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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の処理実行ユニットを制御するプロセッサと、
　オブジェクトの第１深度情報を測定する測定部と、
　前記オブジェクトの前景深度、バックグラウンドの後景深度、及び前記オブジェクトの
透明度を推定し、推定された前記前景深度、前記後景深度、及び前記透明度に基づいて、
第２深度情報を推定する推定部と、
　測定された前記第１深度情報と推定された前記第２深度情報とを比較する比較部と、
　前記比較部の比較結果を用いて、前記オブジェクトの第３深度情報を決定する決定部と
、
　を備えることを特徴とする３Ｄ情報処理装置。
【請求項２】
　前記推定部は、推定された前記前景深度、前記後景深度、及び前記透明度に基づいて、
予め決定したモデリングによって前記第２深度情報を推定することを特徴とする請求項１
に記載の３Ｄ情報処理装置。
【請求項３】
　前記推定部は、
　推定された前記前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を利用して算出
される前景深度情報と、
　前記オブジェクトを透過して前記推定された後景深度でバックグラウンドから反射した
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第２反射信号を利用して算出される後景深度情報と、
　前記オブジェクトの推定された前記透明度と
　に基づいて前記第２深度情報を推定することを特徴とする請求項２に記載の３Ｄ情報処
理装置。
【請求項４】
　前記推定部は、
　前記推定された前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を利用して算出
される前景深度情報と、
　前記オブジェクトの明るさと、
　前記オブジェクトを透過して推定された前記後景深度でバックグラウンドから反射した
第２反射信号を利用して算出される後景深度情報と、
　前記バックグラウンドの明るさと、
　前記オブジェクトの推定された前記透明度と、
　のうち少なくとも１つに基づいて前記第２深度情報を推定することを特徴とする請求項
２に記載の３Ｄ情報処理装置。
【請求項５】
　前記モデリングは、下記の数式によって前記第２深度情報を推定することを特徴とする
請求項２に記載の３Ｄ情報処理装置。
【数４】

（ここで、z^は推定された前記第２深度情報であり、g(x)は前記第１深度情報を測定する
深度カメラの特性に応じて決定される関数であり、xは受信された信号の強度であり、tは
前記オブジェクトの推定された透明度であり、Lbは推定された前記後景深度でのバックグ
ラウンドの明るさであり、Lfは前記オブジェクトの明るさであり、zfは推定された前記前
景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報
であり、zbは前記オブジェクトを透過して前記バックグラウンドから反射した第２反射信
号を仮定して算出される後景深度情報である）
【請求項６】
　前記決定部は、測定された前記第１深度情報と推定された前記第２深度情報との間の差
が予め決定した範囲以内である場合、前記オブジェクトの第３深度情報が推定された前記
第２深度情報であると判断することを特徴とする請求項１～５のうち何れか１項に記載の
３Ｄ情報処理装置。
【請求項７】
　測定された前記第１深度情報と推定された前記第２深度情報との間の差が予め決定した
範囲内に含まれない場合、前記推定部は、推定された前記前景深度及び後景深度を変更し
て前記第２深度情報を再推定し、前記比較部は前記第１深度情報と再推定された第２深度
情報とを比較することを特徴とする請求項２に記載の３Ｄ情報処理装置。
【請求項８】
　前記測定部は、前記オブジェクトから反射した信号を受信するＮ個（Ｎは１以上の整数
）の深度カメラを含み、前記Ｎ個の深度カメラに対応するＮ個の第１深度情報を生成し、
　前記推定部は、推定された前記前景深度、後景深度、及び透明度に基づいて、前記Ｎ個
の深度カメラに対応するＮ個の第２深度情報を推定し、
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　前記比較部は、前記Ｎ個の深度カメラに対応する前記Ｎ個の第１深度情報のそれぞれと
前記Ｎ個の第２深度情報のそれぞれとを比較することを特徴とする請求項２に記載の３Ｄ
情報処理装置。
【請求項９】
　前記測定部は、前記オブジェクトの方向に赤外線を送信する送信部を含み、
　前記赤外線が前記オブジェクトから反射した信号及び前記赤外線によって背景が照射さ
れる場合、前記オブジェクトを透過してバックグラウンドから反射した信号を用いて前記
オブジェクトの前記第１深度情報を測定することを特徴とする請求項１～８のうち何れか
１項に記載の３Ｄ情報処理装置。
【請求項１０】
　１つ以上の処理実行ユニットを制御するプロセッサと、
　オブジェクトの第１深度情報を測定する測定部と、
　前記オブジェクトの位置及び透明度を推定し、推定された位置及び透明度に基づいて前
記オブジェクトの第２深度情報を推定する推定部と、
　測定された前記第１深度情報と推定された前記第２深度情報とを比較する比較部と、
　前記比較部の比較結果に応じて、前記オブジェクトの透明度を決定する決定部と、
　を備えることを特徴とする３Ｄ情報処理装置。
【請求項１１】
　前記推定部は、
　前記推定された位置で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を利用して算出され
る前景深度情報と、
　前記オブジェクトを透過してバックグラウンドから反射した第２反射信号を利用して算
出される後景深度情報と、
　前記オブジェクトの推定された前記透明度と、
　に基づいて前記第２深度情報を推定することを特徴とする請求項１０に記載の３Ｄ情報
処理装置。
【請求項１２】
　測定された前記第１深度情報と推定された前記第２深度情報との間の差が予め決定した
範囲内に含まれない場合、
　前記推定部は、推定された位置を変更して前記第２深度情報を再推定し、
　前記比較部は、前記第１深度情報と再推定された第２深度情報とを比較することを特徴
とする請求項１０に記載の３Ｄ情報処理装置。
【請求項１３】
　深度カメラを用いてオブジェクトの第１深度情報を測定するステップと、
　前記オブジェクトの前景深度、バックグラウンドの後景深度、及び前記オブジェクトの
透明度を推定し、推定された前記前景深度、前記後景深度、及び前記透明度に基づいて、
第２深度情報をプロセッサにより推定するステップと、
　測定された前記第１深度情報と推定された第２深度情報と比較することによって、前記
オブジェクトの第３深度情報を決定するステップと、
　を含むことを特徴とする３Ｄ情報処理方法。
【請求項１４】
　推定された前記第２深度情報は、推定された前記前景深度、後景深度、及び透明度に基
づいて、予め決定したモデリングによって推定されることを特徴とする請求項１３に記載
の３Ｄ情報処理方法。
【請求項１５】
　前記推定された第２深度情報は、
　前記推定された前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を利用して算出
される前景深度情報と、
　前記オブジェクトを透過して推定された前記後景深度でバックグラウンドから反射した
第２反射信号を利用して算出される後景深度情報と、
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　前記オブジェクトの推定された透明度と、
　に基づいて推定されることを特徴とする請求項１４に記載の３Ｄ情報処理方法。
【請求項１６】
　推定された前記第２深度情報は、
　推定された前記前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を利用して算出
される前景深度情報と、
　前記オブジェクトの明るさと、
　前記オブジェクトを透過して前記推定された後景深度でバックグラウンドから反射した
第２反射信号を利用して算出される後景深度情報と、
　前記バックグラウンドの明るさと、
　前記オブジェクトの推定された透明度と、
　のうち少なくとも１つに基づいて推定されることを特徴とする請求項１４に記載の３Ｄ
情報処理方法。
【請求項１７】
　前記モデリングは、下記の数式によって前記第２深度情報を推定することを特徴とする
請求項１４に記載の３Ｄ情報処理方法。
【数５】

（ここで、z^は前記推定された第２深度情報であり、g(x)は前記第１深度情報を測定する
深度カメラの特性に応じて決定される関数であり、xは受信された信号の強度であり、tは
前記オブジェクトの透明度であり、Lbは前記後景深度でのバックグラウンドの明るさであ
り、Lfは前記オブジェクトの明るさであり、zfは前記推定された前景深度で前記オブジェ
