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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定される位置であって、前記撮
像動画像内の前記位置を取得する第１の取得部と、
　取得される前記位置に基づいて、前記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択
する選択部と、
　選択される前記オブジェクトに対応する通信用の識別情報を取得する第２の取得部と、
を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記データは、前記実空間に対応する仮想空間のデータであり、
　前記オブジェクトは、前記仮想空間に配置されたオブジェクトである、請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項３】
　前記オブジェクトは、前記位置に対応する前記仮想空間内の仮想位置に配置されたオブ
ジェクトである、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記選択部は、前記位置に対応する前記仮想空間内の仮想位置にそれぞれ配置された複
数のオブジェクトがある場合に、前記複数のオブジェクトのうちのいずれか１つのオブジ
ェクトを選択する、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
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　前記仮想空間に配置されたオブジェクトは、人物、実空間内の領域、座席および通信装
置のうちのいずれかに対応する、請求項２～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　人物に対応するオブジェクトが選択されると、前記第２の取得部は、前記人物の通信装
置のＩＤを前記識別情報として取得し、
　実空間内の領域に対応するオブジェクトが選択されると、前記第２の取得部は、前記実
空間内の領域内に設置された通信装置のＩＤを前記識別情報として取得し、
　座席に対応するオブジェクトが選択されると、前記第２の取得部は、前記座席に設置さ
れた通信装置のＩＤを前記識別情報として取得し、
　通信装置に対応するオブジェクトが選択されると、前記第２の取得部は、前記通信装置
のＩＤを前記識別情報として取得する、請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、ネットワークに接続し、カメラで撮像された前記実空間の撮像動
画像を前記ネットワークを介して取得する通信部をさらに備える、請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項８】
　前記ネットワークは、前記情報処理装置が配置された第１拠点と前記カメラが配置され
た第２拠点とを接続するものであり、
　前記通信部は、前記カメラで撮像された前記第２拠点に係わる前記実空間の撮像動画像
を前記ネットワークを介して取得する、請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記第２拠点には、さらにマイクロフォンが配置されており、
　前記通信部は、前記マイクロフォンで集音された前記第２拠点に係わる音を含む前記実
空間の撮像動画像を取得する、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第２拠点には、さらにセンサが配置されており、
　前記選択部は、前記センサによる検出に基づいて前記オブジェクトを選択するか否かを
決定する、請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定される位置であって、前記撮
像動画像内の前記位置を取得する第１の取得部と、
　取得される前記位置に基づいて、前記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択
する選択部と、
　選択される前記オブジェクトに対応する通信用の識別情報を取得する第２の取得部と、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定される位置であって、前記撮
像動画像内の前記位置を取得するステップと、
　取得される前記位置に基づいて、前記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択
するステップと、
　選択される前記オブジェクトに対応する通信用の識別情報を取得するステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項１３】
　実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定される位置であって、前記撮
像動画像内の前記位置を取得する第１の取得部と、
　取得される前記位置に基づいて、前記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択
する選択部と、
　選択される前記オブジェクトに対応する識別情報を取得する第２の取得部と、
を備える情報処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、プログラム及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、従来のようにハードウェアで実装される電話機に代わって、アプリケーションソ
フトウェアで実装されるソフトフォンが普及してきている。ソフトフォンはソフトウェア
で実装されるため、ソフトフォンへの機能追加、ソフトフォンと他のアプリケーションソ
フトウェアとの連携等を比較的容易に実現することができる。そのため、ソフトフォンに
関する様々な応用技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、カメラから得られた撮像画像の表示画面において当該撮像画
像に写っている人物をタッチすると、顔認識により当該人物を特定し、当該人物の電話番
号を取得し、当該人物への電話発信を行う技術が、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２０８８６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１では、顔認識が用いられるので、撮像画像に人物の顔が写って
いない場合には、当該人物への電話発信を行うことができない。また、人物の顔が撮像画
像に写っていたとしても、人物がカメラの正面を向いているとは限らないので、顔認識に
失敗することも考えられる。
【０００６】
　そこで、直感的な操作でより確実に対象の人物にコンタクトすることを可能にする仕組
みが提供されることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定される位置
であって、上記撮像動画像内の上記位置を取得する第１の取得部と、取得される上記位置
に基づいて、上記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択する選択部と、選択さ
れる上記オブジェクトに対応する通信用の識別情報を取得する第２の取得部と、を備える
情報処理装置が提供される。
　上記データは、上記実空間に対応する仮想空間のデータであり、上記オブジェクトは、
上記仮想空間に配置されたオブジェクトであってもよい。
　上記オブジェクトは、上記位置に対応する上記仮想空間内の仮想位置に配置されたオブ
ジェクトであってもよい。
　上記選択部は、上記位置に対応する上記仮想空間内の仮想位置にそれぞれ配置された複
数のオブジェクトがある場合に、上記複数のオブジェクトのうちのいずれか１つのオブジ
ェクトを選択してもよい。
　上記仮想空間に配置されたオブジェクトは、人物、実空間内の領域、座席および通信装
置のうちのいずれかに対応してもよい。
　人物に対応するオブジェクトが選択されると、上記第２の取得部は、上記人物の通信装
置のＩＤを上記識別情報として取得し、実空間内の領域に対応するオブジェクトが選択さ
れると、上記第２の取得部は、上記実空間内の領域内に設置された通信装置のＩＤを上記
識別情報として取得し、座席に対応するオブジェクトが選択されると、上記第２の取得部
は、上記座席に設置された通信装置のＩＤを上記識別情報として取得し、通信装置に対応
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するオブジェクトが選択されると、上記第２の取得部は、上記通信装置のＩＤを上記識別
情報として取得してもよい。
　上記情報処理装置は、ネットワークに接続し、カメラで撮像された上記実空間の撮像動
画像を上記ネットワークを介して取得する通信部をさらに備えてもよい。
　上記ネットワークは、上記情報処理装置が配置された第１拠点と上記カメラが配置され
た第２拠点とを接続するものであり、上記通信部は、上記カメラで撮像された上記第２拠
点に係わる上記実空間の撮像動画像を上記ネットワークを介して取得してもよい。
　上記第２拠点には、さらにマイクロフォンが配置されており、上記通信部は、上記マイ
クロフォンで集音された上記第２拠点に係わる音を含む上記実空間の撮像動画像を取得し
てもよい。
上記第２拠点には、さらにセンサが配置されており、上記選択部は、上記センサによる検
出に基づいて上記オブジェクトを選択するか否かを決定してもよい。
【０００８】
　また、本発明によれば、コンピュータを、実空間の撮像動画像の表示画面においてユー
ザにより指定される位置であって、上記撮像動画像内の上記位置を取得する第１の取得部
と、取得される上記位置に基づいて、上記実空間に対応するデータからオブジェクトを選
択する選択部と、選択される上記オブジェクトに対応する通信用の識別情報を取得する第
２の取得部と、として機能させるためのプログラムが提供される。
【０００９】
　また、本発明によれば、実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定され
る位置であって、上記撮像動画像内の上記位置を取得するステップと、取得される上記位
置に基づいて、上記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択するステップと、選
択される上記オブジェクトに対応する通信用の識別情報を取得するステップと、を含む情
報処理方法が提供される。
【００１０】
　また、本発明によれば、実空間の撮像動画像の表示画面においてユーザにより指定され
る位置であって、上記撮像動画像内の上記位置を取得する第１の取得部と、取得される上
記位置に基づいて、上記実空間に対応するデータからオブジェクトを選択する選択部と、
選択される上記オブジェクトに対応する識別情報を取得する第２の取得部と、を備える情
報処理装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本発明によれば、直感的な操作でより確実に対象の人物にコンタク
トすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施形態に係る情報処理システムの概略的な構成の一例を示す説明図である。
【図２】一実施形態に係る端末装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図３】一実施形態に係る端末装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図４】俯瞰モードで表示される表示画面の一例を説明するための説明図である。
【図５】近接モードで表示される表示画面の一例を説明するための説明図である。
【図６】ユーザにより指定される近接撮像画像内の位置の第１の例を説明するための説明
図である。
【図７】ユーザにより指定される近接撮像画像内の位置の第２の例を説明するための説明
図である。
【図８】センタオフィスに対応する３次元仮想空間の第１の例を説明するための説明図で
ある。
【図９】図８に示される３次元仮想空間に配置されたオブジェクトの選択の例を説明する
ための説明図である。
【図１０】センタオフィスに対応する３次元仮想空間の第２の例を説明するための説明図
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である。
【図１１】図１０に示される３次元仮想空間に配置されたオブジェクトの選択の例を説明
するための説明図である。
【図１２】会話モードで表示される表示画面の一例を説明するための説明図である。
【図１３】表示モードの遷移の一例を説明するための遷移図である。
【図１４】一実施形態に係る端末装置１００のソフトウェア構成の一例を示すブロック図
である。
【図１５】一実施形態に係る情報管理サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図
である。
【図１６】一実施形態に係る情報管理サーバの機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１７】一実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである
。
【図１８】一実施形態に係る起動処理の概略的な流れの一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】
【００１３】
　以下に添付の図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する
。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　以降、＜１．情報処理システムの概略的な構成＞、＜２．端末装置の構成＞、＜３．情
報管理サーバの構成＞、＜４．処理の流れ＞という順序で本発明の実施形態を説明する。
【００１５】
　＜＜１．情報処理システムの概略的な構成＞＞
　まず、図１を参照して、本発明の実施形態に係る情報処理システムの概略的な構成を説
明する。図１は、本実施形態に係る情報処理システムの概略的な構成の一例を示す説明図
である。図１を参照すると、情報処理システムは、例えば、複数の拠点にわたって存在す
る。この例では、情報処理システムは、センタオフィス１０とサテライトオフィス２０（
又はホームオフィスと２０）にわたって存在する。センタオフィス１０は、比較的大規模
なオフィスであり、サテライトオフィス２０（又はホームオフィスと２０）は、比較的小
規模なオフィスである。
【００１６】
　情報処理システムは、センタオフィス１０において、カメラ１１、マイクロフォン１３
、センサ１５、メディア配信サーバ１７、情報管理サーバ２００、及びＬＡＮ（Local　A
rea　Network）１９を含む。また、情報処理システムは、サテライトオフィス２０（又は
ホームオフィスと２０）において、端末装置１００、ディスプレイ２１、及びＬＡＮ２３
を含む。また、情報処理システムは、さらにＰＢＸ（Private　Branch　eXchange）４０
を含む。
【００１７】
　（カメラ１１）
　カメラ１１は、当該カメラ１１が向いている方向（即ち、撮像方向）の領域を撮像する
。センタオフィス１０には、複数のカメラ１１が設置される。そして、設置された各カメ
ラ１１は、それぞれの設置位置からセンタオフィスの一部又は全体を撮像する。このよう
に、情報処理システムでは、様々な位置からセンタオフィスが撮像される。カメラ１１を
通じて生成される撮像画像は、静止画像であってもよく、又は動画像（即ち映像）であっ
てもよい。
【００１８】
　また、カメラ１１は、例えば、自動で向きを変えることができる。さらに、カメラ１１
は、例えば、ズーム機能を有する。当該ズーム機能は、光学ズーム機能であってもよく、
又はデジタルズーム機能であってもよい。
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【００１９】
　また、カメラ１１は、位置を変えることが可能であってもよい。一例として、カメラ１
１は、ドリーにより可動であってもよい。即ち、カメラ１１は、レールに沿って可動であ
ってもよい。この場合に、レールに沿って動くためのモータの制御により、カメラ１１が
前後に動いてもよい。これにより、１台のカメラ１１であっても、異なる位置から被写体
が撮像された撮像画像を生成することが可能になる。
【００２０】
　また、カメラ１１が位置を変えることが可能である場合に、上記ズーム機能は、カメラ
１１の位置を変えることによるズーム機能であってもよい。一例として、上記ズーム機能
は、ドリーによるズーム機能であってもよい。例えば、被写体に向かってカメラ１１を動
かすことによりズームインを行い、カメラ１１が被写体から離れる方向にカメラ１１を動
かすことによりズームアウトを行ってもよい。なお、ドリーによるズームは、光学ズーム
又はデジタルズームのように、精緻なズームである必要はない。例えば、ズームインでは
、被写体がより大きく写った撮像画像が生成されればよく、ズームアウトでは、被写体が
より小さく写った撮像画像が生成されればよい。
【００２１】
　（マイクロフォン１３）
　マイクロフォン１３は、当該マイクロフォン１３の周囲の音を集音する。センタオフィ
ス１０には、複数のマイクロフォン１３が設置される。そして、設置された各マイクロフ
ォン１３は、センタオフィス内のそれぞれの設置位置の周囲の音を集音する。このように
、情報処理システムでは、センタオフィス１０内の様々な位置での音が集音される。
【００２２】
　（センサ１５）
　センサ１５は、様々な種類のセンサを含み得る。例えば、センサ１５は、人物が座席に
いるか否かを判定する座席センサを含む。当該座席センサは、各座席に設置され、各座席
に人物が座っているか否かを判定する。座席センサは、例えば、押圧を検出可能ないずれ
かのセンサである。
【００２３】
　（メディア配信サーバ１７）
　メディア配信サーバ１７は、要求に応じて端末装置にメディア（例えば、音声、映像等
）を配信する。
【００２４】
　（情報管理サーバ２００）
　情報管理サーバ２００は、情報処理システムにおいて用いられる様々な情報を管理する
。即ち、情報管理サーバ２００は、当該様々な情報を記憶し、適時に当該様々な情報を更
新する。
【００２５】
　例えば、情報管理サーバ２００は、カメラ１１、マイクロフォン１３及びセンサ１５に
関するパラメータを管理する。具体的には、例えば、情報管理サーバ２００は、カメラ１
１のパラメータとして、カメラ１１の設置位置、撮像方向（例えば、カメラのレンズと垂
直な方向）、ズーム率等の情報を記憶し、更新する。
【００２６】
　また、例えば、情報管理サーバ２００は、実空間に対応する３次元仮想空間のデータを
管理する。当該３次元仮想空間は、例えば、センタオフィス１０を模した３次元仮想空間
である。また、当該３次元仮想空間には、オブジェクトが配置される。例えば、当該オブ
ジェクトは、人物に対応する。そして、当該オブジェクトは、センタオフィス１０の各座
席の位置に対応する上記３次元仮想空間内の３次元仮想位置に配置される。即ち、人物が
座席に座っている場合には当該人物が存在するであろう位置に対応する３次元仮想位置に
、上記オブジェクトが配置される。一例として、当該オブジェクトは、円柱のオブジェク
トである。３次元仮想空間については後述する。



(7) JP 6102961 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【００２７】
　（ＬＡＮ１９）
　また、ＬＡＮ１９は、センタオフィス１０内の各装置を接続するネットワークである。
また、ＬＡＮ１９は、外部ネットワーク３０を介して、センタオフィス１０内の各装置と
センタオフィス１０外の装置とを接続する。当該外部ネットワーク３０は、例えば、イン
ターネットを含む。
【００２８】
　（端末装置１００）
　端末装置１００は、ユーザにより使用される。例えば、端末装置１００は、電話、メー
ル等のコミュニケーションを行うための機能をユーザに提供する。端末装置１００は、一
例としてタブレット端末である。なお、端末装置１００は、タブレット端末の代わりに、
スマートフォン、ＰＣ（Personal　Computer）、ディスプレイ付き電話機等の、表示機能
及び通信機能を有する別の装置であってもよい。
【００２９】
　（ディスプレイ２１）
　ディスプレイ２１は、いずれかの画面を表示する。例えば、ディスプレイ２１は、カメ
ラ１１を通じて生成された撮像画像を含む画面を表示する。これにより、端末装置１００
のユーザを含む多数の人物が、ディスプレイ２１を介してセンタオフィス１０の様子を見
ることができる。
【００３０】
　また、ディスプレイ２１は、例えば、いずれかの音声も出力する。例えば、ディスプレ
イ２１は、マイクロフォン１３により集音される音声を出力する。これにより、端末装置
１００のユーザを含む多数の人物が、ディスプレイ２１を介してセンタオフィス１０の音
を聞くことができる。
【００３１】
　（ＬＡＮ２３）
　また、ＬＡＮ２３は、サテライトオフィス２０（又はホームオフィス２０）内の各装置
を接続するネットワークである。また、ＬＡＮ２３は、外部ネットワーク３０を介して、
サテライトオフィス２０内の各装置とサテライトオフィス２０外の装置とを接続する。
【００３２】
　（ＰＢＸ４０）
　ＰＢＸ４０は、外部ネットワーク３０を介した装置間の通信を可能にする。ＰＢＸ４０
は、例えば、Ｈ．３２３又はＳＩＰ（Session　Initiation　Protocol）に従って動作す
る。
【００３３】
　具体的には、例えば、ＰＢＸ４０は、通信用の識別情報（例えば、電話番号）とＩＰ（
Internet　Protocol）アドレスとを、互いに対応付けて記憶する。そして、ＰＢＸ４０は
、要求に応じて、通信用の識別情報をＩＰアドレスに変換し、当該ＩＰアドレスを要求元
に提供する。
【００３４】
　なお、ＰＢＸ４０は、ＬＡＮ１９又はＬＡＮ２３に接続されてもよい。
【００３５】
　＜＜２．端末装置の構成＞＞
　続いて、図２～図１４を参照して、本実施形態に係る端末装置１００の構成の一例を説
