(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

公開特許公報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開2002−77845
(43)公開日
(51)Int.Cl.

７

H04N

7/15

H04M

1/00
11/00

H04N

識別記号

ＦＩ

630

H04N

7/15

H04M

1/00

302

5/225

テーマコート゛ (参考)
630

11/00
H04N

特願2000−268193(Ｐ2000−268193)

(22)出願日

平成12年９月５日(2000.9.5)

(71)出願人

A

5C022

U

5C064

302

5K027

5/225

B

審査請求 有
(21)出願番号

（Ｐ２００２−７７８４５Ａ）
平成14年３月15日(2002.3.15)

請求項の数５

5K101
ＯＬ （全５頁）

301022471
独立行政法人通信総合研究所
東京都小金井市貫井北町４ー２−１

(72)発明者

善本 淳
京都府相楽郡精華町光台２−２−２
省通信総合研究所

郵政

けいはんな情報通信融

合研究センター
(72)発明者

矢野 博之
京都府相楽郡精華町光台２−２−２
省通信総合研究所

郵政

けいはんな情報通信融

合研究センター
(74)代理人

100102299
弁理士

芳村 武彦
最終頁に続く

(54)【発明の名称】自己表情の確認が可能な遠隔地対面通信装置
(57)【要約】
【課題】テレビ会議装置等の使用者が互いに視線を一致
させるとともに、相手側に伝送される自己の表情を確認
可能とすることにより、臨場感のある自然な対話を行う
ことのできる遠隔地対面通信装置を提供する
【解決手段】他の通信装置と接続され、各通信装置間で
使用者の映像のやりとりを行う通信システムに使用する
通信装置において、前記通信装置が使用者の視線方向に
配置された撮影手段、他の通信装置から受信した映像を
表示する第一の表示手段、前記撮影手段により撮影され
た映像を表示する第二の表示手段、前記撮影手段により
撮影された映像を他の通信装置と第二の表示手段に分配
し送信する映像送信手段を有するものであって、前記撮
影手段の光軸上にハーフミラーを配置し、このハーフミ
ラーと対向する位置に鏡を設けることにより、前記ハー
フミラーを透過して使用者の映像を撮影するとともに、
第一の表示手段に表示された映像を前記鏡及び前記ハー
フミラーで反射させて使用者に目視可能としたことを特
徴とする、他の使用者との視線一致と自己表情の確認が
可能な遠隔地対面通信装置。
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【特許請求の範囲】

手の映像を表示するモニタと、使用者を撮影するカメラ

【請求項１】

他の通信装置と接続され、各通信装置間

は離して配置するために、使用者がモニタを注視すると

で使用者の映像のやりとりを行う通信システムに使用す

その視線はカメラの光軸からずれ、相手側のモニタには

る通信装置において、前記通信装置が使用者の視線方向

別の方向を見た使用者の映像が表示されることになる。

に配置された撮影手段、他の通信装置から受信した映像

また、使用者が相手側に伝送される自分の表情を確認す

を表示する第一の表示手段、前記撮影手段により撮影さ

ることができないために、テレビ会議装置を使用した会

れた映像を表示する第二の表示手段、前記撮影手段によ

議が自然な対話とはかけ離れた、臨場感のないものにな

り撮影された映像を他の通信装置と第二の表示手段に分

るという欠点があった。

配し送信する映像送信手段を有するものであって、前記
撮影手段の光軸上にハーフミラーを配置し、このハーフ

【０００３】
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【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような

