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(57)【要約】
【課題】物体が映った撮影画像に物体に関する付加情報
を見易く重畳できるようにすることを目的とする。
【解決手段】評価値算出部１４１は、物体が映った撮影
画像に含まれる複数の画素の画素毎に、当該画素を起点
とする画素領域の各画素値に基づいて、物体に関する付
加情報が当該画素領域に重畳された場合の付加情報の見
易さを意味する評価値を算出する。起点画素選択部１４
２は、複数の画素のそれぞれの評価値に基づいて複数の
画素からいずれかの画素を起点画素として選択する。重
畳画像表示部１５０は、起点画素を起点とする画素領域
に付加情報を重畳した重畳画像を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体が映った撮影画像に含まれる複数の画素の画素毎に、前記画素を起点とする画素領
域の各画素値に基づいて、前記物体に関する付加情報が前記画素領域に重畳された場合の
前記付加情報の見易さを意味する評価値を算出する評価値算出部と、
　前記評価値算出部によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の画素からいずれ
かの画素を起点画素として選択する起点画素選択部と、
　前記起点画素選択部によって選択された前記起点画素を起点とする画素領域に前記付加
情報を重畳する付加情報表示部と
を備えることを特徴とする付加情報表示装置。
【請求項２】
　前記評価値算出部は、前記画素を起点とする前記画素領域の各画素値に基づいて前記画
素領域から特定領域を検出し、検出した前記特定領域が前記画素領域に占める割合に基づ
いて前記評価値を算出する
ことを特徴とする請求項１に記載の付加情報表示装置。
【請求項３】
　前記評価値算出部は、空が映った空領域または道路が映った道路領域を前記特定領域と
して検出する
ことを特徴とする請求項２に記載の付加情報表示装置。
【請求項４】
　前記付加情報表示装置は、前記付加情報の見易さを決定する複数の見易さ要素の各見易
さ要素の寄与度を含む寄与度データを記憶するデータ記憶部を備え、
　前記評価値算出部は、前記複数の画素の画素毎に前記画素を起点とする前記画素領域の
各画素値に基づいて各見易さ要素に関する評価値を算出し、各見易さ要素に関する評価値
と前記寄与度データに含まれる各見易さ要素の寄与度とを用いて前記画素の前記評価値を
算出する
ことを特徴とする請求項１に記載の付加情報表示装置。
【請求項５】
　前記評価値算出部は、前記画素を起点とする前記画素領域の各画素値に基づいて前記画
素領域の平均の色値を算出し、前記付加情報に含まれる色情報に基づいて前記付加情報の
平均の色値を算出し、前記付加情報の平均の色値と前記画素領域の平均の色値との差を前
記複数の見易さ要素のうちの色要素に関する評価値として算出する
ことを特徴とする請求項４に記載の付加情報表示装置。
【請求項６】
　前記評価値算出部は、前記画素を起点とする前記画素領域の各画素値に基づいて前記画
素領域に含まれるエッジの量を前記複数の見易さ要素のうちの複雑要素に関する評価値と
して算出する
ことを特徴とする請求項４に記載の付加情報表示装置。
【請求項７】
　前記評価値算出部は、前記画素を起点とする前記画素領域の各画素値に基づいて前記画
素領域から空が映った空領域を検出し、検出した前記空領域が前記画素領域に占める割合
を前記複数の見易さ要素のうちの空要素に関する評価値として算出する
ことを特徴とする請求項４に記載の付加情報表示装置。
【請求項８】
　前記評価値算出部は、前記画素を起点とする前記画素領域の各画素値に基づいて前記画
素領域から道路が映った道路領域を検出し、検出した前記道路領域が前記画素領域に占め
る割合を前記複数の見易さ要素のうちの道路要素に関する評価値として算出する
ことを特徴とする請求項４に記載の付加情報表示装置。
【請求項９】
　物体が映った撮影画像から前記物体の少なくとも一部が映った物体領域を検出する物体
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領域検出部と、
　前記撮影画像に含まれる複数の画素の画素毎に、前記画素を起点とする画素領域と前記
物体領域検出部によって検出された前記物体領域とに基づいて、前記物体に関する付加情
報が前記画素領域に重畳された場合の前記付加情報の見易さを意味する評価値を算出する
評価値算出部と、
　前記評価値算出部によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の画素からいずれ
かの画素を起点画素として選択する起点画素選択部と、
　前記起点画素選択部によって選択された前記起点画素を起点とする画素領域に前記付加
情報を重畳する付加情報表示部と
を備えることを特徴とする付加情報表示装置。
【請求項１０】
　前記付加情報表示装置は、前記付加情報の見易さを決定する複数の見易さ要素の各見易
さ要素の寄与度を含む寄与度データを記憶するデータ記憶部を備え、
　前記評価値算出部は、前記複数の画素の画素毎に前記画素を起点とする前記画素領域と
前記物体領域とに基づいて各見易さ要素に関する評価値を算出し、各見易さ要素に関する
評価値と前記寄与度データに含まれる各見易さ要素の寄与度とを用いて前記画素の前記評
価値を算出する
ことを特徴とする請求項９に記載の付加情報表示装置。
【請求項１１】
　前記評価値算出部は、前記画素領域が前記物体領域に重なる量を前記複数の見易さ要素
のうちの物体領域重なり要素に関する評価値として算出する
ことを特徴とする請求項１０に記載の付加情報表示装置。
【請求項１２】
　前記評価値算出部は、前記画素領域と前記物体領域とに基づいて前記付加情報を囲む吹
き出しの吹き出し線の長さを前記複数の見易さ要素のうちの吹き出し長さ要素に関する評
価値として算出する
ことを特徴とする請求項１０に記載の付加情報表示装置。
【請求項１３】
　複数の物体が映った撮影画像のうちの前記複数の物体と同じ数の画素から成る複数の候
補画素群の候補画素群毎に、前記候補画素群に含まれる複数の画素を起点とする複数の画
素領域に前記複数の物体に関する複数の付加情報が重畳された場合の前記複数の付加情報
の見易さを意味する評価値を算出する評価値算出部と、
　前記評価値算出部によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の候補画素群から
いずれかの候補画素群を複数の起点画素として選択する起点画素選択部と、
　前記起点画素選択部によって選択された前記複数の起点画素を起点とする複数の画素領
域に前記複数の付加情報を重畳する付加情報表示部と
を備えることを特徴とする付加情報表示装置。
