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(57)【要約】
【課題】現実空間上のユーザの位置に応じて特定される
仮想空間上の位置を考慮して、ユーザが発した音声を再
生することの可能な仕組みを提供すること。
【解決手段】音声を発したユーザの現実空間における位
置と、当該ユーザとは異なるユーザの現実空間における
位置とに基づいて仮想空間におけるそれぞれの位置を特
定し、特定した仮想空間におけるそれぞれの位置に基づ
いて、音声を再生する際のパラメータ（音量等）を決定
し、当該パラメータを用いて音声を発したユーザとは異
なるユーザに対して音声を再生する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが発した音声を示す音声データを取得する音声取得手段と、
　前記音声を発したユーザの現実空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの現実空
間上の位置とを取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した現実空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声を発し
たユーザの仮想空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの仮想空間上の位置とを特
定する位置特定手段と、
　前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声取得手
段で取得した音声データを再生する際のパラメータを決定するパラメータ決定手段と、
　前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメータ決定手段で決定さ
れたパラメータを用いて前記音声取得手段で取得した音声データを再生する音声再生手段
と
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記パラメータ決定手段は、前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置
に基づいて、前記音声取得手段で取得した音声データを再生する際のパラメータとして音
量を決定し、
　前記音声再生手段は、前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメ
ータ決定手段で決定された音量で、前記音声取得手段で取得した音声データを再生するこ
とを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記パラメータ決定手段は、前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置
に基づいて、前記音声取得手段で取得した音声データを再生する際のパラメータとして、
音声データを構成するチャンネルごとの音量を決定し、
　前記音声再生手段は、前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメ
ータ決定手段で決定されたチャンネルごとの音量で、前記音声取得手段で取得した音声デ
ータを再生することを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記パラメータ決定手段は、前記位置特定手段で特定した、音声を発したユーザの仮想
空間上の位置から、当該ユーザとは異なるユーザの仮想空間上の位置までの距離を用いて
、前記音声取得手段で取得した音声データを再生する際のパラメータを決定することを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記位置取得手段は、更に前記音声を発したユーザの現実空間上の向きと、当該ユーザ
とは異なるユーザの現実空間上の向きとを取得し、
　前記位置特定手段は、更に前記位置取得手段で取得した現実空間上のそれぞれの向きに
基づいて、前記音声を発したユーザの仮想空間上の向きと、当該ユーザとは異なるユーザ
の仮想空間上の向きとを特定し、
　前記パラメータ決定手段は、前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置
及び向きを用いて、音声を発したユーザの仮想空間上の位置の前方から、当該ユーザとは
異なるユーザの仮想空間上の位置までの距離を用いて、前記音声取得手段で取得した音声
データを再生する際のパラメータを決定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
１項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　情報処理システムの音声取得手段が、ユーザが発した音声を示す音声データを取得する
音声取得ステップと、
　前記情報処理システムの位置取得手段が、前記音声を発したユーザの現実空間上の位置
と、当該ユーザとは異なるユーザの現実空間上の位置とを取得する位置取得ステップと、
　前記情報処理システムの位置特定手段が、前記位置取得ステップで取得した現実空間上
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のそれぞれの位置に基づいて、前記音声を発したユーザの仮想空間上の位置と、当該ユー
ザとは異なるユーザの仮想空間上の位置とを特定する位置特定ステップと、
　前記情報処理システムのパラメータ決定手段が、前記位置特定ステップで特定した仮想
空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声取得ステップで取得した音声データを再生
する際のパラメータを決定するパラメータ決定ステップと、
　前記情報処理システムの音声再生手段が、前記音声を発したユーザとは異なるユーザに
対して、前記パラメータ決定ステップで決定されたパラメータを用いて前記音声取得ステ
ップで取得した音声データを再生する音声再生ステップと
　を備えることを特徴とする情報処理システムの制御方法。
【請求項７】
　情報処理システムを、
　ユーザが発した音声を示す音声データを取得する音声取得手段と、
　前記音声を発したユーザの現実空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの現実空
間上の位置とを取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した現実空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声を発し
たユーザの仮想空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの仮想空間上の位置とを特
定する位置特定手段と、
　前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声取得手
段で取得した音声データを再生する際のパラメータを決定するパラメータ決定手段と、
　前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメータ決定手段で決定さ
れたパラメータを用いて前記音声取得手段で取得した音声データを再生する音声再生手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　ユーザが発した音声を示す音声データを取得する音声取得手段と、
　前記音声を発したユーザの現実空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの現実空
間上の位置とを取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した現実空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声を発し
たユーザの仮想空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの仮想空間上の位置とを特
定する位置特定手段と、
　前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声取得手
段で取得した音声データを再生する際のパラメータを決定するパラメータ決定手段と、
　前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメータ決定手段で決定さ
れたパラメータを用いて前記音声取得手段で取得した音声データを再生する音声再生手段
と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　情報処理装置の音声取得手段が、ユーザが発した音声を示す音声データを取得する音声
取得ステップと、
　前記情報処理装置の位置取得手段が、前記音声を発したユーザの現実空間上の位置と、
当該ユーザとは異なるユーザの現実空間上の位置とを取得する位置取得ステップと、
　前記情報処理装置の位置特定手段が、前記位置取得ステップで取得した現実空間上のそ
れぞれの位置に基づいて、前記音声を発したユーザの仮想空間上の位置と、当該ユーザと
は異なるユーザの仮想空間上の位置とを特定する位置特定ステップと、
　前記情報処理装置のパラメータ決定手段が、前記位置特定ステップで特定した仮想空間
上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声取得ステップで取得した音声データを再生する
際のパラメータを決定するパラメータ決定ステップと、
　前記情報処理装置の音声再生手段が、前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対し
て、前記パラメータ決定ステップで決定されたパラメータを用いて前記音声取得ステップ
で取得した音声データを再生する音声再生ステップと
　を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。
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【請求項１０】
　情報処理装置を、
　ユーザが発した音声を示す音声データを取得する音声取得手段と、
　前記音声を発したユーザの現実空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの現実空