明する。
【００３６】
　＜２－１．ハードウェア構成＞＞
　まず、図２を参照して、本実施形態に係る端末装置１００のハードウェア構成の一例を
説明する。図２は、本実施形態に係る端末装置１００のハードウェア構成の一例を示すブ
ロック図である。図２を参照すると、端末装置１００は、ＣＰＵ（Central　Processing
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　Unit）８０１、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）８０３、ＲＡＭ（Random　Access　Memo
ry）８０５、バス８０７、記憶装置８０９、通信インターフェース８１１、カメラ８１３
、マイクロフォン８１５、スピーカ８１７及びタッチパネル８２０を備える。
【００３７】
　ＣＰＵ８０１は、端末装置１００における様々な処理を実行する。また、ＲＯＭ８０３
は、端末装置１００における処理をＣＰＵ８０１に実行させるためのプログラム及びデー
タを記憶する。また、ＲＡＭ８０５は、ＣＰＵ８０１の処理の実行時に、プログラム及び
データを一時的に記憶する。
【００３８】
　バス８０７は、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０３及びＲＡＭを相互に接続する。バス８０７
には、さらに、記憶装置８０９、通信インターフェース８１１、カメラ８１３、マイクロ
フォン８１５、スピーカ８１７及びタッチパネル８２０が接続される。バス８０７は、例
えば、複数の種類のバスを含む。一例として、バス８０７は、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０
３及びＲＡＭ８０５を接続する高速バスと、当該高速バスよりも低速の１つ以上の別のバ
スを含む。
【００３９】
　記憶装置８０９は、端末装置１００内で一時的又は恒久的に保存すべきデータを記憶す
る。記憶装置８０９は、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）等の磁気記憶装置であっ
てもよく、又は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　and　Programmable　Read　O
nly　Memory）、フラッシュメモリ（flash　memory）、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Ra
ndom　Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric　Random　Access　Memory）及び
ＰＲＡＭ（Phase　change　Random　Access　Memory）等の不揮発性メモリ（nonvolatile
　memory）であってもよい。
【００４０】
　通信インターフェース８１１は、端末装置１００が備える通信手段であり、ネットワー
クを介して（あるいは、直接的に）外部装置と通信する。通信インターフェース８１１は
、無線通信用のインターフェースであってもよく、この場合に、例えば、通信アンテナ、
ＲＦ回路及びその他の通信処理用の回路を含んでもよい。また、通信インターフェース８
１１は、有線通信用のインターフェースであってもよく、この場合に、例えば、ＬＡＮ端
子、伝送回路及びその他の通信処理用の回路を含んでもよい。
【００４１】
　カメラ８１３は、被写体を撮像する。カメラ８１３は、例えば、光学系、撮像素子及び
画像処理回路を含む。
【００４２】
　マイクロフォン８１５は、周囲の音を集音する。マイクロフォン８１５は、周囲の音を
電気信号へ変換し、当該電気信号をデジタルデータに変換する。
【００４３】
　スピーカ８１７は、音声を出力する。スピーカ８１７は、デジタルデータを電気信号に
変換し、当該電気信号を音声に変換する。
【００４４】
　タッチパネル８２０は、タッチ検出面８２１及び表示面８２３を含む。
【００４５】
　タッチ検出面８２１は、タッチパネル８２０におけるタッチ位置を検出する。より具体
的には、例えば、ユーザが、タッチパネル８２０にタッチすると、タッチ検出面８２１は
、当該タッチを感知し、当該タッチの位置に応じた電気信号を生成し、そして当該電気信
号をタッチ位置の情報に変換する。タッチ検出面８２１は、例えば、静電容量方式、抵抗
膜方式、光学式等の任意のタッチ検出方式に従って形成され得る。
【００４６】
　表示面８２３は、端末装置１００からの出力画像（即ち、表示画面）を表示する。表示
面８２３は、例えば、液晶、有機ＥＬ（Organic　Light-Emitting　Diode：ＯＬＥＤ）、
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ＣＲＴ（Cathode　Ray　Tube）等を用いて実現され得る。
【００４７】
　＜２－２．機能構成＞＞
　次に、本実施形態に係る端末装置１００の機能構成の一例を説明する。図３は、本実施
形態に係る端末装置１００の機能構成の一例を示すブロック図である。図３を参照すると
、端末装置１００は、通信部１１０、入力部１２０、撮像部１３０、集音部１４０、表示
部１５０、音声出力部１６０、記憶部１７０及び制御部１８０を備える。
【００４８】
　（通信部１１０）
　通信部１１０は、他の装置と通信する。例えば、通信部１１０は、ＬＡＮ２３に直接的
に接続され、サテライトオフィス２０内の各装置と通信する。また、通信部１１０は、外
部ネットワーク３０及びＬＡＮ１９を介して、センタオフィス１０内の各装置と通信する
。具体的には、例えば、通信部１１０は、カメラ１１、マイクロフォン１３、センサ１５
、メディア配信サーバ１７及び情報管理サーバ２００と通信する。なお、通信部１１０は
、例えば、通信インターフェース８１１により実装され得る。
【００４９】
　（入力部１２０）
　入力部１２０は、端末装置１００のユーザによる入力を受け付ける。そして、入力部１
２０は、入力結果を制御部１８０へ提供する。
【００５０】
　例えば、入力部１２０は、表示画面においてユーザにより指定される位置を検出する。
より具体的には、例えば、入力部１２０は、タッチ検出面８２１により実装され、タッチ
パネル８２０におけるタッチ位置を検出する。そして、入力部１２０は、検出されたタッ
チ位置を制御部８２０へ提供する。
【００５１】
　（撮像部１３０）
　撮像部１３０は、被写体を撮像する。例えば、撮像部１３０は、端末装置１００の正面
方向の領域を撮像する。この場合に、撮像部１３０は、端末装置１００のユーザを撮像す
る。撮像部１３０は、撮像結果（即ち、撮像画像）を制御部１８０に提供する。なお、撮
像部１３０は、例えば、カメラ８１３により実装され得る。
【００５２】
　（集音部１４０）
　集音部１４０は、端末装置１００の周囲の音を集音する。例えば、集音部１４０は、端
末装置１００のユーザの声を集音する。集音部１４０は、集音結果（即ち、音声データ）
を制御部１８０に提供する。なお、集音部１４０は、例えば、マイクロフォン８１５によ
り実装され得る。
【００５３】
　（表示部１５０）
　表示部１５０は、端末装置１００からの出力画像（即ち、表示画面）を表示する。表示
部１５０は、制御部１８０による制御に応じて表示画面を表示する。なお、表示部１５０
は、例えば、表示面８２３により実装され得る。
【００５４】
　（音声出力部１６０）
　音声出力部１６０は、端末装置１００から音声を出力する。音声出力部１６０は、制御
部１８０による制御に応じて音声を出力する。なお、音声出力部１６０は、例えば、スピ
ーカ８１７により実装され得る。
【００５５】
　（記憶部１７０）
　記憶部１７０は、端末装置１００の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。な
お、記憶部１７０は、例えば、記憶装置８０９により実装され得る。
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【００５６】
　例えば、記憶部１７０は、実空間に対応する３次元仮想空間のデータを記憶する。具体
的には、例えば、情報管理サーバ２００が、センタオフィス１０に対応する３次元仮想空
間のデータを記憶しているので、制御部１８０が、通信部１１０を介して、上記３次元仮
想空間のデータを取得する。そして、記憶部１７０は、取得された当該３次元仮想空間の
データを記憶する。
【００５７】
　（制御部１８０）
　制御部１８０は、端末装置１００の様々な機能を提供する。制御部１８０は、実空間情
報提供部１８１、位置取得部１８３、オブジェクト選択部１８５、ＩＤ取得部１８７及び
電話部１８９を含む。なお、制御部１８０は、例えば、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０３及び
ＲＡＭ８０５により実装され得る。
【００５８】
　（実空間情報提供部１８１）
　実空間情報提供部１８１は、実空間の情報を端末装置１００のユーザに提供する。
【００５９】
　例えば、実空間情報提供部１８１は、表示部１５０に、実空間の撮像画像の表示画面を
表示させる。より具体的には、例えば、当該撮像画像は、実空間（センタオフィス１０）
内にあるカメラ１１を通じて生成される撮像画像である。当該撮像画像は、カメラ１１に
より生成された撮像画像であってもよく、又は、カメラ１１により生成された撮像画像を
加工することにより生成された撮像画像であってもよい。また、上記表示画面は、当該撮
像画像を一部又は全体に含む画面である。
【００６０】
　実空間情報提供部１８１は、通信部１１０を介して、カメラ１１により生成される撮像
画像を取得する。そして、実空間情報提供部１８１は、撮像画像を含む表示画面を生成し
、表示部１５０に当該表示画面を表示させる。
【００６１】
　また、例えば、上記撮像画像は、実空間内にある複数の撮像装置のうちの選択された１
つの撮像装置を通じて生成された撮像画像である。より具体的には、例えば、上記撮像画
像は、センタオフィス１０に配置された複数のカメラ１１のうちの選択された１つのカメ
ラ１１を通じて生成された撮像画像である。ユーザがカメラ１１をどのように選択する具
体的な手法は後述する。カメラ１１を選択できるので、ユーザは所望の位置からの撮像画
像を見ることができる。そして、後述するように撮像画像の位置を指定する際に、ユーザ
はより望ましい撮像画像で位置を指定することができる。
【００６２】
　また、例えば、上記表示画面は、表示モードに応じた撮像画像を含む。より具体的には
、例えば、上記表示画面は、第１の表示モードでは、実空間の第１の領域が撮像された第
１の撮像画像を含み、第２の表示モードでは、第１の領域よりも狭い第２の領域が撮像さ
れた第２の撮像画像を含む。即ち、実空間情報提供部１８１は、第１の表示モードでは、
上記第１の撮像画像を表示部１５０に表示させ、第２の表示モードでは、上記第２の撮像
画像を表示部１５０に表示させる。
【００６３】
　さらに具体的には、例えば、上記第１の撮像画像は、第１のズーム率に対応する撮像画
像である。そして、上記第２の撮像画像は、上記第１のズーム率よりも大きい第２のズー
