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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置により撮像された動画像を記憶する記憶部と、
　前記動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間を表
示する表示画像を生成する表示画像生成部と、
を備え、
　前記記憶部は、前記動画像を撮像したときの前記撮像装置の移動軌跡を表す移動軌跡情
報を記憶し、
　前記表示画像生成部は、前記移動軌跡情報に基づいて、前記仮想３次元空間において、
前記動画像から抽出された複数のサムネイル画像を、当該サムネイル画像を撮像したとき
の前記撮像装置の位置にそれぞれ描画する、表示制御装置。
【請求項２】
　前記動画像は、前記撮像装置による１回の連続した撮像動作により撮像され、
　前記表示画像は、前記仮想３次元空間において、前記動画像から抽出された前記複数の
サムネイル画像を、当該サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装置の位置にそれぞれ
描画するとともに、前記サムネイル画像を撮像順に関連づける情報を描画し、前記３次元
化モデル及び前記サムネイル画像を含む前記仮想３次元空間を俯瞰的に描画した俯瞰表示
画像であり、
　前記記憶部は、前記動画像の付加情報として、前記移動軌跡情報を記憶する、請求項１
に記載の表示制御装置。
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【請求項３】
　前記サムネイル画像を撮像順に関連づける情報は、前記動画像を撮像したときの前記撮
像装置の移動軌跡を表す移動軌跡線であり、
　前記表示画像生成部は、前記移動軌跡情報に基づいて、前記仮想３次元空間において前
記サムネイル画像を撮像順に結ぶように前記移動軌跡線を描画する、請求項２に記載の表
示制御装置。
【請求項４】
　前記表示画像生成部は、前記サムネイル画像間を結ぶ前記移動軌跡線を、当該サムネイ
ル画像間の前記動画像の内容又は撮像状況に応じて異なる線種で描画する、請求項３に記
載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示画像生成部は、少なくとも一部の前記サムネイル画像の描画位置に、当該サム
ネイル画像に代えて、当該サムネイル画像の内容又は撮像状況を表す代替画像を描画する
、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示画像生成部は、
　前記仮想３次元空間における前記サムネイル画像の描画位置に応じて、描画する前記サ
ムネイル画像の大きさを変化させ、
　描画される前記サムネイル画像の大きさが所定の大きさ以下となる場合に、当該サムネ
イル画像に代えて前記代替画像を描画する、請求項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示画像生成部は、前記仮想３次元空間において、前記サムネイル画像に関するメ
タデータを当該サムネイル画像に関連づけて描画する、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記表示部に表示された前記俯瞰表示画像内の前記サムネイル画像又は前記３次元化モ
デルに対するユーザ操作に応じて、前記動画像を編集する画像編集部をさらに備える、請
求項２に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記表示部に表示された前記俯瞰表示画像におけるアングルの指定に応じて、当該指定
されたアングルから見た動画像を生成する画像編集部をさらに備える、請求項２に記載の
表示制御装置。
【請求項１０】
　前記表示部に表示された前記俯瞰表示画像内から選択された前記３次元化モデルと同一
又は類似の３次元化モデル、又は、当該３次元化モデルに対応するオブジェクトを含む画
像を検索する画像検索部をさらに備える、請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　撮像装置により撮像された動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置し
た仮想３次元空間を表示する表示画像を生成するステップと、
　前記動画像を撮像したときの前記撮像装置の移動軌跡を表す移動軌跡情報に基づいて、
前記仮想３次元空間において、前記動画像から抽出された複数のサムネイル画像を、当該
サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装置の位置にそれぞれ描画するステップと、
を含む、表示制御方法。
【請求項１２】
　撮像装置により撮像された動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置し
た仮想３次元空間を表示する表示画像を生成するステップと、
　前記動画像を撮像したときの前記撮像装置の移動軌跡を表す移動軌跡情報に基づいて、
前記仮想３次元空間において、前記動画像から抽出された複数のサムネイル画像を、当該
サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装置の位置にそれぞれ描画するステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、表示制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラなどの撮像装置で撮像及び録画された動画像を表示する映像表示方法とし
て、通常再生表示とフィルムロール表示がある。通常再生表示は、録画された動画像の映
像（撮像面ｘ、ｙ軸）を、先頭から時間軸ｔ通りに順次再生して表示する表示方法である
。ユーザは、この通常再生表示された映像を見ることで、撮像内容を把握することができ
るが、その把握には時間を要する。その時間を短縮するために、動画像を早送り再生して
表示する方法があるが、早送り再生しても、動画像全体の撮像内容を把握するためには、
ある程度の時間を要することには変わりない。
【０００３】
　一方、フィルムロール表示は、録画された動画像から所定の時間間隔で複数のフレーム
画像を選択し、当該フレーム画像をサムネイル画像として時系列順に並べて表示する表示
方法である（例えば特許文献１、２参照）。このフィルムロール表示では、一覧表示され
た任意のサムネイル画像が選択されると、そのサムネイル画像に対応する再生位置から動
画像を通常再生表示することもできる。かかるフィルムロール表示では、上記通常再生表
示と比べて、動画像全体の撮像内容をユーザに分かりやすく提示することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３４７７１号公報
【特許文献２】特開２００８－１６６９８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記フィルムロール表示では、サムネイル画像を抽出する時間間隔が短
すぎると、ユーザは、多数のサムネイル画像を見なければならないので、撮像内容の把握
に時間を要する。一方、該時間間隔が長すぎると、サムネイル画像相互の関連性が低くな
り、ユーザは撮像内容を把握することが困難となる。また、フィルムロール表示では、サ
ムネイル画像を２次元平面上に時系列に並べただけであるので、撮影時の撮像装置の位置
や、撮像装置と被写体との相対的位置関係など、撮像状況を把握することができない。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、撮影された動画像の内容及び撮像状況を把握しやすく表示することが可能な、新規か
つ改良された表示制御装置、表示制御方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、撮像装置により撮像された動
画像を記憶する記憶部と、前記動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置
した仮想３次元空間を表示する表示画像を生成する表示画像生成部と、を備え、前記記憶
部は、前記動画像を撮像したときの前記撮像装置の移動軌跡を表す移動軌跡情報を記憶し
、前記表示画像生成部は、前記移動軌跡情報に基づいて、前記仮想３次元空間において、
前記動画像から抽出された複数のサムネイル画像を、当該サムネイル画像を撮像したとき
の前記撮像装置の位置にそれぞれ描画する、表示制御装置が提供される。また、前記表示
制御装置は、撮像装置の１回の連続した撮像動作により撮像された動画像を記憶する記憶
部と、前記動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間
において、前記動画像から抽出された複数のサムネイル画像を、当該サムネイル画像を撮
像したときの前記撮像装置の位置にそれぞれ描画するとともに、前記サムネイル画像を撮
像順に関連づける情報を描画し、前記３次元化モデル及び前記サムネイル画像を含む前記
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仮想３次元空間を俯瞰的に描画した俯瞰表示画像を生成する表示画像生成部と、前記俯瞰
表示画像を表示部に表示させる表示制御部と、を備えてもよい。
 
【０００８】
　前記記憶部は、前記動画像の付加情報として、前記動画像を撮像したときの前記撮像装
置の移動軌跡を表す移動軌跡情報を記憶しており、前記表示画像生成部は、前記移動軌跡
情報に基づいて、前記仮想３次元空間において前記サムネイル画像を、当該サムネイル画
像を撮像したときの前記撮像装置の位置にそれぞれ描画するようにしてもよい。
【０００９】
　前記サムネイル画像を撮像順に関連づける情報は、前記動画像を撮像したときの前記撮
像装置の移動軌跡を表す移動軌跡線であり、前記表示画像生成部は、前記移動軌跡情報に
基づいて、前記仮想３次元空間において前記サムネイル画像を撮像順に結ぶように前記移
動軌跡線を描画するようにしてもよい。
【００１０】
　前記表示画像生成部は、前記サムネイル画像間を結ぶ前記移動軌跡線を、当該サムネイ
ル画像間の前記動画像の内容又は撮像状況に応じて異なる線種で描画するようにしてもよ
い。
【００１１】
　前記表示画像生成部は、少なくとも一部の前記サムネイル画像の描画位置に、当該サム
ネイル画像に代えて、当該サムネイル画像の内容又は撮像状況を表す代替画像を描画する
ようにしてもよい。
【００１２】
　前記表示画像生成部は、前記仮想３次元空間における前記サムネイル画像の描画位置に
応じて、描画する前記サムネイル画像の大きさを変化させ、描画される前記サムネイル画
像の大きさが所定の大きさ以下となる場合に、当該サムネイル画像に代えて前記代替画像
を描画するようにしてもよい。
【００１３】
　前記表示画像生成部は、前記仮想３次元空間において、前記サムネイル画像に関するメ
タデータを当該サムネイル画像に関連づけて描画するようにしてもよい。
【００１４】
　前記表示部に表示された前記俯瞰表示画像内の前記サムネイル画像又は前記３次元化モ
デルに対するユーザ操作に応じて、前記動画像を編集する画像編集部をさらに備えるよう
にしてもよい。
【００１５】
　前記表示部に表示された前記俯瞰表示画像におけるアングルの指定に応じて、当該指定
されたアングルから見た動画像を生成する画像編集部をさらに備えるようにしてもよい。
【００１６】
　前記表示部に表示された前記俯瞰表示画像内から選択された前記３次元化モデルと同一
又は類似の３次元化モデル、又は、当該３次元化モデルに対応するオブジェクトを含む画
像を検索する画像検索部をさらに備えるようにしてもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、撮像装置により撮像さ
れた動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間を表示
する表示画像を生成するステップと、前記動画像を撮像したときの前記撮像装置の移動軌
跡を表す移動軌跡情報に基づいて、前記仮想３次元空間において、前記動画像から抽出さ
れた複数のサムネイル画像を、当該サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装置の位置
にそれぞれ描画するステップと、を含む、表示制御方法が提供される。また、前記表示制
御方法は、撮像装置の１回の連続した撮像動作により撮像された動画像中に含まれるオブ
ジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間において、前記動画像から抽出され
た複数のサムネイル画像を、前記サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装置の位置に
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それぞれ描画するとともに、前記サムネイル画像を撮像順に関連づける情報を描画し、前
記３次元化モデル及び前記サムネイル画像を含む前記仮想３次元空間を俯瞰的に描画した
俯瞰表示画像を生成するステップと、前記俯瞰表示画像を表示部に表示させるステップと
、を含むようにしてもよい。
 
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、撮像装置により撮像さ
れた動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間を表示
する表示画像を生成するステップと、前記動画像を撮像したときの前記撮像装置の移動軌
跡を表す移動軌跡情報に基づいて前記仮想３次元空間において、前記動画像から抽出され
た複数のサムネイル画像を、当該サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装置の位置に
それぞれ描画するステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供され
る。また、前記プログラムは、撮像装置の１回の連続した撮像動作により撮像された動画
像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間において、前記
動画像から抽出された複数のサムネイル画像を、前記サムネイル画像を撮像したときの前
記撮像装置の位置にそれぞれ描画するとともに、前記サムネイル画像を撮像順に関連づけ
る情報を描画し、前記３次元化モデル及び前記サムネイル画像を含む前記仮想３次元空間
を俯瞰的に描画した俯瞰表示画像を生成するステップと、前記俯瞰表示画像を表示部に表
示させるステップと、をコンピュータに実行させるようにしてもよい。
 
