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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数視点からの視差画像の組み合わせにより立体像を表示するために、画面内の複数オブ
ジェクトに対してオブジェクト毎の奥行き位置に応じて前記視差画像内の前記オブジェク
トの表示位置を変えることにより前記視差画像を生成する立体化処理装置において、オブ
ジェクト種別をキーとして前記オブジェクトに対する少なくとも奥行き位置情報を保持す
るテーブルと、前記テーブルの読み出し手段と、を有し、前記オブジェクト毎に前記テー
ブルに保持される情報を選択して適用することにより前記視差画像を生成することを特徴
とする立体化処理装置。
【請求項２】
前記テーブルに保持される情報には、第１情報として前記奥行き位置情報と、第２情報と
しての形状付加情報と、が含まれることを特徴とする請求項１に記載の立体化処理装置。
【請求項３】
前記テーブルに保持される情報には、前記第１情報及び／又は前記第２情報の時間変化情
報が含まれることを特徴とする請求項２に記載の立体化処理装置。
【請求項４】
前記テーブルが書き換え可能であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記
載の立体化処理装置。
【請求項５】
前記テーブルが通信手段を介して交換可能であることを特徴とする請求項４に記載の立体
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化処理装置。
【請求項６】
前記テーブルが記憶媒体により交換可能であることを特徴とする請求項４又は５に記載の
立体化処理装置。
【請求項７】
オブジェクト列を入力データ列として入力し、この入力データ列の中から前記テーブルに
保持されているオブジェクト種別と一致するものを識別するデータ識別モジュールと、こ
のデータ識別モジュールの識別結果に基づいて、前記入力データ列の中で前記テーブルに
保持されていないデータはそのまま出力し保持されているデータは保持内容に従って前記
第１情報としての奥行き位置情報及び／又は前記第２情報としての形状付加情報を書き換
えて出力するデータ変換モジュールと、を有することを特徴とする請求項２乃至６のいず
れか１項に記載の立体化処理装置。
【請求項８】
前記オブジェクト種別は、文字データ列とその文字属性、及び絵文字データ列とその文字
属性であって、前記オブジェクト種別をもとに２次元文字形状画像を生成した後、前記視
差画像を生成するものであることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の立
体化処理装置。
【請求項９】
他の端末で生成された情報を表示する端末であって、請求項８に記載の立体化処理装置と
、複数視点からの複数視差画像の組み合わせ表示により立体像を表示する立体表示装置と
を有し、交換される文字データとその文字属性、及び／又は交換される絵文字データとそ
の文字属性を入力とすることを特徴とする立体情報端末。
【請求項１０】
前記立体表示装置が２Ｄ像と前記立体像を混在して表示可能であることを特徴とする請求
項９に記載の立体情報端末。
【請求項１１】
他の端末と交換する情報の前記立体情報端末上での入力手段を有し、データの入力の際に
は通常の２Ｄ文字及び２Ｄ絵文字とともに前記テーブルに保持された前記オブジェクトに
関しては立体化処理を適用しながら一覧表示した上で選択入力可能とする文字表示メニュ
ー画面を有することを特徴とする請求項９又は１０に記載の立体情報端末。
【請求項１２】
他の端末と交換するオブジェクト種別は文字データ列とその文字属性、及び絵文字データ
列とその文字属性であることを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の立体
情報端末。
【請求項１３】
前記テーブルの内容の表示手段と編集入力手段とを有することを特徴とする請求項９乃至
１２のいずれか１項に記載の立体情報端末。
【請求項１４】
他の端末との情報交換手段が通信手段であることを特徴とする請求項９乃至１３のいずれ
か１項に記載の立体情報端末。
【請求項１５】
他の端末との情報交換手段が記憶媒体であることを特徴とする請求項９乃至１４のいずれ
か１項に記載の立体情報端末。
【請求項１６】
前記テーブルの内容を情報交換手段により他の端末と交換可能であることを特徴とする請
求項９乃至１５のいずれか１項に記載の立体情報端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、複数視点からの視差画像の組み合わせにより立体像を表示するための視差画
像を生成する立体化処理装置と、立体情報を表示する立体情報端末の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、コンピュータグラフィクスの発展及びＣＰＵ（Central Processing Unit：中央
演算処理装置）の演算能力の向上等を背景に、パーソナルコンピュータ、ポータブルゲー
ム機、及び携帯電話等で立体映像を表示する試みが始まっており、製品として市販される
