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(57)【要約】
　画像系列の最も没入できる視聴体験を提供するシステ
ムが提供される。これは、画像系列の現在提示されてい
るフレームを拡張することによって実現される。背面照
射効果を使用して、現在、提示されているフレームの拡
張部分を表示する。方法及びコンピュータ読み取り可能
な媒体も提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　画像系列の第１のフレームの動きベクトル及び第２のフレームの動きベクトル間の相関
に基づいて画像系列の第１の画像フレームを適合させるよう構成された適合装置と、
　前記適合させたフレームの前記第２のフレームへの画像ステッチにより、前記第２のフ
レームの拡張画像を再構成するよう構成された再構成装置と、
　前記拡張画像に含まれた少なくとも１つの監視領域における画像情報を監視し、第１の
信号を生成するよう構成された監視装置と、
　前記第１の信号に応じて、前記監視領域に接続された照射領域から使用中に発出された
光放射を制御するよう構成された制御装置とを備えるシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムであって、前記制御装置は更に、前記第１のフレーム及び前記
第２のフレームに基づいて、前記システムに含まれる各監視領域の位置、又はサイズ若し
くは形状を制御するよう構成されるシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のシステムであって、前記画像情報は、各監視領域に含まれる強
度及び／又は色であり、前記第１の信号は、各監視領域の少なくとも強度及び色に関する
情報を含むシステム。
【請求項４】
　請求項３記載のシステムであって、監視領域は、少なくとも１つ又は複数の照射領域に
対応するシステム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちの何れか一項に記載のシステムであって、シーン切り換えが検出
されると、前記拡張画像をリセットするよう構成されたシーン切り換え検出器を更に備え
るシステム。
【請求項６】
　請求項１乃至４のうちの何れか一項に記載のシステムであって、前記制御装置は、前記
拡張画像が、前記第２のフレームよりも少なくとも多い画像情報を含む場合に、前記拡張
画像に応じて前記監視領域の位置又はサイズを制御するよう更に構成されたシステム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちの何れか一項に記載のシステムであって、少なくとも１つの照射
領域は照射源を含むシステム。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちの何れか一項に記載のシステムであって、プロジェクタに含まれ
るシステム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のうちの何れか一項に記載のシステムであって、前記画像系列の少なく
とも前記第１の画像フレーム及び前記第２の画像フレームの動きベクトルを算出するよう
構成された動き算出装置を更に備えるシステム。
【請求項１０】
　方法であって、
　画像系列の第１のフレームの動きベクトル及び第２のフレームの動きベクトル間の相関
に基づいて画像系列の第１の画像フレームを適合させる工程と、
　前記適合されたフレームの前記第２のフレームへの画像ステッチにより、前記第２のフ
レームの拡張画像を再構成する工程と、
　前記拡張画像に含まれる少なくとも１つの監視領域内の画像情報を監視する工程と、
　第１の信号を生成する工程と、
　前記第１の信号に応答して前記監視領域に接続された照射領域から使用中に発出された
光放射を制御する工程とを含む方法。
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【請求項１１】
　プロセッサによって処理するためのコンピュータ・プログラムを実施させたコンピュー
タ読み取り可能な媒体であって、前記コンピュータ・プログラムは、
　画像系列の第１のフレームの動きベクトル及び第２のフレームの動きベクトル間の相関
に基づいて画像系列の第１の画像フレームを適合させるよう構成された適合コード部と、
　前記適合されたフレームの前記第２のフレームへのステッチにより、前記第２のフレー
ムの拡張画像を再構成するよう構成された再構成コード部と、
　前記拡張画像に含まれる少なくとも１つの監視領域内の画像情報を監視し、第１の信号
を生成するよう構成された監視コード部と、
　前記第１の信号に応答して前記監視領域に接続された照射領域から使用中に発出された
光放射を制御するよう構成された制御コード部とを備えるコンピュータ読み取り可能な媒
体。
【請求項１２】
　請求項１１記載のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、コンピュータ処理特性を
有する装置によって実行されると、請求項１乃至９全てに記載されたシステム機能全てを
行うために構成されたコード部を備えたコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１３】
　請求項１乃至９のうちの何れか一項に記載されたシステムとともに使用するためのユー
ザ・インタフェースであって、前記監視領域及び／又は前記動きベクトルに関係付けられ
たユーザ定義されたか、又は所定の設定を制御するよう構成されたユーザ・インタフェー
ス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、テレビ受像機などの表示装置を含めるか、又は上記表示装置に加える
のに適した視覚表示システムに関する。更に、本発明は、前述の視覚表示システムを動作
させるための方法、コンピュータ読み取り可能な媒体、及びグラフィカル・ユーザ・イン
タフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　視覚表示装置は、周知であり、映画フィルム映写機、テレビ受像機、モニタ、プラズマ
・ディスプレイ、液晶ディスプレイＬＣＤテレビ、モニタ及びプロジェクタ等を含む。前
述の装置は多くの場合、画像又は画像系列を視聴者に向けて提示するよう使用される。
【０００３】
　背面照射の分野は、最適な視聴のためにテレビが「より暗い」部屋を必要とすることが
理由で１９６０年代に始まった。背面照射は、その最も単純な形態では、視覚表示装置の
後ろの表面上に投影された、（例えば、電球から）発せられた白色光である。背面照射は
、虹彩を弛緩させ、眼精疲労を軽減するために使用することが提案されている。
【０００４】
　近年、背面照射技術は、より複雑になってきており、表示装置上に提示される視覚情報
に応じて異なる輝度の色を発出することを可能にする一体化された背面照射機能を備えた
いくつかの表示装置が市場に出回っている。
【０００５】
　背面照射の利点には一般に、より奥行きがあり、より没入できる視聴体験、最善のピク
チャ品質のための色、コントラスト及び細部の改良、並びによりリラックスして視聴する
ための眼精疲労の軽減が含まれる。背面照射の種々の利点は、背面照射システムの別々の
設定を必要とする。眼精疲労の軽減は、色の低速変動、及び、多かれ少なかれ固定された
輝度を必要とし得る一方、より没入できる視聴体験には、画面のコンテンツの拡張（すな
