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(57)【要約】
【課題】使用者の手等の移動対象物の移動距離を正しく
計測してＶＲ空間内で正確に再現し、現実世界での移動
対象物の動き及び位置をＶＲ空間内で正確に再現するこ
とが可能なＶＲ空間画像補正システム、ＶＲ空間画像補
正方法、及びＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラ
ムを提供する。
【解決手段】動作検出手段１２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１４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１５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１６に表示する制御手
段１３を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
使用者が頭部にＶＲヘッドセットを装着してＶＲの世界を体験する際に用いられるＶＲ空
間画像補正システムであって、
前記使用者の動作によって移動する移動対象物の動きを検出する動作検出手段と、前記Ｖ
Ｒヘッドセット及び前記動作検出手段を制御する制御手段とを備え、
前記ＶＲヘッドセットは、前記使用者の頭部の姿勢及び位置を検出する姿勢位置検出手段
と、前記使用者の視線で現実世界を撮像する撮像手段と、前記使用者に対しＶＲ空間画像
を表示する表示手段とを有し、
前記制御手段は、予め設定された時間ΔＴ間隔で、前記動作検出手段で検出される前記移
動対象物の動きのデータを基に移動対象物移動距離及び移動対象物推定位置を算出し、前
記姿勢位置検出手段で検出される前記頭部の姿勢及び位置のデータを基に前記使用者の頭
部移動距離を算出して、前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離から前記移動対象物
推定位置を補正して移動対象物現在位置を求め、前記撮像手段で撮像される現実世界の撮
像データにおける前記移動対象物の動きを前記移動対象物現在位置で補正して表示データ
を生成し、該表示データを仮想世界の画像と合成して前記ＶＲ空間画像を作成し、前記表
示手段に表示することを特徴とするＶＲ空間画像補正システム。
【請求項２】
請求項１記載のＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記制御手段は、ローパスフィルタ
により、前記移動対象物の動きのデータに含まれるノイズを除去することを特徴とするＶ
Ｒ空間画像補正システム。
【請求項３】
請求項１又は２記載のＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記移動対象物移動距離と前
記頭部移動距離による前記移動対象物推定位置の補正では、前記移動対象物移動距離と前
記頭部移動距離を比較し、前記頭部移動距離が前記移動対象物移動距離より長ければ、前
記移動対象物は静止していたものとみなして前記移動対象物推定位置から前記移動対象物
移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位置とし、前記頭部移動距離が前記移動対象物
移動距離より長くなければ、前記移動対象物と共に前記使用者の頭部が動いていたものと
みなして前記移動対象物推定位置から前記頭部移動距離を差し引いて前記移動対象物現在
位置とすることを特徴とするＶＲ空間画像補正システム。
【請求項４】
請求項３記載のＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記制御手段は、前記移動対象物現
在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する時は、時間ΔＴの間に前記移動
対象物は移動していないものとみなして、前記移動対象物現在位置をさらに補正すること
を特徴とするＶＲ空間画像補正システム。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１記載のＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記動作検出手段
は、前記ＶＲヘッドセットの前面に取付けられるモーションコントローラであり、前記移
動対象物は、前記使用者の手であることを特徴とするＶＲ空間画像補正システム。
【請求項６】
使用者が頭部にＶＲヘッドセットを装着してＶＲの世界を体験する際に用いられるＶＲ空
間画像補正方法であって、
前記ＶＲヘッドセットに取付けられた動作検出手段で前記使用者の動作によって移動する
移動対象物の動きを検出する第１の工程と、
前記ＶＲヘッドセットに内蔵された姿勢位置検出手段で前記使用者の頭部の姿勢及び位置
を検出する第２の工程と、
前記ＶＲヘッドセットに内蔵された撮像手段で前記使用者の視線で現実世界を撮像する第
３の工程と、
前記ＶＲヘッドセット及び前記動作検出手段に接続された制御手段により、予め設定され
た時間ΔＴ間隔で、前記動作検出手段で検出される前記移動対象物の動きのデータを基に
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移動対象物移動距離及び移動対象物推定位置を算出する第４の工程と、
前記制御手段により、予め設定された時間ΔＴ経過毎に、前記姿勢位置検出手段で検出さ
れる前記頭部の姿勢及び位置のデータを基に前記使用者の頭部移動距離を算出する第５の
工程と、
前記制御手段により、前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離から前記移動対象物推
定位置を補正して移動対象物現在位置を求め、前記撮像手段で撮像される現実世界の撮像
データにおける前記移動対象物の動きを前記移動対象物現在位置で補正して表示データを
生成する第６の工程と、
前記制御手段により、前記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
、前記ＶＲヘッドセットに内蔵された表示手段に表示する第７の工程とを有することを特
徴とするＶＲ空間画像補正方法。
【請求項７】
請求項６記載のＶＲ空間画像補正方法において、前記第４の工程では、ローパスフィルタ
により、前記移動対象物の動きのデータに含まれるノイズを除去することを特徴とするＶ
Ｒ空間画像補正方法。
【請求項８】
請求項６又は７記載のＶＲ空間画像補正方法において、前記第６の工程の前記移動対象物
移動距離と前記頭部移動距離による前記移動対象物推定位置の補正では、前記移動対象物
移動距離と前記頭部移動距離を比較し、前記頭部移動距離が前記移動対象物移動距離より
長ければ、前記移動対象物は静止していたものとみなして前記移動対象物推定位置から前
記移動対象物移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位置とし、前記頭部移動距離が前
記移動対象物移動距離より長くなければ、前記移動対象物と共に前記使用者の頭部が動い
ていたものとみなして前記移動対象物推定位置から前記頭部移動距離を差し引いて前記移
動対象物現在位置とすることを特徴とするＶＲ空間画像補正方法。
【請求項９】
請求項８記載のＶＲ空間画像補正方法において、前記第６の工程では、前記移動対象物現
在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する時は、時間ΔＴの間に前記移動
対象物は移動していないものとみなして、前記移動対象物現在位置をさらに補正すること
を特徴とするＶＲ空間画像補正方法。
【請求項１０】
請求項６〜９のいずれか１記載のＶＲ空間画像補正方法において、前記動作検出手段とし
て、モーションコントローラを前記ＶＲヘッドセットの前面に取付け、前記移動対象物は
、前記使用者の手とすることを特徴とするＶＲ空間画像補正方法。
【請求項１１】
使用者が頭部にＶＲヘッドセットを装着してＶＲの世界を体験する際に用いられるＶＲ空
間画像補正方法を実行するプログラムであって、
予め設定された時間ΔＴ間隔で、前記ＶＲヘッドセットに取付けられた動作検出手段で検
出される前記移動対象物の動きのデータを基に移動対象物移動距離及び移動対象物推定位
置を算出する第１のステップと、
予め設定された時間ΔＴ経過毎に、前記ＶＲヘッドセットに内蔵された姿勢位置検出手段
で検出される前記頭部の姿勢及び位置のデータを基に前記使用者の頭部移動距離を算出す
る第２のステップと、
前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離から前記移動対象物推定位置を補正して移動
対象物現在位置を求め、前記ＶＲヘッドセットに内蔵された撮像手段で撮像される現実世
界の撮像データにおける前記移動対象物の動きを前記移動対象物現在位置で補正して表示
データを生成する第３のステップと、
前記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、前記ＶＲヘッドセッ
トに内蔵された表示手段に表示する第４のステップとを制御手段に実行させることを特徴
とするＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラム。
【請求項１２】