ものも出現している。効果的な立体映像を表示するためには立体映像コンテンツを新たに
作成する必要があるが、従来の２Ｄ（２次元）情報端末向けに作成された２Ｄ文字及び／
又は２Ｄ画像からなるコンテンツデータを立体表示装置で扱う場合も多く存在する。この
ため、立体表示と２Ｄ表示を切り替え可能にした立体情報端末が種々提案されている。
【０００３】
　従来の情報端末の一例が特許文献１に“２Ｄ（２次元）及び３Ｄ（３次元）表示機能を
備える電子機器”と題して記載されている。この情報端末は、３Ｄイメージ切り替えのキ
ー入力を備え、２Ｄ表示と３Ｄ表示とを切り替え可能にしている。
【０００４】
　また、電子メールとして文字データに加えて絵文字や画像等を同時に送信することによ
り電子メールの有用性を高めたり、楽しさの演出を加えたりできるようになっている。特
に立体画像や立体化効果を加えた文字及び絵文字を送信できれば、よりメールの楽しさを
増大させ、情報通信端末の価値を高めることができる。
【０００５】
　従来の情報端末の第２の例が特許文献２に“携帯端末による電子メッセージの送受信シ
ステム及びそのシステムに用いられる携帯端末”と題して記載されている。この情報端末
は、３Ｄ表示をさせる絵文字をあらかじめ記憶しておき、指定情報をヘッダに格納したメ
ールを送受信することにより３Ｄ画像をメールとして交換可能にしている。
【０００６】
　また、従来の情報端末の第３の例が特許文献３に“通信端末装置、通信文書データ表示
方法、通信文書データ表示プログラム並びにそのプログラムを記録した情報記録媒体”と
題して記載されている。この情報端末は立体画像の交換を目的としたものではないが、文
字メールを交換する場合に特別な指定情報を送受信することなくアニメーション等のキャ
ラクタ画像を表示するものであり、従来の文書データからキーワードを抽出しキーワード
が一致した場合にはキーワードと対応させてあらかじめ記録したキャラクタ画像及び表示
態様の制御を実行する。このため、文字データのみからなる電子メールに対してもアニメ
ーション等のキャラクタ画像を表示できる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１３３３０５号公報
【特許文献２】特開２００４－２３４６１４号公報
【特許文献３】特開２００４－３６２５５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の従来技術には以下に示すような問題点がある。
【０００９】
　第１の問題点は、２Ｄ表示と３Ｄ表示の切り替え機能を持つ従来の立体情報端末にあっ
ては、端末に登録された２Ｄ像若しくは３Ｄ像を表示するのみであるか、又は電子メール
等で他の立体情報端末とデータの交換を実施する場合には相互にデータ形式が合致した端
末同士でしか３Ｄ像を交換できないということである。
【００１０】
　第２の問題点は、指定情報をヘッダに格納したメールを送受信することにより３Ｄ画像
をメールとして交換可能な立体情報端末においても、同様に相互にデータ形式が合致した
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端末画像どうしでしか３Ｄ画像を交換できないということである。
【００１１】
　第３の問題点は、第１又は第２の従来例のいずれの場合においても、３Ｄ画像を送信し
た場合には受信側が従来の２Ｄ表示機能のみを持つ端末ではそもそも受信データを表示で
きないということである。
【００１２】
　第４の問題点は、文字メールを交換する場合に特別な指定情報を送受信することなくメ
ール中のキーワードによりアニメーション等のキャラクタ画像を表示する従来の通信端末
装置では、キーワードに対応する少数のキャラクタ画像を、画面全体を使って表示するこ
とはできるが、メール中の文字及び絵文字そのものにアニメーション又は立体化等の効果
を加えることは考慮されていないということである。
【００１３】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、従来の２Ｄ文字及び／又は２Ｄ
絵文字等からなるコンテンツを効果的に立体化して表示する機能を有し、従来の２Ｄ表示
機能のみを持つ情報端末との互換性を保ちつつ情報を交換可能な魅力的な立体化処理装置
及び立体情報端末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】
【００１４】
　本発明に係る立体化処理装置は、複数視点からの視差画像の組み合わせにより立体像を
表示するために、画面内の複数オブジェクトに対してオブジェクト毎の奥行き位置に応じ
て前記視差画像内の前記オブジェクトの表示位置を変えることにより前記視差画像を生成
する立体化処理装置において、オブジェクト種別をキーとして前記オブジェクトに対する
少なくとも奥行き位置情報を保持するテーブルと、前記テーブルの読み出し手段と、を有
し、前記オブジェクト毎に前記テーブルに保持される情報を選択して適用することにより
前記視差画像を生成することを特徴とする。
【００１５】
　前記テーブルに保持される情報には、第１情報として前記奥行き位置情報と、第２情報
