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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドマウントディスプレイを用いてユーザが没入する仮想現実空間を提供する方法で
あって、
　所定の位置に特定オブジェクトが配置された仮想現実空間を定義するステップと、
　前記ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの基準視線を特定し、前記仮想現実
空間から前記ユーザが視認する視界領域を特定するステップと、
　前記特定オブジェクトが、第１所定期間に亘って、前記ヘッドマウントディスプレイを
装着する前記ユーザの視線から一定範囲外に位置するかを判定するステップと、
　前記判定するステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトに関連付けられた音
を生成するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　ヘッドマウントディスプレイを用いてユーザが没入する仮想現実空間を提供する方法で
あって、
　所定の位置に、特定オブジェクトが配置された仮想現実空間を定義するステップと、
　前記ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの基準視線を特定し、前記仮想現実
空間から前記ユーザが視認する視界領域を特定するステップと、
　前記特定オブジェクトが、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの視線から一
定範囲内に位置するかを判定する第１判定ステップと、
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前記第１判定ステップにて肯定された場合、
　　前記特定オブジェクトを、第１グラフィックで描画した視界画像を生成するステップ
と、
　　前記特定オブジェクトが、その後、第１所定期間に亘って、前記ユーザの視線から一
定範囲外に位置するかを判定する第２判定ステップと、
　前記第２判定ステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトを、第２グラフィッ
クで描画した視界画像を生成するステップ
を含む、方法。
【請求項３】
　前記第２判定ステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトに関連付けられた音
を生成するステップを更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記特定オブジェクトに関連付けられた音は、前記特定オブジェクトの仮想現実空間内
の位置に基づいて生成される、請求項１、３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザの視線から一定範囲は、前記視界領域を最大とする範囲で規定される、請求
項１、２に記載の方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理方法及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、三次元仮想空間内の所定の発音位置から発音される音を、所定の聴取
位置において音響シミュレーションすることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２６７６７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の技術は、三次元仮想空間内に配置された音源の位置と聴取位置の距離との
関係を考慮してオブジェクトの発音処理を行うものである。従って、特許文献１の技術で
は、ヘッドマウントディスプレイを頭部に装着しているユーザの視線から一定範囲外にな
り不可視の状態となっているオブジェクトについて、音響シミュレーションは作れない。
【０００５】
　本技術は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的の１つは、三次元仮想現実
空間内のオブジェクトの位置と、ヘッドマウントディスプレイ（Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅ
ｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ：以下、ＨＭＤと称する）を装着しているユーザの視線から一定範囲
外のオブジェクトの状態を変化させ、ユーザに当該オブジェクトの存在について注意喚起
を図るようにしたことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本技術の一態様は、ヘッドマウントディスプレイを用
いてユーザが没入する仮想現実空間を提供する方法であって、所定の位置に特定オブジェ
クトが配置された仮想現実空間を定義するステップと、前記ヘッドマウントディスプレイ