クトから反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報であり、zbは前記オブ
ジェクトを透過して前記バックグラウンドから反射した第２反射信号を仮定して算出され
る後景深度情報である）
【請求項１８】
　推定された前記第２深度情報は、前記オブジェクトの位置を推定し、推定された位置に
基づいて予め決定したモデリングによって推定されることを特徴とする請求項１３～１７
のうち何れか１項に記載の３Ｄ情報処理方法。
【請求項１９】
　前記オブジェクトの第３深度情報を決定する前記ステップは、測定された前記第１深度
情報と推定された前記第２深度情報との間の差が予め決定した範囲以内である場合、前記
オブジェクトの第３深度情報が前記推定された前景深度であると判断するステップを含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の３Ｄ情報処理方法。
【請求項２０】
　請求項１３ないし請求項１９のいずれか１項に記載の３Ｄ情報処理方法をコンピュータ
に実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　深度カメラを用いてオブジェクトの第１深度情報を測定するステップと、
　前記オブジェクトの透明度及び前記オブジェクトの位置をプロセッサにより推定するス
テップと、
　前記透明度及び前記オブジェクトの推定された位置に基づいて前記オブジェクトの第２
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深度情報を推定するステップと、
　測定された前記第１深度情報と推定された前記第２深度情報とを比較することによって
、前記オブジェクトの透明度を決定するステップと、
　を含むことを特徴とする３Ｄ情報処理方法。
【請求項２２】
　前記オブジェクトの前景深度、バックグラウンドの後景深度、及び前記オブジェクトの
透明度が推定され、前記第２深度情報は、推定された前記前景深度、前記後景深度、及び
前記透明度に基づいて予め決定したモデリングによって推定されることを特徴とする請求
項２１に記載の３Ｄ情報処理方法。
【請求項２３】
　推定された前記第２深度情報は、
　推定された前記前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を利用して算出
される前景深度情報と、
　前記オブジェクトを透過して推定された前記後景深度でバックグラウンドから反射した
第２反射信号を利用して算出される後景深度情報と、
　前記オブジェクトの推定された前記透明度と、
　に基づいて推定されることを特徴とする請求項２２に記載の３Ｄ情報処理方法。
【請求項２４】
　請求項２１ないし請求項２３のいずれか１項に記載の３Ｄ情報処理方法をコンピュータ
に実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　オブジェクトの前景深度を推定し、前記前景深度で前記オブジェクトから反射した第１
反射信号を利用して算出される前景深度情報と、
　後景深度を推定し、前記オブジェクトを透過して前記後景深度でバックグラウンドから
反射した第２反射信号を利用して算出される後景深度情報と、
　前記オブジェクトの推定された透明度と、
　に基づいて前記オブジェクトの深度情報を推定することを特徴とする３Ｄ情報処理方法
。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の３Ｄ情報処理方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログ
ラム。
【請求項２７】
　オブジェクトが透明であるか否かを判断する方法であって、
　複数の異なる深度カメラを用いて前記オブジェクトの深度値をキャプチャーするステッ
プと、
　前記複数の異なる深度カメラを用いてキャプチャーされた前記オブジェクトの前記深度
値をプロセッサにより比較するステップと、
　比較された前記オブジェクトの深度値が異なる場合、前記オブジェクトが少なくとも或
る程度の透明度を有するものと判断するステップと、
　を含むことを特徴とするオブジェクトが透明であるか否かを判断する方法。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　下記の説明は３Ｄ情報を処理する装置及び方法に関し、より具体的にはオブジェクトの
深度情報を取得する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３Ｄ情報処理技術は、ユーザに立体感を与えることができるオブジェクトを処理する技
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形状を有する各種オブジェクトの形状情報、位置情報、質感情報を取得してデータを生成
し、生成されたデータを処理する技術である。オブジェクトキャプチャー技術を用いて生
成されたデジタルデータは、３Ｄテレビなどのためのコンテンツとして活用されてもよい
。
【０００３】
　深度情報はいずれかの位置（例えば、深度カメラの位置）とオブジェクトとの間の距離
に関する情報として、例えば、オブジェクトの位置に応じて算出されてもよい。オブジェ
クトの深度情報は、オブジェクトの形状を把握するための最も基礎となる情報である。し
たがって、オブジェクトに対する正確な深度情報を取得することは、オブジェクトキャプ
チャー技術において極めて重要な作業である。
【０００４】
　３Ｄオブジェクトキャプチャー装置は、オブジェクトの深度情報を取得するために赤外
線パルスなどを送信し、赤外線パルスがオブジェクトに反射して戻ってくる信号を用いて
オブジェクトの位置を決定してもよい。ただし、従来の３Ｄオブジェクトキャプチャー装
置は、一般的に透明なオブジェクトの深度を正確に測定することが困難である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、３Ｄ情報処理装置及び方法を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例示的な実施形態によると、１つ以上のプロセッサ実行可能なユニットを制御するプロ
セッサと、オブジェクトの第１深度情報を測定する測定部と、前記オブジェクトの第２深
度情報を推定する推定部と、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報
とを比較する比較部と、前記比較部の比較結果を用いて、前記オブジェクトの第３深度情
報を決定する判断部とを備える３Ｄ情報処理装置を提供する。
【０００７】
　ここで、前記推定部は、前記オブジェクトの前景深度、バックグラウンドの後景深度、
及び前記オブジェクトの透明度を推定し、前記推定された前景深度、前記後景深度、及び
前記透明度に基づいて、予め決定したモデリングによって前記第２深度情報を推定しても
よい。
【０００８】
　また、前記推定部は、前記推定された前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反
射信号を仮定して算出される前景深度情報と、前記オブジェクトを透過して前記推定され
た後景深度でバックグラウンドから反射した第２反射信号を仮定して算出される後景深度
情報と、前記オブジェクトの前記推定された透明度に基づいて前記第２深度情報を推定し
てもよい。
【０００９】
　また、前記推定部は、前記推定された前景深度で前記オブジェクトから反射した第１反
射信号を仮定して算出される前景深度情報と、前記オブジェクトの明るさと、前記オブジ
ェクトを透過して前記推定された後景深度でバックグラウンドから反射した第２反射信号
を仮定して算出される後景深度情報と、前記バックグラウンドの明るさと、前記オブジェ
クトの前記推定された透明度と、のうち少なくとも１つに基づいて前記第２深度情報を推
定してもよい。
【００１０】
　ここで、前記モデリングは、下記の数式（１）によって前記第２深度情報を推定しても
よい。
【００１１】
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【数１】

　ここで、z^は前記推定された第２深度情報であり、g(x)は前記第１深度情報を測定する
深度カメラの特性に応じて決定される関数であり、xは受信された信号の強度であり、tは
前記オブジェクトの推定された透明度であり、Lbは前記推定された後景深度でのバックグ
ラウンドの明るさであり、Lfは前記オブジェクトの明るさであり、zfは前記推定された前
景深度で前記オブジェクトから反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報
であり、zbは前記オブジェクトを透過して前記バックグラウンドから反射した第２反射信
号を仮定して算出される後景深度情報であってもよい。