わち、画面のコンテンツと同じ速度での同じ輝度変動）を必要とし得る。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在の背面照射システムの課題は、より没入できる視覚体験のために、提示された画像
系列の画像コンテンツを実際に拡張するというものである。
【０００７】
　よって、改良されたシステム、方法、コンピュータ読み取り可能な媒体、ユーザ・イン
タフェースが効果的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　よって、本発明は、好ましくは、当該技術分野における前述の欠点の１つ又は複数を単
独又は何れかの組合せで軽減、緩和、又は除外しようとし、特許請求の範囲記載のシステ
ム、方法及びコンピュータ読み取り可能な媒体を提供することにより、少なくとも前述の
課題を解決する。
【０００９】
　本発明の一局面によれば、システムが提供される、システムは、画像系列の第１のフレ
ームの動きベクトルと画像系列の第２のフレームの動きベクトルとの間の相関に基づいて
画像系列の第１の画像フレームを適合させるよう構成された適合装置を備える。更に、シ
ステムは、適合されたフレームの第２のフレームへの画像ステッチにより、第２のフレー
ムの拡張画像を再構成するよう構成された再構成装置を備える。更に、システムは、拡張
画像に含まれる少なくとも一監視領域内の画像情報を監視し、第１の信号を生成するよう
構成された監視装置と、第１の信号に応じて監視領域に接続された照射領域から使用中に
発出された光放射を制御するよう構成された制御装置とを備える。
【００１０】
　本発明の別の局面によれば、方法が提供される、方法は、画像系列の第１のフレームの
動きベクトルと画像系列の第２のフレームの動きベクトルとの間の相関に基づいて画像系
列の第１の画像フレームを適合させる工程を含む。更に、方法は、適合されたフレームの
第２のフレームへの画像ステッチにより、第２のフレームの拡張画像を再構成する工程を
含む。更に、方法は、拡張画像に含まれる少なくとも１つの監視領域における画像情報を
監視する工程と、第１の信号を生成する工程と、第１の信号に応答して監視領域に接続さ
れた照射領域から使用中に発出される光放射を調節する工程とを含む。
【００１１】
　本発明の更に別の局面によれば、プロセッサによって処理するためのコンピュータ・プ
ログラムを実施させたコンピュータ読み取り可能な媒体を提供する。コンピュータ・プロ
グラムは、画像系列の第１のフレームの動きベクトルと画像系列の第２のフレームの動き
ベクトルとの間の相関に基づいて画像系列の第１の画像フレームを適合させるよう構成さ
れた適合コード部を有する。更に、コンピュータ・プログラムは、適合されたフレームの
第２のフレームへのステッチにより、第２のフレームの拡張画像を再構成するよう構成さ
れた再構成コード部を有する。更に、コンピュータ・プログラムは、拡張画像に含まれる
少なくとも１つの監視領域内の画像情報を監視し、第１の信号を生成するよう構成された
監視コード部と、第１の信号に応じて監視領域に接続された照射領域から使用中に発出さ
れた光放射を制御するよう構成された制御コード部とを有する。
【００１２】
　本発明の更に別の局面によれば、請求項１乃至９の何れか一項に記載のシステムととも
に使用するためのユーザ・インタフェースが提供される。グラフィカル・ユーザ・インタ
フェースは、監視領域及び／又は動きベクトルに関係付けられたユーザ定義設定又は所定
の設定を制御するよう構成される。
【００１３】
　本発明の特定の実施例は、例えば表示装置上に表示される画像コンテンツの現在の画像
フレームから拡張画像コンテンツを生成するよう構成された装置を備えた表示システムを
提案している。前述の拡張画像コンテンツはその後、背面照射効果を得るために使用する
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ことができる。このようにして、背面照射効果は、現在提示されているフレームの画像コ
ンテンツの単なる繰り返しではもうないが、実際の拡張である。これは、更に、背面照射
効果を真に動き適応的にする。
【００１４】
　本発明の一部の実施例では、表示システムに含まれる背面照射の照射領域は、表示シス
テムが現在のフレームを通常としてなお表示している一方、画像コンテンツの拡張部分を
表示するために使用される。画像コンテンツを拡張することは基本的には、表示システム
によって表示された標準的な画像コンテンツが背面照射の照射領域において続く。
【００１５】
　一部の実施例では、装置は、その後の少なくとも２つの画像をステッチして拡張された
画像をもたらすためのステッチ手法を備えたアルゴリズムを利用する。
【００１６】
　一部の実施例では、提供されるシステム、方法及びコンピュータ読み取り可能な媒体は
、性能、柔軟性、コスト効果の増大、及び、奥行きがより深く、より没入できる視聴体験
を可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例によるシステムを示すブロック図である。
【図２】一実施例によるシステムを示す概略図である。
【図３】一実施例によるシステムを示す概略図である。
【図４】一実施例によるシステムを示す概略図である。
【図５】一実施例による方法を示すブロック図である。
【図６】一実施例によるコンピュータ読み取り可能な媒体を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明が実現することが可能な前述並びに他の局面、構成及び利点は、本発明の実施例
の以下の説明から明らかであり、明らかになり、参照は添付図面に対して行われる。
【実施例】
【００１９】
　本発明のいくつかの実施例は、当業者が本発明を行うことができるために、添付図面を
参照して以下に更に詳細に説明する。しかし、本発明は、別々の多くの形態で実現するこ
とができ、本明細書及び特許請求の範囲記載の実施例に限定されるものと解されるべきで
ない。むしろ、前述の実施例は、本開示が詳細かつ網羅的であり、当業者に本発明の範囲
を完全に伝えることになるように記載している。上記実施例は本発明を限定するものでな
いが、本発明は、特許請求の範囲によってのみ限定される。更に、添付図面中に示す本願
の実施例の詳細な説明において使用されている用語は、本発明の限定を意図するものでな
い。
【００２０】
　以下の説明は、映画フィルム映写機、テレビ受像機、モニタ、プラズマ・ディスプレイ
、液晶ディスプレイＬＣＤテレビ、プロジェクタ等などの視覚表示装置の背面照射に適用
可能な本発明の実施例に焦点を当てている。しかし、本発明は、本出願に限定されないが
、背面照射が望まれる多くの他の分野に適用することができる。
【００２１】
　一部の実施例による本発明は、より没入できる視聴体験を提供する。これは、背面照射
を使用して表示装置上の提示された画像コンテンツを拡張することによって実現される。
背面照射効果を使用してコンテンツの拡張部を表示する一方、表示装置は画像コンテンツ
をなお表示する。
【００２２】
　背面照射により、表示装置を拡張することにより、消費者は、表示装置が実際よりも大
きいという印象を得る。これは、大きなシネスクリーンを備える映画館内と同様な体験に
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類似している。表示装置の拡張は基本的には、画面上に表示された画像コンテンツが、背
面照射表示システムを続けるということを意味する。しかし、表示装置に入るビデオ信号
