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【書類名】明細書
【発明の名称】三次元ＶＲ撮影装置、三次元ＶＲ再生システム、三次元ＶＲ撮影方法、並
びに、その方法のプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体
【技術分野】
　【０００１】
　本発明は、三次元ＶＲ（Virtual Reality）の動画（含む画像）を撮影する三次元ＶＲ
撮影装置及び三次元ＶＲ撮影方法に関する。また、本発明は、三次元ＶＲの動画を撮影す
る三次元ＶＲ撮影装置を含み、撮影した動画を再生する三次元ＶＲ再生システムに関する
ものであってもよい。また、本発明は、三次元ＶＲ撮影方法のプログラム及びそのプログ
ラムを記録した記録媒体に関するものであってもよい。
【背景技術】
　【０００２】
　ＶＲ（バーチャルリアリティ）とは、現物・実物ではないが機能としての本質は同じで
あるような環境を、五感等を刺激することにより作り出す技術であり、「仮想現実」ある
いは「人工現実感」とも言われる。三次元ＶＲの動画の撮影では、撮影対象物を画面の中
心に位置するようにして、中心対象物の外形等を３６０度の方向からそれぞれ撮影し、立
体視画像データを生成する。特許文献１では、動作検出手段で検出される移動対象物の動
きのデータ及び姿勢位置検出手段で検出される頭部の姿勢及び位置のデータを基に算出し
た移動対象物移動距離と移動対象物推定位置及び使用者の頭部移動距離から移動対象物推
定位置を補正して求めた移動対象物現在位置により、撮像手段で撮像される現実世界の撮
像データにおける移動対象物の動きを補正して表示データを生成し、表示データを仮想世
界の画像と合成してＶＲ空間画像を作成し、表示手段に表示する制御手段を有する、ＶＲ
空間画像補正システムに関する技術を開示している。特許文献２では、３次元ＶＲ画像を
２台のカメラで撮影するため、Ｌ字状に直交する水平部及び垂直部を有する基体と、水平
部から垂直部と平行に直立し、第１のデジタルカメラを支持する第１支持体と、垂直部か
ら水平部と平行に直立し、第２のデジタルカメラを支持する第２支持体と、を備え、第１
支持体が水平部と摺動可能であって、第１のデジタルカメラと第２のデジタルカメラとの
間隔を調整可能とした３次元ＶＲ画像撮影器具に関する技術を開示している。特許文献３
では、左と右の眼の画像ペア等の立体視画像データを取り込むことにおける使用のために
十分に適したカメラ関連の方法と装置について、同時に複数のカメラを搭載するために用
いられ得るカメラリグに関し、カメラリグは、１２０度離れた３つの異なる方向に対応す
る３つの搭載位置を含み、搭載位置の１つ以上は、一時に使用され得り、１つのカメラペ
アが使用される場合、リグは、カメラペアが搭載されていない位置に対応する画像を取り
込むために回転され得り、それらの位置からの静止画像は、３６０度視野を生成するため
に、前方方向に対応する画像と組み合され得り、代替的に、カメラペア、または、個々の
カメラは、複数の方向における映像を取り込むために、搭載位置の各々に含まれ得る、方
法および装置に関する技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
　【０００３】
　　【特許文献１】特開２０２１－５１５１２号公報
　　【特許文献２】特開２０１９－１１７２８８号公報
　　【特許文献３】特表２０１７－５２１８９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
　【０００４】
　三次元ＶＲの動画の撮影では、正面（中心対象物）以外の位置の映像は焦点が合わない
。三次元ＶＲの動画の撮影では、たとえば背景画像は焦点が合わず、ぼやけてしまう。特
許文献１乃至特許文献３に開示されている技術では、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（中
心対象物）以外の映像の焦点を合わす方法が記載されていない。
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　【０００５】
　本発明は、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（撮影対象物）以外の映像の焦点を合わすこ
とができる三次元ＶＲ撮影装置および三次元ＶＲ撮影方法を提供することを目的とする。
また、本発明は、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（撮影対象物）以外の映像の焦点を合わ
すことができる三次元ＶＲ撮影装置を含む三次元ＶＲ再生システムを提供することを目的
としてもよい。また、本発明は、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（撮影対象物）以外の映
像の焦点を合わすことができる三次元ＶＲ撮影方法のプログラムおよびそのプログラムを
記録した記録媒体を提供することを目的としてもよい。
【課題を解決するための手段】
　【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一の実施形態は、第１の動画と、前記第１の動画
とは視差ある位置で同時に撮影された第２の動画とを表示する三次元動画を撮影する三次
元ＶＲ撮影装置であって、前記第１の動画および前記第２の動画を撮影する撮影手段と、
前記撮影手段を水平方向に３６０度回転可能に支持する回転支持手段と、前記撮影手段で
撮影した動画を編集する動画編集手段とを有し、前記撮影手段は、前記回転支持手段を用
いて該撮影手段を３６０度回転しながら背景用動画素材である背景素材データを撮影し、
かつ、撮影対象物が該撮影手段の周りに略円形にそれぞれ配置した状態を該回転支持手段