10

20

30

40

50

(4)

JP 2021-51512 A 2021.4.1

請求項１１記載のＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記第１のステ
ップでは、ローパスフィルタにより、前記移動対象物の動きのデータに含まれるノイズを
除去することを特徴とするＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラム。
【請求項１３】
請求項１１又は１２記載のＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記第
３のステップの前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離による前記移動対象物推定位
置の補正では、前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離を比較し、前記頭部移動距離
が前記移動対象物移動距離より長ければ、前記移動対象物は静止していたものとみなして
前記移動対象物推定位置から前記移動対象物移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位
置とし、前記頭部移動距離が前記移動対象物移動距離より長くなければ、前記移動対象物
と共に前記使用者の頭部が動いていたものとみなして前記移動対象物推定位置から前記頭
部移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位置とすることを特徴とするＶＲ空間画像補
正方法を実行するプログラム。
【請求項１４】
請求項１３記載のＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記第３のステ
ップでは、前記移動対象物現在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する時
は、時間ΔＴの間に前記移動対象物は移動していないものとみなして、前記移動対象物現
在位置をさらに補正することを特徴とするＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラム。
【請求項１５】
請求項１１〜１４のいずれか１記載のＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおい
て、前記動作検出手段は、前記ＶＲヘッドセットの前面に取付けられるモーションコント
ローラであり、前記移動対象物は、前記使用者の手であることを特徴とするＶＲ空間画像
補正方法を実行するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、バーチャルリアリティー（ＶＲ、仮想現実）の技術を改善して、リハビリテー
ション（以下、リハビリともいう）をはじめとする各種用途への拡大を図ることができる
ＶＲ空間画像補正システム、ＶＲ空間画像補正方法、及びＶＲ空間画像補正方法を実行す
るプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ＶＲの技術が発達し、様々な分野での利用が始まっている。このＶＲの世界（ＶＲ
空間）を体験するためのＶＲ機器として、ＶＲヘッドセット（ヘッドマウントディスプレ
イ、ＶＲゴーグル）は、一般人でも購入可能なほど安価になり、急速に普及し始めている
。そして、このＶＲヘッドセットと、ジェスチャー入力可能な非装着型のモーションコン
トローラを組合せることによって、ＶＲ空間内に自身の手等を再現することができるよう
になり、より自然かつ現実味のあるＶＲ空間が体験できるようになってきた。
一方、デジタルリハビリテーション分野では、様々な情報機器を積極的にリハビリテーシ
ョンシステムに応用する開発が進められている。例えば特許文献１には、患者の頭部に装
着され、患者の身体部位を視認可能とされた第１表示装置と、リハビリテーション動作の
指標となる指標画像を第１表示装置に表示させる表示制御部とを備えたリハビリテーショ
ン支援システムが開示されている。また、特許文献２には、ヘッドマウントディスプレイ
を装着したユーザの頭の向きを検出する検出部と、ユーザに視認させるリハビリテーショ
ン用の目標オブジェクトを仮想空間内に出現させ、検出部で検出したユーザの頭の向きに
応じて、ヘッドマウントディスプレイに表示させる第１表示制御部と、目標オブジェクト
の位置を報知するための報知画像を、次に得られるであろう内耳情報の変化を予め視覚情
報から予測させるタイミングでヘッドマウントディスプレイの中央部分に表示させる第２
表示制御部とを備えたリハビリテーション支援装置が開示されている。
【先行技術文献】