【００１２】
　また、前記判断部は、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報との
間の差が予め決定した範囲以内である場合、前記オブジェクトの第３深度情報が前記推定
された第２深度情報であると判断してもよい。
【００１３】
　また、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報との間の差が予め決
定した範囲内に含まれない場合、前記推定部は、前記推定された前景深度及び後景深度を
変更して前記第２深度情報を再推定し、前記比較部は前記第１深度情報と前記再推定され
た第２深度情報とを比較してもよい。
【００１４】
　ここで、前記測定部は、前記オブジェクトから反射した信号を受信するＮ個（Ｎは１と
同一であるか大きい整数）の深度カメラを含み、前記Ｎ個の深度カメラに対応するＮ個の
第１深度情報を生成し、前記推定部は、前記推定された前景深度、後景深度、及び透明度
に基づいて、前記Ｎ個の深度カメラに対応するＮ個の第２深度情報を推定し、前記比較部
は、前記Ｎ個の深度カメラに対応する前記Ｎ個の第１深度情報のそれぞれと前記Ｎ個の第
２深度情報のそれぞれとを比較してもよい。
【００１５】
　また、前記測定部は、前記オブジェクトの方向に赤外線を送信する送信部を含み、前記
赤外線が前記オブジェクトから反射した信号及び前記赤外線によって前記背景が照射され
る場合、前記オブジェクトを透過してバックグラウンドから反射した信号を用いて前記オ
ブジェクトの前記第１深度情報を測定してもよい。
【００１６】
　他の例示的な実施形態によると、１つ以上のプロセッサ実行可能なユニットを制御する
プロセッサと、オブジェクトの第１深度情報を測定する測定部と、前記オブジェクトの位
置及び透明度を推定し、前記推定された位置及び透明度に基づいて前記オブジェクトの第
２深度情報を推定する推定部と、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度
情報とを比較する比較部と、前記比較部の比較結果に応じて、前記オブジェクトの透明度
を決定する判断部とを備える３Ｄ情報処理装置が提供される。
【００１７】
　ここで、前記推定部は、前記推定された位置で前記オブジェクトから反射した第１反射
信号を仮定して算出される前景深度情報と、前記オブジェクトを透過してバックグラウン
ドから反射した第２反射信号を仮定して算出される後景深度情報と、前記オブジェクトの
前記推定された透明度と、に基づいて前記第２深度情報を推定してもよい。
【００１８】
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　また、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報との間の差が予め決
定した範囲内に含まれない場合、前記推定部は、前記推定された位置を変更して前記第２
深度情報を再推定し、前記比較部は、前記第１深度情報と前記再推定された第２深度情報
とを比較してもよい。
【００１９】
　更なる例示的な実施形態によると、深度カメラを用いてオブジェクトの第１深度情報を
測定するステップと、前記オブジェクトの第２深度情報をプロセッサの方式で推定するス
テップと、前記測定された第１深度情報を推定された第２深度情報と比較することによっ
て、前記オブジェクトの第３深度情報を決定するステップとを含む３Ｄ情報処理方法が提
供される。
【００２０】
　ここで、前記推定された第２深度情報は、前記オブジェクトの前景深度、バックグラウ
ンドの後景深度、及び前記オブジェクトの透明度を推定し、前記推定された前景深度、後
景深度、及び透明度に基づいて、予め決定したモデリングによって推定されてもよい。
【００２１】
　また、前記推定された第２深度情報は、前記推定された前景深度で前記オブジェクトか
ら反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報と、前記オブジェクトを透過
して前記推定された後景深度でバックグラウンドから反射した第２反射信号を仮定して算
出される後景深度情報と、前記オブジェクトの前記仮定された透明度と、に基づいて推定
されてもよい。
【００２２】
　また、前記推定された第２深度情報は、前記推定された前景深度で前記オブジェクトか
ら反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報と、前記オブジェクトの明る
さと、前記オブジェクトを透過して前記推定された後景深度でバックグラウンドから反射
した第２反射信号を仮定して算出される後景深度情報と、前記バックグラウンドの明るさ
と、前記オブジェクトの前記仮定された透明度と、のうち少なくとも１つに基づいて推定
されてもよい。
【００２３】
　ここで、前記モデリングは、下記の数式（１）によって前記第２深度情報を推定しても
よい。
【００２４】
　また、前記推定された第２深度情報は、前記オブジェクトの位置を推定し、前記推定さ
れた位置に基づいて予め決定したモデリングによって推定されてもよい。
【００２５】
　また、前記オブジェクトの第３深度情報を決定する前記ステップは、前記測定された第
１深度情報と前記推定された第２深度情報との間の差が予め決定した範囲以内である場合
、前記オブジェクトの第３深度情報が前記推定された前景深度であると判断するステップ
を含んでもよい。
【００２６】
　更なる例示的な実施形態によると、深度カメラを用いてオブジェクトの第１深度情報を
測定するステップと、前記オブジェクトの透明度及び前記オブジェクトの位置をプロセッ
サの方式によって推定するステップと、前記透明度及び前記オブジェクトの前記推定され
た位置に基づいて前記オブジェクトの第２深度情報を推定するステップと、前記測定され
た第１深度情報と推定された第２深度情報とを比較することによって、前記オブジェクト
の透明度を決定するステップとを含む３Ｄ情報処理方法が提供される。
【００２７】
　ここで、前記推定された第２深度情報は、前記オブジェクトの前景深度、バックグラウ
ンドの後景深度、及び前記オブジェクトの透明度を仮定し、前記仮定された前景深度、前
記後景深度、及び前記透明度に基づいて予め決定したモデリングによって推定されてもよ
い。
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【００２８】
　また、前記推定された第２深度情報は、前記推定された前景深度で前記オブジェクトか
ら反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報と、前記オブジェクトを透過
して前記推定された後景深度でバックグラウンドから反射した第２反射信号を仮定して算
出される後景深度情報と、前記オブジェクトの前記推定された透明度と、に基づいて推定
されてもよい。
【００２９】
　更なる例示的な実施形態によると、オブジェクトの前景深度を推定し、前記前景深度で
前記オブジェクトから反射した第１反射信号を仮定して算出される前景深度情報と、後景
深度を推定し、前記オブジェクトを透過して前記後景深度でバックグラウンドから反射し
た第２反射信号を仮定して算出される後景深度情報と、前記オブジェクトの前記仮定され
た透明度と、に基づいて前記オブジェクトの深度情報を推定する３Ｄ情報処理方法が提供
される。
【００３０】
　更なる例示的な実施形態によると、オブジェクトが透明であるか判断する方法は、複数
の異なる深度カメラを用いて前記オブジェクトの深度値をキャプチャーし、前記複数の異
なる深度カメラを用いてキャプチャーされた前記オブジェクトの前記深度値をプロセッサ
の方式によって比較し、前記オブジェクトの前記比較された深度値が異なる場合、前記オ
ブジェクトが少なくとも一定透明を有するものと決定する方法が提供される。「キャプチ
ャー」は「取得」等と言及されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理技術を説明するための図である。
【図２】例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理装置を示すブロック図である。
【図３】例示的な実施形態に係る後景深度情報、前景深度情報、及びオブジェクトの第２
深度情報を推定する方法を説明するための図である。
【図４】オブジェクトの深度情報を決定する例示的な実施形態を説明するための図である
。
【図５Ａ】複数の深度カメラを用いてオブジェクトの深度情報を決定する例示的な実施形
態を説明するための図である。
【図５Ｂ】複数の深度カメラを用いてオブジェクトの深度情報を決定する例示的な実施形
態を説明するための図である。
【図６】複数の深度カメラを備えた３Ｄ情報処理装置の一実施形態を示す図である。