を用いて該撮影手段を３６０度回転しながら前記撮影対象物を撮影した動画素材である本
編素材データを撮影し、前記動画編集手段は、前記背景素材データ及び前記本編素材デー
タから静止画像を生成する静止画像生成部と、前記静止画像生成部が生成した複数の前記
静止画像について撮影時の前記回転支持手段の回転位置に関する情報を検出する位置情報
検出部と、前記背景素材データと前記本編素材データとを合成して合成動画データを生成
する動画合成部とを備える、ことを特徴とする三次元ＶＲ撮影装置を提供する。また、本
発明の他の実施形態は、上記の一の実施形態の三次元ＶＲ撮影装置であって、前記静止画
像生成部は、前記背景素材データを用いて背景用静止画像を生成し、前記本編素材データ
を用いて本編用静止画像を生成し、前記動画合成部は、先ず、前記位置情報検出部が検出
した前記回転位置に関する情報に基づいて複数の前記背景用静止画像と複数の前記本編用
静止画像とをそれぞれ照合し、次に、前記本編用静止画像において、前記撮影対象物が撮
影されている対象部分と該撮影対象物が撮影されていない非対象部分とに分け、次いで、
前記本編用静止画像の前記非対象部分を前記背景用静止画像に置き換えた複数の補正画像
を繋ぎ合わせて、前記合成動画データを生成する、ことを特徴とする三次元ＶＲ撮影装置
であってもよい。また、本発明の他の実施形態は、上記の一の実施形態の三次元ＶＲ撮影
装置であって、前記静止画像生成部は、前記背景素材データを用いて背景用静止画像を生
成し、前記本編素材データを用いて本編用静止画像を生成し、前記動画合成部は、先ず、
複数の前記背景用静止画像の画像上の複数の背景用特徴点を特定し、複数の前記本編用静
止画像の画像上の複数の本編用特徴点を特定し、次に、複数の前記背景用特徴点と複数の
前記本編用特徴点とに基づいて複数の前記背景用静止画像と複数の前記本編用静止画像と
をそれぞれ照合し、次いで、前記本編用静止画像において、前記撮影対象物が撮影されて
いる対象部分と該撮影対象物が撮影されていない非対象部分とに分け、次いで、前記本編
用静止画像の前記非対象部分を前記背景用静止画像に置き換えた複数の補正画像を繋ぎ合
わせて、前記合成動画データを生成する、ことを特徴とする三次元ＶＲ撮影装置であって
もよい。
　【０００７】
　本発明の他の実施形態は、上記のいずれか一つの三次元ＶＲ撮影装置を含む三次元ＶＲ
再生システムであって、使用者に前記動画合成部が生成した前記合成動画データを表示す
る表示手段と、前記使用者が視点を変更したときに移動する前記表示手段の表示位置に関
する情報を検出する再生条件検出手段とを有し、前記表示手段は、前記再生条件検出手段
が検出した前記表示位置に関する情報に対応する前記合成動画データを表示する、ことを
特徴とする三次元ＶＲ再生システムであってもよい。また、本発明の他の実施形態は、上
記の三次元ＶＲ再生システムであって、前記三次元ＶＲ撮影装置と前記表示手段とが有線
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及び／又は無線でデータを送受信する動画通信手段を更に含み、前記表示手段は、前記動
画通信手段を用いて、前記動画合成部が生成した前記合成動画データを受信し表示する、
ことを特徴とする三次元ＶＲ再生システムであってもよい。
　【０００８】
　本発明の他の実施形態は、第１の動画と、前記第１の動画とは視差ある位置で同時に撮
影された第２の動画とを表示する三次元動画を撮影する三次元ＶＲ撮影装置であって、前
記第１の動画および前記第２の動画を撮影する撮影手段と、前記撮影手段を水平方向に３
６０度回転可能に支持する回転支持手段と、前記撮影手段で撮影した動画を編集する動画
編集手段とを有し、前記撮影手段は、前記回転支持手段を用いて該撮影手段を３６０度回
転しながら背景用動画素材である背景素材データを撮影し、かつ、撮影対象物が該撮影手
段の周りに略円形にそれぞれ配置した状態を該回転支持手段を用いて該撮影手段を３６０
度回転しながら前記撮影対象物を撮影した動画素材である本編素材データを撮影し、前記
動画編集手段は、前記背景素材データ及び前記本編素材データから静止画像を生成する静
止画像生成部と、前記静止画像生成部が生成した複数の前記静止画像について撮影時の前
記回転支持手段の回転位置に関する情報を検出する位置情報検出部と、前記背景素材デー
タと前記本編素材データとを合成して合成動画データを生成する動画合成部とを備える、
ことを特徴とする三次元ＶＲ撮影装置を用いて、前記三次元動画を撮影する三次元ＶＲ撮
影方法であって、前記撮影手段を用いて、前記回転支持手段を用いて該撮影手段を３６０
度回転しながら背景用動画素材である背景素材データを撮影する背景素材撮影ステップと
、前記撮影手段を用いて、撮影対象物が該撮影手段の周りに略円形にそれぞれ配置した状
態を該回転支持手段を用いて該撮影手段を３６０度回転しながら前記撮影対象物を撮影し
た本編用動画素材である本編素材データを撮影する本編素材撮影ステップと、前記静止画
像生成部を用いて、前記静止画像として、前記背景素材データから複数の背景用静止画像
を生成する背景静止画像生成ステップと、前記静止画像生成部を用いて、前記静止画像と
して、前記本編素材データから複数の本編用静止画像を生成する本編静止画像生成ステッ
プと、前記位置情報検出部を用いて、前記静止画像生成部が生成した複数の前記背景用静
止画像および複数の前記本編用静止画像について、撮影時の前記回転位置に関する情報を
それぞれ検出する位置情報検出ステップと、前記動画合成部を用いて、先ず、前記位置情
報検出部が検出した前記回転位置に関する情報に基づいて、複数の前記背景用静止画像と
複数の前記本編用静止画像とをそれぞれ照合する画像照合ステップと、前記動画合成部を
用いて、次に、前記本編用静止画像において、前記撮影対象物が撮影されている対象部分
