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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像データから選択または合成される連続的に変更可能な特定視点からの画像を表示
手段に出力する表示画像制御処理装置であり、
　前記特定視点を決定することにより、前記動画像データから前記表示手段に表示すべき
画像の決定処理を実行する制御手段を有し、
　前記制御手段は、動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとし
て構成されるプリセット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモ
ードと、ユーザ入力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を
特定するマニュアルモードの各モードのいずれかを選択して実行する構成を有し、
　プリセットモードの実行中に、前記視点設定コマンドの入力を条件として、マニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成を有し、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行する構成を有
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し、
　前記入力手段は、視点設定コマンドとして、画像の視点位置、視線方向、画角の少なく
ともいずれかをユーザ入力により指定した視点設定コマンドを出力する構成であり、前記
制御手段は、画像の視点位置、視線方向、画角の少なくともいずれかを指定した視点設定
コマンドに対応する視点画像に切り替える処理を実行する構成であることを特徴とする表
示画像制御処理装置。
【請求項２】
　前記センサは、視点設定コマンドとして、画像の視点位置、視線方向、画角の少なくと
もいずれかをセンサによる検出情報に基づいて指定したコマンドを出力する構成であり、
　前記制御手段は、画像の視点位置、視線方向、画角の少なくともいずれかを指定した視
点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成であることを特徴と
する請求項１に記載の表示画像制御処理装置。
【請求項３】
　前記センサは、方向検出機能を持つジャイロを備えた構成であり、ジャイロによって取
得される方向情報に基づくデータを前記視点設定コマンドとして出力する構成であり、
　前記制御手段は、ジャイロによって取得される方向情報に基づくデータを含む視点設定
コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成であることを特徴とする請
求項１に記載の表示画像制御処理装置。
【請求項４】
　前記センサは、ユーザの顔の撮影画像に基づく画像分析処理に基づく視線方向検出処理
手段を備えた構成であり、画像分析処理によって取得される方向情報に基づくデータを前
記視点設定コマンドとして出力する構成であり、
　前記制御手段は、前記画像分析処理によって取得される方向情報に基づくデータを含む
視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成であることを特徴
とする請求項１に記載の表示画像制御処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　複数視点からの画像を含む動画像データに基づいて、該動画像データには含まれない視
点画像を合成し、合成画像を前記表示手段に出力する構成を有することを特徴とする請求
項１に記載の表示画像制御処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、
　複数視点からの画像を含む動画像データに対応する表示可能な視点位置データ、および
該表示手段に表示中の画像の視点位置識別データを、該表示手段に表示する処理を実行す
る構成を有することを特徴とする請求項１に記載の表示画像制御処理装置。
【請求項７】
　複数視点からの画像を含む動画像データは、離間した複数の被写体位置各々に対応して
設定された複数の視点画像を含み、
　前記制御手段は、前記離間した複数の被写体位置各々に対応して設定された複数の視点
画像を含む動画像データに基づいて、前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行す
る構成を有することを特徴とする請求項１に記載の表示画像制御処理装置。
【請求項８】
　動画像データを保持し、動画像データの配信を実行するサーバと、
　前記サーバから受信する動画像データに基づく画像表示処理を実行するユーザシステム
とによって構成される動画像情報送受信システムであり、
　前記ユーザシステムは、表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行する制御手段を有
し、
　前記制御手段は、動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとし
て構成されるプリセット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモ
ードと、ユーザ入力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を
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特定するマニュアルモードの各モードのいずれかを選択して実行する構成を有し、
　プリセットモードの実行中に、前記視点設定コマンドの入力を条件として、マニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成を有し、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行する構成を有
する構成を有することを特徴とする動画像情報送受信システム。
【請求項９】
　前記サーバは、動画像データに含まれる全視点画像データの配信を実行し、
　前記ユーザシステムは、前記動画像データに含まれる全視点画像データ、および、前記
プリセット表示画像プログラムを格納する記憶手段を有し、
　前記制御手段は、
　プリセットモードにおいては、前記プリセット表示画像プログラムに従った特定視点画
像データを出力し、
　マニュアルモードにおいては、視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを出力
する構成であることを特徴とする請求項８に記載の動画像情報送受信システム。
【請求項１０】
　前記サーバは、動画像データに含まれる特定視点画像データの配信を実行し、
　前記ユーザシステムは、
　プリセットモードにおいては、前記サーバにおいて設定されたプリセット表示画像プロ
グラムに従った特定視点画像データを前記サーバから受信し、受信データを表示手段に出
力し、
　マニュアルモードにおいては、視点設定コマンドに対応する画像指定情報を前記サーバ
に送信するとともに、前記サーバにおいて該画像指定情報に従って送信される画像データ
を受信し、前記視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを表示手段に出力する構
成であることを特徴とする請求項８に記載の動画像情報送受信システム。
【請求項１１】
　動画像データから選択または合成される連続的に変更可能な特定視点からの画像を表示
手段に出力する表示画像制御処理方法であり、
　動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとして構成されるプリ
セット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモードと、ユーザ入
力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を特定するマニュア
ルモードの各モードのいずれかのモードに設定するモード設定ステップと、
　前記モード設定ステップにおいて設定したモードに従って、前記特定視点を決定するこ
とにより、前記動画像データから前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行する画
像決定ステップとを有し、さらに、
　前記プリセットモードにおいて、前記視点設定コマンドの入力を条件としてマニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップと、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
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選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行するステップ
とを有し、
　マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、画像の視点位置、視線方向、画角
の少なくともいずれかを指定した視点設定コマンドに対応する視点画像への切り替え処理
を実行するステップであることを特徴とする表示画像制御処理方法。
【請求項１２】
　前記センサは、方向検出機能を持つジャイロを備えた構成であり、ジャイロによって取
得される方向情報に基づくデータを前記視点設定コマンドとして出力し、
　マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、
　前記ジャイロによって取得される方向情報に基づくデータを含む視点設定コマンドに対
応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップであることを特徴とする請求項１１
に記載の表示画像制御処理方法。
【請求項１３】
　前記センサは、ユーザの顔の撮影画像に基づく画像分析処理に基づく視線方向検出処理
手段を備えた構成であり、画像分析処理によって取得される方向情報に基づくデータを前
記視点設定コマンドとして出力し、
　マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、
　前記画像分析処理によって取得される方向情報に基づくデータを含む視点設定コマンド
に対応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップであることを特徴とする請求項
１１に記載の表示画像制御処理方法。
【請求項１４】
　前記表示画像制御処理方法は、さらに、
　複数視点からの画像を含む動画像データに基づいて、該動画像データには含まれない視
点画像を合成し、合成画像を前記表示手段に出力するステップを含むことを特徴とする請
求項１１に記載の表示画像制御処理方法。
【請求項１５】
　前記表示画像制御処理方法は、さらに、
　複数視点からの画像を含む動画像データに対応する表示可能な視点位置データ、および
該表示手段に表示中の画像の視点位置識別データを、該表示手段に表示する処理を実行す