10

20

30

40

50

(5)

JP 2021-51512 A 2021.4.1

【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５−２２８９５７号公報
【特許文献２】特許第６５３１３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
これまでのリハビリ業界では、理学療法士（ＰＴ）若しくは作業療法士（ＯＴ）による目
視、訓練時間又は作業成功率でしか、リハビリ効果を確認することができなかった。
そこで、デジタルリハビリテーション分野では、ＶＲの技術を利用してリハビリテーショ
ンの効果を確認するために、リハビリテーションの対象となる手の移動距離を正確に計測
することや、現実世界での手の動き（移動及び停止）と位置をＶＲ空間内で正確に再現す
ることが望まれている。
しかしながら、主にゲーム業界で利用されるＶＲヘッドセットとモーションコントローラ
を組合せた上記のシステムでは、モーションコントローラは、手の追跡（トラッキング）
や物体（ターゲット）との衝突判定等に用いられるだけで、手の移動距離を正確に計測し
たり、現実世界の手の位置をＶＲ空間内で正確に再現したりする必要性も要求もなく、こ
れらの技術については着目されていなかった。
また、特許文献１は、リハビリテーション動作の指標となる指標画像を第１表示装置に表
示し、目標とする動作を患者が認識し易くすることにより、リハビリテーションを円滑に
進捗させるものであり、特許文献２は、報知画像を画面に表示し、内耳情報の変化を視覚
情報から予測させることにより、視覚情報と内耳情報の乖離を防止して、平衡感覚の乱れ
によるＶＲ酔いを防止するものである。このように、これまでのＶＲ技術は、操作性や快
適性等を重視したものであり、ＶＲの技術を利用して現実世界の手の移動距離を正確に計
測することや、現実世界での手の動きをＶＲ空間内で正確に再現することについては、検
討されていなかった。
【０００５】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、ＶＲヘッドセットを装着した使用者（例
えばリハビリを受ける患者）の頭部の動きに影響されることなく、使用者の手をはじめと
する移動対象物の移動距離を正しく計測し、現実世界での移動対象物の動き及び位置をＶ
Ｒ空間内で正確に再現することが可能なＶＲ空間画像補正システム、ＶＲ空間画像補正方
法、及びＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的に沿う第１の発明に係るＶＲ空間画像補正システムは、使用者が頭部にＶＲヘッ
ドセットを装着してＶＲの世界を体験する際に用いられるＶＲ空間画像補正システムであ
って、
前記使用者の動作によって移動する移動対象物の動きを検出する動作検出手段と、前記Ｖ
Ｒヘッドセット及び前記動作検出手段を制御する制御手段とを備え、
前記ＶＲヘッドセットは、前記使用者の頭部の姿勢及び位置を検出する姿勢位置検出手段
と、前記使用者の視線で現実世界を撮像する撮像手段と、前記使用者に対しＶＲ空間画像
を表示する表示手段とを有し、
前記制御手段は、予め設定された時間ΔＴ間隔で、前記動作検出手段で検出される前記移
動対象物の動きのデータを基に移動対象物移動距離及び移動対象物推定位置を算出し、前
記姿勢位置検出手段で検出される前記頭部の姿勢及び位置のデータを基に前記使用者の頭
部移動距離を算出して、前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離から前記移動対象物
推定位置を補正して移動対象物現在位置を求め、前記撮像手段で撮像される現実世界の撮
像データにおける前記移動対象物の動きを前記移動対象物現在位置で補正して表示データ
を生成し、該表示データを仮想世界の画像と合成して前記ＶＲ空間画像を作成し、前記表
示手段に表示する。
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ここで、移動対象物は使用者の手そのものでもよいし、手で動かす様々な物体（例えばリ
ハビリ用の器具等）でもよい。また、姿勢位置検出手段としては、３軸加速度センサと３
軸ジャイロセンサ（角速度センサ）を組合せたものが好適に用いられるが、これに限定さ
れるものではなく、頭部（ＶＲヘッドセット）の姿勢（向き）及び位置を検出できるもの
であればよい（第２、第３の発明において同じ）。
【０００７】
第１の発明に係るＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記制御手段は、ローパスフィル
タ（ＬＰＦ、低域通過フィルタ）により、前記移動対象物の動きのデータに含まれるノイ
ズを除去することが好ましい。
ここで、ローパスフィルタは、主に、データに含まれるスパイク状のノイズ（誤差）を削
減するものである。より具体的には、ローパスフィルタは、３軸（ｘ、ｙ、ｚ軸）全てに
おける位置の変化を計算し、設定されたカットオフ値より低い位置をデータとして渡すこ