間上の位置とを取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した現実空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声を発し
たユーザの仮想空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの仮想空間上の位置とを特
定する位置特定手段と、
　前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声取得手
段で取得した音声データを再生する際のパラメータを決定するパラメータ決定手段と、
　前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメータ決定手段で決定さ
れたパラメータを用いて前記音声取得手段で取得した音声データを再生する音声再生手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合現実感（Ｍｉｘｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）技術に関し、特に現実空間上の
ユーザの位置に応じて特定される仮想空間上の位置を考慮して、ユーザが発した音声を再
生することの可能な情報処理システム、その制御方法、及びプログラム、並びに情報処理
装置、その制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヘッドマウントディスプレイ（以下、ＨＭＤという。）やスマートフォンで撮影
した現実の世界（以下、現実空間という。）の画像に、コンピュータで生成された仮想の
世界（以下、仮想空間という。）の画像を重畳させて、ＨＭＤやスマートフォンの画面に
表示する技術が存在する。この技術は例えば、複合現実感（Ｍｉｘｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ
、以下、ＭＲという。）技術や拡張現実感（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）技術
などである。
【０００３】
　このＭＲ技術を用いて、複数の拠点にいるユーザが同一の仮想空間を閲覧する仕組みが
考えられている。これは、同一の仮想空間を拠点ごとに用意し、ＭＲ技術を用いて当該仮
想空間を同時に閲覧するものである。この仕組みにおいて他拠点のユーザとコミュニケー
ションを行う場合には、音声チャットや電話会議等の音声通信を用いる。ところが、複数
のユーザの音声が他拠点のユーザに対して一斉に送信される場合、この音声を受信したユ
ーザには複数の音声が一斉に再生されることになるので、当該ユーザは再生された音声が
誰の音声なのかを聞き分けることが難しいという問題がある。
【０００４】
　そこで下記の特許文献１では、ユーザごとの位置を仮想空間上にあらかじめ設定してお
き、発話者と他のユーザとの位置関係に応じた聞こえ方で、他のユーザに音声を再生する
仕組みが開示されている。更には、誰から誰に話しかけているのかを検出し、話しかけて
いる相手に対しては音量を大きくして再生する。この従来技術によれば、発話した音声を
聞き分けることが容易となり、会話の内容を把握しやすくすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２７４９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＭＲ技術では、ＨＭＤを装着したユーザが仮想空間を自由に歩き回ることが
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できる。これを実現するためにＭＲ技術では、ＨＭＤを装着したユーザの現実空間におけ
る位置及び姿勢を取得し、取得した位置及び姿勢から仮想空間における位置及び姿勢を特
定し、特定した位置及び姿勢から見た仮想空間をユーザに提示している。これにより、ユ
ーザは自由な位置から仮想空間を閲覧することができる。これは、複数の拠点の各ユーザ
がＭＲ技術を用いて同一の仮想空間を閲覧する場合も同様である。
【０００７】
　つまり、ＭＲ技術を用いると、仮想空間におけるユーザの位置は現実空間におけるユー
ザの動作に応じて変化してしまう。そのため、複数の拠点の各ユーザがＭＲ技術を用いて
同一の仮想空間を閲覧する場合に特許文献１の仕組みを利用したとしても、あらかじめ設
定された仮想空間上のユーザの位置と、仮想空間上の現在のユーザの位置との間にずれが
生じてしまう問題がある。
【０００８】
　更に、ユーザが現実空間を自由に移動できるということは、特許文献１のように仮想空
間上のユーザ間の距離は等間隔ではない。現実空間では発話者との距離に応じて音声の聞
こえ方、すなわち音量が変化するはずであるから、どの音声も均一な音量で再生するとユ
ーザに違和感を生じさせてしまう問題もある。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、現実空間上のユーザの位置に応じて特定される仮想空間上の位
置を考慮して、ユーザが発した音声を再生することの可能な仕組みを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために本発明の情報処理システムは、ユーザが発した音声を示す
音声データを取得する音声取得手段と、前記音声を発したユーザの現実空間上の位置と、
当該ユーザとは異なるユーザの現実空間上の位置とを取得する位置取得手段と、前記位置
取得手段で取得した現実空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記音声を発したユーザの
仮想空間上の位置と、当該ユーザとは異なるユーザの仮想空間上の位置とを特定する位置
特定手段と、前記位置特定手段で特定した仮想空間上のそれぞれの位置に基づいて、前記
音声取得手段で取得した音声データを再生する際のパラメータを決定するパラメータ決定
手段と、前記音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、前記パラメータ決定手段で
決定されたパラメータを用いて前記音声取得手段で取得した音声データを再生する音声再
生手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、現実空間上のユーザの位置に応じて特定される仮想空間上の位置を考
慮して、ユーザが発した音声を再生することの可能な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態における遠隔ＭＲシステムのシステム構成の一例を示す図であ
る。
【図２】各拠点に構成されるＭＲシステムのシステム構成の一例を示す図である。
【図３】情報処理装置１０１、サーバ装置１０２のハードウェア構成の一例を示す図であ
る。
【図４】情報処理装置１０１、サーバ装置１０２の機能構成の一例を示す図である。
【図５】遠隔ＭＲシステムで同一の仮想空間を閲覧している様子の一例を示す図である。
【図６】情報処理装置１０１が取得したユーザの位置及び姿勢と、ユーザが発した音声と
をサーバ装置１０２に送信する処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図７】位置姿勢音声テーブル７００のテーブル構成の一例を示す図である。
【図８】他の拠点の情報処理装置１０１から送信されたユーザの音声の音量を決定する処
理のフローチャートの一例を示す図である。



(6) JP 2016-201817 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

【図９】仮想空間上に設定された音源から発した音声の音量が減衰しない範囲と、当該音
源と当該音声を聞くユーザとの距離の一例を示す図である。
【図１０】仮想空間におけるユーザ間の距離や音量を減少させる割合を算出するための式
の一例を示す図である。
【図１１】遠隔ＭＲシステムで同一の仮想空間を閲覧している様子の一例を示す図である
。
【図１２】遠隔ＭＲシステムで同一の仮想空間を閲覧している様子の一例を示す図である
。
【図１３】第２の実施形態における、他の拠点の情報処理装置１０１から送信されたユー
ザの音声の音量を決定する処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１４】仮想音源設定処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１５】発声したユーザの位置及び姿勢に応じて、当該ユーザの前方に音源が設定され
る場合の一例を示す図である。
【図１６】音量バランス調整処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１７】右耳側と左耳側に再生する音声の音量を算出するための式の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態の一例について説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態における遠隔ＭＲシステムのシステム構成の一例を示す図で
ある。図１に示す遠隔ＭＲシステムは、ＭＲ技術を用いて、複数の拠点のユーザに同一の
仮想空間を閲覧させるシステムである。遠隔ＭＲシステムは、情報処理装置１０１にＨＭ
Ｄ１０３とヘッドセット１０４とが相互にデータ通信可能に接続される複数のＭＲシステ
ムと、サーバ装置１０２とを含む。情報処理装置１０１とＨＭＤ１０３との接続は、有線
接続であってもよいし、無線接続であってもよい。また、本実施形態では、２つの拠点で
ある拠点Ａ及び拠点ＢにＭＲシステムがそれぞれ構築されている。尚、図１のシステム上
に接続される各種端末の構成は一例であり、用途や目的に応じて様々な構成例がある。ま
た、拠点間の距離は問わない。本発明のＭＲシステムが異なる場所で動作できればよい。
【００１５】
　情報処理装置１０１は、汎用的なコンピュータである。情報処理装置１０１は、ＨＭＤ
１０３で撮影（撮像）された現実空間の画像（以下、現実空間画像という。）と、情報処
理装置１０１で生成された仮想空間の画像（以下、仮想空間画像という。）とを重畳した
画像（以下、複合現実画像という。）を生成し、ＨＭＤ１０３に送信する。尚、ＭＲ技術
に関しては従来技術を用いるため、詳細な説明は省略する。また、情報処理装置１０１は
、パーソナルコンピュータであってもよいし、サーバのような大型のコンピュータであっ