ミラーと対向する位置に鏡を設けることにより、前記ハ

従来技術の問題点を解消し、テレビ会議装置等の使用者

ーフミラーを透過して使用者の映像を撮影するととも

が互いに視線を一致させるとともに、相手側に伝送され

に、第一の表示手段に表示された映像を前記鏡及び前記

る自己の表情を確認可能とすることにより、臨場感のあ

ハーフミラーで反射させて使用者に目視可能としたこと

る自然な対話を行うことのできる遠隔地対面通信装置を

を特徴とする、他の使用者との視線一致と自己表情の確

提供することを目的とするものである。

認が可能な遠隔地対面通信装置。

【０００４】

【請求項２】

【課題を解決するための手段】本発明では上記課題を解

第一の表示手段に表示された映像ととも

に、第二の表示手段に表示された映像を前記鏡及び前記

決するために、次のような構成をとる。

ハーフミラーで反射させて使用者に目視可能としたこと

１．他の通信装置と接続され、各通信装置間で使用者の

を特徴とする、請求項１に記載の自己表情の確認が可能

20

映像のやりとりを行う通信システムに使用する通信装置

な遠隔地対面通信装置。

において、前記通信装置が使用者の視線方向に配置され

【請求項３】

第一の表示手段と第二の表示手段を一体

た撮影手段、他の通信装置から受信した映像を表示する

化し、撮影手段により撮影された映像と他の通信装置か

第一の表示手段、前記撮影手段により撮影された映像を

ら受信した映像を合成して表示させることを特徴とする

表示する第二の表示手段、前記撮影手段により撮影され

請求項１又は２に記載の自己表情の確認が可能な遠隔地

た映像を他の通信装置と第二の表示手段に分配し送信す

対面通信装置。

る映像送信手段を有するものであって、前記撮影手段の

【請求項４】

撮影手段により撮影され第二の表示手段

光軸上にハーフミラーを配置し、このハーフミラーと対

に分配し送信される映像を、映像送信手段内で左右反転

向する位置に鏡を設けることにより、前記ハーフミラー

させて出力させることを特徴とする請求項１〜３のいず

を透過して使用者の映像を撮影するとともに、第一の表

れかに記載の自己表情の確認が可能な遠隔地対面通信装

30

置。
【請求項５】

示手段に表示された映像を前記鏡及び前記ハーフミラー
で反射させて使用者に目視可能としたことを特徴とす

撮影手段により撮影され第二の表示手段

る、他の使用者との視線一致と自己表情の確認が可能な

に分配し送信される映像を、オン−オフ切換可能に第二

遠隔地対面通信装置。２．第一の表示手段に表示された

の表示手段に表示させることを特徴とする請求項１〜４

映像とともに、第二の表示手段に表示された映像を前記

のいずれかに記載の自己表情の確認が可能な遠隔地対面

鏡及び前記ハーフミラーで反射させて使用者に目視可能

通信装置。

としたことを特徴とする、１に記載の自己表情の確認が

【発明の詳細な説明】

可能な遠隔地対面通信装置。

【０００１】

３．第一の表示手段と第二の表示手段を一体化し、撮影

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビ会議等を行
うときに、他の使用者との視線を一致させるとともに、

手段により撮影された映像と他の通信装置から受信した
40

映像を合成して表示させることを特徴とする１又は２に

自己の表情を確認することができる遠隔地対面通信装置

記載の自己表情の確認が可能な遠隔地対面通信装置。

に関する。

４．撮影手段により撮影され第二の表示手段に分配し送

【０００２】

信される映像を、映像送信手段内で左右反転させて出力

【従来の技術】従来のテレビ会議装置は、通信回線で結

させることを特徴とする１〜３のいずれかに記載の自己

ばれた複数の場所に、テレビカメラ等の撮影手段とテレ

表情の確認が可能な遠隔地対面通信装置。

ビモニタ等の表示手段とを備えた端末装置をそれぞれ設

５．撮影手段により撮影され第二の表示手段に分配し送

置し、テレビカメラ等で撮影した参加者の映像を、通信

信される映像を、オン−オフ切換可能に第二の表示手段

回線を介して互いに相手側に伝送し、互いに相手の映像

に表示させることを特徴とする１〜４のいずれかに記載

をテレビモニタ等で見ながら会議できるようにしたもの

の自己表情の確認が可能な遠隔地対面通信装置。

である。しかしながら、従来のテレビ会議装置では、相

50

【０００５】
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【発明の実施の形態】以下、本発明の自己表情の確認が