【請求項１４】
　前記付加情報表示装置は、前記付加情報の見易さを決定する複数の見易さ要素の各見易
さ要素の寄与度を含む寄与度データを記憶するデータ記憶部を備え、
　前記評価値算出部は、前記複数の候補画素群の候補画素群毎に前記候補画素群に含まれ
る複数の候補画素を起点とする複数の画素領域に基づいて各見易さ要素に関する評価値を
算出し、各見易さ要素に関する評価値と前記寄与度データに含まれる各見易さ要素の寄与
度とを用いて前記候補画素群の前記評価値を算出する
ことを特徴とする請求項１３に記載の付加情報表示装置。
【請求項１５】
　前記評価値算出部は、前記複数の画素領域が互いに重なる量を前記複数の見易さ要素の
うちの付加領域重なり要素に関する評価値として算出する
ことを特徴とする請求項１４に記載の付加情報表示装置。
【請求項１６】
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　前記付加情報表示装置は、前記撮影画像から前記複数の物体の物体毎に前記物体の少な
くとも一部が映った物体領域を検出する物体領域検出部を備え、
　前記評価値算出部は、前記複数の画素領域と前記物体領域検出部によって検出された複
数の物体領域とに基づいて前記複数の付加情報を囲む複数の吹き出しの各吹き出し線を算
出し、各吹き出し線が交差する量を前記複数の見易さ要素のうちの吹き出し交差要素に関
する評価値として算出する
ことを特徴とする請求項１４に記載の付加情報表示装置。
【請求項１７】
　物体に関する付加情報が異なる位置に配置された複数の評価画像を表示し、前記複数の
評価画像の評価画像毎に前記付加情報の見易さを意味する評価結果値を取得し、各評価画
像の評価結果値に基づいて各見易さ要素の寄与度を算出する寄与度算出部
を備えたことを特徴とする請求項４と請求項１０と請求項１４とのいずれかに記載の付加
情報表示装置。
【請求項１８】
　前記データ記憶部は、前記複数の評価画像のそれぞれの各見易さ要素に関する評価値を
含む評価ファイルを記憶し、
　前記寄与度算出部は、前記複数の評価画像のそれぞれの評価結果値と各見易さ要素に関
する評価値とに基づいて、各見易さ要素の寄与度を算出する
ことを特徴とする請求項１７に記載の付加情報表示装置。
【請求項１９】
　物体が映った撮影画像に含まれる複数の画素の画素毎に、前記画素を起点とする画素領
域の各画素値に基づいて、前記物体に関する付加情報が前記画素領域に重畳された場合の
前記付加情報の見易さを意味する評価値を算出する評価値算出処理と、
　前記評価値算出処理によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の画素からいず
れかの画素を起点画素として選択する起点画素選択処理と、
　前記起点画素選択処理によって選択された前記起点画素を起点とする画素領域に前記付
加情報を重畳する付加情報表示処理と
をコンピュータに実行させるための付加情報表示プログラム。
【請求項２０】
　物体が映った撮影画像から前記物体の少なくとも一部が映った物体領域を検出する物体
領域検出処理と、
　前記撮影画像に含まれる複数の画素の画素毎に、前記画素を起点とする画素領域と前記
物体領域検出処理によって検出された前記物体領域とに基づいて、前記物体に関する付加
情報が前記画素領域に重畳された場合の前記付加情報の見易さを意味する評価値を算出す
る評価値算出処理と、
　前記評価値算出処理によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の画素からいず
れかの画素を起点画素として選択する起点画素選択処理と、
　前記起点画素選択処理によって選択された前記起点画素を起点とする画素領域に前記付
加情報を重畳する付加情報表示処理と
をコンピュータに実行させるための付加情報表示プログラム。
【請求項２１】
　複数の物体が映った撮影画像のうちの前記複数の物体と同じ数の画素から成る複数の候
補画素群の候補画素群毎に、前記候補画素群に含まれる複数の画素を起点とする複数の画
素領域に前記複数の物体に関する複数の付加情報が重畳された場合の前記複数の付加情報
の見易さを意味する評価値を算出する評価値算出処理と、
　前記評価値算出処理によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の候補画素群か
らいずれかの候補画素群を複数の起点画素として選択する起点画素選択処理と、
　前記起点画素選択処理によって選択された前記複数の起点画素を起点とする複数の画素
領域に前記複数の付加情報を重畳する付加情報表示処理と
をコンピュータに実行させるための付加情報表示プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体が映った画像に物体に関する付加情報を重畳する技術に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　現実空間を撮影した画像に、画像または文字列などのラベルを重畳して表示する技術と
して、ＡＲ（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）がある。
　ＡＲ技術によって現実世界の位置と情報とを視覚的に関連付けることで、利用者はラベ
ルが指し示す位置を直感的に把握することができる。
　例えば、ＡＲ技術は、タブレット型のコンピュータ（以下、タブレットＰＣ）に付いて
いるカメラで撮影された画像に情報を重畳して表示することを想定している。また、ＡＲ
技術はスマートフォン、ＨＭＤ（Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）またはＨＵＤ
（Ｈｅａｄ　Ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などでも使用できる。
【０００３】
　ＡＲ技術を用いる場合、ラベルを含んだ吹き出しの位置によって表示の見やすさが変わ
る。
　例えば、吹き出しの突起部分が長い場合、半透過の吹き出しの背景が複雑な場合、また
は複数の吹き出しが重なった場合、ラベルの可読性が劣化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１４６５２９号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｒａｍａｌｉｎｇａｍ，Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．，“ＳＫＹＬＩＮＥ２ＧＰ
Ｓ：Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｕｒｂａｎ　ｃａｎｙｏｎｓ　ｕｓｉｎｇ　ｏｍ