ム率に対応する撮像画像である。例えば、実空間情報提供部１８１は、通信部１１０を介
して、カメラ１１へのズーム（光学ズーム、デジタルズーム、又は撮像装置の位置の変更
によるズーム（例えば、ドリーによるズーム））に関する要求を行うことにより、第１の
ズーム率に対応する撮像画像、又は第２のズーム率に対応する撮像画像を取得する。また
は、実空間情報提供部１８１は、カメラ１１により生成された撮像画像に対するデジタル
ズームにより、第１のズーム率に対応する撮像画像、又は第２のズーム率に対応する撮像
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画像を生成してもよい。なお、ここでのズーム率は、１．５倍、２倍等の精緻な値である
必要はなく、被写体が撮像画像に写る大きさの程度を直接的又は間接的に示すものであれ
ばよい。例えば、とりわけカメラ１１の位置の変更によるズーム（例えば、ドリーによる
ズームイン及びズームアウト）が用いられる場合には、ズーム率は、１．５倍、２倍等の
精緻な値ではなく、被写体の大きさの程度を直接的に示すもの（例えば、被写体の概ねの
大きさの程度を示すパラメータ、等）、又は、被写体の大きさの程度を間接的に示すもの
（例えば、レールにおけるカメラ１１の位置、等）であってもよい。第１のズーム率に対
応する撮像画像は、被写体がより小さく写っている撮像画像であり、第１のズーム率より
も大きい第２のズーム率に対応する撮像画像は、被写体がより大きく写っている撮像画像
であればよい。
【００６４】
　一例として、上記表示画面は、俯瞰モードでは、Ｘ倍のズーム率（例えば、Ｘ＝１）で
の撮像でカメラ１１により生成された俯瞰撮像画像を含み、近接モードでは、Ｙ倍のズー
ム率（Ｙ＞Ｘ）での撮像でカメラ１１により生成された近接撮像画像を含む。即ち、俯瞰
撮像画像は、センタオフィス１０のより広い領域が撮像された撮像画像であり、近接撮像
画像は、センタオフィス１０のより狭い領域が撮像された撮像画像である。以下、この点
について図４及び図５を参照して具体例を説明する。
【００６５】
　－俯瞰モードで表示される表示画面
　図４は、俯瞰モードで表示される表示画面の一例を説明するための説明図である。図４
を参照すると、俯瞰モードで表示される表示画面６０が示されている。表示画面６０は、
俯瞰撮像画像６１、ボタン画像６３、プレゼンスアイコン６５、吹き出し画像６７及びマ
ップ画像６９を含む。
【００６６】
　俯瞰撮像画像６１は、例えば、Ｘ倍のズーム率での撮像でカメラ１１により生成された
撮像画像である。一例として、Ｘ＝１である。即ち、俯瞰撮像画像６１は、ズームなしの
撮像でカメラ１１により生成された撮像画像である。
【００６７】
　また、例えば、ユーザが、俯瞰撮像画像６１の位置を指定すると、実空間情報提供部１
８１は、表示モードを俯瞰モードから近接モードに切り替える。より具体的には、例えば
、ユーザが俯瞰撮像画像６１の位置をタッチし、俯瞰撮像画像６１に対応するタッチ位置
が検出されると、実空間情報提供部１８１は、表示モードを俯瞰モードから近接モードに
切り替える。
【００６８】
　また、ボタン画像６３は、別のカメラ１１を選択するための画像である。例えば、ユー
ザが、ボタン画像６３の位置を指定すると、実空間情報提供部１８１は、別のカメラ１１
により生成された俯瞰撮像画像を取得し、表示部１５０に当該俯瞰撮像画像を表示させる
。より具体的には、例えば、ユーザがボタン画像６３の位置をタッチし、ボタン画像６３
に対応するタッチ位置が検出されると、実空間情報提供部１８１は、別のカメラ１１によ
り生成された俯瞰撮像画像を取得し、表示部１５０に当該俯瞰撮像画像を表示させる。例
えば、ボタン画像６３Ａの位置がユーザにより指定されると、現在のカメラ１１の左側に
位置するカメラ１１が選択される。また、ボタン画像６３Ｂの位置がユーザにより指定さ
れると、現在のカメラ１１の右側に位置するカメラ１１が選択される。そして、実空間情
報提供部１８１は、選択されたカメラ１１により生成された俯瞰撮像画像を取得し、表示
部１５０に、当該俯瞰撮像画像を表示させる。
【００６９】
　また、プレゼンスアイコン６５は、撮像画像６１に写る人物の繁忙度を示すアイコンで
ある。例えば、プレゼンスアイコン６５は、人物の繁忙度に応じて色が変わる。一例とし
て、プレゼンスアイコンは、赤色の場合に繁忙度が高いことを示し、黄色の場合に繁忙度
が普通であることを示し、青色の倍に繁忙度が低いことを示す。後述するように、撮像画
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像６１のうちのどこに人物が写っているはずであるかが分かるので、このようなアイコン
を表示することも可能である。
【００７０】
　例えばこのように、表示画面６０は、例えば、俯瞰撮像画像６１に写る人物に関連する
情報（以下、「人物関連情報」と呼ぶ）を含む。そして、人物関連情報は、例えば、上記
人物の状態を示す状態情報を含む。上述したように、当該状態情報は、一例としてプレゼ
ンスアイコン６５である。なお、人物関連情報は、２つ以上の時点における上記人物の状
態を示す状態履歴を含んでもよい。一例として、当該状態履歴情報は、撮像画像６１に写
る人物の繁忙度の履歴を含んでもよい。即ち、表示画面６０に、人物の繁忙度の履歴が表
示されてもよい。実空間情報提供部１８１は、例えば、通信部１１０を介して、情報管理
サーバ２００から人物関連情報、又は人物関連情報の表示に必要な情報を取得する。
【００７１】
　このような人物関連情報により、ユーザは、人物が置かれている状況をより的確に把握
することができる。また、状態情報により、ユーザは、人物にコンタクトしてもよいかを
より的確に判断することができる。また、状態履歴により、ユーザは、瞬時のユーザの状
態だけではなく、ある期間でのユーザの状態を把握することができるので、ユーザは、人
物にコンタクトしてもよいかをさらに的確に判断することができる。
【００７２】
　また、吹き出し画像６７は、撮像画像６１に写る人物により提示される文字情報を含む
画像である。吹き出し画像６７も、人物関連情報の一例である。
【００７３】
　また、マップ画像６９は、センタオフェス１０のマップを示す画像である。マップ画像
６９は、さらに、使用しているカメラ１１をアイコンにより示す。なお、とりわけセンタ
オフィス１０内に１つ又は少数のカメラ１１しか設置されない場合には、マップ画像６９
は省略され得る。
【００７４】
　－近接モードで表示される表示画面
　図５は、近接モードで表示される表示画面の一例を説明するための説明図である。図５
を参照すると、近接モードで表示される表示画面７０が示されている。表示画面７０は、
近接撮像画像７１、ボタン画像７３及びマップ画像７５を含む。
【００７５】
　近接撮像画像７１は、例えば、Ｙ倍のズーム率（Ｙ＞Ｘ）での撮像でカメラ１１により
生成された撮像画像である。一例として、Ｙ＝１．５である。即ち、俯瞰撮像画像６１は
、１．５倍ズームの撮像でカメラ１１により生成された撮像画像である。
【００７６】
　また、ボタン画像７３は、表示モードを近接モードから俯瞰モードに切り替えるための
画像である。例えば、ユーザが、ボタン画像７３の位置を指定すると、実空間情報提供部
１８１は、表示モードを近接モードから俯瞰モードに切り替える。より具体的には、例え
ば、ユーザがボタン画像７３の位置をタッチし、ボタン画像７３に対応するタッチ位置が
検出されると、実空間情報提供部１８１は、表示モードを近接モードから俯瞰モードに切
り替える。
【００７７】
　また、マップ画像７５は、俯瞰モードにおけるマップ画像６９と同様に、センタオフェ
ス１０のマップを示す画像である。マップ画像７５は、さらに、使用しているカメラ１１
を示す。例えば、近接モードでは、ズームされたことを象徴的に示すために、マップ画像
７５の中の使用しているカメラのアイコンが、より前進した位置に表示される。なお、俯
瞰モードにおけるマップ画像６９と同様に、とりわけセンタオフィス１０内に１つ又は少
数のカメラ１１しか設置されない場合には、マップ画像７５は省略され得る。
【００７８】
　なお、近接モードで表示される表示画面７０にも、プレゼンスアイコン、吹き出し画像
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等の人物関連情報が含まれてもよい。
【００７９】
　以上のように表示モードによれば、より広い領域が撮像された撮像画像が表示されるこ
とにより、ユーザは実空間の全体的な状況を見ることができ、また特定の人物を容易に見
つけることができる。そして、より狭い領域が撮像された撮像画像が表示されることによ
り、ユーザは特定の人物の位置をより容易に指定することができる。また、表示モードを
切り替えるのみなので、ユーザには容易な操作しか求められない。また、より広い領域が
撮像された撮像画像とより狭い領域が撮像された撮像画像とが、ズーム率が異なる撮像画
像なので、ユーザは、これらの撮像画像間の関係を直感的に容易に把握することができる
。よって、ユーザは、表示モードが切り替わったとしても、特定の人物を容易に見つけ、
当該特定の人物の位置を指定することができる。
【００８０】
　－その他の実空間情報
　以上のように、実空間情報提供部１８１は、表示部１５０に実空間の撮像画像の表示画
面を表示させることにより、実空間の視覚的な情報を提供する。さらに、実空間情報提供
部１８１は、実空間の聴覚的な情報も提供してもよい。即ち、実空間情報提供部１８１は
、音声出力部１６０に、実空間での集音により得られた音声データの音声を出力させても
よい。
【００８１】
　例えば、実空間情報提供部１８１は、選択されたカメラ１１に近いマイクロフォン１３
を選択する。そして、実空間情報提供部１８１は、通信部１１０を介して、マイクロフォ
ン１３から、センタオフィス１０での集音により得られた音声データを取得する。そして
、実空間情報提供部１８１は、音声出力部１６０に、取得した音声データの音声を出力さ
せてもよい。
【００８２】
　（位置取得部１８３）
　位置取得部１８３は、実空間の撮像画像の表示画面においてユーザにより指定される上
記撮像画像内の位置を取得する。より具体的には、例えば、入力部１２０が、実空間の撮
像画像の表示画面においてユーザにより指定される上記撮像画像内の位置を検出すると、
位置取得部１８３は、当該位置を取得する。そして、位置取得部１８３は、当該撮像画像
内の位置をオブジェクト選択部１８５に提供する。
【００８３】
　一例として、位置取得部１８３は、近接撮像画像７１内のいずれかの位置を取得した場
合に、当該位置をオブジェクト選択部１８５に提供する。以下、この点について図６及び
図７を参照して具体例を説明する。
【００８４】
　図６は、ユーザにより指定される近接撮像画像内の位置の第１の例を説明するための説
明図である。図６を参照すると、近接モードで表示される表示画面に含まれる近接撮像画
像７１、及びユーザの手３が、示されている。また、近接撮像画像７１に写る人物７７が
示されている。そして、ユーザは、手３で人物７７の位置をタッチすることにより、近接