能となる。また、モニタ５により使用者が相手側に伝送

可能な遠隔地対面通信装置の実施の形態について図に基

される自分自身の映像１２を見ることにより、自己の表

づいて説明するが、以下の具体例は本発明を限定するも

情を確認することができるので、安心して対話をするこ

のではない。図１及び図２は、本発明の遠隔地対面通信

とができる。

装置の１例を示す図であり、図１はある通信サイトにお

【００１０】図３及び図４は、本発明の遠隔地対面通信

ける装置の構成を示す模式図、そして図２は図１の装置

装置の他の例を示す図であり、図３は装置の構成を示す

に表示される映像を示す図である。

模式図、そして図４は図３の装置に表示される映像を表

【０００６】この通信装置１は、使用者２の視線方向に

す図である。この装置２１では、他の通信装置から受信

配置された撮影手段３、他の通信装置から受信した映像
１１を表示する第一の表示手段４、前記撮影手段３によ

した映像１１を表示する第一の表示手段４と、使用者２
10

自身の映像１２を表示する第二の表示手段５を並べて配

り撮影された映像１２を表示する第二の表示手段５、前

置し、映像１１及び映像１２をともに鏡８及びハーフミ

記撮影手段３により撮影された映像を、他の通信サイト

ラー７で反射させて使用者２に届けるようにしたもので

の通信装置と第二の表示手段５に分配し送信する映像送

ある。

信手段６を有する。この通信装置１では、撮影手段３の

【００１１】また、映像送信手段６と第二の表示手段５

光軸上にハーフミラー７を配置し、このハーフミラー７

を接続する回路中にスイッチ９を設け、第二の表示手段

と対向する位置に鏡８を設けることにより、ハーフミラ

５に表示される映像１２をオン−オフ切換可能としたも

ー７を透過して使用者２の映像を撮影するとともに、第

のである。このスイッチ９の切換操作は、例えばタイマ

一の表示手段４に表示された映像１１を鏡８及びハーフ

ーを使用して一定間隔で自動的に行なうようにすること

ミラー７で反射させて使用者２に目視可能とするもので

ができ、また使用者２が手元で遠隔操作スイッチにより

ある。

20

切換えるようにしてもよい。さらに、映像送信手段６中

【０００７】撮影手段（カメラ）３としては特に制限は

で使用者２の映像１２の動きの大きさを認識し、映像１

なく、通常テレビカメラに用いられるＣＣＤ、Ｃ−ＭＯ

２の動きが大きいときにスイッチ９を閉じ、第二の表示

Ｓ、撮像管等を使用したものが例示される。また、第一

手段５に映像１２を表示させるようにすることもでき

及び第二の表示手段（モニタ）としては、ＣＲＴディス

る。第二の表示手段５に表示する使用者２自身の映像１

プレイ、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、プ

２は、必ずしも常時表示させる必要はないので、スイッ

ロジェクタディスプレイ等通常のものを使用することが

チ９を設けて必要に応じて映像１２を表示させることに

できる。通信装置１の使用者２自身の映像１２を表示す

よって、使用者２が相手との対話に集中することが可能

る第二のモニタ５のサイズは、他の通信装置から受信し

になる。この通信装置２１の他の構成は、図１及び図２

た映像１１を表示する第一のモニタ４のサイズよりも小

の装置１と同様である。

さくすることが好ましい。（図２参照）ハーフミラー７

30

【００１２】図５及び図６は、本発明の遠隔地対面通信

としては、通常のハーフミラーのほかにＰＢＳ等の少な

装置の他の例を示す図であり、図５は装置の構成を示す

くとも一部の光を透過し、残りの光を反射する光学素子

模式図、そして図６は図５の装置に表示される映像を表

を使用してもよい。

す図である。この装置３１では、第一の表示手段と第二

【０００８】この通信装置１では、使用者２の視線上に

の表示手段を一体化して表示手段１４を構成し、映像送

カメラ３を配置し、ハーフミラー７を透過した使用者２