るステップを有することを特徴とする請求項１１に記載の表示画像制御処理方法。
【請求項１６】
　複数視点からの画像を含む動画像データは、離間した複数の被写体位置各々に対応して
設定された複数の視点画像を含み、
　前記表示画像制御処理方法は、さらに、
　前記離間した複数の被写体位置各々に対応して設定された複数の視点画像を含む動画像
データに基づいて、前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行するステップを有す
ることを特徴とする請求項１１に記載の表示画像制御処理方法。
【請求項１７】
　動画像データを保持し、動画像データの配信を実行するサーバと、
　前記サーバから受信する動画像データに基づく画像表示処理を実行するユーザシステム
とによって構成される動画像情報送受信システムにおける動画像情報送受信方法であり、
　前記ユーザシステムは、動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列デー
タとして構成されるプリセット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセ
ットモードと、ユーザ入力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示
画像を特定するマニュアルモードの各モードのいずれかを選択して実行し、
　プリセットモードの実行中に、前記視点設定コマンドの入力を条件として、マニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行し、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
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　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行することを特
徴とする動画像情報送受信方法。
【請求項１８】
　前記サーバは、動画像データに含まれる全視点画像データの配信を実行し、
　前記ユーザシステムは、
　前記動画像データに含まれる全視点画像データ、および、前記プリセット表示画像プロ
グラムを記憶手段に格納し、
　プリセットモードにおいては、前記プリセット表示画像プログラムに従った特定視点画
像データを出力し、
　マニュアルモードにおいては、視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを出力
することを特徴とする請求項１７に記載の動画像情報送受信方法。
【請求項１９】
　前記サーバは、動画像データに含まれる特定視点画像データの配信を実行し、
　前記ユーザシステムは、
　プリセットモードにおいては、前記サーバにおいて設定されたプリセット表示画像プロ
グラムに従った特定視点画像データを前記サーバから受信し、受信データを表示手段に出
力し、
　マニュアルモードにおいては、視点設定コマンドに対応する画像指定情報を前記サーバ
に送信するとともに、前記サーバにおいて該画像指定情報に従って送信される画像データ
を受信し、前記視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを表示手段に出力するこ
とを特徴とする請求項１７に記載の動画像情報送受信方法。
【請求項２０】
　動画像データから選択または合成される連続的に変更可能な特定視点からの画像を表示
手段に出力する表示画像制御処理を実行するコンピュータ・プログラムであって、
　動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとして構成されるプリ
セット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモードと、ユーザ入
力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を特定するマニュア
ルモードの各モードのいずれかのモードに設定するモード設定ステップと、
　前記モード設定ステップにおいて設定したモードに従って、前記特定視点を決定するこ
とにより、前記動画像データから前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行する画
像決定ステップとを有し、さらに、
　前記プリセットモードにおいて、前記視点設定コマンドの入力を条件としてマニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップと、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行するステップ
とを有し、
　マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、画像の視点位置、視線方向、画角
の少なくともいずれかを指定した視点設定コマンドに対応する視点画像への切り替え処理
を実行するステップとして実行することを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示画像制御処理装置、動画像情報送受信システム、および表示画像制御処理
方法、動画像情報送受信方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。さらに、詳細
には、異なる視点、あるいは異なる視線方向からの複数の画像について、予め定められた
データ出力順による表示処理態様と、ユーザが自己の意思をもって画像選択を行なう表示
処理態様とを自在に切り替えることを可能とした表示画像制御処理装置、動画像情報送受
信システム、および表示画像制御処理方法、動画像情報送受信方法、並びにコンピュータ
・プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パノラマ、全天球画像など、視点を様々に移動可能とした画像データの利用が盛ん
になりつつある。例えば、ＤＶＤ、ＣＤ等の記憶媒体に複数の視点位置、視線方向からあ
る被写体を撮影した画像を蓄積し、蓄積画像をＣＲＴ、液晶表示装置等に表示する際に、
ユーザがコントローラの操作によって、自由な位置に視点を移動させて、被写体の像を観
察するシステムが実現されている。また、インターネット等の通信システムを介して複数
の視点位置、視線方向からある被写体を撮影した画像を配信し、ユーザがＰＣ等のマウス
操作により、好みの視点位置、視線方向からの画像をディスプレイに表示するシステム等
が構築されている。
【０００３】
視点を様々に移動可能とした画像データは、例えば複数の異なる視点位置に配置したカメ
ラによって撮影した複数の画像をつなぎ合わせて合成することによって生成される。カメ
ラ間の画像は、画像データの補正処理として例えばビューインタポレーション等の手法に
より、隣接カメラの撮影画像に基づいて生成することが可能である。動画像においては、
複数のカメラの撮影した動画像データの時間的な同期処理を行なった上で同様に生成する
ことが可能となる。このような全方位映像の生成手法は、例えば文献「Ｓ．Ｅ．Ｃｈｅｎ
”ck time VR-An Image-Based Approach to virtual Environment Navigation", Compute
r Graphics SIGGRAPH,pp.29-38,1995」等に記載されている。
【０００４】
視点を自由に変更できる画像を、例えばＤＶＤ等の記憶媒体から読み出してディスプレイ
において再生する場合には、どの視点位置からのデータを表示するかをユーザが自ら選択
するか、あるいは、あらかじめ画像データに付随するプログラムに従って表示するかのい
ずれかの処理を実行することとなる。また、インターネット、あるいは衛星を介したプロ
ードキャスト等のデータ配信システムにおいては、データ配信元から送信される複数の視
点画像からの画像からユーザが１つの視点画像を選択して表示したり、あるいは配信元に
おいてあらかじめ定めた代表画像のみをディスプレイに表示する等の処理が実行されるこ
とになる。
【０００５】
表示画像が静止画像である場合には、ユーザは、好みの視点画像を持つ静止画像を時間に
とらわれることなく順次、例えばＤＶＤ等の記憶媒体から読み出して表示することが可能
であるが、動画像である場合には、ユーザは、動画像を観察しながら、視点位置を移動さ
せる処理を例えばマウス、あるいは所定のコントローラ等の入力装置を介して実行するこ
とになる。
【０００６】
一方、ユーザの視点位置の入力を不要とし、予め動画像データに対応して設定されたプロ
グラムに従って、様々な視点位置からの画像を切り替えて表示する手法もある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このような、パノラマ、全天球動画など、視点を様々に移動可能とした動画の表示処理に
おいて、ユーザによる画像を観察しながらの視点位置の切り替え処理は、ユーザの積極的
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な視点選択意思が継続している場合には有効であるが、ユーザの視点選択意思が減退した
場合には操作の煩わしさを感じることになる。ユーザによる視点位置の移動コマンドがコ
ントローラから入力されない限り、最後に入力した視点位置からの動画像がその後、継続
して表示されることになり、単調な動画像表示となってしまう。一方、予め動画像データ
に対応して設定されたプログラムに従った画像表示処理は、ユーザによる意思とは無関係
な視点位置の画像を表示することになる。
【０００８】
このように、視点を様々に移動可能とした動画の表示処理において、ユーザによる視点位
置の入力を継続させることは、操作の煩わしさという問題を生じ、一方、動画像の設定プ
ログラムに従った表示は、ユーザによる意思を反映させない画像表示という問題を生じさ
せる。
【０００９】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、視点を様々に移動可能とした動画の
表示処理において予め定められたデータ出力順による表示処理態様と、ユーザが自己の意
思をもって画像選択を行なう表示処理態様とを自在に切り替えることを可能とした表示画
像制御処理装置、動画像情報送受信システム、および表示画像制御処理方法、動画像情報
送受信方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の側面は、
　動画像データから選択または合成される連続的に変更可能な特定視点からの画像を表示
手段に出力する表示画像制御処理装置であり、
　前記特定視点を決定することにより、前記動画像データから前記表示手段に表示すべき
画像の決定処理を実行する制御手段を有し、
　前記制御手段は、動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとし
て構成されるプリセット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモ
ードと、ユーザ入力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を