とができる（第２、第３の発明において同じ）。
【０００８】
第１の発明に係るＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記移動対象物移動距離と前記頭
部移動距離による前記移動対象物推定位置の補正では、前記移動対象物移動距離と前記頭
部移動距離を比較し、前記頭部移動距離が前記移動対象物移動距離より長ければ、前記移
動対象物は静止していたものとみなして前記移動対象物推定位置から前記移動対象物移動
距離を差し引いて前記移動対象物現在位置とし、前記頭部移動距離が前記移動対象物移動
距離より長くなければ、前記移動対象物と共に前記使用者の頭部が動いていたものとみな
して前記移動対象物推定位置から前記頭部移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位置
とすることがさらに好ましい。
【０００９】
第１の発明に係るＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記制御手段は、前記移動対象物
現在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する時は、時間ΔＴの間に前記移
動対象物は移動していないものとみなして、前記移動対象物現在位置をさらに補正するこ
ともできる。
ここで、動作検出手段で検出される移動対象物の動きのデータを画像処理することにより
移動対象物の位置を検出するため、移動対象物が静止している場合でも、画像処理の誤差
によって、異なる位置が検出されるおそれがある。そこで、この画像処理の誤差によって
生じる想定移動誤差範囲（閾値）を予め設定しておくことにより、移動対象物現在位置を
さらに正確に検出することができる（第２、第３の発明において同じ）。
【００１０】
第１の発明に係るＶＲ空間画像補正システムにおいて、前記動作検出手段は、前記ＶＲヘ
ッドセットの前面に取付けられるモーションコントローラであり、前記移動対象物は、前
記使用者の手であることが好ましい。
ここで、モーションコントローラは、例えば１秒間に２００フレーム（ΔＴ＝０．００５
ｓとなる）の速度で手の動きをトラッキング（追跡）することができ、手の動きをほとん
ど遅延なく（リアルタイムで）正確に表示手段で再現することが可能である（第２、第３
の発明において同じ）。
【００１１】
前記目的に沿う第２の発明に係るＶＲ空間画像補正方法は、使用者が頭部にＶＲヘッドセ
ットを装着してＶＲの世界を体験する際に用いられるＶＲ空間画像補正方法であって、
前記ＶＲヘッドセットに取付けられた動作検出手段で前記使用者の動作によって移動する
移動対象物の動きを検出する第１の工程と、
前記ＶＲヘッドセットに内蔵された姿勢位置検出手段で前記使用者の頭部の姿勢及び位置
を検出する第２の工程と、
前記ＶＲヘッドセットに内蔵された撮像手段で前記使用者の視線で現実世界を撮像する第
３の工程と、
前記ＶＲヘッドセット及び前記動作検出手段に接続された制御手段により、予め設定され
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た時間ΔＴ間隔で、前記動作検出手段で検出される前記移動対象物の動きのデータを基に
移動対象物移動距離及び移動対象物推定位置を算出する第４の工程と、
前記制御手段により、予め設定された時間ΔＴ経過毎に、前記姿勢位置検出手段で検出さ
れる前記頭部の姿勢及び位置のデータを基に前記使用者の頭部移動距離を算出する第５の
工程と、
前記制御手段により、前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離から前記移動対象物推
定位置を補正して移動対象物現在位置を求め、前記撮像手段で撮像される現実世界の撮像
データにおける前記移動対象物の動きを前記移動対象物現在位置で補正して表示データを
生成する第６の工程と、
前記制御手段により、前記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
、前記ＶＲヘッドセットに内蔵された表示手段に表示する第７の工程とを有する。
【００１２】
第２の発明に係るＶＲ空間画像補正方法において、前記第４の工程では、ローパスフィル
タにより、前記移動対象物の動きのデータに含まれるノイズを除去することが好ましい。
【００１３】
第２の発明に係るＶＲ空間画像補正方法において、前記第６の工程の前記移動対象物移動
距離と前記頭部移動距離による前記移動対象物推定位置の補正では、前記移動対象物移動
距離と前記頭部移動距離を比較し、前記頭部移動距離が前記移動対象物移動距離より長け
れば、前記移動対象物は静止していたものとみなして前記移動対象物推定位置から前記移
動対象物移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位置とし、前記頭部移動距離が前記移
動対象物移動距離より長くなければ、前記移動対象物と共に前記使用者の頭部が動いてい