ｎｉ－ｓｋｙｌｉｎｅｓ”，ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｒｏｂｏｔｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ（ＩＲＯＳ），２０１０　ＩＥＥＥ／ＲＳＪ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏ
ｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ，１８－２２　Ｏｃｔ．２０１０，ｐｐ．３８１６－３８２３
【非特許文献２】Ｓｈｅｎｇｙａｎ　Ｚｈｏｕ，ｅｔ　ａｌ．，“Ｒｏａｄ　ｄｅｔｅｃ
ｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｖｅｃｔｏｒ　ｍａｃｈｉｎｅ　ｂａｓｅｄ　
ｏｎ　ｏｎｌｉｎｅ　ｌｅａｒｎｉｎｇ　ａｎｄ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ”，Ｉｎｔｅｌ
ｌｉｇｅｎｔ　Ｖｅｈｉｃｌｅｓ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ（ＩＶ），２０１０　ＩＥＥＥ，
２１－２４　Ｊｕｎｅ　２０１０，ｐｐ．２５６－２６１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、物体が映った撮影画像に物体に関する付加情報を見易く重畳できるようにす
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の付加情報表示装置は、
　物体が映った撮影画像に含まれる複数の画素の画素毎に、前記画素を起点とする画素領
域の各画素値に基づいて、前記物体に関する付加情報が前記画素領域に重畳された場合の
前記付加情報の見易さを意味する評価値を算出する評価値算出部と、
　前記評価値算出部によって算出された各評価値に基づいて、前記複数の画素からいずれ
かの画素を起点画素として選択する起点画素選択部と、
　前記起点画素選択部によって選択された前記起点画素を起点とする画素領域に前記付加
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情報を重畳する付加情報表示部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、物体が映った撮影画像に物体に関する付加情報を見易く重畳すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１における画像表示装置１００の機能構成図である。
【図２】実施の形態１における撮影画像２１０と付加画像２２０と重畳画像２３０との一
例を表す図である。
【図３】実施の形態１における画像表示装置１００の画像表示処理を示すフローチャート
である。
【図４】実施の形態１における撮影画像２１０の一例を示す図である。
【図５】実施の形態１における物体特徴ファイル１９１の一例を示す図である。
【図６】実施の形態１における付加情報ファイル１９２の一例を示す図である。
【図７】実施の形態１における付加領域決定処理（Ｓ１４０）の一例を示すフローチャー
トである。
【図８】実施の形態１における付加情報２０１と画素領域２０３と物体領域２０４と吹き
出し２２１との関係を示す図である。
【図９】実施の形態１における第１の見易さ評価関数１９３に関する図である。
【図１０】実施の形態１における第４の見易さ評価関数１９３に関する図である。
【図１１】実施の形態１における第５の見易さ評価関数１９３に関する図である。
【図１２】実施の形態１における第６の見易さ評価関数１９３に関する図である。
【図１３】実施の形態１における画像表示装置１００のハードウェア構成の一例を示す図
である。
【図１４】実施の形態２における画像表示装置１００の機能構成図である。
【図１５】実施の形態２におけるカメラＣと画像平面Ｐとの関係を示す図である。
【図１６】実施の形態３における画像表示装置１００の機能構成図である。
【図１７】実施の形態３における評価画像２４０の一例を示す図である。
【図１８】実施の形態３における評価ファイル１９７の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　実施の形態１．
　物体が映った撮影画像に物体に関する付加情報を見易く重畳する形態について説明する
。
【００１１】
　図１は、実施の形態１における画像表示装置１００の機能構成図である。
　実施の形態１における画像表示装置１００の機能構成について、図１に基づいて説明す
る。
【００１２】
　画像表示装置１００（付加情報表示装置の一例）は、映っている物体に関する情報が重
畳された重畳画像を表示する装置である。重畳画像はＡＲ（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａ
ｌｉｔｙ）画像ともいう。
　例えば、画像表示装置１００は、タブレット型のコンピュータまたはスマートフォンで
ある。
　例えば、画像表示装置１００は、郵便局２１１が映っている撮影画像２１０に「記念切
手を販売中」という情報を含んだ吹き出し２２１が重畳された重畳画像２３０を表示する
（図２参照）。
　図２は、実施の形態１における撮影画像２１０と付加画像２２０と重畳画像２３０との
一例を表す図である。
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【００１３】
　画像表示装置１００は、撮影画像取得部１１０と、物体検出部１２０と、付加情報取得
部１３０と、付加領域決定部１４０と、重畳画像表示部１５０（付加情報表示部の一例）
とを備える。さらに、画像表示装置１００はデータ記憶部１９０を備える。
【００１４】
　撮影画像取得部１１０は、撮影された撮影領域が映った画像である撮影画像２１０の画
像データ（以下、撮影画像データ１０１という）を取得する。
　物体検出部１２０は、撮影画像データ１０１に基づいて撮影画像２１０に映っている物
体（例えば、図２の郵便局２１１）を検出する。以下、検出された物体を検出物体という
。
　付加情報取得部１３０は、検出物体に関する情報である付加情報（例えば、図２の「記
念切手を販売中」）を取得する。付加情報はラベルともいう。
　付加領域決定部１４０は、付加情報が付加される画素領域である付加領域を決定する。
付加領域決定部１４０は、評価値算出部１４１と、起点画素選択部１４２とを備える。
　評価値算出部１４１は、撮影画像２１０の画素毎に当該画素を起点とする画素領域に付
加情報を重畳した場合の付加情報の見易さを意味する当該画素の評価値を算出する。