特定するマニュアルモードの各モードのいずれかを選択して実行する構成を有し、
　プリセットモードの実行中に、前記視点設定コマンドの入力を条件として、マニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成を有し、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行する構成を有
し、
　前記入力手段は、視点設定コマンドとして、画像の視点位置、視線方向、画角の少なく
ともいずれかをユーザ入力により指定した視点設定コマンドを出力する構成であり、前記
制御手段は、画像の視点位置、視線方向、画角の少なくともいずれかを指定した視点設定
コマンドに対応する視点画像に切り替える処理を実行する構成であることを特徴とする表
示画像制御処理装置にある。
【００１３】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置の一実施態様において、前記センサは、視点設定
コマンドとして、画像の視点位置、視線方向、画角の少なくともいずれかをセンサによる
検出情報に基づいて指定したコマンドを出力する構成であり、前記制御手段は、画像の視
点位置、視線方向、画角の少なくともいずれかを指定した視点設定コマンドに対応する視
点画像へ切り替える処理を実行する構成であることを特徴とする。
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【００１４】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置の一実施態様において、前記センサは、方向検出
機能を持つジャイロを備えた構成であり、ジャイロによって取得される方向情報に基づく
データを前記視点設定コマンドとして出力する構成であり、前記制御手段は、ジャイロに
よって取得される方向情報に基づくデータを含む視点設定コマンドに対応する視点画像へ
切り替える処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１５】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置の一実施態様において、前記センサは、ユーザの
顔の撮影画像に基づく画像分析処理に基づく視線方向検出処理手段を備えた構成であり、
画像分析処理によって取得される方向情報に基づくデータを前記視点設定コマンドとして
出力する構成であり、前記制御手段は、前記画像分析処理によって取得される方向情報に
基づくデータを含む視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構
成であることを特徴とする。
【００１６】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置の一実施態様において、前記制御手段は、複数視
点からの画像を含む動画像データに基づいて、該動画像データには含まれない視点画像を
合成し、合成画像を前記表示手段に出力する構成を有することを特徴とする。
【００１７】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置の一実施態様において、前記制御手段は、複数視
点からの画像を含む動画像データに対応する表示可能な視点位置データ、および該表示手
段に表示中の画像の視点位置識別データを、該表示手段に表示する処理を実行する構成を
有することを特徴とする。
【００１８】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置の一実施態様において、複数視点からの画像を含
む動画像データは、離間した複数の被写体位置各々に対応して設定された複数の視点画像
を含み、前記制御手段は、前記離間した複数の被写体位置各々に対応して設定された複数
の視点画像を含む動画像データに基づいて、前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を
実行する構成を有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の第２の側面は、
　動画像データを保持し、動画像データの配信を実行するサーバと、
　前記サーバから受信する動画像データに基づく画像表示処理を実行するユーザシステム
とによって構成される動画像情報送受信システムであり、
　前記ユーザシステムは、表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行する制御手段を有
し、
　前記制御手段は、動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとし
て構成されるプリセット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモ
ードと、ユーザ入力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を
特定するマニュアルモードの各モードのいずれかを選択して実行する構成を有し、
　プリセットモードの実行中に、前記視点設定コマンドの入力を条件として、マニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行する構成を有し、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行する構成を有
する構成を有することを特徴とする動画像情報送受信システムにある。
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【００２０】
さらに、本発明の動画像情報送受信システムの一実施態様において、前記サーバは、動画
像データに含まれる全視点画像データの配信を実行し、前記ユーザシステムは、前記動画
像データに含まれる全視点画像データ、および、前記プリセット表示画像プログラムを格
納する記憶手段を有し、前記制御手段は、プリセットモードにおいては、前記プリセット
表示画像プログラムに従った特定視点画像データを出力し、マニュアルモードにおいては
、視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを出力する構成であることを特徴とす
る。
【００２１】
さらに、本発明の動画像情報送受信システムの一実施態様において、前記サーバは、動画
像データに含まれる特定視点画像データの配信を実行し、前記ユーザシステムは、プリセ
ットモードにおいては、前記サーバにおいて設定されたプリセット表示画像プログラムに
従った特定視点画像データを前記サーバから受信し、受信データを表示手段に出力し、マ
ニュアルモードにおいては、視点設定コマンドに対応する画像指定情報を前記サーバに送
信するとともに、前記サーバにおいて該画像指定情報に従って送信される画像データを受
信し、前記視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを表示手段に出力する構成で
あることを特徴とする。
【００２２】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　動画像データから選択または合成される連続的に変更可能な特定視点からの画像を表示
手段に出力する表示画像制御処理方法であり、
　動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとして構成されるプリ
セット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモードと、ユーザ入
力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を特定するマニュア
ルモードの各モードのいずれかのモードに設定するモード設定ステップと、
　前記モード設定ステップにおいて設定したモードに従って、前記特定視点を決定するこ
とにより、前記動画像データから前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行する画
像決定ステップとを有し、さらに、
　前記プリセットモードにおいて、前記視点設定コマンドの入力を条件としてマニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップと、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行するステップ
とを有し、
　マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、画像の視点位置、視線方向、画角
の少なくともいずれかを指定した視点設定コマンドに対応する視点画像への切り替え処理
を実行するステップであることを特徴とする表示画像制御処理方法にある。
【００２５】
さらに、本発明の表示画像制御処理方法の一実施態様において、前記センサは、方向検出
機能を持つジャイロを備えた構成であり、ジャイロによって取得される方向情報に基づく
データを前記視点設定コマンドとして出力し、マニュアルモードにおける前記画像決定ス
テップは、前記ジャイロによって取得される方向情報に基づくデータを含む視点設定コマ
ンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップであることを特徴とする。
【００２６】
さらに、本発明の表示画像制御処理方法の一実施態様において、前記センサは、ユーザの
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顔の撮影画像に基づく画像分析処理に基づく視線方向検出処理手段を備えた構成であり、
画像分析処理によって取得される方向情報に基づくデータを前記視点設定コマンドとして
出力し、マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、前記画像分析処理によって
取得される方向情報に基づくデータを含む視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替
える処理を実行するステップであることを特徴とする。
【００２７】
さらに、本発明の表示画像制御処理方法の一実施態様において、前記表示画像制御処理方
法は、さらに、複数視点からの画像を含む動画像データに基づいて、該動画像データには
含まれない視点画像を合成し、合成画像を前記表示手段に出力するステップを含むことを
特徴とする。
【００２８】
さらに、本発明の表示画像制御処理方法の一実施態様において、前記表示画像制御処理方
法は、さらに、複数視点からの画像を含む動画像データに対応する表示可能な視点位置デ
ータ、および該表示手段に表示中の画像の視点位置識別データを、該表示手段に表示する
処理を実行するステップを有することを特徴とする。
【００２９】
さらに、本発明の表示画像制御処理方法の一実施態様において、複数視点からの画像を含
む動画像データは、離間した複数の被写体位置各々に対応して設定された複数の視点画像
を含み、前記表示画像制御処理方法は、さらに、前記離間した複数の被写体位置各々に対
応して設定された複数の視点画像を含む動画像データに基づいて、前記表示手段に表示す