【図７】例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、実施形態を添付する図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３３】
　図１は、例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理技術を示す図である。
【００３４】
　３Ｄ情報処理装置１１０は、３次元形状のオブジェクト１２０に関する情報を処理する
装置である。例えば、３Ｄ情報処理装置１１０は、オブジェクト１２０の深度情報（ｄｅ
ｐｔｈ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を取得する装置を含んでもよい。また、３Ｄ情報処理
装置１１０は、オブジェクト１２０の位置、形状、質感などの情報を取得する３Ｄオブジ
ェクトキャプチャー装置を含んでもよい。オブジェクト１２０の位置、形状、質感などの
情報は、３Ｄディスプレイ装置を用いてユーザに表示されてユーザに立体感を提供する。
【００３５】
　３Ｄ情報処理装置１１０は、深度カメラを用いてオブジェクト１２０の深度情報を取得
してもよい。深度カメラは、撮影対象者オブジェクト１２０に対する深度を測定して深度
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情報を測定することのできるカメラとして、例えば、ＴｏＦ（Ｔｉｍｅ　ｔｏ　Ｆｌｉｇ
ｈｔ）方式の深度カメラまたはストラクチャードライト（Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｌｉｇ
ｈｔ）方式の深度カメラ、ノーマル取得基盤の深度カメラなどの深度情報を測定できる全
ての装置を含んでもよい。他の実施形態によると、３Ｄ情報処理装置１１０はカメラを用
いてオブジェクト１２０を撮影し、撮影された映像を分析してオブジェクトの位置、形状
、質感などの情報を取得してもよい。
【００３６】
　深度カメラが撮影するオブジェクト１２０の後方にバックグラウンド（ｂａｃｋｇｒｏ
ｕｎｄ）１３０が位置してもよい。この場合に、深度カメラを用いて取得した情報にはオ
ブジェクト１２０に関する情報だけではなく、バックグラウンド１３０に関する情報を含
んでもよい。
【００３７】
　特に、オブジェクト１２０が光を透過する性質を有する場合、深度カメラを用いて取得
した情報のうちバックグラウンド１３０に関する情報を含んでもよい。例えば、オブジェ
クト１２０が透明であるか否か、半透明であれば、深度カメラを用いて撮影した映像のう
ち、オブジェクト１２０を撮影した部分にもバックグラウンド１３０の情報が含まれても
よい。オブジェクト１２０が透明な場合、深度カメラは、バックグラウンド１３０で反射
して減衰されることなく、オブジェクト１２０を透過した信号を受信する。また、オブジ
ェクト１２０が半透明な場合、深度カメラは、バックグラウンド１３０で反射してオブジ
ェクト１２０で減衰された信号を受信する。
【００３８】
　したがって、オブジェクト１２０が光を透過する性質を有する場合、深度カメラを用い
て取得した情報を分析して取得したオブジェクト１２０の深度情報は正確ではないことが
ある。
【００３９】
　例示的な実施形態によると、３Ｄ情報処理装置１１０は、オブジェクト１２０の深度情
報、バックグラウンド１３０の深度情報、及びオブジェクト１２０の透明度を仮定して、
数学的モデルにしたがってオブジェクト１２０の深度情報を推定してもよい。３Ｄ情報処
理装置１１０は、測定された深度情報と前記推定されたオブジェクトの深度情報とを比較
し、オブジェクト１２０の深度情報、バックグラウンドの深度情報及び／またはオブジェ
クト１２０の透明度を決定してもよい。
【００４０】
　例示的な実施形態によると、オブジェクト１２０が光を透過する性質を有する場合にも
、深度カメラを用いてオブジェクト１２０の深度情報をより正確に生成することができる
。また、例示的な実施形態によると、深度カメラを用いて撮影した深度映像にオブジェク
ト１２０とバックグラウンド１３０からの情報が混合している場合にも、オブジェクト１
２０の深度情報を正確に決定することができる。また、オブジェクト１２０が透明または
半透明であり、深度映像でオブジェクト１２０を撮影した部分にバックグラウンド１３０
の情報が含まれている場合にも、オブジェクト１２０の深度情報を正確に決定することが
できる。したがって、任意のシーン（ｓｃｅｎｅ）を多様な視覚条件及び光条件下で合成
し、仮想オブジェクトを実写映像に適切にレンダリングして混合して合成することができ
る。
【００４１】
　図２は、例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理装置の構造を示すブロック図である。
【００４２】
　例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理装置２００は、測定部２１０、推定部２２０、比
較部２３０、判断部２４０を備える。
【００４３】
　測定部２１０は、オブジェクト２６０の第１深度情報を測定する装置であってもよい。
第１深度情報はオブジェクト２６０に対して測定された値として、例えば、オブジェクト
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２６０に対する深度値またはいずれかの値であってもよい。
【００４４】
　測定部２１０は、深度カメラを含んでもよい。深度カメラを用いて撮影した深度映像は
複数の画素で構成されてもよい。複数の画素それぞれの値は、深度カメラが受信した信号
の値から決定されてもよい。
【００４５】
　測定部２１０は、前記深度カメラを用いて撮影された深度映像を分析して第１深度情報
を測定してもよい。ここで、深度カメラは深度を測定できるカメラとして、例えば、Ｔｏ
Ｆ（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｆｌｉｇｈｔ）方式の深度カメラなどを含んでもよい。
【００４６】
　３Ｄ情報処理装置２００は、オブジェクト２６０の方向にパルスを送信する送信部２５
０をさらに含んでもよい。例えば、３Ｄ情報処理装置２００の測定部２１０は、オブジェ
クト２６０の方向にパルスを送信する送信部２５０を含んでもよい。ここで、送信部２５
０が送信するパルスは赤外線であってもよい。この場合、測定部２１０は、前記赤外線に
よって前記オブジェクト２６０が照射される場合、前記オブジェクト２６０から反射した
信号を用いて前記オブジェクト２６０の前記第１深度情報を測定してもよい。また、オブ
ジェクト１２０が光を透過する性質を有する場合、測定部２１０は、前記赤外線が前記オ
ブジェクト２６０から反射した信号及び前記赤外線によって前記背景が照射される場合、
前記オブジェクト２６０を透過してバックグラウンド２７０から反射した信号を用いて前
記オブジェクト２６０の前記第１深度情報を測定してもよい。
【００４７】
　測定部２１０は、深度映像の画素値を分析して深度カメラが受信した信号の値を判断し
、深度カメラが受信した信号の値を用いてオブジェクト２６０の第１深度情報を測定して
もよい。
【００４８】
　推定部２２０は、オブジェクト２６０の第２深度情報を推定する装置である。第２深度
情報はオブジェクト２６０に対して推定された値として、例えば、オブジェクト２６０に
対する推定された深度値、またはある形態の推定された値であってもよい。推定部２２０
は、オブジェクト２６０の第２深度情報をユーザリクエストに応じて予め決定したモデリ
ングを用いて生成することで、第２深度情報を推定してもよい。ここで、前記第２深度情
報はリアルタイムで生成されてもよい。また、推定部は、少なくとも１つ以上の予め推定
されたオブジェクト２６０の第２深度情報を格納することによって、第２深度情報を推定
してもよい。ここで、前記少なくとも１つ以上の予め推定されたオブジェクト２６０は予
め算出され、３Ｄ情報処理装置２００の格納部（図示せず）に格納されてもよい。
【００４９】
　推定部２２０は、オブジェクト２６０の位置及び透明度を推定し、前記推定された位置
及び透明度に基づいてオブジェクト２６０の第２深度情報を推定する装置であってもよい
。推定部２２０は、前記オブジェクトの中心位置を位置させるように、前記オブジェクト
が位置する概略的な場所を推定することによって、前記オブジェクトの位置を推定しても
よい。推定部２６０は、前景深度情報、後景深度情報、及びオブジェクト２６０の仮定さ
れた透明度に基づいて第２深度情報を推定してもよい。前景深度情報は、オブジェクト２
６０の推定された位置でオブジェクト２６０から反射した第１反射信号を仮定して算出さ
れてもよい。後景深度情報は、オブジェクト２６０を透過してバックグラウンド２７０か
ら反射した第２反射信号を仮定して算出されてもよい。一側面によると、推定部２２０は
、下記の数式（２）または数式（３）によって第２深度情報を推定してもよい。