　起点画素選択部１４２は、付加情報が重畳される画素領域の起点になる起点画素を選択
する。起点画素を起点とする画素領域が付加領域である。
　重畳画像表示部１５０は、付加情報が付加領域に重畳された撮影画像２１０である重畳
画像２３０を表示する。
【００１５】
　データ記憶部１９０は、画像表示装置１００が使用、生成または入出力するデータを記
憶する。
　例えば、データ記憶部１９０は、撮影画像データ１０１と、付加画像データ１０２と、
重畳画像データ１０３とを記憶する。さらに、データ記憶部１９０は、物体特徴ファイル
１９１と、付加情報ファイル１９２とを記憶する。さらに、データ記憶部１９０は、一つ
以上の見易さ評価関数１９３と、寄与度データ１９４とを記憶する。
　撮影画像データ１０１は撮影画像２１０の画像データである。
　付加画像データ１０２は付加情報が付加領域に配置された付加画像２２０の画像データ
である。
　重畳画像データ１０３は撮影画像２１０に付加画像２２０を重畳した重畳画像２３０の
画像データである。
　物体特徴ファイル１９１は物体の特徴を表す特徴データを含む。
　付加情報ファイル１９２は物体に関する情報である付加情報（ラベル）を含んだデータ
である。
　見易さ評価関数１９３は付加情報の見易さを決定する見易さ要素に関する評価値を算出
するための関数（例えば、数式）である。第一の見易さ評価関数１９３は第一の見易さ要
素に関する評価値を算出するために演算され、第二の見易さ評価関数１９３は第二の見易
さ要素に関する評価値を算出するために演算される。
　寄与度データ１９４は各見易さ要素の寄与度を示すデータである。見易さ要素の寄与度
は見易さ要素が付加情報の見易さに寄与する度合いを表す値であり、見易さ要素に関する
評価値に乗ずる係数として用いられる。
【００１６】
　図３は、実施の形態１における画像表示装置１００の画像表示処理を示すフローチャー
トである。
　実施の形態１における画像表示装置１００の画像表示処理について、図３に基づいて説
明する。
【００１７】
　Ｓ１１０において、撮影画像取得部１１０は撮影画像２１０の画像データである撮影画
像データ１０１を取得する。
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　例えば、画像表示装置１００の利用者は、画像表示装置１００に備わるカメラを用いて
周囲の風景を撮影する。そして、カメラは撮影された風景が映った撮影画像２１０の画像
データである撮影画像データ１０１を生成し、撮影画像取得部１１０はカメラから撮影画
像データ１０１を取得する。但し、撮影画像データ１０１はデータ記憶部１９０に予め記
憶されていても構わない。
　Ｓ１１０の後、処理はＳ１２０に進む。
【００１８】
　図４は、実施の形態１における撮影画像２１０の一例を示す図である。
　図４に示す撮影画像２１０には、郵便マーク２１２が記された郵便局２１１が映ってい
る。
　図３に戻り、Ｓ１２０から説明を続ける。
【００１９】
　Ｓ１２０において、物体検出部１２０は、撮影画像データ１０１に基づいて、撮影画像
２１０に映っている物体の物体名および物体領域を検出する。物体名は物体を識別する識
別子であり、物体領域は物体の少なくとも一部を含んだ画素領域である。検出される物体
は複数であっても構わない。
　例えば、物体検出部１２０は、識別器と呼ばれる機器またはテンプレートマッチングと
呼ばれる技術を用いて物体を検出する。
【００２０】
　例えば、物体検出部１２０は、図５に示すような物体特徴ファイル１９１を用いて物体
を検出する。図５に示す物体特徴ファイル１９１は、物体名と物体名に対応付けられた特
徴データとを含んでいる。特徴データは物体の特徴（文字、記号、図形または形状など）
を表すデータである。
　この場合、物体検出部１２０は、撮影画像データ１０１を画像解析することによって、
物体特徴ファイル１９１に含まれる特徴データ毎に特徴データと同じ特徴を表す特徴領域
（画素領域）が撮影画像２１０に含まれるか否かを判定する。
　そして、物体検出部１２０は、撮影画像２１０（図４参照）に同じ特徴を表す特徴領域
が含まれる特徴データ（郵便マーク２１２）に対応付けられた物体名（郵便局２１１）を
物体特徴ファイル１９１から取得する。
　また、物体検出部１２０は、特徴データと同じ特徴を表す特徴領域または特徴領域を含
んだ物体を表す画素領域を物体領域として特定する。例えば、物体検出部１２０は、物体
の輪郭を形成している複数のエッジを撮影画像２１０から検出し、検出した複数のエッジ
に囲まれている画素領域を物体領域として特定する。
　図５は、実施の形態１における物体特徴ファイル１９１の一例を示す図である。
　Ｓ１２０の後、処理はＳ１３０（図３参照）に進む。
【００２１】
　Ｓ１３０において、付加情報取得部１３０は、検出物体毎に検出物体に関する付加情報
を取得する。検出物体はＳ１２０で取得された物体である。
　例えば、付加情報取得部１３０は、図６に示すような付加情報ファイル１９２から付加
情報を取得する。図６に示す付加情報ファイル１９２は、物体名と物体名に対応付けられ
た付加情報（文字列または画像などのラベル）とを含んでいる。
　検出物体の物体名が郵便局２１１である場合、付加情報取得部１３０は郵便局２１１に
対応付けられた付加情報である「記念切手を販売中」を付加情報ファイル１９２から取得
する。
　図６は、実施の形態１における付加情報ファイル１９２の一例を示す図である。
　Ｓ１３０の後、処理はＳ１４０（図３参照）に進む。
【００２２】
　Ｓ１４０において、付加領域決定部１４０は、検出物体毎に検出物体の付加情報が配置
される付加領域（画素領域）を決定する。
　付加領域決定処理（Ｓ１４０）の詳細については後述する。



(9) JP 2015-138428 A 2015.7.30

10

20

30

40

50

　Ｓ１４０の後、処理はＳ１５０に進む。
【００２３】
　Ｓ１５０において、重畳画像表示部１５０は、付加情報を付加領域に配置した付加画像
データ１０２を生成し、撮影画像データ１０１に付加画像データ１０２を重畳した重畳画
像データ１０３を生成し、重畳画像データ１０３を表示する（図２参照）。
　Ｓ１５０の後、画像表示処理は終了する。
【００２４】
　図７は、実施の形態１における付加領域決定処理（Ｓ１４０）の一例を示すフローチャ
ートである。
　実施の形態１における付加領域決定処理（Ｓ１４０）の一例について、図７に基づいて
説明する。
【００２５】
　Ｓ１４１において、評価値算出部１４１は、撮影画像２１０から検出物体と同じ個数の
候補画素（以下、候補画素群という）を選択する。検出物体が１つである場合、候補画素
群に含まれる候補画素は１つである。
　例えば、評価値算出部１４１は候補画素群をランダムに選択する。但し、評価値算出部