てもよい。更には、携帯電話やタブレット端末といった携帯端末であってもよい。コンピ
ュータの種類は特に問わない。また、拠点ごとに情報処理装置１０１を設置せず、１台の
情報処理装置１０１で処理してもよい。すなわち、１台の情報処理装置１０１が本実施形
態における拠点Ａと拠点ＢのＭＲシステムを構築してもよい。
【００１６】
　ＨＭＤ１０３は、ヘッドマウントディスプレイである。ＨＭＤ１０３は、ユーザの頭部
に装着する装置であり、右目用と左目用のビデオカメラと、右目用と左目用のディスプレ
イを備えている。ＨＭＤ１０３は、ＨＭＤ１０３のビデオカメラで撮影された現実空間画
像を情報処理装置１０１に送信する。そして、情報処理装置１０１から送信されてきた複
合現実画像を受信し、ディスプレイに表示する。ＨＭＤ１０３では、右目用と左目用のデ
ィスプレイを設けているので、視差によって立体感を得ることができる。尚、ＨＭＤ１０
３で撮影する現実空間画像とＨＭＤ１０３で表示する複合現実画像は、動画（映像）が望
ましいが、所定の間隔で撮影された画像であってもよい。
【００１７】
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　ヘッドセット１０４は、マイクロフォン（以下、マイクという。）とヘッドフォンから
成る装置である。ユーザは前述したＨＭＤ１０３とヘッドセット１０４とを装着し、ＭＲ
システムを利用する。ヘッドセット１０４は、マイクでユーザが発した音声を取得し、音
声データとして情報処理装置１０１に送信する。また、情報処理装置１０１から送信され
た当該ユーザとは異なるユーザ（他のユーザ）の音声データをヘッドフォンで再生する。
尚、音声を発したユーザに当該ユーザ自身の音声データを再生してもよい。また、音声デ
ータは、本実施例においては２チャンネル（ステレオ）であるものとして説明を行う。
【００１８】
　尚、本実施形態ではＨＭＤ１０３とヘッドセット１０４とが別々の装置であるが、これ
らが１つの装置であってもよい。すなわち、ＨＭＤ１０３がマイクとヘッドフォンを備え
ていてもよい。また、ヘッドセット１０４のマイクとヘッドフォンが別々の装置であって
もよい。すなわち、マイクが各拠点の居室内に設置されており、これによってユーザの音
声を収集する。そして、ユーザはヘッドフォンを装着するような形態であってもよい。更
には、ヘッドフォンの代わりにスピーカーを用いてもよい。このスピーカーは、ステレオ
音源を再生可能なスピーカーであることが望ましい。
【００１９】
　サーバ装置１０２は、各拠点に設置される情報処理装置１０１を管理するサーバである
。サーバ装置１０２は、情報処理装置１０１から送信された情報を他の情報処理装置１０
１に送信する。つまり、サーバ装置１０２は、いわゆる中継役である。本実施形態では、
サーバ装置１０２が中継を行うものとして説明を行うが、各拠点の情報処理装置１０１同
士が相互に通信する形態であってもよい。この場合にはサーバ装置１０２は不要となる。
【００２０】
　図２は、各拠点のＭＲシステムのシステム構成の一例を示す図である。前述した通り、
情報処理装置１０１にはＨＭＤ１０３とヘッドセット１０４とが通信可能に接続されてい
る。更に、情報処理装置１０１には赤外線カメラ２０２が接続されている。赤外線カメラ
２０２は、赤外線を用いた光学式のセンサである。赤外線カメラ２０２は、現実空間に赤
外線を照射し、現実空間の物体で反射した赤外線を撮影することにより、現実空間におけ
る物体の位置及び姿勢を特定する。この赤外線カメラ２０２を用いて、現実空間における
ＨＭＤ１０３（すなわちユーザ）の位置及び姿勢（向きや傾き、視線の方向等）を特定す
る。ＨＭＤ１０３には、オプティカルマーカ２０１という赤外線を反射する物体を備えて
おり、赤外線カメラ２０２はこのオプティカルマーカ２０１で反射した赤外線を撮影する
ことで、ＨＭＤ１０３の位置及び姿勢を特定できるようになっている。ユーザがどのよう
な位置や姿勢であっても、当該ユーザが装着するＨＭＤ１０３のオプティカルマーカ２０
１を撮影または検知できるように、ＭＲシステムでは赤外線カメラ２０２を複数台設置す
ることが望ましい。また、位置及び姿勢を特定可能なＨＭＤ１０３は、赤外線カメラ２０
２の撮影範囲に存在するＨＭＤ１０３である。
【００２１】
　尚、本実施形態においては、現実空間におけるＨＭＤ１０３の位置及び姿勢を特定する
ために、赤外線カメラ２０２を用いるが、ＨＭＤ１０３の現実空間における位置及び姿勢
を特定できるのであれば、これに限らない。例えば、磁気センサを用いてもよいし、ＨＭ
Ｄ１０３が撮影した画像を解析して位置及び姿勢を特定してもよい。
【００２２】
　図３は、情報処理装置１０１とサーバ装置１０２とＨＭＤ１０３の各ハードウェア構成
の一例を示す図である。
【００２３】
　まず、情報処理装置１０１及びサーバ装置１０２は、ＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２、Ｒ
ＡＭ３０３、システムバス３０４、入力コントローラ３０５、ビデオコントローラ３０６
、メモリコントローラ３０７、通信Ｉ／Ｆコントローラ３０８、メディアコントローラ３
０９、汎用バス３１０、入力デバイス３１１、外部メモリ３１２等を備える。尚、サーバ
装置１０２は、前述した通り、ＨＭＤ１０３とヘッドセット１０４と赤外線カメラ２０２
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とは接続されていない。
【００２４】
　ＣＰＵ３０１は、システムバス３０４に接続される各デバイスやコントローラを統括的
に制御する。
【００２５】
　また、ＲＯＭ３０２あるいは外部メモリ３１２には、ＣＰＵ３０１の制御プログラムで
あるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　ＯｕｔｐｕｔＳｙｓｔｅｍ）やオペレーテ
ィングシステムや、各種装置の実行する機能を実現するために必要な後述する各種プログ
ラム等が記憶されている。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１の主メモリ、ワークエリア等と
して機能する。
【００２６】
　ＣＰＵ３０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＡＭ３０３にロードして
、プログラムを実行することで各種動作を実現するものである。
【００２７】
　また、入力コントローラ（入力Ｃ）３０５は、キーボードやマウス等のポインティング
デバイス（入力デバイス３１１）からの入力を制御する。
【００２８】
　情報処理装置１０１のビデオコントローラ（ＶＣ）３０６は、ＨＭＤ１０３が備える右
目・左目ディスプレイ３２２等の表示器への表示を制御する。右目・左目ディスプレイ３
２２に対しては、例えば外部出力端子（例えば、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）を用いて出力される。また、右目・左目ディスプレイ３２２は、右目用の
ディスプレイと左目用のディスプレイとから構成されている。一方、サーバ装置１０２の
ビデオコントローラ３０６は、液晶ディスプレイ等の表示器への表示を制御する（不図示
）。
【００２９】
　メモリコントローラ（ＭＣ）３０７は、ブートプログラム、ブラウザソフトウエア、各
種のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ等
を記憶するハードディスク（ＨＤ）やフレキシブルディスク（ＦＤ）或いはＰＣＭＣＩＡ
カードスロットにアダプタを介して接続されるカード型メモリ等の外部メモリ３１２への
アクセスを制御する。
【００３０】
　通信Ｉ／Ｆコントローラ（通信Ｉ／ＦＣ）３０８は、ネットワークを介して、外部機器
と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実行する。例えば、ＴＣ
Ｐ／ＩＰを用いたインターネット通信等が可能である。特に、情報処理装置１０１の通信
Ｉ／Ｆコントローラ３０８は、赤外線カメラ２０２との通信も制御する。
【００３１】
　情報処理装置１０１のメディアコントローラ３０９は、ヘッドセット１０４のヘッドフ
ォンへ音声データを出力するため、及びヘッドセット１０４のマイクから音声を入力する
ために使用される。ヘッドフォンやマイクに対する音声や音声データの入出力は、例えば
外部出力端子（例えば、ステレオミニプラグ）を用いて行われる。サーバ装置１０２のメ
ディアコントローラ３０９も同様の機能を有するが、本実施形態では用いない。
【００３２】
　情報処理装置１０１の汎用バス３１０は、情報処理装置１０１に接続されるＨＭＤ１０
３の右目・左目ビデオカメラ３２１で撮影した画像を取り込むために使用される。右目・
左目ビデオカメラ３２１からは、外部入力端子（例えば、ＩＥＥＥ１３９４端子）を用い
て入力される。また、右目・左目ビデオカメラ３２１は、右目用のビデオカメラと左目用
のビデオカメラとから構成されている。
【００３３】
　尚、ＣＰＵ３０１は、例えばＲＡＭ３０３内の表示情報用領域へアウトラインフォント
の展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ上での表示を可能とし
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ている。また、ＣＰＵ３０１は、ディスプレイ上の不図示のマウスカーソル等でのユーザ
指示を可能とする。
【００３４】
　本発明の情報処理装置１０１、サーバ装置１０２が後述する各種処理を実行するために
用いられる各種プログラム等は外部メモリ３１２に記録されており、必要に応じてＲＡＭ
３０３にロードされることによりＣＰＵ３０１によって実行されるものである。さらに、
本発明に係わるプログラムが用いる定義ファイルや各種情報テーブルは外部メモリ３１２
に格納されている。
【００３５】
　図４は、情報処理装置１０１とサーバ装置１０２の機能構成を示す機能構成図である。
尚、図４の情報処理装置１０１とサーバ装置１０２の機能構成は一例であり、用途や目的
に応じて様々な構成例がある。
【００３６】
　情報処理装置１０１は機能部として、通信制御部４１１と、位置姿勢特定部４１２と、
仮想音源設定部４１３と、仮想距離測定部４１４と、音量決定部４１５と、音量バランス
調整部４１６と、仮想空間画像生成部４１７と、複合現実画像生成部４１８と、音声再生
部４１９とを備える。
【００３７】
　通信制御部４１１は、サーバ装置１０２、ＨＭＤ１０３、ヘッドセット１０４、赤外線