撮像画像７１の人物７７の位置を指定している。この場合に、入力部１２０は、近接撮像
画像７１の人物７７の上記位置を検出し、位置取得部１８３は、当該位置を取得する。そ
して、入力部１２０は、取得した当該位置をオブジェクト選択部１８５に提供する。
【００８５】
　図７は、ユーザにより指定される近接撮像画像内の位置の第２の例を説明するための説
明図である。図７を参照すると、近接撮像画像７１に写る人物７７Ａ及び７７Ｂが示され
ている。そして、ユーザは、手３で人物７７Ａの位置をタッチすることにより、近接撮像
画像７１の人物７７Ａの位置を指定している。この場合に、入力部１２０は、近接撮像画
像７１の人物７７Ａの上記位置を検出し、位置取得部１８３は、当該位置を取得する。そ
して、入力部１２０は、取得した当該位置をオブジェクト選択部１８５に提供する。
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【００８６】
　（オブジェクト選択部１８５）
　オブジェクト選択部１８５は、取得される撮像画像内の位置に基づいて、実空間に対応
する３次元仮想空間に配置されたオブジェクトを選択する。例えば、位置取得部１８３が
、実空間の撮像画像の表示画面においてユーザにより指定される上記撮像画像内の位置を
取得すると、オブジェクト選択部１８５は、当該位置に基づいて、上記実空間に対応する
３次元仮想空間に配置されたオブジェクトを選択する。
【００８７】
　上記オブジェクトは、上記撮像画像内の上記位置に対応する上記３次元仮想空間内の３
次元仮想位置に配置されたオブジェクトである。また、例えば、上記撮像画像は、上記第
２のモード（例えば、近接モード）で表示画面に含まれる撮像画像である。
【００８８】
　一例として、位置取得部１８３が、カメラ１１により生成された近接撮像画像内の位置
を取得すると、オブジェクト選択部１８５は、センタオフィス１０に対応する３次元仮想
空間に配置されたオブジェクトのうちの、上記位置に対応するオブジェクトを選択する。
なお、オブジェクト選択部１８５は、例えば、センタオフィス１０に対応する３次元仮想
空間のデータを記憶部１７０から取得する。
【００８９】
　－１つのオブジェクトが配置されている場合の例
　以下、図８及び図９を参照して、３次元仮想空間に１つのオブジェクトが配置されてい
る場合の具体例を説明する。
【００９０】
　図８は、センタオフィス１０に対応する３次元仮想空間の第１の例を説明するための説
明図である。図８を参照すると、センタオフィス１０に対応する３次元仮想空間９０が示
されている。また、当該３次元仮想空間９０には、オブジェクト９１が配置されている。
当該オブジェクト９１は、人物（例えば、Ａ氏）に対応する。そして、当該オブジェクト
は、センタオフィス１０の当該人物（例えば、Ａ氏）の座席の位置に対応する３次元仮想
位置に配置される。即ち、上記人物が座席に座っている場合には上記人物が存在するであ
ろう位置に対応する３次元仮想位置に、上記オブジェクト９１が配置される。この例では
、オブジェクト９１は、円柱のオブジェクトである。当該円柱のオブジェクトは、半径Ｒ
及び高さＨを伴う円柱のオブジェクトである。半径Ｒ及び高さＨは、例えば、予め定めら
れる。なお、３次元仮想空間９０のデータには、各カメラ１１に関連する情報も含まれて
いる。例えば、各カメラ１１に関連する情報は、各カメラ１１の設置位置に対応する３次
元仮想位置、撮像方向（例えば、カメラのレンズと垂直な方向）、画角等を含む。
【００９１】
　図９は、図８に示される３次元仮想空間に配置されたオブジェクトの選択の例を説明す
るための説明図である。図９を参照すると、容易な理解のために、３次元仮想空間９０に
おける水平面における位置関係が示されている。具体的には、３次元仮想空間９０に配置
されたオブジェクト９１、撮像に用いられるカメラ１１の設置位置に対応する３次元仮想
位置（以下、「仮想カメラ位置」と呼ぶ）Ｏ、カメラ１１の撮像方向（例えば、カメラの
レンズと垂直な方向）に対応する軸ｙ、及び、軸ｙと直交する軸ｘが、示されている。こ
の例では、容易な理解のために、カメラ１１は、当該カメラ１１の撮像方向が水平面に平
行になるように設置されているものとする。
【００９２】
　さらに、カメラ１１の画角θも示されている。また、カメラ１１の撮像方向に対応する
軸ｙに垂直であり、且つ画角θに対応する幅を有する仮想面９３が示されている。また、
仮想面９３は、仮想カメラ位置Ｏから距離Ｉだけ離れている。そして、仮想面９３は、四
角形の面であり、撮像画像と同一の縦横比を有する。即ち、仮想面９３は、撮像画像に対
応する面である。
【００９３】
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　オブジェクト選択部１８５は、例えば、図６に示されるようにユーザにより指定される
上記撮像画像内の位置を、３次元仮想位置Ａに変換する。そして、オブジェクト選択部１
８５は、仮想カメラ位置Ｏと３次元仮想位置Ａとを通る直線に交わるオブジェクトを特定
する。この例では、オブジェクト選択部１８５は、オブジェクト９１を特定する。そして
、オブジェクト選択部１８５は、オブジェクト９１を選択する。
【００９４】
　図９の例では、例えば、仮想面９３のうちの３次元仮想位置Ｂと３次元仮想位置Ｄとの
間にある３次元仮想位置に変換される撮像画像内の位置が、撮像画像内でユーザにより指
定されると、オブジェクト９１が選択される。なお、このような位置は、概ね、撮像画像
においてオブジェクト９１に対応する人物が写っている位置である。
【００９５】
　なお、距離Ｉは、仮想カメラ位置Ｏとオブジェクト９１との間に仮想面９３が位置する
ように決定される。一例として、距離Ｉは、カメラ１１の焦点距離であるが、当然ながら
これに限られない。
【００９６】
　また、容易な説明のために、３次元仮想空間９０の水平面に着目してオブジェクトを選
択する手法を説明したが、当然ながら、垂直方向（例えば、ｚ軸）を加えたとしても、撮
像画像内の位置を３次元仮想位置に変換して当該３次元仮想位置からオブジェクト９１を
特定することが可能である。
【００９７】
　例えば以上のように、撮像画像内の位置に対応するオブジェクトが選択される。上述し
た例では、撮像画像内の位置を３次元仮想位置に変換することにより、撮像画像内の位置
に対応するオブジェクトが特定されたが、撮像画像内の位置に対応するオブジェクトを特
定する手法は、これに限られない。
【００９８】
　一例として、オブジェクト選択部１８５は、仮想カメラ位置Ｏを原点としてオブジェク
ト９１を仮想面９３に射影し、オブジェクト９１の射影範囲を、撮像画像内の範囲に変換
してもよい。そして、ユーザにより指定される上記撮像画像内の位置が、上記範囲に含ま
れる場合に、オブジェクト選択部１８５は、オブジェクト９１を選択してもよい。
【００９９】
　また、別の例として、仮想カメラ位置Ｏ、軸ｙ及び画角θを用いて３次元仮想空間９０
のレンダリングを行うことにより、レンダリング画像を生成し、当該レンダリング画像の
うちのオブジェクト９１が写っている範囲から、オブジェクト９１に対応する撮像画像内
の範囲を得てもよい。そして、ユーザにより指定される上記撮像画像内の位置が、上記範
囲に含まれる場合に、オブジェクト選択部１８５は、オブジェクト９１を選択してもよい
。
【０１００】
　－状態を考慮したオブジェクトの選択
　また、例えば、３次元仮想空間９０に配置されるオブジェクト９１は、複数の状態のう
ちのいずれかの状態を示す状態情報に対応する。例えば、オブジェクト９１は、人物に対
応する。そして、オブジェクト９１は、当該人物が座席に座っているか否かを示す状態情
報（以下、「存否情報」と呼ぶ）に対応する。当該存否情報は、人物が座席に座っている
状態、又は人物が座席に座っていない状態を示す。オブジェクト選択部１８５は、例えば
、オブジェクト９１に対応する人物が座席に座っているか否かの判定結果を、通信部１１
０を介してセンサ１５から取得する。そして、当該判定結果が存否情報となる。
【０１０１】
　そして、例えば、オブジェクト選択部１８５は、上記３次元仮想空間に配置されたオブ
ジェクトであって、上記複数の状態のうちの所定の状態を示す状態情報に対応する上記オ
ブジェクトを、選択する。例えば、オブジェクト選択部１８５は、上記３次元空間に配置
されたオブジェクトであって、人物が座席に座っている状態を示す状態情報に対応するオ
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ブジェクトを、選択する。即ち、オブジェクト選択部１８５は、センサ１５により人物が
座席に座っていると判定される場合には、当該人物に対応するオブジェクトを選択し得る
が、センサ１５により人物が座席に座っていないと判定される場合には、当該人物に対応
するオブジェクトを選択しない。
【０１０２】
　このように、人物の状態に応じてオブジェクトが選択されるので、本来選択されるべき
でないオブジェクトが選択されることを回避することができる。例えば、人物がいない場
合に当該人物に対応するオブジェクトが選択されてしまうことを、回避することができる
。
【０１０３】
　－２つのオブジェクトが配置されている場合の例
　また、３次元仮想空間内に２つ以上のオブジェクトが配置され得る。以下、２つのオブ
ジェクトが配置される具体例を、図１０を参照して説明する。
【０１０４】
　図１０は、センタオフィス１０に対応する３次元仮想空間の第２の例を説明するための
説明図である。図１０を参照すると、センタオフィス１０に対応する３次元仮想空間９０
が示されている。また、当該３次元仮想空間９０には、オブジェクト９１Ａ及びオブジェ
クト９１Ｂが配置されている。オブジェクト９１Ａは、ある人物（例えば、Ａ氏）に対応
し、センタオフィス１０の当該ある人物の座席の位置に対応する３次元仮想位置に配置さ
れる。また、オブジェクト９１Ｂは、ある人物（例えば、Ｂ氏）に対応し、センタオフィ
ス１０の当該ある人物の座席の位置に対応する３次元仮想位置に配置される。図８の例と
同様に、オブジェクト９１は、半径Ｒ及び高さＨを伴う円柱のオブジェクトである。
【０１０５】
　このように３次元仮想空間内に２つ以上のオブジェクトが配置される場合には、複数の
オブジェクトが、ユーザにより指定される撮像画像内の位置に対応し得る。例えば、図１
０の例において、オブジェクト９１Ａとオブジェクト９１Ｂの両方が、ユーザにより指定
される撮像画像内の位置に対応し得る。一例として、図７に示されるように撮像画像内に
２人の人物が写り得るような場合に、ユーザが、撮像画像において当該２人の人物が重な
り合う位置を指定すると、当該２人の人物に対応する２つのオブジェクトが、上記位置に
対応し得る。
【０１０６】
　そこで、このような場合（即ち、複数のオブジェクトが、ユーザにより指定される撮像
画像の位置に対応する場合）には、オブジェクト選択部１８５は、上記複数のオブジェク
トのうちのいずれか１つのオブジェクトを選択する。即ち、オブジェクト選択部１８５は
、ユーザにより指定される撮像画像内の位置に対応する３次元仮想空間内の３次元仮想位
置にそれぞれ配置された複数のオブジェクトがある場合に、当該複数のオブジェクトのう
ちのいずれか１つのオブジェクトを選択する。