に含まれていないので、この拡張画像コンテンツは利用可能でない。
【００２３】
　更に、本発明は、拡張された画像コンテンツを表示システムの照射領域と関係付け、よ
って、拡張された画像をユーザに向けて提示するやり方を提供する。一部の実施例による
本発明は、画像のステッチを行う可能性に基づく。画像ステッチは、いくつかの画像を互
いに付着させることができる画像解析の分野において一般的に知られている部分である。
画像ステッチによって達成される効果には例えば、パノラマ・ビューのより小さないくつ
かの画像のうちの大きなパノラミック画像を作成することが可能であるという点がある。
市場で入手可能なディジタル・カメラはこの機能を有し、ステッチ効果はソフトウェアに
よって制御される。
【００２４】
　ステッチ・アルゴリズムは、ビデオ処理の分野においても知られている。画像コンテン
ツの連続フレームの動きベクトル・フィールドを作成することにより、カメラ動作（例え
ば、パニング、ズーミング、ローリング）を算出することができる。一部のアルゴリズム
は、上記情報から実際の３Ｄ世界をもたらし得る。他のアルゴリズムは２Ｄカメラ動作の
みに焦点を当てる。
【００２５】
　一実施例では、図１による表示システム１０が提供される。システムは、視聴者に向け
て画像系列の現行フレームを提示することができる表示領域を備えた表示装置とともに使
用される。システムは、
　画像系列の少なくとも２つの後続フレームの動きベクトルを算出する動き算出装置１１
と、
　現行フレームのカメラ・パラメータに一致するように、動きベクトルに基づいて画像系
列の先行フレームを適合させる適合装置１２と、
　適合されたフレームを現行フレームにステッチすることにより、現行フレームの拡張画
像を再構成する再構成装置１３と、
　拡張画像の１つ又は複数の監視領域における少なくとも強度及び色を監視し、第１の信
号を生成する監視装置１４であって、各監視領域のサイズ及び位置が動きベクトルに依存
する監視装置１４と、
　システム内の各照射領域１３の位置及び第１の信号に応答して照射領域１３から使用中
に発出される光放射を制御する制御装置１５とを備える。
【００２６】
　拡張画像は、現行フレームと合成された先行フレームの一部を含めることにより、常に
改変される。よって、拡張画像は、先行フレームを参照する先行拡張画像と比較した動き
に基づいて、遭遇する新たなフレーム毎に大きくなり得る。現行新フレームが先行拡張フ
レームと相関がないことを信じる理由が存在する場合（例えば、シーン切り換え後）にの
み、先行拡張画像がリセット（すなわち、削除）され、処理ループは始めから再び始まる
。大きくなり続けるステッチ結果により、以下のケースにおいても容易になる。カメラが
まず、右方向へのパンを行い、次いで、左方向へのパンを行う。この場合、まず、シーン
は左方向に延び（右方向にパニングし）、次いで、カメラが戻ると、拡張は、カメラが当
初の開始点を越えるまで左側で維持される（シーンのこの部分から左には、利用可能な情
報がまだ存在していないからである）一方、拡張はなお、右側にある。
【００２７】
　図２は、本発明の実施例による表示システムを示す。図２にみられるように、表示領域
２１はいくつかの監視領域に分割され、各監視領域は少なくとも１つの照射領域に接続さ
れる。図２は、４つの監視領域２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ、及び６つの照射領域２２、２３
、２４、２５、２６、２７を備える表示システム２０を示す。各照射領域は、以下の表１
による、少なくとも１つの監視領域に接続された、電子駆動回路などの制御装置及び監視
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装置を介する。
【００２８】
【表１】

　表１にみられるように、照射領域２２は、監視領域２ａ及び２ｂの合成色情報に繋がっ
ている。同様に、照射領域２５は、監視部２ｃ及び２ｄの色情報に繋がっている。照射領
域２３、２４、２６及び２７は監視領域２ａ、２ｃ、２ｄ及び２ｂそれぞれに対応する。
【００２９】
　動き算出装置
　動きベクトルは、それが属する物体の「パワー」及び方向を規定する。動きの場合、パ
ワーは「速度」を定義する。動きベクトルの寸法は、アプリケーションの寸法に依存し、
動きベクトルは、２Ｄアプリケーションでは２Ｄベクトルであり、３Ｄアプリケーション
では、よって、３Ｄベクトルである。一般に、動きベクトルを作成するために、フレーム
が特定のグリッドにより、いくつかのマクロブロックに分割される。従来技術の手法を使
用すれば、全マクロブロックから、動きベクトルが、動いている方向、及びどの程度速く
動いているかという点で導き出される。この情報を使用して、マクロブロックが将来、ど
こにあるか、又は（例えば、２４Ｈｚフィルム材料が、各フレームが異なる５０Ｈｚ材料
に変換される場合）利用可能でない情報のどこにあるかを予測することができる。特定の
マクロブロック内のコンテンツは、別々の動きベクトルを備えた別々の実物体であり得る
ので、このマクロブロック動きベクトルは、ブロック内に生じる平均動きとして解釈する
ことが可能である。
【００３０】
　理想的には、コンテンツ画素毎に動きベクトルを欲しいが、しかし、これには、非常に
大きな計算量を必要とする。非常に大きいマクロブロックは、コンテンツ内の別々の物体
の情報が含む情報が多すぎることがあり得るので、誤りをもたらす。
【００３１】
　画像コンテンツからの動きなどの動作を抽出する一方法は、別々のフレームを比較し、
そうして、画素が動く方向及び速度を示す動きベクトル・フィールドを生成することによ
る。実際には、マクロブロックはいくつかの画素及び行（例えば、１２８×１２８）を含
む。画素ベースの処理が必要とする計算容量は大きすぎるからである。次いで、前述の動
きベクトル・フィールドを使用して、動きが存在している場所を識別することができる。
【００３２】
　一実施例では、動き算出装置によって算出される動きベクトルは、カメラ・パラメータ
のパニング、ズーミング及び／又はローリングの点でカメラ動作を表す。
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【００３３】
　一実施例では、動き算出装置１１は、動きベクトル信号を生成し、これは監視装置１４
に供給され、これはその後、制御装置の使用により、拡張画像の監視領域の位置、サイズ
及び／又は形状が変わることにつながり得る。この実施例では、動きベクトル信号は第１
の信号に組み入れられる。
【００３４】
　一実施例では、動き算出装置は動きベクトル信号を直接、制御装置１５に転送し、これ
は、照射領域の反応時間の変動につながり得る。
【００３５】
　監視領域の位置、サイズ及び／又は形状の変動をトリガする動き又は動作は、表示領域
内の動作に対応する動きベクトル信号に基づいた閾値として測定することができる。動き
ベクトル信号が閾値未満の場合、監視領域は変更されない。しかし、動きベクトル信号が
閾値を上回る場合、監視領域は変更され得る。
【００３６】
　適合装置
　一実施例では、適合装置は、現行フレームのカメラ・パラメータに一致するように、算
出された動きベクトルに基づいて先行フレームを適合させるよう構成される。これを行う
１つのやり方は、現行フレームの動きベクトルを考慮に入れ、これを先行フレームの動き
ベクトルと比較し、カメラ動作を定義する大局動きベクトルを抽出するというものである
