部１１に供給する。
【００７４】
プリンタ制御部１０は、視点変換処理部９を制御して、視差画像データから要素ホログラ
ム画像データへの適切な視点変換処理を行わせるとともに、要素ホログラム画像データの
プリンタ部１１への供給動作を制御する。
【００７５】
プリンタ部１１は、視点変換処理部９から供給された要素ホログラム画像データを図示し
ないホログラム用記録媒体に露光記録し、ホログラフィックステレオグラム画像が記録さ
れた部分を切り離して外部に排出することにより、１枚のホログラフィックステレオグラ
ムを作製する。
【００７６】
このような視差画像印刷部５は、視差画像データに対して視点変換処理を施し、得られた
要素ホログラム画像データをホログラム用記録媒体に露光記録することにより、視差画像
印刷物としてのホログラフィックステレオグラムを製造する。
【００７７】
データ蓄積部７は、動画像入力部２から供給された一般的な動画像データを蓄積するとと
もに、動き補正処理部３から供給された視差画像データを蓄積する。このデータ蓄積部７
に蓄積された各種動画像データは、制御部６の制御のもとに読み出され、表示部８に供給
される。
【００７８】
表示部８は、制御部６の制御のもとに、データ蓄積部７に蓄積されている一般的な動画像
データや視差画像データを表示する。特に、プリンタ装置１においては、視差画像データ
を表示部８に表示することにより、視差画像印刷部５による印刷前にユーザの最終的な判
断をあおぐためのプレビュー処理を行うことができる。プリンタ装置１においては、この
ようなプレビュー処理を行うことによって、ユーザの意図する視差画像データの生成を確
実に行うことができる。
【００７９】
このような各部を備えるプリンタ装置１は、図１３に示す一連の工程を経ることにより、
一般的な動画像データに基づいて、視差画像印刷物としてのホログラフィックステレオグ
ラムを製造する。
【００８０】
まず、プリンタ装置１においては、同図に示すように、ユーザによって一般的な動画像デ
ータが撮像装置ＣＡ等を用いて撮影される（ステップＳ１－１）。次に、プリンタ装置１
においては、ステップＳ１－１にて撮影された一般的な動画像データが動画像入力部２に
入力される（ステップＳ１－２）。続いて、プリンタ装置１においては、この動画像入力
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部２に入力された一般的な動画像データの被写体に対して、ユーザによって注視点入力部
４を介して注視点が設定される（ステップＳ１－３）。なお、この注視点の設定は、例え
ば表示部８に一般的な動画像データを表示させ、この表示画像の任意の一点をマウス等の
ポインティングデバイスを用いて指定し、その情報を注視点データとして注視点入力部４
に供給することにより行われる。
【００８１】
そして、プリンタ装置１においては、動画像入力部２から直接、又はデータ蓄積部７を介
して一般的な動画像データが動き補正処理部３に供給されるとともに、注視点入力部１２
から注視点データが動き補正処理部３に供給され、動き補正処理が行われる（ステップＳ
１－４）。
【００８２】
続いて、プリンタ装置１においては、ステップＳ１－４にて動き補正処理が施されて一般
的な動画像データから変換された視差画像データを表示部８に表示させることによってプ
レビュー処理が行われる（ステップＳ１－５）。ここで、プリンタ装置１においては、ユ
ーザが表示部８に表示された画像を確認し、意図通りの画像であった場合には、次のステ
ップＳ１－６へと処理が移行する一方、意図と異なる画像であった場合には、ステップＳ
１－４に処理が戻され再度動き補正処理が行われる。
【００８３】
プリンタ装置１においては、プレビュー処理の後、視差画像データが動き補正処理部３又
はデータ蓄積部７から視差画像印刷部５における視点変換処理部９に供給され、視差画像
データに対する視点変換処理が行われる（ステップＳ１－６）。これにより、視差画像デ
ータは、ホログラム用記録媒体に露光記録される要素ホログラム画像データに変換される
。
【００８４】
そして、プリンタ装置１においては、要素ホログラム画像データが視点変換処理部９から
プリンタ部１１に供給され、このプリンタ部１１によってホログラム用記録媒体に対する
要素ホログラム画像データの露光記録が行われる（ステップＳ１－７）。なお、このプリ
ンタ部１１における露光記録は以下のようにして行われる。まず、プリント部１１におい
ては、図示しない表示装置に要素ホログラム画像データの１画像を表示させ、この表示装
置を含む物体光用光学系を通過したレーザ光、すなわち物体光と、参照光用光学系を通過
したレーザ光、すなわち参照光とをホログラム用記録媒体に入射させる。これにより、プ
リンタ部１１においては、表示装置に表示された１画像が、ホログラム用記録媒体に短冊