と該撮影対象物が撮影されていない非対象部分とに分ける画像切り分けステップと、前記
動画合成部を用いて、次いで、前記本編用静止画像の前記非対象部分を前記背景用静止画
像に置き換えた複数の補正画像を繋ぎ合わせて前記合成動画データを生成する合成動画生
成ステップとを含む、ことを特徴とする三次元ＶＲ撮影方法を提供する。
　【０００９】
　また、本発明の他の実施形態は、上記の三次元ＶＲ撮影方法をコンピュータに実行させ
るためのプログラムであってもよい。また、上記のプログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体であってもよい。
【発明の効果】
　【００１０】
　本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置、三次元ＶＲ撮影方法、三次元ＶＲ再生システム、三
次元ＶＲ撮影方法のプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体によれば、三次
元ＶＲの動画の撮影で正面（中心対象物）以外の映像の焦点を合わすことができる。また
、本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置、三次元ＶＲ撮影方法、三次元ＶＲ再生システム、三
次元ＶＲ撮影方法のプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体によれば、三次
元ＶＲの動画の画質を下げることなく、動画の容量を低減することができる。また、本発
明に係る三次元ＶＲ撮影装置、三次元ＶＲ撮影方法、三次元ＶＲ再生システム、三次元Ｖ
Ｒ撮影方法のプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体によれば、追加の装置
や機器、設備などを必要とせず、簡素な構成で実現でき、動画作成コストも低減すること
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ができる。
【図面の簡単な説明】
　【００１１】
　　【図１】本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置および三次元ＶＲ再生システム
　　の一例を示す概略構成図である。
　　【図２】本発明の実施形態に係る撮影手段および回転支持手段一例を説明する説明図
　　である。
　　【図３】本発明の実施形態に係るＶＲゴーグル（表示手段、再生条件検出手段、動画
　　記憶手段および動画通信手段など）の一例を説明する説明図である。
　　【図４】本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影の一例を説明する説明図である。
　　【図５】本発明の実施形態に係るＶＲゴーグルの再生の一例を説明する説明図である
　　。
　　【図６】本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置および三次元ＶＲ再生システム
　　の機能の一例を説明する機能ブロック図である。
　　【図７】本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影方法の動作の一例を説明するフロー
　　チャート図である。
【発明を実施するための形態】
　【００１２】
　実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置、三次元ＶＲ再生システム及び三次元ＶＲ撮影方法
の例を用いて、本発明を説明する。なお、本発明は、以後に説明する三次元ＶＲ撮影装置
等以外でも、第１の動画と、第１の動画とは視差ある位置で同時に撮影された第２の動画
とを表示する三次元動画（静止画、動画、音声を含む映像など）を撮影する、または、撮
影した三次元動画を表示するもの（装置、機械、部品、システム、アプリケーションなど
）であれば、いずれのものにも用いることができる。また、本発明は、例えば双方向にデ
ータ通信することができる情報端末（携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン
、テレビ、プロジェクタ、又は、メガネ型端末、腕時計型端末若しくはその他ウェアラブ
ル端末など）で三次元動画を撮影または再生する場合に用いてもよい。
　【００１３】
　下記に示す順序で、本発明を説明する。
　１．三次元ＶＲ撮影装置および三次元ＶＲ再生システムの構成
　２．三次元ＶＲ撮影および三次元ＶＲ再生の機能
　３．三次元ＶＲ撮影方法、そのプログラムおよびその記録媒体
　【００１４】
　（１．三次元ＶＲ撮影装置および三次元ＶＲ再生システムの構成）
　三次元ＶＲ撮影装置は、第１の動画と、第１の動画とは視差ある位置で同時に撮影され
た第２の動画とを有する三次元動画（静止画、動画、音声を含む映像など）を撮影するも
の（装置、機械、部品、システム、アプリケーションなど）である。三次元ＶＲ再生シス
テムは、上記の三次元ＶＲ撮影装置を含み、三次元ＶＲ撮影装置が撮影した三次元動画を
表示または撮影した三次元動画を編集した動画を表示するもの（装置、機械、部品、シス
テム、アプリケーションなど）である。
　【００１５】
　図１乃至図５を用いて、本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置及び三次元ＶＲ再
生システムの構成を説明する。ここで、図１は、本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影
装置１００および三次元ＶＲ再生システム１００Ｓの一例を示す概略構成図である。図２
（ａ）は、本発明の実施形態に係る撮影手段１１および回転支持手段１２の一例を概略側