べき画像の決定処理を実行するステップを有することを特徴とする。
【００３０】
　さらに、本発明の第４の側面は、
　動画像データを保持し、動画像データの配信を実行するサーバと、
　前記サーバから受信する動画像データに基づく画像表示処理を実行するユーザシステム
とによって構成される動画像情報送受信システムにおける動画像情報送受信方法であり、
　前記ユーザシステムは、動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列デー
タとして構成されるプリセット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセ
ットモードと、ユーザ入力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示
画像を特定するマニュアルモードの各モードのいずれかを選択して実行し、
　プリセットモードの実行中に、前記視点設定コマンドの入力を条件として、マニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行し、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行することを特
徴とする動画像情報送受信方法にある。
【００３１】
さらに、本発明の動画像情報送受信方法の一実施態様において、前記サーバは、動画像デ
ータに含まれる全視点画像データの配信を実行し、前記ユーザシステムは、前記動画像デ
ータに含まれる全視点画像データ、および、前記プリセット表示画像プログラムを記憶手
段に格納し、プリセットモードにおいては、前記プリセット表示画像プログラムに従った
特定視点画像データを出力し、マニュアルモードにおいては、視点設定コマンドに対応す
る特定視点画像データを出力することを特徴とする。
【００３２】
さらに、本発明の動画像情報送受信方法の一実施態様において、前記サーバは、動画像デ
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ータに含まれる特定視点画像データの配信を実行し、前記ユーザシステムは、プリセット
モードにおいては、前記サーバにおいて設定されたプリセット表示画像プログラムに従っ
た特定視点画像データを前記サーバから受信し、受信データを表示手段に出力し、マニュ
アルモードにおいては、視点設定コマンドに対応する画像指定情報を前記サーバに送信す
るとともに、前記サーバにおいて該画像指定情報に従って送信される画像データを受信し
、前記視点設定コマンドに対応する特定視点画像データを表示手段に出力することを特徴
とする。
【００３３】
　本発明の第５の側面は、
　動画像データから選択または合成される連続的に変更可能な特定視点からの画像を表示
手段に出力する表示画像制御処理を実行するコンピュータ・プログラムであって、
　動画像データに対応付けられ、表示画像を特定する時系列データとして構成されるプリ
セット表示画像プログラムに従った画像表示態様としてのプリセットモードと、ユーザ入
力手段またはセンサからの視点設定コマンド入力に基づいて表示画像を特定するマニュア
ルモードの各モードのいずれかのモードに設定するモード設定ステップと、
　前記モード設定ステップにおいて設定したモードに従って、前記特定視点を決定するこ
とにより、前記動画像データから前記表示手段に表示すべき画像の決定処理を実行する画
像決定ステップとを有し、さらに、
　前記プリセットモードにおいて、前記視点設定コマンドの入力を条件としてマニュアル
モードへの移行処理を実行し、前記表示手段に出力する画像を、前記特定視点を連続的に
変更する視点設定コマンドに対応する視点画像へ切り替える処理を実行するステップと、
　マニュアルモード実行中、あらかじめ定められた閾値時間：Ｔａ以内に新たな視点設定
コマンドの入力がないことを条件として、
　（ａ）マニュアルモードの終了ポイント、または、
　（ｂ）マニュアルモードの開始ポイント、または、
　（ｃ）前記動画像データ中のコンテンツ区切りポイント、
　上記（ａ）～（ｃ）いずれかのポイントを、予め設定された移行ポイント情報に従って
選択し、該移行ポイントからプリセットモードでの画像表示をただちに実行するステップ
とを有し、
　マニュアルモードにおける前記画像決定ステップは、画像の視点位置、視線方向、画角
の少なくともいずれかを指定した視点設定コマンドに対応する視点画像への切り替え処理
を実行するステップとして実行することを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。
【００３４】
なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行
可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒
体、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記憶媒体、あるいは、ネットワークなど
の通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラム
をコンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００３５】
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基づ
く、より詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の表示画像制御処理装置、動画像情報送受信システム、および表示画像制御
処理方法、動画像情報送受信方法について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３７】
複数視点からの画像データを含む動画像データは、例えばＤＶＤ、ＣＤ等の記憶媒体に記
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憶され、ＣＲＴ、ＬＣＤ等の表示手段において表示されたり、あるいはインターネット、
その他、無線、有線のデータ配信網を介してユーザに配信され、ユーザの持つ端末等のデ
ィスプレイにおいて表示される。
【００３８】
図１に本発明のシステムの適用可能な動画像コンテンツの利用形態の概念図を示す。動画
像コンテンツは、コンテンツ提供サイト１８０のサーバ１８１から衛星、インターネット
他、有線、無線のデータ通信網１７０を介してユーザサイト１００に配信されたり、ある
いは、例えばフラッシュメモリ等の記憶素子を持つ着脱可能なメモリ１５１、あるいはＤ
ＶＤ、ＣＤ等の記憶媒体１５２に格納され、ユーザサイトに提供される。
【００３９】
ユーザサイト１００には、ディスプレイを持つ例えばデスクトップＰＣ１０１、ノート型
ＰＣ１０２、携帯電話端末１０３、ヘッドマウントディスプレイ１０４等においてネット
ワークを介して受信したコンテンツ、あるいは記憶媒体に格納された動画像コンテンツを
再生する。ユーザサイトには代表的な装置を示してあるが、この他にもテレビ画像受信機
、ゲーム装置等の各種機器が使用可能である。また、コンテンツ提供サイトもインターネ
ットを介したデータ配信を実行するサービスプロバイダや、放送局等が含まれる。
【００４０】
本発明で取り扱うデータは、複数視点からの画像データを含む動画像である。このような
複数視点からの動画像は、複数の異なる視点からの画像を撮影するカメラの画像データに
基づいて制作される。なお、本明細書において説明する複数視点からの画像とは、異なる
位置に配置したカメラによって取得される画像のみならず、撮影方向、画角等が異なる画
像も含むものである。すなわち、空間上の離間した異なる位置に配置されたカメラによっ
て撮影される各画像が複数視点からの画像データであることは勿論、さらに、空間上の１
つの点を中心点とした回りの画像、例えば３６０度画像、全方位画像を構成する画像の各
々も複数視点からの画像データであり、同一点からの異なる方向を撮影した画像、または
異なる画角で撮影した個々の画像も視点位置の異なる画像データであると定義する。
【００４１】
また、以下、説明する本発明のシステムにおいては、異なる位置、または方向、または画
角等を設定し、異なる画像を撮影する複数のカメラによって取得された画像に基づいて生
成されるカメラ間画像についても、ユーザが異なる視点からの画像として指定可能な構成
を持つものであり、例えば複数のカメラによって撮影された画像に基づいて、あらかじめ
パノラマ画像、３６０度画像、全方位画像、全天球画像等を生成し、この生成画像中から
任意の視点を設定して、ディスプレイに表示する構成も含むものである。このような複数
視点からの画像データの生成処理については、例えば、文献「Ｓ．Ｅ．Ｃｈｅｎ”ck tim
e VR-An Image-Based Approach to virtual Environment Navigation", Computer Graphi
cs SIGGRAPH,pp.29-38,1995」等に記載されている。
【００４２】
視点位置の異なる画像データの構成例について、図を参照して説明する。図２に示すカメ
ラ配置Ａは、被写体２０１を被写体２０１の周囲にほぼ等間隔に配置した５台のカメラＡ
１～Ａ５によって撮影する構成を示したものである。５台のカメラＡ１～Ａ５によって撮
影した複数の動画像データは、各々が同期したデータとして、記憶媒体に格納され、ある
いはネットワークを介する配信データとされる。例えば図２に示すカメラ配置構成で撮影
された動画像データ中の、時間：ｔ１におけるフレームデータは、図２のデータ構成に示
すデータ態様として記憶媒体に格納、または配信される。ユーザによる視点位置指定、あ
るいはプリセットされた視点位置に従って、５台のカメラＡ１～Ａ５によって撮影した複
数の動画像データの中から１つの動画像データが選択されてユーザの持つ表示装置に表示
される。
【００４３】
図３に示すカメラ配置Ｂは、被写体２１１を前方から３つの異なる角度、正面、右斜め前
、左斜め前、各方向において近距離、中距離、遠距離の３つの異なる距離にカメラ位置を
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設定し、これらの９つのカメラ位置にカメラＢ１～Ｂ９を配置して撮影する構成を示して
いる。このカメラ配置を採用した場合には、９つの動画像データについて、図２に示した
と同様、複数の動画像データを同期データとして記憶媒体に格納、またはデータ通信網を
介して配信する。
【００４４】
図４に示すカメラ配置Ｃは、被写体２２１を被写体２２１の周囲にほぼ等間隔に配置した
５台のカメラＣ１～Ｃ５によって撮影するとともに、被写体２２２を被写体２２２の周囲
にほぼ等間隔に配置した５台のカメラＣ６～Ｃ１０によって撮影する構成例を示している
。なお、この場合は、被写体２２１、被写体２２２は特定の異なる物体、あるいは人物で
あってもよいし、また、サッカーフィールドにおける右サイドと左サイドといった異なる
領域をそれぞれ被写体２２１と被写体２２２として設定する構成としてもよい。この図４
に示すカメラ配置を採用した場合には、１０の動画像データについて、図２に示したと同
様、複数の動画像データを同期データとして記憶媒体に格納、またはデータ通信網を介し