【００５０】
　推定部２２０は、オブジェクト２６０の前景深度、バックグラウンド２７０の後景深度
、及びオブジェクト２６０の透明度を推定し、推定された前景深度、後景深度、及び透明
度に基づいて予め決定したモデリングにより第２深度情報を推定してもよい。
【００５１】
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　前景深度は、いずれかの位置（例えば、３Ｄ情報処理装置２００の位置、測定部２１０
の位置、送信部２５０の位置、深度カメラの位置など）からオブジェクト２６０までの距
離を意味する。
【００５２】
　後景深度はいずれかの位置（例えば、３Ｄ情報処理装置２００の位置、測定部２１０の
位置、送信部２５０の位置、深度カメラの位置など）からバックグラウンド２７０までの
距離を意味する。
【００５３】
　推定部２２０は、前景深度情報、後景深度情報、及びオブジェクト２６０の推定された
透明度のうち少なくとも１つ以上に基づいて第２深度情報を推定してもよい。例えば、推
定部２２０は、前景深度情報、後景深度情報、及びオブジェクト２６０の推定された透明
度の全てに基づいて第２深度情報を推定してもよい。
【００５４】
　前景深度情報はオブジェクト２６０に関する値として、例えば、推定された前景深度で
オブジェクトで２６０から反射した第１反射信号を仮定して算出されてもよい。例えば、
オブジェクト２６０が推定された前景深度に位置すると仮定し、予め決定したモデリング
によって前記推定された前景深度を算出してもよい。
【００５５】
　後景深度情報はオブジェクト２６０に関する値として、例えば、オブジェクト２６０を
透過して仮定された後景深度でバックグラウンドで２７０から反射した第２反射信号を仮
定して算出されてもよい。例えば、オブジェクト２６０が推定された後景深度に位置する
と仮定し、予め決定したモデリングによって前記推定された後景深度が算出されてもよい
。
【００５６】
　推定された透明度は、オブジェクト２６０に関する値として、０よりも大きいか同一で
あり、１よりも小さいか同一の値が選択されてもよい。
【００５７】
　モデリングは、オブジェクト２６０に関する値を入力にして、オブジェクト２６０の推
定された第２深度情報を出力にする関数として、例えば、オブジェクト２６０の算出され
た前景深度情報、後景深度情報、及び透明度のうち少なくとも１つ以上（例えば、全て）
を入力にし、オブジェクト２６０の推定された第２深度情報を出力にする関数であっても
よい。
【００５８】
　比較部２３０は、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報とを比較する装置
である。比較部２３０は、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報との間の差
が、予め決定した範囲以内であるか否かを判断する。
【００５９】
　一実施形態によると、判断部２４０は、比較部２３０の比較結果を用いてオブジェクト
２６０の第３深度情報を決定する装置であってもよい。例えば、測定された第１深度情報
と推定された第２深度情報とが同一であるか、測定された第１深度情報と推定された第２
深度情報との間の差が予め一定の範囲以内である場合、判断部２４０は、オブジェクト２
６０の第３深度情報（例えば、オブジェクト２６０の実際の深度情報）が前記推定された
第２深度情報として決定してもよい。または、判断部２４０は、オブジェクト２６０の第
３深度情報（例えば、オブジェクト２６０の実際の深度情報）が前記オブジェクト２６０
の前記推定された前景情報として決定してもよい。
【００６０】
　更なる実施形態によると、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報
との間の差が予め決定した範囲内に含まれていない場合、推定部２２０は前記推定された
前景深度及び／または後景深度を変更して前記第２深度情報を再推定してもよい。ここで
、比較部２３０は、前記第１深度情報と前記再推定された第２深度情報とを比較してもよ
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い。前記第１深度情報と前記再推定された第２深度情報とが同一であるか、測定された第
１深度情報と前記再推定された第２深度情報との間の差が予め一定の範囲以内である場合
、判断部２４０は、オブジェクト２６０の第３深度情報（例えば、オブジェクト２６０の
実際の深度情報）が前記再推定された前景深度であると決定してもよい。更なる実施形態
によると、この場合、判断部２４０は、オブジェクト２６０の第３深度情報（例えば、オ
ブジェクト２６０の実際の深度情報）が前記再推定された第２深度情報であると決定して
もよい。
【００６１】
　もし、再推定による第２深度情報と測定された第１深度情報との差が依然として予め決
定した範囲内に含まれていない場合、推定部２２０は、前記推定された前景深度及び後景
深度を変更して前記第２深度情報を再推定し、比較部２３０は、前記第１深度情報と前記
再推定された第２深度情報とを比較する過程を繰り返してもよい。
【００６２】
　判断部２４０は、オブジェクト２６０が深度カメラに対応する特定の直線上に位置し、
深度カメラからの距離は第３深度情報により決定されると判断する。
【００６３】
　更なる実施形態によると、判断部２４０は、比較部２３０の比較結果に応じてオブジェ
クト２６０の透明度を決定する装置であってもよい。例えば、測定された第１深度情報と
推定された第２深度情報とが同一であるか、測定された第１深度情報と推定された第２深
度情報との間の差が予め一定の範囲以内である場合、判断部２４０は、オブジェクト２６
０の仮定された透明度をオブジェクト２６０の透明度に決定してもよい。
【００６４】
　更なる実施形態によると、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報
との間の差が予め決定した範囲内に含まれない場合、推定部２２０は更なる値として前記
透明度を再推定し、前記再推定された透明度に基づいて前記オブジェクトの前記第２深度
情報を再推定してもよい。比較部２３０は、前記第１深度情報と前記再推定された第２深
度情報とを比較してもよい。前記第１深度情報と前記再推定された第２深度情報とが同一
であるか、測定された第１深度情報と前記再推定された第２深度情報との間の差が予め一
定の範囲以内である場合、判断部２４０は、オブジェクト２６０の透明度をオブジェクト
２６０に対して推定された透明度であると判断する。
【００６５】
　もし、再推定による第２深度情報と測定された第１深度情報との差が依然として予め決
定した範囲内に含まれていない場合、推定部２２０は、前記推定された前景深度及び後景
深度を変更して前記第２深度情報を再推定し、比較部２３０は、前記第１深度情報と前記
再推定された第２深度情報とを比較する過程を繰り返してもよい。
【００６６】
　図３は、例示的な実施形態により後景深度情報、前景深度情報、及びオブジェクトの第
２深度情報を推定する方法を説明するための図である。図３に示す横軸は時間を示し、縦
軸はパルスの大きさを示す。
【００６７】
　図３に示すように、送信部が送信したパルス３１０は仮定される。送信したパルス３１
０は赤外線として仮定されてもよく、実施形態によって可視光線、高周波、低周波などの
ように仮定されてもよい。送信部が送信したものとして仮定されるパルス３１０は、長さ
がT0（３１１）であり、大きさがA0（３１２）であってもよい。送信部は、深度カメラ（
例えば、ＴｏＦカメラ）として仮定してもよい。
【００６８】
　オブジェクトの第２深度情報を推定するために、オブジェクトは前景深度に位置するも
のと仮定してもよい。前景深度は、いずれかの位置からオブジェクトまでの距離を意味す
る。例えば、前景深度３Ｄ情報、処理装置の位置、測定部の位置、送信部の位置、深度カ
メラの位置などのような、いずれかの位置からオブジェクトまでの距離を意味する。
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【００６９】
　また、バックグラウンドは、後景深度に位置するものと仮定してもよい。後景深度は、
いずれかの位置からバックグラウンドまでの距離を意味する。例えば、後景深度３Ｄ情報
、処理装置の位置、測定部の位置、送信部の位置、深度カメラの位置などのような、いず
れかの位置からバックグラウンドまでの距離を意味する。
【００７０】
　オブジェクトの透明度が推定されてもよい。推定された透明度はオブジェクトに関する
値として、０よりも大きいか同一であり、１よりも小さいか同一の値が選択されてもよい
。
【００７１】
　パルス（ｐｕｌｓｅ）３１０が前記背景にぶつかったり照射する場合、バックグラウン
ドから反射した第２反射信号を仮定して後景深度情報３２０が算出されてもよい。後景深