【０１０７】
　例えば、上記撮像画像は、実空間内にある撮像装置を通じて生成される。そして、オブ
ジェクト選択部１８５は、上記複数のオブジェクトのうちの、上記撮像装置に対応する３
次元仮想空間内の３次元仮想位置により近いオブジェクトを選択する。より具体的には、
例えば、撮像画像は、センタオフィス１０内にあるカメラ１１を通じて生成される。そし
て、オブジェクト選択部１８５は、ユーザにより指定される撮像画像内の位置に対応する
複数のオブジェクトがある場合に、カメラ１１の設置位置に対応する３次元仮想位置（即
ち、仮想カメラ位置Ｏ）により近いオブジェクトを選択する。以下、この点について図１
０及び図１１を参照して具体例を説明する。
【０１０８】
　図１１は、図１０に示される３次元仮想空間に配置されたオブジェクトの選択の例を説
明するための説明図である。図１１を参照すると、容易な理解のために、３次元仮想空間
９０における水平面における位置関係が示されている。具体的には、３次元仮想空間９０
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に配置されたオブジェクト９１Ａ及びオブジェクト９１Ｂが示されている。また、図９と
同様に、仮想カメラ位置Ｏ、軸ｙ、軸ｘ、画角θ及び仮想面９３が、示されている。この
例でも、図９と同様に、容易な理解のために、カメラ１１は、当該カメラ１１の撮像方向
が水平面に並行になるように設置されているものとする。
【０１０９】
　例えば、図７に示されるようにユーザにより上記撮像画像内の位置が指定される。この
場合に、図９を参照して説明した手法に従うと、撮像画像内の上記位置が、３次元仮想位
置Ｂ’と３次元仮想位置Ｄとの間にある３次元仮想位置に変換される場合には、オブジェ
クト９１Ａ及びオブジェクト９１Ｂの両方が、撮像画像内の上記位置に対応するオブジェ
クトとして特定される。そして、オブジェクト選択部１８５は、オブジェクト９１Ａ及び
オブジェクト９１Ｂのうちの、仮想カメラ位置Ｏにより近いオブジェクト９１Ａを選択す
る。
【０１１０】
　なお、ユーザにより指定される撮像画像内の位置が、３次元仮想位置Ｂと３次元仮想位
置Ｂ’との間にある３次元仮想位置に変換される場合には、オブジェクト９１Ａが、上記
撮像画像内の位置に対応するオブジェクトとして特定され、選択される。また、ユーザに
より指定される撮像画像内の位置が、３次元仮想位置Ｄと３次元仮想位置Ｄ’との間にあ
る３次元仮想位置に変換される場合には、オブジェクト９１Ｂが、上記撮像画像内の位置
に対応するオブジェクトとして特定され、選択される。
【０１１１】
　このように複数のオブジェクトから１つのオブジェクトが選択されることにより、複数
のオブジェクトが選択されてその後の処理でエラー（複数の通信用ＩＤを取得することに
よるエラー）が発生することを、回避することができる。また、複数のオブジェクトのう
ちのカメラ１１に対応する仮想カメラ位置に近いオブジェクトが選択されることにより、
例えば、撮像画像において人物が重なりあっているような場合でも、手前に写っている人
物に対応するオブジェクトが選択される。よって、ユーザが意図した人物に対応するオブ
ジェクトが選択される。
【０１１２】
　以上のように、オブジェクト選択部１８５は、オブジェクトを選択する。そして、オブ
ジェクト選択部１８５は、選択したオブジェクトの識別情報（以下、「オブジェクトＩＤ
」と呼ぶ）をＩＤ取得部１８７に提供する。当該オブジェクトＩＤは、選択されたオブジ
ェクトに対応する人物の識別情報であってもよく、又は、選択されたオブジェクトに付さ
れた単なる番号であってもよい。
【０１１３】
　（ＩＤ取得部１８７）
　ＩＤ取得部１８７は、選択される上記オブジェクトに対応する識別情報を取得する。例
えば、当該識別情報は、選択される上記オブジェクトに対応する通信用の識別情報（以下
、「通信用ＩＤ」と呼ぶ）である。当該通信用ＩＤは、一例として電話番号である。
【０１１４】
　具体的には、例えば、オブジェクト選択部１８５が、オブジェクトを選択すると、ＩＤ
取得部１８７は、選択された当該オブジェクトのオブジェクトＩＤを取得する。そして、
オブジェクト選択部１８５は、通信部１１０を介して、オブジェクトＩＤを情報管理サー
バ２００へ送信し、オブジェクトＩＤに対応する通信用ＩＤを取得する。当該通信用ＩＤ
は、選択されたオブジェクトに対応する人物の通信用ＩＤである。
【０１１５】
　例えば以上のように、ＩＤ取得部１８７は、選択されるオブジェクトに対応する通信用
ＩＤを取得する。当該通信用ＩＤは、オブジェクトに対応する人物（即ち、ユーザにより
指定された撮像画像の位置に写っている人物）の通信装置の通信用ＩＤである。そして、
ＩＤ取得部１８７は、取得した通信用ＩＤを電話部１８９に提供する。
【０１１６】
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　以上のように、ユーザにより撮像画像内の位置が指定されると、当該位置に対応するオ
ブジェクトが選択され、当該オブジェクトに対応する通信用ＩＤが取得される。これによ
り、ユーザは、直感的な操作で対象の人物にコンタクトすることが可能になる。また、撮
像画像において人物がどのように写っているかによらず、当該人物に対応するオブジェク
トが選択され、通信用ＩＤが取得されるので、より確実に当該人物にコンタクトすること
が可能になる。
【０１１７】
　（電話部１８９）
　電話部１８９は、電話を行うための機能を提供する。例えば、電話部１８９は、ソフト
フォンの機能を提供する。
【０１１８】
　例えば、電話部１８９は、ＩＤ取得部１８７により提供される通信用ＩＤを取得すると
、当該通信用ＩＤを用いて電話発信を行う。より具体的には、例えば、電話部１８９は、
通信用ＩＤを取得すると、通信部１１０を介して、当該通信用ＩＤをＰＢＸ４０に提供し
、ＰＢＸ４０からＩＰアドレスを取得する。そして、電話部１８９は、当該ＩＰアドレス
を有する通信装置（即ち、着信先の通信装置）との間で、セッションを確立するための一
連のシーケンスを実行する。
【０１１９】
　このように、電話部１８９は、表示画面においてユーザにより指定された撮像画像内の
位置に写る人物への電話のための電話発信を行う。即ち、電話部１８９は、当該人物の通
信装置への電話発信を行う。
【０１２０】
　また、電話の相手先の通信装置からの音声データが、通信部１１０により受信されると
、電話部１８９は、音声出力部１６０に、当該音声データの音声を出力させる。また、電
話部１８９は、通信部１１０に、集音部１４０により提供される音声データを電話の相手
先の通信装置へ送信させる。また、電話部１８９は、例えば、通信部１１０に、撮像部１
３０により提供される撮像画像（例えば、端末装置１００のユーザが写っている撮像画像
）も電話の相手先の通信装置へ送信させる。
【０１２１】
　また、電話部１８９は、表示部１５０に、電話時の表示画面を表示させる。例えば、電
話時の表示画面を表示する表示モードを、会話モードと呼ぶ。この場合に、電話部１８９
は、ＩＤ取得部１８７により提供される通信用ＩＤを取得すると、表示モードを、近接モ
ードから会話モードへ切り替える。以下、会話モードの表示画面について図１２を参照し
て具体例を説明する。
【０１２２】
　図１２は、会話モードで表示される表示画面の一例を説明するための説明図である。図
１２を参照すると、会話モードで表示される表示画面８０が示されている。表示画面６０
は、相手側撮像画像８１、ボタン画像８３及び自分側撮像画像８５を含む。
【０１２３】
　相手側撮像画像８１は、例えば、電話の相手先の通信装置から取得された撮像画像であ
る。例えば、電話の相手先の通信装置からの撮像画像が、通信部１１０により受信される
と、電話部１８９は、当該撮像画像を相手側撮像画像８１として利用する。
【０１２４】
　また、ボタン画像６３は、電話を終了させるための画像である。例えば、ユーザが、ボ
タン画像８３の位置を指定すると、電話部１８９は、電話を終了させる。より具体的には
、例えば、ユーザがボタン画像８３の位置をタッチし、ボタン画像８３に対応するタッチ
位置が検出されると、電話部１８９は、セッションの切断を含む電話終了用のシーケンス
を実行する。また、例えば、電話部１８９は、表示モードを会話モードから俯瞰モードに
切り替える。
【０１２５】
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　自分側撮像画像８５は、撮像部１３０により提供される撮像画像である。
【０１２６】
　（その他：表示モードの遷移）
　ここでは、俯瞰モード、近接モード及び会話モードの遷移の具体例を図１３を参照して
説明する。
【０１２７】
　図１３は、表示モードの遷移の一例を説明するための遷移図である。図１３を参照する
と、例えばソフトウェアの起動時において、カメラ１１、マイクロフォン１３、センサ１
５、情報管理サーバ２００等との接続処理が行われると、表示モードは、俯瞰モード３０
１になる（ＥＮＴＲＹ）。
【０１２８】
　俯瞰モード３０１では、俯瞰モード処理が実行される（ＤＯ）。そして、ユーザが、俯
瞰撮像画像６１の位置を指定すると、モード変更処理が行われ（ＥＸＩＴ）、表示モード
は、俯瞰モード３０１から近接モード３０３に切り替わる。モード変更処理は、カメラ１
１のズーム処理を含む（ＥＮＴＲＹ）。
【０１２９】
　近接モード３０３では、近接モード処理が実行される（ＤＯ）。そして、ユーザが、近
接撮像画像７１のうちの人物が写っている位置を指定すると、モード変更処理が行われ（
ＥＸＩＴ）、表示モードは、近接モード３０３から会話モード３０５に切り替わる。この
場合のモード変更処理は、通話のための処理を含む（ＥＮＴＲＹ）。また、ユーザが、ボ
タン画像７３の位置を指定すると、モード変更処理が行われ（ＥＸＩＴ）、表示モードは
、近接モード３０３から俯瞰モード３０１に切り替わる。この場合のモード変更処理は、
上述した接続処理を含む（ＥＮＴＲＹ）。
【０１３０】
　会話モード３０５では、会話モード処理が実行される（ＤＯ）。また、ユーザが、ボタ
ン画像８３の位置を指定すると、モード変更処理が行われ（ＥＸＩＴ）、表示モードは、
会話モード３０５から俯瞰モード３０１に切り替わる。この場合のモード変更処理は、上
述した接続処理を含む（ＥＮＴＲＹ）。
【０１３１】
　（その他：表示画面の別の例）
　－表示モードに応じた撮像画像
　上述したように、例えば、実空間情報提供部１８１は、第１の表示モード（例えば、俯
瞰モード）では、実空間の第１の領域が撮像された第１の撮像画像（例えば、俯瞰撮像画
像）を表示部１５０に表示させる。また、実空間情報提供部１８１は、第２の表示モード
（例えば、近接モード）では、上記第１の領域よりも狭い第２の領域が撮像された第２の
撮像画像（例えば、近接撮像画像）を表示部１５０に表示させる。そして、上述した例で
は、とりわけ、実空間の第１の領域が撮像された第１の撮像画像は、第１のズーム率に対
応する撮像画像であり、上記第１の領域よりも狭い第２の領域が撮像された第２の撮像画
像は、上記第１のズーム率よりも大きい第２のズーム率に対応する撮像画像である。しか
しながら、上記第１の撮像画像及び上記第２の撮像画像はこれに限られない。
