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(57)【要約】
【課題】ユーザにとって処理効率の向上を図る情報処理
装置を提供する。
【解決手段】情報処理装置は、表示装置に表示するメー
ル情報（表示内容）を生成し、両眼視差により観察者が
観視可能な立体画像を表示する立体画像表示装置である
表示装置に出力する。情報処理装置は、操作入力に応じ
て表示装置に表示する表示内容を更新する。情報処理装
置は、表示出力部によりメール情報表示（第１の表示状
態）またはメール情報表示（第２の表示状態）を表示装
置に出力する。情報処理装置は、入力部により所定の操
作入力を受け付ける。情報処理装置は、切替部により入
力操作にもとづいて、表示装置に表示するメール情報の
表示状態を、メール情報表示（第１の表示状態）からメ
ール情報表示（第２の表示状態）に切り替える。
【選択図】図１



(2) JP 2013-16116 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な表示装置に、メール情報表示を出力する
表示出力部と、
　所定の入力操作を受け付ける入力部と、
　前記入力操作にもとづいて、前記メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から前
記表示装置における奥行き位置が前記第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替え
る切替部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記メール情報表示は、複数のメールを表示するものであって、
　前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記メール毎の属性情報にしたがう前記奥行
き位置に、複数の前記メールを配置した前記第２の表示状態に切り替える、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記切替部は、前記メール毎の属性情報にしたがい前記メールを所定のグループに振り
分け、あらかじめ設定した複数の奥行き位置に前記メールを前記グループ単位で配置する
請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記グループ単位に設定した前記奥行き位置
を変更することで前記第２の表示状態に切り替える請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記メール情報表示は、メール内容を複数の領域に分割して表示するものであって、
　前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記領域毎の属性情報にしたがう前記奥行き
位置に、複数の前記領域を配置した前記第２の表示状態に切り替える、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記属性情報は、前記メール内容の引用深さである請求項５記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記切替部は、前記領域毎の属性情報にしたがい前記領域を所定のグループに振り分け
、あらかじめ設定した複数の奥行き位置に前記領域を前記グループ単位で配置する請求項
５記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記グループ単位に設定した前記奥行き位置
を変更することで前記第２の表示状態に切り替える請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記切替部は、前記第２の表示状態におけるフォーカスされた表示要素の奥行き位置を
表示面とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記切替部は、前記第２の表示状態におけるフォーカスされた表示要素の奥行き位置を
、周縁表示部と同じ奥行き位置とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記入力部は、スライドバーにより前記第２の表示状態におけるフォーカスされた表示
要素の選択操作を受け付ける請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記表示出力部は、メールを扱うための主表示、および前記主表示に関する付属情報を
表示する付属情報表示を、前記メール情報表示として出力し、
　前記入力部は、前記表示装置を観察する前記観察者の位置情報を入力する位置情報入力
部と、前記位置情報の変化を検出する変化検出部と、を備え、
　前記切替部は、前記変化の検出にもとづいて、前記付属情報表示の表示状態を、前記第
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１の表示状態から前記第２の表示状態に切り替える、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記付属情報は、前記主表示の操作に関する操作情報である請求項１２記載の情報処理
装置。
【請求項１４】
　前記第２の表示状態において、前記観察者のジェスチャから、前記操作情報に関する選
択操作を検出するジェスチャ検出部を備える請求項１３記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記付属情報は、メールの使用量に関する情報である請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記付属情報は、前記第１の表示状態において非表示である請求項１２記載の情報処理
装置。
【請求項１７】
　前記主表示および前記付属情報表示は、多面体からなる表示オブジェクトのそれぞれ異
なる面に表示される請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記切替部は、前記第１の表示状態から前記第２の表示状態に切り替える際に、前記表
示オブジェクトの仮想視点を第１の仮想視点から第２の仮想視点に切り替える請求項１２
記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　メール情報を、両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な立体画像により表示する
立体画像表示部と、
　所定の入力操作を受け付ける入力部と、
　前記入力操作にもとづいて、前記メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から前
記表示装置における奥行き位置が前記第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替え
る切替部と、
　を備える画像表示装置。
【請求項２０】
　両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な表示装置に、メール情報表示を出力する
ステップと、
　所定の入力操作を受け付けるステップと、
　前記入力操作にもとづいて、前記メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から前
記表示装置における奥行き位置が前記第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替え
るステップと、
　を有する情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置、画像表示装置、および情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＣ（Personal Computer）などのデスクトップ環境において、ユーザの視覚効
果を高めるために、ディスプレイに表示するウインドウ等に影を付けて、立体的な視覚効
果を演出することがおこなわれている。
【０００３】
　また、近年のディスプレイ技術は、たとえば、立体画像表示装置のように、両眼視差に
より立体感を演出することが可能になってきている。こうしたディスプレイ技術を背景に
して、ディスプレイ表示領域外に仮想オブジェクトを配置して、ユーザに対する視覚効果
だけでなく、処理効率の向上を図る情報処理装置の提案がある（たとえば、特許文献１参
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照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２８３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、提案の情報処理装置は、ユーザにとって処理効率の向上を図るのに十分
な操作性を提供しているとは言い難く、より一層の操作性の改善が望まれている。また、
情報処理装置は、ネットワークの発展を通じで他のユーザとメールを通じた通信機会が格
段に増大している。メールは、ビジネスだけでなくプライベートにおいても不可欠なもの
となっており、それに伴い、これらの作業時間が全体の作業時間に占める割合は無視でき
ないほど大きくなってきている。そのため、こうしたメールに伴う操作の処理効率の向上
を図ることが全体の作業効率の向上を図る上で欠かせないものとなってきている。
【０００６】
　本技術は、このような点に鑑みてなされたものであり、ユーザにとって処理効率の向上
を図ることができる情報処理装置、画像表示装置、および情報処理方法の提供を目的とす
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、情報処理装置は、表示出力部と、入力部と、切替部を備え
る。表示出力部は、両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な表示装置に、メール情
報表示を出力する。入力部は、所定の入力操作を受け付ける。切替部は、入力操作にもと
づいて、メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から表示装置における奥行き位置
が第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替える。
【０００８】
　また、上記課題を解決するために、画像表示装置は、立体画像表示部と、入力部と、切
替部を備える。立体画像表示部は、メール情報を、両眼視差により観察者が立体画像を観
視可能な立体画像により表示する。入力部は、所定の入力操作を受け付ける。切替部は、
入力操作にもとづいて、メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から表示装置にお
ける奥行き位置が第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替える。
【０００９】