状の要素ホログラムとして記録される。そして、プリンタ部１１においては、ホログラム
用記録媒体が１要素ホログラム分だけ送り出されることにより、次の画像の記録が行われ
る。このように、プリンタ部１１においては、１画像毎に短冊状にホログラム用記録媒体
が記録されることによって、横方向の視差情報を有する連続した複数の要素ホログラムと
してホログラム用記録媒体に記録される。その後、プリンタ部１１においては、紫外線の
照射やヒートローラによる加熱等が行われ、ホログラフィックステレオグラム画像が記録
された部分がカッター等によって切り離されることにより１枚のホログラフィックステレ
オグラムが作製される。なお、この露光記録に際してのプリント部１１の動作、具体的に
はプリンタ部１１に設けられる表示装置等の動作、記録媒体送り送り動作又は裁断動作は
、プリンタ制御部１０により制御される。
【００８５】
最後に、プリンタ装置１においては、裁断された１枚毎のホログラフィックステレオグラ
ムがプリントアウトされ（ステップＳ１－８）、一連の処理が終了する。
【００８６】
このように、第１の具体例としてのプリント装置１によれば、ユーザが視差画像印刷物の
製造を意図しないで撮影した一般的な動画像データであっても、容易に視差画像印刷物に
適した視差画像データに変換することができ、ホログラフィックステレオグラム等の娯楽
性の高い視差画像印刷物を手軽に手に入れることができるようになる。
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【００８７】
つぎに、視差画像印刷物であるホログラフィックステレオグラムを製造する第２の具体例
としてのプリント装置について、図１４及び図１５を用いて説明する。
【００８８】
図１４に示すプリンタ装置１は、図１２に示したプリント装置１のように、動き補正処理
部３にて動き補正処理を行い、一般的な動画像データを視差画像データに変換した後に、
視差画像データを視差画像印刷部５に供給するのではなく、一般的な動画像データを視差
画像印刷部５に供給し、この一般的な動画像データに対する動き補正処理を視点変換処理
の一部として視差画像印刷部５において行うものである。
【００８９】
すなわち、図１４に示すプリント装置１においては、動画像入力部２に入力された一般的
な動画像データが、動画像入力部２から直接、又はデータ蓄積部７を介して、動き補正処
理部３及び視点変換処理部９に供給される。一般的な動画像データが供給された動き補正
処理部３においては、注視点入力部４から供給された注視点データに基づく注視点の移動
量の測定と、動き補正量の算出とが行われる。そして、動き補正処理部３は、動き補正量
に関するデータをパラメータ入力部１２に供給する。パラメータ入力部１２は、動き補正
処理部３から供給された動き補正量に関するデータを幾何的又は空間的に視点変換処理の
ためのパラメータに加算することで、一般的な動画像データに対して動き補正処理を含む
視点変換処理を行うことを可能とするパラメータを生成し、このパラメータを視点変換処
理部９に供給する。視点変換処理部９は、動画像入力部２から一般的な動画像データが供
給されると、パラメータ入力部１２から供給されたパラメータに基づいて、一般的な動画
像データに対する動き補正処理を含む視点変換処理を行い、一般的な動画像データを要素
ホログラム画像データに変換する。
【００９０】
このようなプリント装置１は、図１５に示す一連の工程を経ることにより、一般的な動画
像データに基づいて、視差画像印刷物としてのホログラフィックステレオグラムを製造す
る。
【００９１】
まず、プリンタ装置１においては、同図に示すように、ユーザによって撮像装置ＣＡでの
一般的な動画像データの撮影が行われ（ステップＳ２－１）、この一般的な動画像データ
が当該プリント装置１における動画像入力部２に入力される（ステップＳ２－２）。その
後、プリンタ装置１においては、この動画像入力部２に入力された一般的な動画像データ
の被写体に対する注視点の設定がユーザによって注視点入力部４を介して行われる（ステ
ップＳ２－３）。
【００９２】
そして、プリンタ装置１においては、動画像入力部２から直接、又はデータ蓄積部７を介
して一般的な動画像データが供給されるとともに、注視点入力部１２から注視点データが
動き補正処理部３に供給され、注視点データを基に一般的な動画像データにおける注視点
の移動量の測定と、この注視点の移動量に基づく動き補正量の算出が行われる（ステップ
Ｓ２－４）。この動き補正量に関するデータは、動き補正処理部３からパラメータ入力部
１２に供給される。プリンタ装置１においては、パラメータ入力部１２において、視点変
換処理の一部として動き補正処理を行うべく、動き補正量に関するデータを視点変換処理