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を装着するユーザの基準視線を特定し、前記仮想現実空間から前記ユーザが視認する視界
領域を特定するステップと、前記特定オブジェクトが、第１所定期間に亘って、前記ヘッ
ドマウントディスプレイを装着する前記ユーザの視線から一定範囲外に位置するかを判定
するステップと、前記判定するステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトに関
連付けられた音を生成するステップと、を含む、方法に関する。
【０００７】
　また、本技術の他の一態様は、ヘッドマウントディスプレイを用いてユーザが没入する
仮想現実空間を提供する方法であって、所定の位置に、特定オブジェクトが配置された仮
想現実空間を定義するステップと、前記ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの
基準視線を特定し、前記仮想現実空間から前記ユーザが視認する視界領域を特定するステ
ップと、前記特定オブジェクトが、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの視線
から一定範囲内に位置するかを判定する第１判定ステップと、前記第１判定ステップにて
肯定された場合、前記特定オブジェクトを、第１グラフィックで描画した視界画像を生成
するステップと、前記特定オブジェクトが、その後、第１所定期間に亘って、前記ユーザ
の視線から一定範囲外に位置するかを判定する第２判定ステップと、前記第２判定ステッ
プにて肯定された場合、前記特定オブジェクトを、第２グラフィックで描画した視界画像
を生成するステップを含む、方法に関する。
【発明の効果】
【０００８】
　本技術によれば、三次元仮想現実空間内のオブジェクトの位置と、ユーザの視線から一
定範囲外のオブジェクトの状態を変化させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本技術の一実施形態によるＨＭＤシステムを示す図である。
【図２】ＨＭＤシステムの機能を実現するための、制御回路部の機能を示すブロック図で
ある。
【図３】仮想空間の一例を示すＸＹＺ空間図である。
【図４】本技術の第１実施形態に係る制御回路部２００の動作例を示すフローチャートで
ある。
【図５】オブジェクト情報の構成の一例を示す表である。
【図６】本技術の第２実施形態に係る制御回路部２００の動作例を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　最初に、本技術の実施形態の内容を列記して説明する。本技術の一実施形態による情報
処理方法、及びプログラムは、以下のような構成を備える。
【００１１】
（項目１）
　ヘッドマウントディスプレイを用いてユーザが没入する仮想現実空間を提供する方法で
あって、
　所定の位置に特定オブジェクトが配置された仮想現実空間を定義するステップと、
　前記ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの基準視線を特定し、前記仮想現実
空間から前記ユーザが視認する視界領域を特定するステップと、
　前記特定オブジェクトが、第１所定期間に亘って、前記ヘッドマウントディスプレイを
装着する前記ユーザの視線から一定範囲外に位置するかを判定するステップと、
　前記判定するステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトに関連付けられた音
を生成するステップと、
　を含む、方法。
【００１２】
（項目２）
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　ヘッドマウントディスプレイを用いてユーザが没入する仮想現実空間を提供する方法で
あって、
　所定の位置に、特定オブジェクトが配置された仮想現実空間を定義するステップと、
　前記ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの基準視線を特定し、前記仮想現実
空間から前記ユーザが視認する視界領域を特定するステップと、
　前記特定オブジェクトが、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの視線から一
定範囲内に位置するかを判定する第１判定ステップと、
前記第１判定ステップにて肯定された場合、
　　前記特定オブジェクトを、第１グラフィックで描画した視界画像を生成するステップ
と、
　　前記特定オブジェクトが、その後、第１所定期間に亘って、前記ユーザの視線から一
定範囲外に位置するかを判定する第２判定ステップと、
　前記第２判定ステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトを、第２グラフィッ
クで描画した視界画像を生成するステップ
を含む、方法。
【００１３】
（項目３）
　前記第２判定ステップにて肯定された場合、前記特定オブジェクトに関連付けられた音
を生成するステップを更に含む、項目２に記載の方法。
【００１４】
（項目４）
　前記特定オブジェクトに関連付けられた音は、前記特定オブジェクトの仮想現実空間内