面図である。図２（ｂ）は、本発明の実施形態に係る撮影手段１１を水平方向に３６０度
回転する動作の一例を説明する説明図である。図３は、本発明の実施形態に係るＶＲゴー
グル（表示手段２１、再生条件検出手段２２、動画記憶手段２３および動画通信手段２４
など）の一例を説明する概略外観図である。図４は、本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ
撮影の撮影対象物（撮影対象者）ＳＴの撮影の一例を説明する説明図である。図５（ａ）
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は、本発明の実施形態に係るＶＲゴーグルの再生（水平方向に―９０度の方向の動画表示
）の一例を説明する説明図である。図５（ｂ）は、本発明の実施形態に係るＶＲゴーグル
の再生（水平方向に０度の方向の動画表示）の一例を説明する説明図である。図５（ｃ）
は、本発明の実施形態に係るＶＲゴーグルの再生（水平方向に＋４５度の方向の動画表示
）の一例を説明する説明図である。なお、図１乃至図５に示す三次元ＶＲ撮影装置等の構
成等は一例であり、本発明は図１等に示す三次元ＶＲ撮影装置等に限定されるものではな
い。
　【００１６】
　図１に示すように、三次元ＶＲ撮影装置１００は、本実施形態では、三次元ＶＲ撮影装
置１００の全体の動作を制御する制御手段１０と、第１の動画および第２の動画（第１の
動画とは視差ある位置で同時に撮影された動画）を撮影する撮影手段１１と、撮影手段１
１を水平方向に３６０度回転可能に支持する回転支持手段１２と、撮影手段１１で撮影し
た動画を編集する動画編集手段１３とを有する。また、三次元ＶＲ撮影装置１００は、本
実施形態では、撮影手段１１で撮影した動画および動画編集手段１３が編集した動画・編
集条件・編集結果（たとえば後述する合成動画データ）を記憶する記憶手段１４と、記憶
手段１４が記憶した動画を表示するものに送信する送受信手段１５とを更に有する。
　【００１７】
　本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置１００は、第１の動画と第２の動画（第１の動画とは
視差ある位置で同時に撮影された動画）とを表示する三次元動画（静止画、動画、音声を
含む映像など）を撮影するもの（装置、機械、部品、システム、アプリケーションなど）
である。三次元ＶＲ撮影装置１００は、本実施形態では、（１）撮影時に回転支持手段１
２を用いて撮影手段１１を水平方向に３６０度回転可能に支持し、（２）撮影手段１１を
用いて第１の動画および第２の動画を撮影し、（３）動画編集手段１３を用いて撮影手段
１１で撮影した動画を編集し、（４）記憶手段１４を用いて撮影手段１１で撮影した動画
および動画編集手段１３が編集した動画・編集条件・編集結果を記憶し、（５）送受信手
段１５を用いて記憶手段１４が記憶した動画を表示するものに送信する。
　【００１８】
　以下に、各構成を具体的に説明する。
　【００１９】
　制御手段１０は、三次元ＶＲ撮影装置１００の各構成に動作を指示し、三次元ＶＲ撮影
装置１００の動作を制御する手段である。制御手段１０は、例えばＣＰＵ及びメモリで構
成される演算装置を用いることができる。また、制御手段１０は、三次元ＶＲ撮影装置１
００に予め搭載されている演算装置、コントローラ又はその他制御手段を利用する構成で
あってもよい。
　【００２０】
　制御手段１０は、本実施形態では、三次元ＶＲ撮影装置１００外部から入力される動画
再生に関する情報（以下、「入力情報」という。）を入力する動作と、三次元ＶＲ撮影装
置１００外部に出力される動画に関する情報（以下、「出力情報」という。）を出力する
動作と、を制御する。なお、制御手段１０は、入力情報として、文字データ、画像データ
、動画データ、音声データ、スキャンデータなどを用いることができる。
　【００２１】
　撮影手段１１は、第１の動画および第２の動画（第１の動画とは視差ある位置で同時に
撮影された動画）を撮影する手段である。撮影手段１１は、ステレオカメラ（たとえば、
撮影対象物を複数の異なる方向から同時に撮影することにより、その奥行き方向の情報も
記録できるようにしたカメラ）などを用いることができる。撮影手段１１は、本実施形態
では、回転支持手段１２を用いて撮影手段１１を３６０度回転しながら（たとえば図２（
ｂ）のＭａ）、背景用動画素材である背景素材データを撮影する。また、撮影手段１１は
、本実施形態では、撮影対象物ＳＴが撮影手段１１の周りに略円形にそれぞれ配置した状
態を、回転支持手段を用いて撮影手段を３６０度回転しながら、撮影対象物ＳＴを撮影し
た動画素材である本編素材データを撮影する（たとえば図４）。
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　【００２２】
　回転支持手段１２は、撮影手段１１を水平方向に３６０度回転可能に支持する手段であ
る。回転支持手段１２は、本実施形態では、たとえば三脚で撮影手段１１を支持し、撮影
手段１１の立ち位置と高さは固定し、パンのみ振りながら、水平方向に３６０度回転する
（たとえば図２（ａ）および（ｂ））。なお、回転支持手段１２は、水平方向に３６０度
回転している間でも、撮影手段１１（たとえば左右ステレオカメラ）の位置関係は変わら
ない。
　【００２３】
　動画編集手段１３は、撮影手段１１で撮影した動画を編集する手段である。動画編集手
段１３は、本実施形態では、背景素材データ及び本編素材データから静止画像を生成する
静止画像生成部１３ａと、撮影時の回転支持手段１２の回転位置に関する情報を検出する
位置情報検出部１３ｂと、背景素材データと本編素材データとを合成して合成動画データ
を生成する動画合成部１３ｃとを備える、なお、動画編集手段１３は、例えばＣＰＵ及び