て配信する。
【００４５】
図５に示すカメラ配置Ｄ，Ｅは、撮影方向をカメラ位置を中心として周囲の３６０度平面
（Ｄ）、あるいは全天球方向（Ｅ）とした構成である。カメラ配置Ｄは、平面軸の中心点
２３１の周囲の画像を撮影するようにカメラＤ１～Ｄ８を配置して、平面３６０度の画像
を撮影する構成であり、カメラ配置Ｅは、球体の中心点２３２の周囲の画像を撮影するよ
うにカメラＥ１～Ｅｎを配置して、全天球の画像を撮影する構成である。この図５に示す
カメラ配置を採用した場合には、カメラ数に対応する動画像データについて、図２に示し
たと同様、複数の動画像データを同期データとして記憶媒体に格納、またはデータ通信網
を介して配信する。
【００４６】
なお、図２～図５に示すカメラ配置以外にも様々なカメラ配置が可能である。例えば、図
５に示すカメラ配置Ｄ，Ｅの構成、すなわち、カメラ位置を中心として周囲の３６０度平
面（Ｄ）、あるいは全天球方向（Ｅ）とした構成を、先に説明した図４に示すと同様に複
数の異なる位置に設定して、複数の異なる位置からの３６０度平面（Ｄ）、あるいは全天
球方向（Ｅ）の画像を撮影する構成としてもよい。
【００４７】
なお、各カメラによって撮影された複数の画像は、図２を用いて説明したように、カメラ
毎の個別の画像データとして記憶媒体に格納、またはデータ通信網を介して配信し、選択
画像をユーザのディスプレイに表示する。なお、カメラ間の画像データをビューインタポ
レーション等の画像合成技術を用いて生成し、あらかじめパノラマ画像、３６０度画像、
全方位画像、全天球画像等を生成して生成画像からユーザが任意の視点を選択してディス
プレイに表示することが可能である。すなわち、上述の図２～図５に示すカメラ配置のよ
うに異なる位置、または方向、または画角等を設定した複数のカメラによって取得された
画像に基づいて生成されるカメラ間画像についても、ユーザが異なる視点からの画像とし
て指定可能な構成を持つ。例えば複数のカメラによって撮影された画像に基づいて、あら
かじめパノラマ画像、３６０度画像、全方位画像、全天球画像等を生成し、この生成画像
中から任意の視点を設定して、ディスプレイに表示することが可能である。
【００４８】
このような様々な視点からのデータを含む動画像データを記憶媒体から再生、あるいは配
信データ中から選択してユーザ所有のディスプレイに表示する処理態様としては、大きく
分けて２つの態様がある。１つは、ユーザによる視点位置指定に基づいて、指定された画
像を選択して、あるいは合成して表示するマニュアルモード処理態様であり、もう１つは
、予め動画像に対応して設定された表示プログラムに従って、様々な視点位置からの動画
像データを順次切り替えて表示するプリセットモード処理態様である。
【００４９】
動画像の表示シーケンスを設定したプリセット表示画像プログラムの一例について、図６
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を用いて説明する。図６（ａ）に示すように、プログラムは、時間（Ｔ）に対応した視点
位置データ（Ａ）、視線方向データ（Ｂ）、画角（Ｃ１）、その他の設定データＤ…の各
パラメータによって構成される。プリセット表示画像プログラムは、このように、表示画
像を特定する時系列データとして構成される。この、プリセット表示画像プログラムに従
った画像表示態様がプリセットモードである。
【００５０】
時間：Ｔ１，Ｔ２・・は、動画像コンテンツの表示プログラムの開始からの経過時間を示
し、視点位置データ：Ａ１，Ａ２・・は、各時点Ｔｎおいて切り替えるべき視点位置を示
す。例えば図６（ｂ）に示すように被写体等の基準位置Ｐを中心とした座標位置情報とし
た場合、Ａｎ＝（ｘ，ｙ）として設定される。視線方向データ：Ｂ１，Ｂ２・・は、各時
点Ｔｎにおいて切り替えるべき視線方向を示す。例えば図６（ｂ）に示すようにベクトル
データ（Ｖｘ，Ｖｙ）が適用可能である。また、画角データ：Ｃ１，Ｃ２・・は、各時点
Ｔｎにおいて切り替えるべき画角を示す。画角データとしては、図６（ｂ）に示すように
角度データ（θ）が適用可能である。なお、図６（ｂ）に示す例は、２次元平面における
各情報構成例を示してあるが、３次元情報として各データを構成することも可能である。
【００５１】
図６（ａ）に示すようなプリセット表示画像プログラムに従って動画像データをユーザの
ディスプレイに表示する場合は、プログラム開始時間からの経過時間に従って、プログラ
ムに従った、視点位置、視線位置、画角の設定画像を表示する。経過時間は、タイマ等に
よって計測してもよいが、コンテンツの各フレームに対応して設定された付帯情報として
のフレームナンバ等の識別データを再生時間に対応付けて用いてもよい。所定時間あたり
規定フレーム数、例えばｎフレーム／ｓの再生処理を実行する場合には、再生フレーム数
に対応させた時間計測が可能となる。
【００５２】
例えば先に説明した図２のような５つのカメラ配置によって、５つの画像から選択された
画像のみが表示可能な構成においては、プログラムの設定情報は、５つのカメラのいずれ
かの視点位置、視線位置、画角の情報として設定される。また、ビューインタポレーショ
ン等によって実際の撮影画像間の画像、例えば３６０度の全方位画像を予め格納、または
配信、あるいはユーザのシステム内で合成処理を実行する場合には、プログラムの設定情
報は、実際の撮影カメラの視点位置、視線位置、画角の情報のみならず、その他の位置情
報等が設定可能であり、設定情報に従って画像をユーザのディスプレイに表示する。
【００５３】
本発明のシステムでは、様々な視点からの動画像データを記憶媒体から再生、あるいは配
信データ中から選択してユーザ所有のディスプレイに表示する際、前述した２つの処理態
様、すなわち、ユーザによる視点位置等の指定情報に基づいて、指定された画像を選択し
て、あるいは合成して表示するマニュアル処理態様と、予め動画像に対応して設定された
表示プログラムに従って、様々な視点位置からの動画像データを順次切り替えて表示する
プリセット処理態様とを任意のタイミングで切り替えることが可能な構成を持つ。
【００５４】
動画像をネットワークを介して受信、あるいは記憶媒体から読み出して再生する表示画像
制御処理装置の構成例を図７に示す。
【００５５】
表示画像制御処理装置３００には、インターネット配信データ、あるいはブロードキャス
トデータ等を受信する通信インタフェース３０１を有し、画像配信サイトから送信される
パノラマ、全天球動画など異なる視点位置からの動画像データを含むコンテンツを受信す
る。また、記憶媒体インタフェース３０２は、ＤＶＤ、フラッシュメモリ等、各種記憶媒
体３２０との間のデータ転送用インタフェースであり、異なる視点位置からの動画像デー
タを含むコンテンツを記憶媒体３２０からデータ処理装置３００に撮り込むためのインタ
フェースである。
【００５６】
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画像配信サイトから送信されるコンテンツ、あるいは記憶媒体３２０に格納されるコンテ
ンツは、多くの場合、データ量削減のために符号化されており、デコード処理部３０３に
おいてデコード処理が実行された後、表示制御部３０８の制御のもとに、表示装置３１０
において表示する。
【００５７】
予め動画像に対応して設定された表示プログラムに従った動画像データを表示するプリセ
ット処理態様での表示の際には、様々な視点からの動画像データを、設定された表示プロ
グラムに従って、設定パラメータに従った視点位置、視点方向、画角を持つ動画像データ
を選択、または合成処理を実行して表示装置３１０に表示する。
【００５８】
一方、ユーザによる視点位置等の指定情報に基づいて、指定された画像を選択して、ある
いは合成して表示するマニュアル処理においては、表示画像の視点位置等のコントロール
情報を、コントローラ３１１からのユーザ入力、あるいは、角度情報取得装置等のセンサ
３１２からの方向データ等の入力に基づいて、表示画像が選択、または合成処理がなされ
て表示装置３１０に表示される。
【００５９】
表示画像制御処理装置３００の受信部３０７は、コントローラ３１１、またはセンサ３１
２から送信される信号（例えば赤外線信号）を受信して、制御部（ＣＰＵ）３０４に出力
する。コントローラ３１１、またはセンサ３１２から送信される信号は、表示画像の指定
情報であり、例えばパノラマ、全天球動画像における表示位置の設定情報としての情報で
あり、図６を参照して説明したプリセット表示画像プログラムに含まれる視点位置データ
（Ａ）、視線方向データ（Ｂ）、画角（Ｃ１）、その他の設定データＤ…の各パラメータ
の少なくともいずれかに対応する情報を含むデータである。
【００６０】
センサ３１２は、例えば３軸ジャイロ等の角度センサをユーザの頭部に装着し、ユーザの
視線方向を角度情報として取得するヘッドトラッカ等によって構成され、ユーザの見てい
る方向に対応する視点位置情報を入力する。表示画像制御処理装置は、コントローラ３１
１からのユーザ入力、あるいはセンサ３１２から入力される情報を、先に図６を参照して
説明したプリセット表示画像プログラムにおけると同様のパラメータに変換して、設定パ
ラメータに従った視点位置、視点方向、画角を持つ動画像データを選択、または合成処理
によって生成して表示装置３１０に表示する。
【００６１】
なお、センサ３１２は、上述の３軸ジャイロを用いた構成のみならず、例えばユーザの顔
を撮影し、撮影画像を分析することによって、ユーザの視線方向等のデータを取得する構
成を持つものでもよい。このような構成の場合は、画像分析によって取得したユーザの視
点方向等のデータを表示画像制御処理装置に入力する。
【００６２】
表示画像制御処理装置３００における記憶部は、受信データの記憶、各種処理プログラム
の記憶、プリセット表示画像プログラムの記憶、あるいはＣＰＵ３０４におけるワークエ
リアとしての記憶領域等に用いられる記憶部であり、ＲＡＭ、ＲＯＭ等によって構成され
る。タイマ３０６は、画像表示プログラムの開始からの時間を計測する際等に使用される
。
【００６３】
図８にコントローラ３１１の構成例を示す。コントローラ３１１は、パワースイッチ３５
１、コンテンツ選択スイッチ３５２、音量設定部３５３、視点位置移動部３５４、視線方
向設定部３５５、ズームイン設定部３５６、ズームアウト設定部３５７、カメラ選択部３
５８を有する。
【００６４】
コントローラの各操作部の操作に基づいて設定されたデータがコントローラ前面のデータ
送信部（例えば赤外光発光部）３５９から処理指令コマンド（視点設定コマンド）として
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送信され、表示画像制御処理装置３００の受信部３０７によって受信されて画像の視点位
置、視線方向、画角等のパラメータとして設定されて、各パラメータに対応する画像が選
択または合成されて、表示装置３１０に表示される。
【００６５】
視点位置移動部３５４における設定が視点位置パラメータ、視線方向設定部３５５におけ
る設定が視線方向パラメータ、ズームイン設定部３５６における設定が画角パラメータに
相当するデータとして表示画像制御処理装置３００に送信される。なお、図８に示すコン
トローラの構成は一例に過ぎず、その他の構成とすることも可能である。例えばジョイス