　また、上記課題を解決するために、情報処理装置において実行する情報処理方法は、両
眼視差により観察者が立体画像を観視可能な表示装置に、メール情報表示を出力するステ
ップと、所定の入力操作を受け付けるステップと、入力操作にもとづいて、メール情報表
示の表示状態を、第１の表示状態から表示装置における奥行き位置が第１の表示状態と異
なる第２の表示状態に切り替えるステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　上記の情報処理装置、画像表示装置、および情報処理方法によれば、ユーザにとって処
理効率の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態の情報処理装置の構成例を示す図である。
【図２】第２の実施形態の表示装置と観察者の関係を示す図である。
【図３】第２の実施形態の画像表示装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図４】第２の実施形態のメーラの表示例を示す図である。
【図５】第２の実施形態のレイヤの概念を示す図である。
【図６】第２の実施形態の立体画像表示処理のフローチャートである。
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【図７】第２の実施形態のレイヤ割当情報の一例である。
【図８】第２の実施形態のレイヤ設定情報の一例である。
【図９】第２の実施形態のレイヤ割当情報設定処理のフローチャートである。
【図１０】第２の実施形態のレイヤ割当情報再設定処理のフローチャートである。
【図１１】第２の実施形態の再割り当て後のレイヤ割当情報の一例である。
【図１２】第３の実施形態のメーラの表示例を示す図である。
【図１３】第３の実施形態の分割領域立体画像表示処理のフローチャートである。
【図１４】第３の実施形態のレイヤ割当情報の一例である。
【図１５】第３の実施形態のレイヤ設定情報の一例である。
【図１６】第３の実施形態のレイヤ設定情報更新処理のフローチャートである。
【図１７】第３の実施形態の再設定後のレイヤ設定情報の一例である。
【図１８】第４の実施形態の情報処理装置の構成例を示す図である。
【図１９】第５の実施形態の表示面正対時の表示オブジェクトと観察者の関係を示す図で
ある。
【図２０】第５の実施形態の表示面正対時の画像表示例を示す図である。
【図２１】第５の実施形態の表示面非正対時の表示オブジェクトと観察者の関係を示す図
である。
【図２２】第５の実施形態の表示面非正対時の画像表示例を示す図である。
【図２３】第５の実施形態の切替トリガ検出処理のフローチャートである。
【図２４】第５の実施形態の切替情報の一例を示す図である。
【図２５】第５の実施形態の表示切替処理のフローチャートである。
【図２６】第５の実施形態の仮想視点、光源の更新の様子を示す図である。
【図２７】第５の実施形態の表示オブジェクトの画像表示および仮想空間配置の一例を示
す図である。
【図２８】第５の実施形態の表示オブジェクトの画像表示および仮想空間配置の一例を示
す図である。
【図２９】第５の実施形態の表示オブジェクトの画像表示および仮想空間配置の一例を示
す図である。
【図３０】第５の実施形態の表示オブジェクトの画像表示および仮想空間配置の一例を示
す図である。
【図３１】第５の実施形態の操作入力特定処理のフローチャートである。
【図３２】第５の実施形態のジェスチャ入力の一例を示す図である。
【図３３】第６の実施形態の表示切替処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本技術の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
［第１の実施形態］
　まず、第１の実施形態の情報処理装置の構成について図１を用いて説明する。図１は、
第１の実施形態の情報処理装置の構成例を示す図である。
【００１３】
　情報処理装置１は、表示装置７に表示するメール情報（表示内容）を生成し、両眼視差
により観察者が観視可能な立体画像を表示する立体画像表示装置である表示装置７に出力
する。情報処理装置１は、操作入力に応じて表示装置７に表示する表示内容を更新する。
【００１４】
　情報処理装置１は、入力部２と、切替部３と、表示出力部４とを備える。情報処理装置
１は、たとえば、表示装置７と別体となるパーソナルコンピュータや表示装置７と一体と
なるスマートテレビなどであってもよい。また、情報処理装置１は、所定位置に載置（た
とえば、机上、車載など）されるものの他、携帯電話やゲーム機など携帯されるものであ
ってもよい。
【００１５】
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　表示出力部４は、メール情報表示（第１の表示状態）５またはメール情報表示（第２の
表示状態）６を表示装置７に出力する。メール情報表示５、６は、メール自体、またはメ
ールの内容やヘッダ情報、その他属性情報、メール操作をおこなうための操作情報、メー
ルを格納するフォルダ情報などのメールに関する情報表示である。メール情報表示５、６
は、たとえば、メーラ（電子メールクライアント）が、そのウインドウ内に表示する表示
内容である。なお、表示対象となるメールは、電子メールや、ウェブメールなどの他、シ
ョートメッセージを含む。
【００１６】
　メール情報表示５は、メール情報表示を所定の奥行き位置で表示する第１の表示状態で
ある。メール情報表示６は、第１の表示状態とは異なる奥行き位置でメール情報表示を表
示する表示状態である。なお、メール情報表示は、１つ以上の表示対象からなり、表示対
象ごとに奥行き位置が異なるものであってもよい。
【００１７】
　入力部２は、所定の操作入力を受け付ける。入力部２は、たとえば、マウスやキーボー
ド、タッチパネルなどの入力装置である。操作入力は、メール情報表示の表示状態を切り
替えるトリガとなる入力である。たとえば、操作入力は、メーラの表示状態を切り替える
ソート操作、メールを既読にしたり、迷惑フラグを付したりする属性変更操作、などがあ
る。
【００１８】
　切替部３は、入力操作にもとづいて、表示装置７に表示するメール情報の表示状態を、
メール情報表示５からメール情報表示６に切り替える。
【００１９】
　このように、情報処理装置１は、所定の操作入力にもとづいて、表示装置７に表示する
メール情報の表示状態を、メール情報表示５からメール情報表示６とすることができる。
これにより、情報処理装置１は、より見やすく、より操作しやすいメール作業環境を提供
することができ、ユーザにとって処理効率の向上を図ることができる。
【００２０】
［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態を用いてより具体的に説明する。図２は、第２の実施形態の表示
装置と観察者の関係を示す図である。
【００２１】
　立体画像表示装置２０は、両眼視差により観察者９０が観視可能な立体画像を表示可能
な表示装置である。立体画像表示装置２０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display：液晶デ
ィスプレイ）２１と、レンチキュラレンズ２３を備える。ＬＣＤ２１は、左眼用画像と右
眼用画像を表示する。レンチキュラレンズ２３は、ＬＣＤ２１からの入射光を屈折させて
、ＬＣＤ２１が表示する左眼用画像を左眼用画像観察領域ＺＬに、ＬＣＤ２１が表示する
右眼用画像を右眼用画像観察領域ＺＲに出射する。これにより、立体画像表示装置２０は
、立体画像表示装置２０の表示面から所定距離にいる観察者９０のおよそ６５ｍｍ離れた
左眼ＥＬと右眼ＥＲに、それぞれ左眼用画像と右眼用画像を観視させる。左眼用画像と右
眼用画像は、視差が設定された画像であり、観察者９０は、立体画像表示装置２０に表示
された画像を立体画像として認識可能になる。
【００２２】
　左眼用画像と右眼用画像の視差は、左眼用画像と右眼用画像とで表示位置を所定ピッチ
（たとえば、所定ピクセル）ずらすことにより設定できる。
【００２３】
　なお、立体画像表示装置２０は、レンチキュラ方式であると説明したが、これに限らず
、バリア方式などの空間分割方式、シャッタ眼鏡を用いた時間分割方式など、既知の立体
画像表示方式を用いるものであってもよい。
【００２４】
　次に、画像表示装置のハードウェア構成について説明する。図３は、第２の実施形態の
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画像表示装置のハードウェア構成例を示す図である。画像表示装置４０は、画像処理を含
む所要の情報処理をおこなう情報処理装置３０と、情報処理装置３０が生成する画像を立
体画像として表示出力可能な立体画像表示装置２０を含んで構成される。
【００２５】
　情報処理装置３０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３１によって装置全体が制
御されている。ＣＰＵ３１には、バス３７を介してＲＡＭ（Random Access Memory）３２
、ＨＤＤ（Hard Disk Drive：ハードディスクドライブ）３３、通信インタフェース３４
、グラフィック処理装置３５、および入出力インタフェース３６が接続されている。
【００２６】
　ＲＡＭ３２には、ＣＰＵ３１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラムやア
プリケーションプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ３２に
は、ＣＰＵ３１による処理に必要な各種データが格納される。ＨＤＤ３３には、ＯＳやア
プリケーションプログラムが格納される。
【００２７】
　グラフィック処理装置３５には、立体画像表示装置２０が接続されている。立体画像表
示装置２０は、情報処理作業をおこなうための所定のＧＵＩ（Graphical User Interface
）を表示する。グラフィック処理装置３５は、ＣＰＵ３１からの命令に従って、画像を立
体画像表示装置２０に表示させる。
【００２８】
　入出力インタフェース３６には、キーボード３８、マウス３９が接続されている。また
、入出力インタフェース３６は、可搬型記録媒体４１への情報の書込み、および可搬型記
録媒体４１からの情報の読み出しが可能な可搬型記録媒体インタフェースと接続可能にな
っている。入出力インタフェース３６は、キーボード３８、マウス３９、可搬型記録媒体
インタフェースから送られてくる信号を、バス３７を介してＣＰＵ３１に送信する。
【００２９】
　通信インタフェース３４は、図示しないネットワークに接続されている。通信インタフ
ェース３４は、ネットワークを介して他のコンピュータとの間でデータの送受信をおこな
う。
【００３０】
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。
【００３１】
　なお、情報処理装置３０は、それぞれＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）や
