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(57)【要約】
【課題】映像を共有することができるようにする。
【解決手段】映像表示システム５１は、映像信号出力装
置６３から供給される映像を表示する映像表示装置６２
と、ユーザーの操作に基づいて、映像表示装置６２に送
信する遠隔制御信号を出力する、映像表示装置６２に付
属する複数のポインティングデバイス６１とを備える。
映像表示装置６２の通信部９１は、複数のポインティン
グデバイス６１の遠隔操作に対応する複数の遠隔制御信
号を受信して識別する。映像表示装置６２の合成部９２
は、通信部９１により受信され、識別された複数の遠隔
制御信号のそれぞれに基づく複数のポインタ８１－１，
８１－２の映像１１１と、映像信号出力装置６３から供
給される映像１１２を合成して、第３の映像１１３を表
示部６５に出力する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入力装置の遠隔操作に対応する複数の遠隔操作信号を受信する通信部と、
　前記通信部により受信された複数の前記遠隔操作信号のそれぞれに基づく第１の映像と
、他の装置から供給される第２の映像を合成して、第３の映像を出力する合成部と
　を備える映像表示装置。
【請求項２】
　前記合成部は、前記第１の映像を第１のレイヤに格納し、前記第２の映像を第２のレイ
ヤに格納し、前記第１のレイヤの前記第１の映像と、前記第２のレイヤの前記第２の映像
を合成する
　請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記第２の映像は、複数の前記入力装置のうちのアクセス権限を保持する前記入力装置
の前記遠隔操作信号により操作された映像である
　請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記通信部は、複数の前記入力装置のうちの前記アクセス権限を保持する前記入力装置
の前記遠隔操作信号を、前記他の装置に送信する
　請求項３に記載の映像表示装置。
【請求項５】
　前記第２の映像は、前記他の装置が前記アクセス権限を保持する前記入力装置から直接
受信した前記遠隔操作信号により操作された映像である
　請求項３に記載の映像表示装置。
【請求項６】
　前記他の装置が出力する前記第２の映像は、前記アクセス権限を保持する発表者が会議
に参加する複数の参加者に紹介する紹介映像であり、
　前記合成部が出力する前記第３の映像は、前記紹介映像に、前記発表者が操作する前記
入力装置のポインタの映像と前記参加者が操作する前記入力装置のポインタの映像を合成
した映像である
　請求項４に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　前記通信部は、３次元の自由空間で操作される前記入力装置からの無線の前記遠隔操作
信号を受信する
　請求項６に記載の映像表示装置。
【請求項８】
　前記入力装置は、前記映像表示装置に付属する入力装置である
　請求項７に記載の映像表示装置。
【請求項９】
　前記入力装置は、それを操作するユーザーの入力装置である
　請求項７に記載の映像表示装置。
【請求項１０】
　通信部と、
　合成部と
　を備え、
　前記通信部は、複数の入力装置の遠隔操作に対応する複数の遠隔操作信号を受信して識
別し、
　前記合成部は、前記通信部により受信され、識別された複数の前記遠隔操作信号のそれ
ぞれに基づく第１の映像と、他の装置から供給される第２の映像を合成して、第３の映像
を出力する
　映像表示方法。
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【請求項１１】
　コンピュータを、
　複数の入力装置の遠隔操作に対応する複数の遠隔操作信号を受信して識別する通信手段
と、
　前記通信手段により受信され、識別された複数の前記遠隔操作信号のそれぞれに基づく
第１の映像と、他の装置から供給される第２の映像を合成して、第３の映像を出力する合
成手段と
　して機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　映像信号出力装置から第1の映像が供給される映像表示装置と、
　ユーザーの操作に基づいて、前記映像表示装置に送信する遠隔制御信号を出力する、前
記映像表示装置に付属する複数の入力装置と
　を備え、
　前記映像表示装置は、
　　複数の前記入力装置の遠隔操作に対応する複数の前記遠隔制御信号を受信して識別す
る通信部と、
　　前記通信部により受信され、識別された複数の前記遠隔制御信号のそれぞれに基づく
第２の映像と、前記映像信号出力装置から供給される前記第１の映像を合成して、第３の
映像を出力する合成部と
　を備える
　映像表示システム。
【請求項１３】
　映像信号出力装置から第1の映像が供給される映像表示装置と、
　ユーザーの操作に基づいて、前記映像表示装置に送信する遠隔制御信号を出力する、前
記映像表示装置に付属する複数の入力装置と
　を備え、
　前記映像表示装置は、通信部と合成部を備え、
　　前記通信部が、複数の前記入力装置の遠隔操作に対応する複数の前記遠隔制御信号を
受信して識別し、
　　前記合成部が、前記通信部により受信され、識別された複数の前記遠隔制御信号のそ
れぞれに基づく第２の映像と、前記映像信号出力装置から供給される前記第１の映像を合
成して、第３の映像を出力する
　映像表示方法。
【請求項１４】
　第１の映像を表示する第１の映像表示装置と、
　前記第１の映像表示装置と接続され、第２の映像を表示する第２の映像表示装置と、
　前記第１の映像表示装置に第１の遠隔制御信号を無線で送信する第１の入力装置と、
　前記第２の映像表示装置に第２の遠隔制御信号を無線で送信する第２の入力装置と、
　前記第１の映像表示装置に接続され、前記第１の映像表示装置に第３の映像を出力する
映像出力装置と
　を備え、
　前記第１の映像表示装置は前記第２の映像表示装置から、前記第２の遠隔制御信号を受
信するとともに、前記第２の映像表示装置は前記第１の映像表示装置から、前記第１の遠
隔制御信号を受信し、
　前記第１の映像表示装置は、第１の作業レイヤに格納された、前記第１の遠隔制御信号
および前記第２の遠隔制御信号に基づく第４の映像と、第１の映像レイヤに格納された、
前記映像出力装置から供給された前記第３の映像とを合成して前記第１の映像とし、
　前記第２の映像表示装置は、第２の作業レイヤに格納された、前記第２の遠隔制御信号
および前記第１の遠隔制御信号に基づく第５の映像と、第２の映像レイヤに格納された、
前記第１の映像表示装置から供給された前記第３の映像とを合成して前記第２の映像とす
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る
　映像表示システム。
【請求項１５】
　前記第１の映像表示装置、前記第１の入力装置、および映像出力装置は第１の部屋に配
置され、
　前記第２の映像表示装置および前記第２の入力装置は第２の部屋に配置される
　請求項１４に記載の映像表示システム。
【請求項１６】
　第１の映像を表示する第１の映像表示装置と、
　前記第１の映像表示装置と接続され、第２の映像を表示する第２の映像表示装置と、
　前記第１の映像表示装置に第１の遠隔制御信号を無線で送信する第１の入力装置と、
　前記第２の映像表示装置に第２の遠隔制御信号を無線で送信する第２の入力装置と、
　前記第１の映像表示装置に接続され、前記第１の映像表示装置に第３の映像を出力する
映像出力装置と
　を備え、
　前記第１の映像表示装置は前記第２の映像表示装置から、前記第２の遠隔制御信号を受
信するとともに、前記第２の映像表示装置は前記第１の映像表示装置から、前記第１の遠
隔制御信号を受信し、
　前記第１の映像表示装置は、第１の作業レイヤに格納された、前記第１の遠隔制御信号
および前記第２の遠隔制御信号に基づく第４の映像と、第１の映像レイヤに格納された、
前記映像出力装置から供給された前記第３の映像とを合成して前記第１の映像とし、
　前記第２の映像表示装置は、第２の作業レイヤに格納された、前記第２の遠隔制御信号
および前記第１の遠隔制御信号に基づく前記第５の映像と、第２の映像レイヤに格納され
た、前記第１の映像表示装置から供給された前記第３の映像とを合成して前記第２の映像
とする
　映像表示方法。
【請求項１７】
　第１の映像を表示する第１の映像表示装置と、
　前記第１の映像表示装置に第１の遠隔制御信号を無線で送信する第１の入力装置と、
　第２の映像を表示する第２の映像表示装置と、