のためのパラメータに対して幾何的又は空間的に加算した視点変換処理のためのパラメー
タが生成される（ステップＳ２－５）。
【００９３】
プリンタ装置１においては、このパラメータがパラメータ入力部１２から視点変換処理部
９に供給されると、この視点変換処理部９において、動画像入力部２から供給される一般
的な動画像データに対する視点変換処理が行われ（ステップＳ２－６）、一般的な動画像
データが要素ホログラム画像データに変換される。動き補正処理は、この視点変換処理の
一部として行われる。
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【００９４】
そして、プリンタ装置１においては、要素ホログラム画像データが視点変換処理部９から
プリンタ部１１に供給され、このプリンタ部１１によってホログラム用記録媒体に対する
要素ホログラム画像データの露光記録が行われる（ステップＳ２－７）。
【００９５】
最後に、プリンタ装置１においては、裁断された１枚毎のホログラフィックステレオグラ
ムがプリントアウトされ（ステップＳ２－８）、一連の処理が終了する。
【００９６】
このように、第２の具体例としてのプリント装置１によれば、動き補正処理を視点変換処
理と統合して行うことができ、ユーザが視差画像印刷物の製造を意図しないで撮影した一
般的な動画像データであっても、容易に視差画像印刷物に適した要素ホログラム画像デー
タに変換することができる。
【００９７】
さて、以上では、このような画像処理と視差画像印刷物の製造とを同一装置にて行うプリ
ント装置１について説明したが、以下では、このプリント装置１を応用した印刷物製造シ
ステムについて説明する。この印刷物製造システムは、以下に示すような通信端末装置と
プリント装置との如き複数の装置からなるものである。
【００９８】
まず、図１２に示した第１の具体例としてのプリント装置１を応用した印刷物製造システ
ムについて図１６及び図１７を用いて説明する。
【００９９】
印刷物製造システム２１は、図１６に示すように、撮像装置ＣＡにより撮影された一般的
な動画像データが入力される通信端末装置３１と、この通信端末装置３１と動画像データ
の授受が可能なプリント装置４１とからなる。
【０１００】
通信端末装置３１は、例えばパーソナルコンピュータや携帯電話等、有線、無線を問わず
他の電子機器とのデータの授受が可能な電子機器であり、動画像入力部３２と、外部電子
機器とのインターフェースとなる通信端末部３３と、表示部３４と、注視点入力部３５と
を備える。この通信端末装置３１において、動画像入力部３２には、撮像装置ＣＡにて撮
影された一般的な動画像データが入力される。また、通信端末部３３には、一般的な動画
像データが動画像入力部３２から供給されるとともに、ユーザによって設定された注視点
データが注視点入力部３５から供給される。そして、通信端末装置３１は、通信端末部３
３から一般的な動画像データと注視点データとを外部電子機器、本例ではプリント装置４
１に送信する。
【０１０１】
プリント装置４１は、データを受信する通信部４２と、データ蓄積部４３と、動き補正処
理部４４と、視差画像印刷部４５と、動き補正処理部４４における処理及び装置全体の動
作の制御を行う制御部４６とを備える。通信部４２は、他の外部電子機器とのインターフ
ェースとなるものであり、外部電子機器から送信されたデータ、本例では通信端末装置３
１から送信された一般的な動画像データと注視点データとを受信する。動き補正処理部４
４は、通信端末装置３１から送信された一般的な動画像データと注視点データとを基に動
き補正処理、具体的には動き補正量の算出、及び一般的な動画像データに対する平行移動
処理、回転処理等の処理が行われる。視差画像印刷物４５は、視点変換処理部４７と、プ
リンタ制御部４８と、プリンタ部４９とを備え、動き補正処理４４にて動き補正処理され
て一般的な動画像データから変換された視差画像データの視点変換処理を視点変換処理部
４７にて行い、ホログラフィックステレオグラムの製造をプリンタ部４９にて行う。なお
、視点変換処理部４７における視点変換処理に必要なパラメータは、パラメータ入力部５
０から供給される。
【０１０２】
このような印刷物製造システム２１においては、図１７に示す一連の工程を経ることによ
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り、一般的な動画像データに基づいて、視差画像印刷物としてのホログラフィックステレ
オグラムを製造する。
【０１０３】
まず、印刷物製造システム２１においては、同図に示すように、ユーザによって一般的な
動画像データが撮像装置ＣＡ等を用いて撮影され（ステップＳ３－１）、この一般的な動
画像データが通信端末装置３１における動画像入力部３２に入力される（ステップＳ３－