ＤＳＰ（Digital Signal Processer）などからなるモジュールを含んで構成することもで
き、ＣＰＵ３１を有しない構成とすることもできる。その場合、情報処理装置３０は、そ
れぞれ不揮発性メモリ（たとえば、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programm
able Read Only Memory）、フラッシュメモリ、フラッシュメモリ型メモリカードなど）
を備え、モジュールのファームウェアを記憶する。不揮発性メモリは、可搬型記録媒体４
１、あるいは通信インタフェース３４を介してファームウェアを書き込むことができる。
このように情報処理装置３０は、不揮発性メモリに記憶されているファームウェアを書き
換えることにより、ファームウェアの更新をすることもできる。
【００３２】
　次に、立体画像表示装置２０が表示するメーラの表示画面について説明する。図４は、
第２の実施形態のメーラの表示例を示す図である。
【００３３】
　メーラは、電子メールの送受信、閲覧および管理等をおこなうための電子メールクライ
アントであり、図示しないメールサーバとネットワーク接続する。メーラは、ＯＳ上で動
作するアプリケーションプログラムであり、ウインドウ５０に提供する機能を実現するた
めの表示をおこなう。
【００３４】
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　ウインドウ５０は、操作表示部５１と、フォルダ表示部５２と、リスト表示部５３と、
プレビュー表示部５４とを含んで構成される。操作表示部５１は、メーラとしての各種操
作をおこなうためのメニューやアイコンを表示する。
【００３５】
　フォルダ表示部５２は、受信トレイを表示する。受信トレイは、メールを格納するフォ
ルダ（ルートフォルダ、サブフォルダ、・・・）をツリー構造で表示する。フォルダ表示
部５２は、フォルダ表示部枠５５の内側に複数のフォルダ表示行６０を表示可能にしてい
る。フォルダ表示部５２は、１つのフォルダ表示行６０に１つのフォルダを表示する。
【００３６】
　フォルダ表示部５２は、フォルダ表示行６０毎に立体画像表示における奥行き位置を設
定可能になっていて、フォルダのツリー構造における階層の深さ（フォルダの属性情報）
に対応して奥行き位置を異ならせてフォルダを表示可能にしている。
【００３７】
　フォルダ表示部枠５５（周縁表示部）は、フォルダ表示部５２においてフォーカス（選
択）されているフォルダ表示行６０（表示要素）と同じ奥行き位置に表示されて、フォー
カスされているフォルダ表示行６０とその他のフォルダ表示行６０との奥行き位置関係の
把握を容易にしている。なお、フォルダ表示部枠５５は、立体画像表示装置２０の表示面
に表示されて、各フォルダ表示行６０の奥行き位置関係の把握を容易にするものであって
もよい。
【００３８】
　リスト表示部５３は、フォルダ表示部５２において選択されているフォルダに格納され
ているメールのリストを表示する。リスト表示部５３は、リスト表示部枠５６の内側に複
数のメール表示行６１を表示可能にしている。リスト表示部５３は、１つのメール表示行
６１に１つのメールを表示する。１つのメール表示行６１は、メールについて、受信日時
、件名、送信者、既読／未読表示、重要度表示など、複数の属性を表示可能である。
【００３９】
　リスト表示部５３は、メール表示行６１毎に立体画像表示における奥行き位置を設定可
能になっていて、メールの所定の属性（メールの属性情報）に対応して奥行き位置を異な
らせてメールを表示可能にしている。
【００４０】
　リスト表示部枠５６（周縁表示部）は、リスト表示部５３においてフォーカスされてい
るメール表示行６１と同じ奥行き位置に表示されて、フォーカスされているメール表示行
６１とその他のメール表示行６１との奥行き位置関係の把握を容易にしている。なお、リ
スト表示部枠５６は、立体画像表示装置２０の表示面に表示されて、各メール表示行６１
の奥行き位置関係の把握を容易にするものであってもよい。
【００４１】
　プレビュー表示部５４は、リスト表示部５３において選択されているメールをプレビュ
ー表示する。プレビュー表示部５４は、プレビュー表示部枠５８の内側にメールをプレビ
ュー表示可能にしている。プレビュー表示部５４は、メールの立体画像表示における奥行
き位置を設定可能になっていて、メールの所定の属性（メール内容の属性情報）に対応し
た奥行き位置にメールを表示可能にしている。
【００４２】
　プレビュー表示部枠５８（周縁表示部）は、立体画像表示装置２０の表示面に表示され
て、プレビュー表示されているメールの奥行き位置関係の把握を容易にしている。
【００４３】
　なお、リスト表示部枠５６は、その枠内に表示しきれないリストを表示するために、表
示範囲（表示対象とするリスト）を選択可能なＵＩ（User Interface）５７を備える。プ
レビュー表示部枠５８は、その枠内に表示しきれないメールを表示するために、表示範囲
を選択可能なＵＩ５９を備える。ＵＩ５７、ＵＩ５９としてスライドバーを例示したが、
その他のＧＵＩであってもよい。また、フォルダ表示部５２は、ＵＩを表示しない場合を
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示したが、その枠内に表示しきれないフォルダを表示する場合には表示範囲（表示対象と
するフォルダ）を選択するＵＩを表示する。
【００４４】
　次に、立体画像表示装置２０が表示するメーラの表示画面について説明する。図５は、
第２の実施形態のレイヤの概念を示す図である。
【００４５】
　情報処理装置３０は、立体画像表示装置２０において設定する奥行き方向の表示単位ご
とに仮想的にレイヤを設定する。レイヤは、複数設定される。実施の形態では、レイヤＬ
０、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７の８つが設定される。レイヤＬ０は、観
察者の奥行き位置の把握を容易にするための表示対象が設定される。たとえば、レイヤＬ
０は、操作表示部５１、フォルダ表示部枠５５、リスト表示部枠５６、プレビュー表示部
枠５８、ＵＩ５７、ＵＩ５９が設定される。レイヤＬ１からレイヤＬ７は、異なる奥行き
位置に表示され得る表示対象がそれぞれ設定される。たとえば、レイヤＬ１からレイヤＬ
７は、フォルダ表示行６０、メール表示行６１が設定される。この場合、７つのレイヤが
あるので、情報処理装置３０は、７段階の奥行き表現が可能になる。
【００４６】
　次に、情報処理装置３０が実行する立体画像表示処理について図６を用いて説明する。
図６は、第２の実施形態の立体画像表示処理のフローチャートである。
【００４７】
　［ステップＳ１１］情報処理装置３０は、レイヤ割当情報を取得する。レイヤ割当情報
は、表示対象と、表示対象の割り当て先となるレイヤとの関係を示す情報である。
【００４８】
　［ステップＳ１２］情報処理装置３０は、レイヤ設定情報を取得する。レイヤ設定情報
は、レイヤごとの表示内容を示す情報である。
【００４９】
　［ステップＳ１３］情報処理装置３０は、レイヤ割当情報、レイヤ設定情報にもとづく
立体画像表示をおこなう。情報処理装置３０は、レイヤ割当情報により表示対象をグルー
プ化し、レイヤ設定情報によりグループ毎の表示内容を特定することで、表示対象ごとの
表示内容を特定する。
【００５０】
　このように、表示対象をレイヤに割り当てることによって、すなわち表示対象をグルー
ピングすることによって、情報処理装置３０は、レイヤ単位で表示対象の取り扱いを容易
におこなうことができる。
【００５１】
　レイヤ割当情報およびレイヤ設定情報の具体例について、図７、図８を用いて説明する
。図７は、第２の実施形態のレイヤ割当情報の一例である。図８は、第２の実施形態のレ
イヤ設定情報の一例である。
【００５２】
　レイヤ割当情報８０は、メール表示行と、その割り当て先となるレイヤとの関係を示す
情報である。メール表示行「１」から「６」は、それぞれレイヤＬ１からＬ６に割り当て
られ、メール表示行「７」から「１０」は、レイヤＬ７に割り当てられている。すなわち
、メール表示行「１」から「１０」は、グループ化されて、レイヤＬ１からＬ７に割り当
てられる。また、レイヤ割当情報８０は、メール表示行と、対応するＭｅｓｓａｇｅ－Ｉ
Ｄ（メールを一意に識別する識別情報）と各メールの属性情報（ここでは、受信日時を例
示）との関係を示す情報を含む。
【００５３】
　レイヤ設定情報８１は、各レイヤの左眼用画像補正値、右眼用画像補正値、フォントサ
イズ、ぼかし効果を設定する。左眼用画像補正値、右眼用画像補正値は、表示対象を表示
する位置に対する左右方向への補正値（すなわち、視差量）である。フォントサイズは、
表示対象がテキスト表示をおこなう場合のフォントの大きさである。フォントサイズは、
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奥行き位置が奥手方向になるほど小さく、手前方向になるほど大きく設定されている。ぼ
かし効果は、表示対象に加えるぼかし効果の設定値（「０」：ぼかしなし、「１」：ぼか
し小、「２」：ぼかし中、「３」：ぼかし大）である。ぼかし効果は、奥行き位置が奥手
方向で小さく、手前方向になるほど大きく設定されている。このフォントサイズとぼかし
効果の設定は、ユーザの立体画像認識を補助するのに貢献する。
【００５４】
　レイヤ設定情報８１によれば、レイヤＬ０は、左眼用画像補正値、右眼用画像補正値が
ともに「０」なので視差なしとなり、レイヤＬ０に割り当てられた表示対象は、表示面に
表示される（すなわち２Ｄ表示）。レイヤＬ１は、左眼用画像補正値が「－３」、右眼用
画像補正値が「３」なので、レイヤＬ１に割り当てられた表示対象は、表示面より奥手方
向に表示される。レイヤＬ２は、左眼用画像補正値が「－２」、右眼用画像補正値が「２
」なので、レイヤＬ２に割り当てられた表示対象は、表示面より奥手方向に表示される。
レイヤＬ３は、左眼用画像補正値が「－１」、右眼用画像補正値が「１」なので、レイヤ
Ｌ１に割り当てられた表示対象は、表示面より奥手方向に表示される。レイヤＬ４は、左
眼用画像補正値が「０」、右眼用画像補正値が「０」なので、レイヤＬ４に割り当てられ
た表示対象は、表示面に表示される。レイヤＬ５は、左眼用画像補正値が「１」、右眼用
画像補正値が「－１」なので、レイヤＬ５に割り当てられた表示対象は、表示面より手前
方向に表示される。レイヤＬ６は、左眼用画像補正値が「２」、右眼用画像補正値が「－
２」なので、レイヤＬ６に割り当てられた表示対象は、表示面より手前方向に表示される
。レイヤＬ７は、左眼用画像補正値が「３」、右眼用画像補正値が「－３」なので、レイ
ヤＬ７に割り当てられた表示対象は、表示面より手前方向に表示される。したがって、レ
イヤＬ１からレイヤＬ７は、奥手方向から表示面を挟んで手前方向まで７段階の奥行き位
置が設定されている。また、レイヤＬ４は、レイヤＬ０と同じ表示面に奥行き位置が設定
されている。
【００５５】
　次に、情報処理装置３０が実行するレイヤ割当情報設定処理について図９を用いて説明