の位置に基づいて生成される、項目１、３に記載の方法。
【００１５】
（項目５）
　前記ユーザの視線から一定範囲は、前記視界領域を最大とする範囲で規定される、項目
１、２に記載の方法。
【００１６】
（項目６）
　項目１～５のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのプログラム
。
【００１７】
〔第１実施形態の説明〕
　以下、図面を参照しながら本技術の第１実施形態について説明する。なお、本技術はこ
れらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲
と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。以下の説明では
、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１８】
　図１は、本技術の一実施形態に係るＨＭＤシステム１００のハードウェア構成図である
。ＨＭＤシステム１００は、ＨＭＤ１１０と、制御回路部２００を備える。ＨＭＤ１１０
と制御回路部２００は、一例として有線ケーブル１４０によって電気的に接続され、相互
に通信可能である。有線ケーブル１４０に代えて、無線接続が用いられてもよい。
以下、ＨＭＤシステム１００を構成する構成要素ＨＭＤ１１０、制御回路部２００につい
て、図１、２を参照しながらそれぞれ詳細に説明する。
【００１９】
〔ＨＭＤシステム１００の概要〕
〔ＨＭＤ１１０〕
　ＨＭＤ１１０は、ユーザ１５０の頭に装着されて利用される表示デバイスである。ＨＭ
Ｄ１１０は、ディスプレイ１１２と、センサ１１４と、アイトラッキングデバイス（Eye 
Tracking Device：以下ＥＴＤと称する）１１６と、スピーカ（ヘッドホン）１１８とを
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備える。ＥＴＤ１１６とセンサ１１４は、どちらか一方だけが択一的に設けられてもよい
。
【００２０】
　ディスプレイ１１２は、ＨＭＤ１１０を装着したユーザ１５０の視界に画像を提示する
ように構成される。例えば、ディスプレイ１１２は、非透過型ディスプレイとして構成す
ることができる。この場合、ＨＭＤ１１０の外界の光景はユーザ１５０の視界から遮断さ
れ、ユーザ１５０の目にはディスプレイ１１２に映し出された画像だけが届けられる。デ
ィスプレイ１１２には、例えば、コンピュータグラフィックスを用いて生成した画像が表
示される。コンピュータグラフィックスによる画像の一例は、仮想空間（例えばコンピュ
ータゲームで作り出される世界）を画像化した仮想空間画像である。
【００２１】
　ディスプレイ１１２は、右目用画像を提供する右目用サブディスプレイと、左目用画像
を提供する左目用サブディスプレイを含んでもよい。この場合、左目用と右目用の２つの
２次元画像がディスプレイ１１２に重畳されることにより、３次元の仮想空間画像がユー
ザ１５０に提供される。また、右目用画像と左目用画像を提供できれば、１つの表示装置
で構成されていてもよい。例えば、表示画像が一方の目にしか認識できないようにするシ
ャッターを高速に切り替えることにより、右目用画像と左目用画像を独立して提供し得る
。
【００２２】
　ＥＴＤ１１６は、ユーザ１５０の眼球の動きを追跡して、ユーザ１５０の視線がどちら
の方向に向けられているかを検出するように構成される。例えば、ＥＴＤ１１６は、赤外
線光源と赤外線カメラとを備える。赤外線光源は、ＨＭＤ１１０を装着したユーザ１５０
の目に向けて赤外線を照射する。赤外線カメラは、赤外線で照射されたユーザ１５０の目
の画像を撮像する。赤外線はユーザ１５０の目の表面で反射されるが、瞳と瞳以外の部分
とで赤外線の反射率が異なる。赤外線カメラで撮像されたユーザ１５０の目の画像には、
赤外線の反射率の違いが画像の明暗となって現れる。この明暗に基づいて、ユーザ１５０
の目の画像において瞳が識別され、更に、識別された瞳の位置に基づいて、ユーザ１５０
の視線の方向が検出される。
【００２３】
　センサ１１４は、ユーザ１５０の頭部に装着されたＨＭＤ１１０の傾き及び、又は位置
を検知するためのセンサである。センサ１１４としては、例えば、磁気センサ、角速度セ
ンサ、若しくは加速度センサのいずれか、又はこれらの組み合わせが用いられてよい。セ
ンサ１１４が磁気センサ、角速度センサ、又は加速度センサである場合、センサ１１４は
ＨＭＤ１１０に内蔵されて、ＨＭＤ１１０の傾きや位置に応じた値（磁気、角速度、又は
加速度の値）を出力する。センサ１１４からの出力値を適宜の方法で加工することで、ユ
ーザ１５０の頭部に装着されたＨＭＤ１１０の傾きや位置が算出される。ＨＭＤ１１０の
傾きや位置は、ユーザ１５０が頭を動かした際にその動きに追従するようにディスプレイ
１１２の表示画像を変化させるのに利用されてよい。例えば、ユーザ１５０が頭を右（又
は左、上、下）に向けると、ディスプレイ１１２には、仮想現実空間においてユーザの右
（又は左、上、下）方向にある仮想的光景が映し出されるのであってよい。これにより、
ユーザ１５０が体感する仮想現実空間への没入感を更に高めることができる。
【００２４】