。現行フレームの動きベクトル全てを備えた、結果として生じる動きベクトル「ピクチャ
」を、先行フレームを使用して先行して算出された先行動きベクトル「ピクチャ」と比較
することにより、カメラ動作及び、よって、カメラ・パラメータを導き出すことができる
。これは、カメラによって捕捉される物体がなお動いているか静止しているか、若しくは
カメラがなお動いているか静止しているか、又はその組合せであるので、可能である。現
行フレームの先行フレームとの差を次いで算出することができる。例えば、右方向へのカ
メラ・パニングの場合、カメラ速度は、フレーム毎に、右方向に１００画素であり得る。
この情報を次いで使用して、現行フレームに一致するように先行フレームを適合させる（
すなわち、変換する）。右への１００画素のカメラ速度という前述の例の場合、適合され
たフレームは、先行フレームの左の１００画素を含む。
【００３７】
　図３は、橋の上のトラック及びヘリコプタを追跡するカメラによってもたらされる画像
系列を参照して、一部の実施例によるシステムの機能を示す。例えば、フレーム毎に、ト
ラック及びヘリコプタを含むマクロブロックからの動きベクトルは、多かれ少なかれ静止
しているが、同じパワーで、かつ、時間上、複数のフレームにわたり、同じパワー及び方
向で、左方向に向けられた動きベクトルを有する。このことから、固定された物体上にカ
メラが固定されており、特定の非常に大きな物体が、非常に高い速度で左方向に動いてい
るか、又はカメラは、トラック及びヘリコプタとおおよそ同じ速度で右方向に非常にすば
やくパンニングするということを導き出すことができる。例示されたシーンの最大の部分
が動いているので、特定の速度で右方向にカメラ・パンが存在しているということを決定
し得る。この速度から、拡張画像を作成するために、新たなフレームそれぞれが何画素右
にシフトされるか、又は、より重要なこととして、現在提示されている画像の何画素左に
先行画像を配置すべきかを導き出すことができる。
【００３８】
　再構成装置
　先行フレームを適合させた後、再構成装置は、現行フレームを先行フレームとステッチ
するよう構成される。
【００３９】
　例えば、画面の中央にある物体へのカメラ・ズームインの場合、適合されたフレームは
動きベクトル・ピクチャから導き出され、動きベクトルは全て、画面の中央の外方向に向
く。基本的には、これは、言い換えれば、新たなフレームそれぞれが、完全な画面サイズ
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に上方スケーリングされた先行フレームの一部であるということになる。よって、先行フ
レームを現行フレームにステッチするために、その先行フレームも、現行フレームの後ろ
に配置することができる前に、ズーミング、スケーリングする必要がある。
【００４０】
　一実施例では、先行フレームの適合及び拡張画像の再構成は、一般的に知られている従
来技術のアルゴリズムを使用して行われる。一部の画像誤りは前述のアルゴリズムを使用
して生じ得るが、背面照射効果は、詳細度が高くないので、誤りは、ユーザに対して可視
でない。よって、動きが、提示された画像系列において生じる場合、ユーザは常に、表示
画面内に現行フレームをみる。しかし、右方向への高速カメラ・パニングなどの動きが生
じた場合、再構成装置によって構成される拡張画像は、拡張画像からの表示領域の左側に
ある照射領域により、背面照射効果をもたらすことが可能である。よって、拡張画像は、
現行フレームに影響を及ぼさず、照射領域によってもたらされる背面照射に影響を及ぼす
に過ぎない。
【００４１】
　監視領域
　監視領域が、主に緑色を一時点で含む場合、監視装置からの第１の信号は、緑色等を発
出するための情報を含む。制御装置を介して照射領域に接続された監視装置は、監視領域
において提示された色及び輝度の情報に応答し、照射領域の信号を生成する。これは、表
示システムにおける各照射領域の色及び輝度を制御する制御装置に供給される。
【００４２】
　監視領域における主さい色を選び、その色を第１の信号に変換する他のアルゴリズムも
使用することができる。例として、監視領域における色全てを平均化する平均化アルゴリ
ズムを使用することができる。
【００４３】
　一実施例では、各監視領域サイズは、提示された画像系列からのカメラ動作を表して、
算出された動きベクトルに依存する。例として、監視領域の幅はカメラの水平方向の移動
に依存し得、高さはカメラの垂直方向の移動に依存し得る。すなわち、高速カメラ移動は
、小さな監視領域をもたらし、反復を、より可視でなくする一方、動きが遅いかない状態
では、監視領域は大きくなる。
【００４４】
　一実施例では、他のカメラの動きは、監視領域の適合された幅に変換することもできる
。すなわち、カメラ動作は全て、ステッチされた情報が存在していない場合、適合された
幅に変換することができる。例えば、シーンが始まり、カメラが次いでズームアウトする
場合、新たなフレームが、先行するものよりもシーンのより大きな部分を包含するので、
拡張画像を作成することは可能でない。しかし、監視領域における動きベクトルは全て、
内方向にカメラの中心焦点に向けて指し示す。この場合、監視領域のサイズは、サイズ・
パラメータが動きベクトルに依存して並列であるので、監視領域のサイズはなお適合させ
ることができる。監視領域のサイズはこの場合、小さくなる。
【００４５】
　例として、右方向への高速パンが存在する場合、動きベクトルは左方向を指し示し、よ
って、表示領域の右側にある監視領域の幅は小さくなる。動きベクトル情報とまだブロー
ドキャストされ、合成されていないのでこの監視領域の右側で利用可能なステッチされた
画像コンテンツが存在しないからである。これにより、高相関を維持するためにこの領域
の幅の狭化がもたらされる。ズームアウトの場合、表示領域の右側になお位置するこの特
定の監視領域の動きベクトルは、左方向を指し示し、やはり、利用可能な領域外には、先
行してステッチされた情報は存在せず、よって、幅は小さくされる。よって、この実施例
によれば、カメラ動作は何れも、監視領域のサイズの適合に変換することができる。
【００４６】
　一実施例では、算出された動きベクトル値が、所定のベクトル値閾値よりも高い場合、
監視領域のサイズ、形状及び／又は位置は監視装置を使用して改変することができる。
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【００４７】
　図３ａは、画像系列の第１のフレーム３１ａを表す。背景が非常に高速で左方向にパニ
ングする（すなわち、カメラが、非常に速く右方向にパニングする）につれ、算出された
動きベクトルは左方向を有する。図３ａは更に、４つの監視領域３３ａ、３４ａ、３５ａ
及び３６ａを示す。監視領域のサイズ及び位置は、例示的なデフォルト設定において示す
。このことは、動きが画像系列において検出されない場合、前述のデフォルト監視領域を
使用して、当該照射領域に接続された照射領域の色及び輝度を制御する制御装置によって
その後に処理される第１の信号を生成するということを意味している。図３ｂは後続フレ
ーム３２ａを示す。動きベクトル（すなわち、カメラの動き）の算出は、拡張画像３０を
作成するために、適合された先行フレーム３１ｂ及び再構成装置１３を使用して、図３ｂ
中の３２ａで示す、フレームの左側のシーンを拡張するために使用される。
【００４８】
　一実施例では、拡張画像は、現行フレームの画像コンテンツ、及び先行フレームからの