【００１９】
　上記構成によれば、撮像装置の１回の連続した撮像動作により撮像された動画像中に含
まれるオブジェクトの３次元化モデルを配置した仮想３次元空間において、前記動画像か
ら抽出された複数のサムネイル画像が、前記サムネイル画像を撮像したときの前記撮像装
置の位置にそれぞれ描画される。さらに、前記サムネイル画像を撮像順に関連づける情報
が描画される。この結果、前記３次元化モデル及び前記サムネイル画像を含む前記仮想３
次元空間を俯瞰的に描画した俯瞰表示画像が生成される。さらに、前記俯瞰表示画像が表
示部に表示される。よって、動画像の内容及び撮像状況を１つの画像で好適に表現した俯
瞰表示画像を表示できる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように本発明によれば、撮影された動画像の内容及び撮像状況を把握しや
すく表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２２】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．俯瞰表示の概要
　２．第１の実施の形態（撮像装置による撮像時における俯瞰表示）
　３．第２の実施の形態（情報処理装置による再生時における俯瞰表示）
【００２３】
　＜１．俯瞰表示の概要＞
　まず、図１を参照して、本発明の一実施形態にかかる俯瞰表示の概要について説明する
。図１は、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３を表示した表示装置１の例を示す。
【００２４】
　本実施形態にかかる俯瞰表示は、撮像装置により撮像された映像（動画像）を表示装置
１に表示する際に、ユーザがその映像の撮像内容や撮像状況を把握しやすくするための映
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像表示方式である。
【００２５】
　図１に示すように、表示装置１の表示画面２には、俯瞰表示画像３が表示される。この
俯瞰表示画像３は、撮像装置の１回の連続した撮像動作により撮像された動画像の内容を
概略的に表す静止画像である。１回の連続した撮像動作とは、例えば、撮像装置の撮像開
始ボタンが押されてから撮像終了ボタンが押されるまでの間に被写体の動画像を連続して
撮像する動作であり、いわゆる「１ｒｅｃ」である。この１回の連続した撮像動作により
、１つの撮像単位の動画像データが得られ、該１つの撮像単位の動画像データは、通常、
１つのファイルとして記録媒体に記録される。俯瞰表示画像３は、当該１回の撮像動作に
より撮像された動画像データ全体の撮像内容及び撮像状況を把握するために用いられるイ
ンデックス画像として機能する。
【００２６】
　具体的には、図１に示すように、俯瞰表示画像３は、撮像された動画像中に含まれるオ
ブジェクト（物体）の３次元化モデル４と、該動画像から抽出された複数のサムネイル画
像５とを含む仮想３次元空間６を俯瞰的に描画した画像である。仮想３次元空間６は、撮
像装置により撮像された現実の３次元空間（撮像範囲内の被写体）を概略的に表現した空
間である。この仮想３次元空間６には、撮像された動画像中に含まれるオブジェクトの３
次元化モデル４が、現実の３次元空間と同等の位置に配置される。
【００２７】
　オブジェクト（物体）は、撮像された動画像中に含まれる対象物（即ち、撮像範囲内に
存在した一部の被写体）である。３次元化モデル４として表現されるオブジェクトは、例
えば、物、人物、乗り物、建物など、任意の有体物であってよいが、仮想３次元空間６で
分かりやすく表示されるためには、ある程度以上の大きさを有する物体であることが好ま
しい。かかるオブジェクトの３次元化モデル４は、仮想３次元空間６において、撮像され
た現実の３次元空間に存在したオブジェクトと同様の形状、位置及び向きで配置される。
図１の俯瞰表示画像３の例では、仮想３次元空間６として小学校の体育館が表現されてお
り、オブジェクトの３次元化モデル４として、撮像時に該体育館に存在した複数のテーブ
ル４ａや舞台４ｂが表示されている。
【００２８】
　さらに、俯瞰表示画像３の仮想３次元空間６には、動画像から抽出された複数のサムネ
イル画像５が、当該各サムネイル画像５を撮像したときの撮像装置の位置及び向きにそれ
ぞれ描画されている。サムネイル画像５は、撮像装置により１回の連続した撮像動作で撮
像及び録画された動画像データから抽出されたフレーム画像（静止画）である。動画像か
らサムネイル画像を抽出する手法としては、例えば、動画像から所定の時間間隔で所定枚
数のサムネイル画像５を抽出してもよい。また、動画像から、撮像装置を移動させずに停
止して撮像したときのサムネイル画像や、画質が綺麗なサムネイル画像を選択して、抽出
するようにしてもよい。これにより、俯瞰表示画像３内に表示されるサムネイル画像５の
枚数を適切な数に制限できる。従って、俯瞰表示画像３内に多数のサムネイル画像５が描
画されるため、煩雑かつ冗長な表示となることを防止できる。
【００２９】
　図１の例では、仮想３次元空間６に５枚のサムネイル画像５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ、５
ｅが撮像順に描画されている。これらのサムネイル画像５ａ～ｅは、仮想３次元空間６に
該サムネイル画像５ａ～ｅを撮像したときの実際の撮像装置の位置及び向きに対応する位
置及び向きで配置されている。例えば、動画像の先頭のサムネイル画像５ａ（１番目のサ
ムネイル画像５ａ）は、撮像装置による撮影開始位置に対応する位置、即ち、仮想３次元
空間６の手前左側に配置されている。また、該サムネイル画像５ａの向きは、サムネイル
画像５ａを撮像したときの撮像装置の向き（該撮像開始位置から舞台の３次元化モデル４
ｂに向かう方向）となっている。
【００３０】
　また、仮想３次元空間６に描画されるサムネイル画像５の大きさは、遠近法に従って、
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仮想３次元空間６の手前側であれば相対的に大きく、奥側であれば相対的に小さくなるよ
うに描画されている。例えば、１番目のサムネイル画像５ａ及び５番目のサムネイル画像
５ｅは、実際の撮像位置が手前側であるので、仮想３次元空間６の手前側に大きな画像で
描画される。一方、３番目のサムネイル画像５ｃは、実際の撮像位置が最も奥側（舞台側
）であるので、仮想３次元空間６の奥側に小さな画像で描画される。
【００３１】
　このように、サムネイル画像５の位置、向き及び大きさが、該サムネイル画像５を実際
に撮像したときの撮像装置の撮像位置及び撮像向きに対応するように、仮想３次元空間６
において各サムネイル画像５が描画される。
【００３２】
　さらに、仮想３次元空間６には、複数のサムネイル画像５間を相互に結ぶようにして、
撮像装置の移動軌跡線７が描画される。この移動軌跡線７は、複数のサムネイル画像５を
撮像順に関連づける情報の一例であり、実際に動画像を撮像したときの撮像装置の移動軌
跡を表す線である。移動軌跡線７は、複数のサムネイル画像５を撮像順に時系列で結んで
おり、実際の撮像装置の移動経路（即ち、撮像位置）に沿って描画される。かかる移動軌
跡線７を描画することで、各サムネイル画像５の関連性と撮像位置をシンプルかつ的確に
表示できる。よって、かかる移動軌跡線７により、ユーザは、各サムネイル画像５の撮像
順と、動画像を撮像したときの撮像装置の移動軌跡を容易に把握できるようになる。なお
、移動軌跡線７は、撮像装置に設けられた各種センサによって得られた撮像位置情報に基
づいて描画されるが、詳細は後述する。
【００３３】
　以上のように、俯瞰表示画像３では、撮像された動画像中に含まれるオブジェクトの３
次元化モデル４を配置した仮想３次元空間６上に、該動画像から抽出された複数のサムネ
イル画像５が撮像時の撮像装置の位置及び向きに描画される。そして、かかるオブジェク
トの３次元化モデル４とサムネイル画像５を含む仮想３次元空間６を俯瞰的に描画した俯
瞰表示画像３が生成され、該俯瞰表示画像３が表示装置１の表示画面２に表示される。こ
のように、俯瞰表示画像３は、仮想３次元空間６上で、実際に撮像された動画像のサムネ
イル画像５と、その動画像中に現れるオブジェクトの３次元化モデル４とを関連付けて俯
瞰表示するものである。以下、この表示方式を「４次元時空俯瞰表示」と称する。
【００３４】
　かかる４次元時空俯瞰表示される俯瞰表示画像３を見たユーザは、動画像データを撮像
したときの撮影面ｘ，ｙ軸以外にも、奥行きｚ軸及び撮影時間t軸を同時に把握すること
が可能となる。つまり、ユーザは、俯瞰表示画像３における３次元化モデル４とサムネイ
ル画像５の相互の位置関係や、サムネイル画像５の配置、向き及び大きさ、並びに、移動
軌跡線７によって、動画像の内容のみならず、動画像を撮像したときの撮像状況も容易に
把握できる。このように、動画像をインデックス表示するための俯瞰表示画像３により、
ユーザは、その動画像をどこでどのように撮影したかを容易に把握できる。
【００３５】
　なお、俯瞰表示画像３を表示する表示装置１としては、２次元表示ディスプレイ（ｘ,
ｙ）又は３次元表示ディスプレイ（ｘ,ｙ,ｚ）のいずれであってもよい。
【００３６】
　また、上記のようなオブジェクトの３次元化モデル４の生成方法としては、公知の任意
の方法を利用可能であり、所定の方法に限定されるものではないが、例えば、次の方法（
ａ）～（ｄ）がある。
【００３７】
　（ａ）撮影装置に搭載された各種センサを利用して３次元化モデル４を生成する方法
　例えば、撮像時の撮像装置とオブジェクトとの距離を測定するための距離センサや、撮
像時の撮像装置の移動軌跡又は姿勢を測定するための移動軌跡用センサを、撮像装置に設
置する。移動軌跡用センサは、例えば、角速度センサ、加速度センサ、磁気センサ、ＧＰ
Ｓ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）センサなどである。撮像装
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置又は情報処理装置などの表示制御装置は、かかる各種のセンサを用いて、動画像を撮像
した時の撮像装置とオブジェクトとの距離、撮像装置の移動軌跡又は姿勢などを測定する
。そして、表示制御装置は、この測定データ及び動画像データを解析することで、撮像さ
れた空間内に存在するオブジェクトの形状、位置、向きなどを推定し、その３次元化モデ
ル４を生成する。
【００３８】
　（ｂ）ソフトウェアを用いて動画像データから３次元化モデル４を自動抽出する方法
　撮像装置又は情報処理装置などの表示制御装置に、３次元化モデル生成用のソフトウェ
ア（プログラム）をインストールする。該ソフトウェアは、動画像データを解析して、動
画像データが表す映像中に含まれるオブジェクトを特定及び抽出し、その形状、位置、大
きさ等を推定して３次元化モデル４を生成する。なお、表示制御装置は、他の機器で同様
にして生成された３次元化モデル４のデータを、該他の機器から記録媒体又はネットワー
クを介して取得してもよい。
【００３９】
　（ｃ）人手による作業で３次元化モデル４を生成する方法
　ユーザが、動画像データを再生表示した映像を見て、マニュアルで３次元化モデルを生
成する。このマニュアルによる３次元化モデル４の生成は、撮像装置又は情報処理装置な
どの表示制御装置において行われてもよいし、他の機器で行われてもよい。後者の場合は
、表示制御装置は、該他の機器から記録媒体又はネットワークを介して３次元化モデル４
に関する情報を取得してもよい。
【００４０】