　なおセンサ１１４として、ＨＭＤ１１０の外部に設けられたセンサを適用することとし
てもよい。例えば、センサ１１４は、ＨＭＤ１１０とは別体の、室内の固定位置に設置さ
れた赤外線センサであってよい。この赤外線センサを用いて、ＨＭＤ１１０の表面に設け
られた赤外線発光体又は赤外線反射マーカーを検知する。このようなタイプのセンサ１１
４は、ポジショントラッキングセンサと呼ばれることもある。
【００２５】
　スピーカ（ヘッドホン）１１８はＨＭＤ１１０を装着したユーザ１５０の左右の耳の周
辺にそれぞれ設けられる。スピーカ１１８は、制御回路部２００によって生成された電気
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的な音信号を物理的な振動に変換し、ユーザの左右の耳に音を提供する。左右のスピーカ
から出力される音に時間差、音量差を設けることにより、ユーザ１５０は仮想空間内に配
置された音源の方向、距離を知覚することができる。
【００２６】
〔制御回路部２００〕
　制御回路部２００は、ＨＭＤ１１０に接続されるコンピュータである。制御回路部２０
０はＨＭＤ１１０に搭載されていても、別のハードウェア（例えば公知のパーソナルコン
ピュータ、ネットワークを通じたサーバ・コンピュータ）として構成してもよい。また、
制御回路部２００は、一部の機能をＨＭＤ１１０に実装し、残りの機能を別のハードウェ
アに実装してもよい。図１に示すように、制御回路部２００は、プロセッサ２０２と、メ
モリ２０４と、入出力インターフェイス２０６を含む。制御回路部２００は更に通信イン
ターフェイス２０８（不図示）を含んでも良い。
【００２７】
　プロセッサ２０２は、メモリ２０４に格納されているプログラムを読み出して、それに
従った処理を実行するように構成される。プロセッサ２０２がメモリ２０４に格納された
情報処理プログラムを実行することによって、後述する制御回路部２００の各機能が実現
される。プロセッサ２０２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及びＧＰＵ（Graphic
s Processing Unit）を含む。
【００２８】
　メモリ２０４には、少なくともオペレーティングシステムと情報処理プログラムとが格
納されている。オペレーティングシステムは、制御回路部２００の全体的な動作を制御す
るためのコンピュータプログラムである。情報処理プログラムは、後述する制御回路部２
００の各機能を実現するためのコンピュータプログラムである。メモリ２０４はまた、制
御回路部２００の動作によって生成されるデータを一時的又は永続的に記憶することもで
きる。メモリ２０４の具体例は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access 
Memory）、ハードディスク、フラッシュメモリ、光ディスク等である。
【００２９】
　入出力インターフェイス２０６は、ＨＭＤシステム１００のユーザ１５０から制御回路
部２００を操作するための入力を受け取るように構成される。ユーザ入力インターフェイ
ス２０６の具体例は、ゲームコントローラ、タッチパッド、マウス、キーボード等である
。
【００３０】
　通信インターフェイス２０８（不図示）は、ネットワークを介して外部装置と通信する
ための各種有線接続端子や、無線接続のための各種処理回路を含んで構成され、ＬＡＮ（
Local Area Network）やインターネットを介して通信するための各種通信規格・プロトコ
ルに適合するように構成されている。
【００３１】
　図２は、本技術の一実施形態に係る制御回路部２００の機能的な構成を示すブロック図
である。制御回路部２００は記憶部２１０と及び処理部２２０を有する。記憶部２１０は
更に、オブジェクト情報２１１と、仮想空間構成情報２１２とを備える。記憶部２１０は
、図１に示されたメモリ２０４に対応する。処理部２２０は、オブジェクト配置部２２１
と、ＨＭＤ動作検知部２２２と、視線検知部２２３と、基準視線特定部２２４と、視界領
域決定部２２５と、判定部２２６と、音生成部２２７と、視界画像生成部２２８を備える
。処理部２２０及び処理部２２０に含まれる各部２２１～２２８は、図１に示されたプロ
セッサ２０２がメモリ２０４内のプログラムを読み出して実行することによって実現され
る。
【００３２】
　図３は、本技術の一実施形態に係る仮想空間の一例を示すＸＹＺ空間図である。ＸＺ平
面は地表面を表し、Ｙ軸は高さ方向に延びている。仮想空間６は、中心３を中心として、
例えば天球状に形成される。仮想空間６内には仮想カメラ１と、コンピュータ制御の複数
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のオブジェクト（不図示）が配置されている。仮想カメラ１は、仮想空間６の内部に配置
される。仮想カメラ１は常に中心３に配置されてもよい。仮想カメラ１の動きは、ユーザ
１５０の頭の動きや、ユーザ１５０の視線の動きに追随して変化する。
【００３３】
〔制御回路部２００の動作例〕
　本実施形態では、仮想空間６内に配置されたオブジェクトと、ユーザ１５０の視線との
関係に基づいて、仮想空間６内に配置された特定のオブジェクトに関連付けられた音を生