拡張画像情報を含む。拡張画像のサイズは、カメラ動作の量に依存し（例えば、高速パニ
ングは、低速パニングよりも大きな画像をもたらし）、適合工程において使用される（先
行）フレームの数に依存する。
【００４９】
　動きが検出されると、監視領域のサイズ及び位置は、デフォルト設定から、例えば、３
３ｂ、３４ｂ、３５ｂ及び３６ｂによって示す対応する監視領域設定に変更される。一実
施例では、これは、表示装置の表示領域の左及び右に配置された照射領域が、監視領域３
５ｂ及び３６ｂそれぞれに応じた色及び輝度を発出するということを意味する。表示装置
の表示領域の上及び下に位置する照射領域は、監視領域３３ｂ及び監視領域３４ｂそれぞ
れに応じて色及び輝度を発出する。左側の背面照射の基礎としてこのステッチされた風景
を使用することにより、先行するシーンにあった木が、表示領域から、表示領域の左側に
ある照射領域に移動する。表示領域の右側には動き情報も存在しているが、しかし、動き
ベクトルは他方の方向を指し示すので、動きベクトルが左方向を指し示すにつれ、カメラ
が、右方向に進んでいるトラックを追跡するにつれ、更なるコンテンツを作成するために
現行フレームの右側に先行フレームをステッチすることは可能でなく、よって、先行フレ
ームがないことは表示領域のこの側のための画像情報をもたらす。結果として生じるフレ
ームでは、トラックは、多かれ少なかれ、フレームの中央で静止している。トラックの視
点から、背景は左方向に動く。背景の視点からのトラックが右方向に動き、したがって、
背景動きベクトルが左方向を指し示すからである。これは、先行フレームの背景を使用し
て、そのフレームの左側における現行フレームの背景を拡張することができる。カメラの
動きの結果、右側の背面放射に対して大きな影響を微細な詳細に及ぼさせる監視装置１４
を使用して、右の関心領域の幅を狭くすることができる。これは、木を通り過ぎるのをユ
ーザが見る時のような、右側の乱流背面照射効果をもたらす。提示された画像系列におい
て垂直方向の移動が存在しないので、表示領域の上下に配置された照射領域に接続された
監視領域３３ａ及び３４ａは、変わらない状態に留まる。すなわち、監視領域３３ａ及び
３４ａは、提示された画像系列中、監視領域３３ｂ及び３４ｂそれぞれに等しい。
【００５０】
　一部の実施例による本発明は、先行フレームを現行フレームにステッチすることにより
、画面外に画像コンテンツを拡張するやり方を提供する。このようにして、図４を参照す
れば、デフォルト位置４２から理想的な位置４３に監視領域を移動させることが可能であ
る。実用的な理由で、位置４２における監視領域のサイズは、位置４３における監視領域
のサイズとは異なり得る。これは、カメラの移動とは何も関係ないことがあり得、位置４
２においてデフォルト監視領域のサイズとは、照射領域のサイズが異なり得るということ
に依存し得るに過ぎない。極端な例では、照射領域サイズが１ｍの対角線を有するが、例
えば３２インチ（８０ｃｍ）のＴＶ受像機上では、１ｍの対角線の利用可能コンテンツは
存在しない。監視領域をそのデフォルト位置４２からその理想的な位置４３に移動させる
場合、サイズは、デフォルト・サイズから理想的なサイズに徐々に変え得る。よって、カ
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メラ動作は、拡張画像のステッチ及び作成を可能にする以外は、この調節と何ら関係がな
い。この例では、図４によれば、ステッチされた画像コンテンツが、示されたコンテンツ
の半分に過ぎない場合、監視領域は、位置４２と位置４３との間の中間にあり、位置４２
における監視領域のサイズ、及び位置４３における監視領域のサイズの平均であるサイズ
になる
　動き情報（すなわち、カメラ動作）は一部の実施例によって利用可能であるので、この
情報を使用して監視領域のサイズを変えることができる。通常、サイズのこの調節は、利
用可能な、ステッチされていない情報が存在しているので、表示領域内に監視領域がある
場合にのみ必要である。しかし、図４に示す場合、カメラが左に向けて動く場合、すなわ
ち、表示領域が左にシフトする場合、監視領域は表示領域と移動するので、この監視領域
スポットの左側は、その下に仮想コンテンツを何ら有しない。よって、２つのオプション
がある。すなわち、監視領域４３の幅は左側から減少させ得るが、表示領域の隣にできる
限り長く、この監視領域の相対位置を保つか、又は、監視領域のサイズ及び位置をデフォ
ルト位置に向けて変え得る。
【００５１】
　一実施例では、理想位置にできるだけ長く位置を保ち、当初、サイズのみを変え、その
後、カメラが移動し、かつ、拡張画像情報が監視領域において利用可能でない状態になる
と、デフォルトのサイズ及び／又は位置に向けてサイズ及び／又は位置を変え始めること
に関する第１のオプションは、非線形遷移とみなし得る。デフォルトのサイズ／位置に向
けてサイズ及び／又は位置を変えることに関する後者のオプションは、デフォルト位置と
理想位置との間の線形変換とみなし得る。よって、理想モードからデフォルト・モードへ
の切り換えは、線形遷移及び非線形であり得る。この機能は、システムの監視領域の位置
及びサイズを制御する種々のやり方をもたらす。
【００５２】
　一実施例では、カメラ動作等の種々の状況に応じて、監視領域の理想的な位置及びサイ
ズが存在しており、監視領域はデフォルトのサイズ及び位置を有し得る。実際には、特定
の照射領域に結びつけられた監視領域は、当該状況に応じて２つのパラメータ間で変わる
。更に、デフォルトの状況では、監視領域のサイズ（すなわち、幅及び高さ）は、カメラ
動作に応じて、かつ、当該側で利用可能なステッチされたコンテンツがまだ何も存在しな
い場合に適合させることができる。
【００５３】
　一実施例では、理想的には、監視領域は、照射領域がある所に配置される。よって、照
射領域が物理的なＴＶに対して左上の場合、監視領域は、画像が仮想的に壁じゅうに及ぶ
場合、監視領域を同じスポットに配置すべきである。動きが検出されず（すなわち、デフ
ォルト・モード）、拡張画像が利用可能でない一方、監視領域は全て、表示領域とともに
配置される。動きが検出され、拡張画像が作成された場合、監視位置は左上の位置に向け
て移動させることができる。後続する２つ以上のフレーム間で動きが検出されないが、拡
張画像が、以前の先行フレームから利用可能な場合、監視領域位置は以前と同じに留まり
得る。図４は、表示領域の左上に位置する照射領域４１に繋がった監視領域のデフォルト
位置４２を示す表示領域４５を示す。監視領域の、画像系列内の多くの移動、及び大きな
拡張画像を必要とする理想的な位置４３も示す。画像コンテンツがわずかにしか抽出され
ない場合、監視領域は、位置４２及び位置４３間の何れかの所の位置を有する。前述のよ
うに、この厳密な位置は、線形のやり方及び非線形のやり方で導き出すことができる。
【００５４】
　一実施例では、監視領域のサイズ及び／又は位置を制御する方法が提供される。システ
ムの制御装置又は監視装置は方法を利用することができる。工程１）では、例えば前述の
通り、カメラ動作が導き出される。工程２ａ）で、カメラ動作が存在しない場合、監視領
域のサイズ及び位置は先行フレーム設定と同じになり、よって、ステッチされたコンテン
ツが存在している場合、同じ設定が以前と同様に使用され、さもなければ、デフォルト監
視領域パラメータが使用される。工程２ｂ）で、カメラ動作が存在している場合、監視領
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域は、この状態で既にそうされていない場合、理想状況の位置及びサイズに変更され、繋