テイックのような操作部を設けて、ジョイスティックの操作に応じて視点位置、視線方向
、画角等の各種設定情報を出力する構成としてもよい。
【００６６】
図９は、センサ３１２の一実施例の詳細構成を示すブロック図である。変位検出手段とし
ての３軸ジャイロ３６１は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の各座標軸に対応したジャイロ３６２，３
６３，３６４からなる。ジャイロは、振動している物体に回転角速度を加えると、その振
動と直角方向にコリオリ力Ｆ＝２ｍｖω（ただし、ｍは質量、ｖは速度、ωは角速度）を
生じる特性を有している。角速度ωは、コリオリ力Ｆに比例することになり、コリオリ力
Ｆを検出することにより、回転角速度が検出可能となる。
【００６７】
各ジャイロ３６２，３６３，３６４には、それぞれ駆動用圧電磁器と検出用圧電磁器（図
示せず）が設けられており、駆動用圧電磁器にはオシレータの発振出力である交番信号が
印加されるようになされている。この状態で、ジャイロが回転されると、検出用圧電磁器
にコリオリ力Ｆが加わり、電圧Ｅが発生する。
【００６８】
各ジャイロ３６２，３６３，３６４に備えられた検出用圧電磁器より出力される微小な電
圧は、アンプ３６５，３６６，３６７において増幅され、Ａ／Ｄ変換器３７１，３７２，
３７３おいてデジタル・データに変換される。
【００６９】
それぞれのジャイロ３６２，３６３，３６４に加わった角速度ωと、発生する電圧Ｅは、
比例関係を有しており、例えば、ジャイロ３６２がＸ軸回りに右方向に回転させたとき、
電圧Ｅが上昇し、左方向に回転させたとき、電圧Ｅが下降するように配置される。
【００７０】
インタフェース３７７は、Ａ／Ｄ変換器３７１，３７２，３７３より供給された３軸ジャ
イロの検出信号をバスを介してＣＰＵ(Central processing Unit)３７４に供給する。Ｃ
ＰＵ３７４は、バスを介して入力する３軸ジャイロの検出信号に基づいて、ロール角、ピ
ッチ角、及びヨー角、それぞれの角度データ、およびＸ，Ｙ，Ｚ各軸方向における振動特
性データを取得する。
【００７１】
演算処理手段としてのＣＰＵ３７４は、算出したロール角、ピッチ角、及びヨー角、それ
ぞれの角度データ、Ｘ，Ｙ，Ｚ各軸方向における振動特性データをバスを介してＲＡＭ３
７６に蓄積し、さらに蓄積データに基づいて操作情報への変換のための演算処理を実行し
、変換した操作情報を通信インタフェース３７８を介して表示画像制御処理装置３００側
へ出力する。ＲＯＭ（Read-Only-Memory）３７５は、ＣＰＵ３７４が実行するプログラム
、あるいは演算パラメータとしての固定データを格納する。ＣＰＵ３７４の変換処理によ
って取得した操作情報は、必要に応じてＲＡＭ（Random Access Memory）３７６に蓄積す
る。また、ＲＡＭ（Random Access Memory）３７６は、ＣＰＵ３７４の処理において実行
されるプログラム、およびプログラム処理において適宜変化するパラメータの格納エリア
、ワーク領域として使用される。
【００７２】
通信インタフェース３７８は、表示画像制御処理装置３００の受信部３０７に対して例え
ば赤外光等による無線通信を実行し、ＣＰＵ３７４による演算の結果、３軸ジャイロ３６
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１の動きに基づいて生成された画像設定指令情報が出力される。
【００７３】
表示画像制御処理装置３００は、コントローラ３１１、センサ３１２等から画像の視点位
置、視線方向、画角等の各種設定指令情報（以下、視点設定コマンドという）を受信する
と受信コマンドに応じて画像の選択、または合成処理を実行する。先に説明したように、
本発明の表示画像制御処理装置は、ユーザ指定情報により画像の視点位置等を設定するマ
ニュアルモードと、予め画像に対応して設定されたプログラムに従って画像を出力するプ
リセットモードとを有する。
【００７４】
表示画像制御処理装置３００は、コントローラ３１１、センサ３１２等からの視点設定コ
マンドの受信を検出した時点で、プリセットモードにある場合であっても、マニュアルモ
ードに移行し、コントローラ等から受信する視点設定コマンドに基づく視点位置、視線方
向、画角等の各種設定パラメータに従った画像に切り替えた画像の表示処理を実行する。
また、表示画像制御処理装置３００は、コントローラ３１１、センサ３１２等から画像の
視点設定コマンドを受信を検出した時点で、すでにマニュアルモードにある場合には、マ
ニュアルモードを継続し、コントローラ等から新たに受信する視点位置、視線方向、画角
等の各種設定パラメータに従った画像に切り替えた画像の表示処理を実行する。
【００７５】
さらに、マニュアルモードの実行中に、予め定められた時間（閾値時間：Ｔａ）、コント
ローラ３１１、センサ３１２等から、新たな画像の視点設定コマンドを受信しなかった場
合には、マニュアルモードからプリセットモードに切り替える処理を実行する。時間の計
測は、図７に示す表示画像制御処理装置３００のタイマ３０６が実行する。
【００７６】
図１０にコントローラによる処理を実行する際に表示装置における表示例を示す。表示装
置３８０の右上の表示領域３８１には、現在のモードがマニュアルモードであるか、プリ
セットモードであるかの情報が表示される。表示装置３８０の右下の表示領域３８２には
、現在表示されている画像がどの視点位置からの画像であるかが表示される。例えば図１
０（ａ）の表示態様は、表示装置３８０の表示画像が先に図３を用いて説明したカメラ配
置により被写体を撮影した画像データから選択可能な画像であることを示し、現在、表示
中の画像はカメラ位置３８３の位置にほぼ相当する位置からの画像であることを示してい
る。図１０（ｂ）の表示態様は、表示装置３８０の表示画像が先に図２を用いて説明した
被写体に対して３６０度周囲に配置したカメラによる撮影画像データから選択可能な画像
であることを示し、現在、表示中の画像はカメラ位置３８４の位置にほぼ相当する位置か
らの画像であることを示している。図１０（ｃ）の表示態様は、表示装置３８０の表示画
像が先に図４を用いて説明した２つの被写体に対してそれぞれ３６０度周囲に配置したカ
メラによる撮影画像データから選択可能な画像であることを示し、現在、表示中の画像は
カメラ位置３８５の位置にほぼ相当する位置からの画像であることを示している。図１０
（ｄ）の表示態様は、表示装置３８０の表示画像が先に図５を用いて説明した平面３６０
度、または全天球型の画像撮影用のカメラ配置による撮影画像データから選択可能な画像
であることを示し、現在、表示中の画像はカメラ位置３８６の位置にほぼ相当する位置か
らの画像であることを示している。
【００７７】
なお、先に図５を参照して説明したカメラ配置、すなわち、平面の周囲３６０度画像を撮
影し、表示する構成においても、図１０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）と同様のカメラ位置識別
表示を用いることが可能である。ただし、この場合は、カメラの撮影方向が外側に向かっ
ていることを示すことになる。
【００７８】
ユーザは、例えばコントローラのスイッチ操作により、これらの視点位置を変更すること
が可能となる。例えば図８に示すコントローラの視点位置移動部３５４の操作により、図
１０（ａ）の場合であれば、９箇所のカメラ位置を順次変更することが可能であり、図１
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０（ｂ）の場合であれば、５箇所のカメラ位置を順次変更することが可能であり、図１０
（ｃ）の場合であれば、１０箇所のカメラ位置を順次変更することが可能となる。図１０
（ｄ）の場合であれば、設定されたカメラ数：ｎ箇所のカメラ位置を順次変更することが
可能となる。
【００７９】
図１１に本発明の表示画像制御処理装置におけるマニュアルモードと、プリセットモード
との移行処理態様を説明する図を示す。図１１に示すように、予め画像に対応して設定さ
れたプログラムに従った視点位置、視線方向、画角等を設定した出力画像としてのプリセ
ット画像４０１と、コントローラ、センサからの視点設定コマンドに基づいて視点位置、
視線方向、画角等が設定されたマニュアル設定画像４０２との間で、コントローラからの
入力に基づいてプリセット画像４０１からマニュアル設定画像４０２に移行する。また、
予め定められた時間（閾値時間：Ｔａ）、コントローラ等から、新たな画像の視点設定コ
マンドを受信しなかった場合には、マニュアル設定画像４０２からプリセット画像４０１
に移行する。
【００８０】
マニュアル設定画像４０２の表示処理中に、予め定められた時間（閾値時間：Ｔａ）以内
にコントローラ等から、新たな画像の視点設定コマンドを受信した場合には、コントロー
ラ等から新たに受信した視点位置、視線方向、画角等の各種設定パラメータに従ったマニ
ュアル設定画像４０３に切り替える処理を実行する。マニュアル設定画像４０３の表示中
に予め定められた時間（閾値時間：Ｔａ）、コントローラ等から、新たな画像の視点設定
コマンドを受信しなかった場合には、マニュアル設定画像４０３からプリセット画像４０
１に移行し、閾値時間：Ｔａ以内にコントローラ等から、新たな画像の視点設定コマンド
を受信した場合には、新たな視点設定コマンドに基づくマニュアル設定画像４０４に切り
替える処理を実行する。以下、同様に、閾値時間：Ｔａ以内にコントローラ等から、新た
な画像の視点設定コマンドを受信した場合には、マニュアル設定画像４０５に切り替える
処理を実行する。
【００８１】
このように、本発明の表示画像制御処理装置においては、ユーザの指定した視点設定コマ
ンドに基づく画像を任意のタイミングで設定可能であり、また、視点設定コマンドを一定
時間、入力しない場合には、プリセットモードに切り替えられるので、ユーザの興味のあ
る部分においてのみユーザの設定を有効にすることが可能となるとともに、視点設定コマ
ンドとして最後に設定した視点位置に画像が固定された単調な画像が表示されることがな
くなる。
【００８２】
図１２に表示画像の、マニュアルモードと、プリセットモードとの移行処理を時間の経過
に対応する処理として説明する図を示す。図１２は、横軸に時間（ｔ）、縦軸に視線方向
を示した図である。この図は視線方向のみのデータを示しているが、この他にも視点位置
、画角についても同様のシーケンスでの処理が実行される。
【００８３】
まず、時間Ｔ０からＴ１までは、コントローラからの視点設定コマンド入力がない状態で
あり、この期間はプリセットモードによって、画像に対応して設定された視線方向パラメ
ータに基づいて画像表示がなされる。時間Ｔ１において、ユーザがコントローラまたはセ
ンサから視点設定コマンドを送信すると、プリセットモードからマニュアルモードに切り
替えられ、その後、時間Ｔ２まで継続して、または断続的にユーザによるコントローラま
たはセンサから視点設定コマンドの送信が実行され、マニュアルモードが継続され、視点
設定コマンドに基づいて視線方向が切り替えられた画像が表示される。
【００８４】
時間Ｔ２から時間Ｔ３まで継続してコントローラからの視点設定コマンド入力がなく、コ
マンド非入力時間が閾値時間：Ｔａに達したと判定されると、マニュアルモードからプリ