成する。例えば、ホラーゲームにおいて、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザ
１５０のディスプレイ１１２に、複数のオブジェクト（例えば家具）の配置された暗い室
内の仮想空間が表示されている。所定時間に亘って、仮想空間内に配置された特定のオブ
ジェクト（例えば、肖像画）がユーザ１５０の視線から一定範囲外に位置する場合に、該
特定のオブジェクトに関連付けられた音を生成し、出力する。
【００３４】
　図４は、本技術の第１実施形態に係る制御回路部２００の動作例を示すフローチャート
である。第１実施形態に係る制御回路部２００の動作例について、図４を参照して説明す
る。
【００３５】
　まず、ステップＳ４０１において、図２に示されたオブジェクト配置部２２１は、記憶
部２１０に格納されているオブジェクト情報２１１を参照して、特定オブジェクトが配置
された仮想現実空間（仮想空間６）を定義する。オブジェクトは、特定オブジェクトと非
特定オブジェクトを含むことができる。特定オブジェクトとは、ユーザ１５０の視線（又
は視界領域５）との関係に基づいて変化を生じる（本実施形態では発音する）オブジェク
トである。非特定オブジェクトとは、ユーザ１５０の視線（又は視界領域５）との関係に
基づいて変化しないオブジェクトである。仮想空間内に配置するオブジェクトの所定の位
置は、仮想空間内の固定位置であってもよいし、移動制御されている位置でもよい。また
、仮想空間６内に配置されるオブジェクト（特定オブジェクト、非特定オブジェクト）は
それぞれ１つであっても複数であってもよい。
【００３６】
　ステップＳ４０２において、ＨＭＤ動作検出部２２２は、ユーザ１５０の視界方向を決
定する。ＨＭＤ動作検出部２２２は、センサ１１４により検出されたＨＭＤ１１０の傾き
や位置に応じた値（磁気、角速度、又は角速度の値）を経時的に取得し、適宜の方法で加
工することにより、ＨＭＤ１１０の傾き及び、又は位置を取得する。そして、ＨＭＤ動作
検出部２２２は、取得されたＨＭＤ１１０の傾き及び、又は位置に基づいて、ユーザ１５
０の視界方向を決定する。
【００３７】
　ステップＳ４０３において、視線検知部２２３は、ＥＴＤ１１６によって検出されたユ
ーザの右目および／又は左目の視線方向に基づいて、ユーザの視線方向を決定する。具体
的には、視線検知部２２３は、ＥＴＤ１１６により検知されたユーザの右目および左目の
視線方向に基づいて、ユーザの右目および左目の視線方向の交点である注視点を特定する
。そして、視線検知部２２３は、該注視点に基づいてユーザの両目による視線方向を決定
する。ユーザの両目による視線方向は、例えば、ユーザの右目および左目の中心と、注視
点が通る直線の伸びる方向として定義される。
【００３８】
　ステップＳ４０４において、基準視線特定部２２４は、ＨＭＤ１１０の位置や傾きによ
り特定されたユーザ１５０の視界方向、及び／又はユーザ１５０の視線方向に基づいて基
準視線４を特定する。例えば、ユーザ１５０の右目及び左目の中心と、視界方向に位置す
るディスプレイ１１２の中心とを結ぶ直線を基準視線４として特定する。また、例えば、
注視センサ１４０により特定されたユーザの視線方向を基準視線４として特定する。
【００３９】
　ステップＳ４０５において、視界領域決定部２２５は、基準視線４に基づいて、仮想空
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間６における仮想カメラ１の視界領域５を決定する。視界領域５は、例えば図３に示すよ
うに基準視線４を中心とした所定の極角を含む範囲と、所定の方位角を含む範囲に設定さ
れる。
【００４０】
　ステップＳ４０６において、視界画像生成部２２８は、記憶部２１０に格納されている
仮想空間構成情報２１２を参照して、視界領域５に対応する視界画像を生成する。仮想空
間構成情報２１２は、仮想空間６の３次元現実空間画像を格納する。視界画像生成部２２
８は、視界領域５内にオブジェクト（特定オブジェクト、非特定オブジェクト）が存在す
る場合は、該オブジェクトを仮想空間６内に配置した視界画像を生成する。
【００４１】
　さらに、ステップＳ４０６において、ＨＭＤ１１０は、視界画像に関する情報を制御回
路部２００から受信して、ディスプレイ１１２に視界画像を出力し、表示させる。
　そして、ステップＳ４０７において、判定部２２６は、特定オブジェクトが第１所定期
間に亘って、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザ１５０の視線から一定範囲外
に位置するかを判定する。第１所定期間とは、特定オブジェクトの存在を認識していない
ユーザに対し、特定オブジェクトの存在を認識させるために設けられる期間である。特定
オブジェクトに関連する第１所定期間はあらかじめ設定されており、例えば１０秒である
。ユーザ１５０の視線は、ＥＴＤ１１６によって検出されたユーザの視線方向に基づいて
決定される。また、ユーザ１５０の視線は、ＨＭＤ１１０の傾き及び、または位置に基づ
いて決定されても良い。この場合、例えば、ユーザ１５０の右目及び左目の中心と、視界
方向に位置するディスプレイ１１２の中心とを結ぶ直線に基づいてユーザの視線が決定さ