がった照射領域と同じスポット上に監視領域が配置される。可能な限り、この変更は線形
であっても非線形であってもよく、（例えば、動作が、監視領域の位置においてステッチ
された画像情報が存在しないようなものであるので）可能でない場合、カメラ動きベクト
ルに平行のサイズがデフォルト位置に応じて変えられる。
【００５５】
　一実施例では、各監視領域のサイズは、拡張画像コンテンツの利用可能性に適合される
。一部の実施例では、監視領域は、照射領域において配置された照射領域のサイズを備え
たボックスである。一部の実施例では、デフォルト・サイズは、表示領域内に配置された
小さなボックスである。
【００５６】
　制御装置
　制御装置は、表示システムの照射領域の光放射を制御することができる。制御装置は、
各照射領域の色及び輝度に関する信号を監視装置から受信し、この情報を他の基準ととも
に使用して、照射領域の光放射の色及び輝度を制御することができる。
【００５７】
　一実施例では、制御装置は、表示領域に提示された画像又は画像系列コンテンツに応じ
て照射領域を更に制御する。これは、監視領域が、画像又は画像系列コンテンツ、並びに
拡張画像及び／又は表示システム内のその個々の位置に応じた変数であることを意味して
いる。
【００５８】
　一実施例では、制御装置は、提示された画像コンテンツのいくつかのフレームにわたる
色合計に対応する、経時的に、影響を受けた照射領域について監視装置からの受信信号を
積分することができる。より長い積分時間は、フレーム数の増加に対応する。これは、長
い積分時間での、照射領域の平滑に変動する色、及び短い積分時間での、照射領域の高速
色変動という利点をもたらす。
【００５９】
　前述以外の表示システム設定（異なる数の監視領域、監視領域の場所、サイズ及び形状
、照射領域の数、別々の反応時間等）は同様に実施可能であり、当業者に自明であり、本
発明の範囲内に収まる。
【００６０】
　シーン切り換え検出器
　一実施例では、表示システムは更に、シーン切り換え検出器を利用して現行延長画像を
リセットし、再開する。拡張画像をリセットした後、拡張画像は、現在提示されているフ
レームを排他的に含み、よって、適合されたフレームは何れも除去される。よって、シー
ン切り換えが検出された場合、先行フレーム（拡張又は非拡張）は明らかに、新たなフレ
ーム（新たなシーンの第１のフレーム）にいかなるやり方によっても変換されないことが
あり得る。よって、ステッチ・アルゴリズムがリセットされ、この新たなフレームに始ま
って、このフレームから先の全体シーンをやはり、再度延長しようとする。シーン切り換
えが検出された場合、これは、（例えば、図２及び図４に示す表示領域２１内の）デフォ
ルト位置、形状及び／又はサイズに設定されることを意味している。
【００６１】
　前述の実施例による表示システムの利点は、表示領域２１の視聴体験を妨げることなく
、動き及び背景の連続が考慮に入れられるという点である。人間の眼が、視野の中央部分
で最も高い分解能をもたらし、視野の中央部分から更に離れた所では、より良好でない分
解能をもたらすので、視聴者は、表示領域上で起こっている、動きなどの動作の体験が増
すことになる。
【００６２】
　動き算出装置、適合装置、再構成装置、監視装置及び制御装置は、いくつかのメモリを
備えた１つ又は複数のプロセッサを含み得る。プロセッサは、種々のプロセッサ（インテ
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ル又はＡＭＤのプロセッサ、ＣＰＵ、マイクロプロセッサ、プログラム可能なインテリジ
ェント・コンピュータ（ＰＩＣ）マイクロコントローラ、ディジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）、電気的にプログラム可能なロジック・デバイス（ＥＰＬＤ）等など）の何れかで
あり得る。しかし、本発明の範囲は、前述の特定のプロセッサに限定されるものでない。
プロセッサは、照射領域に供給される画像コンテンツの色及び輝度に依存する入力信号を
生成するために表示領域内の画像コンテンツの画像分析を行うためにコード部を備えたコ
ンピュータ・プログラムを実行することができる。メモリは、倍密度ＲＡＭ（ＤＤＲ、Ｄ
ＤＲ２）、単密度ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミッ
クＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、ビデオＲＡＭ（ＶＲＡＭ）等などのランダム・アクセス・メモリ
（ＲＡＭ）などの情報を記憶することができる何れかのメモリであり得る。メモリは、Ｆ
ＬＡＳＨメモリ（ＵＳＢ、コンパクト・フラッシュ、スマート・メディア、ＭＭＣメモリ
、メモリ・スティック、ＳＤカード、ミニＳＤ、マイクロＳＤ、ｘＤカード、トランスフ
ラッシュ、及びマイクロドライブ・メモリなど）であり得る。しかし、本発明の範囲は、
前述の特定のメモリに限定されるものでない。
【００６３】
　一実施例では、監視装置及び制御装置は一装置に含まれている。
【００６４】
　一部の実施例では、いくつかの監視装置及び制御装置は表示システムに含まれ得る。
【００６５】
　一部の実施例による表示システムは、表示領域を有する表示装置（ＴＶ、フラットＴＶ
、陰極線管ＣＲＴ、液晶ディスプレイＬＣＤ、プラズマ放電ディスプレイ、投写型ディス
プレイ、薄膜印刷された光学的に活性化されたポリマー・ディスプレイ又は、機能的に同
等のディスプレイ手法を使用したディスプレイなど）を含み得る。
【００６６】
　一実施例では、表示システムは、画像表示領域のほぼ後ろに位置し、表示領域の後ろに
配置された表面に向けて光放射を投影するよう構成される。使用中、表示システムは、表
示装置の表示領域周りの少なくとも一部分の照射を提供する。
【００６７】
　使用中、表示システムは、視聴体験を増加させる表示領域の空間的な拡張として機能す
る。照射領域は、提示された画像系列に生起する動きに応じて別々の監視領域を利用する
。
【００６８】
　照射領域
　一実施例では、照射領域は、少なくとも１つの照射源と、上記照射源の輝度及び／又は
色を制御する、例えば監視装置からの信号を受信するための一入力とを含む。
【００６９】
　どのアルゴリズムを使用するか等、照射領域入力信号をどのようにして生成するかとい
うやり方がいくつか存在している。単純な例では、アルゴリズムは、その対応する照射領
域に、特定の監視領域の平均又はピークの色を反復するに過ぎないが、いくつかのアルゴ
リズムがこの点で知られており、本発明の特定の実施例による表示システムによって利用
することができる。
【００７０】
　照射源は例えば、表示装置上の画像コンテンツに基づいて光を発出する、例えば、発光
ダイオード、ＬＥＤであり得る。ＬＥＤは、順方向に電気的バイアスされると非干渉狭ス
ペクトル光を発出する半導体デバイスである。発出光の色は、使用される半導体材料の組
成及び状態に依存し、近紫外、可視又は赤外であり得る。いくつかのＬＥＤの組合せによ
り、かつ、各ＬＥＤへの入力電流を変えることにより、かつ、各ＬＥＤに対する入力電流
を変えることにより、近紫外波長から赤外波長に及ぶ光スペクトルを提示することができ
る。本発明は、背面放射効果をもたらすために使用される照射源の種類に限定されるもの
でない。光を発出することができる何れの光源も使用することができる。