メモリで構成される制御手段１０の演算装置を利用する構成であってもよい。
　【００２４】
　静止画像生成部１３ａは、背景素材データを用いて背景用静止画像を生成し、本編素材
データを用いて本編用静止画像を生成する。具体的には、静止画像生成部１３ａは、本実
施形態では、静止画像として、背景素材データから複数の背景用静止画像を生成し、本編
素材データから複数の本編用静止画像を生成する。
　【００２５】
　位置情報検出部１３ｂは、静止画像生成部１３ａが生成した複数の静止画像について、
撮影時の回転支持手段１２の回転位置に関する情報を検出する。具体的には、位置情報検
出部１３ｂは、本実施形態では、静止画像生成部１３ａが生成した複数の背景用静止画像
および複数の本編用静止画像について、撮影時の回転位置に関する情報をそれぞれ検出し
、静止画像に回転位置に関する情報を付加する。
　【００２６】
　動画合成部１３ｃは、背景素材データと本編素材データとを合成して合成動画データを
生成する。具体的には、動画合成部１３ｃは、一の本実施形態では、（１）先ず、位置情
報検出部１３ｂが検出した回転位置に関する情報に基づいて、複数の背景用静止画像と複
数の本編用静止画像とをそれぞれ照合し、（２）次に、本編用静止画像において、撮影対
象物が撮影されている対象部分と撮影対象物が撮影されていない非対象部分とに分け、（
３）次いで、本編用静止画像の非対象部分を、照合された背景用静止画像に置き換えた複
数の補正画像を生成し、生成した複数の補正画像を繋ぎ合わせて、合成動画データを生成
する。
　【００２７】
　動画合成部１３ｃは、合成動画データを生成する他の実施形態は、（１）先ず、複数の
背景用静止画像の画像上の複数の背景用特徴点を特定し、複数の本編用静止画像の画像上
の複数の本編用特徴点を特定し、（２）次に、複数の背景用特徴点と複数の本編用特徴点
とに基づいて、複数の背景用静止画像と複数の本編用静止画像とをそれぞれ照合し（３）
次いで、本編用静止画像において、撮影対象物が撮影されている対象部分と撮影対象物が
撮影されていない非対象部分とに分け、（４）次いで、本編用静止画像の非対象部分を、
照合された背景用静止画像に置き換えた複数の補正画像を生成し、生成した複数の補正画
像を繋ぎ合わせて、合成動画データを生成する。
　【００２８】
　記憶手段１４は、撮影手段１１で撮影した動画および動画編集手段１３が編集した動画
・編集条件・編集結果（たとえば後述する合成動画データ）を記憶する手段である。記憶
手段１４は、電子情報をデータベースとして記憶する公知の技術（ハードディスク、メモ
リなど）を用いることができる。なお、記憶手段１４は、上記以外の情報も記憶するもの
であってもよい。また、記憶手段１４が情報を記憶する方法は、公知の技術を用いること
ができる。三次元ＶＲ撮影装置１００は、例えばＶＲゴーグル（例えば図３）に搭載され
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ている記憶装置を利用する構成であってもよい。
　【００２９】
　送受信手段１５は、記憶手段１４が記憶した動画を表示するもの（例えば図３）に、三
次元動画を送受信する手段である。具体的には、送受信手段１５は、本実施形態では、動
画を表示するもの（たとえばＶＲゴーグル）から送信された再生に関する情報（位置情報
、視角方向、画角、再生範囲、など）を受信し、受信した再生に関する情報に対応する三
次元動画をＶＲゴーグルに送信する。なお、送受信手段１５は、上記以外の情報（例えば
会社コード、媒体種類コード、映像分類コード及び製造番号コード、など）もさらに送受
信するものであってもよい。なお、送受信手段１５が送受信する方法は、公知の技術を用
いることができる。送受信手段１５は、例えばネットワーク手段（ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、
インターネットなどの有線及び／又は無線）を介して、送受信することができる。
　【００３０】
　これにより、従来はＶＲ撮影の場合に正面（撮影対象物、中心対象物）以外での位置で
は焦点が合わなかったが、本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置によれば、本編用静止画像の
非対象部分を背景用静止画像（焦点があっている画像）に置き換えた複数の補正画像を生
成し、生成した複数の補正画像を繋ぎ合わせて、合成動画データ（三次元動画）を生成す
ることができるので、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（中心対象物）以外の映像の焦点を
合わすことができる。また、本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置によれば、本編用静止画像
の非対象部分を背景用静止画像（焦点があっている画像）に置き換えた複数の補正画像を
生成し、生成した複数の補正画像を繋ぎ合わせて、合成動画データ（三次元動画）を生成
することができるので、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（中心対象物）以外の映像の焦点
を合わすことができ、三次元ＶＲの動画の画質を下げることなく、動画の容量を低減する
ことができる。また、本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置によれば、（１）撮影時に回転支
持手段１２を用いて撮影手段１１を水平方向に３６０度回転可能に支持し、（２）撮影手
段１１を用いて第１の動画および第２の動画を撮影し、（３）動画編集手段１３を用いて
撮影手段１１で撮影した動画を編集することができるので、追加の装置や機器、設備など
を必要とせず、簡素な構成で実現でき、動画作成コストも低減することができる。