する。図９は、第２の実施形態のレイヤ割当情報設定処理のフローチャートである。レイ
ヤ割当情報設定処理は、表示対象となるメールのレイヤへの割り当てをおこなう処理であ
る。レイヤ割当情報設定処理は、立体画像表示処理に先立って実行される。
【００５６】
　［ステップＳ２１］情報処理装置３０は、奥行き位置関連付け対象となる情報を取得す
る。奥行き位置関連付け対象となる情報は、メールの属性情報である。たとえば、レイヤ
割当情報８０は、受信日時を奥行き位置関連付け対象となる情報としている。
【００５７】
　［ステップＳ２２］情報処理装置３０は、レイヤ数を取得する。レイヤ数は、任意に設
定可能であり、メーラの操作内容、あるいは表示対象にしたがい変更可能であってもよい
。たとえば、レイヤ数は、フォルダ操作の場合に５つ、メール操作の場合に７つなどとで
きる。また、レイヤ数は、表示対象となるメールが１０未満の場合に５つ、１０以上の場
合に７つなどとしてもよい。
【００５８】
　［ステップＳ２３］情報処理装置３０は、奥行き関連付け対象となる情報にもとづいて
メールを並び替える。たとえば、レイヤ割当情報８０は、Ｍｅｓｓａｇｅ－ＩＤを受信日
時により整列（たとえば、昇順ソート）している。
【００５９】
　［ステップＳ２４］情報処理装置３０は、メールのレイヤ割当をおこなう。たとえば、
レイヤ割当情報８０は、整列したＭｅｓｓａｇｅ－ＩＤをレイヤＬ１からＬ７に割り当て
ている。
【００６０】
　このようにして、情報処理装置３０は、奥行き関連付け対象となる情報にもとづいたメ
ールのレイヤ割当をおこなう。
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【００６１】
　次に、情報処理装置３０が実行するレイヤ割当情報再設定処理について図１０、図１１
を用いて説明する。図１０は、第２の実施形態のレイヤ割当情報再設定処理のフローチャ
ートである。図１１は、第２の実施形態の再割り当て後のレイヤ割当情報の一例である。
レイヤ割当情報再設定処理は、表示対象となるメールのレイヤへの再割り当てをおこなう
処理である。レイヤ割当情報再設定処理は、立体画像表示処理に先立って実行される。
【００６２】
　［ステップＳ３１］情報処理装置３０は、フォーカスメール（マウス３９の操作などに
より選択されたメール）を取得する。
【００６３】
　［ステップＳ３２］情報処理装置３０は、メールのレイヤ再割当をフォーカスメールを
基準にしておこなう。
【００６４】
　たとえば、情報処理装置３０は、フォーカスメールとして、レイヤ割当情報８０におけ
るＭｅｓｓａｇｅ－ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ６」のメールを取得したとする。レイヤ割当情報
８０においてＭｅｓｓａｇｅ－ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ６」のメールは、レイヤ「６」に割り
当てられている。このとき、Ｍｅｓｓａｇｅ－ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ７」から「Ｍｉｄｘｘ
ｘ１０」のメールは、ともにレイヤ「７」に割り当てられているので、Ｍｅｓｓａｇｅ－
ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ６」のメールと近接しているにもかかわらず前後関係の把握が容易で
ない。
【００６５】
　ここで、メールのレイヤ再割当がおこなわれた結果がレイヤ割当情報８２である。レイ
ヤ割当情報８２においてＭｅｓｓａｇｅ－ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ６」のメールは、レイヤ「
４」に割り当てられている。このとき、Ｍｅｓｓａｇｅ－ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ４」から「
Ｍｉｄｘｘｘ８」のメールは、それぞれレイヤ「２」から「６」に割り当てられているの
で、Ｍｅｓｓａｇｅ－ＩＤ「Ｍｉｄｘｘｘ６」のメールの前後関係の把握が容易となって
いる。
【００６６】
　情報処理装置３０は、メールのレイヤ再割当の後に、立体画像表示処理をおこなうこと
で、メールの奥行き位置がレイヤ再割当前の状態からレイヤ再割当後の状態へと切り替え
ることができる。なお、フォーカスメールの更新をトリガにして実行されるレイヤ再割当
を例示したが、情報処理装置３０は、メールのソートや移動、削除など、その他の操作入
力をレイヤ再割当のトリガとしてもよい。
【００６７】
　これにより、情報処理装置３０は、立体画像表示装置２０において、より見やすく、よ
り操作しやすいメール作業環境を提供することができ、ユーザにとって処理効率の向上を
図ることができる。
【００６８】
　なお、閲覧対象とするメールを受信日時以外の属性情報（たとえば、件名や送信者など
）で、メール表示行６１に表示するメールの順序（上下方向）を並べ替えた場合であって
も、受信日時の前後関係は、奥行き関係から容易に把握可能である。また、フォーカスさ
れたメールを基準にしてメールのレイヤ再割当がおこなわれるため、上下方向で不整列で
あっても、受信日時の前後関係は、奥行き関係から容易に把握可能である。また、フォー
カスされたメールのレイヤの奥行き位置と、リスト表示部枠５６のレイヤの奥行き位置と
が同じに設定されることで、受信日時の前後関係は、一層容易に把握可能である。
【００６９】
　なお、新着メールの把握を容易にする場合、情報処理装置３０は、新着メールが最前面
に位置するように、メールのレイヤ再割当をおこなうようにしてもよい。この場合、情報
処理装置３０は、最も古いメールを最背面にして、その他のメールを新着メールと最も古
いメールの間の適切な奥行き位置になるように再割当をおこなうようにしてもよい。
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【００７０】
［第３の実施形態］
　次に、メールの内容を容易に把握可能とする第３の実施形態を説明する。第３の実施形
態は、メールの内容を表示対象とする点で第２の実施形態と異なる。なお、第３の実施形
態の説明では、第２の実施形態と同様の構成について同じ符号を用いて説明を省略する。
【００７１】
　まず、立体画像表示装置２０が表示するメーラの表示画面について説明する。図１２は
、第３の実施形態のメーラの表示例を示す図である。第３の実施形態のメーラは、メール
閲覧用のウインドウ６２の表示をおこなう。
【００７２】
　ウインドウ６２は、ヘッダ情報表示部６３と、メール表示部６４と、メール表示部枠６
５とを含んで構成される。ヘッダ情報表示部６３は、メールのヘッダ情報を表示する。メ
ール表示部６４は、メール内容を表示する。メール表示部６４は、メール内容を引用深さ
で分割し、それぞれを複数の分割領域６８、６９、７０に配置する。なお、分割領域の数
は、３つに限らず、それ以上であってもそれ以下であってもよい。
【００７３】
　たとえば、メールは、受信メールに対して追記をおこない、複数回のやり取りを反復す
ることがある。こうした場合、最新の返信文がどこにあるのか、交信の時間的関係の把握
が容易でない。また、原文と原文に対する追記文が近接していない場合、一方を閲覧した
後に他方の表示位置を探すのが容易でない。
【００７４】
　そのため、メーラは、先頭行にある「＞」の数で引用深さ（更新回数）を特定してメー
ル内容を分割する。分割領域７０は、先頭行にある「＞」の数が０の領域である。分割領
域６９は、先頭行にある「＞」の数が１の領域である。分割領域６８は、先頭行にある「
＞」の数が２の領域である。なお、メール内容の分割方法は、これに限らず、その他の規
則で分割するようにしてもよい。
【００７５】
　なお、メール表示部枠６５は、その枠内に表示しきれないメール内容を表示するために
、表示範囲（表示対象とするメール内容）を選択可能なＵＩ６６を備える。また、メール
表示部枠６５は、表示範囲を分割領域単位で選択可能なＵＩ６７を備える。ＵＩ６７は、
所望の表示範囲への高速な切り替えを可能にしてユーザの作業性を向上する。
【００７６】
　次に、情報処理装置３０が実行する分割領域立体画像表示処理について図１３を用いて
説明する。図１３は、第３の実施形態の分割領域立体画像表示処理のフローチャートであ
る。分割領域立体画像表示処理は、表示対象となるメール内容の分割と、分割領域のレイ
ヤへの割り当てをおこなう処理である。分割領域立体画像表示処理は、立体画像表示処理
に先立って実行される。
【００７７】
　［ステップＳ４１］情報処理装置３０は、メール内容を引用深さで分割する。
【００７８】
　［ステップＳ４２］情報処理装置３０は、分割領域のレイヤ割当をおこなう。すなわち
、情報処理装置３０は、レイヤ割当情報を生成する。
【００７９】
　［ステップＳ４３］情報処理装置３０は、レイヤ設定情報を生成する。
【００８０】
　このようにして、情報処理装置３０は、引用深さ毎に奥行き位置を設定してメール内容
を表示可能である。
【００８１】
　次に、第３の実施形態のレイヤ割当情報およびレイヤ設定情報の具体例について、図１
４、図１５を用いて説明する。図１４は、第３の実施形態のレイヤ割当情報の一例である
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。図１５は、第３の実施形態のレイヤ設定情報の一例である。
【００８２】
　レイヤ割当情報８３は、領域ＩＤと、その割り当て先となるレイヤとの関係を示す情報
である。領域ＩＤ「領域ｉｄｘｘｘ１」から「領域ｉｄｘｘｘ５」は、それぞれレイヤＬ
１からＬ５に割り当てられている。領域ＩＤは、分割領域を一意に特定可能な識別情報で
ある。なお、領域ＩＤの数が多い場合や、近接していないために同時に表示されることの
ない領域ＩＤがある場合など、所要の場合には、レイヤは、グループ化した複数の領域Ｉ
Ｄが割り当てられるものであってもよい。
【００８３】
　レイヤ設定情報８４は、各レイヤの左眼用画像補正値、右眼用画像補正値、フォントサ
イズ、ぼかし効果を設定する。
【００８４】
　レイヤ設定情報８４によれば、レイヤＬ１は、左眼用画像補正値、右眼用画像補正値が
ともに「０」なので視差なしとなり、レイヤＬ１に割り当てられた表示対象は、表示面に
表示される（すなわち２Ｄ表示）。レイヤＬ２は、左眼用画像補正値が「－１」、右眼用
画像補正値が「１」なので、レイヤＬ２に割り当てられた表示対象は、表示面より奥手方
向に表示される。レイヤＬ３からＬ５は、左眼用画像補正値が「－２」、右眼用画像補正
値が「２」なので、レイヤＬ３からＬ５に割り当てられた表示対象は、レイヤＬ２より奥
手方向に表示される。したがって、レイヤＬ１からレイヤＬ５は、奥手方向から表示面ま
で３段階の奥行き位置が設定されている。
【００８５】
　また、メール表示部枠６５は、レイヤＬ０に割り当てられる。レイヤＬ０は、フォーカ
ス（マウス３９の操作などにより選択）された分割領域を明示するために、レイヤＬ１と
同じ表示面に奥行き位置が設定される。フォーカス範囲の選択は、スライドバーであるＵ
Ｉ６７を操作することによって変更可能である。