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【００７１】
　一実施例では、表示デバイス及び照射領域は、使用中、壁などの表面上の領域上に画像
を投影するプロジェクタに含まれ得る。投影画像は、視聴者に向けて画像又は画像系列を
提示することができる表示領域を含む。投影画像内の位置に応じて、異なる反応速度を有
する少なくとも２つの照射領域を備えた、背面照射効果によって、投影領域の残りの部分
がその周りで利用される一方で、表示領域は投影画像の中心にあり得る。この実施例では
、外側領域はなお、投影表示領域に近い領域とは違ったふうに生成することができる。
【００７２】
　一実施例では、照射領域は表示装置に一体化される。
【００７３】
　他の実施例では、照射領域は、表示装置に対する接続性を有し、スタンドアロン型であ
り得る。
【００７４】
　別の実施例では、「動き強調」などの種々の背面照射設定をユーザ相互作用により（例
えば、一体型表示システムを扱う場合に表示装置のメニュー・システムを使用して、又は
、スタンドアロン型表示システムを使用する場合に、外部設定装置を使用して）、変える
ことができる。背面照射設定は例えば、動きベクトル値の閾値であり得る。このパラメー
タを削減することにより、表示システムは動きに対する感度が高くなり、よって、これは
、照射領域によって発出される光放射によって反射される。別の背面照射設定は、システ
ムの監視領域のサイズ及び位置を表し得る。
【００７５】
　一実施例では、システムとともに使用するためにユーザ・インタフェースが提供される
。グラフィカル・ユーザ・インタフェースは、監視領域及び／又は動きベクトルに関係付
けられたユーザ定義設定又は所定の設定を制御するよう構成される。
【００７６】
　ユーザ定義設定又は所定の設定は、ａ）監視領域の理想的な位置及びサイズと、ｂ）監
視領域の位置及びサイズと、ｃ）理想的な状態とデフォルト状態との間の変換「経路」と
、ｄ）カメラ動作があるが、ステッチ画像情報がない場合に、（デフォルト）監視領域の
サイズが変えられる程度とに関係し得る。更に、「リラックス」、「モデレート」又は「
動作」テンプレートなどの種々の視聴体験テンプレートは、ユーザ・インタフェースを使
用して制御され得る。一部の実施例では、設定ａ）乃至ｃ）におけるパラメータは、種々
の視聴テンプレートについて異なり得る。例えば、「リラックス」視聴体験の場合、設定
ｄ）のパラメータセットは、ゼロにセットすることが可能であり（これは、カメラ動作が
デフォルト幅に影響を及ぼさないということを意味しており）、デフォルト・サイズは全
て、なお極めて高く、これは、多くの画素が使用されており、ピクチャ内の動いている細
部への影響が比較的低いことをもたらす。
【００７７】
　一実施例では、ユーザ・インタフェースは、影響を受けた設定を制御するためにシステ
ムとともに使用されるためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースである。
【００７８】
　一実施例では、ユーザ・インタフェースは、ユーザが設定を切り換えることを可能にす
る、「オン／オフ」及び「モード」ボタンを有するリモコンに一体化される。
【００７９】
　一実施例では、動きベクトル情報は、フレーム毎の画像系列に含まれ得る。よって、現
行ＭＰＥＧ形式のように、画素毎にＲＧＢ値のみを保存する代わりに、画素又は画素群毎
の動きベクトルも保存される。よって、この実施例によれば、動き算出装置は、任意的に
は、システムに含まれないことがあり得る。
【００８０】
　一実施例では、図５によれば、方法が提供される。方法は、画像系列の第１のフレーム
の動きベクトルと画像系列の第２のフレームの動きベクトルとの間の相関に基づいて画像
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系列の第１の画像フレームを適合させる工程（５２）を含む。更に、方法は、適合された
フレームの第２のフレームへの画像ステッチにより、第２のフレームの拡張画像を再構成
する工程を含む。更に、方法は、拡張画像に含まれる少なくとも１つの監視領域における
画像情報を監視する工程（５４）と、第１の信号を生成する工程と、第１の信号に応答し
て監視領域に接続された照射領域（１６）から使用中に発出される光放射を調節する工程
（５５）とを含む。
【００８１】
　一実施例では、方法は、画像系列の少なくとも第１の画像フレーム及び第２の画像フレ
ームの動きベクトルを算出する工程（５１）を更に含む。
【００８２】
　別の実施例では、方法が提供される。方法は、
　画像系列の少なくとも２つの後続フレームの動きベクトルを算出する工程を含む。方法
は、
　現行フレームのカメラのステータスに一致するように、動きベクトルに基づいて画像系
列の先行フレームを適合させる工程を更に含む。更に、方法は、
　適合されたフレームの現行フレームへのステッチにより、現行フレームの拡張画像を再
構成する工程を含む。よって、拡張画像は、先行フレームによって生じる拡張画像情報と
ともに現行フレームの画像コンテンツを含む。拡張画像のサイズは、カメラ動作の量に依
存し（例えば、高速パニングは、低速パニングよりも大きな画像をもたらし、適合工程に
おいて使用される（先行）フレームの数に依存する。方法は、拡張画像に基づいて背面照
射効果を生成する工程を更に含む。
【００８３】
　一実施例では、図６によれば、プロセッサによって処理するためのコンピュータ・プロ
グラムを実施させたコンピュータ読み取り可能な媒体８０を提供する。コンピュータ・プ
ログラムは、画像系列の第１のフレームの動きベクトルと画像系列の第２のフレームの動
きベクトルとの間の相関に基づいて画像系列の第１の画像フレームを適合させるよう構成
された適合コード部（６２）を有する。更に、コンピュータ読み取り可能な媒体は、適合
されたフレームの第２のフレームへのステッチにより、第２のフレームの拡張画像を再構
成するよう構成された再構成コード部（６３）も有し得る。更に、コンピュータ読み取り
可能な媒体は、拡張画像に含まれる少なくとも一監視領域内の画像情報を監視し、第１の
信号を生成するよう構成された監視コード部（６４）と、第１の信号に応じて監視領域に
接続された照射領域（１６）から使用中に発出された光放射を制御するよう構成された制
御コード部（６５）とを備える。
【００８４】
　一実施例では、コンピュータ読み取り可能な媒体は、画像系列の少なくとも第１の画像
フレーム及び第２の画像フレームの動きベクトルを算出する動き算出コード部（６１）を
更に含む。
【００８５】
　一実施例では、コンピュータ読み取り可能な媒体は、一部の実施例において定義された
方法工程全てを行うために、コンピュータ処理特性を有する装置によって実行されると構
成されるコード部を含む。
【００８６】
　一実施例では、コンピュータ読み取り可能な媒体は、一部の実施例において定義された
表示システム機能全てを行うために、コンピュータ処理特性を有する装置によって実行さ
れると構成されるコード部を含む。
【００８７】
　本発明による前述の実施例のアプリケーション及び使用はさまざまであり、背面放射が
望まれるケース全部を含む。
【００８８】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は前述の何れかの組み合
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わせを含む何れかの適切な形態で実現することができる。本発明の実施例の構成要素及び