セットモードへ移行し、画像に対応して予め設定された視線方向パラメータに基づく画像
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が表示される。
【００８５】
なお、時間Ｔ３において、閾値時間：Ｔａに達したと判定された場合に、プリセットモー
ドに従った画像を表示装置に表示することになるが、この際の表示コンテンツのフレーム
は、マニュアルモード終了時点（Ｔ＝Ｔ３）に時間的に継続するフレームであるポイント
Ｐ１としたり、または、プリセットモードからマニュアルモードに切り替えたポイントＰ
３としたり、あるいは、例えばコンテンツが複数曲の音楽コンテンツである場合などにお
いては、曲の区切りポイントＰ２とするなど、設定に従って各種の移行ポイントを設定す
ることが可能である。
【００８６】
記憶媒体からコンテンツを読み出して表示装置に表示する場合と、サーバからの配信コン
テンツを表示装置に表示する場合の処理例について、図１３、図１４を参照して説明する
。
【００８７】
図１３は、複数視点画像データを格納したＤＶＤ、ＣＤ等の記憶媒体５３１から表示画像
制御処理装置５２１、コントローラ５２２、またはセンサ５２３からなるユーザシステム
５２０が画像を読み出して表示装置５３２に画像を表示する構成例である。
【００８８】
この構成において、プリセットモードに従った画像は、表示画像制御処理装置５２１また
はコントローラ５２２において再生コンテンツの指定がなされると、指定コンテンツに対
応するプリセット表示画像プログラムが、記憶媒体５３１から読み出されて表示画像制御
処理装置５２１内の記憶部（図７に示す記憶部３０５）に格納される。また、コンテンツ
がどのような複数視点画像を保有しているかについての情報も併せて取得し、表示画像制
御処理装置５２１内の記憶部に格納する。例えば先に図２を参照して説明した３６０度画
像、図３を参照して説明した９つの位置の情報である。これらの情報は、コンテンツの表
示装置５３２に対する表示時に、先に図１０を参照して説明した各態様で操作用情報とし
て表示される。
【００８９】
コンテンツの再生がまず記憶部に格納されたプリセット表示画像プログラムに従って開始
され、プリセット表示画像プログラムに設定された視点位置、視線方向、画角の各パラメ
ータに対応した画像データが記憶媒体５３１から読み出されて表示装置５３２に表示され
る。
【００９０】
その後、コントローラ５２２、またはセンサ５２３からの視点設定コマンドが表示画像制
御処理装置５２１に入力されると、表示画像制御処理装置５２１は、受信した視点設定コ
マンドに対応する視点位置、視線方向、画角を持つ画像を記憶媒体５３１から取得するた
めに、視点設定コマンドに対応する視点位置、視線方向、画角に従って、これらのパラメ
ータに最も近いパラメータを持つ画像を選択し、選択画像の指定情報に従って記憶媒体５
３１から対応する画像データを取得する。
【００９１】
例えば、３６０度画像データが記憶媒体に格納されている場合は、視点設定コマンドで任
意に指定した角度に完全一致するデータを記憶媒体から読み出すことが可能となるが、図
２を参照して説明したように５つのカメラからの画像のみが記憶媒体に格納されている場
合には、視点設定コマンドに対応する視点位置、視線方向、画角にもっとも近い画像を取
得して表示する。なお、先に説明した様に複数のカメラから取得した画像に基づいてカメ
ラ間の画像をビューインタポレーション等の手法によって生成する処理を表示画像制御処
理装置５２１内で実行する構成としてもよく、この場合には、同一フレームに属する複数
の異なる視点位置からの画像データを記憶媒体から読み出して、表示画像制御処理装置５
２１内で、視点設定コマンドに対応する視点位置、視線方向、画角に対応する画像を生成
する処理を実行し、生成した画像を表示装置５３２に表示する。
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【００９２】
図１４（ａ）は、複数視点画像データをサーバからネットワークを介して受信する構成で
あり、サーバ５４１から表示画像制御処理装置５２１、コントローラ５２２、またはセン
サ５２３からなるユーザシステム５２０が画像を受信して表示装置５４２に画像を表示す
る構成例である。
【００９３】
この構成において、サーバ５４１から表示画像制御処理装置５２１に対しては、複数視点
画像データの全体データが配信され、表示画像制御処理装置５２１内の記憶部（図７に示
す記憶部３０５）に全体データを格納する。例えば先に図２を参照して説明した３６０度
画像、図３を参照して説明した９つの位置のすべての画像情報等である。さらに、コンテ
ンツに対応するプリセット表示画像プログラムについても、サーバ５４１から表示画像制
御処理装置５２１に送信され、記憶部に格納される。また、コンテンツがどのような複数
視点画像を保有しているかについての情報も併せて取得し、表示画像制御処理装置５２１
内の記憶部に格納する。これらの情報は、コンテンツの表示装置５４２に対する表示時に
、先に図１０を参照して説明した各態様で操作用情報として表示される。
【００９４】
コンテンツの再生がまず記憶部に格納されたプリセット表示画像プログラムに従って開始
され、プリセット表示画像プログラムに設定された視点位置、視線方向、画角の各パラメ
ータに対応した画像データが表示画像制御処理装置３００内の記憶部３０５から読み出さ
れて表示装置５４２に表示される。
【００９５】
その後、コントローラ５２２、またはセンサ５２３からの視点設定コマンドが表示画像制
御処理装置５２１に入力されると、表示画像制御処理装置５２１は、受信した視点設定コ
マンドに対応する視点位置、視線方向、画角を持つ画像を記憶部３０５から取得するため
に、視点設定コマンドに対応する視点位置、視線方向、画角に従って、これらのパラメー
タに最も近いパラメータを持つ画像を選択し、選択画像の指定情報に従って記憶部３０５
から対応する画像データを取得する。この際、前述の例と同様、ビューインタポレーショ
ン等の手法によって画像の生成処理を実行する構成としてもよい。
【００９６】
図１４（ｂ）は、図１４（ａ）と同様、複数視点画像データをサーバからネットワークを
介して受信する構成であるが、本構成では、サーバ５４３から表示画像制御処理装置５２
１に対しては、表示画像制御処理装置５２１から要求のあった視点画像データのみが配信
される。
【００９７】
表示画像制御処理装置５２１からコンテンツ要求がなされるとプリセット表示画像プログ
ラムに従った特定の視点画像データがユーザシステム５２０の表示画像制御処理装置５２
１に送信され、表示画像制御処理装置は、受信データを表示装置５４４に送信する。なお
、サーバ５４３から表示画像制御処理装置５２１に対しては、コンテンツがどのような複
数視点画像を保有しているかについての情報も送信され、その態様に従って、表示装置５
４４には、先に図１０を参照して説明した操作用情報が表示される。
【００９８】
その後、コントローラ５２２、またはセンサ５２３からの視点設定コマンドが表示画像制
御処理装置５２１に入力されると、表示画像制御処理装置５２１は、受信した視点設定コ
マンドに対応する視点位置、視線方向、画角を持つ画像をサーバ５４３から取得するため
に、視点設定コマンド、またはコマンドに基づいて算出した視点位置、視線方向、画角情
報、あるいはこれらの視点位置、視線方向、画角情報に基づいて選択される画像指定情報
のいずれかをサーバ５４３に送信する。
【００９９】
サーバ５４３は、表示画像制御処理装置５２１から受信した情報に基づいて表示用の画像
データを選択し、表示画像制御処理装置５２１に送信する。なお、３６０度画像データが
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記憶媒体に格納されている場合は、視点設定コマンドで任意に指定した角度に完全一致す
るデータをサーバが抽出して送信することが可能となるが、限られた位置のカメラからの
画像のみをサーバ５４３が有する場合には、視点設定コマンドに対応する視点位置、視線
方向、画角にもっとも近い画像を取得して送信する。
【０１００】
なお、先に説明した様に複数のカメラから取得した画像に基づいてカメラ間の画像をビュ
ーインタポレーション等の手法によって生成する処理をサーバ５４３において実行し、視
点設定コマンドで指定した情報に一致する画像データを生成してユーザシステム５２０に
送信する構成としてもよい。また、画像合成処理を表示画像制御処理装置５２１内で実行
する構成としてもよく、この場合には、合成処理に必要となる同一フレームに属する複数
の異なる視点位置からの画像データをサーバ５４３が選択して、ユーザシステム５２０に
送信し、ユーザシステム５２０内の表示画像制御処理装置５２１において、視点設定コマ
ンドに対応する視点位置、視線方向、画角に対応する画像を生成する処理を実行し、生成
した画像を表示装置５４４に表示する構成としてもよい。
【０１０１】
画像配信を実行するサーバの構成例を図１５に示す。ＣＰＵ(Central processing Unit)
７１１は、各種アプリケーションプログラムや、ＯＳ（Operating System）を実行するプ
ロセッサである。ＲＯＭ（Read-Only-Memory）７１２は、ＣＰＵ７１１が実行するプログ
ラム、あるいは演算パラメータとしての固定データを格納する。ＲＡＭ（Random Access 
Memory）７１３は、ＣＰＵ７１１の処理において実行されるプログラム、およびプログラ
ム処理において適宜変化するパラメータの格納エリア、ワーク領域として使用される。
【０１０２】
ＨＤＤ７１４はハードディスクの制御を実行し、ハードディスクに対する各種データ、プ
ログラムの格納処理および読み出し処理を実行する。バス７２０はＰＣＩ（Peripheral C
omponent Internet/Interface）バス等により構成され、各モジュール、入出力インタフ
ェース７２１を介した各入手力装置とのデータ転送を可能にしている。
【０１０３】
入力部７１５は、例えばキーボード、ポインティングデバイス等によって構成され、ＣＰ
Ｕ７１１に各種のコマンド、データを入力する。出力部７１６は、例えばＣＲＴ、液晶デ
ィスプレイ等であり、各種情報をテキストまたはイメージ等により表示する。
【０１０４】
通信部７１７はユーザサイトとの双方向通信処理を実行し、ＣＰＵ７１１の制御の下に、
各記憶部から供給されたデータ、あるいはＣＰＵ７１１によって処理されたデータを送信
したり、ユーザサイトからのコントロール情報を受信する処理を実行する。
【０１０５】
ドライブ７１８は、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory
)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、
半導体メモリなどの記録媒体７１９の記録再生を実行するドライブであり、各記録媒体７
１９からのプログラムまたはデータ再生、記録媒体７１９に対するプログラムまたはデー
タ格納を実行する。
【０１０６】
各記憶媒体に記録されたプログラムまたはデータを読み出してＣＰＵ７１１において実行
または処理を行なう場合は、読み出したプログラム、データは入出力インタフェース７２