としての形状付加情報と、が含まれていると好適である。
【００１６】
　また、前記テーブルに保持される情報には、前記第１情報及び／又は前記第２情報の時
間変化情報が含まれていてもよい。
【００１７】
　ここでは、オブジェクトとは表示画面内に配置される画像、文字、及び絵文字等の個々
の描画単位であり、同一のオブジェクト毎にオブジェクト種別というＩＤを付けておくこ
とにより画面内の複数の同種オブジェクトに同じ表示効果を適用することができる。ここ
では、この表示効果を立体化効果と呼ぶこととする。テーブルに登録する立体化効果とし
ては、奥行き位置に加えて、形状付加情報として拡大率・傾き・明るさ・色相・彩度等の
変形効果を設定することができ、表示時に適用して画面を生成する。このとき、オブジェ
クト種別毎に設定された奥行き位置に対応して複数の視差画像上の各オブジェクトを初期
位置からずらすことにより、立体的に知覚される奥行き位置を移動させる。また、画面内
に複数オブジェクトを配置した２Ｄ静止画面に対して上記の立体化効果を更に時間的に変
化させることで効果的な立体アニメーションを伴う立体画像として生成する立体化処理装
置が得られる。
【００１８】
　テーブルは書き換え可能としてもよい。また、テーブルは通信手段を介して交換可能と
してもよい。また、テーブルは記憶媒体により交換可能としてもよい。
【００１９】
　また、オブジェクト列を入力データ列として入力し、この入力データ列の中からテーブ
ルに保持されているオブジェクト種別と一致するものを識別するデータ識別モジュールと
、このデータ識別モジュールの識別結果に基づいて、入力データ列の中でテーブルに保持
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されていないデータはそのまま出力し保持されているデータは保持内容に従って第１情報
としての奥行き位置情報及び／又は第２情報としての形状付加情報を書き換えて出力する
データ変換モジュールと、を有していてもよい。
【００２０】
　オブジェクト種別は、文字データ列とその文字属性、及び絵文字データ列とその文字
属性であって、オブジェクト種別をもとに２次元文字形状画像を生成した後、視差画像を
生成してもよい。
【００２１】
　本発明に係る立体情報端末は、他の端末で生成された情報を表示する端末であって、前
記立体化処理装置と、複数視点からの複数視差画像の組み合わせ表示により立体像を表示
する立体表示装置とを有し、交換される文字データとその文字属性及び／又は交換される
絵文字データとその文字属性を入力とすることを特徴とする。
【００２２】
　立体表示装置が２Ｄ像と立体像を混在して表示可能とすることもできる。
【００２３】
　また、他の端末と交換する情報の立体情報端末上での入力手段を有し、データの入力の
際には通常の２Ｄ文字及び２Ｄ絵文字とともにテーブルに登録されたオブジェクトに関し
ては立体化処理を適用しながら一覧表示した上で選択入力可能とする文字表示メニュー画
面を有してもよい。
【００２４】
　また、他の端末と交換するオブジェクト種別は文字データ列とその文字属性、及び絵文
字データ列とその文字属性とすることができる。
【００２５】
　また、テーブルの内容の表示手段と編集入力手段を有していてもよい。
【００２６】
　他の端末との情報交換手段が通信手段であってもよい。また、他の端末との情報交換手
段が記憶媒体であってもよい。更にまた、テーブルの内容を情報交換手段により他の端末
と交換可能としてもよい。
【発明の効果】
【００２７】
　本願請求項１に記載の発明によれば、画面内の複数オブジェクトに対してオブジェクト
毎の奥行き位置に応じてオブジェクトの表示位置を変えることにより複数視点からの視差
画像を生成するため、これらの視差画像の組み合わせにより効果的に立体画像を生成する
立体化処理装置が得られる。
【００２８】
　請求項２乃至７に記載の発明によれば、更に、画面内に複数オブジェクトを配置した２
Ｄ静止画面に対して、効果的なアニメーションを伴う立体画像を生成する立体化処理装置
が得られる。これにより、従来作成した２Ｄの静止画コンテンツを効果的な立体アニメー
ション画像として活用することができる。また、立体化効果は必要に応じて書き換えるこ
とが可能であり、本発明に従う複数の立体化処理装置間で異なる立体化効果を実現したり
、同一の立体化効果を実現したりすることが可能となる。また、請求項８に記載の発明に
よれば、更に、従来の任意の文書から立体アニメーション画像を生成することができる。
【００２９】
　請求項９及び１０に記載の発明によれば、従来の２Ｄ表示機能のみを持つ情報端末から
発信されたメール及び文書を効果的な立体アニメーション画像として表示する立体情報端
末を得ることができる。また、請求項１１に記載の発明によれば、更に、本発明に従う立
体化効果を確認しながら簡単な操作にて立体アニメーション画像を含むメール等の文書を
作成することができる。また、請求項１２に記載の発明によれば、更に、本発明に従う他
の立体情報端末に対して立体アニメーション効果を持ったメール等の画像を提供できると
ともに、従来の２Ｄ表示機能のみを持つ情報端末が判読可能なメール等のメッセージを提