　【００３１】
　４Ｋ３Ｄ映像の場合には、解像度は4000×2000px 必要であり、左右独立した映像のた
め、３６０度の映像となると２倍の動画サイズとなり、4000×4000px が必要となる。こ
のため、配信には莫大なデータ容量となるため、配信やライブでは非常に運用が難しい場
合があった。本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置によれば、本編用静止画像の非対象部分を
背景用静止画像（焦点があっている画像）に置き換えた複数の補正画像を生成し、生成し
た複数の補正画像を繋ぎ合わせて、合成動画データ（三次元動画）を生成することができ
るので、三次元ＶＲの動画の撮影で正面（中心対象物）以外の映像の焦点を合わすことが
でき、三次元ＶＲの動画の画質を下げることなく、動画の容量を低減することができ、ク
オリティは下げず容量を半分（もしくはそれ以下）にすることが実現でき、実用的なデー
タ送信量で、３６０度でフル３Ｄ、かつ、高解像度の映像（三次元動画）を視聴（送受信
）することが可能となる。
　【００３２】
　図１に示すように、三次元ＶＲ再生システム１００Ｓは、上記の三次元ＶＲ撮影装置１
００を含むシステムであって、三次元ＶＲ撮影装置１００が撮影および／または編集した
三次元動画を表示（再生）するものである。三次元ＶＲ再生システム１００Ｓは、本実施
形態では、使用者に動画合成部１３ｃが生成した合成動画データ（三次元動画）を表示す
る表示手段２１と、使用者が視点を変更したときに移動する表示手段２１の表示位置に関
する情報を検出する再生条件検出手段２２とを有する。また、三次元ＶＲ再生システム１
００Ｓは、本実施形態では、三次元ＶＲ撮影装置１００と表示手段２１とが有線及び／又
は無線でデータを送受信する動画通信手段２４と、受信した三次元動画を記憶する動画記
憶手段２３と、を更に含む。なお、三次元ＶＲ再生システム１００Ｓ（表示手段２１）は
、三次元動画（三次元ＶＲ撮影装置１００が撮影または編集した動画）を記録したビデオ
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テープ、ＤＶＤなどの記録媒体を用いて、三次元動画を表示（再生）するものであっても
よい。また、三次元ＶＲ再生システム１００Ｓ（表示手段２１）は、図３に示すようなＶ
Ｒゴーグルであってもよい。
　【００３３】
　表示手段２１は、図１に示すように、本実施形態では、動画を再生するために表示する
動画再生部２１ａと、再生する動画を一時的に記録する動画一時記録部２１ｂと、を備え
る。三次元ＶＲ再生システム１００Ｓ（表示手段２１）は、動画通信手段２４を用いて、
再生条件検出手段２２が検出した表示位置に関する情報を三次元ＶＲ撮影装置１００に送
信し、表示位置に関する情報に対応する合成動画データを三次元ＶＲ撮影装置１００から
受信し、動画再生部２１ａで表示する。三次元ＶＲ再生システム１００Ｓ（表示手段２１
）は、図５（ａ）に示すように、使用者が水平方向に―９０度の方向に視点を変更した場
合に、―９０度の方向に対応する三次元動画を表示することができる。三次元ＶＲ再生シ
ステム１００Ｓ（表示手段２１）は、図５（ｂ）に示すように、使用者が水平方向に０度
の方向に視点を変更した場合に、０度の方向に対応する三次元動画を表示することができ
る。三次元ＶＲ再生システム１００Ｓ（表示手段２１）は、図５（ｃ）に示すように、使
用者が水平方向に４５度の方向に視点を変更した場合に、４５度の方向に対応する三次元
動画を表示することができる。これにより、本発明に係る三次元ＶＲ再生システム１００
Ｓによれば、使用者の使用状態に応じた映像（三次元動画）を表示することができる。
　【００３４】
　これにより、本発明に係る三次元ＶＲ再生システム１００Ｓによれば、三次元ＶＲ撮影
装置１００と同様の効果を得ることができる。また、本発明に係る三次元ＶＲ再生システ
ム１００Ｓによれば、本編用静止画像の非対象部分を背景用静止画像（焦点があっている
画像）に置き換えた複数の補正画像を生成し、生成した複数の補正画像を繋ぎ合わせて、
合成動画データ（三次元動画）を生成することができるので、三次元ＶＲの動画の撮影で
正面（中心対象物）以外の映像の焦点を合わすことができ、三次元ＶＲの動画の画質を下
げることなく、動画の容量を低減することができ、クオリティは下げず容量を半分（もし
くはそれ以下）にすることが実現でき、実用的なデータ送信量で、３６０度でフル３Ｄ、
かつ、高解像度の映像（三次元動画）を視聴（送受信）することが可能となる。
　【００３５】
　（２．三次元ＶＲ撮影および三次元ＶＲ再生の機能）
　図６を用いて、本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置１００および三次元ＶＲ再
生システム１００Ｓの機能を説明する。ここで、図６は、本発明の実施形態に係る三次元
ＶＲ撮影装置および三次元ＶＲ再生システムの機能の一例を説明する機能ブロック図であ
る。なお、図６に示す機能の例は一例であり、本発明は図４に示す三次元ＶＲ撮影装置お
よび三次元ＶＲ再生システムの機能はこの例に限定されるものではない。
　【００３６】
　図６に示すように、ブロックＢ００において、Ｉ／Ｆ（インターフェース手段）は、制
御手段１０の動作指示に応じて、三次元ＶＲ撮影装置１００と外部との情報（信号）の入
出力を行う。ここで、Ｉ／Ｆ（インターフェース手段）は、三次元ＶＲ撮影装置１００の
利用者、使用者、視聴者などによって情報を入力されるものであってもよい。
　【００３７】
　ブロックＢ０１において、制御手段１０は、三次元ＶＲ撮影装置１００および三次元Ｖ
Ｒ再生システム１００Ｓの各構成に動作を指示し、三次元ＶＲ撮影装置１００および三次