たものとみなして前記移動対象物推定位置から前記頭部移動距離を差し引いて前記移動対
象物現在位置とすることがさらに好ましい。
【００１４】
第２の発明に係るＶＲ空間画像補正方法において、前記第６の工程では、前記移動対象物
現在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する時は、時間ΔＴの間に前記移
動対象物は移動していないものとみなして、前記移動対象物現在位置をさらに補正するこ
ともできる。
【００１５】
第２の発明に係るＶＲ空間画像補正方法において、前記動作検出手段として、モーション
コントローラを前記ＶＲヘッドセットの前面に取付け、前記移動対象物は、前記使用者の
手とすることが好ましい。
【００１６】
前記目的に沿う第３の発明に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムは、使用者
が頭部にＶＲヘッドセットを装着してＶＲの世界を体験する際に用いられるＶＲ空間画像
補正方法を実行するプログラムであって、
予め設定された時間ΔＴ間隔で、前記ＶＲヘッドセットに取付けられた動作検出手段で検
出される前記移動対象物の動きのデータを基に移動対象物移動距離及び移動対象物推定位
置を算出する第１のステップと、
予め設定された時間ΔＴ経過毎に、前記ＶＲヘッドセットに内蔵された姿勢位置検出手段
で検出される前記頭部の姿勢及び位置のデータを基に前記使用者の頭部移動距離を算出す
る第２のステップと、
前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離から前記移動対象物推定位置を補正して移動
対象物現在位置を求め、前記ＶＲヘッドセットに内蔵された撮像手段で撮像される現実世
界の撮像データにおける前記移動対象物の動きを前記移動対象物現在位置で補正して表示
データを生成する第３のステップと、
前記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、前記ＶＲヘッドセッ
トに内蔵された表示手段に表示する第４のステップとを制御手段に実行させる。
【００１７】
第３の発明に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記第１のステ
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ップでは、ローパスフィルタにより、前記移動対象物の動きのデータに含まれるノイズを
除去することが好ましい。
【００１８】
第３の発明に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記第３のステ
ップの前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離による前記移動対象物推定位置の補正
では、前記移動対象物移動距離と前記頭部移動距離を比較し、前記頭部移動距離が前記移
動対象物移動距離より長ければ、前記移動対象物は静止していたものとみなして前記移動
対象物推定位置から前記移動対象物移動距離を差し引いて前記移動対象物現在位置とし、
前記頭部移動距離が前記移動対象物移動距離より長くなければ、前記移動対象物と共に前
記使用者の頭部が動いていたものとみなして前記移動対象物推定位置から前記頭部移動距
離を差し引いて前記移動対象物現在位置とすることがさらに好ましい。
【００１９】
第３の発明に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記第３のステ
ップでは、前記移動対象物現在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する時
は、時間ΔＴの間に前記移動対象物は移動していないものとみなして、前記移動対象物現
在位置をさらに補正することもできる。
【００２０】
第３の発明に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムにおいて、前記動作検出手
段は、前記ＶＲヘッドセットの前面に取付けられるモーションコントローラであり、前記
移動対象物は、前記使用者の手であることが好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
第１の発明に係るＶＲ空間画像補正システム、第２の発明に係るＶＲ空間画像補正方法及
び第３の発明に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムは、使用者が頭部に装着
したＶＲヘッドセットを用いてＶＲの世界を体験する際に、頭部の動き及び画像処理の誤
差を考慮して正確な移動対象物現在位置を求めてＶＲ空間画像を補正することができ、必
要に応じて移動対象物現在位置の時系列データから、移動対象物の正確な移動距離を知る
こともでき、ＶＲ技術の用途の拡大を図ることができる。例えば、手のリハビリを受ける
患者が使用した場合、リハビリ中の手の移動距離を測定することにより、理学療法士若し