　（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）の３次元化モデル４の組み合わせ
　表示制御装置は、上記（ａ）～（ｃ）などの各種手法で生成された３次元化モデル４を
組み合わせて、仮想３次元空間６に配置する最終的な３次元化モデル４を生成してもよい
。
【００４１】
　以上、動画像中に含まれるオブジェクトの３次元化モデル４の生成方法の例を説明した
。なお、仮想３次元空間６に描画される３次元化モデル４は、現実のオブジェクトを忠実
に表現したものであってもよいし、或いは、現実のオブジェクトを単純化したり、不要な
ものを省略したりして、簡略化した３次元化モデル４であってもよい。例えば、俯瞰表示
画像３において、３次元化モデル４をモノクロームでシンプルに表示してもよい。これに
より、その３次元化モデル４の周辺に配置されるサムネイル画像５を際立たせて、該サム
ネイル画像５を見やすく表示できる。なお、俯瞰表示画像３において、仮想３次元空間６
内に３次元化モデル４を全く描画しないで、サムネイル画像５のみを描画してもよい、ま
た、３次元化モデル４を描画しないで、サムネイル画像５と、後述の移動軌跡線７又はメ
タデータ１６などを描画してもよい。
【００４２】
　また、表示制御装置は、ユーザにより指定された動画像中の撮像時刻に応じて、俯瞰表
示画像３上に表示される３次元化モデル４の描画位置を選択できる。例えば、３次元化モ
デル４ごとに、ある１時刻のみ、全時刻、周期的な時刻などを選択することで、それぞれ
の３次元化モデル４の描画位置や描画の有無を制御できる。
【００４３】
　また、俯瞰表示画像３では、撮像位置の水平方向への移動だけでなく、鉛直方向の移動
も表現可能であるが、俯瞰的に見るには不都合なオブジェクト（例えば床や天井など）の
３次元化モデルについては、適切に描画が省略される。
【００４４】
　また、表示制御装置は、上述した俯瞰表示画像３を俯瞰表示するときの基準となる視点
（４次元時空俯瞰表示の視点）を、ユーザ選択に応じて任意に変更可能である。例えば、
表示制御装置は、動画像を解析することによって、動画像全体の内容を把握するために最
も適した視点を求め、ユーザにお勧めの視点として提示することができる。
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【００４５】
　ここで、図２及び図３を参照して、上記俯瞰表示画像３（図１）と、通常再生表示の画
像８（図２）及びフィルムロール表示の画像９（図３）とを比較する、
【００４６】
　図２に示すように、通常再生表示は、録画された動画像の映像（撮像面ｘ、ｙ軸）を、
時間軸ｔ通りに順次再生して表示する通常の表示方法である。かかる通常再生表示では、
再生中の画像８が１つだけ表示されるので、動画像全体の内容を把握するには時間がかか
る。
【００４７】
　また、図３に示すように、フィルムロール表示は、録画された動画像から所定の時間間
隔で複数のサムネイル画像（フレーム画像）１１ａ～ｅを抽出し、当該サムネイル画像１
１ａ～ｅを時系列順に並べて表示する表示方法である。かかるフィルムロール表示では、
上記通常再生表示よりも撮像内容を把握し易い。しかし、サムネイル画像１１ａ～ｅを抽
出する時間間隔が短すぎると、複数のサムネイル画像１１ａ～ｅが表示されて煩雑となり
、撮像内容の把握に時間がかかる。一方、該時間間隔が長すぎると、サムネイル画像１１
ａ～ｅの関連性が低下するため、撮像内容を把握できない。
【００４８】
　これに対し、図１に示したように、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３では、撮像され
た動画像の撮影面ｘ，ｙ軸、奥行きｚ軸及び撮影時間t軸を同時に把握できるだけでなく
、サムネイル画像５の撮像順や撮像位置、向きも把握できる。よって、ユーザは、その動
画像をどこでどのように撮影したかを容易に把握でき、撮像内容及び撮像状況の把握に役
立つ。
【００４９】
　以上、４次元時空俯瞰表示を用いた俯瞰表示画像３の概要を説明した。以下に、上記俯
瞰表示画像３を表示するための表示制御装置及び表示制御方法の好適な実施形態について
説明する。
【００５０】
　＜２．第１の実施形態＞
　まず、本発明の第１の実施形態にかかる表示制御装置及び方法について説明する。
【００５１】
　第１の実施形態は、図４に示すように、本発明の表示制御装置を撮像装置１０（例えば
ビデオカメラ）に適用した例である。そして、該撮像装置１０による撮像時におけるリア
ルタイム用途として、撮像装置１０が備える表示装置１３０に上記俯瞰表示画像３を表示
する。例えば、撮像装置１０を用いて１ｒｅｃの動画像を撮像及び録画しながら、或いは
、１ｒｅｃの動画像を撮像及び録画した後に、ユーザが、録画された動画像の内容を確認
する際に、当該動画像データに関する俯瞰表示画像３を表示装置１３０に表示させる。
【００５２】
　［撮像装置のハードウェア構成］
　まず、図５を参照して、本実施形態にかかる撮像装置１０のハードウェア構成について
詳細に説明する。図５は、本実施形態にかかる撮像装置１０のハードウェア構成を示すブ
ロック図である。
【００５３】
　図５に示すように、本実施形態にかかる撮像装置１０は、概略的には、撮像部１１０と
、信号処理部１２０と、表示装置１３０と、記録デバイス１４０と、制御部１５０と、操
作部１６０と、距離センサ１７０と、移動軌跡用センサ１７２と、を備える。
【００５４】
　撮像部１１０は、被写体を撮像してアナログ画像信号を出力する。撮像部１１０は、撮
像光学系１１１と、撮像素子１１２と、タイミングジェネレータ１１３と、光学部品駆動
部１１４とを備える。
【００５５】
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　撮像光学系１１１は、フォーカスレンズ、ズームレンズ等の各種レンズや、不要な波長
を除去する光学フィルタ、絞り等の光学部品からなる。被写体から入射された光は撮像光
学系１１１における各光学部品を介して撮像素子１１２に導かれる。撮像素子１１２は、
例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍ
ｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの
固体撮像素子で構成される。この撮像素子１１２は撮像光学系１１１を介して導かれた光
を光電変換し、撮像画像としての電気信号（アナログ画像信号）を出力する。
【００５６】
　撮像光学系１１１には、絞りの調整や、フォーカスレンズの移動などを行うための駆動
機構であるアクチュエータ（図示せず。）が機械的に接続されている。そして、アクチュ
エータは、その駆動制御を行うための光学部分駆動部１１４に接続されている。光学部分
駆動部１１４は、後述するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
１５１の指示に従って、撮像光学系１１１の光学部品の駆動を制御する。また、タイミン
グジェネレータ（ＴＧ：Ｔｉｍｉｎｇ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）１１３は、ＣＰＵ１５１の
指示に従って、撮像素子１１２に必要な動作パルスを生成する。例えば、ＴＧ７０は、垂
直転送のための４相パルス、フィールドシフトパルス、水平転送のための２相パルス、シ
ャッタパルスなどの各種パルスを生成し、撮像素子１１２に供給する。このＴＧ７０によ
り撮像素子１１２を駆動（電子シャッタ機能）させることが可能となる。
【００５７】
　上記の撮像素子１１２が出力した画像信号は信号処理部１２０に入力される。信号処理
部１２０は、撮像素子１１２から出力される画像信号に対して所定の信号処理を実行し、
当該信号処理後の画像信号を表示装置表示装置１３０や記録デバイス１４０に出力する。
信号処理部１２０は、アナログ信号処理部１２１、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換部
１２２、デジタル信号処理部１２３を備える。
【００５８】
　アナログ信号処理部１２１は、画像信号を前処理する所謂アナログフロントエンドであ
る。例えば、アナログ信号処理部１２１は、撮像素子１１２から出力される撮像画像とし
ての電気信号に対して、ＣＤＳ（ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　ｄｏｕｂｌｅ　ｓａｍｐｌｉｎ
ｇ：相関２重サンプリング）処理、プログラマブルゲインアンプ（ＰＧＡ）によるゲイン
処理などを行う。そして、アナログ信号処理部１２１は、これらの前処理を行った画像信
号をＡ／Ｄ変換部１２２に出力する。Ａ／Ｄ変換部１２２は、入力されたアナログ画像信
号をデジタル画像信号に変換して、デジタル信号処理部１２３に出力する。デジタルデジ
タル信号処理部１２３は、入力されたデジタル画像信号に対して、例えば、ガンマ補正処
理やホワイトバランス処理等のデジタル信号処理を行って、撮像画像の映像信号を生成す
る。デジタル信号処理部１２３は、上記生成した撮像画像データの映像信号を表示装置１
３０及び記録デバイス１４０に出力する。
【００５９】
　表示装置１３０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）、有機ＥＬディスプレイなどで構成される。表示装置１３０は、入力された
各種の画像データを表示する。例えば、表示装置１３０は、信号処理部１２０から撮像中
にリアルタイムで入力される撮像中の撮像画像データを表示する。これにより、ユーザは
、撮像装置１０で撮像中の画像を見ながら撮影を行うことができる。また、記録デバイス
１４０に記録されている撮像済みの画像データを再生したときに、表示装置１３０は、記
録デバイス１４０から入力された再生画像データを表示する。これにより、ユーザは、記
録デバイス１４０に記録されている撮像画像データの内容を確認することができる。なお
、表示装置１３０は、上述した俯瞰表示画像３（図１参照。）を表示するが、詳細は後述
する。
【００６０】
　記録デバイス１４０は、上記のように撮像された画像データやそのメタデータなど、各
種のデータを記録媒体に記録する。記録デバイス１４０は、光ディスクドライブ、ハード
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ディスクドライブ（ＨＤＤ）など、任意の記録装置で構成できる。記録媒体は、例えば、
光ディスクや、メモリカード等の半導体メモリ、ハードディスクなどのリムーバブルメデ
ィアを使用できる。光ディスクは、例えば、ブルーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉ
ｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ（Ｃｏｍｐａ
ｃｔ　Ｄｉｓｃ）等である。なお、記録媒体は撮像装置１０に内蔵されたものを用いても
よい。
【００６１】
　制御部１００は、マイクロコントローラなどで構成され、撮像装置１０の全体の動作を
制御する。制御部１００は、例えば、ＣＰＵ１５１、ＥＥＰＲＯＭ１５２、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１５３、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）１５４を備える。なお、ＥＥＰＲＯＭは、「Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａ
ｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ」の略称である。
【００６２】