度情報３２０はオブジェクトに関する値として、例えば、パルス３１０が前記背景にぶつ
かる場合、オブジェクトを透過して仮定された後景深度でバックグラウンドから反射した
第２反射信号を仮定して算出されてもよい。例えば、オブジェクトが推定された後景深度
（ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｄｅｐｔｈ）に位置すると仮定し、予め
決定したモデリングによって、前記推定された後景深度情報３２０が算出されてもよい。
【００７２】
　例えば、パルス３１０によってバックグラウンドから反射した信号が推定されてもよい
。パルス３１０が前記背景にぶつかる場合、バックグラウンドから反射した信号は、深度
カメラからバックグラウンド、そしてバックグラウンドから深度カメラまで進行するため
、図３に示すtb（３２３）だけの時間が遅延される。また、オブジェクトを透過しながら
、その大きさもrb・A0(３２２)に減少する。ここで、rbは、オブジェクトの推定された透
明度により決定される定数として、「０」よりは大きいか同一であり、「１」よりも小さ
いか同一の値である。オブジェクトの推定された透明度が大きいほどrbの値は大きくなる
。また、バックグラウンドから反射した信号の長さはT0（３２１）である。
【００７３】
　パルス３１０が前記オブジェクトにぶつかる場合、オブジェクトから反射した第１反射
信号を用いて前景深度情報３３０が算出されてもよい。前景深度情報３３０はオブジェク
トに関する値として、例えば、推定された前景深度でオブジェクトから反射した第１反射
信号を仮定して算出されてもよい。例えば、オブジェクトが推定された前景深度に位置す
ると仮定し、予め決定したモデリングによって前記推定された前景深度情報３３０が算出
されてもよい。
【００７４】
　例えば、パルス３１０が前記オブジェクトにぶつかる場合、オブジェクトから反射した
信号が推定されてもよい。オブジェクトから反射した信号は、深度カメラからオブジェク
ト、そして、オブジェクトから深度カメラまで進行するため、図３に示すtf（３３３）だ
けの時間が遅延される。また、大きさもrf・A0（３３２）に減少する。ここでrf、は、定
数として「０」より大きいか同一であり、「１」より小さいか同一の値である。また、オ
ブジェクトから反射した信号の長さはT0（３３１）である。
【００７５】
　前景深度情報、後景深度情報、及びオブジェクトの推定された透明度に基づいて第２深
度情報３４０が推定されてもよい。
【００７６】
　深度カメラが受信するものと推定される信号３４１は、バックグラウンドから反射した
第２反射信号と、オブジェクトから反射した第１反射信号との和または組合のように表現
されてもよい。それだけではなく、深度カメラが受信するものと推定された信号３４１は
、バックグラウンドとオブジェクトとの間で繰り返し反射する信号を含んでもよい。深度
カメラが受信するものと推定される信号３４１が算出された後、信号３４１に基づいて第
２深度情報３４０が推定されてもよい。
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【００７７】
　図４は、オブジェクトの深度情報を決定する例示的な実施形態を説明するための図であ
る。
【００７８】
　図４を参照すると、オブジェクト４２０の後方にはバックグラウンド４３０が位置する
。深度カメラ４１０を用いてオブジェクト４２０を撮影した映像には、バックグラウンド
４３０に関する情報が含まれてもよい。特にオブジェクト４２０と光の少なくとも一部を
透過させる場合（例えば、オブジェクト４２０が透明であるか半透明な場合）、オブジェ
クト４２０を撮影した画素にはオブジェクト４２０から反射した信号だけではなく、バッ
クグラウンド４３０から反射した信号も含まれてもよい。
【００７９】
　したがって、深度カメラ４１０を用いて受信された信号を分析して推定された第２深度
情報は、下記の数式（２）のように、オブジェクト４２０の推定された前景深度、バック
グラウンド４３０の推定された後景深度、及びオブジェクト４２０の推定された透明度に
よって決定される値であってもよい。
【００８０】
【数２】

　ここで、z^は推定された第２深度情報であり、zfは前景深度情報として、オブジェクト
４２０の推定された前景深度でオブジェクト４２０から反射した反射信号を仮定して算出
された値であってもよい。また、zbは後景深度情報として、バックグラウンド４３０の推
定された後景深度でバックグラウンド４３０から反射した反射信号を仮定して算出された
値であってもよい。
【００８１】
　また、tはオブジェクト４２０の推定された透明度として、tの値が「０」である場合、
オブジェクト４２０は不透明なオブジェクトであり、tの値が「１」の場合にオブジェク
ト４２０は完全に透明なオブジェクトである。tは０よりも大きいか同一であり、１より
も小さいか同一の値であってもよい。ここで、f(x)は関数を意味し、xは受信された信号
の強度であってもよい。
【００８２】
　一側面によると、前記数式（２）は下記の数式（３）のようにオブジェクト４２０から
反射した信号及びバックグラウンド４３０から反射した信号を区分して表現されてもよい
。
【００８３】
【数３】

　ここで、g-1(x)は関数g(x)の逆関数を意味し、g(x)は信号を受信する深度カメラの特性
に応じて決定される関数であってもよい。Lf（４４０）はオブジェクト４２０の明るさで
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あり、Lb（４５０）はバックグラウンド４３０の明るさであってもよい。
【００８４】
　数式（３）で、g-1(x)に入力されたパラメータは３つの成分の和で構成される。最初の
成分は、オブジェクト４２０から反射した信号の強度を示す。最初の成分は、オブジェク
ト４２０の前景深度情報zfの自乗に反比例し、オブジェクト４２０の明るさLf（４４０）
に比例する。また、最初の成分はg(zf)に比例して、オブジェクト４２０が透明で透明度t
が「１」に近接すれば小さい値を有し、オブジェクト４２０が不透明で透明度tが「０」
に近接すれば大きい値を有する。
【００８５】
　また、２番目の成分は、バックグラウンド４３０から反射した信号の強度を示す。２番
目の成分はオブジェクト４２０の後景深度情報zbの自乗に反比例し、バックグラウンド４
３０の明るさLb（４５０）に比例する。また、２番目の成分はg(zb)に比例して、オブジ
ェクト４２０が透明で透明度tが「１」に近接すれば大きい値を有し、オブジェクト４２
０が不透明で透明度tが「０」に近接すれば小さい値を有する。
【００８６】
　３番目の成分は、バックグラウンド４３０から反射した信号が再びオブジェクト４２０
に反射する場合を示す。オブジェクト４２０から反射した信号は再びバックグラウンド４
３０に反射し、バックグラウンド４３０から反射した信号は再びオブジェクト４２０に反
射してもよい。数式（３）において、ｉはバックグラウンド４３０からの反射回数を示す
。３番目の成分は、オブジェクト４２０の後景深度情報zb及びオブジェクト４２０の後景
深度情報zbと前景深度情報zfとの差に反比例する。
【００８７】
　前述の内容を参考すると、推定部は、オブジェクト４２０の前景深度、後景深度及び透
明度tを特定の値に推定し、推定された値に基づいて第２深度情報z^を推定してもよい。
【００８８】
　ここで、バックグラウンドが平たいと仮定すると、後景深度情報zbは、深度カメラを用
いて撮影した深度映像の全体に対して同一の値に仮定してもよい。また、オブジェクト４
２０の透明度tも深度映像の全体に対して同一の値に仮定してもよい。
【００８９】
　そして、推定部は、オブジェクト４２０が深度カメラ４１０に対応する特定の直線上に
位置するものと仮定してもよい。この場合に、オブジェクト４２０の位置は３次元空間上
の位置ではなく、１次元空間上の位置に制限される。
【００９０】
　比較部は、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報とを比較する。一側面に
よると、比較部は、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報との間の差が予め
決定した範囲以内に含まれているか否かを判断する。
【００９１】
　判断部は、比較部の比較結果を用いてオブジェクトの第３深度情報を決定する。一側面
によると、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報との間の差が予め決定した
範囲以内である場合、判断部はオブジェクトの第３深度情報が前記推定された第２深度情
報であると判断する。また、判断部は、オブジェクト４２０が深度カメラ４１０に対応す
る特定の直線上に位置し、深度カメラからの距離は第３深度情報（例えば、前記オブジェ
クトの実際の深度情報）を用いて生成されてもよい。