１４１は、遺伝的アルゴリズムまたは動的計画法などを利用して候補画素群を選択しても
構わない。
　以降の処理で述べる候補画素は、Ｓ１４１で選択された候補画素である。
　Ｓ１４１の後、処理はＳ１４２に進む。
【００２６】
　Ｓ１４２において、評価値算出部１４１は、複数の見易さ評価関数１９３から未選択の
見易さ評価関数１９３を一つ選択する。
　見易さ評価関数１９３は、付加情報の見易さを決定する見易さ要素に関する評価値を算
出するための関数（または計算式）である。
【００２７】
　以下の第１から第８の要素は見易さ要素の一例である。
　色要素（第１の要素）は、付加情報と候補画素を起点とする画素領域との色の差に関す
る見易さ要素である。一般的に色の差が大きい方が見易い。
　吹き出し長さ要素（第２の要素）は、付加情報を囲む吹き出しの吹き出し線の長さに関
する見易さ要素である。一般的に吹き出し線が短い方が見易い。
　複雑要素（第３の要素）は、候補画素を起点とする画素領域に含まれるエッジの量に関
する見易さ要素である。一般的にエッジの量が少ない方が見易い。
　物体領域重なり要素（第４の要素）は、候補画素を起点とする画素領域が物体領域に重
なる量に関する見易さ要素である。一般的に重なる量が少ない方が見易い。
　付加領域重なり要素（第５の要素）は、複数の候補画素のそれぞれを起点とする各画素
領域が互いに重なる量に関する見易さ要素である。一般的に重なる量が少ない方が見易い
。
　吹き出し交差要素（第６の要素）は、複数の付加情報を囲む複数の吹き出しのそれぞれ
吹き出し線が交差する数に関する見易さ要素である。一般的に交差する吹き出し線の数が
少ない方が見易い。
　空要素（第７の要素）は、候補画素を起点とする画素領域に占める空領域の割合に関す
る見易さ要素である。空領域は空が映された画素領域である。一般的に空領域の割合が高
い方が見易い。
　道路要素（第８の要素）は、候補画素を起点とする画素領域に占める道路領域の割合に
関する見易さ要素である。道路領域は道路が映された画素領域である。一般的に道路領域
の割合が高い方が見易い。
【００２８】
　以降の処理で述べる見易さ評価関数１９３は、Ｓ１４２で選択された見易さ評価関数１
９３である。
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　Ｓ１４２の後、処理はＳ１４３に進む。
【００２９】
　Ｓ１４３において、評価値算出部１４１は、見易さ評価関数１９３を演算することによ
って、見易さ要素別の評価値を算出する。
　見易さ評価処理（Ｓ１４３）の詳細については後述する。
　Ｓ１４３の後、処理はＳ１４４に進む。
【００３０】
　Ｓ１４４において、評価値算出部１４１は、見易さ要素別の寄与度を寄与度データ１９
４から取得し、取得した見易さ要素別の寄与度を用いて見易さ要素別の評価値を補正する
。
　例えば、評価値算出部１４１は、第１の要素の寄与度を寄与度データ１９４から取得し
、取得した第１の要素の寄与度を第１の要素の評価値に乗算する。乗算して得られた値が
第１の要素の補正後の評価値である。
　但し、評価値算出部１４１は見易さ要素別の評価値を補正しなくても構わない。この場
合、寄与度データ１９４は不要である。
　Ｓ１４４の後、処理はＳ１４５に進む。
【００３１】
　Ｓ１４５において、評価値算出部１４１は、Ｓ１４２で選択していない未選択の見易さ
評価関数１９３があるか否かを判定する。
　未選択の見易さ評価関数１９３がある場合（ＹＥＳ）、処理はＳ１４２に戻る。
　未選択の見易さ評価関数１９３がない場合（ＮＯ）、処理はＳ１４６に進む。
【００３２】
　Ｓ１４６において、評価値算出部１４１は、各見易さ要素別の評価値を用いて、候補画
素群の評価値を算出する。
　候補画素群の評価値は、候補画素毎に候補画素を起点とする画素領域に付加情報を重畳
した場合の各付加情報の見易さを意味する値である。
　例えば、評価値算出部１４１は各見易さ要素別の評価値を合計する。その合計値が候補
画素群の評価値である。
【００３３】
　例えば、候補画素群の評価値ｆ（Ｐ，Ｑ，Ｉ）は以下の式（１）で表すことができる。
　Ｌは、候補画素群に含まれる候補画素の数（つまり、付加情報、検出物体または物体領
域の数）を意味する。
　Ｅは、見易さ要素の数を意味する。
　ｗｉは、ｉ番目の見易さ要素の寄与度を意味する。
　ｃｉｌ（Ｐ，Ｑ，Ｉ）は、ｉ番目の見易さ要素に関するｌ番目の候補画素の評価値を意
味する。
　Ｐは、式（１－１）に示すように、Ｌ個の候補画素の各座標値（ｐ＿ｘｌ，ｐ＿ｙｌ）
を含んだ行列を意味する。この座標値は撮影画像内の座標値である。
　Ｑは、式（１－２）に示すように、Ｌ個の物体領域のそれぞれの代表画素の座標値（ｑ
＿ｘｌ，ｑ＿ｙｌ）を含んだ行列を意味する。この座標値は撮影画像内の座標値である。
例えば、物体領域の代表画素は物体領域の端部または中心部に位置する画素である。
　Ｉは、撮影画像２１０を意味する。
【００３４】
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【数１】

【００３５】
　Ｓ１４６の後、処理はＳ１４７に進む。
【００３６】
　Ｓ１４７において、評価値算出部１４１は、新たな候補画素群を選択するか否かを判定
する。
　例えば、Ｓ１４１で選択した候補画素群の数が選択閾値より小さい場合、評価値算出部
１４１は新たな候補画素群を選択すると判定する。
　例えば、Ｓ１４６で算出した候補画素群の評価値が選択閾値より大きい場合（または選
択閾値より小さい場合）、評価値算出部１４１は新たな候補画素群を選択すると判定する
。
　但し、評価値算出部１４１は新たな候補画素群を選択するか否かを他の判定基準に従っ
て判定しても構わない。
　新たな候補画素群を選択する場合（ＹＥＳ）、処理はＳ１４１に戻る。
　新たな候補画素群を選択しない場合（ＮＯ）、処理はＳ１４８に進む。
【００３７】
　Ｓ１４８において、起点画素選択部１４２は、各候補画素群の評価値に基づいて、起点
画素群にする候補画素群を選択する。
　例えば、起点画素選択部１４２は、評価値が最も小さい（または最も大きい）候補画素
群を起点画素群として選択する。
　起点画素群は１つ以上の起点画素であり、起点画素は検出物体に関する付加情報が配置
される付加領域の起点になる画素である。
　Ｓ１４８の後、付加領域決定処理（Ｓ１４０）は終了する。
【００３８】
　次に、見易さ評価処理（Ｓ１４３）の詳細について説明する。
　図８は、実施の形態１における付加情報２０１と画素領域２０３と物体領域２０４と吹
き出し２２１との関係を示す図である。
　評価値算出部１４１は、候補画素２０２の座標値と付加情報２０１の大きさとに基づい
て、候補画素２０２を起点とする画素領域２０３を算出する。例えば、画素領域２０３の
大きさは付加情報２０１の大きさと同じである。