　ＣＰＵ１５１は、上記撮像部１１０のＴＧ１１３や光学部品駆動部１１４を制御して、
撮像部１１０による撮像処理を制御する。例えば、ＣＰＵ１５１は、上記撮像光学系１１
１の絞りの調整、撮像素子１１２の電子シャッタースピードの設定、アナログ信号処理部
１２１のＡＧＣのゲイン設定などにより、自動露光制御を行う。また、ＣＰＵ１５１は、
上記撮像光学系１１１のフォーカスレンズの駆動などにより、被写体に対してレンズの焦
点を自動的に合焦させオートフォーカス制御を行う。また、ＣＰＵ１５１は、記録デバイ
ス１４０による撮像画像データの記録・再生処理を制御する。さらに、ＣＰＵ１５１は、
表示装置１３０に各種の表示データを表示させるための表示制御を行う。なお、ＣＰＵ１
５１は、上述した俯瞰表示画像３（図１参照。）の生成処理と、当該俯瞰表示画像３を表
示装置１３０に表示させるための表示制御処理を実行するが、詳細は後述する。
【００６３】
　制御部１００におけるＲＯＭ１５３には、上記ＣＰＵ１５１の各種の制御処理を実行さ
せるためのプログラムが格納されている。ＣＰＵ１５１は、該プログラムに基づいて動作
して、ＲＡＭ１５４を用いながら、上記各制御のための必要な演算・制御処理を実行する
。該プログラムは、撮像装置に内蔵された記憶装置（例えばＲＯＭ１５３等）に予め格納
しておくことができる。また、当該プログラムは、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、
メモリカードなどのリムーバブル記録媒体に格納されて、撮像装置に提供されてもよいし
、ＬＡＮ、インターネット等のネットワークを介して撮像装置にダウンロードされてもよ
い。
【００６４】
　操作部１６０、表示装置１３０は、ユーザインターフェースとして機能する。操作部１
６０は、操作ボタン、タッチパネル等で構成され、ユーザ操作に応じて指示情報を制御部
１００に出力する。なお、操作部１６０、表示装置１３０は、撮像装置１０とは別体の機
器で構成されもよい。
【００６５】
　距離センサ１７０は、撮像対象の被写体と撮像装置１０との距離を測定するためのセン
サである。この距離センサ１７０によって、撮像装置１０による撮像中に、被写体として
撮像範囲に含まれるオブジェクトと撮像装置１０との距離を測定できる。また、移動軌跡
用センサ１７２は、撮像中の撮像装置１０の位置、移動軌跡、姿勢などを測定するための
センサであり、例えば、角速度センサ、加速度センサ、磁気センサ、ＧＰＳセンサ等で構
成される。これらの距離センサ１７０や移動軌跡用センサ１７２は、上記俯瞰表示画像３
内の３次元化モデル４や移動軌跡線７を描画するために用いられるが、詳細は後述する。
【００６６】
　［撮像装置の機能構成］
　次に、図６を参照して、本実施形態にかかる撮像装置１０の機能構成について詳細に説
明する。図６は、本実施形態にかかる撮像装置１０の機能構成を示すブロック図である。
なお、図６では、本実施形態にかかる特徴である俯瞰表示画像３を表示するための機能部
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を概略的に示している。
【００６７】
　図６に示すように、撮像装置１０は、記憶部２０と、撮像処理部４０と、前処理部５０
と、表示画像生成部６０と、表示制御部７０と、表示装置１３０と、操作部１６０と、距
離センサ１７０と、移動軌跡用センサ１７２とを備える。このうち、前処理部５０、表示
画像生成部６０及び表示制御部７０は、例えば、撮像装置１０にインストールされたソフ
トウェアにより実現される。即ち、例えば図５に示したＣＰＵ１５１は、ＲＯＭ１５３等
に格納されたプログラムに従って動作することによって、前処理部５０、表示画像生成部
６０及び表示制御部７０として機能する。なお、該プログラムは、記憶媒体又はネットワ
ークを介して撮像装置１０に提供できる。以下、各部について詳述する。
【００６８】
　記憶部２０は、動画像データ２１、サムネイル画像情報２６などの各種情報２１～３１
を記憶する。記憶部２０は、例えば図５に示した記録デバイス１４０、ＥＥＰＲＯＭ１５
２などで構成される。
【００６９】
　撮像処理部４０は、被写体を撮像して動画像データ２１を得る。撮像処理部４０は、例
えば図５に示した撮像部１１０及び信号処理部１２０などで構成される。撮像処理部４０
は、撮像した動画像データ２１を記憶部２０に記録する。
【００７０】
　前処理部５０は、図１に示したような俯瞰表示画像３を生成するために必要な各種の情
報、データを生成する前処理を行う。前処理部５０は、距離推定部５１、台詞推定部５２
、移動軌跡推定部５３、３次元形状推定部５４、サムネイル画像抽出部５５、代替画像生
成部５６、撮影情報リンク部５７及び被写体推定部５８を有する。
【００７１】
　距離推定部５１は、撮像装置１０とオブジェクトとの間の距離関係を推定する処理を行
う。上述したように、撮像装置１０には、例えば、レーザー、音又はミリ波レーダー等を
利用する距離センサ１７０が搭載されている。この距離センサ１７０は、撮像装置１０に
よる撮像中に、被写体として撮像範囲に含まれるオブジェクトと撮像装置１０との距離を
測定する。距離推定部５１は、距離センサ１７０により測定された距離情報と、動画像デ
ータ２１を解析した結果に基づき、撮像装置１０から撮像空間内に存在する複数のオブジ
ェクトまでの距離や、オブジェクト相互の距離を推定する。そして、距離推定部５１は、
推定した距離情報に基づき、撮像時における撮像装置１０及びオブジェクト相互の位置関
係を表す距離マップ２２を生成し、該距離マップ２２を記憶部２０に保存する。なお、撮
像装置から対象までの距離を測る方法として、複数のカメラ（撮像部）を用いたストレオ
視（両眼立体視）による測距方法がある。距離推定部５１は、当該ストレオ視（両眼立体
視）による測距方法を用いて、撮像装置１０から撮像空間内に存在する複数のオブジェク
トまでの距離や、オブジェクト相互の距離を推定することも可能である。
【００７２】
　台詞推定部５２は、動画像データ２１に付加されている音声データを解析することによ
って、動画像中で意味のある音声が録音されている画像位置（撮像時刻に対応する。）を
検出する。意味のある音声とは、例えば、動画像の内容と関連する音声であり、例えば、
人物が話した言葉（台詞）や、物体の効果音などであり、ノイズや環境音などの音声は除
かれる。台詞推定部５２は、意味のある音声が録音されている画像位置を表す台詞情報２
３を生成して、記憶部２０に保存する。なお、図５に示す撮像装置のブロック図では、撮
像時の音声を取得するための音声取得部（マイクロフォンなど）の図示を省略しているが
、撮像装置１０は、当該音声取得部を具備することができる。
【００７３】
　移動軌跡推定部５３は、移動軌跡用センサ１７２の測定データや動画像データ２１の解
析結果に基づいて、動画像を撮像したときの撮像装置１０の移動軌跡及び姿勢を推定する
。上述したように、撮像装置１０には、距離センサ１７０が搭載されている。距離センサ
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１７０は、例えば、角速度センサ、加速度センサ、磁気センサ、ＧＰＳセンサ等である。
角速度センサ、加速度センサは、撮像中に撮像装置１０が移動したときの角速度、加速度
をそれぞれ検出する。磁気センサは、当該撮像装置１０の周囲の磁場を検出することで、
撮像装置１０の向きを検出する。ＧＰＳセンサは、撮像装置１０の位置情報（緯度、経度
）を検出する。移動軌跡用センサ１７２は、このように検出した撮像装置１０の角速度、
加速度、磁場変動、撮像位置などの測定データを移動軌跡推定部５３に出力する。移動軌
跡推定部５３は、かかる測定データと上記動画像データ２１を解析することによって、動
画像を撮像したときの撮像装置１０の移動軌跡、姿勢を推定する。そして、移動軌跡推定
部５３は、推定した撮像装置１０の移動軌跡、姿勢を表す移動軌跡情報２４を記憶部２０
に保存する。
【００７４】
　３次元形状推定部５４は、距離マップ２２及び撮像装置１０の移動軌跡情報２４に基づ
いて、動画像中に含まれているオブジェクト（例えば、図１のテーブル、舞台など）の３
次元形状や位置を推定する。動画像中に含まれているオブジェクトとは、撮像時に撮像範
囲内に被写体として存在していたオブジェクトである。そして、３次元形状推定部５４は
、推定したオブジェクトの３次元形状や位置を表すオブジェクト情報２５を記憶部２５に
記憶する。なお、３次元形状推定部５４は、上記推定したオブジェクトの３次元形状や位
置に基づいて、それぞれのオブジェクトの３次元化モデル４を生成して、当該３次元化モ
デル情報を記憶部２０に保存してもよい。
【００７５】
　サムネイル画像抽出部５５は、撮像装置１０により撮像された動画像データから、複数
のサムネイル画像５を抽出する。サムネイル画像５は、その動画像の特徴画像を表すフレ
ーム画像である。サムネイル画像抽出部５５は、動画像から所定の時間間隔で所定枚数の
サムネイル画像５を自動的に抽出してもよいし、停止して撮像したときのサムネイル画像
５や画質が綺麗なサムネイル画像５を選択して抽出してもよい。サムネイル画像抽出部５
５は、抽出した複数のサムネイル画像５自体、或いは、その画像位置（撮像時刻）を表す
情報を、サムネイル画像情報２６として記憶部２０に保存する。
【００７６】
　代替画像生成部５６は、上記抽出されたサムネイル画像５の内容又は撮像状況などを表
す代替画像を生成する。代替画像は、俯瞰表示画像３において、サムネイル画像５の代わ
りに表示される画像であり、例えば、アイコン、イラスト、静止画、テキストなどである
。サムネイル画像５の撮像状況は、例えば、そのサムネイル画像５を撮像したときの撮像
装置１０の向きや、ズーム、フォーカス、露出、画質等のカメラ設定値、撮像装置の移動
速度、撮像装置１０の動作状態、手ぶれの状態などである。サムネイル画像５の内容（撮
像内容）は、サムネイル画像５中に含まれる被写体に関する情報であり、例えば、被写体
の名称、識別情報、動作、サイズ、撮影環境などである。代替画像生成部５６は、サムネ
イル画像５をアイコン化、イラスト化することによって、サムネイル画像５の内容を表す
アイコン、イラスト（例えば、サムネイル画像５に写っている人物の顔のイラスト）を生
成できる。代替画像生成部５６は、生成した代替画像２７を記憶部２０に保存する。
【００７７】
　撮影情報リンク部５７は、撮像者情報３０及び撮像装置情報３１などを含む撮像情報と
、動画像データ２１とを関連づけて撮像情報のリンク情報２８を生成する。撮像者情報３
０は、動画像を撮像した人物に関する情報であり、例えば、当該人物の名前、識別情報、
動作などを表す情報である。撮像機器情報３１は、動画像データ２１を撮像した撮像装置
１０に関する情報であり、例えば、撮像装置１０のメーカー名、機種名、識別情報、カメ
ラ設置値等の撮像条件、撮像装置１０の動作状態、映像の種類、画像のフォーマット、動
作などを表す情報である。撮像者情報３０及び撮像機器情報３１は、操作部１６０に対す
るユーザ操作に基づいて生成されてもよいし、撮像装置１０が自動生成してもよい。
【００７８】
　これらの撮像者情報３０及び撮像機器情報３１からなる撮像情報は、動画像データ２１
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を撮像したときの撮像状況を表す情報であり、動画像データ２１の識別情報又は属性情報
として機能する。従って、かかる撮像情報を動画像データ２１に関連付けることで、動画
像データを識別したり、動画像データ２１の内容をより的確に把握したりできるようにな
る。そこで、撮影情報リンク部５７は、撮像情報と動画像データ２１とを関連づけて撮像