　前記第２の映像表示装置に第２の遠隔制御信号を無線で送信する第２の入力装置と、
　前記第１の映像表示装置および前記第２の映像表示装置と接続される映像合成装置とを
備え、
　前記映像合成装置は、第１のレイヤに格納された、前記第１の遠隔制御信号および前記
第２の遠隔制御信号に基づく第３の映像と、前記第１の映像表示装置から出力され、第２
のレイヤに格納された第４の映像とを合成して、前記第１の映像として前記第１の映像表
示装置に出力するとともに、前記第２の映像として前記第２の映像表示装置に出力する
　映像表示システム。
【請求項１８】
　第１の映像を表示する第１の映像表示装置と、
　前記第１の映像表示装置に第１の遠隔制御信号を無線で送信する第１の入力装置と、
　第２の映像を表示する第２の映像表示装置と、
　前記第２の映像表示装置に第２の遠隔制御信号を無線で送信する第２の入力装置と、
　前記第１の映像表示装置および前記第２の映像表示装置と接続される映像合成装置とを
備え、
　前記映像合成装置は、第１のレイヤに格納された、前記第１の遠隔制御信号および前記
第２の遠隔制御信号に基づく第３の映像と、前記第１の映像表示装置から出力され、第２
のレイヤに格納された第４の映像とを合成して、前記第１の映像として前記第１の映像表
示装置に出力するとともに、前記第２の映像として前記第２の映像表示装置に出力する
　映像表示方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置および方法、映像表示システム、並びにプログラムに関し、特
に、映像を共有することができる映像表示装置および方法、映像表示システム、並びにプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は従来の会議システムの構成を表す図である。この会議システム１は、パーソナル
コンピュータ１１とそれを遠隔操作するマウス１２を有している。パーソナルコンピュー
タ１１はそのディスプレイ１１Ａに表示されている映像の映像信号をプロジェクタ１３に
供給し、プロジェクタ１３はその映像をスクリーン１４に投影する。会議に参加している
複数の参加者は、スクリーン１４に表示された映像を同時に視認する。
【０００３】
　発表者がマウス１２を操作すると、対応するポインタ１５がパーソナルコンピュータ１
１のディスプレイに表示される。その結果、スクリーン１４にもポインタ１５が表示され
る。発表者は、マウス１２を操作して、ポインタ１５で所定のアイコン、位置などを指定
することができる。
【０００４】
　しかし、このような会議システムでは、ポインタ１５を使用できるのは、発表者のみで
あり、複数の参加者がスクリーン１４の所定のアイコン、位置などを指定することはでき
ない。
【０００５】
　これに対して特許文献１には、マウスの代わりにレーザポインタを用い、レーザポイン
タでスクリーンの所定の位置を指定することが提案されている。複数のレーザポインタを
用いることで、複数の参加者がスクリーン１４の所定のアイコン、位置を指定することが
可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－３３３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の会議システムでは、各参加者のレーザポインタによりポイ
ンティングされたスクリーンが、カメラにより撮影される。そして撮影された映像を解析
することでレーザポインタによるポインティング位置が検出される。
【０００８】
従って、特許文献１の会議システムでは、レーザポインタによりポインティングされたポ
イント点を含むスクリーンに投影された映像と同じ映像を複数の表示装置に表示して、各
表示装置のユーザーに映像を共有させることが困難になる。
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、映像を共有することができるよ
うにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面は、複数の入力装置の遠隔操作に対応する複数の遠隔操作信号を受信す
る通信部と、通信部により受信された複数の遠隔操作信号のそれぞれに基づく第１の映像
と、他の装置から供給される第２の映像を合成して、第３の映像を出力する合成部とを備
える映像表示装置である。
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【００１１】
　合成部は、第１の映像を第１のレイヤに格納し、第２の映像を第２のレイヤに格納し、
第１のレイヤの前記第１の映像と、第２のレイヤの第２の映像を合成することができる。
【００１２】
　第２の映像は、複数の入力装置のうちのアクセス権限を保持する入力装置の遠隔操作信
号により操作された映像とすることができる。
【００１３】
　通信部は、複数の入力装置のうちのアクセス権限を保持する入力装置の遠隔操作信号を
、他の装置に送信することができる。
【００１４】
　第２の映像は、他の装置がアクセス権限を保持する入力装置から直接受信した遠隔操作
信号により操作された映像とすることができる。
【００１５】
　他の装置が出力する第２の映像は、アクセス権限を保持する発表者が会議に参加する複
数の参加者に紹介する紹介映像であり、合成部が出力する第３の映像は、紹介映像に、発
表者が操作する入力装置のポインタの映像と参加者が操作する前記入力装置のポインタの
映像を合成した映像とすることができる。
【００１６】
　通信部は、３次元の自由空間で操作される入力装置からの無線の遠隔操作信号を受信す
ることができる。
【００１７】
　入力装置は、映像表示装置に付属する入力装置とすることができる。
【００１８】
　入力装置は、それを操作するユーザーの入力装置とすることができる。
【００１９】
本発明の一側面においては、通信部が、複数の入力装置の遠隔操作に対応する複数の遠隔
操作信号を受信し、合成部が、通信部により受信された複数の遠隔操作信号のそれぞれに
基づく第１の映像と、他の装置から供給される第２の映像を合成して、第３の映像を出力
する。
【００２０】
本発明の他の側面は、映像信号出力装置から第1の映像が供給される映像表示装置と、ユ
ーザーの操作に基づいて、映像表示装置に送信する遠隔制御信号を出力する、映像表示装
置に付属する複数の入力装置とを備える映像表示システムである。映像表示装置は、通信
部と合成部とを備える。通信部は、複数の入力装置の遠隔操作に対応する複数の遠隔制御
信号を受信して識別する。合成部は、通信部により受信され、識別された複数の遠隔制御
信号のそれぞれに基づく第２の映像と、映像信号出力装置から供給される第１の映像を合
成して、第３の映像を出力する。
【００２１】
本発明の他の側面においては、映像表示装置の通信部は、複数の入力装置の遠隔操作に対
応する複数の遠隔制御信号を受信して識別する。映像表示装置の合成部は、通信部により
受信され、識別された複数の遠隔制御信号のそれぞれに基づく第２の映像と、映像信号出
力装置から供給される第１の映像を合成して、第３の映像を出力する。
【００２２】
本発明のさらに他の側面は、第１の映像表示装置、第２の映像表示装置、第１の入力装置
、第２の入力装置、および映像出力装置を備える映像表示システムである。第１の映像表
示装置は、第１の映像を表示する。第２の映像表示装置は、第１の映像表示装置と接続さ
れ、第２の映像を表示する。第１の入力装置は、第１の映像表示装置に第１の遠隔制御信
号を無線で送信する。第２の入力装置は、第２の映像表示装置に第２の遠隔制御信号を無
線で送信する。映像出力装置は、第１の映像表示装置に接続され、第１の映像表示装置に
第３の映像を出力する。さらに、第１の映像表示装置は第２の映像表示装置から、第２の
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遠隔制御信号を受信するとともに、第２の映像表示装置は第１の映像表示装置から、第１
の遠隔制御信号を受信する。第１の映像表示装置は、第１の作業レイヤに格納された、第
１の遠隔制御信号および第２の遠隔制御信号に基づく第４の映像と、第１の映像レイヤに
格納された、映像出力装置から供給された第３の映像とを合成して前記第１の映像とする
。第２の映像表示装置は、第２の作業レイヤに格納された、第２の遠隔制御信号および第
１の遠隔制御信号に基づく第５の映像と、第２の映像レイヤに格納された、第１の映像表
示装置から供給された第３の映像とを合成して第２の映像とする
【００２３】
　第１の映像表示装置、第１の入力装置、および映像出力装置は第１の部屋に配置し、第