カメラ２０２等の装置と情報の送受信を行うための機能部である。位置姿勢特定部４１２
は、現実空間におけるユーザの位置及び姿勢を含む情報であって赤外線カメラ２０２から
取得した情報（以下、赤外線情報という。）に基づいて、仮想空間におけるユーザの位置
及び姿勢を特定するための機能部である。
【００３８】
　仮想音源設定部４１３は、仮想空間上に仮想的な音源（以下、仮想音源という。）を設
定するための機能部である。当該音源は、情報処理装置１０１が取得した音声データを再
生するための仮想的な音源である。仮想距離測定部４１４は、仮想音源設定部４１３で設
定された音源と位置姿勢特定部４１２で特定された位置との距離を測定（算出）するため
の機能部である。
【００３９】
　音量決定部４１５は、仮想距離測定部４１４で測定された距離に応じてユーザに再生す
る音声データの音量を決定するための機能部である。音量バランス調整部４１６は、音量
決定部４１５で決定された音量で音声データを再生する際に、左右のチャンネルの音量を
調整し、ある方向から音声が聞こえてくるようにするための機能部である。本実施形態で
は、２チャンネルの音声データを元に説明を行うが、これに限らない。
【００４０】
　仮想空間画像生成部４１７は、位置姿勢特定部４１２で特定された仮想空間上の位置及
び姿勢に基づいて、仮想空間上に仮想的なカメラ（以下、仮想カメラという。）を設定し
、当該仮想カメラから見た仮想空間を撮影し、仮想空間画像を生成するための機能部であ
る。
【００４１】
　複合現実画像生成部４１８は、通信制御部４１１を通じてＨＭＤ１０３の右目・左目ビ
デオカメラから取得した現実空間画像と、仮想空間画像生成部４１７で生成した仮想空間
画像とを重畳して、複合現実画像を生成するための機能部である。
【００４２】
　音声再生部４１９は、音量決定部４１５と音量バランス調整部４１６で調整された音声
データを、通信制御部４１１を通じてヘッドセット１０４のヘッドフォンに再生するため
の機能部である。
【００４３】
　サーバ装置１０２は機能部として、通信制御部４２１、位置姿勢情報管理部４２２、音
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声情報管理部４２３を備える。
【００４４】
　通信制御部４２１は、情報処理装置１０１等の装置と情報の送受信を行うための機能部
である。位置姿勢情報管理部４２２は、情報処理装置１０１から送信されたユーザの位置
及び姿勢を情報処理装置１０１に接続されたＨＭＤ１０３と関連づけて管理しておくため
の機能部である。
【００４５】
　音声情報管理部４２３は、情報処理装置１０１から送信されたユーザの音声データを情
報処理装置１０１に接続されたＨＭＤ１０３と関連づけて管理しておくための機能部であ
る。
【００４６】
　図５は、本実施形態における遠隔ＭＲシステムで同一の仮想空間を閲覧している様子の
一例を示す図である。本実施形態では、この２つの拠点を基に説明を行う。
【００４７】
　図１で前述した通り、本実施形態では２つの拠点で同一の仮想空間を閲覧している。１
つはユーザＡがいる拠点Ａであり、もう１つはユーザＢがいる拠点Ｂである。各拠点にお
けるＭＲシステムが同一の仮想空間をＭＲ技術によって提供される。尚、本実施形態では
、閲覧する仮想空間は同一であるが、当該仮想空間は拠点ごとの情報処理装置１０１にそ
れぞれ用意されているものとして説明を行う。すなわち、仮想空間の大きさやその仮想空
間に配置される３次元モデル、更に当該３次元モデルを配置する位置等を各拠点の情報処
理装置１０１に記憶させておき、これを各拠点のユーザが同時に閲覧するということであ
る。
【００４８】
　図５の５００は、ユーザＡ５０１が拠点ＡでＭＲ技術を体験している様子を示す平面図
である。ユーザＡ５０１は、前述したＨＭＤ１０３とヘッドセット１０４とをユーザＡ５
０１の頭部に装着し、情報処理装置１０１から送信される複合現実画像を、ＨＭＤ１０３
の右目・左目ディスプレイ３２２を通じて閲覧している。ユーザＡ５０１が閲覧する複合
現実画像には、拠点ＢにいるユーザＢ５１１を示す３次元モデル（ユーザＢ５０２）と、
閲覧対象の２つの３次元モデル５０４とが表示されている。ユーザＢ５１１は、拠点Ａに
はいないので３次元モデルとしてユーザＢ５０２が表現されている。ユーザＢ５０２を表
示するためには、ユーザＢ５１１のいる拠点Ｂに設置された赤外線カメラ２０２から取得
した位置及び姿勢を利用してユーザＢ５１１の３次元モデルを生成し、これを表示すれば
よい。またユーザＡ５０１は、ユーザＢ５０２の方向５０３を向いている。そのため、ユ
ーザＡ５０１がＨＭＤ１０３を通じて閲覧している複合現実画像は、図５の５２０に示す
複合現実画像となる。
【００４９】
　一方、図５の５１０はユーザＢ５１１が拠点ＢでＭＲ技術を体験している様子を示す平
面図である。ユーザＢ５１１も、前述したＨＭＤ１０３とヘッドセット１０４とを装着し
、情報処理装置１０１から送信される複合現実画像を、ＨＭＤ１０３の右目・左目ディス
プレイ３２２を通じて閲覧している。ユーザＢ５１１が閲覧する複合現実画像には、拠点
ＡにいるユーザＡ５０１を示す３次元モデル（ユーザＡ５１２）と、閲覧対象の２つの３
次元モデル５０４とが表示されている。ユーザＡ５０１は、拠点Ｂにはいないので３次元
モデルとしてユーザＡ５１２が表現されている。ユーザＡ５１２を表示するためには、ユ
ーザＡ５０１のいる拠点Ａに設定された赤外線カメラ２０２から取得した位置及び姿勢を
利用してユーザＡ５０１の３次元モデルを生成し、これを表示すればよい。またユーザＢ
５１１は、ユーザＡ５１２の方向５１３を向いている。そのため、ユーザＢ５１１がＨＭ
Ｄ１０３を通じて閲覧している複合現実画像は、図５の５３０に示す複合現実画像となる
。
【００５０】
　次に、情報処理装置１０１が取得したユーザの位置及び姿勢と、ユーザが発した音声と
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をサーバ装置１０２に送信する処理の流れについて、図６のフローチャートを用いて説明
する。
【００５１】
　まず、ステップＳ６０１では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、情報処理装置１
０１に接続されたＨＭＤ１０３の右目・左目ビデオカメラ３２１で撮像した現実空間画像
をＨＭＤ１０３から受信（取得）する。
【００５２】
　ステップＳ６０２では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、情報処理装置１０１に
接続された赤外線カメラ２０２が特定した赤外線情報であって、ユーザが装着するＨＭＤ
１０３の現実空間上の位置及び姿勢を含む赤外線情報を受信（取得）する（位置取得手段
）。そして、ステップＳ６０３では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ
６０２で受信した赤外線情報に基づいて、ユーザが装着するＨＭＤ１０３の仮想空間上に
おける位置と姿勢を特定（取得）する（位置特定手段）。現実空間と仮想空間はあらかじ
め位置合わせ（対応付け）がなされている。そのため、現実空間における位置及び姿勢が
わかればそれに対応する仮想空間における位置及び姿勢も特定できる。赤外線情報を用い
たＨＭＤ１０３の位置と姿勢の特定方法は、従来技術であるため詳細な説明は省略する。
【００５３】
　ステップＳ６０４では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ６０３で特
定した位置及び姿勢を示す情報（以下、位置姿勢情報という。）をサーバ装置１０２に送
信する。ステップＳ６０５では、サーバ装置１０２のＣＰＵ３０１は、情報処理装置１０
１から送信された位置姿勢情報を受信する。そして、ステップＳ６０６では、サーバ装置
１０２のＣＰＵ３０１は、ステップＳ６０５で受信した位置姿勢情報を、当該位置姿勢情
報を送信してきた情報処理装置１０１に接続されているＨＭＤ１０３と関連づけて一時記
憶する。より具体的には、ＨＭＤ１０３を識別するＨＭＤ番号を特定し、当該特定したＨ
ＭＤ番号を持つ位置姿勢音声テーブル７００（図７参照）のレコードの位置姿勢情報７０
２に、受信した位置姿勢情報を格納する。ＨＭＤ番号はＨＭＤ１０３を一意に識別するた
めの識別番号である。特に図示しないが、情報処理装置１０１と情報処理装置１０１に接
続されるＨＭＤ１０３のＨＭＤ番号とを関連づけるテーブルをあらかじめ保持しておけば
、ＨＭＤ番号を特定することが可能である。
【００５４】
　位置姿勢音声テーブル７００は、サーバ装置１０２の外部メモリ３１２等に記憶され、
ＨＭＤ番号７０１と、位置姿勢情報７０２と、音声データ７０３とを含む。ＨＭＤ番号７
０１は、ＨＭＤ１０３ごとに一意に割り振られた識別番号を示す。ＨＭＤ番号７０１には
、前述したステップＳ６０５で受信した位置姿勢情報や、後述するステップＳ６０９で受
信する音声の情報を送信してきた情報処理装置１０１に接続されているＨＭＤ１０３の識
別番号を格納する。位置姿勢情報７０２は、ＨＭＤ１０３の位置及び姿勢を示す情報が格
納される。より具体的には、ＨＭＤ１０３の仮想空間上の座標と、ＨＭＤ１０３の向きを
示すベクトル情報とが格納される。音声データ７０３は、ＨＭＤ１０３を装着するユーザ
が発した音声の波形データ（以下、音声データという。）を一時保存した場所を示すファ
イルパスを格納する。
【００５５】
　図６に説明を戻す。ステップＳ６０４の処理が完了したら、ステップＳ６０７では、情
報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ＨＭＤ１０３を装着するユーザが更に装着している
ヘッドセット１０４のマイクから当該ユーザの音声を受信（取得）する（音声取得手段）
。このとき、音声をサンプリングしデジタルデータへ量子化およびそのデジタルデータの
圧縮処理を実行し音声データを作成する。
【００５６】
　そして、ステップＳ６０８では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ６
０７で作成した音声データをサーバ装置１０２に送信する。ステップＳ６０９では、サー
バ装置１０２のＣＰＵ３０１は、情報処理装置１０１から送信された音声データを受信し
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、ステップＳ６１０では、サーバ装置１０２のＣＰＵ３０１は、受信した音声データを、
当該音声データを送信してきた情報処理装置１０１に接続されているＨＭＤ１０３と関連