１、バス７２０を介して例えば接続されているＲＡＭ７１３に供給される。サーバは、ユ
ーザサイトの表示画像制御処理装置からの画像指定情報を受信し、指定された画像をパケ
ット化して、ユーザサイトに送信する処理等を実行する。
【０１０７】
次に、図１６に本発明の表示画像制御処理装置において実行される表示画像の選択、すな
わちプリセットモードとマニュアルモードとの移行処理を中心として説明する処理フロー
を示す。図１６の処理フローの各ステップについて説明する。
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【０１０８】
ステップＳ１０１では、まず、記憶媒体から読み出した、またはサーバ等から配信された
画像を画像に対応するプリセット表示画像プログラムに従って選択される画像、すなわち
プリセット画像を表示装置に表示する。ステップＳ１０２では、ユーザコマンドの入力の
有無を判定する。これは、コントローラまたはセンサからの視点設定コマンドを受信した
か否かを判定する処理である。
【０１０９】
ユーザコマンドの入力がない場合は、プリセット画像の表示を継続して実行する。ユーザ
コマンドの入力があった場合は、ステップＳ１０３に進み、コントローラまたはセンサか
らの視点設定コマンドに基づいて、コマンドに対応する視点位置、視線方向、画角等を持
つ画像、すなわちマニュアルモード画像を表示装置に表示する。
【０１１０】
このマニュアルモード画像の表示開始時点で、ステップＳ１０４のタイマＯＮ設定が実行
される。ステップＳ１０５では、コントローラまたはセンサからの最後の視点設定コマン
ド入力からの経過時間と、予め定められた時間（閾値時間：Ｔａ）との比較が実行され、
閾値時間：Ｔａ以内に、新たな視点設定コマンドを受信した場合は、ステップＳ１０３で
コマンドに対応する視点位置、視線方向、画角等を持つ画像、すなわちマニュアルモード
画像の表示を継続して実行する。
【０１１１】
閾値時間：Ｔａ以内に、新たな視点設定コマンドを受信しなかった場合は、ステップＳ１
０６に進み、プリセット表示画像プログラムに従って選択される画像、すなわちプリセッ
ト画像を表示装置に表示する。なお、先に図１２を参照して説明したように、マニュアル
モードからプリセットモードに復帰する場合のコンテンツの画像は、マニュアルモードの
終了フレームに継続するフレームの画像を表示、または、マニュアルモードの開始ポイン
トに戻ってプリセット画像を表示、あるいは曲の区切り等のポイントに戻って画像を表示
するなどの処理を予め設定した設定情報に従って実行する。なお、フローには示していな
いが、マニュアルモードからプリセットモードへの移行処理は、コントローラからモード
移行コマンドを発行し、表示画像制御処理装置がモード移行コマンドを受信した場合にも
実行される。
【０１１２】
以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発
明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明である
。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべき
ではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌
すべきである。
【０１１３】
なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、ある
いは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実行
する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込まれ
たコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実行
可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である。
【０１１４】
例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Read Only Memory)に
予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(Digit
al Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、一時
的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒
体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１１５】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインスト
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ールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ(Local A
rea Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で転
送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵する
ハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１１６】
なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず、
処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行されて
もよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、各
構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【０１１７】
【発明の効果】
以上説明してきたように、本発明の構成によれば、様々な視点からの動画像データを記憶
媒体から再生、あるいはサーバからインターネット等のネットワーク、あるいはブロード
キャスト配信データとして受信して表示装置に表示する際、ユーザの操作するコントロー
ラまたはヘッドトラッカ等のセンサからの視点設定コマンドに基づく視点位置等の指定情
報に基づく選択画像、あるいは合成して生成した合成画像を表示するマニュアル処理態様
と、予め動画像に対応して設定された表示プログラムに従って、様々な視点位置からの動
画像データを順次切り替えて表示するプリセット処理態様とを任意のタイミングで切り替
えることが可能となる。
【０１１８】
さらに、本発明の表示画像制御処理装置においては、ユーザの指定した視点設定コマンド
に基づく画像を任意のタイミングで設定可能であり、また、視点設定コマンドを一定時間
、入力しない場合には、プリセットモードに切り替えられるので、ユーザの興味のある部
分においてのみユーザの設定を有効にすることが可能となるとともに、視点設定コマンド
として最後に設定した視点位置に画像が固定された単調な画像が表示されることがなくな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の表示画像制御処理装置を適用した処理を実行するシステム例を説明する
図である。
【図２】複数視点画像のデータ取得処理およびデータ構成例について説明する図である。
【図３】複数視点画像のデータ取得処理例について説明する図である。
【図４】複数視点画像のデータ取得処理例について説明する図である。
【図５】複数視点画像のデータ取得処理例について説明する図である。
【図６】本発明の表示画像制御処理装置において処理される画像に対応するパラメータ構
成を説明する図である。
【図７】本発明の表示画像制御処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図８】本発明の表示画像制御処理装置のコントローラ構成例を示す図である。
【図９】本発明の表示画像制御処理装置のセンサ構成例を示す図である。
【図１０】本発明の表示画像制御処理装置を適用した画像表示例を示す図である。
【図１１】本発明の表示画像制御処理装置におけるモード遷移について説明する図である
。
【図１２】本発明の表示画像制御処理装置におけるモード遷移を時間経過とともに示す図
である。
【図１３】本発明の表示画像制御処理装置において記憶媒体からコンテンツを再生するデ
ータ処理例を説明する図である。
【図１４】本発明の表示画像制御処理装置においてサーバから受信するコンテンツを再生
するデータ処理例を説明する図である。
【図１５】本発明の表示画像制御処理装置において処理するコンテンツを提供するサーバ
のシステム構成例を説明する図である。
【図１６】本発明の表示画像制御処理装置においてコンテンツを表示する際のモード移行
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処理について説明するフロー図である。
【符号の説明】
１００　ユーザサイト
１０１　デスクトップＰＣ
１０２　ノートＰＣ
１０３　携帯電話
１０４　ヘッドマウントディスプレイ
１５１　メモリ
１５２　ディスク
１７０　データ通信網
１８０コンテンツ提供サイト
１８１　サーバ
２０１，２１１，２２１，２２２　被写体
３０１　通信インタフェース
３０２　記憶媒体インタフェース
３０３　デコード処理部
３０４　制御部
３０５　記憶部
３０６　タイマ
３０７　受信部
３０８　表示制御部
３１０　表示装置
３１１　コントローラ
３１２　センサ
３５１　パワースイッチ
３５２　コンテンツ選択スイッチ
３５３　音量設定部
３５４　視点位置設定部
３５５　視線方向設定部
３５６　ズームイン設定部
３５７　ズームアウト設定部
３５８　カメラ選択部
３６１　３軸ジャイロ
３６２　ジャイロ（ピッチ）
３６３　ジャイロ（ヨー）
３６４　ジャイロ（ロール）
３６５，３６６，３６７　アンプ
３７１，３７２，３７３　Ａ／Ｄ変換器
３７４　ＣＰＵ
３７５　ＲＯＭ
３７６　ＲＡＭ
３７７　インタフェース
３７８　通信インタフェース
３８０　表示装置
３８１，３８２　表示領域
４０１　プリセット画像
４０２～４０５　マニュアル設定画像
５２０　ユーザシステム
５２１　表示画像制御処理装置
５２２　コントローラ
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５２３　センサ
５３１　記憶媒体
５３２　表示装置
５４１，５４３　サーバ
５４２，５４４　表示装置
７１１　ＣＰＵ
７１２　ＲＯＭ
７１３　ＲＡＭ
７１４　ＨＤＤ
７１５　入力部
７１６　出力部
７１７　通信部
７１８　ドライブ
７１９　記憶媒体
７２０　バス
７２１　入出力インタフェース

【図１】 【図２】
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【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】
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