２）。その後、印刷物製造システム２１においては、この動画像入力部３２に入力された
一般的な動画像データの被写体に対して、ユーザによって注視点入力部３５を介して注視
点が設定される（ステップＳ３－３）。そして、印刷物製造システム２１においては、動
画像入力部３２に入力された一般的な動画像データと、注視点入力部３５にて設定された
注視点データとが通信端末部３３に供給され、この通信端末部３３からプリント装置４１
における通信部４２に対して、これらの一般的な動画像データと注視点データとが送信さ
れる（ステップＳ３－４）。
【０１０４】
印刷物製造システム２１においては、プリント装置４１における通信部４２によって受信
された一般的な動画像データと注視点データとが、直接、又はデータ蓄積部４３を介して
動き補正処理部４４に供給され、この動き補正処理部４４によって一般的な動画像データ
を視差画像データに変換する動き補正処理が行われる（ステップＳ３－５）。そして、印
刷物製造システム２１においては、変換後の視差画像データが、視差画像印刷部４５にお
ける視点変換処理部４７に供給され、パラメータ入力部５０から供給されたパラメータに
基づく視点変換処理が行われる（ステップＳ３－６）。印刷物製造システム２１において
は、この視点変換処理によって得られた要素ホログラム画像データがプリンタ部４９に供
給され、このプリンタ部１１によってホログラム用記録媒体に対する要素ホログラム画像
データの露光記録が行われる（ステップＳ３－７）。そして、印刷物製造システム２１に
おいては、裁断された１枚毎のホログラフィックステレオグラムがプリントアウトされ（
ステップＳ３－８）、一連の処理が終了する。
【０１０５】
このように、第１の具体例としてのプリント装置１を応用した印刷物製造システム２１に
よれば、通信端末装置３１を所持するユーザが視差画像印刷物の製造を意図しないで撮影
した一般的な動画像データであっても、プリント装置４１によって容易に視差画像印刷物
に適した要素ホログラム画像データに変換することができ、ホログラフィックステレオグ
ラム等の娯楽性の高い視差画像印刷物を手軽に手に入れることができるようになる。
【０１０６】
なお、上述した印刷物製造システム２１においては、動き補正処理部４４にて動き補正処
理を行うことによって一般的な動画像データを視差画像データに変換し、この視差画像デ
ータを視点変換処理部４７に供給して視点変換処理を行っているが、このような処理を行
う構成に限定されるものではない。例えば、印刷物製造システム２１においては、動き補
正処理部４４にて動き補正量の算出までを行い、この動き補正量に関するデータをパラメ
ータ入力部５０に供給するとともに、視点変換処理部４７に一般的な動画像データを供給
することによって、パラメータ供給部５０にて生成される動き補正量が加算されたパラメ
ータに基づいて、視点変換処理部４７にて一般的な動画像データに視点変換処理を行うも
のであっても良い。このとき、動き補正処理は、視点変換処理の一部として行われる。
【０１０７】
また、上述した印刷物製造システム２１においては、図１８に示すように、通信端末部３
１が、一般的な動画像データを撮影し得る撮像部３６を有するものであってもよい。
【０１０８】
さらに、印刷物製造システムにあっては、通信端末装置３１側で一般的な動画像データの
画像処理等を行うようにしても良い。以下、通信端末装置３１側で一般的な動画像データ
から視差画像データへの変換を行う印刷物製造システム５１について説明する。なお、本
例においては印刷物製造システム２１と同一構成を有する部分については同一符号を付し
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、詳しい説明は省略する。
【０１０９】
印刷物製造システム５１は、図１９に示すように、撮像装置ＣＡにより撮影された一般的
な動画像データが入力される通信端末装置３１と、この通信端末装置３１と動画像データ
の授受が可能なプリント装置４１とからなり、通信端末装置３１に設けられた動き補正処
理部３７にて、一般的な動画像データから視差画像データへの変換行うものである。なお
、通信端末装置３１には、動き補正処理部３７における処理及び装置全体の動作制御を行
う制御部３８が設けられている。
【０１１０】
このような印刷物製造システム５１は、図２０に示す一連の工程を経ることにより、一般
的な動画像データに基づいて、視差画像印刷物としてのホログラフィックステレオグラム
を製造する。
【０１１１】
まず、印刷物製造システム５１においては、同図に示すように、ユーザによって一般的な
動画像データが撮像装置ＣＡ等を用いて撮影され（ステップＳ４－１）、この一般的な動
画像データが通信端末装置３１における動画像入力部３２に入力される（ステップＳ４－