づけて一時記憶する。より具体的には、音声データを送信してきた情報処理装置１０１に
接続されているＨＭＤ１０３を特定し、ＨＭＤ１０３のＨＭＤ番号７０１のレコードの音
声データ７０３に、受信した音声データを一時記憶した場所のファイルパスを格納する。
【００５７】
　以上により、情報処理装置１０１からサーバ装置１０２に対して、情報処理装置１０１
に接続されたＨＭＤ１０３の位置及び姿勢や、ＨＭＤ１０３を装着するユーザの音声デー
タがサーバ装置１０２に送信される。この一連の処理は、ＭＲシステムが動作している間
は繰り返し実行されるため、リアルタイムに情報がサーバ装置１０２に送信される。
【００５８】
　次に、他の拠点の情報処理装置１０１から送信されたユーザの音声の音量を決定する処
理の流れについて、図８のフローチャートを用いて説明する。
【００５９】
　まず、ステップＳ８０１では、サーバ装置１０２のＣＰＵ３０１は、位置姿勢音声テー
ブル７００の位置姿勢情報７０２及び音声データ７０３に格納された位置姿勢情報及び音
声データを情報処理装置１０１に送信する。送信する位置姿勢情報及び音声データは、こ
れらを送信する情報処理装置１０１に接続されているＨＭＤ１０３とは異なるＨＭＤ１０
３（すなわち、音声を発したユーザのＨＭＤ１０３。以下、他のＨＭＤ１０３という。）
に関連する位置姿勢情報及び音声データである。すなわち、拠点Ｂの情報処理装置１０１
に位置姿勢情報及び音声データを送信する場合には、拠点ＡのＨＭＤ１０３に関連する位
置姿勢情報及び音声データを送信する。前述した通り、情報処理装置１０１ごとに、情報
処理装置１０１に接続されるＨＭＤ１０３のＨＭＤ番号を関連づけて管理しているので、
送信先の情報処理装置１０１を特定し、当該特定した情報処理装置１０１に関連するＨＭ
Ｄ番号７０１以外のレコードの位置姿勢情報及び音声データを送信すればよい。
【００６０】
　ステップＳ８０２では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、サーバ装置１０２から
送信された他のＨＭＤ１０３の位置姿勢情報及び音声データを受信する。すなわち、音声
を発したユーザの仮想空間上の位置及び姿勢と、当該ユーザが発した音声を示す音声デー
タとを取得する。
【００６１】
　ステップＳ８０３では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、後述するステップＳ８
０４乃至ステップＳ８０８の処理を、他のＨＭＤ１０３の数だけ繰り返し実行する。他の
ＨＭＤの数は、他の拠点の情報処理装置１０１と通信してカウントしてもよいし、あらか
じめ情報処理装置１０１に記憶させておいてもよい。または、サーバ装置１０２から取得
するような形態であってもよい。
【００６２】
　ステップＳ８０４では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０２で受
信した他のＨＭＤ１０３の位置姿勢情報７０２を取得する。
【００６３】
　ステップＳ８０５では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０４で取
得した位置姿勢情報７０２（すなわち、音声を発したユーザの位置及び姿勢）に基づいて
、仮想空間上に仮想音源を設定する。すなわち、位置姿勢情報７０２が示す仮想空間上の
位置には、位置姿勢情報７０２に対応するＨＭＤ１０３が存在するはずである。そのＨＭ
Ｄ１０３を装着するユーザが音声を発した場合には、この音声の音源は位置姿勢情報７０
２が示す位置に相当する。よって、ステップＳ８０５では取得した位置姿勢情報７０２に
基づいて、仮想空間上に仮想音源を設定している。位置姿勢情報７０２が示す位置でなく
とも、音声を聞くユーザに違和感のない位置であればよい。
【００６４】
　ステップＳ８０６では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０５で設
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定した仮想音源から、情報処理装置１０１に接続されているＨＭＤ１０３の位置姿勢情報
が示す仮想空間上の位置までの距離を計測する。情報処理装置１０１に接続されているＨ
ＭＤ１０３の位置姿勢情報（すなわち、音声を発したユーザとは異なるユーザの仮想空間
上の位置及び姿勢）は、前述したステップＳ６０２及びステップＳ６０３で取得及び特定
しているので、これを用いる。そして、ステップＳ８０７では、情報処理装置１０１のＣ
ＰＵ３０１は、他のＨＭＤ１０３を装着するユーザが発した音声を示す音声データを再生
する際の音量（パラメータ）をステップＳ８０６で計測した距離に応じて決定する（パラ
メータ決定手段）。
【００６５】
　音量の算出方法について、図９と図１０とを用いて具体的に説明する。図９に示す図で
は、ユーザＢがユーザＡの発した音声を聞く場合を想定している。すなわち、図５の拠点
ＡでユーザＡ５０１が発した音声を拠点ＢでユーザＢ５１１が聞く場合である。
【００６６】
　音声の音量の算出方法の一例として、仮想音源の位置座標からの距離に比例して音量を
減少させる方法がある。
【００６７】
　仮想音源の位置（以下、音源位置という。）をユーザＡ５１２の仮想空間上の位置であ
る図９の９０１とする。この座標をＡ＝［Ａｘ　Ａｙ　Ａｚ］とする。また、ステップＳ
６０３で特定されたユーザＢ５１１の仮想空間上の座標をＵ＝［Ｕｘ　Ｕｙ　Ｕｚ］とし
た場合に、音源位置９０１とユーザＢ５１１との距離９０２であるＬは図１０の式１によ
って求められる。
【００６８】
　音源位置９０１から発せられるユーザＡの音声が元の音量で聞こえる音源からの距離９
０３をｒ１とする。また、音源位置９０１から発せられる音声が聞こえなくなる音源から
の距離をｒ２とした場合、ユーザＢ５１１に再生する元の音量に対する音量の割合ｐは図
１０の式２、式３、式４によって求められる。ｒ１＜Ｌ＜ｒ２の場合には図１０の式２、
Ｌ＜ｒ１の場合には式３、Ｌ＞ｒ２の場合には式４を用いる。こうして求めた割合ｐで音
量を調節する。
【００６９】
　また、他の音量の算出方法の一例として、点音源における音圧レベル（ｄＢ）の減衰を
利用した方法を説明する。
【００７０】
　上記ｒ１地点における音圧レベルをＬｐ１（ｄＢ）とし、音源位置９０１からユーザＢ
５１１までの距離を式１で求めたＬを使用した場合、ユーザＢ５１１に再生する音圧レベ
ルのＬｐ２（ｄＢ）は図１０の式５によって求められる。
【００７１】
　そして、音声が聞こえなくなる音圧レベルをＬｐ３（ｄＢ）と設定した場合、ユーザＢ
５１１に再生する元の音量に対する割合ｐは図１０の式６、式７、式８によって求められ
る。Ｌｐ２＞Ｌｐ３の場合には図１０の式６、Ｌｐ２＞Ｌｐ１の場合には図１０の式７、
Ｌｐ２＜Ｌｐ３の場合には図１０の式８を用いる。こうして求めた割合ｐで音量を調節し
、最終的な音量とする。尚、仮想音源からの距離に応じた音量の決定方法はこれらに限ら
ない。
【００７２】
　また、前述したように居室内にマイクを設置し、ユーザはヘッドフォンを装着するよう
な場合、ユーザとマイクとの距離によって音量の減衰が発生する。すなわち、マイクを通
じて取得した音声データは音量が減衰している。そのため、ステップＳ８０７で音量を決
定する際には、減衰した音量を補った後に上述した音量の決定を行うことが望ましい。
【００７３】
　更には、ユーザが装着するヘッドセット１０４のマイクで取得した音声データを、当該
ユーザと同一拠点にいる他のユーザにはこの音声データを再生しなくてもよい。そのため
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、ステップＳ８０７でこの音声データについては音量を０にしてしまってもよい。または
、後述するステップＳ８１３で再生しないことも考えられる。更には、ステップＳ８０１
音声データを送信しないことも考えられる。前述した同一拠点であるか否かは、ＨＭＤ１
０３ごとにどの拠点の情報処理装置１０１と接続されているのかを示す属性情報を情報処
理装置１０１ごと、またはサーバ装置１０２で保持しておき、この属性情報を用いて同一
拠点か否かを判定すればよい。
【００７４】
　ステップＳ８０８では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０７で音
量を決定した音声データの左右の音量のバランスを調整する。すなわち、音像定位を変化
（調整）させる。音声データは、ステレオで録音されており、左チャンネルと右チャンネ
ルの２チャンネルで構成されている。この左右のチャンネルの音量を調整することで、あ
たかも正面以外の場所から音声が聞こえてくるようになる。この仕組みを用いて、ステッ
プＳ６０３で特定した位置及び姿勢とステップＳ８０５で設定した仮想音源との位置関係
によって、左右のチャンネルの音量を調整する。例えば、特定した位置及び姿勢に対して
仮想音源が右側にあれば、右側から聞こえてくるように調整し、特定した位置及び姿勢に
対して仮想音源が左側にあれば、左側から聞こえてくるように調整する。
【００７５】
　他のＨＭＤ１０３の数だけステップＳ８０４乃至ステップＳ８０８の処理が終了したら
、ループを抜けてステップＳ８０９に進める。ステップＳ８０９では、情報処理装置１０
１のＣＰＵ３０１は、他のＨＭＤ１０３を装着するユーザの発声状態を示す３次元モデル
を生成し、これを仮想空間に配置する。例えば図５の発声状態バー５３１に示すような３
次元モデルを生成し、仮想空間上の当該発声を行ったユーザの近傍に表示させる。発声状
態バー５３１は、音量の割合を示す。すなわち、ステップＳ８０７で算出した音量の割合
ｐに応じてバーの長さを変える。図５に示す発声状態バー５３１は、割合ｐが「１」の場
合を示す。一方、図１１に示す発声状態バー５３１は、割合ｐが「０．６」の場合を示す
。
【００７６】
　図１１を説明する。図１１は、図５と同様に拠点Ａと拠点Ｂにおいて同一の仮想空間を
共有している図である。図５と同様の箇所については同じ符号を付している。
【００７７】
　図５と異なる点について説明する。１１００と１１１０に示す通り、ユーザＡとユーザ
Ｂとの仮想空間上の距離が図５よりも離れていることがわかる。また、ユーザＡ５０１は
ユーザＢ５０２の方向である方向１１０１を向いており、ユーザＢ５１１はユーザＡ５１
２の方向である方向１１１１を向いている。この状態で各ユーザが閲覧している複合現実
画像は、１１２０と１１３０に示す通りである。図５よりも遠くにユーザＡ５１２とユー
ザＢ５０２が配置されていることがわかる。すなわち、音声を発したユーザＡとユーザＢ