情報のリンク情報２８を生成し、記憶部２０に保存する。なお、撮像情報は、その内容に
応じて、１ｒｅｃの動画像データ２１全体に関連づけられてもよいし、或いは、動画像デ
ータ２１の所定の画像単位（例えばフレーム単位）ごとに関連づけられてもよい。後者の
場合、各サムネイル画像５にそれぞれ撮像情報を関連づけることができるので、俯瞰表示
画像３において、サムネイル画像５とともに当該サムネイル画像５の内容又は撮像状況を
表すメタデータを表示できるようになる（図１０参照。）。
【００７９】
　被写体推定部５８は、動画像データ２１を解析して、撮像された動画像に含まれる被写
体を推定し、被写体情報２９を生成する。被写体情報２９は、動画像に含まれる被写体の
名称、動作、サイズ、撮像環境などである。被写体推定部５８は、生成した被写体情報２
９を記憶部２０に保存する。
【００８０】
　表示画像生成部６０は、上記動画像データ２１と、前処理部５０により生成された各種
の情報、データ２２～２９に基づいて、俯瞰表示画像３を生成する。具体的には、表示画
像生成部６０は上記距離マップ２２、移動軌跡情報２４、オブジェクト情報２５などに基
づいて、動画像データ２１中に含まれるオブジェクトの３次元化モデル４を配置した仮想
３次元空間６を描画する。そして、表示画像生成部６０は移動軌跡情報２４及びサムネイ
ル画像情報２６等に基づいて、仮想３次元空間６において、動画像データ２１から抽出さ
れた複数のサムネイル画像５を、その撮像位置にそれぞれ描画する。さらに、表示画像生
成部６０は移動軌跡情報２４等に基づいて、当該サムネイル画像５を撮像順に関連づける
移動軌跡線７を描画する。この結果、図１に示したように、３次元化モデル４及びサムネ
イル画像５を含む仮想３次元空間６を俯瞰的に描画した俯瞰表示画像３が生成される。
【００８１】
　表示画像生成部３０は、移動軌跡情報２４に基づいて、各サムネイル画像５を撮像した
ときの撮像装置１０の位置（サムネイル画像５の撮像位置）及び向きを特定し、仮想３次
元空間６において各サムネイル画像を当該撮像位置及び向きにそれぞれ描画する。このと
き、表示画像生成部６０は、仮想３次元空間６におけるサムネイル画像５及び３次元化モ
デル４の描画位置に応じて、描画するサムネイル画像５及び３次元化モデル４の大きさを
変化させる。例えば、サムネイル画像５の描画位置が仮想３次元空間６の奥側であれば、
サムネイル画像５を小さく描画し、手前側であれば、サムネイル画像５を大きく描画する
。これにより、斜め上方を視点として仮想３次元空間６を俯瞰表示して、撮像状況を把握
し易いようにできる。
【００８２】
　なお、表示画像生成部６０は、生成した俯瞰表示画像３を動画像データ２１に関連づけ
て、記憶部２０に保存してもよい。これにより、同一の動画像データ２１に関し、俯瞰表
示画像３を再生成してなくて済むようになる。また、表示画像生成部６０は、台詞情報２
３、代替画像２７、撮像情報のリンク情報２８又は被写体情報２９などに基づいて、各種
の追加情報を俯瞰表示画像３に描画できるが、その詳細は後述する。
【００８３】
　表示制御部７０は、表示画像生成部６０により生成された俯瞰表示画像３を表示するよ
う表示装置１３０（例えばＬＣＤ）を制御する。これにより、表示装置１３０が俯瞰表示
画像３を表示するようになる。なお、表示制御部７０による表示制御、及び、表示画像生
成部６０による俯瞰表示画像３の生成は、操作部１６０に対するユーザ操作に応じて実行
されてもよいし、設定に応じて自動的に実行されてもよい。
【００８４】
　［表示制御フロー］
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　次に、図７を参照して、本実施形態にかかる撮像装置１０において俯瞰表示画像３を表
示する方法について説明する。図７は、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３の表示方法を
示すフローチャートである。
【００８５】
　図７に示すように、まず、撮像装置１０のＣＰＵ１５１は、図６に示した記憶部２０に
記憶されている動画像データ２１や、距離センサ１７０及び移動軌跡用センサ１７２の測
定データなどを解析する（Ｓ１０）。これにより、図６に示したような各種の情報、デー
タ２２～２９が得られる。
【００８６】
　次いで、ＣＰＵ１５１は、上記距離マップ２２、移動軌跡情報２４、オブジェクト情報
２５などに基づいて、撮像された動画像中に存在する複数のオブジェクトの３次元化モデ
ル４を生成する（Ｓ１２）。さらに、ＣＰＵ１５１は、動画像データ２１から、上記所定
の抽出基準に従って、複数のサムネイル画像５を抽出する（Ｓ１４）。
【００８７】
　その後、ＣＰＵ１５１は、Ｓ１２で生成されたオブジェクトの３次元化モデル４を、そ
のオブジェクトの実際の位置に対応する位置に配置した仮想３次元空間６を描画する（Ｓ
１６）。次いで、ＣＰＵ１５１は、この仮想３次元空間６上に、Ｓ１４で抽出された複数
のサムネイル画像５を、該サムネイル画像５を撮像したときの撮像装置１０の位置及び向
きにそれぞれ描画する（Ｓ１８）。さらに、ＣＰＵ１５１は、移動軌跡情報２４等に基づ
いて、当該サムネイル画像５を撮像順に関連づける移動軌跡線７を描画する（Ｓ２０）。
このようにして、１回の撮像動作で得られた動画像に関し、３次元化モデル４、サムネイ
ル画像５及び移動軌跡線７を含む仮想３次元空間６を俯瞰的に描画した俯瞰表示画像３（
図１参照。）を生成できる。
【００８８】
　さらに、ＣＰＵ１５１は、必要に応じて、上記台詞情報２３、代替画像２７、撮像情報
のリンク情報２８又は被写体情報２９などに基づいて、俯瞰表示画像３内に追加情報を描
画する（Ｓ２２）。例えば、サムネイル画像５に代えて、アイコン、イラスト等の代替画
像を描画したり、台詞が検出されたサムネイル画像５にマークを描画したり、サムネイル
画像５のメタデータを描画したりしてもよい。
【００８９】
　その後、ＣＰＵ１５１は、上記のように生成した俯瞰表示画像３のデータを、表示装置
１３０に送信して、表示装置１３０に当該俯瞰表示画像３を表示させる（Ｓ２４）。この
結果、図１に示したような俯瞰表示画像３が表示装置１３０に表示され、ユーザは、動画
像の撮像内容及び撮像状況を好適に把握できる。
【００９０】
　［俯瞰表示画像の表示例］
　次に、図８～図１４を参照して、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３の表示例について
説明する。なお、以下に説明する俯瞰表示画像３は、上述した撮像装置１０の表示画像生
成部６０により生成され、表示制御部７０によって表示装置１３０に表示されるものであ
る。
【００９１】
　（１）俯瞰表示と通常再生表示の組合せ（図８）
　図８に示すように、表示制御部７０は、上述した俯瞰表示画像３と、通常再生表示画像
８とを組み合わせて表示する。ユーザが俯瞰表示画像３中の１つのサムネイル画像５ｃを
選択すると、表示制御部７０は、当該選択されたサムネイル画像５ｃに対応する時刻から
動画像データ２１を通常再生して、通常再生表示画像８を動画像として再生表示する。こ
れにより、ユーザは、俯瞰表示画像３上で確認したいサムネイル画像５ｃを選択すると、
その位置からの通常再生表示の動画像８を見ることができる。よって、撮像された動画像
の内容をより的確に把握できる。
【００９２】
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　また、通常再生表示画像８において再生中の映像や撮像位置は、俯瞰表示画像３上にお
いて、他の箇所とは区別できるように表示される。図示の例では、通常再生表示中のサム
ネイル画像５ｃ上に、矢印状のポインタ１２が描画されている。このため、ユーザは、サ
ムネイル画像５ｃ以降の映像を通常再生表示していることや、その再生位置を認知できる
。
【００９３】
　（２）俯瞰表示とフィルムロール表示の組合せ（図９）
　図９に示すように、表示制御部７０は、上述した俯瞰表示画像３と、フィルムロール表
示画像９とを組み合わせて表示する。俯瞰表示画像３のサムネイル画像５ａ～ｅは、フィ
ルムロール表示画像９のサムネイル画像１１ａ～ｅとそれぞれ対応している。ユーザが俯
瞰表示画像３中の１つのサムネイル画像５ｃを選択することで、表示制御部７０は、フィ
ルムロール表示画像９において、当該選択されたサムネイル画像５ｃに対応するサムネイ
ル画像１１ｃの位置から映像を再生表示する。このように、俯瞰表示画像３とフィルムロ
ール表示画像９を組み合わせることによって、撮像された動画像の内容、特に、時間軸ｔ
の情報をより分かりやすく表示できる。
【００９４】
　また、フィルムロール表示画像９において再生中の映像や撮影位置は、俯瞰表示画像３
上において、他の箇所とは区別できるように表示される。図示の例では、俯瞰表示画像３
のサムネイル画像５ａと、フィルムロール表示画像９中のサムネイル画像１１ｃがそれぞ
れ、枠１３、１４で囲まれている。このため、ユーザは、サムネイル画像５ｃ以降の映像
を再生表示していることや、その撮像位置を認知できる
【００９５】
　（３）俯瞰表示における代替画像、メタデータの表示（図１０）
　図１０に示すように、表示制御部７０は、俯瞰表示画像３上に、サムネイル画像５に代
えて、アイコン、イラスト、静止画像、テキストなど、サムネイル画像５の内容又は撮像
状況を表す代替画像１５を表示することができる。サムネイル画像５又は代替画像１５の
いずれを表示するかは、ユーザが任意に選択可能にしてもよいし、サムネイル画像５の大
きさに応じて表示画像生成部６０が自動的に決定してもよい。
【００９６】
　ここで、代替画像１５の具体例を説明する。例えば、代替画像１５ｂは、サムネイル画
像５ｂ中の一部を拡大した静止画像（例えば、サムネイル画像５中の人物の顔のみを切り
だした画像）である。また、代替画像１５ｃは、サムネイル画像５ｃの内容を単純化した
イラスト（例えば、サムネイル画像５ｃの被写体（舞台）全体のイラスト）である。また
、代替画像１５ｄは、撮像装置１０を表すアイコンである。このアイコンは、サムネイル
画像５ｂを撮像したときの撮像装置１０の向きを表すように描画されることが好ましい。
これにより、ユーザは、アイコンの代替画像１５ｃを見れば、その位置での撮像方向を容
易に把握できる。また、代替画像１５としては、サムネイル画像５の内容を表現したテキ
スト（図示せず。）を表示してもよい。このような代替画像１５ｂ、１５ｃ、１５ｄによ
り、ユーザがサムネイル画像５の内容を容易に把握できるようになる。
【００９７】
　また、俯瞰表示画像３上でサムネイル画像５が小さくなりすぎる場合に、サムネイル画
像５に代えて、代替画像１５を表示するようにしてもよい。上述したように、俯瞰表示画
像３では、サムネイル画像５を含む仮想３次元空間６は俯瞰的に表示される。このために
、表示画像生成部６０は、仮想３次元空間６におけるサムネイル画像５及び３次元化モデ
ル４の描画位置に応じて、描画するサムネイル画像５及び３次元化モデル４の大きさを変
化させる。例えば、サムネイル画像５の描画位置が仮想３次元空間６の奥側であれば、サ
ムネイル画像５を小さく描画し、手前側であれば、サムネイル画像５を大きく描画する。
これにより、仮想３次元空間６を俯瞰表示して３次元的に表現できる。
【００９８】
　しかし、図１に示したように、仮想３次元空間６の奥側に描画されるサムネイル画像５
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ｂ、５ｃ、５ｄは小さく表示されるため、その内容を把握しにくくなる場合がある。そこ
で、表示画像生成部６０は、描画されるサムネイル画像５ｂ、５ｃ、５ｄの大きさが所定
の大きさ以下となる場合に、当該サムネイル画像５ｂ、５ｃ、５ｄに代えて、上記の代替