れる。また、ユーザ１５０の視線から一定範囲は、視界領域５を最大とする範囲で規定さ
れ、視界領域５よりも狭くてもよい。
【００４２】
　図５は記憶部２１０に格納されているオブジェクト情報２１１の構成の一例を示す図で
ある。例えば、図５に示すようにオブジェクトは特定オブジェクトと非特定オブジェクト
で構成される。特定オブジェクト及び、非特定オブジェクトには、それぞれの位置座標が
例えば、直交座標系にて設定されている。また、特定オブジェクトには、「第１所定期間
」や、後述する「音」、「第１グラフィック」、「第２グラフィック」が設定されるが、
非特定オブジェクトにはこれらのパラメータは設定されない。上述したように特定オブジ
ェクトは複数あっても良く、この場合、特定オブジェクト毎に異なる第１所定期間を設定
してもよい。例えば、重要度の高い特定オブジェクト（例えば、宝箱）に対する第１所定
期間を短く、重要度の低い特定オブジェクト（例えば、置物）に対する第１所定期間を長
く設定する。重要度の高い特定オブジェクトの存在をユーザにより早く認識させるためで
ある。
【００４３】
　ステップＳ４０７において、「はい」の場合、すなわち、特定オブジェクトが第１所定
期間に亘って、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザ１５０の視線から一定範囲
外に位置する場合に、音生成部２２７は、発音対象の該特定オブジェクトに関連付けられ
た音を生成する（ステップＳ４０８）。まず、音生成部２２７は、図５に示すオブジェク
ト情報２１１を参照して、特定オブジェクトに対応する、あらかじめ規定された音を決定
する。そして、音生成部２２７は、オブジェクトの仮想空間内の所定の位置に基づいて、
オブジェクト毎に規定された音を適宜処理して、左右のスピーカ用の音信号を生成する。
オブジェクトが移動制御されている場合、音生成部２２７は、さらに、移動するオブジェ
クトの仮想空間内の位置を一定間隔で求め、該位置の各々に基づいて左右のスピーカ用の
音信号を生成する。特定オブジェクトが複数ある場合、音生成部２２７は、１つの特定オ
ブジェクトを選択し、該選択された１つの特定オブジェクトに関連付けられた音を生成す
るようにしてもよい。複数のオブジェクトから発音される音を同時に再生すると、スピー
カから出力される音量が大きくなりすぎる場合があるからである。
【００４４】
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　ステップＳ４０９において、ＨＭＤ１１０は、生成された左右のスピーカ用の音信号に
関する情報を制御回路部２００から受信して、左右のスピーカ１１８にそれぞれ出力させ
る。左右のスピーカ１１８から出力された音により、ユーザは、特定オブジェクトがあた
かも仮想空間内の所定の位置に存在しているかのように聞くことができる。
【００４５】
　一方、ステップＳ４０７にて、「いいえ」の場合、すなわち、特定オブジェクトが第１
所定期間に亘って、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザ１５０の視線から一定
範囲外に位置しない場合に、ステップＳ４０２～Ｓ４０７の処理を繰り返す。
【００４６】
　本実施形態においては、特定オブジェクトが第１所定期間に亘って、ユーザ１５０の視
線から一定範囲外に位置する場合に、該特定オブジェクトに関連付けられた音を生成し、
スピーカに該音を出力させる。これにより、音によってユーザ１５０の注意を特定オブジ
ェクトへ向けることができる。特定オブジェクトからの発音は、特に特定オブジェクトが
移動している場合に有用である。ユーザ１５０はスピーカから出力された音を聴くことに
より音源である特定ブジェクトの仮想空間内の方向及び、又は位置を特定することができ
る。ユーザ１５０は、音源である特定オブジェクトの方向及び、又は位置に頭部又は視線
を動かすことにより、音源である特定オブジェクトを視界領域５内に入れることができる
。オブジェクトが視界領域５内に位置する場合に、視界画像生成部２２８は、該オブジェ
クトに対応するグラフィックを描画してディスプレイ１１２へ出力してもよい。
【００４７】
　また、本実施形態は、ユーザ１５０が、所定期間に亘ってユーザが視認していない場所
から音を出力させるものである。このような音による演出は仮想空間に没入しているユー
ザに対し不安感を与えることができ、特にホラーゲームの趣向性を向上させることができ
る。
【００４８】
〔第２実施形態の説明〕
　図６は、本技術の第２実施形態に係る制御回路部２００の動作例を示すフローチャート
である。第２実施形態においては、仮想空間内に配置された特定オブジェクトと、ユーザ
の視線（又は視界領域）との関係に基づいて、オブジェクトの音ではなくグラフィックを
変化させる点で、上述の第１実施形態と異なる。本実施形態においては、まず、ユーザ１
５０の視線から一定範囲内に位置するオブジェクトは、第１グラフィックで描画される。
その後、特定オブジェクトが、所定期間に亘ってユーザ１５０の視線から一定範囲外に位
置する場合に、該特定オブジェクトは第１グラフィックと異なる第２グラフィックで描画