２の映像表示装置および第２の入力装置は第２の部屋に配置することができる。
【００２４】
本発明のさらに他の側面においては、第１の映像表示装置は第２の映像表示装置から、第
２の遠隔制御信号を受信する。第２の映像表示装置は第１の映像表示装置から、第１の遠
隔制御信号を受信する。第１の映像表示装置は、第１の作業レイヤに格納された、第１の
遠隔制御信号および第２の遠隔制御信号に基づく第４の映像と、第１の映像レイヤに格納
された、映像出力装置から供給された第３の映像とを合成して第１の映像とする。第２の
映像表示装置は、第２の作業レイヤに格納された、第２の遠隔制御信号および第１の遠隔
制御信号に基づく第５の映像と、第２の映像レイヤに格納された、第１の映像表示装置か
ら供給された第３の映像とを合成して第２の映像とする。
【００２５】
本発明の他の側面は、第１の映像表示装置、第１の入力装置、第２の映像表示装置、第２
の入力装置、および映像合成装置を備える映像表示システムである。第１の映像表示装置
は第１の映像を表示する。第１の入力装置は、第１の映像表示装置に第１の遠隔制御信号
を無線で送信する。第２の映像表示装置は、第２の映像を表示する。第２の入力装置は、
第２の映像表示装置に第２の遠隔制御信号を無線で送信する。映像合成装置は、第１の映
像表示装置および第２の映像表示装置と接続される。映像合成装置は、第１のレイヤに格
納された、第１の遠隔制御信号および第２の遠隔制御信号に基づく第３の映像と、第１の
映像表示装置から出力され、第２のレイヤに格納された第４の映像とを合成する。そして
、映像合成装置は、それを第１の映像として第１の映像表示装置に出力するとともに、第
２の映像として第２の映像表示装置に出力する
【００２６】
　本発明の他の側面においては、映像合成装置は、第１のレイヤに格納された、第１の遠
隔制御信号および第２の遠隔制御信号に基づく第３の映像と、第１の映像表示装置から出
力され、第２のレイヤに格納された第４の映像とを合成する。そして、映像合成装置は、
はそれを、第１の映像として第１の映像表示装置に出力するとともに、第２の映像として
第２の映像表示装置に出力する
【発明の効果】
【００２７】
　以上のように、本発明の一側面によれば、映像を共有することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来の会議システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の映像表示システムの一実施の形態の構成を表わす図である。
【図３】本発明の映像表示システムの一実施の形態の構成を表わす図である。
【図４】映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。
【図５】映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。
【図６】本発明の映像表示システムの一実施の形態の構成を表わす図である。
【図７】映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。
【図８】映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。
【図９】本発明の映像表示システムの一実施の形態の構成を表わす図である。
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【図１０】映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。
【図１１】映像の合成を説明する図である。
【図１２】本発明の映像表示システムの一実施の形態の構成を表わす図である。
【図１３】映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態（映像表示システムの構成）
　２．第１の実施の形態（映像表示システムの動作）
　３．第２の実施の形態（映像表示システムの動作）
　４．第３の実施の形態（映像表示システムの構成）
　５．第３の実施の形態（映像表示システムの動作）
　６．第４の実施の形態（映像表示システムの動作）
　７．第５の実施の形態（映像表示システムの構成）
　８．第５の実施の形態（映像表示システムの動作）
　９．第６の実施の形態（映像表示システムの構成）
　１０．第６の実施の形態（映像表示システムの動作）
【００３０】
＜１．第１の実施の形態＞
［映像表示システムの構成］
【００３１】
　図２は本発明の映像表示システムの一実施の形態の基本的構成を表す図である。この実
施の形態においては、会議システムとしての映像表示システム５１は、会議室に配置され
ている映像表示装置６２と映像信号出力装置６３により構成されている。映像表示装置６
２と映像信号出力装置６３は、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｆａｃｅ）などのケーブル６４により接続されており、相互に情報
を授受することができる。
【００３２】
　映像表示装置６２に付属する入力装置としてのポインティングデバイス６１は３次元自
由空間において任意の方向に会議の参加者（ユーザー）により操作され、操作に基づく遠
隔制御信号を赤外線などの無線により映像表示装置６２に出力する。この実施の形態の場
合、ポインティングデバイス６１として、ポインティングデバイス６１－１乃至６１－５
の５個が用意されている。赤外線は、指向性があるため、映像表示装置６２が複数個存在
するような場合に、そのうちのユーザーが意図するものに選択的に指示を与えるのに有効
である。
【００３３】
　５個のポインティングデバイス６１のうち、発表者のポインティングデバイス６１（例
えばポインティングデバイス６１－１）の遠隔制御信号が映像表示装置６２に出力され、
さらに、映像信号出力装置６３にケーブル６４を介して供給される。逆に、パーソナルコ
ンピュータなどにより構成される映像信号出力装置６３は、ケーブル６４を介して供給さ
れた遠隔制御信号に基づき所定の処理を行った映像を、ケーブル６４を介して映像表示装
置６２に供給する。
【００３４】
　映像表示装置６２は作業レイヤ７１と映像レイヤ７２を内蔵するメモリ上に保持してい
る。作業レイヤ７１には、各ポインティングデバイス６１－１乃至６１－５のポインタの
映像が格納される。図２においては、便宜上、ポインティングデバイス６１－１とポイン
ティングデバイス６１－２のポインタ８１－１とポインタ８１－２のみが示されている。
映像レイヤ７２には、映像信号出力装置６３からケーブル６４を介して供給された映像が
格納される。映像表示装置６２は、作業レイヤ７１と映像レイヤ７２に格納された映像を
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合成して表示部６５に投影する。
【００３５】
　表示部６５が、光学的に投影された映像を表示するスクリーンである場合、映像表示装
置６２はプロジェクタにより構成される。表示部６５が、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、プラズマ
ディスプレイなどである場合、映像表示装置６２は、例えばパーソナルコンピュータによ
り構成することができる。なお、映像表示装置６２を映像信号出力装置６３と一体化する
ことも可能である。
【００３６】
　図３は、映像表示システム５１のより詳細な構成を表すブロック図である。映像表示装
置６２は、機能的に通信部９１と合成部９２を有している。通信部９１はポインティング
デバイス６１との通信を行い、ポインティングデバイス６１のうち、アクセス権限のある
ポインティングデバイス（例えばポインティングデバイス６１－１）からの遠隔制御信号
を映像信号出力装置６３に供給する。また、通信部９１はアクセス権限の有無に拘らず、
全てのポインティングデバイス６１－１乃至６１－５からの遠隔制御信号を合成部９２に
供給する。
【００３７】
　合成部９２は、内蔵するメモリ９３に、作業レイヤ７１と映像レイヤ７２を有している
。作業レイヤ７１には各ポインティングデバイス６１－１乃至６１－５に対応するポイン
タ８１－１乃至８１－５の映像１１１が格納される。説明の便宜上、図３には、ポインテ
ィングデバイス６１－１，６１－２に対応するポインタ８１－１，８１－２だけが格納さ
れている状態が示されている。映像レイヤ７２は、映像信号出力装置６３から供給された
映像１１２を格納する。合成部９２は作業レイヤ７１に格納された第１の映像としての映