画像１５ｂ、１５ｃ、１５ｄを自動的に描画する。これにより、俯瞰表示画像３では、小
さいサムネイル画像５ｂ、５ｃ、５ｄの内容をシンプルに表現した代替画像１５ｂ、１５
ｃ、１５ｄが表示される。従って、ユーザは、俯瞰表示画像３の手前側にある大きいサム
ネイル画像５ａ、５ｅと、奥側にある分かり易い代替画像１５ｂ、１５ｃ、１５ｄを見て
、より容易に撮像内容及び撮像状況を把握できる。
【００９９】
　次に、さらに図１０を参照して、サムネイル画像５に関するメタデータ１６の表示につ
いて説明する。図１０に示すように、表示制御部７０は、俯瞰表示画像３上に、サムネイ
ル画像５に付随する各種のメタデータ１６を、サムネイル画像５に関連づけて表示する。
当該メタデータ１６は、サムネイル画像５の撮像内容又は撮像条件などを表す情報である
。例えば、メタデータ１６は、上述した撮像者情報３０（名前、動作など）、撮影機器情
報３１（撮像装置１０のメーカー名、機種、識別情報、カメラ設定値、動作など）、被写
体情報２９（被写体の名称、サイズ、動作、環境など）などである。図１０の例では、メ
タデータ１６として、撮像装置１０のメーカー名「メーカーＡ」、機種「ＡＢＣ１２３」
、被写体の名称「息子と先生」が表示されている。上記の被写体推定部５８により動画像
データ２１やサムネイル画像５を解析して、顔認識処理を行うことで、サムネイル画像５
に含まれる被写体の人物を判別できる。これにより、サムネイル画像５のメタデータ１６
として、サムネイル画像５内の被写体の名称を表示できる。以上のようなメタデータ１６
をサムネイル画像５に関連づけて表示することで、ユーザは、より的確に映像内容や撮像
状況を把握できる。
【０１００】
　（４）俯瞰表示における移動軌跡線７の表示（図１１、図１２）
　図１１に示すように、表示制御部７０は、俯瞰表示画像３において、サムネイル画像５
の表示間隔を間引き、その代わりに、撮像装置１０の移動経路情報を表示する。撮像装置
１０の移動経路情報は、例えば、複数のサムネイル画像５間を結ぶ移動軌跡線７を使用で
きる。移動軌跡線７は、仮想３次元空間６における撮像装置１０の移動軌跡を表す線であ
り、サムネイル画像５を撮像順に結ぶように表示される。この移動軌跡線７は、複数のサ
ムネイル画像５を撮像順に関連づける情報の一例である。表示画像生成部６０は、例えば
、上記移動軌跡用センサ１７２により得られた移動軌跡情報２４に基づいて、移動軌跡線
７を描画する。このとき、表示画像生成部６０は、仮想３次元空間６においてサムネイル
画像５間を移動軌跡線７により撮像順に結ぶようにして、実際の撮像時の撮像装置１０の
移動軌跡に沿って移動軌跡線７を描画する。
【０１０１】
　例えば、移動軌跡線７ａは、サムネイル画像５ａとサムネイル画像５ｂを結び、当該サ
ムネイル画像５ａからサムネイル画像５ｂまでの動画像を撮像したときの撮像装置１０の
移動軌跡に沿って描かれる。同様にして、サムネイル画像５ｂと５ｃ間に移動軌跡線７ｂ
が、サムネイル画像５ｃと５ｄ間に移動軌跡線７ｃが、サムネイル画像５ｄと５ｅ間に移
動軌跡線７ｄが描かれる。
【０１０２】
　このように、俯瞰表示画像３上に多数のサムネイル画像５を表示する代わりに、サムネ
イル画像５の表示間隔を間引き、サムネイル画像５間を繋ぐ移動軌跡線７（撮像装置１０
の経路情報）を表示する。これにより、俯瞰表示画像３上で、冗長なサムネイル画像５や
、撮像装置１０の移動中に撮像された見苦しいサムネイル画像５などを排除できるので、
俯瞰表示画像３上にサムネイル画像５を分かりやすく表示できる。さらに、移動軌跡線７
でサムネイル画像５を結ぶことによって、サムネイル画像５の撮像順（５ａ→５ｂ→５ｃ
→５ｄ→５ｅ）を示し、サムネイル画像５相互の関連性を表すことができる。また、仮想
３次元空間６において、３次元化モデル４間を縫う様に移動軌跡線７を直線、曲線又は折
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れ線で描くことにより、動画像を撮像したときの撮像装置１０の移動経路を的確に表現で
きる。かかる移動軌跡線７により俯瞰表示画像３上でサムネイル画像５を撮像順に関連づ
けることで、ユーザは、動画像の内容及び撮像状況を、より容易かつ的確に把握できる。
【０１０３】
　また、仮想３次元空間６上のどの撮像位置でサムネイル画像５を表示し、他の撮像位置
で移動軌跡線７を表示するかは、俯瞰表示画像３の分かり易さに影響を与える。例えば、
動画像データ２１から所定の時間間隔でサムネイル画像５を抽出した場合には、そのサム
ネイル画像５に画質が低いものが含まれている可能性がある。そこで、本実施形態では、
動画像データ２１から複数のサムネイル画像５を抽出するときに、撮像装置１０を移動さ
せずに停止して撮像したときの手ぶれのない良好なサムネイル画像５や、画質が綺麗なサ
ムネイル画像５を選択して抽出する。これにより、俯瞰表示画像３上に、撮像シーンの基
点となるサムネイル画像５（停止して撮像）や、良好な画質のサムネイル画像５を表示で
きるので、俯瞰表示画像３の分かり易さを向上できる。
【０１０４】
　次に、図１２を参照して、移動軌跡線７による撮像状況や映像内容の表現について説明
する。俯瞰表示画像３上では、撮像装置１０の移動経路情報（例えば移動軌跡線７）を、
撮像時の撮像装置１０の動作状況や映像内容に応じて、線種、テキスト等を用いて適切に
表現してもよい。例えば、図１２に示すように、サムネイル画像５間を結ぶ移動軌跡線７
は、当該サムネイル画像５間の動画像の内容又は撮像状況に応じて、異なる線種で描画さ
れるようにしてもよい。移動軌跡線７の線種とは、例えば、線の形状（直線、点線、波線
、ギザギザ線など)、線の色、線の太さ、線の点滅の有無などを含む。以下に、図１２の
俯瞰表示画像３の例を参照して、動画像の内容又は撮像状況に応じて、移動軌跡線７の線
種を変える例を説明する。
【０１０５】
　（ａ）撮影時の撮像装置１０の移動速度に応じて線種を変える例
　図１２に示すように、サムネイル画像５ａとサムネイル画像５ｂの間には、実線の移動
軌跡線７ｅと、点線の移動軌跡線７ｇが表示されている。点線の移動軌跡線７ｇは、その
区間の動画像を撮像したときの撮像装置１０の移動速度を表す。例えば、点線が細かいほ
ど、撮像装置１０の移動速度が遅いことを示す。また、実線の移動軌跡線７ｅは、その区
間では、撮像装置１０が円滑に移動したことを示す。表示画像生成部６０は、撮像装置１
０の移動軌跡や姿勢を表す移動軌跡情報２４（図６参照）に基づいて、各区間の撮像装置
１０の移動速度を判定し、該撮像装置１０の移動速度に応じて移動軌跡線７の線種を変え
る。
【０１０６】
　（ｂ）映像の手ぶれ状態に応じて線種を変える例
　図１２に示すように、サムネイル画像５ｄとサムネイル画像５ｅの間には、ギザギザ線
の移動軌跡線７ｆが表示されている。ギザギザ線の移動軌跡線７ｆは、その区間で撮像さ
れた動画像の手ぶれ状態を表す。例えば、ギザギザ線のギザギザが大きいほど、手ぶれが
大きいことを示す。表示画像生成部６０は、撮像装置１０の移動軌跡や姿勢を表す移動軌
跡情報２４（図６参照。）に基づいて、各区間の動画像の手ぶれ状態を判定し、該手ぶれ
状態に応じて移動軌跡線７の線種を変える。
【０１０７】
　（ｃ）映像中の被写体に応じて線種（線の色）を変える例
　図示はしないが、移動軌跡線７の色によって、その区間の動画像中に写っている被写体
を表現できる。例えば、移動軌跡線７が青色であればＡさんが写り、赤色であればＢさん
が写り、青色と赤色のまだらであれば、ＡさんとＢさんが共に写っていることを示す。表
示画像生成部６０は、動画像を解析（例えば顔認識）して得られた被写体情報２９（図６
参照）に基づいて、各区間の動画像に含まれる被写体を判定し、該被写体に応じて移動軌
跡線７の色を変えることができる。
【０１０８】
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　（ｄ）映像中の被写体の重要度に応じて線種（線の太さ）を変える例
　図示はしないが、移動軌跡線７の太さによって、その区間の動画像中に写っている被写
体の重要度を表現できる。例えば、移動軌跡線７が太いほど、その区間の映像中に写って
いる被写体の重要度が高いことを示す。例えば、太い線はＣさんが写っていることを示す
。表示画像生成部６０は、動画像を解析（例えば顔認識）して得られた被写体情報２９（
図６参照）に基づいて、各区間の動画像に含まれる被写体を判定し、該被写体の重要度に
応じて移動軌跡線７の太さを変える。被写体の重要度は、例えば、ユーザにより予め設定
可能である。
【０１０９】
　（ｅ）撮像装置１０の動作内容に応じて線種（線の点滅）を変える例
　図示はしないが、移動軌跡線７の表示態様（例えば点滅の有無）によって、その区間の
動画像を撮像したときの撮像装置１０の動作を表現できる。例えば、移動軌跡線７が点滅
していれば、その区間の撮像時に、撮像装置１０のレンズのズーム操作が行われたことを
示す。表示画像生成部６０は、撮像時に取得された撮像機器情報３１（図６参照）に含ま
れるカメラ設置値に基づいて、各区間の撮像装置１０の動作内容を判定し、該動作内容に
応じて移動軌跡線７の表示態様（点滅の有無など）を変える。
【０１１０】
　（ｆ）音声内容に応じて線種（線に付加される付加情報の有無）を変える例
　図示はしないが、移動軌跡線７に例えば音符マーク「♪」のような付加情報が付加され
ているか否かによって、その区間の動画像中に意味のある音声が録音されているか否かを
表現できる。例えば、音符マークが付加されていれば、ノイズや環境音以外の意味のある
音声（例えば、人が喋った台詞など）が録音されていることを示す。表示画像生成部６０
は、音声データを解析して得られた台詞情報２３（図６参照）に基づいて、各区間の音声
内容を判定し、該音声内容に応じて移動軌跡線７に付加情報を付加する。
【０１１１】
　以上、図１２を参照して説明したように、俯瞰表示画像３において、複数のサムネイル
画像５間の動画像の内容や撮像状況に応じて、移動軌跡線７の線種を変えて表示する。こ
れにより、ユーザは、動画像の各撮像区間での映像内容や撮像状況を、容易かつ適切に把
握できるようになる。
【０１１２】
　（５）俯瞰表示における複数の動画像の表示（図１３、図１４）
　上記例では、１回の連続した撮像動作（１ｒｅｃ）により撮像及び録画された１つのフ
ァイルの動画像（１つの動画像ファイル）を、１つの俯瞰表示画像３で俯瞰表示する例に
ついて説明した。ここでは、異なる撮像装置１０で撮像された複数の動画像や、異なる時
間に撮像された複数の動画像を、１つの俯瞰表示画像１７で表示する例について説明する
。
【０１１３】
　図１３に示すように、表示制御部７０は、１つの俯瞰表示画像１７上に、相異なる複数
の撮像装置１０（Ｃａｍｅｒａ１～４）によって、同じ場所で撮像された複数の動画像の
サムネイル画像５ｆ～ｉを表示することができる。図示の例では、小学校の運動場で運動
会が行われたときの模様を表す俯瞰表示画像１７が表示されている。この俯瞰表示画像３
では、運動場のトラックの３次元化モデル４ｃを含む仮想３次元空間６が俯瞰的に表示さ
れるとともに、この運動場で、異なる複数の撮像装置１０（Ｃａｍｅｒａ１～４）により
撮像された４つの動画像のサムネイル画像５ｆ～ｉが表示されている。また、３つのサム
ネイル画像５ｆ～ｈは、２００８年の運動会で撮像されたものであるが、１つのサムネイ
ル画像５ｉは、同じ場所で行われた２００７年の運動会で撮像されたものである。
【０１１４】
　このように、同じ場所で撮像された複数の動画像については、撮像装置１０や撮像日時
の異同にかかわらず、１つの俯瞰表示画像１７で同時にサムネイル画像５ｆ～ｉを表示で
きる。これにより、１つの場所で、複数回の撮像動作を行って、複数の動画像を録画した