との仮想空間上における距離が離れているので、現実空間と同様に音量を下げる。その音
量を下げた割合、すなわちステップＳ８０７で算出した割合ｐに応じて、発声状態バー５
３１の長さを変える。図１１では、図５よりも離れているので発声状態バー５３１が短く
なっていることがわかる。こうして音量の割合を表示することで、万が一声が聞こえない
場合であっても、他のユーザが何か喋っていることをユーザに認識させることが可能とな
る。
【００７８】
　ステップＳ８１０では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ６０３で特
定した位置及び姿勢や、ステップＳ８０２で受信した他のＨＭＤの位置姿勢情報に基づい
て、仮想空間画像を生成する。より具体的には、ステップＳ８０２で受信した他のＨＭＤ
の位置姿勢情報を用いて他のユーザを示す３次元モデルを生成して、仮想空間に配置する
。そして、ステップＳ６０３で特定した位置及び姿勢が示す仮想空間上の位置と向きで仮
想カメラを設置し、当該仮想カメラから見た仮想空間を撮像して、仮想空間画像を生成す
る。
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【００７９】
　ステップＳ８１１では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ６０１で取
得した現実空間画像とステップＳ８１０で生成した仮想空間画像とを重畳させて、複合現
実画像を生成する。そして、ステップＳ８１２では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１
は、ステップＳ８１１で生成した複合現実画像を情報処理装置１０１に接続されたＨＭＤ
１０３に送信する。ＨＭＤ１０３はこれを受信すると、右目・左目ディスプレイ３２２に
表示し、ユーザに対して複合現実画像を提示する。
【００８０】
　ステップＳ８１３では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０７で決
定した音量、及びステップＳ８０８で調整したバランスで音声データを再生する（音声再
生手段）。すなわち、音声を発したユーザとは異なるユーザに対して、ステップＳ８０７
及びステップＳ８０８で決定された音量で、ステップＳ８０２で取得した音声データを再
生する。再生すると、情報処理装置１０１に接続されたヘッドセット１０４のヘッドフォ
ンに送信され、ユーザの耳に他のＨＭＤ１０３を装着したユーザの声が再生される。ここ
で、左右のチャンネルが調整されている場合には、仮想空間上に設定された音源との位置
関係に応じた聞こえ方で音声が再生される。
【００８１】
　図１２を説明する。図１２も図５と同様に拠点Ａと拠点Ｂにおいて同一の仮想空間を共
有している図である。図１２についても図５と同様の箇所については同じ符号を付してい
る。
【００８２】
　図５と異なる点について説明する。１２００と１２１０に示す通り、ユーザＡとユーザ
Ｂの位置は同じだが、ユーザＡ５０１は３次元モデル５０４の方向１２０１を向いている
。ユーザＢ５１１は図５と同様にユーザＡ５１２の方向１２１１を向いている。この状態
で各ユーザが閲覧している複合現実画像は、１２２０と１２３０に示す通りである。ユー
ザＡ５０１はユーザＡ５０１から見て左側にある３次元モデル５０４を見ているので、ユ
ーザＢ５０２がユーザＡ５０１から見て右側に存在している。この状態でユーザＢ５１１
が発声すると、音量は図５の場合と変わらないが左右のチャンネルごとに音量が調整され
、ユーザＡ５０１から見て右側からユーザＢ５１１の音声が聞こえてくるように感じる。
このようにすることで、たとえ離れた拠点で同一の仮想空間を共有する場合であっても、
現実空間と同様の体験をユーザに提供することが可能となる。
【００８３】
　次に、第２の実施形態について説明を行う。前述した実施形態では、音声を発したユー
ザの仮想空間上の位置に仮想音源を設定していた。しかしながら、ユーザがどの向きに対
して音声を発したのかによって、当該ユーザとは異なるユーザの聞こえ方は変わるはずで
ある。そこで、第２の実施形態ではユーザの向きに応じて音源を設定する仕組みについて
説明する。
【００８４】
　第２の実施形態は、前述した実施形態の変形例であるので、共通する部分の説明は省略
する。以下、前述した実施形態と異なる部分について説明を行う。
【００８５】
　まず、第２の実施形態における、他の拠点の情報処理装置１０１から送信されたユーザ
の音声の音量を決定する処理の流れについて、図１３に示すフローチャートを用いて説明
する。尚、図１３は前述した図８の変形例である。そのため、図８と共通する部分につい
ては、説明を省略する。
【００８６】
　ステップＳ１３０１では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０４で
取得した位置姿勢情報７０２に基づいて、仮想空間上に仮想音源を設定する処理を実行す
る。仮想音源設定処理の詳細は、後述する図１４に示す。
【００８７】
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　ステップＳ１３０２では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０７で
音量を決定した音声データの左右の音量のバランスを調整する処理を実行する。音量バラ
ンス調整処理の詳細は、後述する図１６に示す。
【００８８】
　次に、仮想音源設定処理の詳細について、図１４に示すフローチャートを用いて説明す
る。
【００８９】
　ステップＳ１４０１では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、他のＨＭＤ１０３の
仮想空間上における位置姿勢情報を取得する。前述したステップＳ８０２で他のＨＭＤ１
０３の位置姿勢情報を受信しているので、これを取得する。
【００９０】
　ステップＳ１４０２では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１４０１
で取得した位置姿勢情報を用いて、仮想音源を設定する位置を特定する。仮想音源を設定
する位置は、音声を発したユーザの仮想空間上における位置から、当該ユーザが向いてい
る方向（前方）に所定距離だけ離れた位置である。本実施形態では、この所定距離をＤメ
ートルとする。すなわち、音声を発したユーザの仮想空間上における位置から前方Ｄメー
トル離れた位置を仮想音源の位置とする。図１５は、発声したユーザの位置及び姿勢に応
じて、当該ユーザの前方に音源が設定される場合の一例を示す図である。前述した図９と
共通する部分については、同じ番号を振ってある。ステップＳ１４０２では、音声を発し
たユーザの前方に仮想音源を設定するため、ユーザＡ５１２が１５０１に示す方向を向い
ていた場合には、例えば仮想音源は１５０２に示す位置となる。こうすると、ユーザＢ５
１１と仮想音源との距離が離れるので、前述したステップＳ８０７の処理により、ユーザ
Ｂ５１１に再生する音声データの音量が小さくなる。
【００９１】
　ステップＳ１４０３では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１４０２
で特定した仮想空間上の位置を仮想音源として設定する。すなわち、音声を発したユーザ
の姿勢（向き）を考慮した仮想音源から当該ユーザの音声データを再生する。こうすれば
、音声を発したユーザと当該ユーザとは異なるユーザとの距離だけでなく、音声を発した
方向によって音声の聞こえ方を調整することができる。
【００９２】
　次に、音量バランス調整処理の詳細について、図１６に示すフローチャートを用いて説
明する。
【００９３】
　ステップＳ１６０１では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、情報処理装置１０１
に接続されたＨＭＤ１０３を装着するユーザの左耳の位置を仮想空間上で特定する。ステ
ップＳ６０３で特定した、ＨＭＤ１０３の仮想空間における位置及び姿勢と、あらかじめ
記憶されたＨＭＤ１０３から左耳までの距離とを用いて、仮想空間におけるユーザの左耳
の位置を特定する。
【００９４】
　ステップＳ１６０２では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１３０１
で設定された仮想音源の位置から、ステップＳ１６０１で特定された左耳の位置までの仮
想空間上における距離を算出する。本実施形態では、この距離をｄＬとする。
【００９５】
　ステップＳ１６０３では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、情報処理装置１０１
に接続されたＨＭＤ１０３を装着するユーザの右耳の位置を仮想空間上で特定する。ステ
ップＳ６０３で特定した、ＨＭＤ１０３の仮想空間における位置及び姿勢と、あらかじめ
記憶されたＨＭＤ１０３から右耳までの距離とを用いて、仮想空間におけるユーザの右耳
の位置を特定する。
【００９６】
　ステップＳ１６０４では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１３０１
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で設定された仮想音源の位置から、ステップＳ１６０３で特定された右耳の位置までの仮
想空間上における距離を算出する。本実施形態では、この距離をｄＲとする。
【００９７】
　ステップＳ１６０５では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ１６０２
及びステップＳ１６０４で算出したそれぞれの距離を比較し、ｄＬ＞ｄＲであるか否かを
判定する。すなわち、右耳の方が仮想音源に近いか否かを判定する。ｄＬ＞ｄＲであると
判定した場合には、ステップＳ１６０６に処理を進める。ｄＬ＞ｄＲでない、つまりｄＬ
＜ｄＲであると判定した場合には、ステップＳ１６０７に処理を進める。ステップＳ１６
０５はｄＬ＜ｄＲであるか否かを判定してもよい。この場合には、ｄＬ＜ｄＲであるなら
ステップＳ１６０７に処理を進め、ｄＬ＜ｄＲでないならステップＳ１６０６に処理を進
める。
【００９８】
　ステップＳ１６０６では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０７で
音量を決定した音声データのチャンネルのうち、右チャンネルの音量が左チャンネルの音