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優れた効果が得られる。
【００３０】
　請求項１３に記載の発明によれば、更に、立体化効果を指定するテーブルの内容を端末
上で書き換え編集可能となり、個人の趣向を反映してカスタマイズした立体化効果を実現
可能となる。また、請求項１４及び１５に記載の発明によれば、更に、立体情報を通信手
段にて交換するメール、及び記憶媒体によって配布する立体効果付きマニュアル等を実現
できる。また、請求項１６に記載の発明によれば、更に、立体化効果を指定するテーブル
を他の立体情報端末と交換し、カスタマイズした立体化効果を当該端末上に適用可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　次に、本発明の好適な実施形態について、添付の図面を参照して具体的に説明する。図
１は、本発明の第１の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。図１に
示すように、本発明の第１の実施形態はテーブル１８０と、テーブル読み出し部１２０と
、視差画像生成部１３０とから構成される。
【００３２】
　これらの構成モジュールは夫々概略次のように動作する。画面内に表示するオブジェク
トには種類毎にオブジェクト種別としてＩＤを付けておく。テーブル１８０はオブジェク
ト種別をキーとしてオブジェクトに対する第１情報としての奥行き位置情報を保持し、更
に第２情報としての形状付加情報を表示効果として保持してもよい。ここで、オブジェク
トとは表示画面内に配置される画像、文字、及び絵文字等の個々の描画単位であり、同一
のオブジェクト毎にオブジェクト種別というＩＤを付けておくことにより画面内の複数の
同種オブジェクトに同じ表示効果を適用することができる。ここでは、前記表示効果を立
体化効果と呼ぶこととする。テーブル１８０に登録する立体化効果としては、奥行き位置
、及び形状付加情報として例えば拡大率・傾き・明るさ・色相・彩度等の変形効果を設定
することができる。また、テーブル１８０に保持される情報には、第１情報及び／又は第
２情報の時間変化情報が含まれていてもよい。
【００３３】
　表１はテーブル１８０に登録する情報の例を示した表である。オブジェクト種別に対し
て奥行き位置と形状付加情報とが対応付けられている。テーブル読み出し部１２０は、画
面内に表示する複数オブジェクト列１１０を入力として読み込み、テーブル１８０からオ
ブジェクト種別をキーとしてオブジェクトに対する第１情報としての奥行き位置情報と第
２情報としての形状付加情報を読み出し、読み出した結果を入力したオブジェクトの情報
に立体化効果として付加して視差画像生成部１３０へ出力する。
【００３４】
　視差画像生成部１３０は、入力したオブジェクト情報と立体化効果の指定情報を元に画
面内の複数オブジェクトに対して、オブジェクト毎の奥行き位置に応じて視差画像内のオ
ブジェクトの表示位置を変えることにより立体化効果を処理して複数視点からの視差画像
を生成し、出力する。画面内に複数オブジェクトを配置した２Ｄ静止画面に対して、上記
の立体化効果を更に時間的に変化させることで効果的な立体アニメーションを伴う立体画
像として生成する立体化処理装置が得られる。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
　図２は、視差画像生成部１３０における立体化効果を実現するための原理・動作を説明
する見取り図である。ディスプレイからｄの距離の観察点１９９から観察するとし、観察
点に近いオブジェクトＡ１９１と遠いオブジェクトＢ１９５を見ることを考える。一例と
して両オブジェクトの間にスクリーン１９８が存在すると仮定すると、観察点１９９にあ
る左目ＬからみたオブジェクトＡ１９１のスクリーン上への投影像は投影像１９２の位置
に、右目Ｒから見た投影像は投影像１９３の位置に投影される。同様に、観察点１９９に
ある左目ＬからみたオブジェクトＢ１９５のスクリーン上への投影像は投影像１９６の位
置に、右目Ｒから見た投影像は投影像１９７の位置に投影される。スクリーン１９８を立
体ディスプレイと考え、左目用視差画画面には投影像１９２及び投影像１９６の位置に、
右目用視差画画面には投影像１９３及び投影像１９７の位置にオブジェクトの画像を書き
込み、立体ディスプレイに表示することにより、所望の奥行き位置にあるようにオブジェ
クトが観察者に知覚されることとなる。即ち、視差画像生成部１３０は以下の動作により
所望の視差画像を生成することができる。視差画像が左右の２枚だけでなく、３枚以上の
複数とする多視点立体表示方式では、必要な画像数だけ上記の投影処理を実施した視差画
像１９０を作成する構成とすればよい。
【００３７】
　視差画像生成部１３０にて実行する処理の手順を、図３のフローチャートを用いて説明
する。視差画像生成部１３０には、オブジェクト情報及び立体化効果の指定情報を入力す
る（Ｓ１３１）。オブジェクト情報によれば、オブジェクトの形状と画面上での基本表示
位置が得られるので、この工程にて抽出する（Ｓ１３２）。次に、オブジェクト毎に立体
化効果の指定情報から形状付加情報に従う変形を実行する（Ｓ１３３）。引続き、奥行き