【００８６】
　レイヤ割当情報８３およびレイヤ設定情報８４にしたがい表示されるメール内容は、領
域ＩＤ「領域ｉｄｘｘｘ１」の分割領域を最前面となる表示面に表示し、その余となる分
割領域を奥手方向に順次表示する。このように、複数の分割領域は、奥行き位置を違えて
表示されるため、ユーザは、分割領域の把握を容易におこなうことができる。
【００８７】
　次に、情報処理装置３０が実行するレイヤ設定情報更新処理について図１６、図１７を
用いて説明する。図１６は、第３の実施形態のレイヤ設定情報更新処理のフローチャート
である。図１７は、第３の実施形態の再設定後のレイヤ設定情報の一例である。レイヤ設
定情報更新処理は、分割領域のフォーカスに伴う奥行き位置を更新するため、レイヤ設定
情報を更新する処理である。レイヤ設定情報更新処理は、立体画像表示処理に先立って実
行される。
【００８８】
　［ステップＳ５１］情報処理装置３０は、フォーカスされた分割領域の領域ＩＤを特定
する。
【００８９】
　［ステップＳ５２］情報処理装置３０は、レイヤ割当情報を参照して、特定した領域Ｉ
Ｄに対応するレイヤを特定する。
【００９０】
　［ステップＳ５３］情報処理装置３０は、特定した領域ＩＤに対応するレイヤが表示面
に位置するようにレイヤ設定情報を更新する。
【００９１】
　たとえば、情報処理装置３０は、フォーカスされた分割領域の領域ＩＤとして領域ＩＤ
「領域ｉｄｘｘｘ２」を特定したとする。情報処理装置３０は、レイヤ割当情報８３を参
照して、領域ＩＤ「領域ｉｄｘｘｘ２」からレイヤＬ２を特定することができる。情報処
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理装置３０は、レイヤＬ２が表示面に表示されるよう、その余のレイヤについても設定情
報を更新する。このようにして、情報処理装置３０は、レイヤ設定情報８４をレイヤ設定
情報８５に更新する。
【００９２】
　これにより、情報処理装置３０は、分割領域のフォーカスが変更されても、ユーザの分
割領域の把握を容易にし、ユーザにとって処理効率の向上を図ることができる。
【００９３】
　なお、複数の分割領域は、引用深さ（階層）順を固定して奥行き方向に配置するように
したが、これに限らず、フォーカスされた分割領域を最前面に配置するようにしてもよい
。
【００９４】
　なお、最前面となる分割領域は、表示面より手前方向に表示されるものであってもよい
。
【００９５】
　このように分割されたメール内容は、分割領域毎に異なる奥行き位置で表示可能となり
、分割領域相互の位置関係の把握を容易にする。
【００９６】
　また、メール内容の分割を引用深さでおこなうようにしたが、これに限らず、その他の
基準でメール内容の分割をおこなうようにしてもよい。たとえば、ＨＴＭＬ（HyperText 
Markup Language）メールの場合、ＨＴＭＬタグを区切りとして領域分割をおこなっても
よい。このようにすれば、ハイパーリンクや、画像などをメール本文と異なる奥行き位置
に表示することができるとともに、ユーザは、ＵＩ６７により高速にアクセス可能になる
。
【００９７】
　また、メール内容の分割は、先頭行のタブや空白等の他、エスケープシーケンスを含む
任意の文字列を区切りとしてもよい。このようにすれば、メール本文を文章単位、段落単
位で異なる奥行き位置に表示することができる。
【００９８】
［第４の実施形態］
　次に、第４の実施形態の情報処理装置の構成について図１８を用いて説明する。図１８
は、第４の実施形態の情報処理装置の構成例を示す図である。
【００９９】
　情報処理装置１０は、表示装置７に表示する表示内容を生成し、両眼視差により観察者
が観視可能な立体画像を表示する立体画像表示装置である表示装置７に出力する。情報処
理装置１０は、撮像装置８が観察者９を撮影した画像から観察者９の位置を検出する。情
報処理装置１０は、観察者９の位置に応じて表示装置７に表示する表示内容を更新する。
【０１００】
　情報処理装置１０は、位置情報入力部１１と、変化検出部１２と、切替部１３と、表示
出力部１４を備える。
【０１０１】
　表示出力部１４は、主表示１５、および主表示１５に関する付属情報を表示する付属情
報表示１６、１７を表示装置７に出力する。主表示１５は、観察者９に主として提示され
る表示である。より、具体的に表すと、主表示１５は、仮想空間（仮想三次元空間）に配
置される表示オブジェクトを用いて、観察者９に主として提示される表示である。付属情
報表示１６、１７は、主表示１５に関する付属情報として、すなわち、主表示１５に従属
して観察者９に提示される表示である。付属情報表示１６、１７は、仮想空間に配置され
る表示オブジェクトを用いて、主表示１５に従属して観察者９に提示される表示である。
【０１０２】
　付属情報表示１６は、第１の表示状態の付属情報表示であり、付属情報表示１７は、第
１の表示状態に比較して観察者が観察容易な第２の表示状態の付属情報表示である。付属
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情報表示１７は、付属情報表示１６に比較して、表示面積の拡大、表示方向の変更、明る
さの変更などのいずれか、または組み合わせによって、観察容易な表示状態となる。なお
、付属情報表示１６の表示状態は、非表示状態を含むものとする。
【０１０３】
　位置情報入力部１１は、表示装置７を観察する観察者９の位置情報を入力する。位置情
報は、撮像装置８が撮影する画像にもとづいて観察者９の位置を特定可能な情報である。
撮像装置８は、たとえば、ＣＣＤイメージセンサ（Charge Coupled Device Image Sensor
）や、ＣＭＯＳイメージセンサ（Complementary Metal Oxide Semiconductor Image Sens
or）である。
【０１０４】
　変化検出部１２は、位置情報の変化を検出する。たとえば、変化検出部１２は、第１の
位置にいる観察者９ａの位置情報と、第２の位置にいる観察者９ｂの位置情報とを比較し
て、観察者９の位置情報に変化があったことを検出する。
【０１０５】
　切替部１３は、観察者９の位置情報の変化の検出にもとづいて、付属情報表示の表示状
態を、第１の表示状態から第１の表示状態に比較して観察者が観察容易な第２の表示状態
に切り替える。
【０１０６】
　たとえば、情報処理装置１０は、直方体からなるウインドウ表示の正面に主表示１５ａ
、側面に付属情報表示１６を、観察者９ａに対して表示する出力を表示装置７におこなう
。ここで、位置情報入力部１１が観察者９ｂの位置情報を入力し、変化検出部１２が観察
者９ａから観察者９ｂの位置変化を検出すると、切替部１３は、表示出力部１４が出力す
る付属情報表示１６を付属情報表示１７に切り替える。すなわち、情報処理装置１０は、
直方体からなるウインドウ表示の正面に付属情報表示１７、側面に主表示１５ｂを、観察
者９ｂに対して表示する出力を表示装置７におこなう。
【０１０７】
　このように、情報処理装置１０は、観察者９の位置変化を検出して、付属情報表示１６
を付属情報表示１７に切り替えることができる。これにより、表示装置７を観察する観察
者９は、観察者９自身の位置変化により容易に表示内容の切り替えをおこなうことができ
、観察者（ユーザ）９にとって処理効率の向上を図ることができる。
【０１０８】
　また、情報処理装置１０は、観察者９の位置変化を検出して、立体画像表示装置である
表示装置７の表示内容を切り替えるため、観察者９にとって自然に受け入れ可能な操作を
提供できる。
【０１０９】
［第５の実施形態］
　次に、第４の実施形態をより具体化した第５の実施形態を説明する。なお、第５の実施
形態の説明では、第２の実施形態と同様の構成について同じ符号を用いて説明を省略する
。
【０１１０】
　まず、立体画像表示装置が表示する表示オブジェクトについて、図１９から図２２を用
いて表示面正対時と表示面非正対時の画像表示例を示しながら説明する。図１９は、第５
の実施形態の表示面正対時の表示オブジェクトと観察者の関係を示す図である。図２０は
、第５の実施形態の表示面正対時の画像表示例を示す図である。図２１は、第５の実施形
態の表示面非正対時の表示オブジェクトと観察者の関係を示す図である。図２２は、第５
の実施形態の表示面非正対時の画像表示例を示す図である。
【０１１１】
　第５の実施形態では、立体画像表示装置２０の表示面２４に右眼用画像および左眼用画
像が表示されることにもとづいて、表示面２４の奥側および手前側に形成された仮想空間
内に出現する（観察者９０が立体画像として観視し得る）画像を表示オブジェクトと表現
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する。観察者９０の左眼ＥＬと右眼ＥＲが観察位置Ｐ１にあるとき、すなわち、左眼ＥＬ
が左眼用画像観察領域ＺＬにあり、右眼ＥＲが右眼用画像観察領域ＺＲにあるとき、観察
者９０は、表示オブジェクト１００を立体画像として観視し得る。
【０１１２】
　表示オブジェクト１００は、主表示面１０１と付属情報表示面１０２を備える多面体と
して設定される。表示オブジェクト１００は、所定の情報の表示単位であり、たとえば、
ウインドウやアイコンなどである。
【０１１３】
　表示オブジェクト１００の主表示面１０１は、表示オブジェクト１００の主となる表示
面であり、付属情報表示面１０２は主となる表示に付属する付属情報を表示する従となる
表示面である。図２０に示す主表示面１０１は、付属情報表示面１０２と比較して観察位
置Ｐ１の観察者９０から観察容易な位置にある。主表示面１０１は、観察位置Ｐ１の観察
者９０と正対する位置にある。主表示面１０１は、メーラの操作表示部１３０、フォルダ
表示部１３１、リスト表示部１３２、プレビュー表示部１３４を表示する。
【０１１４】
　画像表示例２００は、仮想空間に配置された表示オブジェクト１００を観察位置Ｐ１か
ら観察した画像である。画像表示例２００に示す表示オブジェクト１００は、メーラのウ
インドウであり、主表示面１０１を正面に正対するように表示し、側面の１つに付属情報
表示面１０２を表示する。表示オブジェクト１００は、仮想空間内で俯瞰したときに台形
形状であり、観察位置Ｐ１の観察者９０は、付属情報表示面１０２を確認可能にしている
。このように主表示面１０１とともに観察可能な付属情報表示面１０２は、観察位置Ｐ１
にいる観察者９０に観察位置変更の動機付けを与える。
【０１１５】
　付属情報表示面１０２は、容量表示部１３３を表示する。容量表示部１３３は、メーラ
が扱うことができるメールの上限に対する現在の使用量を表示する。容量表示部１３３は
、付属情報表示面１０２に占める色付き部の割合により現在の使用量を表示する。なお、
メーラが扱うことができるメールの上限は、メーラの制限であってもよいし、メールサー
バの制限であってもよい。
【０１１６】
　図２１に示す観察位置Ｐ２は、観察位置Ｐ１より右方向に位置する。主表示面１０１は
、観察位置Ｐ２の観察者９０と正対する位置からずれた位置にある。立体画像表示装置２
０は、観察者９０の観察位置Ｐ１から観察位置Ｐ２への位置変化の検出にもとづいて、図