量よりも大きくなるように調整する。ステップＳ１６０６における右チャンネルと左チャ
ンネルの音量の算出方法の一例を図１７に示す。ステップＳ８０７で決定した音量をＶと
した場合、左チャンネルの音量（ｖＬ）は、図１７の式９によって求められる。一方、右
チャンネルの音量（ｖＲ）は図１７の式１０によって求められる。式９及び式１０に示す
通り、ステップＳ１６０６では左チャンネルの音量を小さくすることで、右チャンネルの
音量が左チャンネルの音量よりも大きくなるように調整している。尚、本実施形態におけ
る右チャンネルと左チャンネルの音量の調整方法はあくまで一例である。
【００９９】
　ステップＳ１６０７では、情報処理装置１０１のＣＰＵ３０１は、ステップＳ８０７で
音量を決定した音声データのチャンネルのうち、左チャンネルの音量が右チャンネルの音
量よりも大きくなるように調整する。ステップＳ１６０７における右チャンネルと左チャ
ンネルの音量の算出方法の一例を図１７に示す。ステップＳ８０７で決定した音量をＶと
した場合、左チャンネルの音量（ｖＬ）は、図１７の式１１によって求められる。一方、
右チャンネルの音量（ｖＲ）は図１７の式１２によって求められる。式１１及び式１２に
示す通り、ステップＳ１６０７では右チャンネルの音量を小さくすることで、左チャンネ
ルの音量が右チャンネルの音量よりも大きくなるように調整している。尚、本実施形態に
おける右チャンネルと左チャンネルの音量の調整方法はあくまで一例である。以上のよう
にして、音声データの右チャンネルと左チャンネルの音量を調整し、音声が聞こえてくる
方向を制御する。
【０１００】
　以上説明したように、本実施形態によれば、現実空間上のユーザの位置に応じて特定さ
れる仮想空間上の位置を考慮して、ユーザが発した音声を再生することの可能な効果を奏
する。
【０１０１】
　本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体等としての実
施形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用してもよい
し、また、１つの機器からなる装置に適用してもよい。
【０１０２】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
ステム或いは装置に直接、或いは遠隔から供給するものを含む。そして、そのシステム或
いは装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することに
よっても達成される場合も本発明に含まれる。
【０１０３】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
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【０１０４】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【０１０５】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
などがある。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などもある。
【０１０６】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、前記ホームページから本発明のコ
ンピュータプログラムそのもの、若しくは圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【０１０７】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【０１０８】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、ダウンロードした鍵情報を使用す
ることにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現
することも可能である。
【０１０９】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【０１１０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の
機能が実現される。
【０１１１】
　なお、前述した実施形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに
過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである
。即ち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で
実施することができる。
【符号の説明】
【０１１２】
１０１　情報処理装置
１０２　サーバ装置
１０３　ＨＭＤ
１０４　ヘッドセット
２０１　オプティカルマーカ
２０２　赤外線カメラ
３０１　ＣＰＵ
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３０２　ＲＯＭ
３０３　ＲＡＭ
３０４　システムバス
３０５　入力コントローラ
３０６　ビデオコントローラ
３０７　メモリコントローラ
３０８　通信Ｉ／Ｆコントローラ
３０９　メディアコントローラ
３１０　汎用バス
３１１　入力デバイス
３１２　外部メモリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月7日(2016.7.7)
【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】
　複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムであって、
　ユーザが発した音を示す音データを取得する音データ取得手段と、
　前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段と
　を備え、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを再生しないこと
を特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムであって、
　ユーザが発した音を示す音データを取得する音データ取得手段と、
　前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段と
　を備え、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを、現在の音量よ
りも小さな音量で再生することを特徴とする情報処理システム。
【請求項３】
　前記情報処理システムは、
　ユーザが存在する現実空間上の場所を示す属性情報を当該ユーザごとに記憶する記憶手
段
　を更に備え、
　前記音データ再生手段は、前記記憶手段に記憶された属性情報を用いて、前記音を発し
たユーザと前記他のユーザとが同一の場所に存在するか否かを判定することを特徴とする
請求項１または２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記音データ再生手段は、前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を
用いて決定される音量のパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データ
を再生することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記音データ再生手段は、前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を
用いて決定される、音データを構成するチャンネルごとの音量のパラメータを用いて、前
記音データ取得手段で取得した音データを再生することを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記音データ再生手段は、前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置か
ら特定される距離を用いて決定されるパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得
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した音データを再生することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処
理システム。
【請求項７】
　前記位置取得手段は、前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの向きを更に
取得し、
　前記音データ再生手段は、前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置及
び向きを用いて決定される、音データの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ
取得手段で取得した音データを再生することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項
に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムの制御方法であって、
　前記情報処理システムの音データ取得手段が、ユーザが発した音を示す音データを取得
する音データ取得ステップと、
　前記情報処理システムの位置取得手段が、前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそ
れぞれの位置を取得する位置取得ステップと、
　前記情報処理システムの音データ再生手段が、前記位置取得ステップで取得した仮想空
間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音データの再生に関するパラメータを用いて
、前記音データ取得ステップで取得した音データを再生する音データ再生ステップと
　を備え、
　前記音データ再生ステップは、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に
存在する他のユーザに対しては、前記音データ取得ステップで取得した音データを再生し
ないことを特徴とする情報処理システムの制御方法。
【請求項９】