(20) JP 4760892 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

場合でも、これら複数の動画像を撮像場所で関連づけて、１つの俯瞰表示画像３に関連づ
けて表示できる。従って、ユーザは、俯瞰表示画像１７において、録画した複数の動画像
の内容や撮像状況を的確に把握できる。また、同じ場所で過去に録画した動画像との比較
も可能になる。
【０１１５】
　さらに、表示制御部７０は、図１３に示す複数の動画像の俯瞰表示画像１７と、図１に
示したような１つの動画像の俯瞰表示画像３を切り替えて表示することができる。例えば
、ユーザが、図１３の俯瞰表示画像１７に表示された複数のサムネイル画像５ｆ～ｉのう
ちから１つのサムネイル画像５ｆを選択したとする。すると、表示制御部７０は、図１３
の俯瞰表示画像１７に代えて、当該選択されたサムネイル画像５ｆの動画像について、図
１に示したような俯瞰表示画像３を表示する。これにより、ユーザは、図１３の俯瞰表示
画像１７で複数の動画像ファイルの全体像を把握し、各動画像ファイルの詳細を図１の俯
瞰表示画像３で確認できる。
【０１１６】
　また、図１４に示すように、表示制御部７０は、空間的に連続した位置で撮像された動
画像に関する複数の俯瞰表示画像３ａ～ｃを連結して、より広範囲な仮想３次元空間６を
表す１つの俯瞰表示画像１８を表示することもできる。これにより、ユーザは、複数の動
画像ファイルを、さらに容易に把握及び管理できるようになる。以上のような複数の動画
像ファイルをまとめた複合的な俯瞰表示画像１７、１８により、複数のユーザが、異なる
撮像装置１０を用いて、異なる時間に撮像した複数の動画像ファイルの要旨を、まとめて
表示できる。よって、多数の動画像の把握及び管理が容易になる。
【０１１７】
　以上、図８～図１４を参照して、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３の表示例について
説明した。本実施形態にかかる俯瞰表示画像３によれば、ユーザは、撮像装置１０で撮像
された動画像全体の撮像内容及び撮像状況を、容易かつ的確に把握することが可能となる
。
【０１１８】
　＜３．第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態にかかる表示制御装置及び方法について説明する。
【０１１９】
　第２の実施形態は、図１５に示すように、本発明の表示制御装置を情報処理装置２００
（例えばパーソナルコンピュータ：ＰＣ）に適用した例である。そして、記録媒体に記録
された動画像の再生時におけるプレイバック用途として、情報処理装置２００の表示装置
２０９に上記俯瞰表示画像３を表示する。例えば、情報処理装置２００にて、撮像装置１
０により撮像及び録画された動画像データを視聴又は編集する際に、当該動画像データに
関する俯瞰表示画像３を表示装置２０９に表示させる。さらに、第２の実施形態では、上
記俯瞰表示画像３を用いた映像表示方法に、映像再生操作、映像編集、映像検索などの機
能を組み合わせた映像再生編集システムが提供される。
【０１２０】
　［情報処理装置のハードウェア構成］
　まず、図１６を参照して、本実施形態にかかる情報処理装置２００のハードウェア構成
について説明する。図１６は、本実施形態にかかる情報処理装置２００のハードウェア構
成を示すブロック図である。
【０１２１】
　図１６に示すように、情報処理装置２００は、例えば、ＣＰＵ２０１と、ＲＯＭ２０２
と、ＲＡＭ２０３と、ホストバス２０４と、ブリッジ２０５と、外部バス２０６と、イン
タフェース２０７とを備える。さらに、情報処理装置２００は、入力装置２０８と、表示
装置２０９と、ストレージ装置（ＨＤＤ）２１０と、ドライブ２１１と、接続ポート２１
２と、通信装置２１３とを備える。このように情報処理装置２００は、例えば、汎用のコ
ンピュータ機器（例えばＰＣ）を用いて構成できる。
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【０１２２】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
動作し、情報処理装置２００内の各部を制御する。このＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２に
記憶されているプログラム、或いは、ストレージ装置２１０からＲＡＭ２０３にロードさ
れたプログラムに従って、各種の処理を実行する。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が使用
するプログラムや演算パラメータ等を記憶するとともに、ＣＰＵ２０１からストレージ装
置２１０へのアクセスを軽減するためのバッファーとしても機能する。ＲＡＭ２０３は、
ＣＰＵ２０１の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラ
メータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどから構成されるホストバス２０４によ
り相互に接続されている。ホストバス２０４は、ブリッジ２０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅ
ｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）バスなどの外部バス２０６に接続されている。
【０１２３】
　入力装置２０８は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、
レバー等の操作手段と、入力信号を生成してＣＰＵ２０１に出力する入力制御回路などか
ら構成されている。表示装置２０９は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機ＥＬ
ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）デ
ィスプレイ等で構成される。また、スピーカ等の音声出力装置（図示せず。）も設けられ
る。
【０１２４】
　ストレージ装置２１０は、各種のデータを格納するための記憶装置であり、例えば、Ｈ
ＤＤなどの外付け型若しくは内蔵型のディスクドライブで構成される。このストレージ装
置２１０は、記憶媒体であるハードディスクを駆動し、ＣＰＵ２０１が実行するプログラ
ムや各種データを格納する。ドライブ２１１は、記憶媒体に対してデータを読み書きする
駆動装置であり、情報処理装置２００に内蔵、或いは外付けされる。このドライブ２１１
は、情報処理装置２００にローディングされた磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディス
ク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体に対して、各種データを書き込み／読
み出しする。
【０１２５】
　接続ポート２１２は、外部周辺機器を接続するためのポートであり、例えば、ＵＳＢ、
ＩＥＥＥ１３９４等の接続端子を有する。接続ポート２１２は、インタフェース２０７、
および外部バス２０６、ブリッジ２０５、ホストバス２０４等を介してＣＰＵ２０１等に
接続されている。通信装置２１３は、例えば、ネットワークに接続するための通信デバイ
ス等で構成された通信インタフェースである。この通信装置２１３は、ネットワーク通信
機能を備えた外部装置との間で、ネットワークを介して、各種データを送受信する。
【０１２６】
　例えば、情報処理装置２００は、ネットワーク通信機能を備えた撮像装置１０、その他
の機器から、動画像データ２１及びその付随情報を、ネットワークを介して取得すること
ができる。また、情報処理装置２００は、撮像装置１０により動画像データ２１及びその
付随情報が記録された記録媒体を介して、当該データ等を取得することもできる。
【０１２７】
　［情報処理装置の機能構成］
　次に、図１７を参照して、本実施形態にかかる情報処理装置２００の機能構成について
詳細に説明する。図１７は、本実施形態にかかる情報処理装置２００の機能構成を示すブ
ロック図である。なお、図１７では、本実施形態にかかる特徴である俯瞰表示画像３を表
示するための機能部を概略的に示している。
【０１２８】
　図１７に示すように、情報処理装置２００は、記憶部２０と、前処理部５０と、表示画
像生成部６０と、表示制御部７０と、画像処理部８０と、表示装置２０９と、入力装置２
０８とを備える。このうち、前処理部５０、表示画像生成部６０、表示制御部７０及び画
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像処理部８０は、例えば、情報処理装置２００にインストールされたソフトウェアにより
実現される。即ち、例えば図１６に示したＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２等に格納された
プログラムに従って動作することによって、前処理部５０、表示画像生成部６０、表示制
御部７０及び画像処理部８０として機能する。なお、該プログラムは、記録媒体又はネッ
トワークを介して情報処理装置２００に提供される。
【０１２９】
　また、第２の実施形態にかかる情報処理装置２００（図１７）は、上述した第１の実施
形態に係る撮像装置１０（図５）と比べて、上記の撮像処理部４０、距離センサ１７０及
び移動軌跡用センサ１７２を具備せず、画像処理部８０を具備している点で相違する。こ
の相違点を除いては、第２の実施形態は第１の実施形態と略同一であるので、共通部分で
ある記憶部２０、前処理部５０、表示画像生成部６０及び表示制御部７０についての重複
説明は省略する。
【０１３０】
　図１７に示すように、情報処理装置２００は、撮像装置１０等の他の機器から、記録媒
体又はネットワークなどを介して、動画像データ２１、撮像者情報３０、撮像機器情報３
１、及びセンサ測定データ３２を取得し、記憶部２０に記憶する。センサ測定データ３２
は、図６で説明した距離センサ１７０や移動軌跡用センサ１７２による測定データである
。
【０１３１】
　前処理部５０は、第１の実施形態と同様にして、動画像データ２１やセンサ測定データ
３２などの入力データに基づいて、各種の情報やデータ２２～２９を生成する。なお、情
報処理装置２００が、これらの情報やデータ２２～２９を撮像装置１０等の外部機器から
取得できる場合には、前処理部５０は不要である。
【０１３２】
　また、撮像装置１０からセンサ測定データ３２を得られない場合、前処理部５０の移動
軌跡推定部５３は、動画像データ２１を解析して、撮像時の撮像装置１０の移動軌跡、姿
勢などを推定してもよい。また、３次元形状推定部５４は、動画像データ２１を解析して
、動画像データ２１が表す映像中に含まれるオブジェクトを特定及び抽出し、その３次元
形状、位置等を推定してもよい。
【０１３３】
　表示画像生成部６０は、第１の実施形態と同様に俯瞰表示画像３を生成し、表示制御部
７０は、当該俯瞰表示画像３を表示装置２０９に表示させる。
【０１３４】
　画像処理部８０は、入力装置２０８に対するユーザの入力操作に応じて、動画像データ
２１等の画像を処理（編集、生成、検索など）する。画像処理部８０は、画像編集部８２
と、画像検索部８４とを備える。
【０１３５】
　画像編集部８２は、表示装置２０９に表示された俯瞰表示画像３内のサムネイル画像５
又は３次元化モデル４に対するユーザ操作に応じて、動画像データ２１を編集する。これ
により、ユーザは、俯瞰表示画像３上で編集対象のサムネイル画像５や３次元化モデル４
をドラッグアンドドロップするだけで映像編集できるので、編集作業が容易になる。かか
る編集処理の詳細は後述する（図１８、図１９参照）。
【０１３６】
　また、画像編集部８２は、表示装置２０９に表示された俯瞰表示画像３に対するユーザ
操作に応じて、動画像データ２１に基づいて画像を生成する。例えば、画像編集部８２は
、俯瞰表示画像３においてユーザが動画像のアングルを指定すると、当該指定されたアン
グルに応じて、動画像データ２１を加工して、当該アングルから見た動画像データを生成
する。かかるアングル変更処理の詳細は後述する（図２０参照）。
【０１３７】
　画像検索部８４は、表示装置２０９に表示された俯瞰表示画像３内からユーザにより選
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択された３次元化モデル４と同一又は類似の他の３次元化モデル４や、該３次元化モデル
４を含む画像を検索する。画像検索部８４は、３次元化モデル４の形状のみならず、色や
サイズを指定した検索も可能である。また、画像検索部８４は、複数の動画像データ２１
間で、３次元化モデル４を用いた検索を実行することもできる。かかる検索処理の詳細は
後述する（図２１参照）。
【０１３８】
　［俯瞰表示画像の表示例］
　次に、図１８～図２３を参照して、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３の表示例につい
て説明する。撮像装置１０やレコーダ等により録画された動画像を、情報処理装置２００
を用いて視聴、編集、検索することは一般的になされている。以下では、かかる動画像の
視聴や編集、検索に、俯瞰表示画像３を適用する表示例について説明する。
【０１３９】
　（１）画像を追加／削除する映像編集（図１８）
　図１８に示すように、表示制御部７０は、ある動画像に関する俯瞰表示画像３とともに
、追加画像を示すアイコン２２０、２２１や、シーンの選択や削除を示すアイコン２３０
、２３１を、表示装置２０９に表示する。追加画像は、動画像又は静止画像のいずれであ
ってもよい。
【０１４０】
　まず、既存の動画像に対する画像の追加編集について説明する。ユーザは、俯瞰表示画
像３上のサムネイル画像５に対して、追加したいシーンの画像を示すアイコン２２０、２
２１をドラッグアンドドロップすることで、動画像を編集することができる。編集後の動
画像を再生する時には、追加されたシーンの画像が、その順序に従って再生される。
【０１４１】
　詳細には、図１８に示す例では、俯瞰表示画像３の左側に、オープンニングシーンの画
像を示すアイコン２２０と、エンディングシーンの画像を示すアイコン２２１が表示され
ている。ユーザは、オープンニングシーンのアイコン２２０を先頭のサムネイル画像５ａ
の上にドラッグアンドドロップし、エンディングシーンのアイコン２２１を最後のサムネ
イル画像５ａの上にドラッグアンドドロップする。画像編集部８２は、かかるユーザ操作
に応じて、サムネイル画像５ａ～ｅで表される動画像の先頭にオープンニングシーンの画
像を追加し、当該動画像の最後にエンディングシーンの画像を追加する。このように、ユ
ーザは、俯瞰表示画像３上での簡単な操作により、映像編集を行うことができる。
【０１４２】
　次に、動画像内のシーンの選択や削除について説明する。ユーザは、俯瞰表示画像３上
のサムネイル画像５を、シーンの選択や削除を示すアイコン２３０、２３１に対して、ド
ラッグアンドドロップすることで、動画像を編集することができる。編集後の動画像を再
生する時には、選択されたシーンが再生され、削除されたシーンは再生されない。
【０１４３】
　詳細には、図１８に示す例では、俯瞰表示画像３の右側に、シーン選択を示すアイコン
２３０と、シーン削除を示すアイコン２３１が表示されている。ユーザは、サムネイル画
像５ｃを選択アイコン２３０にドラッグアンドドロップすることで、当該サムネイル画像
５ｃを含むシーンを選択する。また、ユーザは、サムネイル画像５ｄを削除アイコン２３
１にドラッグアンドドロップすることで、当該サムネイル画像５ｃを含むシーンを削除す
る。画像編集部８２は、かかるユーザ操作に応じて、サムネイル画像５ｃを含むシーンを
残し、サムネイル画像５ｃを含むシーンを削除するように、元の動画像を編集する。かか
るサムネイル画像５を用いたシーンの選択・削除では、当該サムネイル画像５を含む所定
区間の動画像が選択・削除される。
【０１４４】
　このように、ユーザは、俯瞰表示画像３上での簡単な操作により、動画像の各シーンを
選択・削除して、映像編集を行うことができる。また、編集後は、俯瞰表示画像３上で、
削除されたシーンに対応する移動軌跡線７を点線にしたり、当該シーンのサムネイル画像
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５を半透明にしたりしてもよい。これにより、ユーザは、動画像のうちの一部のシーンが
削除されたことを認識できる。
【０１４５】
　（２）３次元化モデルを用いた映像編集（図１９）
　図１９に示すように、表示制御部７０は、ある動画像に関する俯瞰表示画像３とともに
、３次元化モデル４の選択又は削除を示すアイコン２４０や、追加したい３次元化モデル
のオブジェクトを示すアイコン２４１を、表示装置２０９に表示する。
【０１４６】
　まず、俯瞰表示画像３からの３次元化モデル４の削除を利用した映像編集について説明
する。ユーザは、俯瞰表示画像３上の３次元化モデル４ｄを、３次元化モデルの削除を示
すアイコン２４０に対して、ドラッグアンドドロップすることで、動画像を編集すること
ができる。画像編集部８２は、かかるユーザ操作に応じて、削除された３次元化モデル４
に対応するオブジェクトの画像部分を削除し、削除部分の周囲の画像や、前後の時間の画
像を利用して、適切な画像を補完する。この結果、編集後の動画像を再生する時には、削
除された３次元化モデル４ｄに対応するオブジェクト（図の例では、右奥のテーブル）の
画像は表示されず、その空いた箇所には、周囲の時間、空間の情報を使った適切な画像が
描画されて表示される。このように３次元化モデル４を利用して映像編集することで、撮
影時に写ってしまった邪魔な人や物などを簡単に選択して削除できる。
【０１４７】
　次に、俯瞰表示画像３への３次元化モデル４の追加を利用した映像編集について説明す
る。ユーザは、俯瞰表示画像３上の任意の箇所に、追加したい３次元化モデルのオブジェ
クトを示すアイコン２４１をドラッグアンドドロップすることで、動画像を編集すること
ができる。画像編集部８２は、かかるユーザ操作に応じて、追加された３次元化モデル４