２２に示す画像表示例２０２のように表示面２４に表示する画像を切り替える。また、観
察位置Ｐ２においても、レンチキュラレンズ２３は、ＬＣＤ２１からの入射光を屈折させ
て、ＬＣＤ２１が表示する左眼用画像を左眼用画像観察領域ＺＬに、ＬＣＤ２１が表示す
る右眼用画像を右眼用画像観察領域ＺＲに出射する。
【０１１７】
　図２２に示す画像表示例２０２は、仮想空間に配置された表示オブジェクト１００を観
察位置Ｐ２から観察した画像である。画像表示例２０２に示す表示オブジェクト１００の
付属情報表示面１０２は、画像表示例２００に示す付属情報表示面１０２よりも表示面積
が大きくなっている。
【０１１８】
　拡大した付属情報表示面１０２は、容量表示部１３３の他に、操作表示部１３５を表示
する。操作表示部１３５は、メーラにおける操作メニュー（たとえば、メールの新規作成
、送受信、返信、転送、削除等）を表示する。これにより、観察者９０は、付属情報表示
面１０２に表示される容量表示部１３３、操作表示部１３５の観察が容易になっている。
【０１１９】
　なお、付属情報表示面１０２の表示面積の拡大は、表示オブジェクト１００を観察する
仮想視点の切り替えによって実現することができるほか、表示オブジェクト１００の向き
、サイズ、形状の切り替え、またはこれらの組み合わせによっても実現することができる
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。
【０１２０】
　次に、情報処理装置３０が実行する切替トリガ検出処理について図２３、図２４を用い
て説明する。図２３は、第５の実施形態の切替トリガ検出処理のフローチャートである。
図２４は、第５の実施形態の切替情報の一例を示す図である。情報処理装置３０は、所要
のアプリケーションの実行に並行して、切替トリガ検出処理を実行する。切替トリガ検出
処理は、観察者９０のトラッキングをおこない、表示の切替タイミングの決定および切替
内容の設定をおこなう処理である。
【０１２１】
　［ステップＳ６１］情報処理装置３０は、撮像装置２２（図３２で後述）からの入力に
もとづいて、観察者９０の位置検出をおこなう。
【０１２２】
　［ステップＳ６２］情報処理装置３０は、観察者９０の位置について所定の変化を検出
する。
【０１２３】
　［ステップＳ６３］情報処理装置３０は、観察者９０の位置について所定の変化を検出
した場合にステップＳ６４にすすみ、所定の変化を検出しない場合にステップＳ６１にす
すむ。
【０１２４】
　［ステップＳ６４］情報処理装置３０は、表示の切替対象となる表示オブジェクトを特
定する。なお、表示の切替対象となる表示オブジェクトは、複数であってもよい。また、
表示の切替対象となる表示オブジェクトは、アクティブなウインドウなど所定条件を満た
すものに限ってもよい。
【０１２５】
　［ステップＳ６５］情報処理装置３０は、表示の切替対象として特定した表示オブジェ
クト毎に切替情報を設定する。切替情報３００は、情報処理装置３０が設定する切替情報
の一例である。切替情報３００は、表示オブジェクトをどのような表示態様に切り替える
かを特定するための情報である。切替情報３００は、表示オブジェクトを一意に識別する
識別情報（たとえば、「００１」）を含む。また、切替情報３００は、表示オブジェクト
の形状を特定可能な情報（たとえば、「幅厚ウインドウ」）を含む。また、切替情報３０
０は、表示オブジェクトのサイズを特定可能な情報（たとえば、「中」）を含む。また、
切替情報３００は、表示オブジェクトの位置を特定可能な情報（たとえば、「ｘ１、ｙ１
、ｚ１」）を含む。また、切替情報３００は、表示オブジェクトの向きを特定可能な情報
（たとえば、「ｄｘ１、ｄｙ１、ｄｚ１」）を含む。なお、各情報は、具体的な値を定義
した情報であってもよいし、あらかじめ定義してある情報を参照するためのインデックス
などであってもよい。
【０１２６】
　また、切替情報３００は、表示オブジェクトに設定された領域毎の表示内容を含む。た
とえば、識別情報「００１」で特定される表示オブジェクトは、領域ａから領域ｆまでの
表示領域を有する。領域ａは、「操作表示（主表示面）」が、領域ｂは、「フォルダ表示
」が、領域ｃは、「リスト表示」が、領域ｄは、「プレビュー表示」が、領域ｅは、「容
量表示」が、領域ｆは、「操作表示（主表示面）」が設定される。なお、表示オブジェク
トに設定された領域は、多面体からなる表示オブジェクトの各面毎に設定されたものであ
ってもよいし、一の面を複数領域に分割して設定されたものであってもよいし、これらの
組み合わせであってもよい。
【０１２７】
　［ステップＳ６６］情報処理装置３０は、トラッキング情報を設定する。トラッキング
情報は、観察者９０の観察位置に関する情報である。
【０１２８】
　［ステップＳ６７］情報処理装置３０は、表示の切替トリガとなる表示切替フラグをセ
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ットして切替トリガ検出処理を終了する。
【０１２９】
　なお、ステップＳ６２で検出する所定の変化は、観察者９０のトラッキング部位（たと
えば、頭部、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲなど）の所定方向への所定の移動量（たとえば、右
方向に６５ｍｍ（左右眼の距離）など）がある。
【０１３０】
　また、ステップＳ６２で検出する所定の変化は、頭部（顔部、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲ
を含む）の所定の傾き量などであってもよい。また、ステップＳ６２で検出する所定の変
化は、頭部（顔部、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲを含む）の所定の回転量などであってもよい
。また、ステップＳ６２で検出する所定の変化は、左眼ＥＬおよび左瞳、右眼ＥＲおよび
右瞳から検出する視線方向などであってもよい。これらによれば、体幹部の大きな移動を
伴わなくとも表示切り替えが可能であり、ユーザにとって一層の処理効率の向上を図るこ
とができる。
【０１３１】
　次に、情報処理装置３０が実行する表示切替処理について図２５、図２６を用いて説明
する。図２５は、第５の実施形態の表示切替処理のフローチャートである。図２６は、第
５の実施形態の仮想視点、光源の更新の様子を示す図である。情報処理装置３０は、所要
のアプリケーションの実行に並行して、表示切替処理を実行する。表示切替処理は、切替
トリガ検出処理がセットする表示切替フラグを監視し、表示切替フラグのセットを検出し
て表示切替をおこなう処理である。
【０１３２】
　［ステップＳ７１］情報処理装置３０は、表示切替フラグを監視し、表示切替フラグが
セットされていればステップＳ７２にすすみ、表示切替フラグがセットされていなければ
表示切替処理を終了する。
【０１３３】
　［ステップＳ７２］情報処理装置３０は、切替情報を取得する。
【０１３４】
　［ステップＳ７３］情報処理装置３０は、切替情報にもとづいて表示オブジェクトを更
新する。たとえば、情報処理装置３０は、切替情報３００にもとづいて、識別情報「００
１」で特定される表示オブジェクトの形状を「幅厚ウインドウ」、サイズを「中」、位置
を「ｘ１、ｙ１、ｚ１」、向きを「ｄｘ１、ｄｙ１、ｄｚ１」に設定する。
【０１３５】
　［ステップＳ７４］情報処理装置３０は、トラッキング情報を取得する。
【０１３６】
　［ステップＳ７５］情報処理装置３０は、トラッキング情報にもとづいて仮想空間に設
定する仮想視点を更新する。
【０１３７】
　［ステップＳ７６］情報処理装置３０は、トラッキング情報にもとづいて仮想空間に設
定する光源を更新する。
【０１３８】
　［ステップＳ７７］情報処理装置３０は、表示用画像を生成する画像生成処理を実行し
た後に表示切替処理を終了する。画像生成処理は、仮想空間に配置した表示オブジェクト
を設定した光源と仮想視点とにもとづいてレンダリング処理をおこない表示用画像を生成
する処理である。情報処理装置３０は、左眼用画像と右眼用画像とを生成した後に合成し
て、表示用画像を生成する。
【０１３９】
　このような、表示切替処理の実行前後の表示オブジェクト、光源、仮想視点の更新例が
仮想視点更新例２０３である。仮想視点更新例２０３は、表示切替前後の表示オブジェク
ト１００ａ、１００ｂ、光源１０６、１０８、仮想視点１０５Ｌ、１０５Ｒ、１０７Ｌ、
１０７Ｒの位置関係を示す。なお、仮想視点１０５Ｌ、１０７Ｌは、左眼用画像を生成す
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るための仮想視点であり、仮想視点１０５Ｒ、１０７Ｒは、右眼用画像を生成するための
仮想視点である。
【０１４０】
　表示切替前の表示オブジェクト１００ａは、切替情報にもとづいて表示オブジェクトの
形状、サイズ、位置、向きが更新された表示オブジェクト１００ｂに切り替えられる。ま
た、表示切替前の光源１０６は、トラッキング情報にもとづいて位置、照射範囲、明るさ
、色などが更新された光源１０８に切り替えられる。また、表示切替前の仮想視点１０５
Ｌ、１０５Ｒは、トラッキング情報にもとづいて位置、向きなどが更新された仮想視点１
０７Ｌ、１０７Ｒに切り替えられる。
【０１４１】
　このように、画像表示装置４０は、表示切替前後で表示オブジェクトの表示態様の更新
と、表示オブジェクト、光源、仮想視点の配置の更新とをおこなうので、付属情報表示面
１０２ａに比較して付属情報表示面１０２ｂは、観察者９０にとって観察容易となる。
【０１４２】
　なお、画像表示装置４０は、表示切替前後で表示オブジェクトの表示態様の更新と、表
示オブジェクト、光源、仮想視点の配置の更新のうち、いずれか一方をおこなうものであ
ってもよい。
【０１４３】
　なお、仮想視点１０７Ｌ、１０７Ｒへの切り替えは、トラッキング情報にもとづいて位
置、向きなどが更新する際に、所定の係数をかけるなどして、検出した観察者９０の動き
より大きな変化で表示内容を切り替えるようにしてもよい。このようにすれば、画像表示
装置４０は、観察者９０に大きな動きを強いることなく、付属情報表示面１０２の視認性
を向上させることができる。
【０１４４】
　次に、表示オブジェクトの仮想空間配置例および画像表示例について図２７から図３０
を用いて説明する。図２７から図３０は、第５の実施形態の表示オブジェクトの画像表示
および仮想空間配置の一例を示す図である。
【０１４５】
　仮想空間配置例２０５（図２７参照）は、観察者９０が表示面２４に正対しているとき
（表示切替前）の表示オブジェクト１１０の様子を示す。表示オブジェクト１１０は、薄
板状であって表示面２４より奥手方向に位置する。表示オブジェクト１１０は、主表示面
１１１を表示面２４に向けて、付属情報表示面１１２を側方に向けている。
【０１４６】
　このような表示オブジェクト１１０は、観察者９０に画像表示例２０４（図２７参照）
のように観察される。表示オブジェクト１１０の主表示面１１１は、観察者９０に観察容
易な状態にあり、付属情報表示面１１２は観察できない状態にある。
【０１４７】