元ＶＲ再生システム１００Ｓの動作を制御する。ここで、制御手段１０は、Ｉ／Ｆを用い
て入力された情報に基づいて、三次元ＶＲ撮影装置１００の動作を制御することができる
。また、制御手段１０は、内蔵する記憶部に動作条件、動作状態及び動作結果などの情報
を記憶してもよい。
　【００３８】
　ブロックＢ０２において、撮影手段１１および回転支持手段１２は、撮影指示（制御手
段１０の動作指示）に応じて、撮影する動作を開始する。このとき、撮影手段１１は、撮
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影した動画データ（背景素材データ、本編素材データ、など）を動画編集手段１３に出力
する。
　【００３９】
　ブロックＢ０３において、動画編集手段１３は、編集指示（制御手段１０の動作指示）
に応じて、撮影手段１１が撮影した動画データを編集する。ここで、動画編集手段１３は
、静止画像生成部１３ａを用いて背景素材データ及び本編素材データから静止画像を生成
し、位置情報検出部１３ｂを用いて静止画像生成部１３ａが生成した複数の静止画像につ
いて撮影時の回転支持手段１２の回転位置に関する情報を検出し、動画合成部１３ｃを用
いて背景素材データと本編素材データとを合成して合成動画データを生成する。その後、
動画編集手段１３は、生成した合成動画データを記憶手段１４に出力する。
　【００４０】
　ブロックＢ０４において、記憶手段１４は、記憶指示（制御手段１０の動作指示）に応
じて、撮影手段１１が撮影した動画データおよび動画編集手段１３が生成した合成動画デ
ータを記憶する。また、送受信手段１５は、記憶手段１４が記憶したデータ（合成動画デ
ータなど）を、動画記憶手段２３・動画通信手段２４を介して、表示手段２１（ＶＲゴー
グルなど）に送信する。
　【００４１】
　ブロックＢ０５において、動画通信手段２４は、三次元ＶＲ撮影装置１００から送信さ
れた合成動画データ等を受信する。また、動画記憶手段２３は、三次元ＶＲ撮影装置１０
０から送信された合成動画データ等を記憶する。
　【００４２】
　ブロックＢ０６において、再生条件検出手段２２は、表示指示（制御手段１０の動作指
示）に応じて、位置情報データ等の再生に関する情報を検出する。また、再生条件検出手
段２２は、検出した結果を動画記憶手段２３に出力する。
　【００４３】
　ブロックＢ０７において、表示手段２１は、再生条件検出手段２２が検出した結果に対
応する三次元動画（合成動画データ）を表示する。
　【００４４】
　（３．三次元ＶＲ撮影方法、そのプログラムおよびその記録媒体）
　本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置１００の動作（三次元ＶＲ撮影方法）につ
いて説明する。なお、以後の説明では、前述の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置１００
（三次元ＶＲ再生システム１００Ｓ）と異なる部分を主に説明する。
　【００４５】
　図７を用いて、三次元ＶＲ撮影装置１００（図１）が三次元動画を撮影する動作（三次
元ＶＲ撮影方法）を説明する。ここで、図７は、本発明の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影
装置１００の動作（三次元ＶＲ撮影方法）の例を説明するフローチャート図である。なお
、図７に示す三次元ＶＲ撮影装置の動作は一例であり、本発明は図７に示す三次元ＶＲ撮
影装置の動作に限定されるものではない。
　【００４６】
　図７に示すように、三次元ＶＲ撮影装置１００は、ステップＳ７０１において、先ず、
制御手段１０（図１）を用いて、映像を再生する動作を開始する。制御手段１０は、例え
ば三次元ＶＲ撮影装置１００の外部（利用者など）から入力された情報に応じて、再生す
る動作を開始することができる。その後、三次元ＶＲ撮影装置１００は、ステップＳ７０
２に進む。なお、三次元ＶＲ撮影装置１００は、記憶手段１４（図１）を用いて、動画を
撮影する動作を開始する前（ステップＳ７０１以前）に撮影情報などを予め記憶しておい
てもよい。
　【００４７】
　次に、ステップＳ７０２において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、撮影手段１１（図１
）を用いて、回転支持手段１２（図１）を用いて撮影手段を３６０度回転しながら背景用
動画素材である背景素材データを撮影する（背景素材撮影ステップ）。その後、三次元Ｖ
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Ｒ撮影装置１００は、ステップＳ７０３に進む。
　【００４８】
　次いで、ステップＳ７０３において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、撮影手段１１（図
１）を用いて、撮影対象物が撮影手段１１の周りに略円形にそれぞれ配置した状態を、回
転支持手段１２を用いて撮影手段を３６０度回転しながら撮影対象物を撮影した本編用動
画素材である本編素材データを撮影する（本編素材撮影ステップ）。その後、三次元ＶＲ
撮影装置１００は、ステップＳ７０４に進む。
　【００４９】
　ステップＳ７０４において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、静止画像生成部１３ａ（図
１）を用いて、静止画像として、ステップＳ７０２で撮影した背景素材データから複数の
背景用静止画像を生成する（背景静止画像生成ステップ）。その後、三次元ＶＲ撮影装置
１００は、ステップＳ７０５に進む。
　【００５０】
　ステップＳ７０５において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、静止画像生成部１３ａ（図