される。すなわち、ユーザ１５０により特定オブジェクトがユーザにより視認されている
間は、特定オブジェクトのグラフィックは変化しない。一旦ユーザにより目がそらされる
と、オブジェクトのグラフィックを変化させる。以下、本実施形態では第１実施形態の構
成と同様な部分についてはその説明を省略又は簡略化し、第１実施形態と異なる部分を中
心に説明する。
【００４９】
　図６に示すステップＳ６０１～ステップＳ６０５の処理は、図４のステップＳ４０１～
ステップＳ４０５の処理と同じである。
　ステップＳ６０７において、図２に示された判定部２２６は、ユーザ１５０の視線から
一定範囲内に特定オブジェクトが位置するかを判定する（第１判定）。ステップＳ６０７
において、「はい」の場合、すなわちユーザの視線から一定範囲内に特定オブジェクトが
位置すると判定された場合には、ステップＳ６０８へ進む。
【００５０】
　ステップＳ６０８において、視界画像生成部２２８は、オブジェクト情報２１１を参照
して、特定オブジェクトに対応する第１グラフィックを特定する。また、視界画像生成部
２２８は、仮想空間構成情報２１２を参照して、視界領域５に対応する視界画像を生成す
る。そして、視界画像生成部２２８は、視界領域５に対応する視界画像に、第１グラフィ
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ックで描画された特定オブジェクトを重畳した視界画像を生成する。このとき、更に、特
定オブジェクトが第２所定期間に亘って、ユーザ１５０の視線から一定範囲内に位置する
かを判定しても良い。ユーザ１５０が、視線から一定範囲内に位置する特定オブジェクト
の存在に気づくのに一定の期間を要すると想定されるからである。第２所定期間は、例え
ば３秒である。
【００５１】
　さらに、ステップＳ６０８において、ＨＭＤ１１０は、生成された視界画像に関する情
報を制御回路部２００から受信して、ディスプレイ１１２に視界画像を出力し、表示させ
る。
【００５２】
　一方、ステップＳ６０７において、「いいえ」の場合、すなわち、ユーザの視線から一
定範囲内に特定オブジェクトが位置しないと判定された場合は、ステップＳ６０６へ進む
。
【００５３】
　ステップＳ６０６において、視界画像生成部２２８は、仮想空間構成情報２１２を参照
して、視界領域５に対応する視界画像を生成する。さらに、ステップＳ６０６において、
ＨＭＤ１１０は、生成された視界画像に関する情報を制御回路部２００から受信して、デ
ィスプレイ１１２に視界画像を出力し、表示させる。そして、ステップＳ６０２へ戻る。
【００５４】
　ステップＳ６０９において、判定部２２６は、特定オブジェクトが、その後、第１所定
期間に亘ってユーザの視線から一定範囲外に位置するかを判定する（第２判定）。ステッ
プＳ６０９において、「いいえ」の場合、すなわち、第１所定期間に亘って、特定オブジ
ェクトがユーザの視線から一定範囲外に位置しない場合、ステップＳ６０６へ進む。
【００５５】
　一方、ステップＳ６０９において「はい」の場合、すなわち、特定オブジェクトが、そ
の後、第１所定期間に亘ってユーザの視線から一定範囲外に位置する場合、ステップＳ６
１０に進む。
【００５６】
　ステップＳ６１０において、視界画像生成部２２８は、オブジェクト情報２１１を参照
して、特定オブジェクトに対応する第２グラフィックを特定する。視界画像生成部２２８
は、仮想空間構成情報２１２を参照して、視界領域５に対応する視界画像を生成する。そ
して、視界画像生成部２２８は、視界領域５に対応する視界画像に、第１グラフィックと
は異なる第２グラフィックで描画された特定オブジェクトを重畳した視界画像を生成する
。
【００５７】
　さらにステップＳ６１０において、ＨＭＤ１１０は、視界画像に関する情報を制御回路
部２００から受信して、ディスプレイ１１２に視界画像を出力し、表示させる。
　このように本実施形態に係るＨＭＤシステム１００によれば、ユーザの視線から一定範
囲内に位置する特定オブジェクトのグラフィック（第１グラフィック）と、その後一旦ユ
ーザの視線から一定範囲外に位置し、再度ユーザの視線から一定範囲内に位置する特定オ
ブジェクトのグラフィック（第２グラフィック）とを異ならせる。
【００５８】
　本実施形態においては、第１グラフィック（例えば、若い女性の肖像画）で描画されて
いる特定オブジェクトが、一旦視界領域外に位置し、再度ユーザにより視認されるときに
は、第２グラフィック（（例えば、老婆の肖像画））で描画されることになる。このよう
なグラフィックの変化は仮想空間に没入しているユーザに対し不安感を与えることができ
、特にホラーゲームの趣向性を向上させることができる。
【００５９】
　更なる実施形態においては、第１実施形態と第２実施形態を組み合わせることができる
。すなわち、仮想空間内に配置されたオブジェクトと、ユーザの視線との関係に基づいて
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、オブジェクトに音を発音させると共に、オブジェクトのグラフィックを変化させる。こ
のような実施形態は、例えば、図６に示すステップＳ６０９とステップＳ６１０の間に、
図４に示すステップＳ４０８とステップＳ４０９を挿入することにより実現される。