　評価値算出部１４１は、画素領域２０３に基づいて、付加情報２０１が配置される画素
領域２０３を囲む吹き出し枠２２２を算出する。例えば、吹き出し枠２２２の大きさは画
素領域２０３と同じである。
　評価値算出部１４１は、吹き出し枠２２２と物体領域２０４とに基づいて、吹き出し枠
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２２２から物体領域２０４を指し示す吹き出し線２２３を算出する。例えば、吹き出し線
２２３は吹き出し枠２２２の（下辺の）中心点と物体領域２０４の（上辺の）中心点とを
結ぶ線である。
　評価値算出部１４１は、算出した画素領域２０３および吹き出し２２１（吹き出し枠２
２２、吹き出し線２２３）を用いて、各見易さ評価関数１９３を演算する。
【００３９】
　評価値算出部１４１は、第１の見易さ評価関数１９３を演算することによって、色要素
（第１の要素）に関する評価値を以下のように算出する。第１の見易さ評価関数１９３に
関する説明において図９を参照する。
　図９は、実施の形態１における第１の見易さ評価関数１９３に関する図である。
　評価値算出部１４１は、付加情報（図中の一点鎖線に囲まれた部分）に含まれる色情報
（文字列の文字色、画像の画素値など）に基づいて、付加情報の平均の色値ｉＬを算出す
る。
　評価値算出部１４１は、候補画素ｐｌを起点とする画素領域（図中の鎖線に囲まれた部
分）に含まれる各画素の画素値に基づいて、画素領域の平均の色値ｉＲ（ｐｌ，Ｉ）を算
出する。候補画素ｐｌを起点とする画素領域の大きさは付加情報の大きさに比例する。画
素値は色値の一例である。評価値算出部１４１は、画素値に基づいてＲＧＢ色空間、ＨＳ
Ｖ色空間またはその他の色空間の色を表す色値を算出しても構わない。
　評価値算出部１４１は、付加情報の平均の色値ｉＬと画素領域の平均の色値ｉＲ（ｐｌ

，Ｉ）との差を算出する。候補画素ｐｌ毎に算出した色値の差を合計した値が色要素に関
する評価値である。
　色要素に関する評価値ｃ１ｌ（Ｐ，Ｑ，Ｉ）は以下の式（２）で表すことができる。
【００４０】
【数２】

【００４１】
　評価値算出部１４１は、第２の見易さ評価関数１９３を演算することによって、吹き出
し長さ要素（第２の要素）に関する評価値を以下のように算出する。
　評価値算出部１４１は、候補画素２０２毎に吹き出し線２２３の長さを算出する（図８
参照）。候補画素毎に算出した吹き出し線２２３の長さを合計した値が吹き出し長さ要素
に関する評価値である。
【００４２】
　評価値算出部１４１は、第３の見易さ評価関数１９３を演算することによって、複雑要
素（第３の要素）に関する評価値を以下のように算出する。
　評価値算出部１４１は、候補画素２０２を起点とする画素領域２０３に含まれる各画素
の画素値に基づいて、画素領域２０３に含まれるエッジを検出する。候補画素２０２毎に
検出したエッジの量を合計した値が複雑要素に関する評価値である。
　例えば、評価値算出部１４１は、キャニーエッジ、ソーベルフィルタまたはガウシアン
フィルタなどのエッジ検出方法を用いてエッジを検出する。
【００４３】
　評価値算出部１４１は、第４の見易さ評価関数１９３を演算することによって、物体領
域重なり要素（第４の要素）に関する評価値を以下のように算出する。第４の見易さ評価
関数１９３に関する説明において図１０を参照する。
　図１０は、実施の形態１における第４の見易さ評価関数１９３に関する図である。
　評価値算出部１４１は、候補画素２０２を起点とする画素領域２０３が物体領域２０４
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に重なる量（図中の斜線部分の面積）を算出する。候補画素２０２毎に算出した重なる量
を合計した値が物体領域重なり要素に関する評価値である。重なる量は重なるか否かを示
す値であっても構わない。
【００４４】
　評価値算出部１４１は、第５の見易さ評価関数１９３を演算することによって、付加領
域重なり要素（第５の要素）に関する評価値を以下のように算出する。
　評価値算出部１４１は、複数の画素領域２０３が互いに重なる量を算出する。算出した
重なる量が付加領域重なり要素に関する評価値である。
　図１１は、実施の形態１における第５の見易さ評価関数１９３に関する図である。
　図１１の（ａ）の場合、２つの画素領域２０３が重なっているので重なる量は２である
。図１１の（ｂ）の場合、３つの画素領域２０３が重なっているので重なる量は３である
。但し、重なる量は複数の画素領域２０３が重なる面積であっても構わない。
【００４５】
　評価値算出部１４１は、第６の見易さ評価関数１９３を演算することによって、吹き出
し交差要素（第６の要素）に関する評価値を以下のように算出する。
　評価値算出部１４１は、複数の吹き出し線２２３が互いに重なる量を算出する。算出し
た重なる量が吹き出し交差要素に関する評価値である。
　図１２は、実施の形態１における第６の見易さ評価関数１９３に関する図である。
　図１２の（ａ）の場合、２つの吹き出し線２２３が重なっているので重なる量は２であ
る。図１２の（ｂ）の場合、３つの吹き出し線２２３が重なっているので重なる量は３で
ある。
【００４６】
　評価値算出部１４１は、第７の見易さ評価関数１９３を演算することによって、空要素
（第７の要素）に関する評価値を以下のように算出する。
　評価値算出部１４１は、候補画素２０２を起点とする画素領域２０３に含まれる各画素
の画素値に基づいて画素領域２０３から空領域を検出し、検出した空領域が画素領域２０
３に占める割合を算出する。空領域は空が映った画素領域である。候補画素２０２毎に算
出した割合を合計した値が空要素に関する評価値である。空領域は他の特定領域（例えば
、海が映った海領域）に置き換えても構わない。
　例えば、評価値算出部１４１は、非特許文献１に開示された技術を用いて空領域を検出
する。
【００４７】
　評価値算出部１４１は、第８の見易さ評価関数１９３を演算することによって、道路要
素（第８の要素）に関する評価値を以下のように算出する。
　評価値算出部１４１は、候補画素２０２を起点とする画素領域２０３に含まれる各画素
の画素値に基づいて画素領域２０３から道路領域を検出し、検出した道路領域が画素領域
２０３に占める割合を算出する。道路領域は道路が映った画素領域である。候補画素２０
２毎に算出した割合を合計した値が道路要素に関する評価値である。
　例えば、評価値算出部１４１は、非特許文献２に開示された技術を用いて道路領域を検
出する。
【００４８】
　評価値算出部１４１は、上記した第１から第８の全ての見易さ要素に関する評価値を算
出してもよいし、いずれか１つまたは複数の見易さ要素に関する評価値だけを算出しても