２）。その後、印刷物製造システム５１においては、この動画像入力部３２に入力された
一般的な動画像データの被写体に対して、ユーザによって注視点入力部３５を介して注視
点が設定される（ステップＳ４－３）。そして、印刷物製造システム５１においては、動
画像入力部３２に入力された一般的な動画像データと、注視点入力部３５にて設定された
注視点データとが動き補正処理部３７に供給され、動き補正処理が行われる（ステップＳ
４－４）。その後、印刷物製造システム５１においては、ステップＳ４－４にて動き補正
処理が施されて一般的な動画像データから変換された視差画像データを表示部３４に表示
させることによってプレビュー処理が行われる（ステップＳ４－５）。ここで、印刷物製
造システム５１においては、ユーザが表示部３４に表示された画像を確認し、意図通りの
画像であった場合には、次のステップＳ４－６へと処理が移行する一方、意図と異なる画
像であった場合には、ステップＳ４－４に処理が戻され再度動き補正処理が行われる。
【０１１２】
印刷物製造システム５１においては、プレビュー処理の後、視差画像データが通信端末部
３３を介してプリント装置４１における通信部４２に対して送信される（ステップＳ４－
６）。印刷物製造システム５１においては、通信部４２にて受信された視差画像データが
、直接、又はデータ蓄積部４３を介して視点変換処理部４７に供給され、この視点変換処
理部４７においてパラメータ入力部５０から供給されたパラメータに基づく視点変換処理
が行われる（ステップＳ４－７）。印刷物製造システム５１においては、視差画像データ
がホログラム用記録媒体に露光記録される要素ホログラム画像データに変換されてプリン
タ部４９に供給され、ホログラム用記録媒体に対する露光記録が行われる（ステップＳ４
－８）。そして、印刷物製造システム５１においては、裁断された１枚毎のホログラフィ
ックステレオグラムがプリントアウトされ（ステップＳ４－９）、一連の処理が終了する
。
【０１１３】
このように、印刷物製造システム５１によれば、通信端末装置３１を所持するユーザが視
差画像印刷物の製造を意図しないで撮影した一般的な動画像データであっても、動き補正
処理を行うことによって容易に視差画像印刷物に適した視差画像データに変換することが
でき、これをプリント装置４１に対して送信することにより、ホログラフィックステレオ
グラム等の娯楽性の高い視差画像印刷物を手軽に手に入れることができるようになる。
【０１１４】
なお、上述した印刷物製造システム５１においては、動き補正処理部３７にて変換された
視差画像データをプリント装置４１に送信しているが、このような処理を行う構成に限定
されるものではない。例えば、印刷物製造システム５１においては、動き補正処理部３７
にて動き補正量の算出までを行い、この動き補正に関するデータと一般的な動画像データ
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をプリント装置４１に送信するものであっても良い。かかる場合、プリンタ装置４１では
、視点変換処理部４６において、動き補正処理を一部に含む視点変換処理が行われる。
【０１１５】
また、印刷物製造システム５１においては、動き補正処理後の視差画像データとともに、
動き補正処理部３７にて算出した動き補正量に関するデータをプリント装置４１に送信す
るものであっても良く、さらには入力された一般的な画像データ、動き補正量に関するデ
ータ及び視差画像データの全てをプリント装置４１に送信するものであっても良い。かか
る場合、プリンタ装置４１では、変換前の一般的な動画像データや動き補正量に関するデ
ータが、送信してきたユーザに関する情報として、視差画像データ等とともにデータ蓄積
部４３に蓄積される。
【０１１６】
さらに、上述した印刷物製造システム５１においては、図２１に示すように、通信端末装
置３１が、一般的な動画像データを撮影し得る撮像部３６を有するものであってもよい。
【０１１７】
なお、上述した実施の形態では、視差画像印刷物としてホログラフィックステレオグラム
を例示して説明したが、本発明は、例えばレンチキュラレンズを利用した印刷物であるい
わゆるレンチキュラ写真といったホログラフィックステレオグラム以外の視差画像印刷物
にも適用できることはもちろんである。
【０１１８】
また、上述した実施の形態では、一般的な動画像データを撮影によって生成するものとし
て説明したが、本発明は、実物の被写体を撮影するのみならず、いわゆるＺバッファ法、
レイトレーシング法、又はラジオインテンシティ法といった各種ＣＧによる動画像データ
の作成であって、カメラが被写体に対して相対的に移動するように作成した動画像データ
を一般的な動画像データとしてもよい。
【０１１９】