位置情報に従う立体化効果を実現するため、オブジェクト毎に表示位置を初期位置からず
らし、当該視差画像に書き込む（Ｓ１３４）。全てのオブジェクトに対して上記処理を実
施したか否かを判別し（Ｓ１３５）、実施されていない場合にはＳ１３２乃至Ｓ１３４を
繰り返し、すべて完了したら視差画像を出力する（Ｓ１３６）。
【００３８】
　次に、本実施形態の効果について説明する。本実施形態においては、画面内に複数オブ
ジェクトを配置した２Ｄ静止画面に対してオブジェクト毎に第１情報としての奥行き位置
情報と第２情報としての形状付加情報を指定して複数の視差画像を生成できるため、従来
作成した２Ｄの静止画コンテンツを効果的な立体アニメーション画像として活用すること
ができる。
【００３９】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る立体化処理装置について図面を参照して説明する
。図４に示すように、本発明の第２の実施形態はテーブル１８０と、テーブル読み出し／
書き換え部１２１と、視差画像生成部１３０とから構成される。第２の実施形態はテーブ
ル１８０が書き換え可能であることを特徴とする。テーブル読み出し／書き換え部１２１
は、立体化処理実行時には第１の実施形態と同じ読出し動作をするが、テーブル更新デー
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タ１１２が入力されるとテーブル１８０を書き換える。
【００４０】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る立体化処理装置について図面を参照して説明する
。図５に示すように、本発明の第３の実施形態はテーブル１８０と、テーブル読み出し／
書き換え部１２１と、視差画像生成部１３０と、通信モジュール１４０とから構成される
。第３の実施形態はテーブルが通信手段により通信モジュール１４０を介して交換可能で
あることを特徴とする。ここで、通信手段は無線でも有線でも良い。
【００４１】
　本発明の第４の実施形態に係る立体化処理装置について図面を参照して説明する。図６
に示すように、本発明の第４の実施形態はテーブル１８０と、テーブル読み出し／書き換
え部１２１と、視差画像生成部１３０と、記憶媒体Ｉ／Ｆ１５０とから構成される。第４
の実施形態はテーブル１８０が記憶媒体により交換可能であることを特徴とする。ここで
、記憶媒体としては本発明に従う立体化処理装置を実現する時点で使用可能な任意の記憶
媒体を用いることができる。更に、本発明の第３の実施形態に示した通信手段によりテー
ブルを交換可能とする構成と組み合わせても良い。
【００４２】
　以上説明した本発明の第２乃至第４の実施形態によれば、立体化効果を必要に応じて書
き換えることが可能となり、本発明に従う複数の立体化処理装置間で異なる立体化効果を
実現したり、同一の立体化効果を実現したりすることが可能となる。
【００４３】
　本発明の第５の実施形態に係る立体化処理装置について図面を参照して説明する。図７
に示すように、本発明の第５の実施形態は、テーブル１８０と、データ識別モジュール１
６０と、データ変換モジュール１７０と、視差画像生成部１３０とから構成される。但し
、本発明の第２乃至第４の実施形態のいずれか又は任意の組み合わせの立体化処理装置の
構成と組み合わせ、テーブル１８０を交換可能としても良い。
【００４４】
　これらのモジュールは概略次の様に動作する。データ識別モジュール１６０は、オブジ
ェクト列１１０に記されているオブジェクト種別の組み合わせをテーブル１８０に記載さ
れているオブジェクト種別と比較する。入力したオブジェクト列１１０の中でテーブル１
８０に登録されていないデータはそのまま視差画像生成部１３０へ出力し、登録されてい
るオブジェクトはデータ変換モジュール１７０に出力する。
【００４５】
　データ変換モジュール１７０は、入力したオブジェクトに対してテーブル１８０に記載
されている登録内容に従って奥行き位置及び／又は形状付加情報を書き換えて視差画像生
成部１３０へ出力する。
【００４６】
　次に本実施形態の効果について説明する。本実施形態では、テーブルに登録されていな
いオブジェクトは従来の２Ｄ表示のみの機能を持つ端末と同様に表示され、テーブルに登
録されているオブジェクト種別を持つオブジェクトは登録された立体化効果をもって立体
表示されるため、従来の２Ｄオブジェクトとの互換性を保って立体化処理を実施する立体
化処理装置が得られるという効果がある。
【００４７】
　次に、本発明の第６の実施形態に係る立体化処理装置について図面を参照して説明する
。図８に示すように、本発明の第６の実施形態は、テーブル１８０と、テーブル読出し部
１２０と、フォント画像生成部１７５と、視差画像生成部１３０とから構成される。但し
、本発明の第２乃至第５の実施形態のいずれか又は任意の組み合わせの立体化処理装置の
構成と組み合わせて、テーブルを交換可能としたり、テーブルに登録されていないオブジ
ェクト列に対しても処理可能とする構成としても良い。
【００４８】
　本発明の第６の実施形態は、全体として概略次の様に動作する。本実施形態は、入力す