【０１３２】
　例えば、上記第１の撮像画像は、実空間内にある複数の撮像装置のうちの第１の撮像装
置を通じて生成される撮像画像であり、上記第２の撮像画像は、上記複数の撮像装置のう
ちの第２の撮像装置を通じて生成される撮像画像であってもよい。この場合に、例えば、
実空間情報提供部１８１は、俯瞰モードの際には、センタオフィス１０の広い領域を撮像
するカメラ１１を選択し、当該カメラ１１により生成された撮像画像を俯瞰撮像画像とし
て取得する。そして、実空間情報提供部１８１は、近接モードの際には、センタオフィス
１０のより狭い領域を撮像するカメラ１１（例えば、より前方にあるカメラ）を選択し、
当該カメラ１１により生成された撮像画像を近接撮像画像として取得する。
【０１３３】
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　これにより、カメラ１１の配置によっては、より容易に人物の位置を指定しやすくなる
。また、カメラ１１にズームを要求しなくてもよい。そのため、例えば、光学ズーム又は
ドリーによるズームを要求する場合のように、個別の端末装置からの要求が競合し、いず
れかの端末装置に待ち状態が生じるようなこともない。また、例えば、デジタルズームを
用いる場合のように、処理量が増大するようなこともない。
【０１３４】
　－より自由な条件での撮像により生成される撮像画像
　また、上述した例では、表示モードが切り替えられる例を説明したが、表示画面はこれ
に限られない。例えば、表示モードの切り替えの代わりに、より自由な条件での撮像によ
り撮像画像が生成され、当該撮像画像を含む表示画面が表示されてもよい。
【０１３５】
　例えば、実空間の撮像画像は、複数のズーム率のうちの選択されたズーム率に対応する
撮像画像であってもよい。この場合に、例えば、実空間情報提供部１８１は、入力部１２
０を介してユーザにより指定されるズーム率を、通信部１２０を介してカメラ１１に要求
する。その結果、カメラ１１は、ズーム率を要求に従って変更し、変更後のズーム率での
撮像により生成された撮像画像を端末装置１００に提供する。そして、実空間情報提供部
１８１は、表示部１５０に、提供された撮像画像を含む表示画面を表示させる。そして、
ユーザは、当該撮像画像内の位置を指定すると、位置取得部１８３は、当該位置を取得す
る。そして、位置取得部１８３は、撮像画像内の当該位置をオブジェクト選択部１８５に
提供する。
【０１３６】
　これにより、ユーザは、細かいズーム率を指定して、所望の撮像画像を表示することが
できる。よって、ユーザは、特定の人物の位置をより指定しやすくなる。
【０１３７】
　なお、上述したように、ここでのズーム率は、１．５倍、２倍等の精緻な値である必要
はなく、被写体が撮像画像に写る大きさの程度を直接的又は間接的に示すものである。例
えば、とりわけカメラ１１の位置の変更によるズーム（例えば、ドリーによるズームイン
及びズームアウト）が用いられる場合には、ズーム率は、１．５倍、２倍等の精緻な値で
はなく、被写体の大きさの程度を直接的に示すもの（例えば、被写体の概ねの大きさの程
度を示すパラメータ、等）、又は、被写体の大きさの程度を間接的に示すもの（例えば、
レールにおけるカメラ１１の位置、等）であってもよい。
【０１３８】
　＜２－３．ソフトウェア構成＞
　次に、本実施形態に係る端末装置１００のソフトウェア構成の一例を説明する。図１４
は、本実施形態に係る端末装置１００のソフトウェア構成の一例を示すブロック図である
。図１４を参照すると、端末装置１００は、ＯＳ（Operating　System）８４０及びアプ
リケーションソフトウェアを備える。そして、端末装置１００は、アプリケーションソフ
トウェアとして、ソフトフォン８５１、超臨場感クライアント８５３及び電話発信制御機
能８５５を含む。
【０１３９】
　ＯＳ８４０は、端末装置１００を動作させるための基本的な機能を提供するソフトウェ
アである。ＯＳ８４０は、各アプリケーションソフトウェアを実行する。
【０１４０】
　ソフトフォン８５１は、端末装置１００を用いて電話を行うためのアプリケーションソ
フトウェアである。電話部１８９は、例えば、ソフトフォン８５１により実装され得る。
【０１４１】
　超臨場感クライアント８５３は、実空間の情報を端末装置１００に提供するためのアプ
リケーションソフトウェアである。実空間情報提供部１８１は、例えば、超臨場感クライ
アント８５３により実装され得る。
【０１４２】
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　なお、超臨場感クライアント８５３は、実空間（例えば、センタオフィス１０）にいる
人物の状態を示す状態情報を取得し、ＯＳを介してソフトフォン８５１に提供してもよい
。そして、ソフトフォン８５１は、当該状態情報に基づいて、電話発信を制御してもよい
。
【０１４３】
　また、電話発信制御機能８５５は、表示画面内の撮像画像に写っている人物の通信装置
の通信用ＩＤを取得するアプリケーションソフトウェアである。位置取得部１８３、オブ
ジェクト選択部１８５及びＩＤ取得部１８７は、電話発信制御機能８５５により実装され
得る。
【０１４４】
　なお、電話発信制御機能８５５は、通信用ＩＤを取得すると、ＯＳを介してソフトフォ
ン８５１に提供する。そして、ソフトフォン８５１は、当該通信用ＩＤを用いて、電話発
信を行う。
【０１４５】
　＜＜３．情報管理サーバの構成＞＞
　続いて、図１５及び図１６を参照して、本実施形態に係る情報管理サーバ２００の構成
の一例を説明する。
【０１４６】
　＜３－１．ハードウェア構成＞＞
　まず、図１５を参照して、本実施形態に係る情報管理サーバ２００のハードウェア構成
の一例を説明する。図１５は、本実施形態に係る情報管理サーバ２００のハードウェア構
成の一例を示すブロック図である。図１５を参照すると、情報管理サーバ２００は、ＣＰ
Ｕ９０１、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９０５、バス９０７、記憶装置９０９及び通信インター
フェース９１１を備える。
【０１４７】
　ＣＰＵ９０１は、情報管理サーバ２００における様々な処理を実行する。また、ＲＯＭ
９０３は、情報管理サーバ２００における処理をＣＰＵ９０１に実行させるためのプログ
ラム及びデータを記憶する。また、ＲＡＭ９０５は、ＣＰＵ９０１の処理の実行時に、プ
ログラム及びデータを一時的に記憶する。
【０１４８】
　バス９０７は、ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３及びＲＡＭを相互に接続する。バス９０７
には、さらに、記憶装置９０９及び通信インターフェース９１１が接続される。バス９０
７は、例えば、複数の種類のバスを含む。一例として、バス９０７は、ＣＰＵ９０１、Ｒ
ＯＭ９０３及びＲＡＭ９０５を接続する高速バスと、当該高速バスよりも低速の１つ以上
の別のバスを含む。
【０１４９】
　記憶装置９０９は、情報管理サーバ２００内で一時的又は恒久的に保存すべきデータを
記憶する。記憶装置９０９は、例えば、ハードディスク等の磁気記憶装置であってもよく
、又は、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＭＲＡＭ、ＦｅＲＡＭ及びＰＲＡＭ等の不揮
発性メモリであってもよい。
【０１５０】
　通信インターフェース９１１は、情報管理サーバ２００が備える通信手段であり、ネッ
トワークを介して（あるいは、直接的に）外部装置と通信する。通信インターフェース９
１１は、無線通信用のインターフェースであってもよく、この場合に、例えば、通信アン
テナ、ＲＦ回路及びその他の通信処理用の回路を含んでもよい。また、通信インターフェ
ース９１１は、有線通信用のインターフェースであってもよく、この場合に、例えば、Ｌ
ＡＮ端子、伝送回路及びその他の通信処理用の回路を含んでもよい。
【０１５１】
　＜３－２．機能構成＞＞
　次に、本実施形態に係る情報管理サーバ２００の機能構成の一例を説明する。図１６は
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、本実施形態に係る情報管理サーバ２００の機能構成の一例を示すブロック図である。図
１６を参照すると、情報管理サーバ２００は、通信部２１０、記憶部２２０及び制御部２
３０を備える。
【０１５２】
　（通信部２１０）
　通信部２１０は、他の装置と通信する。例えば、通信部２１０は、ＬＡＮ１９に直接的
に接続され、センタオフィス１０内の各装置と通信する。具体的には、例えば、通信部２
１０は、カメラ１１、マイクロフォン１３、センサ１５及びメディア配信サーバ１７と通
信する。また、通信部２１０は、外部ネットワーク３０及びＬＡＮ２３を介して、サテラ
イトオフィス２０内の各装置と通信する。具体的には、例えば、通信部２１０は、端末装
置１００及びディスプレイ２１と通信する。なお、通信部２１０は、例えば、通信インタ
ーフェース９１１により実装され得る。
【０１５３】
　（記憶部２２０）
　記憶部２２０は、情報管理サーバ２００の動作のためのプログラム及びデータを記憶す
る。
【０１５４】
　とりわけ本実施形態では、記憶部２２０は、情報処理システムにおいて用いられる様々
な情報を記憶する。
【０１５５】
　第１の例として、記憶部２２０は、カメラ１１、マイクロフォン１３及びセンサ１５に
関するパラメータを記憶する。当該パラメータの具体的な内容は、上述したとおりである
。
【０１５６】
　第２の例として、記憶部２２０は、実空間に対応する３次元仮想空間のデータを記憶す
る。当該３次元仮想空間は、例えば、センタオフィス１０を模した３次元仮想空間である
。当該３次元仮想空間の具体的な内容は、上述したとおりである。
【０１５７】
　第３の例として、記憶部２２０は、人物関連情報を記憶する。当該人物関連情報は、例
えば、センタオフィス１０にいる人物の人物関連情報である。当該人物関連情報の具体的
な内容は、上述したとおりである。
【０１５８】
　第４の例として、記憶部２２０は、３次元仮想空間に配置されるオブジェクトのオブジ
ェクトＩＤと通信用ＩＤとを、互いに対応付けて記憶する。当該オブジェクトＩＤ及び通
信用ＩＤの具体的な内容は、上述したとおりである。
【０１５９】
　（制御部２３０）
　制御部２３０は、情報管理サーバ２００の様々な機能を提供する。
【０１６０】
　例えば、制御部２３０は、要求に応じて、情報処理システムにおいて用いられる様々な
情報を提供する。例えば、制御部２３０は、端末装置１００による要求に応じて、３次元
仮想空間のデータ、人物関連情報、オブジェクトＩＤに対応する通信用ＩＤ、並びに、カ
メラ１１、マイクロフォン１３及びセンサ１５に関するパラメータ等を提供する。
【０１６１】
　また、例えば、制御部２３０は、情報処理システムにおいて用いられる様々な情報を適
宜更新する。制御部２３０は、自動で、又は手動による指示に応じて、当該情報を更新す
る。
【０１６２】
　＜＜４．処理の流れ＞＞
　続いて、図１７を参照して、本実施形態に係る情報処理の例を説明する。図１７は、本