【００９２】
　他の側面によると、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報との間の差が予
め決定した範囲内に含まれていない場合、判断部は、第２深度情報を推定するための仮定
（オブジェクト４２０の前景深度情報zf、後景深度情報zb、及びオブジェクト４２０の透
明度tのうち少なくとも１つに対する仮定）が妥当ではないと判断する。推定部は仮定さ
れた前景深度、後景深度、及び透明度のうち少なくとも１つを変更して第２深度情報を再
推定し、比較部２３０は、第１深度情報と再推定された第２深度情報とを比較してもよい



(17) JP 6239594 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

。
【００９３】
　例えば、測定された第１深度情報と推定された第２深度情報が同一であるか、測定され
た第１深度情報と推定された第２深度情報との間の差が予め一定の範囲以内である場合、
オブジェクト４２０の第３深度情報（例えば、オブジェクト４２０の実際の深度情報）は
、前記第２深度情報を算出するために用いられた、オブジェクト４２０の推定された前景
深度であると決定されてもよい。
【００９４】
　しかし、前記測定された第１深度情報と前記推定された第２深度情報との間の差が予め
決定した範囲内に含まれない場合、推定部は、前記オブジェクトの推定されたオブジェク
ト４２０の前景深度、バックグラウンド４３０の後景深度、及びオブジェクト４２０の透
明度を変更して前記第２深度情報を再推定してもよい。前記第１深度情報と前記再推定さ
れた第２深度情報とが同一であるか、測定された第１深度情報と前記再推定された第２深
度情報との間の差が予め一定の範囲以内である場合、判断部はオブジェクト４２０の第３
深度情報（例えば、オブジェクト４２０の実際の深度情報）が前記変更された前景深度で
あると判断する。もし、再推定による第２深度情報と測定された第１深度情報との差が依
然として予め決定した範囲内に含まれていない場合、推定部は、前記オブジェクトの推定
されたオブジェクト４２０の前景深度、バックグラウンド４３０の後景深度、及びオブジ
ェクト４２０の透明度を再び変更して前記第２深度情報を再推定してもよい。
【００９５】
　図５Ａ及び図５Ｂは、複数の深度カメラを用いてオブジェクトの深度情報を測定する例
示的な実施形態を説明するための図である。図５Ａは、オブジェクトの仮定された前景深
度が不正確な場合を示す図であり、図５Ｂはオブジェクトの仮定された前景深度が正確な
場合を示す図である。
【００９６】
　図５Ａにおいて、複数の深度カメラ５２１、５２２は、バックグラウンド５１０から反
射した信号及びオブジェクト５２０から反射した信号を受信する。
【００９７】
　深度カメラ５２１、５２２に対応する一直線上にオブジェクト５２０の位置が仮定して
もよい。オブジェクト５２０の仮定された位置５５１により前景深度情報が算出され、算
出された前景深度情報に基づいて第２深度情報が推定されてもよい。オブジェクト５２０
の仮定された位置５５１に応じてオブジェクトの前景深度が推定されてもよい。
【００９８】
　図５Ａにおいて、オブジェクト５２０の表面５５０は仮定された位置５５１より遠方に
位置してもよい。したがって、仮定された前景深度は不正確であり、仮定された前景深度
に基づいて推定された第２深度情報５４１、５４２は、測定された第１深度情報５３１、
５３２と互いに異なってもよい。
【００９９】
　図５Ｂでは、仮定された位置５９３がオブジェクト５２０の表面に正確に設定されてい
る。この場合、仮定された前景深度に基づいて推定された第２深度情報と測定された第１
深度情報５８１、５８２とは一致してもよい。
【０１００】
　図５に示すように、複数の深度カメラ５２１、５２２を用いて深度映像を撮影し、撮影
された深度映像を分析する場合には、各深度カメラ５２１、５２２を用いて取得された情
報を組み合わせてオブジェクト５２０、５７０の位置またはオブジェクト５２０、５７０
の深度情報をより正確に決定することができる。
【０１０１】
　図５では、２つの深度カメラ５２１、５２２を用いた実施形態が示されているが、他の
実施形態によると、３Ｄ情報処理装置は、Ｎ個（ここで、Ｎは１と同一であるか大きい整
数）の深度カメラを用いて予め決定したモデリングによって、深度情報を決定してもよい
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。多重深度カメラを用いる場合、深度は各カメラによって時間ドメインで数回測定される
必要がない。これは、多重深度カメラを用いる場合、多重深度情報は同時に単一オブジェ
クト表面に対して取得される。より詳細には、実施形態においてオブジェクトの前景、背
景、及び透明度は、例えば、予め決定したモデルを用いて深度測定の同時に推定された与
えられたグループであってもよい。
【０１０２】
　モデリングは、オブジェクト５７０に関する値を入力にし、オブジェクト５７０の推定
された第２深度情報を出力にする関数であってもよい。例えば、モデリングは、オブジェ
クト５７０の推定された前景深度情報、後景深度情報、及び透明度のうち少なくとも１つ
以上（例えば、全て）を入力にし、オブジェクト５７０の推定された第２深度情報を出力
にする関数であってもよい。前景深度情報は、オブジェクト５７０の推定された前景深度
でオブジェクト５７０から反射した第１反射信号を仮定して算出される値であってもよい
。後景深度情報は、オブジェクト５７０を透過して前記推定された後景深度でバックグラ
ウンド５６０から反射した第２反射信号を仮定して算出される値であってもよい。前記透
明度は、オブジェクト５７０に対して推定される透明度であってもよい。
【０１０３】
　この場合、オブジェクト５７０の前景深度、バックグラウンド５６０の後景深度、及び
オブジェクト５７０の透明度が推定され、前記推定された３つの値に基づいてオブジェク
ト５７０の第２深度情報が推定されてもよい。この第２深度情報を深度カメラ５９１、５
９２によって測定された深度情報と比較することによって、オブジェクト５７０の実際の
深度情報を取得することができる。したがって、３つ以上の深度カメラを用いて測定され
た深度情報と推定された第２深度情報とを比較すると、より正確なオブジェクト５７０の
実際の深度情報を生成することができる。
【０１０４】
　一実施形態によると、図２に示された測定部２１０は、Ｎ個（Ｎは１と同一であるか大
きい整数）の深度カメラを含み、Ｎ個の深度カメラに対応するＮ個の第１深度情報を生成
してもよい。前記Ｎ個の深度カメラのそれぞれは、オブジェクト２６０から反射した信号
を受信する。推定部２２０は、前景深度、後景深度、及び透明度のうち少なくとも１つを
仮定する。推定部２２０は、仮定された前景深度、後景深度、及び透明度に基づいて、Ｎ
個の深度カメラに対応するＮ個の第２深度情報を推定してもよい。比較部２３０は、Ｎ個
の深度カメラに対応するＮ個の第１深度情報のそれぞれとＮ個の深度カメラに対応するＮ
個の第２深度情報をそれぞれ比較してもよい。判断部２４０は、前記比較部２３０の比較
結果を用いてオブジェクト２６０の第３深度情報を決定してもよい。３つ以上の深度カメ
ラを用いて深度情報を測定する場合（例えば、前記Ｎが３以上が場合）、より正確なオブ
ジェクト２６０の実際の深度情報を生成してもよい。
【０１０５】
　図６は、複数の深度カメラを備えた３Ｄ情報処理装置の一実施形態を示す図である。例
示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理装置６００は、図６に示すように、複数の深度カメラ
６１０、６２０、６３０を備える。３Ｄ情報処理装置６００は、複数の深度カメラ６１０
、６２０、６３０を用いてオブジェクトに対する深度映像をそれぞれ撮影し、撮影された
深度映像を分析してオブジェクトに対する深度情報をより正確かつ迅速に決定することが
できる。
【０１０６】
　複数の深度カメラ６１０、６２０、６３０のそれぞれは、オブジェクトの深度情報を測
定してもよい。３Ｄ情報処理装置６００のプロセッサ（図示せず）は、オブジェクトの前
景深度、バックグラウンドの後景深度、及びオブジェクトの透明度を仮定し、オブジェク
トの深度情報を推定してもよい。３Ｄ情報処理装置６００のプロセッサは、前記推定され
た深度情報と前記測定された深度情報とを比較することによって、オブジェクトの深度情
報を決定してもよい。本実施形態によると、オブジェクトが光を透過する場合にも、比較
的に正確なオブジェクトの深度情報を生成することができる。
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【０１０７】
　実施形態に係る３Ｄ情報処理装置６００は、デジタルカメラ、携帯電話、携帯用電子機
器などの様々な電子製品の一部として実現してもよい。
【０１０８】