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るオブジェクト列１１０が、文字データ列とその文字属性及び／又は絵文字データ列とそ
の文字属性により構成されていることを特徴とし、オブジェクト種別は入力する文字デー
タ列とその文字属性及び絵文字データ列とその文字属性である。このため、オブジェクト
を記述する文字コード又は絵文字コードは、対応する文字属性と共にフォント画像生成部
１７５に入力され、文字又は絵文字に対応するフォント情報を用いて２次元文字形状画像
として視差画像生成部１３０に出力される。このとき、テーブル読出し部１２０により出
力される当該オブジェクトに対応する立体化効果を実現する奥行き位置及び形状付加情報
も共に視差画像生成部１３０に出力される。この様に、本発明の第６の実施形態によれば
、従来の任意の文書から立体アニメーション画像を生成することができる。
【００４９】
　次に、本発明の第７の実施形態に係る立体情報端末について図面を参照して説明する。
図９に示すように、本発明の第７の実施形態は、文字情報入力装置２００と、文字データ
列とその文字属性、及び／又は絵文字データ列とその文字属性を入力とする立体化処理装
置１００と、複数視点からの複数視差画像の組み合わせ表示により立体像を表示する立体
表示装置３００とから構成される。但し、文字情報入力装置は他の端末で生成された情報
を入力する機能を持つものであれば、有線・無線を問わず通信手段を介したもの、記憶媒
体によるもの等任意の手段を適用できる。また、本発明の第８の実施形態に係る立体情報
端末として、立体表示装置３００が２Ｄ像と立体像を混在して表示可能であるものとして
もよく、より高い効果が得られる。
【００５０】
　以上、本発明の第７及び第８の実施形態によれば、他の端末により作成された従来の２
Ｄ文字及び／又は２Ｄ絵文字等からなるメッセージを効果的な立体アニメーションとして
表示できる立体情報端末が得られる。
【００５１】
　ここで、本発明の第７又は第８の実施形態を構成する立体化処理装置１００を適用した
立体情報端末の具体例について説明する。図１４は、従来の２Ｄ画像をベースとしたゲー
ムコンテンツを使用するゲーム機に、本発明に従う立体化処理装置を適用した例である。
【００５２】
　図１４に示すように、ゲーム機は、操作スイッチ５００と、演算制御部６００と、スト
ライプ画像メモリ７００と、立体化処理装置１００と、立体表示装置３００とからなる。
２Ｄ画面をベースとするゲームでは画面の構成要素としてのキャラクタや背景等の描画単
位をレイヤ又はストライプ画像として個別に保持し、ストーリの展開に応じて移動・変形
などの効果を加えた上で表示画面上の所望の位置に表示する。この構成により、簡単な操
作と少ない演算量で画面上のキャラクタや背景の構成要素を動かしたり、昼や夜等のシー
ンの転換を実行したりすることができる。
【００５３】
　このゲーム機では、操作スイッチ５００によりゲーム展開に応じて演算制御部６００が
ストライプ画像メモリ７００上のオブジェクトに対して表示位置を設定して描画する。こ
のとき、オブジェクト毎にオブジェクト種別としてのＩＤを付けた上で立体化処理装置１
００へ入力することにより、立体化処理装置１００内のテーブルに登録されたオブジェク
トに関しては立体化処理がなされ、効果的な立体アニメーションが実現される。
【００５４】
　表２に本例に従う立体化処理装置に内蔵するテーブルの記述内容の一例を示す。オブジ
ェクト種別にはオブジェクトＩＤを記入する。表２では説明の都合上オブジェクト種別と
してオブジェクトの名称を記述しているが、計算機又は電子回路にて扱いやすい数値とし
てもよい。
【００５５】
　奥行き位置には画面サイズに応じた単位にて数値を記入するとよい。たとえば正の値で
あればテーブルに登録しない２Ｄ画像より手前に表示し、負の値であれば奥に表示するこ
ととし、数値の大小は奥行き方向の前後の大きさとする。本例では、背景１及び背景２は



(10) JP 4463215 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

奥側に、キャラクタＡ及びＢは手前に表示するように指定されている。形状付加情報とし
ては形状、色の変形の他、時間的な変化も記述可能である。表２に示した例では、キャラ
クタＡはストライプ画像メモリ上のサイズに対して２０％拡大・縮小しながら２Ｄ画面の
位置より手前に表示される。また、キャラクタＢはストライプ画像メモリ上の形状で左右
に１５度揺動しつつ、明るさも１５％変化しながらキャラクタＡよりもさらに手前に表示
される。
【００５６】
【表２】

【００５７】
　以上、本例に従う構成によれば、従来の２Ｄベースのゲームコンテンツを用いても立体
映像としてのゲームを楽しむことが可能となり、ゲーム開発の効率を向上させることが可
能となる。更に、立体化処理装置をハードウエアにて構成した場合には、立体表示を実現
しながら演算制御部の演算負荷を減少させるという優れた効果が得られるという利点があ
る。
【００５８】
　次に、本発明の第７又は第８の実施形態を構成する立体化処理置１００を適用した他の
具体例として、図１５に、携帯電話のメール機能部の例を示す。本例における携帯電話は