くは作業療法士及び使用者がリハビリ効果を簡単かつ確実に確認することが可能となり、
モチベーションの維持及び向上を図り、より高度なリハビリを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施の形態に係るＶＲ空間画像補正システムの構成を示す説明図であ
る。
【図２】同システムの構成を示すブロック図である。
【図３】同システムで用いられるＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムのフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
続いて、本発明を具体化した実施の形態について説明し、本発明の理解に供する。
図１に示す本発明の一実施の形態に係るＶＲ空間画像補正システム１０は、使用者（例え
ばリハビリを受ける患者）が頭部にＶＲヘッドセット１１を装着してリハビリテーション
を行うことにより、使用者の手をはじめとする移動対象物の移動距離を正しく計測し、現
実世界での移動対象物の動き及び位置をＶＲ空間内で正確に再現して、リハビリの効果を
高めることができる。
【００２４】
図１に示すように、ＶＲ空間画像補正システム１０は、ＶＲヘッドセット１１の前面に取
付けられ、使用者のリハビリテーションの動作によって移動する移動対象物（ここでは、
使用者の手、以下、単に手ともいう）の動きを検出する動作検出手段１２として機能する
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モーションコントローラを有している。また、ＶＲ空間画像補正システム１０は、図１、
図２に示すように、ＶＲヘッドセット１１及び動作検出手段１２を制御する制御手段１３
としてパソコン（ここではノートパソコン）を有している。ＶＲヘッドセット１１及び動
作検出手段１２と制御手段１３はそれぞれＵＳＢケーブルで接続される。なお、制御手段
１３はＲＡＭ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏ等を備えた従来公知の演算器（即ち、コンピュー
タ）であればよく、ノート型でもデスクトップ型でもよい。
【００２５】
図２に示すように、ＶＲヘッドセット１１は、使用者の頭部の姿勢及び位置を検出する姿
勢位置検出手段１４と、使用者の視線で現実世界を撮像する撮像手段１５と、使用者に対
しＶＲ空間画像を表示する表示手段１６とを有している。
そして、動作検出手段１２は、例えば１秒間に２００フレーム（時間ΔＴ＝０．００５ｓ
）の速度で手の動きをトラッキング（追跡）することができ、各フレームで検出された手
の動きが、随時、ＶＲ空間画像として表示手段１６に表示される。しかし、動作検出手段
１２で検出される手の動きには、様々な誤差が含まれるため、手の正確な移動距離を計測
し、手の正確な位置（動き）をＶＲ空間内で再現するためには補正が必要となる。
【００２６】
まず、動作検出手段１２がＶＲヘッドセット１１の前面に取付けられており、使用者の頭
部（ＶＲヘッドセット１１）の動きに伴って動作検出手段１２が動いてしまうため、現実
世界で手が動いていない場合でも、ＶＲ空間内（ＶＲ空間画像中）では、頭部（動作検出
手段１２の位置）を基準として手が動いたように再現される。
そこで、制御手段１３は、予め設定された時間ΔＴ間隔で、動作検出手段１２で検出され
る手の動きのデータを基に手の移動距離及び手の推定位置を算出し、姿勢位置検出手段１
４で検出される頭部の姿勢及び位置のデータを基に使用者の頭部移動距離を算出して、手
の移動距離と頭部移動距離から手の推定位置を補正して手の現在位置を求め、撮像手段１
５で撮像される現実世界の撮像データにおける手の動きを手の現在位置で補正して表示デ
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
１６に表示する。
【００２７】
さらに具体的に説明すると、制御手段１３は、手の移動距離と頭部移動距離を比較し、頭
部移動距離が手の移動距離より長ければ、手は静止していたものとみなして手の推定位置
から手の移動距離を差し引いて手現在位置とし、頭部移動距離が手の移動距離より長くな
ければ、手と共に使用者の頭部が動いていたものとみなして手の推定位置から頭部移動距
離を差し引いて手の現在位置とする。
これにより、使用者の頭部の動きに伴う誤差を排除することができる。
ここで、姿勢位置検出手段１４としては、ＶＲヘッドセット１１に一般的に内蔵されてい
る３軸加速度センサと３軸ジャイロセンサ（角速度センサ）が好適に用いられるが、これ
に限定されるものではなく、頭部（ＶＲヘッドセット１１）の姿勢（向き）及び位置を検
出できるものであればよい。
【００２８】
次に、先に説明したように、制御手段１３では、動作検出手段１２で検出される各フレー
ム（時間ΔＴ間隔）での手の動きのデータを基に手の移動距離及び手の推定位置を算出す
るが、データに含まれるスパイク状のノイズ（誤差）をローパスフィルタ（ＬＰＦ、低域