【００６０】
　更なる実施形態においては、１つの特定オブジェクトに対し、複数の音、及び複数のグ
ラフィックをそれぞれ対応付けてもよい。例えば、音生成部２２７は、図５に示すように
、特定オブジェクトに対応する複数の音（例えば、音１ａ，音１ｂ）のうち、音１ａ（例
えば、「ガタン」）を選択し、選択された音１ａに基づいて、特定オブジェクトに関連付
けられた音を生成する。このとき、視界画像生成部２２８は、音１ａに対応する第２グラ
フィック（グラフィック１ａ’、例えば、「老婆の肖像画」が傾いて壁に掛けられている
グラフィック）で特定オブジェクトを描画する。また、例えば、音生成部２２７は、特定
オブジェクトに対応する複数の音のうち、音１ｂ（例えば、「ガシャーン」）を選択し、
選択された音１ｂに基づいて、特定オブジェクトに関連付けられた音を生成する。このと
き、視界画像生成部２２８は、音１ｂに対応する第２グラフィック（グラフィック１ｂ’
、例えば、「老婆の肖像画」が落ちて粉々に割れているグラフィック）で特定オブジェク
トを描画する。このように、１つの特定オブジェクトに関連付けられた音を複数設け、各
音に関連付けられるグラフィックをそれぞれ設けることにより、より複雑なゲーム空間を
ユーザに提供することができる。また、発音される音と、グラフィックが関連付けられて
いるので、臨場感のあるゲーム空間が提供される。
【００６１】
　以上、本技術の実施の形態について説明したが、本技術は上記実施形態に限定されるも
のではない。前述の請求項に記載されるこの発明の精神及び範囲から逸脱することなく、
様々な実施形態の変更がなされ得ることを当業者は理解するであろう。
【００６２】
　例えば、上述の実施形態においては、ディスプレイ１１２は、非透過型ディスプレイで
あるが、透過型ディスプレイでもよい。この場合、ユーザ１５０の目には、ＨＭＤ１１０
の外界の光景に、ディスプレイ１１２に映し出された画像（オブジェクト）が重畳して届
けられる。
【符号の説明】
【００６３】
　１００…ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）システム、１１０…ＨＭＤ、１１２…
ディスプレイ、１１４…センサ部、１１６…ＥＴＤ、１１８…スピーカ、２００…制御回
路部、２１０…記憶部、２２０…処理部、１…仮想カメラ、４…基準視線、５…視界領域
、６…仮想空間
 
【要約】
【課題】ヘッドマウントディスプレイを装着しているユーザの視線と、仮想空間内に配置
されているオブジェクトの位置との関係に基づいて、オブジェクトの状態を変化させるこ
とを可能にする。
【解決手段】仮想空間内の所定の位置に、特定のオブジェクトを配置し、特定のオブジェ
クトが、第１所定期間に亘って、ヘッドマウントディスプレイを装着するユーザの視線か
ら一定範囲外に位置するかを判定する。そして、特定のオブジェクトが、第１所定期間に
亘って、ユーザの視線から一定範囲外に位置する場合に、特定のオブジェクトに関連付け
られた音を生成する。
【選択図】図４
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(14) JP 6017664 B1 2016.11.2

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０６Ｆ   3/0346   (2013.01)           Ｇ０６Ｆ    3/0346   ４２３　        　　　　　
   Ｇ０６Ｆ   3/038    (2013.01)           Ｇ０６Ｆ    3/038    ３１０Ａ        　　　　　
   Ｈ０４Ｓ   1/00     (2006.01)           Ｈ０４Ｓ    1/00     　　　Ｌ        　　　　　
   Ｇ０６Ｆ   3/16     (2006.01)           Ｇ０６Ｆ    3/16     ６１０　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/16     ５４０　        　　　　　

(72)発明者  近藤　一平
            東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号　株式会社コロプラ内

    審査官  鈴木　崇雅

(56)参考文献  特開２０１５－２３２７８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－２３１４４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２０３２５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　１３／００－９８　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０１－１６　　　　
              Ｇ０６Ｔ　　１９／００　　　　
              Ｈ０４Ｓ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