１）を用いて、静止画像として、ステップＳ７０３で撮影した本編素材データから複数の
本編用静止画像を生成する（本編静止画像生成ステップ）。その後、三次元ＶＲ撮影装置
１００は、ステップＳ７０６に進む。
　【００５１】
　ステップＳ７０６において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、位置情報検出部１３ｂを用
いて、ステップＳ７０４で生成した複数の背景用静止画像およびステップＳ７０５で生成
した複数の本編用静止画像について、撮影時の回転位置に関する情報をそれぞれ検出する
（位置情報検出ステップ）。その後、三次元ＶＲ撮影装置１００は、ステップＳ７０７に
進む。
　【００５２】
　ステップＳ７０７において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、動画合成部１３ｃを用いて
、ステップＳ７０６で検出した回転位置に関する情報に基づいて、複数の背景用静止画像
と複数の本編用静止画像とをそれぞれ照合する（画像照合ステップ）。その後、三次元Ｖ
Ｒ撮影装置１００は、ステップＳ７０８に進む。
　【００５３】
　ステップＳ７０８において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、動画合成部１３ｃを用いて
、本編用静止画像において、撮影対象物が撮影されている対象部分と撮影対象物が撮影さ
れていない非対象部分とに分ける。（画像切り分けステップ）。その後、三次元ＶＲ撮影
装置１００は、ステップＳ７０９に進む。
　【００５４】
　ステップＳ７０９において、三次元ＶＲ撮影装置１００は、動画合成部１３ｃを用いて
、ステップＳ７０８で分けた本編用静止画像の非対象部分を背景用静止画像に置き換えた
複数の補正画像を繋ぎ合わせて、合成動画データを生成する（合成動画生成ステップ）。
その後、三次元ＶＲ撮影装置１００は、撮影する動作を終了すると判断した場合には、三
次元ＶＲ撮影装置１００は、図中の「ＥＮＤ」に進み、動作を終了する。
　【００５５】
　以上のとおり、本発明に係る三次元動画を撮影する動作（三次元ＶＲ撮影方法）は、本
発明に係る三次元ＶＲ撮影装置１００（前述）と同等の効果が得られる。
　【００５６】
　本発明に係る三次元ＶＲ撮影方法をコンピュータに実行させるためのプログラムは、前
述の実施形態に係る三次元ＶＲ撮影装置１００を用いて、（１）撮影手段を用いて、回転
支持手段を用いて撮影手段を３６０度回転しながら背景用動画素材である背景素材データ
を撮影する背景素材撮影ステップと、（２）撮影手段を用いて、撮影対象物が撮影手段の
周りに略円形にそれぞれ配置した状態を、回転支持手段を用いて撮影手段を３６０度回転
しながら撮影対象物を撮影した本編用動画素材である本編素材データを撮影する本編素材
撮影ステップと、（３）静止画像生成部を用いて、静止画像として、背景素材データから
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複数の背景用静止画像を生成する背景静止画像生成ステップと、（４）静止画像生成部を
用いて、静止画像として、本編素材データから複数の本編用静止画像を生成する本編静止
画像生成ステップと、（５）位置情報検出部を用いて、静止画像生成部が生成した複数の
背景用静止画像および複数の本編用静止画像について、撮影時の回転位置に関する情報を
それぞれ検出する位置情報検出ステップと、（６）動画合成部を用いて、先ず、位置情報
検出部が検出した回転位置に関する情報に基づいて、複数の背景用静止画像と複数の本編
用静止画像とをそれぞれ照合する画像照合ステップと、（７）動画合成部を用いて、次に
、本編用静止画像において、撮影対象物が撮影されている対象部分と撮影対象物が撮影さ
れていない非対象部分とに分ける画像切り分けステップと、（８）動画合成部を用いて、
次いで、本編用静止画像の非対象部分を背景用静止画像に置き換えた複数の補正画像を繋
ぎ合わせて、合成動画データを生成する合成動画生成ステップと、を含むことを特徴とす
る三次元ＶＲ撮影方法を実行する。
　【００５７】
　上記のプログラムによれば、本発明に係る三次元ＶＲ撮影装置１００（前述）と同等の
効果が得られる。
　【００５８】
　また、本発明は、上記のプログラムを記録したコンピュータによって読み取り可能な記
録媒体としてもよい。記録媒体には、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、及
び、メモリーカード等、コンピュータ読み取り可能な媒体を利用することができる。更に
、本発明は、プログラムをインターネット等のネットワークを介して送信することが可能
な伝送可能媒体であってもよい。
　【００５９】
　以上のとおり、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に
限定されるものではない。すなわち、本発明は、特許請求の範囲に記載の内容に基づいて
、様々に変形、変更又はその他任意に改変され得る。
【符号の説明】
　【００６０】
　１００Ｓ：　三次元ＶＲ再生システム
　１００　：　三次元ＶＲ撮影装置 
　　１０　：　制御手段
　　１１　：　撮影手段
　　１２　：　回転支持手段
　　１３　：　動画編集手段
　　１３ａ：　静止画像生成部
　　１３ｂ：　位置情報検出部
　　１３ｃ：　動画合成部
　　１４　：　記憶手段
　　１５　：　送受信手段
　　２１　：　表示手段（ＶＲゴーグルなど）
　　２１ａ：　動画再生部
　　２１ｂ：　動画一時記録部
　　２２　：　再生条件検出手段（ＶＲゴーグルなど）
　　２３　：　動画記憶手段（ＶＲゴーグルなど）
　　２４　：　動画通信手段（ＶＲゴーグルなど）
　　Ｍａ　：　移動方向（３６０度回転）
　　ＳＴ　：　撮影対象物

 