像１１１と映像レイヤ７２に格納された、第２の映像としての映像１１２を合成し、第３
の映像としての映像１１３を表示部６５に出力し、表示させる。
【００３８】
　映像信号出力装置６３は操作処理部１０１を有している。操作処理部１０１は、映像表
示装置６２の通信部９１から、アクセス権限のあるポインティングデバイス６１－１の遠
隔制御信号を取得する。この遠隔制御信号には、例えば決定キー、送るキー、戻るキーな
どの操作に対応する信号が含まれる。操作処理部１０１は、取得した遠隔制御信号に対応
する処理を行い、その処理の結果に基づく映像を、映像１１２として映像表示装置６２の
合成部９２に出力する。
【００３９】
［映像表示システムの動作］
【００４０】
　図４は、映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。以下、図４を参照
して、図３の映像表示システムの動作を説明する。なお、説明の便宜上、以下の説明にお
いては、ポインティングデバイス６１は２個あるものとし、そのうちのポインティングデ
バイス６１－１がアクセス権限を有し、ポインティングデバイス６１－２はアクセス権限
を有していないものとする。
【００４１】
　ステップＳ１においてポインティングデバイス６１－１は、アクセス権限保持コードを
送信する。アクセス権限とは、映像信号出力装置６３が出力する映像にアクセスするため
の権限であり、この権限を有するポインティングデバイスのユーザーだけが、映像信号出
力装置６３が出力する映像にアクセスし、例えば、所定のアイコンを操作するなどして、
それを所定の映像に変更することができる。すなわち、映像レイヤ７２に格納される映像
に対するアクセスを許容する権限がアクセス権限である。
【００４２】
　このアクセス権限保持コードの送信処理は、ユーザーがポインティングデバイス６１－
１の予め定められている所定のボタンを操作するか、所定のジェスチャを操作することで
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実行される。なお、ポインティングデバイス６１－２もポインティングデバイス６１－１
と同じ構成なので、同じ操作をすることで、アクセス権限保持コードを送信し、アクセス
権限を保持することが可能である。より最新のアクセス権限保持コードが有効とされ、そ
れまでのアクセス権限保持者の地位は解除される。すなわち、任意のポインティングデバ
イス６１の保持者が必要に応じてアクセス権限保持者となり得る。
【００４３】
　ステップＳ２１において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス６
１－１からのアクセス権限保持コードを受信すると、アクセス権限保持コードを識別する
。このアクセス権限保持コードには各ポインティングデバイス６１の識別番号も付随して
おり、通信部９１は、以後、アクセス権限保持コードに付随していた識別番号の遠隔制御
信号を、アクセス権限保持者のポインティングデバイス６１からの信号として処理する。
【００４４】
　ステップＳ２においてポインティングデバイス６１－１は、遠隔制御信号を送信する。
この遠隔制御信号には、ポインタの位置を表わす信号や、決定操作などの各種の信号が含
まれている。すなわちユーザーがポインティングデバイス６１－１を３次元空間において
任意の方向に操作した場合、その操作に対応する位置にポインタを移動表示させるために
、遠隔制御信号が送信される。あるいは、ポインティングデバイス６１－１の所定のボタ
ンが押圧されるなど、所定の決定操作がなされると、それに対応する遠隔制御信号が送信
される。このことは、以下の遠隔制御信号送信ステップにおいても同様である。
【００４５】
　ステップＳ２２において通信部９１はこの遠隔制御信号を受信する。ステップＳ２３に
おいて通信部９１は、遠隔制御信号を合成部９２に転送する。転送は、信号の内部の情報
が伝達されれば、信号をそのままスルーさせても、他の信号に置換してもよい。
【００４６】
　ステップＳ３１において合成部９２は、ポインタを作業レイヤに格納する。具体的には
、ポインティングデバイス６１－１に対応するポインタ８１－１の位置を、操作に基づく
位置に変更する。なお、作業レイヤ７１には、手書き入力された情報なども格納される。
【００４７】
　ステップＳ２４において通信部９１は、アクセス権限を有するポインティングデバイス
の遠隔制御信号を映像信号出力装置６３に送信する。いまの場合、アクセス権限を有する
のはポインティングデバイス６１－１であるので、ステップＳ２２で受信された、ポイン
ティングデバイス６１－１の遠隔制御信号が映像信号出力装置６３に送信される。
【００４８】
　ステップＳ４１において映像信号出力装置６３の操作処理部１０１は、通信部９１から
受信した、すなわちアクセス権限を有するポインティングデバイスから受信した遠隔制御
信号に対応する処理を実行する。例えば複数のサムネイル映像から１つのサムネイル映像
が選択された場合、その選択されたサムネイル映像に対応する映像が再生される。ステッ
プＳ４２において操作処理部１０１は、映像を送信する。すなわち、選択されたサムネイ
ル映像に対応する映像が送信される。図３には、アクセス権限を有するポインティングデ
バイス６１－１のユーザーが他のユーザー（会議の参加者）に紹介する紹介映像としての
この映像が映像１１２として示されている。このように、アクセス権限を有するポインテ
ィングデバイス６１－１は、アイコンなどの電子情報を操作することが可能である。
【００４９】
　ステップＳ３２において映像表示装置６２の合成部９２は、映像信号出力装置６３から
送信されてきた映像を受信し、その映像を映像レイヤに格納する。具体的には、受信され
た映像１１２が、メモリ９３の映像レイヤ７２に格納される。
【００５０】
　ステップＳ１１においてポインティングデバイス６１－２のユーザーが、ポインティン
グデバイス６１－２を操作した場合、ポインティングデバイス６１－２は、その操作に対
応する遠隔制御信号を送信する。
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【００５１】
　ステップＳ２５において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス６
１－２からの遠隔制御信号を受信する。ステップＳ２６において通信部９１は、受信した
遠隔制御信号を転送する。この転送先は、映像信号出力装置６３ではなく、合成部９２で
ある。通信部９１が映像信号出力装置６３に転送するのは、アクセス権限を有するポイン
ティングデバイスの遠隔制御信号だけである。アクセス権限を有しないポインティングデ
バイスの遠隔制御信号は、合成部９２に転送される。これにより、アクセス権限を有しな
いユーザーによる無用な操作妨害が防止される。
【００５２】
　ステップＳ３３において合成部９２は、ポインタを作業レイヤに格納する。具体的には
、ポインティングデバイス６１－２に対応するポインタ８１－２の位置を、操作に基づく
位置に変更する。これにより、図３に映像１１１として示されるような、ポインタ８１－
１とポインタ８１－２を含む映像が作業レイヤ７１に格納される。なお、アクセス権限を
有していないポインティングデバイスのポインタは、対応するポインティングデバイスが
予め設定されている一定時間以上操作されない場合、消去される。しかし、アクセス権限
を有しているポインティングデバイスのポインタは、対応するポインティングデバイスが
予め設定されている一定時間以上操作されなくても、消去されない。これにより、必要以
上の数のポインタが表示され、本来の映像１１２が見難くなるようなことが抑制される。
【００５３】
　ステップＳ３４において合成部９２は、映像レイヤと作業レイヤを合成し、表示部６５
に出力する。これにより、表示部６５には、図３に映像１１３として示されるように、映
像１１２と映像１１１を合成した映像が表示される。
【００５４】
　なお、合成部９２は、作業レイヤ７１と映像レイヤ７２を１対１に対応付けて保持する
。従って、映像レイヤ７２が新規の頁の映像に切り替えられると、作業レイヤ７１も切り
替えられる。従って、映像の各頁に対応して書き込まれた手書き情報などの情報は、頁を
切り替えても消去されずに、保持される。切り替え前の頁の映像が再表示されると、その
頁に対応して作業レイヤ７１に書き込まれていた情報も再表示される。この作業レイヤ７
１の情報は、映像信号出力装置６３に転送し、本来の映像１１２に合成した状態で、保存
するようにしてもよい。