通過フィルタ）によって予め除去することにより、正確な手の移動距離及び手の推定位置
を算出することができる。なお、ローパスフィルタに設定するカットオフ値は、適宜、選
択することができる。
【００２９】
さらに、手の移動距離及び手の推定位置は、動作検出手段１２で検出される各フレーム（
時間ΔＴ間隔）での手の動きのデータを画像処理することにより得られるため、手の位置
の検出精度には画像処理の誤差が含まれており、静止している手が動いているように誤っ
て検出されるおそれがある。そこで、リハビリ開始前にキャリブレーションを行い、画像
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処理の誤差によって生じる想定移動誤差範囲（閾値）を予め設定することにより、手の現
在位置の検出精度をさらに高めることができる。
【００３０】
具体的には、初期位置に一定時間（例えば３秒間）、使用者の手を置き、ＶＲヘッドセッ
ト１１を固定した状態で、動作検出手段１２により各フレームでの手の位置（１秒間に２
００フレームとして６００フレーム分）を検出する。そして、全てのフレームから検出し
た手の位置の平均値を初期位置（クラスタ中心位置）とし、全てのフレームでの手の位置
の中で、その平均値（クラスタ中心位置）から最も遠い手の位置までの距離（クラスタ半
径）を想定移動誤差範囲（閾値）として設定する。リハビリを開始し、求められた時間Δ
Ｔ経過後の手の現在位置が、想定移動誤差範囲内（クラスタ内）に存在する時は、時間Δ
Ｔの間に手は移動していないものとみなして、手の現在位置をさらに補正する。つまり、
時間ΔＴ経過前の手の位置を手の現在位置（現在の手の位置）として保存する。そして、
求められたΔＴ経過後の手の現在位置が、想定移動誤差範囲内（クラスタ内）に存在しな
い時は、時間ΔＴの間に、求められた時間ΔＴ経過後の手の現在位置まで移動したものと
みなし、この手の現在位置を新たなクラスタ中心位置に設定する（クラスタ中心位置を更
新する）と共に、現在の手の位置として保存する。このように、予め設定した想定移動誤
差範囲を超える移動距離が検出された時に手の現在位置を更新することにより、正確な手
の移動距離及び手の現在位置を求めることができる。
【００３１】
以下、本発明の一実施の形態に係るＶＲ空間画像補正方法を各手段の動作に基づいて説明
する。
まず、ＶＲヘッドセット１１に取付けられた動作検出手段１２で使用者のリハビリテーシ
ョンの動作によって移動する手の動きを検出する（以上、第１の工程）。
このとき、第１の工程と並行して、ＶＲヘッドセット１１に内蔵された姿勢位置検出手段
１４で使用者の頭部の姿勢及び位置を検出する（以上、第２の工程）。
また、第１、第２の工程と並行して、ＶＲヘッドセット１１に内蔵された撮像手段１５で
使用者の視線で現実世界を撮像する（以上、第３の工程）。
そして、ＶＲヘッドセット１１及び動作検出手段１２に接続された制御手段１３により、
予め設定された時間ΔＴ間隔で、動作検出手段１２で検出される手の動きのデータを基に
手の移動距離及び手の推定位置を算出する（第４の工程）。
また、制御手段１３により、予め設定された時間ΔＴ経過毎に、姿勢位置検出手段１４で
検出される頭部の姿勢及び位置のデータを基に使用者の頭部移動距離を算出する（第５の
工程）。
さらに、制御手段１３により、手の移動距離と頭部移動距離から手の推定位置を補正して
手の現在位置を求め、撮像手段１５で撮像される現実世界の撮像データにおける手の動き
を、求めた（補正後の）手の現在位置で補正して表示データを生成する（第６の工程）。
最後に、制御手段１３により、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、ＶＲヘッドセット１１に内蔵された表示手段１６に表示する（第７の工程）。
【００３２】
なお、第４の工程では、ローパスフィルタにより、手の動きのデータに含まれるノイズを
予め除去することにより、正確な手の移動距離及び手の推定位置が算出される。
そして、第６の工程では、手の移動距離と頭部移動距離を比較し、頭部移動距離が長けれ
ば、手は静止していたものとみなして手の推定位置から手の移動距離を差し引いて手の現
在位置とし、頭部移動距離が長くなければ、手と共に使用者の頭部が動いていたものとみ
なして手の推定位置から頭部移動距離を差し引いて手の現在位置とすることにより、使用
者の頭部の動きに伴う誤差を排除し、正確な手の移動距離及び手の推定位置が得られる。
また、第６の工程では、手の現在位置が、予め設定された想定移動誤差範囲内に存在する
時は、時間ΔＴの間に手は移動していないものとみなして、手の現在位置をさらに補正す
ることにより、極めて正確な手の移動距離及び手の推定位置が得られる。特に、先に説明
したように、リハビリの動作を開始する前に予めキャリブレーションを行って、手の初期
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位置（複数回測定した初期位置の平均値であるクラスタ中心位置）と想定移動誤差範囲（