さらには、本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、また、本発明はその
趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能であることはいうまでもない。
【０１２０】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明に係る画像処理装置及び画像処理方法は、ユーザが
普通に、すなわち視差画像印刷物の製造を意識しないで撮影した動画像データを、視差画
像印刷物の製造に適した動画像データに変換することができる。したがって、本発明によ
れば、専用のカメラや器材を用いることなく、簡易に視差画像印刷物に適した動画像デー
タを得ることができる。
【０１２１】
また、本発明に係る印刷物製造方法及び印刷物製造装置、並びに印刷物製造システム、こ
のシステムを構成する情報端末装置及び印刷物製造装置によれば、先に述べた画像処理方
法を適用して、ユーザが普通に撮影した動画像データを基にした種々の視差画像印刷物を
製造することができ、娯楽性の高いホログラフィックステレオグラム等の視差画像印刷物
を簡易に手に入れることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】視差画像データの一般的な撮影手法を説明するための図である。
【図２】視差画像印刷物にて表示される再生像の位置を説明するための図である。
【図３】一般的な動画像データの撮影手法の一例を示す図である。
【図４】同撮影手法にて撮影した動画像データのフレームの一部を示す図である。
【図５】同撮影手法にて撮影した動画像データの注視点の移動量を示す図である。
【図６】（ａ）は動き補正処理が施された動画像データのフレームの状態を、（ｂ）は動
き補正処理の後の動画像データを撮影し得るカメラ位置を説明するための図である。
【図７】一般的な動画像データの他の撮影手法の一例を示す図である。
【図８】同撮影手法にて撮影した動画像データのフレームの一部を示す図である。
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【図９】同撮影手法にて撮影した動画像データの注視点の移動量を示す図である。
【図１０】注視点の移動量において、水平方向の成分のみ抽出した図である。
【図１１】（ａ）は動き補正処理が施された動画像データのフレームの状態を、（ｂ）は
動き補正処理の後の動画像データを撮影し得るカメラ位置を説明するための図である。
【図１２】プリント装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１３】同プリント装置における視差画像印刷物の製造工程を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１４】異なる画像処理が行われる同プリント装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図１５】同プリント装置における視差画像印刷物の製造工程を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１６】印刷物製造システムの概略構成を示すブロック図である。
【図１７】同印刷物製造システムにおける視差画像印刷物の製造工程を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１８】他の構成を有する印刷物製造システムの概略構成を示すブロック図である。
【図１９】さらに他の構成を有する印刷物製造システムの概略構成を示すブロック図であ
る。
【図２０】同印刷物製造システムにおける視差画像印刷物の製造工程を説明するためのフ
ローチャートである。
【図２１】さらに他の構成を有する印刷物製造システムの概略構成を示すブロック図であ
る。
【図２２】視差画像印刷物に使用する動画像データを撮影する従来の方法を説明するため
の図である
【符号の説明】
１　プリント装置，２　動画像入力部，３　動き補正処理部，４　注視点入力部，５　視
差画像印刷部，６　制御部，７　データ蓄積部，８　表示部，９　視点変換処理部，１０
　プリンタ制御部，１１　プリンタ部，１２　パラメータ入力部，２１　印刷物製造シス
テム，３１　通信端末装置，３２　動画像入力部，３３　通信端末部，３４　表示部，３
５　注視点入力部，３６　撮像部，３７　動き補正処理部，３８　制御部，４１　プリン
ト装置，４２　通信部，４３　データ蓄積部，４４　動き補正処理部，４５　視差画像印
刷部，４６　制御部，４７　視点変換処理部，４８　プリンタ制御部，４９　プリンタ部
，５０　パラメータ入力部
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