【００５５】
　このように、この実施の形態によれば、２つのレイヤの映像が合成され、合成された映
像が出力される。従って、ポインタを含む同じ合成映像を複数の表示装置に出力し、表示
させることが可能となり、ユーザーに同じ映像を共有させることが可能となる。
【００５６】
　また、この実施の形態によれば、スクリーンに対してではなく、映像表示装置６２に対
してポインティングデバイス６１が指向される。スクリーンは、壁際等のユーザーから遠
い位置に配置されるが、映像表示装置６２はスクリーンに較べてユーザーに近い位置に配
置することが可能である。従って、ポインティング操作時に手振れなどによりポインティ
ングデバイス６１が揺れたとしても、スクリーンを直接指示する場合に較べて、正確かつ
迅速に所定の位置を指示することが可能になる。すなわち、複数のユーザーが共通に視認
する映像の所定の位置を、正確かつ迅速にポインティングすることができ、操作性が向上
する。
【００５７】
また、そのうちの１つのポインティングデバイス６１にアクセス権限を与えるようにする
ことで、発表者は、会議の他の参加者に妨害されることなく、発表する映像を確実に遠隔
制御することができる。さらに、アクセス権限は、所定のボタンを操作したり、所定のジ
ェスチャを入力するだけで簡単に移譲が可能である。従って、ポインティングデバイス６
１を交換することなく、各ユーザーが簡単に発表者の立場に立つことが可能になる。その
結果、秩序ある会議を効率的に行うことが可能になる。
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【００５８】
＜第２の実施の形態＞
［映像表示システムの動作］
【００５９】
　次に、各ユーザーがポインティングデバイス６１をそれぞれ所有する場合の実施の形態
について説明する。その構成は、図３に示した場合と同様であるので、図示は省略する。
以下、図５を参照して、この映像表示システムの動作を説明する。
【００６０】
　図５のステップＳ１０１乃至Ｓ１５２の処理は、基本的に図４のステップＳ１乃至Ｓ４
２の処理と同様である。異なっている点は、次の通りである。すなわち、図４のステップ
Ｓ１とステップＳ２に対応するステップＳ１０１とステップＳ１０３の間に、ステップＳ
１０２の処理が挿入されている点、並びに図４のステップＳ１１に対応するステップＳ１
１２の前に、ステップＳ１１１が挿入されている点が異なっている。また、図４のステッ
プＳ２１とステップＳ２２に対応するステップＳ１２１とステップＳ１２４の間に、ステ
ップＳ１２２，Ｓ１２３が挿入されている点が異なっている。
【００６１】
　この実施の形態においては、ステップＳ１０１においてポインティングデバイス６１－
１は、アクセス権限保持コードを送信する。上述したように、このアクセス権限保持コー
ドの送信処理は、ユーザーがポインティングデバイス６１の予め定められている所定のボ
タンを操作するか、所定のジェスチャを操作することで実行される。
【００６２】
　ステップＳ１２１において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－１からのアクセス権限保持コードを受信すると、アクセス権限保持コードを識別す
る。
【００６３】
　ステップＳ１０２においてポインティングデバイス６１－１は、キーコードを送信する
。キーコードは、ポインタの色や形状をカスタマイズするための情報、手振れ補正、感度
、その他のユーザーに特有の個人設定を行うための情報である。なお、この実施の形態に
おいては、キーコードは、ポインティングデバイス６１の予め設定された所定のボタンま
たはジェスチャが操作された場合に送信されるが、ポインティングデバイス６１の操作に
対応して出力される遠隔制御信号に含めるようにすることもできる。
【００６４】
　ステップＳ１２２において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－１から送信されてきたキーコードを受信し、それに対応する個人設定を内蔵するメ
モリに記憶する。
【００６５】
　ステップＳ１１１においてポインティングデバイス６１－２は、キーコードを送信する
。
【００６６】
　ステップＳ１２３において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－２から送信されてきたキーコードを受信し、それに対応する個人設定を内蔵するメ
モリに記憶する。
【００６７】
　通信部９１は、このように個人設定を記憶すると、以後、そのポインティングデバイス
６１からの遠隔制御信号に対して、その個人設定を適用する。その結果、各ポインティン
グデバイス６１毎にその感度に基づき手振れが補正される。また、そのポインティングデ
バイス６１に対応する色や形状でポインタが表示される。
【００６８】
　それ以降のステップＳ１０３，Ｓ１１２，Ｓ１２４乃至Ｓ１２８，Ｓ１４１乃至Ｓ１４
４，Ｓ１５１，Ｓ１５２の各処理は、図４のステップＳ２，Ｓ１１，Ｓ２２乃至Ｓ２６，
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Ｓ３１乃至Ｓ３４，Ｓ４１，Ｓ４２の処理と同様であり、繰り返しになるのでその説明は
省略する。
【００６９】
　このように、この実施の形態においては、各ユーザーは、自分のポインティングデバイ
ス６１に適した操作を行うことが可能となる。
【００７０】
＜第３の実施の形態＞
［映像表示システムの構成］
【００７１】
　図６は、映像表示システムの第３の実施の形態の構成を表す図である。図６の映像表示
システム５１は、基本的に図３の映像表示システムと同様の構成であるが、アクセス権限
を有するポインティングデバイス６１－１の遠隔制御信号が、映像表示装置６２だけでな
く、映像信号出力装置６３にも送信される点が異なっている。また、通信部９１は、ポイ
ンティングデバイスからの遠隔制御信号を操作処理部１０１に送信しない。
【００７２】
［映像表示システムの動作］
【００７３】
　図７は、映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。以下、図７を参照
して、図６の映像表示システムの動作を説明する。
【００７４】
　ステップＳ２０１においてポインティングデバイス６１－１は、アクセス権限保持コー
ドを送信する。
【００７５】
　ステップＳ２２１において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－１からのアクセス権限保持コードを受信すると、アクセス権限保持コードを識別す
る。これによりアクセス権限を有するポインティングデバイスが識別可能となる。
【００７６】
　ステップＳ２０２においてポインティングデバイス６１－１は、アクセス権限保持コー
ドを映像信号出力装置６３に送信する。このアクセス権限保持コードは、ステップＳ２０
１で映像表示装置６２に送信されたコードと同じものである。
【００７７】
　ステップＳ２４１において映像信号出力装置６３の操作処理部１０１は、ポインティン
グデバイス６１－１からのアクセス権限保持コードを受信すると、アクセス権限保持コー
ドを識別する。これによりアクセス権限を有するポインティングデバイスが識別可能とな
る。
【００７８】
　ステップＳ２０３においてポインティングデバイス６１－１は、遠隔制御信号を送信す
る。
【００７９】
　ステップＳ２４２において映像信号出力装置６３の操作処理部１０１は、アクセス権限
を有するポインティングデバイス６１－１から受信した遠隔制御信号に対応する処理を実
行する。アクセス権限を有するか否かは、ステップＳ２４１で識別された、アクセス権限
保持コードに対応する識別番号に基づいて判定される。ステップＳ２４３において操作処
理部１０１は、ポインタを含む映像を送信する。例えば、ステップＳ２４２の処理で選択
された映像が送信される。図６にはこの映像が映像１２２として示されている。同図に示
されるように、この映像１２２には、アクセス権限を有するポインティングデバイス６１
－１のポインタ８１－１が含まれている。
【００８０】
　ステップＳ２３１において映像表示装置６２の合成部９２は、映像信号出力装置６３か
ら送信されてきたポインタを含む映像を受信し、その映像を映像レイヤに格納する。すな
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わち、受信されたポインタを含む映像１２２が、メモリ９３の映像レイヤ７２に格納され
る。
【００８１】
　ステップＳ２０４においてポインティングデバイス６１－１は、ポインティングデバイ