、受信回路２１０と、文字情報入力装置２００と、送信回路４１０と、メッセージ記憶・
編集装置８００と、立体化処理装置１００と、立体表示装置３００とから構成される。
【００５９】
　各構成部の動作は概略以下の通りである。受信回路２１０は、メールを構成するメール
及び種々の制御情報を受信する。文字情報入力装置２００は、複数の押しボタンスイッチ
により構成され、メール中のメッセージの入力編集及び携帯電話の操作等に使用される。
送信回路４１０は、メッセージ及び種々の制御方法を送信する。メッセージ記憶・編集装
置８００は、受信データの中からメールに関するメッセージを抽出・記録し、また、文字
情報入力装置の操作によるメールの入力・編集を実行する。必要に応じて受信メッセージ
や作成・編集中のメッセージを立体化処理装置１００に出力する。立体化処理装置１００
は、メッセージを入力として本発明に従う立体化処理を実行する。立体表示装置３００は
、立体化処理後のメッセージを、立体効果を持って表示する。
【００６０】
　ここで、立体化処理装置内のテーブル１８０の記述例を表３に示す。本例では取り扱う
オブジェクトは２Ｄ文字及びその文字属性であるため、一例としてオブジェクト種別とし
ては文字列及び色等の文字属性を登録する。例えば、赤色の“ごめん”という文字に対し
ては立体化効果を適用しない２Ｄ文字より７２ｐｔ手前に静止して表示し、赤色のハート
（絵文字）に対しては立体化効果を適用しない２Ｄ文字より７２ｐｔ手前を中心としてそ
の±２０％前後に移動する様に表示する、などの立体化効果が登録されている。
【００６１】
　図１６は本例を適用した携帯電話によるメールの表示の例である。従来の２Ｄ表示のみ
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の機能を持つ携帯電話から２Ｄ表示画面３９０に示す２Ｄメールが本発明に従う携帯電話
９００に送信された場合、本発明に従う立体化処理装置の機能により表３に従って立体化
処理が実行され、立体表示画面３１０に示した様に立体効果をもって表示される。また、
図示のような立体効果をもったメールを従来の２Ｄ表示のみの機能を持つ携帯電話に送信
した場合、メールを構成するメッセージは２Ｄ文字の文字コード及び色等の文字属性のみ
送信されるため、図中の２Ｄ表示画面３９０のように通常の２Ｄメールとして表示される
ことになる。
【００６２】
【表３】

【００６３】
　図１０は、本発明の第９の実施形態に係る立体情報端末におけるデータの入力画面を示
した図である。入力画面はメッセージ入力部２５０と立体メッセージメニュー部２６０か
らなる。メッセージ入力部２５０には通常の２Ｄ文字及び２Ｄ絵文字とともに、立体効果
を持った文字が混在して表示される。立体メッセージメニュー部２６０には、前記テーブ
ルに登録されたオブジェクトが立体化処理を適用されながら一覧表示されている。図示し
ない文字情報入力装置２００の操作により立体効果を持つメッセージを選択してメッセー
ジとして入力することにより、本発明に従う立体化効果を確認しながら簡単な操作にて立
体アニメーション画像を含むメール等の文書を作成することができる。
【００６４】
　図１１に示すように、本発明の第１０の実施形態に係る立体情報端末は、文字情報入力
装置２００と、文字データ列とその文字属性及び／又は絵文字データ列とその文字属性を
入力とする立体化処理装置１００と、複数視点からの複数視差画像の組み合わせ表示によ
り立体像を表示する立体表示装置３００と、文字データ列とその文字属性及び／又は絵文
字データ列とその文字属性を出力する文字情報出力装置４００とから構成される。
【００６５】
　本発明の第１０の実施形態は、端末上で保持する立体情報を、立体効果を持って表示す
ると共に、他の端末に対して出力することで立体情報を他の端末と交換可能とする。但し
、他の端末に出力するオブジェクト種は２Ｄ文字又は２Ｄ画像に対応する文字データ列と
その文字属性及び絵文字データ列とその文字属性のみであることとする。
【００６６】
　本発明の第１０の実施形態によれば、本発明に従う他の立体情報端末に対して立体アニ
メーション効果を持ったメール等の画像を提供できるとともに、従来の２Ｄ表示機能のみ
を持つ情報端末が判読可能なメール等のメッセージを提供可能であり、２Ｄ情報端末との
互換性の課題を解決した立体情報端末が得られるという優れた効果を実現できる。
【００６７】
　次に、本発明の第１１の実施形態に係る立体情報端末について図面を参照して説明する
。図１２に示すように、本発明の第１１の実施形態は、本発明の第７乃至第１０のいずれ
か又は任意の組み合わせの構成において、文字情報入力装置２００と、文字データ列とそ
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の文字属性及び／又は絵文字データ列とその文字属性を入力とする立体化処理装置１００
と、複数視点からの複数視差画像の組み合わせ表示により立体像を表示する立体表示装置
３００とから構成され、特に立体化処理装置１００は、テーブル１８０と、テーブル読み
出し／書き換え部１２１と、視差画像生成部１３０と、テーブル内容表示部１８５とから
構成される。
【００６８】
　本発明の第１１の実施形態においては、文字情報入力装置２００の操作によりテーブル