　図６は、深度カメラが３つの場合を示すが、３Ｄ情報処理装置６００に含まれる深度カ
メラの個数は４個以上であってもよい。また、３Ｄ情報処理装置６００に配置される深度
カメラ６１０、６２０、６３０の位置は、図６に示すものと異なってもよい。
【０１０９】
　図７は、例示的な実施形態に係る３Ｄ情報処理方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【０１１０】
　ステップＳ７１０において、３Ｄ情報処理装置は、オブジェクトの第１深度情報を測定
する。ここで、３Ｄ情報処理装置は、深度カメラで実現される従来のＴＯＦ方式を用いて
第１深度情報を測定してもよい。
【０１１１】
　一側面によると、３Ｄ情報処理装置はオブジェクトの方向にパルスを送信し、送信され
たパルスがオブジェクトから反射した信号を用いてオブジェクトの第１深度情報を測定し
てもよい。一側面によると、３Ｄ情報処理装置が送信するパルスは赤外線パルスであって
もよい。オブジェクトが光を透過する性質を有する場合、３Ｄ情報処理装置は赤外線が前
記背景に照射される場合にオブジェクトから反射した信号、及び赤外線がオブジェクトを
透過してバックグラウンドから反射した信号を用いてオブジェクトの第１深度情報を測定
してもよい。
【０１１２】
　ステップＳ７２０において、３Ｄ情報処理装置はオブジェクトの位置を推定し、推定さ
れた位置、前景深度情報、後景深度情報に基づいてオブジェクトの第２深度情報を推定す
る。一実施形態によると、３Ｄ情報処理装置は、前記オブジェクトのチュンシン位置のよ
うに前記オブジェクトが位置する概略的な位置を推定することによって前記オブジェクト
の位置を推定してもよい。
【０１１３】
　ここで、前記オブジェクトの前景深度情報は、オブジェクトの推定された位置でオブジ
ェクトから反射した第１反射信号を仮定して推定されてもよい。後景深度情報は、オブジ
ェクトを透過してバックグラウンドから反射した第２反射信号を仮定して算出されてもよ
い。一側面によると、３Ｄ情報処理装置は、前記説明された数式（２）または数式（３）
により第２深度情報を推定してもよい。
【０１１４】
　一側面によると、３Ｄ情報処理装置はオブジェクトの透明度を推定し、推定された透明
度、前記オブジェクトの前記推定された前景深度情報、前記後景深度情報に基づいてオブ
ジェクトの第２深度情報を推定してもよい。ここで、推定された透明度はオブジェクトに
関する値として、０よりも大きいか同一であり、１よりも小さいか同一の値であってもよ
い。
【０１１５】
　ステップＳ７３０において、３Ｄ情報処理装置は、前記オブジェクトの測定された第１
深度情報と前記オブジェクトの推定された第２深度情報とを比較する。一側面によると、
３Ｄ情報処理装置は、第１深度情報と第２深度情報との間の差が所定の閾値よりも小さい
か否かを判断する。
【０１１６】
　もし、前記オブジェクトの第１深度情報と前記オブジェクトの第２深度情報との間の差
が所定の閾値よりも小さくなければ、３Ｄ情報処理装置は、前記オブジェクトの第１深度
情報と前記オブジェクトの第２深度情報と間の差が予め一定の範囲以内に含まれていない
と判断する。この場合、３Ｄ情報処理装置は、ステップＳ７２０でオブジェクトの位置を
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他の値に再推定し、前記オブジェクトの再推定された位置に応じてオブジェクトの第２深
度情報を推定してもよい。もし、２番目の繰り返しで、前記オブジェクトの前記第１深度
情報と前記オブジェクトの前記第２深度情報との間の差が予め決定した閾値よりも大きい
か同一であれば、前記３Ｄ情報処理装置は、再び更なる値に前記オブジェクトの前記位置
を再推定してもよく、他の位置値を有する以後繰り返し算出は、前記第１深度情報と前記
第２深度情報との間の差が予め決定した閾値よりも小さくなるまで行われてもよい。他の
実施形態で、前記３Ｄ情報処理装置は、第１深度情報と第２深度情報との間の差が最小化
するまで前記オブジェクトの前記位置を再推定してもよい。
【０１１７】
　もし、１深度情報と第２深度情報との間の差が所定の閾値よりも小さければ、３Ｄ情報
処理装置は、オブジェクトの第３深度情報（例えば、オブジェクトの実際の深度情報）が
オブジェクトの推定された前景深度であると決定してもよい。または、３Ｄ情報処理装置
は、オブジェクトの第３深度情報（例えば、オブジェクトの実際の深度情報）が推定され
た第２深度情報と決定してもよい。
【０１１８】
　更なる実施形態によると、ステップＳ７２０において、３Ｄ情報処理装置はオブジェク
トの透明度を仮定し、仮定された透明度に基づいてオブジェクトの第２深度情報を推定す
る。
【０１１９】
　この場合に、ステップＳ７３０において、第１深度情報と第２深度情報との間の差が所
定の閾値よりも小さくなければ、３Ｄ情報処理装置は、ステップＳ７２０でオブジェクト
の透明度を他の値に再推定し、再推定された透明度に応じてオブジェクトの第２深度情報
を推定する。例えば、前記オブジェクトの前記第１深度情報と前記オブジェクトの前記第
２深度情報との間の差が予め定めた閾値よりも大きいか同一である場合、最初の繰り返し
結果で０．１の透明度値が用いられる場合、０．２の透明度値は２番目の繰り返しで用い
てもよい。２番目の繰り返しで前記オブジェクトの第１深度情報と前記オブジェクトの第
２深度情報との間の差が予め定めた閾値よりも大きいか同一である場合、前記３Ｄ情報処
理装置は更なる値（例えば、０．３のような値）として透明度を再推定してもよく、他の
透明度を有する以後繰り返し算出は、第１深度情報と第２深度情報との間の差が予め定め
た閾値よりも小さくなるまで行われてもよい。
【０１２０】
　第１深度情報と第２深度情報との間の差が所定の閾値よりも小さければ、ステップＳ７
４０において、３Ｄ情報処理装置はオブジェクトに対して推定された透明度がオブジェク
トの実際透明度であると判断する。
【０１２１】
　実施形態に係る方法は、 様々なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行すること
ができるプログラム命令の形態で実現され、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録され
てもよい。コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構
造などのうち１つまたはその組合せを含んでもよい。媒体に記録されるプログラム命令は
、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフト
ウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり、使用可能なものであっても
よい。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記
録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどの
ようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含
まれてもよい。プログラム命令の例には、コンパイラによって作られるような機械語コー
ドだけでなく、インタープリタなどを用いてコンピュータによって実行できる高級言語コ
ードが含まれる。前記したハードウェア装置は、本発明の動作を行うために１つ以上のソ
フトウェアモジュールとして作動するように構成されてもよく、その逆も同様である。前
述したソフトウェアモジュールは、１つ以上のモジュールに共通するプロセッサにより、
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または当該のユニットに固有の専用プロセッサのようなコントローラにより実行されても
よい。前述の方法は、コンピュータまたはプロセッサの一般的な用途上で実行されたり前
述した装置のような特定装置上で実行されてもよい。
【０１２２】
　上述したように、本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、
上記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する
者であれば、このような実施形態から様々な修正及び変形が可能である。
【０１２３】
　したがって、本発明の範囲は、開示された実施形態に限定されるものではなく、特許請
求の範囲だけではなく特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるものである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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