ス６１－１の操作に基づく遠隔制御信号を映像表示装置６２に送信する。
【００８２】
　ステップＳ２２２において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－１からの遠隔制御信号を受信する。
【００８３】
　なお、図示は省略されているが、通信部９１は、アクセス権限を有するポインティング
デバイス６１－１からの遠隔制御信号を合成部９２に転送することができる。このとき合
成部９２は、アクセス権限を有するポインティングデバイス６１－１による作業レイヤ７
１に対するアクセスを許容する。その結果、アクセス権限を有するポインティングデバイ
ス６１－１のユーザーは、例えばアクセス権限を有しないポインティングデバイス６１－
２のユーザーにより、作業レイヤ７１に描画されたオブジェクトを削除するなどの操作が
可能となる。
【００８４】
　ステップＳ２１１においてポインティングデバイス６１－２のユーザーが、ポインティ
ングデバイス６１－２を操作した場合、ポインティングデバイス６１－２は、その操作に
対応する遠隔制御信号を送信する。
【００８５】
　ステップＳ２２３において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－２からの遠隔制御信号を受信する。ステップＳ２２４において通信部９１は、受信
した遠隔制御信号を合成部９２に転送する。
【００８６】
　ステップＳ２３２において合成部９２は、ポインタを作業レイヤに格納する。具体的に
は、ポインティングデバイス６１－２に対応するポインタ８１－２の位置を、操作に基づ
く位置に変更する。これにより、図６に映像１２１として示されるような、ポインタ８１
－２を含む映像が作業レイヤ７１に格納される。
【００８７】
　ステップＳ２３３において合成部９２は、映像レイヤと作業レイヤを合成し、表示部６
５に出力する。これにより、表示部６５には、図６に映像１２３として示されるように、
映像１２２と、映像１２１を合成した映像が表示される。上述したように、映像１２２は
、処理対象の映像とアクセス権限を有するポインティングデバイス６１－１のポインタ８
１－１を含む映像である。また、映像１２１は、アクセス権限を有しないポインティング
デバイス６１－２のポインタ８１－２を含む映像である。
【００８８】
　この実施の形態においても、図３の実施の形態と同様の効果を実現することが可能にな
る。
【００８９】
＜第４の実施の形態＞
［映像表示システムの動作］
【００９０】
　次に、図６の映像表示システム５１において、各ユーザーがポインティングデバイス６
１をそれぞれ所有する場合の実施の形態の動作について、図８のフローチャートを参照し
て説明する。
【００９１】
　図８のステップＳ３０１乃至Ｓ３７４の処理は、基本的に図７のステップＳ２０１乃至
Ｓ２４３の処理と同様である。異なっている点は、次の通りである。すなわち、図７のス
テップＳ２０２とステップＳ２０３に対応するステップＳ３０２とステップＳ３０５の間
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に、ステップＳ３０３，Ｓ３０４の処理が挿入されている点、並びに図７のステップＳ２
１１に対応するステップＳ３２２の前に、ステップＳ３２１が挿入されている点である。
また、図７のステップＳ２２１とステップＳ２２２に対応するステップＳ３４１とステッ
プＳ３４４の間に、ステップＳ３４２，Ｓ３４３が挿入されている点である。さらに図７
のステップＳ２４１とステップＳ２４２に対応するステップＳ３７１とステップＳ３７３
の間に、ステップＳ３７２が挿入されている点である。
【００９２】
　この実施の形態においては、ステップＳ３０１においてポインティングデバイス６１－
１は、アクセス権限保持コードを送信する。
【００９３】
　ステップＳ３４１において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－１からのアクセス権限保持コードを受信すると、アクセス権限保持コードを識別す
る。
【００９４】
　ステップＳ３０２においてポインティングデバイス６１－１は、アクセス権限保持コー
ドを映像信号出力装置６３に送信する。このアクセス権限保持コードは、ステップＳ３０
１で映像表示装置６２に送信されたコードと同じものである。
【００９５】
　ステップＳ３７１において映像信号出力装置６３の操作処理部１０１は、ポインティン
グデバイス６１－１からのアクセス権限保持コードを受信すると、アクセス権限保持コー
ドを識別する。
【００９６】
　ステップＳ３０３においてポインティングデバイス６１－１は、キーコードを送信する
。
【００９７】
　ステップＳ３４２において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－１から送信されてきたキーコードを受信し、それに対応する個人設定を内蔵するメ
モリに記憶する。
【００９８】
　ステップＳ３０４においてポインティングデバイス６１－１は、キーコードを映像信号
出力装置６３に送信する。
【００９９】
　ステップＳ３７２において映像信号出力装置６３の操作処理部１０１は、ポインティン
グデバイス６１－１から送信されてきたキーコードを受信し、それに対応する個人設定を
内蔵するメモリに記憶する。
【０１００】
　操作処理部１０１は、このように個人設定を記憶すると、以後、そのポインティングデ
バイス６１－１からの遠隔制御信号に対して、その個人設定を適用する。その結果、各ポ
インティングデバイス６１－１の感度に基づき手振れが補正される。また、ポインティン
グデバイス６１－１に対応する色や形状でポインタ８１－１が表示される。
【０１０１】
　ステップＳ３２１においてポインティングデバイス６１－２は、キーコードを送信する
。
【０１０２】
　ステップＳ３４３において映像表示装置６２の通信部９１は、ポインティングデバイス
６１－２から送信されてきたキーコードを受信し、それに対応する個人設定を内蔵するメ
モリに記憶する。
【０１０３】
　通信部９１は、このように個人設定を記憶すると、以後、そのポインティングデバイス
６１－２からの遠隔制御信号に対して、その個人設定を適用する。その結果、各ポインテ
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ィングデバイス６１－２の感度に基づき手振れが補正される。また、ポインティングデバ
イス６１－２に対応する色や形状でポインタ８１－２が表示される。
【０１０４】
　ステップＳ３０５，Ｓ３０６、ステップＳ３２２、ステップＳ３４４乃至Ｓ３４６、ス
テップＳ３６１乃至Ｓ３６３、およびステップＳ３７３，Ｓ３７４においては、図７の対
応するステップと同様の処理が行われる。すなわち、図７のステップＳ２０３，Ｓ２０４
、ステップＳ２１１、ステップＳ２２２乃至Ｓ２２４、ステップＳ２３１乃至Ｓ２３３、
並びにステップＳ２４２，Ｓ２４３と同様の処理が行われる。従ってこれらの処理の説明
は、繰り返しになるので省略する。
【０１０５】
　このように、この実施の形態においては、図３の実施の形態と同様の効果を実現するこ
とができるほか、各ユーザーは、自分のポインティングデバイス６１に適した操作を行う
ことが可能となる。
【０１０６】
＜第５の実施の形態＞
［映像表示システムの構成］
【０１０７】
　図９は、映像表示システムの他の実施の形態の構成を表している。この映像表示システ
ムは、会議システム２０１として構成されている。
【０１０８】
　会議システム２０１は、会議室２１１－１乃至２１１－３の装置により構成されている
。会議室２１１－１には、映像表示装置２１２－１とパーソナルコンピュータ２１３－１
が配置されている。会議室２１１－２には、映像表示装置２１２－２とパーソナルコンピ
ュータ２１３－２が配置されている。会議室２１１－３には、映像表示装置２１２－３と
パーソナルコンピュータ２１３－３が配置されている。すなわちこの実施の形態では、映
像が共通の表示部に表示されない。その代わりに、各会議室２１１－１乃至２１１－３の
パーソナルコンピュータ２１３－１乃至２１３－３に、共通の映像が表示される。
【０１０９】
　映像表示装置２１２－１乃至２１２－３は、それぞれ映像レイヤを有する他、作業レイ
ヤ２１４－１乃至２１４－３を有している。映像表示装置２１２－１乃至２１２－３は、
相互に情報を授受できるように、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）２１