　仮想空間配置例２０７（図２８参照）は、観察者９０が表示面２４に正対しているとき
（表示切替前）の表示オブジェクト１１３の様子を示す。表示オブジェクト１１３は、断
面が台形の薄板状であって表示面２４より奥手方向に位置する。表示オブジェクト１１３
は、主表示面１１４を表示面２４に向けて、付属情報表示面１１５を斜めにして前方に向
けている。
【０１４８】
　このような表示オブジェクト１１３は、観察者９０に画像表示例２０６（図２８参照）
のように観察される。表示オブジェクト１１３の主表示面１１４は、観察者９０に観察容
易な状態にあり、付属情報表示面１１５は観察容易でないものの、付属情報表示面１１５
の存在を確認可能な状態にある。このような付属情報表示面１１５は、観察者９０に対し
て付属情報表示面１１５を観察するための位置変更をおこなう動機付けを与える。
【０１４９】
　仮想空間配置例２０９（図２９参照）は、観察者９０が表示面２４に正対していないと
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き（表示切替後）の表示オブジェクト１１６の様子を示す。表示オブジェクト１１６は、
立方体状であって表示面２４より奥手方向に位置する。表示オブジェクト１１６は、主表
示面１１７および付属情報表示面１１８を斜めにして前方に向けている。
【０１５０】
　このような表示オブジェクト１１６は、観察者９０に画像表示例２０８（図２９参照）
のように観察される。表示切替後の表示オブジェクト１１６は、変形、向きの変更により
表示態様を更新し、付属情報表示面１１８を観察者９０にとって観察容易な表示状態とし
ている。
【０１５１】
　なお、表示切替前の表示オブジェクトが表示オブジェクト１１０であれば、表示オブジ
ェクト１１６の付属情報表示面１１８は、付属情報表示面１１２の非表示状態から観察者
９０が観察容易な表示状態になったといえる。また、表示切替前の表示オブジェクトが表
示オブジェクト１１３であれば、表示オブジェクト１１６の付属情報表示面１１８は、付
属情報表示面１１５の表示状態よりも観察者９０が観察容易な表示状態になったといえる
。
【０１５２】
　仮想空間配置例２１１（図３０参照）は、観察者９０が表示面２４に正対していないと
き（表示切替後）の表示オブジェクト１１９の様子を示す。表示オブジェクト１１９は、
立方体状であって、表示面２４を挟んで一部が手前方向に、その余が奥手方向に位置する
。表示オブジェクト１１９は、主表示面１２０および付属情報表示面１２１を斜めにして
前方に向けている。
【０１５３】
　このような表示オブジェクト１１９は、観察者９０に画像表示例２１０（図３０参照）
のように観察される。表示切替後の表示オブジェクト１１９は、変形、向きの変更、位置
の変更により表示態様を更新し、付属情報表示面１２１を観察者９０にとって観察容易な
表示状態としている。
【０１５４】
　なお、表示切替前の表示オブジェクトが表示オブジェクト１１０であれば、表示オブジ
ェクト１１９の付属情報表示面１２１は、付属情報表示面１１２の非表示状態から観察者
９０が観察容易な表示状態になったといえる。また、表示切替前の表示オブジェクトが表
示オブジェクト１１３であれば、表示オブジェクト１１９の付属情報表示面１２１は、付
属情報表示面１１５の表示状態よりも観察者９０が観察容易な表示状態になったといえる
。
【０１５５】
　このように、画像表示装置４０は、ユーザ（観察者９０）の動きにしたがい付属情報表
示面の観察容易性を変更することができる。このようなＧＵＩの改善は、ユーザの操作性
の改善や、表示領域の有効利用により、ユーザの処理効率の向上を図ることができる。
【０１５６】
　次に、情報処理装置３０が実行する操作入力特定処理について図３１を用いて説明する
。図３１は、第５の実施形態の操作入力特定処理のフローチャートである。情報処理装置
３０は、所要のアプリケーションの実行に並行して、操作入力特定処理を実行する。操作
入力特定処理は、観察者９０の手、指を検出し、手、指によるジェスチャを検出し、アプ
リケーションの操作入力の特定をおこなう処理である。
【０１５７】
　［ステップＳ８１］情報処理装置３０は、選択可能操作情報を取得する。選択可能操作
情報は、実行中のアプリケーションの操作入力として有効なジェスチャパタンを定義した
情報である。
【０１５８】
　［ステップＳ８２］情報処理装置３０は、観察者９０の手部を検出する。情報処理装置
３０は、観察者９０の手部の位置、向き、形状などを特定する。観察者９０の手部の検出
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は、撮像装置２２が撮影する画像にもとづいておこなう。
【０１５９】
　［ステップＳ８３］情報処理装置３０は、観察者９０の手部の時系列的な変化を検出す
る。
【０１６０】
　［ステップＳ８４］情報処理装置３０は、選択可能操作情報が定義するジェスチャパタ
ンと、観察者９０の手部の時系列的な変化パタンのマッチングをおこなう。
【０１６１】
　［ステップＳ８５］情報処理装置３０は、ジェスチャパタンと、観察者９０の手部の時
系列的な変化パタンとが一致した場合にステップＳ８６にすすみ、一致しない場合にステ
ップＳ８１にすすむ。
【０１６２】
　［ステップＳ８６］情報処理装置３０は、選択可能操作情報から一致したジェスチャパ
タンに対応する操作入力を特定して操作入力特定処理を終了する。
【０１６３】
　次に、ジェスチャ入力の具体例を図３２を用いて説明する。図３２は、第５の実施形態
のジェスチャ入力の一例を示す図である。
【０１６４】
　なお、第５の実施形態の立体画像表示装置２０は、表示面の額縁部、または周縁部に、
撮像装置２２を備える。撮像装置２２は、観察者９０を撮影する。撮像装置２２が撮影し
た画像は、観察者９０の位置を特定し、位置変化を検出するために用いられる。また、撮
像装置２２が撮影した画像は、位置変化の検出に限らず、ジェスチャ入力に用いることが
できる。
【０１６５】
　なお、撮像装置２２の撮影対象は、観察者９０の全部、または体の一部の部位であって
もよく、また複数の部位であってもよい。たとえば、観察者９０の体幹部は、ボディトラ
ッキングをおこなう場合の撮影対象になる。また、観察者９０の頭部は、ヘッドトラッキ
ングをおこなう場合の撮影対象になる。また、観察者９０の腕部や手部は、アームトラッ
キングやハンドトラッキングをおこなう場合の撮影対象になる。また、観察者９０の顔部
は、フェイストラッキングをおこなう場合の撮影対象になる。また、観察者９０の左眼Ｅ
Ｌ、左瞳、右眼ＥＲ、右瞳は、アイトラッキング（視線検出を含む）をおこなう場合の撮
影対象になる。
【０１６６】
　ジェスチャ入力例２１２は、観察者９０の手部９４が位置Ｐ１１から位置Ｐ１２まで移
動したことを検出したジェスチャ入力例を示す。情報処理装置３０は、手部９４を位置Ｐ
１１で検出した後、手部９４を位置Ｐ１２で検出することで、所定時間内の手部９４の変
化量が、所定方向に所定距離（たとえば、左方向に２０ｃｍ移動）だけあったことを検出
する。情報処理装置３０は、検出した変化パタンがあらかじめ定義したジェスチャパタン
と一致することで、所定の操作入力を受け付ける。
【０１６７】
　また、ジェスチャ入力は、観察者９０の手部９４が所定量だけ回転したことを検出する
ものであってもよい。たとえば、情報処理装置３０は、手部９４を指の位置関係まで含め
て検出した後、手部９４の指の位置関係を比較して回転を検出することで、所定時間内の
手部９４の変化量が、所定方向に所定角度（たとえば、反時計回りに３０度回転）だけあ
ったことを検出する。情報処理装置３０は、検出した変化パタンがあらかじめ定義したジ
ェスチャパタンと一致することで、所定の操作入力を受け付ける。
【０１６８】
　また、ジェスチャ入力は、観察者９０の手部９４が所定量だけ接近したことを検出する
ものであってもよい。たとえば、情報処理装置３０は、所定時間内の手部９４の変化量が
、所定方向に所定距離（たとえば、接近方向に１０ｃｍ移動）だけあったことを検出する
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。情報処理装置３０は、検出した変化パタンがあらかじめ定義したジェスチャパタンと一
致することで、所定の操作入力を受け付ける。
【０１６９】
　なお、ジェスチャ入力は、上記に例示した以外にも、傾きの変化（たとえば、手のひら
の向きの変化）や形状の変化（たとえば、手を握ったり、開いたりなど）を検出するもの
であってもよい。
【０１７０】
　なお、手部９４によるジェスチャ入力について説明したが、ジェスチャ入力をおこなう
部位は、手部９４に限らず観察者９０のその他の部位（たとえば、頭部、顔部など）であ
ってもよい。また、ジェスチャ入力は、左瞳や右瞳の動きを検出した視線入力などを含む
ものであってもよい。また、ジェスチャにより特定する操作入力は、マウス操作や、タッ
チパネルタッチ操作などと同様の操作入力を対象とすることができる。
【０１７１】
　なお、ジェスチャ入力は、観察者９０の変化を検出して、表示切替をおこなった後に有
効な入力として受け付けるものであってもよい。また、ジェスチャ入力は、付属情報表示
面を対象とするものに限ってもよい。このようにすれば、画像表示装置４０は、ユーザに
とってジェスチャ入力の有効な状態、あるいはジェスチャ入力の有効な対象の把握が容易
になる。また、画像表示装置４０は、マウス３９を用いて右クリック操作していた操作内
容を、右クリック入力に代えて観察者９０の移動による表示切替、マウス３９のポインテ
ィングや選択、決定操作入力に代えてジェスチャ入力とすることができる。これにより、
画像表示装置４０は、ユーザの操作性を改善し、ユーザの処理効率の向上を図ることがで
きる。
【０１７２】
［第６の実施形態］
　次に、第６の実施形態の表示切替処理について図３３を用いて説明する。図３３は、第
６の実施形態の表示切替処理のフローチャートである。第６の実施形態の表示切替処理は
、切替情報にもとづいて表示用画像を生成するものではなく、あらかじめ用意してある表
示用画像に切り替える点で第５の実施形態の表示切替処理と異なる。また、観察者９０の
位置検出を含めて表示切替をおこなうため、第５の実施形態の切替トリガ検出処理は、第
６の実施形態においておこなわない。情報処理装置３０が所要のアプリケーションの実行
に並行して、表示切替処理を実行する点は、第５の実施形態と同様である。
【０１７３】
　［ステップＳ９１］情報処理装置３０は、撮像装置２２からの入力にもとづいて、観察
者９０の位置検出をおこなう。
【０１７４】
　［ステップＳ９２］情報処理装置３０は、観察者９０の位置について所定の変化を検出
する。
【０１７５】
　［ステップＳ９３］情報処理装置３０は、観察者９０の位置について所定の変化を検出
した場合にステップＳ９４にすすみ、所定の変化を検出しない場合にステップＳ９１にす
すむ。
【０１７６】
　［ステップＳ９４］情報処理装置３０は、付属情報表示面を観察容易とした表示用画像
への切替をおこない、表示切替処理を終了する。
【０１７７】
　情報処理装置３０は、あらかじめ第１の表示用画像と、第１の表示用画像と比較して付