構成部分は、何れかの適切なやり方で物理的、機能的、及び論理的に実現することができ
る。実際に、機能は、単一のユニットで実現しても、複数のユニットで実現しても、他の
機能ユニットの一部として実現してもよい。そういうものとして、本発明は、単一のユニ
ットで実現することができるか、又は、別々のユニット及びプロセッサ間で物理的かつ機
能的に分散していることがあり得る。
【００８９】
　本発明は、特定の実施例に関して説明してきたが、本明細書及び特許請求の範囲記載の
特定の形態に限定することを意図するものでない。むしろ、本発明は特許請求の範囲によ
ってのみ限定される。
【００９０】
　特許請求の範囲では、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」の語は、他の構
成要素又は構成工程が存在していることを排除するものでない。更に、個々に列挙してい
るが、複数の手段、構成要素又は方法工程を例えば、単一の装置又はプロセッサによって
実現することができる。更に、個々の構成を別々の請求項に含めていることがあり得るが
、これらは、場合によっては、組み合わせることが効果的であり得るものであり、別々の
請求項に含めていることは、構成の組み合わせが実施可能でないこと及び／又は効果的で
ないことを示唆しているものでない。更に、単数形の参照は複数形を排除するものでない
。「ａ」、「ａｎ」、「ｆｉｒｓｔ」、「ｓｅｃｏｎｄ」等の語は複数形を排除するもの
でない。特許請求の範囲中の参照符号は、明瞭化する例として記載しているに過ぎず、い
ずれのやり方によっても特許請求の範囲記載の範囲を限定するものと解されるべきでない
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月23日(2009.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視聴者に向けて画像系列の現行フレームを提示することができる表示領域を有する視覚
表示装置の背面照射をもたらすシステムであって、
　前記画像系列の第１の画像フレームを、画像系列の第１のフレームの動きベクトル及び
第２のフレームの動きベクトル間の相関に基づいて、前記第２のフレームと前記第１のフ
レームとの間の差を算出することによって適合させるよう構成された適合装置と、
　前記適合させたフレームの前記第２のフレームへの画像ステッチにより、前記第２のフ
レームの拡張画像を再構成するよう構成された再構成装置と、
　前記拡張画像に含まれた少なくとも１つの監視領域における画像情報を監視し、第１の
信号を生成するよう構成された監視装置と、
　前記第１の信号に応じて、前記監視領域に接続された、背面照射の照射領域から使用中
に発出された光放射を制御するよう構成された制御装置とを備えるシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムであって、前記制御装置は更に、前記第１のフレーム及び前記
第２のフレームに基づいて、前記システムに含まれる各監視領域の位置、又はサイズ若し
くは形状を制御するよう構成されるシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のシステムであって、前記画像情報は、各監視領域に含まれる強
度及び／又は色であり、前記第１の信号は、各監視領域の少なくとも強度及び色に関する
情報を含むシステム。
【請求項４】
　請求項３記載のシステムであって、監視領域は、少なくとも１つ又は複数の照射領域に
対応するシステム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちの何れか一項に記載のシステムであって、シーン切り換えが検出
されると、前記拡張画像をリセットするよう構成されたシーン切り換え検出器を更に備え
るシステム。
【請求項６】
　請求項１乃至４のうちの何れか一項に記載のシステムであって、前記制御装置は、前記
拡張画像が、前記第２のフレームよりも少なくとも多い画像情報を含む場合に、前記拡張
画像に応じて前記監視領域の位置又はサイズを制御するよう更に構成されたシステム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちの何れか一項に記載のシステムであって、少なくとも１つの照射
領域は照射源を含むシステム。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちの何れか一項に記載のシステムであって、プロジェクタに含まれ
るシステム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のうちの何れか一項に記載のシステムであって、前記画像系列の少なく
とも前記第１の画像フレーム及び前記第２の画像フレームの動きベクトルを算出するよう
構成された動き算出装置を更に備えるシステム。
【請求項１０】
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　視聴者に向けて画像系列の現行フレームを提示することができる表示領域を有する視覚
表示装置の背面照射をもたらす方法であって、
　前記画像系列の第１の画像フレームを、画像系列の第１のフレームの動きベクトル及び
第２のフレームの動きベクトル間の相関に基づいて、前記第２のフレームと前記第１のフ
レームとの間の差を算出することによって適合させる工程と、
　前記適合されたフレームの前記第２のフレームへの画像ステッチにより、前記第２のフ
レームの拡張画像を再構成する工程と、
　前記拡張画像に含まれる少なくとも１つの監視領域内の画像情報を監視する工程と、
　第１の信号を生成する工程と、
　前記第１の信号に応答して前記監視領域に接続された、背面照射の照射領域から使用中
に発出された光放射を制御する工程とを含む方法。
【請求項１１】
　プロセッサによって処理し、視聴者に向けて画像系列の現行フレームを提示することが
できる表示領域を有する視覚表示装置の背面照射をもたらすためのコンピュータ・プログ
ラムを実施させたコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記コンピュータ・プログ
ラムは、
　前記画像系列の第１の画像フレームを、画像系列の第１のフレームの動きベクトル及び
第２のフレームの動きベクトル間の相関に基づいて、前記第２のフレームと前記第１のフ
レームとの間の差を算出することによって適合させるよう構成された適合コード部と、
　前記適合されたフレームの前記第２のフレームへのステッチにより、前記第２のフレー
ムの拡張画像を再構成するよう構成された再構成コード部と、
　前記拡張画像に含まれる少なくとも１つの監視領域内の画像情報を監視し、第１の信号
を生成するよう構成された監視コード部と、
　前記第１の信号に応答して前記監視領域に接続された、背面照射の照射領域から使用中
に発出された光放射を制御するよう構成された制御コード部とを備えるコンピュータ読み
取り可能な媒体。
【請求項１２】
　請求項１１記載のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、コンピュータ処理特性を
有する装置によって実行されると、請求項１乃至９全てに記載されたシステム機能全てを
行うために構成されたコード部を備えたコンピュータ読み取り可能な媒体。
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