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実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
【０１６３】
　ステップＳ４０１で、位置取得部１８３は、実空間の撮像画像の表示画面において当該
撮像画像内の位置がユーザにより指定されたかを判定する。より具体的には、例えば、位
置取得部１８３は、近接撮像画像内の位置をユーザにより指定されたかを判定する。上記
位置が指定されていれば、処理はステップＳ４０３へ進む。そうでなければ、処理はステ
ップＳ４０１を繰り返す。
【０１６４】
　ステップＳ４０３で、位置取得部１８３は、ユーザにより指定される上記撮像画像内の
位置を取得する。
【０１６５】
　ステップＳ４０５で、オブジェクト選択部１８５は、実空間に対応する３次元仮想空間
のデータを記憶部１７０から取得する。
【０１６６】
　ステップＳ４０７で、取得された上記撮像画像内の上記位置に基づいて、上記３次元仮
想空間に配置されたオブジェクトを選択する。
【０１６７】
　ステップＳ４０９で、ＩＤ取得部１８７は、選択された上記オブジェクトに対応する通
信用ＩＤを着信側の通信用ＩＤとして取得する。
【０１６８】
　ステップＳ４１１で、ＩＤ取得部１８７は、発信側の通信用ＩＤ（即ち、端末装置１０
０の通信用ＩＤ）を取得する。
【０１６９】
　ステップＳ４１３で、電話部１８９は、着信側の通信用ＩＤを用いて電話発信を行う。
その後、電話部１８９は、電話のための様々な処理を実行し、処理は終了する。
【０１７０】
　以上のように、本実施形態に係る情報処理が実行される。さらに、当該情報処理の開始
前に行われる起動処理の一例を、図１８を参照して説明する。
【０１７１】
　図１８は、本実施形態に係る起動処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【０１７２】
　ステップＳ５０１で、ソフトフォン８５１の起動処理が実行される。これにより、ソフ
トフォン８５１が起動する。
【０１７３】
　ステップＳ５０３で、ソフトフォン８５１に関する登録処理が実行される。例えば、ソ
フトフォン８５１の登録処理の１つとして、ＰＢＸ４０での登録（例えば、ＳＩＰ　ＲＥ
ＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ）が行われる。
【０１７４】
　ステップＳ５０５で、超臨場感クライアントの起動処理が実行される。例えば、超臨場
感クライアントにおいて利用されるカメラ１１、マイクロフォン１３、センサ１５、メデ
ィア配信サーバ１７、情報管理サーバ２００等が特定される。
【０１７５】
　ステップＳ５０７で、超臨場感クライアントの俯瞰モード処理が実行される。そして、
一連の起動処理は終了する。
【０１７６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明は係る例
に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範
疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらにつ
いても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。



(24) JP 6102961 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【０１７７】
　例えば、実空間に対応する３次元仮想空間として、センタオフィスの３次元仮想空間が
用意される例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、複数の３次元空間が
用意されてもよい。一例として、実空間に対応する３次元仮想空間は、複数のオフィスの
各々について用意されてもよい。例えば、サテライトオフィス、ホームオフィス、他のセ
ンタオフィス等についての３次元仮想空間も用意されてもよい。この場合に、各オフィス
の３次元仮想空間は、各オフィスの大きさに応じた大きさの３次元仮想空間であってもよ
い。また、端末装置のオブジェクト選択部は、複数の３次元仮想空間のうちの所望の３次
元仮想空間のデータを取得してもよい。また、オフィス以外の３次元仮想空間が用意され
てもよい。
【０１７８】
　また、人物が座席に座っている場合に限り当該人物に対応するオブジェクトが選択され
る例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、人物が座席に座っていない場
合にもオブジェクトが選択されてもよい。一例として、人物が座席に座っている場合には
、当該座席に設置された通信装置の通信用ＩＤが取得され、人物が座席に座っていない場
合には、当該人物の携帯端末の通信用ＩＤが取得されてもよい。
【０１７９】
　また、通信用ＩＤが電話番号である例を説明したが、本発明はこれに限定されない。通
信用ＩＤは、電話番号以外のＩＤであってもよい。一例として、通信用ＩＤは、電話番号
以外のソフトフォン用ＩＤであってもよい。また、別の例として、通信用ＩＤは、電話以
外の通信のためのＩＤであってもよい。例えば、通信用ＩＤは、メールアドレスであって
もよく、又はショートメッセージ用のＩＤであってもよい。この場合に、通信用ＩＤを用
いて、メールが送信され、又はショートメッセージが送信されてもよい。
【０１８０】
　また、オブジェクトが選択された場合に当該オブジェクトに対応する通信用ＩＤが取得
される例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、オブジェクトが選択され
た場合に当該オブジェクトに対応するいずれかの識別情報が取得されてもよい。一例とし
て、オブジェクトが選択された場合にオブジェクトに対応する人物のいずれかの識別情報
が取得されてもよい。そして、例えば、この識別情報から、通信用ＩＤが取得されてもよ
い。
【０１８１】
　また、実空間に対応する３次元仮想空間に配置されるオブジェクト（オブジェクト選択
部により選択されるオブジェクト）が人物に対応し且つ円柱のオブジェクトである例を説
明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、オブジェクトは、円柱のオブジェクト
ではなく、別の形状のオブジェクトであってもよい。また、例えば、オブジェクトは、人
物以外のものに対応してもよい。一例として、オブジェクトは、実空間の領域に対応して
もよい。具体的には、例えば、オブジェクトは、座席に対応し、当該座席の位置に対応す
る３次元仮想位置に配置されてもよい。そして、当該座席に設置された通信装置の通信用
ＩＤと上記オブジェクトとが対応し、当該オブジェクトが選択されると、当該通信用ＩＤ
が取得されてもよい。また、オブジェクトは、座席よりも広い領域に対応し、当該領域の
範囲に対応する３次元仮想範囲に渡って存在してもよい。そして、当該領域内に設置され
た通信装置の通信用ＩＤと上記オブジェクトとが対応し、当該オブジェクトが選択される
と、当該通信用ＩＤが取得されてもよい。
【０１８２】
　また、表示画面において撮像画像の位置がユーザによるタッチで指定される例を説明し
たが、本発明はこれに限定されない。例えば、撮像画像の位置は、タッチパネル以外の入
力手段を用いてユーザにより指定されてもよい。例えば、撮像画像の位置は、マウスによ
るクリックで指定されてもよく、ボタン、キーボード等の別の入力手段を用いて指定され
てもよい。
【０１８３】
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　また、カメラにより生成される撮像画像、マイクロフォンにより生成される音声データ
、及び、センサによる判定結果が、それぞれ、カメラ、マイクロフォン及びセンサにより
、端末装置に直接提供される例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、別
の装置によりこれらのデータが提供されてもよい。一例として、いずれかのサーバ（例え
ば、メディア配信サーバ）が、これらのデータを取得し、これらのデータを端末装置に提
供してもよい。
【０１８４】
　また、位置取得部、オブジェクト選択部及びＩＤ取得部等の機能が端末装置により備え
られる例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、これらの機能は、端末装
置以外の装置により備えられてもよい。一例として、これらの機能はいずれかのサーバに
より備えられてもよい。
【０１８５】
　また、実空間の撮像画像の表示画面が端末装置により表示される例を説明したが、本発
明はこれに限定されない。例えば、当該表示画面は別の装置により表示されてもよい。一
例として、上記表示画面はサテライトオフィスに設置されたディスプレイにより表示され
てもよい。そして、ユーザが、当該ディスプレイにおいて、表示画像に含まれる撮像画像
の位置を指定してもよい。
【０１８６】
　また、本明細書の情報処理における処理ステップは、必ずしもフローチャートに記載さ
れた順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、情報処理における処理ステップ
は、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行され
てもよい。
【０１８７】
　また、情報処理装置（例えば、端末装置）に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等の
ハードウェアに、上記情報処理装置の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュー
タプログラムも作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒
体も提供される。
【符号の説明】
【０１８８】
　１１　　　　カメラ
　１３　　　　マイクロフォン
　１５　　　　センサ
　１７　　　　メディア配信サーバ
　１９、２３　ＬＡＮ（Local　Area　Network）
　２１　　　　ディスプレイ
　３０　　　　外部ネットワーク
　４０　　　　ＰＢＸ（Private　Branch　eXchange）
　６０　　　　表示画面（俯瞰モード）
　６１　　　　俯瞰撮像画像
　６３、７３、８３　　ボタン画像
　７０　　　　表示画面（近接モード）
　７１　　　　近接撮像画像
　８０　　　　表示画面（会話モード）
　８１　　　　相手側撮像画像８１
　８５　　　　自分側撮像画像８５
　９０　　　　３次元仮想空間
　９１　　　　オブジェクト
　９３　　　　仮想面
　１００　　　端末装置
　１８０　　　制御部
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　１８１　　　実空間情報提供部
　１８３　　　位置取得部
　１８５　　　オブジェクト選択部
　１８７　　　ＩＤ取得部
　１８９　　　電話部
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