に対応するオブジェクトの画像（図示の例では、クリスマスツリー）を、指定された位置
に描画する。この結果、編集後の動画像を再生する時には、追加された３次元化モデル４
に対応する画像が、ドロップされた位置に描画され、当該画像が追加されることで隠れて
しまう箇所の背景画像は描画されない。
【０１４８】
　次に、３次元化モデル４の移動を利用した映像編集について説明する。ユーザは、俯瞰
表示画像３の任意の箇所に、俯瞰表示画像３中の任意の３次元化モデル４ａを、所望の位
置にドラッグアンドドロップすることで、動画像を編集することができる。画像編集部８
２は、かかるユーザ操作に応じて、移動された３次元化モデル４ａに対応するオブジェク
ト（図示の例では左上のテーブル）の画像を、元の位置では削除し、異動先の位置に描画
する。画像編集部８２は、元の位置では、削除部分の周囲の画像や前後の時間の画像を利
用して、適切な画像を補完する。この結果、編集後の動画像を再生する時には、移動され
た位置に３次元化モデル４ａのオブジェクトが描画され、元の位置には描画されない。
【０１４９】
　このように、ユーザは、俯瞰表示画像３上での簡単な操作により、３次元化モデル４を
追加・削除・移動して、映像編集を行うことができる。
【０１５０】
　（３）アングル指定による映像編集（図２０）
　図２０に示すように、ユーザは、俯瞰表示画像３上で、アングル指定矢印２５０を調整
することで、動画像が撮像された時のアングル（矢印２５０）とは異なるアングル（矢印
２５１）を指定することができる。アングルは、被写体を撮像するときのカメラアングル
（視点）である。が画像編集部８２は、指定されたアングルに応じて、動画像データ２１
を画像処理して、当該アングルから見た動画像データを生成する。この結果、映像再生時
には、その指定されたアングルから見た動画像（通常再生表示画像８）が生成され、表示
される。このように、ユーザは、俯瞰表示画像３を見ながら、所望するアングルを容易に
指定でき、情報処理装置２００は当該アングルを視点とした動画像を生成して表示できる
。これにより、違うアングルからの動画像を見ることで、ユーザは、動画像の内容及び撮
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像状況を、より的確に把握できる。
【０１５１】
　（４）３次元化モデルを用いた画像検索（図２１）
　図２１に示すように、ユーザは、俯瞰表示画像３上の任意の３次元化モデル４ａを選択
し、該３次元化モデル４ａと同一又は類似の３次元化モデル４ｅ～４ｉを検索することが
できる。詳細には、まず、ユーザは、俯瞰表示画像３上の１つの３次元化モデル４ａを選
択する。すると、画像検索部８４は、選択された３次元化モデル４ａを検索ウィンドウ２
６１に表示する。ユーザが検索ボタン２６２を押下すると、画像検索部８４は、選択され
た３次元化モデル４ａと類似する３次元化モデル４ｅ～４ｉを検索し、さらに、動画像全
体の中から、当該検索された３次元化モデル４ｅ～４ｉが表すオブジェクトを含む画像部
分を検索する。これにより、ユーザは、所望のオブジェクト（被写体）が写っている映像
を容易に検索できる。
【０１５２】
　さらに、３次元化モデル４の形状だけでなく、３次元化モデル４の色やサイズなどを指
定して、類似する３次元化モデル４を含む画像を検索することもできる。さらに、複数の
動画像にまたがって、３次元化モデル４を用いて類似画像を検索することも可能である。
【０１５３】
　また、ユーザは、俯瞰表示画像３上の任意の３次元化モデル４を選択し、該３次元化モ
デル４にメタ情報を付加することができる。画像検索部８４は、そのメタ情報に基づいて
、関連する３次元化モデル４を検索し、その３次元化モデル４を含む画像を検索すること
ができる。さらに、複数の動画像にまたがって、３次元化モデル４のメタ情報を用いて類
似画像を検索することも可能である。
【０１５４】
　以上のように、俯瞰表示画像３は、動画像内のオブジェクトの３次元化モデル４を表示
しており、この３次元化モデル４は、検索条件として好適に利用できる。３次元化モデル
４を検索条件として、類似画像や関連画像を検索することで、ユーザは、所望の画像を容
易かつ迅速に発見できる。
【０１５５】
　（５）移動体を含む被写体の俯瞰表示（図２２、図２３）
　図２２は、移動体（例えば電車）を含む被写体を定点撮像した場合の俯瞰表示画像３を
示す。ここで、移動体は、例えば、図示のような乗り物（例えば電車）、動物、人物など
である。表示制御部７０は、移動体の３次元化モデル４ｊ及び他のオブジェクト（例えば
高架橋）の３次元化モデル４ｋとともに、任意の撮影時刻での１つのサムネイル画像５ｊ
を含む俯瞰表示画像３を表示する。このとき、動画像中において時間の経過とともに移動
体が移動するため、俯瞰表示画像３において、移動体の３次元化モデル４ｊを仮想３次元
空間６内のどの位置に描画するかが問題となる。
【０１５６】
　図示の例では、表示画像生成部６０は、移動体の３次元化モデル４ｊを、ある撮像時刻
における位置に描画し、その撮像時刻のサムネイル画像５ｊを描画している。この場合、
表示画像生成部６０は、動画像全体に基づいて、当該撮像時刻のサムネイル画像５ｊには
写っていない移動体の部分２７１も補完して、当該移動体の３次元化モデル４ｊを描画す
る。図２２の実線の楕円で囲んだ部分２７２が、移動体の３次元化モデル４ｊの補完され
た部分である。これにより、ユーザは、定点撮像された動画像の内容、特に、移動体の位
置、大きさなどを好適に把握できる。
【０１５７】
　さらに、図２３に示すように、ユーザは、ポインタ２７３を用いて、俯瞰表示画像３上
の移動体の３次元化モデル４ｊを選択し、該３次元化モデル４ｊをドラッグする（即ち、
移動させる）ことで、通常再生表示画像８における再生時刻を制御することができる。
【０１５８】
　つまり、上記のように移動体を撮像した場合、動画像内における移動体の位置と再生時
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刻は関連性がある。そこで、表示制御部７０は、俯瞰表示画像３において、ユーザにより
移動体の３次元化モデル４ｊが移動されると、当該３次元化モデル４ｊの位置や移動され
る向き、移動速度に応じて、通常再生表示画像８における再生時刻や、再生方向、再生速
度を制御する。図２３の例では、３次元化モデル４ｊを右から左に移動させれば、正の再
生方向で、通常再生表示画像８が再生される。このように、移動体の３次元化モデル４の
移動と、通常再生表示を連動させることで、ユーザは、簡単な操作で所望の再生時刻、再
生方向、再生速度で動画像を通常再生表示することができるので、その動画像の内容を好
適に把握できる。
【０１５９】
　＜効果＞
　以上、本発明の第１及び第２の実施形態にかかる俯瞰表示画像を表示するための表示制
御装置及び表示方法について説明した。従来の通常再生表示（図２）やフィルムロール表
示（図３）では、動画像の撮像内容の把握に時間と労力を要するだけでなく、撮像状況を
把握できないという問題があった。
【０１６０】
　これに対して、本実施形態にかかる俯瞰表示画像３によれば、仮想３次元空間６上にオ
ブジェクトの３次元化モデル４が現実の位置に描画されるとともに、複数のサムネイル画
像５が撮像されたときの位置及び向きで描画される。さらに、サムネイル画像５を関連づ
ける情報として、複数のサムネイル画像５間を撮像順に結ぶ移動軌跡線７が、撮像装置１
０の移動軌跡に沿って描画される。そして、俯瞰表示画像３では、これらのサムネイル画
像５及び３次元化モデル４を含む仮想３次元空間６が俯瞰的に表示され、撮像装置１０の
移動経路、サムネイル画像５相互の関連性などにより、撮像内容及び撮像状況が分かりや
すい。
【０１６１】
　従って、ユーザは、撮像された映像（動画像）の内容は勿論のこと、撮像状況も容易か
つ瞬時に把握することが可能となる。従って、ユーザは、撮像装置１０により録画された
複数の映像を、効率良く分類、整理、編集できる。よって、ユーザの手元には大量の映像
がストックされ、ユーザがそれらを持て余しているような現状を打破することができる。
【０１６２】
　また、映像の内容把握に留まらず、映像編集においても、ドラッグアンドドロップとい
った簡単なユーザ操作により、映像の再生、検索、編集作業などを、非常に容易かつ短時
間で実行できる。従って、今まで作業が大変だという理由で、編集作業を躊躇していたユ
ーザも、手軽に利用できるようになる。
【０１６３】
　今後の撮像装置１０の進化の方向性として、３次元情報の取得機能が加わることは確実
に予想されることであり、本実施形態にかかる映像表示方法は、当該機能との親和性も非
常に高い。また、近年の情報処理装置や画像解析技術の進歩によって、映像から３次元情
報を自動的に抽出する能力も上がってきている。従って、本実施形態にかかる映像表示方
法は、撮影時に３次元情報が取得されていない従来の映像資産についても対応することが
できる。
【０１６４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１６５】
　例えば、上記実施形態では、表示制御装置を撮像装置１０（デジタルビデオカメラ）や
情報処理装置２００（ＰＣ）に適用したがとしたが、本発明はかかる例に限定されない。
例えば、本発明の表示制御装置は、デジタルスチルカメラ、監視カメラなどの各種の撮像
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装置や、カメラ付き携帯電話など、撮像機能を備えた任意の機器に適用することもできる
。また、撮像機能を備えていなくても、映像再生機能を有する機器であれば、任意の電子
機器に適用できる。例えば、ブルーレイディスク／ＤＶＤ／ＨＤＤプレーヤなどの映像記
録再生装置、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯
側映像プレーヤ、ゲーム機、テレビジョン受像器などである。
【０１６６】
　また、上記実施形態では、個人ユーザがパーソナルコンテンツを撮影する場合（セルフ
レコーディング映像）について説明したが、本発明の俯瞰表示方法は、放送番組や映像メ
ディアの製作にも適用でき、本発明を適用できる分野は広範に渡る。
【０１６７】
　また、本発明の俯瞰表示画像３を表示する機器は、２次元モニタに限られない。例えば
、３次元モニタを使用すれば、より立体的に俯瞰表示画像を表現できる。
【０１６８】
　また、上記実施形態では、サムネイル画像５を撮像順に関連づける情報として、移動軌
跡線７を表示したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、当該情報として、サム
ネイル画像５の撮像順を表すテキスト情報を表示してもよいし、俯瞰表示画像３内でマー
ク、アイコンなどを撮像装置１０の移動経路に沿って移動するように表示させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１６９】
【図１】本発明の一実施形態にかかる俯瞰表示画像を表示した表示装置を示す図である。
【図２】同実施形態にかかる通常再生表示画像を表示した表示装置を示す図である。
【図３】同実施形態にかかるフィルムロール表示画像を表示した表示装置を示す図である
。
【図４】本発明の第１の実施形態にかかる俯瞰表示画像を表示する撮像装置を示す図であ
る。
【図５】同実施形態にかかる撮像装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図６】同実施形態にかかる撮像装置の機能構成を示すブロック図である。
【図７】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示方法を示すフローチャートである。
【図８】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例１を示す図である。
【図９】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例２を示す図である。
【図１０】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例３を示す図である。
【図１１】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例４を示す図である。
【図１２】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例５を示す図である。
【図１３】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例６を示す図である。
【図１４】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例７を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態にかかる俯瞰表示画像を表示する情報処理装置を示す
図である。
【図１６】同実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図１７】同実施形態にかかる情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図１８】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例１を示す図である。
【図１９】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例２を示す図である。
【図２０】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例３を示す図である。
【図２１】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例４を示す図である。
【図２２】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例５を示す図である。
【図２３】同実施形態にかかる俯瞰表示画像の表示例６を示す図である。
【符号の説明】
【０１７０】
　１、１３０、２０９　　表示装置
　２　　表示画面
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　３、１７、１８　　俯瞰表示画像
　４　　３次元化モデル
　５　　サムネイル画像
　６　　仮想３次元空間
　７　　移動軌跡線
　８　　通常再生表示画像
　９　　フィルムロール表示画像
　１０　　撮像装置
　２０　　記憶部
　２１　　動画像データ
　４０　　撮像処理部
　５０　　前処理部
　６０　　表示画像生成部
　７０　　表示制御部
　８０　　画像処理部
　８２　　画像編集部
　８４　　画像検索部
　１、１３０、２０９　　表示装置
　１７０　　距離センサ
　１７２　　移動軌跡用センサ
　２００　　情報処理装置
 

【図５】 【図６】



(29) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図７】 【図１６】

【図１７】 【図２２】



(30) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図１】



(31) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図２】

【図３】



(32) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図４】



(33) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図８】

【図９】



(34) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図１０】

【図１１】



(35) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図１２】

【図１３】



(36) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図１４】



(37) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図１５】

【図１８】



(38) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図１９】

【図２０】



(39) JP 4760892 B2 2011.8.31

【図２１】

【図２３】



(40) JP 4760892 B2 2011.8.31

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｎ          　　　　　

    審査官  梅岡　信幸

(56)参考文献  特開２００３－１５０６２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２２８１３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１２２６３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０９７２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６　－　５／９５６　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２－　５／２５７
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１４　－　７／１７３
              Ｇ１１Ｂ　　２０／１０　－２０／１６
              Ｇ１１Ｂ　　２７／００　－２７／３４　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１７／３０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