１８０の登録内容を指定してテーブル内容表示部１８５を経由して立体表示装置３００に
表示したり、テーブル１８０の内容を変更したりする編集操作を本発明に従う立体情報端
末上で実行可能となる。このため、個人の趣向を反映してカスタマイズした立体化効果を
実現可能となる。
【００６９】
　本発明の第１２の実施形態に係る立体情報端末は、図１１に示す文字情報入力装置２０
０が有線又は無線による通信手段によって構成されることを特徴とする。
【００７０】
　また、本発明の第１３の実施形態に係る立体情報端末は、図１１に示す文字情報入力装
置２００が記憶媒体によって構成されることを特徴とする。更に、第１２の実施形態に示
した通信手段を併せて適用しても良い。
【００７１】
　本発明の第１２及び第１３の実施形態によれば、立体情報を通信手段にて交換するメー
ル、及び記憶媒体によって配布する立体効果付きマニュアル等を実現できる。
【００７２】
　図１３に示すように、本発明の第１４の実施形態に係る立体情報端末は、文字情報入力
装置２００と、文字データ列とその文字属性及び／又は絵文字データ列とその文字属性を
入力とする立体化処理装置１００と、複数視点からの複数視差画像の組み合わせ表示によ
り立体像を表示する立体表示装置３００と、文字情報出力装置４００とから構成され、特
に立体化処理装置１００は、テーブル１８０と、テーブル読み出し／書き換え部１２１と
、視差画像生成部１３０と、テーブル内容表示部１８５とから構成される。
【００７３】
　本発明の第１４の実施形態においては、文字情報出力装置４００は文字情報入力装置２
００によって本発明に従う情報端末上で作成されたメッセージを他の端末に出力するとと
もに、テーブル内容表示部１８５によって読み出されたテーブル１８０の内容も他の端末
に出力できる構成となっている。
【００７４】
　本発明の第１４の実施形態によれば立体化効果を指定するテーブルを他の立体情報端末
と交換し、カスタマイズした立体化効果を前記端末上に適用可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明によれば、ゲーム、機器説明書表示端末、及び携帯電話等の情報端末に適用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。
【図２】視差画像生成部における立体化効果を実現する原理・動作を説明する見取り図で
ある。
【図３】視差画像生成部にて実行する処理の手順を示したフローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。
【図６】本発明の第４の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。
【図７】本発明の第５の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。
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【図８】本発明の第６の実施形態に係る立体化処理装置を示したブロック図である。
【図９】本発明の第７の実施形態に係る立体情報端末を示したブロック図である。
【図１０】本発明の第９の実施形態におけるデータの入力画面を示した図である。
【図１１】本発明の第１０の実施形態に係る立体情報端末を示したブロック図である。
【図１２】本発明の第１１の実施形態に係る立体情報端末を示したブロック図である。
【図１３】本発明の第１２の実施形態に係る立体情報端末を示したブロック図である。
【図１４】ゲーム機に本発明を適用した例を示したブロック図である。
【図１５】本発明に従う立体化処理装置を適用した携帯電話のメール機能部の例を示した
ブロック図である。
【図１６】本実施例を適用した携帯電話によるメールの表示の例を示した図である。
【符号の説明】
【００７７】
１００；立体化処理装置
１１０；オブジェクト列
１１２；テーブル更新データ
１２０；テーブル読み出し部
１２１；テーブル読み出し／書き換え部
１３０；視差画像生成部
１４０；通信モジュール
１５０；記憶媒体Ｉ／Ｆ
１６０；データ識別モジュール
１７０；データ変換モジュール
１７５；フォント画像生成部
１８０；テーブル
１８５；テーブル内容表示部
１９０；視差画像
１９１；オブジェクトＡ
１９２；オブジェクトＡの左目投影像
１９３；オブジェクトＡの右目投影像
１９５；オブジェクトＢ
１９６；オブジェクトＢの左目投影像
１９７；オブジェクトＢの右目投影像
１９８；スクリーン
１９９；観察点
２００；文字情報入力装置
２１０；受信回路
２５０；メッセージ入力部
２６０；メッセージメニュー部
３００；立体表示装置
３１０；立体表示画面
３９０；２Ｄ表示画面
４００；文字情報出力装置
４１０；送信回路
５００；操作スイッチ
６００；演算制御部
７００；ストライプ画像メモリ
８００；メッセージ記憶・編集装置
９００；携帯電話
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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