属情報表示面を観察容易な第２の表示用画像を用意することで、付属情報表示面を観察容
易とした表示用画像への切替を容易におこなうことができる。
【０１７８】
　なお、画像表示装置４０は、２視点の画像（右眼用画像および左眼用画像）を表示する
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立体画像表示装置２０を備えたが、多視点の立体画像表示装置を備えるようにしてもよい
。この場合、画像表示装置４０は、立体画像表示装置２０で表示する切替前後の画像を異
なる視点に対応して多視点の立体画像表示装置に表示する。
【０１７９】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、各
装置が有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラムをコ
ンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処理内
容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくこと
ができる。
【０１８０】
　プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ（Di
gital Versatile Disc）、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）などの可搬
型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記憶装置に格納して
おき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュータにそのプログラ
ムを転送することもできる。
【０１８１】
　プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログ
ラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納す
る。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに
したがった処理を実行する。
【０１８２】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
（１）両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な表示装置に、メール情報表示を出力
する表示出力部と、
　所定の入力操作を受け付ける入力部と、
　前記入力操作にもとづいて、前記メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から前
記表示装置における奥行き位置が前記第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替え
る切替部と、
　を備える情報処理装置。
（２）前記メール情報表示は、複数のメールを表示するものであって、
　前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記メール毎の属性情報にしたがう前記奥行
き位置に、複数の前記メールを配置した前記第２の表示状態に切り替える、
　（１）記載の情報処理装置。
（３）前記切替部は、前記メール毎の属性情報にしたがい前記メールを所定のグループに
振り分け、あらかじめ設定した複数の奥行き位置に前記メールを前記グループ単位で配置
する（２）記載の情報処理装置。
（４）前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記グループ単位に設定した前記奥行き
位置を変更することで前記第２の表示状態に切り替える（３）記載の情報処理装置。
（５）前記メール情報表示は、メール内容を複数の領域に分割して表示するものであって
、
　前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記領域毎の属性情報にしたがう前記奥行き
位置に、複数の前記領域を配置した前記第２の表示状態に切り替える、
　（１）記載の情報処理装置。
（６）前記属性情報は、前記メール内容の引用深さである（５）記載の情報処理装置。
（７）前記切替部は、前記領域毎の属性情報にしたがい前記領域を所定のグループに振り
分け、あらかじめ設定した複数の奥行き位置に前記領域を前記グループ単位で配置する（
５）または（６）記載の情報処理装置。
（８）前記切替部は、前記第１の表示状態から、前記グループ単位に設定した前記奥行き
位置を変更することで前記第２の表示状態に切り替える（７）記載の情報処理装置。
（９）前記切替部は、前記第２の表示状態におけるフォーカスされた表示要素の奥行き位
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置を表示面とする（１）乃至（８）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（１０）前記切替部は、前記第２の表示状態におけるフォーカスされた表示要素の奥行き
位置を、周縁表示部と同じ奥行き位置とする（１）乃至（８）のいずれか１つに記載の情
報処理装置。
（１１）前記入力部は、スライドバーにより前記第２の表示状態におけるフォーカスされ
た表示要素の選択操作を受け付ける（１）乃至（１０）のいずれか１つに記載の情報処理
装置。
（１２）前記表示出力部は、メールを扱うための主表示、および前記主表示に関する付属
情報を表示する付属情報表示を、前記メール情報表示として出力し、
　前記入力部は、前記表示装置を観察する前記観察者の位置情報を入力する位置情報入力
部と、前記位置情報の変化を検出する変化検出部と、を備え、
　前記切替部は、前記変化の検出にもとづいて、前記付属情報表示の表示状態を、前記第
１の表示状態から前記第２の表示状態に切り替える、
　（１）記載の情報処理装置。
（１３）前記付属情報は、前記主表示の操作に関する操作情報である（１２）記載の情報
処理装置。
（１４）前記第２の表示状態において、前記観察者のジェスチャから、前記操作情報に関
する選択操作を検出するジェスチャ検出部を備える（１３）記載の情報処理装置。
（１５）前記付属情報は、メールの使用量に関する情報である（１２）記載の情報処理装
置。
（１６）前記付属情報は、前記第１の表示状態において非表示である（１２）乃至（１５
）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（１７）前記主表示および前記付属情報表示は、多面体からなる表示オブジェクトのそれ
ぞれ異なる面に表示される（１２）乃至（１６）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（１８）前記切替部は、前記第１の表示状態から前記第２の表示状態に切り替える際に、
前記表示オブジェクトの仮想視点を第１の仮想視点から第２の仮想視点に切り替える（１
２）乃至（１７）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（１９）メール情報を、両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な立体画像により表
示する立体画像表示部と、
　所定の入力操作を受け付ける入力部と、
　前記入力操作にもとづいて、前記メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から前
記表示装置における奥行き位置が前記第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替え
る切替部と、
　を備える画像表示装置。
（２０）両眼視差により観察者が立体画像を観視可能な表示装置に、メール情報表示を出
力するステップと、
　所定の入力操作を受け付けるステップと、
　前記入力操作にもとづいて、前記メール情報表示の表示状態を、第１の表示状態から前
記表示装置における奥行き位置が前記第１の表示状態と異なる第２の表示状態に切り替え
るステップと、
　を有する情報処理方法。
【０１８３】
　なお、上述の実施の形態は、実施の形態の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変更
を加えることができる。
【０１８４】
　さらに、上述の実施の形態は、多数の変形、変更が当業者にとって可能であり、説明し
た正確な構成および応用例に限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１８５】
　１，１０，３０……情報処理装置、２……入力部、３，１３……切替部、４，１４……
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表示出力部、５……メール情報表示（第１の表示状態）、６……メール情報表示（第２の
表示状態）、７……表示装置、８，２２……撮像装置、９，９ａ，９ｂ，９０……観察者
、１１……位置情報入力部、１２……変化検出部、１５，１５ａ，１５ｂ……主表示、１
６……付属情報表示（第１の表示状態）、１７……付属情報表示（第２の表示状態）、２
０……立体画像表示装置、２１……ＬＣＤ、２３……レンチキュラレンズ、２４……表示
面、３１……ＣＰＵ、３２……ＲＡＭ、３３……ＨＤＤ、３４……通信インタフェース、
３５……グラフィック処理装置、３６……入出力インタフェース、３７……バス、３８…
…キーボード、３９……マウス、４０……画像表示装置、４１……可搬型記録媒体、５０
，６２……ウインドウ、５１，１３０，１３５……操作表示部、５２，１３１……フォル
ダ表示部、５３，１３２……リスト表示部、５４，１３４……プレビュー表示部、５５…
…フォルダ表示部枠、５６……リスト表示部枠、５７，５９，６６，６７……ＵＩ、５８
……プレビュー表示部枠、６０……フォルダ表示行、６１……メール表示行、６３……ヘ
ッダ情報表示部、６４……メール表示部、６５……メール表示部枠、６８，６９，７０…
…分割領域、８０，８２，８３……レイヤ割当情報、８１，８４，８５……レイヤ設定情
報、９４……手部、１００，１００ａ，１００ｂ，１１０，１１３，１１６，１１９……
表示オブジェクト、１０１，１１１，１１４，１１７，１２０……主表示面、１０２，１
０２ａ，１０２ｂ，１１２，１１５，１１８，１２１……付属情報表示面、１０５Ｌ，１
０５Ｒ，１０７Ｌ，１０７Ｒ……仮想視点、１０６，１０８……光源、１３３……容量表
示部、３００……切替情報、Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５，Ｌ６，Ｌ７……レイ
ヤ、ＥＬ……左眼、ＥＲ……右眼、Ｐ１，Ｐ２……観察位置、Ｐ１１，Ｐ１２……位置、
ＺＬ……左眼用画像観察領域、ＺＲ……右眼用画像観察領域
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