複数回測定した初期位置の中で、平均値から最も遠い位置までの距離であるクラスタ半径
）を設定しておけば、画像処理の誤差の影響を受けることなく、正確な手の移動距離及び
手の推定位置を求めることができる。
【００３３】
以下、本発明の一実施の形態に係るＶＲ空間画像補正方法を実行するプログラムについて
具体的に説明する。
まず、リハビリの開始前にキャリブレーションを行う。キャリブレーションでは、図３に
示すように、手の初期位置でクラスタ中心位置（Ｐｃｌ）とクラスタ範囲（Ｒ）を設定す
る。これらの設定方法は先に説明した通りであるので、説明を省略する。
このとき、ＶＲヘッドセット１１（姿勢位置検出手段１４）の初期位置（Ｐｏ）も設定す
る。
リハビリの動作を開始すると、制御手段１３は、動作検出手段１２で検出される手の動き
のデータＰを基に手の移動距離Ｐｈ及び手の推定位置Ｐｆｌを算出する。このとき、制御
手段１３は、ローパスフィルタにより、手の動きのデータＰに含まれるノイズを除去する
ので、ノイズの影響のない手の推定位置Ｐｆｌ及び手の移動距離Ｐｈが得られる（以上、
第１のステップ）。
これと並行して、制御手段１３は、姿勢位置検出手段１４で検出される頭部の姿勢及び位
置のデータを基に使用者の頭部移動距離Ｐｅを算出する（以上、第２のステップ）。
【００３４】
そして、制御手段１３は、頭部移動距離Ｐｅと手の移動距離Ｐｈを比較し、頭部移動距離
Ｐｅが長くなければ、手と共に使用者の頭部が動いていたものとみなして手の推定位置Ｐ
ｆｌから頭部移動距離Ｐｅを差し引いて手の現在位置Ｐｆｎとし、頭部移動距離Ｐｅが長
ければ、手は静止していたものとみなして手の推定位置Ｐｆｌから手の移動距離Ｐｈを差
し引いて手の現在位置Ｐｆｎとする（手の推定位置Ｐｆｌを補正して手の現在位置Ｐｆｎ
を求める）。
次に、制御手段１３は、手の現在位置Ｐｆｎが、予め設定された想定移動誤差範囲内に存
在するか否かを判定する。手の現在位置Ｐｆｎが、予め設定された想定移動誤差範囲内（
クラスタ内）に存在しない（手の移動距離Ｐｈがクラスタ半径Ｒより長い）時は、そのま
ま手の現在位置Ｐｆｎを新たなクラスタ中心位置Ｐｃｌに設定する（クラスタ中心位置Ｐ
ｃｌを更新する）。また、手の現在位置Ｐｆｎが、予め設定された想定移動誤差範囲内（
クラスタ内）に存在する（手の移動距離Ｐｈがクラスタ半径Ｒ以下）時は、時間ΔＴの間
に手は移動していないものとみなして、クラスタ中心位置Ｐｃｌ（ΔＴ経過前の手の位置
）を手の現在位置Ｐｆｎとする補正をさらに行う。こうして画像処理の誤差の影響を考慮
して補正された手の現在位置Ｐｆｎを確定した手の現在位置Ｐｃとして保存する。そして
、制御手段１３は、この確定した手の現在位置Ｐｃを元に、撮像手段１５で撮像された現
実世界の撮像データにおける手の動きを補正して表示データを生成する（以上、第３のス
テップ）。
制御手段１３は、生成した表示データを仮想世界の画像と合成して別途、ＶＲ空間画像を
作成し、ＶＲヘッドセット１１に内蔵された表示手段１６に表示する（第４のステップ）
。
リハビリを続けている間、以上の動作が時間ΔＴ間隔で繰り返されることにより、ＶＲ空
間内における手の移動距離をリアルタイムで補正しながら表示することができる。
また、制御手段１３が、時間ΔＴ毎に検出される手の現在位置Ｐｃを時系列で保存するこ
とにより、計測されたデータに基づいて、リハビリ中の正確な手の移動距離を知ることが
でき、理学療法士若しくは作業療法士及び使用者がリハビリ効果を簡単かつ確実に確認す
ることが可能となり、モチベーションの維持及び向上につながり、リハビリ効果を高める
ことができる。
【００３５】
以上、本発明を、実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の形
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態に記載した構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範
囲内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。
上記実施の形態では、手のリハビリを行う場合について説明したが、これに限定されるも
のではなく、ＶＲ空間内で手等の移動対象物の移動距離を測定する必要がある様々な用途
（例えばＶＲゲーム等）に適用可能である。
なお、動作検出手段（モーションコントローラ）で手の位置を追跡する場合、手のひらの
中心点を追跡することが好ましいが、手のひらの中心点に限らず、手のひらの所望の位置
を選択することもできる。また、手の位置だけでなく、手の指の位置及び動きを追跡し、
ＶＲ空間に再現することも可能である。
【符号の説明】
【００３６】
１０：ＶＲ空間画像補正システム、１１：ＶＲヘッドセット、１２：動作検出手段、１３
：制御手段、１４：姿勢位置検出手段、１５：撮像手段、１６：表示手段

【図１】

【図２】
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