よいし、他の見易さ要素に関する評価値を算出してもよい。
　例えば、評価値算出部１４１は、寄与度データｗに基づいて見易さ要素を選択してもよ
い。ｗ＝｛ｗ１，ｗ２，ｗ３，ｗ４，ｗ５，ｗ６，ｗ７，ｗ８｝＝｛０，１，１，０，０
，０，０，０｝である場合、評価値算出部１４１は第２の見易さ要素に関する評価値と第
３の見易さ要素に関する評価値とを算出する。
【００４９】
　評価値算出部１４１は、各見易さ要素の評価値を扱い易くするために、各見易さ要素の
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評価値を正規化しても構わない。例えば、評価値算出部１４１は、各見易さ要素の評価値
を０から１０の範囲内の値に変換しても構わない。
【００５０】
　評価値算出部１４１は、各見易さ要素の評価値として、見易いことを意味する値と見に
くいことを意味する値とのいずれかを選択しても構わない。
　例えば、評価値算出部１４１は、クラスタリングの技術分野で用いられている超平面を
生成し、この超平面に基づいて見易いか否かを判定する。
【００５１】
　図１３は、実施の形態１における画像表示装置１００のハードウェア構成の一例を示す
図である。
　実施の形態１における画像表示装置１００のハードウェア構成の一例について、図１３
に基づいて説明する。但し、画像表示装置１００のハードウェア構成は図１３に示す構成
と異なる構成であってもよい。
【００５２】
　画像表示装置１００は、演算装置９０１、補助記憶装置９０２、主記憶装置９０３、通
信装置９０４、入出力装置９０５、撮影装置９０６、測位装置９０７および慣性計測装置
９０８を備えるコンピュータである。これらの装置はバス９０９に接続している。
【００５３】
　演算装置９０１は、プログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）である。
　補助記憶装置９０２は、例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラ
ッシュメモリまたはハードディスク装置である。
　主記憶装置９０３は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
である。
　通信装置９０４は、有線または無線でインターネット、ＬＡＮ（ローカルエリアネット
ワーク）、電話回線網またはその他のネットワークを介して通信を行う。
　入出力装置９０５は、例えば、マウス、キーボード、ディスプレイ装置である。
　例えば、撮影装置９０６はカメラであり、測位装置９０７はＧＰＳ受信機であり、慣性
計測装置９０８はジャイロである。
【００５４】
　プログラムは、通常は補助記憶装置９０２に記憶されており、主記憶装置９０３にロー
ドされ、演算装置９０１に読み込まれ、演算装置９０１によって実行される。
　例えば、オペレーティングシステム（ＯＳ）が補助記憶装置９０２に記憶される。また
、「～部」として説明している機能を実現するプログラムが補助記憶装置９０２に記憶さ
れる。そして、ＯＳおよび「～部」として説明している機能を実現するプログラムは主記
憶装置９０３にロードされ、演算装置９０１によって実行される。「～部」は「～処理」
「～工程」と読み替えることができる。
【００５５】
　「～の判断」、「～の判定」、「～の抽出」、「～の検知」、「～の設定」、「～の登
録」、「～の選択」、「～の生成」、「～の入力」、「～の出力」等の処理の結果を示す
情報、データ、ファイル、信号値または変数値が主記憶装置９０３または補助記憶装置９
０２に記憶される。また、画像表示装置１００が使用するその他のデータが主記憶装置９
０３または補助記憶装置９０２に記憶される。
【００５６】
　実施の形態１により、物体が映った撮影画像２１０に物体に関する付加情報を見易く重
畳することができる。
【００５７】
　実施の形態２．
　撮影画像に映っている物体を撮影画像が撮影された位置に基づいて検出する形態につい
て説明する。
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　以下、実施の形態１と異なる事項について主に説明する。説明を省略する事項について
は実施の形態１と同様である。
【００５８】
　図１４は、実施の形態２における画像表示装置１００の機能構成図である。
　実施の形態２における画像表示装置１００の機能構成について、図１４に基づいて説明
する。
【００５９】
　画像表示装置１００は、実施の形態１（図１参照）で説明した機能に加えて、位置方位
取得部１６０を備える。
　また、物体検出部１２０は、実施の形態１とは異なる方法によって、撮影画像２１０に
映っている物体を検出する。
【００６０】
　位置方位取得部１６０は、撮影画像２１０が撮影されたときの撮影位置を示す位置デー
タ（三次元の座標値）と、撮影画像２１０が撮影されたときの撮影方位を示す方位データ
（方位角、仰角、回転角）とを取得する。
　例えば、位置方位取得部１６０は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）受信機から位置データを取得する。位置方位取得部１６０は、ＧＰＳ受信
機から出力される情報に基づいてＧＰＳの単独測位を行うことによって、位置データを生
成しても構わない。また、位置方位取得部１６０は、携帯基地局までの距離を示す距離情
報を利用するＡ－ＧＰＳなど、ＧＰＳの単独測位以外の測位方法によって位置データを生
成しても構わない。
　例えば、位置方位取得部１６０はジャイロセンサから方位データを取得する。また、位
置方位取得部１６０は、ジャイロセンサから出力される情報に基づいて方位を計測するこ
とによって、方位データを生成しても構わない。
　以下、位置データと方位データとを含んだデータを位置方位データ１０４という。
【００６１】
　物体検出部１２０は、位置方位データ１０４と物体データベース１９５とに基づいて、
撮影画像２１０に映っている物体の物体名および物体領域を検出する。
　物体データベース１９５は、物体名と物体名に対応付けられた物体位置データとを含む
。物体位置データは物体が位置する現実（三次元）の領域を示すデータである。例えば、
地図データベース、フロアマップ、設計図面およびＣＡＤ図面は、物体データベース１９
５の一例である。
【００６２】
　例えば、物体検出部１２０は以下のように物体を検出する。以下の説明において図１５
を参照する。
　図１５は、実施の形態２におけるカメラＣと画像平面Ｐとの関係を示す図である。
　物体検出部１２０は、位置方位データ１０４およびカメラＣの撮影パラメータ（例えば
、焦点距離ｆ）に基づいて画像平面Ｐを算出する。画像平面Ｐに現実の領域（例えば、画
像平面Ｐの外にある郵便マーク）を投影して得られる画像が撮影画像２１０である。