０により相互に接続されている。すなわち、この実施の形態の場合、作業レイヤがＬＡＮ
２１０により共有される。
【０１１０】
　さらにこの実施の形態の場合、会議室２１１－１には、ポインティングデバイス６１－
１，６１－２が配置されている。会議室２１１－２には、ポインティングデバイス６１－
３，６１－４が配置されている。会議室２１１－３には、ポインティングデバイス６１－
５，６１－６が配置されている。各会議室のユーザーは、それぞれのポインティングデバ
イス６１－１乃至６１－６を使用して、会議を行うことができる。
【０１１１】
［映像表示システムの動作］
【０１１２】
　図１０は、会議システムの動作を説明するフローチャートである。以下、この図１０を
参照して、図９の会議システム２０１の動作について説明する。この実施の形態では、会
議室２１１－１でポインティングデバイス６１－１を使用しているユーザーが、発表者と
して映像を説明するものとする。
【０１１３】
　会議室２１１－１のポインティングデバイス６１－１のユーザーは、ポインティングデ
バイス６１－１を操作して、パーソナルコンピュータ２１３－１に所定の映像を出力させ
る。このとき映像信号出力装置として機能するパーソナルコンピュータ２１３－１は、ス
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テップＳ３０１において、映像信号を送信する。
【０１１４】
　会議室２１１－１の映像表示装置２１２－１は、ステップＳ３１１において、パーソナ
ルコンピュータ２１３－１から供給された映像信号を受信する。ステップＳ３１２におい
て、映像表示装置２１２－１はこの映像をＬＡＮ２１０を介して、会議室２１１－２の映
像表示装置２１２－２に送信する。
【０１１５】
　会議室２１１－２の映像表示装置２１２－２はステップＳ３５１において、ＬＡＮ２１
０を介して送信されてきた映像信号を受信し、それを映像レイヤに格納する。
【０１１６】
映像表示装置２１２－１は、さらにステップＳ３１３において、パーソナルコンピュータ
２１３－１から供給された映像をＬＡＮ２１０を介して、会議室２１１－３の映像表示装
置２１２－３に送信する。
【０１１７】
　会議室２１１－３の映像表示装置２１２－３はステップＳ３８１において、ＬＡＮ２１
０を介して送信されてきた映像信号を受信し、それを映像レイヤに格納する。
【０１１８】
　会議室２１１－1の映像表示装置２１２－1は、ポインティングデバイス６１－１，６１
－２が操作されると、その操作に対応するポインタを、作業レイヤ２１４－１に格納する
。また映像表示装置２１２－1は、ポインティングデバイス６１－１，６１－２が操作さ
れると、ステップＳ３１４において、その操作に対応する遠隔制御信号を、ＬＡＮ２１０
を介して会議室２１４－２の映像表示装置２１２－２に送信する。
【０１１９】
　会議室２１１－２の映像表示装置２１２－２は、ステップＳ３５２において、ＬＡＮ２
１０を介して遠隔制御信号を受信すると、それに対応するポインタ８１－１，８１－２を
、作業レイヤ２１４－２に格納する。
【０１２０】
　さらに会議室２１１－１の映像表示装置２１２－１は、ステップＳ３１５において、ポ
インティングデバイス６１－１，６１－２の操作に対応する遠隔制御信号を、ＬＡＮ２１
０を介して会議室２１４－３の映像表示装置２１２－３に送信する。
【０１２１】
　会議室２１１－３の映像表示装置２１２－３は、ステップＳ３８２において、ＬＡＮ２
１０を介して遠隔制御信号を受信すると、それに対応するポインタ８１－１，８１－２を
、作業レイヤ２１４－３に格納する。
【０１２２】
　同様に、会議室２１１－２の映像表示装置２１２－２は、ポインティングデバイス６１
－３，６１－４が操作されると、その操作に対応するポインタを、作業レイヤ２１４－２
に格納する。また映像表示装置２１２－２は、ポインティングデバイス６１－３，６１－
４が操作されると、ステップＳ３５３において、その操作に対応する遠隔制御信号を、Ｌ
ＡＮ２１０を介して会議室２１４－３の映像表示装置２１２－３に送信する。
【０１２３】
　会議室２１１－３の映像表示装置２１２－３は、ステップＳ３８３において、ＬＡＮ２
１０を介して遠隔制御信号を受信すると、それに対応するポインタ８１－３，８１－４（
後述する図１１参照）を、作業レイヤ２１４－３に格納する。
【０１２４】
　さらに会議室２１１－２の映像表示装置２１２－２は、ステップＳ３５４において、ポ
インティングデバイス６１－３，６１－４の操作に対応する遠隔制御信号を、ＬＡＮ２１
０を介して会議室２１４－１の映像表示装置２１２－１に送信する。
【０１２５】
　会議室２１１－１の映像表示装置２１２－１は、ステップＳ３１６において、ＬＡＮ２
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１０を介して遠隔制御信号を受信すると、それに対応するポインタ８１－３，８１－４を
、作業レイヤ２１４－１に格納する。
【０１２６】
　会議室２１１－３の映像表示装置２１２－３は、ポインティングデバイス６１－５，６
１－６が操作されると、その操作に対応するポインタを、作業レイヤ２１４－３に格納す
る。また映像表示装置２１２－３は、ポインティングデバイス６１－５，６１－６が操作
されると、ステップＳ３８４において、その操作に対応する遠隔制御信号を、ＬＡＮ２１
０を介して会議室２１４－２の映像表示装置２１２－２に送信する。
【０１２７】
　会議室２１１－２の映像表示装置２１２－２は、ステップＳ３５５において、ＬＡＮ２
１０を介して遠隔制御信号を受信すると、それに対応するポインタ８１－５，８１－６（
後述する図１１参照）を、作業レイヤ２１４－２に格納する。
【０１２８】
　さらに会議室２１１－３の映像表示装置２１２－３は、ステップＳ３８５において、ポ
インティングデバイス６１－５，６１－６の操作に対応する遠隔制御信号を、ＬＡＮ２１
０を介して会議室２１４－１の映像表示装置２１２－１に送信する。
【０１２９】
　会議室２１１－１の映像表示装置２１２－１は、ステップＳ３１７において、ＬＡＮ２
１０を介して遠隔制御信号を受信すると、それに対応するポインタ８１－５，８１－６を
、作業レイヤ２１４－１に格納する。
【０１３０】
　このように、作業レイヤ２１４－１には、自身のポインタ８１－１，８１－２と作業レ
イヤ２１４－２，２１４－３のポインタ８１－３乃至８１－６が記録される。作業レイヤ
２１４－２には、自身のポインタ８１－３，８１－４と作業レイヤ２１４－１，２１４－
３のポインタ８１－１，８１－２，８１－５，８１－６が記録される。作業レイヤ２１４
－３には、自身のポインタ８１－５，８１－６と作業レイヤ２１４－１，２１４－２のポ
インタ８１－１乃至８１－４が記録される。すなわち各作業レイヤに他の作業レイヤのポ
インタが記録される。
【０１３１】
　会議室２１１－１の映像表示装置２１２－１はステップＳ３１８において、映像レイヤ
と作業レイヤ２１４－１を合成して、パーソナルコンピュータ２１３－１に出力する。こ
れによりパーソナルコンピュータ２１３－１に、ポインティングデバイス６１－１により
選択した映像と、各会議室のポインティングデバイス６１－１乃至６１－６のポインタが
合成された映像が表示される。
【０１３２】
　また会議室２１１－２の映像表示装置２１２－２はステップＳ３５６において、映像レ
イヤと作業レイヤ２１４－２を合成して、パーソナルコンピュータ２１３－２に出力する
。これによりパーソナルコンピュータ２１３－２に、ポインティングデバイス６１－１に
より選択した映像と、各会議室のポインティングデバイス６１－１乃至６１－６のポイン
タが合成された映像が表示される。
【０１３３】
　さらに会議室２１１－３の映像表示装置２１２－３はステップＳ３８６において、映像
レイヤと作業レイヤ２１４－３を合成して、パーソナルコンピュータ２１３－３に出力す
る。これによりパーソナルコンピュータ２１３－３に、ポインティングデバイス６１－１
により選択した映像と、各会議室のポインティングデバイス６１－１乃至６１－６のポイ
ンタが合成された映像が表示される。
【０１３４】
　図１１は、映像の合成を説明する図である。以上のようにして、各会議室のパーソナル
コンピュータ２１３－１乃至２１３－３には、図１１に示されるような共通の映像が表示
される。すなわち、映像レイヤ２２１の映像、ポインタ８１－１，８１－２を含む作業レ
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イヤ２１４－１の映像、ポインタ８１－３，８１－４を含む作業レイヤ２１４－２の映像