　複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムの制御方法であって、
　前記情報処理システムの音データ取得手段が、ユーザが発した音を示す音データを取得
する音データ取得ステップと、
　前記情報処理システムの位置取得手段が、前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそ
れぞれの位置を取得する位置取得ステップと、
　前記情報処理システムの音データ再生手段が、前記位置取得ステップで取得した仮想空
間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音データの再生に関するパラメータを用いて
、前記音データ取得ステップで取得した音データを再生する音データ再生ステップと
　を備え、
　前記音データ再生ステップは、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に
存在する他のユーザに対しては、前記音データ取得ステップで取得した音データを、現在
の音量よりも小さな音量で再生することを特徴とする情報処理システムの制御方法。
【請求項１０】
　複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムの制御方法を実行可能なプ
ログラムであって、
　前記情報処理システムを、
　ユーザが発した音を示す音データを取得する音データ取得手段と、
　前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段
　として機能させ、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを再生しないこと
を特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムの制御方法を実行可能なプ
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ログラムであって、
　前記情報処理システムを、
　ユーザが発した音を示す音データを取得する音データ取得手段と、
　前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段
　として機能させ、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを、現在の音量よ
りも小さな音量で再生することを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　仮想空間を閲覧するための情報処理装置であって、
　ユーザが発した音を示す音データであって、他の情報処理装置が有する音データを取得
する音データ取得手段と、
　複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段と
　を備え、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを再生しないこと
を特徴とする情報処理装置。
【請求項１３】
　仮想空間を閲覧するための情報処理装置であって、
　ユーザが発した音を示す音データであって、他の情報処理装置が有する音データを取得
する音データ取得手段と、
　複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段と
　を備え、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを、現在の音量よ
りも小さな音量で再生することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１４】
　仮想空間を閲覧するための情報処理装置の制御方法であって、
　前記情報処理装置の音データ取得手段が、ユーザが発した音を示す音データであって、
他の情報処理装置が有する音データを取得する音データ取得ステップと、
　前記情報処理装置の位置取得手段が、複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの
位置を取得する位置取得ステップと、
　前記情報処理装置の音データ再生手段が、前記位置取得ステップで取得した仮想空間上
のそれぞれの位置を用いて決定される、音データの再生に関するパラメータを用いて、前
記音データ取得ステップで取得した音データを再生する音データ再生ステップと
　を備え、
　前記音データ再生ステップは、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に
存在する他のユーザに対しては、前記音データ取得ステップで取得した音データを再生し
ないことを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１５】
　仮想空間を閲覧するための情報処理装置の制御方法であって、



(27) JP 2016-201817 A 2016.12.1

　前記情報処理装置の音データ取得手段が、ユーザが発した音を示す音データであって、
他の情報処理装置が有する音データを取得する音データ取得ステップと、
　前記情報処理装置の位置取得手段が、複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの
位置を取得する位置取得ステップと、
　前記情報処理装置の音データ再生手段が、前記位置取得ステップで取得した仮想空間上
のそれぞれの位置を用いて決定される、音データの再生に関するパラメータを用いて、前
記音データ取得ステップで取得した音データを再生する音データ再生ステップと
　を備え、
　前記音データ再生ステップは、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に
存在する他のユーザに対しては、前記音データ取得ステップで取得した音データを、現在
の音量よりも小さな音量で再生することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１６】
　仮想空間を閲覧するための情報処理装置の制御方法を実行可能なプログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　ユーザが発した音を示す音データであって、他の情報処理装置が有する音データを取得
する音データ取得手段と、
　複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段
　として機能させ、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを再生しないこと
を特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　仮想空間を閲覧するための情報処理装置の制御方法を実行可能なプログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　ユーザが発した音を示す音データであって、他の情報処理装置が有する音データを取得
する音データ取得手段と、
　複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、
　前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音デー
タの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生
する音データ再生手段
　として機能させ、
　前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを、現在の音量よ
りも小さな音量で再生することを特徴とするプログラム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、仮想空間を閲覧するユーザが現実空間で発した音を、当該ユーザと同一の場
所に存在する他のユーザに対して適切に制御して再生することの可能な情報処理システム
、その制御方法、及びプログラム、並びに情報処理装置、その制御方法、及びプログラム
に関する。
 
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の目的は、仮想空間を閲覧するユーザが現実空間で発した音を、当該ユーザと同
一の場所に存在する他のユーザに対して適切に制御して再生することの可能な仕組みを提
供することである。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の目的を達成するために本発明の情報処理システムは、複数のユーザが仮想空間を
閲覧するための情報処理システムであって、ユーザが発した音を示す音データを取得する
音データ取得手段と、前記複数のユーザの前記仮想空間におけるそれぞれの位置を取得す
る位置取得手段と、前記位置取得手段で取得した仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決
定される、音データの再生に関するパラメータを用いて、前記音データ取得手段で取得し
た音データを再生する音データ再生手段とを備え、前記音データ再生手段は、現実空間に
おいて前記音を発したユーザと同一の場所に存在する他のユーザに対しては、前記音デー
タ取得手段で取得した音データを再生しないことを特徴とする。また、本発明の情報処理
システムは、複数のユーザが仮想空間を閲覧するための情報処理システムであって、ユー
ザが発した音を示す音データを取得する音データ取得手段と、前記複数のユーザの前記仮
想空間におけるそれぞれの位置を取得する位置取得手段と、前記位置取得手段で取得した
仮想空間上のそれぞれの位置を用いて決定される、音データの再生に関するパラメータを
用いて、前記音データ取得手段で取得した音データを再生する音データ再生手段とを備え
、前記音データ再生手段は、現実空間において前記音を発したユーザと同一の場所に存在
する他のユーザに対しては、前記音データ取得手段で取得した音データを、現在の音量よ
りも小さな音量で再生することを特徴とする。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明によれば、仮想空間を閲覧するユーザが現実空間で発した音を、当該ユーザと同
一の場所に存在する他のユーザに対して適切に制御して再生することが可能となる。
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