　物体検出部１２０は、画像平面Ｐに投影される現実の領域（投影領域）を算出し、投影
領域に位置する物体の物体名および物体位置データを物体データベース１９５から抽出す
る。
　物体検出部１２０は、抽出した物体位置データが示す現実の領域が投影される画素領域
（例えば、画像平面Ｐの中になる郵便マーク）を算出する。算出した画素領域が物体領域
である。
【００６３】
　画像表示装置１００の他の機能は実施の形態１と同様である。
【００６４】
　実施の形態２により、物体が映った撮影画像２１０に物体に関する付加情報を見易く重
畳することができる。
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【００６５】
　実施の形態３．
　各見易さ要素の寄与度を利用者に適した値に調整する形態について説明する。
　以下、実施の形態１と異なる事項について主に説明する。説明を省略する事項について
は実施の形態１と同様である。
【００６６】
　図１６は、実施の形態３における画像表示装置１００の機能構成図である。
　実施の形態３における画像表示装置１００の機能構成について、図１６に基づいて説明
する。
【００６７】
　画像表示装置１００は、実施の形態１（図１参照）で説明した機能に加えて、寄与度算
出部１７０を備える。
　また、データ記憶部１９０は、複数の評価画像データ１９６および評価ファイル１９７
を記憶する。
【００６８】
　評価画像データ１９６は、利用者が見易さを評価する評価用の重畳画像（評価画像２４
０）の画像データである。
　図１７は、実施の形態３における評価画像２４０の一例を示す図である。
　図１７の（ａ）は付加情報を囲んだ吹き出し２２１が空領域に重畳された評価画像２４
０を示している。
　図１７の（ｂ）は吹き出し２２１が建物に重畳された評価画像２４０を示している。
　図１７の（ｃ）は２つの吹き出し２２１のそれぞれの吹き出し枠が重なっている評価画
像２４０を示している。
　図１７の（ｄ）は２つの吹き出し２２１のそれぞれの吹き出し線が重なっている評価画
像２４０を示している。
【００６９】
　評価ファイル１９７は、評価画像２４０毎に各見易さ要素の評価値と利用者の評価結果
値とを含む。各見易さ要素の評価値は評価値算出部１４１の評価値算出処理（図７のＳ１
４３）と同様に算出された値である。利用者の評価結果値は、利用者が評価画像２４０を
確認して決定した評価値である。
　図１８は、実施の形態３における評価ファイル１９７の一例を示す図である。
　図１８に示す評価ファイル１９７は、第１から第Ｎの評価画像２４０の画像毎に、第１
から第Ｅの見易さ要素のそれぞれの評価値ｃ＾と、利用者の評価結果値とを含んでいる。
例えば、利用者の評価結果は０．２刻みで０から１の５段階の値である。
【００７０】
　寄与度算出部１７０は、以下のように各見易さ要素の寄与度を算出する。
　寄与度算出部１７０は、複数の評価画像データ１９６を用いて、複数の評価画像２４０
（図１７参照）を表示する。
　利用者は、表示された複数の評価画像２４０を確認し、各評価画像２４０の付加情報の
見易さを評価し、各評価画像２４０の評価結果値を画像表示装置１００に入力する。
　寄与度算出部１７０は、入力された各評価画像２４０の評価結果値を取得し、取得した
各評価結果値を評価ファイル１９７（図１８参照）に登録する。
　寄与度算出部１７０は、評価ファイル１９７に基づいて各見易さ要素の寄与度を算出し
、算出した各寄与度を寄与度データ１９４に登録する。
　例えば、寄与度算出部１７０は、ロジスティック回帰分析によって各見易さ要素の寄与
度を算出する。
【００７１】
　画像表示装置１００は、市街地用の評価画像群および山間部用の評価画像群など、風景
が異なる複数の評価画像群を記憶してもよい。
　この場合、利用者は複数の風景のうちのいずれかの風景を選択し、寄与度算出部１７０
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　これにより、各見易さ要素の寄与度を使用地域（市街地または山間部など）に適した値
に調整することができる。
【００７２】
　実施の形態３により、各見易さ要素の寄与度を利用者に適した値に調整することができ
る。さらに、管理者が各見易さ要素の寄与度を決定しなくてもよいため、管理者の負担を
軽減することができる。
　例えば、撮影画像２１０に重畳された付加情報の見易さは利用者の年齢によって異なる
可能性がある。その場合、各見易さ要素の寄与度を利用者に適した値に調整することによ
り、利用者の年齢に関わらず、付加情報が見易い位置に重畳された撮影画像２１０を表示
することができる。
【００７３】
　各実施の形態は、画像表示装置１００の形態の一例である。
　つまり、画像表示装置１００は、各実施の形態で説明した構成要素の一部を備えなくて
も構わない。また、画像表示装置１００は、各実施の形態で説明していない構成要素を備
えても構わない。さらに、画像表示装置１００は、各実施の形態の構成要素の一部または
全てを組み合わせたものであっても構わない。
　例えば、実施の形態３における画像表示装置１００の物体検出部１２０は、実施の形態
２で説明した方法で物体を検出しても構わない。
【００７４】
　各実施の形態においてフローチャート等を用いて説明した処理手順は、各実施の形態に
係る方法およびプログラムの処理手順の一例である。つまり、各実施の形態に係る方法お
よびプログラムは、各実施の形態で説明した処理手順と一部異なる処理手順で実現されて
も構わない。
【符号の説明】
【００７５】
　１００　画像表示装置、１０１　撮影画像データ、１０２　付加画像データ、１０３　
重畳画像データ、１０４　位置方位データ、１１０　撮影画像取得部、１２０　物体検出
部、１３０　付加情報取得部、１４０　付加領域決定部、１４１　評価値算出部、１４２
　起点画素選択部、１５０　重畳画像表示部、１６０　位置方位取得部、１７０　寄与度
算出部、１９０　データ記憶部、１９１　物体特徴ファイル、１９２　付加情報ファイル
、１９３　見易さ評価関数、１９４　寄与度データ、１９５　物体データベース、１９６
　評価画像データ、１９７　評価ファイル、２０１　付加情報、２０２　候補画素、２０
３　画素領域、２０４　物体領域、２１０　撮影画像、２１１　郵便局、２１２　郵便マ
ーク、２２０　付加画像、２２１　吹き出し、２２２　吹き出し枠、２２３　吹き出し線
、２３０　重畳画像、２４０　評価画像、９０１　演算装置、９０２　補助記憶装置、９
０３　主記憶装置、９０４　通信装置、９０５　入出力装置、９０６　撮影装置、９０７
　測位装置、９０８　慣性計測装置、９０９　バス。
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