信手段６と表示手段１４を接続する回路中に映像合成手

の映像を撮影することにより、カメラ３を正視した映像

段１０を設けた。そして、他の通信装置から受信した映

を撮影することができる。撮影された映像１２は、映像

像１１と、映像送信手段６で分配された使用者２の映像

送信手段６により他の通信装置（図示せず）及び第二の

１２を映像合成手段１０により合成し、表示手段１４に

モニタ５に分配、送信される。また、他の通信装置から
受信した映像１１は、モニタ４に表示され、鏡８及びハ

表示させ、鏡８及びハーフミラーで反射させて、例えば
40

図６にみられるような映像を使用者２に届けるものであ

ーフミラー７で反射させて、使用者２に届けられる。し

る。この通信装置３１の他の構成は、図１及び図２の装

たがって、装置１の使用者２は、図２にみられるよう

置１と同様である。

に、ハーフミラー７に投影されたモニタ４の他の通信装

【００１３】上記の具体例では、本発明の遠隔地対面通

置の映像１１、及びモニタ５の使用者自身の映像１２を

信装置をテレビ会議に適用する例について説明したが、

見ることが可能となる。

本発明はこれらの具体例に限定されるものではなく、テ

【０００９】他の通信装置から受信した映像１１は同様

レビ会議のほかにテレビ電話機等、複数の参加者間で会

にして撮影されたものであり、カメラを正視したもので

議を行うための装置として使用することが可能である。

あるから、この通信装置を使用してテレビ会議を行った

また、撮影手段３で撮影した映像を映像送信手段６で分

場合には、互いに相手を正視した映像１１を見ながら対

配、送信する際に、Ａ／Ｄ変換器（図示せず）により信

話をするので、自然で臨場感のある会議を行うことが可

50

号をＡ／Ｄ変換してデジタル信号として送信したり、第

( 4 )
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一又は第二の表示手段に表示させる映像を左右反転させ

示す模式図である。

て表示させる等の処理を行うようにしてもよい。

【図４】図３の装置に表示される映像を表す図である。

【００１４】

【図５】本発明の遠隔地対面通信装置の構成の他の例を

【発明の効果】上記の構成をとることによって、本発明

示す模式図である。

の遠隔地対面通信装置では、通信装置を使用して対話行

【図６】図５の装置に表示される映像を表す図である。

なう者同士が互いに視線を一致させることができるとと

【符号の説明】

もに、相手側に送信される自己の表情を確認することが

１、２１、３１

遠隔地対面通信装置

できるので、臨場感のある自然な対話を行なうことがで

２

使用者

３

撮影手段

４

第一の表示手段

反転していない映像を見ることができる。さらに、第二

５

第二の表示手段

の表示手段に表示される使用者自身の映像を、オン−オ

６

映像送信手段

フ切換え可能に表示させることにより、必要なときにの

７

ハーフミラー

み自己表情を確認できるようにすることもできる。

８

鏡

【図面の簡単な説明】

９

スイッチ

【図１】本発明の遠隔地対面通信装置の構成の１例を示

１０

映像合成手段

す模式図である。

１１

他の通信装置から受信した映像

【図２】図１の装置に表示される映像を表す図である。

１２

使用者自身の映像

【図３】本発明の遠隔地対面通信装置の構成の他の例を

１４

表示手段

きる。また、本発明の装置では、他の通信装置から受信
した映像を鏡及びハーフミラーで反射させるので、左右

【図１】

【図４】
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【図２】

( 5 )

【図３】
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【図５】

【図６】
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