、ポインタ８１－５，８１－６を含む作業レイヤ２１４－３の映像が合成されて、表示さ
れる。
【０１３５】
　従って、各会議室のユーザーは、共通の映像を見て、その映像の所定の部分をポインテ
ィングすることができ、他のユーザーは、そのポインティング位置を知ることができる。
その結果、円滑な会議が可能となる。
【０１３６】
＜第６の実施の形態＞
［映像表示システムの構成］
【０１３７】
　図１２は、映像表示システムのさらに他の実施の形態の構成を表す図である。この映像
表示システム３０１は、パーソナルコンピュータ３１１－１乃至３１１－５と、サーバー
３１２により構成されている。これらのパーソナルコンピュータ３１１－１乃至３１１－
５とサーバー３１２は、ＬＡＮ、インターネットなどのネットワーク３１３により接続さ
れている。この実施の形態においても、映像は共通の表示部には表示されず、パーソナル
コンピュータ３１１－１乃至３１１－５の表示部に、共通の映像が表示される。
【０１３８】
　パーソナルコンピュータ３１１－１は、ポインティングデバイス６１－１により操作さ
れる。パーソナルコンピュータ３１１－２は、ポインティングデバイス６１－２により操
作される。パーソナルコンピュータ３１１－３は、ポインティングデバイス６１－３によ
り操作される。パーソナルコンピュータ３１１－４は、ポインティングデバイス６１－４
により操作される。パーソナルコンピュータ３１１－５は、ポインティングデバイス６１
－５により操作される。
【０１３９】
　サーバー３１２は、作業レイヤ３２１と映像レイヤ３２２を有している。
【０１４０】
［映像表示システムの動作］
【０１４１】
　図１３は、映像表示システムの動作を説明するフローチャートである。以下、図１３を
参照して、図１２の映像表示システム３０１の動作について説明する。この実施の形態の
場合、発表者は、パーソナルコンピュータ３１１－１、従ってポインティングデバイス６
１－１のユーザーであるとする。
【０１４２】
　ステップＳ４０１においてパーソナルコンピュータ３１１－１は、アクセス権限保持コ
ードをサーバー３１２に送信する。
【０１４３】
　ステップＳ４５１においてサーバー３１２は、アクセス権限保持コードを受信すると、
それを識別する。すなわち、サーバー３１２は、アクセス権限保持コードの真正を判定す
ると、以後、そのコードに付随していた識別番号を有するパーソナルコンピュータが発表
者のパーソナルコンピュータであると判断する。
【０１４４】
　ステップＳ４０２においてパーソナルコンピュータ３１１－１は、映像信号をサーバー
３１２に送信する。
【０１４５】
　ステップＳ４５２においてサーバー３１２は、映像信号を受信すると、それを映像レイ
ヤ３２２に格納する。
【０１４６】
　ステップＳ４０３においてパーソナルコンピュータ３１１－１は、ポインティングデバ
イス６１－１の操作に対応する遠隔制御信号をサーバー３１２に送信する。
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【０１４７】
　ステップＳ４５３においてサーバー３１２は、遠隔制御信号を受信すると、それに対応
するポインタ８１－１を作業レイヤ３２１に格納する。
【０１４８】
　ステップＳ４１１においてパーソナルコンピュータ３１１－２は、ポインティングデバ
イス６１－２の操作に対応する遠隔制御信号をサーバー３１２に送信する。
【０１４９】
　ステップＳ４５４においてサーバー３１２は、遠隔制御信号を受信すると、それに対応
するポインタ８１－２を作業レイヤ３２１に格納する。
【０１５０】
　ステップＳ４２１においてパーソナルコンピュータ３１１－３は、ポインティングデバ
イス６１－３の操作に対応する遠隔制御信号をサーバー３１２に送信する。
【０１５１】
　ステップＳ４５５においてサーバー３１２は、遠隔制御信号を受信すると、それに対応
するポインタ８１－３を作業レイヤ３２１に格納する。
【０１５２】
　ステップＳ４３１においてパーソナルコンピュータ３１１－４は、ポインティングデバ
イス６１－４の操作に対応する遠隔制御信号をサーバー３１２に送信する。
【０１５３】
　ステップＳ４５６においてサーバー３１２は、遠隔制御信号を受信すると、それに対応
するポインタ８１－４を作業レイヤ３２１に格納する。
【０１５４】
　ステップＳ４４１においてパーソナルコンピュータ３１１－５は、ポインティングデバ
イス６１－５の操作に対応する遠隔制御信号をサーバー３１２に送信する。
【０１５５】
　ステップＳ４５７においてサーバー３１２は、遠隔制御信号を受信すると、それに対応
するポインタ８１－５を作業レイヤ３２１に格納する。
【０１５６】
　ステップＳ４５８においてサーバー３１２は、映像レイヤ３２２と作業レイヤ３２１の
映像を合成する。ステップＳ４５９においてサーバー３１２は、合成信号を送信する。す
なわちステップＳ４５８において合成された映像の信号である合成信号が、パーソナルコ
ンピュータ３１１－１乃至３１１－５に送信される。
【０１５７】
　ステップＳ４０４，Ｓ４１２，Ｓ４２２，Ｓ４３２，Ｓ４４２において、各パーソナル
コンピュータ３１１－１乃至３１１－５は、合成信号を受信し、その合成信号に対応する
映像を出力する。これにより、パーソナルコンピュータ３１１－１乃至３１１－５には、
発表者により選択された映像と、各ポインティングデバイス６１－１乃至６１－５のポイ
ンタ８１－１乃至８１－５が、合成されて表示される。
【０１５８】
　従って、各パーソナルコンピュータ３１１－１乃至３１１－５のユーザーは、共通の映
像を見て、その映像の所定の部分をポインティングすることができ、他のユーザーは、そ
のポインティング位置を知ることができる。その結果、円滑な会議が可能となる。
【０１５９】
　なお、Windowsのリモートアシスタンス（マイクロソフト社の登録商標）機能をこの実
施の形態に適用することができる。すなわち、アシスト元とアシスト先の作業レイヤを共
有することで、アシスト元とアシスト先のユーザーは、それぞれアシスト先のパーソナル
コンピュータを同時に操作することが可能になる。また、作業レイヤを共有するユーザー
の数を複数にすれば、その複数のユーザーが同じパーソナルコンピュータを操作すること
が可能となる。例えば図１２のサーバー３１２に代えて、その機能をパーソナルコンピュ
ータ３１１－１に実行させ、パーソナルコンピュータ３１１－１を他のパーソナルコンピ
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ュータ３１１－２乃至３１１－５により操作させることができる。
【０１６０】
　なお、ネットワークとは、少なくとも２つの装置が接続され、ある装置から、他の装置
に対して、情報の伝達をできるようにした仕組みをいう。ネットワークを介して通信する
装置は、独立した装置どうしであっても良いし、１つの装置を構成している内部ブロック
どうしであっても良い。
【０１６１】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラ
ムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソ
ナルコンピュータなどが含まれる。
【０１６２】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１６３】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【０１６４】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１６５】
　本発明は、プロジェクタ、サーバー、パーソナルコンピュータ、その他の情報処理装置
に適用することが可能である。
【符号の説明】
【０１６６】
５１　映像表示システム，　６１，６１－１乃至６１－５　ポインティングデバイス，　
６２　映像表示装置，　６３　映像信号出力装置，　６５　表示部，　７１　作業レイヤ
，　７２　映像レイヤ，　８１，８１－１乃至８１－６　ポインタ，　９１　通信部，　
９２　合成部，　９３　メモリ，　１０１　操作処理部，　２０１　会議システム，　２
１１－１乃至２１１－３　会議室，　２１２－１乃至２１２－３　映像表示装置，　２１
３－１乃至２１３－３　パーソナルコンピュータ，　２１４－１乃至２１４－３　作業レ
イヤ，　３１１－１乃至３１１－３　パーソナルコンピュータ，　３１２　サーバー
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